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Ⅰ 計画の策定にあたって 

 

１．計画策定の背景 

 

総務省の推計によると、わが国の総人口は、令和２年（２０２０）１０月１日現在、

１億２，５８８万人で、そのうち高齢者人口（６５歳以上）は３，６１９万人、高齢化

率（総人口に占める６５歳以上人口の割合）は２８．７％となっており、高齢者が４人

に１人を上回る人口構成となっています。 

本市の総人口（住民基本台帳人口）は、令和２年（２０２０）１０月１日現在、

１０８，７３０人で、そのうち高齢者人口は３９，０５３人、高齢化率は群馬県や

全国の高齢化率を大きく上回る３５．９％となっており、高齢者が３人に１人を上

回る人口構成となっています。 

令和７年（２０２５）にはいわゆる団塊の世代がすべて７５歳以上となり、令和２２年

（２０４０）にはいわゆる団塊ジュニア世代が６５歳以上となることが見込まれ、高齢化

の傾向は、今後も長期間にわたり続いていくものと予測されます。 

平成１２年（２０００）に高齢者の介護を社会全体で支えるしくみとして介護保険制度

が創設されてから２０年が経過した現在、介護保険サービスの利用者は制度創設時の３

倍を超え、５５０万人に達しています。介護サービスを提供する事業所の数も着実に増加

し、同制度は介護を必要とする高齢者の生活に不可欠な要素として定着しています。 

第7期桐生市高齢者保健福祉計画（平成３０年度（２０１８）～令和２年度（２０２０）。

以下「第７期計画」という。）では、以前から構築を進めてきた「地域包括ケアシステム」

のさらなる深化を目指して、その中核をなす地域包括支援センターの機能強化を図りなが

ら、自立支援型地域ケア会議の導入など、さまざまな施策を推進しました。 

近年においては、後期高齢者（７５歳以上）の増加に伴い介護サービスへの需要がます

ます高まり、多様化する一方で、生産年齢（１５～６４歳）人口は減少の一途をたどって

おり、介護人材の確保など、高齢者を支える人的基盤の強化が喫緊の課題となっています。 

また、いわゆる８０５０問題など、高齢者個人やその世帯を取り巻く生活課題の複雑化・

複合化が進んでおり、既存の制度や分野の枠を越えた包括的、重層的な支援が求められる

ようになっています。このような中、令和２年６月に、「地域共生社会の実現のための社会

福祉法等の一部を改正する法律」が成立し、地域共生社会実現に向けた包括的な支援体制

の整備等が全国の市町村における共通の課題として位置付けられることとなりました。 

さらには、近年における自然災害の発生状況や新型コロナウイルス感染症の流行など

を踏まえ、非常時に高齢者等を守るための体制整備を行うことも課題となっています。 

以上のことを背景に、令和７年（２０２５）、令和２２年（２０４０）を見据えながら、

「自助」、「互助」、「共助」、「公助」の連動、さらには多職種、多機関、多分野の連携の

もと、地域包括ケアシステムのさらなる深化及び地域共生社会の実現を目指して、令和

３年度（２０２１）から令和５年度（２０２３）までの３年間を計画期間とする「第８

期桐生市高齢者保健福祉計画（以下「本計画」という。）」を策定しました。 
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２．計画の法的根拠及び位置づけ 

 

（１） 計画の法的根拠 

本計画は、老人福祉法第２０条の８第１項に基づく「市町村老人福祉計画」及び介護

保険法第１１７条第１項に基づく「市町村介護保険事業計画」を一体のものとして策定

したものです。 

 

（２） 計画の位置づけ 

本計画は、本市の「桐生市総合計画」を最上位計画として整合性を図るとともに、福

祉部門の上位計画に「地域福祉計画」を位置付け、「障害者計画・障害福祉計画・障害

児福祉計画」などの個別部門計画や群馬県の「群馬県高齢者保健福祉計画」及び「群馬

県保健医療計画」との整合性を図り策定しました。 

 

３．計画の期間 

 

本計画は、令和３年度（２０２１）から令和５年度（２０２３）までの３年間を計画

期間として策定しました。 

なお、本計画は、令和７年（２０２５）・令和２２年（２０４０）を見据えた中長期的

な視点を踏まえた計画として策定しています。 

高齢者保健福祉計画は、３年ごとに見直しを行うことになっており、次期計画（第９

期計画）は令和５年度（２０２３）に策定します。 

＜計画の期間＞ 

平成 

30 年度 

（2018） 

令和 

元年度 

（2019） 

令和 

２年度 

（2020） 

令和 

３年度 

（2021） 

令和 

４年度 

（2022） 

令和 

５年度 

（2023） 

令和 

６年度 

（2024） 

令和 

７年度 

（2025） 

令和 

８年度 

（2026） 

令和 

22 年度 

（2040） 

          

桐生市第六次総合計画 
令和２年度（2020）～ 令和９年度（2027） 

第３次桐生市地域福祉計画 
第３次桐生市地域福祉活動計画 

令和２年度（2020）～ 令和６年度（2024） 

桐生市高齢者保健福祉計画 

第９期計画 
令和６年度(2024) 

～令和８年度(2026) 

 

第７期計画 
平成 30 年度(2018) 

～令和２年度(2020) 

第８期計画 
令和３年度(2021) 

～令和５年度(2023) 

地域包括ケアシステム確立に向けた中長期的施策展開 

令和７年度（2025）／令和 22 年度（2040） 

見直し 見直し 見直し 
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Ⅱ 桐生市の高齢者を取り巻く現状と将来 

 

１．人口の状況 

 

（１） 人口の推移 

令和２年（２０２０）１０月１日現在における本市の人口は１０８，７３０人となってお

り、そのうち高齢者人口（６５歳以上）は３９，０５３人、高齢化率は３５．９％となっ

ています。これを平成２８年（２０１６）の高齢化率と比較すると２．３ポイント上

昇となっています。本市の高齢化率は群馬県、全国の平均を大きく上回る割合で推移

しています。年少人口（０～１４歳）及び生産年齢人口（１５～６４歳）が減少する

一方で増加を続けてきた高齢者人口は、令和元年以降減少傾向に転じていますが、高齢

化率は依然増加傾向となっています。 

また、本市の高齢者人口の内訳については、平成２８年（２０１６）以降、後期高齢者

（７５歳以上）が前期高齢者（６５～７４歳）を上回る構成で推移しています。 

 

