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計画策定の背景と趣旨 

平成 12 年度から始まった介護保険制度は、開始から 21 年が経過しました。 
本市では、平成 30 年３⽉に第７期⼋潮市⾼齢者保健福祉計画・介護保険事業計画を策定

し、基本理念を『健康でいきいきと安⼼して暮らしつづけられる地域をめざして』として、
⾼齢者福祉施策を展開してきました。 

今後の⾼齢者⼈⼝については、いわゆる“団塊の世代”が 75 歳以上の後期⾼齢者となる令
和７年（2025 年）が⽬前に迫ってきていることに加えて、さらに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、⾼齢者⼈⼝がピークを迎え
るとともに、介護ニーズの⾼い 85 歳以上の⼈⼝が急速に増加するものと⾒込まれます。 

国では、「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
中で、地域での⽣活を⽀える地域包括ケアシステムを段階的に構築することとし、2025 年・
2040 年を⾒据えたサービス基盤の整備および地域の⾼齢者介護を⽀える⼈的基盤の確保な
どについて求められています。 

そのような中、令和２年３⽉に新型コロナウイルス感染症が世界中でパンデミックの状態
にあると世界保健機関（ＷＨＯ）が表明し、４⽉には「緊急事態宣⾔」が政府から発出され
るなど、国⺠⽣活に⼤きな変化が⽣じました。また、社会経済活動全般にも⼤きな影響があ
り、先⾏きの⾒通しが不透明な状況下において、現時点における⾼齢者に関する課題等を検
討することとなりました。 

第８期⼋潮市⾼齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定にあたっては、第７期計画を
継承しながら、「Ⅰ 健康で⽣きがいをもって、安全・安⼼に暮らせるまち」、「Ⅱ 市⺠⼀
⼈ひとりが地域ぐるみで助け合い、⽀え合えるまち」、「Ⅲ 尊厳をもって⼈⽣の最期を迎え
ることができるまち」づくりを推進します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～地域包括ケアシステムとは～ 

⾼齢者が地域で⾃⽴した⽣活を営めるように、医療・介護・予防・住まい・⽣活⽀援サー
ビスが切れ⽬なく提供される体制をいいます。 

資料：厚生労働省 
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第８期計画策定に向けた課題と対応 

介護予防の推進 
健康づくり・⽣きがいづくりを⼀層進めて疾病予防・介護予防に努め、⽀援を必要とする⾼齢者等の増加を

少しでも抑制することが重要なことから、「フレイルチェック事業」の拡充等、⼀般介護予防事業を含めた「介
護予防・⽇常⽣活⽀援総合事業」を推進する必要があります。 

地域共⽣社会づくりの推進 
拡⼤を続ける介護需要や多様化する介護ニーズに対応する観点から、元気な⾼齢者が⽀援を要する⾼齢者の

「⽀え⼿」となって活躍できる仕組み・取組みを推進し、充実することが必要です。 

2025 年・2040 年を⾒据えた取組みの推進 

いわゆる“団塊の世代”が 75 歳以上の後期⾼齢者となる令和７年（2025 年）、さらには“団塊ジュニア世代”
が 65 歳以上となる令和 22 年（2040 年）には⾼齢化が進み、介護需要の増⼤や⾼齢者を⽀える現役世代の⼈
⼝が減少することなどが⾒込まれることから、介護⼈材の確保・育成、介護サービスの基盤整備など、地域包
括ケアシステムの段階的な構築および「2025 年・2040 年」を⾒据えた取組みを進める必要があります。 

感染症対策等の強化 
新型コロナウイルス感染症拡⼤の経験・教訓を活かして、⽇頃から介護サービス事業者等と連携し、感染拡

⼤防⽌等の周知啓発、感染症発⽣時に備えた平時からの事前準備など、感染症対策を強化する必要があります。 

在宅医療・介護連携の推進 
可能な限り⼈⽣の最期まで住み慣れた地域で⾃分らしく暮らし続けたいと願う希望を叶える等の観点から、

地域での在宅⽣活の継続に資するよう、医療と介護の連携を⼀層進めることが重要です。 
 

高齢者人口等の推計 

本市の総⼈⼝は、令和２年 10 ⽉１⽇現在 92,412 ⼈で、今後も増加が予測され、令和３
年で 93,201 ⼈、令和５年で 94,557 ⼈となることが予測されます。 

