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Ⅰ 基本的な考え方

１ 計画策定の趣旨

介護保険制度の創設から 17 年が経過し、サービス利用者は制度創設時の３倍を超え、

全国で 500 万人に達しています。介護サービスの提供事業所数も着実に増加し、介護が必

要な高齢者の生活の支えとして定着、発展してきています。

一方、平成 37（2025）年にはいわゆる団塊の世代すべてが 75 歳以上となり、さらに平成

52（2040）年にはいわゆる団塊ジュニア世代が 65歳以上になるなど、わが国の人口の高齢

化は今後さらに進展することが見込まれ、医療や介護の需要も増大すると考えられていま

す。

こうした中、介護保険制度を将来にわたり維持しつつ、高齢者が可能な限り住み慣れた地

域で各自の能力に応じて自立した日常生活を営むことができるようにするため、「地域包括ケ

アシステム」の構築が急がれています。地域包括ケアシステムは、限りある社会資源を効率

的・効果的に活用しながら、介護サービスのみならず医療、介護、介護予防、住まい、自立し

た日常生活支援を包括的に確保するもので、各地域の実情に応じて深化・推進していくこと

が重要です。国ではこれを、介護が必要な高齢者が急速に増加すると見込まれる平成37年

までの間に構築することを自治体等に求めています。

室蘭市では、平成23年（9月 30日現在）に、高齢化率が30.1％と 3割を超えました。同

時期の国の高齢化率 23.3％と比べて高い水準であり、その後も室蘭市の高齢化率は増加

傾向にあります。

地域包括ケアシステム構築の基礎となる日常生活圏域の設定については、平成 18 年度

から市内を 4 つの日常生活圏域に分け、それぞれの圏域に地域包括支援センターを設置し、

身近な地域で相談や支援、介護サービスが受けられるように体制の整備を進めてきました。

「第6期室蘭市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」において、「高齢者が、健康で

いきいきと、住みなれた所で暮らし続けられるまち」を基本理念とし、「いつまでも健康に暮ら

すための環境づくり」「住み慣れた地域で安心して暮らすための環境づくり」「つながり支え合う

まちづくり」の 3 点を基本目標として定め、介護保険制度を含めた高齢者施策の体系的な推

進と円滑な実施を目指した数々の取り組みを進めてきました。

今回、すべての高齢者が必要な医療と介護サービスを継続的・一体的に受けられ、住み

慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、現行計画の実績や、市民アンケート

調査の実施などにより把握した高齢者や家族のニーズを反映させ、地域特性を考慮しつつ、

「第７期室蘭市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」（以下、本計画といいます）を策

定します。
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２ 本計画の位置づけ

（１）法的根拠・目的

本計画は、老人福祉法第20条の 8 に規定された「市町村老人福祉計画」及び介護保険

法第１１７条に規定された「市町村介護保険事業計画」を、介護保険法第 117 条第 6項の

規定により一体的に策定するものです。

本計画では、平成27年3月に策定した計画を見直し、平成30年度からの高齢者に関す

る各種の福祉事業や介護保険制度の円滑な実施に関する総合的な計画として、達成すべ

き目標・施策等を定めます。

【法的根拠・目的】

（２）計画の位置づけ・関連計画との連携

本計画は、「第 6次室蘭市総合計画」の部門別計画として位置付けます。

また、「第 1期室蘭市地域福祉計画」、「第 2期室蘭市障がい者支援計画・第５期障害福

祉計画・第1期障害児福祉計画」、「健康増進計画第2次はっぴい室蘭21」など、市の福祉

関連計画との整合を図りながら策定します。また、「北海道地域医療構想」をはじめとする道

の関連計画、国の基本方針とも整合を図ります。

室蘭市高齢者保健福祉計画
・高齢者福祉全般に関する計画
・介護保険外サービスの提供や施設整備
（生きがいづくり、在宅福祉の充実など）

室蘭市介護保険事業計画
介護・介護予防サービス、地域支援事業、
介護予防・日常生活支援総合事業
地域包括ケアシステムの深化・推進、等

