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市が計画や条例を策定するときに、市民の皆さんから
広くご意見をお聴きし、一緒に考え、決めていこう
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（お問合せ先）
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号
宝塚市役所 健康福祉部

安心ネットワーク推進室 介護保険課
Tel 0797-77-2136 Fax 0797-71-1355パブコメ

健康で、安心して自分らしくいきいきと
暮らし続けられるまち宝塚をめざして

宝塚市では、

宝塚市地域包括ケア推進プラン
（宝塚市高齢者福祉計画・

第８期宝塚市介護保険事業計画）

について、市民のみなさんからのご意見
を募集しています。

募集期間

令和２年（2020年）
12月1日（火）から

令和３年（2021年）
1月5日（火）まで



 

 

令和２年（2020 年）１２月１日 

宝塚市 健康福祉部 安心ネットワーク推進室 

 

 

 

 

 

１ 宝塚市高齢者福祉計画・第 8 期宝塚市介護保険事業計画とは 

本計画（素案）は、本市の高齢者に関する施策を総合的かつ計画的に推進す

るとともに、介護保険事業の円滑な実施を図るため、老人福祉法第 20 条の 8

の規定による市町村老人福祉計画及び介護保険法第 117 条の規定による市町

村介護保険事業計画として一体的に策定します。 

計画期間は、令和 3 年度（2021 年度）から 5 年度（2023 年度）までの 3 か

年です。 

 

２ 計画（素案）策定の経過 

  本計画（素案）の策定にあたり、公募による市民 3 名を含む 13 名の委員で

構成する「宝塚市介護保険運営協議会」を 5 回開催し、検討を重ねました。 

 

３ 計画（素案）のポイント 

 ①基本理念 

 「健康で、安心して自分らしくいきいきと暮らし続けられるまち宝塚」 

②基本方針 

 (1)自分らしくいきいきと暮らせる高齢者のいきがいづくり 

(2)住み慣れた地域で暮らし続けられる生活支援体制の構築 

(3)介護が必要になっても安心して暮らせるサービスの充実 

 ③重点取組 

 (1)介護予防・重度化防止の推進 

 (2)見守り・支えあい活動の促進 

 (3)認知症施策の推進 

 (4)在宅医療・介護連携の推進 

④前計画からの主な改正点 

 (1)令和 22 年度（2040 年度）までを見据えた推計を行います。 

 (2)重点取組に新たに、見守り・支えあい活動の促進を設定します。 

 (3)介護サービスの基盤整備として、新たに、特定施設入居者生活介護

の総量規制を設定します。 

  
宝塚市地域包括ケア推進プラン（宝塚市高齢者福祉計画・第８期宝塚

市介護保険事業計画）（素案）への意見募集について 



 

 

４ 意見募集の目的 

 本計画（素案）の策定の趣旨、内容等について、広く公表し、市民の皆様

からの意見を計画に反映するため、意見募集を行います。 

 なお、意見募集のため公表する内容は、以下のとおりです。 

① 宝塚市高齢者福祉計画・第 8 期宝塚市介護保険事業計画（素案）に対す

る意見募集 

② 別紙「意見提出用紙」 

③ 宝塚市高齢者福祉計画・第 8 期宝塚市介護保険事業計画（素案）の概要 

④ 宝塚市高齢者福祉計画・第 8 期宝塚市介護保険事業計画（素案） 

 

５ 計画（素案）の公表方法について 

  市ホームページ（http://www.city.takarazuka.hyogo.jp）の健康福祉部 

安心ネットワーク推進室介護保険課のページのほか、市役所の介護保険課、

市民相談課、各サービスセンター・サービスステーション及び健康センター

で公表します。 

 

６ 意見の募集期間 

令和 2 年（2020 年）12 月 1 日（火）から 

令和 3 年（2021 年）1 月 5 日（火）まで 

 

７ 意見の提出方法 

別紙「意見提出用紙」に必要事項を記入し、本計画（素案）に関する意見を

記載したうえで提出してください。 

別の用紙で意見を提出される場合は、その用紙に、別紙「意見提出用紙」に

記載のある項目（氏名、住所、電話番号等）の全部を明記してください。 

また、意見が複数ある場合は、意見ごとに、意見の対象となる箇所（全般又

は特定部分）がわかるように記載してください。 

 提出方法は、市役所の介護保険課へ持参・郵送・ファクシミリ・電子メー

ルのいずれかの方法により募集期間内にご提出ください。郵送の場合も期間

内必着とします。 

なお、電話などの口頭による意見の提出はできません。 



 

