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はじめに 

日本の高齢化率は、2020 年（令和２年）

に 28.7％となっており、2025 年（令和 7 年）

に 30.0％、2040 年（令和 22 年）には 33.3％

に達すると見込まれています。一方、本町で

は 2020 年に 48％を超えており、国を大きく

上回るスピードで、超高齢社会となっている

状況です。 

このような状況の中、本町ではこれまで、

高齢者が可能な限り住み慣れた地域で自立

した安全・安心な日常生活を営むことができるよう、様々な施策に取り組

むとともに、総合的な施策を展開してまいりました。 

令和２年度には、地域包括支援センターを委託から町直営としました。

現在、地域包括支援センターと社会福祉協議会の生活支援コーディネー

ターが中心となり、５地区の日常生活圏域ごとに住民主体の生活支援の

場となる協議体の設置に取り組んでいます。 

また、令和２年は、大きな災害の年となり、多くの課題を考えさせられ

る年となりました。新型コロナウイルス感染症が世界的に流行した中、医

療や介護に従事していただいている多くの方々へ感謝するばかりです。

今後、新型コロナウイルス感染症対策として、高齢者をはじめとしたすべ

ての町民の皆様に、ワクチン接種を円滑に実施していかなければなりま

せん。 

令和３年度は、３年に１度の介護報酬改定と新たな介護保険等の事業

計画が始まる年であり、2025 年問題や 2040 年問題などの高齢化問題へ

の対策を行うべきタイミングとなっています。 

第８期高齢者福祉計画・介護保険事業計画では、「お互いさまで支え合

い、心豊かで安心して暮らせるまちづくり」を基本理念に掲げ、超高齢社

会に対応するために限りある地域資源を有効活用し施策を展開していき

ます。そして、これまでの成果や課題、新たな国等の動向を踏まえ、医療、

介護、介護予防、住まいや自立した日常生活の支援が包括的に確保される

地域包括ケアシステムのさらなる構築・深化、自立支援・重度化防止、医

療・介護の連携、地域共生社会の実現などに向けて、取り組んでまいりま

す。 

町民の皆様、関係機関・団体の皆様におかれましては、この計画の円滑

な推進に向け、引き続きご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げ

ます。 

令和３年３月     

白川町長 横家 敏昭  



2 

 

目次 

第１章 計画策定にあたって ....................................................................... 1 

１．計画策定の趣旨・背景 .................................................................... 2 

２．計画の位置づけや期間 .................................................................... 3 

３．計画策定の方法 ............................................................................... 5 

４．計画策定におけるポイント ............................................................ 6 

５．白川町の高齢者の状況 .................................................................... 8 

６．白川町の要介護認定者の状況 ....................................................... 10 

第２章 基本理念・基本目標・施策 ............................................................. 13 

１．基本理念 ........................................................................................ 14 

２．基本目標について ......................................................................... 15 

３．各施策の展開 ................................................................................ 17 

基本目標Ⅰ 健やかな生活に向けた活動の推進 ............................... 17 

施策① 健康づくりの推進 .......................................................... 17 

施策② 在宅医療・介護連携の推進 ............................................ 20 

施策③ 効果的な介護予防 .......................................................... 22 

施策④ 認知症施策の推進 .......................................................... 23 

施策⑤ 社会参加の機会の充実・活躍の場の提供 ...................... 25 

基本目標Ⅱ 安心して暮らせるまちづくり ........................................ 26 

施策⑥ 総合相談窓口の充実と権利擁護の推進 .......................... 26 

施策⑦ 生活基盤支援事業の推進 ............................................... 27 

施策⑧ 地域ケア会議の充実 ....................................................... 28 

施策⑨ 生活支援サービスの充実 ............................................... 29 

基本目標Ⅲ 介護サービスの安定した提供 ....................................... 31 

施策⑩ 適正な介護給付 .............................................................. 31 

施策⑪ 介護人材の確保・定着 ................................................... 33 

施策⑫ 災害や感染症への備えの充実 ........................................ 34 

第３章 介護保険事業計画 ....................................................................... 35 

１．介護サービス利用者数の見込み量 ............................................... 36 

２．地域支援事業の見込み量 .............................................................. 43 

３．第８期介護保険料の算定 .............................................................. 44 

第４章 本計画の推進体制 ....................................................................... 47 

資料編 ...................................................................................................... 48 
  



 

1 

 

 

 

 

第１章 計画策定にあたって 
 

 

この章では、高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定にあたっての背景

や計画の記載事項について述べています。また、計画策定にあたりもとに

なる白川町の実態等について記載します。 
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１．計画策定の趣旨・背景 

