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第１章 計画の策定にあたって

１ 計画の背景と目的

我が国の人口が減少していく中で、高齢者の急激な増加が進み、令和２年10月１日現

在、65歳以上の人口は3,619 万人（総務省統計局人口推計概算値）、高齢化率は28.7％

となっており、国民の約3.5 人に１人以上が高齢者となっています。

本市においても、令和２年９月末現在の65歳以上の高齢者人口は35,309人、高齢化

率は30.2％であり、団塊の世代が75歳以上となる令和７（2025）年には高齢化率が

31.9％、75歳以上の高齢者の割合も18.3％となることが見込まれます。

今後人口減少が更に進行し、団塊の世代が75歳以上の後期高齢者になること、高齢者

の単独世帯や夫婦のみの世帯の増加、認知症の人の増加が見込まれることから、介護サー

ビスの需要が更に増加、多様化することが想定されます。また、家族の介護を理由とした

離職の防止等を図る介護離職ゼロへの取組が求められていることや、現役世代の減少が顕

著となること、地域のつながりの希薄化、所得格差の広がりなどを背景として福祉課題は

多様化、複雑化しています。

このような社会情勢の中で、令和２年６月に、地域共生社会の実現のための社会福祉法

等の一部を改正する法律が成立しました。同法は、地域住民の複雑化・複合化した支援ニ

ーズに対応する包括的な福祉サービス提供体制を整備する観点から、市町村における包括

的な支援体制の構築の支援、地域の認知症施策や介護サービス提供体制の整備等の推進、

医療・介護のデータ基盤の整備の推進、介護人材の確保及び業務効率化の取組の強化等に

より、地域共生社会の実現を図ることを目的としています。

本市は、平成30年 3月に「廿日市市高齢者福祉計画・第７期廿日市市介護保険事業計

画」（以下、「第７期計画」という。）を策定し、「誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続

けられるまち はつかいち」を基本理念に掲げ、高齢者が可能な限り住み慣れた地域での

生活を継続できるまちづくりを推進してきました。

この度、本市のこれまでの取組を引き継ぎつつ、地域共生社会を見据えた地域包括シス

テムの充実を図るため、「廿日市市高齢者福祉計画・第８期廿日市市介護保険事業計画～廿

日市市地域包括ケア計画～」（以下、「第８期計画」という。）を策定しました。
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２ 計画策定の視点

