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総 論 

 

第１章 計画策定にあたって 
［１］計画策定の趣旨 

 現在、我が国は急速な人口減少と少子高齢化が進んでおり、国立社会保障・人口問題研究所の推計に

よると、高齢者人口は、2025 年（令和 7 年）に、3,677 万人、2042 年（令和 24 年）に、3,935

万人でピークを迎えると予想されています。 

 上田市は、令和元年 11 月に高齢化率が 30％を超え、今後もひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯、

認知症高齢者の増加が見込まれています。 

 このような中、高齢者がその能力に応じ、住み慣れた地域で自立し生きがいを持って暮らし続けるこ

とができるよう、住民が相互に支え合い、支援が必要な高齢者を地域ぐるみで支えるための「地域包括

ケアシステム」の構築を目指し、高齢者福祉及び介護に係る計画を策定し、順次施策を推進してきまし

た。 

また、平成 29 年には、高齢者だけでなく障がい者や子ども等あらゆるかたが、地域で助け合いなが

ら暮らし続けることができる地域共生社会の実現のため、包括的な支援体制の整備に努めることとされ

ました。 

 こうした中、地域共生社会の実現に向けた中核的な基盤となり得る「地域包括ケアシステム」の構築

と社会経済情勢の変化や新たな課題に対応したこれからの高齢者福祉・介護分野のまちづくりの指針と

して、「第８期上田市高齢者福祉総合計画」を策定しました。 

［２］計画の性格及び法的位置づけ 

 高齢者福祉計画（老人福祉法第 20 条の 8）と介護保険事業計画（介護保険法第 117 条）は、整合

性を保ちながら一体的に策定する必要があることから、２つの計画を一体化させ、高齢者の福祉及び介

護等に関する総合的な計画とします。 

［３］計画の期間 

 令和 3 年度から令和 5 年度までの３年間 

 また、2025 年、2040 年の中長期的な推計を見据えながら策定しています。 

［４］他の計画との整合及び連携 

 「第二次上田市総合計画」に基づき、地域共生社会の実現に向けた取組や自立支援、介護予防・重度

化防止に向けた取組等を推進させるため「上田市地域福祉計画」、「上田市障がい福祉計画」、「上田市民

健康づくり計画」、県の「長野県保健医療計画」、「第 8 期長野県高齢者プラン」、その他諸計画との整

合、連携を図ります。 

 

「ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）」の視点を踏まえた計画の推進 
SDGs は、持続可能な開発のための 2030 アジェンダに記載された 2016 年から 2030 年までの

国際目標で、持続可能な世界を実現するための 17 の目標（ゴール）と 169 の行動目標（ターゲット）

から構成されています。「地球上の誰一人取り残さない社会の実現」を目指し、全世界共通の目標とし

て、「経済」、「社会」、「環境」の諸課題を統合的に解決することの重要性が示されています。 

ＳＤＧｓは、開発途上国から先進国まで、全ての国が取り組む共通の目標であり、「誰一人取り残さ

ない」という理念の下、持続可能で多様性と包摂性のある社会を目指しており、目標３の「すべての人

に健康と福祉を」や目標 11 の「住み続けられるまちづくりを」などの課題に向けた取組は、本計画の

基本理念につながるものです。 

 このため、高齢者がいきいきと安心して暮らせるための施策を推進するため、ＳＤＧｓを施策の実現

に向けた方向性としてとらえ、それぞれの分野間で目的を共有化し、市民・NPO・企業などの幅広い

関係者との協働・連携により施策を推進し、「ともに支え合い、高齢者が健幸でいきいきと安心して生

活できる地域社会の実現」を目指します。 
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第２章 上田市の現状と将来の見通し 
［１］人口構成・高齢化・要介護認定者等の現状と推移 

［人口の推移］ 

※H27～R２ 住民基本台帳人口（各年１０月１日現在） R３～ 推計人口（年央値） 

 
 

［要介護（支援）認定者数と認定率の推移］ 

※H27～R2 第 1 号被保険者 月報報告数値（各年９月末現在） R３～ 推計値（中央値） 
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［２］高齢者福祉事業・地域支援事業・介護保険事業の実施状況 

 

［高齢者福祉事業] ※各論第２章をご覧ください。 

 

［地域支援事業]                                 （単位:千円） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［介護保険事業]                                 （単位:千円） 

 

