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令和２年度施行 

『枝幸町障がい者福祉計画』及び『枝幸町高齢者 

保健福祉計画・介護保険事業計画』策定業務 

【 業 務 委 託 仕 様 書 】 

 

 

≪各計画共通事項≫ 

 

１．業務の名称 

「枝幸町障がい者福祉計画」及び 

「枝幸町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」策定業務 

 

２．業務期間 

契約締結の日から令和３年３月１９日 

 

3．納品場所 

枝幸町役場 保健福祉課福祉介護グループ 

 

４．町との調整 

本業務を遂行するにあたり、枝幸町との調整を行う業務責任者を明らかにし、進捗状況

を適宜報告して調整を図ること。 

  ① 受託者は、本仕様書及び委託契約に基づき、枝幸町保健福祉課と綿密に連絡を取り、

その指示等に従い、誠実に業務を遂行すること。 

  ② 本業務に係る事項について、今後新たな方針が国及び北海道から示される等状況が変

化した場合には、枝幸町と協議の上、本業務内容を変更することができる。 

③ 適正な事業運営の必要に応じ、資料等の作成を求める場合があるので、速やかに対応

すること。その他本業務の実施に際し、枝幸町の要請に速やかに応じること。 

④ 契約書及び本仕様書に記載のない事項、又は疑義が生じた事項については、必要に応

じ枝幸町と協議のうえ決定すること。 

 

５．守秘義務 

受託者は、本業務の遂行上知り得た秘密を他者に漏らしてはならない。また、コンサル

タントとしての中立を遵守しなければならない。 

 

６．その他 

  ① 「枝幸町障がい者福祉計画」の策定業務と「枝幸町高齢者保健福祉計画・介護保険事

業計画」の策定業務との連携をとるとともに、「枝幸町国民健康保険病院機能再編計画」

との整合性に留意しながら、本業務を遂行すること。 

② 本業務で作成された成果品については、全て枝幸町に帰属するものとし、許可無く他

に公表・貸与・使用してはならない。 
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③ 受託者は、本業務に遅延が発生しないよう進行を的確に管理すること。 

④ 業務を進行する上で必要な書類については、枝幸町から貸与するものとし、貸与され

た資料の管理を徹底するとともに、業務終了後返却すること。 

⑤ 業務中、計画策定に関する最新の情報取得に最大限努めること。また、情報取得の遅

れにより、業務に支障が出ることのないよう留意すること。 

⑥ この仕様書は業務の提案をするに当たり、最低限の必要事項を記載しており、本仕様

書に記載のない事項についても提案を妨げるものではない。この事項を踏まえた上で、

最良の提案を行うこと。 

⑦ 策定業務完了後、受注者の責めに帰すべき理由による成果品の不良箇所が発見された

場合は、速やかに訂正補足その他の必要な措置を講ずるものとし、その作業に掛かる費

用は一切受注者の負担とする。 

 

 

≪枝幸町障がい者福祉計画≫策定業務 

 

１．業務の目的 

枝幸町が目指す『ともに支えあい、健やかに暮らせるまちづくり』を推進するために、

障害者基本法第１１条の規定に基づく「市町村障害者計画」、障害者総合支援法第８８条の

規定に基づく「市町村障害福祉計画」及び児童福祉法第３３条の２０に基づく「障害児福

祉計画」について、現行計画の検証を行うとともに、計画全体の見直しを行い、それぞれ

の法の目的や基本理念などに対応した、枝幸町の障害者の状況等を踏まえた障害者のため

の施策に関する計画を新たに策定することを目的とする。 

   なお、「枝幸町障がい者福祉計画」は、障害者計画、障害福祉計画及び障害児福祉計画の

性質を併せ持つ計画とする。 

 

