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１ 計画の背景と目的 

高齢者の介護を社会全体で支える仕組みとして平成 12 年に介護保険制度が創設され、サー
ビスの充実が図られてきました。市町村の介護保険事業計画は、第６期（平成 27 年度～29 年
度）計画以降、「地域包括ケア計画」としても位置づけられ、団塊の世代が 75 歳以上となる
2025 年までを見据えた地域包括ケアシステムの構築が目指されてきました。また、国におい
ては、地域社会全体の在り方として、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、一人一人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のできる「地域共生社会の実現」を目指しています。 
いなべ市（以下、「本市」という。）では、平成 29 年度に策定した「いなべ市高齢者福祉計

画及び第７期介護保険事業計画」において、「みんなで創ろう いきいき笑顔の幸齢（こうれ
い）社会」を基本理念に掲げ、地域包括ケアシステムの充実を図ってきました。 
一方、令和２年には新型コロナウイルスが感染拡大し、密集・密接・密閉を回避するため

の生活様式を余儀なくされたことなどから、サービス提供体制やサービスの利用状況に大き
な影響を与え、介護・医療・福祉・防災等各分野への脅威となっています。 
これらの動向を踏まえ、健康で元気な高齢者が地域で活躍できる地域づくり、また、「医療」

「介護」「予防」「住まい」「生活支援」に関わるサービスを一体的に提供していく「地域包括
ケアシステム」のさらなる深化、推進に向け、住民主体による地域づくりの促進をより一層
推進することを目的に、「いなべ市高齢者福祉計画及び第８期介護保険事業計画」（以下、「本
計画」という。）を策定します。 
 
 

２ 計画の期間 
計画期間は、令和３年度から令和５年度までの３年間です。計画期間の３年目にあたる令

和５年度には、計画の見直しを行います。また、団塊の世代の高齢化がピークとなることが
見込まれる令和７（2025）年度や、現役世代が急減すると見込まれる令和 22（2040）年の姿
も視野に入れて計画を策定します。 
 

令和 
３年度 

令和 
４年度 
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３ いなべ市の高齢者を取り巻く状況  
総人口と高齢化率の推移 
●総人口は平成 28 年以降概ね減少傾向となっています。令和２年では 45,713 人と平成 28 年
と比較して 252 人減少しています。高齢化率は年々上昇し、平成 28年から令和２年にかけ
て 1.5 ポイント増加しています。 
■総人口と高齢化率の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
要支援・要介護認定者数の推移 
●年々増加傾向で推移しており、令和２年の認定者数は 1,954 人となっています。平成 28 年
と令和２年を比較すると、要支援１、要支援２は減少となっていますが、他の要介護度は
増加しています。 
■要支援・要介護認定者数の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

資料：住民基本台帳人口（各年１月１日時点）

※総人口は年齢不詳を含む

資料：見える化システム（介護保険事業状況報告（年報、令和元年は４月月報、令和２年は９月月報））

5,993 5,912 5,796 5,724 5,657 

28,316 27,970 27,800 27,685 27,758 

5,957 6,019 6,033 6,083 6,047 
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４ 基本理念 
高齢者福祉計画及び介護保険事業計画においては、これまで高齢者が住み慣れた地域で、

いきいきと暮らし続けることができるよう、地域包括ケアシステムの充実を図ってきました。 
本計画では、引き続き、これまでに整備を進めてきた制度やサービスを有効に運用して「地

域包括ケアシステム」を充実させるとともに、「地域共生社会」の理念に基づいて、地域主体
の取組をより一層促進し、多様な担い手と支援が必要な人とをつなぐ機能を強化していくこ
とが重要になります。 
これらの状況を踏まえ、本市では、これからの高齢者福祉計画及び介護保険事業計画を推

進するための基本理念を以下のように定め、この基本理念のもとに地域包括ケアシステムの
充実を進めます。 
 

みんなで創ろう いきいき笑顔の 幸こ う

 齢れ い社会 
  
５ 基本目標 
以下の３つを基本目標に設定し、実現に向けた施策の推進を図ります。 

１ 高齢者が元気で活躍できるまち 
●高齢者自らが主体的に取り組める健康増進及び介護予防を支援し、健康づくりと生きがい
づくりを一体的に進めます。 
●地域の中で高齢者の活躍の場を創出し、高齢者が生きがいをもって主体的に活躍できる環
境の整備に努め、地域の活性化を図ります。 

