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「すべての市民が人として尊重され、一人ひとりがいきいきと輝き、安心して暮らすこと

のできるまちづくり」の実現に向けて 

 

わが国における高齢化の進展は著しく、今後、団塊の世代が 75 歳以上

になられる令和 7（2025）年、団塊ジュニア世代が 65 歳以上になられ

る令和 22（2040）年に向けて、さらに高齢化が進むと予想されており、

長期にわたって医療や介護サービスの需要の増大が見込まれています。 

本市におきましても、高齢化率が 22％を超える中、すべての高齢者が

あらゆる世代の市民とともに安心していきいきと暮らせるよう、地域包括ケアシステムの実現、ひ

いては地域共生社会の実現に向けた取組を進めていくため、「草津あんしんいきいきプラン第８期

計画」を策定しました。本計画では、「地域包括ケアシステムの深化・推進」、「介護予防・健康づ

くり・生きがいづくりの充実・推進」、「高齢者の住まい・生活環境の充実」、「サービスの質の向上

と介護人材の育成」、「認知症施策の推進」の５つを基本目標に掲げており、今後の高齢化の進展は

もとより、新型コロナウイルス感染症等の流行や、自然災害などへの対応も踏まえつつ、高齢者に

関する各施策の総合的な推進に取り組んでまいります。 

また、基本理念に掲げております「すべての市民が人として尊重され、一人ひとりがいきいきと

輝き、安心して暮らすことのできるまちづくり」の実現には、市行政の取組だけでなく、市民の皆

様をはじめ、関係団体など多くの方々による主体的な取組や、相互の連携が不可欠となりますので、

より一層の御理解、御支援を賜りますようお願い申し上げます。 

結びに、本計画の策定に当たり、御協力いただきました市民の皆様ならびに関係各位に心から感

謝申し上げますとともに、貴重な御意見、御提言をいただきました「草津市あんしんいきいきプラ

ン委員会」の皆様に厚くお礼を申し上げます。 

令和３年３月 

 

草津市長 橋川 渉 
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第１章 計画の策定にあたって 

１ 計画策定の趣旨 

我が国では、総人口が減少する一方で、高齢者人口は増加の一途をたどっており、総務省の推

計（令和 2（2020）年 9 月 15 日現在推計）によると、高齢者人口は 3,617 万人で、前年（3,587

万人）に比べ30万人増加し、過去最多となりました。また、高齢化率は28.7％で、前年（28.4％）

に比べ 0.3 ポイント上昇し、過去最高となりました。我が国の高齢化率は世界で最も高く、第２

位のイタリア（23.3％）と比べて 5％以上高くなっています。 

国立社会保障・人口問題研究所の推計（平成 29（2017）年推計）によると、高齢化率は今

後も上昇を続け、いわゆる「団塊の世代」（昭和 22（1947）年～昭和 24（1949）年生まれ）

が 75 歳以上の後期高齢者となる令和 7（2025）年には 30.0％となり、第 2 次ベビーブーム

期（昭和 46（1971）年～昭和 49（1974）年）に生まれた世代が 65 歳以上となる令和 22

（2040）年には、35.3％になると見込まれています。要介護率が高くなる後期高齢者の割合

は、令和元（2019）年現在の 14.7％から、令和 22（2040）年には 20.2％になると推計さ

れています。さらにその後も高齢者人口は増加を続け、令和 24（2042）年に 3,935 万人で

ピークを迎え、その後減少に転じると推計されています。 

高齢化の進展を背景に、社会保障給付費は増加を続けており、平成 29（2017）年度では 120

兆 2,443 億円となり過去最高の水準で、国民所得に占める割合が約 3 割となっています。また、

社会保障給付費のうち高齢者関係給付費は約３分の２を占めています。 

こうした状況のもと、国では、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て

自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まいおよび自立した日常

生活の支援が包括的に確保される体制（地域包括ケアシステム）を構築し、団塊の世代が 75 歳

以上の後期高齢者となる令和 7（2025）年を目途に、地域包括ケアシステムを構築することを

示してきました。さらに、介護保険制度改革については、「地域共生社会の実現と 2040 年への

備え」を念頭において、地域包括ケアシステムの推進に加えて、介護予防・地域づくりの推進、

「共生」・「予防」を両輪とする認知症施策の総合的推進、介護現場の革新などに向けて、制度の

持続可能性確保のための見直しを不断に実施するとしています。 

本市においては、現在、全国や滋賀県の平均と比べると高齢化率は低くなっていますが、高齢

者人口は一層の増加を続け、平成 21（2009）年度には 17％だった高齢化率は、令和 2（2020）

年度には 22％を超えました。今後、特に 75 歳以上の後期高齢者が増加するとともに、ひとり

暮らし高齢者世帯や高齢夫婦のみ世帯の増加も予想され、支援を要する高齢者が増加することが

見込まれます。 

こうした中、第７期計画で掲げた「本市がめざす地域包括ケアシステム」の一層の深化・推進

により、すべての高齢者があらゆる世代の市民とともに安心していきいきと暮らせる社会を目指

し、「草津あんしんいきいきプラン第 8 期計画」を策定します。 
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２ 計画の性格 

本計画は、草津市の高齢者福祉計画および介護保険事業計画として一体的に策定するものであ

り、両計画は高齢者が安心していきいきと暮らすための各施策を総合的に推進するため策定する

ものです。なお、「高齢者福祉計画」は、高齢者福祉および高齢者の権利擁護、自立生活の支援

などに関する施策全般にわたる計画、また、「介護保険事業計画」は、介護および介護予防サー

ビスや、地域支援事業など、介護保険事業に関して定める計画です。従前計画である「草津あん

しんいきいきプラン第 7 期計画」を引き継ぎ、第５期計画で開始した地域包括ケアシステム実現

のための方向性を継承しつつ、地域包括ケアシステムを一層深化・推進するものとし、「地域包

括ケア計画」として位置付けます。 

また、本計画では、令和 7（2025）年の介護需要、サービス種類ごとの量の見込みやそのた

めに必要な保険料水準を推計するとともに、令和 22（2040）年を見据えた中長期的な視野に

立って、具体的な取組内容やその目標を計画に位置付けます。 

本計画は、「第６次草津市総合計画」および「草津市健幸都市基本計画」の考え方に沿って策

定します。また、「草津市地域福祉計画」における地域共生社会の実現に向けた取組を、高齢者

の福祉分野においても進めるとともに、「健康くさつ 21」および高齢者保健福祉に関連する他分

野の計画と調和のとれた計画とします。あわせて、計画策定にあたっては、国の策定指針および

県の関連計画を踏まえています。 

さらに、近年の大規模自然災害や新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえ、災害時要援護者

避難支援プランに基づく支援体制づくり、感染症にかかる研修や感染拡大防止対策の周知啓発な

どに配慮した計画とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

草津あんしんいきいきプランと他計画との関係 
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３ 日常生活圏域 

 

介護保険事業計画では、地理的条件や人口、交通事情その他の社会的条件、介護サービス施設

の整備状況などを総合的に勘案し、高齢化のピーク時までに目指すべき地域包括ケアシステムを

構築する区域を念頭において、日常生活圏域を定めることとされています。 

本市においては、従前計画からの「小学校を最小単位の生活基盤としたうえで、高齢者保健福

祉施策の取組の継続・発展の観点から、中規模である中学校区（６学区）を日常生活圏域とする」

との考え方を踏襲し、第８期計画においても中学校区を日常生活圏域とします。 

 

【日常生活圏域の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：総人口、高齢者人口は住民基本台帳、要支援・要介護認定者数は草津市資料（令和 2 年 10 月 1 日現在）

