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計 画 の 基 本 的 な 考 え 方

  １．策定の趣旨   

2025 年が近づく中で、その先を展望すると、いわゆる団塊ジュニア世代が 65歳以上となる 2040 年に
向けて、総人口および現役世代人口は減少する一方で、高齢者人口がピークを迎えるとともに、医療・介護
ニーズが高い 85歳以上人口が急速に増加することが見込まれています。
このような状況において、2025 年に向けた地域包括ケアシステムの構築・推進はもとより、2040 年を
見据えて、地域共生社会の実現をめざし、介護保険制度を適切に運営するとともに、介護予防・地域づくり
や認知症施策、介護基盤の整備、介護人材の確保、介護現場の革新等の取組を推進していくことが強く求め
られています。
そして、地域共生社会の実現を図るため、令和２年（2020 年）６月に、介護保険法や老人福祉法、社会
福祉法等の改正を一本化した「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」が成立し
ました。
こうした動向を踏まえ、本市では、第７期計画期間（平成 30年度（2018 年度）～令和２年度（2020 年度））
における取組を継承・発展させつつ、2025 年および 2040 年を見据え、地域共生社会の実現に向けた中核
的な基盤となる地域包括ケアシステムの推進を目的とする「西宮市高齢者福祉計画・西宮市介護保険事業計
画（令和３年度（2021 年度）～令和５年度（2023 年度））」を策定します。

  ２．計画の位置づけと期間   

１）計画の位置づけと関連計画との関係
●�本計画は、老人福祉法第 20条の８に定める老人福祉計画と、介護保険法第 117 条に定める介護保険事
業計画を一体的に策定するものです。
●�本計画で展開する施策・事業などについては、ライフステージや分野などに応じて関連諸計画との整合
を図りながら策定し、国や兵庫県の関連計画とも十分に整合を図ります。
●�本計画の基本目標７－３「権利擁護の取組の強化」については、「成年後見制度の利用の促進に関する
法律」に基づく「西宮市成年後見制度利用促進基本計画」として位置づけます。

２）計画の期間
本計画は、2025 年を見据えた「地域包括ケア計画」、さらには 2040 年を念頭に中長期的な視点で地域包
括ケアシステムを中核的な基盤とする地域共生社会の実現をめざす計画として、令和３年度（2021 年度）
～令和５年度（2023 年度）の３年間を計画期間とします。

1



  ３．計画とＳＤＧｓの関係   

本市では第５次西宮市総合計画の各施策分野に「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」の目指す 17のゴー
ルを関連づけることにより、ＳＤＧｓの達成に向けた取組を一体的に推進しています。
本計画においては、市民、地域、事業者、関係団体・機関、行政などがそれぞれの役割を認識し、相互に
連携・協働しながら、地域包括ケアシステムを中核的な基盤とする地域共生社会の実現をめざす取組を進め
ることにより、特に以下の４つの目標達成に寄与することが期待されています。

３　すべての人に健康と福祉を
10　人や国の不平等をなくそう
16　平和と公正をすべての人に
17　パートナーシップで目標を達成しよう

  ４．介護保険制度改正の概要   

国では、今回の介護保険制度改革がめざす方向を「地域共生社会の実現と 2040 年への備え」とし、以下
のような「改革の３つの柱」および「３つの柱を下支えする改革」を設定しました。
また、令和２年（2020 年）６月に可決成立した「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」については、地域共生社会の実現を図るため、市町村の包括的な支援体制の整備の支援、地域
の特性に応じた認知症施策や介護サービス提供体制の整備等の推進、医療・介護のデータ基盤の整備の推進、
介護人材確保及び業務効率化の取組の強化などをめざしたものとなっています。

地域共生社会の実現と2040年への備え

介護保険制度改革
（イメージ）

１. 介護予防・地域づくりの推進
～健康寿命の延伸～

／「共生」・［予防」を両輪とする
認知症施策の総合的推進

2. 地域包括ケアシステムの推進
～地域特性等に応じた介護基盤整備
・質の高いケアマネジメント～

3. 介護現場の革新
～人財確保・生産性の向上～

保険者機能の強化 データ利活用のためのICT基盤整備

制度の持続可能性の確保のための見直しを不断に実施

【介護保険制度改革の全体像】

資料：社会保障審議会介護保険部会「介護保険制度の見直しに関する意見」（令和元年 12月 27日）
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  ５．日常生活圏域と地域包括ケア連携圏域   

１）日常生活圏域
本市では、おおむね中学校区を単位と
して 15 の「日常生活圏域」を設定して
います。この 15 の圏域には、地域の高
齢者の心身の健康の維持、保健・福祉・
医療の向上、生活の安定のために必要な
援助や支援を包括的に行う「高齢者あん
しん窓口（地域包括支援センター）」を
設置し、身近なところで相談を受け付け
る体制をとっています。

