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わが国の高齢化率（総人口に占める65歳以上人口の割合）は、28％
を超えており、本格的な高齢社会を迎えています。

本市においては、令和２年10月１日現在の高齢化率（平成27年国勢
調査の確定人口を基準とした推計人口から算出）が38.8％であり、全
国平均を大きく上回るスピードで高齢化が進んでいます。

このような状況の中、「団塊の世代」が75歳以上となる令和７（2025）
年には高齢化率は40％に達し、高齢者に対する認知症の方の割合が約５人に１人になると予測
されていることから、認知症施策の更なる推進が重要となります。

また、令和22（2040）年には現役世代が急減することから、このことを見据えた社会保障の
構築や高齢者等の社会参加・就労の促進等を図る必要があり、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って助け合いながら暮らしていく「地域共生社会」の実現が求
められています。

本市のまちづくり計画である「重点戦略プラン」では、「創客創人」を理念に『「誰一人取り残さ
ない」持続可能な社会を目指して』を中期ビジョンとして、福祉部門や産業部門等の各部門にお
いて、中期ビジョンを達成すべく重点施策を掲げています。

令和３年度から令和５年度までを期間とする日南市高齢者保健福祉計画・第８期介護保険
事業計画では、重点戦略プランの中期ビジョンに基づき「地域で見守り・支える、活力ある生
涯現役のまちづくり」を基本理念に、その達成に向けて５つの基本方針を掲げて策定いたしま
した。

本計画では「地域共生社会」の実現を視野に入れて、医療、介護、予防、住まい、生活支援サー
ビスを切れ目なく一体的に提供できる「地域包括ケアシステム」の深化・推進を図り、高齢者が
住み慣れた地域でいきいきと暮らせるよう、関係機関・地域住民の皆様等と連携しながら、「自
助」「互助」「共助」を基本に高齢者福祉施策及び介護保険事業の推進に努めてまいります。

市民の皆様におかれましても、地域福祉の理念である互いに支え合うことの大切さをご理解
いただき、引き続きご協力を賜わりますようお願いいたします。

結びに、本計画の策定にあたり、アンケート調査にご協力いただきました市民の皆様及び介
護サービス事業所をはじめ、貴重なご意見を頂きました策定委員の皆様、並びに関係各位に心
から感謝申し上げます。

令和３年３月
日南市長　﨑田　恭平　

は じ め に
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第１章
計画策定にあたって

介護保険制度がスタートしてから、21年が経過するとともに、介護サービス利用者及び介
護サービス提供事業者も大きく増加し、高齢者の生活の支えとして定着・発展してきています。

その間、高齢者人口の動向、介護保険サービスの利用状況、高齢者のニーズ等に合わせて
高齢者福祉施策・介護保険制度は見直しを繰り返してきました。
 

我が国においては、高齢者、子ども、障がい者等、対象分野の枠や、「支える側」「支えら
れる側」という関係を超えて、人と人、人と社会がつながり、一人ひとりが生きがいを持ち、
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」が地域福祉の基本コンセプトに位
置づけられています。

そして、高齢者の地域での生活を支える地域包括ケアシステムは、地域共生社会の実現に
向けた中核的な役割を果たすものです。

第７期介護保険事業計画では、第６期を踏まえて地域包括ケアシステムの深化・推進に向
けた取組が進められ、地域共生社会の実現を視野に入れた計画策定が行われました。

第８期となる本計画は、団塊の世代が後期高齢期に入る令和７（2025）年さらには、現役世
代が急減する令和22（2040）年を見据え、本市が目指す地域包括ケアシステムの構築に向け、

「地域共生社会」の実現を目指しながら、高齢者が住み慣れた地域で、地域とともに、自分ら
しく健やかに暮らせるまちづくりを目的として策定するものです。

１　計画策定の背景と策定の意義

　３　日常生活圏域と地包括支援センター（愛称：高齢者あんしん相談所）の取組状況  …  55

６−２　第８期介護保険事業の推進  ……………………………………………… 59

　１　介護サービス見込量等の推計  ………………………………………………  59

　２　標準給付費見込額  ……………………………………………………………  69

　３　第１号被保険者における保険料の見込み  …………………………………  70

６−３　地域支援事業の充実  ………………………………………………………  73

　１　介護予防・日常生活支援総合事業  …………………………………………  73

　２　包括的支援事業  ………………………………………………………………  75

　３　任意事業  ………………………………………………………………………  80

第７章　計画の推進体制  ………………………………………………………………  84

　１　地域包括ケアシステムを支える人材の確保と資質の向上  ………………  84

　２　相談・苦情対応の体制づくり  ………………………………………………  84

　３　関係機関との連携  ……………………………………………………………  84

　４　計画の進行状況の把握・管理  ………………………………………………  85

　５　市民への広報・啓発  …………………………………………………………  85

用語解説  …………………………………………………………………………………  86

第１期（平成12～14年度）

第２期（平成15～17年度）

第３期（平成18～20年度）

第４期（平成21～23年度）

第５期（平成24～26年度）

第６期（平成27～29年度）

第７期（平成30～令和２年度）

第８期（令和３～５年度）

介護保険制度の導入・老人保健福祉計画と一体策定

新予防給付、地域包括支援センター（愛称：高齢者あんしん
相談所）と地域支援事業、地域密着型サービスの導入

高齢者医療確保法施行（特定健診の導入、老人保健事業の健康
増進事業への移行）

地域包括ケアシステムの推進及び介護保険制度の持続可能性
の確保への取組

◆地域共生社会の実現に向けた体制づくり
◆介護予防・健康づくりの推進
◆認知症「共生」・「予防」の推進
◆持続可能な制度の再構築・介護現場の革新

介護保険事業計画　制度改訂の経過

「団塊の世代」が75歳以上となる令和７（2025）年を目途に、
医療介護総合確保推進法の施行（在宅医療・介護連携の推進、
介護予防・日常生活支援総合事業の導入、認知症施策の強化
（認知症初期集中支援推進事業）等）


