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介護保険制度は、平成 12年の創設から 20 年以上が経過し、介護の問題を社会全体で支える制度と

して定着してきた一方、要支援・要介護認定者の増加や介護サービスの需要の高まり、さらには団塊

の世代のすべての人が 75 歳以上となる令和 7 年や、高齢者人口がピークに達するとともに現役世代

の人口が急減する令和 22 年を見据え、制度の持続可能性を確保していくことがより重要となってい

ます。 

市町村の介護保険事業計画は、「地域包括ケア計画」としても位置づけられ、令和 7 年までの各計

画期間を通じて、地域包括ケアシステムの段階的な構築が目指されてきました。本市においても、住

み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住

まい・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築に向けた取り組みを推進している

ところです。 

さらに、国においては、地域社会全体のあり方として、制度・分野の枠や「支える側」、「支えられ

る側」という従来の関係を超えて、人と人、人と社会がつながり、一人ひとりが生きがいや役割を持

ち、助けあいながら暮らしていくことのできる「地域共生社会」の実現が目指されています。 

そのため本計画は、第７期計画に引き続き「地域共生社会」の考え方を踏まえながら、継続して地

域包括ケアシステムの構築を進めるため、加えて現役世代の人口が急減する令和 22 年を念頭に置き、

本市の高齢者一人ひとりが生きがいや役割を持って支えあい、住み慣れた地域で暮らし続けることが

できるまちを目指して策定するものです。 

●計画策定の背景と趣旨彡 
本計画は、老人福祉法第 20 条の 8 に規定する「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」並びに、介護保険法第 117 条に規定する「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」として一体的に策定するものです。 

また、本市の総合的な行政運営の方針を示した最上位計画である「相生市総合計画」に基づきなが

ら、福祉分野における上位計画である「相生市地域福祉計画」をはじめとする高齢者保健福祉に関連

する他分野の計画との整合を図りながら策定します。 

●計画の位置づけ彡 
本計画の計画期間は令和 3 年度から令和 5 年度とします。 

また、中長期的な視点として、団塊の世代が 75 歳以上の高齢者となる令和 7 年、介護サービス需

要が増加・多様化するとともに、現役世代の減少が顕著になる令和 22 年を見据えて計画を定めます。    第７期    第９期             第８期    ●計画の期間彡 



         
＜＜＜ 施策の展開 ＞＞＞                          

本計画は、第７期計画における目標や具体的な施策を踏まえ、令和 7年を目指した地域包括ケアシ

ステムの構築とともに、現役世代が急減する令和 22 年の双方を念頭に置きながら、高齢者人口や介

護サービスのニーズを中長期的に見据えたものである必要があります。 

そのため、第７期計画で掲げられた基本理念をベースとしながらも、地

域における支援の輪がさらにひろがるよう、基本理念を設定します。 
 

地域で理解しあい、助けあい、支えあい 
絆ひろがる あいのまち 

 

●計画の基本理念彡 
 

◎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を図るとともに、制度の持続

可能性を確保することに配慮し、サービスを必要とする人に必要なサービスが提供されるように

するため、地域包括ケアシステムをさらに深化・推進していきます。 

◎地域包括支援センターの機能強化を目指し、地域と保健・医療・介護・福祉との連携を推進して

いくことで、高齢者に対して適切なコーディネートができるよう努めるとともに、相談支援体制

の充実に取り組みます。 

◎社会福祉協議会と連携し、ふれあいいき 

いきサロンをはじめとした住民相互の支 

えあい活動を推進しています。さらに、 

新たな地域人材の参加を求め、高齢者を 

はじめとした地域住民が地域活動に参加 

し、支援が必要な人を支えていくことが 

できる環境づくりを推進します。 

◎医療と介護の両方を必要とする高齢者が、 

地域で安心して在宅生活を継続していけ 

るよう、多様なサービス主体によるサー 

ビスの確保に努めます。 

［基本目標１］地域で支える・支えあう基盤づくり 
◆◇◆基本的な施策の方向◆◇◆ 

（１）地域包括支援センターの機能強化 

（２）相談支援体制の充実 

（３）地域で支えあう仕組みづくりの推進【重点項目】 

（４）⾒守り体制の整備 

（５）地域ケア会議の推進 

（６）小地域での助けあいの推進 

（７）医療・介護の連携強化 

（８）介護に取り組む家族等への支援 

 

◎人口減少や少子化・高齢化が予測されている本市において、高齢者が生涯にわたって心身ともに

健康で暮らせるよう、健康づくり・生活習慣病予防とともに、介護予防・日常生活支援総合事業

を推進していきます。 

◎高齢者が住み慣れた地域でいつまでも役 

割や生きがいを持ちながら過ごすことが 

できるよう、高年クラブ活動や生涯学習、 

レクリエーションスポーツ活動を推進す 

るなど、社会参加活動の支援を行います。 

◎高齢者が培ってきた豊かな知識や経験等を社会で生かすことができるよう、就労機会の確保や高

齢者が働きやすい職場環境づくりにも取り組み、健康寿命の延伸を目指します。 

［基本目標２］健康長寿のまちづくり 
◆◇◆基本的な施策の方向◆◇◆ 

（１）健康づくり・生活習慣病予防の推進 

（２）介護予防・日常生活支援総合事業の推進【重点項目】 

（３）生きがいづくりや社会参加の促進【重点項目】 



施策にかかる 

目標の設定 

                                    ◎重度の要介護者、ひとり暮らし高齢者や高齢者夫婦のみの世帯、認知症高齢者の増加等を踏まえ

つつ、中長期的な視点とともに、高齢者や家族が安心して介護保険サービスを利用できるよう、

持続可能な介護保険制度の基盤づくりを目指し、介護サービスの充実や介護サービスの質の向上

に取り組みます。 

◎要介護認定を適切に行い、サービス選択 

に対する支援、低所得者への支援を図り 

ます。 

◎必要な人に必要なサービスを提供するた 

め、介護給付等の適正化に取り組みます。 

 

