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は じ め に 
 

 

令和の時代を迎え、全国的に高齢化がますます加速しています。 

竜王町においても、まもなく高齢化率が３割に到達するとともに、

平成 12年（2000年）に約 900人であった 75歳以上の後期高齢者

は、約 1,500 人と 1.7 倍の増加となり、住み慣れた地域で安心し

て暮らすための「地域包括ケア」を一層深化・発展させていくこ

とが求められています。 

このような背景を受けて、このたび、令和３年度（2021年度）

から令和５年度（2023年度）までの３年間を計画期間とする 

「いきいき竜王長寿プラン（竜王町高齢者保健福祉計画・第８期介護保険事業計画）」を策定

いたしました。 

本計画では、町内の高齢者や介護サービスを提供する事業所の皆様にアンケート調査を行

い、日常生活や介護現場における現状やニーズを分析し、今後必要となる施策分野ごとの取

組や目標を具体的に定めることをめざしました。 

また、介護需要が高まる中、持続可能な介護保険制度運営の視点に立ち、全国的に高齢者

数がピークを迎える令和 22 年度（2040 年度）を見据えながら、第８期計画期間における第

１号被保険者保険料を定めました。 

要介護認定者数の増加により、高齢者施策・サービスに必要な費用は、今後も増大してい

くものと見込まれます。こうした状況下で、第８期計画では、介護サービス基盤の強化とし

て、介護人材の確保と定着促進に向けた取組や、介護予防の一環として足腰の痛み予防に着

目した地域リハビリテーションの取組を新たに推進することにより、本計画の基本理念であ

る「いきいき暮らせるふれあいのまち・竜王」の実現とともに、社会保障負担の軽減にもつ

ながる施策を進めてまいります。これらと併せて、認知症ケアや、重層的支援の推進、地域

の支え合い、口腔ケアの充実など、高齢者の生活に関する課題についても引き続き取り組ん

でまいります。 

新型コロナウイルス感染症の流行が続いておりますが、関係機関とも連携を図りながら早

期収束を実現し、町民の皆様が地域で安心して暮らせるまちづくりに努めてまいりますので、

一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

最後になりましたが、本計画の策定にあたり、熱心にご審議を賜りご尽力いただきました

竜王町高齢者保健福祉計画策定委員会の委員の皆様をはじめ、アンケート調査等にご協力い

ただいた多くの町民の皆様ならびに関係者の皆様に、心から厚く御礼を申し上げます。 

 

令和３年（２０２１年）３月 

 

竜王町長 西 田 秀 治 
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