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　はじめに

　北アルプス広域連合は、介護保険制度がスタートした平成12年2月に発足し

て以来、大北地域の住民の皆さまに、より質の高い介護サービスを提供できる

体制の整備、介護保険財政の安定や事務の効率化を目指し、関係市町村と連携

して介護保険事業の運営を進めてまいりました。

　現在、わが国では、人口減少と少子高齢化が進み、高齢化率（総人口に占め

る65歳以上の割合）は、28.7％と過去最高を更新しています。当地域におき

ましても、2025年（令和７年）には38.9％、2030年（令和12年）には

40.7％に達すると見込んでおります。

　当地域の介護保険は、介護サービス基盤の充実などにより、高齢者や家族の

皆さまの安心した生活を支援する仕組みの一つとして定着してきております。

一方で、今後、一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯、認知症高齢者の増加が

予測される中で、高齢者の皆さまが、住み慣れた地域で自分らしく暮らし続け

ることができる仕組みである「地域包括ケアシステム」の定着と推進が求めら

れています。

　本年４月から始まる第８期介護保険事業計画では、高齢者の自立支援や介護

予防、重度化防止などの取組みにより、「地域包括ケアシステム」を一層推進す

るとともに、管内市町村や事業者との連携を強化し、高齢者の皆さまの様々な

生活上の課題の解決が図られますよう努めてまいります。

　地域の皆さまをはじめ、関係機関・団体、事業者の方々におかれましては、

介護保険事業の円滑な実施と目標の達成に向け、今後もより一層のご理解と、

ご協力をいただきますようお願い申し上げます。

　結びに、本計画の作成にあたり、ご尽力いただきました計画作成委員会委員

の皆さま並びに関係者各位に心より感謝申し上げます。

　　令和３年３月

　　　　　　　　　　　　　　　　　北アルプス広域連合

広域連合長
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１  高齢者を取り巻く地域の状況

（1）　人口の推移と将来推計

　総人口は、令和２年 4月１日現在で５６，４７２人となっており、平成 12年以降減少傾向
が続いています。増加を続けてきた高齢者人口（65歳以上）は、令和２年をピークに減少に転
じますが、生活支援や介護のニーズが高まる７５歳以上人口は増加し続けると推計しています。
また、その一方で、支え手である現役世代（20～ 64歳）を含めた、65歳未満の人口は大きく
減少していくと見込まれます。

（2）　要介護（要支援）認定者等の推移と将来推計

　要介護（要支援）認定者は、高齢者人口の減少、介護予防事業等の効果などにより、今後も徐々
に減少していくと推計しています。また、平成 29年から導入された介護予防・日常生活支援
総合事業や生活支援サービス等の事業対象者は、介護予防や重度化防止の取り組みの推進等に
より、微増すると見込んでおります。

要支援者 要介護１・２ 要介護３・４・５

36,422 35,614 34,650 34,027 33,406 32,159 29,121

9,616 9,545 9,240 8,874 8,507 7,773
7,043

11,172 11,313 11,616 11,884 12,151 12,688
12,943

36.3% 36.9% 37.6% 37.9% 38.2% 38.9%
40.70%
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（単位：人）

20,899 21,004 20,856 20,758 20,658 20,461 19,986

（単位：人）
20,897

第１号被保険者数

739 708 658 651 644 637 623 593

1,348
1,352 1,304 1,291 1,278 1,265 1,239 1,177

1,462 1,402 1,467 1,471 1,475 1,480 1,485 1,485
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3,462 3,429 3,413 3,397 3,382 3,347 3,255
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平成30年 令和１年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和７年 令和12年

要介護（要支援）認定者数

3,549

事業対象者

- 1 -



１　高齢者を取り巻く地域の状況
　（１）　人口等の推移と将来推計 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１

　（２）　要介護（要支援）認定者等の推移と将来推計 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥１

　（３）　高齢者実態調査の結果について ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２

２　第８期介護保険事業計画の目標と施策
　（１）　基本理念 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥５

