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１ 計画の背景 
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。 

今後、日本の総人口が減少に転じるなか、高齢者人口は今後も増加し、高齢化は進展して

いくと見込まれます。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年（2025 年）を見据え、制度の持続可能性を維持しながら、高齢者が可能な限り

住み慣れた地域で、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことを可能としていくた

め、限りある社会資源を効率的かつ効果的に活用しながら、十分な介護サービスの確保と、

医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制（地

域包括ケアシステム）の充実が求められています。 

宍粟市においては、令和３年（2021 年）には高齢者人口がピークを迎える推計となって

います。今後は、高齢者の単独世帯や夫婦のみの世帯の増加、認知症の人の増加も見込まれ

るなど、介護サービス需要が増加・多様化することが想定されますが、現役世代の減少が顕

著と見込まれるなかでは、地域の高齢者介護を支える人的基盤の確保が重要となります。 

また、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です。 

「宍粟市高齢者福祉計画 第８期宍粟市介護保険事業計画」（以下、「本計画」と呼ぶ。）で

は、「地域共生社会」の考え方も踏まえ、継続して地域包括ケアシステムの充実を進めるとと

もに、現役世代がさらに急減することが見込まれている令和 22 年（2040 年）も念頭に置

き、高齢者自身も役割や生きがいをもって住み慣れた地域で暮らせるまちづくりに向け、策

定するものです。 

 

 
２ 計画の期間 
本計画は、令和３年度を初年度とし、令和５年度までの３年間を１期とする計画です。 
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３ 高齢者を取り巻く現状 
 
総人口の推移 

●総人口は、平成 27 年から令和２年の間でみると、年々減少しています。一方で 65 歳以

上の人口は、年々増加しています。 

■年齢３区分別人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要支援・要介護認定者数の推移 
●要支援・要介護認定者数は、平成 27 年から令和２年の間に 68 人減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：住民基本台帳人口（各年９月 30 日現在） 

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告」（各年９月月報）
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４ 計画の基本理念 
本市には４つの保健福祉圏域があり、人口、高齢化率、要介護認定者の割合、介護予防・介

護サービス資源、公共交通網等に違いがあります。また、同じ保健福祉圏域のなかでも、高

齢者が住む環境によっては、生活活動の利便性の確保や防災意識の差が課題であるなど、個々

の困りごとの状況が異なっています。今後、高齢者が年齢を重ねるごとに生じてくるこうし

た「困りごと」に対して、地域特性に応じたライフスタイルを支えるための地域福祉活動を

はじめとした高齢者の見守り、介護予防、交流事業、介護保険事業等が展開されることで地

域包括ケアシステムを充実させることが大切です。 

高齢者が地域でのつながりのなかで、いきいきと、生きがいをもって安心・安全に生活し

活躍できるまち、また、介護が必要になっても望む場所で生活できるよう、保健・医療・福祉

が連携したまちをめざすこととし、本計画の基本理念を以下の通りとします。 

 

つながりがあり、生きがいをもって、安心・安全に暮らせるまち 

 
 
５ 基本目標 

基本目標１ 地域包括ケアシステムの充実 
●地域の支え合い、助け合いの体制づくりとして地域包括ケアシステムの体制を充実させます。 

●多職種で構成される地域ケア会議を充実させます。 

●医療と介護の連携を図ります。  ●認知症高齢者、その家族への支援を充実させます。 

●多様な社会資源を活用し、見守りネットワークを構築します。 

 

基本目標２ 多様なニーズに応じた生活支援・介護予防の推進 
●高齢者の状況や多様なニーズに応じた包括的・継続的な生活支援・介護予防サービスの提供体制を

充実させます。 

●サービスの提供にあたっては、関係機関、地区組織、ボランティアなどと連携し、円滑なサービス

提供をめざします。 

●介護予防・日常生活支援総合事業の充実を進めます。 

 

