
（概要版）

第９次深川市高齢者福祉計画・第８次介護保険事業計画

（令和3年度～令和5年度）



（１） 計画策定の趣旨・・ ・・・P1

介護保険制度は、高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みとして、平成１２年（２０００年）に創設されました。

制度施行から２０年が経過し、６５歳以上の高齢者数は創設時の約１．６倍に増加するなかで、サービス利用者数は約３.２倍と大きく増加し、

高齢者の生活になくてはならない制度として定着・発展しています。

高齢化は今後もさらに進行することが予想されており、支える

側の人口減少により、介護保険サービスだけでは高齢者を支え

ていくことは難しくなっていくことが懸念されています。本計画は、

これまでの計画の実績を評価しつつ、令和７年（２０２５年）を念

頭に置き、地域包括システムの整備、さらに現役世代が急減す

る令和２２年（２０４０年）を見据え、本市における介護保険事業

および高齢者福祉施策を計画的に推進するための目標および

方向性を明らかにし、地域包括システムの深化・推進に向けた

方策を定めることを目的として策定します。

（２） 計画策定の概要・・・・・P2
本計画は、深川市総合計画を上位計画とし、保健、医療、福祉

の各分野の個別計画との整合性と連携を図るとともに、国、道な

どの政策動向との整合を図り策定しています。また、成年後見制

度の利用を促進するための「成年後見制度利用促進基本計画」

を本計画へ包含し、深川市総合計画と調和し、体系上関連計画

である本計画と一体的に策定し障害者福祉計画との整合性をと

り策定しています。

（３）計画期間・・・・・P2
本計画は、令和３年度（２０２１年）から令和５年度（２０２３年）ま

での３年間を計画期間とします。

１．計画策定にあたって P１～P２
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（１） 高齢者の人口動向と将来推計・・・P4

本市における人口は現在も減少傾向にあり、今後７４歳

までの各年代においては、引き続き人口が減少していくも

のと推測されます。

また、前期高齢者（６５歳～７４歳）は今後、緩やかに減少

していく反面、後期高齢者（７５歳以上）の増加に伴い現役

世代の人口と高齢者人口の差が縮みつつあるなか、高齢

化率は上昇すると見込まれます。

（２） 要介護認定者数およびサービス利用者の状況・・・P5

第１号被保険者数は減少していく一方で、要介護認定者

数は過去の実績から比較し令和４年までほぼ横ばいに推

移するなか、今後は後期高齢者（75歳以上）の増加が見込

まれ、団塊の世代が75歳以上となる令和5年以降、さらなる

要介護認定率の上昇が見込まれます。

２．高齢者の現状 P４～P５
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現計画における各事業の3年間の実績と成果、ならびに各種アンケート調査を実施、事業評価を行い課題について整理しています。
なお、令和2年度はコロナウイルス感染症の影響により、目標の達成までに至っていない事業もあります。

（１）介護予防・健康づくりの推進・・・・・P9
①各教室への参加率が低く保健師等の講師派遣がない教室は参加率が低迷、②介護予防の必要性が浸透していない③ニーズ調査の結果からも地域活動への参加率が低い、
④地域活動への参加を希望しない割合が3割を占め地域との繋がりが希薄しつつあります。

（２）介護サービス等の基盤整備・・・・・P11
市独自で実施しているサービスについて、各関係機関の協力により高齢者の安全確保等の取り組みに努めており、今後の高齢化率の上昇で、単身高齢者や高齢夫婦世帯の増
加が見込まれるため、より一層のサービスの充実が必要になるものと考えます。

（３）介護サービス等の質的向上・・・・・P11
ケアマネジメントを通じて適切なプランの作成により日常生活の維持・改善を図るもので、今後もケアマネジメントの機能強化のため、資質向上の研修会の開催や関係職種による
ネットワークづくりの推進が必要となります。
近年は介護職員初任者研修の受講者が減少、慢性的な担い手不足の問題をかかえていることから、人材確保に向けた課題があげられます。

（４）積極的な社会参加の推進・・・・・P12
サロン等の地域住民による交流の場づくりや、活動などの支援を行っていますが、地域により参加者が少ない状況のなか、新型コロナウイルス感染症により更なる参加率の低下

が懸念されます。今後も感染症予防対策を講じながら、活動の普及啓発が必要となります。

（５）認知症高齢者支援の推進・・・・・P13
認知症サポーター養成講座等を通じ認知症への理解は進んでいる一方で、独自調査の結果、認知症の相談窓口を知らないとの回答が半数以上あったことから、一層の普及啓