２）地域包括ケア連携圏域
本市では、市全域と 15の日常生活圏域の中間に、
５つの「地域包括ケア連携圏域」を設定しています。
地域包括ケア連携圏域ごとに、地域における在宅医療と
介護の一体的なサービス提供に向けた支援等を行う在宅療養相
談支援センターや生活支援コーディネーターを設置し、地域包括
ケア連携圏域内の複数の日常生活圏域の生活支援体制の整備・強化等
を推進します。

2040 年への備え（第５次西宮市総合計画の将来推計人口より）
総人口は、2015 年（487,850 人）から３万４千人ほど減少し、2040 年には 453,695 人になると予測さ
れています。
また、2040 年に向けて、高齢者人口は増加し、特に、医療・介護ニーズが高まると言われている 85歳以
上の人口が大幅に増加する一方で、40歳代を中心とする現役世代の人口が大幅に減少することが予測されて
います。
今後、本市においても、このような状況を踏まえ、『2040 年への備え』として、高齢者の社会参加を促進し、
生きがいや介護予防・健康寿命の延伸につなげていく必要があります。
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  ６．計画の基本理念と基本目標   

基本理念

「すべての高齢者が、住み慣れた地域で、
自分らしく安心して暮らせるまち」

高齢者が地域社会を構築する重要な一員として尊重され、個々がもつ能力と経験を生かして、住み
慣れた地域で健康づくりや介護予防、地域活動などを主体的に取り組み、世代を超えて住民が共に支
え合うコミュニティづくりを進めます。
また、必要に応じて医療や介護、福祉、生活支援などの様々なサービスを受けながら、生涯にわた
り自分らしく安心した日常生活を送れるまちづくりに取り組みます。

西宮での地域包括ケアシステムの推進

健康寿命の延伸

住み慣れた

地域・居宅での

自立した生活の

維持・継続

生きがいと

尊厳の

維持・向上

基本目標１

介護予防の推進と生きがいづくり・

社会参加の促進【介護予防】
● ●　 ●

基本目標２　

日常生活を支援する体制の

整備・強化【生活支援】
● ● ●

基本目標３　

介護サービスの充実と

適正・円滑な運営【介護】
●

基本目標４　

在宅医療と介護の連携の強化

【医療】
●

基本目標５　

多様な住まい方を支援する

環境づくり【住まい】
●

基本目標６

認知症支援体制の充実・強化

【認知症支援】
● ●

基本目標７

高齢者の地域生活を支える

体制の充実・強化
● ● ●
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【第８期計画の施策体系】

基本目標 施策の展開内容

１．介護予防の推進と生きがいづくり・
　　社会参加の促進【介護予防】

１．介護予防と健康づくりの充実
２．生きがいづくりと社会参加の促進

２．日常生活を支援する体制の
　　整備・強化【生活支援】

１．日常生活を支援するサービスの充実
２．地域での支え合い、助け合いによる支援活動等の推進
３．介護者支援の充実

３．介護サービスの充実と
　　適正・円滑な運営【介護】

１．介護サービスの充実
２．ケアマネジメント力の向上
３．介護保険制度の円滑な運営と適正な事業運営の確保
４．サービスの質の向上と利用者支援
５．介護人材の確保・育成と介護現場の革新

４．在宅医療と介護の連携の強化
　　【医療】

１．医療と介護に関わる多職種の連携強化と市民理解の促進
２．在宅医療と介護を一体的に提供できる体制の整備・強化

５．多様な住まい方を支援する
　　環境づくり【住まい】

１．多様な住まい方への支援
２．安全・安心な住生活環境づくり

６．認知症支援体制の充実・強化
　　【認知症支援】

１．認知症に関する理解の促進・啓発の充実
２．認知症を早期発見、早期対応できる仕組みづくり
３．認知症の人や介護者を支える体制の充実

７．高齢者の地域生活を支える体制
　　の充実・強化

１．高齢者あんしん窓口の機能強化と地域で安心して
　　暮らすことができる相談支援体制の充実
２．地域住民主体の支援活動を踏まえた地域づくりの推進
３．権利擁護の取組の強化
４．災害・感染症対策に関する体制の整備