⾼齢者の⼈⼝も総⼈⼝と同様に増加し、令和３年で 21,109 ⼈、令和５年で 21,463 ⼈と
なることが予測されます。 

■ 年齢別人口の推移と見通し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：各年 10 月１日 住民基本台帳 
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本市の⾼齢者⼈⼝は、65 歳から 74 歳の前期⾼齢者では、令和３年で 10,295 ⼈、令和５
年で 9,121 ⼈と減少することが予測されます。 

75 歳以上の後期⾼齢者では、令和３年で 10,814 ⼈、令和５年で 12,342 ⼈と⼤幅に増加
することが予測されます。 

また、⾼齢者数（特に、後期⾼齢者数）の増加に伴い、要⽀援・要介護認定者数も増加が
⾒込まれ、令和５年で 3,452 ⼈となることが予測されます。 
 

 ■ 高齢者人口と高齢化率の推移と見通し      ■ 要支援・要介護認定者の推移および推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画の基本的な考え方 

『第８期⼋潮市⾼齢者保健福祉計画・介護保険事業計画』は、⾼齢者が健康でいきいきと
安⼼して暮らしつづけられる地域をめざして、その中で⽀援が必要になった⽅については地
域ぐるみで⽀え合っていこうとするものです。 

本計画では、この基本的な考え⽅を踏まえ、⾼齢者の⾃⽴⽀援・重度化防⽌、介護予防を
推進し、地域包括ケアシステムの構築を図るため、引き続き以下の「基本理念」を掲げます。 

 
基本理念 

 

 

 

「基本理念」の実現のために、第８期計画では、３つの「計画⽬標」を定めます。また、
計画書本編においては、計画⽬標にあわせる形で施策・事業を内容別に整理し、第１章から
第４章に分けて記載しています。 

 
 

  

健康でいきいきと安⼼して暮らしつづけられる地域をめざして 
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計画の体系 
 

  計画⽬標Ⅰ 健康で⽣きがいをもって、安全・安⼼に暮らせるまち 
   第１章 いきいきと活⼒ある⾼齢期を過ごすための取組 〜元気に⽣きがいをもって〜 

施策の柱 具体的事業等 

１ 地域福祉活動等への参加促進 

（1）地域交流の促進 
（2）⽼⼈福祉センター事業 
（3）⾼齢者の憩いの場づくり 
（4）各種団体への⽀援 
（5）⻑寿祝⾦⽀給事業 
（6）健康づくり事業＜保健センター＞ 

２ 介護予防の推進 
（1）フレイルチェック事業 
（2）⼀般介護予防事業 
（3）介護予防・⽣活⽀援サービス事業 

３ 住まいの⽀援 

（1）⾼齢者居室等整備資⾦融資制度 
（2）⾼齢者世帯等住み替え住宅家賃助成事業 
（3）養護⽼⼈ホーム 
（4）軽費⽼⼈ホーム 
（5）有料⽼⼈ホーム 
（6）サービス付き⾼齢者向け住宅 