年度

項目 給付費 構成比 給付費 構成比 給付費 構成比

居宅サービス 6,086,460千円 43.6% 5,838,957千円 42.3% 5,761,159千円 41.2%

居宅介護サービス給付費 5,128,886千円 36.7% 4,907,241千円 35.5% 4,822,090千円 34.4%

居宅介護福祉用具購入費 10,028千円 0.1% 9,159千円 0.1% 8,748千円 0.1%

居宅介護住宅改修費 27,265千円 0.2% 20,344千円 0.1% 20,820千円 0.1%

居宅介護サービス計画給付費 646,485千円 4.6% 630,623千円 4.6% 611,593千円 4.4%

介護予防サービス給付費 210,097千円 1.5% 205,875千円 1.5% 231,445千円 1.7%

介護予防福祉用具購入費 2,855千円 0.0% 2,723千円 0.0% 2,639千円 0.0%

介護予防住宅改修費 15,032千円 0.1% 15,586千円 0.1% 11,470千円 0.1%

介護予防サービス計画給付費 45,812千円 0.3% 47,406千円 0.3% 52,354千円 0.4%

地域密着型サービス 2,550,137千円 18.2% 2,729,346千円 19.8% 2,778,934千円 19.9%

地域密着型介護サービス給付費 2,533,017千円 18.1% 2,707,993千円 19.6% 2,754,211千円 19.7%

地域密着型介護予防サービス給付費 17,120千円 0.1% 21,353千円 0.2% 24,723千円 0.2%

施設サービス 4,598,379千円 32.9% 4,550,761千円 32.9% 4,698,261千円 33.6%

審査手数料 12,105千円 0.1% 11,940千円 0.1% 11,967千円 0.1%

高額介護サービス等費 282,729千円 2.0% 283,951千円 2.1% 299,482千円 2.1%

高額介護サービス費 282,478千円 2.0% 283,753千円 2.1% 299,271千円 2.1%

高額介護予防サービス費 251千円 0.0% 198千円 0.0% 211千円 0.0%

高額医療合算介護サービス等費 38,406千円 0.3% 5,253千円 0.0% 42,376千円 0.3%

特定入所者介護サービス等費 405,809千円 2.9% 395,157千円 2.9% 405,502千円 2.9%

特定入所者介護サービス費 405,720千円 2.9% 395,015千円 2.9% 405,395千円 2.9%

特定入所者介護予防サービス費 89千円 0.0% 142千円 0.0% 107千円 0.0%

合計 13,974,025千円 100.0% 13,815,365千円 100.0% 13,997,681千円 100.0%

※平成30年度の高額医療合算介護サービス費は、年間上限額制度による支払時期延長による影響です。

平成29年度 平成30年度 令和元年度

介護予防・生活支援サービス事業

一般介護予防事業

包括的支援事業(地域包括支援ｾﾝﾀｰの運営)

任意事業

包括的支援事業（社会保障充実分）

審査手数料

　

　

　

　

　

1,919   2,186   2,211   
地域支援事業費計 717,591   775,077   801,176   

4その他諸費 1,919   2,186   2,211   

2包括的支援事業・任意事業 228,505   228,277   226,268   
141,939   145,318   146,791   

3包括的支援事業（社会保障充実分） 13,784   16,614   30,188   
13,784   16,614   30,188   

事業名 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度

1介護予防・生活支援サービス事業 473,383   528,000   542,509   

86,566   82,959   79,477   

460,734   512,037   523,461   
12,649   15,963   19,048   
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第３章 基本目標の設定 

 
［１］基本理念・基本目標 

 高齢者がいきいきと安心して暮らせるために、高齢者に必要なサービスを一体的に提供する仕組みづ

くりを推進するほか、高齢者の生きがいづくり・社会参加を促進し、いきいきと活動し健康長寿の喜び

を実感できる社会の実現を図るとともに、2040 年を見据えた地域共生社会の実現を目指して、基本理

念と基本目標を定めます。 

  

基本理念 ともに支え合い、高齢者が健幸でいきいきと安心して生活できる地域共生社会の実現 

 

基本目標 

１ 誰もが自分らしく、安心して住み慣れた地域で暮らせる社会の実現 

２ いきいきと活動し、健康長寿の喜びを実感できる社会の実現 

３ 共に暮らし、共に助け合う社会の実現 

４ 安心してサービスが利用できるための適正・適切な介護保険運営 

 

［２］施策の体系 

 本計画の基本目標実現のために施策の体系を定め、施策の体系の具体的な取組を各論第１章から第４

章に記載しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本理念 基本目標 施策の体系

［各論第1章］
 地域共生社会の実現に向けた地域包括ケアシステムの推進

［各論第2章］

 高齢者福祉事業

［各論第3章］

 地域支援事業

［各論第4章］

 介護保険事業

④介護サービスの信頼性の確保

⑤負担軽減による低所得者の
　サービス利用促進

⑥相談への対応

⑦第1号被保険者の介護保険料

④権利擁護の推進

いきいきと活動し、
健康長寿の喜びを
実感できる社会の
実現

共に暮らし、共に
助け合う社会の実現

①サービス事業量及び費用の見込み

②介護予防・日常生活支援総合事業
　の推進

③包括的支援事業の推進

④任意事業の推進

安心してサービスが
利用できるための適
正・適切な介護保険
運営

①サービス事業量及び費用の見込み

②介護サービスの基盤整備

③介護人材の確保並びに業務の
　効率化及び質の向上

⑤地域ケア会議の推進

⑥日常生活を支援する体制の整備

⑦高齢者の住まいの安定的な確保

⑧災害や感染症対策に係る体制整備

①生きがいづくり・社会参加の推進

②高齢者支援・介護者支援の推進

「ともに支え合い、
　高齢者が健幸で
　いきいきと安心
　して生活できる
　地域共生社会の
　実現」

【基本理念・基本目標・施策の体系】

誰もが自分らしく、
安心して住み慣れた
地域で暮らせる社会
の実現

①自立支援、介護予防・重度化
　防止の推進

②在宅医療・介護連携の推進

③認知症施策の推進
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第４章 日常生活圏域の設定 
 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるように、地域ごとに日常生活圏域を定め、地域密着

型サービス事業所の整備などを圏域ごとに進めていきます。また、圏域に１か所ずつ地域包括支援センター

を設置しています。 

日常生活圏域は、上田地域ではおおむね中学校区を単位として７圏域（中央、西部、城下、神川、神科、

塩田、川西）、丸子地域、真田地域、武石地域では各地域を１つの圏域とし、市全体で計 10 圏域です。 

 
介護サービスの基盤整備状況（事業所数：R２.１０.1 現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央 西部 城下 神川 神科 塩田 川西 丸子 真田 武石 合計

定期巡回・随時対応型
訪問介護看護

事業所数 1 1 1 3

夜間対応型訪問介護 事業所数 1 1 2

事業所数 1 3 3 4 5 4 3 3 1 27

定員 18 40 32 58 73 63 34 34 10 362

事業所数 1 1 1 2 5

定員 3 12 12 15 42

事業所数 2 1 1 3 1 1 1 1 11

登録定員 43 29 29 72 29 25 29 25 281

通所定員 24 18 18 45 18 15 15 15 168

宿泊定員 8 9 9 24 6 9 7 5 77

事業所数 5 1 2 3 2 2 2 2 4 1 24

定員 63 9 18 36 27 18 27 18 30 9 255

事業所数 1 1 1 1 1 1 1 7

定員 28 29 29 29 29 29 29 202

事業所数 1 1 1 1 1 2 7

定員 29 29 29 29 29 20 165

事業所数 1 1 1 3

登録定員 29 29 29 87

通所定員 18 18 18 54

宿泊定員 6 9 6 21

事業所数 1 1 1 3 1 2 1 1 11

定員 110 90 93 184 68 180 30 50 805

事業所数 1 1 1 2 1 1 7

定員 29 100 90 238 120 50 627

事業所数 1 1

定員 10 10

事業所数 1 1 1 2 2 1 8

定員 50 49 67 86 108 50 410

事業所数 1 1

定員 97 97
介護医療院

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏域

　　サービス種別

小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護

地域密着型特定施設入居者
生活介護

地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護

介護老人福祉施設

地域密着型通所介護

認知症対応型通所介護

介護老人保健施設

介護療養型医療施設

特定施設入居者生活介護
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地域別高齢者数と高齢化率の推移（R2.10.1 現在） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

