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第１節 計画の基本理念
【基本理念】
ふれあい

住みなれた地域で安心して暮らせる交流 のまち 成田
長い人生を充実したものとするためには、住み慣れた地域でライフスタイルに応じた生き
がいを見出し、地域との交流を図りながら、いきいきとした生活を送れることが望まれます。
高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすためには、自ら健康づくりや介護予防に取り組む
とともに、積極的に地域交流や社会参加することが重要です。
「第 6 期成田市介護保険事業計画」において「団塊の世代」が 75 歳以上となる 2025（平
成 37）年を見据えた推計、地域包括ケアシステムの構築に向けた「地域包括ケア推進プラン」
としての位置づけなど、第 7 期計画以降を視野に入れた計画策定・事業の執行が行われてき
ました。「第 7 期成田市介護保険事業計画」は、今般の介護保険制度の改正や 2025（平成
37）年を見据え、高齢者が住み慣れた地域で、自分らしく暮らすことができる地域包括ケア
を具現化していくための計画として位置づけられるものであり、また、「第６期成田市介護
保険事業計画」の後継として位置づけられ、これまでの方針に基づき第 8 期、第 9 期を見据
えて段階的に取り組みを進めていく必要があります。
成田市総合保健福祉計画において、市民や地域、行政等が連携して、交流（ふれあい）を
基盤とした保健福祉施策の充実を図っており、本計画では、市の介護保険施策と保健福祉施
策とを一体的に推進するという視点から、第６期計画に引き続き、成田市総合保健福祉計画
と基本理念を共有します。

2025（平成 37）年
団塊の世代が 75 歳に

2015（平成 27）年
団塊の世代が 65 歳に

１０年間の各計画の位置づけ
第６期介護保険事業計画
（2015～2017年度）

地域包括ケアシステム
の基礎構築

第７期介護保険事業計画

第８期介護保険事業計画

（2018～2020年度）

（2021～2023年度）

中間評価による
効率性・安定性確保

PDCA管理の本格導入
と保険者機能の強化
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第９期介護保険事業計画
（2024～2026年度）

取組の総括と
新たな10年の基礎
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第２節 施策展開の考え方
国は、団塊の世代の高齢者が75歳以上となる2025（平成37）年に向けて、医療、介護、
予防、住まい、生活支援の５つのサービスを一体的に提供して、支援が必要な高齢者の住み
慣れた地域における生活を支援する地域包括ケアシステムの深化・推進を目指しています。
本市では、高齢者、障がい者や子育て世帯、生活困窮者など、誰もが住み慣れた地域でお互
いが支えあい、自立し安心して暮らしていくことができる地域社会の形成を目指します。
後期高齢者の増加による医療・介護需要の増大や、ひとり暮らし高齢者の増加等による地
域支えあいの必要性の高まりの中、健康づくりなどに関する意識の向上を図るとともに、地
域・社会活動、健康増進や介護予防の活動など地域や社会に参加して人との関わりを持ちな
がら、いつまでも生きがいをもって元気に活躍できる生涯現役社会を推進します。
さらに、庁内横断的な連携・協力のもと、地域住民や多様な社会資源と協働して地区の課
題の把握・解決を図り、地域づくりを一層促進すると共に、事業者等と連携して、支援が必
要な方を身近な地域で支えていきます。
地域包括ケアの目的は、高齢者が医療や介護が必要な状態になっても適切なサービスを利
用することによって、尊厳を保持しながら住み慣れた地域で、自分らしく人生の最後まで暮
らし続けることができるよう、地域で支える仕組みを作り上げていくことです。
本市では、2025（平成 37）年に向け、医療、介護、予防、住まい、生活支援が一体的に
提供され、高齢者がいつまでも住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、地域包
括ケアシステムの構築を重点的に進めます。
また、地域包括ケアシステムの根底には、「自助∗1」「互助∗2」「共助∗3」「公助∗4」の考
えがあり、それぞれの地域が持つ役割分担を踏まえた上で、自助を基本としながら取り組ん
でいくことが必要です。

