
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年３月 

深 川 市 

  

第八次深川市高齢者福祉計画・ 

第七次深川市介護保険事業計画 

概要版 
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１ 計画策定の趣旨                        （計画 P1） 

 

(1) 介護保険制度の持続 

(2) 地域包括ケアシステムの構築に向けた取り組みの推進 

ア 自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化等の取組の推進 

イ 医療・介護の連携の推進 

ウ 地域共生社会の実現に向けた取組の推進 

 

 

２ 計画の位置付け                        （計画 P2） 

 

(1) 高齢者福祉計画   老人福祉法第20条の８の規定に基づく「老人福祉計画」 

(2) 介護保険事業計画  介護保険法第117条の規定に基づく計画 

 

 

３ 計画の背景                          （計画 P2～3） 

 

(1) 介護保険法の改正 

ア 地域包括ケアシステムの深化・推進 

●自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化等の取り組みの推進 

●医療・介護の連携の推進等 

●地域共生社会の実現に向けた取り組みの推進等 

イ 介護保険制度の持続可能性の確保 

●現役世代並みの所得のある利用者負担割合の見直し 

●介護納付金における総報酬割の導入 

 

 

４ 計画の期間                           （計画 P4） 

 

平成 30 年度から平成 32 年度までの３カ年間 
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５ 日常生活圏域の設定                     （計画 P4） 

 

「１圏域」 

地理的条件、人口、交通事情、その他の社会的条件を総合的に勘案し、全市を「１圏域」とす

ることで、より全市的な視野で日常生活圏域を捉え、地域資源や介護拠点の整備を図る。 

 

 

６ 高齢者の現状                       （計画 P5～15） 

 

(1) 高齢者の人口動向と将来設計 

●高齢者人口は平成29年まで微増傾向、同年をピークに減少 

●高齢者人口は37年には29年より約1割減 

(2) 被保険者数の推移 

●微減傾向、29年は24年と比較して５％の減少 

(3) 要介護高齢者等の推移 

●予防事業の取組みにより減少傾向、認定率も漸減の見込み 

●１号被保険者数に占める要介護認定者数の割合はほぼ横ばい 

●要介護１～３の割合が高く、要支援１・２の割合が低い 
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７ アンケート調査                     （計画 P15～25） 

 

(1) 高齢者の人口動向と将来設計 

ア 家族や生活状況 

●家族構成 「高齢夫婦世帯」が約半数、次いで「ひとり暮らし」 

●世帯構成 年齢が高くなるにつれ「ひとり暮らし」は増加する傾向 

イ 社会参加 

●町内会や自治会への参加の割合が最も高い 

ウ 生活上の困りごと 

●項 目  「除雪｣｢家の中の修理、電球の交換、模様替え｣｢買い物｣｢洗濯｣の順で多い 

●支援者  「家族・親族」が多い 

●男女別  男性：「食事の準備・調理・後始末」「掃除」「洗濯」の順で多い 

 女性：「ゴミ出し」「 除雪」「通院」「散歩・外出」「買い物」の順で多い 

(2) 在宅介護実態調査（抜粋） 

ア 介護者 

●「子」「配偶者」「子の配偶者」の順に多い 

●男女別では女性が３分の２を占める 

イ 入所・入居の検討状況 

●5人に1人が施設等への入所・入居を希望、検討 

ウ 在宅生活に必要な支援・サービス 

●「外出同行（通院、買い物など）」「ゴミ出し」が多い 

エ 介護者の働き方 

●「特に行っていない」が半数、残り半数が「労働時間の調整」「休暇の取得」「在宅勤務」

など何らかの調整をしながら介護 

オ 在宅生活での不安 

●外出などの付き添い、認知症や介護中の家事などに対する不安がほとんどを占める 

カ 就労継続 

●中重度よりも軽度の方が就労継続困難と回答した割合が高い 
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８ 高齢者を取り巻く課題                   （計画 P26） 

 

 

(1) 自立支援、介護予防・重度化防止  (2) 介護サービスの充実 

(3) 在宅医療・介護連携        (4) 生活支援体制の整備 

(5) 認知症施策の推進         (6) 生活環境の整備 

 

 

 

 

９ 基本理念                            （計画 P27） 

 

