
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宇 治 市 

◆本市では、「すべての高齢者が住み慣れた地域において、健やか

に、生きがいをもって、安心して暮らすことができる」地域社

会と健康長寿日本一の実現を目指します。 

◆本計画は、そのための取組の方向性を定めたものです。 



 

 

ごあいさつ 
 

宇治市長  松村 淳子 

 

 
 

 

わが国は、総人口・現役世代人口が減少に転じる中、高齢者は増加し、高齢化は進展

しております。団塊の世代が75歳を迎える令和7年（2025年）には、約3人に1人が高齢

者になること、さらには団塊ジュニア世代が65歳以上になる令和22年（2040年）には、

高齢者人口がピークを迎えることが見込まれ、できるだけ多くの高齢者の方が健康で

あり続け、また、支援が必要となっても安心して地域で住み続けることができるよう

地域包括ケアシステムの深化・推進が求められています。 

加えて、昨年は新型コロナウイルス感染症が世界中で猛威を振るい、わが国でも緊

急事態宣言が発令され、未だに収束の気配を見せておりません。新型コロナウイルス

の流行に伴い、飛沫感染や接触感染、さらには近距離での会話への対策を、これまで以

上に日常生活に定着させた「新しい生活様式」を実践していく必要があります。 

そうした中、宇治市ではこの度策定いたしました「宇治市高齢者保健福祉計画・第8

期介護保険事業計画（以下「本計画」という。）」に基づき、高齢者の方が地域社会で活

躍していただける仕組みを創出し、いつまでも、やりがいや生きがいを持って生活す

ることができる生涯現役社会の実現に取り組みますとともに、高齢者だけではなく地

域のあらゆる方が役割を持ち、支え合いながらともに暮らしていける地域共生社会を

見据えた地域づくりを推進してまいります。 

具体的には、地域包括支援センターの機能・体制の強化や認知症施策の推進、生活支

援の体制づくり、サービス基盤の整備、在宅医療・介護連携の推進により一層取り組ん

でまいります。 

また、医療・介護・健（検）診等のデータを活用し、健康づくりや介護予防などを含

めた重層的な施策を展開していくことで、市民の皆様が、高齢期を迎えても健康であ

り続けられるよう、健康の保持増進を支援してまいります。 

このような諸施策を通じまして、宇治方式地域包括ケアシステムの深化・推進や、

「健康長寿日本一」の実現を力強く進めてまいりたいと考えておりますので、市民の

皆様並びに、関係団体の方々におかれましては、より一層のご理解とご協力を賜わり

ますようお願い申し上げます。 

結びにあたりまして、本計画の策定にあたり、長期にわたりまして熱心にご論議い

ただきました宇治市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画推進協議会委員の皆様、

並びに貴重なご意見やご提言をいただきました市民の皆様や関係者の皆様に対しまし

て、厚くお礼を申し上げます。 

令和3年（2021年）3月  
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計画策定の趣旨 

●本市では、団塊の世代すべてが75歳となる

令和7年（2025年）には、人口は約17.8万人

で高齢化率は30.8％、また団塊ジュニア世

代が65歳となる令和22年（2040年）には、人

口は約14.7万人で高齢化率は38.4％になる

と推計しています。 

●こうした人口構成の中でも、高齢者が地域

の中で自らの経験や知識を活かし社会的活

動に参加することや、支援が必要となって

も、その人らしく住み慣れた地域で暮らし

続けられるよう、国が提唱する医療、介護、

予防、生活支援、住まいが連携し一体的に

提供していく仕組みに、社会参画、生きが

いを加えた地域社会全体で支える仕組み

（「宇治方式地域包括ケアシステム」）が一

層重要となってきます。 

●本市では、「宇治方式地域包括ケアシステム」

の構築に向け、「ふれあいと支え合いのまち

づくり」「自分らしく生涯健康でいきいきと

暮らせるまちづくり」「住み慣れた地域で安

心して暮らせるまちづくり」の3つを基本理

念に据えた「宇治市高齢者保健福祉計画・

介護保険事業計画」を策定し施策を推進し

てきました。 

●すべての高齢者がすべての世代の人々とと

もに住み慣れた地域において、健やかに、

生きがいをもって、安心して暮らすことが

できる地域社会と健康長寿日本一の実現を

目指し、「宇治市高齢者保健福祉計画・第8

期介護保険事業計画」を策定します。 

 