∗1
∗2
∗3
∗4

自助：自分のことは自分でする、自らの健康管理（セルフケア）に加え、市場サービスの購入も含まれる。
互助：住民組織の活動など、周囲の人が手を差し伸べ、自発的にかかわるもの。
共助：地域や市民レベルでの支え合い。介護保険・国民健康保険等が該当する。
公助：行政による支援のこと。
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第３節 計画の基本目標
１．支え合うまちづくり

２．健康と生きがいのまちづくり

３．安心して暮らせるまちづくり

４．介護予防と重度化の防止のまちづくり

3.１．支え合うまちづくり
単身・高齢者夫婦のみの世帯や認知症高齢者が増加するなか、可能な限り住み慣れた地域
で継続した生活ができるよう、介護サービスと生活支援サービス（見守り、買い物、配食な
ど）を地域のネットワークの中で提供していく仕組みを構築していく必要があります。また、
高齢者が自分らしく地域で暮らし続けるためには、地域や家庭の中で何らかの役割を担いな
がら生活することが大切であり、たとえ要介護状態になっても誰かのために役立ちたいとい
う高齢者の思いを実現することが「介護予防」において重要な視点です。地域には、元気な
高齢者、虚弱な高齢者、認知症の方、要介護者の方など様々な高齢者が暮らしており、それ
ぞれの果たせる役割を最大化することが、「介護予防の推進」と「生活支援の充実」につな
がります。よって、地域の特性を生かしながら、高齢者を年齢や心身の状況等によって分け
隔てることなく、誰でも一緒に参加することのできる住民主体の介護予防活動を地域に展開
することにより、住民同士の支え合い体制の構築を進めていきます。
本市が支え合いのまちづくりの展開において、取り組むべき方向性は、介護予防や社会参
加の機会を市民にアプローチし、身近な地域において、住民が気軽に集まれる居場所やサロ
ンをつくっていき、継続して介護予防などに取り組みやすい仕組みを整備していくことを目
指します。
また、市民一人ひとりが協力し合い、高齢者だけでなく障がい者や子育て世代など誰もが
安心し、自立して住み慣れた地域での生活が送れるよう、世代を超えた住民同士の交流や、
地域の自主性・主体性に基づいた、地域の支え合いの体制づくりを推進します。
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3.2 健康と生きがいのまちづくり
高齢期は、定年退職や子どもの独立などを契機として、地域社会での役割や人間関係を築
いていくなど、新たな生きがいを個々に見つけていく時期でもあります。生涯現役で充実し
た高齢期を送るためには、市民一人ひとりがそれぞれのライフステージの特徴や健康課題に
応じて、健康づくりに主体的に取り組み、成人期から引き続き、生活習慣病の予防と早期発
見・早期治療に努めることが重要です。また、がん検診の受診の意義や受診方法を高齢者に
わかりやすい内容で周知し、がん検診の受診率向上に努めていくことが必要です。
高齢者の健康づくりの特色としては、身体虚弱、転倒、認知症、低栄養、口腔機能の低下
などの老年症候群に対応するための介護予防への取組が必要になっていきます。また、介護
予防は、筋力向上といった体力的な側面だけではなく、最終的には、個々人の新たな生きが
いの発見や社会参加を目指しています。そして、高齢者が趣味の活動やボランティア活動、
生涯学習など、各々の心身状況などに応じた活動に気軽に参加できるような支援の充実が求
められています。
本市では、高齢者の生きがいづくりが地域社会での社会貢献活動につながるよう、就労機
会の創出、生涯学習、スポーツ、世代間交流、ボランティア活動などを支援し、心身ともに
健康で自立して生活できる期間である「健康寿命」を延ばし、地域と連携して健康づくりに
取り組みます。そして、高齢者が豊かな経験や知識・技術を生かして、生きがいを持って地
域社会に参加することのできる環境づくりを進めていきます。

