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１ 計画策定の背景・趣旨

平取町では、総人口が減少に転じる中、高齢者人口の占める割合は今後も増加し、高齢化

はさらに進行していきます。介護保険制度においては、いわゆる団塊の世代が７５歳以上とな

る２０２５年を見据え、介護が必要な状態になっても住み慣れた地域で暮らし続けることができ

るよう、医療、介護、介護予防、住まい、生活支援が包括的に確保される「地域包括ケアシステ

ム」の構築に取り組んできたところです。

国においては、２０２５年が近づく中、さらにその先を展望し、いわゆる団塊のジュニア世代が

６５歳以上になる２０４０年には、介護ニーズの高い８５歳以上の人口が急速に増加することを

見込んでいます。また、高齢者の単身世帯や夫婦のみの世帯の増加、認知症高齢者の増加も

見込まれるなど、介護サービスの需要がさらに増加・多様化することを想定しています。

これらを踏まえ、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるように、第７期平取

町高齢者福祉計画・介護保険事業計画の流れを継承しつつ、第８期平取町高齢者福祉計画・

介護保険事業計画（以下、「８期計画」という。）を策定します。

８期計画は、市町村高齢者福祉計画と一体的に策定しなければならないことから介護保険法
第１１７条第１項の規定に基づき、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。

介護保険制度に対するニーズを把握するため、「日常生活圏域高齢者ニーズ調査」、「在宅
介護実態調査」、「介護人材実態調査」の結果に基づき、会議等で計画策定の検討を行いまし
た。
（１）高齢者福祉・介護保険運営委員会

保健・医療及び福祉の関係者など学識経験者に、一般公募者を加え構成される委員会を設
置し、介護保険の給付状況や高齢者福祉施策全般について意見交換及び審議を行いました。
（２）平取町高齢者福祉計画・介護保険事業計画検討委員会

平取町役場内の関係課・医療施設関係者・高齢者施設関係者で構成される「平取町高齢者
福祉計画・介護保険事業計画検討委員会」を設置し、８期計画の作成及び推進に関する基本
事項について、検討を行いました。

（３）平取町地域包括支援センター地域ケア会議
リハビリ等の専門職や介護事業所職員１０人で構成される「平取町地域包括支援センター地

域ケア会議」において、８期計画の作成に関する高齢者の自立や効果的なリハビリ支援等につ
いて、協議を行い意見反映に努めました。
（４）町民意見の反映

８期計画策定にあたり、計画原案を公表し、「意見公募手続き（パブリックコメント手続）」を行
い、町民の意見反映に努めました。

策 定 の 趣 旨
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第７期高齢者福祉計画・
介護保険事業計画

第８期高齢者福祉計画・
介護保険事業計画

第９期高齢者福祉計画・
介護保険事業計画

見直し

見直し

計 画 の 期 間

計 画 作 成 の 体 制



高齢者人口（６５歳以上）については、令和３年の１，７１５人から令和５年には１，６７４人と減
少しますが、高齢化率は３６．０％から３６．５％に上昇することが見込まれます。

また、団塊の世代が後期高齢者（７５歳以上）になる、令和７年には総人口４，３９６人となり、
高齢化率は３７．１％になると見込まれます。

要支援・要介護認定率は、令和３年から令和５年の３年間で１８．５％から１８．９％と緩やかに
上昇することが見込まれます。団塊の世代が後期高齢者（７５歳以上）となる令和７年には３３０
人となり、認定率は１９．９％になると見込まれます。
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我が国では平均寿命の延伸に伴い、長寿だけではなく、人生をいかに健康でいきいきとそ
の人らしく、生きがいを持って過ごすかが重要な課題となっています。８期計画では、７期計画
で取組んだことを引継ぎつつ、さらに一歩踏み込んだ新たな「３つの目標」を設定し、計画推
進の基本施策に掲げ、PDCAサイクルに沿って推進できる内容とします。加えて、平成３０年の
北海道胆振東部地震や令和２年の新型コロナウイルス感染症の流行を念頭に取組を検討し、
これらの各施策を相互の関連性を考慮しつつ、関係部署等と連携のもと総合的に取組み、地
域包括ケアシステム実現に向け取組を推進します。

