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ご あ い さ つ 
介護保険制度は、平成 12 年４月の創設から早や 21 年を迎え、現

在では、高齢者の生活を支えるしくみとして、広く市民生活に定着し

ています。 

団塊の世代が７５歳以上となる令和 7 年（2025 年）が近づいて

きた今、その先を展望すると、団塊ジュニア世代が 65 歳以上となる

令和 22 年（2040 年）には、総人口及び現役世代人口が減少する一

方で高齢者人口がピークを迎え、医療・介護ニーズが高い 85 歳以上人口が急速に増加す

ることが見込まれています。 

本市におきましても、令和 22 年（2040 年）には高齢化率が 41.3％、要支援・要介

護認定率は 27.0％と、高齢者の４人に１人以上が認定を持つことが見込まれ、今後、単

身・高齢者のみ世帯がさらに増加し、介護サービスだけではなく生活支援に関するニーズ

が増加、多様化することが予測されます。 

このたび、３か年計画として策定いたしました高齢者保健福祉計画及び第８期介護保険

事業計画は、これらの諸問題に対応するため、第７期計画の理念や考え方を引き継ぎつつ、

令和 22 年（2040 年）に向けた長期的な視野に立った施策を盛り込んだ計画となります。 

新たな事業計画では、「すこやかに いきいきと 安心して 暮らせるまち」の実現をめ

ざし、高齢者の健康づくりや生きがいづくりを一層増進するため、富田林市産官学医包括

連携協定を活かした介護予防事業の推進、並びに地域福祉活動の拠点である「地域の集い

の場」・「活動の場」づくりの充実に努めてまいります。 

また、地域包括支援センターの機能を高めながら、認知症施策を着実に実施するととも

に、地域密着型サービスを中心とした整備を進めることで、“富田林版”地域包括ケアシス

テムを推進してまいります。 

今後とも、高齢者をはじめすべての市民が、安心感と将来への希望を持って暮らし続け

ることができるよう、地域共生社会の実現に向けた取組を推進し、明るく活力ある高齢社

会の構築と、公平・公正な介護保険事業の運営に取り組んでまいりますので、市民の皆様

方の一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

令和３年３月 

富田林市長 村 善美 
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第１章 計画の策定にあたって 

１ 計画策定の趣旨                     

 これまでわが国では、団塊の世代が 75歳以上となる令和７年（2025 年）に向けて、介護が

必要な状態となっても住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、医療・介護・予防・

住まい・生活支援が包括的に確保される地域包括ケアシステムの構築・推進に向けた取組み

を展開してきました。 

 令和７年（2025 年）が近づいてきた今、その先を展望すると、団塊ジュニア世代が 65 歳以

上となる令和 22年（2040 年）には、総人口及び現役世代人口が減少する一方で高齢者人口が

ピークを迎え、医療・介護ニーズが高い 85 歳以上人口が急速に増加することが見込まれてい

ます。 

 また、高齢者の単身世帯や認知症の人の増加なども見込まれており、介護サービスだけで

はなく生活支援に関するニーズが増加、多様化することが想定されます。一方で、現役世代

は減少していくことから、地域で高齢者を支える人的基盤の確保が今後ますます重要となり

ます。 

 このような中、令和２年（2020 年）６月に、介護保険法や老人福祉法、社会福祉法等の改

正を一本化した「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」が成立

しました。改正では、「市町村の包括的な支援体制の構築の支援」をはじめ「地域の特性に応

じた認知症施策や介護サービス提供体制の整備等の推進」「医療・介護のデータ基盤の整備の

推進」「介護人材確保及び業務の効率化の取組の強化」がポイントとなっています。 

 今後は、令和７年（2025 年）更には令和 22 年（2040 年）を見据えつつ、地域共生社会の

実現をめざし、介護保険制度を適切に運営するとともに、介護予防・地域づくりや認知症施

策、介護基盤の整備、介護人材の確保、介護の革新等の取組みを推進していくことが強く求

められています。 

本市では、こうした国の動向を踏まえ、第７期計画における理念や取組みを継承、発展さ

せながら、令和７年（2025 年）及び令和 22 年（2040 年）を見据えて「富田林市高齢者保健

福祉計画及び第８期介護保険事業計画（令和３年度（2021 年度）～５年度（2023 年度））」を

策定し、地域共生社会の実現に向けた地域包括ケアシステムの推進をめざします。 
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２ 計画の位置づけ及び性格                