成人健（検）診

資料：健康増進課
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3.3安心して暮らせるまちづくり
安心して暮らせるまちづくりの推進においては、医療、介護、生活支援、介護予防、住ま
いの５つのサービスを充実し、利用者に必要に応じて提供できるように、地域包括ケア体制
を整備していくことが重要です。具体的には、介護が必要な人への在宅サービスや介護保険
サービスの充実はもちろんのこと、必要に応じて施設に入所することができるよう、今後の
見通しを立て適切な施設の拡充を図っていく必要があります。また、できる限り要介護状態
とならないための予防の取組や自立支援型の介護の推進、さらには、一人暮らし、高齢夫婦
のみ世帯の増加を踏まえ、権利擁護や様々な生活支援サービスの提供体制を構築していく必
要があります。そして、今後、認知症高齢者が増加していくことから、認知症の方が住み慣
れた地域で自分らしく暮らし続けることができるよう、認知症高齢者にやさしい社会の実現
が求められています。
認知症対策の普及・啓発に向けては、認知症サポーター養成講座、講演会、広報等の周知
はもちろんのこと、2014（平成 26）年度に、認知症家族の会（オアシスの会）をはじめ、
医療・福祉等の団体・関係者、ボランティア等多くの方々の協力を得て、「認知症メモリー
ウォーク IN なりた」を開催し、認知症の理解に向けて、普及・啓発を行いました。今後も、
あらゆる機会を通じて、地域における認知症のご本人、ご家族への支援、見守りの輪を広げ
る取り組みを実施していきます。
3.4介護予防と重度化の防止のまちづくり
高齢者及び要支援・要介護認定者が今後も増加することが予測され、それに伴い介護保険
サービスに対するニーズの増加、多様化が考えられます。そのため、2016（平成 28）年 10
月に移行した「新しい介護予防・日常生活支援総合事業」を効果的に活用し、NPO や住民ボ
ランティア等の提供する掃除や買い物支援、ミニデイサービスなどの多様な主体によるサー
ビスの構築と適切なケアマネジメントにより利用者の状態などに応じたサービスを提供する
ことで重度化予防を推進していきます。併せて筋力向上や低栄養予防、認知症予防などの介
護予防事業の充実を図ることで、要介護状態に至らない健康な高齢者の割合を高め、結果と
して費用の効率化につなげていきます。
また、高齢者が介護を要する状態になっても住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、介
護保険サービスの量的な充実を図ることはもちろんのこと、対人援助職として専門知識やコ
ミュニケーション能力・技術の向上を図り、利用者が自らの意思で医療や介護サービス等の
選択ができ、適切なサービスが受けられるよう努めます。
そのために訪問介護や通所介護、ケアマネジメントに従事する職員を対象にサービス等の
専門的な見識を持った指導者等を招請し、職員やサービス等の質の向上を図ります。また、
各団体と協働して研修内容を検討するなど、サポート体制を構築していきます。
事業者指導では、事業運営上の必要事項や適正な請求事務、個別ケアの推進、苦情対応等
について指導を行うとともに、労働基準法令、事故防止対策、衛生管理、非常災害対策等の
指導については関係機関との連携を図ります。
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第４節 成田市における地域包括ケアの考え方
地域包括ケアシステムは、日常生活圏域（概ね中学校の学区）において、在宅医療、訪問
介護・看護、介護サービス、見守り・買物支援等の生活支援サービス等を必要に応じ組み合
わせることにより、高齢者が要介護等の状態となっても、住み慣れた居宅、地域で暮らし続
けることを目指すものです。
また、地域包括ケアシステムは、単なる独立したケアを指すのではなく、「地域づくり」
「まちづくり」であり、地域全体で支えるという考え方に基づくものです。よって、地域に
暮らす全ての人のための仕組みであり、市民一人ひとりの地域づくりへの参画が、大きな推
進力となり必要不可欠です。そのため、本市の考え方としては、市民に今一度、介護保険の
理念を周知し、「自立」や「個人の尊厳」といった本質的な部分を理解し、生きる力である
「自助」を引きだし、自立や地域の支え合いの必要性・重要性を認識しながら、「自助」
「互助」を生かした地域づくりを推進していくことができるよう、保険者である市と地域包
括ケアの中核となる地域包括支援センターが、市民をはじめ医療・介護等の関係者などに対
して積極的に周知に努め、取り組んでいくものとします。
本市では、2015（平成 27）年度～2017（平成 29）年度を計画期間とする第６期介護保
険事業計画において、地域の実情に応じた地域包括ケアシステムの構築促進を重点的な取組
と位置づけ、整備してきました。
団塊の世代が全て 75 歳以上となる 2025（平成 37）年には本市の高齢化率は約 25％、高
齢者人口の約 54％、約 18.5 万人が 75 歳以上と推計されており、急激な増加が見込まれる
医療・介護ニーズに対応するため、地域包括ケアシステム構築の取組を加速させていくこと
が不可欠です。高齢者のひとり暮らしや高齢者のみ世帯がよりいっそう増加し、「自助」
「互助」の概念や求められる範囲、役割の新しい形が必要になります。
第７期介護保険事業計画（2018（平成 30）年度～2020（平成 32）年度）においても、
地域包括ケアシステム構築の取組を一層発展させ、これまで整備してきた地域資源やマンパ
ワーを活用した「自助」「互助」「共助」「公助」の取り組みを推進することで、医療、介
護、予防、住まい、生活支援の一体的な提供の実現をめざします。
介護保険法の基本理念
(目的)
第一条