２ 高齢者の包括的な支援が充実したまち 
●必要な相談・情報の提供を行うなど、地域包括ケアシステムの充実と保健・福祉・介護サ
ービスの充実により、高齢者が適切な支援を受けられるよう、総合的かつ一体的なサービ
ス提供体制づくりを進めます。 
●認知症高齢者が尊厳を保ちながら穏やかな生活を送ることができ、家族も安心して社会生
活を営めるよう、見守り体制等のさらなる充実を図ります。 

３ 高齢者が安全で安心して暮らせるまち 
●高齢者の集いの場の充実や、主体的な互助活動による地域での支え合いの仕組みづくりを
支援します。 
●高齢者ができる限り住み慣れた地域や家庭で自立した生活を継続できるよう、安全・安心
に暮らせる環境づくりに取り組みます。  
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６ 重点施策  
《重点施策Ⅰ》 高齢者の元気づくりの推進 
●健康増進、介護予防の運動プログラムを身近な集会所等で実施し、活動を通じた仲間づ
くりや地域活動への発展等に取り組んでおり、元気高齢者の増加や生きがいづくり、地
域活動の活性化、地域力の向上等に期待がもたれています。 

●元気リーダーコースや、ふれあいサロン・四季の家等、地域の通いの場や居場所づくり、
暮らしの保健室を推進してきた結果、地域の主体的な集いの場が増加しています。 

●リーダーの育成や新たな活動主体者の発掘を常に行っていく必要があることから、引き
続き、高齢者の元気づくり活動を支援します。 

 
 
《重点施策Ⅱ》 認知症施策の充実 
●国が令和元年に取りまとめた認知症施策推進大綱では、基本的な考え方として『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せる社会を目指し、認
知症の人や家族の視点を重視しながら、「共生」と「予防」を車の両輪として施策を推進
していく。』としています。 

●認知症は早期に適切な支援を受けることで進行を遅らせることができます。本市では、
必要に応じて、早期に適切な医療機関へとつなげるため、かかりつけ医、専門医、もの忘
れ初期集中支援チーム、認知症地域支援推進員との連携を強化します。また、権利擁護
の取組を推進します。 

●認知症に対する知識の普及啓発や相談先の周知を推進します。 
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《重点施策Ⅲ》 医療・介護連携の推進 
●住み慣れた地域で必要な医療・介護サービスが総合的に提供され、人生の最期を望む場
所で迎えることのできる医療と介護の連携体制の一層の強化に取り組みます。 

●そのため、医療と介護の専門職間の連携の強化や、互いの職務への理解促進を図ります。
また、ケアマネジャーが医療情報を適切に組み合わせたケアプランを作成できるよう、
研修会や後方支援を行います。 

 
 
《重点施策Ⅳ》 地域の支え合いの充実 
●第６期計画から「高齢者の主体的な健康づくり活動」「元気高齢者の増加、仲間づくり」
として取り組んできた、高齢者の元気づくりやふれあいサロン等居場所づくり等の成果
として、地域で主体的に活動する人材の発掘や、活動を通した地域の仲間づくりが進ん
でいます。 

●地域福祉の理念である「地域共生社会」の実現に向けて、自治会単位で地域の課題を地
域で解決する仕組みを構築する「福祉委員会」の充実により、仲間同士の見守りや支え
合いの活動を支援します。 

 
 
■高齢者の健康づくりから始める地域活性化のイメージ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ｖ 
 
  

 

  

 