　（２）　基本目標 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥５

　（３）　第８期介護保険事業計画の中で重点的に取り組むこと ‥‥‥‥６

　（４）　サービス基盤整備について ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥７

３　第８期介護保険事業計画期における保険料
　（１）　介護保険にかかる第１号被保険者の負担割合について ‥‥‥‥８

　（２）　長期的な給付費用と介護保険料の推計 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥９

　（３）　第８期の介護保険にかかる費用の見込み ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥９

　（４）　第８期の６５歳以上の方の保険料の算定 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥10

　（５）　給付費と保険料（基準月額）の推移 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥10

　（６）　保険料負担段階の設定 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥11

　（７）　低所得者にかかる保険料軽減の実施 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥11

　（８）　第８期所得段階別介護保険料額表 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥12

　（９）　新しい保険料基準月額での納付について ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥13

　（10）  保険料の減免について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥13

４　令和３年度介護報酬改定について
　（１）　令和３年度介護報酬改定の概要 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥14

　

～ともに支えあう地域のために～ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥15

第８期介護保険事業計画（概要版）　目次

１  高齢者を取り巻く地域の状況

（1）　人口の推移と将来推計

　総人口は、令和２年 4月１日現在で５６，４７２人となっており、平成 12年以降減少傾向
が続いています。増加を続けてきた高齢者人口（65歳以上）は、令和２年をピークに減少に転
じますが、生活支援や介護のニーズが高まる７５歳以上人口は増加し続けると推計しています。
また、その一方で、支え手である現役世代（20～ 64歳）を含めた、65歳未満の人口は大きく
減少していくと見込まれます。

（2）　要介護（要支援）認定者等の推移と将来推計

　要介護（要支援）認定者は、高齢者人口の減少、介護予防事業等の効果などにより、今後も徐々
に減少していくと推計しています。また、平成 29年から導入された介護予防・日常生活支援
総合事業や生活支援サービス等の事業対象者は、介護予防や重度化防止の取り組みの推進等に
より、微増すると見込んでおります。

要支援者 要介護１・２ 要介護３・４・５

36,422 35,614 34,650 34,027 33,406 32,159 29,121

9,616 9,545 9,240 8,874 8,507 7,773
7,043

11,172 11,313 11,616 11,884 12,151 12,688
12,943

36.3% 36.9% 37.6% 37.9% 38.2% 38.9%
40.70%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

65歳未満 65歳～74歳以下 75歳以上 高齢化率

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和７年 令和12年

（単位：人）

20,899 21,004 20,856 20,758 20,658 20,461 19,986

（単位：人）
20,897

第１号被保険者数

739 708 658 651 644 637 623 593

1,348
1,352 1,304 1,291 1,278 1,265 1,239 1,177

1,462 1,402 1,467 1,471 1,475 1,480 1,485 1,485

289 340 381 400 420 441 486 511

3,462 3,429 3,413 3,397 3,382 3,347 3,255

0

1000

2000

3000

4000

5000

平成30年 令和１年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和７年 令和12年

要介護（要支援）認定者数

3,549

事業対象者

- 1 -



（3）　高齢者実態調査の結果について

　計画作成にあたり、在宅で生活する要介
護・要支援認定者全員と、元気な高齢者の
一部、計2,486人を対象に、心身状況や今
後の介護に関する要望等を把握するため、
令和元年１１月に高齢者実態調査を実施し
ました。
　調査結果の一部を紹介します。

調査結果①　家族構成の変化について

独居、高齢者のみ世帯が増加
　要介護（要支援）認定者の
うち、独居の方の割合は、
17.9％、高齢者のみ世帯の
割合は、20.1％となり、合
わせると、全体の４割近くを
占めています。
　３年ごと実施しているこの
調査の家族構成の推移では、
一人暮らし高齢者の割合が
徐々に増えていることがわか
ります。

調査結果②　急病時などにかけつけてくれる親族等の状況

調査結果③　認知症の方が、安心して暮らしていく支援について

近くに住む親族はいないと回答した方は13.3％
　急病等により、手助けが必要な時、おおよそ３０分以内に駆けつけてくれる同居以外
の親族について、「いる」と回答した数は２，０３７件と、前回（第７期）調査と比較すると、
１７６件減少しています。また、近くに住む親族はいないと回答した方は、319人
（13.3％）となり、平成２８年の304人（11.8％）から、1.5％上昇しています。少子高
齢化に伴い、家族等の支援が困難となっている状況があります。

認知症の方が望む支援については「入所できる施設の充実」との回答が最も多い
　認知症の方が望む支援については、「入所できる施設の充実」、「利用できる在宅サー
ビス」、「受診治療ができる病院・診療所」、「緊急時に対応できる病院・診療所、施設」など、
医療やサービス提供機関の充実を望む回答が多い状況でした。