この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により 要介護状態となり、入浴、排せつ、

食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保
持し、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、必要な保健

医療サービス及び福祉サー

ビスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必
要な事項を

定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(国民の努力及び義務)
第四条

国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生じる心身の変化を自覚して常に健康

の保持増進に努める とともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他適切な保
健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。
２

国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担するものとする。

39

第３章 計画の基本的な考え方

40

第３章 計画の基本的な考え方

第５節 日常生活圏域の設定
本市では、地域に暮らす高齢者や高齢者を支える家族介護者が、より安心した生活を続け
られるよう、地域特性に配慮し、行政地区を基に３つの日常生活圏域を設定しています。
日常生活圏域については、高齢者人口の増加への対応、各地域包括支援センターへの交通
利便性の向上等の観点から、地域包括支援センターの増設と合わせて再編を検討してきまし
た。
第７期計画では、地域包括支援センターの増設時期と合わせ、日常生活圏域を３つから５
つへ再編することとします。
日常生活圏域の再編計画
対象地区

～2018 年 9 月

2018 年 10 月～

2019 年 10 月～

ニュータウン地区

西部圏域

（※はなのき台を含む。）

（西部北：本所）A1

西部北圏域（本所）A1

西部北圏域（本所）A1

八生地区

西部圏域

豊住地区

（西部北：支所）A2

西部北圏域（支所）A2

西部北圏域（支所）A2

西部圏域（西部南）Ab

（仮称）西部西圏域 B

（仮称）西部西圏域 B

成田地区

西部圏域（西部南）Ab

西部南圏域 C

西部南圏域 C

中郷地区

中央圏域 D

中央圏域 D

西部南圏域 C

遠山地区

中央圏域 D

中央圏域 D

（仮称）南部圏域 D

久住地区

中央圏域 D

中央圏域 D

東部圏域（本所）E1

下総地区

東部圏域 E

東部圏域 E

東部圏域（本所）E1

大栄地区

東部圏域 E

東部圏域 E

東部圏域（支所）E2

公津地区
（※はなのき台を除く。）

日常生活圏域の再編地図
～2018 年 9 月

E

A2
A1

2018 年 10 月～

Ab

西部・東部・中央の 3 圏域。西
部は、西部北圏域と西部南圏域
に区分している。

A1 C

E1

E

A2

D

2019 年 10 月～

E2

A2
D

B

A1
B

西部南：高齢者人口の増加が著
しいことから、西部南を成田と
公津に分割。
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C
D