介護保険給付費予測、第１号保険料額の設定

「福祉」の観点から
すべての高齢者が対象

「介護」の観点から
すべての

要支援・要介護
認定者が対象

「介護予防」の観点から
すべての高齢者

（第１号被保険者）
が対象

一体的に
策定

介護保険法
第117条
第６項

老人福祉法
第20条の８
第１項

介護保険法
第117条
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（３）計画の期間

本計画は、平成 30（2018）年度を初年度とし、平成 32（2020）年度を目標年度とする３

か年の計画です。また、平成 37 年（2025 年）に向けて室蘭市の実情に合わせた地域包括

ケアシステムを構築するための、深化・推進の一段階と位置付け、最終年度にあたる平成

32年度には本計画を見直して第 8期計画の策定を行います。

３ アンケート調査

計画の策定にあたり 4 つのアンケート調査を実施しました。

①介護予防・日常生活圏域ニーズ調査

生活支援の充実、高齢者の社会参加・支え合い体制づくり、介護予防の推進の観点から

高齢者の状況やニーズを把握するための調査。

②在宅介護実態調査

要支援・要介護者の在宅生活の継続や介護者の支援に有効な介護サービスのあり方を

検討するための調査。

平成

27年度

平成

28年度

平成

29年度

平成

30年度

平成

31年度

平成

32年度

平成

33年度

平成

34年度

平成

35年度

平成

37年度

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
構
築

対 象 市内にお住まい（平成29年6月30日現在）の、65歳以上で「要介護認

定を受けていない方」無作為抽出した 1,500 人に郵送配布・郵送回収

調査期間：平成 29年 7月 26 日～8月 10 日

対 象 市内にお住まい（平成29年6月30日現在）で、「要支援・要介護認定を

受けて在宅で生活をしている方」無作為抽出した 438 人への、認定調査

員による訪問（聞き取り）調査

調査期間：平成 29年 5月 9 日～8月 31日
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③介護保険事業所調査

事業者が実施している介護サービスや今後の事業展開などから、サービス供給体制の現

状や課題などを把握するための調査。

④特別養護老人ホーム入所申込状況調査

各施設への入所希望者の現在の居場所、入所希望時期、世帯状況などを把握するため

の調査。

○配布・回収状況

対 象 市内事業所（平成 29年 6月 30 日現在）の、46 法人に郵送配布・郵送

回収

調査期間：平成 29年 8月 25 日～9月 19 日

対 象 近隣の特別養護老人ホーム事業所の、17 件に郵送配布・郵送回収

調査期間：平成 29年 8月 9 日～8月 30日

配布数 回収数 回収率

①介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 1,500 票 906 票 60.4%

②在宅介護実態調査 438 票 438 票 100.0%

③介護保険事業所調査 46 票 31票 67.4%

④特別養護老人ホーム入所申込状況

調査
17 票 17票 100.0%
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４ 国の示したアンケートの目的等

今回の２つのアンケート調査は、国の示した調査項目・実施方法に沿い、室蘭市独自の設

問を加えて実施したものです。国の示したアンケート調査の目的や各調査のポイントになると

思われる要素は以下のとおりです。

【国の示したアンケート調査の概要・目的】

●要介護者の在宅生活の継続
●介護者の就労継続

軽度者・一般高齢者の把握

介護予防・日常生活圏域
ニーズ調査

主に要介護者の把握

在宅介護実態調査

介護
予防

社会
参加

在宅
介護

介護者
の就労
継続

国の示した2種類の調査

ポイントになると思われる要素

●生活支援の充実
●高齢者の社会参加・支え合
い体制づくり
●介護予防の推進

① ②

室蘭市独自の設問を追加

高齢者や地域の課題を把握
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Ⅱ 第７期介護保険事業計画について

