
令和３年度～令和５年度の介護保険料
令和３年度から令和５年度までの３年間の介護保険料は、要介護認定者の増加や介護保険料を負担する

第１号被保険者数の減少、介護報酬の上昇などにより、保険料基準額を66,000円（年額）とします。
なお、所得に応じて基準額に対する割合を乗じ、それぞれの所得段階（第1段階～第９段階）の保険料額

を以下のとおり設定します。

所得段階 対象者 計算方法
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・世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と
合計所得金額の合計が80万円以下の人

・世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課
税で本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80
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万円を超える人

下田市
第９次高齢者保健福祉計画
・第８期介護保険事業計画

―概要版―

令和３年３月
下田市役所市民保健課
〒415-8501　下田市東本郷一丁目５番18号
0558-22-2077（直通）
https://www.city.shimoda.shizuoka.jp/
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計画の概要 下田市の高齢者の現状と今後の見込み

全国において少子高齢化はますます加速し、令和２年４月１日現在、高齢化率は28.6％となり、総人口の3.5人
に１人が65歳以上の高齢者である「超高齢社会」となっています。

本市においては、平成30年９月末の住民基本台帳人口で、高齢化率が40％を超え、令和２年度には41.8％と
なっています。これまで少子化、生産年齢人口の減少が進んできていますが、地域全体の人口規模の縮小や地域
の福祉を支える人材の減少も進み、高齢者が高齢者を支える「老老介護」が珍しいものではなくなっています。

この傾向に対して、国は平成27年から「地域包括ケアシステム」の構築を始め、法制度の改正を続けながら、高
齢者福祉、高齢者の生活環境の改善、介護保険サービス提供体制の推進、維持、改善を進めてきました。

本計画は、国の法制度改正を基本に、本市の高齢者や地域社会の現状を踏まえ、地域で生活する高齢者が安
心して生活できるよう、福祉・介護・医療を中心に市の高齢者施策を定めるものです。

計画改訂の背景

住民基本台帳による高齢者人口は、平成29年度まで増加傾向が続いたものの、その後は減少に転じ、令和２年
度には8,777人となっています。今後もこの傾向は続き、令和５年度には8,426人、令和７年度には8,176人、令和22
年度には6,125人に減少する見込みです。

一方、総人口は高齢者人口の減少を上回る勢いで減少するため、高齢化率は上昇し、令和５年度には43.5％、
令和７年度には44.5％、令和22年度には53.3％になる見込みです。

高齢者人口の現状と今後の見込み（推計）

要介護認定者数は、平成28年度から平成29年度にかけて一時的に減少しましたが、令和元年度までは概ね増
加が続いてきました。令和２年度は令和元年度とほぼ同数で推移しています。今後は、団塊の世代が70代後半に
入り、要介護認定を受ける人が増えてくるとみられることから、令和７年度までは増加が続く見込みです。

要介護認定者数の現状と今後の見込み（推計）

「高齢者保健福祉計画」は、老人福祉法第20条の８に定める「市町村老人福祉計画」に該当する、老人福祉事業
の供給体制の確保に関する計画となります。
「介護保険事業計画」は、介護保険法第117条に定める「市町村介護保険事業計画」に該当する、介護保険事業

に係る保険給付の円滑な実施に関する計画となります。
上記２つの計画を一体のものとして策定し、計画名称を「下田市第９次高齢者保健福祉計画・第８期介護保険

事業計画」とします。

計画の法的根拠
4,473 4,389 4,332 4,231 4,027 3,970 3,897 3,684 3,426 3,061 2,474

4,376 4,525 4,594 4,644 4,817 4,807 4,741 4,847 5,000 5,115

3,651

8,849 8,914 8,926 8,875 8,844 8,777 8,638 8,531 8,426 8,176

6,125
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出典：住民基本台帳（実績値、令和元年度を基準とした推計値）

出典：介護保険事業状況報告（月報）、厚生労働省「地域包括ケア「見える化」システム」推計値

前期高齢者人口 後期高齢者人口 高齢化率

（人）
本計画期間 長期推計

108 95 101 127 130 145 141 142 143 143 116 

157 146 166 161 165 147 152 152 154 154 126 

301 326 304 279 298 310 322 329 332 335 
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304 298 321 355 320 315 305 307 308 311 
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要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 認定率

