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第１章 計画の策定にあたって

第１節 計画の背景

我が国の高齢化は世界に類のない速さで進行し、令和３年２月現在、高齢化率は全国

で２８．４％、福島県で３２．１％となっており国民の４人に１人が高齢者という状況

から、更に高齢化が進んでおります。本村においては高齢化率が３８．９％となってお

り、全国や県と比較しても更に進行している状況にあります。

また、団塊の世代が後期高齢者となる令和７年（２０２５年）には高齢化率が３０．

０％（全人口の３人に１人が高齢者）という推計値（国立社会保障・人口問題研究所）

も出されており、更に団塊ジュニア世代が65歳以上となる令和２２年(２０４０年)頃に

は、総人口・現役世代人口が減少する中で、高齢者人口がピークを迎えるとされていま

す。このように、認知症高齢者や一人暮らしの高齢者世帯の増加など、高齢者を取り巻

く様々な課題がより深刻化し、今後到来するであろう超高齢化社会に向けた総合的な対

策が喫緊の課題となっています。

介護を必要とする高齢者等を社会全体で支える仕組みとして、平成１２年に創設され

た介護保険制度は、制度創設から２０年が経過し、現在では高齢者の生活に不可欠な制

度として住民生活に定着しています。また、平成２７年度（第６期計画）からは、新し

い介護予防・日常生活支援総合事業（以下、「総合事業」といいます。）と包括的支援事

業（在宅医療・介護連携推進事業、生活支援体制整備事業、認知症総合支援事業）の実

施などが位置付けられ、平成３０年度（第７期計画）からは、保険者機能の強化等によ

る自立支援・重度化防止に向けた取組の推進などが位置づけられ、全国的に重要な課題

となっている認知症高齢者や一人暮らし高齢者等への支援について、更なる取り組みが

求められています。

とりわけ本村は、平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災及び東京電力福島第

一原子力発電所事故により全村避難を余儀なくされ、村民それぞれが避難先での大変な

生活を強いられました。５年３か月後の平成２８年６月１２日に一部地域を除く避難指

示が解除されてから、ようやく帰村に向けて動き出しましたが、帰還困難区域において

は、現在もふるさとへの帰還が困難な状況が続いております。

このような中、村では、高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画を策定し、計画に基

づいて村及び避難先における高齢者保健福祉施策の充実と介護保険事業の円滑な運営に

努めてきました。

第８期計画においては、団塊の世代が後期高齢者となる令和７年、団塊ジュニア世代

が６５歳以上の高齢者となる令和２２年を見据え、これまで進めてきた地域包括ケアシ
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ステムを継承しつつ、認知症施策の推進、生活支援・介護予防サービス基盤の整備推進、

在宅医療・介護連携の推進、高齢者の居住の安定など持続可能な高齢者保健福祉施策の

総合的な推進と介護保険制度の円滑な実施を図るため、高齢者に関する各種施策の基本

方針及び具体的な事業展開、並びに介護保険制度運営の基本となる各種サービスの目標

量等を定めるものとして、令和３年度から令和５年度までの３年間の介護保険事業計画

を定めるため、本計画を策定するものです。

第２節 目指すべき方向性
団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、重度な要介護状態となっても住

