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高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定に係る体制（イメージ） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【担当部・課長会議】 

構成：福祉長寿部長（座長）、福祉長

寿部審議監、福祉長寿部参事監

高齢者支援課長、介護保険課長 

※必要に応じ、関係者を招集 

【関係部・課長会議】 

構成：福祉長寿部長（座長）、福祉長寿部審

議監、福祉長寿部参事監、高齢者支

援課長、介護保険課長、国民健康保

険課長 

健康福祉部長、健康福祉政策課長、

地域医療課長、地域福祉課長、健康

推進課長 

・計画の合意形成 

【松戸市介護保険運営協議会】 

 委員：市長が認める者（２０名以内） 

任期：２年以内 

 

【庁内ワーキンググループ】 

構成：高齢者支援課、地域包括ケア

推進担当室、介護保険課 他 

※必要に応じ、関係者を招集 

   １６名 

【事務局】高齢者支援課  

・計画の策定及び推進 

・次期計画の策定及び検討 

※部会は設定しない方向で検討 

・計画の方針検討 

・ワーキンググループの方針決定 

・他計画との調整 

・計画のスケジュール管理 

・各会議の調整 

・アンケートの契約関係 

・アンケートの項目検討 

・計画書草案作成 

・情報提供（広報、パブコメ等） 

 

【松戸市高齢者保健福祉推進会議】 

 委員：学識経験者、保健・医療関係者、福祉

関係者、公募による市民、その他市長

が認める者（２０名以内） 

任期：３年以内 

＊平成 30年 4月 1日～令和 3年 3月 31日 

＜所掌事務＞ 

【松戸市地域ケア会議】 

 委員：市長が認める者（３０名以内） 

任期：２年以内 
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出典：令和2年１月17日全国厚生労働関係部局長会議資料



2020/2/21介護保険部会：基本指針(案）→成案化は6・7月頃の予定

介護保険事業運営にあたっての留意事項 計画に具体の記載又は作業を要する内容
一 基本的事項

1 〇2040年も見据えた中長期的な人口構造の変化の見通
しを踏まえて計画を策定

〇実施予定

2

㈠ 被保険者の現状と見込み
●介護予防に関するものを含めデータ利活用を進める
必要性について記載

〇データ利活用に当たって個人情報取扱等を含めた環
境整備について計画に記載

〇実施予定

🉂🉂 保険給付の実績把握と分析
🉁🉁 調査の実施
㈣ 地域ケア会議等における課題の検討

3

㈠ 市町村関係部局相互間の連携
〇庁内の連携先として企画・総務部局、交通部局を計
画に記載

▲調整中

🉂🉂 市町村介護保険事業計画作成委員会等の開催
🉁🉁 被保険者の意見の反映

㈣ 都道府県との連携
〇高齢者向け住まいの質の確保、適切な介護基盤整備
のための都道府県と市町村との連携強化の内容につい
て計画に記載

〇調整中

4 〇2040年度の推計を計画に記載 〇実施予定
㈠ 20205年度の推計 〇2040年度の推計を計画に記載 〇実施予定
🉂🉂 第7期の目標 〇第8期の目標に変更 〇実施予定

5 ●保険者機能強化推進交付金等の評価を活用したPDCA
サイクルの重要性について記載

〇実施予定

6
7
㈠ 市町村老人福祉計画との一体性
🉂🉂 市町村計画との整合性
🉁🉁 市町村地域福祉計画との調和
㈣ 市町村高齢者居住安定確保計画との調和
㈤ 市町村賃貸住宅供給促進計画との調和
㈥ 市町村町外福祉計画との調和
㈦ 市町村健康増進計画との調和
㈧ 生涯活躍のまち形成事業計画との調和
㈨ 福祉人材確保指針を踏まえた取組
㈩ 介護雇用管理改善等計画を踏まえた取組

8
㈠ 計画期間と作成の時期
🉂🉂 公表と地域包括ケアシステムの普及啓発

二
1
2

㈠
各年度における介護給付対象サービス（介護給
付等対象サービスのうち介護給付に係るものをい
う。以下同じ。）の種類ごとの量の見込み

●介護離職ゼロ実現に向けた特定施設入居者生活介護
を含む都市部での着実な介護基盤整備や地方部での機
能維持の重要性を記載
●在宅生活の限界点の引上げの重要性等について記載