◆総人口及び年齢階層別人口の推移 
単位：実数（人）、構成比（％） 

区 分 

桐生市 群馬県 
全国 

（万人） 

平成 28 年 
（2016） 

平成 29 年
（2017） 

平成 30 年 
（2018） 

令和元年 
（2019） 

令和 2 年
（2020） 

令和 2 年 
（2020） 

令和 2 年
（2020） 

年少人口 

（０～14 歳） 

実数 11,917 11,365 10,948 10,573 10,196 235,222 1,503 

構成比 10.3 10.0 9.7 9.6 9.4 11.9 11.9 

生産年齢人口 

（15～64 歳） 

実数 64,904 63,580 62,212 60,760 59,481 1,157,751 7,466 

構成比 56.1 55.7 55.3 55.0 54.7 58.8 59.3 

高齢者人口 

（65 歳以上） 

実数 38,924 39,168 39,259 39,116 39,053 576,466 3,619 

構成比 33.6 34.3 34.9 35.4 35.9 29.3 28.7 

 前期高齢者 

（65～74 歳） 

実数 19,454 19,091 18,727 18,102 18,014 285,424 1,747  

構成比 16.8 16.7 16.7 16.4 16.6 14.5 13.9  

 後期高齢者 

（75 歳以上） 

実数 19,470 20,077 20,532 21,014 21,039 291,042 1,872  

構成比 16.8 17.6 18.3 19.0 19.3 14.8 14.9  

総人口 実数 115,745 114,113 112,419 110,449 108,730 1,969,439 12,588 

※桐生市：住民基本台帳（各年 10 月 1 日現在） 

※群馬県：住民基本台帳（令和 2 年（2020）1 月 1 日現在） 

※全国：「人口推計」（総務省統計局 令和 2 年（2020）10 月 1 日現在（概算値）より） 

※全国は四捨五入の関係により合計が一致しません。 

※構成比は、小数点第 2 位を四捨五入して小数点第 1 位までを示しているため、合計値が 100.0％にならない場合があります。 

（以降の表・グラフについても同様。） 
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（２） 人口の推計 

本市の人口は、令和５年（２０２３）には１０３，７８２人（高齢化率３６．７％）、

令和７年（２０２５）には１００，４８４人（高齢化率３７．３％）、令和２２年（２０４０）

には７５，７８６人（高齢化率４４．８％）となることが予測されます。 

年齢階層別でみると、年少人口（０～１４歳）、生産年齢人口（１５～６４歳）、高齢者

人口（６５歳以上）のいずれの階層においても減少傾向が予測され、高齢者人口の減少

幅に比べて、年少人口及び生産年齢人口の減少幅が大きくなっていることから、今後も

高齢化率は上昇していくものと予測されます。 

 

◆総人口及び年齢階層別人口の推計 
単位：実数（人）、構成比（％） 

区 分 

桐生市 群馬県 
全国 

（万人） 

令和 3 年
（2021） 

令和 4 年
（2022） 

令和 5 年
（2023） 

令和 7 年
（2025） 

令和 22 年
（2040） 

令和 22 年
（2040） 

令和 22 年
（2040） 

年少人口 

（０～14 歳） 

実数 9,882 9,565 9,250 8,619 5,989 167,501 1,194 

構成比 9.2 9.1 8.9 8.6 7.9 10.2 10.8 

生産年齢人口 

（15～64 歳） 

実数 58,470 57,461 56,449 54,429 35,817 852,223 5,978 

構成比 54.6 54.5 54.4 54.2 47.3 52.0 53.9 

高齢者人口 

（65 歳以上） 

実数 38,727 38,406 38,083 37,436 33,980 617,918 3,920 

構成比 36.2 36.4 36.7 37.3 44.8 37.7 35.3 

総人口 実数 107,079 105,432 103,782 100,484 75,786 1,637,642 11,092 

※桐生市：令和 2 年（2020）10 月 1 日現在の住民基本台帳をもとに推計 

※群馬県：国立社会保障・人口問題研究所（平成 30 年（2018）3 月推計） 

※全国：国立社会保障・人口問題研究所（平成 29 年（2017）4 月推計） 

 

２．高齢者世帯の状況 

 

◆高齢者世帯の推移 
単位：実数（世帯）、構成比（％） 

区 分 
桐生市 群馬県 全国 

平成 17 年 
（2005） 

平成 22 年 
（2010） 

平成 27 年 
（2015） 

平成 27 年 
（2015） 

平成 27 年 
（2015） 

高齢者がいる世帯 
実数 20,894 22,701 24,442 343,196 21,713,308 

構成比 44.9 48.7 53.2 44.5 40.7 

 高齢者夫婦世帯 
実数 4,313 4,949 5,794 81,354 5,247,936 

構成比 9.3 10.6 12.6 10.5 9.8 

 高齢者独居世帯 
実数 4,294 5,351 6,444 79,885 5,927,686 

構成比 9.2 11.5 14.0 10.3 11.1 

一般世帯総数 実数 46,525 46,593 45,938 772,014 53,331,797 

※資料：国勢調査 
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３．要支援・要介護認定者の状況 

 

（１） 要支援・要介護認定者数の推移 

本市の令和２年（２０２０）９月末日現在の要支援・要介護認定者数は８，１４３人で、

認定率は２０．９％となっています。要支援・要介護認定者数は平成２７年（２０１５）

以降増加を続け、平成２７年（２０１５）と比べて５４２人の増加となっています。 

令和２年（２０２０）９月末日現在、要支援認定者数は２，２９４人、要介護認定者数

は５，８４９人となっています。平成２７年（２０１５）からの５年間で要支援認定者は

１５１人の増加（増加率７．０％）、要介護認定者は３９１人の増加（増加率７．２％）

と、要介護認定者の増加率がやや高くなっています。 

 

◆要支援・要介護認定者数及び認定率の推移 
単位：実数（人）、構成比（％） 

 平成 27 年 
（2015） 

平成 28 年 
（2016） 

平成 29 年
（2017） 

平成 30 年 
（2018） 

令和元年 
（2019） 

令和 2 年
（2020） 

第１号被保険者数 実数 38,480 38,844 39,076 39,097 38,939 38,885 

要支援・要介護認定者数 実数 7,601 7,638 7,744 7,983 8,080 8,143 

 
要支援認定者数 実数 2,143 2,032 2,111 2,328 2,277 2,294 

要介護認定者数 実数 5,458 5,606 5,633 5,655 5,803 5,849 

認定率 構成比 19.8 19.7 19.8 20.4 20.8 20.9 

※資料：介護保険事業状況報告（各年 9 月末日現在） 

※認定率＝第１号被保険者の要支援・要介護認定者数÷第１号被保険者数 

 

（２） 要介護度別の推移 

要介護度別の構成をみると、要介護１の増加が著しく、令和２年（２０２０）に

おける人数は１，５８８人、平成２７年（２０１５）からの増加率は１６．９％とな

っています。 

 

◆要介護度別の推移 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※資料：介護保険事業状況報告（各年 9 月末日現在）  

1,118 1,004 1,034 1,157 1,070 1,156 

1,025 1,028 1,077 1,171 1,207 1,138 

1,359 1,373 1,415 1,487 1,574 1,588 

1,334 1,387 1,449 
1,429 1,450 1,519 

1,006 1,073 1,103 1,063 1,115 1,098 
1,027 1,018 951 985 1,001 1,031 732 755 715 691 663 613 
7,601 7,638 7,744 7,983 8,080 8,143 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

平成27年

（2015）

平成28年

（2016）

平成29年

（2017）

平成30年

（2018）

令和元年

（2019）

令和2年

（2020）

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

（人）
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38,727 38,406 38,083 37,436 
33,980 

8,214 8,331 8,466 8,710 8,841 

21.2% 21.7% 22.2% 
23.3% 

26.0% 

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

0

20,000

40,000

60,000

80,000

令和3年

（2021）

令和4年

（2022）

令和5年

（2023）

令和7年

（2025）

令和22年

（2040）

第１号被保険者数 要支援・要介護認定者数 認定率

（人） （％）

1,136 1,139 1,152 1,179 1,054 

1,130 1,125 1,120 1,148 1,108 

1,624 1,659 1,686 1,731 1,693 

1,558 1,595 1,635 1,685 1,763 

1,107 1,120 1,139 1,176 1,248 

1,046 1,067 1,095 1,135 1,291 
613 626 639 656 684 

8,214 8,331 8,466 8,710 8,841 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