基本目標３ 生きがいをもって安心・安全に暮らせる環境づくり 
●一人ひとりの生きがいづくりや社会参加のきっかけづくりを進めます。 

●高齢者が知識や経験を活かしながら、社会参加できる環境をつくります。 

●高齢者の生活を支えるため、防災・防犯体制や住まいの相談体制の充実、移動手段の確保・充実を

図ります。 

 

基本目標４ 介護サービスの充実・強化 
●介護保険に関する情報・相談体制の充実、介護人材の確保に努めます。 

●住み慣れた地域で生活できるよう、在宅サービスの円滑な提供に努めます。 

●介護サービスの資質向上、介護保険の信頼性を高めるため、介護給付の適正化を推進します。 
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■宍粟市がめざす地域包括ケアシステム イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■宍粟市地域包括ケアシステムがめざす 2025 年の将来像 

 

●住民が住み慣れた地域で安心して、つながりをもちながら生活できる。 

●高齢化や疾患によって生活のしづらさが生じたときは、家族や近隣、ボランティアな

どの支援を受けることができる。 

●医療や介護が必要となった場合には、切れ目のない医療・介護サービスを個々に応じ

て受けることができる。 

●個人の尊厳や財産を守ることが保障されている。 

●本人や家族が希望する場所での看取りができる。 

  

 医療と介護の連携  

◆宍粟市医療と介護連携会議

の開催 

◆医療・介護職の人材育成 

◆地域包括ケアの理解促進 

◆認知症対策の推進 

◆かかりつけ医等の推奨 など 

 生活支援サービス  

社会福祉法人・シルバー人材センター・ボラン

ティアなど 

【内容】見守り・配食・買物・家事援助など 

 公立宍粟総合病院【基幹病院】 

◆急性期  

◆地域連携室 

◆地域包括ケア病棟 

 

 かかりつけ医など【通院】 

【日常の医療】 

◆医院・診療所 

◆歯科医院 

◆薬局 

 

 認知症初期集中支援チーム 

◆相談や訪問 

◆認知症疾患医療センター

への紹介や診断指導 

 施設・居住系サービス  

◆特別養護老人ホーム 

◆老人保健施設 

◆認知症対応型グループホーム 

◆サービス付き高齢者向け 

 住宅など 

 

 在宅サービス  

◆訪問介護 ◆訪問看護 

◆通所介護 ◆通所リハビリ 

◆短期入所生活介護 

◆小規模多機能型居宅介護 

 など 

 宍粟市地域包括支援センター  

【サブセンター】 

◆一宮保健福祉課 

◆波賀保健福祉課 

◆千種保健福祉課 

 

 宍粟市社会福祉協議会  

◆山崎支部 ◆一宮支部 

◆波賀支部 ◆千種支部 

 

居宅介護支援事業所 

相談支援事業所 

 健康づくり・介護予防  

◆通いの場の普及・充実 

◆いきいき百歳体操の普及、

継続の支援 

◆健康づくり教室、介護予防

教室 

◆特定健診・特定保健指導 

◆地域リハビリテーション 

 活動支援事業 

 生活支援コーディネーター  

不足するサービスや担い手

の創出、養成、活動する場の確

保や利用者と提供者とのマッ

チングを行います。 

医
療 

介
護 

つながりがあり、生きがいをもって、

安心・安全に暮らせるまち 

オレンジカフェ 

（認知症カフェ） 

健康づくり

介護予防 

隣近所の見守り声かけ支援 

 

老人クラブ 
認知症サポーター 
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６ 施策の展開 
 
基本目標１︓地域包括ケアシステムの充実 

（１）相談体制・情報提供の充実 
●子ども・高齢者・障がいのある方などすべての人々が地域、暮らし、生きがいをともに創

り、高めあうことができる「地域共生社会」の実現に向け、分野を超えて地域生活課題に

ついて総合的に相談に応じ、関係機関と連絡調整等を行う体制を進めます。 

●住民にとって身近で利用しやすい相談場所となるよう、さまざまな手段や機会による情報

発信を進めます。 

 