要介護認定者数（第 2 号被保険者及び事業対象者含む）と認定率の推移（R2.10.1 現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第５章 計画の推進及び点検体制 
［１］推進体制  

・関係行政部局との連携強化 

 ・地域での連携支援体制の充実 

 ・介護保険サービス事業者・居宅介護支援事業者との連携による介護サービスの確保と質の向上 

［２］点検体制  

・介護保険運営協議会等による点検 

・住民意見の反映 

※　認定率は認定者数（事業対象者を除く）を65歳以上の人口で除して算出しています。

※　グラフ上部の上段が事業対象者を含む認定者数、下段がと事業対象者を含まない認定者数と

　　 なります。

64 41
109 82 126 155 104 90 73 25

259 266
196 227 290 303 224

397

169

55

329 361 402 320

360

425

325

555

235

97

301
277 346

336

354

466

375

560

255

89

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

中央 西部 城下 神川 神科 塩田 川西 丸子 真田 武石

20.77%

23.59%

17.55% 18.85%

16.87%
19.09% 18.65%

20.43%

19.23%

18.96%

953 945 1053 965 1130 1349 1028 1602 732 266
889 904 944 883 1004 1194 924 1512 659 241

要支援1・2

要介護1・2

要介護3・4・5

認定率

事業対象

人

※　グラフ上部の上段が総人口、下段が65歳以上の人口となります。

人

9,778 8,393 15,169 11,644 16,071 13,733 10,789 14,065 6,587 2,039

1,803

1,562

2,540

2,060

3,092

2,954

2,259

3,334

1,619

611

2,477

2,270

2,838

2,624

2,859

3,300

2,695

4,068

1,808

660

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

中央 西部 城下 神川 神科 塩田 川西 丸子 真田 武石

30.45% 31.35%
26.17% 28.69% 27.02% 31.29% 31.47% 34.48% 34.22%

38.40%

14,058 12,225 20,547 16,328 22,022 19,987 15,743 21,467 10,014 3,310
4,280 3,832 5,378 4,684 5,951 6,254 4,954 7,402 3,427 1,271

高齢化率

65歳未満

65歳以上75歳未満

75歳以上
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各 論 
 
第 1 章 地域共生社会の実現に向けた地域包括ケアシステムの推進 
［１］地域包括ケアシステムの概要 

 地域で暮らす高齢者が、可能な限り住み慣れた地域で個人の尊厳やその人らしい生き方が尊重され、

自立し安心して生活していくことができるよう、市民、住民団体、事業者等と連携・協働して、高齢者

の地域生活を支える「地域包括ケアシステム」の構築を進めるとともに、2040 年に向けさらなる深化

に取り組む必要があります。 
「地域包括ケアシステム」は、生活上の安全・安心・健康を確保するために、医療や介護、予防のみ

ならず、福祉サービスを含めた様々な生活支援サービスが日常生活の場（日常生活圏域）で適切に提供

できるような地域での体制と定義されており、上田市では、各日常生活圏域（「地域包括支援センター

単位」）に「地域包括ケアシステム」が構築されることを目指しています。 
 

 
 

≪施策の体系≫ 
 
自立支援、介護予防・重度化防止の推進 

・高齢者がその有する能力に応じた自立した生活を送っていただくための取組を推進します。 

 
在宅医療・介護連携の推進 

・医療等が必要な要介護者が在宅で安心して暮らせるよう、２４時間対応の在宅医療や介護を推進します。 
 

認知症施策の推進 
・認知症のかたが地域で安心して暮らせるよう、正しい知識を市民に広げ、認知症のかたや家族を支える 

ための施策を推進します。 
 

権利擁護の推進 
・高齢者の権利擁護及び高齢者に対する虐待防止と早期発見のための施策を推進します。 

 
地域ケア会議の推進 

・地域課題や個別のケースを検討する地域ケア会議を推進します。 
 

日常生活を支援する体制の整備 
・多様な事業主体による重層的な生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築を推進します。 

 
高齢者の住まいの安定的な確保 

・介護が必要となっても住み慣れた地域での生活が継続できるよう、高齢者の居住安定に関する施策を推 
進します。 

 
  災害や感染症対策に係る体制整備 

・近年の災害の発生状況や感染症の流行を踏まえ、介護事業所等と連携し防災や感染症対策を実施すると

ともに、都道府県等関係団体と連携して災害・感染症発生時の支援体制の構築を推進します。 
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［２］自立支援、介護予防・重度化防止の推進 
項  目 施策の内容（令和 5 年度目標） 

