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第１章 計画策定にあたって 

 

１ 計画策定の趣旨 

本市においての高齢者人口は、増加傾向にあり、全ての圏域で高齢化が進んでいます。

加えて、令和 7（2025）年には団塊の世代のすべてが 75 歳以上となることから、後期

高齢者の割合もさらに増加していくと見込まれます。このため、今後の介護保険サービス

への需要は引き続き一定程度見込まれるものと予測され、長期的な視点も必要となってい

ます。 

このような状況の中、本市においては、市と地域包括支援センターが中心となり、介護

予防への取組と介護保険サービスの提供体制の確保を両立させてきました。それらの取組

の指針となる高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画を策定し、計画的な事業実施に努め

てきました。 

しかし、我が国全体における国難といえる新型コロナウイルス感染症の影響により、新

しい生活様式を踏まえた暮らし方が求められ、地域の在り方及び支援の在り方を考え直す

ことが必要となっています。 

「第 8期津山市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」（以下、「本計画」といいます。）

は、これらの状況を踏まえて、本市における次の 3年間の高齢者福祉・介護保険事業の在

り方を示すために策定するものです。 

 

２ 計画の性格 

本計画は、老人福祉法第 20条の 8の規定に基づく「老人福祉計画」及び、介護保険法

第 117条の規定に基づく「介護保険事業計画」として、一体的に策定するものです。さら

に、成年後見制度利用促進法第 14条第 1項の規定に基づく成年後見制度の利用の促進に

関する施策についての基本的な計画として位置づけるものとします。 

また、計画策定にあたっては、本市における上位計画である「津山市第 5 次総合計画」

及び「第 2次津山市地域福祉計画」に準じるものとし、「第 2次健康つやま 21」等の関連

計画との整合を図るものとします。 

加えて、「岡山県高齢者保健福祉計画・介護保険事業支援計画」とも調和のとれた計画と

して策定します。 

 

【津山市においての上位及び関連計画との関係性】 

  

津山市第5次総合計画

第8期

津山市高齢者保健福祉計画

・介護保険事業計画

第2次津山市地域福祉計画

健康つやま21、津山市地域防災計画

津山市障害者計画・

障害福祉計画・障害児福祉計画

津山市子ども・子育て支援事業計画

津山市食育推進計画

その他関連計画

連
携
・
整
合
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３ 計画の期間 

本計画は、令和 3（2021）年度から令和 5（2023）年度までの 3年間を計画期間と

します。 

 

４ 計画の策定体制 
 

（１）津山市高齢者保健福祉・介護保険事業運営協議会での検討  

計画策定にあたっては、幅広い市民の協力と意見を得て、津山市の実情に応じたものに

するため、学識経験者、地域ケア団体代表、介護保険事業者、医療専門職、福祉専門職、

被保険者代表等で構成する「津山市高齢者保健福祉・介護保険事業運営協議会」において

ご審議、ご検討頂きました。 
 

（２）アンケート調査の実施  

高齢者とその家族のニーズを把握し、本計画に意見を反映させるため、「介護予防・日常

生活圏域ニーズ調査」と「在宅介護実態調査」を行いました。 

 

項目 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 在宅介護実態調査 

調査目的 

・高齢者の暮らしや健康状態、地域課題

の把握 

・効果的な介護予防政策立案と効果評

価の実施 

・要介護者の生活状況や介護者の就労

状況等の把握 

・効果的な支援・サービスのあり方検討 

調査対象者 要介護 1～5以外の高齢者 

認定有効期間が、令和元年 11月 1日以

降の要支援・要介護認定者のうちの在

宅生活者 

調査期間 令和 2年 1月 30日～3月 27日 令和 2年 1月 30日～3月 27日 

調査方法 郵送による調査票の配布及び回収 郵送による調査票の配布及び回収 

回収数 5,410／7,989件（回収率：67.7％） 359／747件（回収率：48.1％） 
 

（３）パブリックコメントの実施  

幅広く市民の意見を得るため、パブリックコメントを令和 3年 1 月に実施しました。 
 

５ 計画の構成 

本計画は、高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画を一体的に策定するものであり、

事業実施にあたっても一体的に推進することから、明確に区切るものではありませんが、

各計画は概ね以下の内容を記載することとしています。 

 

区分 高齢者保健福祉計画 介護保険事業計画 

内容 

高齢者の健康と生きがいに関する施策 

・地域共生社会の実現 

・生活支援 

・生きがい対策 

・社会参加の促進 

・高齢者の生活環境の整備 

高齢者の生活を支える施策 

・区域（日常生活圏域）の設定 

・各年度における種類ごとの介護サー

ビス量の見込み 

・各年度における地域支援事業の量の

見込み    
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６ 計画の進行管理・評価 

本計画は、ＰＤＣＡサイクルに基づき、計画の進行及び達成状況を、津山市高齢者保健

福祉・介護保険事業運営協議会において毎年度確認し、設定した目標項目の評価及び各種

課題の検討を行うものとします。 

また、必要に応じて市民アンケート等を実施し、実施状況の評価・分析等を行います。 

 