令和3年

（2021）

令和4年

（2022）

令和5年

（2023）

令和7年

（2025）

令和22年

（2040）

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

（人）

（３） 要支援・要介護認定者数の推計 

本市における要支援・要介護認定者数及び認定率の推計については、令和５年

（２０２３）には、要支援・要介護認定者数が８，４６６人、認定率が２２．２％に

なるものと予測されます。また、令和７年（２０２５）には、要支援・要介護認定者

数が８，７１０人（認定率２３．３％）、令和２２年（２０４０）には、要支援・要介

護認定者数が８，８４１人（認定率２６．０％）になるものと予測されます。 

 

◆要支援・要介護認定者数及び認定率の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※資料：地域包括ケア「見える化」システムより 

（令和 3 年（2021）～令和 5 年（2023）、令和 7 年（2025）、令和 22 年（2040）の各年 9 月末日） 

 

（４） 要介護度別の推計 

要介護度別の構成をみると、今後、後期高齢者（７５歳以上）の増加に伴い、特に、要介

護２以上の高齢者が増加していくことが予測されます。 

 

◆要介護度別の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※資料：地域包括ケア「見える化」システムより 

（令和 3 年（2021）～令和 5 年（2023）、令和 7 年（2025）、令和 22 年（2040）の各年 9 月末日） 
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⑤ 

４.日常生活圏域の設定 

 

本市では、平成２７年度（２０１５）に第６期桐生市高齢者保健福祉計画の策定に

あわせて、日常生活圏域の数を５圏域から８圏域に拡大し、現在に至っています。 

 

◆日常生活圏域の設定及び概要 

圏 域 区 名 人 口 高齢者数 高齢化率 
後期高齢者の

割合 

１ １・２・９・１０・１４区 10,055 人 4,228 人 42.0％ 57.5％ 

２ ３・４・５・８区 11,858 人 4,965 人 41.9％ 58.4％ 

３ ６・７・１７区 13,459 人 5,398 人 40.1％ 54.5％ 

４ １１・１３区 17,396 人 5,697 人 32.7％ 54.8％ 

５ １６・２２区 9,925 人 4,132 人 41.6％ 53.9％ 

６ １９・２０・２１区 16,358 人 4,668 人 28.5％ 46.6％ 

７ １５区 17,280 人 5,718 人 33.1％ 51.7％ 

８ １２・１８区 12,399 人 4,247 人 34.3％ 53.8％ 

※桐生市：住民基本台帳（令和 2（2020）10 月 1 日現在） 

 

＜日常生活圏域図＞ 
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Ⅲ 基本理念と基本目標 

 

１．第８期計画の基本理念と基本目標 

 

（１） 基本理念 

本市は、全国及び群馬県内の他市に比べ高齢化率及び要介護認定率が高い状況にありま

す。今後、後期高齢者（７５歳以上）の増加に伴い、介護サービス等への需要がますます

高まり、多様化していくものと予測される中、年少人口（０～１４歳）及び生産年齢人口

（１５～６４歳）の減少等を要因とする介護人材の不足への対応及び高齢者独居世帯や

高齢者夫婦世帯、認知症高齢者などを地域ぐるみで見守り、支えるしくみづくりなどを

総合的に展開していくことが、本市のみならず全国的な課題として挙げられています。 

また、近年、高齢者福祉においては、いわゆる８０５０問題など、高齢者個人だけな

く、当該世帯が抱える複雑化・複合化した課題への対応が求められるようになっていま

す。このような中、従来の制度・分野の枠組みや「支える側」、「支えられる側」という

関係を超えて、人と人、人と社会がつながり、一人ひとりが生きがいや役割を持ち、助

け合いながら暮らしていくことのできる地域共生社会の実現に向けた取組をその中核

的基盤となる地域包括ケアシステムの確立に向けた取組と一体的に展開していくこと

が課題となっています。 

本計画の策定にあたり実施した介護予防・日常生活圏域ニーズ調査では、地域住民の

有志による健康づくり活動や趣味活動への参加について、半数以上の人が前向きな意向

を示しました。このことから、本市に住む多くの高齢者が、「高齢者＝支えられる側」

という画一的な考え方にとどまらず、地域や社会において生きがいや役割を持って自立

した生活を送っていきたいという意向を持っていることをうかがうことができます。 

以上のことを踏まえ、本計画においては、団塊の世代が７５歳以上となる令和７年

（２０２５）を視野に入れた中期的な視点、団塊ジュニア世代が６５歳以上となる令和

２２年（２０４０）を視野に入れた長期的な視点のもと、一人ひとりの高齢者が、人や

社会との良好なつながりの中で、互いを尊重し助け合いながら、生きがいを持って、そ

れぞれの希望する暮らしを実現できる地域の創造を目指します。 

そこで、「誰もが 住み慣れた地域で 自分らしく いきいきと 安心して暮らせる

支え合いのまちづくりをめざす」を本計画の基本理念として掲げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本理念 
 

誰もが 住み慣れた地域で 

自分らしく いきいきと 安心して暮らせる 

支え合いのまちづくりをめざす 
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（２） 基本目標 

本計画の基本理念を実現するために、６つの基本目標を掲げます。 

 

 

 

 

誰もが生きがいを持って、学び・集い・交流できる活動などを支援します。 

 

 

 

 

できる限り介護を必要とせず、生涯を通じて健康な状態で過ごせるような支援

を行います。 

 

 

 

 

質の高いサービスを利用できる基盤を確立し、いつまでも安心して暮らし続け

られる地域社会の実現をめざします。 

 

 

 

 

何事も自らの意思により決定することができ、誰もが個人として尊重される地

域社会の実現をめざします。 

 

 

 

 

身近な地域で互いに見守り、支え合う地域社会の実現をめざします。 

 

 

 

 

必要なサービス量と介護保険料のバランスを考慮しつつ、介護保険事業全体の

安定的な運営ができる地域社会の実現をめざします。 

  

基本目標１ 社会参加と生きがいづくりの支援 

基本目標２ 健康づくりと介護予防・重度化防止の推進 

基本目標３ 

基本目標４ 尊厳のある暮らしの支援 

基本目標５ 支え合いのしくみづくり 

基本目標６ 介護保険制度の安定的な運営 
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２．基本目標の実現に向けた施策の体系 

 

本計画の施策の体系は、以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本目標１ 社会参加と生きがいづくりの支援 

基本目標２ 健康づくりと介護予防・重度化防止の推進 

基本施策 

 
１．生きがいづくり、仲間づくりの促進 

２．高齢者の社会参加の促進 

基本理念 
誰もが 住み慣れた地域で 

自分らしく いきいきと 安心して暮らせる 

支え合いのまちづくりをめざす 

基本施策 

 
１．相談支援体制の強化 

２．地域課題・資源の把握、解決策の検討 

３．在宅医療・介護連携の推進 

４．認知症施策の推進 

５．自立支援のためのサービス・生活環境の確保 

基本目標３ 

基本施策 

 
１．健康づくりの推進 

２．介護予防・重度化防止の推進 
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基本目標４ 尊厳のある暮らしの支援 