（２）地域包括支援センター事業の推進 
●高齢者が住み慣れた地域で安心して過ごすことができるように、包括的及び継続的な支援

を行う地域包括ケアを実現するための中心的な役割を果たします。 

●地域包括支援センターが地域の拠点として親しまれるよう、人員体制の整備や効果的な運

営を進めるとともに、市民に対しての一層の周知に努めます。 

●サブセンターとの連携を図りながら身近な相談窓口として迅速な対応に努めます。 

 

（３）医療・介護連携の推進 
●医療と介護の連携に資する会議の実施や研修会の開催、情報提供の充実などに取り組むこ

とにより、在宅医療・介護連携に関する関係者の連携を推進します。 

●高齢者が在宅療養生活を続けられるよう、市民に対して医療と介護の連携に関する情報提

供の充実を図ります。 

 

（４）地域ケア会議の推進 
●地域ケア個別会議の実践を積み、地域ごとの課題の把握から地域資源開発、政策形成へと

つなげていきます。 

●多職種の支援のもと自立支援サポート会議を実施し、生活機能向上に向けたケアマネジメ

ントの支援を行います。 

●地域ケア推進会議において全市で取り組むべき課題や問題を把握し、課題解決へとつなげ

ていきます。 

 

  



 

6 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

（５）認知症施策の推進 
●認知症に関する相談が気軽にできる体制整備を進めます。 

●認知症に対する正しい知識の普及啓発に向けて、幅広い年代の認知症サポーターを養成し、

認知症に対する理解者が多い地域づくりを進めます。 

●認知症の予防に関する取り組みを推進するとともに、早期診断・早期対応に向けた支援体

制の整備を進めます。 

●認知症の人と家族への支援の充実を図るため、認知症ケアに携わる様々な人の連携強化と

資質の向上に努めます。 

●認知症カフェの充実や家族会の立ち上げなど、家族支援に重点的に取り組み、「認知症にな

っても、安心して暮らし続けられる地域づくり」をめざします。 

●若年性認知症に関して、関係機関と連携をとりながら支援体制の整備を進めます。 

 

（６）家族介護への支援 
●介護者が安心して介護を継続できるよう、介護者同士の集い（介護者の会など）の周知を

図るとともに、会の設置・運営を支援します。 

●家族介護者等の介護に伴う身体的・精神的な負担の軽減を図るため、家族支援制度の周知

を行います。 

 

（７）権利擁護施策の推進 
●地域包括支援センターを成年後見制度の周知や利用促進の機能を果たす中核機関と位置づ

け、高齢者が安心して暮らし続けることができるよう権利擁護支援を行います。 

●高齢者の虐待防止や発見時の通報窓口の普及啓発に努めます。 

 

（８）⾼齢者の地域での⾒守りの推進 
●地域における高齢者の身近な見守りネットワークの充実・強化に努め、行政と市民が協働

して包括的ケアを推進できる体制整備を図ります。 

●災害時に支援が必要な人を避難させることができるよう、関係機関と連携し、名簿の更新

や情報共有の仕組みの充実を図ります。 

●緊急通報システムの運営や救急医療情報キットの利用促進などにより、日常生活上の不安

軽減に努めます。 
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基本目標２︓多様なニーズに応じた生活支援・介護予防の推進 
（１）生活支援・介護予防サービスの充実 
●介護予防・日常生活支援総合事業において、住民主体による支援など多様なサービスの体

制整備を進めます。 

●地域資源を活かしたサービスの創出、提供に取り組むとともに、地域のＮＰＯ、ボランテ

ィア、自治会などの多様な主体で構成される協議体を運用し、生活支援サービスの体制整

備を進めます。 

●地区組織やボランティアをはじめ、新たなサービス提供の担い手を発掘・育成し、住民同

士の支え合いの地域づくりを進めます。 

 