 

「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」 
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１．介護予防・健康づくりの推進    （計画 P32～42） 基本目標 

10 基本目標と施策 

 

「地域包括ケアシステム」の構築に向けた取り組みの

推進                 （計画 P28～31） 

高齢者の尊厳を支えるケアを実現するため、高齢者の生活を地域で支える「地域包括ケアシス

テム」の構築に向けた取り組みの推進に努めます。さらに、在宅生活の継続のための自立支援・

重度化防止に向けた保険者機能の強化、総合的な福祉施策の展開により「我が事・丸ごと」の地

域共生社会の実現を目指します。 

 
 

 

 

｢第二次健康ふかがわ21｣と連携を図りながら、高齢者の健康づくりや疾病予防を推進します。 

地域支援事業に移行したサービスを取り組むとともに、多様な事業主体によるサービスの提

供について取り組みを検討します。 
 

具体的な施策 

①介護予防の充実 
●訪問型サービス 

●通所型サービス 

②健康づくりの推進 

●介護予防把握事業 

●介護予防普及啓発事業 

●地域介護予防活動支援事業 

●一般介護予防事業評価事業 

●地域リハビリテーション活動支援事業 
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基本目標 ２．介護サービス等の基盤整備      （計画 P42～51） 

基本目標 ３．介護サービス等の質的向上      （計画 P52～53） 

 

 

高齢者が介護を要する状態になっても、可能な限り住み慣れた地域や家庭で自立した生活を

続けられるよう、在宅サービス等の充実を図ります。 
 

具体的な施策 

①在宅サービスの充実 
●在宅サービスの充実 ●地域密着型サービス 

●生活支援サービス 

②施設・居住系サービスの充実 ●介護保険施設 ●居住系サービス 

③介護保険事業の円滑な運営 

●介護保険制度の普及啓発 

●適正な要介護認定体制 

●事業者の指定・指導監督、●介護給付の適正化 

●介護保険料の収納率向上 

 
 

 

 

 

介護保険制度を円滑に運営させるためにケアマネジメント機能の強化と、関係機関のネット

ワークづくりを推進します。 

また、担い手の育成と確保に努め、介護サービス等の質的向上に努めます。 
 

具体的な施策 

①ケアマネジメント機能の強化 ●介護支援専門員の研修 

②担い手の育成・確保 

●介護職員養成研修支援事業 

●認定ヘルパー養成研修事業 

●研修の場の提供 

③サービス内容の質的向上 

④相談・指導体制の充実 
●介護相談員派遣事業 

●相談・苦情対応体制 ●指導監督等 
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基本目標 ４．積極的な社会参加の推進       （計画 P53～54） 

基本目標 ５．認知症高齢者支援の推進       （計画 P55～57） 

 

 

高齢者の相互交流や介護予防・健康づくりのため、各種交流の場づくりを支援し、高齢者が

地域社会の中で豊かな経験と知識を生かし、積極的に役割を果たすことができるよう、ボラン

ティア活動を奨励します。 
 

具体的な施策 

①交流の場づくりの支援 

●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 

●敬老ふれあい事業の実施 

②ボランティア活動の奨励 ●ボランティアセンターの支援 

③生涯学習の支援 

④就労の支援 

 
 

 

 

 

認知症高齢者とその家族に対して、認知症の心身の状態や生活環境などにあわせて適切なサ

ービスが提供できるよう、地域における支援体制を整備し、認知症になっても安心して暮らし

ていける地域社会づくりを進めます。 

医療と介護の連携を図り、認知症の予防と早期発見・早期対応、介護施設のケア技術の向上

など、地域における関係機関、事業所等の認知症ケアの向上に努めます。 
 

具体的な施策 

①在宅生活の支援 

●認知症初期集中支援チームの設置 

●認知症地域支援事業 ●認知症カフェの設置 

●家族介護支援事業 

●認知症高齢者見守り事業 

●地域密着型サービスの充実 

②認知症予防の普及啓発 
●認知症サポーター養成事業 

●認知症キャラバンメイトフォローアップ事業 

③認知症ケアの向上 ●認知症ケア向上事業 ●認知症ケアパスの作成 
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基本目標 ６．権利擁護の推進            （計画 P57～58） 