基本目標５ 支え合いのしくみづくり 

基本施策 

 
１．高齢者の権利擁護の推進 

２．高齢者虐待の防止 

基本施策 

 
１．介護保険制度の概要 

２．介護保険サービスの利用状況 

３．介護保険事業費の推計手順 

４．サービスごとの利用見込み 

５．サービス供給基盤の整備計画 

６．地域支援事業の見込み 

７．第１号被保険者の保険料 

８．低所得者への対応 

９．介護人材の確保と業務の効率化 

１０．介護給付適正化計画 

基本目標６ 介護保険制度の安定的な運営

基本施策 

 
１．介護者への支援 

２．災害時・緊急時における支援体制の確保 

３．見守り・支え合いのネットワークの構築 
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３．ＳＤＧｓとの関連について 

 

本計画では、「誰もが 住み慣れた地域で 自分らしく いきいきと 安心して暮ら

せる支え合いのまちづくりをめざす」という基本理念の実現に向けた各施策をＳＤＧｓ

（２０１５年９月の国連サミットにおいて定められた世界共通の持続可能な開発目標）

と関連付けて推進します。 

 

 

＜ＳＤＧs：１７の持続可能な開発目標＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆基本目標、基本施策におけるＳＤＧｓの視点 

基本目標１ 社会参加と生きがいづくりの支援 
基本施策 該当する開発目標 

第１節 生きがいづくり、仲間づくりの促進  

第２節 高齢者の社会参加の促進  

基本目標２ 健康づくりと介護予防・重度化防止の推進 
基本施策 該当する開発目標 

第１節 健康づくりの推進  

第２節 介護予防・重度化防止の推進  

基本目標３ 地域の中で自立し、安心して暮らせるためのサービスの充実  
基本施策 該当する開発目標 

第１節 相談支援体制の強化  
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基本施策 該当する開発目標 

第２節 地域課題・資源の把握、解決策の検討  

第 3 節 在宅医療・介護連携の推進  

第４節 認知症施策の推進  

第５節 自立支援のためのサービス・生活環境の確保  

基本目標４ 尊厳のある暮らしの支援 
基本施策 該当する開発目標 

第１節 高齢者の権利擁護の推進  

第２節 高齢者虐待の防止  

基本目標５ 支え合いのしくみづくり 
基本施策 該当する開発目標 

第１節 介護者への支援  

第２節 災害時・緊急時における支援体制の確保  

第３節 見守り・支え合いのネットワークの構築  

基本目標６ 介護保険制度の安定的な運営 
節 該当する開発目標 

第１節 介護保険制度の概要 

 

第２節 介護保険サービスの利用状況 

第３節 介護保険事業費の推計手順 

第４節 サービスごとの利用見込み 

第５節 サービス供給基盤の整備計画 

第６節 地域支援事業の見込み 

第７節 第１号被保険者の保険料 

第８節 低所得者への対応 

第９節 介護人材の確保と業務の効率化 

第１０節 介護給付適正化計画 
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４．地域包括ケアシステムの確立に向けた基盤強化 

 

本市では、高齢者がそれぞれの住み慣れた地域で自立し、尊厳のある暮らしを可能な

限り継続できるよう、市内各地域において医療・介護・介護予防・住まい・生活支援が

一体的に提供されるしくみ（地域包括ケアシステム）づくりを第５期計画より推進して

きました。 

第７期計画では、地域包括ケアシステムの深化に向け、「自立支援、介護予防・重度

化防止の推進」「介護給付等対象サービスの充実・強化」「在宅医療の充実及び在宅医療・

介護連携を図るための体制の整備」「日常生活を支援する体制の整備」「高齢者の住まい

の安定的な確保」などの施策の推進に重点的に取り組んできました。 

第８期計画では、地域包括ケアシステムのさらなる深化を目指して、これまで実施し

てきた取組を引き続き推進するとともに、複雑化・複合化した地域住民の支援ニーズに

適切かつ円滑に対応できる多機関・多分野連携による包括的な相談支援体制の整備を進

めることが求められています。 

そこで、次に挙げる地域福祉の基盤づくりを重点的に進めることにより、地域包括ケ

アシステムの深化に向けた効果的な施策の推進を図ってまいります。 

 

（１） 地域共生社会の実現に向けた包括的相談支援体制の整備 

複雑化する地域住民の生活課題に対応するために、高齢者福祉・介護保険・障害福祉・

生活困窮対策・子育て支援など地域福祉のあらゆる分野に携わる各相談支援機関が連動

し、一丸となって課題解決につなげることができる包括的な相談支援体制の整備を進め

ます。 

あわせて、各地域の総合相談支援拠点として位置付けられる地域包括支援センターの

機能強化を進めます。 

 

（２） 自立支援、介護予防・重度化防止の基盤整備 

保健事業と介護予防事業の一体的実施（効果的・効率的な介護予防プログラムの実施）、

介護予防に資する通いの場の充実、介護予防の普及啓発を担う住民主体の活動促進など

の取組を重層的に展開することにより住民の健康増進、介護予防推進の基盤強化を進め

ます。 

 

（３） 介護人材の確保 

介護人材の資質向上、処遇改善、適正配置などに資する取組を推進する中で、地域の

ニーズに応じた介護サービス基盤の強化を進めます。 

 

（４） 多職種連携のしくみづくり 

在宅医療介護連携推進事業や自立支援型地域ケア会議の充実、さらには権利擁護にか

かわる人材の連携ネットワークの構築などを通じて、複雑・多様化する地域住民の生活

課題を円滑に解決する多職種連携のしくみを強化します。 
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（５） 地域における支え合いのしくみづくり 

自治会、民生委員・児童委員、老人クラブ、NPO・ボランティア団体、事業所・商店、

社会福祉協議会、生活支援コーディネーター及び地域包括支援センターなど、地域のさ

まざまな活動主体が連携し、協働して、地域の課題を考察し、その解決につなげる支え

合いのしくみを強化します。 

 

（６） 「新しい生活様式」を踏まえた事業推進 

第７期計画期間の終盤には、新型コロナウイルス感染症の影響により、各種健診や介

護予防教室等の事業、民生委員・児童委員等による見守り活動及び老人クラブや高齢者

サロン等における生きがいづくりの活動など、高齢者の健康維持・介護予防等に資する

さまざまな活動が中止、自粛又は多くの制約下での実施を余儀なくされました。 

第８期計画におきましては、新型コロナウイルス等の感染リスクの回避を最優先とす

る中で、地域の高齢者の見守りや介護予防等に資する取組が十分に確保されるよう、厚

生労働省が示す「新しい生活様式」の実践例を取り入れながら、効果的な事業手法の導

入に努めます。 
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Ⅳ 基本目標に対する施策の展開 

 