渋川

大路

常盤

新堂

笠縫東
笠縫

松原

山田 

草津

矢倉

草津

老上西 

老上

老上 高穂 志津 

玉川
志津南

玉川

南笠東

新堂中学校区 

総人口 15,373 人

高齢者人口 4,264 人

高齢化率 27.7％

要支援・要介護認定者数 618 人

認定率 14.5％

小学校区：笠縫東、常盤 

松原中学校区 

総人口 18,936 人 

高齢者人口 5,693 人 

高齢化率 30.1％ 

要支援・要介護認定者数 1,106 人 

認定率 19.4％ 

小学校区：山田、笠縫 

草津中学校区 

総人口 32,931 人

高齢者人口 6,509 人

高齢化率 19.8％

要支援・要介護認定者数 1,102 人

認定率 16.9％

小学校区：草津、大路、渋川 

高穂中学校区 

総人口 30,140 人

高齢者人口 6,044 人

高齢化率 20.1％

要支援・要介護認定者数 931 人

認定率 15.4％

小学校区：志津、志津南、矢倉 

玉川中学校区 

総人口 20,079 人 

高齢者人口 3,939 人 

高齢化率 19.6％ 

要支援・要介護認定者数 628 人 

認定率 15.9％ 

小学校区：玉川、南笠東 

老上中学校区 

総人口 18,380 人 

高齢者人口 3,722 人 

高齢化率 20.3％ 

要支援・要介護認定者数 611 人 

認定率 16.4％ 

小学校区：老上、老上西 
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４ 計画の策定体制 

■委員会の開催 

学識経験者や保健医療・福祉関係者、公募による被保険者代表者等が参画する「草津市あんし

んいきいきプラン委員会」において審議を行い、幅広い意見の反映に努めました。 

 

■高齢者の現状を把握するための実態調査の実施 

本市の高齢者の現状や地域の実態などを把握するために、アンケートおよび聞き取りによる実

態調査を実施し、地域の実態把握、課題抽出等に努めました。 

 

■パブリックコメントの実施 

計画案を公開し、パブリックコメントを実施し（実施期間：令和２年１２月２１日～令和３年

１月２０日）、広く市民の意見を聴取し、計画への反映に努めました。 

 

５ 計画の期間 

本計画の計画期間は令和３（2021）年度から令和５（2023）年度の 3 か年です。 

 

６ 国の基本方針（制度改正の内容）について 

地域共生社会の実現を図るため、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的

な福祉サービス提供体制を整備する観点から、市町村の包括的な支援体制の構築の支援、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等の措置を講ずることが示されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
「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」 

の主な改正内容（令和 2 年 6 ⽉ 12 ⽇公布） 

 

 

 

 

１ 地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する市町村の包括的な支援体制の

構築の支援 

２ 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 

３ 医療・介護のデータ基盤の整備の推進 

４ 介護人材確保及び業務効率化の取組の強化 
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136,114 136,848 137,585 138,686 140,107 138,969 137,483 

30,724 31,240 31,760 32,542 33,876 36,295 39,741 

15,185 16,160 17,311 18,919 20,546 20,287 20,427 
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0

5

10

15

20

25

30

35

0

50,000

100,000

150,000

令和3年
(2021年)

令和4年
(2022年)

令和5年
(2023年)

令和7年
(2025年)
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(2030年)

令和17年
(2035年)

令和22年
(2040年)

総⼈⼝

65歳以上⼈⼝

75歳以上⼈⼝

⾼齢化率

75歳以上⽐率

（⼈） （％）

692 719 757 809 941 1,003 1,007 
568 602 634 679 795 867 877

1,592 1,685 1,784 1,906 
2,257 2,475 2,494 855 920 979 1,048
1,247

1,382 1,403

664 700 733 784 
939 

1,075 1,099 

509 538 571 608

744
859 876

449 464 488 
524 

626 
706 719 

5,329 5,628 5,946 
6,358 

7,549 
8,367 8,475 
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2,000
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要介護5

要介護4

要介護3

要介護2

要介護1

要⽀援2

要⽀援1

（⼈）

第２章 高齢者等の現状と将来推計 

住民基本台帳の人口で近年の動向をみると、令和 2 年 10 月１日現在の 65 歳以上人口（高齢

者人口）は 30,171 人となっています。総人口に占める高齢者人口の比率（高齢化率）は 22.2％

となっており、高齢化率の上昇が続いています。 

計画期間である令和３～５年度における推計人口は、本市の総人口、高齢者人口はともに増加

し、令和 5 年の高齢者人口は 31,760 人に達すると見込まれます。なお、長期的な推計によれ

ば、総人口は令和12年の140,107人をピークに減少に転じる一方、高齢者人口は増加が続き、

令和 22 年には 39,741 人に達すると想定されます。 

 

【高齢者人口の将来推計】 

 

 

 

 

  

 

 

 

資料：草津市推計 

 

本市の要支援･要介護認定者数は増加傾向で推移しています。要支援･要介護認定者数は、令和

2 年１０月１日現在で 5,119 人となっており、この 3 年間で 574 人の増加がみられます。 

推計結果によれば、計画期間である令和 3～5 年度において認定者数は増加が続き、令和５年

度には 5,946 人に達するものと見込まれます。なお、長期的な推計によれば、その後も認定者

数の増加は続き、令和 1７年には 8,000 人を超えるものと想定されます。 

 

【要支援･要介護認定者数の推計】 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：草津市推計 
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第３章 第７期計画における事業の実績と評価 

第７期計画では、「地域包括ケアシステム」の深化・推進を図る各種取組を重点的に進めると

ともに、あらゆる世代がともに支え合い、安心して暮らすことができる地域共生社会の実現を目

指していく計画として策定し、基本理念のもとに、６つの基本目標を定め、取組を進めました。 

 

（１）地域包括ケアシステムの深化・推進体制の構築 

 

主な取組内容と実績・評価 

〇各学区で年に数回「学区の医療福祉を考える会議」を開催するとともに、未開催学区に対し

て開催に向けた働きかけを行いました。一部の学区において、課題解決に向けた具体的な活

動につなげることができました。 

〇生活支援体制整備事業において、協議体の設置を進めることができました。 

〇在宅医療と介護の連携を調整支援する相談窓口を設置し、訪問診療の可能な医療機関の情報

提供等相談支援を行いました。また、多職種連携を推進するため、在宅医療・介護関係者を

対象に、会議や研修会を開催しました。 

〇交流会や会議を通じて地域の関係者や医療機関など、地域で高齢者を見守る人たちと地域包

括支援センターとのネットワークづくりの強化を図りました。 

 

重点施策の評価      【地域ケアネットワークの構築】【助け合い・支え合い活動の充実】 

目標 

【地域の暮らしの問題を「我が事」と捉えて話し合える場を増やします】 

目標値：生活支援体制整備事業における協議体設置数 

０学区 → １４学区（２０２０年度） 

実績 １２学区（2019年度） 

評価 

「学区の医療福祉を考える会議」を継続的に開催できたことにより、地域、

医療や介護の関係者と高齢者にかかる課題を共有し、話し合うことにより、

課題解決に向けた取組や活動の創出につながった学区もありました。 

 

重点施策の評価      【在宅医療・介護連携の推進】 

目標 

【医療と介護が必要になっても、その人らしい暮らしを支えます】 

目標値：入退院時における医療機関とケアマネジャーの連携割合 

７０．９％ → ８０．０％（２０２０年度） 

実績 ９５．８％（2019年度） 

評価 
入院時における情報提供書の提供割合が増加し、医療と介護の連携体制の

構築を進めることができました。 

 