 

 

計画の位置付け 

本計画は、「宇治市総合計画」「宇治市地域福祉計画」を上位計画とし、「宇治市健康づくり・食

育推進計画」「宇治市地域防災計画」「宇治市住宅マスタープラン」「宇治市特定健診等実施計画」

「宇治市障害者福祉基本計画・宇治市障害福祉計画・宇治市障害児福祉計画」及び京都府や国の

関連する計画や「京都式地域包括ケアシステム」との調和を図りつつ、令和7年（2025年）・令和

22年（2040年）を見据えた中長期的な取組を推進します。 

 

計画の期間 

令和3年度（2021年度）から令和5年度（2023年度）までの3年間を計画期間とします。 
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宇治市の高齢者等の現状と推移 

高齢者人口の推移 

総人口に占める高齢者人口の割合（高齢化率）は、令和2年（2020年）は29.4％で、今後も上昇

していく見込みです。 

また、高齢者人口は、65～74歳は減少傾向がしばらく続くと予想されます。75～84歳は今後も

徐々に増加し、令和7年（2025年）には65～74歳の高齢者数を上回る見込みです。85歳以上の高齢

者は今後も増加していくと見込まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

要介護・要支援認定者数の推移 

要介護・要支援認定者数は年々増加し、令和22年度（2040年度）には、要介護・要支援認定者

数が15,047人、認定率は26.4％に達する見込みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

認定者数は第2号被保険者（40～64歳）を含む人数、認定率は65歳以上の認定者数／第1号被保険者数 
認定者数は各年度9月末日、第1号被保険者数は各年度10月1日の値、令和3年（2021年）以降は推計値 

（住民基本台帳（各年10月1日現在）、令和3年（2021年）以降は推計値【住民基本台帳を基にした推計人口】） 
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計画の基本的な考え方 

令和7年(2025年)・令和22年(2040年)を見据えて 

●今後も高齢化が一層進む中で、高齢者の経験を活かし活躍できる場や仕組みづくりに努め、

高齢者が生涯にわたって健康でいきいきと住み慣れた地域で自分らしく自立した生活を営

むことができる地域社会の実現が一層重要となります。 

●この実現のためには、まず、心身ともに健康であることが重要であり、健康づくり、介護予

防、生きがいづくりや認知症に関する施策に力を入れつつ、高齢者の主体的な参画のもと、

それぞれの活動や取組が有機的に関わり、その効果を発揮できるように様々な支援を行って

いきます。 

●また、支援が必要となっても、高齢者の尊厳が守られ、高齢者がその人らしく生活すること

ができるよう、国が提唱する医療、介護、予防、生活支援、住まいが連携し一体的に提供し

ていく仕組みに、社会参画、生きがいを加えた「宇治方式地域包括ケアシステム」の推進を

図っていきます。 

●そのためには、高齢者だけでなく地域のあらゆる住民も役割を持ち、支え合いながら、活躍

できる地域共生社会の実現に努めることが重要であり、公的な支援だけでなく、保健・医療・

福祉などの関係機関や団体とも連携した地域のネットワークの強化を進めていきます。また、

中重度の要介護者であっても住み慣れた地域での生活を最期まで続けることができるよう、

医療と介護の連携を強化するとともに、地域密着型サービスの普及・充実、訪問系サービス

及び医療系サービスの充実を図っていきます。 

●こうした考えに基づき、【最終目標】「すべての高齢者が住み慣れた地域において、健やかに、

生きがいをもって、安心して暮らすことができる」地域社会の実現に向けて、本計画に定め

る施策を推進していきます。 

 

 