（人）
本計画期間 長期推計本計画は、令和３年度から令和５年度までの３年間を計画期間とし、令和７年度、令和22年度までの中長期的

な視野に立った施策の展開を図ります。
なお、計画の策定に当たっては、「下田市総合計画」や「下田市地域福祉計画」等の各個別の計画と整合性を図

ります。

計画の位置付けと期間

第７次高齢者
保健福祉計画・
第６期介護保険
事業計画

（H27～H29）

第８次高齢者
保健福祉計画・
第７期介護保険
事業計画

（H30～R2）

第10次高齢者
保健福祉計画・
第９期介護保険
事業計画
（R6～R8）

第９次高齢者
保健福祉計画・
第８期介護保険
事業計画
（R3～R5）

団塊世代が
65歳以上

H27

団塊世代が
75歳以上

R7

令和７年
までの見通し

令和22年
までの見通し

団塊ジュニア世代が
65歳以上

R22
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高齢者施策の基本理念

施策の体系

重点施策
本市は、市の人口の40％以上が高齢者となっていますが、平成29年度をピークに高齢者の減少が始まり、人口

全体が縮小し始めています。また、地域を支える若い世代の減少傾向は今後も続き、多くの市町村に先んじた人
口動向の推移をみせています。その一方で、要介護認定者数は増加傾向が続き、要介護認定率の上昇も続いてい
ます。

今後は、高齢者が自分の健康や生活を維持・改善し、介護の必要がない生活を続け、地域の高齢者同士で支え
合う意識づくりが重要となります。高齢者の意識や生活スタイルの多様化は、時代とともに進むとみられますが、
健康や生活の維持・自立のため、共通の意識を持って介護予防、認知症予防に取り組んでいくことが必要です。そ
の実現に向けて、本計画の基本理念を以下のとおり定めます。

本計画期間において、幅広い施策・事業を展開していきます。なお、その中でも特に重視すべき施策として、以
下の３項目を挙げます。

11 高齢者の生活支援高齢者の生活支援
（１）地域包括ケアシステムの運用
（２）保健サービス

（３）福祉サービス

22 地域支援事業地域支援事業
（１）介護予防・日常生活支援総合事業
（２）包括的支援事業

（３）任意事業

33 社会参加と生きがいづくり社会参加と生きがいづくり
（１）高齢者の生涯学習・スポーツ活動
（２）高齢者の就業等の支援

（３）社会活動への参加

44 安心して生活できるまちづくり安心して生活できるまちづくり

（１）都市環境の整備
（２）住宅環境の整備

（３）防犯・交通安全対策
（４）防災対策

55 介護保険事業介護保険事業

（１）サービス量の推計方法
（２）介護保険サービスの事業量の設定

（３）介護保険料の設定
（４）介護保険制度の円滑な運営

市民への啓発重点施策２

地域包括ケアシステムの推進に向けて、地域住民に「介護予防」の必要性や効果、「地域づくり」のために住民に取り組
んでいただきたい活動・行動等の意識啓発を図ります。あわせて、地域包括支援センターが実施している「介護予防」や
「地域づくり」のための各種事業を紹介して地域住民へ積極的な参加を呼びかけ、さらには、自主的に活動に取り組むよう
促します。

また、市民への啓発に当たっては、「65歳ノート」の活用講座や令和元年度に全戸配付した「認知症よりそいガイド（認
知症ケアパス）」の活用を進めます。

さらに、若年性認知症の方が社会参加できるよう支援するとともに、認知症の方も共に暮らし続けられるよう地域で支
え合い、効果的な情報発信の手段を検討し、実施します。

成年後見制度利用促進事業重点施策3

賀茂地域は、高齢化率が40％を超え、ひとり暮らし高齢者が多い地域であり、今後も成年後見制度利用のニーズは増
すものと考えられます。弁護士・司法書士・社会福祉士といった専門職も限られていることから、市民後見人の養成や活動
を支える法人後見や中核機関の整備についても必要不可欠なものと考えられます。

今後は、認知症高齢者の権利や財産を守れるよう、事業の啓発に努めるとともに、必要な方が適正に利用できるよう利
用促進を図ります。また、制度の利用促進のため、下田市社会福祉協議会を中核機関と位置付け、制度の広報・周知・相談
のほか、後見開始後の継続的な支援を行います。また、賀茂地区で連携し、弁護士・司法書士・社会福祉士・社会福祉協議
会・行政の担当者をメンバーとして協議会を置き、「受任調整」、「市民後見人候補者の選定」、「市民後見人養成講座の企
画・検討」等を実施します。

地域包括ケアシステムの充実重点施策１

地域ケア会議は、個別ケースの支援内容の検討を通じて、
①地域の介護支援専門員による法の理念に基づいた高齢者の自立支援に資するケアマネジメントの支援
②高齢者の実態把握や課題解決のための地域包括支援ネットワークの構築
③個別ケースの課題分析等を行うことによる地域課題の把握

　を目的として開催するものです。
今後は、地域包括支援センターが中心となり、高齢者を支援する各関係機関との連携により、充実した会議の開催・運

営に努めます。また、地域課題として取り上げられている「高齢者の見守りや高齢者の社会参加の場としての、住民主体の
居場所づくりの推進」に向けて、居場所整備を推進します。