基本目標 ７．地域生活支援体制の整備       （計画 P58～62） 

 

 

高齢者虐待や消費者被害の防止など、高齢者の身体や財産などに対する権利が侵害されない

よう、成年後見制度の活用などの取り組みを進め、関係機関・団体等と連携し、高齢者の権利

擁護を推進していきます。 
 

具体的な施策 

①成年後見制度等の普及啓発 

●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 

●権利擁護事業 

②高齢者虐待の防止 

 
 
 

 

 

高齢者が住み慣れた地域で可能な限り継続して尊厳ある生活を送ることができるよう地域

包括支援センターに専門職を配置し、多職種間の連携を図り、包括的かつ継続的な支援体制を

つくります。 

在宅医療と介護の連携体制について、関係機関・近隣町と協働して取り組みます。 

また、高齢者の生活支援等サービスの体制整備を推進するため、その提供体制の構築に向け

て取り組みます。 
 

具体的な施策 

①地域包括支援センターの機能強化 

●総合相談支援事業 ●地域ケア会議の充実 

●介護予防ケアマネジメント事業 

●包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 

●高齢者基本台帳の整備 

②医療と介護の連携 ●在宅医療・介護連携推進事業 

③生活支援サービスの体制整備 
●生活支援協議会の設置 

●生活支援コーディネーターの配置 

④地域福祉活動の促進・担い手の育成 

●地区地域福祉活動の促進 

●社会福祉協議会の地域福祉活動の支援 

●地域見守りネットワークづくり事業 
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基本目標 ８．生活環境の整備            （計画 P62～64） 

 

 

高齢者が住み慣れた地域で安全で快適に生活を送ることができるよう、高齢者に配慮した住

宅環境や公共施設の整備を進めるとともに、関係機関・団体等と連携し、高齢者の交通安全や

防火・防災などの安全対策に取り組むなど、暮らしやすい生活環境の整備に努めます。 
 

具体的な施策 

①住まい環境等の整備 ●利用しやすい住居・公共施設の整備 

②高齢者の安全対策 

●防火・防災の対策 ●防犯の対策 

●交通安全の対策 ●消費生活の対策 

●救助救急の対策 ●救急カードの普及事業 
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11 主な事業 

 

(1) 新たな事業所等の整備 

●地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護（H31 １事業所２９人開設） （計画 P65） 

●認知症対応型共同生活介護（H32 休止中の１ユニット９人開業）     （計画 P81） 

(2) 主な取り組み事業                （計画 P33～81） 

●訪問型・通所型サービスの提供 

●介護予防事業（健寿教室、はつらつくらぶ、男の食工房、健康相談等） 

●介護予防ふれあいサロン普及推進事業 

●地域リハビリテーション活動支援事業（北空知広域事業） 

●生活支援サービスの検討 

●移送サービス事業 

●介護職員養成研修支援事業 

●介護相談員派遣事業 

●認知症地域支援推進員の配置 

●認知症高齢者見守り事業 

●認知症キャラバンメイトフォローアップ事業 

●在宅老人等給食サービス事業 

●緊急通報システム設置事業 

●認定ヘルパー養成研修事業 

●認知症初期集中支援チームの設置 

●認知症カフェの設置 

●認知症サポーター養成事業 

●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 

●地域ケア会議 

●在宅医療・介護連携推進事業（北空知広域事業） 

●生活支援協議会の設置 ●生活支援コーディネーターの配置 

●地域見守りネットワークづくり事業 
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12 介護保険事業費                       （計画 P95） 

 

（単位：千円） 

項   目 H30 H31 H32 合 計 H37 

総給付費        １ 2,023,349 2,139,779 2,284,746 6,447,874 2,429,303 

 

介護給付費 1,995,161 2,086,207 2,202,998 6,284,366 2,343,857 

介護予防給付費 28,188 28,199 28,199 84,586 28,510 

消費税率改正に伴う影響額 0 25,373 53,549 78,922 56,936 

その他給付費      ２ 177,497 182,948 188,836 549,281 201,529 

 