基本理念 

ふれあいと支え合いのまちづくり 

高齢者がその人らしく地域において住民同士の支え合いや助

け合いによって暮らせるよう、地域包括支援センターをはじ

めとする保健・医療・福祉などの関係機関や団体と連携した

地域のネットワークづくりを進めます。 

自分らしく生涯健康でいきいきと 

暮らせるまちづくり 

高齢者が、生活機能の低下を防止し、できる限り介護が必要

な状態にならないよう、健康づくりや介護予防の取組を推進

します。また、自らの経験と知識を活かしながら、文化、芸

術、スポーツ、ボランティア活動、就労などの様々な社会活

動に参加し、多様な年代の人との世代交流を図る機会を提供

します。 

住み慣れた地域で安心して 

暮らせるまちづくり 

高齢者が、一人暮らしであっても、認知症になっても、介護が

必要な状態になっても、医療と介護の連携のうえ必要なサービ

スを適切に利用し、安心して暮らせる環境を整備します。 
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令和7年(2025年)の本市の目指すべき姿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 予防 
 介護 

 医療 

スポーツで体を動かすなどの健康づくりや生活習

慣病の予防に取り組むとともに、介護予防教室等

に通い、健やかで充実した生活を送っています。  

介護が必要になっても医療

を含めた様々なサービスを

利用しながら安心して快適

な生活を送っています。 

身近なところに相談窓口があ

り、自分に合った必要なサー

ビスや支援（生活支援・見守

り）を受けています。 

 住まい 

 生きがい 

 社会参画 

高齢者一人ひとりが、尊厳

を保ちその人らしく自立

した生活を送っています。 

今までの知識や経験を活か

して生きがいを持った生活

を送っています。 

様々な社会参加を通じて、

地域社会の一員として互

いに支え合い、助け合って

暮らしています。 

それぞれの生活様式に

合った住まい方で、住み

慣れた地域で暮らし続け

ることができています。 

 

宇治方式地域包括ケアシステムの実現  

    



5 

計画の実現に向けた方策 

ふれあいと支え合いのまちづくり 

 
 

地域包括ケアシステムを推進する観点から、引

き続き、要介護状態になる前からの健康づくり、

介護予防を推進するとともに、要介護状態になる

おそれのある高齢者、要支援者等に対し、適切な

介護予防サービスの提供、地域包括支援センター

による支援や地域での支え合い仕組みづくりなど

包括的な支援の体制づくりを推進します。 
 

 【具体的な施策】  

①地域支援事業の推進 

②包括的支援事業・任意事業の実施 

 
 
 

宇治方式地域包括ケアシステムの推進にあたっ

ては、地域包括支援センターをシステムの中核と

位置付け、高齢者の多様なニーズに対応するため、

地域包括支援センターが保健・医療・福祉・介護

の各サービスを適切に調整し、つなげる役割を果

たすといった地域支援の力を発揮できるよう一層

の機能強化を図っていきます。 

 【具体的な施策】 

①地域包括支援センターによる支援 

②職員の体制強化・対応力の向上 

③多職種の関係機関との連携強化と地

域ネットワークの構築 

 

 
 
 
 

認知症の人が、住み慣れた地域で尊厳を保ちなが

ら穏やかな生活を送り、家族も安心して社会生活を

送ることができるよう、認知症コーディネーターと

ともに地域における支援体制の強化・充実を図り、

「認知症の人にやさしいまち・うじ」を目指します。 

 【具体的な施策】 

①認知症に関する正しい理解の促進 

②認知症の早期発見・早期対応のため

の地域におけるネットワークと支

援体制の整備 

③「認知症の人にやさしいまち・うじ」

の取組の推進 

④認知症の人とその家族への支援の

充実 

 
 
 

在宅保健福祉サービスの充実に取り組むととも

に、身近な地域で、多様な生活支援のニーズに対

応できる支援体制の整備や、地域における支え合

い・助け合いの支援体制の充実を図ります。 

 

 
【具体的な施策】 

①生活支援の体制づくり 

②在宅生活の支援・サービスの充実 

1 

重点施策（２）地域包括支援センターの機能や体制の強化 

重点施策（３）認知症の人及び家族・介護者への支援 

重点施策（１）地域包括ケアの推進 

重点施策（４）生活支援体制づくりと在宅生活の支援の充実 

          



6 

 
 

 
宇治市地域防災計画に基づき、災害発生時に備

えて、高齢者の支援を円滑に行うことができるよ

うな避難支援体制の構築に取り組みます。 

宇治市新型インフルエンザ等対策行動計画に基

づき、感染症発生時に備えて、平時からの事前準

備、保健所など関係機関との連携体制の構築に取

り組みます。 

 【具体的な施策】 

①避難支援体制の整備と充実 

②感染症対策に係る体制の整備と充実 

③防災・防犯情報の提供と防災意識の 

啓発 

   