〇整備に当たっては、有料老人ホーム及びサービス付
き高齢者向け住宅の設置状況を勘案して計画を策定

〇実施予定

🉂🉂
各年度における予防給付対象サービス（介護給
付等対象サービスのうち予防給付に係るものをい
う。以下同じ。）の種類ごとの量の見込み

3

㈠ 総合事業の量の見込み
〇総合事業の対象者の弾力化を踏まえて計画を策定
〇一般介護予防事業と他の総合事業に基づく事業等と
の連携方針について計画に記載

〇実施予定

🉂🉂 包括的支援事業の事業量の見込み
4 〇要介護（支援）者に対するリハビリテーションの目

標については国で示す指標を参考に計画に記載
〇実施予定

㈠
被保険者の地域における自立した日常生活の
支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等
の軽減若しくは悪化の防止への取組及び目標設定

●具体的な取組の例示として、「就労的活動」につい
て記載

〇実施予定

🉂🉂 介護給付の適正化への取組及び目標設定
三

1

㈠ 在宅医療・介護連携の推進
〇在宅医療・介護連携の推進について、「看取りや認
知症への対応を強化すること」等の観点から見直しを
行った後の事業内容を記載

〇実施予定

()
高齢者の保健事業と一般介護予防事業等との一体的な実
施（新設）

〇高齢者に対する保健事業と一般介護予防事業等との
一体的な実施に関する具体的な取り組み（支援）方針

〇実施予定

🉂🉂 認知症施策の推進（■新項目として別に記載）

🉁🉁 生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推進
●具体的な取組の例示として、「就労的活動」など等
について記載

〇実施予定

㈣ 地域ケア会議の推進

㈤ 高齢者の居住安定に係る施策との連携

●生活面に困難を抱える高齢者に対して、生活困窮者
対策や養護老人ホーム等の現行の取組とも連携しなが
ら、住まいと生活の支援を一体的に実施していくこと
の必要性を記載

〇実施予定

2

●中長期的に高齢者人口や介護ニーズを見据えた整備
の重要性について記載

〇人口減少も見据えた既存施設の有効活用等、効率的
な施設・サービス施設整備の具体的な方策を記載
〇高齢者増に備えた効果的な施設・サービス整備の具
体的な方策を記載

▲調整中

㈠ 関係者の意見の反映
🉂🉂 公募及び協議による事業者の指定
🉁🉁 都道府県が行う事業者の指定への関与
㈣ 報酬の独自設定
㈤ 人材の確保及び資質の向上

3

㈠ 地域支援事業に要する費用の額
〇総合事業の対象者や単価の弾力化を踏まえて計画を
策定

〇実施予定

🉂🉂

総合事業のうち、訪問型サービス、通所型サー
ビス、その他の生活支援サービス（以下「訪問型
サービス等の総合事業」という。）の種類ごとの見
込量確保のための方策

●見込量の確保のための方策として、人材確保のため
のポイント制度や有償ボランティア等について記載

〇実施予定

🉁🉁
地域支援事業及び予防給付の実施による介護
予防の達成状況の点検及び評価

㈣ 総合事業の実施状況の調査、分析及び評価

()
地域包括ケアシステムを支える人材の確保及び資質の向
上並びにその業務の効率化及び質の向上に資する事業に
関する事項（新項目追加）

●介護職に限らない専門職を含めた人材確保の重要性
について記載
●要介護認定を行う体制の計画的な整備を行う重要性
について記載
●担い手確保のための取組として、人材確保のための
ポイント制度や有償ボランティア等について記載
●介護現場革新の取組に当たっては、関係者の協働の
下、業務効率化に取り組むモデル施設を育成し、その
地域のモデル施設が地域内の介護事業所へ先進的な取
組を伝えていくことの重要性を記載

〇介護現場における業務仕分けやロボット・ICTの活
用、元気高齢者の参入による業務改善など、介護現場
革新の具体的な方策を記載
〇介護現場革新の取組の周知広報を進め、介護現場の
イメージを刷新の具体的な方策を記載
〇文書負担軽減に向けた具体的な取組を記載