（２）健康づくり・疾病予防の推進 
●高齢者が生涯にわたり心身ともに健康で暮らすことができるよう、健康情報の提供や健康

教室等の取り組みを推進し、健康寿命の延伸を図ります。 

●高齢者が身近な地域で日常的な医療を受けることができ、健康の相談等ができるかかりつ

け医等について、わかりやすい周知に努め、その普及・定着を図ります。 

●フレイル予防に取り組み、高齢者の健康レベルの改善をめざします。 

 

（３）介護予防の総合的な推進 
●いきいき百歳体操などの自主的な介護予防に資する活動が広く実施される地域づくりを進

めます。 

●介護予防に関する知識の普及啓発や支援を要する高齢者の把握など、地域における介護予

防の取り組みの充実を図ります。 
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●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

基本目標３︓生きがいをもって安心・安全に暮らせる環境づくり 
（１）生きがいづくりの推進 
●高齢者の幅広い見識と豊かな人生経験が活かされる、多様で参加しやすい活動の場や機会

の充実を図ります。 

 

（２）社会参加の促進 
●高齢者が地域と主体的に関わり、仲間づくりや健康づくりなど社会参加につながる幅広い

コミュニティ活動について活性化を図ります。 

●ボランティアや市民活動など、活動する場所の充実を図ります。 

 

（３）就労支援の促進 
●充実した雇用の場の確保・就労のためのサポート体制により、高齢になっても働ける環境

を整えます。 

 

（４）安心・安全で暮らしやすい環境づくり 
●高齢者のニーズに応じた住宅の確保や施設へ円滑に入居・入所するための相談体制づくり

を進めます。 

●一人暮らし等の高齢者の生活の困りごとを解決するための生活支援の体制づくりに取り組

みます。 

●災害や感染症等の高齢者へのリスクに備えた取り組みを進めます。 
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●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

基本目標４︓介護サービスの充実・強化 
（１）在宅サービスの推進 
●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 

●居宅介護支援・介護予防支援 ●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 

●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 

●認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護 

●地域密着型通所介護  ●定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

●夜間対応型訪問介護  ●看護小規模多機能型居宅介護 

●介護予防・生活支援サービス 

 

（２）施設・居住系サービスの推進 
●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 

●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（グループホーム） 

●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 

●介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）●介護老人保健施設 

●介護療養型医療施設   ●介護医療院 

 

（３）⾼齢者福祉施設の充実 
●養護老人ホーム ●軽費老人ホーム（ケアハウス） 

●有料老人ホーム ●サービス付き高齢者向け住宅 

 
（４）リハビリテーションサービス提供体制の充実 
●介護保険サービスで提供されるリハビリテーションは、心身機能等向上のための機能回復

訓練だけでなく、潜在する能力を最大限に発揮させ、日常生活の活動能力を高めて家庭や

社会への参加を可能にし、自立を促すことが重要です。 

●高齢者本人の状態に応じて、住み慣れた地域で必要なリハビリテーションが利用できるよ

う、関係機関と連携し、多様なリハビリテーションの利用促進を図ります。 

 

（５）その他介護保険サービスを利⽤しやすくするための⽅策 
●食費と居住費の軽減  ●高額介護（予防）サービス費の支給 

●高額医療合算介護（予防）サービス費の支給  ●社会福祉法人等による低所得者の負担軽減 

●特定福祉用具購入費と住宅改修費の受領委任払い制度の実施 
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●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

（６）介護給付適正化事業の推進（市町村給付費適正化計画） 
●要介護認定の適正化  ●ケアマネジメントの適正化（ケアプラン点検） 

●住宅改修等の点検  ●指導・監査 

●縦覧点検・医療情報との突合 ●介護給付費通知 

 