（１）2025・2040 年を見据えたサービス基盤、人的基盤の整備

l 団塊の世代が75歳以上となる令和7（2025）年、団塊ジュニア世代が65歳以

上となる令和22（2040）年を展望し、高まる介護需要等を踏まえ、サービス基盤

などを計画します。

（２）地域共生社会の実現

l 包括的な支援体制の構築、地域の認知症施策や介護サービス提供体制の整備等の推

進、医療・介護のデータ基盤の整備の推進、介護人材の確保及び業務効率化の取組の

強化等により、地域共生社会の実現を図ります。

（３）介護給付等対象サービスの整備

l 介護サービスの基盤整備について、地域特性や高齢者向け住まい（有料老人ホーム、

サービス付き高齢者向け住宅）の整備状況等も踏まえながら適切に整備します。

l 地域の高齢者を支えるサービス整備について、地域特性等も踏まえながら、各サー

ビスを適切に組み合わせて整備します。

（４）介護予防・健康づくり施策の充実・推進

l 介護予防・健康づくりを推進するため、総合事業、一般介護予防事業、包括的支援事

業等を効果的に推進します。

l 総合事業の対象者や単価の弾力化を踏まえて計画を策定します。

l 第７期計画において、保険者機能の強化（データに基づく課題分析・対応、適切な指

標による実績評価、インセンティブ付与等）が求められており、地域のつながり機

能・マネジメント機能の強化の観点から、更なる強化を図ります。

（５）認知症施策の推進

l 認知症施策推進大綱等を踏まえ、「共生」と「予防」を車の両輪とした認知症施策を

推進します。

（６）地域包括ケアシステムを支える介護人材の確保及び業務効率化の取組の強化

l 足下の人手不足の状況や将来の現役世代人口の急速な減少等の課題を踏まえ、介護

人材の確保や介護現場の革新・負担軽減を推進します。

（７）災害や感染症対策に係る体制整備

l 近年の災害発生や、新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえ、災害や感染症対策

を推進します。
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３ 計画の位置づけ

（１）計画の位置づけ

l 老人福祉法（昭和38年法律第133号）第20条の８に規定する市町村老人福祉計

画と介護保険法（平成9年法律第123号）第117条に規定する市町村介護保険事

業計画を一体的に策定しています。

l 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針（以下「基

本指針」という。）に定める「地域包括ケア計画」に位置づけます。

（２）関係計画との整合性

l 国の定める基本指針、「広島県老人福祉計画・介護保険事業支援計画」と整合を図り

ました。

l 上位計画である「第６次廿日市市総合計画」、「第３期廿日市市地域福祉計画」及び関

連計画である「第２次廿日市市健康増進計画（健康はつかいち２１）」、「第３次廿日

市市障がい者計画」等、各種計画と整合を図りました。

４ 計画の期間

本計画の期間は、令和３年度を初年度とし、令和５年度を目標年度とした3年間としま

す。

また、団塊の世代が75歳以上となる令和７（2025）年、団塊ジュニア世代が65歳

以上となる令和22（2040）年を見据えて本計画期間中にめざすべき姿を明らかにし、目

標を設定しました。

平成
30年度
（2018年度）

令和
元年度
（2019年度）

令和
2年度
（2020年度）

令和
3年度
（2021年度）

令和
4年度
（2022年度）

令和
5年度
（2023年度）

令和
6年度
（2024年度）

令和
7年度
（2025年度）

令和
8年度
（2026年度）

～
令和
22年度
（2040年度）

第７期計画

第８期計画

第９期計画

令和 7（2025）年・令和 22（2040）年を見据える
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５ 計画の策定体制

高齢者への福祉施策や介護サービスの在り方について、高齢者はもとより、広く市民の

ニーズを把握し、計画に反映するため、以下の取組を行いました。

（１）廿日市市高齢者福祉計画・第８期廿日市市介護保険事業計画策定委員会での

検討

計画策定において、被保険者をはじめとする市民各層の意見を反映させるため、「廿日

市市高齢者福祉計画・第８期廿日市市介護保険事業計画策定委員会」を設置し、計画策

定に関する協議、審議を行いました。

この会議には、保健・医療・福祉の関係者のほか、学識経験者、地域での活動者などが

委員（委員名簿は資料編参照）として参画し、様々な見地から議論されました。

（２）アンケート調査の実施

広く市民のニーズを把握するとともに地域の課題を明らかにして計画に反映するため、

「高齢者の保健福祉に関するアンケート調査」、「在宅介護実態調査」、「在宅生活改善調

査」、「サービス提供状況調査」、「サービス展開意向調査」を実施しました。

ア 高齢者の保健福祉に関するアンケート調査（介護予防・日常生活圏域ニーズ調査）

イ 在宅介護実態調査

目的 日常生活圏域における高齢者等の実態や課題を把握する。

調査対象
65 歳以上の市民（要介護 1～5の認定を受けている市民を除く）

6,420 人

調査方法

① 要支援 1・2 認定者、総合事業対象者

調査員による聞き取り（一部郵送配付・回収）

② ①以外の高齢者 郵送配付・回収

調査期間 令和 2年 2月～令和 2年 5月

有効回収数（回収率） 4,411 票（68.7％）

目的
在宅での介護の状況や家族等介護者の就労継続の状況を把握

する。

調査対象

在宅で生活している要支援・要介護者のうち「要支援・要介護認定

の更新申請・区分変更申請」を行い、対象期間中に認定調査を受

けた人

調査方法 調査員による聞き取り及び郵送配布・回収

調査期間 令和元年 8月～令和 2年 4月

有効回収数（回収率） 620 票
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ウ 在宅生活改善調査

エ サービス提供状況調査

オ サービス展開意向調査

（３）パブリックコメントの実施

計画素案を広く市民に公表し、意見募集（パブリックコメント）を行います。

目的
在宅で生活し、現在のサービス利用では生活の維持が困難となっ

ている利用者の実態を把握する。

調査対象
廿日市市内の居宅介護支援事業所・小規模多機能型居宅介護事

業所 41 事業所

調査方法 郵送配付・回収

調査期間 令和 2年 7月 8日～令和 2年 9月 18 日

有効回収数（回収率） 40 票（97.6％）

目的 サービスの提供・利用状況や課題を把握する。

調査対象 廿日市市内の介護保険事業所等 198 事業所

調査方法 郵送配付・回収

調査期間 令和 2年 7月 8日～令和 2年 9月 18 日

有効回収数（回収率） 184 票（92.9％）

目的 今後のサービス展開に関する課題や意向等を把握する。

調査対象 廿日市市内で介護保険サービスを提供している法人 82 法人

調査方法 郵送配付・回収

調査期間 令和 2年 7月 8日～令和 2年 9月 18 日

有効回収数（回収率） 73 票（89.0％）

実施期間（予定） 令和２年○月

実施方法 市ホームページにおける公表及び市役所・支所での閲覧
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第３章 計画の基本的な考え方

