
 

 

 

 

 

高齢者福祉計画・介護保険事業計画 
令和３年度～令和５年度 

～ 自分らしく充実した生活が送れる地域づくり ～ 

概 要 版 
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 はつらつ長寿プラン２１とは 

 

本計画は，鹿嶋市の高齢者に対する介護・福祉施策の基本的な考え方と方策を示す

ものです。本計画のもと，介護保険サービス等の提供や地域で自立した日常生活を営

むことができるように支援する「地域支援事業」の計画的な実施に取組みます。 

また，高齢者本人やその家族等が，住み慣れた地域で可能な限り在宅で生活するこ

とができるよう，「住まい」「医療」「介護」「生活支援・介護予防」が切れ目なく一体的

に提供される「地域包括ケアシステム」の構築を推進します。 

 

また，本計画は，団塊の世代すべてが後期高齢者となる令和７年（2025 年）及び

高齢者数がピークとなる令和 22 年（2040 年）までの中長期的な視点を見据え，地

域包括ケアシステムの構築を目指していますが，３年ごとに見直し・改善を図るため，

計画期間を令和３年度から令和５年度までの３年間としています。 

○計画の期間 
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 鹿嶋市の高齢者等の将来像 

 

● 高齢者割合は増加傾向  

本市の将来人口は微減傾向にあり，計画期間の最終年となる令和５年の人口は

66,493 人と推計されますが，高齢者人口は増加傾向で推移することが見込まれ，令

和５年では 21,747 人，高齢化率は 32.7％となる見込みです。 

また，令和７年では，人口は 65,818 人，高齢者人口は 21,702 人，高齢化率は

33.0％，令和 22 年では，人口は 57,178 人，高齢者人口は 21,303 人，高齢化率

は 37.3％に達する見通しです。 

○人口と高齢化率の推計 

 
資料：平成 30 年～令和２年は常住人口各年 10 月 1 日現在の実績値 ※人口の総数は年齢不詳も含む 

○要支援・要介護認定者数の推移と推計 

本市の要支援・要介護者数は増加傾向にあることから，第 8 期計画期間である令和

３年度から令和５年度の各年においても認定者数の増加が見込まれ，令和５年におけ

る認定者数は 3,006 人と推計されます。 

また，令和７年（2025 年）の認定者数は 3,180 人，令和 22 年（2040 年）の

認定者数は 4,044 人と推計されます。 
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 プランの基本理念と６つの基本目標 
 

本計画では，基本理念のもと，６つの基本目標を掲げ，地域共生社会の実現を目指した地域

包括ケアシステムの構築・推進とともに，持続可能な高齢者施策や介護保険事業の推進を目指

します。 

自分らしく充実した生活が送れる地域づくり 

～ みんなで支え合う地域包括ケアシステムの推進 ～ 

基本目標 １ 高齢者の暮らしを支える地域づくり 
地域の高齢者の生活を支えるため，高齢者それぞれの課題の把握に努め，それらに対応した支援のため

の基盤づくりを図ります。また，高齢者の自助と互助を促進するために，地域の中で市民同士がつながりを持

った支援体制づくりの構築を図り，高齢期の暮らしに安全と安心をもたらす地域づくりも推進します。 

 

基本目標 ２ 高齢者の生活支援 
地域包括支援センターを中核として身近な地域における総合的な相談支援体制と，住み慣れた地域で

暮らし続けるために必要なサービス環境の充実を図ります。 

 

基本目標 ３ 健康づくりと生きがいづくり・社会参加の促進 
高齢者がいつまでも健やかで自立した生活を送るために，サービスや支援だけでなく，高齢者が自分の好

きなことに取組んだり，他者との関係性の中で役割を持って生活できるよう，活動機会や情報の提供などの

環境づくりを推進します。 

 

基本目標 ４ 保健事業との一体的な介護予防の推進 
高齢者がいつまでも住み慣れた地域で自立した生活を送ることができるよう，保健事業との一体的な介護

予防を推進するとともに，生活習慣病による重症化や生活機能の低下予防に向け，高齢者の意識啓発と

主体的な取組みの促進を支援します。 

 

基本目標 ５ 認知症対策と在宅における医療と介護の支援 
国の「認知症施策推進大綱」を踏まえ，認知症に対する理解の促進を図るとともに，認知症の早期発

見・対応・支援の仕組みづくりや権利擁護を推進します。 

また，関係機関の連携体制構築に向けた取組みを推進し，在宅における要介護者などの負担の軽減を

図るため支援の充実に努めます。 

 

基本目標 ６ 介護サービスの充実 
介護が必要な状態となった高齢者への支援の充実を図るため，必要とする人が必要とするサービスを確実

に受けられるよう，近隣自治体との連携を図りながらサービスを円滑に提供する体制の整備を図ります。 
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 目標に応じて推進する施策 
 

