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１ 計画策定の背景と⽬的  
 

１－１ 平成 37 年を見据えた計画の策定 

国立社会保障・人口問題研究所によると、本町の人口は今後減少傾向にあり、団塊の世

代が 75 歳以上となる平成 37 年（2025 年）には、後期高齢者数が前期高齢者数を大きく

上回り、超高齢化のピークを迎えることが予測されています。 

高齢者がいつまでも元気で生き生きとした生活を続けるためには、高齢者自身が生きが

いを持ち続け、健康づくりや介護予防を心がけていくことが大切です。また、早い段階か

ら「介護予防」の視点に立った取組みを推進していくことが、医療保険や介護保険等の社

会保障制度を安定的に運営することにもつながります。 

このような状況の中、国においては少子高齢化や総人口が減少する中で、高齢者だけで

なく、障がい者等も含めた、すべての人が、自分らしく、それぞれに役割を持ち、支えあ

いながら社会参加できる『地域共生社会』の実現を目指しています。 

第６期計画では、団塊の世代が 75 歳以上となる平成 37 年（2025 年）を見据え、高齢

者が住み慣れた地域で生活を継続できるようにするため、住まい、医療、介護、介護予防、

生活支援が一体的かつ包括的に提供される社会的な仕組み（地域包括ケアシステム）が求

められました。そのため、第７期計画においては、第６期計画から進められている地域包

括ケアシステムの構築をより深化させ、高齢者が住み慣れた地域の中で、その能力に応じ

自立した日常生活を営むことができるよう支援することにあります。 

そのため、本計画は、現在の第６期計画の取組みや方向性を踏襲するとともに、地域包

括ケアシステムを一層推進することを目指し、『東員町高齢者福祉計画・第７期介護保険事

業計画』を策定するものです。 

 

 

１－２ 地域包括ケアシステムの深化・推進 

今回策定する「高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画（平成 30～32 年度）」は、団

塊の世代が 75 歳以上になる平成 37 年（2025 年）までに地域包括ケアシステムを構築す

るための「点検・評価・改善」に資する重要な計画と、国は位置付けています。 

具体的には、各種の介護保険サービス量や給付費の推移を見つつ、地域包括ケアシステ

ムの実現に向けて、地域包括支援センターを中心とした必要な「仕組みづくり・ネットワ

ークづくり」「地域づくり」が目標に向けてうまく進んでいるか（「地域包括ケアシステム

がどのくらい進んでいるか」「新しい総合事業は推進できているか」「生活支援体制はどこ

まで芽吹いているか」「介護事業者は制度改正に対応できているか」）などについて把握・

点検し、改善点を洗い出していくことが重要であるとしています。 
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■地域包括ケアシステムとは■ 

 団塊の世代が 75 歳以上となる平成 37 年（2025 年）を見据え、高齢者が住み慣

れた地域で生活を継続できるようにするため、住まい、医療、介護、介護予防、

生活支援が一体的かつ包括的に提供される社会的な仕組みのことを指します。 

 この地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主

性や主体性に基づき、地域の特性に応じて作り上げていくことが必要です。  

 

【地域包括ケアシステムイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング「＜地域包括ケア研究会＞地域包括ケアシステムと地域マネジメント」 

（地域包括ケアシステム構築に向けた制度およびサービスのあり方に関する研究事業）、平成 27 年度厚生労働省老人保健健康増

進等事業、2016 年  

日常生活圏域（30 分以内でかけつけられる圏域） 

③介護 介護サービスの充実・強化 

・高齢者の尊厳を支えるケアを確立 

・住み慣れた地域で継続して日常生活を送る
ことができるように地域密着型サービス等
の充実を図る 等 

⑤生活支援 生活支援サービスの整備等 

・ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯の増加、
認知症の増加を踏まえ、生活支援コーディ
ネーターの活用等を通じ、NPO、ボランテ
ィア等生活支援等サービスを推進 