 
  計画⽬標Ⅱ 市⺠⼀⼈ひとりが地域ぐるみで助け合い、⽀え合えるまち 
   第２章 住み慣れた地域で安⼼して暮らせるための取組 〜地域の⽀援が必要になったら〜 

施策の柱 具体的事業等 

１ 地域包括ケアシステムの推進 

（1）⾼齢者相談窓⼝の充実 
（2）地域包括⽀援センター事業 
（3）地域包括⽀援センター運営協議会 
（4）地域ケア会議 
（5）⽣活⽀援体制の充実 

２ 地域で⾒守る⾼齢者⽀援体制の推進 
（1）⾼齢者の⾒守り体制の充実 
（2）⾼齢者在宅福祉サービス 
（3）⾼齢者の権利擁護⽀援 

３ 認知症総合施策の推進 
（1）認知症等に関する啓発 
（2）認知症の早期発⾒・早期対応と介護者⽀援 
（3）認知症バリアフリーの推進 

４ 社会福祉協議会との連携 （1）⽣涯学習活動の啓発事業 ＜社会福祉協議会＞ 
（2）各種福祉事業 ＜社会福祉協議会＞ 

   第３章 介護保険サービスの充実に向けた取組 〜介護が必要になったら〜 
施策の柱 具体的事業等 

１ 介護保険事業の円滑な実施と 
基盤整備の推進 

（1）情報提供体制の充実 
（2）介護サービス相談員の派遣 
（3）介護離職防⽌の促進 
（4）介護給付等の適正化 
（5）介護保険サービス利⽤者負担補助事業 
（6）居宅サービス 
（7）施設サービス 
（8）地域密着型サービス 
（9）基盤整備の推進 
（10）感染症対策と災害時対応 

 
  計画⽬標Ⅲ 尊厳をもって⼈⽣の最期を迎えることができるまち 
   第４章 住み慣れたところで尊厳ある終末期を迎えるための取組 〜いつまでも⾃分らしく〜 

施策の柱 具体的事業等 
１ 在宅医療・介護の連携 （1）在宅医療・介護連携事業 

（2）看取りに向けた⽀援 
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介護保険料の所得段階と保険料額 

 

所得段階 内 容 保険料率 
（減額後） 

保険料額 
⽉ 額 年 額 

第１段階 
・⽣活保護を受給している⽅ 
・世帯全員が住⺠税⾮課税で⽼齢福祉年⾦を

受給している⽅及び合計所得⾦額と課税年
⾦収⼊額の合計が 80 万円以下の⽅ 

基準額×0.50 
   （0.30）

2,450 円 
（1,470 円） 

29,400 円 
（17,640 円） 

第２段階 
・世帯全員が住⺠税⾮課税で、合計所得⾦額

と課税年⾦収⼊額の合計が 120 万円以下の
第１段階以外の⽅ 

基準額×0.75 
     （0.50）

3,675 円 
（2,450 円） 

44,100 円 
（29,400 円） 

第３段階 
・世帯全員が住⺠税⾮課税で、合計所得⾦額

と課税年⾦収⼊額の合計が 120 万円を超え
る⽅ 

基準額×0.75 
     （0.70）

3,675 円 
（3,430 円） 

44,100 円 
（41,160 円） 

第４段階 
・世帯の誰かに住⺠税が課税されているが、

本⼈が住⺠税⾮課税で、合計所得⾦額と課
税年⾦収⼊額の合計額が 80 万円以下の⽅ 

基準額×0.90 4,410 円 52,920 円 

第５段階 ・世帯の誰かに住⺠税が課税されているが、
本⼈が住⺠税⾮課税で、第４段階以外の⽅ 基準額 4,900 円 58,800 円 

第６段階 ・本⼈が住⺠税課税で、合計所得⾦額が 120
万円未満の⽅ 基準額×1.20 5,880 円 70,560 円 

第７段階 ・本⼈が住⺠税課税で、合計所得⾦額が 120
万円以上、210 万円未満の⽅ 基準額×1.30 6,370 円 76,440 円 

第８段階 ・本⼈が住⺠税課税で、合計所得⾦額が 210
万円以上、320 万円未満の⽅ 基準額×1.50 7,350 円 88,200 円 

第９段階 ・本⼈が住⺠税課税で、合計所得⾦額が 320
万円以上、400 万円未満の⽅ 基準額×1.70 8,330 円 99,960 円 

第10段階 ・本⼈が住⺠税課税で、合計所得⾦額が 400
万円以上、500 万円未満の⽅ 基準額×1.80 8,820 円 105,840 円 

第11段階 ・本⼈が住⺠税課税で、合計所得⾦額が 500
万円以上、600 万円未満の⽅ 基準額×1.90 9,310 円 111,720 円 

第12段階 ・本⼈が住⺠税課税で、合計所得⾦額が 600
万円以上の⽅ 基準額×2.00 9,800 円 117,600 円 

※（ ）内は低所得者への減額賦課保険料率と保険料額です。 
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日常生活圏域 