第８期計画において取り組むべき課題 

〇「学区の医療福祉を考える会議」において共有した地域課題について、課題解決に向けた具

体的な活動が展開されるよう支援を行う必要があります。 
 

基本目標１ 地域包括ケアシステムの深化・推進体制の構築 
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（２）健康づくり・生きがいづくり・社会参加の促進 

 

主な取組内容と実績・評価 

〇くさつ健康ポイント制度や運動や食事バランスのチェック等、生活習慣に関する啓発イベン

トを実施し、健康づくりのきっかけづくりを行いました。 

〇各学区の健康データをもとに、地域の健康課題について各まちづくり協議会と共有を図り、

健康イベントや講座など、地域の健康づくりの取組を推進しました。 

〇各種講座やスポーツ教室の開催を通じ、学習の機会を提供するとともに、ボランティア情報

を発信し、技能・知識・経験を生かした活躍の支援を行いました。 

 

重点施策の評価     【生きがいづくり・活躍の場づくり】 

目標 

【地域での活動に参加する高齢者の割合を増やします】 

目標値：地域での活動に参加する高齢者の割合 

７１．４％ → ８０．０％（２０２０年度） 

実績 ７４．２％（2019 年度） 

評価 

地域での活動に参加する高齢者の割合は、目標に届かなかったものの、前

回調査時と比較すると増加しました。調査の結果からは、２つ以上の地域で

の活動に参加している高齢者の割合が増加している一方、地域での活動に参

加していない高齢者の割合も増加しており、二極化が進んでいることがうか

がえます。 

 

第８期計画において取り組むべき課題 

〇介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の結果から、前回の調査時（平成２８年度）の結果と比

較して、２つ以上の地域での活動に参加している高齢者の割合が増加している一方、地域で

の活動に参加していない高齢者の割合も増加していることから、各事業を展開するにあたっ

ては、地域での活動に参加していない高齢者へのアプローチについても検討をしたうえで進

める必要があります。 

  

基本目標２ 健康づくり・生きがいづくり・社会参加の促進 
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（３）介護予防の推進 

 

主な取組内容と実績・評価 

〇いきいき百歳体操や草津歯（し）・口からこんにちは体操、転倒予防、脳活など介護予防に

取り組む団体に対し、備品の貸し出しや職員の派遣などを通じた支援や、評価や交流会の実

施により活動継続の支援を行い、活動団体数の増加につなげることができました。 

〇介護予防サポーター養成講座や生活支援サポーター養成講座を開催し、地域で介護予防を進

める人材育成を行うことができました。 

〇出前講座（いきいき百歳体操、草津歯（し）・口からこんにちは体操、転倒予防）や高齢者

をささえるしくみ等を通じ、運動機能向上や栄養改善等の介護予防の普及・啓発を行いまし

た。 

〇生活機能の低下がみられる高齢者を対象に３か月間の短期間で集中的に運動器機能や口腔

機能の向上、栄養改善プログラムを利用者の状態に応じて提供し、サービス利用者の生活機

能の維持・向上による介護予防や自立支援につなげることができました。 

 

重点施策の評価     【介護予防活動の地域展開】 

目標 

【介護予防に取り組む地域の団体を増やします】 

目標値：いきいき百歳体操、草津歯（し）・口からこんにちは体操、 

転倒予防教室実施団体数 

２３０団体 → ２５０団体（２０２０年度） 

実績 ２７７団体（2019 年度） 

評価 

介護予防に取り組む地域の団体数は、目標を上回りましたが、高齢化に伴

い活動をやめてしまう人数が、新たに活動を始める人数を上回っている状態

であり、減少傾向にあることから、より一層の継続支援、新規参加者の確保

に向けた取組を進める必要があります。 

 

第８期計画において取り組むべき課題 

〇介護予防活動に取り組む団体数は増加傾向にあるものの、参加者数については高齢化により

脱退される傾向があるため、新規参加者を増やす工夫をする必要があります。 

〇短期集中予防サービスについては、利用者数が減少傾向にあることから、利用方法について

検討を行うなど、より使いやすいサービスにする必要があります。 

 

  

基本目標３ 介護予防の推進 
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（４）高齢者の住まい・生活環境の整備の推進 

 

主な取組内容と実績・評価 

〇広域型特別養護老人ホーム１５０床（多床室型特別養護老人ホーム８０床、ユニット型特別

養護老人ホーム７０床）を整備しました。 

〇高齢者が安心して暮らせるよう、住宅改修による住まいのバリアフリー化の支援を行いました。 

〇「だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例」に基づき、届出書の内容を審査し、条

例に適合していない案件に対し指導・助言を行うとともに、施設のユニバーサルデザイン化

の促進に向け、指導・助言を行いました。 

〇バス交通空白地・不便地の解消のため、路線バスやまめバス路線の再編、デマンド型交通な

どの新たな移動手段の確保について、地域や関係事業者との協議、検討を行いました。 

 

第８期計画において取り組むべき課題 

〇高齢者が安心して暮らせる住まいの確保について、県との連携や住宅部局と福祉部局のさら

なる連携の推進を図る必要があります。 

〇「草津市地域公共交通網形成計画」に基づき、誰もがいつでも安心して移動できる持続可能

で健幸な交通まちづくりの実現を目指し、引き続き取組を進める必要があります。 

 

 

（５）サービスの質の向上と円滑な利用の推進 

 

主な取組内容と実績・評価 

〇ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯、介護保険サービスの対象でない高齢者等の自立した

生活を支えるために、利用者のニーズに合う各種サービスを提供しました。 

〇在宅で援助が必要な高齢者を対象に、養護老人ホームへの短期宿泊により、日常生活に対す

る指導・支援を行うとともに、家族への在宅介護の負担軽減につなげました。 

〇「高齢者をささえるしくみ」などのパンフレットや介護保険料についてのパンフレット等の

作成・活用、またホームページへの掲載を通じて、介護保険制度について市民に周知を行い

ました。 

〇地域密着型サービス事業所運営推進会議に参加し、利用者やその家族からの意見内容を整理

するとともに、改善方法について指導を行いました。 

〇国の指針に基づき、要介護認定の適正化、ケアマネジメント等の適正化、サービス提供体制

および介護報酬請求の適正化に資する適正化主要５事業について、継続して実施しました。 

〇介護・福祉の人材確保の概念を創出することを目的として、介護サービス事業所と就職希望

者によるマッチングイベントを湖南４市合同で開催しました。 

 

第８期計画において取り組むべき課題 

〇介護人材について、人材育成に取り組むとともに、国や県と連携を図りながら介護人材の確

保に向けた取組について検討を進める必要があります。 

〇引き続き、介護保険制度の適切な運営について取組を進める必要があります。 

基本目標４ 高齢者の住まい・生活環境の整備の推進 

基本目標５ サービスの質の向上と円滑な利用の推進 
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（６）認知症対策の推進 

 