・介護予防給付のうち訪問介護と通所介護を
地域支援事業とし、市町村を中心とした地
域づくりを推進 等 

①住まい 高齢者の住まいの安定的な確保

・有料老人ホームやサービス付き高齢者向け
住宅等の高齢者向け住まいがニーズに応じ
て供給される環境を確保 等 

②医療 在宅医療と介護の連携 

・在宅医療の体制整備、在宅医療の実施体制、
医療人材の確保 等 

④介護予防 介護予防の推進 

・リハビリテーション専門職等の活用による
高齢者の自立支援の取組みを推進 等 
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２ 計画の性格と位置付け  
本計画は、介護保険法に規定された「介護保険事業計画」および老人福祉法に規定され

た「高齢者福祉計画」を合わせて一体的に策定したものです。 

また、本計画は、上位計画となる「第５次東員町総合計画」（平成 23～平成 32 年度）や、

関連他計画との調和を保ちながら、本町の高齢者に対する福祉施策の基本的な方向を明ら

かにし、平成 30 年度から平成 32 年度までの３年間の各年度の具体的な目標を定めたもの

です。 

 

◎「介護保険事業計画」と「高齢者福祉計画」の法的位置付け 

 

（１）介護保険事業計画 

本計画は、介護保険法第 117 条第１項に基づいて「介護保険事業計画」として、本町に

おける介護保険事業の円滑な実施等について明示することを目的に策定するものです。 

 

□介護保険法（抜粋）  

第百十七条  市町村は、基本指針に即して、三年を一期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る

保険給付の円滑な実施に関する計画を定めるものとする。 

 

（２）高齢者福祉計画 

本計画は、老人福祉法第 20 条の８第１項に基づいて「高齢者福祉計画」として策定し

ます。介護を必要とする高齢者のみでなく、本町のすべての高齢者を対象とした高齢者福

祉全般にわたる総合的な計画です。 

 

□老人福祉法（抜粋）  

第二十条の八  市町村は、老人居宅生活支援事業及び老人福祉施設による事業の供給体制の確保に

関する計画を定めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

高齢者福祉計画 

第７期介護保険事業計画 

国や県の計画・方針 

県医療計画 

東員町総合計画 

東員町関連計画 

整 合 
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３ 計画の期間と計画の⾒直し  
本計画は、平成 30 年度から平成 32 年度までの３年間を計画期間とします。 

この計画では、第９期計画期間中にあたる平成 37 年（2025 年）を見据え、第６期計画

（前期計画）から段階的な構築を目指している「地域包括ケアシステム」について、より

深化・推進していくこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 計画の策定体制  
４－１ 策定委員会の設置 

本計画の策定にあたっては、関係部署との連携・協力のもとに計画の原案づくりを行う

とともに、幅広い意見を反映させるために、町内の保健・医療・福祉関係者をはじめ、シ

ニアクラブなどの住民団体代表らによる高齢者施策検討委員会を設置し計画を策定しまし

た。 

 

４－２ アンケート調査の実施 

本計画の見直しに先立ち、高齢者の日常生活や健康状態、介護保険制度に対する意見・

要望等を把握することにより、今後、介護保険制度が利用者にとってより良いものとなる

よう、介護保険事業運営の基礎資料とするために高齢者の意識（ニーズ）調査を実施しま

した。 

 

４－３ 住民座談会の実施 

本計画の策定にあたり、広く住民から意見を聴取し、基礎資料とするため、住民座談会

を開催しました。 

 

４－４ パブリックコメントの実施 

平成 30 年１月４日から１月 26 日まで、計画の素案を役場等の窓口や町のホームページ

を通じて広く公開し、郵送やメールなどで計画に対する意見を募りました。 

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

(2012) (2013) (2014) (2015) (2016) (2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) (2024) (2025) (2026)

第５期計画
第６期計画

（前期計画）

第７期計画

（本計画）
第８期計画 第９期計画

平成37（2025）年までの長中期的な見通し

「団塊の世代」

が65歳に
「団塊の世代」

が75歳に
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５ 第７期計画のポイント  
第７期介護保険事業計画（平成 30～平成 32 年度）は、団塊の世代が 75 歳以上になる