 

８ 提出先・問い合わせ先 

  〒665-8665 （住所記載不要）「市役所健康福祉部安心ネットワーク推進室 

介護保険課」 

電話番号      ０７９７－７７－２１３６ 

ファクシミリ    ０７９７－７１－１３５５ 

電子メールアドレス m-takarazuka0050@city.takarazuka.lg.jp 

市役所所在地    宝塚市東洋町１番１号 

（介護保険課は、市役所の１階です。） 

 

９ 意見の公表について 

 氏名、住所、電話番号等の個人情報は、一切公表しません。 

御提出いただいた意見（パブリック・コメント）については、個人の権利利

益を害するおそれのある情報等を除き、その全体を取りまとめた上で、意見の

採否及び本市の考え方を文書にまとめ、市ホームページで公表するほか、市役

所介護保険課（１階）、市民相談課、各サービスセンター・サービスステーシ

ョン及び健康センターで配布します。 

なお、提出いただいた意見に対し、個別の回答は行いませんのでご了承くだ

さい。 

 

１０ 個人情報等の取扱について 

氏名、住所、電話番号等の個人情報は、厳正に保管し、他の目的には一切

使用・提供しません。 

 



別紙「意見提出用紙」 （   枚の内、  枚目） 

宝塚市地域包括ケア推進プラン（宝塚市高齢者福祉計画・第８期宝塚市介護保険事業計画（素案））に対する意見 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【意見締切り】令和 3 年（20２１年）１月５日（火）必着 

【お問い合わせ・提出先】宝塚市役所 健康福祉部 安心ネットワーク推進室 介護保険課 

（介護保険課は、市役所１階です）  

 〒665-8665 宝塚市東洋町 1-1 

TEL： 0797－７７－２１３６  FAX：  0797－７１－１３５５ 

E-ｍａｉｌ： m-takarazuka0050@city.takarazuka.lg.jp 

〇氏名または名称  

〇住所または所在地  

※ 住所が市外の場合は、次のうち該当するものにチェックを入れてください。 

□市内在勤 □市内在学 □その他  

〇連絡先(電話番号) (メールアドレス)  

※ 上記の記述がないものや正確に記載されていない場合は受付できません。  

※ この枠内の情報は公表しません。また、上記の個人情報につきましては、厳正に保管し、他の目的に使用、提供しません。 

【意見】 

※ 該当する項目を選んでください。 

□  （案）の全般に関すること 

□ 特定の部分に関すること 

 ページの    行目からの部分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※用紙が足りない場合は、お手数ですが、コピーしていただきますようお願いします。 

 その場合、２枚目以降は、氏名のみご記入ください。 

 



 

 

 

１．計画の概要 
この計画は、現行の第７期計画の計画期間が令和２年度（２０２０年度）で終了するため策定す

るもので、高齢者の生活に関する諸施策の基本的な方向性と具体的な取組方策を明らかにします。 

計画期間は、令和３年度（2021年度）から令和５年度（2023年度）までの３年間です。 

アンケート調査等を通じて、高齢者の健康づくりや生活実態、福祉施策・サービスに対する意

識等を把握し、介護保険の被保険者、知識経験者、保健・医療・福祉関係団体の代表者等で組織す

る「宝塚市介護保険運営協議会」で検討を重ね、今回の計画案をまとめました。 

 

２．宝塚市の高齢者を取り巻く状況 
▶介護・医療ニーズの高い75歳

以上の人が今後急増します。 

▶要支援・要介護認定者数は今

後も増加する見込みです。 

▶介護保険にかかる費用は毎年

増加しています。 

 

 