地域活動の活性化  
少子高齢化が抱える様々な地域課題の解決、 
住民が主役の地域づくり 

 互助活動・見守り  
⇒仲間同士の支え合いの気運の醸成、仕組みづくり 
 

 地域ネットワークの形成 
活動を通じた仲間づくりから 
地域のネットワークの構築 
 

 居場所づくり  
⇒身近な集会所等で気軽に参加できる仕組み 

主体的な 
健康づくり活動 

元気高齢者の 
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７ 高齢者介護・保健・福祉の施策  
１．高齢者が元気で活躍できるまち 
（１）健康づくりの推進 
●健康に高齢期を過ごせるよう、各種の保健サービスを実施しています。各ライフステージ
において一体的な健康づくりを支援できる体制を整備し、市民の自主活動への移行等も含
めて、健康寿命（元気寿命）の延伸を目指します。 

●健康づくりに関する情報提供の充実 ●健康教育の実施 
●健康づくりに関するイベント等の開催 ●健康づくり推進事業の実施 
●保健事業と介護予防の一体的な取り組み事業 

 
（２）疾病予防の推進 
●壮年期からの健康づくりの推進により、高齢期をいきいきと過ごせることはもとより、医
療費の削減や将来的な要支援・要介護認定者の増加を抑えることにもつなげていきます。 

●特定健康診査、特定保健指導の実施 ●各種がん検診の実施 
●骨粗しょう症検診の実施 

 
（３）介護予防の推進 
●市民・地域主体による活動を広め、運動習慣の定着と理解を深めることで、高齢者の健康
増進・介護予防につなげます。 

●主体的な健康づくり活動の促進  ●介護予防教室の実施 
●地域における介護予防活動の促進 ●介護予防の普及啓発 

 
（４）社会参加の推進 
●関心のある活動を通じて生きがいづくりや健康の保持、介護予防、地域の活性化につなが
るよう、高齢者の主体的な活動を支援します。 

●老人クラブ活動への支援 
●ボランティア活動への支援 

 
（５）雇用・就業機会の提供 
●高齢者の経験及び技術の有効活用とあわせ、高齢者自身もやりがいを感じられるように、
ニーズに応じた仕事内容の確保を目指します。 

●シルバー人材センターへの支援 
●就労の促進 

 
  

 施 策 

 施 策 

 施 策 

 施 策 

 施 策 
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２．高齢者の包括的な支援が充実したまち 
（１）地域包括支援センターの機能強化 
●地域包括ケアシステムの実現に向けて、地域の実情に応じたよりきめ細かな対応ができる
よう体制づくりを進めるとともに、地域の相談窓口や人的資源等の地域福祉活動と連携し、
高齢者を含めた地域全体の包括的かつ継続的な支援と管理体制の充実に努めます。 

●地域包括ケアの拠点としての環境の整備 ●地域包括支援センターの周知 
●人員体制の整備 

 
（２）相談・情報提供体制の充実 
●高齢者の状況に応じて、手軽に正確な情報を得られるよう取り組みます。また、多様なニー
ズに対応できるよう、より専門的な知識や経験が活かされる相談体制を構築していきます。 

●総合相談支援事業 ●身近な場における相談体制の充実 
●情報提供体制の充実 ●多問題家族への相談機能 
●多機関の協働による包括的支援体制の構築 

 
（３）介護予防・日常生活支援総合事業の充実 
●事業の内容や対象者の区分等の周知を進めるとともに、効果的な介護予防事業の推進に向け
た内容の充実、多様な主体による事業の受け皿や担い手の体制整備に努めます。 
一般介護予防事業 

●介護予防普及啓発事業 ●地域介護予防活動支援事業 
●一般介護予防評価事業 ●地域リハビリテーション活動支援事業 
●介護予防対象者把握事業 

介護予防・生活支援サービス事業 
●訪問介護（現行相当のサービス） ●訪問型サービスＡ（緩和した基準によるサービス） 
●訪問型サービスＢ（住民主体のサービス） ●通所介護（現行相当のサービス） 
●通所型サービスＣ（短期集中型サービス） ●その他の生活支援サービス 
●訪問型サービスＣ、通所型サービスＡ・Ｂ実施の検討 

 
（４）包括的支援事業・任意事業の充実 
●医療や介護等専門職の連携に加え、市民のニーズを把握し、本当に必要とされているケア
体制の構築に努めます。また、住民主体の活動団体やボランティア、企業等の多様な主体
が協力して高齢者を支える仕組みを強化します。 

