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は じ め に

我が国では、世界で最も早いスピードで高齢化が進

行しており、２０２０年には高齢化率が２８．７％に

達し、今後も上昇していくことが見込まれています。

団塊の世代がすべて７５歳に到達する２０２５年を

目前に控え、さらにその先を見据えると、いわゆる団

塊ジュニア世代が６５歳以上となる２０４０年には、

高齢者人口がピークを迎えるとともに、介護需要の高

まる８５歳以上人口が急速に増加することが見込ま

れています。

このため、国は、２０２５年に向けて、介護が必要

な状態になっても住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、医療・介

護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される地域包括ケアシステムの深化・

推進を目指すことや、２０４０年までの介護サービス利用者数について、ピーク

を過ぎ減少に転じる市町村がある一方、増え続ける市町村も多いなど地域差がみ

られることを踏まえた対応が課題と捉えられております。一方で、制度・分野の

枠や、「支える側」「支えられる側」という従来の関係を超えて、人と人、人と社

会がつながり、一人一人が生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らしていく

ことのできる「地域共生社会」の実現を目指し、２０２０年には「地域共生社会

の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」が公布されました。

このような中、本市では、「すべての高齢者が住み慣れた地域の中で、安心し

て暮らせるまちの構築」を基本理念に掲げ、２０２５年に向けた地域包括ケアシ

ステムの構築を推進することにより「切れ目のない在宅支援の充実」と「地域に

根ざす自立支援の実現」を目指す、令和３年度から令和５年度までを計画期間と

する「宮崎市民長寿支援プラン」を策定いたしました。

本プランでは、多くの市民が希望する「住み慣れた地域での生活の継続」を実

現できるよう、在宅生活を支援するための各サービスの追加や充実を図り、「自

立支援」「重度化防止」を進めていくことや、２２の地域自治区を基本として、

医療や介護サービスを切れ目なく提供できるようサービス体制を整えること、住

民同士による支え合いの仕組みづくり、高齢者が健康で生きがいをもって活動的

に生活できる取組等を推進することとしております。さらに、認知症の人が暮ら

しやすい地域づくりを新たな重点的な取組として位置づけ、『宮崎市の地域包括

ケアシステム（ぐるみん宮崎）』をより実行性のあるものにしていきたいと考え

ていますので、引き続きご協力を賜りますようお願いいたします。

おわりに、本プランの策定にあたり、貴重なご意見やご提言を賜りました宮崎

市高齢者福祉計画等推進協議会委員の皆様をはじめ、関係機関や市民の皆様に心

から感謝申し上げます。

令和３年３月

宮崎市長 戸 敷 正
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我が国においては、介護保険制度が創設された平成12年当時、約2,201万人だった高齢

者数（65歳以上）は、令和２年には3,619 万人に達し、いわゆる団塊の世代がすべて後期

高齢者となる令和７（2025）年には3,677万人、さらに団塊ジュニア世代が65歳以上と

なる令和22（2040）年には3,920万人に達すると見込まれています。

一方、高齢者を支える現役世代（15～64歳）は減少を続け、令和２年の7,406 万人か

ら、令和７（2025）年には7,170万人、令和22（2040）年には 5,978万人まで減少

する見込みです。

本市においても、とりわけ75歳以上の後期高齢者の増加が顕著となるなど、今後も少子

高齢化が一層進展することが予想されています。その中で、単身高齢者や高齢者のみ世帯、

認知症の高齢者が増加するなど、高齢者への支援が一層求められています。

このような状況から、2025年を目途に高齢者が安心して暮らすことのできる地域包括ケ

アシステムの構築を目指して、行政・事業者・市民などが一体となった取組を行っています。

本計画においても、前期計画までの取組を継続し、高齢者が可能な限り住み慣れた地域でそ

の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、「住まい」「生活支援」「介護

予防」「介護」「医療介護連携」「医療」「認知症」の７つの分野が包括的に提供される「地域

包括ケアシステム」の構築を目指す中長期的な政策プランとして策定しています。

第１節 計画策定の趣旨
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「宮崎市民長寿支援プラン」は、老人福祉法第20条の８に定められた「市町村老人福祉

計画」と介護保険法第117条に定められた「市町村介護保険事業計画」を一体的な計画とし

て策定し、施策の円滑な推進を図っています。

なお、「宮崎市民長寿支援プラン」は、第五次宮崎市総合計画 注）及び第四次宮崎市地域福

祉計画との整合性を図った上で策定しています。

注）総合計画は、市町村が定める地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想と、

これを実現するための具体的な方策を示した基本計画で構成されており、第五次宮崎市総合計画の計画

期間は平成 30（2018）年度から令和 9（2027）年度までとなっています。

   宮崎市における福祉関連計画の体系

　　　　　関連計画
（基本構想）
2018年度～2027年度
【将来の都市像】

未来を創造する太陽都市「みやざき」

宮崎市子ども・子育て支援プラン

宮崎市民長寿支援プラン
　　宮崎市高齢者福祉計画
　　宮崎市介護保険事業計画

宮崎市障がい者計画

宮崎市障がい福祉計画

宮崎市地域福祉計画

第五次宮崎市総合計画

宮崎市都市計画マスタープラン

宮崎市住宅マスタープラン

整合

他

第２節 法令の根拠と他の計画との関係
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第１期及び第２期の介護保険事業計画は、５年を一期とし、３年ごとに見直しを行いまし