発に努める必要性があげられます。

（６）権利擁護の推進・・・・・P14
①高齢者虐待の件数が近年増加傾向にある、②独自調査で成年後見制度を知らないとの回答が37％あり、制度の認知不足という課題があげられます。
③成年後見制度の相談窓口について存在自体を知らないとの回答が57％と認知されていな状況であり、今後、制度の利用促進や成年後見人の担い手を含めた、制度の周知に向

けた普及啓発の取り組みが求められている状況です。

（７）地域支援体制の整備・・・・・P15
域包括支援センターにて多職種連携による対応を実施。近年は8050問題やゴミ屋敷などの環境衛生改善の必要性など、既存サービスでは対応しきれない複合化した問題が多く
なってきています。これらの課題解決に向け包括支援センターの更なる機能強化が求められています。

３．高齢者を取り巻く現状と課題 P９～P１５
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地域の絆を深め、ともに
支え合い、ともに暮らし
続けられるまちづくり

（１）
地域で支え合
う仕組みづく

り

（２）
認知症への
支援と権利擁
護の推進

（３）
介護予防・
健康づくりの

推進

（４）
安心、快適な
暮らしの確保

（５）
介護サービス

の充実

４．基本指針・基本目標 P１６～P２０

１．保健・福祉・介護、地域組織等様々な関係機関との連携による地域
包括支援ネットワークを強化するとともに地域包括ケアの中核を担う地
域包括支援センターの機能強化を図ります。
①地域包括支援センターの機能強化
②生活支援サービスの体制の構築
③医療と介護の連携

２．認知症施策推進大綱に基づく「共生」と「予
防」の取り組みを進めるとともに、認知症の人
やその家族の意見も踏まえた認知症施策を推
進します。
①認知症施策の充実
②高齢者の権利擁護・虐待防止の推進

３・高齢者が自らの健康に関心を持ち健康管理をするこ
ができるよう生活習慣の改善に資する取り組みを広く啓
発します。
①介護予防の充実
②健康づくりの推進
③保健事業と介護予防の一体的実施の推進
④生きがいづくり・社会参加の推進

５・将来にわたり必要な人が必要な支援が受けられるよう、介
護保険制度の持続可能性を高める必要があることから、介護
従事者の資質の向上や介護給付等の適正化に取り組みます。
①介護保険サービスの提供
②介護保険事業の円滑な運営
③介護サービスの基盤整備と人材確保および質の向上

４．高齢者福祉サービスや介護サービスを提供
できる体制強化と基盤整備を推進し、高齢者の
安心・快適な暮らしを確保します。また、昨今の
災害・感染症流行などの状況を踏まえた対策の
推進に取り組みます。
①生活支援サービス
②住まい環境等の整備
③災害・感染症対策に係る体制整備
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1.地域包括支援センターの機能強化

2.生活支援サービスの体制の構築

3.医療と介護の連携

・介護予防ケアマネジメント業務
・総合相談支援事業
・地域ケア会議の強化
・包括的・継続的ケアマネジメント支援業務
・地域見守りネットワークづくり事業
・地域見守りネットワーク協定
・高齢者基本台帳

・介護予防・生活支援サービスの提供基盤整備
・住民活動等の促進
・生活・介護支援サポーターの推進

・在宅医療・介護連携事業

基本目標1
地域で支え合う仕組みづくり

基本目標2
認知症への支援と権利擁護の推進

1..認知症施策の充実

・認知症サポーター養成 ・認知症ケアパスの活用
・認知症相談窓口および予防活動の周知
・【新規】 普及啓発イベント等の開催
・【新規】 本人ミーティングの支援

2.高齢者の権利擁護・虐待防の推進

・成年後見制度等に係る普及啓発
・成年後見制度利用支援事業
・市民後見人養成・権利擁護ネットワークづくり事業
・日常生活自立支援事業

・認知症地域支援推進員の充実
・認知症初期集中支援チーム ・認知症ケア向上事業
・認知症カフェの支援 ・家族介護支援事業

・認知症サポーターフォローアップ事業
・【新規】 チームオレンジの活動整備
・SOSネットワーク事業
・地域密着型サービスの充実 ・虐待防止に係る広報・普及啓発

・虐待防止のネットワークづくり
・【新規】 相談.・支援体制の充実

５．高齢者福祉施策の展開
P２１～P４５
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1.介護予防の充実