- 3 -- 2 -
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一部、計2,486人を対象に、心身状況や今
後の介護に関する要望等を把握するため、
令和元年１１月に高齢者実態調査を実施し
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の親族について、「いる」と回答した数は２，０３７件と、前回（第７期）調査と比較すると、
１７６件減少しています。また、近くに住む親族はいないと回答した方は、319人
（13.3％）となり、平成２８年の304人（11.8％）から、1.5％上昇しています。少子高
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医療やサービス提供機関の充実を望む回答が多い状況でした。
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調査結果④　地域の人の支援について

地域の人にしてほしい支援は、外出支援と緊急時の手助けが多い
　要介護認定者が地域の人に望む支援は、「急病など緊急時の手助け」や「外出の際の移
動手段」とする回答が多く見られました。
　元気高齢者ができる支援では、「災害時の手助け」や「買い物」、「ごみ出し」の回答が
多く見られました。これらのニーズと生活上の支援の結び付けなど、地域全体での支え
合いの体制づくりが求められています。
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無回答

認定者がしてほしい支援と元気高齢者ができる支援（割合比較）

してほしい支援

できる支援

（参考）認知症高齢者数の将来推計
　令和 2年９月末時点の要介護認定者３，４２９人のうち、見守りなど介護を必要とする
認知症高齢者数（認知症自立度Ⅱ以上）は、２，４１５人（70.4％）で、高齢者全体では約
10人に 1人が、認知症状による何らかの生活上の困難さがみられます。認知症高齢者は、
今後も徐々に増加していくと推計しています。
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認知症自立度Ⅱ以上 自立度Ⅱ以下 Ⅱ以上割合総合事業開始

要介護認定者のうち認知症高齢者の割合

２  第８期介護保険事業計画の目標・施策

（1）　基本理念

（2）　基本目標

　高齢者が介護や支援が必要な状態になっても、住み慣れた地域で安心して暮らし続けていけ
るよう、保健・医療・福祉また地域の各種団体や住民が連携し、地域全体で高齢者を支える「地
域包括ケアシステム」を深化・推進します。

◇地域包括ケアシステムの考え方
　「自助・互助・共助・公助」の連携によって解決していく取り組みが必要となります。

住み慣れた地域で、ともに支え合いながら、安心して、自分らしい生活を続ける
ことのできる地域共生社会の実現

 

介護が必要になったら･･･

介　護
病気になったら･･･

医　療

いつまでも元気に暮らすために･･･

生活支援・介護予防

住 ま い
・地域包括支援センター
・ケアマネジャー

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO等

■在宅系サービス
■介護予防サービス

■施設・居住系サービス■施設・居住系サービス

病院：
急性期、回復期、
慢性期

日常の医療：
・かかりつけ医
・地域の連携病院
・歯科医療、薬局

通院・入院 通所・入所

相談業務やサービスの
コーディネートを行い
ます。

公的支援の「縦割り」から「丸ごと」への転換 「我が事・丸ごと」の地域づくりを育む仕組み

社会参加（就労・ボランティアなど） 地域の支えあい（普及・啓発など）

市町村の保健・福祉・子育て関係者の相互連携 地域丸ごとのつながりの強化

○自分のことは自分でする ○家族の支援

（自発的に自身の生活課題に取り組む）

○自らの健康管理（セルフケア） ○サービスの自己負担

自助（個人） 共助（保険）
○介護保険に代表される社会制度とサービス

（医療、年金等の社会保障）

○地域のボランティア

○近隣住民の助け合い活動

○高齢者による生きがい就労など

互助（近隣） 公助（行政）
○行政などの公的サービス

（高齢者福祉事業など）

○人権擁護、虐待対策

自助 共助互助 公助
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（3）　第８期介護保険事業計画の中で重点的に取り組むこと （4）　サービス基盤整備について

重点施策 -２　
認知症施策の推進
　認知症の人とその家族及び地域・医療・
介護の人々が情報や目標を共有し、認知症
の方を地域でどのように支えていくか検討
をしながら、認知症になっても本人の意思
が尊重され、住み慣れた場所
で安心して住み続けられるよ
う、本人や家族への支援に努
めます。