白川町では、高齢化率が 40％を超えており、超高齢社会となっていま

す。また、団塊の世代が 75 歳以上となる令和７年（2025 年）には、65

歳以上の高齢者数が約 3,462 人となり、高齢化率は 53.6％に達すると推

計されます。そして、団塊ジュニア世代が 65 歳を迎える令和 22 年（2040

年）には高齢化率が 67.1％と予想され、白川町では生産人口数が支える

高齢者数が１人当たり２人の状態となることが予想されます。 

介護保険制度は、平成 12 年度から始まり、介護の問題を社会全体で支

え合い、家族の介護負担を軽減するとともに、高齢者自らの選択と契約に

よる幅広いサービスの提供を目指すものとして、高齢社会を支える不可

欠な制度となっています。 

また、令和７年（2025 年）の「地域包括ケアシステム」の構築を目指

し、平成 27 年度には、在宅医療・介護連携の推進や認知症施策の推進な

どが市町村の事業として位置づけられました。「介護保険事業計画」は、

こうした制度改正に適確に対応するとともに、介護を必要とするすべて

の高齢者が必要かつ十分なサービスを受けることができるよう、介護保

険事業に関する保険給付の円滑な実施を目的に定めるものです。 

一方、高齢者のうち約８割の方は、要支援・要介護認定を受けていませ

ん。活力のある高齢社会を実現していくためには、元気な高齢者が、それ

までの知識や経験を生かしてさまざまな社会活動に参加し、生きがいを

持って生活できる環境を整えていくことが重要となります。 

また、ひとり暮らしや虚弱等で、自立した生活には不安のある状態にな

った場合でも、地域における支え合いの中で、安らぎのある生活を営むこ

とができるよう、ともに生きるまちづくりを積極的に推進していくこと

が必要となります。 

「高齢者福祉計画」は、こうした元気な高齢者や自立して生活するには

不安のある高齢者への支援計画であると同時に、長寿社会にふさわしい

高齢者保健福祉の総合的計画として策定するものです。 

本町では、白川町第８期高齢者福祉計画及び介護保険事業計画（以下

「本計画」）を推進することにより、高齢者が可能な限り住み慣れた地域

でその有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、

医療、介護、在宅医療・介護連携、認知症施策、介護予防、生活支援、住

まいが包括的に確保される体制、すなわち「地域包括ケアシステム」を構

築し、高齢者が自分らしく住める町の実現を目指します。  
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２．計画の位置づけや期間 

 

１）計画の位置づけ 

高齢者福祉計画は、老人福祉法第 20 条の８の規定にもとづく法定計画

であり、老人居宅生活支援事業や老人福祉施設による事業の供給体制の

確保に関する計画として策定し、介護保険事業計画は、介護保険法第 117

条の規定にもとづく法定計画であり、介護保険事業に係る保険給付の円

滑な実施に関する計画として策定します。本町ではこれらを一体的に策

定しています。また、本計画は、令和３年度から始まる「白川町第６次総

合計画」や「第３期白川町地域福祉計画」との整合性を図り策定していま

す。 
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白川町第６次総合計画 

令和３年度～令和１０年度 

第３期白川町地域福祉計画 

 

 

 

 

 

 

白川町第８期高齢者福祉計画・介護保険事業計画 

令和３年度～令和５年度 

障がい者福祉計画 

まめな白川いきいきプラン 

子ども・子育て支援事業計画 

その他の計画 
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２）本計画の期間 

本計画の計画期間は、令和３年度から令和５年度までの３年間となり

ます。 

本計画は、地域包括ケアシステムの深化と「地域共生社会」の実現を目

指した、第７期計画の方向性を引き継ぎ、団塊の世代が 75 歳以上となり

介護を必要とする高齢者が急激に増加する令和 7 年を見通した計画、さ

らには、団塊ジュニアが 65 歳を迎える令和 22 年を見越した計画として

策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第９期計画 

第８期計画 

本計画 
第７期計画 

R3-R5 R6-R8 H30-R2 
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３．計画策定の方法 

本計画を策定するにあたり、高齢者の生活状況や意識の変化、介護の状

況、保健福祉全般について町民のニーズを把握するため、下記２種類の実

態調査を行いました。また、介護保険等運営協議会などの各種会議におい

て、本計画の内容に関して検討を重ねました。 

 

❒実態調査 

本計画の策定において、町内に住む高齢者やその介護者の実態や意向

を踏まえたものにするため、65 歳以上の高齢者を対象に、アンケート調

査を実施しました。 

 

○介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

・実施期間：令和 2 年１月 13 日～２月 7 日 

・実施方法：自治会組織による直接配布・回収 

・対 象 者：介護認定を受けていない 65 歳以上の人 

・配 布 数：500 件／回収数：442 件（回収率 88.4％） 

 

○在宅介護実態調査 

・実施期間：令和 2 年３月 2 日～３月 27 日 

・実施方法：郵送配布・回収 

・対 象 者：要介護（要支援）認定者やその家族 

・配 布 数：486 件／回収数：351 件（回収率 72.2％） 

 

❒策定委員会等における検討 

本計画の策定において、様々な専門分野からの知見によって、より実態

に沿った高齢者福祉・介護保険施策を推進していくことを目的に、介護保

険等運営協議会（策定委員会）にて計画を策定しました。 

 

❒パブリックコメント 

本計画策定にあたり、あらかじめ計画案を公表することにより、町民の

皆様からの意見を頂くことで、町民の町政への参画の推進を図りました。 

・意見募集期間：令和３年２月 15 日 ～ ２月 28 日 

・意見を提出された方：１人  



 

6 

 

４．計画策定におけるポイント 

 

❒地域包括ケアシステムの深化 

平成 30 年４月１日に施行された「地域包括ケアシステムの強化のため

の介護保険法等の一部を改正する法律」においては、高齢者の自立支援と

介護状態の重度化防止、地域共生社会の実現を図るとともに、制度の持続

可能性を確保することに配慮し、サービスを必要とする方に必要なサー

ビスが提供されることを目指し、「地域包括ケアシステムの深化と推進」

「介護保険制度の持続可能性の確保」という大きな方向性が示されてい

ます。 

 

地域共生社会とは、高齢者介護、障がい福祉、児童福祉や生活困窮者支

援等の制度や分野の枠、また「支える側」や「支えられる側」という従来

の関係を超えて、人と人や人と社会がつながり、一人一人が生きがいや役

割を持ち、支え合い助け合いながら暮らしていくことができる包摂※１的

な社会のことです。 

また、地域包括ケアシステムとは、高齢者が、可能な限り住み慣れた地

域でその能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、医療・

介護、介護予防、住まいや日常生活の支援が包括的に提供される体制のこ

とです。 

 

※１包摂：一定の範囲に包み込むこと。この場合、家族や地域などで高齢者を包み込む体制である。近年は、

家族や地域において、つながりが薄れていく「社会的排除」があるが、その逆になる。 
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 本町においても、白川町の地域性に合った地域包括ケアシステムを確

立し、介護度の改善など具体的な成果に結び付けれるよう、内容の充実を

図っていきます。 

 

 

