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Ⅳ 計画の推進  
 

計画の推進にあたっては、地域の実態把握・課題分析とともに、定期的な進行管理を行うための

「地域マネジメント」を推進し、保険者機能の強化に努めることとし、次のように取り組みます。 

 

１ 計画の推進体制  

 

 

 

 

 

２ 計画の進行管理  

 

計画で位置づけた施策・事業の進捗を適正に管理するため、ＰＤＣＡサイクル（Ｐ計画－Ｄ実

施－Ｃ評価－Ａ改善）による進行管理を行い、施策・事業の適正な遂行を目指します。 

【ＰＤＣＡサイクルのイメージ】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本計画の計画期間は、令和３年度から令和５年度までであることから、社会福祉や介護保険制

度をめぐる社会的環境や法制度の改正等、本計画期間において得られた地域に関する情報を反映

し、必要な見直しを行い、高齢者福祉、介護保険事業の一層の充実を図ります。 
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②計画であげた 
具体的な案を実際に 
行動へ移す。 

①目標を立て、目標に対して 
具体的な案を出す。 

③実行した後、 
計画通りの結果が出たか 
検証を行う。 

④検証結果を踏まえて、 
改善案を作成する。 

Plan 
計画 

Do 
実施 

Check 
評価 

Action 
改善 

①'改善案を元に、 
目標に対する成果を出せる 
新しい具体案を出す。 

（１）情報提供と相談窓口の充実 （２）連携体制の強化 

①ホームページや紙媒体での介護保険制度や

介護サービスに関する周知 

②相談窓口における支援体制の充実 

①関係機関との連携体制 

②地域との協働体制 

③本市の特性を踏まえた連携体制の構築 

（１）進捗状況の把握・評価 

（２）計画の見直し 
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Ⅰ 計画策定にあたって 
 

１ 計画策定の背景 

本市の総人口は、令和２年 10 月１日現在で 48,189 人となっており、そのうち高齢者人口

は 16,201人を占め、高齢化率は 33.6％と、全国や茨城県を大きく上回る高齢化率で推移し

ています。 

こうした社会情勢を踏まえ、第７期計画では、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で住み続

けられるよう、「地域包括ケアシステム」の深化・推進に向けた取組とともに、地域包括ケアシ

ステムの中核的な役割を担う地域包括支援センターの機能強化を図ってきました。 

こうした中、「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」が令和２年

６月に成立し、包括的支援体制の構築等の社会福祉基盤の整備と地域包括ケアシステムを基盤

とした地域づくり等の一体的な取組の下、地域共生社会の実現を図ることとされています。 

このような背景から、高齢者福祉分野のみならず、あらゆる分野との連携・協働を図りながら、

地域共生社会の実現という大きな枠組みの中で、高齢者福祉分野の中心となる地域包括ケアシス

テムのさらなる深化・推進を図るため、高齢者本人による取組である「自助」、地域における住

民同士の支え合いである「互助」、自助を支えるための社

会連携による医療と介護保険サービスである「共助」、市

の責任で行う「公助」の視点を踏まえ、令和３年度から令

和５年度の３年間を計画年度とする「鉾田市高齢者福祉計

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 計画の法的根拠 

本計画は、老人福祉法第 20 条の８第１項に基づく「市町村老人福祉計画」及び介護保険法

第 117 条第１項に基づく「市町村介護保険事業計画」を一体のものとして策定したものです。 

 

３ 計画の位置づけ 

本計画は、本市の最上位計画である「鉾田市総合計画」をはじめ、福祉部門の上位計画に「鉾

田市地域福祉計画」を位置づけ、「鉾田市障害者基本計画・障害福祉計画・障害児福祉計画」、

「鉾田市子ども・子育て支援事業計画」と整合性を図るとともに、その他、個別部門計画であ

る「鉾田市健康増進計画・食育推進計画」等との整合性を図り策定しました。 

また、茨城県高齢者福祉計画・茨城県介護保険事業支援計画「いばらき高齢者プラン 21」

及び「茨城県保健医療計画」との整合を図り策定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 計画の期間 

本計画は、令和３年度から令和５年度の３年間を計画期間として策定しました。 

なお、本計画では令和７年（2025 年）及び令和 22 年（2040 年）までの中長期的な視点

を踏まえた計画として策定しています。 

 

５ 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 

第８期計画において充実を図る主な項目として、以下の点が掲げられています。 

 

 

 

 

 

 

  