◆基本目標に対する施策の展開 

基本目標 基本施策 施策の展開 

基本目標１ 

生きがいづくり、仲間づくりの

促進 

（１）高齢者の多様な活動の支援 

（２）高齢者の集い・交流の場の充実 

（３）多様な学び場の提供 

高齢者の社会参加の促進 
（１）高齢者ボランティアの活動促進 

（２）シルバー人材センターの活動促進 

基本目標２ 

健康づくりの推進 

（１）生活習慣病等の予防と早期発見 

（２）健康づくりの支援 

（３）高齢期前の世代への取組 

（４）感染症・熱中症予防の推進 

介護予防・重度化防止の推進 

（１）保健事業と介護予防事業の一体的推進 

（２）多様な主体による介護予防・生活支援サービスの

推進 

（３）地域住民主体による介護予防活動の推進 

（４）介護予防に資する通いの場の充実 

（５）要介護者等に対するリハビリテーションサービス

の提供体制の構築 

基本目標３ 

相談支援体制の強化 

（１）地域共生社会の実現に向けた包括的相談支援体制

の整備 

（２）地域包括支援センターにおける総合相談機能の強化 

地域課題・資源の把握、解決策

の検討 

（１）地域ケア会議の充実 

（２）生活支援体制整備の推進 

在宅医療・介護連携の推進 

（１）在宅医療・介護連携に関する相談支援の強化 

（２）医療・介護の資源の把握及び情報提供の促進 

（３）在宅医療・介護の連携体制の強化 

（４）在宅医療・介護の課題の抽出・対応策の検討 

（５）切れ目のない在宅医療・介護供給体制の検討 

（６）医療・介護関係者の研修の充実 

認知症施策の推進 

（１）認知症予防・早期受診の普及啓発の推進 

（２）地域における認知症高齢者の見守り体制の強化 

（３）認知症初期集中支援チームの推進 

（４）認知症地域支援推進員の活動促進 

（５）認知症カフェの充実 

自立支援のためのサービス・生

活環境の確保 

（１）地域のニーズに応じた介護・福祉サービスの提供 

（２）安心して暮らせる住環境の確保 

（３）サービス供給基盤の整備 

基本目標４ 

高齢者の権利擁護の推進 

（１）成年後見制度の利用促進 

（２）後見人の担い手の確保 

（３）権利擁護に係る地域連携ネットワークの構築 

（４）詐欺犯罪等の被害防止 

高齢者虐待の防止 

（１）虐待に対する問題意識の醸成 

（２）虐待の早期発見と相談体制の充実・強化 

（３）養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止 

（４）高齢者虐待防止マニュアルの定期的な見直し 
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基本目標 基本施策 施策の展開 

基本目標５ 

介護者への支援 

（１）ねたきり高齢者を介護する家族への支援 

（２）認知症高齢者を支える家族等への支援 

（３）介護離職の防止 

災害時・緊急時における支援体

制の確保 

（１）避難行動要支援者支援制度の推進 

（２）福祉避難所等における要支援者受け入れ体制の整備 

（３）避難所における感染症対策の推進 

（４）ひとり暮らし高齢者等の緊急通報手段の確保 

見守り・支え合いのネットワー

クの構築 

（１）ひとり暮らし・認知症高齢者等の見守りの推進 

（２）地域における支え合いのしくみ・担い手の確保 

基本目標６ 

介護保険制度の概要 

（１）制度のしくみ 

（２）申請から認定まで 

（３）認定から介護サービス利用まで 

（４）介護保険サービスの種類について 

（５）介護保険制度の財源構成 

介護保険サービスの利用状況 （１）給付費の推移 

介護保険事業費の推計手順  

サービスごとの利用見込み 

（１）居宅サービス 

（２）地域密着型サービス 

（３）施設サービス 

サービス供給基盤の整備計画 
（１）介護保険施設及び地域密着型施設の整備計画 

（２）地域密着型サービスの整備計画 

地域支援事業の見込み 

（１）地域支援事業 

（２）介護予防・日常生活支援総合事業 

（３）包括的支援事業 

（４）任意事業 

（５）地域支援事業費の推計 

第１号被保険者の保険料 

（１）給付費の推計 

（２）標準給付費の推計 

（３）第１号被保険者の介護保険料の算定 

（４）第１号被保険者の介護保険料の設定 

（５）保険料の減免制度の活用 

低所得者への対応 

（１）特定入所者介護サービス費 

（２）高額介護サービス費 

（３）高額医療合算介護サービス費 

（４）社会福祉法人、介護保険サービス提供事業者による

利用者負担軽減 

（５）市民税課税層に対する居住費・食費の軽減 

（６）境界層該当者への対応 

介護人材の確保と業務の効率化 
（１）介護人材の確保 

（２）質の向上・業務の効率化 

介護給付適正化計画 

（１）第７期計画における取組 

（２）第８期計画における取組 

（３）適正化の推進に役立つツールの活用 
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Ⅴ 第８期計画の介護保険料の設定 

 

１．介護保険制度の概要 

 

（１） 制度のしくみ 

介護保険制度は、桐生市が保険者となって、制度の運営を行います。また、介護を社

会全体で支えていくという制度の目的から、４０歳以上の人が被保険者となって保険料

を負担し、介護が必要と認定されたときは、費用の一部（１割から３割）を負担し、介

護保険サービスを利用するしくみとなっています。 

 

（２） 申請から認定まで 

介護保険サービスを利用するためには、被保険者は、桐生市に申請して、介護認定調

査を受け、その結果と主治医の意見書をもとに介護認定審査会で審査の上、介護を受け

る手間が必要であるという認定を受けることが必要です。 

 

（３） 認定から介護サービス利用まで 

介護の認定結果の通知を受けたあとに、その認定結果をもとに、居宅介護支援事業所

（要支援の場合は、地域包括支援センター）に依頼して、ケアマネジャー（介護支援専

門員）に心身の状況に応じたケアプラン〔居宅（介護予防）サービス計画〕を作成して

もらいます。この計画に基づき、介護保険サービス事業者と契約を結び、介護保険サー

ビスの提供を受けます。 

 

（４） 介護保険サービスの種類について 

平成２７年度（２０１５）より、介護老人福祉施設と地域密着型介護老人福祉施設は

重度者のための施設として重点化され、新規の入所は原則として要介護３以上の人が対

象となっています。 

また、平成２８年度（２０１６）より、通所介護のうち小規模な事業所（利用定員１８

人以下）については、地域密着型通所介護と位置づけられています。 

このほか、介護予防訪問介護と介護予防通所介護は、地域支援事業における「介護予防・

日常生活支援総合事業」に移行することになり、本市においては平成２８年（２０１６）

４月より「介護予防・日常生活支援総合事業」を開始しています。 
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◆介護保険サービスの種類 