2.健康づくりの推進 3.保健事業と介護予防の一体的実施の推進

・訪問型サービスA（基準緩和）
・訪問型サービスB（住民主体）
・訪問型サービスC（身体・栄養・口腔）
・訪問型サービスD（住民主体による移動支援）
・通所型サービスA（基準緩和）
・通所型サービスB（住民主体）
・通所型サービスC（機械を使用した筋力アップ）

・介護予防把握事業
・【新規】 介護予防普及啓発事業
・介護予防ふれあいサロン普及推進事業
・生活・介護支援サポーター養成
・深まるサポット
・【新規】 ライスパワー体操サポーター養成講座
・シルバークラブの介護予防活動支援
・保健推進員による介護予防活動支援
・生命の貯蓄体操普及啓発活動支援
・地域リハビリテーション活動支援事業

・【新規】 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施

基本目標3
介護予防・健康づくりの推進

・健康教育・健康相談
・がん検診・健康診査の啓発
・感染症・熱中症予防の啓発

4.生きがいづくり・社会参加の推進

・老人福祉センター・老人いこいの家の運営
・シルバークラブ活動の支援
・介護予防ふれあいサロン普及推進事業

・ボランティアセンターの支援
・生活・介護支援サポーター養成、ネットークづくり事業

・生涯学習の支援 ・就労支援の推進
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1..生活支援サービス

基本目標4
安心、快適な暮らしの確保

・在宅老人等給食サービス事業
・家族介護用品支給事業
・移送サービス
・緊急通報システム設置事業
・福祉電話設置事業
・【新規】 高齢者ゴミ出し支援事業

2.住まい環境等の整備

・利用しやすい住居・公共施設の整備
・福祉除雪サービス

・養護老人ホーム
・サービス付き高齢者住宅
・有料老人ホーム・軽費老人ホーム（ケアハウス）
・生活支援ハウス

3.災害・感染対策に係る体制整備

・救助・救急の対策
・救急あんしんカードの普及事業
・防火・防災の対策
・【新規】 感染症予防対策

基本目標5
介護サービスの充実

1.介護保険サービスの提供

・訪問介護（ホームヘルパー） ・訪問入浴介護
・訪問看護 ・訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導 ・通所介護（デイサービス）
・通所リハビリ（デイケア） ・短期入所生活介護
・短期入所療養介護 ・特定施設入居者生活介護
・福祉用具貸与 ・特定福祉用具の購入費支給
・住宅改修費の支給 ・居宅介護支援

・介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
・介護老人保健施設
・介護医療院（介護療養型医療施設）

・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・看護小規模多機能型居宅
・地域密着型通所介護
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基本目標5
介護サービスの充実

2.介護保険事業の円滑な運営

・介護保険制度の普及啓発
・事業所の指定・指導監督
・【新規】 介護保険料の収納率向上

3.介護サービスの基盤整備と人材確保および質の向上

・要介護認定の適正化
・ケアプランの点検
・住宅改修等の点検
・縦覧点検・医療情報との突合
・介護給付費に通知

・介護相談員派遣事業
・相談・苦情対応
・指導監督

・介護職員養成研修支援事業
・深川市認定ヘルパー養成研修の実施
・研修の場の提供
・【新規】 ICTを活用した職場改善の取り組み

〇新規事業
基本目標2 認知症への支援と権利擁護の推進

・ 普及啓発イベント等の開催・・・毎年9月のアルツハイマー月間にイベントを開催します。
・ 本人ミーティングの支援・・・認知症当事者の声を聴いたり、当事者同士で語り合うなどの発信支援に取り組みます。
・ チームオレンジの活動整備・・・地域で活動できるチームオレンジを発足の支援をします。
・ 相談・支援の体制の充実・・・高齢者虐待マニュアルに沿って早期に適切な支援につなげます。

基本目標3 介護予防・健康づくりの推進
・ 介護予防普及啓発事業・・・男性に特化した介護予防教室の実施に取り組みます。
・ ライスパワー体操サポーター養成講座・・・北空知1市4町独自で考案したライスパワー体操の普及啓発に取り組むサポーターを養成します。
・ 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施・・・データの分析を行い保健師や栄養士による個別及び集団指導を実施します。