３．計画の基本理念 
高齢者が、できる限り健康で、住み慣れた地域でいきいきとした暮らしを送ることができ、た

とえ介護や支援が必要となっても、地域全体で支え合うことができる社会の実現を目指し、これ

までの計画の基本理念である「健康で、安心して自分らしくいきいきと暮らし続けられるまち宝

塚」を継承します。  
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地域密着型サービス費 その他

（億円）

宝塚市地域包括ケア推進プラン 

令和３年度（2021 年度）～５年度（2023 年度） 

（宝塚市高齢者福祉計画・第８期宝塚市介護保険事業計画）（素案）概要版 

宝塚市では、高齢者の健康づくりやいきがいづくり、介護・福祉サービスの充実などの高齢

者施策について、今後３年間の基本的な方向性と具体的方策を定める「地域包括ケア推進プ

ラン」の策定に取り組んでいます。以下、その概要をお知らせします。 
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４．計画の基本方針 

 

○生活習慣の改善や自立した日常生活に関する意識啓発、地域における健康づくりや介護予

防活動への支援に努めます。 

○就労をはじめとする社会参加の促進、文化・学習・スポーツ活動の機会拡充など、豊かな

知識と経験が活かせる機会の提供に努め、高齢者のいきがいづくりを推進します。 

 

○生活支援サービスなどを効果的に組み合わせ、サービスの充実に努めます。 

○地域における支え合い体制の充実、地域包括支援センター等における取組の一層の強化な

ど、「地域包括ケアシステム」の構築に向けた取組を推進します。 

○認知症の高齢者本人や家族を支える仕組みづくりを地域ぐるみで推進します。 

○高齢者の虐待防止や成年後見制度の活用などを地域や施設等において啓発・推進し、高齢

者の尊厳と権利を守る仕組みづくりを推進します。 

 

○在宅医療・介護の連携、介護保険サービスの量と質の確保に努めるとともに、介護給付の

適正化や低所得者対策、事業者への適正な指導監督などの取組を推進します。 

○介護保険財政の均衡と健全性を確保し、介護サービスの質の向上を図ることにより、介護

保険制度に対する信頼の確保に努めます。 

○高齢者の安心な暮らしを支えるため、地域支援事業を適切に提供できるよう、地域のニー

ズ把握や必要な体制整備を図ります。 

 

５．重点取組 
  

（１）自分らしくいきいきと暮らせる高齢者のいきがいづくり 

（２）住み慣れた地域で暮らし続けられる生活支援体制の構築 

（３）介護が必要になっても安心して暮らせるサービスの充実 

 

高齢者が社会に参加し、健康でいきがいのある生活を送れるよう、介護予防の取組を市全体

に広めるとともに、誰もが身近な地域で参加しやすいよう、介護予防の場の創出に取り組み

ます。 

重点取組１．介護予防・重度化防止の推進 

 

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生活ができるよう、地

域で支える仕組みづくりに取り組みます。 

重点取組３．認知症施策の推進 

 

高齢者自身が望む場で安心して暮らし続けることができるよう、医療・介護が相互に連携し、

切れ目のない在宅医療・介護サービスが提供できる体制づくりに取り組みます。 

重点取組４．在宅医療・介護連携の推進 

 

日常生活圏域となるブロック、小学校区、自治会圏域などの範囲における生活資源や地域活

動の特性に合わせて、実態を把握、分析し、住民主体の活動を促進し、日頃の関係づくりや

支え合う仕組みづくりを一層推進します。 

重点取組２．見守り・支えあい活動の促進 



６．施策の展開 
 

 

健康づくり・介護予防・ 

重度化防止の推進 

○健康づくり・生活習慣病予防の推進 

○介護予防・重度化防止の推進 

いきがいづくりの促進 
○社会参加・交流の促進 

○生涯学習等の推進 

○雇用・就労への支援 

 

 

在宅生活を支える多様な 

支援の充実 

○生活支援サービスの充実 

○介護家族の支援 

安心して住み続けられる 

住まい・まちづくり 

○住まいの確保・居住環境の向上 

○暮らしやすい生活環境づくり 

○生活安全対策の推進 

見守り・支えあいの促進 
○地域の見守り体制の整備 

○生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）の配置 

地域包括支援センターの機能強化 〇地域包括支援センター機能強化に向けた体制整備 

地域ケア会議の推進 ○地域ケア会議の推進 

認知症施策の推進 

○普及啓発と本人発信支援 

〇認知症の発症を遅らせる支援と重度化防止の支援 

○医療・ケア・介護サービス・介護者への支援 

○認知症バリアフリーの促進・若年性認知症の人への支援・社会参加支援 

高齢者の権利擁護と虐待防止 
○高齢者の権利擁護の推進 

○虐待や暴力の防止に向けた取組の充実 

 

