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第１章 計画策定の趣旨と位置づけ 

１ 計画策定の趣旨 

平成12（2000）年に、高齢化社会の到来を見据えて創設された介護保険制度は、「介

護が必要な状態になっても、その人らしい生活ができること」を目的として創設され、

社会全体で高齢者を支える仕組みとして大きな役割を果たしてきました。 

しかし、総人口が減少に転じる中、高齢者数は今後も増加し、高齢化は進展していき

ます。介護保険制度においては、いわゆる団塊の世代全てが75歳以上となる令和７

（2025）年を見据え、平成26（2014）年には地域包括ケアシステムの構築及び介護

保険制度の持続可能性の確保を図るため、医療制度改革とともに介護保険制度の改革が

一体的に行われました。さらに平成29（2017）年には地域包括ケアシステムの深化・

推進と介護保険制度の持続可能性の確保を目指した地域包括ケアシステムの強化のため

の介護保険法等の一部を改正する法律（平成29年法律第52号）により、介護保険制度

の見直しが行われました。 

これを受け、朝日町（以下、「本町」という。）では、地域に必要な介護サービス基盤等

の整備をはじめ、住まい・医療・介護・予防・生活支援を一体的に提供するための「地域

包括ケアシステム」の構築に向け、継続的かつ着実に様々な方策を講じてきました。 

令和７（2025）年が近づく中で、さらにその先を展望すると、いわゆる団塊ジュニア

世代が65歳以上となる令和22（2040）年に向け、本町では今後も生産年齢人口を含め

た総人口の増加が見込まれているものの、高齢者人口の増加も見込まれ、高齢化のさら

なる進展が想定されるため、地域の状況に応じた介護サービス基盤の整備が重要となり

ます。また、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯、認知症の人の増加も見込まれる

など、介護サービス需要がさらに増加や多様化することが想定される一方、現役世代の

減少が顕著となり、地域の高齢者介護を支える人的基盤の確保が必要となります。そし

て、支える側支えられる側という垣根を取り払い、高齢者や子ども、障がい者等、すべ

ての人が支え合う「地域共生社会」の実現をめざすことが非常に重要となっています。 

本町では、これらの制度改正等への対応や、これまでの事業の進捗状況などに基づい

て、高齢者を支える基盤づくりや施策を整理し、地域共生社会の実現に向けた取組の推

進、医療・介護の連携の推進、自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化等を主

とした施策を体系化し、総合的かつ計画的な方向性と令和７（2025）年及び令和22

（2040）年における推計を示す計画として、「第８次朝日町高齢者保健福祉計画・第７

期介護保険事業計画」（以下、「前期計画」という。）に続き、「第９次朝日町高齢者保健福

祉計画・第８期介護保険事業計画」（以下、「本計画」という。）を策定しました。 
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２ 計画の位置づけと期間 

（１）法令の根拠と他計画との関係 

本計画は、老人福祉法第20条の8に規定する高齢者の福祉に関する「老人福祉計画」

と、介護保険法第117条に規定する介護サービスの給付に関する「介護保険事業計画」

を一体的に作成するものです。 

また、上位計画である「第６次朝日町総合計画」に基づき、町の高齢者に関わる福

祉施策の基本的な方向性を明確にするものです。 

さらに、三重県が策定する介護保険事業支援計画・医療計画等と連携を図っていま

す。 

（２）計画の期間 

計画の期間は、介護保険法第117条に基づき３年間を１期とし、また「高齢者福祉

計画」は老人福祉法第20条の８に基づき「介護保険事業計画と一体のものとして作成」

することが定められていることから、本計画の期間は令和３（2021）年度から令和

５（2023）年度までの３年間とします。 

■ 計画の期間 

 

 

 

  

平成 27（2015）年 
 

令和７（2025）年 
 

団塊世代が 
65 歳以上に 

団塊世代が 
75 歳以上に 

第１０次計画 
第９期計画 
2024～2026 

第１１次計画 
第10期計画 
2027～2029 

第７次計画 
第６期計画 
2015～2017 

<令和７（2025）年までの見通し> 

第９次計画 

第８期計画 
2021～2023 

第８次計画 
第７期計画 
2018～2020 
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３ 計画策定の体制 

