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計画素案修正箇所一覧表 

№ 章 
該当か所 

【対応内容】 
変更前 変更後 ページ数 

１ １ 

１．計画策定の背景と趣旨 

４段落目 

【修正】 

国立社会保障・人口問題研究所の推計に

よると 2020 年までに本市の高齢者数は

ピークを迎え、減少に転じることが見込

まれています。しかしながら、高齢者に

占める後期高齢者の数は、2030 年まで継

続して増加する見込みとなっており、圏

域内で減少に転じる介護ニーズと、今後

飛躍的に増大するニーズが混在する状況

が生じるものと思われます。 

国立社会保障・人口問題研究所の推計に

よると２０２０年までに本市の高齢者数

はピークを迎え、減少に転じることが見

込まれています。しかしながら、後期高

齢者の数は、２０３０年まで継続して増

加する見込みとなっており、圏域内で減

少に転じる介護ニーズと、今後飛躍的に

増大するニーズが混在する状況が生じる

ものと思われます。 

１ 

２ 1 
２．計画の位置づけおよび目的 

【追加】 
 下部に根拠法の説明を追加。 ２ 

３ １ 
図表２ 

【修正】 
 

図表中の年度の表記を和暦（西暦）に変

更。 
３ 

４ １ 
４（２）委員会による議論 

【修正】 

計画案を検討する場として、「直方市高齢

者保健福祉協議会」を設置し、令和２年

７月から令和３年２月まで計６回の会議

を行いました。 

この協議会には、保健・医療・福祉・介

護の関係者のほか、老人クラブの代表者、

学識経験者、公募による市民の代表にも

参画いただき、〇名の委員にさまざまな

見地からの議論をいただきました。 

計画案を検討する場として、「直方市高齢

者保健福祉協議会」を設置し、令和２年

７月から令和３年２月まで計６回の会議

を行いました。 

この協議会には、保健・医療・福祉・介

護の関係者のほか、自治区の代表者、学

識経験者、公募による市民の代表にも参

画いただき、１１名の委員にさまざまな

見地からの議論をいただきました。 

４ 
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№ 章 
該当か所 

【対応内容】 
変更前 変更後 ページ数 

５ ２ 

（１）本市における高齢化率および

高齢者数の推計 

【修正】 

国立社会保障・人口問題研究所の推計に

よると、本市の高齢化率は人口減少の影

響があり、今後も上昇する見込みである

ものの、高齢者数は 2025 年までに減少

に転じることが分かります。また、後期

高齢者数は 2030 年まで増加した後に減

少する見込みです。 

国立社会保障・人口問題研究所の推計に

よると、本市の高齢化率は人口減少の影

響があり、今後も上昇する見込みである

ものの、高齢者数は減少に転じることが

予想されています。また、後期高齢者数

は２０３０年まで増加した後に減少する

見込みです。 

６ 

６ ２ 
図表５ 

【修正】 
 軸の表記を和暦に修正。 ６ 

７ ２ 

（２）本市におけるサービス需要の

類型 第１段落 

【修正】 

第８期介護保険事業計画（2021〜23 年

度）の基本指針によると、サービス基盤・

人的基盤の整備に関連して、今後の地域

におけるサービス需要動向は下記３つの

類型に分けられると指摘しています。 

第８期介護保険事業計画（令和３〜５年

度）の基本指針によると、サービス基盤・

人的基盤の整備に関連して、今後の地域

におけるサービス需要動向は下記３つの

類型に分けられると指摘しています。 

７ 

８ ２ 

（２）本市におけるサービス需要の

類型 第２段落 

【修正】 

本市では、2020 年にはすでに高齢者数の

ピークを迎え減少期に突入しているもの

の、後期高齢者数は 2030 年まで増加が

見込まれていることから、本市は上記類

型のうち「類型２」に相当するものと判

断できます。 

本市では、令和２年現在、すでに高齢者

数のピークを迎え減少期に突入している

ものの、後期高齢者数はしばらくの間、

増加が続くことが見込まれています。し

たがって、本市は上記類型のうち「類型

２」に相当するものと判断できます。 

７ 
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№ 章 
該当か所 

【対応内容】 
変更前 変更後 ページ数 

９ ２ 

（３）サービス見込量、介護保険料

の推計にあたっての留意事項 

【修正】 

今後、厚生労働省の地域包括ケア「見え

る化」システムを利用してサービス見込