住み慣れた地域で
生活をするために・・・

住 ま い
・病院
・かかりつけ医
・歯科医療、薬局

病気になったら･･･

医 療
介護が必要になったら･･･

介 護

・在宅系サービス
・施設、居住系サービス

在宅療養を支える医療介護連携
・メディカルケアネット西宮
・在宅療養相談支援センター

・多様な活動主体（地区社協、自治会、老人クラブ、民生委員・児童委員、
ボランティア、NPO、社会福祉法人、企業・事業所 等）

・生活支援コーディネーター

地域で安心して生活をするために・・･

生活支援・介護予防
（社会参加・生きがいづくり）

身近な相談先･･･

相談・支援

・高齢者あんしん窓口
（地域包括支援センター）

・ケアマネジャー

・自宅
・サービス付き
高齢者向け住宅等

自分らしく暮らすために・・・　西宮での地域包括ケアシステムの姿
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施 策 の 展 開

７つの基本目標を踏まえて関連する施策・事業を展開します。また、基本目標の確実な達成に向けて、各
基本目標をリードする施策・事業を「重点的な施策・事業」として位置づけます。

基本目標１　介護予防の推進と生きがいづくり・社会参加の促進

実現したい姿 　高齢者一人ひとりが、心身の状態や活動性を維持・向上させ、
生きがいを持って社会参加ができている。

  １．介護予防と健康づくりの充実   

高齢者になってもいつまでも地域で元気にすごせるよう、「西宮いきいき体操」の取組を展開していくと
ともに、保健事業と一体的に実施していくことで効果的な介護予防を推進していきます。
また、介護予防の基礎となる健康づくりとして地域資源を活用しながら、フレイル対策と生活習慣病予防
に地域全体で取り組みます。

取 組

１）介護予防の普及啓発【重点的な施策・事業】　
２）「西宮いきいき体操」実施グループの活動支援【重点的な施策・事業】
３）介護予防サポーターの養成と活動支援【重点的な施策・事業】
４）介護予防事業の評価
５）フレイル対策と生活習慣病予防の推進

  ２．生きがいづくりと社会参加の促進   
多様な生きがいづくりのための支援をはじめ、生涯学習や芸術・文化・スポーツ活動・就労的活動などを
通じた社会参加のための場・機会づくり、情報提供などの環境づくりを積極的に展開します。

取 組

１）生涯学習と芸術・文化活動の推進　
２）スポーツ・レクリエーション活動の推進
３）老人クラブ活動への支援
４）ボランティア活動への参加促進
５）高齢者の多様な就労に向けた環境づくり
６）高齢者が集まる「場」「機会」の確保・拡充
７）常設の地域交流拠点の設置【重点的な施策・事業】

基本目標２　日常生活を支援する体制の整備・強化

実現したい姿 　日常生活で支援が必要な高齢者やその家族が、地域での支え合いや見守りによって社会的に孤立
することなく、安心して暮らせている。
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  １．日常生活を支援するサービス等の充実   
日常生活において支援が必要な高齢者が、住み慣れた地域で、自分らしく在宅生活を継続していけるよう、
様々なアプローチで日常生活を支援するサービス・制度の充実を図ります。

取 組
１）地域あんしんネットワークの充実　　　２）地域における重層的な見守り体制の充実
３）安心できる暮らしのための支援　　　　４）外出を支援するサービスの提供
５）介護者支援サービスの提供　　　　　　６）高齢者に対する各種給付及び貸与サービスの提供

  ２．地域での支え合い、助け合いによる支援活動等の推進   
高齢者をはじめすべての人が自分らしく、住み慣れた地域で暮らしていけるよう、「支える側」と「支え
られる側」という従来の関係を超えた包摂的な考えのもと、一人ひとりの高齢者に必要な支援および場所の
拡充をめざします。

取 組

１）小地域福祉活動の推進　　　　　　　　２）民生委員・児童委員活動の推進及び支援
３）ボランティア活動への支援　　　　　　４）地域のつどい場づくりへの支援《再掲》
５）「西宮いきいき体操」実施グループの活動支援《再掲》
６）常設の地域交流拠点の設置【重点的な施策・事業】《再掲》

  ３．介護者支援の充実   
家族等の介護者は様々な不安・課題を抱えていることから、介護に関する相談支援体制の拡充を図るとと
もに、介護者が地域のなかで孤立することがなく、また、介護をしながら働き続けることができるよう、介
護者の身体的・精神的な負担を軽減するための支援に取り組みます。

取 組 １）介護者への相談・支援体制の充実　　　２）介護者による活動等への支援
３）介護者支援サービスの提供《再掲》

基本目標３　介護サービスの充実と適正・円滑な運営

実現したい姿

〇　 高齢者一人ひとりの状況・状態に応じて、要介護状態になっても、必要な介護サービスを利用
しながら自立した生活を送ることができている。

〇　介護給付の適正化が図られている。
〇　介護現場において業務改善が進み、多様な人材により介護サービスが充足している。

  １．介護サービスの充実   
高齢者自身やその介護者の状況に応じて介護サービスを提供できるよう、また、介護者の介護による離職
の防止に向けて、介護サービスの提供基盤を整備します。

