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第１章　　　計画の概要

　　　　　　　　　　　　　　　　　
第１　計画策定の背景

平成 12 年４月に、介護を必要とする高齢者等を社会全体で支えるシステムとして、負担と給

付が明確な社会保険方式を導入し、保健・医療・福祉にわたる介護サービスが総合的に利用でき

ることを目的とした介護保険制度がスタートしました。

介護サービスを受ける被保険者の数は制度創設当初と比較して、 ３千人余から平成 26 年度の

８千５百人余へと約 2.8 倍となりました。この間、介護サービス供給体制の整備も進んでおり、

介護保険制度は高齢期の暮らしを支える社会保障制度の中核として着実に機能し、社会に定着し

たといえます。

目黒区の高齢者人口は、平成 26 年 10 月現在 53,579 人、高齢化率 19.9％となっており、

平成 23 年 10 月からの３年間で高齢者人口は 4,737 人増加し、全人口に占める高齢化率も約

0.8 ポイント増加しています。高齢化率の増加傾向は目黒区だけではなく、東京都の高齢化率

21.6％（平成 26 年３月 31 日現在）、全国の高齢化率 25.6％（平成 26 年３月 31 日現在）

で全国的な傾向となっています。

また、目黒区においては後期高齢者（75 歳以上）が増加しており、平成 23 年 10 月の

25,068 人に対し、平成 26 年 10 月では 26,474 人となっています。

今後、さらに高齢者人口の増加や後期高齢者比率の増加が見込まれ、介護保険の利用の拡大が

確実視されています。ひとり暮らしや高齢者のみの世帯の増加、認知症の高齢者の増加も見込ま

れ、これら支援を必要とする高齢者の生活を支えていく仕組みの構築が求められています。

平成 26 年６月、効率的で質の高い医療提供体制と地域包括ケアシステム※の構築を通じて医

療と介護を総合的に確保することを目的として、「地域における医療及び介護の総合的な確保を

推進するための関係法律の整備等に関する法律」が成立し、これに伴う介護保険法の改正が行わ

れました。

この介護保険法の改正においては、地域包括ケアシステム※の構築に向け、在宅医療・介護連

携の推進や認知症施策の推進、地域ケア会議の推進、生活支援の充実・強化を地域支援事業の充

実事項として位置付けるとともに、全国一律の予防給付（訪問介護・通所介護）の地域支援事業

への移行、特別養護老人ホームの機能重点化などの取り組みや、低所得者の保険料軽減の拡充、

一定以上の所得のある利用者の自己負担引き上げなどの、費用負担の公平化が進められることと

なりました。

区においては、制度開始当初から介護保険事業計画を 3 年ごとに策定し、介護サービスの充

実を図ってきたところですが、第６期においては、上記の社会状況に対応するとともに、人口の

多い団塊の世代（1947 年～ 49 年生まれの世代）が 75 歳以上になる、10 年後の平成 37 年

（2025 年）に向けてさらなるサービス体制の整備を図っていきます。
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目黒区の高齢者人口（住民基本台帳）

（各年度 10 月 1 日現在）

23 年度 24 年度 25 年度 26 年度

人口統計（住民基本台帳人口統計） 255,305 264,113 267,667 269,406

０～ 39 歳 120,010 124,008 124,839 124,396

40 ～ 64 歳 86,453 89,459 90,597 91,431

65 ～ 74 歳 23,774 24,885 26,013 27,105

75 歳以上 25,068 25,761 26,218 26,474

高齢者人口 48,842 50,646 52,231 53,579

高齢化率 19.1％ 19.2％ 19.5％ 19.9％

後期高齢者比率 9.8％ 9.8％ 9.8％ 9.8％

　※平成 24 年度からは外国人人口を含みます

第２　法律や制度の動き

＜平成 25 年 12 月成立＞

「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」

（社会保障制度改革プログラム法）

受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るため、社会保障制度改革の全

体像やその方向性、進め方などを明示した法律です。

この法律では、自助、共助、互助及び公助の適切な組み合わせという考えのもと、少子化対

策、医療制度、介護保険制度、公的年金制度の分野別方向性が示されました。

＜平成 26 年６月 成立＞

「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」

（地域医療・介護総合確保推進法）

社会保障制度改革プログラム法を踏まえ、医療・介護のあり方を一体的に見直すために、効率

的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに、地域包括ケアシステム※の構築を通じ、地域

における医療及び介護の総合的な確保を推進するため、医療法、介護保険法等の関係法律につい

て所要の整備を行う法律です。
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◇ 介護保険制度改正の主な内容 ◇