８期計画において、２０２５年に向けた地域包括ケアシステムのさらなる推進と、いわゆる団
塊のジュニア世代が６５歳となる２０４０年を見据え、地域共生社会の実現に向け、住み慣れ
た地域で、高齢者一人ひとりが健康で生きがいを持ちながら、人と人、人と地域のつながり、
地域でお互いに見守り・支え合うまちを目指し、『いつまでも共に支え合う地域づくり』を掲げ
取組を推進します。

【基本目標１ 安心して暮らすことができる基盤整備】
要介護状態になったとしても、高齢者の尊厳の保持と自立した生活の支援を目的とし、可能

な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう支援し
ます。医療と介護の両方が必要となっても、在宅で一体的にサービスが提供できるよう、医療
と介護サービスの連携の向上を推進します。

また、認知症は誰もがなりうるもので、多くの人にとって身近なものになっています。国の認
知症施策大綱の「予防」と「共生」を意識し、認知症の発症を遅らせるとともに、認知症の理解
を深める啓発や認知症の人の支援体制の構築を推進します。

【基本目標２ 生きがいづくりと介護予防の促進】
高齢者が住み慣れた地域でいきいきと充実した生活を送り、一人ひとりが主体的に社会に

参加するということは、地域包括ケアシステムを維持し、持続可能なものとするうえでも重要と
なります。人生１００年時代を迎え、全ての人が元気に活躍できる社会を目指し、住み慣れた
地域で自ら健康づくりや介護予防に取組み、生きがいを持って社会参加できるように支援をし
ます。

【基本目標３ 介護保険制度の安定した運営】
高齢者人口が増加する一方で、生産年齢人口の減少が進み、介護基盤を支えるマンパ

ワーの不足が懸念されます。地域包括ケアシステムを機能させるためには、当町の介護保険
制度を適切に運営するとともに、限られた資源を有効に活用することが重要です。今後、介護
給付の適正化をさらに推進するとともに介護人材の確保を推進します。

近年、地震や洪水など、さまざまな自然災害が発生しており、さらに令和２年には、全世界
的に新型コロナウイルス感染症が流行しています。こうした災害や感染症が高齢者の心身に
大きな影響を与えることが懸念されます。平常時の備えとして関係者同士の連携体制や物資
の備蓄体制の確保を踏まえて体制整備を支援します。

4

３ 基本的な考え方

基 本 目 標

基本テーマ『いつまでも共に支え合う地域づくり』
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４ 施策の展開

基本目標１ 安心して暮らすことができる基盤整備

施策 取組内容

１ 地域包括支援セン
ターの充実

◇地域包括支援センターを総合相談・支援機能を担う重要な機
関として位置づけ、今後も配置基準に基づいた人員体制の確
保及び適切な人材配置、職員の資質向上に努めていきます。
地域課題の解決に向けては、引き続き、個別地域ケア会議を
実施していきます。

◇多様化、複雑化した複合的な相談については、平取町社会福
祉協議会に相談窓口を設置し、高齢者の総合相談から適切な
支援につながる体制の構築、制度改正や社会情勢の変動にも
柔軟に対応できるよう、職員の資質向上に向けた取組を推進し
ます。

２ 在宅医療・介護連携
の推進

◇自分らしい生活を継続するためには、日常の療養支援、通院・
入院、緊急時の対応体制、自宅での看取りなど、在宅医療の
体制整備、介護提供体制の構築が重要になります。当町では、
訪問診療・看護サービスの提供ができないことから、訪問医療
サービス事業の体制整備を推進します。

３ 認知症施策の推進

◇高齢化が進行する中で、認知症高齢者が、一層増加すると見
込まれ、認知症の人ができる限り地域のよりよい環境で、自分
らしく暮らし続けられることができる社会の実現を目指し、「共
生」と「予防」を柱とした取組を推進することを目指します。

◇認知症サポーターの養成やチームオレンジの構築の推進
◇認知症キャラバンメイトの活動の充実

４ 生活支援体制の充実

◇一人暮らし高齢者や高齢者世帯が増加する中で、在宅生活を
継続するための日常的な生活支援を必要としている方が増加
しています。高齢者一人ひとりができることを大切にしながら暮
らし続けるために、地域住民、ボランティア、民間企業など多様
な主体が連携・協力し、必要な活動やサービスが得られる地域
づくりを推進します。

