
必要と思う 8法人 利用している 15事業所 145人

必要と思わない 11法人 利用希望がある 3事業所 9人

わからない 12法人 利用希望なし 1事業所 -

無回答 4法人 - - -

必要と思う 16法人 利用している 1事業所 1人

必要と思わない 9法人 利用希望がある 2事業所 2人

わからない 8法人 利用希望なし 14事業所 -

無回答 2法人 - - -

必要と思う 18法人 利用している 10事業所 20人

必要と思わない 6法人 利用希望がある 2事業所 2人

わからない 9法人 利用希望なし 5事業所 -

無回答 2法人 - - -

必要と思う 11法人 利用している 0事業所 0人

必要と思わない 10法人 利用希望がある 2事業所 2人

わからない 12法人 利用希望なし 14事業所 -

無回答 2法人 - - -

必要と思う 17法人 利用している 0事業所 0人

必要と思わない 7法人 利用希望がある 3事業所 4人

わからない 9法人 利用希望なし 14事業所 -

無回答 2法人 - - -

必要と思う 11法人 利用している 0事業所 0人

必要と思わない 12法人 利用希望がある 2事業所 2人

わからない 10法人 利用希望なし 14事業所 -

無回答 2法人 - - -

必要と思う 14法人 利用している 0事業所 0人

必要と思わない 6法人 利用希望がある 3事業所 7人

わからない 13法人 利用希望なし 13事業所 -

無回答 2法人 - - -

必要と思う 15法人 利用している 0事業所 0人

必要と思わない 5法人 利用希望がある 2事業所 6人

わからない 13法人 利用希望なし 14事業所 -

無回答 2法人 - - -

必要と思う 13法人 利用している 0事業所 0人

必要と思わない 6法人 利用希望がある 2事業所 2人

わからない 14法人 利用希望なし 14事業所 -

無回答 2法人 - - -

★：第７期介護保険事業計画において、「利用状況や運営状況を検証し、今後の需要動向を踏まえ、整備の必要性を検討する。」としているサービスである。

地域密着型サービスの整備に向けた法人の考え及び意向並びに介護支援専門員が受け持つケースの状況
法人向けアンケートより
（回答：３５法人）

居宅介護支援事業所・介護予防支援事業所向けアンケートより
（回答：１６事業所）

整備の必要性について 参入の意向について 利用状況・利用希望について
利用者の中に、新たに計画に
位置付けたい人がいるのか

No. 地域密着型サービスの種類 市内の整備状況

　　　　　　　　　主な意見
　　〇整備するべき意見
　　　●整備が必要でない意見
　　　▲わからないと答えた法人の意見

1
地域密着型通所介護
（定員１８人以下の小規模デイ
サービス）

１０事業所
（定員１０人　８事業所）
（定員１５人　１事業所）
（定員１８人　１事業所）

第７期中にあり 2法人 いる 6事業所 15人 〇住み慣れた地域の自宅から近い場所に
あるデイサービスには通いやすい。
〇西部地域への整備は今後必要である。
●現状で供給量が十分である。第８期中にあり 0法人 いない 10事業所 -

2
認知症対応型共同生活介護
（認知症高齢者グループホー
ム）

３事業所（４５床）

第７期中にあり 0法人 いる 4事業所 6人
〇認知症に特化した施設の充実が図れれ
ばよい。
〇医療ニーズの高い方への夜間対応事
業がないため。
●現在で十分であると思う。
●急いで整備する必要はないと考える。

第８期中にあり 2法人 いない 12事業所 -

3
認知症対応型通所介護
（認知症高齢者専用のデイサー
ビス）

１事業所（定員１２名）

第７期中にあり 0法人 いる 5事業所 6人

〇五日市地区の人は利用しづらいため
〇認知症高齢者や家族への支援を含め
て、早急な整備が必要になってくる。
〇市内１事業所だけでは少ない。
●今現在で十分であると思う。
▲通所介護と異なるニーズがどの程度か
不明

第８期中にあり 3法人 いない 11事業所 -

4
地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護
（小規模特別養護老人ホーム）

１事業所（２９床）

第７期中にあり 0法人 いる 3事業所 3人 〇入所を希望する人は多い。
●市内の広域型特養の整備数は、十分す
ぎるレベルにある。
●近隣他地域にも施設は多く、足りてい
る。第８期中にあり 1法人 いない 13事業所 -

5
★

小規模多機能型居宅介護
（通いを中心に随時訪問や泊ま
りを組合わせて提供するサービ
ス）

１事業所
（通いサービスの定員　 １８名）
（宿泊サービスの利用定員　 ５名）

第７期中にあり 1法人 いる 3事業所 4人

〇市内１事業所だけでは少ない。
〇五日市地区の人は利用しづらいため。
また、既に定員一杯であるため。
〇今後の在宅生活において、可能な限り
維持するための多目的支援に有効と思え
るから。
●運営が困難で、成功事例が少ない。

第８期中にあり 3法人 いない 13事業所 -

6
地域密着型特定施設入居者生
活介護
（小規模有料老人ホーム）

なし

第７期中にあり 0法人 いる 1事業所 1人 〇実施事業所が少ない。
●今現在で十分であると思う。
●魅力と必要性を感じないため。
●小規模多機能や特養があれば、必要な
いと思われる。第８期中にあり 0法人 いない 15事業所 -

7

夜間対応型訪問介護
※定期巡回訪問、随時訪問な
ど組合わせて提供する夜間の
訪問介護

なし

第７期中にあり 0法人 いる 5事業所 8人 〇夜間でもサービスを必要とする方は少な
くないとは思う。
〇夜間の排せつ介助が必要な方がいる。
▲ニーズがあるのかわからない。第８期中にあり 1法人 いない 11事業所 -

8

定期巡回・随時対応型訪問介
護看護
※日中・夜間を通じて訪問介護
と訪問看護を一体的又は密接
に連携し提供

なし

第７期中にあり 0法人 いる 6事業所 11人
〇医療のニーズが必要な方（痰吸引等）が
いる。
●あまり利用希望者は多いと思わないた
め。第８期中にあり 0法人 いない 10事業所 -

9
★

看護小規模多機能型居宅介護
（小規模多機能型居宅介護の
サービスに加え、必要に応じて
訪問看護を一体的に提供）

なし

第７期中にあり 1法人 いる 4事業所 5人

〇独居で医療処置が必要な人が利用できれば
いいと思う。
〇訪問介護、訪問看護、通所介護、短期入所
の組み合わせよりも、効果的・効率的となる場
面が考えられる。
〇医療ニーズの高い方への夜間対応事業がな
いため。
●市内の保険料が上がってしまうから。

第８期中にあり 1法人 いない 12事業所 -
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