み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・

医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を実現

していくことが求められています。

今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支

えるためにも、地域包括ケアシステムの構築が重要となっています。

しかしながら、本村の避難指示は一部を除き解除されましたが、依然として避難を継

続している住民が多く、村内に帰還している人は少数に留まっています。さらに、令和

３年３月現在、村内居住者の高齢化率は非常に高く、４６．８％に上ります。

今後は帰還状況に応じ政策を推進していく必要がありますが、帰村率、高齢化率、住

居の分散など課題が山積しています。
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第３節 現状と課題

令和３年２月現在、介護認定者は１３７名、在宅サービス利用者６１名、施設サービ

ス利用者は１９名、認知症対応型施設は２２名となっており、いずれのサービス利用者

数も震災前と比較して大幅に増加しています。震災による避難以前は介護サービスを利

用する必要のなかった被保険者においても、慣れない避難生活が長期化することで体調

を崩したり、農業などで日常的に体を動かしていたものができなくなり筋力が衰えたこ

とにより、要介護認定申請を行うことになるケースが多く見られ、その結果、認定者数、

サービス受給者数ともに震災前と比較して大幅に増加することとなりました。また、震

災による避難以前においては、介護サービス事業における有資格者、財源、地理的要因

などの問題から、全ての利用者が求める介護サービスのニーズに対応できない状況でし

たが、震災による避難により要介護認定者数が増加し、受給者の求めるサービスが充実

したことによって給付費が急増し財政面においても深刻化しています。

震災から10年が経過し、現在は避難者や帰村者の推移はほぼ横ばいとなってきており、

避難先・村内での生活環境が定着してきています。そのため給付費の伸びはピーク時に

比べ落ち着いてきていますが、高齢化が進んでいく中で、依然として給付費は増加する

ことが想定されます。

介護保険制度を円滑に運営するため、これら問題解決に取り組み、利用者に対するサ

ービスの充実を図るとともに、介護予防対策に重点的に取り組み、介護サービス需要へ

の負荷の軽減を図る必要があります。

第４節 介護保険対策検討チームの設置

葛尾村では第７期介護保険事業計画において、震災の影響による要支援・要介護認定

者の急激な増加に伴う保険給付費の増大から、算定した介護保険料が全国一高い額とな

りました。これを受け、平成３０年度に関係者・有識者を集め今後村が取り組むべき課

題や方針を検討するため「葛尾村介護保険対策検討チーム」を設置し、半年にわたり議

論・検討を重ね、今後村が取り組むべき介護保険事業の運用方針についてまとめた提言

書が村長へ提出されました。

令和元年度よりこの提言書に基づいた取り組みを実施しており、第８期介護保険事業

計画においても、継続して取り組みを実施していきます。
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第５節 健康とくらしの調査（介護予防・日常生活圏域ニーズ調査）

本計画の策定にあたり、高齢者の生活状況や課題を把握するため、令和元年１１月に

健康とくらしの調査を実施しました。この調査は、一般社団法人日本老年学的評価研究

機構（JGES）が行う、健康長寿社会を目指した予防政策の科学的な基盤づくりを目標と

した調査・研究プロジェクトで、介護予防・日常生活圏域ニーズ調査と同様の質問項目

を含んでいることに加え、共同研究をしているすべての自治体との比較を行うことがで

きます。

要介護の認定を受けていない被保険者（要支援認定者及び要介護・要支援の認定を受

けていない一般高齢者）に対して郵送にてアンケートを送付し、２８６人から回答を得

ました。（回答率６６．７％）

●リスクをもつ高齢者の状況（「健康とくらしの調査」参加自治体平均との比較）

各リスクについて、本村は参加自治体平均と比べ、「低栄養の傾向」を除き、全体的に

高い出現率となっています。特に「物忘れリスク」が高くなっており、認知機能の低下

につながる恐れがあります。また、「フレイル」の値も比較的高く、将来要介護者となる

リスクがある方が多いことが読み取れます。要介護認定者を増やさないためには、介護

予防事業の更なる推進が不可欠であり、高齢者の方が健康を守り、地域で元気に暮らせ

るための体制を構築していく必要があります。
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●地域づくりに対する関心（「健康とくらしの調査」より）