（１）検討委員会の設置と開催 

本計画の策定にあたっては、「朝日町高齢者施策検討委員会」を設置し、行政機関だ

けではなく、保健医療関係者や福祉関係者及び被保険者代表等の積極的な参加を求め、

幅広い関係者の参画による計画等策定委員会を開催し、計画の内容等を審議しました。 

（２）アンケート調査の実施 

町民の声を十分に反映しながら、ともによりよい計画を策定するため、65歳以上の

一般高齢者、要支援・要介護認定を受けている高齢者、介護事業所に対してそれぞれ

アンケート調査を実施し、現状把握を行いました。 

（３）パブリックコメントの実施 

計画素案をホームページに公表し、町民から広く意見を募集するパブリックコメン

トを令和２（2020）年12月14日～令和３（2021）年１月13日に実施しました。 

（４）庁内関係課相互間の連携 

本計画における施策や取り組みは、福祉分野にとどまらず本庁の企画、保健、医療、

労働、住宅、交通等広範な分野にわたるため、保険福祉課が中心となり、他の関連す

る担当課との連携はもとより、関連機関との相互連携を図りながら、計画策定を進め

ました。 
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４ 基本指針に沿った計画の改訂ポイント 

第８期計画策定のガイドラインとなる「基本指針」では、社会保障審議会介護保険部

会の「介護保険制度の見直しに関する意見」を踏まえ、以下について、計画の記載内容

の充実を図ることとされました。 

 

① 2025・2040 を見据えたサービス基盤、人的基盤の整備 

➤ 2025年・2040年を見据え、地域ごとの推計人口等から導かれる介護需要等を踏まえて計画
を策定 

② 地域共生社会の実現 

➤ 地域共生社会の実現に向けた考え方や取組について記載 

③ 介護予防、健康づくり施策の充実・推進（地域支援事業等の効果的な実施） 

➤ 一般介護予防事業の推進に関して「PDCAサイクルに沿った推進」、「専門職の関与」、「他の
事業との連携」について記載 

➤ 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施について記載 
➤ 自立支援、介護予防・重度化防止に向けた取組の例示として就労的活動等について記載 
➤ 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 
➤ 保険者機能強化推進交付金等を活用した施策の充実・推進について記載。 

（一般会計による介護予防等に資する独自事業等について記載。） 
➤ 在宅医療・介護連携の推進について、看取りや認知症への対応強化等の観点を踏まえて記

載 
➤ 要介護（支援）者に対するリハビリテーションの目標については国で示す指標を参考に計画に

記載 
➤ PDCAサイクルに沿った推進にあたり、データの利活用を進めることやそのための環境整備につ

いて記載 

④ 有料老人ホームとサービス付き高齢者住宅に係る県・市町村間の情報連携の強化 

➤ 住宅型有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の設置状況を記載 
➤ 整備に当たっては、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の設置状況を勘案し

て計画を策定 

⑤ 認知症施策推進大綱を踏まえた認知症施策の推進 

➤ 認知症施策推進大綱に沿って、認知症の人ができる限り地域のよい環境で自分らしく暮らし続
けることができる社会の実現を目指すため、５つの柱に基づき記載。（普及啓発の取組やチー
ムオレンジの設置及び「通いの場」の拡充等について記載。） 

➤ 教育等他の分野との連携に関する事項について記載 

⑥ 地域包括ケアシステムを支える介護人材確保及び業務効率化の取組の強化 

➤ 介護職員に加え、介護分野で働く専門職を含めた介護人材の確保の必要性について記載 
➤ 介護現場における業務仕分けやロボット・ICTの活用、元気高齢者の参入による業務改善など、

介護現場革新の具体的な方策を記載 
➤ 総合事業等の担い手確保に関する取組の例示としてボランティアポイント制度について記載 
➤ 要介護認定を行う体制の計画的な整備を行う重要性について記載 
➤ 文書負担軽減に向けた具体的な取組を記載 

⑦ 災害や感染症対策に係る具体的な取組を記載 

➤ 近年の災害発生状況や、新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえ、これらへの備えの重要
性について記載 
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