２．業務内容 

（１）基礎調査 

  ①基礎的な地域データ及び資料の整理分析 

    障害福祉をめぐる施策動向、枝幸町の概要及び社会経済的特性、地域福祉資源の整備

状況、障害者の現況動向及びサービスの利用状況、関連計画の動向等について、各種資

料を基に整理分析を行う。 

 ＊関連資料の収集・整理 

    ＊人口、世帯等基礎データ収集・整理 

    ＊枝幸町の概要、社会経済的特性や地域内の福祉資源等の把握 

    ＊障がい児（者）の現況動向と特性の把握（障がい種別人数の動向） 

  ②障がい者施策の現状と課題整理 

第４次、第５次枝幸町障がい者福祉計画の進捗状況や推移等を整理し、第６次計画に

反映すべき課題の抽出及び各事業所等のヒアリングの実施。 

  ③アンケート（ニーズ）調査の実施 

障がい児（者）の生活実態や障害福祉サービス、地域生活支援事業などの利用状況と

問題点、施策への要望に関する意見を把握 
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   ●基本の対象人数等 

    ・障がい児（者）約８００人 ※自立支援医療（精神通院）含む 

内訳：身体障がい者５００人、知的障がい者５０人 

精神障がい者１００人、難病患者５０人 

・障がい児（者）の家族、関係団体、事業者、相談員等 

   ●調査票等の作成（居住形態に対するニーズ調査は必須） 

・調査票は、障がい者（個人）用、障がい児（保護者）用の２種類とする。 

・個人用及び保護者用調査票は、同一の調査票とするが、基本項目及び障害ごとの設

問、難病に関する質問を含む。 

・調査人数は、障がい者（個人）用５００人程度、障がい児（保護者）用50人程度 

   ●集計・分析・とりまとめ 

・性別、年齢別、障害種類・程度別、その他必要な設問間クロス集計を行う。 

・単純集計、クロス集計の分析を行い、グラフ等を用いた調査報告書を作成する。 

   ●ニーズの整理 

アンケート調査により、サービス等の見込み量や重点的に取り組むべき事項等に反

映すべきニーズの整理を行う。 

【アンケート調査にかかる業務分担】 

枝 幸 町 受 託 者 

・実施方針の確定 

・調査票原案の検討と確定 

・調査対象者抽出 

・宛名ラベル印刷 

・発送用、返信用封筒の購入、印刷 

・依頼文、調査票の印刷 

・封入封緘、宛名ラベルの貼付作業 

・アンケート配布、回収 

・回収アンケートの管理 

・お礼状の作成、印刷、発送 

・実施方針の協議、確認 

・調査票原案の作成と補正 

・回収アンケートの入力 

・自由記述回答部分の整理 

・単純集計、クロス集計の実施 

・アンケート結果分析 

・調査報告書作成 

  ④進捗状況の点検・評価 

現行計画における施策・事業について、庁内関係課や社会福祉協議会等関連団体を含

めて「施策調査シート」により、取組状況等を分析する。 

 

（２）計画策定 

①目標設定と計画骨子案の作成 

   ●主要施策の目標の設定 

    障がい児（者）をめぐる課題、ニーズ、地域資源等の分析結果をもとに、計画の基本

理念や主要施策目標を設定 

   ●計画骨子案の作成・提示 

＊国の成果目標・活動指標など基本指針に基づく 

＊国・北海道の計画内容との整合性を考慮 

    ＊事務局の指示による、迅速、的確な補修正 



- 4 - 
 

②計画素案の作成と内容調整 

   ●計画素案の作成 

＊計画策定委員会（枝幸町障がい福祉連絡会議）への素案の提示、内容説明 

＊計画策定委員会に出席し、必要な助言等会議の運営支援を行い、意見を反映した計

画案の作成（委員会出席は４回予定※） 

   ●計画推進のためのＰＤＣＡサイクルの確立 

    ＊総合計画、保健福祉関連計画との調整 

    ＊関係団体等との連携のあり方・活性化の検討 

    ＊計画策定後の継続的な評価・改善サイクルの検討 

    ＊事務局の指示による、迅速、的確な補修正 

 

   ＜成果品＞※成果品は、下記スケジュールに対応できるよう納品のこととする。 

  ・調査票（Ａ４版、電子データ） 

  ・調査報告書（Ａ４版、電子データ、簡易製本１部） 

  ・計画素案（Ａ４版、電子データ、簡易製本１部） 

  ・第６次枝幸町障がい者福祉計画出力冊子（簡易製本）  １部 

  ・第６次枝幸町障がい者福祉計画電子データ CD-ROM  １式 

 

