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※の用語については、巻末の用語説明を御参照ください。 
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我が国の６５歳以上の高齢者人口は、２０００年(平成１２年)には、約２，２

００万人でしたが、いわゆる団塊の世代※が７５歳以上となる２０２５年には約

３，６００万人を超えると見込まれています。高齢化率※についても、２０００

年(平成１２年)には、１７.３％でしたが、２０２５年には３０％を超え、ほぼ

３人に１人が高齢者という社会が到来すると予測されています。 

このような中、２０００年度（平成１２年度）に導入された介護保険制度は、

高齢者の暮らしを支える制度として定着しました。 

一方で、重度要介護者、ひとり暮らしや夫婦のみの高齢者世帯及び認知症※高

齢者の増加等により、サービス利用は増加し、本市における介護給付費は介護保

険制度発足初年度の２.３倍を超えるまでに膨らみ、将来的に保険料の大幅な上

昇は避けられない状況となっており、それに加え、２０２５年以降は現役世代が

減少する局面を迎えることで、介護人材が圧倒的に不足すると予想されています。 

このような状況に対応するため、本市では平成３０年度を初年度とする「第８

次防府市高齢者保健福祉計画（第７期介護保険事業計画）」により、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めるよ

う「地域包括ケアシステム※」の構築に着手しました。 

このたびの「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」の公布に伴い、令和３年度を初年度とする「第９次防府市高齢者保健福祉計

画（第８期介護保険事業計画）」では、２０２５年（令和７年）、さらには団塊ジ

ュニア世代が６５歳以上となり高齢者人口がピークとなる２０４０年を見据え、

地域の実態把握・課題分析を基に実効性のある施策及び目標を設定し、定期的に

目標の達成状況に関する調査・分析を行い、必要な見直しを行うなど保険者機能

を強化する方針に主眼を置き策定しました。 

なお、本年は新型コロナウイルス感染症が世界的に大流行し、高齢者を取り巻

く環境も大きく変化していることから、今後はその動向を踏まえながら、取組の

修正を行う予定です。 

さらに、ＳＤＧｓ（持続可能な国際社会共通の目標）の精神を基に策定された

第５次防府市総合計画を踏まえ、地域包括ケアシステムを強化し、保健・医療・

福祉の各分野と連携を図り、高齢者保健福祉施策の推進及び地域共生社会の実現

に向けた「我が事・丸ごと※」の包括的な支援体制の整備を目指します。 

第１章 計画策定にあたって 

１ 計画策定の趣旨 

推計人口については、国立社会保障・人口問題研究所データによる。 
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相談業務やサービスの 

コーディネートを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こ の 計 画 が め ざ す こ と 

２０２５年の姿 

高齢者がいつまでも住み慣れた地域で、自分らしい生活が送れるよう 

思いやりと支え合いによる幸せの提供ができる地域社会の形成がされています。 

病気になったら医療 

日常の医療 

(通院) 

かかりつけ医 

入 院 

急性期病院・ 

回復期病院 

住まい 
自宅・有料老人ホーム・ 
サービス付 き高齢者 
向け住宅    など 

 

いつまでも元気で暮らすために！ 

地域の支えあい 

社会の担い手とし
て地域の中で互い
に助け合い、支え合
っています。 

生活支援 
買物や配食、移動支援等、 

地域の多様な主体が高齢者の
普通の生活を支えるために 
アイデアを出しあい、地域の
ニーズにあったサービスや   
取組が生まれています。 

 

健康づくり・介護予防 
健やかで自立した生活を送る
ために健康づくり､介護予防
に取り組んでいます。 

・地域包括支援センター 

・ケアマネジャー 通院・入院 

退院 

連 携 

訪問・通所・入所 

サービス提供 

介護が必要になったら介護 

在宅サービス・施設サービス 

介護が必要になっても、様々なサービス
を利用しながら安心して快適な生活を送
れる環境づくりが進んでいます。 
心身の改善が見込まれる人は、元の生活 
 を取り戻す取組があります。 
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「第８期介護保険事業計画」は、介護保険法第１１７条の規定に基づき、介護   