●総合相談支援事業 ●包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 
●介護予防ケアマネジメント事業        ●地域ケア会議の充実 
●生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推進 ●介護給付費適正化事業 

 
 

 施 策 

 施 策 

 施 策 

 施 策 

 施 策 
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（５）認知症施策の推進 
●「認知症施策推進大綱」では、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
生活を過ごせる社会を目指し、認知症の人や家族の視点を重視しながら｢共生｣と｢予防｣を車
の両輪として施策を推進することを基本的な考え方としており、大綱に基づく施策を推進し
ます。 

●認知症予備群の早期把握 ●認知症ケアパスの普及 
●医療機関との連携強化 ●認知症に関する普及啓発 
●介護予防事業の推進（認知症予防） ●認知症キャラバン・メイトの活動支援 
●認知症サポーターの養成 ●認知症ケアに携わる多職種の資質向上 
●認知症カフェの開催推進 

 
（６）医療と介護の連携体制の充実 
●在宅で医療的ケアを必要とする高齢者が増加することを踏まえ、医療と介護の連携を進め
ていきます。 

●医療と介護の専門職の連携体制の強化  
●医療サービスを適切に組み合わせたケアプランの作成 
●在宅看取りに対する理解の普及 

 
（７）家族介護支援 
●家族介護者に対する身体的、精神的負担の軽減に向けた支援策を強化していきます。 

●家族介護者団体への支援 ●紙おむつ給付 
●認知症家族への支援 ●家族介護支援事業 

 
（８）高齢者福祉サービスの提供 
●必要な人に必要なサービスを提供できる生活支援体制づくりを進めます。 

●在宅老人短期入所事業 ●訪問理容サービス 
●寝具洗濯サービス ●日常生活用具給付等事業 
●福祉機器貸し出し ●ふれあい弁当サービス 
●福祉有償運送 ●福祉人材の確保 
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（９）介護保険サービスの充実 
１）居宅サービス 
●在宅医療と介護の連携により、住み慣れた地域での効果的かつ適正なサービスの提供を進
めます。 

●居宅介護支援（介護予防支援） 
●訪問介護  ●訪問入浴介護（介護予防訪問入浴介護） 
●訪問看護（介護予防訪問看護） 
●訪問リハビリテーション（介護予防訪問リハビリテーション） 
●居宅療養管理指導（介護予防居宅療養管理指導） 
●通所介護  ●通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション） 
●短期入所生活介護（介護予防短期入所生活介護） 
●短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護） 
●特定施設入居者生活介護（介護予防特定施設入居者生活介護） 
●福祉用具貸与（介護予防福祉用具貸与） 
●特定福祉用具購入費（特定介護予防福祉用具購入費） 
●住宅改修費（介護予防住宅改修費）の支給 

 
２）地域密着型サービス 
●地域の実情に応じたサービスの提供を進めます。 

●夜間対応型訪問介護 
●認知症対応型通所介護（介護予防認知症対応型通所介護） 
●小規模多機能型居宅介護（介護予防小規模多機能型居宅介護） 
●認知症対応型共同生活介護（介護予防認知症対応型共同生活介護） 
●地域密着型特定施設入居者生活介護 
●地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 
●定期巡回・随時対応型訪問介護看護 
●看護小規模多機能型居宅介護  ●地域密着型通所介護 

 
３）施設サービス 
●在宅での生活が難しい重度の要介護者の生活の場所として、制度改正による影響を注視し、
利用者のニーズに対応します。 

●介護老人福祉施設   ●介護医療院・介護療養型医療施設 
●介護老人保健施設    

 
４）介護人材の確保・定着支援 
●生産年齢人口の減少と高齢化の進展に伴い、介護人材の確保と定着支援が重要となってお
り、各種取組を推進します。 
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３．高齢者が安全で安心して暮らせるまち 
（１）高齢者見守りネットワークの充実 
●地域福祉のネットワークの構築を通じ、住民同士が情報や目的を共有し、連携することで、
すべての地域住民が安心して暮らしやすい地域づくりを行います。 