特定入所者介護サービス費 110,586 113,745 117,129 341,460 125,535 

高額介護サービス費 58,388 60,434 62,691 181,513 66,294 

高額医療合算介護サービス費 6,633 6,816 7,000 20,449 7,618 

審査支払手数料 1,890 1,953 2,016 5,859 2,079 

標準給付費見込額 （１＋２） 2,200,846 2,322,727 2,473,582 6,997,155 2,630,832 

地域支援事業費     ３ 136,500 139,400 142,400 418,300 147,500 

 

介護予防・日常生活支援総合事業費 108,000 110,000 112,000 330,000 116,000 

包括的支援事業 20,500 21,300 22,200 64,000 22,800 

任意事業 8,000 8,100 8,200 24,300 8,700 

合   計 （１＋２＋３） 2,337,346 2,462,127  2,615,982 7,415,455 2,778,332 
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13 介護保険料の算定方法                   （計画 P96） 

 

第１号被保険者（65歳以上の高齢者）の介護保険料は、介護保険事業費の見込額などに基づ

き、概ね３年間を通じ財政の均衡を保つことができるよう３年間を１期間とし、保険料の基準

額算定方法は次のとおりです。 

算 定 式 等 算 定 の 考 え 方 

標準給付費 

見込額 

総給付費 介護給付費＋介護予防給付費 

その他給付費 

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＋審査支払手

数料 

地域支援事業費 
介護予防・日常生活支援総合事業費＋包括的支援事業費＋任意

事業費 

 

算 定 式 等 算 定 の 考 え 方 

保

険

料

収

納

必

要

額

の

算

定 

（標準給付費見込額＋地

域支援事業費）×２３％ 

介護保険の給付費の５０％を、第１号被保険者と第２号被保険

者（４０～６４歳の方）の人口比で按分しますが、高齢者人口

の増加に伴い、平成３０年度から第１号被保険者の負担割合が

２２％から２３％に増加となりました。 

＋ 調整交付金相当額 調整交付金交付調整割合：標準給付費見込額×５％ 

－ 調整交付金見込額 
標準給付費見込額×（後期高齢者加入割合と所得段階別加入割

合を全国平均と比較して算出される調整交付金見込交付割合） 

＋ 財政安定化基金拠出金 

（標準給付費見込額＋地域支援事業費）×０％ 

北海道が設置する財政安定化基金に拠出するものですが、第五

次計画から拠出率０％です。 

－ 準備基金取崩額 介護保険準備基金積立金の取崩額 

＋ 財政安定化基金償還金 
財政安定化基金より借り入れた金額の償還 

本市はこれまで借入れの実績はありません。 

＝ 保険料収納必要額 第１号被保険者が負担する介護保険料の収納必要額 

保

険

料

の

算

定 

保険料収納必要額（３ヵ

年）÷予定保険料収納率 
予定保険料収納率：９９．４０％（本市の見込み） 

÷所得段階別加入割合補

正後の被保険者数 

（各所得段階別被保険者数×各所得段階の保険料割合）の３ヵ

年の合計 

＝保険料基準額（年額）  
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14 保険料の設定                       （計画 P98～99） 

（１）介護保険料基準額 

・本計画における第１号被保険者の介護保険料基準額は、第５節の介護保険事業費の見込み

及び本節２の介護保険料設定にあたっての考え方に基づいて算定すると次のとおりとなり

ます。 

保 険 料 基 準 額 55,200円 

・所得段階別の保険料は、（２）所得段階区分別介護保険料のとおりとなります。 

（単位：円、人） 

 H30 H31 H32 合 計 H37 

①標準給付費見込額 2,200,846,000 2,322,727,000 2,473,582,000 6,997,155,000 2,630,832,000 

 
総給付費 2,023,349,000 2,139,779,000 2,284,746,000 6,447,874,000 2,429,303,000 

その他給付費 177,497,000 182,948,000 188,836,000 549,281,000 201,529,000 

②地域支援事業費 136,500,000 139,400,000 142,400,000 418,300,000 147,500,000 

 

③介護予防・日常生活 

支援総合事業 
108,000,000 110,000,000 112,000,000 330,000,000 116,000,000 

包括的支援事業・任意事業 28,500,000 29,400,000 30,400,000 88,300,000 31,500,000 

④介護保険事業費（①＋②） 2,337,346,000 2,462,127,000 2,615,982,000 7,415,455,000 2,778,332,000 