基本目標 １ 高齢者の暮らしを支える地域づくり 

施策の方向 １．地域における支え合い体制の推進 

 （１）地域包括ケアシステム推進事業 （２）生活支援体制整備事業 

（３）介護予防・生活支援ボランティアの育成 （４）地域福祉活動の推進 

施策の方向 ２．高齢者の安全・安心の確保 

 

（１）ひとり暮らし高齢者の支援体制 （２）災害時の支援体制 

（３）感染症の予防 （４）緊急通報システム整備事業 

（５）高齢者虐待防止 （６）消費者被害の防止対策 

（７）交通安全などの安全教育  

   

基本目標 ２ 高齢者の生活支援 

施策の方向 １．地域包括支援センターによる総合的ケア 

 
（１）総合相談支援 （２）権利擁護事業 

（３）介護予防ケアマネジメント （４）包括的・継続的ケアマネジメント 

施策の方向 ２．高齢者の生活支援サービスの充実 

 
（１）食の自立支援事業 （２）家事型ホームヘルプサービス事業 

（３）生活管理指導短期宿泊事業 （４）公共交通の充実 

施策の方向 ３．高齢者の多様な住まいの充実 

 
（１）軽費老人ホーム・ケアハウス （２）養護老人ホーム 

（３）サービス付き高齢者向け住宅 （４）住宅型有料老人ホーム 

（５）住宅の改修などの支援  

   

基本目標 ３ 健康づくりと生きがいづくり・社会参加の促進 

施策の方向 １．健康づくりへの支援の充実 

 
（１）生活習慣病の予防・健康意識の啓発 （２）健康づくり活動の推進 

（３）健診（検診）活動の推進  

施策の方向 ２．生きがいづくり活動の促進 

 

（１）高齢者の地域活動への支援 （２）生涯学習の推進 

（３）高齢者の生きがいと健康づくり推進事業 （４）高齢者の就労機会の充実 

（５）敬老会事業  
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基本 

理念 



 

 

鹿嶋市の日常生活圏域 ４圏域 

 

 目標に応じて推進する施策 

 

基本目標 ４ 保健事業との一体的な介護予防の推進 

施策の方向 １．元気な高齢者を対象とした介護予防の推進 

 

（１）介護・フレイル予防の取組み （２）高齢者筋力向上トレーニング事業 

（３）認知症予防事業 （４）介護予防教室 

（５）スクエアステップ体操教室 （６）水中スポーツ事業 

（７）地域サロン事業 （８）介護予防把握事業 

施策の方向 ２．生活機能に心配のある高齢者を対象とした介護予防の推進 

 

（１）元気アップ教室 （２）口腔改善教室（お口の教室） 

（３）高齢者ふれあいサロン事業（ミニデイサービス） （４）指定介護予防通所型サービス 

（５）指定介護予防訪問型サービス （６）元気高齢者による訪問サービス 

施策の方向 ３．介護予防活動を展開する推進力の強化 

 
（１）シルバーリハビリ体操教室 （２）一般介護予防事業評価事業 

（３）地域リハビリテーション活動支援事業 （４）介護予防支援員の配置 
   （介護予防事業の積極的な推進） 

   

基本目標 ５ 認知症対策と在宅における医療と介護の連携 

施策の方向 １．認知症施策推進大綱を踏まえた認知症施策の推進 

 
（１）認知症高齢者支援体制の確立 （２）認知症高齢者に対する理解促進・啓発の拡充 

（３）成年後見制度利用支援事業 （４）日常生活自立支援事業 

施策の方向 ２．在宅医療・介護連携の推進 

 
（１）医療・介護関係機関のネットワーク構築の推進 （２）医療・介護関係者研修会の実施 

（３）地域住民への普及かつ啓発と相談対応 （４）広域連携の推進 

施策の方向 ３．家族介護の支援 

 （１）認知症高齢者家族やすらぎ支援事業 （２）徘徊高齢者ＳＯＳネットワーク事業 

（３）家族介護者教室事業  

   

基本目標 ６ 介護サービスの充実 

施策の方向 １．介護サービス基盤の整備 

 （１）鹿嶋市の介護サービス基盤 （２）第８期におけるサービス基盤の整備 
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 日常生活圏域と地域包括支援センター 
 

● 鹿嶋市の日常生活圏域  

日常生活圏域とは，高齢者が地域において安心して日常生活を送ることができるように

するため，地理的条件，人口規模，交通事情，その他の社会的条件，介護保険施設整備の

状況などを総合的に勘案して定める圏域です。 

第８期においては，従来と同様，本市の地域性や

諸条件に基づき，市域を区分して４圏域を設定し，

地域に密着したサービス提供体制の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

●地域包括支援センターとは？ 

地域包括支援センターは，高齢者の介護・保健・医療・福祉に関する総合相談窓口であ

り，日常生活圏域ごとに４か所設置しています。地域の住民からの様々な相談に応じると

ともに，必要に応じて適切な機関，制度やサービスにつなぐなどの支援を行っています。 

 
 