（７）介護人材確保の推進 
●介護サービス事業所と求職者の双方に対して支援を行うプラットフォームを設置し、マッ

チングを行うことで介護人材の確保を図ります。 

●介護支援専門員実務研修受講試験対策講座を開催し、受講者の学習支援を行うことで合格

者の増加を図ります。 

●介護に関する資格取得に要した費用（初任者研修、実務者研修、介護福祉士、介護支援専

門員）を助成することで、資格取得にかかる費用軽減を図り、介護職員の確保、定着を進

めます（播磨科学公園都市圏域定住自立圏連携事業）。 

●介護保険施設や訪問介護事業所、定期巡回サービス事業所と連携して、退職後の元気高齢

者や子育てが一段落した世代の多様な人材が参入し、介護の周辺業務に従事する「ひょう

ごケア・アシスタント推進事業」による介護人材の確保を図ります。 

●いきいき百歳体操インストラクター、生活支援サポーター、認知症サポーター、認知症キ

ャラバンメイト、認知症カフェ主催者、市民後見人、その他高齢者福祉に関わるボランテ

ィア等各圏域で高齢者福祉を支える人材の育成に努めます。 

●定年等による退職後の元気高齢者が、地域の高齢者福祉を支える人材となるしくみづくり

を進めます。 

●大学生等若い世代に介護職へ関心を寄せてもらう機会の提供など、次世代の介護職育成へ

つなげる取り組みを進めます。 

●学校内での福祉学習、地域に学ぶ「トライやる・ウイーク」「トライやるアクション」等で

の福祉体験等を推進し、児童・生徒に対する介護職の魅力発信の機会をつくります。 

●介護職員の負担軽減を図るための介護ロボット・ＩＣＴ導入について、事業者への意向の

把握や、関連技術の動向把握と情報提供に努めます。 

 

（８）介護サービスの情報公開 
●事業所に福祉サービス第三者評価制度の受審を奨励するとともに、介護サービス情報公表

制度（介護サービス情報公表システム）による情報公開をすることで、事業所運営の透明

性の確保など介護サービスの質の向上を図ります。 

 

（９）共生型サービスの検討 
●国が示す地域共生型社会の実現に向けた取り組みとして、介護サービスと障害福祉サービ

スを同一事業所で受けることができる共生型サービスが創設されています。 

●介護サービス事業所が共生型サービスへの参入を検討する機会として、障がいのある方へ

の理解促進にかかる研修等を実施します。 

●国における指定基準等の情報や共生型サービスへの事業所参入の意向を把握し、障害福祉

サービスとの連携を図りながらサービス提供体制に関する協議を進めます。 
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７ 介護保険料 
 

令和３年度～令和５年度の所得段階別保険料 
 

段階 対象者 賦課割合 年間保険料（円） 

第 １ 段 階 

①生活保護受給者 

②老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の人 

③世帯全員が市民税非課税で、前年の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 

0.5 40,200 

第 ２ 段 階 
世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収
入額の合計が 80 万円超 120 万円以下の人 

0.75 60,300 

第 ３ 段 階 
世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収
入額の合計が 120 万円を超える人 

0.75 60,300 

第 ４ 段 階 

世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税
で、前年の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 

0.9 72,360 

第 ５ 段 階 

世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税
で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が 80 万円を
超える人 

1.0 80,400 

第 ６ 段 階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が 120 万円未満の人 1.2 96,480 

第 ７ 段 階 
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が 120 万円から

210 万円未満の人 
1.3 104,520 

第 ８ 段 階 
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が 210 万円から

320 万円未満の人 
1.5 120,600 

第 ９ 段 階 
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が 320 万円から

400 万円未満の人 
1.7 136,680 

第 10 段階 
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が 400 万円から

600 万円未満の人 
1.8 144,720 

第 11 段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が 600 万円以上の人 1.9 152,760 

※合計所得金額は、平成 30 年度税制改正による給与所得及び公的年金等控除の見直しによる影響額を除いた額

とする。 

 

 

令和３年度〜令和５年度における保険料 基準月額 

6,700 円 
 
 

宍粟市⾼齢者福祉計画 
第８期宍粟市介護保険事業計画 
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