保険サービスのあり方、サービス基盤整備の方向性、３年間の介護保険事業運営   

に必要な保険給付費及び第１号被保険者の介護保険料等を定めています。 

「老人福祉計画」は、老人福祉法第２０条の８の規定に基づき、高齢者保健福

祉施策の方向性や内容を明らかにしたものです。「防府市高齢者保健福祉計画（第

９次計画）」はこれらを一体として策定し、令和２年度に策定した「第５次防府

市総合計画」（防府市自治基本条例第１３条第１項）に掲げる、地域福祉の充実

等を具現化する部門計画としての性格を有するものとして計画間の整合性を図

っています。 

また、平成３０年度から介護保険事業計画と医療計画の見直し等のサイクルが

一致していることから、医療計画との整合性を図るとともに、福祉の上位計画で

ある「第３次防府市地域福祉計画」（社会福祉法第１０７条）との整合性も図り

ます。また、地域共生社会の実現に向け、平成２７年度に策定した｢健やかほう

ふ２１計画（第２次）｣（健康増進法第８条第２項）及び令和２年度に策定した

｢第５次防府市障害者福祉長期計画｣（障害者基本法第１１条第３項）との調和を

図っています。 

これに加えて、高齢者の生活支援ニーズの高まりに対応するため、地域公共交

通網形成計画や賃貸住宅供給促進計画等の高齢者の居住の安定を確保する計画

等との調和も図ります。 

 

 

     

この計画の期間は、令和３年度から令和５年度までの３年間とします。 

なお、計画の最終年度となる２０２３年度には、社会情勢の変化を反映し介護

保険財政の均衡等を図るため、第９次計画を見直し第１０次計画を策定します。 

 

2018年度
（Ｈ30年度）

2019年度
（Ｒ元年度）

2020年度
（Ｒ2年度）

2021年度
（Ｒ3年度）

2022年度
（Ｒ4年度）

2023年度
（Ｒ５年度）

2024年度
（Ｒ6年度）

2025年度
（Ｒ7年度）

2026年度
（Ｒ８年度）

2027年度
（Ｒ9年度）

2028年度
（Ｒ10年度）

2029年度
（Ｒ11年度）

計画期間と見直しの時期

第８次計画（第７期）

第１1次計画（第１０期）
計画
見直し

第９次計画（第８期）

第１０次計画（第９期）
計画
見直し

※（ ）内は介護保険事業計画の計画期 

  ２ 計画の性格 

  ３ 計画期間及び見直し時期 
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  （１）地域包括ケアシステムの基本的理念 

１ 自立支援、介護予防・重度化防止の推進（第４章） 

２ 介護給付等対象サービスの充実・強化（第４章） 

３ 在宅医療の充実及び在宅医療・介護連携を図るための体制の整備（第５章） 

４ 日常生活を支援する体制の整備（第６章） 

５ 高齢者の住まいの安定的な確保（第５章） 

（２）２０２５年及び２０４０年を見据えた地域包括ケアシステムの構築に向けた

目標（第３章） 

（３）地域包括ケアシステムの構築を進める地域づくりと地域ケア会議・生活支援

体制整備の推進（第５章） 

（４）地域包括ケアシステムを支える人材の確保及び資質の向上並びにその業務の

効率化及び資の向上に資する事業（第４～６章） 

（５）介護に取り組む家族等への支援の充実（第６章） 

（６）認知症施策の推進（第５章） 

１ 普及啓発・本人発信支援 

２ 予防 

３ 医療・ケア・介護サービス・介護者への支援 

４ 認知症バリアフリーの推進・若年性認知症※の人への支援・社会参加支援 

５ 研究開発・産業促進・国際展開 

（７）高齢者虐待の防止等（第６章） 

（８）効果的・効率的な介護給付の推進（第４章） 

（９）計画の策定・推進・点検・公表（ＰＤＣＡサイクル※の活用） 

この計画では、ＰＤＣＡサイクルを活用し、地域の実状に即した実効性のある

施策を実施することで、保険者機能の強化を進めていきます。 

 