取 組
１）在宅サービスの充実　　　　　　　　　２）在宅療養を支える情報共有ツールの普及・検討
３）地域密着型サービスの充実　　　　　　４）施設サービスの充実
５）療養病床の円滑な転換

  ２．ケアマネジメント力の向上   
高齢者が住み慣れた地域において自分らしい在宅生活を継続していくため、介護サービスを提供するだけ
ではなく、高齢者自身はもとより、その介護者の状況を十分に踏まえ、抱える課題の背景にある要因を探り、
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個人と環境に働きかけていくことが必須となります。
そのために、専門職のアセスメント力の向上に取り組みむとともに地域資源の活用やリハビリテーション
専門職等との多職種連携も意識した、自立支援型ケアマネジメントの充実を図ります。

取 組

１）自立支援型ケアマネジメントの充実【重点的な施策・事業】
２）アセスメント力の向上
３）介護支援専門員（ケアマネジャー）の職能団体との連携
４）リハビリテーション専門職等との連携

  ３．介護保険制度の円滑な運営と利用者支援の推進   
介護保険制度に関する相談体制の充実や積極的な情報提供、要支援・要介護認定の円滑な実施を通じて、
介護保険制度の円滑な運営を図ります。また、事業者に対する指導・監査や介護保険事業の適正化に取り組
み、適正な事業運営の確保に努めます。

取 組

１）介護保険制度に関する相談体制の充実
２）介護保険制度の広報の充実
３）要支援・要介護認定の円滑な実施
４）介護サービス事業者等の指定
５）介護サービス事業者等に対する指導監査の実施
６）介護保険事業の適正化の推進【重点的な施策・事業】

  ４．サービスの質の向上と利用者支援   
安心して介護サービスを利用できるよう、介護サービス事業者や専門職への支援とともに、介護相談員の
派遣やサービス等の評価に関する取組を進め、介護サービスの質の向上を促進します。
また、介護サービスの利用に向けた情報提供や利用にあたっての費用負担軽減に取り組み、サービス利用
を支援します。

取 組

１）介護サービス事業者への支援
２）地域密着型サービス運営推進会議等への支援
３）介護相談員派遣事業の推進
４）介護サービス等の評価　
５）サービス利用のための情報提供
６）利用者負担軽減の実施

  ５．介護人材の確保・育成と介護現場の革新   
現状の介護人材不足に加え、2040 年を展望すると、2025 年以降は現役世代（担い手）の減少が顕著となり、
地域の高齢者介護を支える人的基盤の確保が大きな課題となっています。
そのようななか、専門職を含めた多様な人材を確保していくため、新たな担い手の養成や関係機関と連携
した取組を展開します。併せて、介護現場の業務の効率化などを促進します。

取 組 １）多様な介護人材の確保・育成・資質の向上
２）労働環境・処遇の改善・業務の効率化
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基本目標４　在宅医療と介護の連携の強化

実現したい姿 　高齢者一人ひとりの状況・状態に応じて必要な医療と介護のサービスが切れ目なく提供され、住
み慣れた地域で安心した生活ができている。

  １．医療と介護にかかわる多職種連携の強化と市民理解の促進   
在宅医療と介護の連携については、医療職と介護職をはじめとする多職種連携によるチームケアが必須と
なることから、多職種の顔の見える関係づくりを継続的に進め、地域の状況等に応じて、切れ目のない在宅
医療・介護が提供できる体制の強化につなげます。
また、在宅医療・介護や看取り、人生の最期まで、アドバンス・ケア・プランニングの重要性などに関す
る市民の理解醸成に取り組みます。

取 組 １）メディカルケアネット西宮による多職種連携の強化【重点的な施策・事業】
２）在宅医療・介護や看取りなどに関する市民理解の促進

  ２．在宅医療と介護を一体的に提供できる体制の整備・強化   
地域における在宅医療と介護の一体的なサービス提供に向けて、在宅療養相談支援センターを中心に、地
域における医療や介護の資源等の把握・活用に取り組むなど、医療・介護職を対象とした総合的な相談支援
機能の充実を図ります。

取 組

１）在宅医療と介護の一体的なサービス提供に向けた相談支援体制の充実
【重点的な施策・事業】
２）在宅療養を支える情報共有ツールの普及・検討《再掲》
３）在宅医療・介護や看取りなどに関する市民理解の促進《再掲》

基本目標５　多様な住まい方を支援する環境づくり

実現したい姿 　高齢者にとって安全・安心な住まい・住まい方、生活環境が確保・整備されている。

  １．多様な住まい方への支援   
高齢者やその家族の状況やニーズに対応し、住まい方の選択肢を制限することがないよう、多様な住まい・
住まい方の確保・支援に努めます。