鉾田市総合計画 

鉾田市地域福祉計画 

鉾田市子ども・子育て支援事業計画 

鉾田市高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画 

●鉾田市健康増進計画・ 

食育推進計画 

●鉾田市地域防災計画 

●鉾田市男女共同参画計画 

他 
【
連
携
】 

鉾田市障害者基本計画・ 

障害福祉計画・障害児福祉計画 

【連携】 

「いばらき高齢者プラン 21」 

「茨城県保健医療計画」 

①2025 年・2040 年を見据えたサービス基盤・人的基盤の整備 

②地域共生社会の実現 

③介護予防・健康づくり施策の充実・推進 

④有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅に係る都道府県と市町村間の情報連携の強化 

⑤認知症施策推進大綱等を踏まえた認知症施策の推進 

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 

⑦災害や感染症対策に係る体制整備 
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Ⅱ 計画の基本的な考え方 
 

１ 基本理念 

本市は、超高齢社会を迎え、今後も高齢者人口の増加が進み、第８期計画期間中には、前期

高齢者を後期高齢者が上回ることが予測されていることから、介護サービス等への需要はさら

なる増大が予測されます。 

本計画は、団塊の世代が 75 歳以上に達する令和７年（2025 年）及び団塊ジュニア世代が

65 歳以上に達する令和 22 年（2040 年）を視野に入れた中長期的な視点の下に、各種サー

ビスをどのような方向性で充実させていくのか、また、年少人口及び生産年齢人口の減少が進

む中、安定的な介護保険制度を運営するための基盤となる介護人材をどのように確保していく

のか、本市の特徴を踏まえて示していくことが求められています。 

今後、高齢化が一層進む中、これまでの制度・分野の枠や、「支える側」、「支えられる側」と

いう関係を超えて、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できる社会を理念とした地域共生社会の実現が求められてお

り、高齢者の地域での生活を支える地域包括ケアシステムは、地域共生社会の実現に向けた中

核的な基盤となるものです。 

本市の特徴と課題を踏まえながら、高齢者が心身の健康を維持しながら、その豊かな経験と

知恵を生かし、生きがいをもちながら暮らし続けられるまち、また、介護が必要になっても、

いつまでも住み慣れた地域で必要なサービスを利用しながら、安心して暮らし続けられるまち

の実現を本計画では目指します。 

 

安心して元気に暮らせる地域づくり 

～地域で、「見守り・支える」介護～ 
 

 

２ 基本目標 

本計画の基本理念を実現するため、５つの基本目標を定め、高齢者福祉に係る施策を総合的

に推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本目標１ 介護予防・健康づくり・生きがいづくりの推進 

基本目標２ 住み慣れた地域で暮らし続けるために 

基本目標３ 尊厳のある暮らしの支援 

基本目標４ 支えあえる地域づくりの推進 

基本目標５ 介護保険制度の安定的な運営 
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３ 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本目標１ 介護予防・健康づくり・生きがいづくりの推進 

 

 

 

＜施策の方向＞ 

１．介護予防・健康づくりの推進  ２．生きがいづくりと仲間づくり・社会参加の促進 

高齢者一人ひとりが心身の状態や生活環境に応じて自立した生活を継続できるよう、介護予

防・重度化防止に向けた取組とともに、社会参加や地域活動を通した生きがいづくりの取組を

一体的に推進します。 

基本目標２ 住み慣れた地域で暮らし続けるために 

 

 

 

 

＜施策の方向＞ 

１．相談支援体制の強化   ２．地域課題・資源の把握、解決策の検討 

３．在宅医療・介護連携の推進  ４．認知症施策の推進 

５．在宅での生活を続けるための支援 ６．安心して暮らせるまちづくり 

高齢者独居世帯、高齢者夫婦世帯や、認知症等により常時介護・見守りが必要な高齢者、医療

と介護の両方を必要とする高齢者等が増加していくことが見込まれる中、高齢者やその家族が住

み慣れた自宅や地域で安心して暮らし続けることができるよう、在宅生活継続のための取組を促

進します。 

基本目標３ 尊厳のある暮らしの支援 

 

 

 

＜施策の方向＞ 

１．高齢者の権利擁護の推進  ２．高齢者虐待の防止 

何事も自らの意思により決定することができ、誰もが個人として尊重される地域社会の実現

を目指します。 

基本目標４ 支えあえる地域づくりの推進 

 

 

 

＜施策の方向＞ 

１．介護者への支援   ２．災害時・緊急時における支援体制の確保 

高齢化の進展とともに、介護者の高齢化も進むことが予測されることから、身近な地域で互

いに見守り、支えあいながら、介護を受ける本人及びその家族が、地域の中で安心して暮らし

続けられる地域社会の実現を目指します。 

基本目標５ 介護保険制度の安定的な運営 

 

