
第7期計画（平成30年度～令和2年度） 第8期計画（令和3年度～令和5年度）

高齢者が健やかに暮らし、いきいきと活躍できる“長寿で輝く”くまもと
すべての高齢者が、 ○暮らしたいと思う地域・場所で ○快適かつ安全・安心に ○生きがいと社会参加の機会を持ちながら
自立して長寿を全うすることのできる熊本を目指します。

重点
分野

（１）生涯現役社会の実現と

自立支援の推進
（２）認知症施策の推進 （３）在宅医療と介護の連携推進

（４）多様な住まい・サービス基盤

の整備

（５）介護人材の確保と

介護サービスの質の向上
（６）災害や感染症への対応

主

要

施

策

①いきがい就労の促進

②地域・社会活動の推進

③健康寿命の延伸に向けた健康

づくりの推進

★④熊本型自立支援ケアマネジメ

ントの推進（地域リハビリテー

ション体制の充実、地域包括支援

センター等の機能強化）

⑤介護予防の推進と生活支援体

制の整備

⑥見守りネットワークの構築

①医療体制の整備（熊本型認知

症医療・介護体制の充実・強

化）

②介護体制の整備

★③地域支援体制の整備

④高齢者の権利擁護・虐待防止

の推進

★①在宅医療と介護を支える体制

の整備と市町村支援

②訪問診療・訪問看護等の在宅

医療基盤の整備

③熊本型自立支援ケアマネジメ

ントの推進（地域リハビリテー

ション体制の充実、地域包括支援

センター等の機能強化）≪再掲≫

④ＩＣＴを活用したネットワー

クづくり

★①多様なサービス基盤の整備促進

②個室・ユニットケアの推進

③特養等における医療・看護サー

ビスの推進

④多様な住まいの確保

⑤中山間地域等におけるサービス

提供体制づくり

⑥移動手段の充実

①多様な介護人材の確保・育成

★②介護現場の負担軽減と定着促

進（介護ロボット・ＩＣＴ導

入など）

③市町村と連携した指導・監査

等の充実

④介護給付の適正化に向けた市

町村支援

①令和2年7月豪雨災害等から

の復旧・復興に向けた支援

②新型コロナウイルス感染症

等に対応したサービス提供

体制の整備

計画の
目指す姿

重点目標 生涯現役社会の実現や地域包括ケアシステムの構築に向け、高齢者の就労促進、自立支援、医療と介護の連携等を推進する。

地域包括ケア

システムの構築

○高齢者の希望に沿う多様な働き方や社会参加を推進することが必要

○熊本型認知症医療・介護体制の充実・強化に向けた取組みが必要

○在宅医療の需要増加に対応していくための体制整備を進めることが必要

○必要なサービスが利用できる基盤整備を進めることが必要

○増加する介護需要に対応するため、更なる人材の確保が必要

○令和２年７月豪雨災害からの復旧・復興に向けた取組みが必要

○新型コロナウイルス感染症に対応したサービス提供体制を整備することが必要

第８期熊本県高齢者福祉計画・介護保険事業支援計画の概要

○主な介護サービス見込み量（県内全域）

○介護サービス給付費（県内全域） （単位：千円／年） ○介護保険料（県平均）

※各市町村で算定の第1号被保険者（65歳以上）の保険料月額の平均。

※下段の（ ）内は、令和2年度を100とした場合の各年度の指数です。

※下段の（ ）内は、

令和2年度を100と

した場合の各年度

の指数です。

※下段の（ ）内は、令和2年度を100とした場合の各年度の指数です。

（単位：円）

○計画の趣旨・位置づけ

老人福祉法第20条の9及び介護保険法第118条に基づき、本県の高齢者施策・

介護保険事業の円滑な実施に資するために策定。

○計画期間≪3年間≫

令和3年度（2021年度）から令和5年度（2023年度）まで
※ 2025年、2040年を見据えて計画を策定

計画策定に当たって

高齢者施策に関する課題等

基本理念
○高齢者の尊厳の尊重 ○高齢者の自立支援と社会参加・参画の推進
○利用者本位の視点の重視 ○住み慣れた地域での安全・安心な生活

：新規施策 ★：重点取組み事項
新

新

新

単位 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

うち訪問介護
回／年 5,145,022 5,311,300 5,568,260 5,767,818

(100) (103) (108) (112)
うち訪問看護

回／年 734,942 778,661 825,205 854,362

(100) (106) (112) (116)
うち通所介護

回／年 2,710,160 2,811,679 2,939,822 3,038,024

(100) (104) (108) (112)
うち通所リハビリテーション

回／年 1,393,644 1,443,540 1,488,461 1,531,205

(100) (104) (107) (110)

居宅サービス 単位 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

うち定期巡回・随時対応型
訪問介護看護 人／年 1,608 1,512 1,704 1,812

(100) (94) (106) (113)
うち小規模多機能型居宅介護

人／月 2,683 2,887 2,967 3,075

(100) (108) (111) (115)
うち認知症対応型共同生活介護

人／月 3,315 3,491 3,582 3,646

(100) (105) (108) (110)
うち地域密着型
介護老人福祉施設入所者生活介護 定員 2,367 2,441 2,470 2,499

(100) (103) (104) (106)

地域密着型サービス 単位 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

うち介護老人福祉施設
定員 7,538 7,564 7,624 7,624

(100) (100) (101) (101)
うち介護老人保健施設

定員 6,449 6,449 6,449 6,449

(100) (100) (100) (100)
うち介護医療院

定員 1,437 － － －

（－） （－） （－） （－）
うち介護療養型医療施設

定員 625 － － －

（－） （－） （－） （－）

施設サービス

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

63,322,814 66,366,720 69,440,919 71,865,325

(100) (105) (110) (113)

33,302,790 35,466,371 36,618,464 37,590,980

(100) (106) (110) (113)

52,855,828 56,368,371 56,871,107 57,444,629

(100) (107) (108) (109)

居宅サービス

地域密着型サービス

施設サービス

サービス名

第7期
(H30～R2)

第8期
(R3～R5)

6,374 6,240
(100) (98)