取 組

１）特別養護老人ホーム等の整備【重点的な施策・事業】
２）都市型ケアハウス等の利用支援
３）バリアフリー住宅等への改造支援
４）高齢者等、住宅の確保にお困りの方（住宅確保要配慮者）への支援
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  ２．安全・安心な住生活環境づくり   
安全・安心な住まいの確保に向けて、住環境の改善・整備とともに、高齢者の住まいとしての施設系・居
住系サービスへの指導・監督の強化を図ります。また、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らしていける
よう、公共施設や公共交通のバリアフリー化などに取り組みます。

取 組

１）市営住宅の住環境の改善　　　　　　　　　　２）バリアフリー住宅の整備
３）施設系・居住系サービスの指導・監督の強化
４）高齢者住宅等安心確保事業（ＬＳＡ）の実施
５）公共施設等のバリアフリー化の推進　　　　　６）公共交通のバリアフリー化の推進

基本目標６　認知症支援体制の充実・強化

実現したい姿 　認知症への社会の理解が深まり、認知症の人やその家族が
地域で自分らしく暮らし続けることができている。

  １．認知症に関する理解の促進・啓発の充実   
認知症の方を支援していくには、認知症に関する正しい理解が重要であることから、様々な機会や媒体を
活用し、認知症の予防に関する取組をはじめ、認知症に関する市民の理解を深めるための啓発・情報提供を
積極的に進めるとともに、認知症サポーターの養成や活動への支援に取り組みます。

取 組 １）認知症に関する理解の促進・啓発の充実【重点的な施策・事業】
２）認知症サポーターの養成と活動への支援【重点的な施策・事業】

  ２．認知症を早期発見・早期対応できる仕組みづくり   
認知症チェックシートの活用や通いの場などの取組を通じて、認知症の早期発見・早期対応を促進すると
ともに、認知症初期集中支援チームによる初期の対応体制の構築・強化を図り、早期発見・早期対応により
適切に医療・介護等へつなげる取組を展開します。

取 組 １）認知症の早期発見への取組
２）認知症初期集中支援チームによる支援体制の充実【重点的な施策・事業】

  ３．認知症の人や介護者を支える体制の充実   
認知症になっても本人の意思が尊重され、安心して住み慣れた地域での生活を継続できるよう、認知症の
人及び介護者への情報提供、相談支援機能の充実、認知症バリアフリー（見守り体制の構築・強化など）に
取り組みます。

取 組
１）認知症や認知症支援策等に関する情報の提供
２）認知症の本人及び介護者への相談支援の実施
３）地域における認知症支援体制の構築・強化【重点的な施策・事業】
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基本目標７　高齢者の地域生活を支える体制の充実・強化

実現したい姿
〇　高齢者やその家族が、日常生活において抱える課題などに対応できる相談支援体制が整備され

ている。
〇　多様な主体による支え合い・助け合いの仕組みが構築・運用されている。

  １．高齢者あんしん窓口の機能強化と地域で安心して暮らすことができる相談支援体制の充実   
高齢者の地域生活を支える地域包括ケアシステムの深化・推進の中核を担う高齢者あんしん窓口について、
その役割・機能等の周知啓発を行うとともに、相談支援機能の強化に取り組みます。
また、地域における相談支援体制の強化に向けて、民生委員・児童委員による身近な相談・対応の充実を
図るとともに、関係団体等の連携を強化し、高齢者あんしん窓口を中心とした地域における相談支援のネッ
トワークづくりを進めます。

取 組

１）高齢者あんしん窓口の周知啓発
２）高齢者あんしん窓口の機能強化【重点的な施策・事業】
３）民生委員・児童委員による身近な相談対応
４）福祉連携担当者による連携強化と総合相談支援体制の構築

  ２．地域住民主体の支援活動を踏まえた地域づくりの推進   
民生委員・児童委員活動やボランティア活動、社会福祉協議会などによる小地域福祉活動などを踏まえつ
つ、生活支援コーディネーターや地区ネットワーク会議などの取組を通じて、支え合い・助け合いができる
地域づくりを進めます。

取 組

１）生活支援コーディネーターによる人材の発掘・育成、資源開発、
　　ネットワークづくり【重点的な施策・事業】
２）地区ネットワーク会議（地域ケア連携会議）を通じた地域づくり
３）地域ケア推進会議（地域福祉計画策定委員会）の開催

  ３．権利擁護の取組の強化   
すべての高齢者とその家族が尊厳を保ち、高齢者の人権や様々な権利が阻害されることなく本人の表明す
る意思が尊重されながら地域で主体的に生活ができるよう、市関係課や各関係機関等が連携して本人を中心
とした「支援の輪」を形成し、本人の意思決定を支援します。
また、地域で制度の狭間や複合課題などの権利擁護支援ニーズを抱えた高齢者やその家族を早期に発見で
きる体制づくりとともに、高齢者虐待防止や成年後見制度利用などの権利擁護に関する具体的な相談支援体
制の充実・研修の実施、権利擁護に関する周知啓発活動に取り組みます。