 

 

＜施策の方向＞ 

１．介護保険制度の概要   ２．介護保険事業費の推計手順 

３．各サービスの実績と見込み  ４．サービス供給基盤の整備計画 

５．第１号被保険者の保険料  ６．介護保険サービス利用者負担の軽減 

７．介護人材の確保・質の向上・業務の効率化 ８．介護給付の適正化 

要支援・要介護認定者に対して個々の状態に応じて必要なサービスが確保されるよう、実態

に即した見込みを定めるとともに、サービス提供に必要な人材確保に努め、介護保険制度の安

定的な運営を目指します。 
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Ⅲ 介護保険サービスの種類 
 

サービス区分 内容 

（１）居宅（介護予防）サービス  

 

①訪問介護 

○介護福祉士などの訪問介護員が、利用者の居宅を訪問し、

入浴、食事などの身体介護や調理、洗濯、掃除などの生活援

助を行います。 

②介護予防訪問入浴介護、 

訪問入浴介護 

○身体状況などにより自宅の浴槽での入浴が困難な場合など

に、介護職員、看護師が訪問し、自宅に浴槽を運び入れて入

浴の介助を行います。 

③介護予防訪問看護、 

訪問看護 

○訪問看護ステーションや医療機関の看護師などが自宅を訪

問し、主治医の指示書に基づき、療養上の世話や必要な診

療の補助を行います。 

④介護予防訪問リハビリテーション、 

訪問リハビリテーション 

○通所が困難な利用者に対し、理学療法士や作業療法士、言

語聴覚士などが自宅を訪問し、心身の機能の維持回復を図

り、日常生活の自立を助けるためのリハビリテーションを

行います。 

⑤介護予防居宅療養管理指導、 

居宅療養管理指導 

○医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士が自宅を

訪問し、療養上の管理や指導を行います。 

⑥通所介護 

○日帰りで通所介護施設に通い、他の利用者と一緒に食事、

入浴などの日常生活上の支援や生活機能の維持向上のため

の機能訓練などが受けられます。 

⑦介護予防通所リハビリテーション、 

通所リハビリテーション 

○日帰りで老人保健施設や医療機関に通い、食事、入浴など

の日常生活上の支援や理学療法士や作業療法士によるリハ

ビリテーションが受けられます。 

⑧介護予防短期入所生活介護、 

短期入所生活介護 

○介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）などに短期間入

所することで、入浴、食事などの日常生活上の世話や機能

訓練などが受けられます。 

⑨介護予防短期入所療養介護、 

短期入所療養介護 

○介護老人保健施設で実施する短期入所（ショートステイ）

で、看護、医学的管理の下での介護及び機能訓練が受けら

れます。 

⑩介護予防福祉用具貸与、 

福祉用具貸与 

○日常生活の自立を助けるための福祉用具または、機能訓練

のための用具を借りることができます。福祉用具専門相談

員が専門的な助言を行い貸与します。 

⑪特定介護予防福祉用具購入費、 

特定福祉用具購入費 

○日常生活や介護に役立つ福祉用具のうち、入浴または排せ

つの用に供するものなど、レンタルなどになじまない福祉

用具を、福祉用具専門相談員が専門的な助言を行い販売し

ます。 

⑫介護予防住宅改修、 

住宅改修 

○在宅の利用者が、住み慣れた自宅で生活が続けられるよう

に、手すりの取り付けや段差解消などの改修を行うサービ

スです。ケアマネジャーなどが利用者の心身の状況などを

勘案して、住宅改修が必要な理由書を作成します。 

⑬介護予防特定施設入居者生活介護、 

特定施設入居者生活介護 

○有料老人ホーム（サービス付き高齢者向け住宅で該当する

もの）、軽費老人ホーム（ケアハウスなど）、養護老人ホーム

などで、食事や入浴などの介護や機能訓練が受けられます。 
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サービス区分 内容 

（２）地域密着型（介護予防）サービス  

 

