
高齢者福祉施設等の整備量見込みについて

１　高齢者福祉施設の整備の方向性

（１）現状の高齢者福祉施設等の状況

種別 久喜 菖蒲 栗橋 鷲宮 合計

特別養護老人ホーム 229 80 90

（190）

162

（262）

561

（761）

老人保健施設 57 130 109 85 381

養護老人ホーム 50 50

ケアハウス 100 40 140

介護付有料老人ホーム 60 80 140

住宅型有料老人ホーム 16 16

認知症グループホーム 90 18 54 162

サービス付高齢者向け住宅 32 32

高齢者専用賃貸住宅 9 9

高齢者向け有料賃貸住宅 112 112

高齢者に特化した住宅 17 10 27

　＊　特別養護老人ホームについては、栗橋100床、鷲宮100床の計200床が　

平成27年4月1日開設予定です。（　）内はこれを含めた整備状況です。

（２）実態調査結果（在宅認定者調査：今後利用したいと思うサービス）

種別 久喜西 久喜東 菖蒲 栗橋 鷲宮 合計

特別養護老人ホーム 56.0 46.5 59.1 48.1 77.8 51.2

老人保健施設 8.0 14.0 4.5 7.4 3.7 8.4

ケアハウス 4.0 4.7 4.5 3.7 7.4 7.2

介護付有料老人ホーム 4.0 4.7 0.0 3.7 0.0 2.4

認知症グループホーム 4.0 7.0 9.1 7.4 3.7 7.8

ｻｰﾋﾞｽ付高齢者向け住宅等 3.5 4.0 3.1 5.0 6.6 4.4
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（３）待機者の現状（特別養護老人ホームについて）

　　・　平成26年4月1日現在　特養市民待機者数　延べ492人

　　　　　　うち要介護3以上　335人　　335÷492＝68.08％

　　・　上記492人は、複数の施設に重複して入所申込をしている方を除いて

いない人数です。これを除くため、実態調査における複数施設申込者の

状況から、重複を除いた市民待機者数を求めます。　

　　　　　　→　重複除外推計値　335人

　　　　　　　　うち要介護3以上　335×68.08％＝228人

（４）要介護認定者等の推計

65歳以上人口 認定者数 要介護３以上

H26.4.1 ①  　　 　　　38,174 ②　　　　　　　4,919 ③　　 　 　　　1,747

実績 実績　②/①=12.88％ ③/②=35.51％

H30.3.31 ④ 　 　 　　　42,754 ⑤　　　　　　　6,315 ⑥　 　　 　　　2,242

人口推計 H30認定率推計14.77％

④×14.77％

⑤×35.51％

比較 +4,580 +1,396 +495

（５）施設整備需要量の推計

　　①　特別養護老人ホーム

要介護3以上の

特養入所者数　A

要介護3以上の

特養待機者数 B

入所必要人数

A+B

H26.4.1 ⑦　　　　 　　　513 ⑧　　　　　   　228 ⑨　 　　　　　　741

実績　 （３）の計算による ⑨/③=42.42％

H30.3.31 － － ⑩　 　　　　　　951

－ － ⑥×42.42％

比較 － － ⑪　　　　　　　+210

　　●　平成30年3月31日時点での施設入所必要数の推計⑩と、平成26年4月

1日時点における施設入所者数⑦・要介護3以上の待機者数⑧の合計⑨

を比較し、その差分⑪（平成26年4月1日から平成30年3月31日までの

間に増加する施設入所必要者の数）と平成26年4月1日時点の要介護3

以上の待機者数⑧を足し上げた人数を、第６期の期間における施設整

備需要量と考えます。

　　　　→　上記⑪＋⑧ ＝ 210＋228 ＝ 438床　
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　②　老人保健施設

老健入所

被保険者数　C

Cのうち市内

老健入所者数

老健待機

被保険者数　D

入所必要人数

C+D

H26.5.1 ⑫　 　　  360 ⑬　  　　 214 ⑭　　  　　10 ⑮　 　　　370

⑫/②=7.32％ ⑬/⑫=59.44％ ⑭/②=0.2％ ⑮/②=7.52％

H30.3.31 ⑯ 　　　　462 275 13 475

⑤×7.32％ ⑯×59.44％ ⑤×0.2％ ⑤×7.52％

比較 +102 +61 +3 +105

●　なお、平成26年5月1日現在の市外被保険者を含む市内老健入所者は

306人なので、現在の供給量381床－306＝75床の空きがあることにな

ります。

　　平成30年3月31日の段階では、入所必要人数の増加分105人×59.44％

＝63床市内老健に入所が必要であり、老年人口の増加を見込んでも老

健に関しては第６期の期間内は現在の供給量で賄える見込みです。

　　③　認知症対応型グループホーム

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ入居

被保険者数　E

Eのうち市内

事業所入所者数

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ待機

被保険者数　F

入居必要人数

E+F

H26.2.1 ⑰　 　　  138 ⑱　  　　 121 ⑲　　     　4 ⑳　 　　　142

⑰/②=2.8％ ⑱/⑰=87.7％ ⑲/②=0.08％ ⑳/②=2.89％

H30.3.31 Ⓐ 　　　　177 155 5 182

⑤×2.8％ Ⓐ×87.7％ ⑤×0.08％ ⑤×2.89％

比較 +39 +34 +1 +40

●　なお、平成26年2月1日現在の市外被保険者を含むグループホーム入

居者数は138人なので、同日現在の供給量144床－138＝6床の空きがあ

ることになります。ちなみに、その後平成26年4月1日に新たに1施設

18床が開設となりましたが、本日現在で15人入居、3床の空きがある

状況です。これを加味しますと、162床－153床＝9床の空きがあるこ

とになります。

　　平成30年3月31日の段階では、新たに3ユニット27床の整備が完了し

供給量は189床となります。入所必要人数の増加分40人は増加分27床

＋現在の空き9床＝36床でほぼ賄える見込みです。　
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（６）施設等整備供給目標の設定