主な取組内容と実績・評価 

〇町内会やサロンをはじめ、企業や学生への啓発を行い、認知症サポーター養成講座を開催す

ることで、幅広い世代の認知症サポーターを養成しました。また、地域の事業者に対し、認

知症サポーター養成講座の受講を勧め、働く人たちが認知症を正しく理解し、適切な対応が

できるよう「認知症の人にやさしいお店」の推進を行いました。 

〇認知症を正しく理解し、我が事としてとらえ、一人ひとりができることについて考えられる

よう、認知症の基本的な知識と、認知症の人への対応についての市民講座を開催しました。 

〇学区の医療福祉を考える会議において、認知症高齢者の事例や課題の共有と必要な取組につ

いての検討を行い、地域安心声かけ訓練の実施につなげることができました。 

〇認知症の初期に必要な医療や介護サービス、ケアにつながるよう、認知症初期集中支援チー

ムを活用し、支援を行いました。 

〇高齢者虐待処遇検討会議や高齢者虐待対応支援ネット会議を開催し、高齢者虐待防止と擁護

者支援を行うとともに、検討会議での助言を通じ支援者の対応力向上を図りました。また、

高齢者虐待防止、早期発見・対応を図り、連携して支援するため、高齢者虐待対応マニュア

ルを改訂しました。 

 

第８期計画において取り組むべき課題 

〇認知症市民講座のアンケート調査において、「認知症について理解できた」「少し理解できた」

と回答する人の割合が80％未満であったことから、より理解できるよう改善する必要があ

ります。 

〇認知症施策の推進にあたっては、国の認知症施策推進大綱における基本的考え方である「共

生」と「予防」を車の両輪として施策を推進することを踏まえる必要があります。また、「草

津市認知症があっても安心なまちづくり条例」に基づき、個別具体的な行動計画として定め

る「草津市認知症施策アクション・プラン」に沿って取組を進めることとします。 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標６ 認知症対策の推進 

◆第８期計画において取り組むべき共通の課題◆ 

新型コロナウイルス感染症流行下における、高齢者の各種活動の展開や、
支援の方法について検討する必要があります。 
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第４章 計画の基本的な考え方 

１ 基本理念 

本計画では、「すべての市民が人として尊重され、一人ひとりがいきいきと輝き、安心して暮

らすことのできるまちづくり」を目指しています。この理念は、長期的に本市が目指すべき高齢

社会の姿を示すものであり、普遍性を有していることから、本計画においてもその理念を継承し、

理念の実現に向けた取組を進めていくこととします。 

また、計画の推進にあたっては、市民一人ひとりがお互いを尊重しあい、思いやりの心を持っ

て支えあうまちづくり、高齢者が豊かな心で生きがいを持って社会参加のできる明るく活力ある

まちづくり、住み慣れた地域や家庭で自立した生活を尊厳を持って送ることのできるまちづくり

を基本とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本計画は、第７期計画の取組や方向性を継承し、団塊の世代がすべて75歳以上となり、介護

等の需要の急増が想定される令和７（2025）年、また団塊ジュニアの世代が65歳以上になる

令和22（2040年）を展望しながら、高齢者があらゆる世代の市民とともに住み慣れた地域で

自分らしい生活を送ることができるよう、地域において高齢者の生活を支える医療、介護、予防、

住まいおよび自立した日常生活の支援が一体的に提供される「地域包括ケアシステム」の深化・

推進を図る各種取組を重点的に進めていきます。さらに、「草津市地域福祉計画」において、地

域共生社会の実現に向けて定めた「地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その

他の福祉に関し、共通して取り組むべき事項」を、高齢者福祉の観点からも進め、あらゆる世代

がともに支え合い、安心して暮らすことができる地域共生社会の実現を目指します。 

すべての市民が人として尊重され、一人ひとりがいきいきと輝き、 

安心して暮らすことのできるまちづくり 

市民一人ひとりがお互いを尊重しあい、思いやりの心を

持って支えあうまちづくり 

高齢者が豊かな心で生きがいを持って社会参加のできる

明るく活力あるまちづくり 

住み慣れた地域や家庭で自立した生活を尊厳を 

持って送ることのできるまちづくり 



 

12 

 

 

 

 

 

 

 

また、支援の必要な高齢者を支えるために、草津市が進める協働のまちづくりにおける「自助・

共助・公助」の観点から、行政だけでなく、高齢者自身およびその家族、市民、団体、ボランテ

ィア、介護サービス事業所や医療機関など、関係する主体が力を合わせ、連携・協働のもとで地

域づくりを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎◎共通して取り組むべき事項◎◎ 

○これまで推進してきた施策・事業のより効果的な展開 

○包括的な相談支援体制の構築 

○分野横断的な支援やサービスのさらなる展開 

○地域住民や公私の社会福祉関係者の連携の強化 
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２ 基本目標 

団塊の世代が75歳以上となる令和7（2025）年、また生産年齢人口が減少する中、団塊ジュ

ニア世代が６５歳以上になり高齢者人口がピークを迎える令和22（2040）年に向け、サービ

スを必要とする人に必要なサービスが適切に提供できるサービス基盤の整備や医療と介護の切

れ目ない提供体制の構築、高齢者が生きがいを持ち、自らの介護予防等の取組に積極的に参加で

きる仕組みづくり、地域での支え合いの体制づくり、認知症の人やその家族が安心して暮らせる

まちの実現に向け、地域包括ケアシステムを深化・推進していく必要があります。さらには地域

包括ケアの理念を普遍化し、あらゆる世代がともに支え合い、安心して暮らすことができる地域

共生社会の実現を目指します。これらのことを踏まえ、本市では、基本理念のもとに、次の5つ

の基本目標を定め、取組を進めていくこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）地域包括ケアシステムの深化・推進 

 

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、地域において高齢者の生活を支

える医療、介護、予防、住まいおよび自立した日常生活の支援が一体的に提供される「地域包括

ケアシステム」の深化・推進に向けて、高齢者がその有する能力に応じて自立した日常生活を営

むことができるような支援や、地域で助け合える基盤となるネットワークづくりの推進、医療と

介護をはじめとした多職種の連携体制の構築などの取組を進めます。  

基本目標１ 地域包括ケアシステムの深化・推進 

  

４．サービスの質の向上と介護⼈材の育成

３．⾼齢者の住まい・⽣活環境の充実

２．介護予防・健康づくり・⽣きがいづくりの充実・推進 

１．地域包括ケアシステムの深化・推進

５つの基本目標

５．認知症施策の推進
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（２）介護予防・健康づくり・生きがいづくりの充実・推進 

本市では、誰もが生きがいを持ち健やかで幸せに暮らせる「健幸（けんこう）」のまちづくり

に向けた取組を進めています。「健幸都市」の実現を目指して、健康づくりだけでなく、生きが

いづくり・社会参加の促進の観点を含む、地域活動やまちづくりなどの住民主体の総合的な取組

を推進するとともに、介護保険制度の理念である「自立支援、介護予防・重度化防止」の推進に

向けて、高齢者の自立支援や介護予防に関する取組を充実します。 

 

 

（３）高齢者の住まい・生活環境の充実 

「住まい」は、生活の基盤であり、高齢者の生活の質の維持･向上のために重要な要素である

ことから、高齢者の身体状況や生活環境などの変化に対応した適切な住まい・居住環境が確保さ

れ、高齢者が安心して生活を送ることのできる環境整備に向けた取組を推進します。 

 

 

（４）サービスの質の向上と介護人材の育成 

高齢者が可能な限り住み慣れた地域で安心して日常生活を継続できるよう、高齢者の状況に応

じたきめ細かいサービス提供ができるように在宅生活を支えるサービスの充実を進めるととも

に、安心してサービスを選択・利用することができるような体制づくりや介護保険制度の適正な

運用に向けた取組を進めます。 

また、介護サービス等の提供を担う人材の育成と確保に向けた取組を強化し、適正で円滑なサ

ービスが提供される体制づくりを推進します。 

 

 