地域に困っている人がいたら、無償で引き受けても良いと思うサービスを挙げてもら

ったところ、「話し相手」（19.8％）、「見守り・安否確認」（18.7％）などが挙がりまし

た。また、「ない」は23.7％となっています。年齢別にみると、「話し相手」は「65-69

歳」、「75-79歳」で、「見守り・安否確認」は「65-69歳」、「70-74歳」で高くなってい

ます。

無償で引き受けても良いサービス

地域に困っている人がいたら、有償なら引き受けても良いと思うサービスを挙げてもらっ

たところ、「見守り・安否確認」（9.2％）、「庭木の剪定、草取り」（8.5％）、「車での移送」

（8.1％）などが挙げられました。また、「ない」は31.8％となっています。年齢別にみると、

「見守り・安否確認」は「75-79歳」で、「庭木の剪定、草取り」は「70-74歳」で高くなっ

ています。
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有償で引き受けても良いサービス

上記の結果から、地域に困っている人がいた際に、サービスを引き受けても良いと思う

方の割合が低くないことがわかります。

地域包括ケアシステムを構築し、住み慣れた地域をさらに住みやすい地域にしていく

ためには、こういった意欲のある方達を巻き込み、地域に対し関わってもらうことが重

要となります。
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第６節 在宅介護実態調査

今般、介護による主たる介護者の離職が問題となっており、今後介護される側が増え

るにあたって、さらに介護離職者が増える事が予想されます。

そこで、当調査を郵送または聞き取りにより行ない、約８０％の６３人から回答を得

ました。

「主な介護者が仕事を辞めた（転職除く）」が１４．６％となっており、介護離職ゼロ

の実現に向け、介護者だけではなく地域全体で高齢者を支えていく体制づくりを強化し

ていく必要があります。
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第７節 計画の位置づけ

本計画は、老人福祉法（昭和38年法律第13号）第20条の８及び介護保険法（平成９

年法律第123号）第117条の規定に基づき、65歳以上の高齢者を計画対象に、健康づく

り、生きがいづくり、生活支援など、高齢者の保健福祉施策の総合的な推進を図るため

の計画として策定するものです。

本計画は、国及び県がそれぞれ策定した各種計画や、東日本大震災及び原子力災害か

らの復興のための「葛尾村復興計画」、「かつらお再生戦略プラン」を始めとする村の各

種計画との整合を図ります。

第８節 計画の期間

本計画は、令和３年度から令和５年度までの３年間を計画期間とします。計画の最終

年度の令和５年度には次期計画の策定を行います。

※１ 平成２４年度については、東日本大震災による全村避難等の影響により、計画策定が困難であった

ため、第４期計画を暫定的に延長して対応。

※２ 暫定で据え置いた第４期計画の保険料を見直し、第５期計画を策定し、保険料を設定
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第２章 介護保険事業の状況

第１節 分析と評価

１．全体の傾向■

高齢者数

本村の人口は、年々減少傾向にありますが、令和３年４月１日現在の総人口に占める

６５歳以上の人口（高齢化率）は３８．９３％となっています。人口が減少し、出生率

も低下している状況から、今後、高齢化率は更に上昇することが見込まれます。

表１ 高齢者数と高齢化率（４月１日現在）●

（単位：人、％）
人口 ６５歳以上人口 高齢化率

平成22年 1,576 508 32.23
平成23年 1,562 495 31.69
平成24年 1,523 487 31.98
平成25年 1,505 508 33.75
平成26年 1,492 520 34.85
平成27年 1,476 524 35.50
平成28年 1,462 526 35.98
平成29年 1,454 527 36.24
平成30年 1,422 528 37.13
令和元年 1,408 531 37.71
令和2年 1,387 540 38.93
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認定者数の状況

東日本大震災前までは、本村の認定者数は横ばいの状況が続いていましたが、東京電

力福島第一原子力発電事故による全村避難後、急激に増加し、平成２９年をピークに

徐々に落ち着きを見せています。

要介護度別には、要支援１から要介護１までの比較的軽度の認定者が、全体の半数近

くを占めています。

表２ 認定者数と認定率【高齢者全体に占める認定者の割合】（４月１日現在）●
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保険給付費

震災後、要支援・要介護認定者数の増加に伴い、保険給付費は急激に増加し平成２８

年度がピークとなりました。平成２９年度以降の保険給付費の伸び率は落ち着いてきて

いますが、震災前と比較すると保険財政は依然として厳しい状況が続いています。今後

も高齢化率が高まっていく中で、要支援・要介護認定者数は増えていくことが想定され、

それに伴う保険給付費の増加を見込んでおく必要があります。

表３ 介護保険事業特別会計歳出決算●

（単位：千円）

平成19年度 99,301 27,071 126,372
平成20年度 93,333 28,233 121,566
平成21年度 102,509 23,338 125,847
平成22年度 100,310 30,938 131,248
平成23年度 124,569 107,675 32,780 157,349 140,455
平成24年度 179,819 161,949 50,272 230,091 212,221
平成25年度 205,830 185,942 54,602 260,432 240,544
平成26年度 248,223 223,447 37,155 285,378 260,602
平成27年度 275,790 250,040 26,907 302,697 276,947
平成28年度 296,122 268,250 39,288 335,410 307,538
平成29年度 290,016 262,067 60,377 350,393 322,444
平成30年度 269,416 244,039 42,587 312,003 286,626
令和元年度 265,016 240,620 56,407 321,423 297,027
令和2年度 275,000 248,671 109,584 384,584 358,255