施設等整備目標 待機者解消の効果

①　特別養護老人ホーム　440床整備　

　　　うち平成27年度開設決定分が200

　　　床あるため、第6期に入ってからの

　　　新規整備は440-200＝240床

市民入居率8割が目標

→440×0.8＝352　　352人解消

残り438－352＝86人

②　老人保健施設　　　　新規整備なし　 老健待機者はない見込み

③　グループホーム　　3ﾕﾆｯﾄ27床整備

　　　うち2ﾕﾆｯﾄ18床はH25公募により

　　　選考された㈱サンテ（久喜東地区）

　　　（H28.3開設予定）

　　　1ﾕﾆｯﾄはひだまりの家栗橋（栗橋地

　　　区）の移転増床分（H27.7予定）

　　　→新規募集整備はなし　　

27床解消

グループホーム待機者はない見込

み

④　介護付有料老人ホーム　93床整備

　　　H26に県において選考済み

　　　　みんなの家久喜（ウィズネット、

　　　　　33床、H28.3開設予定）

　　　　くき翔裕館（関東サンガ、60床、

　　　　　H28.2開設予定）

　　　→新規募集整備はなし

要介護者は全体の8割の見込み

93×0.8＝74　　　　74人解消

⑤　複合型サービス事業所　1事業所整備 －

⑥　サービス付高齢者向け住宅　100床

　　　現状の待機者のうち要介護1・2の

　　　人は　335-228＝107人

　　　H26とH30の入所必要者の割合

　　　（５）の⑩÷⑨＝128.34％

　　　高齢者のみ世帯の率　42.1％

　　　（実態調査）

　　　107×128.34％×42.1％＝58人＋α

在宅生活が困難だが、要介護１・

２であることによって特養に入所

できなくなる高齢者のみ世帯の受

け皿として機能することを想定し

ている。
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（７）年度別施設等整備量見込み

（単位：特記なければ床）

平成27年度

末

平成28年度

末

平成29年度

末

特別養護老人ホーム 200 240

老人保健施設

グループホーム 27

介護付有料老人ホーム 93

複合型サービス 1事業所

サービス付高齢者向け住宅 100

（８）施設等供給量見込み（総量表示）

（単位：特記なければ床）

種別 現状の

供給量

今後の供給量

平成27年度

末

平成28年度

末

平成29年度

末

特別養護老人ホーム 561 761 761 1001

老人保健施設 381 381 381 381

グループホーム 162 189 189 189

介護付有料老人ホーム 140 233 233 233

複合型サービス 0事業所 0事業所 1事業所 1事業所

ｻｰﾋﾞｽ付高齢者向け住宅 32 32 32 132
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２　居宅介護サービスの整備方針

　（１）訪問・通所サービスの充実

　　　▼　要介護１・２が原則特養に入れなくなる。

　　　▼　要支援の訪問・通所サービスの事業化。

　　　▼　小規模通所サービスの指定権が市町村に移管される。

　　　▼　実態調査より依然として訪問・通所サービスの需要が旺盛なこと。

　　　以上のような状況から、今後も訪問・通所サービスの拡大を図ると共に

訪問・通所サービスを一体として提供し居宅介護の充実を図っていきま

す。

　　①　第６期では明確な目標を定めません（指定権限が市町村にないため）

が、状況を見て訪問・通所サービスの供給量のチェックをします。

　　②　訪問・通所サービスを組み合わせるケアプランの作成方法をケアマネ

ジャーに対して指導し、既存の訪問・通所事業者のサービスを組み合わ

せることにより擬似的に小規模多機能型居宅介護の機能を実現していき

ます。

　　③　ボランティア型訪問・通所介護の裾野を拡大して、利用者が受けられ

るサービス形態の多様化を図ります。（新予防事業に関連）

（２）グループホームの充実（既述）

（３）複合型サービスの充実（既述）

（４）定期巡回・随時対応型訪問介護看護

　　　利用者の現状から新規整備はしませんが、適切な利用方法を考え、利用

の促進を図っていきます。

（５）ショートステイ等

　　　特養、老健の整備にあわせて考えていきます。その他、デイサービス等

の整備に併せての整備が出来ないか、事業者から相談があったときは検討

します。

　　　なお、お泊りデイは法整備がなされるまで積極的な推進はしないことと

します。

6



３　地域介護拠点等の整備方針

（１）高齢者サロン

　　　中学校区に最低１つを目標に、地域ごとにサロンの機能を果たす活動が

あるか調査し、既存の資源も生かしながら、不足する地域においては新た

な住民主体の高齢者サロンが立ち上がるよう、地域を支援していきます。

　　　また、状況を見て、サービス付高齢者向け住宅や複合型サービス等の事

業者の整備に併せてサロンスペースなどの地域交流スペースを整備するよ

う働きかけ、市としてはそこをボランティア等の拠点にしていただくよう

な関わり方をしていきます。

（２）地域介護予防拠点の開発

　　　今後の介護予防事業は、すべからく地域に根ざしたものとしなければな

らない状況ですが、その際課題となることのひとつが活動スペースの確保

です。

　　　状況を見て、学校の空き教室、廃用となった公民館等の公共スペースを

活用するなどして、住民の皆さんのご意見を伺いながら介護予防拠点を設

置していくこととします。　
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