５ 介護予防・生活支援
サービスの充実

◇外出同行・買い物サービス（新規）
日常生活圏域高齢者ニーズ調査において、「外出同行、買い物
等」の日常生活における支援の需要は高い結果となっています。
高齢者が在宅生活を送るにあたり、意欲や体力低下を予防す
ることはもちろん、認知機能を維持するためにも、外出は必要
不可欠となります。
今後、「外出同行、買い物等」 のアンケートを実施し、新たな
サービスの提供体制を構築します。

６ 在宅生活の継続支援

◇主介護者の就労支援（新規）
在宅介護実態調査において、家族介護者の６割は「何らかの仕

事をしている」と高い回答結果となっています。就労と介護のダ
ブルワーク状態は、介護者の心身の疲労を蓄積させ、結果的
に要介護者への介護の質の低下や虐待を招く恐れがあります。
孤立化し、課題を抱え込みやすい、就労中の介護者が時間・場
所等を気にせず、気軽に相談できる体制の構築を図ります。
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施策 取組内容

７ 高齢者の権利擁護

◇成年後見制度の活用や虐待への対応、消費者被害の防止な
ど、高齢者の権利擁護のために必要な支援を専門的・継続的
に行っていきます。また、相談窓口として、地域包括支援セン
ターのさらなる周知を図り、平取町高齢者見守りネットワーク会
議及び平取町成年後見制度推進協議会を開催します。

◇成年後見利用促進法に基づき、増加する認知症高齢者等の
権利擁護の取組を推進し、平取町社会福祉協議会と連携しま
す。今後は、成年後見実施機関及び中核機関を立上げ、権利
擁護支援の地域ネットワークづくりや、成年後見制度の利用が
円滑に進むよう取組を推進します。

８ 高齢者のニーズに応
じた住まいの確保

◇地域生活の基盤となる居住の場について、高齢者のニーズや
状況に合った多様な住まいの確保を図り、可能な限り住み慣れ
た地域で生活が送れるよう関係機関と連携して取組を推進しま
す。

◇高齢者の生活支援施設等の活用
・生活支援ハウスきずな ・ケアハウスしずか
・老人福祉寮やすらぎ

基本目標２ 生きがいづくりと介護予防の促進

施策 取組内容

１ 高齢者の社会参加の
推進

◇高齢者が地域の中で生きがいや役割を持ち生活できるよう、
居場所づくりや地域活動支援を推進します。併せて、多様化す
る高齢者ニーズに対応し、働く意欲と能力のある高齢者が働き
続けられ、地域に参加・貢献できるような社会実現に向けた取
組を推進します。

◇高齢者の知識と経験は、地域社会を支える貴重な社会資源で
あり、今後その必要性は益々高まります。この資源を活かし、
高齢者が地域社会で活躍できるよう、高齢者事業団を支援し、
就業機会の確保を図ります。

２ 一般介護予防事業の
充実

◇高齢者が地域の中で、孤立することなく人とのつながりを保ち、
継続的に介護予防や健康づくりに取組むことができ、個々の健
康状態、関心に応じて参加できる通いの場等、充実した地域づ
くりを推進します。また、一人ひとりが、やりがい・生きがいや役
割をもち多様な社会参加をすることで、高齢者の自立支援を図
ります。

◇交流サロンの推進
◇介護支援ボランティア育成・活動支援

３ 健康づくりと介護予防
の一体的実施

◇健康寿命を延伸するためには、若いころから自身の健康に関
心を持つとともに、よりよい生活習慣の確立や生活習慣病の早
期発見・重症化予防等が重要です。平取町保健事業実施計画
（データヘルス計画）に基づき関係団体と連携し、ライフステー
ジに応じた取組を推進します。

◇保健事業・介護予防の一体化（新規）
高齢者の保健事業では、疾患予防、重度化防止の推進、介護
予防事業では、運動機能、口腔機能、栄養バランス、社会参加
などの推進を実施します。今後は、高齢者一人ひとりの状況の
把握に努め、関係部局が相互に連携し一体的な取組を実施し
ます。
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施策 取組内容