（控除後
支出計）

保険給付費
（減免分
控除後）

その他支出 合計
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２．介護サービスの利用状況■

本村における介護サービスの利用状況は表４のようになっています。訪問サービスの

利用状況は、平成２４年度と比較すると、ピーク時の平成２９年度には利用者が倍増し

ています。現在は平成２９年度より減少したものの、震災前と比較すると依然利用者は

多いまま推移しています。通所サービスについては、平成２６年度実績では震災前と比

較し利用者数が倍増し、同様に短期入所サービスにおいては９倍にまで達しましたが、

その後は減少傾向にあります。地域密着型サービスにおいては、認知症対応型共同生活

介護サービスの利用が大幅な増加となり、平成２４年度実績と比較して約４倍にまで達

し、ピーク時に近い件数のまま推移しています。また、福祉用具貸与・介護老人保健施

設の利用については現在も増加傾向にあります。

サービスの利用状況を見ると、震災後、独居高齢者あるいは高齢者のみの世帯が増加

したことで、避難生活の影響による利用件数の増加が見られます。現在ではピーク時か

ら比べ減少傾向にあるサービスもありますが、利用者が増加したままのサービスも多い

状況にあります。

表４ 介護サービス利用状況●
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第２節 人口推計と今後の課題

１．人口・認定者の推計■

人口推計

全村避難により村民が県内外の広範な地域に避難し、その後、平成２８年６月に一部

地域を除く避難指示が解除され、徐々に帰村が進んでおりますが、令和３年３月１日現

在で帰村率（転入者は除く）は２８．３％に留まっています。本村の人口は今後も減少

するものと見込まれますが、どの程度の減少幅となるかが予想できず、今回の計画策定

時での推計は困難なものとなっています。このため、本計画での人口推計は住基情報に

基づき自然推計で行ないました。

認定者の推計

介護保険制度の開始以来、本村における要支援・要介護認定者数は穏やかに増加して

いましたが、東京電力福島第一原子力発電所事故による全村避難以降、認定者数が急激

に増加しました。現在は増加率は落ち着いてきていますが、今後も高齢化が進行してい

くなかで、認定者の増加を見込んでおく必要があります。

以上を踏まえ、認定者数の認定者の推計を、高齢者の将来推計結果から、表１のよう

に設定します。

表１ 認定者数推計●
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２．検証を踏まえた今後の課題

介護保険制度が理解され高齢者が増加することに伴い、要支援・要介護認定者、サー

ビス利用者は増加を続けています。加えて、東京電力福島第一原子力発電所事故による

全村避難によって、多くの世帯が離れ離れの生活となり、高齢者のみの避難世帯が増加

することとなりました。その結果、介護認定者が急激に増加し、本村の介護保険は介護

給付費の大幅な支出増を余儀なくされました。しかしながら、避難先での介護予防事業

は、県内外の広範囲に住民が避難している状況などから、十分に実施することができな

いのが実情です。

村においては高齢者への介護予防指導を重点的に行っていくことが重要です。また、

避難者に対しては原発避難者特例法に基づき避難先市町村が実施する予防事業等、各種

事業への避難高齢者の参加奨励を行う等、避難先市町村や地域包括支援センターとの連

携を密にした取り組みを行っていく必要があります。
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第３章 高齢者施策の展開