７ 高齢者の状態像 

本計画においては、高齢者の身体的な状況等に応じて次のように区分しています。 

要援護高齢者とは、要支援・要介護認定者、事業対象者、一人暮らし高齢者及び高齢者

のみの世帯など、見守り・声かけ・予防などが必要な人のことを言います。 

 

 

 

８ 日常生活圏域の設定 

高齢者が自宅で生活を送るためには、高齢者の生活圏域を単位にサービス体制を整備す

る必要があります。そのため、地域の特性、面積、人口等を踏まえてサービス提供の基盤

となる日常生活圏域を設定することが必要となります。 

本市においては、旧行政区や人口規模、地理的要因等を踏まえ、前計画と同様に 8圏域

を日常生活圏域に設定することで、これまで築き上げてきた高齢者への支援体制を活用し

て、要援護高齢者の把握・支援をスムーズに行うことを目指していきます。 

【日常生活圏域ごとの高齢者・認定者の状況】 

区分 人口 高齢者数 認定者数 高齢化率 認定率 

東部圏域 19,790 5,153 1,011 26.0% 19.6% 

西部圏域 16,232 4,883 970 30.1% 19.9% 

南部圏域 11,536 4,059 873 35.2% 21.5% 

北部圏域 22,421 5,433 1,000 24.2% 18.4% 

中央部圏域 13,211 4,321 928 32.7% 21.5% 

加茂・阿波圏域 4,477 1,966 438 43.9% 22.3% 

勝北圏域 6,013 2,239 485 37.2% 21.7% 

久米圏域 6,425 2,578 530 40.1% 20.6% 

津山市全域 100,105 30,632 6,235 30.6% 20.4% 

資料：住民基本台帳及び市介護保険システム（令和 2 年 4月 1 日現在）  

高齢者

一人暮らし高齢者及び高齢者のみの世帯など、見守り・声かけ・
予防などが必要な方

要援護高齢者

事業対象者・要支援・要介護認定者

基本チェックリストによる対象者
要支援1、2の認定者
要介護1～5の認定者
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[日常生活圏域の設定状況]  

 

加 茂・阿 波 圏 域

旧加茂町全域

旧阿波村全域

北 部 圏 域

西苫田（上河原・北園町）

東苫田（志戸部・勝部・籾保・紫保井・大田・沼・弥生町）

神庭（吉見・綾部）

滝尾（堀坂・妙原・三浦）

一宮（一宮・東一宮・東田辺・西田辺・山方）

高田（上横野・下横野・大篠）

高倉（上高倉・下高倉東・下高倉西）

久 米 圏 域

旧久米町全域

勝 北 圏 域

旧勝北町全域

西 部 圏 域

城西（小田中）

西苫田（総社・小原）

二宮（二宮）

院庄（院庄・神戸・戸島）

田邑（上田邑・下田邑）

南 部 圏 域

鶴城（桶屋町・上紺屋町・下紺屋町・鍛治町・坪井町・福渡町・
細工町・宮脇町・南新座）

中央（堺町・二階町・元魚町・新職人町・戸川町・本町二丁目・
本町三丁目・美濃町）

城西（西寺町・鉄砲町・新茅町・茅町・西今町・安岡町）

佐良山（福田・高尾・皿・平福・中島・一方・津山口・井口・種）

福岡（大谷・昭和町一丁目・昭和町二丁目・南町一丁目・
横山・八出）

城南（材木町・伏見町・京町・河原町・船頭町・小性町・
吹屋町・新魚町）

中 央 部 圏 域

東津山（川崎・野介代）

林田（林田）

城東（東新町・西新町・中之町・勝間田町・林田町・橋本町・
上之町）

城西（小田中の一部）

西苫田（山北）

城北（山下・北町・椿高下・城代町・田町・大手町）

東 部 圏 域

福南（小桁・金屋・押渕・荒神山・種の一部）

成名（草加部・野村・近長・楢）

高野（押入・高野山西・高野本郷）

広野（河面・福井・田熊）

大崎（金井・中原・福力・新田・西吉田・池ケ原・堂尾）

河辺（国分寺・日上・瓜生原・河辺）

加茂・阿波圏域

勝北圏域北部圏域

東部圏域
久米圏域

西部圏域

南部圏域

中央部圏域