（１）地域ケア会議の運営・充実

医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けられるよ
う、地域の医療・介護の関係者及び関係機関が連携して、包括的かつ継続的な在宅医療と介護を一体的に提供するために
必要な体制を整備し、推進を図ります。

今後も、引き続き在宅医療・介護連携を推進するとともに、「65歳ノート」配付事業や人生会議等の啓発を行います。

（２）在宅医療・介護連携推進事業
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「地域包括ケアシステムの充実」に向けた施策の推進
団塊の世代全員が後期高齢者となる令和７年度に備えるとともに、団塊ジュニア世代全員が高齢者となる令和

22年度を視野に入れた「地域包括ケアシステムの充実」のための特徴的な施策・事業は以下のとおりです。

要支援１・２の認定者と基本チェックリストを受けて事業対象に該当した高齢者を対象に、その状況に応じた
支援を行う「介護予防・生活支援サービス」と、全ての高齢者やその家族を対象にした「一般介護予防事業」に分
けられます。

介護予防・日常生活支援総合事業

（１）介護予防・生活支援サービス

事　業　名 事　業　の　概　要

訪問型サービス

通所型サービス

介護予防ケア
マネジメント事業

　従来の介護予防訪問介護に相当するものと、それ以外の多様なサービスで
構成されます。今後３年間は、従来の介護予防訪問介護に相当するもののみ
の提供とします。

　通所型サービスは、従来の介護予防通所介護に相当するものと、それ以外
の多様なサービスで構成されます。今後３年間は、従来の介護予防通所介護
に相当するもののみの提供とします。

　訪問型サービス及び通所型サービスの利用者を対象に、要介護状態への進
行を予防するため、対象者の心身の状況や置かれている環境等に応じて必要
な援助を行うものです。

認知症高齢者の増加に対応できるよう、以下の事業を進めていきます。

認知症の早期発見・早期対応に向けた仕組みづくりの体制整備

事　業　名 事　業　の　概　要

「認知症よりそいガイド
（認知症ケアパス）」の

作成と普及

　「認知症よりそいガイド（認知症ケアパス）」は、認知症になっても、住み慣
れた地域での生活が続けられるよう、状況に応じた適切なサービス提供の流
れを示したもので、認知症の早期発見を支援するチェック表や病院受診や相
談の窓口などの案内も掲載しています。
　令和元年度初頭に全戸配付を行った「認知症よりそいガイド（認知症ケア
パス）」の普及啓発を進めるとともに、より使いやすいものになるよう改訂の
検討を行います。

認知症初期集中支援推進事業

　保健師や社会福祉士等の専門職と認知症サポート医で構成される「認知
症初期集中支援チーム」を配置し、家族等からの相談により、認知症状があ
る又は認知症の疑いのある方やその家族を訪問し、アセスメント、家族支援
等の初期の支援を包括的・集中的に行うことで、自立生活のサポートを行う
ものです。

認知症地域支援推進員設置事業・
ケア向上事業

　認知症地域支援推進員は、保健師や社会福祉士等の資格を有しており、医
療機関や介護事業所の職員、認知症状がある方と家族の会等の地域支援の
支援機関をつなぐ、コーディネーターの役割を担っています。

新型コロナウイルス感染症や大規模な自然災害等の緊急事態に備えて、あらかじめ庁内や関係機関、事業者等
との連携を強め、情報共有体制を構築します。また、共有する情報として、感染者や被害者の状況、発生場所や規
模、事業やサービス提供の実施・中止の判断など、必要な情報を定めて共有できる体制を確立します。

さらに、緊急事態時であっても、高齢者の健康維持、介護予防、介護保険サービスの提供は必要なことから、事
業継続に向けた衛生管理や場所の確保、体制のあり方等の検討を進めます。

緊急事態の事前対策の推進

高齢者が住み慣れた地域で生活を続けられるよう、以下のサービス提供を進めていきます。

高齢者の福祉・生活支援サービス

事　業　名 事　業　の　概　要

高齢者等給食サービス事業
　現在、市内２事業者の協力により、ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯等に
対して給食サービスを実施しています。（夕食のみ提供しています。）

緊急通報体制の整備
　ひとり暮らしの高齢者等が、不安のない日常生活を送るため、緊急事態に
機敏な対応のできる緊急通報装置を設置するものです。令和２年度から新シ
ステムの運用が始まっています。

ごみの特別在宅収集
　ひとり暮らしの高齢者等で、ごみステーションまでごみを出すことが困難と
認められた方を対象に、月２回、清掃センターによるごみの特別在宅収集を
行うものです。