 本計画は、介護保険法第 117 条に基づく「市町村介護保険事業計画」及び老人福祉法第 20

条の８に基づく「市町村老人福祉計画」を一体的にまとめた計画です。 

 高齢者がすこやかに、いきいきと安心して暮らせるまちづくりを進めるためには、福祉と

保健分野の連携が不可欠であることから、第７期計画に引き続き、高齢者保健福祉計画とし

て策定を行います。 

 なお、本計画は、医療、介護、予防、生活支援、住まいの５つの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」の考え方に基づくことが重要であるため、「富田林市総合ビ

ジョン」、「富田林市地域福祉計画」を上位計画とし、「健康とんだばやし２１(第二次)」や「第

６期富田林市障がい福祉計画」など、市の各部門における諸計画との調和を図るとともに、

「第５期介護給付適正化計画」と一体的に策定します。また、大阪府の策定する「大阪府高

齢者計画２０２１」と連携し、「第７次大阪府医療計画」との整合を図ります。 

【ＳＤＧｓの関連目標】 

 

 

 

 

 

 

３ 計画の期間                        

 計画期間は、令和３年度（2021 年度）を初年度とし、令和５年度（2023 年度）までの３年

間を１期とする計画です。 

 今回の計画は、「団塊の世代」が 75 歳以上になる令和７年（2025 年）、「団塊ジュニア世代」

が 65 歳以上になる令和 22 年（2040 年）を見据え、中長期的な視野に立った施策を盛り込ん

だ計画となります。 

Ｈ30 
(2018 年) 

Ｒ１ 
(2019 年) 

Ｒ２ 
(2020 年) 

Ｒ３ 
(2021 年) 

Ｒ４ 
(2022 年) 

Ｒ５ 
(2023 年) 

Ｒ６ 
(2024 年) 

Ｒ７ 
(2025 年) 

Ｒ８ 
(2026 年) 

… 
Ｒ22 

(2040 年) 

           

すべての人に

健康と福祉を 

平和と公正を

すべての人に 

パートナーシップで

目標を達成しよう 

第７期計画 
第８期計画 
（本計画） 

第９期計画 

2025 年度を見据えた計画の策定 

2040 年度を見据えた計画の策定 

住み続けられる

まちづくりを 
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４ 計画策定の方法                        

 本計画の策定に当たっては、庁内において高齢介護課が中心となり、地域福祉や健康づく

り推進などの関係各課との連携を図り、意見収集等を行いつつ、計画内容等の検討を行いま

した。 

 また、学識経験を有する者、保健医療福祉関係者、公募市民などで構成する、「富田林市高

齢者保健福祉計画等推進委員会」を設置し、計画内容について協議を行いました。 

 さらに、計画の素案に対してパブリックコメントを実施し、市民の皆さんから広く意見を

募集しました。 

 なお、計画の基礎的な情報収集を図るため、市内在住の 65 歳以上の高齢者に対するアンケ

ート調査のほか、医療と介護や多職種連携、高齢者向け住まい、施設整備等に関するアンケ

ートを実施し、高齢者の意識や生活の実態、医療・介護現場の状況や課題、ニーズ等の把握

に努めました。 

 

５ 計画の進行管理体制                       

（１）計画の推進体制 

 本計画は、富田林市における高齢者に関する総合的な計画であり、その範囲が広範にわた

るため、行政のみならず民間団体や保健・福祉・医療・介護・防災などの各機関との連携が欠

かせないものになります。 

 このため、庁内関係部署はもとより住民、地域団体に計画の趣旨や内容の周知を図り、連

携の強化、協力体制づくりを進めていきます。 

 また、介護保険サービス、健康づくりや介護予防に関する保健事業や福祉事業・地域福祉

活動など様々なサービスや制度を含め、本計画について住民への周知を図るため、広報誌や

市ウェブサイトなど多様な媒体や各種事業等により情報発信・広報活動を行っていきます。 

 