（５）認知症施策の推進 

高齢化がさらに進行していく中、認知症の高齢者の増加が見込まれています。 

誰もが認知症を「我が事」として受け止め、市、市民、事業者、地域組織、関係機関が一体と

なり、一人ひとりがいきいきと輝き、認知症があっても安心して暮らすことのできるまちを目指

し、認知症施策の推進に取り組みます。 

なお、認知症施策の推進にあたっては、国の認知症施策推進大綱における基本的考え方である

「共生」と「予防」を車の両輪として施策を推進することを踏まえることとします。また、「草

津市認知症があっても安心なまちづくり条例」に基づき、個別具体的な行動計画として「草津市

認知症施策アクション・プラン」を定め、計画的に取組を進めます。  

基本目標２ 介護予防・健康づくり・生きがいづくりの充実・推進 

基本目標３ 高齢者の住まい・生活環境の充実 

基本目標４ サービスの質の向上と介護人材の育成 

基本目標５ 認知症施策の推進 
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３ 目標について 

５つの基本目標に基づく取組の相乗効果により、『すべての市民が人として尊重され、一人ひ

とりがいきいきと輝き、安心して暮らすことのできるまちづくり』を目指すこととし、目標を以

下のとおり設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⽬標数値１ 

“『あんしん』して⾼齢期を⽣活できる”と思う市⺠の割合を増やします︕ 

【草津市のまちづくりについての市⺠意識調査】

「あんしんできる⾼齢期の⽣活への⽀援」についての満⾜度 
「満⾜」「やや満⾜」と回答した割合 

  現状値    第８期計画⽬標値    ⽬標値  

 25.4% → 28.0% → 30.0% 
 (2019 年度)  （2023 年度）  （2025 年度） 

⽬標数値２ 

 

【草津市のまちづくりについての市⺠意識調査】

「いきいきとした⾼齢社会の実現」についての満⾜度 
「満⾜」「やや満⾜」と回答した割合 

  現状値    第 8 期計画⽬標値    ⽬標値  

 28.9% → 32.0% → 35.0% 
 (2019 年度)  （2023 年度）  （2025 年度） 
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第５章 あんしんいきいきプラン 
 

１ 地域包括ケアシステムの深化・推進 

(1)地域ケアネットワークの構築 

○地域資源や地域の高齢者の特徴を踏まえ、住民が地域の関係者を交えて地域の課題を共有し、

「我が事」ととらえ、課題解決に向けて話し合う場を持つとともに、課題解決に向けた取組

が生み出されるような仕組みづくりを行います。 

〇高齢者をはじめ、生活上の困難を抱える要援護者を地域で「見守り・見守られ」、「支え・

支えられる」ネットワークづくりを進めます。 

○小地域ネットワーク活動、民生委員・児童委員、老人クラブにおける見守り、地域サロン活

動などの充実を進めます。 

○地域での助け合い・支え合いの関係を築き、いざというときに要援護者の安否確認や支援を

行える体制づくりを進めます。 

 

具体的事業 

[1] 「学区の医療福祉を考える会議」の推進

[2] 地域ケア会議の推進 

[3] 生活支援体制整備事業の推進 

[4] 小地域ネットワーク活動の推進 

[5] 民生委員・児童委員における見守り活動

の促進 

[6] 老人クラブ活動への支援 

[7] 地域サロン活動の充実 

[8] ケアマネジャーへの支援 

[9] 事例情報などの収集・発信 

 

 重点施策にかかる⽬標の設定 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本目標１ 地域包括ケアシステムの深化・推進 

地域ケア会議を通じて地域課題の把握と対策についての検討を⾏います︕ 

（2019 年度） （2023 年度）※累計

現状値 ⽬標値 

【地域ケア会議における検討事例数】 

118 事例 400 事例
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(2)助け合い・支え合い活動の充実 

○介護予防・生活支援サービスについては、支援を必要とする高齢者の個々の状態に応じ、適

切なサービスを提供し、介護予防や自立支援につながるよう運用していきます。 

○助け合いの基盤となる、ネットワークの構築や、地域の困りごとや助け合いの必要性につい

て、地域の中で共通認識を持ち、その中から住民の主体性・自発性を持った活動が生み出さ

れるよう支援します。 

具体的事業 

[10] 介護予防・生活支援サービスの充実 

[11] 地域支え合い運送事業、福祉車両貸出

事業等の実施 

[3] 生活支援体制整備事業の推進(再掲) 

 

(3)在宅医療・介護連携の推進 

○令和 2（2020）年 5 月に草津市在宅医療介護連携センターを開設し、地域の医療・介護関

係者に対し、在宅医療・介護連携にかかる情報発信や相談を受ける等の支援を行うとともに、

高齢者の在宅療養を支える、診療所や地域の病院、訪問看護事業所、介護サービス事業所等

の多職種が、相互に安心して役割を発揮するための体制の構築を図り、切れ目のない医療・

介護のサービスを提供できる仕組みづくりを進めます。 

○地域住民に対しては、在宅医療の知識を深めるとともに、かかりつけ医の普及促進など、住

み慣れた地域で医療・介護サービスの提供を受けながら自分らしい生活を続けることができ

るよう支援を行います。 

具体的事業 

[12] 在宅医療・介護連携の推進 [13] かかりつけ医等普及促進事業の推進 

 

(4)地域包括支援センターの機能強化 

○全国統一評価指標に基づく地域包括支援センターの事業評価を通じて、業務の実施状況を把

握し、適切な人員体制の確保や業務の重点化・効率化を進めます。 

具体的事業 

[14] 総合相談支援の充実 

[15] 介護予防ケアマネジメントの充実 

[2] 地域ケア会議の推進(再掲) 



 

18 

２ 介護予防・健康づくり・生きがいづくりの充実・推進 

(1)介護予防活動の充実と推進 

○高齢者の自主的な介護予防活動が地域の中で促進されるよう、新たな介護予防の自主活動グ

ループの育成、既存の自主活動グループの継続支援を行うとともに、自立支援・介護予防に

関する普及・啓発を行います。 

○要支援・要介護になるおそれのある高齢者や、要支援者への効果的な介護予防事業の一層の

充実を図ります。 

○介護予防事業と生活習慣病の疾病予防・重症化予防等の保健事業を効果的かつ一体的に進め

ます。 

具体的事業 

[16] 介護予防事業の推進 

[17] 短期集中予防サービス 

[18] 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施

[7]  地域サロン活動の充実(再掲) 

[15] 介護予防ケアマネジメントの充実 

(再掲) 

 

 重点施策にかかる⽬標の設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)健康づくりの推進 

○生活習慣病の予防とあわせ、治療が必要な人の早期発見・早期受診につなげるために、特定

健診・特定保健指導の受診を推進します。 

○高齢者が健やかな生活を送ることができるような健康づくりのメニューの充実や普及・啓発

を推進します。 

具体的事業 

[19] 「健康くさつ21（第２次）」の推進 

[20] 第３次草津市食育推進計画の推進 

[21] 地域の特性に応じた健康づくりの推進 

[22] 医療費適正化対策事業 

[23] みんなでトークなどの実施 

[24] 健康推進員による健康づくり活動 

[25] 隣保館における健康福祉事業の推進 

基本目標２ 介護予防・健康づくり・生きがいづくりの充実・推進 

介護予防に継続的に取り組む地域の団体数を増やします︕ 

（2019 年度） （2023 年度）

現状値 ⽬標値 

【いきいき百歳体操を 10 年以上続けている地域の団体数】 

41 団体 85 団体
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(3)社会参加・学習活動の促進 

○生涯学習やスポーツ、レクリエーション活動など、多様化する高齢者のニーズに合った事業

の充実を図るとともに、自主的に展開されるサークル活動などの情報発信を行います。 

具体的事業 

[26] 生涯学習などの活動の場や機会の充実 

[27] 地域が豊かになる学びの場の充実 

[28] 地域協働合校推進事業 

[29] 長寿の郷ロクハ荘およびなごみの郷を

活用した社会参加、生きがい学習活動等

の推進 

[30] 高齢者を含む人権課題に対する正しい

理解の普及啓発 

[25] 隣保館における健康福祉事業の推進(再

掲) 