取 組

１）身近な相談窓口の充実と積極的な周知　
２）高齢者・障害者権利擁護支援センターの機能の充実【重点的な施策・事業】
３）権利擁護支援者人材バンクへの登録促進と活動体制の整備
４）福祉サービス利用援助事業（日常生活自立支援事業）の周知と推進
５）成年後見制度の周知と利用促進
６）高齢者虐待に関する市民理解の促進
７）虐待防止に向けた相談支援体制の充実と連携強化
８）「第２次西宮市人権教育・啓発に関する基本計画」に基づく人権教育・人権啓発の推進
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  ４．災害・感染症対策に関する体制の整備   
高齢者虐待に関する市民の理解を深めるための啓発・情報提供を積極的に進めます。また、高齢者虐待に
関する相談支援体制の充実を図るとともに、関係機関との連携強化を通じて虐待防止に向けた基盤強化を進
めます。

取 組 １）災害時対策の推進　　　　　　　　　　　　２）感染症対策の推進

横断的な取組の展開 

  １．ひとり暮らしになっても安心して暮らせるまちの実現   
本市において、ひとり暮らし高齢者は増加傾向にあり、今後も 2040 年にかけて増加していくことが予測
されています。一方でひとり暮らし高齢者については、他の高齢者と比較して、日常的な気づきにつながり
にくく、地域での暮らしへの安心度も低い傾向にあり、比較的元気な方や軽度者などでも、生活全般に対す
る様々な支援が必要と考えられます。
ひとり暮らし高齢者等の生活全般に対する支援としては、見守り・安否確認をはじめ、日常生活への支援、
介護予防、社会的孤立の防止、権利擁護の取組、介護サービスなどがありますが、ひとり暮らし高齢者の状
態や置かれている状況、ニーズなどの分析を進め、新たな施策・事業の検討・実施に取り組むことで、ひと
り暮らしでも安心して地域で暮らしていけるまちをめざします。

  ２．ポストコロナの新しい生活様式などに対応した取組の展開   
新型コロナウイルス感染症は今後も中長期的に影響を及ぼしていくと言われており、新しい生活様式への
対応や、適切な感染症対策などが求められています。
本市においても、新型コロナウイルス感染症対策のための外出自粛などにより、高齢者の社会的孤立やフ
レイルの進行などが懸念されています。また、高齢者支援に関する活動・サービス提供や、関係者間の情報
共有などにむけた会議の開催などが困難になるというケースも多くなっています。
そのような中、本市では、ＩＣＴを活用したオンラインによる各種研修・会議の開催や、西宮いきいき体
操の動画配信、新しい生活様式の普及・啓発をはじめ、様々な感染症対策に取り組んでいます。
今後も、高齢者の社会的孤立やフレイルの進行、地域活動やサービス提供などによる高齢者支援での感染
症対策など、新型コロナウイルス感染症による高齢者福祉・介護分野での影響、課題など現状把握・分析な
どを進め、既存の施策・事業等を踏まえつつ新しい生活様式に対応した取組を展開していきます。
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介 護 サ ー ビ ス 量 等 の 推 計

  １．被保険者数の推計   
本市の将来人口推計は、第５次西宮市総合計画において示されていますが、被保険者数を推計するにあたっ
ては、住民基本台帳人口との差を考慮する必要があることから、国立社会保障・人口問題研究所の地域別将
来推計人口を補正した推計値（第８期計画の検討にあたり、国から示されたもの）をもとに、令和３年度（2021
年度）から令和５年度（2023 年度）の被保険者数を推計しています。

単位：人

実績値 推計値

令和２年度
（2020 年度）

令和３年度
（2021 年度）

令和４年度
（2022 年度）

令和５年度
（2023 年度）

第１号被保険者（65 歳以上） 117,115  119,266 120,590 121,920 

65 ～ 74 歳 57,197 55,314 53,824 52,339 

75 歳以上 59,918 63,952 66,766 69,581 

※令和２年度は９月月報値です。

  ２．要介護認定者数の推計   
要介護認定者数の推計に当たっては、被保険者数や介護度別認定者数の動向等をもとに、令和３年度（2021
年度）～令和５年度（2023 年度）の要介護認定者数を推計しています。