・基本目標4 安心、快適な暮らしの確保
・ 高齢者ゴミ出し支援事業・・・1人暮らしの高齢者、障がい者等でゴミ出しが困難な方を対象に、ゴミの回収や安否確認などを実施します。
・ 感染症予防対策・・・感染予防対策委員会を設置し、各関係機関と連携情報を共有し感染対策に取り組みます。

・基本目標5 介護サービスの充実
・ 介護保険料の収納率向上・・・コンビニエンスストアでも保険料が納付できるよう検討を進めていきます。
・ ICTを活用した職場改善の取り組み・・・多職種連携情報共有システム（きたそらりんく）を活用し、業務の効率化に取り組みます。
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６．成年後見制度利用の推進（成年後見制度利用促進基本計画） P４６～４９

（１） 成年後見制度利用促進基本計画の位置づけ
成年後見制度利用促進基本計画（以下「計画」という。）は成年後見制度の利用の促進に関する法律（平成28年法律第29号。）第14条第1項の規定に基づき、国の基本計

画を勘案して、本市における成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定めるものです。

（２）深川市の現状と課題
成年後見制度とは、認知症または精神上の障がい等により判断能力が不十分であるために契約等の法律行為における意思決定が困難な人について、成年後見人・保佐

人・補助人（以下「成年後見人等」という。）がその判断能力を補うことによって、本人の生命、身体、自由、財産等の権利を擁護する制度です。

厚生労働省の認知症施策推進大綱において、2025年には65歳以上の約5人に1人が認知症と試算されていることを鑑み、本市では65歳以上の認知症を有する高齢者が

約1,700人、また知的・精神障がい者数の約350人を合わせると約2,050人が対象と考えられます。

本市に本籍地がある成年後見制度利用者人数は34人（令和2年10月現在）

であり、制度の利用が必要と思われる認知症高齢者や知的・精神障がい者数

と比較すると、制度利用者は著しく少ない状況にあります。背景としては、対象

者に財産管理や身上保護等の支援者がおらず、やむを得ず施設や病院で管

理していることも考えられ、本来成年後見制度を必要とする方への利用につな

がっていないことが考えられます。

この状況を踏まえ、市では、令和元年度からは、検討委員会を拡充し「深

川市成年後見地域連携ネットワーク会議」を新たに立ち上げ、必要な方が

成年後見制度を利用できる環境整備等について検討してきました。

（３）地域連携ネットワークの体制の構築
地域連携ネットワークとは、国の基本計画において、権利擁護を必要とする

人の発見・支援等を実施する事を目的に、保健・医療・福祉・法律の専門職等

が連携し、「チーム」「協議会」「中核機関」の要素によって構成された体制と規

定されています。

本市の計画は、地域連携ネットワーク体制の構築、中核機関の設置につい

て市単独で行うか広域（北空知圏域）で行うかを含め、具体的な取り組みに向

け検討を進めていきます。
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７．介護保険事業の見込みP５０～P５５

〇令和3年度（2021年度）から令和5年度（2024年度）までの介護事業費の見込みは、高齢者人口、要介護認定者数、サービス利用の見込みや実績等から次の
ように推計しました。 （単位：円）