［基本目標４］持続可能な介護保険事業の基盤づくり 
◆◇◆基本的な施策の方向◆◇◆ 

（１）介護サービスの充実 

（２）介護サービスの質の向上 

（３）サービスを円滑に利⽤するための⽀援 

（４）介護給付適正化の推進【重点項目】 

（５）介護人材の確保に向けた取り組み 

 

◎今後、増加が懸念される認知症高齢者に適切に対応するため、認知症に対する正しい理解の普及

や地域での支援体制を整備し、早期の予防・早期発見に努めます。 

◎早期発見後、早期の診断・治療につながるよう、かかりつけ医との連携のもと、医療と介護が一

体化した認知症の人への支援体制づくりに取り組むなど、認知症施策を推進します。 

◎支援を必要とする高齢者が、住み慣れた地域で自分らしく安心して暮らし続けていくことができ

るよう、相談体制を強化するとともに、その人の実情に応じたさまざまなサービスを提供して地

域生活を支援します。 

◎過去の災害や感染症の流行等を背景とし 

て、柔軟かつ創意工夫を凝らした積極的 

な取り組みが求められるため、緊急時等 

における高齢者支援の強化に取り組みな 

がらも、高齢者の居住環境の整備や在宅 

生活の支援、高齢者の権利擁護を推進す 

るなどにより、高齢者がいつまでも住み 

続けられるまちづくりを進めます。 

［基本目標３］いつまでも住み続けられるまちづくり 
◆◇◆基本的な施策の方向◆◇◆ 

（１）認知症対策の推進【重点項目】 

（２）居住環境の整備 

（３）災害時や感染症など、緊急時等における高齢者支援の強化 

（４）在宅⽣活の⽀援 

（５）⾼齢者の権利擁護等の推進 

＜地域づくりに関する自主活動の新規グループ数の増加＞ 

【新たな集いの場の数の増加】 

現状値 0 グループ（令和 2 年現在） 目標値 10グループ（令和 5 年） 

 

＜健康寿命の延伸＞ 

【健康寿命（男女）】 

現状値 79.3歳(男) 84.0歳(⼥)（令和 2年現在） 目標値 80.1歳(男) 84.5歳(⼥)（令和 5年） 

 

＜社会参加する高齢者の増加＞ 

【週 1 回以上の地域での活動に参加する高齢者の割合】 

現状値 46.7％（令和 2 年） 目標値 65.0％（令和 5 年）※介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

 

＜認知症サポーターの活動の増加＞ 

【認知症サポーターとして、地域活動やボランティア活動に参加したい人の割合】 

現状値 13.2％（令和 2 年） 目標値 25.0％（令和 5 年） 
 

＜介護給付適正化の推進＞ 

【ケアプラン点検件数】 

現状値 20件（令和 2 年度（見込）） 目標値 30件（令和 5 年度） 



＜＜＜ 第 1 号被保険者（65 歳以上）の所得段階別の保険料  ＞＞＞                                    
※第 1～3 段階は、消費税による公費投入に伴う軽減措置後の負担割合及び保険料です。 

※保険料基準額となる第5段階については、第７期計画期間（平成30年度～令和2年度）より据え置きとなっています。 

 
 

相生市高齢者保健福祉計画及び第８期介護保険事業計画【概要版】 
令和 3年 3月 

〒678-0031 兵庫県相生市旭一丁目 6 番 28 号 

相生市 健康福祉部 長寿福祉室 

Ｔ Ｅ Ｌ ： 0791-22-7124  ｜  Ｆ Ａ Ｘ： 0791-23-4596 

 
所得段階 対象者 

基準額に対する 

割合 
月 額 年 額 

第 1段階 ・生活保護を受けている方 
（世帯全員が市民税非課税）  
・老齢福祉年金の受給者 
・本人課税対象年金収入額＋ 
合計所得金額が 80 万円以下の方 基準額×0.3 1,500 円 18,000 円 

第 2段階 （世帯全員が市民税非課税）  

・本人課税対象年金収入額＋ 

合計所得金額が 80 万円を超え 

120 万円以下の方 

基準額×0.45 2,250 円 27,000 円 

第 3段階 （世帯全員が市民税非課税）  

・本人課税対象年金収入額＋ 

合計所得金額が 120 万円を 

超える方 

基準額×0.7 3,500 円 42,000 円 

第 4段階 （同世帯に市民税課税者あり）  

・本人市民税非課税で、公的年金等

収入＋合計所得金額が 80 万円以

下の方 基準額×0.85 4,250 円 51,000 円 

第 5段階 （同世帯に市民税課税者あり）  

・本人市民税非課税で、公的年金等

収入＋合計所得金額が 80 万円を

超える方 基準額×1.0 5,000 円 60,000 円 

第 6段階 ・本人市民税課税で、合計所得金額 
が 60 万円未満の方 基準額×1.15 5,750 円 69,000 円 

第 7段階 ・本人市民税課税で、合計所得金額 
が 60 万円以上 120 万円未満の方 基準額×1.2 6,000 円 72,000 円 

第 8段階 ・本人市民税課税で、合計所得金額 
が120万円以上210万円未満の方 基準額×1.3 6,500 円 78,000 円 

第 9段階 ・本人市民税課税で、合計所得金額 
が210万円以上320万円未満の方 基準額×1.5 7,500 円 90,000 円 

第 10 段階 ・本人市民税課税で、合計所得金額 
が 320 万円以上の方 基準額×1.7 8,500 円 102,000 円 

 