 

 
 
 
 

高齢者虐待への対応については、地域包括支援

センターをはじめ、行政、医療機関、警察、民生

児童委員、ケアマネジャー、弁護士など多職種が

連携して解決にあたる体制を強化するとともに、

専門職の取組と地域住民による見守り活動が組み

合わさった、虐待防止、虐待の早期発見・早期対

応のためのネットワークを推進します。 

また、認知症高齢者など判断能力に不安がある

高齢者を消費者被害などの犯罪から守り、必要な

保健福祉・介護サービスを利用して自立した生活

を送ることができるよう、権利擁護事業による支

援に取り組みます。 

 【具体的な施策】 

①高齢者虐待防止に関する普及啓発 

②高齢者虐待防止に向けたネット 

ワークの構築と支援体制の確保 

③高齢者の権利擁護の推進と消費者被

害防止の推進 

④成年後見制度及び日常生活自立支援

事業の普及 

 
 

自分らしく生涯健康でいきいきと暮らせるまちづくり 

 
 

高齢者だけでなく全世代を対象とした健康づく

りの推進のために、医療・介護・健（検）診等の

データを活用し、地域の健康課題の整理・分析を

行い、地域の保健・医療・福祉の関係機関や健康

づくりに関わる団体と連携した地域ぐるみの健康

増進活動を推進し、市民の主体的な健康づくりを

支援します。また、そのような取組を通じ、生活

習慣病をはじめ、要介護状態になることを未然に

防ぐとともに、生活習慣病にかかった場合でも、

早期発見・早期治療により、合併症の発症や症状

の進行などを抑える「重症化予防」に重点を置い

た取組を強化し、市民の健康寿命の延伸を目指し

ます。 

 【具体的な施策】 

①医療・介護・健（検）診データを活用

した地域の健康課題の分析 

②健康教育の推進 

③健康相談の実施 

④がん検(健)診等の推進 

⑤地区組織活動及び自主グループの育

成・支援 

 

重点施策（５）災害や感染症対策に係る体制整備 

重点施策（６）高齢者の尊厳への配慮と権利擁護の充実 

重点施策（１）健康増進・生活習慣病予防・フレイル予防の推進 

２ 
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高齢者が自分らしく生きがいをもって日常生活

を過ごすことができるよう、生きがい活動を支援

します。また、高齢者の意欲と能力を活かすこと

ができるよう、働く場や新しい活躍の場など社会

参加の機会の確保に取り組んでいきます。 

 【具体的な施策】 

①生きがいづくり支援事業の推進 

②社会参加の促進 

③生きがい・健康づくりや介護予防の

活動拠点の充実 

 
 
 
 

高齢者が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支援していきます。 

また、医療保険制度から高齢者へのアプローチ

として、「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な

実施」を推進し、高齢者が身近な場所で健康づく

りに参加できること、高齢者のフレイル状態を把

握したうえで適切な医療サービスにつなぐ等の疾

病予防・重症化予防の促進を目指すなど、要支援

者等に対して、より効果的かつ効率的な支援等に

取り組むとともに、高齢者自身の生きがいづくり

や介護予防を総合的に推進していきます。 

 

 【具体的な施策】 

①介護予防・日常生活支援総合事業の

充実 

②介護予防・生活支援サービス事業の

拡充 

③一般介護予防事業の充実・推進 

④地域の介護予防活動への支援 

⑤社会参加を通じた介護予防の推進 

住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり 

 

 
最期まで住み慣れた地域で生活を続けられるよ

う、各サービスの見込み量の算出を行うとともに、

高齢者の実態やニーズを踏まえた上で、在宅生活

を支えるサービスを中心に整備を進めます。基盤

整備については、訪問系サービス及び医療系サー

ビスを中心に充実を図っていくとともに、認知症

の人に適切なサービスが提供されるよう整備を進

めます。 

 【具体的な施策】 

①介護サービス見込み量の算出 

②居宅サービスの基盤整備 

③地域密着型サービスの基盤整備 

④施設サービスの基盤整備 

⑤介護保険財政と介護保険料について 

 
 
 
 