地域リハビリテーション活

動支援事業 
住民主体の介護予防活動を推進するため、リハビリ専門職等の派遣を行

います。（165 か所） 
サ ロ ン 事 業設 立 資 金 助成 

事業補助金 
住民が主体となって地域における交流の場を提供し、高齢者の閉じこも

り防止、社会参加を促進します。（75 か所） 

保健事業と介護予防の一体

的実施 

通いの場において、健康教室・健康相談等を実施しフレイル予防を推進

するとともに、フレイル状態にある高齢者を必要な支援に繋げ、重症化

予防を図ります。（25 か所） 

地域ケア推進会議 利用可能な地域資源などを検討して政策的形成機能を果たす地域ケア推

進会議を開催します。（10 回） 
 
［３］在宅医療・介護連携の推進 

項  目 施策の内容（令和 5 年度目標） 
地域の医療・介護サービスの

資源の提供 
地域の医療機関・介護事業所の情報を提供し、関係者間で共有、活用する

ことにより、連携の推進を支援します。 
多職種によるワーキング会

議の開催 
医療関係者と介護関係者の関係づくりを推進するための多職種が参加す

るワーキング会議を開催します。（年 2 回以上） 
医療・介護関係者の情報共有

の支援 
在宅での看取りに関する取組や入退院時調整ルールの検証を行い、情報

共有ツールの整備を進めます。 
住民や在宅医療・介護関係者

への普及啓発の研修等 
地域住民に対する講演会や在宅医療・介護連携に関連した研修会等を開

催します。（年 1 回以上） 

定期巡回・随時対応型サービ

スの推進 

２４時間在宅ケアサービスの推進に向けて、事業所の整備、周知啓発を

行い、利用促進を図ります。 
（研修会：年 1 回以上、整備累計：定巡 6 か所 看多機 4 か所） 

PDCA サイクルに沿った取

組による事業の促進 
現状の分析・対応策の検討、実施・評価、再検討を繰り返し、地域の目指

す姿に向けて、さらなる改善につなげます。 
 
［４］認知症施策の推進 

項  目 施策の内容（令和 5 年度目標） 
認知症地域支援推進員によ

る取組 
認知症のかたやその家族を支援するため、支援機関との調整を行いま

す。 
認知症高齢者等支援ネット

ワーク協議会の開催 
医療、福祉、警察、消防、住民等広くネットワークを構築し、認知症高

齢者等支援ネットワーク協議会を開催します。 
認知症サポーターの養成と

育成 
認知症サポーターの養成と地域で活動できる認知症サポーターの育成を

推進します。（サポーター数累計：19,800 人） 
認知症キャラバン・メイトの

活動支援 
認知症キャラバン・メイトの活動支援やフォローアップ講座を開催しま

す。 
認知症見守りネットワーク

事業の推進 
徘徊により行方不明となった際に早期発見・保護できるようネットワー

ク体制を確立します。 
地域支援推進員による認知

症相談 
介護者や認知症本人の相談に応じ、助言することで相談者の支援を行い

ます。（延べ相談件数：400 件） 
やすらぎ支援派遣事業の実

施 
やすらぎ支援員が対象者の居宅を訪問し、介護者に代わって見守り等を

行い、家族介護を支援します。（利用登録者数：15 人） 
認知症ケアパス、認知症ケア

パス予防編の普及 
認知症の容態に応じた適切なサービス提供を示した認知症ケアパス及び

認知症ケアパス予防編の活用を推進します。（配布数：3,000 部） 

認知症カフェの設立支援 認知症カフェの設立支援のため、設立資金の経費を助成します。（開設数：

12 か所） 
認知症初期集中支援チーム

の運営 認知症の早期診断、早期対応を行います。（チーム数：3 組） 

認知症疾患医療センターと

の連携 
認知症地域支援推進員、認知症初期集中支援チームと連携し、早期診

断、早期治療を行います。 

認知症予防の推進 認知機能検査を実施し、認知症の発症予防と進行を遅らせるとともに、

認知症予防教室を開催します。（検査受験者数：1,000 人） 
若年性認知症のかたへの支

援 若年性認知症支援コーディネーターと適切に連携し、支援に努めます。 
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［５］権利擁護の推進 
項  目 施策の内容（令和 5 年度目標） 

相談体制の強化 
市や地域包括支援センターの高齢者虐待相談窓口を周知し、権利擁護の

身近な相談窓口となり、関係機関との連携を図ります。 
（成年後見申立て支援者数：60 人） 

成年後見支援センター運営 成年後見支援センターが、専門職と連携しながら制度の普及啓発、専門

相談等を行います。 
権利擁護事業を推進する中

核機関の設置 
中核機関を設置し、広報、相談、制度の利用促進に資する事業、後見人へ

の支援事業に取り組みます。 
権利擁護の推進に資する地

域連携ネットワークの構築 
協議会を立ち上げ、権利擁護連携ネットワーク構築に向け関係機関で協

議を進めます。 

高齢者虐待の防止 関係機関との連携を強化し、啓発を推進します。 
介護施設従事者等に対して、権利擁護の意識啓発を図ります。 

市民向け講演会の開催 高齢者虐待、成年後見制度に関する研修会を開催します。 

 
［６］地域ケア会議の推進 

 項  目 施策の内容（令和 5 年度目標） 

地域ケア個別会議の支援 各地域での個別な課題を解決するため地域包括支援センターが開催する

地域ケア個別会議を支援します。（開催数：50 回） 

地域ケア推進会議の開催 「自立支援、介護予防・重度化防止の推進」参照 

 
［７］日常生活を支援する体制の整備 

項  目 施策の内容（令和 5 年度目標） 

協議体 生活支援コーディネーターと、地域の多様な活動主体との情報共有・連

携強化に向けた取組を推進します。 

生活支援コーディネーター 
地域における取組（地域課題・資源の把握、新しい福祉サービスの開発と

担い手の養成、ネットワークの構築、支援ニーズと取組のマッチング、協

議体の運営）を推進します。 
 
［８］高齢者の住まいの安定的な確保 

項  目 施策の内容（令和 5 年度予定数） 

庁内関係課による協議 住まいに関する施策と連携するため、庁内関係課と協議・調整を図りま

す。 

サービス付高齢者向け住宅

等の整備 

サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホームの整備には、市の意見書

を提出し、ニーズや住環境施策に合った整備を進めるとともに、施設に

関する情報を提供します。 
（住宅型有料老人ホーム：156 床、サービス付き高齢者向け住宅：269 戸） 
 

既存住宅の改修 介護保険による住宅改修や「要援護高齢者等住宅整備事業補助金」を活

用し、在宅生活が継続できるよう支援します。 
 
［９］災害や感染症対策に係る体制整備 

項  目 施策の内容（令和 5 年度目標） 

非常災害時の事業所への支

援 

非常災害対策計画や避難確保計画の策定及び避難訓練の実施に対する指

導・助言を行います。緊急時には非常災害メールや一斉 FAX 等の発信に

より各施設に情報提供を行い、状況を共有します。（避難確保計画の届出

数：全施設） 

感染症に対する備え及び支

援 

県や関係機関と連携し、感染症発生時に必要な物資の備蓄・調達・輸送体

制を整備し、感染症発生時のサービスの継続等に対する支援・応援体制

を構築します。 
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第２章 高齢者福祉事業
［１］高齢者福祉の概要 