Ｐ：Plan （計画） 高齢者の生活実態及び地域課題を分析し、実効的で検証

可能な目標と地域に即した施策を設定します。 

Ｄ：Do   （実行） 実態把握・課題分析結果と目標を地域及び関係者間で共

有した上で、積極的に施策を推進します。 

Ｃ：Check （評価） 計画に基づいて施策を実施し、定期的に施策の実施状況

や目標の達成状況について分析及び評価を行い、その結

果について公表し、関係者や地域住民等への周知を行い

ます。 

Ａ：Act  （改善） 計画について必要な見直しを検討し、速やかに改善又は

次期計画に盛り込みます。 

 

  ４ 今期計画の基本指針 
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① 計画策定体制 【Ｐ】 

ア 「防府市高齢者保健福祉推進会議」の設置 

 介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画の推進並びに計画の策定・見直

しについて、広く市民の意見を反映させるため、防府市高齢者保健福祉推進

会議を設置しています。 

学識経験者、保健・医療・福祉団体等関係者、サービス利用関係者の代表

者等、１９名の委員で構成されています。 

    イ 行政機関内部の体制 

 本市では、総合的な高齢者保健福祉施策を効果的に推進するため、「防府

市高齢者保健福祉推進本部」を設置しています。 

 

   ② 高齢者の生活実態及び地域課題の把握に関する各種調査等の実施 【Ｐ】 

     介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

【別冊：介護予防・日常生活圏域ニーズ調査報告書】 

〔目 的〕 日常生活圏域における、高齢者のニーズを把握し、本計画策

定の基礎資料とするため 

〔対 象 者〕 防府市在住の６５歳以上（要介護１から５の認定を受けてい

る者を除く。）を無作為抽出 

〔標 本 数〕 ２，０００人（圏域毎に５００人） 

〔調査時期〕 ２０１９年（令和元年）１１月２５日から１２月９日まで 

〔調査方法〕 本人宛に郵便配付し郵便回収 

 

在宅介護実態調査【別冊：防府市在宅介護実態調査 調査報告書】 

〔目 的〕 高齢者等の適切な在宅生活の継続と家族等介護者の就労継続

に向けた介護サービスの在り方を検討するため 

〔対 象 者〕 下記調査時期に認定調査を受けた在宅で生活している要支

援・要介護認定者※ 

〔標 本 数〕 ２１３人 

〔調査時期〕 ２０１９年（令和元年）１０月 １日から 

２０２０年（令和２年） ４月３０日まで 

〔調査方法〕 介護認定調査時に聞き取りにより調査票を回収又は郵便回収 

 

高齢者保健福祉実態調査 

〔目 的〕 高齢者の生活実態等の状況を把握することで、保健福祉サー

ビスに対するニーズ等の把握・分析、現状サービスの評価等

を行い、高齢者保健福祉施策推進の基礎資料とするため 
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〔対 象 者〕 ひとり暮らし高齢者、寝たきり高齢者、７５歳以上高齢者ふ

たり暮らし世帯（令和元年５月 1日現在） 

〔調査時期〕 ２０１９年（令和元年）５月７日から６月１４日まで 

〔調査方法〕 民生委員・児童委員による訪問調査 

  ※令和２年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため未実施。 

 

    その他の調査 

「介護保険施設待機者調査」「施設整備意向調査」「介護等サービス供給量

及び介護人材等に関する調査」「有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け

住宅入居者状況調査」「ほうふ・てごネっと※試行実施による困りごと実態調

査」を実施しました。 

 

    地域ケア会議※等の開催 

地域包括ケアシステムの構築に向け、高齢者の自立支援の推進を通じて医

療・介護等専門職の規範的統合※や地域課題の把握を目的に、幸せます会議

（防府市版自立支援型地域ケア会議）を開催しています。 

また、生活支援体制整備事業の取組として、２０１９年から生活圏域ごと

に「第２層合同協議体※」を開催し、地域住民等と地域課題や活動の把握を

行っています。 

 