第１節 高齢者の状況

震災による全村避難から１０年が経過しましたが、一部を除き避難が解除された今で

も多くの住民が村外へ避難している状況が続いています。

令和３年３月現在、避難住民９１７人中、１７％１５４人が復興公営住宅、６％６１

人が県内への避難、７％５６人が県外へ避難しています。これを６５歳以上の高齢者３

３４人で見てみますと、２０％６９人が復興公営住宅、７１％２３９人が県内への避難、

７％２５人が県外への避難となっています。

本村では、引き続き村内・復興公営住宅居住者への支援を継続しつつ、その他の避難

先の避難者については、各避難市町村・包括支援センター等関係機関と連携を取りつつ

支援を進めていきます。

現在は復興公営住宅の集会所に職員を配置し、入居者の生活をサポートするとともに、

全入居世帯について、毎日安否確認を行っています。

県の支援により高齢者支援のために設置された葛尾村高齢者サポートセンターでは、

村地域包括支援センター、村社会福祉協議会が中心となり、介護予防教室などをはじめ

とした各種教室を開催するなど、高齢者へのサポートを実施しています。

復興公営住宅の高齢化率は令和３年３月現在、４４．８％と高く、一人暮らしの高齢

者や、高齢者世帯が多く入居しています。今後、避難生活が長期化するにつれ、高齢者

数の増加とともに、高齢者世帯や１人暮らし高齢者が更に増加すると見込まれます。こ

のため、集会所常駐職員による安否確認等のサポートに加え、保健師等による訪問を重

点的に実施しています。また、状況に応じて関係機関の協力を得ながら各種教室等を開

催し、身体面だけでなく精神面も配慮した指導を行っています。加えて、新たな避難先

などに転居し分散したため交流の機会が減っており、コミュニティを活性化し、社会参

加を促すためにも交流の場の立ち上げや支援を行う必要があります。

また、葛尾村内の高齢化率も４６．８％と高く、帰村者数は横ばいとなっており、避

難先同様、介護予防事業や普及・啓発事業等を推進していくことで、高齢者が安心して

健康に暮らせる地域づくりを行っていきます。
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第２節 地域支援事業

地域支援事業は、被保険者が要介護・要支援状態となることを予防するとともに、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支援するものです。多

くの住民が依然避難の状況にあり、通常の事業実施が困難な状況ですが、関係機関と連

携しながらできる限り実施していくものとします。

前述の「葛尾村介護保険対策検討チーム」における検討結果においても、介護予防の

推進に最大限注力することが示されており、今後「健康増進・介護予防」の取り組みを

積極的に推進していきます。

■１．介護予防事業

当分の間、避難者特例法に基づく避難先自治体が主催する事業へ対象者が参加するこ

とにより実施するものとします。なお、三春町にある復興公営住宅（恵下越団地）につ

いては、集会所等を利用することにより、各種介護予防教室を開催するなど、予防事業

に力を入れ、少しでも介護を必要とする人を減らすことを目標とします。

今後、帰還の状況等に応じて、事業の在り方を検討していくものとします。

■２．介護予防・日常生活支援総合事業

本事業は、被保険者が要介護状態となることを予防し、要支援状態の軽減・悪化の防

止と地域における自立した日常生活の支援のための施策を総合的・一体的に行うものと

したものですが、避難者が多く村内での事業実施が困難であり、当面は要支援者の訪問

介護、通所介護を除き実施を見送ることとします。

■３．包括的支援事業

地域包括支援センターが行う本事業については、村内・三春町（恵下越団地）を中心

として、できる限りの支援を実施するものとします。実施にあたっては、保健師、村社

会福祉協議会、関係支援機関などと連携し、情報の共有を図りながら実施します。

Ⅰ．介護予防サービスのマネジメント

Ⅱ．地域の高齢者の実態把握，介護以外の生活支援サービスとの調整

Ⅲ．高齢者に対する虐待の防止及びその早期発見のための事業その他の高齢者の権利

擁護のための必要な援助を行う事業

Ⅳ．支援困難事例に関するケアマネジャーへの助言，地域のケアマネジャーのネット

ワークづくり等
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４．生活支援体制整備事業■

地域資源の実態を把握し、必要なサービスや地域の支え合いを推進するための事業と

して、生活支援コーディネーターを配置しています。また、令和2年度より協議体を立

ち上げ、地域の支えあいを推進するための施策についての検討をおこなっています。

■５．任意事業

予防給付の適正化を図る「介護給付費適正化事業」や、介護者がより安心して介護が

できるよう、家族介護支援事業等を行います。

●介護給付費の適正化について

①介護給付費の個人への通知

利用者、またはその家族に給付費の通知を実施し、利用者の理解を深めます。

②自立支援型地域ケア会議の実施

個別事例を通して多職種の視点から自立に向けた支援の方法を検討します。

③縦覧点検・医療情報との突合
後期高齢者医療や国民健康保険の入院情報と介護保険の給付情報を突合し、サービスの整

合性について点検します。

④要介護・要支援の認定調査時の対応（客観的調査）

認定調査の適正な判定をするための取り組みを検討します。

⑤ケアプラン点検の実施

ケアプランの内容について、書面での点検に加え面談の実施等をとおし、ケアマ

ネージャーの「気づき」を促し、適正なサービス提供を目指します。

●家族介護支援事業等

①家族介護教室

適切な介護の知識や技術、外部サービスの利用法の習得を目的とした教室を開催し

ます。

②紙オムツ等給付

紙オムツ等の支給を行い、高齢者の在宅生活支援と介護者の負担軽減を図ります。
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第３節 高齢者の生活環境・介護サービス基盤の整備