①定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

○介護職員と看護師が連携し、日中・夜間を通じて 1 日複数

回、定期的に訪問し介護や看護を行います。また、利用者か

らの通報や電話などに対応し、随時訪問するサービスです。 

②夜間対応型訪問介護 

○夜間の定期的な巡回訪問により、また通報を受けて、介護

福祉士などが入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常

生活上の支援を行います。 

③地域密着型通所介護 

○身近な地域でサービス提供を行う利用定員 18 人以下の小

規模な通所施設で、日常生活上の支援や生活機能訓練など

が日帰りで受けられます。 

④介護予防認知症対応型通所介護、 

認知症対応型通所介護 

○認知症の方を対象に、日帰りで通所介護施設に通い、他の

利用者と一緒に食事、入浴などの介護やレクリエーション、

機能訓練などが受けられます。 

⑤介護予防小規模多機能型居宅介護、 

小規模多機能型居宅介護 

○事業所への通いを中心にしながら、利用者の希望などに応

じて、訪問や事業所への宿泊を組みあわせ、入浴、食事など

の介護や機能訓練が受けられます。 

⑥介護予防認知症対応型共同生活介護、 

認知症対応型共同生活介護 

○認知症の高齢者が少人数で共同生活を送りながら、入浴、

食事などの介護、その他必要な日常生活上の支援、機能訓

練が受けられます。 

⑦地域密着型特定施設入居者生活介護 

○入居定員が 29 人以下の有料老人ホーム、サービス付き高

齢者向け住宅、軽費老人ホーム（ケアハウスなど）などで、

入浴、食事などの介護、その他必要な日常生活上の支援が

受けられます。 

⑧地域密着型介護老人福祉施設入所者 

生活介護 

○定員 29 人以下の特別養護老人ホームに入所している要介

護者に対して、食事や入浴、排せつなどの日常生活上の支

援、機能訓練などが受けられます。 

⑨看護小規模多機能型居宅介護 

○医療ニーズの高い利用者に対応するため、小規模多機能型

居宅介護と訪問看護の機能を備え、通い、訪問（介護・看

護）、宿泊サービスを柔軟に提供します。 

（３）施設サービス  

 

①介護老人福祉施設 

（特別養護老人ホーム） 

○常時介護が必要で、在宅での生活が困難な高齢者が入所す

る施設です。入浴、排せつ、食事などの介護や機能訓練、健

康管理を行います。 

②介護老人保健施設 
○病状の安定している方が、機能訓練に重点を置いた介護を

受けながら、自宅への復帰を目指すための施設です。 

③介護療養型医療施設 

○療養病床を有する病院に入院している要介護者に対し、医

学的管理の下で、介護、看護、機能訓練などが受けられる医

療が中心の施設です。 

④介護医療院 

○介護医療院は、医療と介護の連携を推進する観点から、日

常的な医学管理や看取り・ターミナルケアなどの機能と生

活施設としての機能を兼ね備える施設です。 

（４）介護予防支援・居宅介護支援 

○ケアマネジャーが在宅の要支援・要介護となった方の心身

の状況や、環境、本人や家族の希望などを踏まえて居宅サ

ービス計画（ケアプラン）を作成し、介護サービスの提供が

確保されるようサービス事業者との連絡・調整などを行い

ます。なお、要支援となった方については原則として地域

包括支援センターが行います。 
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Ⅳ 計画の推進 
 

計画の推進にあたっては、地域の実態把握・課題分析とともに、定期的な進行管理を行うための

「地域マネジメント」を推進し、保険者機能の強化に努めることとし、次のように取り組みます。 

 

１ 計画の推進体制 

 

 

 

 

 

２ 計画の進行管理 

 

計画で位置づけた施策・事業の進捗を適正に管理するため、ＰＤＣＡサイクル（Ｐ計画－Ｄ実

施－Ｃ評価－Ａ改善）による進行管理を行い、施策・事業の適正な遂行を目指します。 

【ＰＤＣＡサイクルのイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本計画の計画期間は、令和３年度から令和５年度までであることから、社会福祉や介護保険制

度をめぐる社会的環境や法制度の改正等、本計画期間において得られた地域に関する情報を反映

し、必要な見直しを行い、高齢者福祉、介護保険事業の一層の充実を図ります。 
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②計画であげた 

具体的な案を実際に 

行動へ移す。 

①目標を立て、目標に対して 

具体的な案を出す。 

③実行した後、 

計画通りの結果が出たか 

検証を行う。 

④検証結果を踏まえて、 

改善案を作成する。 

Plan 

計画 

Do 

実施 

Check 

評価 

Action 

改善 

①'改善案を元に、 

目標に対する成果を出せる 

新しい具体案を出す。 

（１）情報提供と相談窓口の充実 （２）連携体制の強化 

①ホームページや紙媒体での介護保険制度や

介護サービスに関する周知 

②相談窓口における支援体制の充実 

①関係機関との連携体制 

②地域との協働体制 

③本市の特性を踏まえた連携体制の構築 

（１）進捗状況の把握・評価 

（２）計画の見直し 