各団体・組織等からの意見聴取 

医療・介護の連携を図り、高齢者を支援する仕組みづくりを考える場とし

て多職種が参加する「はあとふるねっと会議※」において、意見を聴取しま

した。 

また、地域包括支援センター※と意見交換を行い、担当圏域の特色や課題

の把握を行いました。 

 

    地域包括ケア「見える化」システム※の現状分析機能の活用 

地域包括ケア「見える化」システムは、都道府県・市町村における介護保

険事業計画等の策定・実行を総合的に支援するために厚生労働省が提供して

いる情報システムです。 

認定者情報や介護給付費等の地域間比較、その他のデータに基づいて、地

域の現状分析・課題抽出・将来推計を行ったほか、地域包括ケアシステムの

構築に関する様々な情報を活用しました。 
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    パブリックコメント 

〔提出期間〕 ２０２０年（令和２年）１２月２５日から 

２０２１年（令和３年） １月２５日まで 

〔提出者数〕 １名 

〔提出件数〕 １件 

意見を受けて加筆・修正したもの     件 

考慮すべき事柄として参考とするもの  １件 

既に記載済みまたは対応済みのもの    件 

意見を反映することが困難なもの     件 

その他                 件 

 

   ③ 地域課題を踏まえた目標の設定と関係者間での共有【Ｐ】 

 地域の実態把握や課題分析を踏まえ、具体的で検証可能な目標と実効的な施

策を設定し、これを関係者間で共有し、市民への周知を図りながら、目標達成

を目指します。 

 なお、各目標及び施策については、体系化した上で第３章に示します。 

 

   ④ 市民参画の促進 【Ｄ】 

 地域内でのきめ細かな保健福祉の実施、地域包括ケアシステムの強化・推進、

地域共生社会の実現のためには、民生委員・児童委員、自治会等の地域住民か

らの支援・協力が重要であるため、地域団体相互の密接な連携を促すとともに

地域住民が主体となって行う高齢者等の支援活動の育成、充実を図ります。 

 また、高齢者が自らの経験を活かしたり社会参加への意欲を保てるよう、地

域活動への参加を促進するための環境整備や、地域生活課題について関係機関

と連絡調整等を行う体制づくりを推進し、高齢者及び地域のニーズを反映した

施策の推進を図ります。 

 

   ⑤ 関係機関との連携 【Ｄ】 

 高齢者の生活支援を総合的な見地で行うためには、市の高齢者保健福祉施策

の推進のみならず、市内外の多様な関連施設・機関の協力が不可欠です。 

 そこで、山口健康福祉センター、防府市福祉事務所、防府市保健センター、

防府市社会福祉協議会、地域包括支援センター、医療機関、教育機関等との連

携を図るとともに、その他の関係部署と連携を一層強化し、情報提供や情報交

換を行うことにより、一体となって施策を推進します。 
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⑥ 財政上の措置 【Ｄ】 

 本計画の基本目標の達成に向け、各取組を継続的に進めるため、必要な財政

上の措置を講じるよう努めます。 

また、国・県等の支援制度を積極的に活用します。 

 

   ⑦ 進行管理と事業評価の公表【Ｃ-Ａ】 

 本計画に基づく目標や施策が実現できるよう、事業の達成率や進捗状況を定

期的に調査・点検し、２０２５年における将来推計による地域課題分析、認定

者数、受給者数について定期的に分析し、毎年度、事業評価を行います。 

その成果については、防府市高齢者保健福祉推進会議へ報告し、意見聴取を

行い、必要に応じて修正を加えた上で、市ホームページへの掲載等の方法によ

って公表します。 

 また、毎年度行う事業評価をはじめ、新型コロナウイルス感染症など市を取

り巻く環境の変化・新たなニーズの高まりに対しては、事業内容・手法等の見

直しや新たな事業の実施等を視野に入れ、適切かつ迅速に事業の改善を行うと

ともに、必要に応じて次期介護保険事業計画に反映させていきます。 



第１章 計画策定にあたって 
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