１ 第７期介護保険事業計画策定における主なポイント

（１）地域包括ケアシステムの深化・推進

介護保険事業計画は、第６期計画から「地域包括ケア計画」として位置づけられており、団

塊の世代が75歳以上となる平成37年（2025年）までの各計画期間を通じて地域包括ケア

システムを段階的に構築することが求められています。本計画は、平成37年に向けて、地域

の実情に合わせた地域包括ケアシステムを深化・推進していく計画とします。

【地域包括ケアシステムのイメージ】

保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特性に応じて作り上げていくことが必要

資料：厚生労働省「地域包括ケアシステム」より
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（２）平成 37年度（2025 年）を見据えた計画の作成

第７期計画期間中の取組を基礎として、平成 37年度の介護需要、サービス種類ごとの量

の見込みや保険料水準を推計します。また、平成 37年度の量の見込みや保険料水準を踏

まえた中長期的な視野に立って、第７期計画から第９期計画における段階的な充実の方針

とその中での第７期計画の位置づけを明らかにし、第７期計画の具体的な取組内容やその目

標を計画に記載します。

（３）医療計画との整合性の確保

第７期計画では、高度急性期から在宅医療・介護までのサービス提供体制の一体的な確

保を図るため、都道府県が作成する医療計画、介護保険事業支援計画との整合性をこれま

で以上に確保することが必要となります。さらに、医療計画の一部として作成される「地域医

療構想」と、第７期計画におけるサービス種類ごとの量の見込みとの整合性を確保する必要

があります。

（４）認知症高齢者への対応、介護離職ゼロへ向けた取組など

市町村は、新オレンジプランに基づき、認知症の容態の変化に応じて適時・適切に切れ目

なく保健医療サービス及び福祉サービスが提供される仕組みを構築することや、介護離職ゼ

ロへの取組として施設・居住系サービスの整備、介護サービス基盤の整備に伴う人材の確保

及び資質の向上を図ることが重要とされています。

（５）保険者機能の強化と地域マネジメントの推進

保険者である市町村は、以下のア～エを繰り返し、目標達成に向けた活動を継続的に改

善する取組である「地域マネジメント」を推進し、保険者機能を強化していくことが必要とされ

ています。

ア それぞれの地域の実態把握・課題分析を実施

イ 実態調査・課題分析を踏まえ、地域における共

通の目標を設定し、関係者間で共有するととも

に、その達成に向けた具体的な計画を作成

ウ 計画に基づき、地域の介護資源の発掘や基盤

整備、多職種連携の推進、効率的なサービス提

供等、自立支援や介護予防に向けた様々な取

組を推進

エ 取組の実績を評価し、計画について必要な見

直しを実施

地域包括ケアシステムの実現

ACTION
改善

PLAN
計画

DO
実施・実行

CHECK
検証・点検
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（６）第６期計画の実施状況の確認、評価及び把握

第７期計画の作成にあたって、第６期計画の実施状況について実績値等を踏まえながら、

計画値との比較確認を行い、乖離が生じている場合にはその要因を整理することが重要とさ

れています。

また地域の現状とともに給付状況の特徴等を把握し、保険者としての取組と要因を整理す

ることが重要となります。

さらに地域密着型サービスの特性、サービス内容、利便性等の周知等や、サービスの利用

状況の把握に積極的に取り組むことが求められています。

２ 計画に盛り込む主な事項

≪総論的な部分≫ 計画の概要・現状評価・基本理念など

○計画の背景、趣旨、計画の位置づけ、計画期間、計画の策定体制

○高齢者を取り巻く現状

〇計画の基本的な考え方

〇施策の体系

≪各論的な部分≫ 施策の展開、計画期間中の取組み、介護保険事業計画の詳細など

○高齢者施策の展開

（健康づくり、介護予防、地域包括支援センター、地域支援体制、一人暮らし高齢者への支援、認知症高齢

者支援体制、権利擁護、住まいの環境整備、居場所づくり・生きがいづくり、移動手段の確保、生活環境づくり

（道路・公園の整備、災害時・緊急時の支援））

〇介護保険事業

（居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス）

（標準給付見込額、保健給付の財源構成、第 1号被保険者数の推計、第 1号保険料額の設定）

○計画の推進体制

○各種資料