重点施策 -４　
在宅医療と介護の連携
　医療と介護の両方を必要とする状態の高
齢者が、住み慣れた地域で暮らし続けるこ
とができるよう、在宅医療と介護サービス
を一体的に提供する連携体制の強化に努め
ます。

重点施策 -５　
介護人材等の確保および資質の向上
　管内のサービス事業所においても、介護
人材が不足している状況があり、少子高齢
化等による担い手不足について、地域の人
材の把握、介護の担い手の育成・就労等の
支援に努めます。

重点施策 -６　
介護サービスの充実と基盤整備
　一人暮らし高齢者や高齢者のみ世帯、認
知症高齢者の増加が見込まれることから、
ニーズの変化等を総合的に勘案した、基盤
整備を推進します。

重点施策 -７　

高齢者の居住安定に係る施策との連携
　関係機関と連携を図りながら、高齢者向
けの住まいと介護サービスとの円滑な連携
が図れる体制づくりに努めます。

重点施策 -８　
災害や感染症対策にかかる体制整備
　日頃から介護サービス事業所等と連携し、
訓練や研修の実施による普及啓発に努める
とともに、発生時の代替サービス等の確保
に向けた連携体制の構築を推進します。

重点施策 -９　

地域包括支援センターの機能強化
　地域のニーズに応じ
た機能特化等の検討を
通じて、継続的なサー
ビス提供体制の確保に
努めます。

重点施策 -１　
高齢者の自立支援、介護予防・重度化
防止の推進
　要介護状態等となることの予防や軽減・
悪化の防止を目的として行います。家庭や
社会への参加を促すこと
等を通じて、健康寿命を
延ばし、生活の質の向上
を目指します。

重点施策 -３　日常生活を支援する体制の整備
　地域サロンの開催、見守り・安否確認、外出支援等の生活支援サー
ビスを充実させるため、広域連合と関係市町村に組織する生活支援協
議会等を活用しながら、支え合いの輪を広げます。

　これまで増加を続けていた高齢者人口は、減少傾向に進むことを見込んでいる反面、一人暮
らし高齢者や高齢者のみの世帯、認知症高齢者の増加が予測され、介護サービスを利用する方々
は、増加していくことが考えられます。
　このことを踏まえ、地域の実情に応じたサービスが提供できるよう整備を進めます。

≪各施設の概要≫
・認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

認知症の方が、５人から９人の利用者の中で、食事の支度や
洗濯などを一緒に行うなど、家庭的な環境で共同生活を送り
ながら受けるサービスです。

・小規模多機能型居宅介護
事業所への「通い」を中心として、利用者の選択や状況に応
じて、自宅への「訪問」、事業所への「宿泊」を組み合わせて、
住み慣れた自宅での生活を送るために必要な、24 時間のサ
ポートを受けます。

- 7 -- 6 -



（3）　第８期介護保険事業計画の中で重点的に取り組むこと （4）　サービス基盤整備について

重点施策 -２　
認知症施策の推進
　認知症の人とその家族及び地域・医療・
介護の人々が情報や目標を共有し、認知症
の方を地域でどのように支えていくか検討
をしながら、認知症になっても本人の意思
が尊重され、住み慣れた場所
で安心して住み続けられるよ
う、本人や家族への支援に努
めます。

重点施策 -４　
在宅医療と介護の連携
　医療と介護の両方を必要とする状態の高
齢者が、住み慣れた地域で暮らし続けるこ
とができるよう、在宅医療と介護サービス
を一体的に提供する連携体制の強化に努め
ます。

重点施策 -５　
介護人材等の確保および資質の向上
　管内のサービス事業所においても、介護
人材が不足している状況があり、少子高齢
化等による担い手不足について、地域の人
材の把握、介護の担い手の育成・就労等の
支援に努めます。

重点施策 -６　
介護サービスの充実と基盤整備
　一人暮らし高齢者や高齢者のみ世帯、認
知症高齢者の増加が見込まれることから、
ニーズの変化等を総合的に勘案した、基盤
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重点施策 -７　

高齢者の居住安定に係る施策との連携
　関係機関と連携を図りながら、高齢者向
けの住まいと介護サービスとの円滑な連携
が図れる体制づくりに努めます。

重点施策 -８　
災害や感染症対策にかかる体制整備
　日頃から介護サービス事業所等と連携し、
訓練や研修の実施による普及啓発に努める
とともに、発生時の代替サービス等の確保
に向けた連携体制の構築を推進します。

