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計画の策定に 

当たって

計画の位置付け

と計画期間

高齢者人口は「団塊の世代」 が後期高齢者（75歳以上）となる令和７（2025）年

には3,677万人に達し，令和24（2042）年には3,935万人でピークを迎えるこ

とが見込まれています。平均寿命も年々上昇傾向にあり，平成29（2017）年には

男性81.09歳，女性87.26歳となっており，今後も更に上昇していくと見込まれ

ており，「人生100年時代」の到来に向けた検討が国全体で進められています。

本市の総人口は現在も増加傾向にあるものの，高齢者人口の増加速度は総人口

のそれを上回っており，高齢化率の上昇に歯止めがかからない状態となっている

ことから，今後ますます介護保険サービスをはじめとする高齢者の生活を支援して

いくための制度・施策の重要性が高まっていくことが見込まれます。

この度策定する「第８期守谷市高齢者福祉計画・介護保険事業計画」は，団塊の

世代が後期高齢者となる令和７（2025）年を見据えるとともに，いわゆる団塊ジ

ュニア世代 が65歳以上となる令和22（2040）年に向けて，国の介護保険事業に

係る基本指針等を踏まえながら，地域包括ケアシステムの深化・推進を図るととも

に，介護保険制度の改正に対応し，高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよ

うにすることを目的とするものです。

本計画は，老人福祉法第20条の８に基づく「市町村老人福祉計画」及び介護保険

法第117条に基づく「市町村介護保険事業計画」を一体的に策定したものであり，

本市における高齢者保健福祉施策の総合的指針として位置付けられるものです。

本計画は「守谷市総合計画」及び「守谷市地域福祉計画」を上位計画とする福祉分

野の計画であり，「守谷市障がい者福祉計画（第３期）・守谷市障がい福祉計画（第６

期）・守谷市障がい児福祉計画（第２期）」や「第二次健康もりや21計画」等本市が策

定する他の計画との整合を図って策定しています。

なお，本計画は守谷市成年後見制度利用促進基本計画と一体の計画として策定

しています。

計画期間



第８期　守谷市高齢者福祉計画・介護保険事業計画
3

人口構成の変化

住民基本台帳によると，令和２（2020）年４月１日現在の本市の総人口は

68,828人となっています。これまでの人口推移を見ると，増加傾向が続いてい

ることが分かります。

年齢３区分別人口を見ると，年少人口（15歳未満）及び生産年齢人口（15歳

～64歳）はほぼ横ばいとなっているものの，高齢者人口（65歳以上）は増加傾向

で推移しており，平成28（2016）年の13,151人と令和２（2020）年の15,571

人を比較すると約1.2倍となっています。

守谷市の現状

要介護状態となった原因疾病

男性では，「悪性新生物（がん）」や「脳血管疾患」が上位となっていることから，

喫煙や高血圧予防を含めた生活習慣病予防や重症化予防が必要であるのに対し，

女性では「関節症」や「骨折」が上位となっていることから，身体機能の低下を防ぐ

フレイル予防が重要になると考えられます。

また，男女ともに「認知症」が上位となっており，対策として認知症予防と共生の

まちづくりが求められ，これらを含めた介護予防の取組が重要です。
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重点介護予防 