●地域包括支援センターの配置状況 

地域包括支援センター 担当小学校区 住所・電話番号・FAX 

鹿嶋市だいどう地域包括支援センター 大同東・大同西 
所在地 和782-52 松寿園別館内 

☎ 0299-77-5681 FAX 0299-77-5682 

鹿嶋市な か の地域包括支援センター 中野東・中野西 
所在地 和824-1 大野診療所内 

☎ 0299-95-9910 FAX 0299-77-5061 

鹿嶋市かしま西地域包括支援センター 
豊津・豊郷 

鹿島・三笠 

所在地 宮中343番地13 

☎ 0299-85-1522 FAX 0299-77-8317 

鹿嶋市かしま東地域包括支援センター 
波野・高松 

平井・鉢形 

所在地 平井1350-332 たかおざき内 

☎ 0299-82-9351 FAX 0299-82-9283 
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＜ 主な業務 ＞ 
① 総合相談支援 ··················· 地域住民からの相談に対する対応と必要な支援 
② 権利擁護事業 ··················· 権利擁護の啓発と事例発生時における対応・支援 
③ 介護予防ケアマネジメント ········ 介護予防のケアプランの作成とサービス利用の支援 

④ 包括的・継続的ケアマネジメント ·· ケアマネジャーの後方支援 

鹿嶋市だいどう地域包括支援センター 

【担当地区】大同東 大同西 

鹿嶋市かしま西地域包括支援センター 

【担当地区】豊津 豊郷 鹿島 三笠 

鹿嶋市なかの地域包括支援センター 

【担当地区】中野東 中野西 

鹿嶋市かしま東地域包括支援センター 

【担当地区】波野 高松 平井 鉢形 

○鹿嶋市の日常生活圏域と 

地域包括支援センターの場所 



 

 

 

 介護保険料 
 

介護が必要な状態となった高齢者への支援の充実を図るため，必要とするサービスを確

実に受けられるよう，近隣自治体との連携を図りながらサービスを円滑に提供する体制の

整備を図ります。 

○第８期の鹿嶋市の第 1号被保険者の所得段階別保険料額 

所得段階 対象者 負担割合 
保険料年額 
（月額） 

第１段階 

生活保護受給者 

基準額 
×0.30 

18,000円 

（月額 1,500円） 

住民税 
非課税世帯 

・老齢福祉年金※１受給者 

・前年の合計所得金額※２と課税年金収入額 

の合計が80万円以下の人 

第２段階 
前年の合計所得金額と課税年金収入額の 

合計が80万円超120万円以下の人 

基準額 
×0.50 

30,000円 

（月額 2,500円） 

第３段階 
前年の合計所得金額と課税年金収入額の 

合計が120万円超の人 

基準額 
×0.70 

42,000円 

（月額 3,500円） 

第４段階 
住民税 
課税世帯で 
本人非課税 

前年の合計所得金額と課税年金収入額の 

合計が80万円以下の人 

基準額 
×0.90 

54,000円 

（月額 4,500円） 

第５段階 

(基準段階) 

前年の合計所得金額と課税年金収入額の 

合計が80万円超の人 

基準額 
×1.00 

60,000円 

（月額 5,000円） 

（基準額） 

第６段階 

住民税 
本人課税 

前年の合計所得金額が120万円未満の人 
基準額 
×1.15 

69,000円 

（月額 5,750円） 

第７段階 
前年の合計所得金額が 

120万円以上210万円未満の人 

基準額 
×1.25 

75,000円 

（月額 6,250円） 

第８段階 
前年の合計所得金額が 

210万円以上320万円未満の人 

基準額 
×1.40 

84,000円 

（月額 7,000円） 

第９段階 
前年の合計所得金額が 

320万円以上400万円未満の人 

基準額 
×1.60 

96,000円 

（月額 8,000円） 

第10段階 
前年の合計所得金額が 

400万円以上600万円未満の人 

基準額 
×1.80 

108,000円 

（月額 9,000円） 

第11段階 
前年の合計所得金額が 

600万円以上1,000万円未満の人 

基準額 
×1.90 

114,000円 

（月額 9,500円） 

第12段階 前年の合計所得金額が1,000万円以上の人 
基準額 
×2.00 

120,000円 

（月額 10,000円） 

※１ 老齢福祉年金 … 明治 44年（1911年）4月 1日以前に生まれた方，または大正 5 年（1916 年）4 月 1 日以前に

生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です。 

※２ 合計所得金額 … 収入金額から必要経費の相当額を控除した額で，雑損失・純損失の繰越控除前の金額です。 

※  所得段階を判定する「合計所得金額」… 平成 30年 4月 1日から，所得段階を判定する「合計所得金額」は地方税法上

の合計所得金額から長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額になります。 
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第８期はつらつ長寿プラン２１ 概要版    
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