❒持続可能なサービス提供体制の確保 

令和２年度において新型コロナウイルスの感染拡大によりパンデミッ

クが発生し、世界に大きな衝撃を与えました。全国各地において、介護保

険施設・障がい者施設におけるクラスターが発生し、サービスが受けられ

ないといった状況が発生し、「新しい生活様式」の定着が重要になってい

ます。すべての人が安心してサービスの利用や集いの場への参加ができ

るよう感染対策を徹底したサービス等を行うため、各所と連携しながら

提供体制の確保を進めます。 

 高齢化が進む中において、サービスの利用が増加しており、白川町でも

近年介護給付費の増加が著しい状況です。また、生産世代の人口減少など

で、介護サービスに従事する担い手の人材不足が深刻になってきていま

す。介護が必要な人に必要なサービスが的確に提供できるよう、介護保険

制度の持続可能性の確保と、それを担う各種サービス事業の体制維持を

図ります。 
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５．白川町の高齢者の状況 

 

❒総人口の推移と推計 

本町の人口は、令和 2 年９月時点で 7,385 人となっており、年々減少

しており、今後も減少が続くと想定されます。 

年齢３区分別にみると、「65 歳以上」の高齢者人口は、減少傾向にあり、

今後もこの傾向が続くことが予想されています。一方で、64 歳以下の減

少も大きいため、高齢化率の上昇が見込まれており、令和7年には53.6％、

令和 22 年には 67.1％になると予想されます。 

 

国立社会保障・人口問題研究所推計をもとにした推計（各年 9 月末） 

  

平成30年 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22年

総人口 7,741 7,551 7,385 7,172 6,974 6,787 6,454 4,132

0~19歳 892 839 792 747 704 664 592 268

20~64歳 3,273 3,137 3,009 2,874 2,747 2,625 2,400 1,090

65歳~ 3,576 3,575 3,584 3,551 3,523 3,498 3,462 2,774

高齢化率 46.2% 47.3% 48.5% 49.5% 50.5% 51.5% 53.6% 67.1%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

人口推計・高齢化率

0~19歳 20~64歳 65歳~ 高齢化率

単位（人） 

（人） 
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❒前期高齢者・後期高齢者の割合の推移と推計 

令和 2 年９月末時点で、本町の前期高齢者数（65～74 歳）は 1,477 人、

後期高齢者数（75 歳以上）は 2,107 人となっています。 

また、令和 22 年には前期高齢者数は大きく減少しますが、後期高齢者

数は大きくは変化せず、90 歳以上が大きく増加します。 

 

国立社会保障・人口問題研究所推計をもとにした推計（各年 9 月末） 

 

※点線は前期高齢者（65～74 歳）と後期高齢者（75 歳以上）の境です。 

  

平成30年 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22年

65~69歳 746 732 719 698 678 659 622 376

70~74歳 684 720 758 743 729 715 688 414

75~79歳 609 580 553 582 613 645 715 503

80~84歳 640 624 609 582 556 531 485 509

85~89歳 534 534 536 525 514 503 482 465

90歳～ 363 385 409 421 433 445 470 507

前期高齢者 1,430 1,452 1,477 1,441 1,407 1,374 1,310 790

後期高齢者 2,146 2,123 2,107 2,110 2,116 2,124 2,152 1,984

全体 3,576 3,575 3,584 3,551 3,523 3,498 3,462 2,774

0
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1,000
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2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

平成30年令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和7年 令和22年

高齢者数

65~69歳 70~74歳 75~79歳 80~84歳 85~89歳 90歳～

単位（人） 

（人） 
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６．白川町の要介護認定者の状況 

 

❒要介護認定者数・認定率の推移 

本町の要支援・要介護認定者数は、減少傾向にありましたが、令和７年

に向かい微増し、そこから減少に転じる予想されます。要介護認定率は、

20％前後を推移しますが、令和 22 年には 25.9％と増加し４人に１人とな

ると予想されます。 

 

（各年４月末現在） 

 

  

平成30年 平成31年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和7年 令和22年

要支援１ 111 104 99 103 103 102 102 100

要支援２ 102 114 105 105 105 106 107 104

要介護１ 133 148 132 136 136 136 136 133

要介護２ 133 125 113 124 124 124 125 123

要介護３ 99 88 92 93 94 94 94 94

要介護４ 89 90 102 94 95 96 97 97

要介護５ 65 62 70 66 67 67 69 67

合計 732 731 713 721 724 725 730 718

認定率 20.5% 20.4% 19.9% 20.3% 20.6% 20.7% 21.1% 25.9%

実認定者数 推定認定者数
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平成30年平成31年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和7年 令和22年

介護認定者数の推移

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２

要介護３ 要介護４ 要介護５

単位（人） 

（人） 



 

11 

 

❒日常生活圏域別の状況 

１） 日常生活圏域の設定 

介護保険法では「市町村が、その住民が日常生活を営んでいる地域とし

て、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、介護給付等対象サ

ービスを提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案

して」日常生活圏域を定めるものとされています。 

 白川町は、約 279,89 ㎢と広い面積があるため、各地区公民館を単位と

して５つの日常生活圏域を設定します。 

 各日常生活圏域には、通所サービス（通所介護・通所リハビリテーショ

ン等）事業所がありますが、その他のサービスについては、すべての圏域

にあるわけではありません。また、地域包括支援センターは、すべての圏

域を対象としています。 

 

 

 

 

  

白川地区 

佐見地区 

白川北地区 

蘇原地区 

黒川地区 

◎地域包括支援センター 

デイサービスかわまた茶寮 

サンシャイン美濃白川 

デイサービスセンター 

さわやか白楽園デイサービスセンター 

デイサービス元気の館 

佐見デイサービスセンター 

せせらぎ園 

黒川デイサービスセンター 

気楽園 

デイケアセンター春夏秋冬 
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２） 日常生活圏域別認定者数 

令和２年４月末現在の日常生活圏域別認定者数の割合をみると、要支

援者は白川北地区が他地区より３％ほど多くなっています。要介護者で

は蘇原地区・佐見地区の重度者（要介護３以上）は 40％ほどとなってい

ます。しかし、認定状況は流動的であり、認定者数が少ない地区別での割

合比較は、大きく変化することが予想されます。 

 