（２）計画の進行管理 

 各種事業の実施状況やサービス利用者数及びサービス提供量などを把握し、介護サービス

量等の見込みや各種施策・事業の目標数値等の検証及び分析を行います。 

また、「富田林市高齢者保健福祉計画等推進委員会」において、介護給付の実施状況や各種

施策・事業の進捗状況の点検、評価等を行います。委員会は毎年開催し、ＰＤＣＡサイクル

の推進に努めます。 

 一方、計画推進の中核となる地域包括支援センター（ほんわかセンター）及び地域密着型

サービス等の公正・中立性の確保並びに適切な運営を図るため、「富田林市地域包括支援セン

ター運営協議会」、「富田林市地域密着型サービス運営委員会」における協議をし、計画の進

行管理を行います。  



4 
 

６ 介護保険制度を取り巻く状況                       

（１）国の動向（介護保険制度改正の概要） 

令和２年（2020 年）６月に可決成立した「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の

一部を改正する法律」は、地域共生社会の実現を図るため、市町村の包括的な支援体制の

整備の支援、地域の特性に応じた認知症施策や介護サービス提供体制の整備等の推進、医

療・介護のデータ基盤の整備の推進、介護人材確保及び業務効率化の取組みの強化などを

めざしたものとなっています。 

【地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律の主な内容】 

１．地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する市町村の包括的な支援体制の構築の 

支援【社会福祉法、介護保険法】 

 
市町村において、既存の相談支援等の取組を活かしつつ、地域住民の抱える課題の解決のため

の包括的な支援体制の整備を行う、新たな事業及びその財政支援等の規定を創設するとともに、

関係法律の規定の整備を行う。 

２．地域の特性に応じた認知症施策や介護サービス提供体制の整備等の推進 

【介護保険法、老人福祉法】 

 

①認知症施策の地域社会における総合的な推進に向けた国及び地方公共団体の努力義務を規定

する。 

②市町村の地域支援事業における関連データの活用の努力義務を規定する。 

③介護保険事業（支援）計画の作成にあたり、当該市町村の人口構造の変化の見通しの勘案、高齢

者向け住まい（有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅）の設置状況の記載事項への追加、

有料老人ホームの設置状況に係る都道府県・市町村間の情報連携の強化を行う。 

３．医療・介護のデータ基盤の整備の推進 

【介護保険法、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律】 

 

①介護保険レセプト等情報・要介護認定情報に加え、厚生労働大臣は、高齢者の状態や提供され

る介護サービスの内容の情報、地域支援事業の情報の提供を求めることができると規定する。 

②医療保険レセプト情報等のデータベース（NDB）や介護保険レセプト情報等のデータベース（介

護 DB）等の医療・介護情報の連結精度向上のため、社会保険診療報酬支払基金等が被保険者番

号の履歴を活用し、正確な連結に必要な情報を、安全性を担保しつつ提供することができるこ

ととする。 

③社会保険診療報酬支払基金の医療機関等情報化補助業務に、当分の間、医療機関等が行うオン

ライン資格確認の実施に必要な物品の調達・提供の業務を追加する。 

４．介護人材確保及び業務効率化の取組の強化 

【介護保険法、老人福祉法、社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律】 

 

①介護保険事業（支援）計画の記載事項として、介護人材確保及び業務効率化の取組を追加する。 

②有料老人ホームの設置等に係る届出事項の簡素化を図るための見直しを行う。 

③介護福祉士養成施設卒業者への国家試験義務付けに係る現行５年間の経過措置を、さらに５年

間延長する。 

５．社会福祉連携推進法人制度の創設【社会福祉法】 

 
社会福祉事業に取り組む社会福祉法人や NPO 法人等を社員として、相互の業務連携を推進する

社会福祉連携推進法人制度を創設する。 

※令和３年（2021 年）４月１日（ただし、３②及び５は公布の日から２年を超えない範囲の政令で定める日、３③及び４③は公布日） 
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（２）大阪府の動向（第８期市町村高齢者計画策定指針） 

 大阪府が「第８期市町村高齢者計画策定指針」において示した、第８期市町村高齢者計画

の策定に当たっての基本的な方針は以下のとおりです、本市もこれらの方針を念頭においた

うえで計画の策定を行います。 

 