平成 37 年（2025 年）までに地域包括ケアシステムを構築するための「点検・評価・改善」

に資する重要な計画と、位置付けられています。 

第７期計画で示されたポイントは以下のとおりです。 

 

改正のポイント① 地域包括ケアシステムの深化・推進 
 

 高齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止、地域共生社会の実現 

 

① 保険者機能の強化等による自立支援・重度化防止に向けた取組みの推進 

○全市町村が保険者機能を発揮し、自立支援・重度化防止に向けて取り組む仕組みの制度

化 

② 医療・介護の連携の推進等（介護保険法、医療法） 

○今後、増加が見込まれる慢性期の医療・介護ニーズへの対応のため、「日常的な医学管理

が必要な重介護者の受け入れ」や「看取り・ターミナル」などの機能と、「生活施設」と

しての機能を兼ね備えた、新たな介護保険施設を創設する 

○医療・介護の連携等に関し、都道府県による市町村に対する必要な情報の提供その他の

支援の規定を整備 

 

■新たな介護保険施設の概要 

名称 介護医療院 

機能 

要介護者に対し、「長期療養のための医療」と「日常生活上の世話（介護）」

を一体的に提供する。（介護保険上の介護保険施設ですが、医療法上は医療

提供施設として法的に位置付ける） 

開設主体 地方公共団体、医療法人、社会福祉法人などの非営利法人等 

※現行の介護療養病床の経過措置期間については、平成 35 年度末まで６年間延長する。 

 

③ 地域共生社会の実現に向けた取組みの推進等（社会福祉法、介護保険法、障害者総合支

援法、児童福祉法） 

○一億総活躍社会づくりが進められる中、福祉分野においても、「支え手側」と「受け手側」

に分かれるのではなく、「我が事」として地域のあらゆる住民が役割を持ち、支えあいな

がら、自分らしく活躍できる地域コミュニティを育成し、公的な福祉サービスと協働し

て助けあいながら暮らすことのできる「地域共生社会」を実現する必要がある 

○高齢者と障がい児・者が同一事業所でサービスを受けやすくするため、介護保険と障害

福祉制度に新たに共生型サービスを位置付ける 

○市町村による地域住民と行政等との協働による包括的支援体制づくり、福祉分野の共通

事項を記載した地域福祉計画の策定の努力義務化  
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改正のポイント② 介護保険制度の持続可能性の確保 

 

 介護保険利用者負担の見直しおよび健康保険や各種共済の保険料負担の見直し 

 

④ 現役世代並みの所得のある者の利用者負担割合の見直し 

○世代間・世代内の公平性を確保しつつ、制度の持続可能性を高める観点から、２割負担

者のうち特に所得の高い層の負担割合を３割とする。ただし、月額 44,400 円の負担の上

限あり【平成 30 年８月施行】 

 

■利用者負担の割合 

 
負担割合 

現行 改正 

年金収入等 340 万円以上 ２割負担（上限 44,400 円） ３割負担（上限 44,400 円） 

年金収入等 280 万円以上 ２割負担（上限 44,400 円） ２割負担（上限 44,400 円） 

年金収入等 280 万円未満 １割負担（上限 37,200 円） １割負担（上限 37,200 円） 

 

⑤ 介護納付金における総報酬割の導入 

○第２号被保険者（40～64 歳）の保険料は、介護納付金として医療保険者に賦課しており、

各医療保険者が加入者である第２号被保険者の負担すべき費用を一括納付している。各

保険者は、介護納付金を第２号被保険者である『加入者数に応じて負担』しているが、

これを被用者保険間では『報酬額に比例した負担』とする【平成 29 年８月分から実施】 

 

■総報酬割導入のスケジュール 

 平成 29 年度 
平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

総報酬割分 
～７月 ８月～ 

なし 1／2 1／2 3／4 全面 

 

 

 

 

 

 