（令和２年４月末現在） 

 
※点線は要支援者、軽度者(要介護１,２)、重度者の境です。 

  

白川 白川北 蘇原 黒川 佐見 計

要支援１ 22 14 26 23 14 99

要支援２ 18 20 30 21 16 105

要介護１ 29 19 35 31 18 132

要介護２ 22 15 27 34 15 113

要介護３ 12 16 29 21 14 92

要介護４ 28 12 26 21 15 102

要介護５ 14 10 22 11 13 70

計 145 106 195 162 105 713

15.2%

13.2%

13.3%

14.2%

13.3%

13.9%

12.4%

18.9%

15.4%

13.0%

15.2%

14.7%

20.0%

17.9%

17.9%

19.1%

17.1%

18.5%

15.2%

14.2%

13.8%

21.0%

14.3%

15.8%

8.3%

15.1%

14.9%

13.0%

13.3%

12.9%

19.3%

11.3%

13.3%

13.0%

14.3%

14.3%

9.6%

9.4%

11.4%

6.7%

12.5%

9.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

白川

白川北

蘇原

黒川

佐見

計

日常生活圏域別認定者の割合

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２

要介護３ 要介護４ 要介護５

単位（人） 
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第２章 基本理念・基本目標・施策 
 

 

この章では、第８期における高齢福祉政策について、理念目標を定め、ま

た、その施策の展開について記載します。 
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１．基本理念 

 

第６次総合計画では、基本目標の一つに「生きがいと活躍の場を作り、

健やかな暮らしに活かす」と掲げています。これは、生きがいを持ち地域

における多様な主体と連携し町民それぞれの支え合いをしながら、自分

らしい暮らしができ、福祉サービスや支援を必要とする人々も健やかに、

安心して暮らせる町を目指しています。 

また、第７期計画からの理念を引き継ぎ、すべての住民が支え合い、生

きがいや役割を持ち高め合う「地域共生社会」への取り組みを進めていく

とともに、「地域包括ケアシステム」の深化を引き続き進めていきます。

そして、令和７年また、その後の未来を見据えた課題に対応するために、

次のように基本理念を掲げます。 

 

 

基 本 理 念 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

お互いさまで支えあい 

心豊かで安心して暮らせるまちづくり 
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２．基本目標について 

 

基本理念を実現するために、次のとおり基本目標を設定します。 

 

基本目標Ⅰ  健やかな生活に向けた活動の推進 

地域包括ケアシステムの意義である、高齢者がいつまでも住み慣れた

地域で自分らしく暮らせるように、地域一体となって支え合い、助け合う

ことが必要になります。そのためには、多方面から高齢者を支え、また、

高齢者自身が活躍できる場を育むことが重要になってきます。 

 

 

基本目標Ⅱ  安心して暮らせるまちづくり 

高齢化が進む中で、支援を必要とする高齢者の増加が見込まれます。ま

た、介護をする家族等への支援も必要になります。高齢者やその家族に向

けた生活支援体制の充実を図る必要があります。 

 

 

基本目標Ⅲ  介護サービスの安定した提供 

高齢化が進む中で、安定した介護サービスの提供が必然となっていま

す。しかし、近年は、全国的に多くの自然災害や感染症など多くの困難に

見舞われています。また、高齢化が進む中で、介護の担い手不足が深刻な

課題となってきています。そのような中で、十分なサービスが提供できる

基盤の安定化が急務となり、介護が必要な方に対し安心・安全で、過不足

のない介護サービスの提供が必須となります。 
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計画の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本理念 

お互いさまで支えあい  

心豊かで安心して暮らせるまちづくり 

基本目標Ⅰ 健やかな生活に向けた活動の推進 

基本目標Ⅱ 安心して暮らせるまちづくり 

基本目標Ⅲ 介護サービスの安定した提供 

施策① 健康づくりの推進 

施策② 在宅医療・介護連携の推進 

施策③ 効果的な介護予防 

施策④ 認知症施策の推進 

施策⑤ 社会参加の機会の充実・活躍の場の提供 

施策⑥ 総合相談窓口の充実と権利擁護の推進 

施策⑦ 生活基盤支援事業の推進 

施策⑧ 地域ケア会議の充実 

施策⑨ 生活支援サービスの充実 

施策⑩ 適正な介護給付 

施策⑪ 介護人材の確保・定着 

施策⑫ 災害や感染症への備えの充実 
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３．各施策の展開 

 

基本目標Ⅰ 健やかな生活に向けた活動の推進 

 

施策① 健康づくりの推進 

若い世代から健康づくりに取り組み、生活習慣の改善により将来の健

康障害を予防することが、介護予防につながります。また、高齢期に入

っても疾病の重症化予防に取り組むことは重要です。健康寿命の延伸、

生活の質の向上を図ることで、生涯にわたり健康で、心豊かな生活を送

るよう健康づくりの推進を図ります。 

 

【具体的な事業や取り組み】 

 

❒健康診査事業の推進 

白川町国民健康保険第２期保健事業実施計画(データヘルス計画)

第３期特定健康診査等実施計画にもとづき、受診率の拡大を図りま

す。 

30 歳代健診、40～74 歳の国民健康保険被保険者を対象にした特定

健診の実施により、若い世代から自分の健康状態を把握し、将来の健

康を守る生活習慣改善の実践を促します。 

75 歳以降は、後期高齢者医療制度として、おたっしゃ健診を実施

します。フレイル対策の視点も含めた将来の介護予防につなげます。 

健診は、集団健診で特定健診・おたっしゃ健診・各種がん検診を同

時開催し、土日・早朝の実施など、受診しやすい環境を整えます。合

わせて施設健診も実施し、受診者のニーズに沿った健診体制を取り

入れます。 

検診名 実績値 計画値 

30 歳代健診 
令和元年度 

受診者 35 人(6.9％) 

令和 5 年度 

受診者 50 人(10.0％) 

特定健診 
令和元年度(法定報告） 

受診者 752 人(48.5％) 