量、介護保険料を推計します。基本的に

は、過去の実績データを踏まえ将来を推

計する手法を採用していることから、需

要拡大局面から減少局面へ転換する期間

の推計は困難である面も否めません。「見

える化」システムでは、自然体推計から

修正できる機能を有していることから、

本市の地域性に十分配慮し推計するよう

留意します。 

厚生労働省の地域包括ケア「見える化」

システムを利用してサービス見込量、介

護保険料を推計しました。基本的には、

過去の実績データを踏まえ将来を推計す

る手法を採用していることから、需要拡

大局面から減少局面へ転換する期間の推

計は困難である面も否めません。「見える

化」システムでは、自然体推計から修正

できる機能を有していることから、本市

の地域性に十分配慮し推計するよう留意

しました。 

７ 

10 ２ 
（４）要介護認定者数の推計 

【修正】 

本市の要介護認定者数は令和５年度まで

横ばいで推移することが見込まれていま

す（図表６）。 

本市の要介護認定者数は令和５年度まで

増加傾向で推移することが見込まれてい

ます（図表６）。 

８ 

11 ２ 
図表６ 

【差し替え】 
 

直近の実績を勘案して再推計を行ったた

め、図表を差し替え。 

※第５章 第８期直方市介護保険事業計画

における推計値と統一。 

８ 

12 ２ 
図表 17 

【差し替え】 
 

「図表 17 日常生活圏域と関連施設等の分

布状況（令和２年９月末時点）」に差し替え。 
16 

13 ２ 
図表 18 

【追加】 
 

「図表 18 主な介護保険サービス事業者等

（令和２年９月末時点）」を追加。 
17 
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№ 章 
該当か所 

【対応内容】 
変更前 変更後 ページ数 

14 ２ 
（５）【Ⅰ地区】〜【Ⅳ地区】までの

総人口及び高齢者数、高齢化率 
令和２年６月１日時点 令和２年９月末時点 27〜30 

15 ２ 
⑤ 【課題】の文中 

【修正】 

住みよか事業（住宅改修支援）について、

財政難による支援不足が課題となっていま

す。 

住みよか事業(住宅改修支援)について、一

般財源の確保が困難なため、支援に限りが

あることが課題となっています。 

↓ 

住みよか事業(住宅改修支援)について、一

般財源の確保が困難なため、支援の継続が

課題となっています。 

44 

16 ４ 

基本目標１ 高齢者を地域でささえ

あうまちづくり 

【削除】 

【目標指標】 

「自治会・町内会に参加している人の割合」 

直方市総合計画にて設定されている数値と

異なり、市全体で取り組むべき内容である

ため、削除 

58 

17 ４ 

基本目標１ 

（２）認知症施策の推進 

【追加】 

 
【主な取組】の次頁に、活動紹介「認知症

の人と家族の会直方」のコラムを追加。 
61・62 

18 ４ 
基本目標１ 

（２）認知症施策の推進【追加】 
 

活動紹介「認知症サポーターを広める会」

のコラムを追加。 
63 

19 ４ 

基本目標２高齢者が健康で活躍でき

るまちづくり 

【追加】 

 

第７期計画での目標値を引き継ぎ、計画の

進捗管理を目的として【成果目標】を新た

に追加。 

69 

20 ４ 

基本目標２ 

（１）健康寿命の延伸 

【追加】 

 

（１）健康寿命の延伸 

 

（１）健康寿命の延伸 重点的取組 

介護予防・自立支援に重点を置いていく本

市の方針を踏まえ、重点的取組として位置

づけ。 

70 
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№ 章 
該当か所 

【対応内容】 
変更前 変更後 ページ数 

21 ４ 

基本目標２ 

（１）健康寿命の延伸 

【追加】 

 
【主な取組】の次頁に、活動紹介「のおが

た元気ポイント事業」のコラムを追加。 
72 

22 ４ 

基本目標２ 

（２）自立支援・重度化防止に向けた

取組の推進 

【追加】 

（２）自立支援・重度化防止に向けた取組

の推進 

 

 

 

 

（２）自立支援・重度化防止に向けた取組

の推進 重点的取組 
 

介護予防自立支援に重点を置いていく本市

の方針を踏まえ、重点的取組として位置づ

け。 

73 

23 ４ 

基本目標２ 

（２）自立支援・重度化防止に向けた

取組の推進 

【追加】 

 
【主な取組】の次頁に、活動紹介「いきい

き百歳体操」のコラムを追加。 
74 

24 ４ 

基本目標３ 高齢者が安心して暮ら

せるまちづくり 

【追加】 

 