高齢者の生きがいづくり活動を支援することにより、明るい地域づくりを進めるとともに、高齢者

一人ひとりの心身の状態や生活に対応した多様なサービスを提供することにより、高齢者の自立を促

し、住み慣れた地域で生きがいを持ち、安心して暮らすことができるよう支えていきます。 

≪施策の体系≫

生きがいづくり・社会参加の推進 

・生きがい施策事業として、地域活動、豊かな生活づくり、就業への支援を行うことにより、生きがいや

健康づくりとともに明るい地域づくりを推進します。

高齢者支援・介護者支援の推進 

・介護予防及び生活支援策の充実を図り、高齢者が住み慣れた地域で安心して、自立した生活が継続でき

るよう、一人ひとりの状態に合った支援を推進します。また、在宅の介護者の身体的、精神的、経済的

な負担を軽減するため、介護者支援事業を推進します。

［２］生きがいづくり・社会参加の推進 

施策の方針 項  目 施策の内容（令和 5 年度目標）

地域活動への支援 

単位老人クラブ助成事業 
老人クラブの活性化のため、事業活動への助成を推

進します。（クラブ数：89、会員数：4,800 人） 

老人クラブ活動促進事業 

老人クラブ連合会が行う支え合い事業や健康づくり

事業への助成を推進します。 

広報活動、スポーツ大会等の事業活動への助成を推

進します。 

サロン事業設立資金助成事

業補助金
「自立支援、介護予防・重度化防止の推進」P 8 参照

生涯学習、生涯ス

ポーツの推進 

高齢者学園 
高齢者が共に学び、自己を深め、充実した生活を送

るための学園を開設します。 

生きがいと健康づくり事業 
パソコン等の技能習得や健康づくり教室等を開催し

ます。 

ファミリースポーツ大会 3 世代が一堂に会すスポーツ大会を開催します。 

就業機会の確保 
シルバー人材センター運営

支援

シルバー人材センターの安定的な運営や就業機会の

確保を支援します。（会員登録数：2,100 人）

活動拠点の運営、

整備 

高齢者（老人）福祉センター

の運営及び整備 

高齢者が自主的に生きがいづくりや健康づくり、仲

間づくりに取り組む活動の場を提供し、活動の促進

を図ります。（利用者数…上田：84,000 人、丸子：

23,000 人、真田：11,000 人）

シルバーワークプラザの整

備

就業情報の提供や相談、作業・技能の向上、交流等

の活動の拠点となる施設整備の検討を進めます。 

高齢者ふれあいサロンの運

営 

高齢者の介護予防、生きがいづくり、健康づくりの

拠点として自発的な活動の場を提供します。 

［３］高齢者支援・介護者支援の推進 

施策の方針 項  目 施策の内容（令和 5 年度目標）

生活支援事

業の推進 

生活管理指導短期宿泊 

（ショートステイ）

養護老人ホームへの短期入所により、介護予防のための支援を

行います。 

配食サービス 配食と併せて安否確認を行います。（85,000 食）

緊急通報システム管理

運営事業 

緊急通報システムを設置し 24 時間体制で見守りを行います。

（1,300 台）

軽度生活援助 除雪や草取り等の軽易な仕事を支援します。（55 人）

日常生活用具給付 
ひとり暮らし高齢者等に火災警報器、自動消火器、電磁調理器

を給付します。（5 人）

布団丸洗い乾燥事業 寝具類の衛生管理を支援します。（30 人）

高齢者世帯・おひとり暮

らし台帳 

民生児童委員の協力により、台帳整備を行い、緊急時の対応、

健康や生活の相談等に活用します。 

見守りネットワーク会

議 

関係機関の協力により、高齢者の異変を察知した場合の通報体

制づくりを行います。（55 団体）

高齢者等外出支援サー

ビス 

重度の要介護者の自宅から医療機関等への送迎を支援します。

（280 回）
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施策の方針 項  目 施策の内容（令和 5 年度目標） 

生活支援事

業の推進 

訪問理美容サービス 
重度の要介護者に、訪問理美容サービスの出張料を助成しま

す。（25 人） 

要援護高齢者等住宅整

備事業 

自宅で安全に生活できるよう、住宅改修にかかる費用を助成し

ます。（13 件） 

災害時の支援 
希望者について、関係機関等にあらかじめ情報提供し、避難支

援等を円滑に行います。 

高齢者の移動手段の確

保及び買い物支援 

移動手段の確保や買い物支援について、関係機関と連携して取

り組みます。 

介護保険サ

ービス以外

の施設サー

ビス 

養護老人ホーム 
環境上の理由、経済的理由により在宅での生活が困難な高齢者

を入所措置により養護します。 

高齢者生活支援ハウス 
家族の支援が困難で、居宅での生活が不安なかたに生活援助員

を配置した住居を提供します。 

高齢者住宅等安心確保

事業 

健康だが身体機能の低下が認められ、独立した生活に不安があ

る高齢者が生活する住居に生活援助員を配置します。 

独居高齢者用集合住宅 
経済的事情等により、自宅にて自立した生活が困難な独居高齢

者に住宅を提供します。 

介護者支援

事業の充実 

家庭介護者慰労金支給

事業 

在宅で要介護 3 以上の認定者を介護しているかたに支給しま

す。 

紙おむつ等購入費助成

事業 

在宅で要介護 4 以上の認定者を介護しているかたに紙おむつ等

の費用を助成します。令和 3 年度から保健福祉事業として実施。 

徘 徊 高 齢 者 位 置 情 報 

システム利用料補助等 

GPS 機器を携帯し早期発見・保護できるシステムの費用を補

助します。（6 人） 

介護者のつどい 
介護教室や介護者同士の交流等、情報交換やリフレッシュの場

として開催します。（年間開催：3 回） 

健康・介護だより 介護や健康管理等様々な情報を提供します。（年間発行：1 回） 

認知症相談 認知症のかたの介護者の個別相談を行います。 

やすらぎ支援員派遣事

業の実施 

認知症のかたの介護者が外出等の必要な時間帯に、やすらぎ支

援員を派遣します。 

おむつ代に係る医療費

控除関係書類交付 

おむつ代に係る医療費控除が 2 年目以降の場合に証明書を発行

します。 

障害者控除対象者認定

書交付 

障害者手帳がなくても要介護認定情報に基づき認定証を発行

します。 
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第 3 章 地域支援事業 

 
［１］地域支援事業の概要 

高齢者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能

な限り地域において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、地域支援事業を行います。 
 

≪施策の体系≫ 
 

サービス事業量及び費用の見込み 

・自立支援・重度化防止に向けて、地域支援事業費の費用見込みを立て、保険者機能を発揮します。 

 