〇実施予定

4

㈠ 介護給付等対象サービス

🉂🉂 総合事業
●要介護者が総合事業を利用する際の給付と事業を組
み合わせた適切なケアマネジメントの重要性について
記載

〇実施予定

🉁🉁 地域包括支援センターの設置、適切な運営及び評価
●地域包括支援センターの体制強化の重要性について
記載

〇実施予定

() 認知症施策の推進（新項目追加）

○認知症施策推進大綱等を踏まえ、普及啓発の取組や
チームオレンジの設置及び「通いの場」の拡充等につ
いて記載
○教育、地域づくり等他の分野の関連施策との連携等
に関する事項について記載

〇実施予定

()
特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料
老人ホームとサービス付き高齢者住宅の入居定員総数
（新項目追加）

〇住宅型有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け
住宅の設置状況を記載

〇実施予定

5

6
㈠ 保健福祉事業に関する事項
🉂🉂 市町村特別給付に関する事項

() 一般会計に関する事項（新項目追加）
〇保険者機能強化推進交付金等を活用した一般会計に
よる介護予防等に資する独自事業について記載

〇実施予定

7
※未実施

〇指定介護療養型医療施設の設置期限（2023年度末）
までに確実な転換等を行うための具体的な方策につい
て記載

▲調整中療養病床の円滑な転換を図るための事業に関する事項

現行
見直し方針（案）

被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状
態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化
の防止及び介護給付の適正化への取組及び目標設定

任意記載事項
地域包括ケアシステム構築のため重点的に取り組むことが必
要な事項

各年度における介護給付等対象サービスの種類ごとの見込量
の確保のための方策

各年度における地域支援事業に要する費用の額及びその見込
量の確保のための方策

介護給付等対象サービス及び地域支援事業の円滑な提供を図
るための事業等に関する事項

他の計画との関係

その他

基本的記載事項
日常生活圏域

現行計画での対
応

各年度における介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見
込み

各年度における地域支援事業の量の見込み

実施中

実施中

実施中

次期計画での
対応（案）

地域包括支援センター及び生活支援・介護予防サービスの情
報公表に関する事項
市町村独自事業に関する事項

基本理念、達成しようとする目的及び地域の実情に応じた特
色の明確化、施策の達成状況の評価等
要介護者等地域の実態の把握

計画の策定のための体制の整備

2025年度の推計及び第7期の目標

目標の達成状況の点検、調査及び評価等並びに公表

日常生活圏域の設定

2025年を見据え
た計画

実施中

実施中



R2.5.28現在

他計画

以前 計画策定のための調査分析・準備 予算 推進会議

12月 介護保険制度の見直しに関する意見書

1月

2月 会議

3月 全国課長会議（基本的考え方）

4月 会議

5月

6月

7月 会議 全国課長会議（基本指針）、全世代型社会保障会議（中間報告）

8月 サービス見込み量の設定作業開始 会議 推計ツール

9月

10月 サービス見込量の仮設定 会議 サービス見込量の仮集計

11月 会議

12月 計画素案の公表 会議 全世代型社会保障会議（最終報告）

1月 パブリック・コメントの実施、事業者説明

2月 計画の成案化、計画の予算化

3月 介護保険料を含む条例改正 介護報酬改定

4月 計画スタート

＜現状と今後の展開＞

　　スケジュールの赤字部分は、先日送付させていただいたスケジュールから変更になった部分です。

２）今後の会議は、予定は次のとおりです。
　①　国の基本方針が示され計画の内容を検討の上、８月中旬～下旬頃に開催を予定
　②　サービス量の仮設定が積算できた後、１０月頃に開催を予定
　③　計画の取りまとめのために、１１月頃に開催を予定
　④　必要に応じて、追加的に１２月頃に開催することもある
　⑤　計画としてパブリック・コメントを経て、成案化
　⑥　条例改正を含め、議会の審議を経て、計画として決定

１）実施予定のアンケートについて、各委員よりご意見をいただき内容を調整をしましたので、ご確認お願いします。

予算
編成

年月
市区町村

都道府県 国
本計画

令和1年

①総合計画（2021-2028）計画策定中
②健康増進計画（2014-2013）
③自殺対策計画（2019-2023）
④食育推進計画（2018-2022）
⑤特定健康診査等実施計画（2018-
2023）
⑥データヘルス計画（2018-2023）
⑦新型インフルエンザ等対策行動計画
⑧地域福祉計画（2018-2022）
⑨障害者計画（2013-2020）計画策定中
⑩障害福祉計画（2018-2020）計画策定
中
⑪子ども総合計画（2020-2024）

令和2年

令和3年
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