 

(4)生きがいづくり・活躍の場づくり 

○就労やボランティア活動などにより、高齢者の生きがいづくりや、担い手として活躍できる

場を提供できるよう、人材の育成や機会の提供などの支援を行います。 

具体的事業 

[31] 高年齢者労働能力活用事業 

[32] 地域における拠点施設の活用促進 

[33] 高齢者の生きがいづくりの推進 

[34] 福祉活動推進員養成事業 

[6]  老人クラブ活動への支援(再掲) 

[7]  地域サロン活動の充実(再掲) 

 

 重点施策にかかる⽬標の設定 

 

 

 

 

  

地域での活動に参加する⾼齢者の割合を増やします︕ 

（2019 年度） （2023 年度）

現状値 ⽬標値 

【地域での活動に参加する⾼齢者の割合】 

74.2％ 80.0％
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３ 高齢者の住まい・生活環境の充実 

(1)高齢者の暮らしと生活ニーズの充足 

○高齢者のニーズに応じた、適切で多様な住まいが確保され、安心して生活を送ることができ

るよう支援を行います。 

○高齢者が住み慣れた自宅で生活を続けていけるよう、バリアフリー化などの居住環境の整備

に対し、支援を行います。 

具体的事業 

[35] 高齢者が安心して暮らせる住まいの確保 

 

(2)高齢者が住みよいまちづくり 

○高齢者等すべての人が安心して生活できるよう、公共交通機関や道路、公共施設などの整備

を推進します。 

○高齢者を含む誰もがいつでも安心して移動できるよう、公共交通の充実を図ります。 

具体的事業 

[36] バリアフリー基本構想に掲げる事業の

推進 

 

[37] 高齢者が安心して暮らせるまちづくり

の実現（ユニバーサルデザイン化の促進）

[38] 公共交通ネットワークの充実 

  

基本目標３ 高齢者の住まい・生活環境の充実 
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４ サービスの質の向上と介護人材の育成 

(1)各種サービスの充実と円滑な利用の推進 

○高齢者の多様な生活ニーズに対応するために、各種サービスの充実に努めるとともに、介護

者が不安なく在宅での介護を行っていくため、利用者やその家族の意見内容を整理し、事業

所間で課題を共有することで、より良いサービスが提供されるよう取組を進めます。 

○災害時や新型コロナウイルス等の感染症流行時に備え、介護事業所等と連携を図るとともに、

必要な情報提供を行います。 

具体的事業 

[39] 高齢者福祉サービスの充実 

[40] 生活管理指導短期入所 

[41] 福祉機器リサイクル事業、車いす貸出

事業 

[42] 高齢者電話訪問事業 

[43] 地域密着型サービス内容の充実 

[44] 介護制度や事業所情報の提供 

[45] 高齢障害者の円滑なサービス利用に向

けた連携強化 

[8]  ケアマネジャーへの支援(再掲) 

 

(2)介護給付適正化事業の推進 

○介護保険制度の信頼性を高め、介護保険サービスを利用すべき利用者が適正な介護保険サー

ビスを享受できるように、引き続き介護（予防）給付適正化事業に取り組みます。 

○介護保険サービスや日常生活支援総合事業などの安定供給のため、サービス量の確保を図る

とともに、市町村特別給付を実施します。 

具体的事業 

[46] 介護給付の充実と適正化  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本目標４ サービスの質の向上と介護人材の育成 

介護給付等に要する費⽤の適正化に関する⽬標

介護サービスの適切な確保を図るとともに、不適切な給付を削減し、 
介護保険制度の信頼感を⾼めます︕ 

 ⽬標  

介護給付適正化主要５事業を継続して実施します。
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(3)介護人材の育成・確保 

○将来必要となる介護人材の育成および確保に向け、滋賀県、近隣他市、介護サービス事業所

等と連携した取組を進めます。 

○介護・福祉分野に従事する人材の確保に向けた機会の創出につながる研修等を開催します。 

具体的事業 

[47] 介護人材の確保に向けた取組の検討  

 

 重点施策にかかる⽬標の設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)家族介護への支援 

○高齢者を介護している介護者等に対し、家族介護教室を開催することにより、介護に関する

知識および技術の取得を支援するとともに、参加者同士の交流や情報交換の機会を設けるこ

とで、介護者等の身体的・精神的負担の軽減を図ります。 

具体的事業 

[48] 家族介護教室の開催  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（2023 年度） 
⽬標値 60.0％

介護⼈材の育成・確保に向けた機会の創出や取組を進め、安定したサービス
の提供につなげます︕ 

【市内の介護保険事業を運営する法⼈が運営に必要と考える⼈材を確保できている割合】 

※市内の介護保険事業運営法⼈への聴き取り調査（令和 3 年度から実施） 
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５ 認知症施策の推進 

(1)認知症の正しい知識と理解を深めるための普及・啓発の推進 

○認知症に関する正しい知識と理解を持ち、認知症の人や家族を自分のできる範囲で手助けす

ることができるよう、認知症サポーター養成講座などの機会を通じ、認知症に関する普及・

啓発を推進します。 

具体的事業 

○認知症サポーターの養成の推進 ○認知症市民講座の開催 

○認知症キャラバン・メイトの養成の推進・支援 

 

(2)認知症の人を含む誰もが安心して暮らせる地域づくりの推進  

○認知症の人を含む誰もが通い続けられる地域の居場所づくりや見守りネットワークの拡充

等を推進することで、誰もが安心して暮らせる地域づくりを推進します。 

具体的事業 

○認知症の人にやさしいお店の拡充 

○地域見守り体制づくりの推進 

○見守り体制を推進する人材の育成 

○認知症高齢者等見守りネットワークの拡充 

○認知症があっても通える地域の居場所への支援 

○若年性認知症の人や家族が暮らしやすい環境づくり

 

(3)認知症の予防等の取組 

○運動不足の改善、糖尿病や高血圧症等の生活習慣病の予防、社会参加による社会的孤立の解

消や役割の保持等が、認知症の発症を遅らせることができる可能性が示唆されていることを

踏まえ、予防に関するエビデンスの収集・普及とともに、通いの場における活動の推進など、

正しい知識と理解に基づいた予防を含めた認知症への「備え」としての取組に重点を置きま

す。 

具体的事業 

○認知症予防を実施するサロンや通いの場の

活動の支援 

○生活習慣病および糖尿病予防の啓発 

○認知症の早期発見の推進 

 

  

基本目標５ 認知症施策の推進 
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(4)認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護等の支援体制づくりの推進 

○早期に必要な医療や介護サービスにつながる体制の構築とともに、認知症に関わる支援者の

対応力の向上への支援を行います。 

○本人の認知症の状態、家族の介護状況や容態の変化に応じた、適時・適切な切れ目のない対

応が求められることから、医療と介護に携わる多職種の連携体制を強化し、包括的・継続的

な支援が提供される体制構築を行います。 

具体的事業 

○かかりつけ医や地域包括支援センター等の

相談窓口のPR 

○健康状態が不明な高齢者が適時・適切に医

療やサービスにつながる仕組みづくり 

○認知症初期集中支援チームの効果的な運用

○在宅医療・介護連携による認知症高齢者へ

のサポート体制の推進 

○認知症の人にかかるケアマネジメントとサ

ービスの質の向上 

○認知症高齢者への支給限度額上乗せサービ

スの実施 

 