介護予防・日常生活支援総合事業の推進 

・健康寿命を延ばし自立した生活が継続できるよう、効果的な介護予防を推進するとともに、要支援等の 

高齢者が住み慣れた地域で生活を続けることができるよう、生活支援サービスの開発に取り組みます。 

 

包括的支援事業の推進 
・住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していけるよう、地域包括支援センターを中核とし 

て、地域の様々な職種の専門職、住民と連携を図りながら、地域包括ケアを充実するための事業を推進 
します。 

 
任意事業の推進 

高齢者が自立した生活を送ることができるように、地域全体で生活を支える総合的なサービスの充実

を図ります。また介護保険の適正かつ安定的な運営の確保を図ります。 
 

地域支援事業の全体像 

 
 

［２］サービス事業量及び費用の見込み 
 項 目 R 3 年度 R 4 年度 R 5 年度 R 7 年度 R 22 年度 

①  介護予防・日常生活支援総合事業 562,701  568,910  574,536  584,709  666,286  

②  
包括的支援事業（地域包括支援セ

ンターの運営）及び任意事業 
250,344  252,000  254,000  259,000  259,000  

③  
包括的支援事業（社会保障充実

分） 
38,437  40,200   47,200  47,200  47,200  

④ 地域支援事業合計 851,482  861,110  875,736  890,909  972,486  
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［３］介護予防・日常生活支援総合事業の推進  

施策の方針 項  目 施策の内容（令和 5 年度目標） 

介護予防・

生活支援サ

ービス事業 

訪問型サービス 

（第 1 号訪問事業） 

・訪問介護相当サービス（43 か所） 

・訪問型サービス A（2 か所） 

・訪問型サービス B（2 か所）・訪問型サービス C 

・訪問型サービス D（2 か所） 

通所型サービス 

（第 1 号通所事業） 

・通所介護相当サービス（64 か所） 

・通所型サービス A（25 か所） 

・通所型サービス B（7 か所） 

その他の生活支援サービス 

（第 1 号生活支援サービス） 

・ボランティア等が行う見守り 

・訪問・通所型サービスに準じる自立支援に資する生活

支援 

介護予防ケアマネジメント 

（第 1 号介護予防支援事業） 
介護予防ケアマネジメント 

一般介護予

防事業 

地域リハビリテーション活動

支援事業 
「自立支援、介護予防・重度化防止の推進」P8 参照 

介護予防体操 
4 地域で高齢者の誰もが参加できる、介護予防のための

体操教室を開催します。（108 か所） 

介護予防パンフレット 
介護予防に関する情報を掲載したパンフレットを作成

します。 

介護予防サポーター養成講座 介護予防サポーターを養成します。（65 人） 

サロン事業設立資金助成事業

補助金 
「自立支援、介護予防・重度化防止の推進」P8 参照 

 

［４］包括的支援事業の推進 

項  目 施策の内容 

地域包括支援センターの適切な運営と

質の向上 

業務量・内容に応じた人員配置、センター相互間や市との連携

強化、事業評価に基づく PDCA サイクルなどによる事業の質

の向上を図ります。 

職員の資質向上 
職員の資質向上のための研修会の開催、自立支援につながる適

切なプラン策定を習得します。 

地域ケア会議の開催 「地域ケア会議の推進」P9 参照 

地域包括支援センター運営協議会 
上田市介護保険運営協議会が委員を兼ね、地域包括支援センタ

ーの各業務を評価します。 

 

［５］任意事業の推進 

項 目 事業名 施策の内容 

介護給付等費用適

正化事業 
・介護給付適正化事業 

「介護サービスの信頼性の確保」 

P16 参照 

家族介護支援事業 
・介護者のつどい 

・徘徊高齢者位置情報システム利用料補助 

「高齢者支援・介護者支援の推進」

P10,11 参照 

その他の事業 

・配食サービス事業 

・高齢者住宅等安心確保事業 

「高齢者支援・介護者支援の推進」

P10,11 参照 

・成年後見制度利用支援事業 
申立てに要する経費や成年後見人等

の報酬の費用助成を行います。 

・福祉用具・住宅改修支援事業 
住宅改修費支給の理由書作成経費を

助成します。 

・福祉機器展開催委託事業 福祉機器展を開催します。 
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第４章 介護保険事業 
 

［１］介護保険事業の概要 

介護サービス事業量及び費用の見込み 

・計画期間中の介護サービス事業量及び費用を見込みます。 

 

介護サービスの基盤整備 

・期間中の介護サービスの基盤整備を見込みます。 

 

介護人材の確保並びに業務の効率化及び質の向上 

・介護人材の確保及び資質の向上、業務の効率化及び質の向上に係る取組を図ります。 

  

介護サービスの信頼性の確保 
・安心して介護サービスが受けられるよう、信頼性の確保に努めます。 

 
負担軽減による低所得者のサービス利用促進 

・低所得者が安心して介護サービスが受けられるよう、利用料の負担軽減制度の普及に努めます。 
 

相談への対応 
・利用者の相談・苦情に対応し、よりよいサービス提供に努めます。 

 
第１号被保険者の介護保険料 

・第１号被保険者（６５歳以上の高齢者）の介護保険料を算定します。 
 
［２］介護サービス事業量及び費用の見込み 

被保険者数                                     （単位：人） 

 
 

介護（予防）サービス事業量（介護サービス以外の費用を含む） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護保険事業計画の総費用 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目／年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和7年度 令和12年度 令和17年度 令和22年度

