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磐田市の現状と将来像

（１）年齢３区分別人口の推移と推計 

本市の総人口は、令和３年以降も減少することが見込まれています。高齢者人口は増加を続け、
高齢化率は令和 22年に 32.6％となることが予想されています。 

年齢３区分別人口の推移と推計 

資料：平成 28 年から令和２年は住民基本台帳（各年 10 月１日現在） 

（２）第８期保険料基準額の算定 

第８期介護保険事業計画期間（令和３～５年度）においては、高齢化の進行に伴う介護サービス
利用増などによる介護給付費の増加が見込まれます。 
第８期の保険料基準額は、標準給付費、地域支援事業費をもとに、以下のとおり計算し、算出し
ました。 

項 目 金 額 

保険料必要額 9,311,816 千円

予定保険料収納率 99.1％

弾力化した所得段階別加入割合補正後被保険者数 153,546 人

第１号被保険者の介護保険料基準額（月額） 5,100 円

年少人口（０～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 高齢者人口（65歳以上） 高齢化率
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施策の体系

（１）計画の基本理念 

本計画では、「やさしさ ふれあい 支え合いのまちづくり」を基本理念とし、明るく元気なま
ちづくりのため、地域住民がお互いに支え合い、高齢者、障がいのある人、子どもなど、すべての
人が、いつまでも可能な限り住み慣れた地域で暮らし続けることができる「地域共生社会」の実
現を目指すこと、また、住民自らが運動、食生活、社会参加に着目した健康づくりに努め、しあわ
せな最期（健康長寿）を迎えられる「健幸ないわた」を目指します。

重
点
施
策

介護予防の推進 
健康づくりの推進 

地域における 
支え合い活動の推進 

認知症予防と重症化
予防・普及啓発 
認知症の人とその家
族への支援 

在宅医療と介護の 
連携 

方
向
性

健康で生きがいをもっ
て元気に暮らせるよう
「健康寿命の延伸」を目
指します。 

支える側・支えられる側
の関係を超えた、地域の
ための活動を支援しま
す。 

認知症に関する普及啓
発をすることで、重症化
予防につなげ、地域の見
守り体制づくりを推進
します。 
認知症になっても安心
して自分らしく暮らせ
る体制づくりを目指し
ます。 

入院から在宅生活への
移行やその後の在宅生
活の支援の充実を目指
します。 

２ 住み慣れた地
域で暮らすため
の支援の充実 

４ページ 

１ 生きがいづく
りと介護予防の
充実 

３ページ 

３ 認知症施策の 
推進 

５ページ

４ 高齢者支援 
サービスの充実 

６ページ

やさしさ ふれあい 支え合いのまちづくり 

～ 健幸ないわた・健康長寿の実現 ～ 
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目標に向けた取り組み

【基本目標１】生きがいづくりと介護予防の充実 

生きがいを持ち、生涯現役を貫くために、高齢者が様々な分野で多世代とともに活躍できるよう、
健康づくり施策を進めるとともに、住民主体の介護予防活動を支援します。また、介護保険サービス
においても生活における機能の維持改善を目指すことで、いつまでも元気でいることを支援します。 

（１）生きがいづくりと社会参加への支援 

①生きがいづくり支援事業 

・老人クラブ活動の支援 
・生きがい・通いの場づくり支援 
・生涯学習の推進 
・スポーツ・レクリエーションの振興 

②社会参加推進事業 

・社会活動への参加啓発と支援 
・就業などの支援 

（２）介護予防・健康づくりの推進 

①一般介護予防事業 

・介護予防普及啓発事業 
・地域介護予防活動支援事業 
・地域リハビリテーション活動支援事
業 

②介護予防・生活支援事業 

・訪問型サービス 
・通所型サービス 
・短期集中予防サービス 
・その他の介護予防に資する支援 
・ケアプラン会議 

③健康づくり支援事業 

・特定健康診査・後期高齢者健康診査 
・保健指導 
・がん等検診 
・成人歯科健康診査
・成人予防接種 

④高齢者の保健事業と介護予防の一体的
な実施 

・地域課題の分析と多職種連携 
・高齢者に対する個別支援 
・通いの場等への積極的な関与 
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【基本目標２】住み慣れた地域で暮らすための支援の充実 

要介護（要支援）状態になっても、住み慣れた地域で自分らしく生活し、しあわせな最期を迎え
るため、医療と介護の連携、医療や介護サービス・看取りなど終末期医療に関する知識の普及啓発
を推進します。 
地域包括支援センターの個別相談支援や地域ケア会議を通して、さまざまな関係機関や地域づく
り協議会をはじめとする地域団体などと連携することで包括的・継続的なケア体制の構築を進めま
す。また、生活支援コーディネーターを中心に地域資源の把握や開発、生活支援の担い手養成など
を進め、住み慣れた地域で暮らすための支援の充実を目指します。 