(5)認知症の人およびその家族への支援 

〇認知症があっても尊厳を保ち、その人らしい生活を送ることができるよう、判断能力が十分

でない認知症高齢者の権利や財産を守る取組を推進します。 

〇認知症の人を支える家族が、孤立せずに住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、

家族の負担を軽減する支援を推進します。 

〇介護者が孤立することがないよう、地域で見守れる基盤づくりや、支援者の連携・協力体制

を築き、高齢者虐待の防止・早期対応を行います。 

具体的事業 

○認知症なんでも相談所の活用の推進 

○認知症の人や家族が集える居場所の支援 

○家族介護教室の開催 

○認知症の人およびその家族が安心して外出

できる環境づくり 

○成年後見制度の利用促進および支援 

○高齢者虐待防止の普及・啓発 

○高齢者虐待処遇検討会議の開催 
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第６章 介護保険の事業費の見込み 

１ サービス見込量の算定 

 今後の要支援･要介護認定者数の推計人数を前提として、サービス基盤の整備方針などを踏ま

え、サービス利用量を以下のように見込みます。 

【介護サービスの見込量（各年度の月平均）】 

サービス種別 
単位 

 

令和 3 

年度 

令和 4 

年度 

令和 5 

年度 

令和 7 

年度 

令和 22 

年度 

訪問介護 回/月 17,658 19,099 20,816 23,299 37,728

訪問入浴介護 回/月 196 211 243 281 535

訪問看護 回/月 3,450 3,680 3,991 4,419 6,886

訪問リハビリテーション 回/月 733 792 847 922 1,377

居宅療養管理指導 人/月 430 463 505 561 880

通所介護 回/月 11,817 12,275 13,064 14,300 21,073

通所リハビリテーション 回/月 2,076 2,248 2,421 2,642 3,889

短期入所生活介護 日/月 2,042 2,242 2,416 2,669 4,276

短期入所療養介護（老健） 日/月 199 204 218 248 414

短期入所療養介護（病院等） 日/月 0 0 0 0 0

短期入所療養介護（介護医療院） 日/月 0 0 0 0 0

福祉用具貸与 人/月 1,651 1,773 1,902 2,085 3,119

特定施設入居者生活介護 人/月 46 49 51 55 75

特定福祉用具購入費 人/月 27 28 30 33 48

住宅改修費 人/月 14 15 16 18 26

居宅介護支援 人/月 2,351 2,534 2,719 2,962 4,289

【介護予防サービスの見込量（各年度の月平均）】 

サービス種別 単位 
令和 3 

年度 

令和 4 

年度 

令和 5 

年度 

令和 7 

年度 

令和 22 

年度 

介護予防訪問入浴介護 回/月 0 0 0 0 0

介護予防訪問看護 回/月 440 479 507 541 684

介護予防訪問リハビリテーション 回/月 83 94 94 94 135

介護予防居宅療養管理指導 人/月 12 13 13 14 18

介護予防通所リハビリテーション 人/月 67 73 77 83 106

介護予防短期入所生活介護 日/月 17 17 17 17 22

介護予防短期入所療養介護（老健） 日/月 0 0 0 0 0

介護予防短期入所療養介護（病院等） 日/月 0 0 0 0 0

介護予防短期入所療養介護（介護医療院） 日/月 0 0 0 0 0

介護予防特定施設入居者生活介護 人/月 3 3 3 3 4

介護予防福祉用具貸与 人/月 442 470 493 528 672

特定介護予防福祉用具購入費 人/月 10 11 12 12 15

介護予防住宅改修費 人/月 13 13 15 15 20

介護予防支援 人/月 529 574 612 655 832
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【地域密着型サービスの見込量（各年度の月平均）】 

サービス種別 単位 
令和 3 

年度 

令和 4 

年度 

令和 5 

年度 

令和 7 

年度 

令和 22 

年度 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 人/月 7 7 8 10 16

夜間対応型訪問介護 人/月 0 0 0 0 0

認知症対応型通所介護 回/月 326 358 368 400 587

介護予防認知症対応型通所介護 回/月 0 0 0 0 0

小規模多機能型居宅介護 人/月 158 170 189 225 296

介護予防小規模多機能型居宅介護 人/月 10 10 10 12 13

認知症対応型共同生活介護 人/月 126 126 126 126 126

介護予防認知症対応型共同生活介護 人/月 0 0 0 0 0

地域密着型特定施設入居者生活介護 人/月 0 0 0 0 0

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 人/月 145 145 145 145 145

看護小規模多機能型居宅介護 人/月 21 23 24 27 45

地域密着型通所介護 回/月 4,709 5,161 5,581 6,085 8,815

【施設サービスの見込量（各年度の月平均）】 

サービス種別 単位 
令和 3 

年度 

令和 4 

年度 

令和 5 

年度 

令和 7 

年度 

令和 22 

年度 

介護老人福祉施設 人/月 520 527 534 534 534

介護老人保健施設 人/月 170 170 170 170 170

介護医療院 人/月 83 88 93 100 100

介護療養型医療施設 人/月 5 5 5  

第７期計画までに整備された施設サービスによって施設待機者数の大幅な解消が図られたことに加えて、施設入所

待機者の受け皿となる有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅が市内に立地されることも見込まれることか

ら、計画期間における施設サービスの整備は行わず、それぞれの生活のニーズにあった住まいと在宅での生活を支え

る介護サービスの利用を促進しながら、個人の尊厳が確保された生活の実現を目指します。 

【総合事業の見込量（各年度の月平均）】 

サービス種別 単位 
令和 3 

年度 

令和 4 

年度 

令和 5 

年度 

令和 7 

年度 

令和 22 

年度 

生活支援型訪問サービス 人/月 69 78 82 93 109

介護予防型訪問サービス 人/月 90 103 108 122 145

活動型デイサービス 人/月 217 269 282 320 374

介護予防型デイサービス 人/月 272 337 353 400 470

生活サポート事業 人/月 15 16 17 19 23

短期集中予防サービス事業（訪問） 人/年 4 4 4 4 4

短期集中予防サービス事業（一体型） 人/年 61 64 67 76 86

【市町村特別給付の見込量（各年度の月平均）】 

サービス種別 単位 
令和 3 

年度 

令和 4 

年度 

令和 5 

年度 

令和 7 

年度 

令和 22 

年度 

すっきりさわやかサービス 人/月 1,173 1,242 1,313 1,404 1,900

支給限度額上乗せサービス 人/月 246 260 275 294 398
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２ 介護保険総事業費と介護保険料 