事業分類 介護給付サービス（要介護１～５） 予防給付サービス（要支援１・２） 

居宅サービス 

訪問介護  

訪問入浴介護 介護予防訪問入浴介護 

訪問看護 介護予防訪問看護 

訪問リハビリテーション 介護予防訪問リハビリテーション 

居宅療養管理指導 介護予防居宅療養管理指導 

通所介護  

通所リハビリテーション 介護予防通所リハビリテーション 

短期入所生活介護 介護予防短期入所生活介護 

短期入所療養介護 介護予防短期入所療養介護 

福祉用具貸与 介護予防福祉用具貸与 

特定福祉用具購入費 特定介護予防福祉用具購入費 

住宅改修 介護予防住宅改修 

特定施設入居者生活介護 介護予防特定施設入居者生活介護 

居宅介護支援 介護予防支援 

地域密着型サービス 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護  

夜間対応型訪問介護  

認知症対応型通所介護 介護予防認知症対応型通所介護 

小規模多機能型居宅介護 介護予防小規模多機能型居宅介護 

認知症対応型共同生活介護 介護予防認知症対応型共同生活介護 

地域密着型特定施設入居者生活介護  

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護  

看護小規模多機能型居宅介護  

地域密着型通所介護  

施設サービス 

介護老人福祉施設  

介護老人保健施設  

介護療養型医療施設  

介護医療院  
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（５） 介護保険制度の財源構成 

介護保険制度では、制度を国民皆で支え合う「社会保険方式」を採用し、その財源は

被保険者の保険料と公費としています。 

被保険者は４０歳以上６５歳未満の「第２号被保険者」と６５歳以上の「第１号被保

険者」に分かれます。第２号被保険者の保険料は、加入している医療保険（健康保険）

の保険料と一緒に納めます。第１号被保険者の保険料は、年金の額により特別徴収（年

金天引き）、又は普通徴収（納付書）で納めます。 

令和３年度（２０２１）から令和５年度（２０２３）までの第１号被保険者の負担割

合は２３％となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第１号被保険者

23.0%

第２号被保険者

27.0%桐生市

12.5%

群馬県

12.5%

国

25.0%
第１号被保険者

23.00%

桐生市

19.25%

群馬県

19.25%

国

38.50%

◆地域支援事業費 

（介護予防・日常生活支援総合事業） 

◆地域支援事業費 

（包括的支援事業・任意事業） 

＜参考＞介護保険料の納め方 

〇特別徴収（年金天引き）：老齢・退職・遺族年金が年額１８万円以上の人 

〇普通徴収（納付書）：老齢・退職・遺族年金が年額１８万円未満の人 

次の場合は、一時的に普通徴収（納付書）での納付となります。 

・６５歳（第１号被保険者）になった場合 

・他の市町村から転入した場合 

・収入の申告のやり直しなどで、保険料所得段階区分が変更になった場合 

・年金担保、年金差し止め、現況届の未提出などで年金が停止し、保険料が

差し引きできなくなった場合 

第１号被保険者

23.0%

第２号被保険者

27.0%桐生市

12.5%

群馬県

17.5%

国

20.0% 第１号被保険者

23.0%

第２号被保険者

27.0%桐生市

12.5%

群馬県

12.5%

国

25.0%

◆施設等給付費 ◆居宅給付費 
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２．地域支援事業の見込み 

 

（１） 地域支援事業 

地域支援事業は、高齢者が要介護状態等になることを予防するとともに、要介護状態

となった場合においても、可能な限り地域において自立した日常生活を営むことができ

るよう必要な支援を提供する事業です。 

地域支援事業は、介護予防・日常生活支援総合事業、包括的支援事業及び任意事業の

３事業で構成されています。 

 

（２） 介護予防・日常生活支援総合事業 

平成２６年（２０１４）の介護保険法の改正に伴い、桐生市では平成２８年（２０１６）

４月に「介護予防・日常生活支援総合事業」を導入し、介護予防訪問介護及び介護予防通

所介護など、それまで全国一律のルールに基づいて提供されてきたサービスを順次廃止

し、介護予防訪問・通所介護相当サービスや基準緩和型の介護予防訪問・通所介護サービ

ス（サービスＡ）など、多様な主体による介護予防・生活支援サービスへの移行を推進し

てきました。 

また、一般高齢者を対象に実施していた一次予防事業は「一般介護予防事業」へ、要

支援・要介護となるリスクの高い高齢者を対象に実施していた二次予防事業（通所型介

護予防事業等）は「一般介護予防事業」及び短期集中型の介護予防サービス（サービス

Ｃ）へと移行し、高齢者の多様なニーズに応じたきめの細かいプログラムの提供を図っ

ています。 

なお、介護予防訪問・通所介護相当サービスや基準緩和型のサービスＡ、短期集中型

のサービスＣについては、要支援認定を受けた者だけでなく、「基本チェックリスト」

により要支援に相当する状態と判断された者（介護予防・生活支援サービス事業対象者）

が受けることができるしくみとなっています。 

 

①介護予防・生活支援サービス事業 

介護予防・生活支援サービス事業では、要支援者等の個々の状態に応じた適切なサー

ビスを提供できるよう、訪問・通所型サービスＡなどの基準緩和型サービスの担い手育

成や充実を図り、旧介護予防訪問・通所介護に相当するサービスから基準緩和型のサー

ビスへの移行を推進するほか、短期集中型サービス（サービスＣ）の効果的実施に努め

ます。 

また、地域支え合い推進協議体や地域ケア会議などを通じて、通所・訪問型サービス

Ｂなどの住民主体型サービスの担い手創出や制度化を適宜推進します。 

 

②一般介護予防事業 

一般介護予防事業では、介護予防教室の実施、介護予防サポーターの養成、さらには介

護予防活動を展開する自主グループの育成や住民主体の通い場の運営支援など、すべて

の高齢者を対象とした取組を通じて、地域における介護予防の基盤強化を図ります。 

また、高齢者の地域貢献活動への積極的参加やその活動を通した介護予防を推進する

ために、高齢者ボランティアポイント事業の充実を図ります。  
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（３） 包括的支援事業 

 

①地域包括支援センターの運営 

地域包括支援センターは、高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしく暮らし続

けることができるように健康や福祉、介護などに関する相談を受けるとともに、多職種

の連携強化や地域のネットワークづくりにも取り組んでいます。 

第８期計画では、地域共生社会の実現に向けた包括的相談支援体制における各地域の

相談支援拠点として地域包括支援センターの機能強化を図ります。 

 

②在宅医療・介護連携の推進 

高齢者が疾病を抱えても、自宅等の住み慣れた生活の場で療養し、自分らしい生活を

続けられるよう桐生市医師会をはじめ関係機関の協力を得て、下記の活動をベースに、

在宅医療・介護連携の推進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③認知症施策の推進 

令和元年６月に取りまとめられた「認知症施策推進大綱」を踏まえ、認知症になって

も本人の意思が尊重され、可能な限り住み慣れた地域で住み続けられる地域づくりを進

めます。 

認知症初期集中支援推進事業では、平成２８年（２０１６）９月から設置している認

知症初期集中支援チームによる初期段階での集中的介入を通じて、認知症の人の早期受

診や自立した生活のサポートを推進します。 

認知症地域支援・ケア向上事業では、平成２９年度（２０１７）から配置している認知

症地域支援推進員（１名）を中心に、認知症にかかわる医療・介護等の支援ネットワーク

の強化、各関係機関等における対応力向上及び相談支援体制の強化など、認知症高齢者の

ケア向上に向けた基盤づくりを推進します。 

さらには、認知症カフェの活動促進や認知症サポーターの養成などを通じて、認知症

高齢者やその家族を地域ぐるみで見守り、支えるしくみづくりを推進します。 

 

  

ア 地域の医療・介護の資源の把握 

イ 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討 

ウ 切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築 

エ 在宅医療・介護関係者の情報の共有支援 

オ 在宅医療・介護関係者に関する相談支援 

カ 医療・介護関係者の研修 

キ 地域住民への普及啓発 

ク 関係市区町村の連携 
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④生活支援サービスの体制整備 

生活支援体制整備事業では、高齢者の在宅での自立した生活を支えるために、ボラン

ティア、ＮＰＯ、民間企業、社会福祉法人等の多様な事業主体による重層的な生活支援

サービスの提供体制の構築を図ります。 

本市では、各地域における支え合いのしくみづくりを推進するために、桐生市社会福祉

協議会への委託により、平成２８年度（２０１６）に１名の生活支援コーディネーターを

配置し、平成２９年度（２０１７）以降、２名の生活支援コーディネーターを配置して

います。 

また、自治会、民生委員・児童委員、老人クラブ、ＮＰＯ・ボランティア団体、事業所・

商店など、地域のさまざま活動主体が定期的に集まって、地域の課題やその解決方法に

ついて話し合う場として、平成２８年度（２０１６）以降、日常生活圏域や区（第 2 層

区域）を単位に地域支え合い協議体の設置を順次進めており、令和３年（２０２１）

１月末現在で、市内６つの第２層区域に協議体が設置されています。 

今後も引き続き、生活支援コーディネーター、社会福祉協議会、地域包括支援センター

及び市の連携により、協議体の設置促進や運営支援等を行う中で、各地域における支え

合いのしくみづくりを推進します。 

 