令和 5 年度(法定報告） 

受診者 800 人（53.5％） 

おたっしゃ 

検診 

令和元年度(法定報告） 

受診者 77 人(3.6％） 

令和 5 年度(法定報告） 

受診者 350 人(15.0％) 
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❒歯科口腔保健対策の推進 

歯周病健診、後期高齢者医療口腔健康診査の受診をとおして、自ら

の口腔内の状況を把握し、口腔機能の維持向上に取り組むことがで

きるよう、普及啓発を行います。 

実績値 計画値 

令和元年度 

8020 達成者 28 人(23.9％) 

令和 6 年度 

8020 達成者 40％ 

 

 

❒がん対策の推進 

がんの早期発見・早期治療を目的に、胃・肺・大腸・子宮・乳・前

立腺がんの検診を実施します。（集団健診では特定健診・おたっしゃ

健診との併設、子宮・乳がん検診の併設をします。いずれも施設健診

も実施し、受診者のニーズに合わせた体制を取り入れます。） 

また、がんに関する知識の普及啓発を図り、がん予防に向けた取り

組みを推進します。 

実績値 計画値 

がん検診受診率 

胃がん   649 人（14.4％） 

肺がん   866 人（20.0％） 

大腸がん  1,112 人（24.0％） 

子宮がん  270 人（21.0％） 

乳がん   306 人（27.8％） 

前立腺がん 496 人（27.9％） 

がん検診受診率 

胃がん    向上 

肺がん    向上 

大腸がん   向上 

子宮がん   向上 

乳がん    向上 

前立腺がん  向上 

 

 

❒健康増進事業の推進（ポピュレーションアプローチ） 

まめな白川いきいきプランにもとづき、生活習慣の見直し、

改善をとおし、生活習慣病の予防、健康寿命の延伸を図りま

す。 
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❒重症化予防対策の推進 

白川町国民健康保険第２期保健事業実施計画(データヘルス計画)

第３期特定健康診査等実施計画にもとづき、糖尿病性腎症重症化予

防・虚血性心疾患・脳血管疾患重症化予防の推進を図ります。また、

住民の健康障害の予防と共に、医療費の適正化にも取り組みます。 

 

 

❒インターネットやメディアを活用した健康増進事業 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止により、在宅での生活

が多くなり、人とのかかわりや運動が不足することが懸念されてい

ます。ケーブルテレビの番組内での運動、栄養、社会参加についての

指導と啓発やインターネットで「しらかわ茶レンジ体操」を配信す

る等、新しい生活様式に沿った健康増進に係る取り組みを行います。 
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施策② 在宅医療・介護連携の推進 

地域包括ケアシステムにおいて、医療側と介護側がそれぞれの立場か

ら、高齢者の健康増進や疾病・重度化防止対策のため、在宅医療と介護の

連携を推進します。一体的で切れ目のない医療・介護サービスの提供を行

うことにより、在宅で医療と介護の両方のニーズを有する高齢者が住み

慣れた地域で安心して生活を送ることができます。 

 

 

【具体的な事業や取り組み】 

 

❒多職種連携研修会の開催事業 

学識経験者や医療・介護関係者、行政職員等を構成メンバーとする

研修会を開催し、医療と介護の連携を推進するための学習会と交流

会を実施します。 

実績値 計画値 

年１回の開催 年１回の開催 

 

 

❒岐阜県庁や広域との情報連携 

かも丸ネット（加茂地区地域医療連携協議会）により、加茂地区内

の市町村や医療機関との連携で研修会などを開催し、連携を図りま

す。また、岐阜県庁医療関係部局と情報の共有を図り、県内での連携

強化を図ります。 

 

 

❒医療機関との連携 

要介護認定者の入院時情報提供や退院前調整会議の開催により、

医療と介護の支援が必要となる認定者が、在宅で安心して暮らせる

ように切れ目のない医療・介護サービスの提供のために連携を図り

ます。 
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❒高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業の推進 

国民健康保険・後期高齢者医療制度の健診結果や医療情報・介護保

険情報をもとに、健康情報を一体的に把握し、効果的な疾病予防、重

症化予防、介護予防の在り方を分析します。 

上記分析をもとに、多職種での連携のもと、集いの場の利用や個別

に電話・訪問等の方法による相談をとおして疾病予防・重症化予防・

介護予防の取組を実施します。 

 

 

❒高齢者の口腔ケアの推進 

 近年、口腔ケアが誤嚥性肺炎の発生予防につながるなど、口腔と全

身との関係について広く指摘されており、口腔機能の低下は、介護状

態悪化の要因の１つとなっています。後期高齢者医療口腔健康診査

の受診率を高めるとともに、介護関係者のオーラルフレイル（※）に

対する理解を深め、早期に気付き対応することできるように、介護事

業所における口腔ケアの取り組みの充実を図ります。 

 

※オーラルフレイル 

 オーラルフレイルは、口に関するささいな衰えを放置したり、適切な対応を行

わないままにしたりすることで、口の機能低下、食べる機能の障がい、さらには

心身の機能低下まで繫がる負の連鎖が生じてしまうことに対して注意喚起する

概念  
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施策③ 効果的な介護予防 

高齢化が進む中、高齢者がいつまでも住み慣れた地域で自分らしく暮

らせることは、もっとも重要なことです。介護認定数の減少や介護状態の

悪化を防止するだけでなく、地域の活性化にもつながります。 

 

 

【具体的な事業や取り組み】 

 

❒介護予防講座の充実 

身近で参加しやすい介護予防の講座や集いの場を開催したり、出

前講座をすることにより、認知症の早期発見や本人・家族の介護に

関する意識を付けるとともに、参加者同士で交流を図ることで介護

予防につなげます。 

また、感染症対策として参加者の健康チェックや手指消毒などの

徹底を行います。 

 

 

❒専門職の派遣を推進 

介護予防の取り組みを効果的なものにするため、集いの場などに

リハビリテーション専門職の派遣を推進し、実技指導等を行います。 

実績値 計画値 

令和元年度 

５件 
年 ３件 

 