⾼齢者が住み慣れた地域で暮らし続けるためには、⾝近な地域に保健・医療・福祉・介護
などの基盤が整備され、サービスを利⽤できることが必要です。そのため、「⽇常⽣活圏域」
を設定して圏域ごとにサービス基盤等の整備を進めることが求められています。 

本市では、市の⾯積、⼈⼝、交通環境、介護施設・介護サービス事業者等の⽴地などの状
況を考慮して、「東部圏域」・「⻄部圏域」・「南部圏域」・「北部圏域」の４圏域を設定していま
す。 

また、地域で暮らす⾼齢者を保健・医療・福祉・介護など様々な⾯から総合的に⽀援する
ため、「主任介護⽀援専⾨員（主任ケアマネジャー）」・「社会福祉⼠」・「保健師等」の
３職種がチームを組んで対応し、地域にある様々な社会資源を活⽤しながら⾼齢者のニーズ
に応じた適切なサービスを提供する「地域包括⽀援センター」を⽇常⽣活圏域ごとに１か所
ずつ、合計４か所設置しています。 

 
■ 地域包括支援センター位置図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

つくばエクスプレス

八潮駅

首都高速道路６号三郷線

東京外かく環状道路

北部圏域

西部圏域

東部圏域

南部圏域

東部地域包括支援センター

南部地域包括支援センター

西部地域包括支援センター

北部地域包括支援センター

北部地域包括⽀援センター 
やしお寿苑 

⻄部地域包括⽀援センター 
ケアセンター⼋潮 

東部地域包括⽀援センター 
やしお苑 

南部地域包括⽀援センター 
埼⽟回⽣病院 



 

8 

 

■ 「日常生活圏域」および「地域包括支援センター」 

圏域 名 称・所在地 担当地域 

東部 
圏域 

東部地域包括⽀援センター 
やしお苑 
南川崎 210-1 

⼆丁⽬、⽊曽根、南川崎、伊勢野、⼋潮⼀丁⽬〜七丁⽬ 

⻄部 
圏域 

⻄部地域包括⽀援センター 
ケアセンター⼋潮 
鶴ヶ曽根 1184-4 

⼩作⽥、松之⽊、上⾺場、中⾺場、⻄袋、柳之宮、南後⾕、
中央⼀丁⽬〜四丁⽬、⼋潮⼋丁⽬、 
緑町⼀丁⽬・⼆丁⽬・四丁⽬ 

南部 
圏域 

南部地域包括⽀援センター 
埼⽟回⽣病院 
⼤原 455 

⼤瀬、古新⽥、垳、⼤原、⼤曽根、浮塚、 
⼤瀬⼀丁⽬〜六丁⽬、茜町⼀丁⽬ 

北部 
圏域 

北部地域包括⽀援センター 
やしお寿苑 
⼋條 294-4 

⼋條、鶴ヶ曽根、伊草、新町、緑町三丁⽬・五丁⽬、 
伊草⼀丁⽬・⼆丁⽬ 

 

■ 圏域別高齢者数等一覧 

 東部圏域 ⻄部圏域 南部圏域 北部圏域 

実
数 

総⼈⼝ 26,902 ⼈ 19,194 ⼈ 29,546 ⼈ 16,770 ⼈ 

65 歳以上 5,679 ⼈ 4,811 ⼈ 5,117 ⼈ 5,319 ⼈ 

 
65〜74 歳 2,862 ⼈ 2,423 ⼈ 2,547 ⼈ 2,594 ⼈ 

75 歳以上 2,817 ⼈ 2.388 ⼈ 2,570 ⼈ 2,725 ⼈ 

構
成
⽐ 

65 歳以上 21.1％ 25.1％ 17.3％ 31.7％ 

 
65〜74 歳 10.6％ 12.6％ 8.6％ 15.5％ 

75 歳以上 10.5％ 12.5％ 8.7％ 16.2％ 

認定者総数 770 ⼈ 681 ⼈ 746 ⼈ 786 ⼈ 

                                （令和２年 10 月１日現在） 
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