３．計画策定スケジュール（予定） 

●令和２年５月～現計画の分析と取り組むべき課題の整理 

・アンケート調査の項目の検討 

●６月～枝幸町障がい福祉連絡会議（１回目※） 

・アンケート調査実施・各事業所等ヒアリング実施 

●８月～アンケート調査の分析及び報告書作成 

●９月～枝幸町障がい福祉連絡会議（２回目※） 

●１０月～計画素案作成 

●１１月～枝幸町障がい福祉連絡会議（３回目※） 

・計画素案修正作成 

●１２月～パブリックコメント実施 

・計画原案作成 

●令和３年１月～枝幸町障がい福祉連絡会議（４回目※） 

●３月～計画策定完了（成果品納入） 

 

 

≪枝幸町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画≫策定業務 

 

１．業務の目的 

枝幸町が目指す『ともに支えあい、健やかに暮らせるまちづくり』を推進するため、高

齢者を取り巻く社会情勢を踏まえ、枝幸町における高齢者保健福祉や介護給付のニーズを

客観的に把握し、必要なサービスの種類・量を分析、推計を行い、現行計画の検証を行う
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とともに、計画全体の見直しを行い、枝幸町の高齢者福祉・介護保険事業の状況等を踏ま

えた、健全で安定的な介護保険制度運営を実現し得るための施策に関する計画を新たに策

定することを目的とする。 

 

２．業務内容 

（１）基礎調査 

①基礎データの収集及び課題の把握・整理・分析業務 

第７期における枝幸町の高齢者福祉事業や介護保険事業等の取り組み状況、高齢者福

祉サービス等の利用状況の分析を行い、計画策定に関する基礎データの収集（地域ニー

ズの発掘、地域資源の点検、現行体制の点検等）と、この基礎データから住民の意識・

生活環境等の実態やニーズの把握に努めるとともに、その結果を踏まえ、高齢者福祉の

課題等について検討及び各事業所等のヒアリングの実施。 

②高齢者福祉や介護保険制度等をめぐる制度改革の動向把握と課題整理 

介護保険制度や高齢者の保健・福祉・医療等をめぐる制度改革の動向について、国の

関連資料等を収集し、第８期計画等の検討にあたっての前提条件と基本的課題を整理す

る。 

③アンケート（ニーズ）調査の実施 

無記名によるアンケート調査を実施し、どのようなニーズが、どの程度存在するかを

把握するとともに、地域包括ケア推進に向けての介護保険サービスや枝幸町独自のサー

ビス等の整備課題を整理する。 

また、国が示す「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査（オプション含む）」、「在宅介護

実態調査」を基本としつつ、創意工夫を凝らすものとし、地域の実情に応じた枝幸町独

自設問の設計及び集計・分析を行うものとする。 

   ●基本の対象人数等（予定） 

 【対象地域】 

  ・枝幸町全域 

【対象者及び対象者数】 

 ・６５歳以上の一般高齢者及び要支援１～２ 

・要介護１～２認定者のうち在宅サービス利用者   約１,０００人 

・要介護３～５認定者のうち在宅サービス利用者  

・在宅要介護者の家族、関係団体、事業者、民生委員等 

   ●調査票等の作成（居住形態に対するニーズ調査は必須） 

【介護予防・日常生活圏域ニーズ調査】 

・調査票は、基本項目及び地域の実情に応じた独自設問を設計し作成する。 

・調査人数は、６００人程度 

【在宅介護実態調査】 

・調査票は、郵送（個人）用と訪問（調査員）用の２種類とする。 

・調査人数は、４００人程度 

   ●集計・分析・とりまとめ 

・性別、年代別、区分・介護度別、その他必要な設問間クロス集計を行う。 

・単純集計、クロス集計の分析を行い、グラフ等を用いた調査報告書を作成する。 
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・地域包括ケア「見える化」システム登録のためのデータ作成及び登録 