１．高齢者を守る体制づくり■

高齢者ケア

高齢者とその家族等が、そのニーズに応じて保健、医療、介護、福祉等の各種サービ

スを総合的に受けられるよう、地域包括支援センターを中心に、社会福祉協議会、民

生・児童委員、老人クラブ、医療機関等と連携し、高齢者ケア体制を整備していきます。

孤独死の防止

東京電力福島第一原子力発電所事故避難による高齢者世帯、１人暮らし世帯の増加に

伴い、高齢者の孤独死の増加が懸念されています。復興公営住宅へ入居する高齢者、帰

村した高齢者の孤独死対策のため、保健師による訪問活動を充実させ、併せて支え合い

センター、村社会福祉協議会と連携を図り、高齢者の閉じこもり防止や、孤独死の防止

に努めます。

ボランティアの養成と有効活用

ボランティアの有効活用を図るため、村民へのボランティア活動に対する理解、必要

性の周知を図るため啓発活動を行うとともに、地域支援事業の包括的支援事業等におい

て、介護予防のためのボランティアを養成するための事業等を積極的に実施し、地域支

援事業の円滑かつ効果的な事業へと結びつけていきます。

２．介護サービス基盤の整備■

高齢者が介護を要する状態になっても、できる限り住み慣れた地域や家庭で自立した

生活が継続できるよう、居宅（介護予防）サービス及び地域密着型サービスに重点を置

いてきましたが、本村には地域密着型サービスを提供する事業所は三春町に設置したグ

ループホームを含め、２か所しかありません。このため、近隣市町村に所在する事業所

を、所在市町村と協議した上で越境指定しています。介護保険の各サービスの利用状況

を見ると、地域密着型サービス等の利用が増加しており、今後更に需要が高まると思わ

れます。今後は居宅サービスやグループホームなどの利用が必要となる方を減らすため、

介護予防事業に力を入れるとともに、適正なサービスにつながるように有識者等の指導

のもと給付費の適正化を進めます。
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第４節 認知症施策の推進

認知症の方の意思が尊重され、住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができ

る、認知症の方にやさしい地域づくりを実現するための行っていきます。認知症サポー

ター養成講座や認知症カフェの実施等を通して、認知症に対する理解の促進や普及を行

っていきます。

また、医療と連携し、認知症の早期対応を推進するため、「認知症初期集中支援チー

ム」を、双葉郡8町村合同で設置しています。

こうした取り組みを通し、認知症の方やその家族が安心して暮らせる地域を目指していき

ます。

第５節 保健事業と介護予防の一体的実施

介護の原因となりやすい、生活機能に関するリスクを把握し、高齢者の機能の回復や

向上を目指すため、「介護予防基本チェックリスト」の事業を実施しています。介護認定

を受けていない高齢者の方に対し介護予防のチェックリストを配布し、フレイル判定や

介護リスクの度合いなどを記載した結果を通知することで、自身の健康状態の把握・改

善のためにに役立てることができます。

また、リスクのある方に対しては、村の保健事業と連携して保健師の訪問や既存事業

への案内などの個別フォローをしていき、高齢者が介護認定を受けずに地域で暮らして

いくための健康レベルの維持・向上につなげていくことを目指します。
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第６節 防災・感染症対策

近年、大規模災害の発生や新型コロナウィルス感染症の拡大の影響から、災害・感染

症に対する対策の重要性が高まっており、本村においても緊急時を想定した事前の備え

の充実化に努めていきます

■１．防災

○避難所の整備

災害発生時に一般の避難所生活が難しい高齢者等の要配慮者が生活する二次的避

難所（福祉避難所）を葛尾村地域福祉センター（みどり荘）に指定し、避難体制の

整備を行っています。

○避難行動要支援者名簿の活用

高齢者等の災害時の要配慮者の対策として、避難行動要支援者名簿を整備してい

ます。これを活用し、災害発生時自ら避難することが困難な方が迅速に避難するこ

とができるようにします。

■２．感染症対策

新型コロナウィルス感染症における最新情報や感染拡大防止に関する情報を発信

すると共に、感染症への備えを行っていきます。
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第４章 介護保険料の見込み