たが、平成17年の介護保険法の改正により、第３期からは保険料の財政均衡期間との整合

性を考慮し、３年を一期とし、３年ごとに見直しを行うことになりました。

また、平成20年の法改正により、老人保健法による保健事業が廃止されたため、第４期

から高齢者保健福祉計画は高齢者福祉計画となりました。

今期計画は、令和３（2021）年度から令和５（2023）年度までの３年間を一期とし、

最終年度の令和５年度に見直しを行います。

【今期計画の位置づけ】

前期計画に引き続き、高齢者を取り巻く状況や介護需要等の動向を見通し、団塊の世代

がすべて75歳以上となり、介護が必要な高齢者が急速に増加する2025年度までに、本

市の実情に応じた地域包括ケアシステムの構築を目指すとともに、団塊ジュニア世代が65

歳に到達する2040年度を見据え、中長期的に介護サービス基盤等の整備を図る計画とし

ています。

年度 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

年度 平成２４ 平成２５ 平成２６ 平成２７ 平成２８ 平成２９ 平成３０ 令和１ 令和２ 令和３ 令和４ 令和５

第４次高齢者保健福祉計画・

第５期

第６次高齢者福祉計画・
第５期介護保険事業計画

第７次高齢者福祉計画・
第６期介護保険事業計画

第６期

第８次高齢者福祉計画・
第７期介護保険事業計画

第７期

保
険
料
期
間

　
　
計
画
期
間

第９次高齢者福祉計画・
第８期介護保険事業計画

第８期

第３節 計画の期間と今期計画の位置づけ

　

2015 2040

団塊の世代が65歳に 　団塊の世代が75歳に 団塊ジュニア世代が
65歳に

2025

　第５期計画
　2012
   －2014

　第６期計画
　2015
   －2017

　第７期計画
　2018
   －2020

　第９期計画
　2024
   －2026

　
 

 第８期計画
　2021
   －2023

＜2040年までの見通し＞

＜地域包括ケアシステム構築＞

2040
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（１） 計画等策定推進協議会の設置

本計画の策定に当たっては、保健・医療・福祉等の専門家や、公募による被保険者の代

表など幅広い関係者で構成される「宮崎市高齢者福祉計画等推進協議会」（資料編参照）で

ご審議をいただきました。審議の過程では、今回の介護保険法の改正の内容を反映すると

ともに、本市の実情に応じた計画となるよう、前計画の実施状況及び課題分析等を踏まえ、

今後の施策の展開についてご意見をいただきました。

（２） 住民意見の反映

① 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査等

本計画の策定にあたり、本市の実態を把握するため、要介護認定を受けていない65

歳以上の第１号被保険者の方から３,000名を無作為に抽出し、国の示した調査票に本市

独自設問を加えて調査を行いました。

また、40歳から65歳未満の第２号被保険者の方から1,000名を無作為に抽出し、

市民意識調査を実施し、意識やニーズを把握しました。

調査方法については、調査票を郵送し、記入したアンケート用紙を返送いただく郵送

方式とし、第１号被保険者63.5％、第２号被保険者38.5％の回答をいただきました。

② 在宅介護実態調査

本計画の策定にあたり、「要介護者の在宅生活の継続」や「介護者の就労の継続」に有

効な介護サービスのあり方等を把握するため、要介護認定を受けている高齢者とその介

護を行っているご家族等を対象に実態調査を行いました。

調査方法については、在宅生活で介護者が同居している要介護１～５の高齢者から

1,419 人を無作為に抽出し郵送によるアンケートを実施し、49.0％の回答をいただき

ました。

③ パブリックコメントの実施

本計画を素案の段階で公表し、広く市民の方々のご意見を募集しました。寄せられた

ご意見は計画に反映するとともに、今後の施策の参考とさせていただくこととしていま

す。

〔実施期間〕令和２年12月 17日（木）から 令和3年１月22日（金） まで

第４節 計画策定の経緯と体制、策定後の点検体制
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（３） 行政内部の策定体制

本計画の策定にあたっては、長寿支援課及び介護保険課の緊密な連携に加え、他部局と

の調整が必要となります。そこで、長寿支援課及び介護保険課の各係から策定メンバーを

選出し、円滑な策定作業を行うとともに、宮崎市高齢者福祉計画等推進協議会での審議や

パブリックコメント、介護サービス事業所等へのアンケート・ヒアリングなどを実施しな

がら実効性の高いプランの策定に努めました。

（４） 関係機関や他都市との連携

本計画に掲げる事業等の検討にあたっては、介護保険制度における認定審査会を共同設

置している本市及び国富町、綾町で構成する「宮崎東諸県介護保険担当課長会議」や「宮

崎県内九市介護保険担当者会議」及び「九州県庁所在都市等介護保険連絡協議会」等にお

いて、圏域的な住民ニーズの反映や調整のほか、各自治体の実情に応じた施策の展開が図

られるよう情報交換を行いました。

また、県との情報交換等を実施し、必要なサービス量の見込等を精査しました。

（５） 計画の周知と点検体制

本計画に掲げる施策を円滑に実施するためには、市民・事業者に広く周知を図り、多く

の方に理解を深めていただくことが重要です。

本計画は、ホームページ等に掲載するほか、計画の概要版を自治会に班回覧するなど周

知に努めるとともに、関係団体の会合や出前講座等の機会を通じて直接説明を行い、介護

サービスの適正な利用についても併せて啓発に努めます。

また、計画に即した各施策の展開が円滑に行われるよう、設定した成果指標等をもとに

適切な進行管理を行います。計画の進行については、「宮崎市高齢者福祉計画等推進協議会」

において年次報告を実施し、ご意見をいただくこととします。

なお、計画期間中においても個別の事業内容については、社会情勢の変化や国の制度見

直し等に応じて適宜見直しを図り、効率的な事業の運営に努めます。
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