４ 地域共生社会の実現
に向けた取組の推進

◇当町では障がいのある人もない人も共に生活するノーマライ
ゼーションの理念が徐々に浸透する中、振内地区には障害者・
高齢者施設をはじめとした障がい者の生活の拠点があり、長年
地域住民と共存しています。高齢者が住み慣れた地域で、自ら
の望むありのままの暮らしを続けることができ、かつ、障がい者
施策と一体となった共生型サービスを提供することができるよう
地域共生社会実現に向け取組を推進します。

施策 取組内容

１ 介護保険制度の円滑
な運営

◇適切なサービス提供の確保とその結果としての費用の効率化
を通じ、介護保険制度の信頼を高め、町民に介護保険制度の
趣旨を正しく理解してもらうため、より一層の周知を図ります。

◇低所得者の人が安心してサービスを利用できるよう、各種負
担減免制度について引続き周知を図ります。また、収納率向上
のため、口座振替の勧奨、未納者への納付勧奨及び訪問によ
る督促等を実施します。

２ 介護給付の適正化

◇介護給付の適正化主要５事業である要介護認定の適正化、ケ
アプラン点検、住宅改修等の点検、縦覧点検・医療情報との突
合、介護給付費通知の取組を実施していきます。令和７年、令
和２２年を見据え、引き続き介護給付の適正化５事業を柱とし、
介護給付の適正化を推進します。

３ 高齢者福祉サービス
の安定供給に向けた
具体的な取組

◇当町の認知症グループホームは２ユニットが休止中であること
から、早期立上げ支援を推進し高齢者ニーズを適切に把握した
うえでサービス提供の仕組みや事業内容の検討を行います。

◇当町の介護分野における人材不足は深刻な状況であり、令和
７年以降、担い手である現役世代の減少も顕著となります。今
後、介護サービスに従事する人材を安定的に確保するとともに、
業務の効率化による負担の軽減が必要となります。

◇介護職員初任者研修を実施するため、事業者等と連携を図り、
町民を対象とした養成研修を実施し、介護人材の確保に努め
ます。

４ 災害・感染症対策に
係る体制整備

◇まちづくり課防災係と連携し、災害発生時に要援護者等が安
全かつ円滑に避難するための支援システムの整備を図ります。
平常時は、要援護者等の詳細な情報管理はもちろん、支援者
や福祉・医療の情報も管理することで、避難支援計画作成と合
わせて有事の際の準備を整えます。災害発生時には、災害情
報管理・安否確認等の機能により、安全かつ円滑な避難を支
援します。

◇新型コロナウイルス等の感染症対応策（新規）
新型コロナウイルス感染症の在宅療養者に対する買い物代行

支援・配食支援・消毒支援を実施します。

基本目標３ 介護保険制度の安定した運営



７期計画期間において、介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）１施設は平成３０年度に
５０床から５５床に増床しています。

一方で、認知症対応型共同生活介護（以下、認知症グループホーム）１事業所（２ユニット、
１８人）においては、令和２年度に介護人材の不足により２ユニット休止とりましたが、依然とし
て施設待機者がいます。

人口推計の結果、高齢者人口は令和７年をピークに減少に転じることや、生産年齢人口の
減少による介護人材不足等を勘案すると、必要最小限の施設整備を図るとともに、現在、休
止中である認知症グループホームの早期再開等を目指し、下記のとおり基盤整備を進めてい
きます。

介護（予防）給付等にかかる費用は認定者の増加や、認知症グループホームの再開等に伴
い、右肩上がりで推移する見込みです。

区 分 令和３年度 令和４年度 令和５年度

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） ５５床 ５５床 ５５床

認知症対応型共同生活介護
（認知症グループホーム）

１８人 １８人 ２７人

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 １事業所 １事業所 １事業所
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５ 介護保険事業の推進

介 護 サ ー ビ ス の 基 盤 整 備

介 護 給 付 費 等 の 推 計

（千円）

453,383 479,377 
524,559 550,306 522,706 

48,900 48,900 

48,900 
48,900 48,900 

502,283 
528,277 

573,459 599,206 571,606 
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介護（予防）給付費 地域支援事業費 合計