（１）在宅医療と介護の連携 

・地域の医療・介護の資源の把握
・在宅医療と在宅介護の提供体制の構築と推進 
・医療・介護関係者の情報共有  ・在宅医療・介護連携に関する相談支援
・地域住民への普及啓発

（２）地域における支え合い活動の推進 

①地域包括支援センター機能の充実 
・地域包括支援センター運営 
・地域ケア会議の推進 

②見守り活動の推進 
・地区見守り活動の推進 
・高齢者等見守りネットワーク事業 

③生活支援サービスの体制整備 
（地域活動支援） 
・生活支援コーディネーター配置 
・地域ネットワークの構築 
・地域の人材育成 
・地域福祉活動の推進支援 
・敬老事業 
・地域で行う生活支援事業 

④高齢者安全安心事業 
・高齢者虐待防止事業 
・交通安全対策   
・防犯対策 
・高齢者の生活環境の整備 
・終活相談支援 
・災害時の高齢者支援 
・福祉避難所の支援  
・感染症対策 
・成年後見制度の利用促進 

⑤地域共生社会の実現

（３）家族介護を支えるサービスの提供 

・在宅介護手当支給事業
・介護離職防止に向けた取り組み
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【基本目標３】認知症施策の推進 

本市の認知症高齢者数は毎年増加しており、2040 年では 6,528 人に達することが見込まれていま
す。 
認知症やその重症化を予防するとともに、認知症の人が住み慣れた地域で、人と人とのつながり
を育みながら、自分らしく、安心して暮らし続けられるための取り組みを進めます。 

（１）認知症の予防と重症化予防・普及啓発

・認知症への理解を深めるための普及啓発の推進
・認知症の進行段階に合わせた医療・介護の提供 
・認知症予防事業の実施 
・通いの場における認知症予防の推進 

（２）認知症の人とその家族への支援 

・認知症の人の介護者への支援
・認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくりの推進 
・若年性認知症の相談支援体制の強化 
・認知症の人やその家族の視点の重視・本人発信支援 
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【基本目標４】高齢者支援サービスの充実 

高齢者がいつまでも住み慣れた地域や自宅で自立した生活が送れるように、在宅生活を支えるサ
ービスの提供を進めます。 
また、支援や介護を必要とする人が、各種高齢者支援サービスを安心して利用できるよう、介護
保険制度や介護保険サービス、福祉サービスの内容について周知を進めます。 

（１）在宅生活を支えるサービスの提供 

・高齢者等紙おむつ購入費助成事業
・高齢者等タクシー利用料金助成事業 
・ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム貸与・相談事業 
・はり・きゅう・マッサージ治療費助成事業 
・訪問理美容サービス事業 ・高齢者短期入所事業 
・寝具洗濯乾燥等サービス事業 ・食の自立支援事業 
・高齢者補聴器購入助成事業 ・外国人高齢者福祉手当支給事業 
・介護サービス利用料の低所得者軽減措置事業 
・住宅改修支援事業  ・介護相談員派遣事業 

（２）介護保険サービスの充実 

① 介護保険サービス 

・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 
・特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売 
・住宅改修・介護予防住宅改修  ・居宅介護支援・介護予防支援 
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ・認知症対応型通所介護（予防） 
・小規模多機能型居宅介護（予防） ・看護小規模多機能型居宅介護 
・認知症対応型共同生活介護（予防） ・地域密着型通所介護 
・介護老人福祉施設   ・介護老人保健施設 
・介護医療院    ・介護療養型医療施設 
・介護人材の確保 

② 給付適正化事業 

・要介護認定の適正化   ・ケアプランの点検 
・住宅改修等の点検   ・縦覧点検・医療情報との突合 
・介護給付費通知 
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地域包括ケアの実現に向けて

目標に向けた取り組みを実施することで、増加することが予想される要介護者数や認定率を下げ、
地域包括ケアの実現を目指します。 

要支援・要介護者認定者の推移と施策反映による要支援・要介護認定者の推移の比較 

資料：実績は介護保険事業報告月報（各年９月末現在）、推計は介護保険事業報告をもとに算出  

磐田市 第９次高齢者保健福祉計画 第８期介護保険事業計画 

概 要 版 

発行：健康福祉部 高齢者支援課 

静岡県磐田市国府台 57-7 i プラザ（総合健康福祉会館） 

TEL：0538-37-4831 FAX：0538-37-6495 

地域包括ケアシステム 

令和２年 令和５年 令和７年 令和２２年 

施策反映 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 自然推計