「高齢者の居住の安定確保に関する法律」を踏

まえ、高齢者が安全・安心に暮らすために適切な

住まいを選択、利用できるよう、高齢者の生活に

配慮した住宅並びに良好な住環境の整備を図りま

す。 

 【具体的な施策】 

①多様な住まい・良好な住まいの環境

づくり 

②住まい確保困難者への支援 

重点施策（１）介護サービスの充実と基盤整備 

重点施策（２）高齢者の住まいの環境づくり 

重点施策（２）高齢者の生きがいづくりと社会参加の促進 

重点施策（３）介護予防・日常生活支援総合事業の充実及び推進 

３ 
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介護保険制度への信頼を高め、持続性を確保す

るために、サービスが適切に提供されているかと

いう観点で、これまで以上に適正な要介護・要支

援認定や介護給付適正化事業に積極的に取り組み

ます。 

また、最期まで住み慣れた地域で生活を続ける

ために、医療との連携強化や地域とのつながりの

強化など、地域包括ケア体制の推進のため、多角

的な視点で事業者の支援を行います。  

さらに、人材確保については、事業者の目下の

課題であり、サービスの充実という観点で、事業

者と協働して人材確保と業務効率化の取組等につ

いて検討を行います。 

 

 【具体的な施策】 

①適正な要介護・要支援認定 

②保険給付の適正化 

③介護サービス事業者への支援と指導 

④介護人材の確保と業務効率化 

⑤介護保険制度に関する情報提供の 

充実 

 
 
 

高齢者の4人に1人が85歳以上となる令和22年

（2040年）に向けて、さらなる介護サービス需要

の増加や多様化が見込まれることから、地域にお

ける医療・介護の関係機関が連携して包括的かつ

継続的な在宅医療・介護を提供していくために、

宇治久世医師会等と協働し、在宅医療・介護連携

推進事業を継続して実施します。 

 【具体的な施策】 

①地域資源の把握と課題の抽出 

②課題への対応策の検討 

③医療・介護関係者の連携体制の構築 

 

 
 
 

低所得者の介護保険料や介護サービス等の利用

料の負担軽減を図ります。 

 【具体的な施策】 

①第 1号被保険者の介護保険料の軽減 

②利用料の軽減 

  

重点施策（３）適切な介護サービスの提供と質の向上 

重点施策（４）在宅医療・介護連携の推進 

重点施策（５）低所得者への配慮と費用負担の公平化 
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高齢者保健福祉を担う主体の役割と連携 

市民・民間・行政の協働の仕組みづくり 

●「宇治方式地域包括ケアシステム」の推進に向け、行政だけでなく、市民や民間事業者、

関係団体、地縁組織、ボランティア団体、NPOなど多様な主体もそれぞれの役割を果たし

つつ、協働して地域包括ケアシステムを推進する過程を共有し、計画・実行していくこと

が必要です。 

関係機関の役割と連携 

●本市をはじめとする各主体が担う主な役割を以下のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画の点検・進行管理 

●本計画の進捗状況を点検・管理する機関として、「宇治市高齢者保健福祉計画・介護保険

事業計画推進協議会」等を設置し、計画の点検や進行管理を行うとともに、次期計画策定

に向けて、本市のあるべき高齢社会について提言を行います。 

 

宇治市高齢者保健福祉計画・第8期介護保険事業計画【概要版】 令和3年(2021年)3月 
発行：宇治市  

健康長寿部健康生きがい課・介護保険課 

               電話番号 0774-22-3141（代表）／FAX番号 0774-21-0406 

１ 

   

２ 

【市民】 
健康づくりや介護予防の取組（自助）、支援が必要な人の

ためにともに支え合う取組（互助）への主体的な参画 

地域社会の担い手として各団体等が

連携しながら個々の活動を推進し、

「地域の力」を向上 

【 】 
高齢者保健福祉施策の推進に関

し、本市を補完する協働のパー

トナー 

【 】 
「宇治方式地域包括ケアシス

テム」の中核を担う機関 

在宅医療・介護連携の推進 

【宇治市】 

【介護サービス事業者】 

【宇治市社会福祉協議会 

（コラボネット宇治）】 
地域社会における多様な住民活動

の橋渡しを行い、地域福祉を推進 
 

３ 