重点施策 -９　

地域包括支援センターの機能強化
　地域のニーズに応じ
た機能特化等の検討を
通じて、継続的なサー
ビス提供体制の確保に
努めます。

重点施策 -１　
高齢者の自立支援、介護予防・重度化
防止の推進
　要介護状態等となることの予防や軽減・
悪化の防止を目的として行います。家庭や
社会への参加を促すこと
等を通じて、健康寿命を
延ばし、生活の質の向上
を目指します。

重点施策 -３　日常生活を支援する体制の整備
　地域サロンの開催、見守り・安否確認、外出支援等の生活支援サー
ビスを充実させるため、広域連合と関係市町村に組織する生活支援協
議会等を活用しながら、支え合いの輪を広げます。

　これまで増加を続けていた高齢者人口は、減少傾向に進むことを見込んでいる反面、一人暮
らし高齢者や高齢者のみの世帯、認知症高齢者の増加が予測され、介護サービスを利用する方々
は、増加していくことが考えられます。
　このことを踏まえ、地域の実情に応じたサービスが提供できるよう整備を進めます。

≪各施設の概要≫
・認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

認知症の方が、５人から９人の利用者の中で、食事の支度や
洗濯などを一緒に行うなど、家庭的な環境で共同生活を送り
ながら受けるサービスです。

・小規模多機能型居宅介護
事業所への「通い」を中心として、利用者の選択や状況に応
じて、自宅への「訪問」、事業所への「宿泊」を組み合わせて、
住み慣れた自宅での生活を送るために必要な、24 時間のサ
ポートを受けます。
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３  第８期介護保険事業計画期における保険料

（1）　介護保険にかかる第１号被保険者の負担割合について
（2）　長期的な給付費用と介護保険料の推計

　介護にかかる費用の長期的な見込みは、第９期では、新たなサービス基盤整備に伴うサービ
ス量増加などから、費用の増を見込んでおりますが、令和 12年以降は、被保険者数、要介護
認定者数の見込みと同様に徐々に減少するものと推計しています。
　介護保険料（基準月額）の推計については、被保険者数が減少することに伴う、一人当たり
の負担の増また第 2号被保険者数の減少に伴い、介護保険サービスにかかる費用の第 1号被保
険者の負担割合の上昇が見込まれるため、今後も介護保険料額についても上昇すると推計して
います。

（3）　第８期の介護保険にかかる費用の見込み

　総給付費（介護給付費・予防給付費）、特定入所者介護サービス費等を合わせた標準給付費と
介護予防事業等を実施する地域支援事業費の合計額は、３年間で 208 億円程度になると見込
んでおります。

（１）　介護保険にかかる費用の負担割合
　介護サービスにかかる費用の財源は、国・県・
市町村の公費負担が半分で、残りの半分が 65
歳以上の方（第 1号被保険者）と 40 歳から 64
歳までの医療保険加入の方（第 2号被保険者）の
保険料となっています。
　第７期計画の 65 歳以上の方の負担割合は、
介護保険にかかる費用の額の 23％です。

（２）　被保険者数と 65歳以上の介護保険料の負担割合の推移
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平成 28年 令和元年 令和 4年 令和7年 令和12年 令和17年 令和 22年

65歳以上の給付の負担割合 第１号被保険者数 第２号被保険者数

19,571 名 19,271 名
20,217 名

20,899 名 20,758 名 20,461 名 19,986 名

19,430 名 18,862 名
18,071 名

17,274 名
15,482 名

13,667 名
11,798 名

22.0% 23.0% 23.0% 23.4% 24.0% 25.1% 26.8%

※ 負担割合は、厚生労働省作成の「見える化システム」による推計です。

【65歳以上の方の負担割合】
　令和 22年度までの中長期的な推計では、65歳以上人口は、令和 7年度から、徐々
に減少すると見込んでいますが、40歳～64歳までの人口は、65歳以上の減少よりも、
大きく減少していくことが見込まれています。
　このことから 65歳以上の方の負担割合は、40歳～ 64歳までの方の負担が大きくな
りすぎることを鑑み、今後徐々に上昇すると推計しています。