⑤地域ケア会議の推進 

本市では、日常生活において支援を必要とする高齢者等が個別に抱える課題の解決・

支援及び高齢者福祉に関する地域課題の把握・分析を推進するために、地域ケア会議を

設置しています。 

令和元年度（２０１９）には、高齢者の自立した生活の継続や生活の質の向上に向け、

個別のケースについて、多職種協働により、多角的な視点から有効な支援方法などを検討

する「自立支援型地域ケア会議」を本格的に導入し、地域ケア会議の制度化を図りました。 

本市の地域ケア会議は、この自立支援型の会議のほかに、処遇困難ケース対応型及び

地域課題検討型の会議並びに地域ケア推進会議により構成されます。 

これらの会議のさらなる充実を図るとともに、各会議を相互に連動させるしくみや地

域ケア会議と地域支え合い推進協議体を連動させるしくみを構築していく中で、地域に

おける課題解決力の強化を推進します。 

 

（４） 任意事業 

 

①家族介護支援事業 

在宅ねたきり高齢者紙おむつ支給事業や徘徊高齢者探索システム助成事業など、家族

介護者の負担軽減につながる取組を実施しています。 

 

②その他の事業 

高齢者の地域における自立した日常生活を支援するために、成年後見制度利用支援

事業、「食」の自立支援事業及び「高齢者住宅等安心確保事業」（シルバーハウジング）

などを実施しています。  
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（５） 地域支援事業費の推計 

地域支援事業費の介護予防・日常生活支援総合事業費、包括的支援事業・任意事業費

は、以下のように推計されます。 

 

◆地域支援事業費の推計 
単位：千円 

 
第８期 中長期 

令和 3 年度 

（2021） 

令和 4 年度 

（2022） 

令和 5 年度 

（2023） 
合計 

令和 7 年度 

（2025） 

介護予防・日常生活支援総合事業費 499,824 509,315 513,178 1,522,317 533,087 

包括的支援事業・任意事業費 231,993 231,993 231,993 695,979 231,993 

地域支援事業費見込額 731,817 741,308 745,171 2,218,296 765,080 

※端数処理の関係で、計算が一致しないことがあります。 
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３．第１号被保険者の保険料 

 

（１） 給付費の推計 

将来のサービス量の見込みをもとに、給付費は次のように推計されます。 

 

◆介護給付費の推計 
単位：千円 

サービスの種類 

第８期 中長期 

令和 3 年度 
（2021） 

令和 4 年度 
（2022） 

令和 5 年度 
（2023） 

令和 7 年度 
（2025） 

１居宅サービス 5,366,644 5,608,607 5,856,639 6,021,363 

 

訪問介護 791,023 823,836 840,737 869,414 

訪問入浴介護 16,374 17,695 18,246 17,770 

訪問看護 359,177 375,355 390,704 402,693 

訪問リハビリテーション 27,122 28,063 29,180 29,180 

居宅療養管理指導 59,002 62,416 64,396 66,685 

通所介護 2,318,684 2,442,529 2,598,210 2,681,199 

通所リハビリテーション 323,991 330,901 340,060 346,272 

短期入所生活介護 561,105 577,987 597,771 602,473 

短期入所療養介護 9,595 9,600 9,600 9,600 

福祉用具貸与 306,239 321,698 334,026 344,853 

特定福祉用具購入費 12,152 12,152 12,825 12,825 

住宅改修 35,338 37,795 39,017 39,017 

特定施設入居者生活介護 546,842 568,580 581,867 599,382 

２地域密着型サービス 1,833,084 1,862,222 1,880,323 1,919,223 

 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 30,510 30,527 32,647 32,647 

夜間対応型訪問介護 0 0 0 0 

認知症対応型通所介護 9,686 10,973 11,697 11,697 

小規模多機能型居宅介護 288,535 296,899 304,529 315,198 

認知症対応型共同生活介護 625,771 626,118 626,118 626,118 

地域密着型特定施設入居者生活介護 0 0 0 0 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 181,760 181,861 181,861 180,569 

看護小規模多機能型居宅介護 166,846 173,107 173,107 182,691 

地域密着型通所介護 529,976 542,737 550,364 570,303 

３施設サービス 4,313,865 4,328,851 4,341,443 4,469,909 

 

介護老人福祉施設 2,685,865 2,699,948 2,712,540 2,801,859 

介護老人保健施設 1,560,805 1,561,671 1,561,671 1,592,421 

介護療養型医療施設 4,112 4,114 4,114 0 

介護医療院 63,083 63,118 63,118 75,629 

４居宅介護支援 566,933 585,795 600,436 619,355 

合計 12,080,526 12,385,475 12,678,841 13,029,850 

※端数処理の関係で、計算が一致しないことがあります。 
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◆予防給付費の推計 
単位：千円 

サービスの種類 

第８期 中長期 

令和 3 年度 
（2021） 

令和 4 年度 
（2022） 

令和 5 年度 
（2023） 

令和 7 年度 
（2025） 

１介護予防サービス 255,530 255,724 256,278 260,763 

 

介護予防訪問入浴介護 198 198 198 198 

介護予防訪問看護 82,877 82,814 83,017 85,335 

介護予防訪問リハビリテーション 7,443 7,447 7,722 7,722 

介護予防居宅療養管理指導 4,264 4,334 4,334 4,504 

介護予防通所リハビリテーション 70,092 70,131 70,172 71,849 

介護予防短期入所生活介護 1,119 1,119 1,119 1,119 

介護予防短期入所療養介護 307 307 307 307 

介護予防福祉用具貸与 34,763 34,892 34,927 35,247 

特定介護予防福祉用具購入費 3,111 3,111 3,111 3,111 

介護予防住宅改修 25,915 25,915 25,915 25,915 
 介護予防特定施設入居者生活介護 25,441 25,456 25,456 25,456 

２地域密着型介護予防サービス 21,236 21,247 21,247 21,840 

 
介護予防認知症対応型通所介護 409 409 409 409 

介護予防小規模多機能型居宅介護 15,389 15,397 15,397 15,990 

介護予防認知症対応型共同生活介護 5,438 5,441 5,441 5,441 

３介護予防支援 41,493 42,467 42,468 42,780 

合計 318,259 319,438 319,993 325,383 

※端数処理の関係で、計算が一致しないことがあります。 

 

（２） 標準給付費の推計 

給付費合計に特定入所者介護サービス費等給付額、高額介護サービス費等給付額、高

額医療合算介護サービス費等給付額、算定対象審査支払手数料が加算され、標準給付費

は以下のように推計されます。 

 