第１節 介護保険事業にかかる給付費の財源の仕組み

介護サービスを利用する場合、原則として、費用の１～３割が自己負担となり、残り

が保険から給付されます。また、その財源の半分は保険料（６５歳以上＝ 第１号被保険

者、４０歳～６４歳＝第２号被保険者）、残りは国、県、村の公費で賄っています。した

がって、介護サービスの利用量に応じて高齢者全体の保険料も決まることになります。

第1号保
険料（65
歳以上）
23.0%

第2号保
険料（40
～64歳）
27.0%

村

12.5%

県
17.5%

国

20.0%

施設等給付費の場合

第1号保
険料（65
歳以上）
23.0%

第2号保
険料（40
～64歳）
27.0%村

12.5%

県
12.5%

国
25.0%

居宅給付費の場合
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第２節 サービス給付費の見込み

１．居宅サービス／地域密着型サービス／施設サービス給付費の見込み■

令和3年度 令和4年度 令和5年度
訪問サービス 26,135 26,625 26,625

訪問介護 8,453 8,719 8,719
訪問入浴介護 1,432 1,433 1,433
訪問看護 13,648 13,655 13,655
訪問リハビリテーション 439 440 440
居宅療養管理指導 2,163 2,378 2,378

通所サービス 33,764 33,783 33,783
通所介護 28,836 28,852 28,852
通所リハビリテーション 4,928 4,931 4,931

短期入所サービス 12,153 12,160 12,160
短期入所生活介護 12,153 12,160 12,160
短期入所療養介護（老健） 0 0 0
短期入所療養介護（病院等） 0 0 0
短期入所療養介護(介護医療院) 0 0 0

福祉用具・住宅改修サービス 5,970 5,970 5,970
福祉用具貸与 5,970 5,970 5,970
特定福祉用具販売 0 0 0
住宅改修費 0 0 0

9,054 9,059 9,059
0 0 0
0 0 0

11,493 11,500 11,500
0 0 0

1,683 1,684 1,684
79,936 79,980 79,980

0 0 0
0 0 0
0 0 0

61,706 61,740 61,740
12,085 12,092 12,092

0 0 0
0 0 0

9,549 9,554 9,554

特定施設入居者生活介護

居
宅

（
介
護
予
防

）
サ
ー

ビ
ス

介護医療院

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
地域密着型通所介護
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護

複合型サービス

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

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
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２．介護予防サービス／地域密着型介護予防サービス給付費の見込み■

令和3年度 令和4年度 令和5年度

介護予防訪問サービス 915 916 916

介護予防訪問入浴介護 0 0 0

介護予防訪問看護 915 916 916

介護予防訪問リハビリテーション 0 0 0

介護予防居宅療養管理指導 0 0 0

介護予防通所サービス 2,190 2,191 2,191

介護予防通所リハビリテーション 2,190 2,191 2,191

短期入所サービス 823 823 823

介護予防短期入所生活介護 823 823 823

介護予防短期入所療養介護（老健） 0 0 0

介護予防短期入所療養介護（病院等） 0 0 0

介護予防短期入所療養介護(介護医療院) 0 0 0

福祉用具・住宅改修サービス 812 812 812

介護予防福祉用具貸与 812 812 812

介護予防特定福祉用具販売 0 0 0

介護予防住宅改修費 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

介護予防支援 799 800 800

介護予防認知症対応型共同生活介護

地

域

密

着

型

介

護

予

防

サ
ー

ビ

ス

介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス

介護予防特定施設入居者生活介護

介護予防認知症対応型通所介護

介護予防小規模多機能型居宅介護
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第３節 保険料について

１．保険料設定の考え方■

前期の介護保険料は、避難によりサービス受給者が急増したことに伴う急激な給付費

の上昇を見込んだうえで設定していました。

現在の給付費は、震災前と比較すると依然として高くなっていますが、給付費の伸び

は落ち着いてきており、今年度の介護保険料は前回と比べ低く設定しています。

保険料の段階設定

段階 対象者 計算方法

第1段階

・生活保護の受給者
・老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の人
・世帯全員が住民税非課税で課税年金収入と合計所得金額の
　合計が80万円以下の人

基準額×0.3

第2段階
・世帯全員が住民税非課税で課税年金収入と合計所得金額の
　合計が120万円以下で第1段階以外の人

基準額×0.5

第3段階 ・世帯全員が住民税非課税で第1段階、第2段階以外の人 基準額×0.7

第4段階
・本人が住民税非課税（世帯内に住民税課税者がいる場合）で
　課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円以下の人