単位：人

実績値 推計値

令和２年度
（2020 年度）

令和３年度
（2021 年度）

令和４年度
（2022 年度）

令和５年度
（2023 年度）

要支援１ 4,732 5,025 5,197 5,352

要支援２ 3,595 3,850 3,990 4,111

要支援者　小計 8,327 8,875 9,187 9,463

要介護１ 4,345 4,588 4,755 4,907

要介護２ 2,729 2,953 3,065 3,161

要介護３ 2,975 3,230 3,355 3,471

要介護４ 1,901 2,078 2,162 2,232

要介護５ 1,767 1,957 2,034 2,093

要介護者　小計 13,717 14,806 15,371 15,864

認定者数合計 22,044 23,681 24,558 25,327

第１号被保険者（65 歳以上） 117,115 119,266 120,590 121,920

要介護認定率 18.8% 19.9% 20.4% 20.8%

※認定者数には、第２号被保険者の認定者数を含み、令和２年度は９月月報値です。
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  ３．地域支援事業の概要   
地域支援事業は、被保険者が要介護（要支援）状態になることを予防するとともに、要介護（要支援）状
態となった場合でも、可能な限り、地域で自立した日常生活を営むことができるよう支援するための事業で
す。

区　分 主　な　事　業　名

介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援

総
合
事
業

介護予防・生活支援サービス事業
○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

一般介護予防事業

○西宮いきいき体操
○シニアサポート事業
○共生型地域交流拠点運営等補助事業
○介護予防健康講座事業
○リハビリテーション専門職による
　ケアマネジメント支援事業

包
括
的
支
援
事
業

地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
の
運
営

総合相談支援業務
○地域包括支援センター運営事業
○生活情報等講座事業

権利擁護業務
○地域包括支援センター運営事業
○高齢者虐待防止ネットワーク事業

包括的・継続的
ケアマネジメント支援業務 ○地域包括支援センター運営事業

社
会
保
障
充
実
分

在宅医療・介護連携推進事業 ○在宅医療・介護連携推進事業

生活支援体制整備事業 ○生活支援体制整備事業

認知症総合支援事業
○認知症地域ケア推進事業

○認知症初期集中支援事業

地域ケア会議推進事業 ○地域ケア会議推進事業

任
意
事
業

介護給付等費用適正化事業 ○介護給付等費用適正化事業

家族介護支援事業

○介護用品支給事業
○家族介護慰労金支給事業
○徘徊高齢者家族支援サービス事業
○認知症ＳＯＳメール配信事業

その他の事業

○成年後見制度利用支援事業　　
○住宅改修サービス支援事業
○認知症地域ケア推進事業
○介護相談員派遣事業
○高齢者住宅等安心確保事業
○地域自立生活支援事業
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  4．介護保険料算定にかかる事業費の推計   
介護給付費及び予防給付費と特定入所者介護サービス費、高額介護サービス費、審査支払手数料等を合わ
せた標準給付費に、地域支援事業費を合わせ、介護保険料算定にかかる事業費を試算すると次のようになり
ます。

【標準給付費推計】� 単位：千円

区分 令和３年度
（2021 年度）

令和４年度
（2022 年度）

令和５年度
（2023 年度）

令和７年度
（2025 年度）

介護給付費 30,217,451 31,850,516 33,111,688 35,867,332

予防給付費 1,591,056 1,679,654 1,788,703 1,939,946

特定入所者介護サービス費※ 673,084 621,980 641,456 684,560

高額介護サービス費※ 830,091 847,538 874,077 932,816

高額医療合算介護サービス費 59,272 61,467 63,392 67,652

審査支払手数料 32,041 33,227 34,267 36,570

標準給付費 33,402,995 35,094,382 36,513,583 39,528,876

介護予防・日常生活支援総合事業費 1,661,135 1,707,523 1,756,326 1,891,625

包括的支援事業・任意事業費 718,556 767,167 768,425 770,955 

地域支援事業費 2,379,691 2,474,690 2,524,751 2,662,580

合　計 35,603,892 37,147,163 38,609,330 41,738,730

※財政影響額調整後の費用。
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  5．第１号被保険者の保険料   
第８期計画期間の保険料段階については、現行（第７期）の保険料段階を踏襲し、保険料は次のようにな
ります。