◆標準給付費の推計 
単位：千円 

 
第８期 中長期 

令和 3 年度 
（2021） 

令和 4 年度 
（2022） 

令和 5 年度 
（2023） 

合計 
令和 7 年度 
（2025） 

総給付費 A 12,398,785 12,704,913 12,998,834 38,102,532 13,355,233 

特定入所者介護サービス費等給付額 
（財政影響額調整後） B 

458,250 424,379 431,074 1,313,703 442,915 

 
特定入所者介護サービス費等給付額 537,766 545,340 553,942 1,637,048 569,156 

特定入所者介護サービス費等の見直し
に伴う財政影響額 

△79,516 △120,961 △122,868 △323,345 △126,241 

高額介護サービス費等給付額 
（財政影響額調整後） C 

320,405 346,690 377,892 1,044,987 377,892 

 
高額介護サービス費等給付額 325,089 354,347 386,238 1,065,674 386,238 

高額介護サービス費等の見直しに伴う
財政影響額 

△4,684 △7,657 △8,346 △20,687 △8,346 

高額医療合算介護サービス費等給付額 D 45,434 48,614 52,017 146,065 52,017 

算定対象審査支払手数料 E 10,696 10,920 11,144 32,760 11,144 

標準給付費見込額 A+B+C+D+E 13,233,570 13,535,516 13,870,961 40,640,047 14,239,201 

※端数処理の関係で、計算が一致しないことがあります。  
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（３） 第１号被保険者の介護保険料の算定 

第１号被保険者の介護保険料の算定は、今後３年間の総費用見込額（D）に第１号被保

険者の負担割合（２３％）を乗じて第１号被保険者負担分相当額（E）を求めます。次に

本来の交付割合による調整交付金相当額と実際に交付が見込まれる調整交付金見込額の

差（F－Ｇ）、県の財政安定化基金への償還金（Ｈ）を加味し、準備基金取崩額（Ｉ）を差

し引きます。 

この保険料収納必要額（Ｊ）を予定保険料収納率（Ｋ）と被保険者数（Ｌ）、１２か月

で割ったものが第１号被保険者の基準額（月額）となります。 

＜第７期から第８期の介護保険料の変化＞ 

 

 

 

 

 

◆第１号被保険者の介護保険料の算定 

保険料算定に必要な項目 単位 ３年間合計 

標準給付費見込額（A） 千円 40,640,047 

地域支援事業費見込額（B） 千円 2,218,296 

 
介護予防・日常生活支援総合事業費見込額（C） 千円 1,522,317 

包括的支援事業・任意事業費 千円 695,979 

総費用見込額（D）＝A＋B 千円 42,858,343 

第１号被保険者負担分相当額（E）＝D×23％ 千円 9,857,419 

調整交付金相当額（F）＝(A+C)×5％ 千円 2,108,118 

調整交付金見込額（G） 千円 2,880,867 

財政安定化基金償還金（H） 千円 0 

準備基金取崩額（Ｉ） 千円 521,000 

保険料収納必要額（Ｊ）＝E＋F－G＋H－Ｉ 千円 8,563,670 

 

保険料算定に必要な項目 単位 ３年間合計 

保険料収納必要額（Ｊ）＝E＋F－G＋H－Ｉ 千円 8,563,670 

予定保険料収納率（Ｋ） ％ 97.97% 

弾力化をした場合の所得段階別加入割合補正後被保険者数（L） 人 110,361  

保険料基準額（月額）（M）＝(Ｊ÷Ｋ÷L÷12 か月) 円 6,600  

※端数処理の関係で、計算が一致しないことがあります。 

※本市は財政安定化基金からの借り入れを行っていないため、償還金（基金への返済）はありません。 

  

第７期 

（平成３０年度（２０１８） 

～令和２年度（２０２０）） 

保険料基準月額：６，６００円 

第８期 

（令和３年度（２０２１） 

～５年度（２０２３）） 

保険料基準月額：６，６００円 
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（４） 第１号被保険者の介護保険料の設定 

本市においては、所得段階の負担割合を低所得の人へ配慮し、所得のある人には応分

の負担をしてもらうように第１段階から第１４段階の多段階の設定を行っています。 

 

◆第１号被保険者の介護保険料の設定 

所得段階 対象者 負担割合 保険料（月額） 保険料（年額） 

第 1 段階 

生活保護受給者、世帯全員が市民税非課税で老

齢福祉年金受給者又は課税年金収入と合計所

得金額（公的年金等に係る雑所得を除く）の合

計が 80 万円以下の人 

基準額× 
0.50 

（0.30） 

3,300 円 

（1,980 円） 

39,600 円 

（23,700 円） 

第 2 段階 

世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入と合

計所得金額（公的年金等に係る雑所得を除く）

の合計が 80 万円超 120 万円以下の人 

基準額× 
0.70 

（0.50） 

4,620 円 

（3,300 円） 

55,400 円 

（39,600 円） 

第 3 段階 

世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入と合

計所得金額（公的年金等に係る雑所得を除く）

の合計が 120 万円超の人 

基準額× 
0.75 

（0.70） 

4,950 円 

（4,620 円） 

59,400 円 

（55,400 円） 

第 4 段階 

世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人

は非課税の人で、課税年金収入と合計所得金額

（公的年金等に係る雑所得を除く）の合計が 80

万円以下の人 

基準額× 
0.90 

5,930 円 71,200 円 

第 5 段階 

世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人

は非課税の人で、課税年金収入と合計所得金額

（公的年金等に係る雑所得を除く）の合計が 80

万円超の人 

基準額× 
1.00 

6,600 円 79,200 円 

第 6 段階 
本人が市民税課税で、合計所得金額が 80 万円

未満の人 

基準額× 
1.17 

7,730 円 92,700 円 

第 7 段階 
本人が市民税課税で、合計所得金額が 80 万円

以上 125 万円未満の人 

基準額× 
1.20 

7,930 円 95,100 円 

第 8 段階 
本人が市民税課税で、合計所得金額が 125 万円

以上 200 万円未満の人 

基準額× 
1.30 

8,580 円 103,000 円 

第 9 段階 
本人が市民税課税で、合計所得金額が 200 万円

以上 290 万円未満の人 

基準額× 
1.60 

10,570 円 126,800 円 

第１０段階 
本人が市民税課税で、合計所得金額が 290 万円

以上 400 万円未満の人 

基準額× 
1.63 

10,760 円 129,100 円 

第１１段階 
本人が市民税課税で、合計所得金額が 400 万円

以上 600 万円未満の人 

基準額× 
1.75 

11,550 円 138,600 円 

第１２段階 
本人が市民税課税で、合計所得金額が 600 万円

以上 800 万円未満の人 

基準額× 
1.80 

11,880 円 142,600 円 

第１３段階 
本人が市民税課税で、合計所得金額が 800 万円

以上 1,000 万円未満の人 

基準額× 
1.90 

12,540 円 150,500 円 

第１４段階 
本人が市民税課税で、合計所得金額が 1,000 万

円以上の人 

基準額× 
2.20 

14,530 円 174,300 円 

※「合計所得金額」は「地方税法上の合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を

控除した額」となります。 

※第 1・2・3 段階の人を対象に公費負担があります。（第１段階：本人負担分 0.30・公費負担分 0.20、第 2 段

階：本人負担分 0.50・公費負担分 0.20、第 3 段階：本人負担分 0.70・公費負担分 0.05） 
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