プロジェクト

本市は，地区によって高齢化率が大きく異なり，必要とされる高齢者施策が異

なる特徴を持っています。それぞれの地区の状況やニーズに柔軟に対応した施策

の展開が必要です。

一方で，公的サービスだけでは十分に解決できない生活課題も多く生じるよう

になっています。今後も，全ての市民が住み慣れた地域での生活を継続すること

ができるまちづくりを進めていくため，地域内での支え合い・助け合いの関係性

の構築に向けた取組を地域福祉計画と連動しながら進めていきます。

また，団塊の世代が後期高齢者となる令和７（2025）年以降は，後期高齢者

（75歳以上）人口が前期高齢者（75歳未満）人口を上回ることが予測されていま

す。後期高齢者の増加に伴い，認知症高齢者や要介護（要支援）認定者の増加が

見込まれることから，認知症予防や認知症の方を地域で支える見守り支援，地域

の年齢構成等の条件を踏まえた介護予防の取組を強化していきます。

計画の基本理念
本計画では，第７期計画までの基本理念を更に進め，地域包括ケアシステムの構

築を着実に進めていけるよう「住み慣れた地域で健やかで幸せに暮らせるもりや」

を基本理念として，４つの基本目標を掲げ，高齢者の福祉に係る施策を総合的に

推進していきます。

住み慣れた地域で健やかで幸せに暮らせるもりや

高齢者が住み慣れた地域で

暮らせる仕組みづくり

高齢者が元気で自立した

生活ができるための支援

高齢者のニーズに応じた

公的サービスの提供

介護保険事業の円滑な

実施

基本目標 基本目標

基本目標 基本目標

1 2

3 4

１．認知症対策

• 　認知症予防の推進

• 　認知症の方を地域で支える見守り支援

２．フレイル予防

３．生活習慣病予防

重点介護予防

プロジェクト
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主な 

取り組み

01
基本目標 高齢者が住み慣れた地域で暮らせる仕組みづくり

（１）　高齢者の生活を支えるサービスの充実

• 緊急通報体制整備事業（緊急通報システム）

• 軽度生活援助事業

• 愛の定期便事業 
（ひとり暮らし高齢者乳製品配布事業）	 など

（２）　相談支援体制の充実と包括的・継続的 
ケアマネジメントの提供

• 地域包括支援センターによる総合相談

• 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

• 地域ケア会議の実施

• 地域包括支援センター事業評価の実施

（３）　高齢者の社会参加・生きがい対策の推進

• シニアクラブ活動

• サロン活動

• シルバーリハビリ体操（パタカ）推進事業

• 介護支援ボランティアポイント制度	 など

（４）　在宅医療・介護連携の推進

• 在宅医療と在宅介護の連携強化

• 入退院時における医療機関・介護事業所 
等関係者間の情報共有	 	 など

（５）　家族介護者への支援

• 徘徊高齢者等SOSネットワーク事業

• 認知症の方の家族のつどい

• 寝たきり高齢者紙おむつ支給事業

（６）　地域共生社会の推進

• 生活支援体制整備事業

• 生活支援コーディネーターの配置

• 地域ケアシステム推進事業

02
基本目標 高齢者が元気で自立した生活ができるための支援

（１）　介護予防事業の円滑な実施

• 介護予防把握事業

• 介護予防普及啓発事業

• 地域介護予防活動支援事業

• 一般介護予防事業評価事業	 など

（２）　認知症を地域で支える仕組みづくり

• 認知症初期集中支援推進事業

• 認知症地域支援・ケア向上事業

• 認知症の発症予防

• 認知症サポーター等養成事業	 など

（３）　高齢者の健康づくり

• がん検診の実施

• 健康診査（特定健康診査，後期高齢者 
医療健康審査）の実施

• 保健指導の実施

• 健康教育の実施	 	 など

03
基本目標 高齢者のニーズに応じた公的サービスの提供

（１）　高齢福祉サービスの充実

• 障害福祉サービスと介護保険 
サービスの円滑な接続

• 養護老人ホーム入所措置

（２）　高齢者の権利擁護のための支援の充実

• 成年後見制度の利用促進

• 権利擁護事業

• 高齢者虐待への対応

• 消費者被害の防止

（３）　安心して暮らせる地域の創出

• パトロール活動の推進と防犯意識の高揚

• 防犯連絡員の確保

• 交通事故防止対策の推進

• 自主防災組織の結成促進と避難 
支援体制の充実	 	 	 など
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介護保険料の 