中央・東部：担当圏域が広く交
通不便地域を抱えるため、東部
に久住を編入し大栄を支所に、
また、中郷を成田に編入。

第３章 計画の基本的な考え方
【2019（平成 31）年 10 月以降の日常生活圏域】
【西部北圏域】A

【東部圏域】E

・人口：41,138 人
・高齢者：9,598 人
・高齢化率：23.3％
・認定者：1,048 人
・世帯数：18,020 世帯
・独居高齢世帯数：569 世帯

・人口：22,846 人
・高齢者：6,810 人
・高齢化率：29.8％
・認定者：1,066 人
・世帯数：9,129 世帯
・独居高齢世帯数：256 世帯
下総地区 E

ニュータウン地区Ａ

豊住地区 A

はなのき台Ａ
久住地区 E
八生地区 A

大栄地区 E

中郷地区 C

遠山地区 D
公津地区 B

【（仮称）西部西圏域】B
・人口：27,878 人
・高齢者：4,563 人
・高齢化率：16.4％
・認定者：662 人
・世帯数：12,741 世帯
・独居高齢世帯数：159 世帯

【（仮称）南部圏域】D
成田地区Ｃ

【西部南圏域】C
・人口：21,599 人
・高齢者：4,513 人
・高齢化率：20.9％
・認定者：712 人
・世帯数：10,855 世帯
・独居高齢世帯数：382 世帯

・人口：18,948 人
・高齢者：3,080 人
・高齢化率：16.3％
・認定者：433 人
・世帯数：9,754 世帯
・独居高齢世帯数：127 世帯

資料：人口・高齢者数：2017（平成 29）年 3 月末日現在（介護保険課集計）
独居高齢者（世帯）、認定者：2017（平成 29）年 3 月末日現在（高齢者福祉課集計）
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第３章 計画の基本的な考え方

第６節 第７期計画の体系

【基本理念】
ふれあい

住みなれた地域で安心して暮らせる交流のまち
基本目標

成田

主な施策

基本方針

１．支え合うまちづくり
1. 地域コミュニティづくり推進事業の充実
2. 生活支援コーディネーターと協議体の設置
3. 成田市あんしん見守りネットワークの推進

(1)支え合う地域づくり

1. 介護支援ボランティア活動事業の推進
2. 成田おたすけ隊の推進

(2)地域資源の活用
２．健康と生きがいのまちづくり

1. 健康づくり意識の普及、健康教育、健康相談
2. 生活習慣病の予防とがん検診の実施

(1)健康づくりの推進

1. 高齢者クラブ活動の支援
2. 赤坂ふれあいセンター管理運営
3. 高齢者教養講座の開催

(2)社会参加・生きがいづくりの推進
３．安心して暮らせるまちづくり

1.
2.
3.
4.

(1)地域包括ケアシステムの深化

地域包括支援センターの機能強化と評価
包括的・継続的ケアマネジメントの支援
生活支援サービスの体制整備
地域ケア会議の開催支援

(2)医療と介護の連携の推進

1. 医療計画との整合性の確保
2. 在宅医療・介護の連携推進

(3)認知症高齢者への包括的支援

1. 認知症施策（新オレンジプラン）の推進
2. 認知症の人や家族を支えるネットワークの構築

(4)権利擁護事業の推進

1. 成年後見人制度の周知
2. 高齢者虐待の防止
1.
2.
3.
4.

(5)地域生活を支えるサービスの充実
４．介護予防と重度化の防止のまちづくり

家族介護支援事業
高齢者見守り等の事業
高齢者等住宅改造費助成事業
老人ホームへの入所サービス

(1)地域マネジメントの推進

1. 自立支援・重度化予防に向けた取組
2. 介護給付費と介護認定の適正化
3. 運営推進会議と事業者指導

(2)サービス提供の体制整備

1. 介護人材の確保・育成
2. 介護保険関連施設等の整備

(3)介護予防と日常生活支援の円滑な提供

1. 一般介護予防事業の実施
2. 介護予防・生活支援サービス事業の実施

(4)介護サービスの円滑な提供

1.
2.
3.
4.
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居宅サービスの見込みと提供
地域密着型サービスの見込みと提供
施設サービスの見込みと提供
介護給付費の見込みと介護保険料