介護保険事業の総事業費は、介護保険サービスの給付費に高額介護サービス費などの費用を

加えた標準給付費と、地域支援事業費等の合計額となります。介護保険サービスの給付費は、

前節のサービス見込量をもとに、サービス単価を乗じて積算することで算定されます。総事業

費は以下のようになります。 

【介護保険総事業費】 

（千円）

 
令和 3 

年度 

令和 4 

年度 

令和 5 

年度 

3 か年 

合計 

令和 7 

年度 

令和 22 

年度 

標準給付費見込額 8,453,873 8,822,419 9,275,410 26,551,702 9,877,923 12,891,721

 総給付費 8,019,310 8,390,481 8,819,077 25,228,868 9,389,965 12,241,285

 特定入所者介護サービス費等給付額（財政影響額調整後) 198,446 187,211 197,778 583,435 211,487 281,910

  特定入所者介護サービス費等給付額 240,811 254,323 268,693 763,827 287,310 382,975

  特定入所者介護サービス費等の見直しに伴う財政影響額 42,365 67,112 70,915 180,392 75,823 101,065

 高額介護サービス費等給付額（財政影響額調整後） 200,134 206,725 218,406 625,265 233,540 311,301

  高額介護サービス費等給付額 208,915 220,637 233,104 662,656 249,256 332,250

  高額介護サービス費等の見直しに伴う財政影響額 8,781 13,912 14,698 37,391 15,716 20,949

 高額医療合算介護サービス費等給付額 27,361 28,896 30,528 86,785 32,644 43,513

 算定対象審査支払手数料 8,622 9,106 9,621 27,349 10,287 13,712

地域支援事業費 470,599 516,709 531,424 1,518,732 573,042 671,627

 介護予防・日常生活支援総合事業費 206,919 245,854 257,222 709,995 290,927 340,575

 包括的支援事業(地域包括支援センターの運営)および任意事業費 192,087 199,262 202,609 593,958 209,367 253,365

 包括的支援事業（社会保障充実分） 71,593 71,593 71,593 214,779 72,748 77,687

合  計 8,924,472 9,339,128 9,806,834 28,070,434 10,450,965 13,563,348

 

 

第１号被保険者保険料の算定にあたっては、前節の介護保険総事業費の23％に相当する額を

第１号被保険者総数に配分した額が基本となります。保険料により負担する費用の合計（保険

料収納必要額）は以下のようになります。 

【保険料収納必要額】 

（千円）

 
令和 3 

年度 

令和 4 

年度 

令和 5 

年度 

3 か年 

合計 

令和 7 

年度 

令和 22 

年度 

第 1 号被保険者負担分相当額      (a) 2,052,629 2,147,999 2,255,572 6,456,200 2,445,526 3,634,977

調整交付金相当額       (b) 433,039 453,414 476,632 1,363,085 508,443 661,615

調整交付金見込額       (c) 79,679 113,353 150,616 343,648 149,482 194,515

市町村特別給付費等       (d) 116,902 123,740 130,865 371,507 139,915 189,359

準備基金取崩額・保険者機能強化推進交付金等交付見込額 (e) 328,437 0 0

保険料収納必要額    (a+b-c+d-e) 7,518,707 2,944,402 4,291,436

予定保険料収納率 99.00% 99.00% 99.00%

保険料収納必要額（未収納を見込んだ額） 7,594,654 2,974,143 4,334,784
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第１号被保険者保険料は、保険料収納必要額を第１号被保険者数（所得段階により保険料基

準額に対する割合が異なるため、所得段階別の人数で補正した被保険者数）で割ることにより

算定します。国では、標準で９段階と示されていますが、本市では所得段階をさらに細分化し、

以下の段階設定とします。本市の第１号被保険者保険料は、基準額で年額78,000円（月額

6,498円）となります。 

 

【所得段階別保険料】 

段階 対象者 

基準額

に対す

る割合 

保険料 

（年額） 

第１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、本人の公的年金等収入額と合

計所得金額との合計が年額 80 万円以下の人 

0.30 23,400 

第２段階 
世帯全員が市民税非課税で、本人の公的年金等収入額と合

計所得金額との合計が年額 80 万円を超え 120 万円以下の人
0.50 39,000 

第３段階 
世帯全員が市民税非課税で、本人の公的年金等収入額と合

計所得金額との合計が年額 120 万円を超える人 
0.70 54,600 

第４段階 

本人が市民税非課税で、同じ世帯に市民税課税の世帯員が

おり、本人の公的年金等収入額と合計所得金額との合計が年

額 80 万円以下の人 

0.85 66,300 

第５段階 

本人が市民税非課税で、同じ世帯に市民税課税の世帯員が

おり、本人の公的年金等収入額と合計所得金額との合計が年

額80万円を超える人 

1.00 
78,000 

（基準額） 

第６段階 
本人が市民税課税で、合計所得金額が年額 120 万円未満の

人 
1.10 85,800 

第７段階 
本人が市民税課税で、合計所得金額が年額120万円以上210

万円未満の人 
1.25 97,500 

第８段階 
本人が市民税課税で、合計所得金額が年額210万円以上320

万円未満の人 
1.50 117,000 

第９段階 
本人が市民税課税で、合計所得金額が年額320万円以上400

万円未満の人 
1.60 124,800 

第 10 段階 
本人が市民税課税で、合計所得金額が年額400万円以上500

万円未満の人 
1.70 132,600 

第 11 段階 
本人が市民税課税で、合計所得金額が年額500万円以上750

万円未満の人 
1.80 140,400 

第 12 段階 
本人が市民税課税で、合計所得金額が年額 750 万円以上の

人 
1.90 148,200 

※低所得者の保険料負担軽減の仕組みとして第1段階から第3段階の基準額に対する割合は公費

負担が行われることにより、次のとおり軽減されています。 

 第1段階 0.50→0.30   第2段階 0.75→0.50   第3段階 0.75→0.70 
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第７章 計画の推進 

１ 計画推進における各主体の役割 

 

市の役割 

・本計画の推進主体として、本計画に基づく取組を進め、本市の地域包

括ケアシステムの深化・推進を進めます。 

・基盤整備や多様な主体の連携・協働を推進し、体制の充実を図ります。

介護サービス

事業所等に期

待される役割 

・地域包括ケアシステムにおけるサービスの担い手として、ニーズに応

じた質の高い利用者本位のサービスを提供することが期待されます。 

・医療関係職種と介護関係職種との連携を強化し、それぞれが主体的に

地域包括ケアシステムの一翼を担っていくことが期待されます。 

市民に期待さ

れる役割 

・生活習慣病の予防をはじめとして、健康の保持増進、介護予防に取り

組むことや、介護が必要になっても、地域包括ケアシステムの様々な

機能を活用しながら、地域の中で尊厳を持って自分らしい生活を続け

ていく意欲と努力が期待されます。 

・生きがいを持って心身ともに健やかな生活を送るとともに、人生で培

ってきた豊かな経験や知識等を生かし、地域包括ケアシステムの担い

手としての活躍が期待されます。 

・一人ひとりがお互いへの思いやりの心を持ち、豊かでうるおいのある

高齢社会が育っていくことを期待します。 

地域等に期待

される役割 

・地域包括ケアシステムの一翼を担い、近隣のなじみの関係を生かした

取組として、身近な場所での地域活動、高齢者の見守り、声かけ、安

否の確認などを実践していくことに期待が寄せられます。 

・民生委員・児童委員、社会福祉協議会、老人クラブなどが、それぞれ

の役割や特色を生かし、地域に根ざした活躍が期待されます。 

・高齢者の生活を支えるボランティアやＮＰＯなどの様々な取組が、地

域に根ざした活動として定着していくことが期待されます。 

 

２ 計画の進行管理 

「草津市あんしんいきいきプラン委員会」を中心に計画の進行管理を行います。各年度におけ

る事業の実施状況、目標達成状況、今後の実施方針などを定期的に整理･検討し、本計画の進行

状況の点検･評価を行うなど、PDCAサイクルを活用し、効果的かつ継続的な計画の推進を図り

ます。 
 

３ 計画の周知 

広報くさつや市ホームページなどをはじめとして、多様な媒体を活用した広報活動を行いま

す。また、地域や各種団体などとも協力し、制度の説明や計画内容の周知に努めます。 
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