第1号被保険者数 47,423人 47,475人 47,532人 47,641人 47,908人 48,301人 49,620人

65～74歳 21,264人 20,681人 20,091人 18,923人 18,325人 19,368人 21,161人

75歳以上 26,159人 26,794人 27,441人 28,718人 29,583人 28,933人 28,459人

50,376人 50,133人 49,888人 49,400人 47,389人 44,463人 40,535人

総数 97,799人 97,608人 97,420人 97,041人 95,297人 92,764人 90,155人

※住所地特例、適用除外施設への施設入所等により、住民基本台帳人口とは異なります。

第2号被保険者数
　　　40～64歳

（単位：千円）
項目／年度 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

居宅介護サービス費 5,864,001 6,064,961 6,210,669 6,270,480 7,289,201
介護予防サービス費 334,356 341,422 350,056 361,026 404,748
地域密着型介護サービス費 3,227,703 3,357,058 3,490,589 3,605,945 4,205,516
地域密着型介護予防サービス費 43,540 44,646 46,810 48,502 55,603
施設サービス費 5,142,831 5,156,771 5,168,018 5,424,601 6,421,060

介護サービス等給付費 14,612,431 14,964,858 15,266,142 15,710,554 18,376,128
特定入所者介護サービス費等給付額 364,138 326,854 332,439 343,270 396,237
高額介護サービス費等給付額 343,235 345,027 350,716 362,281 417,870
高額医療合算介護サービス費等給付額 46,987 47,800 48,617 50,201 57,949
審査支払手数料 12,333 12,518 12,728 13,118 15,156
合計 15,379,124 15,697,057 16,010,642 16,479,424 19,263,340

（単位：千円）
項目／年度 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）サービス事業量 15,379,124 15,697,057 16,010,642 16,479,424 19,263,340
地域支援事業量 851,482 861,110 875,736 890,909 972,486
介護保険事業計画の総費用 16,230,606 16,558,167 16,886,378 17,370,333 20,235,826
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［３］介護サービスの基盤整備 

（1）第８期計画期間中の施設整備 

区    分 R3 整備数 R4 整備数 R5 整備数 整備総数 

介護老人福祉施設 

(特別養護老人ホーム) 

施設数(か所) 11    11 

定 員(床) 805    805 

介護老人保健施設 
施設数(か所) 7    7 

定 員(床) 627  (転換)▲28  599 

介護療養型医療施設 
施設数(か所) 1   ▲1 ― 

定 員(床) 10   ▲10 ― 

介護医療院 
施設数(か所) 1         1 

定 員(床) 97         97 

特定施設入居者生活介護(介

護付き有料老人ホーム) 

施設数(か所) 8 （転換）1 （転換）1  10 

定 員(床) 410 
(転換)30 

（増床）2 
(転換)40  482 

定期巡回・随時対応型訪問介

護看護 
施設数(か所) 3 （新設）1 （新設）2  6 

夜間対応型訪問介護 施設数(か所) 2  （新設）2  4 

認知症対応型通所介護 施設数(か所) 5    5 

小規模多機能型居宅介護 
施設数(か所) 11 （転換）1   12 

定 員(人) 281 29   310 

認知症対応型共同生活介護

(グループホーム) 

施設数(か所) 24   (移設)▲1 23 

定 員(床) 255    255 

地域密着型特定施設入居者生

活介護(介護付き有料老人ホ

ーム) 

施設数(か所) 7    7 

定 員(床) 202    202 

地域密着型介護老人福祉施設 

(地域密着型特別養護老人ホ

ーム) 

施設数(か所) 7    7 

定 員(床) 165 （増床）2   167 

看護小規模多機能型居宅介護 
施設数(か所) 3   （新設）1 4 

定 員(床) 87   29 116 

※施設整備については、第 8 期計画中も介護サービス量等の状況を考慮し、必要に応じて検討します。 

 あわせて、共生型サービスの整備を促進します。 

 

（２）特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームの施設基盤 

区    分 R3 整備数 R4 整備数 R5 整備数 整備総数 

住宅型有料老人ホーム 
施設数(か所) 9  

（新設）2 

(転換)▲1 

（新設）1 

（転換）1 
12 

定 員(床) 106 （増床）8 
43 

▲9 
24 172 

サービス付き高齢者向け

住宅（特定施設除く） 

施設数(か所) 8 ▲1   7 

戸 数(戸) 177 ▲28   149 

※令和２年 10 月時点での施設整備意向調査の結果を反映しています。 
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［４］介護人材の確保並びに業務の効率化及び質の向上 

項 目 施策の内容 

介護人材確保及び資質の向

上のための取組 

県と連携し、あるいは地域医療介護総合確保基金を活用するなどして、仕

事の魅力の向上、多様な人材の確保・育成、職場環境の改善等の取組を推

進します。 

また、介護サービス事業者等と連携を図り、状況を把握するとともに施策

を検討し、人材の確保に努めます。 

高齢者を生活支援等の担い

手として育成 

高齢者の社会参加等を進め、世代を超えて地域住民が支え合う地域づくり

を促進し、地域共生社会の実現につなげます。 

介護分野の人的制約に対応

するための業務の効率化 

業務の効率化の観点から、介護現場における ICT の活用や介護分野の文書

に係る負担軽減を図ります。 

 

［5］介護サービスの信頼性の確保 

項 目 施策の内容 

介護給付適正化事業の推進 

・ケアプランの点検：訪問調査等（３年に１回） 

・住宅改修の点検：施工状況確認等（年２０か所以上） 

・福祉用具の点検：訪問調査等 

・縦覧点検：毎年度１帳票以上実施 

・医療情報との突合：半年ずつ年２回実施 

・介護給付費通知：年 1 回 2,000 人程度   

地域密着型サービス事業所等への指導・監

督の推進 

地域密着型サービス等の質の向上のため、定期的に集団指

導、実地指導を行います。 

事業所の疑義等への対応強化 
事業所が抱える疑義等に、適切に対応できるよう体制を整

備します。 

上田市からの介護保険情報等の発信 
上田市のサービス等の周知、介護者支援及び介護保険に関

する情報等を定期的に発信します。 

関係団体への支援 
上田市指定居宅介護支援事業者連絡協議会、上田市介護保

険指定サービス事業者連絡協議会への支援を行います。 

要介護認定等資料提供 
介護サービスの質の向上等を目的に必要に、応じケアマネ

ジャー等に要介護認定に係る資料を提供します。 

 