 

医療・介護の連携 
○在宅医療の充実 

○医療と介護の連携強化 

介護サービスの基盤整備 
○施設・居住系サービス等 

○地域密着型介護サービス 

地域支援事業の充実 

○介護予防・日常生活支援総合事業 
○一般介護予防事業 

○包括的支援事業（社会保障充実分含む） 

○任意事業 

介護保険事業の円滑な運営 
○低所得者への配慮等 

○介護給付の適正化 

○介護人材の育成、確保 

サービスの質の向上 
○相談体制の充実 
○ケアマネジャーへの支援 

（１）自分らしくいきいきと暮らせる高齢者のいきがいづくり 

（２）住み慣れた地域で暮らし続けられる生活支援体制の構築 

（３）介護が必要になっても安心して暮らせるサービスの充実 



７．介護保険事業等の今後の見込み 
高齢化の進展により、第１号被保険者数は増加する見込みです。また、要支援・要介護認定者

数も増加し、令和７年（2025年）には、第１号被保険者における要介護１～５の認定者数は

10,000人を超えると考えられます。 

《第８期における介護保険事業の利用者数等の見込み》 

※被保険者数、要支援・要介護認定者数の見込み値は、令和２年９月末時点の実績値を用いて推計。 

介護保険事業利用者数の見込み値は、1カ月当たりのサービス利用者数の実人数を示す。令和２年４月～６

月のサービス利用実績をもとに推計。 

 

《第８期の給付費の見込みと保険料基準額》 

 

 

 
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） 

被保険者数 第１号被保険者 65,488人 65,782人 66,095人 66,775人 

要支援・ 

要介護 

認定者数 

第１号被保険者 13,755人 14,313人 14,800人 15,565人 

 要支援１・２ 4,620人 4,800人 4,956人 5,196人 

 要介護１～５ 9,135人 9,513人 9,844人 10,369人 

第２号被保険者 232 232人 232人 232人 

介護保険 

事業 

利用者数 

介護予防サービス 1,445 1,452 1,459 1,474 

介護予防地域密着型サービス 10 11 11 11 

介護サービス 6,219 6,247 6,277 6,341 

地域密着型サービス 1,136 1,141 1,147 1,159 

施設サービス 1,462 1,462 1,507 1,680 

総合事業 2,361 2,452 2,531 2,645 

第８期計画期間の介護給付費と介護保険料基準額については、現在算定中です。 

高齢化にともなう認定者数の増加により、利用されるサービス量が増加すると予想され、

給付費の増加が見込まれています。 

宝塚市地域包括ケア推進プラン 

令和３年度（2021年度）～５年度（2023年度） 

（宝塚市高齢者福祉計画・第８期宝塚市介護保険事業計画）（素案）概要版 

 

令和２年（2020年）12月 

宝 塚 市 

 

（担当部局）宝塚市 健康福祉部 安心ネットワーク推進室 介護保険課 

〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 

電 話 （０７９７）７７－２１３６ 

ＦＡＸ （０７９７）７１－１３５５ 



分野 氏名 役職等

知識経験者 大和　三重 関西学院大学人間福祉学部教授

足立　泰美 甲南大学経済学部教授

被保険者代表 髙桑　外昭
（R1.6.1～）

宝塚市老人クラブ連合会　理事

吉田　ひとみ　 市民代表

久保　秀美 市民代表

石丸　友子
（Ｈ31.2.1～)

市民代表

保健、医療、福 合田　潔 宝塚市医師会　副会長

祉関係者 小田中　理 宝塚市歯科医師会　理事

額田　萬里 宝塚市薬剤師会　理事

神谷　宏
（～Ｒ1.11.30）

宝塚市民生委員・児童委員連合会　副会長

加藤　優子
（Ｒ1.12.25～)

宝塚市民生委員・児童委員連合会　常任理事

繁田　宗恭 宝塚市介護保険事業者協会　会長

福本　芳博 宝塚市社会福祉協議会　理事長

行政関係者

後藤　勝之
（～Ｈ31.3.31）

岡本　洋明
(H31.4.1～R2.3.31）

今村　勝行
（R2.4.1～）

阪神北県民局　宝塚健康福祉事務所副所長兼企画課長

宝塚市介護保険運営協議会委員名簿