介護用品（紙おむつ）支給
　市民税非課税世帯で要介護４相当以上の寝たきり高齢者、認知症高齢者を
在宅で介護している家族に、紙おむつの支給を行うものです。

（２）一般介護予防事業

事　業　名 事　業　の　概　要

介護予防把握事業

介護予防普及啓発事業

　地域住民、関係機関、ボランティア等、様々な機関から得た情報を活用し、
閉じこもり等何らかの支援を要する高齢者を把握し、介護予防活動へつなげ
るものです。

　全ての高齢者とその家族を対象に介護予防のパンフレットの配付や講座を
開催し、介護予防に必要な知識の普及啓発をし、積極的に取り組めるよう支
援をするものです。

地域リハビリテーション
活動支援事業

　本市の地域支援事業にリハビリテーションの視点を持つ専門職が介入し、
自立支援のための知識、技術を提供するものです。

地域介護予防活動支援事業 　地域における住民主体の介護予防活動の育成・支援を行うものです。

一般介護予防事業評価事業 　一般介護予防事業について、要介護認定状況や事業の進め方、効果等を測
定・評価するものです。
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高齢者等給食サービス事業
　現在、市内２事業者の協力により、ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯等に
対して給食サービスを実施しています。（夕食のみ提供しています。）

緊急通報体制の整備
　ひとり暮らしの高齢者等が、不安のない日常生活を送るため、緊急事態に
機敏な対応のできる緊急通報装置を設置するものです。令和２年度から新シ
ステムの運用が始まっています。

ごみの特別在宅収集
　ひとり暮らしの高齢者等で、ごみステーションまでごみを出すことが困難と
認められた方を対象に、月２回、清掃センターによるごみの特別在宅収集を
行うものです。

介護用品（紙おむつ）支給
　市民税非課税世帯で要介護４相当以上の寝たきり高齢者、認知症高齢者を
在宅で介護している家族に、紙おむつの支給を行うものです。

（２）一般介護予防事業

事　業　名 事　業　の　概　要

介護予防把握事業

介護予防普及啓発事業

　地域住民、関係機関、ボランティア等、様々な機関から得た情報を活用し、
閉じこもり等何らかの支援を要する高齢者を把握し、介護予防活動へつなげ
るものです。

　全ての高齢者とその家族を対象に介護予防のパンフレットの配付や講座を
開催し、介護予防に必要な知識の普及啓発をし、積極的に取り組めるよう支
援をするものです。

地域リハビリテーション
活動支援事業

　本市の地域支援事業にリハビリテーションの視点を持つ専門職が介入し、
自立支援のための知識、技術を提供するものです。

地域介護予防活動支援事業 　地域における住民主体の介護予防活動の育成・支援を行うものです。

一般介護予防事業評価事業 　一般介護予防事業について、要介護認定状況や事業の進め方、効果等を測
定・評価するものです。
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令和３年度～令和５年度の介護保険料
令和３年度から令和５年度までの３年間の介護保険料は、要介護認定者の増加や介護保険料を負担する

第１号被保険者数の減少、介護報酬の上昇などにより、保険料基準額を66,000円（年額）とします。
なお、所得に応じて基準額に対する割合を乗じ、それぞれの所得段階（第1段階～第９段階）の保険料額

を以下のとおり設定します。

所得段階 対象者 計算方法

基準額×0.50
33,000円

（月額2,750円）

49,500円
（月額4,125円）

49,500円
（月額4,125円）

59,400円
（月額4,950円）

79,200円
（月額6,600円）

85,800円
（月額7,150円）

99,000円
（月額8,250円）

112,200円
（月額9,350円）

基準額×0.75

基準額×0.75

基準額×0.90

基準額×1.20

基準額×1.30

基準額×1.50

基準額×1.70

介護保険料年額

第1段階

第2段階

第3段階

第4段階

・生活保護を受給している人
・世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金を受給している人
・世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と
合計所得金額の合計が80万円以下の人

・世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課
税で本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80
万円以下の人

・世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と
合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の人

・世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と
合計所得金額の合計が120万円を超える人

第6段階
・本人が市民税課税で、本人の前年の合計所得金額が120万円
未満の人

第7段階
・本人が市民税課税で、本人の前年の合計所得金額が120万円
以上210万円未満の人

第8段階
・本人が市民税課税で、本人の前年の合計所得金額が210万円
以上320万円未満の人

第9段階
・本人が市民税課税で、本人の前年の合計所得金額が320万円
以上の人

※介護保険料の年額は、100円未満を切り捨てた額で賦課します。
※第１段階から第３段階の方には、別途軽減措置があり、保険料の負担が軽減されます。

66,000円
（月額5,500円）

基準額×1.00第5段階

・世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課
税で本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80
万円を超える人

下田市
第９次高齢者保健福祉計画
・第８期介護保険事業計画

―概要版―

令和３年３月
下田市役所市民保健課
〒415-8501　下田市東本郷一丁目５番18号
0558-22-2077（直通）
https://www.city.shimoda.shizuoka.jp/
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概要版
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