 

❒庁内や関係団体との連携の充実 

公民館講座、スポーツリンク白川で実施される貯筋クラブ等と連

携し、高齢者の状態やニーズなどを調査し、効果的な介護予防につ

なげます。また、高齢者が生きがいを持って働く事で介護予防につ

なげられるように、シルバー人材センターとの連携を図ります。 
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施策④ 認知症施策の推進 

総合的に認知症対策を推進していくため、令和元年６月、内閣府におい

て「認知症施策推進大綱」が提唱されました。「認知症施策推進大綱」は

５つの柱を軸に施策を展開していきます。これにもとづき、認知症になっ

ても、本人の意思が尊重され、住み慣れた地域で自分らしく安心して暮ら

し続けることができるよう支援します。 

 

●認知症施策の５つの柱 

１．普及啓発・本人発信支援 

２．予防 

３．医療・ケア・介護サービス・介護者への支援 

４．認知症バリアフリーの推進・若年性認知症の人への支援・社会参加支援 

５．研究開発・産業促進・国際展開 

 

【具体的な事業や取り組み】 

❒認知症の早期発見・早期対応 

認知症になっても本人の意思が尊重され、できるだけ住み慣れた

地域で暮らし続けることができるよう、認知症の人やその家族に早

期にかかわり、支援を行うため認知症初期集中支援チームを引き続

き設置します。認知症初期集中支援チームでは、自宅訪問等の活動

を推進するとともに、町内事業所との情報共有やチーム員研修を充

実します。また、若年性認知症についても、早期発見と対応ができる

よう認知症の初期対応に努めます。 

白川町認知症集中支援チームの概略図 

 
  

かかりつけ医

認知症初期集中支援チーム

サポート医・専門職

③引き継ぎ

②訪問・相談

・医療機関

・介護サービス

・生活支援

・その他連携

①相談
・包括支援センター

・民生委員

・家族

・ケアマネージャー

認知症の疑いあり

④モニタリング

６ヶ月間の相談・訪問支援
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❒認知症サポーターの養成 

認知症サポーターとは、認知症に対する正しい知識を持ち、認知

症の人や家族を支援するサポーターです。認知症サポーターの養成

は、社会福祉協議会から認知症サポーター養成講座講師を派遣し、

希望がある団体等へ講習に向かいます。また、認知症サポーター養

成講座を受講された方で、スキルの維持や向上のため、フォローア

ップ講座の開催を検討します。 

 

 

❒認知症カフェの推進事業 

認知症カフェは、認知症の本人や家族が、地域の身近な場所で、医

療や介護などの専門的な知識を持った人と相談しながら、地域住民

と交流できる場所のことです。白川町では、社会福祉協議会が主催

し認知症地域推進員を中心に認知症家族の集い（ひまわりサロン）

を開催します。また、認知症の方やその家族と一般の方が交流し合

い、認知症に関する学習の機会を設けた認知症カフェ（月いちカフ

ェ）を社会福祉協議会のボランティアが各地で開催します。 

 実績値 計画値 

月いち 
カフェ 

令和元年度 

圏域ごと月１回開催 
圏域ごと月１回程度開催 

認知症 
家族の 
集い 

令和元年度 

全町１か所 年９回開催 

 延 29 名 

全町１か所 月１回開催 

 

 

❒認知症の施策の普及啓発 

認知症は、誰もがなりうる可能性があることから、多くの人が認

知症に関する知識や理解を持ち、認知症になっても当たり前に暮ら

していける地域であることが大切です。誰もが認知症について考え

る機会を持つことで、地域で支える理解の推進を図ります。 
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施策⑤ 社会参加の機会の充実・活躍の場の提供 

少子高齢化・人口減少社会を迎えていくなか、高齢者が知識や経験を活

かし、就労をはじめ広く社会で活躍することが期待されています。また、

高齢者が積極的に社会的な活動を行うことは、生きがいにつながり、結果

として介護予防にも効果が見込まれます。 

 

 

【具体的な事業や取り組み】 

 

❒町内老人クラブ活動支援 

高齢者の生きがいづくりの場である、白川町老人クラブ連合会と

各地区老人クラブの活動の活性化を進めるため、活動補助金を交付

します。 

老人クラブ会員数 

実績値 目標値 

令和２年 12 月末現在 

2,225 人 

令和５年 12 月末目標 

2,300 人 

 

 

❒シルバー人材センター事業への補助 

高齢者の働ける場として白川町シルバー人材センターの活動を支

援するため、活動補助金を交付します。 

シルバー人材センター会員数 

実績値 目標値 

令和２年 12 月末現在 

登録者数 155 名 

令和６年 

登録者数 196 名 

 

 

❒集いの場の推進 

高齢者が住み慣れた地域内での、交流の場として、住民主体のサ

ロンや地域の集いの場の充実を図るよう後方支援をします。 
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基本目標Ⅱ 安心して暮らせるまちづくり 

 

施策⑥ 総合相談窓口の充実と権利擁護の推進 

現在、行政において総合相談窓口の機能として、ワンストップサービス

の充実が求められています。ワンストップサービスとは、複数の窓口に分

かれていた手続き等を１箇所で行えるようにするシステムです。令和２

年度から地域包括支援センターの運営を町で行うこととなり、また、基幹

相談支援センター・成年後見支援センターを併設しました。介護保険の申

請、認知症の方やその家族、障がい、生活困窮や権利擁護に関する相談等、

保健福祉課の窓口にて実施できる体制の充実を図ります。 

 

【具体的な事業や取り組み】 

 

❒総合相談窓口の周知 

介護に関することや権利擁護に関する窓口として設置している地

域包括支援センターの周知を行い、気軽に相談できる環境と介護や

障がい福祉に関する総合相談の窓口として体制の充実を図ります。 

 

❒権利擁護の推進 

高齢者、障がい者、認知症の方などの権利擁護の相談窓口として、

専門職を配置し、権利擁護に関する相談等の対応を行います。 

 