※被保険者数の推移については、「国立社会保障・人口問題研究所」の「日本の地域別将
来推計人口」を用い、推計しています。
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保険料基準額（月額） 総給付費

総給付費
単位：百万円

（円） （百万円）

5,500円 5,700円

第６期第６期 第７期第７期 第８期第８期 第９期第９期

65歳以上被保険者数の減少による一人
当たりの負担の増や、保険料負担割合
の上昇などにより、介護保険料額も上
昇することが見込まれます。

保険料額
（月額）

65歳以上の
方の保険料
23.0％

40 ～ 64歳の
方の保険料
27.0％

国
25.0％

県
12.5％

市町村
12.5％

公費 保険料

【表  第８期計画事業費の推計】　　
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（4）　第８期の 65歳以上の方の保険料の算定

（5）　給付費と保険料（基準月額）の推移

　第８期の３年間に必要となる、介護にかかるサービスの総費用のうち、65歳以上の方の負担
分を、３年間の65歳以上人口の推計値で除して、一人当たりの保険料基準月額が算出されます。

（6）　保険料負担段階の設定

　８期計画期間の 65歳以上の方の介護保険料段階は 10段階の設定とします。段階に関する基
準の見直し等については以下の通りです。

◇ 段階を区分する、「合計所得金額」の見直し
　国の第１号被保険者の所得分布調査の結果による、基準所得金額の改正予定との通知を受
け、第７・８・９・10段階の区分する合計所得金額を改正します。
　この見直しにより、現行より保険料段階が下がる（第 10 段階 ⇒ 第 9 段階、第９段階 ⇒ 
第８段階、第８段階 ⇒第７段階等）場合があります。

（7）　低所得者にかかる保険料軽減の実施

　平成 27年４月１日から消費税率の引上げ分を財源とし、公費（国・県・市町村）による低所
得者（住民税非課税世帯）の保険料軽減を一部行っています。第８期では、第１段階から第３段
階に該当する方の保険料の一部を公費で負担し、保険料負担を軽減するものとします。

介護サービス
の総費用 － × ÷
（208億円） （6,000万円）

給付準備基金
の活用

65歳以上の
方の負担分
（23％）

65歳以上の
被保険者数の
推計値

保険料基準額
年額：69,600円
月額：5,800円

＝

　第８期の保険料基準月額は、
基金の活用により、80 円分を
軽減し、第７期から 100 円増
額の 5,800 円としました。
　給付準備基金の活用は、第９
期以降も保険料額の上昇が見込
まれるため、段階的な保険料軽
減に活用します。
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3,870円 3,870円

5,000円 5,500円 5,700円 5,800円
2,704

3,773 3,650

4,575
5,251

5,625 5,784
6,144

0円

2,000円

4,000円

6,000円
7,000円

1,000円

3,000円

5,000円

500

1,500

2,500

3,500

4,500

5,500

6,500

第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期 第７期 第８期

保険料基準月額 保険給付費

■ 保険料基準月額の推移（第１期～第８期）
（単位：百万円）

軽減後保険料
48,720円（0.70）

基準段階 第３段階：52,200円
（基準額×0.75）

軽減分 3,480円(0.05)

軽減後保険料
27,840円（0.40）

第２段階：45,240円
（基準額×0.65）

軽減分
17,400円（0.25）

基準額
69,600円
（1.00）

軽減後保険料
20,880円（0.30）

第１段階：34,800円
（基準額×0.5）

軽減分
13,920円（0.20）

5,800円

80円

5,500円

5,700円

5,900円

第7期 第8期

保険料基準月額（軽減後） 基金による軽減分

保険料
基準月額

軽減分

100円
上昇

5,700円

第７期と第８期の保険料基準月額の推移

◇ サービス費用にかかる保険料の内訳

在宅サービス 47.3%

居住系サービス 4.5%

施設サービス 35.8%

その他給付 5.8%

地域支援事業費 6.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

○令和３年度保険料軽減実施後の保険料（年額）

《変更となった内容》

※保険給付費は、各計画期（３年間）の中間年の総給付費となります。

- 11 -- 10 -



（4）　第８期の 65歳以上の方の保険料の算定

（5）　給付費と保険料（基準月額）の推移

　第８期の３年間に必要となる、介護にかかるサービスの総費用のうち、65歳以上の方の負担
分を、３年間の65歳以上人口の推計値で除して、一人当たりの保険料基準月額が算出されます。