［6］負担軽減による低所得者のサービス利用促進 

項 目 施策の内容 

市独自による利用者

負担軽減事業 

・対 象 

 訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーショ

ン、短期入所生活介護、短期入所療養介護、認知症対応型通所介護、小規模多

機能型居宅介護、短期利用認知症対応型共同生活介護（以上、介護予防含む） 

 訪問介護、通所介護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、定期巡回・

随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護、短期利用特定施設入

所者生活介護、短期利用地域密着型特定施設入所者生活介護、訪問介護相当サ

ービス、通所介護相当サービス 

・内 容  利用者負担の５分の１を軽減 

 

［7］相談への対応  

項 目 施策の内容 

相談窓口の設置 

認定申請、介護サービスの利用、保険料の賦課及び納付等の疑問や苦情等、制

度全般に関わる市民の様々な相談について、高齢者介護課及び各地域自治セン

ターで相談対応します。 

苦情解決体制の強化 
介護サービスの苦情に対して適切に対応するとともに、市での解決が困難な場

合は、長野県国民健康保険団体連合会苦情処理委員会等につなげます。 

事業者研修会の実施 集団指導において、苦情対応や解決方法について研修会を実施します。 

介護相談員派遣事業 

介護相談員の派遣を行い、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、認知症高

齢者グループホーム、介護付き有料老人ホームの利用者の不安や不満の解消に

努め、施設内でのトラブルを未然に防ぎます。 
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○第８期の保険料基準額 （内訳）

（第7期と同額） 5,902円

保険料基準額（月額）

5,902円

5,786円
336円
15円

6,137円

標準給付費
地域支援事業費
市町村特別給付費等
保険料収納必要額（月額）
介護保険基金取崩額 △235円
保険料基準額（月額）

［8］第１号被保険者の介護保険料 

第 1 号被保険者（65 歳以上）の介護保険料は、介護保険事業計画（高齢者福祉総合計画）の策定に

あわせ、3 年に一度見直しを行います。 

計画期間の 3 年間で収支バランスを取る必要があるため、原則 3 年間は同一の保険料とし、黒字が

生じた場合は介護保険基金に積み立てることにより、安定した財源を確保します。 

 

 （1）保険料の基準額（月額） 

第８期は、要介護認定者数及び介護サービス利用者数の増加や、地域密着型サービス等の基盤整備な

どにより、第７期に比べ給付費の増加が見込まれますが、介護保険基金を取り崩し、第 1 号被保険者の

保険料で負担する必要がある費用の一部に充てることにより、保険料は据え置くことにしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （2）所得段階別の保険料（年額） 

保険料は、住民税（市民税）の課税状況、年金収入等の所得状況に応じ、段階別に分かれています。

第８期においても第 7 期に引き続き、標準的な９段階の所得段階を 13 段階と多段階化します。各段

階の保険料は、第５段階を基準とし、各段階の倍率を乗じ算定します。 

 

 
  

【第７期と第８期の所得段階別の保険料（年額）の比較】

※第1段階から第3段階の括弧（）は、低所得者保険料軽減事業における軽減後を記載しています。

13 合計所得金額が400万円以上 2.00 141,600円 141,600円

12
合計所得金額が300万円以上
400万円未満

1.80 127,400円 127,400円
合計所得金額が320万円以上
400万円未満

1.80

合計所得金額が400万円以上 2.00

11
合計所得金額が250万円以上
300万円未満

1.70 120,400円

10
合計所得金額が200万円以上
250万円未満

1.60 113,200円 113,200円

120,400円

合計所得金額が210万円以上
250万円未満

1.60

合計所得金額が250万円以上
320万円未満

1.70

9
合計所得金額が160万円以上
200万円未満

1.50 106,200円 106,200円

8
合計所得金額が120万円以上
160万円未満

1.40 99,100円 99,100円
合計所得金額が120万円以上
160万円未満

1.40

合計所得金額が160万円以上
210万円未満

1.50

7
合計所得金額が80万円超
120万円未満

1.30 92,000円

6 合計所得金額が80万円以下 1.20 85,000円 85,000円

92,000円

合計所得金額が80万円以下 1.20

合計所得金額が80万円超
120万円未満

1.30

4
本人が非課税で年金収入等が80万円以
下

0.85 60,200円 60,200円

5 本人が非課税で年金収入等が80万円超 1.00 70,800円 70,800円

本人が非課税で年金収入等が80万円以
下

0.85

本人が非課税で年金収入等が80万円超 1.00

2
世帯が非課税で年金収入等が80万円超
120万円以下

0.65 46,000円 46,000円

(0.40) (28,300円) (28,300円)

3
世帯が非課税で年金収入等が120万円
超

0.75 53,100円 53,100円

(0.70) (49,600円) (49,600円)

世帯が非課税で年金収入等が80万円超
120万円以下

0.65

(0.40)

世帯が非課税で年金収入等が120万円
超

0.75

(0.70)

段階 対象者 倍率
第7期
保険料

第8期
保険料

1
生活保護受給者、世帯が非課税で老齢
福祉年金受給者や年金収入等が80万円
以下

0.50 35,400円 35,400円

第7期 第8期

対象者 倍率

生活保護受給者、世帯が非課税で老齢
福祉年金受給者や年金収入等が80万円
以下

0.50

(0.30)(0.30) (21,300円) (21,300円)
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第８期上田市高齢者福祉総合計画 
令和 3 年 3 月策定 

編 集 

 

 

 

 

 

上田市福祉部高齢者介護課 

〒386-8601上田市大手一丁目 11 番 16号 

電 話 0268-22-4100（代表） 

ＦＡＸ 0268-29-4466 

ホームページ  https://www.city.ueda.nagano.jp 

メールアドレス korei@city.ueda.nagano.jp 
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