【第８期介護保険料段階区分別の保険料一覧】

段階
（保険料率） 対象者 保険料

第１段階
（基準額× 0.5）

・生活保護受給者

・世帯全員が市民税非課税の老齢福祉年金受給者

・世帯全員が市民税非課税で本人の合計所得金額と

　課税年金収入金額の合計が 80 万円以下

33,600 円
（月額 2,800 円）

軽減後（基準額× 0.3）
20,200 円

（月額 1,683 円）

第２段階
（基準額× 0.625）

世帯全員が市民税非課税で本人の合計所得金額と

課税年金収入金額の合計が 80 万円超 120 万円以下

42,000 円
（月額 3,500 円）

軽減後（基準額× 0.5）
33,600 円

（月額 2,800 円）

第３段階
（基準額× 0.75）

世帯全員が市民税非課税で本人の合計所得金額と

課税年金収入金額の合計が 120 万円超

50,400 円
（月額 4,200 円）

軽減後（基準額× 0.7）
47,100 円

（月額 3,925 円）

第４段階
（基準額× 0.875）

本人が市民税非課税で世帯員に課税者がおり、合計所得金額と

課税年金収入金額の合計が 80 万円以下
58,800 円

（月額 4,900 円）

第５段階
（基準額× 1.0）

本人が市民税非課税で世帯員に課税者がおり、合計所得金額と

課税年金収入金額の合計が 80 万円超
67,200 円

（月額 5,600 円）

第６段階
（基準額× 1.125） 本人が市民税課税で合計所得金額が 120 万円未満 75,600 円

（月額 6,300 円）

第７段階
（基準額× 1.2） 本人が市民税課税で合計所得金額が 120 万円以上 210 万円未満 80,600 円

（月額 6,717 円）

第８段階
（基準額× 1.45） 本人が市民税課税で合計所得金額が 210 万円以上 320 万円未満 97,400 円

（月額 8,117 円）

第９段階
（基準額× 1.55） 本人が市民税課税で合計所得金額が 320 万円以上 400 万円未満 104,200 円

（月額 8,683 円）

第 10 段階
（基準額× 1.7） 本人が市民税課税で合計所得金額が 400 万円以上 600 万円未満 114,200 円

（月額 9,517 円）

第 11 段階
（基準額× 1.85） 本人が市民税課税で合計所得金額が 600 万円以上 800 万円未満 124,300 円

（月額 10,358 円）

第 12 段階
（基準額× 2.0） 本人が市民税課税で合計所得金額が 800 万円以上 1,000 万円未満 134,400 円

（月額 11,200 円）

第 13 段階
（基準額× 2.15） 本人が市民税課税で合計所得金額が 1,000 万円以上 1,500 万円未満 144,500 円

（月額 12,042 円）

第 14 段階
（基準額× 2.3） 本人が市民税課税で合計所得金額が 1,500 万円以上 154,600 円

（月額 12,883 円）

注）保険料の月額は、年額を 12か月で割った値（円未満は四捨五入）であり、目安の値です。

16



  ６．低所得者への対策   
１）低所得高齢者の介護保険料軽減強化事業
今後も保険料の上昇が見込まれる中、制度を持続可能なものにするためには、低所得者も保険料を負担す
ることを可能にする必要があります。このため、消費税率が 10％に引き上げられたことに伴い、消費税に
よる公費を投入して低所得者の保険料軽減を行う仕組みが設けられており、本市でも軽減を行っています。

軽減前 軽減後

第１段階 保険料率 0.50 ⇒ 0.30

第２段階 保険料率 0.625 ⇒ 0.50

第３段階 保険料率 0.75 ⇒ 0.70

２）保険料の市独自減免の実施
本市においては、収入要件や資産状況に着目することで、課税層であっても生活困窮減免の要件に該当す
る方を対象に、減免を行っています。

【保険料減免の割合】

減免対象者

第８期計画期間

保険料
段階

減免前
( 基準額× )

公費に
よる軽減後
( 基準額× )

減免後
( 基準額× )

老齢福祉年金受給者 第１段階 0.50 0.30 0.25

外国人等高齢者特別給付金受給者

第１段階 0.50 0.30 0.25

第２段階 0.625 0.50 0.25

第３段階 0.75 0.70 0.25

市民税世帯非課
税で、市民税課
税 者 の 扶 養 と
なっていないな
どの条件に該当
する生活困窮者

ア） 世帯の年間収入の合計が 80 万円以
下 ( 世帯員が１人増えるごとに 25
万円加算 )

第１段階 0.50 0.30 0.25

第２段階 0.625 0.50 0.25

第３段階 0.75 0.70 0.25

イ） 世帯の年間収入の合計が 150 万円
以下 ( 世帯員が１人増えるごとに
50 万円加算 )

第３段階 0.75 0.70 0.50

市民税世帯課税
及び市民税
本人課税の
生活困窮者

③のア）と同様

第４段階 0.875 ― 0.25

第５段階 1.00 ― 0.25

第６段階 1.125 ― 0.25

第７段階 1.20 ― 0.25

③のイ）と同様

第４段階 0.875 ― 0.50

第５段階 1.00 ― 0.50

第６段階 1.125 ― 0.50

第７段階 1.20 ― 0.50

※令和２年度（2020 年度）は新型コロナウイルスの影響により収入減となった方を対象とした減免を実施
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