●ふれあいサロン等の充実 ●「ふれあいマップ」の充実 
●認知症高齢者等ＳＯＳネットワークの充実 ●民生委員・児童委員への情報提供 
●避難行動要支援者情報の一元化 ●高齢者見守りネットワーク事業の推進 

 
（２）福祉委員会の促進 
●地域住民同士が自分たちの住む地域の福祉課題や困りごとを自分たちの問題として受け止
め、解決に向けて協議する福祉委員会の設置を促進し、身近なネットワークの構築による
互助機能を一層強化します。 

●福祉委員会設置の推進 ●地域の実情に応じた見守り支援体制の構築 
●生活支援コーディネーターとの連携  ●福祉委員会についての周知啓発 

 
（３）防災・災害時・感染症対策の推進 
●地域における住民同士の助け合いを中心とした災害時の要援護者の避難支援体制の整備を
進めていきます。また、感染症の感染拡大の対策や将来の感染症に対する備えを充実させ
ていきます。 

●緊急通報装置の設置 ●避難行動要支援者支援体制の整備と充実 
●感染症対策の推進 

 
（４）生活環境の整備 
●バリアフリー化、ユニバーサルデザインに基づく施設整備を推進していきます。また、高
齢者の「住まい」について、介護保険施設以外にも、養護老人ホームや軽費老人ホーム、有
料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅等の様々な住まいの提供に努めます。 

●バリアフリー・ユニバーサルデザインによるまちづくり 
●高齢者にやさしい住まいづくり 

 
（５）防犯体制の整備 
●高齢者を狙った犯罪の被害防止策として、警察やその他専門機関との連携により、情報提
供を行います。また、近隣住民同士の交流や見守り、声掛けを通じて地域内の犯罪の未然
防止に取り組みます。 

●悪徳商法等の被害に関する情報提供・相談体制の整備 
●高齢者見守りネットワークによる高齢者を犯罪から守る取組の推進 

 
（６）高齢者の権利擁護・虐待防止 
●関係機関のネットワークの構築や相談体制の整備等、高齢者虐待の防止と早期発見・早期
対応の充実を図ります。また、成年後見制度の普及啓発と利用促進を図ります。 

●関係機関の連携強化  ●高齢者虐待への早期対応 
●成年後見制度の普及  
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８ 介護保険料の設定  
令和３（2021）年度～令和５（2023）年度の段階及び料率 
 

段階 対象者 
基準額に 
対する 
割合 

年額 

第１段階 
・老齢福祉年金の受給者で、本人及び世帯全員が市民税非課税 
・生活保護の受給者 
・本人及び世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額と課税年
金収入額の合計が 80 万円以下の人 

0.300 21,782 円 

第２段階 ・本人及び世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額と課税年
金収入額の合計が 120 万円以下の人 0.500 36,303 円 

第３段階 ・本人及び世帯全員が市民税非課税で、第１段階、第２段階の
対象者以外の人 0.700 50,824 円 

第４段階 ・本人が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合
計が 80 万円以下の人（世帯内に市民税課税者がいる場合） 0.900 65,345 円 

第５段階 ・本人が市民税非課税で、第４段階の対象者以外の人 
（世帯内に市民税課税者がいる場合） 1.000 72,605 円 

（基準額） 
第６段階 ・本人が市民税課税で、合計所得金額が 120 万円未満の人 1.200 87,126 円 
第７段階 ・本人が市民税課税で、合計所得金額が 120 万円以上の人 1.325 96,202 円 
第８段階 ・本人が市民税課税で、合計所得金額が 210 万円以上の人 1.525 110,723 円 
第９段階 ・本人が市民税課税で、合計所得金額が 320 万円以上の人 1.650 119,798 円 
第 10 段階 ・本人が市民税課税で、合計所得金額が 380 万円以上の人 1.775 128,874 円 
第 11 段階 ・本人が市民税課税で、合計所得金額が 570 万円以上の人 1.900 137,950 円 
第 12 段階 ・本人が市民税課税で、合計所得金額が 760 万円以上の人 2.000 145,210 円 

 
 

令和３（2021）年度～令和５（2023）年度における保険料 基準月額 
6,050 円  
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