設定

第８期計画期間内における介護保険料の段階設定は10段階とし，各段階を以下

のように設定します。算出した所得段階別介護保険料は，次のとおりです。

段階 対象者 保険料率
所得段階別 
保険料額 
（年額）

第１段階

• 生活保護受給者
• 市民税非課税世帯で，老齢福祉年金を受給している方
• 市民税非課税世帯で，前年の課税年金収入額と合計 

所得金額（年金収入に係る所得を除く）の合計が80万
円以下の方

基準額 
×0.30 

（軽減前0.50）

17,200円 
（28,800円）

第２段階
• 市民税非課税世帯で，前年の課税年金収入額と合計所

得金額（年金収入に係る所得を除く）の合計が80万円
超120万円以下の方

基準額 
×0.50 

（軽減前0.70）

28,800円 
（40,300円）

第３段階
• 市民税非課税世帯で，前年の課税年金収入額と合計所

得金額（年金収入に係る所得を除く）の合計が120万円
を超える方

基準額 
×0.70 

（軽減前0.75）

40,300円 
（43,200円）

第４段階
• 市民税課税世帯のうち本人非課税で，前年の課税年金

収入額と合計所得金額（年金収入に係る所得を除く）の
合計が80万円以下の方

基準額 
×0.90

51,800円

第５段階
• 市民税課税世帯のうち本人非課税で，前年の課税年金

収入額と合計所得金額（年金収入に係る所得を除く）の
合計が80万円を超える方

基準額 
×1.00

57,600円 
（基準額）

第６段階
• 市民税本人課税者 

（前年の合計所得金額120万円未満）
基準額 
×1.20

69,100円

第７段階
• 市民税本人課税者 

（前年の合計所得金額120万円以上210万円未満）
基準額 
×1.30

74,800円

第８段階
• 市民税本人課税者 

（前年の合計所得金額210万円以上320万円未満）
基準額 
×1.55

89,200円

第９段階
• 市民税本人課税者 

（前年の合計所得金額320万円以上500万円未満）
基準額 
×1.60

92,100円

第10段階
• 市民税本人課税者 

（前年の合計所得金額500万円以上）
基準額 
×1.85

106,500円

基準額に対する介護保険料の段階設定と所得段階別介護保険料

※基準額月額（第５段階）：4,800円
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本計画が目指す 

市の姿

認知症や知的障がい，精神障がいなどにより判断能力が十分でなくとも，

住み慣れた地域で誰もが自分らしく暮らしていけるように，人間としての尊

厳が十分に保持され，自分の意思が尊重され，一人ひとりの笑顔と幸せと最

善の利益のために，成年後見制度を含めた権利擁護のための必要な支援体

制の構築を推進します。

成年後見制度は，認知症や知的障がい，精神障がい等により，判断能力が十分で

ない人が，成年後見人等を選任することにより，財産管理や権利の保護などを行う

ための制度です。選任された成年後見人等が，本人に代わって生活に必要な契約

を結んだり，不動産や預貯金等の管理を行ったりすることで，法律的な支援を提供

します。

ひとり暮らし高齢者や夫婦のみの高齢者世帯など，周囲の支援を必要とする人

が増加する社会背景の中で，財産管理や日常生活において支障を抱える市民への

権利擁護支援の必要性は，今後も高まり続けていきます。そのため，地域社会全体

で困りごとを抱える人を支えるための取組が重要ですが，全国的に見ても，利用が

必要な人に，成年後見制度が十分につながっていない状況が続いています。

守谷市において成年後見制度を必要とする人が適切に制度の利用につながり，

その人の権利が守られる地域づくりを目指して，成年後見制度の利用促進に関す

る施策を総合的かつ計画的に推進するために，本計画を策定することとします。

計画の策定意義

と位置付け

基本目標と今後

の取組

守谷市成年後見制度利用促進基本計画

基本目標２

利用しやすく，利用者がメリットを 

実感できる制度の運用

• 本人・親族への申立て支援の実施

• 市長申立ての実施

• 低所得者への助成支援の実施

• 身上保護の視点を重視した受任者

調整の実施

• 後見人等の多様な人材育成

基本目標１

成年後見制度の周知と 

相談機能の強化

基本目標４

生涯を通じて自分らしい暮らしを 

実現できるまちづくり

基本目標３

地域連携ネットワークの構築

• 地域連携ネットワークの整備

• 中核機関の設置

• 協議会の設置

• 後見人等の支援

• チーム形成支援

• 任意後見制度の周知拡大と 

利用促進

• エンディングノートの活用

• 成年後見制度の普及・啓発

• 後見ニーズのある市民の 

早期発見

• 成年後見制度の相談機能強化
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