第７期計画での目標値を引き継ぎ、計画の

進捗管理を目的として【成果目標】を新た

に追加。 

77 

25 ５ 
１（２）要介護認定者数の推計 

【追加】 
 

図表下に注釈を追加。 

（※第２号被保険者を含む） 
84 

26 ５ 

２サービス体系 

① 介護サービス 

【移動】 

住宅改修 
⑬住宅改修として、居宅介護サービスの区

分に移動 
85 

27 ５ 

２サービス体系 

② 介護予防サービス 

【移動】 

介護予防住宅改修 
⑭介護予防住宅改修として、居宅介護予防

サービスの区分に移動 
86 
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№ 章 
該当か所 

【対応内容】 
変更前 変更後 ページ数 

28 ５ 
３（２）地域密着型サービス等 

【変更】 

夜間対応型訪問介護の見込み 夜間対応型訪問介護の見込み 

88 

  令和７年度 令和 22 年度    令和７年度 令和 22 年度  

 給付費（千円） 0 0   給付費（千円） 788 1,970  

 人数（人） 0 0   人数（人） 2 5  

 ※見込等については別途説明。 

29 ５ ３（２）地域密着型サービス等【変更】 

看護小規模多機能型居宅介護の見込み 看護小規模多機能型居宅介護の見込み 

88 

  令和７年度 令和 22 年度    令和７年度 令和 22 年度  

 給付費（千円） 0 0   給付費（千円） 9,312 31,039  

 人数（人） 0 0   人数（人） 3 10  

 ※見込等については別途説明。 

30 ５ 
３（２）地域密着型サービス等 

【変更】 
令和７年度及び令和 22 年度の合計額 上記見込№28、29 の変更に伴い金額変更。 88 

31 ５ 

３（４）居宅介護支援 

【介護療養型医療施設の廃止に伴う

移行先の確保】 

 

【修正】 

令和５年度末に廃止が決まっている介護療

養型医療施設は、転換に伴い既存入所者が

適切な介護を受けられなくなることがない

ようにするため、転換施設について本市が

協力して対応することが必要です。転換施

設として、既存入所者を受け入れ、医療・

介護・高齢者福祉の連携が可能な施設を整

備する場合においては、介護療養型医療施

設の転換支援策として取扱い、本市の都市

計画マスタープランに基づく立地支援とと

もに、介護保険事業計画に基づく施設設備

計画により支援を行います。 

令和５年度末に廃止が決まっている介護療

養型医療施設は、転換に伴い既存入所者が

適切な介護を受けられなくなることがない

ようにするため、転換施設について本市が

協力して対応することが必要です。転換施

設として、既存入所者を受け入れ、医療介

護高齢者福祉の連携が可能な施設を整備す

る場合においては、介護療養型医療施設の

転換支援策として取扱い、本市の都市計画

マスタープランに基づく立地支援ととも

に、介護保険事業計画に基づく施設整備計

画により支援を行います。 

89 
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№ 章 
該当か所 

【対応内容】 
変更前 変更後 ページ数 

32 ５ 

４（１） 

② 地域支援事業費 

【変更】 

地域支援事業費（介護予防・日常生活支援

総合事業費、包括的支援事業及び任意事業

費、包括的支援事業(社会保障充実分)） 

金額変更 

※内訳等については別途説明。 
92 

33 ５ 

４（１） 

③ 第１号被保険者保険料の算定 

【追加】 

※算定中（介護報酬に関する改正内容が示

された後、算定を行う） 

計算過程について図表等を追加。 

※第８期計画期間中の介護保険料額（見込）

については、別途説明。 

93 

34 ５ 
① 標準給付費の負担割合 

【修正・追加】 
図表【標準給付費】 

本文説明とあわせ、（居宅等給付）と（施設

等給付）それぞれの図表を追加。 
94 

35 ５ 

７．地域包括ケアシステムを支える介

護人材確保及び業務効率化・質の向上

に資する事業 

【追加】 

（※検討中） 

（１）介護人材確保への取組 

（２）介護ロボットやＩＣＴ機器の活用 

について追記。 

99 

36 資 
４．介護保険サービスの内容 

【移動】 
 

第５章「３．介護保険給付費対象サービス

の見込み」に記載していた各サービスの説

明を、一覧表にして資料編「４．介護保険

サービスの内容」に移動。 

105〜 

106 

37 資 
５．用語集 

【追加】 
 

計画素案中の用語について説明する「５．

用語集」を追加。 
107〜 

 

 


