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第８期野田市シルバープランの策定に当たって 

 

平成 12年に介護保険制度が施行されて 21年が経過しました。 

この間、野田市では、３年ごとに介護保険事業計画と市の高齢者施策の全体計画である

老人福祉計画を一体化した野田市シルバープランを作成し、「高齢者が健康を保ち、生きが

いを持って安心して生活できるやさしいまち」を基本理念に、元気で明るい家庭を築ける

野田市を目指し、野田市介護サービスの基盤整備や高齢者の生きがいづくり、健康づくり

の推進等に取り組み、高齢者福祉全体の向上に努めてまいりました。 

令和３年度からスタートする第８期野田市シルバープランの策定に当たっては、国の介

護保険法改正の考え方に沿って、単に３年間の計画にとどまらず、「団塊の世代」の全てが

75歳以上になる令和７年、更に「団塊ジュニア世代」が 65歳以上となる令和 22年までを

見据えて、高齢者が住みなれた地域で安心して暮らせるよう、地域包括ケアシステムの更

なる充実を目指しつつ、制度の持続を目指した計画としております。 

更に、国際社会の目標である「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」の実現に向けて国が定

めた「ＳＤＧｓ実施指針改定版（令和元年 12月 20日）」において、地方自治体には「様々

な計画にＳＤＧｓの要素を反映させること」が期待されていることから、本計画において

も、ＳＤＧｓの基本理念である「誰一人取り残さない」という視点のもと、様々な施策を

展開してまいります。 

その実現のため、野田市では、市民の皆様がいつまでも元気で生活できるよう、「介護予

防 10年の計」として実施してきた「シルバーリハビリ体操」、「のだまめ学校」、「えんがわ」

など６つの戦略を更に充実させてまいります。 

また、高齢者の総合相談窓口である地域包括支援センターについて、本計画のスタート

に合わせて、南部・福田地区に１か所増設するとともに、名称を市民の皆様がイメージし

やすい「高齢者なんでも相談室」に改め、気軽に高齢者ご本人、ご家族、地域の方からご

相談や情報提供をしていただけるよう努めてまいります。 

認知症施策についても、５年間で２万人の養成を目標とした認知症サポーター育成事業

を中心に地域包括ケアシステムの深化・推進を図ってまいります。 

なお、施設整備については、特別養護老人ホームは、新規入所者が年間 200 人程度おり

ますが、直ちにあるいはなるべく早く入所を必要とする待機者は、長期間待機せずに入所

できていると考えられるため、原則として、第８期期間中の新規整備は行わないこととし

ますが、待機者数の推移、その他の状況を見据えた上で、必要がある場合は、速やかに対

応してまいります。また、在宅支援のための地域密着型サービス施設の整備については、

既存施設の利用状況を勘案した上で、圏域バランスを考慮し進めてまいります。 

このような計画を踏まえた第８期の介護保険料は、介護サービス利用者の増に伴う自然

増や、介護報酬の引上げに伴う増などにより 5,400円を超えることが見込まれましたが、介

護保険準備基金の取崩しにより、基準月額を第７期計画期間と同額の 5,190 円に据え置き

ました。 

市民の皆様には引き続きご理解いただきますようお願い申し上げますとともに、これま

で野田市が基本理念として進めて来ました考え方を更に発展させる計画を作り上げていた

だきました関係者の皆様に心より感謝を申し上げます。 

 
 

  
令和３年３月 

              野田市長  鈴 木  有 
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本文中の表記について 

 

１ 用語等の表記について 

  本計画書は、老人福祉法や介護保険法などで規定された用語を使用していますが、よ

り分かりやすくするために、用語の一部を下記のとおり置き換えて作成しております。 

 

 

２ 用語解説について 

  本文中「＃」が付記される用語については、巻末の用語解説を参照してください。 

 
 

 

法における用語 本文中で使用した用語 

介護支援専門員 ケアマネジャー 

介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム 

居宅介護支援・介護予防支援 ケアマネジメント 

短期入所生活介護／短期入所療養介護 ショートステイ 

地域密着型介護老人福祉施設 小規模特別養護老人ホーム 

地域密着型通所介護 小規模デイサービス 

通所介護 デイサービス 

通所リハビリテーション デイケア 

特定非営利活動法人 ＮＰＯ法人 

認知症対応型共同生活介護 認知症グループホーム 

認知症対応型通所介護 認知症デイサービス 

訪問介護 ホームヘルプサービス 