Ⅰ 計画の連動性確保のための基本的な方針 

「第８期介護保険事業（支援）計画（令和３～５年度）」の策定にあたり、団塊の世代全て

が後期高齢者となる 2025 年（令和７年）、団塊ジュニア世代が 65 歳以上となる 2040 年（令

和 22 年）に向けて、市町村における地域包括ケアシステムの深化・推進を図るため、「介護

保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針」の改正案（以下「国

基本指針」という。）を踏まえつつ、大阪府及び府内市町村が連動性のある計画を策定できる

よう、「第８期市町村高齢者計画策定指針」（以下、「市町村指針」という。）を策定する。 

大阪府の高齢者の現状や将来推計は、 

・2040 年に向け、医療ニーズと介護ニーズを併せ持つ可能性が高い 85 歳以上人口が急激に

増加する一方で、生産年齢人口（15～64 歳）は減少していく見込み。 

・単身高齢者世帯の割合が全国平均より高く、認知症高齢者も増加する。 

・直近データでは、要介護認定率（年齢調整後）が高く（特に軽度者が多い）、第１号被保険

者１人あたり介護給付費（年齢調整後）が全国で最も高い（居宅サービス利用が多く、施

設サービス利用が少ない）。 

といった特徴がある。 

市町村高齢者計画の策定に当たっては、これらの大阪府の特徴を踏まえるとともに、市町

村における高齢化及び要介護高齢者、認知症高齢者の推移や介護・医療サービスの利用動向、

地理的条件や地域づくりの方向性等を勘案し、達成しようとする目的や地域包括ケアシステ

ムの特色を明確にした市町村介護保険事業計画を策定することが重要である。 

令和２年６月に成立した「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法

律」（以下、「令和２年の法改正」という。）では、2040 年を見据えて、また地域共生社会の実

現をめざして、社会福祉法等に基づく社会福祉基盤の整備と介護保険制度の一体的な見直し

が行われたところであり、今後は包括的な支援体制の構築など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ある。 

以上の考え方に基づき、次の点に留意されたい。 

 

一 人権の尊重 

同和問題や障がい者、在日外国人、ハンセン病回復者、性的マイノリティ等に係る人権

上の諸問題を十分考慮し、全ての高齢者の人権を尊重するという視点が重要である。 

特に、障がいの有無や程度、心身の状況、人生経験、社会環境等、高齢者一人ひとりの多

様な状況に応じ、個性を尊重し、高齢者が主体的に、必要な時に必要な所で、必要な支援や

情報を利用できるよう、施策のあらゆる場面において、きめ細かな取組を推進すること。 

また、個人情報の収集及び提供に当たっては、個人情報の保護に関する法律、特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法律、個人情報保護条例、国の「医療・介護関係

事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」（平成 29 年４月）を踏まえ、

市町村と関係機関（者）間の個人情報を収集・提供する場合のルールを策定するよう取り

組むこと。 
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二 高齢者の自立と尊厳を支える体制の整備・施策の推進 

高齢者が要介護状態等になっても、自分の意思で自分らしい生活を営むことを可能とす

る「高齢者の自立と尊厳を支えるケア」を確立し、真に支援を必要とする利用者に対し必

要な支援を行うことが重要であることを踏まえ、可能な限り住み慣れた地域において、継

続して日常生活を営むことができるよう、高齢者の意思及び自己決定を最大限尊重する視

点に立った体制の整備やきめ細かな施策の推進を図ること。 

 

三 地域包括ケアシステムの理念 

高齢者が可能な限り、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、

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提供される「地域包

括ケアシステム」の深化・推進のためには、医療・介護の連携体制の整備、日常生活支援体

制の整備、認知症の方への対応力強化、高齢者の住まいの安定的な確保など、地域の実情

に応じた体制整備が不可欠である。また、「地域包括ケアシステム」は、今後、高齢化が一

層進む中で、地域共生社会（高齢者介護、障がい福祉、児童福祉、生活困窮者支援等の制

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、一人ひとりが生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らしていくこと

の包摂的な社会をいう。）の実現に向けた中核的な基盤となり得るものである。 

市町村においては、これまでの取組の成果を踏まえ、大阪府と連携を図りつつ、上記体

制整備に向け、事業実施主体をはじめとする多様な関係者との協働を図ることにより、地

域の実情に応じた特色ある高齢者施策を推進すること。 

 

 

 

 

 

 