１ 基本理念

第８期計画においては、第７期計画の基本理念を継承し、「誰もが住み慣れた地域で安

心して暮らし続けられるまち はつかいち」を基本理念とします。

また、令和２年６月に地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法

律が成立しました。第８期介護保険事業計画策定に向けて見直された国の基本指針にお

いては、今後高齢化が一層進む中で、今後は包括的な支援体制の構築等の社会福祉基盤

の整備とあわせて介護保険制度に基づく地域包括ケアシステムの推進や地域づくり等に

一体的に取り組むことで、地域共生社会の実現を図っていくことが必要とされています。

地域共生社会とは、子ども・高齢者・障がい者など全ての人が地域、暮らし、生きがい

を共に創り、高めることができる社会をいいます。この地域共生社会の理念は、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、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もち、助け合いながら暮らしていくことがで

きる地域社会を創るという考え方です。

第８期計画の基本理念と地域共生社会の理念に基づき、また、「第６次廿日市市総合計

画」と整合を図り、市民の誰もがつながりあい、生きがいや役割をもち、助け合いながら

住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるまちをめざします。

誰もが住み慣れた地域で安心して

暮らし続けられるまち はつかいち

∼地域共生社会を見据えた地域包括ケアシステムの充実∼
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２ 基本方針

基本方針１ 生きがいを持って暮らし続けられるための支援の充実

高齢者がいつまでもいきがいを持って、自立した生活を続けるためには、介護予防・

重度化防止とともに、生活習慣を改善し、健康づくりに取り組むこと、地域の様々な場

に参加・参画することが重要です。

サークル活動等を通じた社会参加の場や、これまでに得た技能や経験を活かし、地域

や社会を構成する一員として社会貢献できる場の充実を図るとともに、参加・参画の仕

組みづくりを推進します。

さらに、自立支援や介護予防、重度化防止の取組を推進するため、専門職による支援

の充実を図り、高齢者の保健事業と介護予防が一体的に実施できる体制を構築します。

基本方針２ 認知症とともに暮らす地域の実現

認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望を持って日常生活を過ごすことができ

る社会をめざし、認知症の人や家族の視点を重視し、「共生」と「予防」を両輪として取

組を進めることが重要です。

認知症への地域の理解を深めるとともに、認知症の人本人からの発信を支援します。

また、認知症予防を推進するとともに、認知症の人への医療・介護サービス、介護者へ

の支援の充実を図ります。

さらに、認知症になってもできる限り住み慣れた地域でこれまで通りに暮らし続けて

いくための障壁を減らしていく「認知症バリアフリー」の取組を推進します。

基本方針３ 地域で暮らし続けられる体制の構築

高齢者が住み慣れた家庭や地域で安心して暮らし続けるためには、日常生活を送るた

めに必要な支援やサービス受けるとともに、地域における支援体制を構築することが重

要です。加えて、地域住民が抱える課題が複雑化・複合化する中で、市町村による断らな

い相談支援体制、社会とのつながりや参加の支援、地域づくりが求められています。

生活支援体制整備を充実させるとともに、高齢者の総合相談窓口である地域包括支援

センターの機能強化を推進します。

また、医療と介護の連携を強化し、切れ目のない医療やリハビリテーションを提供で

きる体制や在宅看取りを支援する体制を整えます。
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さらに、近年の災害発生や、新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえ、災害や感染

症対策を推進します。

基本方針４ 介護保険サービスの安定的な提供

高齢者が、介護が必要になっても住み慣れた家庭や地域で安心して暮らし続けるため、

また国を挙げて取り組んでいる介護離職ゼロを実現するためには、適切な介護保険サー

ビスが安定的に提供されることが重要です。

さらに介護保険制度を持続可能なものとするため、介護給付の適正化、介護保険サー

ビスの資質の向上を図り、介護保険事業を適切に運営します。

これらを進めるに当たっては、地域、関係機関・団体、サービス提供事業者等と連携を

図り、介護人材の確保・定着・育成の取組に一体的に取り組むとともに、業務の効率化を

図ります。
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３ 施策体系

基本理念 基本方針 施策の方向性
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１
生きがいを持って
暮らし続けられる
ための支援の充実

３
地域で

暮らし続けられる
体制の構築

４
介護保険サービスの
安定的な提供

（１）健康づくりの推進

（２）保健事業と介護予防の一体的実施

（３）自立支援、介護予防・重度化防止の推進

（４）高齢者の生きがいづくりの推進

（５）社会参画の促進

（６）就労的活動の支援

２
認知症とともに
暮らす地域の実現

（１）認知症の理解促進及び本人発信支援

（２）認知症予防の推進

（３）認知症の人とその家族への支援体制の強化

（４）認知症バリアフリーの推進

（１）生活支援体制の充実

（２）医療と介護の連携強化

（３）地域包括支援センターの強化

（４）高齢者の権利擁護・虐待防止の推進

（５）高齢者の住まいの安定的な確保

（６）高齢者が暮らしやすい環境の整備

（７）災害や感染症対策に係る体制整備

（１）介護保険サービスの提供

（２）介護給付の適正化

（３）業務効率化の推進

（４）介護人材の確保・定着

（５）介護保険サービスの資質向上