　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　地域包括ケアシステムの構築

■地域包括ケアシステム※の構築に向けた地域支援事業の充実

在宅医療・介護連携 連携の推進

地域の医療・介護関係者による会議の開催、在宅医療・介護関係者の研修等を行い、在宅医療と介

護サービスを一体的に提供する体制の構築を推進していく。

認知症対策 認知症の初期段階からの対応とケア向上の推進

認知症ケアパス※の作成・普及と地域資源の活用・認知症初期集中支援チーム設置などにより、認

知症の初期段階からの対応とケア向上の推進を図る。

地域ケア会議 制度化による充実・強化

地域ケア会議の開催により、地域課題を発見・分析するとともに、地域ネットワーク構築、政策形

成などを進める。

生活支援 体制整備の推進

生活支援コーディネーターの配置等を通じて地域で高齢者のニーズとボランティア等のマッチング

を行うことにより、生活支援の充実を実現していく。

■重点化・効率化

予防給付の見直し 新しい介護予防・日常生活支援総合事業の創設

全国一律の予防給付（訪問介護・通所介護）を区市町村が取り組む地域支援事業に移行し多様化。

介護予防 効果的な取組の推進

多様な参加の場づくりとリハビリ専門職等の活用により、高齢者が生きがい・役割をもって生活で

きるような地域を実現していく。

特別養護老人ホーム 重点化・効率化

特別養護老人ホームの新規入所者を、原則、要介護３以上に限定。

費用負担の公平化

保険料 低所得者の軽減を強化

給付費の５割の公費に加えて別枠で公費を投入し、低所得者の保険料の軽減を強化。

自己負担額 一定以上所得のある利用者の自己負担を引き上げ

一定以上所得のある利用者の自己負担を２割とする。また、医療保険の現役並み所得相当の人は月

額上限を引き上げる。

補足給付 資産等の勘案

低所得の施設利用者の食費・居住費を補填する「補足給付」の要件に資産などを勘案。

その他、小規模型通所介護の移行と居宅介護支援事業者の指定権限の移譲
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第３　計画の目的
この計画は、高齢化の進行や一人暮らしの高齢者の増加等により、深刻化する介護問題の解決

を図るため、介護保険事業に係る保険給付および介護予防に係る事業等を計画的かつ円滑に実施

することを目的とします。

このため、被保険者に対して、介護サービスや介護予防サービスの提供見通しと基盤整備の目

標を明らかにする一方、事業者等に対して供給量確保の協力を得るための指標とするものです。

第４　計画の位置づけ
介護保険事業計画は、介護保険法第 117 条の規定に基づき、区における介護保険事業に係る

保険給付の円滑な実施に関して定めるものです。

また、介護保険事業計画は、目黒区保健医療福祉計画、東京都介護保険事業支援計画と連携を

とりながら策定するものです。

なお、第 6 期計画は、団塊世代が 75 歳以上を迎える 2025 年を見据えて、高齢者が地域で

安心して暮らせる地域包括ケアシステム※の一層の充実を図るため、新たな視点での取組みを開

始する計画でもあります。

第５　計画の期間
保険料は概ね３年を通じ財政の均衡を保つものでなければならないとされているため、その算

定の基礎となる介護保険事業計画は、３年を１期として作成します。

今回の第６期介護保険事業計画は、平成 27 年度から平成 29 年度までの３年間とし、その後

の計画については、第６期介護保険事業計画に係る検証等を行った上で平成 29 年度に必要な見

直しを行い策定します。

計画の策定に当たっては、介護保険事業の実施状況及び平成 37 年までの中長期的な推計等を

踏まえるとともに、地域福祉審議会の意見をはじめ区民の皆さんの意見を反映しています。

　　

年
　
度

平成

24年

2012

第５期計画

（平成24～26年度）

団塊世代が

65歳に

第６期計画

（平成27～29年度）

第７期計画

（平成30～32年度）

第８期計画

（平成33～35年度）

第９期計画

（平成36～38年度）

25年

2013

26年

2014

27年

2015

28年

2016

29年

2017

30年

2018

31年

2019

32年

2020

33年

2021

34年

2022

35年

2023

36年

2024

37年

2024

38年

2026

団塊世代が

75歳に

〈平成37年（2025年）までの見通し〉
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第６　計画の進捗管理

1 　適切な対応策の検討

　各年度において、次の項目について状況等を把握し、実施状況が計画と大きく異なる場合に

は、その原因を究明するとともに、適切な対応策を検討します。

　

○　要介護・要支援認定者数

○　各サービスの利用者数

○　各サービスの利用実績

○　サービス基盤の整備

○　地域支援事業の実績

○　事業経費

2 　目黒区地域福祉審議会への報告及び意見聴取

介護保険事業計画は、地域福祉審議会の意見を反映させて策定したものです。

介護保険事業計画の進捗状況及び実績については、適宜、地域福祉審議会に報告を行い、その

意見を踏まえて対応策の検討等を行っていきます。

　

　

　

　

　

　

　

　

　