基準額×0.9

第5段階
・本人が住民税非課税（世帯内に住民税課税者がいる場合）で
　課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円を超える人

基準額×1.0

第6段階 ・本人が住民税課税者で、合計所得金額が120万円未満の人 基準額×1.2

第7段階
・本人が住民税課税者で、合計所得金額が120万円以上210万
　円未満の人

基準額×1.3

第8段階
・本人が住民税課税者で、合計所得金額が210万円以上320万
　円未満の人

基準額×1.5

第9段階 ・本人が住民税課税者で、合計所得金額が320万円以上の人 基準額×1.7
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２．保険料算定の流れ■

◆標準給付費見込額の計算
令和３～５年度の標準給付費見込額を計算します。

◆地域支援事業等見込額の計算
令和３～５年度の標準給付費見込額を計算します。

●サービス給付費の推計

令和３～５年度の介護サービス、介護

予防サービスの総給付費を推計しま

す。

●高額介護サービス費等の推計

令和３～５年度の高額介護サービス

費、審査支払手数料を推計します。

■その他地域支援事業の推計

令和３～５年度の地域支援事業費を推計

します。

■総合事業の推計

令和３～５年度の総合事業を推計します。

★第１号被保険者負担額の計算

令和３～５年度の計算された介護保険費用のうち、第１号被保険者の実質的な負担となる額を

計算します。

◎保険料の基準月額の計算

被保険者数、予定収納率から、第１号

被保険者の令和３～５年度の基準額を

計算します。

保
険
料
算
出
の
基
礎
と
な
る
費
用
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３．介護保険給付費の見込み■

事業量の見込みに基づき算出した介護保険給付費（標準給付見込額と地域支援事業費

の合計）は下記のとおりです。

４．第１号被保険者保険料の算出■

介護保険給付費の見込み
（単位：円）

令和3年度 令和4年度 令和5年度 合計
標準給付費見込額 274,118,589 274,648,396 274,683,061 823,450,046

総給付費 269,067,000 269,689,000 269,689,000 808,445,000
特定入所者介護サービス費等給付額 4,885,593 4,791,022 4,824,527 14,501,142
高額介護サービス費等給付額 0 0 0 0
算定対象審査支払手数料 165,996 168,374 169,534 503,904

23,893,000 24,393,000 24,893,000 73,179,000
計 298,011,589 299,041,396 299,576,061 896,629,046

地域支援事業費

第１号被保険者保険料の算出 （単位：円）
令和３年度 令和４年度 令和５年度 合計

標準給付費見込額 274,118,589 274,648,396 274,683,061 823,450,046
23,893,000 24,393,000 24,893,000 73,179,000
68,542,666 68,779,521 68,902,494 206,224,681
14,202,079 14,228,570 14,230,303 42,660,952

8.93% 8.49% 8.08%
5,742,193 5,742,193 5,742,193 17,226,579

0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0

51,637,552 53,105,898 54,394,604 159,138,054
98.82% 98.82% 98.82%

117,600 117,600 117,600
9,800 9,800 9,800

0 0 0 0
98,400 98,400 98,400
8,200 8,200 8,200

保険料（年額）
保険料（月額）

保険料収納必要額
予定保険料収納率
所属段階別加入割合補正後被保険者数

保険料（年額）【準備基金取崩前】
保険料（月額）【準備基金取崩前】

準備基金取崩額

財政安定化基金特例交付金基金充当額

地域支援事業費
第１号被保険者負担分相当額
調整交付金相当額
調整交付金見込交付割合
調整交付金見込額
財政安定化基金拠出金見込額
財政安定化基金拠出率
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５．介護保険料■

第1号被保険者保険料の基準額は以下のとおりとなっており、この金額を基準に各所得

段階の保険料が決まります。また、第1号保険者の保険料については、別途条例で定め

ることになっています。

段階 年額 月額 計算方法

第1段階 29,520 2,460 基準額×0.3

第2段階 49,200 4,100 基準額×0.5

第3段階 68,880 5,740 基準額×0.7

第4段階 88,560 7,380 基準額×0.9

第5段階 98,400 8,200 基準額×1.0

第6段階 118,080 9,840 基準額×1.2

第7段階 127,920 10,660 基準額×1.3

第8段階 147,600 12,300 基準額×1.5

第9段階 167,280 13,940 基準額×1.7

（単位：円）