❒成年後見制度の推進 

判断能力が低下した方の不利益、権利侵害を防ぐために、成年後見

制度の推進を図り、介護保険任意事業において、町長申立てによる成

年後見制度の利用に対する助成を行います。 

 

❒高齢者等の虐待防止の推進 

高齢者虐待防止ネットワーク会議を開催し、虐待防止のために各

機関との連携を強化します。また、高齢者虐待予防に関する啓発を行

い、早期発見を図るとともに、相談や虐待に関するコアメンバー会議

を行い、対応を検討します。  
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施策⑦ 生活基盤支援事業の推進 

高齢者等が住み慣れた地域で生きがいを持って在宅生活を継続してい

くために、必要となる多様な生活支援サービスの充実を図ります。また、

地域の人々が、お互いに支える・支えられる側の関係を超え、かつ、高齢

者や障がい者等に寄り添いお互いに助けていける環境の整備を目指しま

す。 

 

 

【具体的な事業や取り組み】 

 

❒生活支援コーディネーターとの連携 

生活支援コーディネーターを社会福祉協議会に配置し、毎月１回

定期的に地域包括支援センター職員との連絡会を設け、地域の生活

支援・介護予防サービスが提供されるよう整備を図ります。 

 

 

❒協議体の設置と運営 

生活支援サービスの基盤整備には、住民が主体となって活動する

ための情報共有や連携が必要であることから、日常生活圏域に協議

体を設置します。協議体には地域住民や生活支援コーディネーター

が参加し、地域の中での解決しやすい課題や不足している資源を検

討し、地域でできる課題解決にむけて生活支援の担い手の養成やサ

ービスの開発を推進します。 

 

 

❒高齢者向け住宅家賃補助 

自宅での生活が、健康や環境的要因などで困難になった在宅に長

年居住する高齢者が、高齢者向け集合住宅を利用しやすいように、

家賃の一部の補助を行います。 
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施策⑧ 地域ケア会議の充実 

各地区において高齢者が安心して生活できるよう、地域包括支援セン

ターが主催する地域ケア会議を開催し、多職種が個別事例や地域課題の

検討を行うことで高齢者を支援します。また、高齢者を取り巻く必要な社

会資源の開発や政策形成などにつなげます。 

 

 

【具体的な事業や取り組み】 

 

❒地域ケア会議の実施 

各日常生活圏域（白川・白川北地区は合同）にて開催する地区連携

会議を地域包括ケアシステム構築の基盤と位置づけ、地域包括支援

センターを事務局として、高齢者個人に対する支援や高齢者が地域

において自立した日常生活を営むために必要な支援体制に関する検

討等を実施します。また、個別や地域ごとの課題は、多機関の代表者

等で構成される、地域包括ケア推進会議にて、必要な社会資源の開発

や政策形成などにつなげられるようにします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

政策形成

機能

地域づくり

資源開発機能

地域課題

発見機能

ネットワーク

構築機能

個別課題

地域課題

解決機能
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施策⑨ 生活支援サービスの充実 

住み慣れた地域で安心して長く暮らせるよう、在宅での生活や介護を

支えるサービスの充実を図ります。 

 

１） 生活・活動等の支援 

白川町は、山林面積が広く家が点在しているため、自動車は生活に欠か

せないものとなっていますが、高齢者の運転は、危険も伴います。そのた

め、運転免許証返納後の移動の支援を行う必要があります。また、高齢に

なり食事の準備が難しい方や栄養バランスの取れた食事が必要な方の為

に、食事の補助などの支援が必要となります。 

 

【具体的な事業や取り組み】 

 

❒公共交通関係部署との連携 

70 歳以上の高齢者のコニュニティバス定期券は、高齢者特別価格

で購入でき、運転免許証返納者は申請にもとづき６ヶ月間の定期券

が１回のみ無料となります。また、福祉有償運送についてもニーズを

把握し、その実施に向け検討を行います。 

 

❒高齢者ハンドル型電動カートの購入助成 

運転免許証返納者、運転免許を持たない高齢者を対象に、町内の事

業所でハンドル型電動カートを購入した際に費用の一部を助成します。  

実績値 目標値 

令和２年実績 

14 件（１月中現在） 
年 15 件 

 

❒救急医療情報キットの整備等 

申請にもとづき、ひとり暮らしの高齢者に対して、医療機関などを

記載する救急医療情報キットを配布し、救急時に必要な情報を補完

することで、素早く初期対応ができるようにします。また、東消防署

と連携し情報共有を図ることで、ひとり暮らしの方などの搬送など

スムーズな情報交換を図り支援に繋げます。  
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２） 在宅介護の支援 

在宅の介護では、本人や家族への負担も大きいため、いつまでも家で安

心して暮らせるよう介護者の負担を軽減するための支援を行います。 

 

【具体的な事業や取り組み】 

 

❒高齢者紙おむつ等購入費助成事業 

介護保険特別給付で、在宅介護中の要介護１以上の被保険者に対

し、介護用の紙おむつと尿漏れパッド購入費の助成をするものです。 

 

 

❒寝たきり高齢者に係る居宅介護サービス費助成事業 

寝たきり高齢者介護助成は、重度の被保険者に対して在宅介護サ

ービス利用料の自己負担額の一部を助成するものです。 

 

 

❒配食サービス 

配食サービスは家事が困難、または栄養が不足しがちになる、ひと

り暮らしの高齢者や高齢者世帯の方を対象に、平日夕方中心に行い

ます。また、利用者の利便性を考え、拡充について検討します。 
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基本目標Ⅲ 介護サービスの安定した提供 

 

施策⑩ 適正な介護給付 

介護保険制度に則った運営がされているか、介護事業所に対して指導

や監査を実施します。また、必要とする介護サービスが適切に提供できて

いるか、給付適正化の５つの主要事業を行います。 

 

１） 介護事業所の指導 

町指定の介護事業所の指導は、６年に１度の回数で行うことが推奨さ

れています。町内には白川町が指定権限を持つ事業所が、地域密着型介護

サービス事業所７カ所、居宅介護支援事業所３カ所と令和３年度中に完

成を予定している有料老人ホームがあります。これらの各事業所に対し

て、６年未満で１回程度の実地指導等を行うこととします。 

 