⑤第１号被保険者負担分相当額

（④×23％、25％） 
537,589,580 566,289,210 601,675,860 1,705,554,650 

25％ 

694,583,000 

⑥調整交付金基礎額（①＋③） 2,308,846,000 2,432,727,000 2,585,582,000 7,327,155,000 2,746,832,000 

⑦調整交付金相当額 

〔⑥×5.0％〕 
115,442,300 121,636,350 129,279,100 366,357,750 137,341,600 

調整交付金見込交付割合 8.3％ 8.3％ 8.3％  8.3％ 

 
後期高齢者加入割合補正係数 0.9174 0.9178 0.9231  0.9314 

所得段階別加入割合補正係数 0.9096 0.9096 0.9096  0.9096 

⑧調整交付金見込額 191,634,000 201,916,000 214,603,000 608,153,000 242,271,000 

⑨財政安定化基金拠出金 0 0 0 0 0 

⑩財政安定化基金償還金 0 0 0 0 0 

⑪介護保険準備基金取崩額    195,000,000  

⑫保険料収納必要額    1,268,759,400 589,653,600 

⑬予定保険料収納率 99.40％  99.40％ 

⑭所得段階別加入割合補正後 

 １号被保険者数 
7,741 7,689 7,621 23,051 7,088 
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・第１号被保険者負担相当額⑤ ＝（標準給付費見込額① ＋ 地域支援事業費②）× 23％ 

・調整交付金基礎額⑥ ＝ 標準給付費見込額① ＋ 介護予防・日常生活支援総合事業③ 

・調整交付金相当額⑦ ＝ ⑥ × ５％ 

・調整交付金見込額⑧ ＝ ⑥ × 8.3％ 

・財政安定化基金拠出金⑨：前計画から拠出金は０円 

・財政安定化基金償還金⑩：借入れの実績なし 

・介護保険準備基金取崩額⑪ 

・保険料収納必要額⑫ ＝ ⑤ －（⑧ － ⑦）＋ ⑨ ＋ ⑩ － ⑪ 

※ 保険料基準額 ＝ ⑫ ÷ 予定保険料収納率⑬ ÷ 所得段階別加入割合補正後第１号 

被保険者数⑭ ÷ 12ヵ月（100円未満切捨て） 

＝  月額： ４，６００円  

＝  年額：５５，２００円  

 

（２）所得段階区分別介護保険料 

・所得水準に応じてきめ細かな保険料設定を行うため、前計画に引き続き９段階の所得段階

とします。 

段
階 

区    分 設 定 方 法 
保 険 料 年 額 

第六次計画 第七次計画 

１ 

生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で

世帯全員が市民税非課税及び非課税世

帯で合計所得金額＋課税年金収入額が

80万円以下 

基準額×0.45 24,800 24,800 

２ 

第１段階以外の市民税非課税世帯で、合

計所得金額＋課税年金収入額が 80 万円

超 120万円以下 

基準額×0.75 41,400 41,400 

３ 

第１段階と第２段階以外の市民税非課

税世帯 
基準額×0.75 41,400 41,400 

４ 
市民税課税世帯でも、本人が市民税非課

税及び合計所得金額＋課税年金収入額

が 80万円以下 

基準額×0.9 49,600 49,600 

５ 

市民税課税世帯でも、本人が市民税非課

税 
基準額×1 55,200 55,200 

６ 

本人は市民税課税で、合計所得金額が

120万円未満 
基準額×1.2 66,200 66,200 

７ 

本人は市民税課税で、合計所得金額が

120万円以上 200万円未満 
基準額×1.3 

（120万円以上 

190万円未満） 
（120万円以上 

200万円未満） 

71,700 71,700 

８ 

本人は市民税課税で、合計所得金額が

200万円以上 300万円未満 
基準額×1.5 

（190万円以上 

290万円未満） 
（200万円以上 

300万円未満） 

82,800 82,800 

９ 

本人は市民税課税で、合計所得金額が

300万円以上 
基準額×1.7 

（290万円以上） （300万円以上） 

93,800 93,800 

 

※1 100円未満切捨 

※2 今後の国の政策動向により、負担割合や保険料年額等は変動する可能性があります。  
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