（6）　保険料負担段階の設定

　８期計画期間の 65歳以上の方の介護保険料段階は 10段階の設定とします。段階に関する基
準の見直し等については以下の通りです。

◇ 段階を区分する、「合計所得金額」の見直し
　国の第１号被保険者の所得分布調査の結果による、基準所得金額の改正予定との通知を受
け、第７・８・９・10段階の区分する合計所得金額を改正します。
　この見直しにより、現行より保険料段階が下がる（第 10 段階 ⇒ 第 9 段階、第９段階 ⇒ 
第８段階、第８段階 ⇒第７段階等）場合があります。

（7）　低所得者にかかる保険料軽減の実施

　平成 27年４月１日から消費税率の引上げ分を財源とし、公費（国・県・市町村）による低所
得者（住民税非課税世帯）の保険料軽減を一部行っています。第８期では、第１段階から第３段
階に該当する方の保険料の一部を公費で負担し、保険料負担を軽減するものとします。

介護サービス
の総費用 － × ÷
（208億円） （6,000万円）

給付準備基金
の活用

65歳以上の
方の負担分
（23％）

65歳以上の
被保険者数の
推計値

保険料基準額
年額：69,600円
月額：5,800円

＝

　第８期の保険料基準月額は、
基金の活用により、80 円分を
軽減し、第７期から 100 円増
額の 5,800 円としました。
　給付準備基金の活用は、第９
期以降も保険料額の上昇が見込
まれるため、段階的な保険料軽
減に活用します。

2,400円 3,000円
3,870円 3,870円

5,000円 5,500円 5,700円 5,800円
2,704

3,773 3,650

4,575
5,251

5,625 5,784
6,144

0円

2,000円

4,000円

6,000円
7,000円

1,000円

3,000円

5,000円

500

1,500

2,500

3,500

4,500

5,500

6,500

第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期 第７期 第８期

保険料基準月額 保険給付費

■ 保険料基準月額の推移（第１期～第８期）
（単位：百万円）

軽減後保険料
48,720円（0.70）

基準段階 第３段階：52,200円
（基準額×0.75）

軽減分 3,480円(0.05)

軽減後保険料
27,840円（0.40）

第２段階：45,240円
（基準額×0.65）

軽減分
17,400円（0.25）

基準額
69,600円
（1.00）

軽減後保険料
20,880円（0.30）

第１段階：34,800円
（基準額×0.5）

軽減分
13,920円（0.20）

5,800円

80円

5,500円

5,700円

5,900円

第7期 第8期

保険料基準月額（軽減後） 基金による軽減分

保険料
基準月額

軽減分

100円
上昇

5,700円

第７期と第８期の保険料基準月額の推移

◇ サービス費用にかかる保険料の内訳

在宅サービス 47.3%

居住系サービス 4.5%

施設サービス 35.8%

その他給付 5.8%

地域支援事業費 6.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

○令和３年度保険料軽減実施後の保険料（年額）

《変更となった内容》

※保険給付費は、各計画期（３年間）の中間年の総給付費となります。
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（8）　第８期所得段階別介護保険料額表

■課税年金収入額… 公的年金のうち、国民年金・厚生年金・共済年金などの課税対象となる種類の年
金収入額です。障害年金・遺族年金などは含まれません。

■合計所得金額…… 収入金額から必要経費に相当する金額を控除した額のことで、扶養控除などの所
得控除をする前の金額です。（第１段階～第５段階における合計所得金額には、
公的年金等にかかる雑所得は含みません。）また、長期・短期譲渡所得にかかる特
別控除が適用される場合、この控除額を差し引いた金額となります。

（9）　新しい保険料基準月額での納付について

　介護保険料は特別徴収（年金からの天引き納付）と普通徴収（納付書や口座引落による納付）の２
種類の納付方法があります。介護保険料額変更に伴う、期別の納付額は以下のとおりとなります。

■期毎納付額の例：保険料段階が第５段階（保険料年額：68,400 円→69,600 円）

（10）　保険料の減免について

　北アルプス広域連合では、保険料段階が第 1段階から第 3段階の方で、下記の条件にあてはま
る低所得の方を対象に、保険料の減免を行っています。

○特別徴収の場合　（年金からの天引き納付）

○普通徴収の場合　（納付書や口座引落による納付）

納付月

　対象条件にあてはまる場合、減免申請後、所得等の調査をさせていただき、その結果、減免の対
象となった場合、第１段階は対象保険料額の 1/2 減額、第２・３段階は 1/3 の減額となります。