将来推計値



保険料算定の基礎となる金額は、３年間分の｢標準給付費＋地域支援事業費｣に第１号
被保険者の負担割合である｢２３％｣を乗じた額となります。

さらに、この額から財政調整交付金に係る交付見込み額、町介護保険給付費準備基金
の取り崩し額を差し引いた額が、第１号介護保険料として収納を必要とする金額となりま
す。
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介護保険給付費準備基金の活用による第１号被保険者介護保険料基準月額

３年分の標準給付費見込み額 1,457,363,138円

３年分の地域支援事業費見込み額 146,700,000円

合 計 1,604,063,138円

第1号被保険者負担分(２３％)を乗じる

保険料算定の基礎となる金額 (ア) 368,934,521円

見込み額(7.62％で想定) 116,506,000円

調整交付金 相当額(標準給付費の５％) 76,528,157円

差引交付見込み額 (イ) 39,977,843円

市町村特別給付費等 （ウ） -5,400,000円

北海道介護保険財政安定化基金取り崩し額 (エ) 0円

町介護保険給付準備基金取り崩し額 (オ) 17,100,000円

（ア）－（イ）＋（ウ）－（エ）－（オ）

第8期 保険料収納必要額 306,456,678円

これまで示してきた数値を基に推計すると、第８期(R3～R5)における第１号被保
険者(65歳以上)保険料は次のとおりとなります。

保険料収納必要額 (Ａ) 306,456,678円

予定保険料収納率 (Ｂ) 99.0％

所得段階別加入割合補正後被保険者数 (Ｃ) 4,867人

A÷B÷C÷１２ヶ月

第８期 第１号被保険者保険料

5,300
基準月額(第５段階) 

円



下表の「基準額」をもとに、所得に応じた負担になるように、９段階の保険料に分かれます。
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所得段階 算定方法 所得段階要件 保険料

第１段階

基準額

×0.5
公費軽減除く

・ 生活保護受給者
・ 老齢福祉年金※１受給者で、町民税非課

税世帯の方
・ 町民税非課税世帯で｢合計所得金額※２＋

課税年金収入額｣が80万円以下の方

31,800円/年

2,650円/月

第２段階

基準額

×0.75
公費軽減除く

・ 町民税非課税世帯で｢合計所得金額＋課
税年金収入額｣が80万円超120万円以下の
方

47,700円/年

3,975円/月

第３段階

基準額

×0.75
公費軽減除く

・ 町民税非課税世帯で｢合計所得金額＋課
税年金収入額｣が120万円超の方

47,700円/年

3,975円/月

第４段階
基準額

×0.9

・ 町民税課税世帯で本人は非課税かつ｢合
計所得金額＋課税年金収入額｣が80万円
以下の方

57,240円/年

4,770円/月

第５段階
基準額

×1.0

・ 町民税課税世帯で本人は非課税かつ｢合
計所得金額＋課税年金収入額｣が80万円
超の方

63,600円/年

5,300円/月

第６段階
基準額

×1.2
・ 本人が町民税課税かつ合計所得金額が

120万円未満の方

76,320円/年

6,360円/月

第７段階
基準額

×1.3
・ 本人が町民税課税かつ合計所得金額が

120万円以上210万円未満の方

82,680円/年

6,890円/月

第８段階
基準額

×1.5
・ 本人が町民税課税かつ合計所得金額が

210万円以上320万円未満の方

95,400円/年

7,950円/月

第９段階
基準額

×1.7
・ 本人が町民税課税かつ合計所得金額が

320万円以上の方

108,120円/年

9,010円/月

平取町の介護保険料の基準額は６３，６００円（年額） /５，３００円（月額）

基準額の決まり方

平取町で必要な

介護サービスの総額 × ６５歳以上の方の

負担分２３％

平取町に住む

６５歳以上の方の人数÷

＝

※１ 老齢福祉年金 明治４４年（1911）４月１日以前に生まれた方、または大正５年（1916）４月１日以前に生まれた方で

一定の要件をみたしている方が受けている年金です。

※２ 合計所得金額 「所得」とは、実際の「収入」から「必要経費の相当額」を差し引いた額です。

６ ５ 歳 以 上 の 方 の 保 険 料
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