Ｒ３年 Ｒ４年 Ｒ５年 合計

①標準給付見込額 2,018,200,000 2,059,064,000 2,100,745,000 6,178,009,000

介護給付費 1,837,200,000 1,874,444,000 1,912,433,000 5,624,077,000

予防給付費 28,200,000 28,764,000 29,339,000 86,303,000

その他給付費 152,800,000 155,856,000 158,973,000 467,629,000

②地域支援事業 150,034,000 159,436,000 169,695,000 479,165,000

③介護予防・日常生活支援総合事業 116,270,000 125,595,000 135,757,000 377,622,000

包括的支援事業・任意事業 33,764,000 33,841,000 33,938,000 101,543,000

2,168,234,000 2,218,500,000 2,270,440,000 6,657,174,000

498,693,820 510,255,000 522,201,200 1,531,150,020

2,134,470,000 2,184,659,000 2,236,502,000 6,555,631,000

106,723,500 109,232,950 111,825,100 327,781,550

192,102,000 196,620,000 201,286,000 590,008,000

0 0 0 0

0 0 0 0

0

1,268,923,570

7,659人 7,550人 7,491人 22,700人

⑥調整交付金基礎額（①＋③）

⑦調整交付金相当額　「⑥×5.0%」

⑧調整交付金見込交付割合

④介護保険事業費（①＋②）

⑤第1号被保険者負担相当額
（④*23％）

⑭予定保険料収納率 99.40%
⑮所得段階別加入割補正後1号被保険
者数

9.00%

⑨調整交付金見込額（⑥×⑧）

⑩財政安定化基金拠出金

⑫介護保険準備基金取崩額

⑬保険料収納必要額

⑪財政安定化基金償還金

保険料収納必要額⑬ ＝ ⑤ －（⑨ － ⑦）＋ ⑩ ＋ ⑪ － ⑫

※保険料基準額 ＝⑬ ÷ ⑭予定保険料収納率÷ ⑮所得段階別加入割合補正後第１号被保険者数÷12ヵ月（100円未満切捨て）＝月額：4,600円
（年額：55,200円）

８．一人当たりの保険料基準額 P５６
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段
階

課税状況
対 象 条 件

基準額に
準ずる割合

保険料（年額）

本人 世帯 ７次計画 ８次計画

1

・生活保護世帯
・世帯全員が市民税非課税の老齢福祉年金受給者
・世帯員全員が市民税非課税かつ本人年金収入等80万円以下

（0.5）
0.3

（27,600円）
16,500円

（27,600円）
16,500円

2

非課税

非課税

・世帯全員が市民税非課税かつ、本人年金収入が80万円以上120
万円以下

（0.75）
0.5

（41,400円）
27,600円

（41,400円）
27,600円

3 ・世帯全員が市民税非課税かつ本人年金収入120万円超
（0.75）
0.7

（41,400円）
38,600円

（41,400円）
38,600円

4

課 税

・本人が市民税非課税（世帯に課税者がいる）かつ本人年金収入等
80万円以下

0.9 49,600円 49,600円

5
・本人が市民税非課税（世帯に課税者がいる）かつ本人年金収入等
80万円超

1.0
（基準）

55,200円 55,200円

6

課 税

・市民税課税かつ合計所得金額120万円未満 1.2 66,200円 66,200円

7 ・市民税課税かつ合計所得金額120万円以上210万円未満 1.3 71,700円 71,700円

8 ・市民税課税かつ合計所得金額210万円以上320万円未満 1.5 82,800円 82,800円

9 ・市民税課税かつ合計所得額320万円以上 1.7 93,800円 93,800円

第1号被保険者の保険料は、所得に応じた負担金割合によって個人の保険料が決まります。
所得段階の設定は、国が定めた標準段階を基本に市町村の実情によって定められ、所得水準に応じてきめ細かな保険料設定を行うため

所得段階を9段階とします。

〇保険料の所得段階設定

９．保険料の所得段階設定 P５６
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１０．将来推計値 P５８～６１

Ｒ７年 Ｒ１７年 Ｒ２２年

標準給付見込額
合計① 2,286,767,000 2,396,961,000 2,348,754,000

介護給付費 2,097,461,000 2,203,137,000 2,162,255,000

予防給付費 39,591,000 39,591,000 37,404,000

その他給付費 149,715,000 154,233,000 149,095,000

地域支援事業
合計② 141,301,000 126,534,000 117,144,000

介護予防・日常生活支援総合事業 108,184,000 94,669,000 85,883,000

包括的支援事業・任意事業 33,117,000 31,865,000 31,261,000

③介護保険事業費（①＋②）合計 2,428,068,000 2,523,495,000 2,465,898,000

令和７年度（2025年）・令和１７年度（2035年）・令和２２年度（2040年）の介護事業費の将来推計値を次のように推計します。

令和7年度（2025年）の総人口18,000人に対し介護総給付費は23
億5千万円、令和3年度では19,800人に対し21億7千万円の給付費と
比較すると、将来的に約１億8千万円の増額が見込まれる状況です。
令和22年（2040年）には24億4千万円の給付費に対し、総人口は

約13,000人程度に減少すると見込まれ、令和7年の保険料予測額が
月額5,0000円程度に対し、令和22年（2040年）には月額7,200円程度
となる見通しから、今後3年ごとに第1号被保険者の介護保険料は
上昇していくことが予測されています。
（※上記将来推計値の試算につきましては、今後も介護保険制度
が継続して行くことを前提とした推計値による保険料の見込みとな
ります。）

１１.将来推計における介護保険料の見込み P６２
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（概要版）
第９次深川市高齢者福祉計画・第８次深川市介護保険事業計画

—地域の絆を深め、共に支え合い、ともに暮らし続けられるまちづくり—
（令和3年度～令和5年度）
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