・在宅介護実態調査分析ソフトを用いた分析 

   ●ニーズの整理 

アンケート調査により、サービス等の見込み量や重点的に取り組むべき事項等に反映

すべきニーズの整理を行う。 

【アンケート調査にかかる業務分担】 

枝 幸 町 受 託 者 

・実施方針の確定 

・調査票原案の検討と確定 

・調査対象者抽出 

・宛名ラベル印刷 

・発送用、返信用封筒の購入、印刷 

・依頼文、調査票の印刷 

・封入封緘、宛名ラベルの貼付作業 

・アンケート配布、回収 

・回収アンケートの管理 

・お礼状兼督促の作成、印刷、発送 

・実施方針の協議、確認 

・調査票原案の作成と補正 

・回収アンケートの入力 

・自由記述回答部分の整理 

・単純集計、クロス集計の実施 

・アンケート結果分析 

・調査報告書作成 

④施策の実施状況の把握 

現行計画の施策に関する調査シートを担当各課に配布し、施策や事業の実施状況や課

題を把握する。 

また、地域包括ケア「見える化」システムを用いた他団体との比較及び課題抽出する。 

⑤給付実績の集計・分析 

国保連から提供される「保険者向け給付実績情報」データに基づき、介護保険サービ

スの給付状況について、集計・分析を行う。 

 

（２）計画策定 

①計画目標量の設定 

上記の結果に基づき、介護保険事業計画用ワークシートを活用し、第８期介護保険事

業計画（令和３～５年度）におけるサービス給付の見込み等の推計を行う。 

また、推計にあたっては、国及び北海道の関連計画等との整合性を図るものとする。 

・人口及び被保険者の推計（第１号被保険者数、第２号被保険者数の推計） 

・要介護認定者数等の推計 

・介護保険サービス見込み量の算出・確保策の検討 

・北海道へのワークシートに基づく見込み量の報告支援 

②計画骨子案・計画素案の作成、計画素案の内容協議 

（1）の基本調査等の結果を踏まえ、必要に応じて、新たな計画の基本理念や施策体

系を見直しするとともに、目標量達成のための重点的事業を検討し、計画骨子案・計画

素案として取りまとめる。 

＊国の基本指針等に基づく 

＊国・北海道の計画内容との整合性を考慮 

    ＊事務局の指示による、迅速、的確な補修正 
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③計画素案の作成と内容調整 

   ●計画素案の作成 

＊計画策定委員会（枝幸町地域包括支援センター等運営協議会）への素案の提示、内

容説明 

＊計画策定委員会に出席し、必要な助言等会議の運営支援を行い、意見を反映した計

画案の作成（委員会出席は４回予定※） 

   ●計画推進のためのＰＤＣＡサイクルの確立 

    ＊総合計画、保健福祉関連計画との調整 

    ＊関係団体等との連携のあり方・活性化の検討 

    ＊計画策定後の継続的な評価・改善サイクルの検討 

    ＊事務局の指示による、迅速、的確な補修正 

 

   ＜成果品＞※成果品は、下記スケジュールに対応できるよう納品のこととする。 

  ・調査票（Ａ４版、電子データ） 

  ・調査報告書（Ａ４版、電子データ、簡易製本１部） 

  ・計画素案（Ａ４版、電子データ、簡易製本１部） 

  ・第８期枝幸町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画出力冊子（簡易製本） １部 

  ・第８期枝幸町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画電子データ CD-ROM １式 

 

３．計画策定スケジュール（予定） 

●令和２年５月～現計画の分析と取り組むべき課題の整理 

・アンケート調査の項目の検討 

●６月～枝幸町地域包括支援センター等運営協議会（１回目※） 

・アンケート調査実施・各事業所等ヒアリング実施 

●８月～アンケート調査及びヒアリング調査の分析及び報告書作成 

●９月～枝幸町地域包括支援センター等運営協議会（２回目※） 

●１０月～計画素案作成 

●１１月～枝幸町地域包括支援センター等運営協議会（３回目※） 

・計画素案修正作成 

●１２月～パブリックコメント実施 

・計画原案作成 

●令和３年１月～枝幸町地域包括支援センター等運営協議会（４回目※） 

●３月～計画策定完了（成果品納入） 