例えば、2人世帯の場合・・・
世帯の収入 親族等からの援助

預貯金、有価
証券等の資金

×2　＋＋ ＝ 320万円以下
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４  令和３年度介護報酬改定について

（1）　令和３年度介護報酬改定の概要

　介護サービスの費用は、国が定める報酬単価により、サービス種類ごとに決められています。
介護報酬は、３年ごとに見直され、令和 3年度の報酬改定では、介護職員の人材確保・処遇改
善に配慮、物価動向による介護事業者の経営をめぐる状況等を踏まえることを基本的な考えと
して改定が行われ、全体で平均 0.70％のプラス改定になりました。この改定により、今まで
と同じサービスをご利用した場合でも、４月以降、お支払いただく利用料が変わることがあり
ます。
　４月からの利用料変更の詳細については、事業所から直接利用者さん
ごとにお知らせがありますので、ご不明な点は担当のケアマネジャーや、
サービスを利用している事業所・施設等にご確認ください。

〇主な報酬改定の内容（抜粋）

～　ともに支えあう地域のために　～

　一人暮らしや高齢者のみの世帯が増加し、生活上の支援を必要とする高齢者が増加

する中、住み慣れた地域で安心して暮らし続けていけるよう、誰もが安心して暮らせ

るしくみ（地域包括ケアシステム）を推進するためには、住民のみなさんの「参加」が

欠かせません。

　また同時に高齢者のみなさんが社会参加を通じて生きがいを持ち、結果的に介護予

防につながることへの効果が大きく、介護保険料の上昇を抑えることにもつながりま

す。

　第 8期では地域共生社会を目指し、地域に足りないサービス（社会資源）の開発や、

地域を支えるさまざまな担い手を育成し、連携強化のためのネットワークづくりを進

めていきます。

◇感染症や災害への対応力強化
　感染症や災害が発生した場合であっても、利用者に必要なサービスが安定的に提供さ
れる体制について、基本報酬に加算が創設されました。
　たとえば、通所介護では…
　感染症や災害により利用者数が前年度と比較し、５％以上減少している場合、３か月
間、基本報酬に３％の加算がされます。

◇地域包括ケアシステムの推進
　住み慣れた地域において、利用者に必要なサービスが切れ目なく提供されるための体
制について、充実を図ります。
　たとえば、訪問介護では…
　認知症の方への対応力を向上させていく観点から、加算が創設されました。
　　・認知症専門ケア加算　　　　　　　30円／日（新設）
　たとえば、短期入所療養介護では…
　医療ニーズのある利用者への医学的な管理の評価として、加算が創設されました。
　　・総合医学管理加算　　　　　　 2,750 円／日（新設）　※最大７日間

◇自立支援・重度化防止の取組の推進
　機能訓練、口腔、栄養、寝たきり防止など、自立支援・重度化防止にかかる取組みに
ついて、充実を図ります。
　たとえば、認知症対応型共同生活介護（グループホーム）では…
　利用者への日常的な栄養ケアの充実した体制への評価として、加算が創設されました。
　・栄養管理体制加算　　　　　300円／月（新設）

※すべての事業所に該当するわけではありません。詳細は事業所等へご確認ください。

地域の助け合いを強化しサービスを充実するために、
住民のみなさんの「参加」をお願いします

生活支援・介護予防サービスの充実に必要なもの

 

　　・集いの場やサロン等
　　・見守り・外出支援
　　・買い物等の家事支援

（多様な主体によるサービス提供）

生活支援の担い手
としての社会参加 ・健康づくり活動

・地域活動・趣味活動
・ボランティア活動

（個人や団体での活動）

地域住民の参加

高齢者の社会参加介護予防・生活支援
サービス

元気な高齢者の方のボラン
ティア活動等への「参加」
が求められています。

公的支援の「縦割り」から「丸ごと」への転換 「我が事・丸ごと」の地域づくりを育む仕組み

市町村の保健・福祉・子育て関係者の相互連携 地域丸ごとのつながりの強化
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