 

【具体的な事業や取り組み】 

 

❒事業所の指導（監査） 

白川町が指定権限を持つ各事業所に対して行います。指導につい

ては集団指導（事業所を集めて行う指導）や現地指導（各事業所の

指導）を行います。 

実績値 目標値 

令和２年実績 

0 件（１月中現在） 
年 3 件程度 
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２） 介護給付の適正化 

適正な介護認定がされているか、適当なケアプランが立てられている

かなどを点検し、過不足の無い介護サービスの利用に繋げていきます。 

 

 

【具体的な事業や取り組み】 

 

❒要介護認定の適正化 

要介護認定新規申請や区分変更申請は、原則、町職員で認定調査

を行います。また、更新申請は、各事業所に認定調査を委託して行

います。 

 

❒ケアプラン点検 

居宅介護支援のケアプランが適正な内容になっているか、介護支

援専門員、専門職、地域包括支援センター職員、町職員等を交えて

点検を行います。また、スーパービジョン（気付きを与える方法）

によるケアプラン点検を実施します。 

 

❒住宅改修等の点検 

住宅改修を希望される被保険者の改修箇所が適正なものか、全件

の事前点検を行います。また、リハビリテーション専門職による事

前点検の実施について検討します。 

 

❒縦覧点検・医療情報との突合 

岐阜県国民健康保険団体連合会からの情報提供を求めて実施しま

す。 

 

❒介護給付通知 

介護保険サービスの利用にかかった自己負担額等の費用を年１回

被保険者に送付します。  
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施策⑪ 介護人材の確保・定着 

今後、少子高齢化により介護ニーズの増加が予想されますが、介護サー

ビスの担い手となる生産人口は減少するため、介護人材が不足する恐れ

があります。そのため、若者から元気な高齢者まで、幅広い世代の方に介

護の仕事に関心を持ってもらうとともに、介護職員の職場への定着やス

キルアップを図ることで、安定した介護サービスを提供することができ

るよう支援します。 

 

 

【具体的な事業や取り組み】 

 

❒介護人材の定着化 

介護職員の離職を防ぎ、人材の育成を図るために、介護現場をマネ

ジメントするリーダーの養成や介護職員のキャリア形成を支援しま

す。また、長く介護現場に携わることができるよう、スキルアップに

繋がる研修会の開催の支援や外国人の技能実習生の受け入れなど各

事業所の取り組みを支援します。 

 

 

❒人材提供・人材育成に対する助成 

介護職員等のキャリアアップや介護職員初任者研修などに対して、

費用の助成などを検討します。また、生活援助従事者研修会を開催し、

生活支援の担い手の育成を行います。 
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施策⑫ 災害や感染症への備えの充実 

災害が毎年のように起こる中で、生命等の安全が確保される必要があ

ります。また、新型コロナウイルス感染症を受け、介護事業所の感染症に

対する対策がより重要になってきています。そのため、各事業所等におい

ても感染が拡大しないよう万全の備えが重要になっています。 

 

 

【具体的な事業や取り組み】 

 

❒災害や感染症対策 

災害や感染症により介護事業所運営が困難になった際に、介護事

業所間の連携を図り、途切れの無い介護サービスの提供に努めます。 

 また、各介護事業所や介護予防講座等において、「新しい生活様式」

など、感染症対策の徹底を図ります。 

 

 

❒要介護者等の避難対応 

災害時に支援が必要な方の避難が速やかに行えるよう、要援護者

台帳をもとに各地区災害対策連絡協議会と連携します。 

 

 

❒防災・感染症予防用品の備蓄 

防災担当課と連携し、災害用食料備蓄や感染症対策用備品の備蓄

を行い、災害等が起きた際に迅速に配布できる体制を構築します。 
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第３章 介護保険事業計画 
 

 

この章では、第８期における介護保険給付見込み量の推計や介護保険料

の算出を行います。 
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１．介護サービス利用者数の見込み量 

 

1) 居宅介護サービス見込み量 

 

❒訪問介護サービス 

令和３年 9 月から住宅型有料老人ホームが開業するため、大きく増加

が見込まれます。 

  令和３年 令和４年 令和５年 

介
護 

利用者数 （ 人／月） 70  80  88  

給付費  （千円／年） 54,954  70,280  89,880  

 

 

❒訪問入浴介護サービス 

対象者が重症者に限られていることから、予防は見込まず、介護給付の

みを減少で見込んでいます。 

  令和３年 令和４年 令和５年 

介
護 

利用者数 （ 人／月） 1  1  1  

給付費  （千円／年） 381  362  344  

予
防 

利用者数 （ 人／月） 0  0  0  

給付費  （千円／年） 0  0  0  

 

❒訪問看護サービス 

在宅での生活を支える重要なサービスであり、一定の利用者がいるこ

とから、介護は横ばい、予防は実績から給付費の微増加を見込んでいます。 

  令和３年 令和４年 令和５年 

介
護 

利用者数 （ 人／月） 35  35  35  

給付費  （千円／年） 11,104  11,079  11,054  

予
防 

利用者数 （ 人／月） 5  5  6  

給付費  （千円／年） 1,292  1,429  1,580  
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❒訪問リハビリテーション 

過去の実績を踏まえ、利用者は横ばいで見込んでいます。 

  令和３年 令和４年 令和５年 

介
護 

利用者数 （ 人／月） 10  10  10  

給付費  （千円／年） 3,011  2,973  2,936  

予
防 

利用者数 （ 人／月） 5  5  5  

給付費  （千円／年） 1,415  1,514  1,620  

 

❒居宅療養管理指導 

在宅生活において、必要なサービスであり、実績をもとに増加を見込ん

でいます。 

  令和３年 令和４年 令和５年 

介
護 

利用者数 （ 人／月） 55  56  57  

給付費  （千円／年） 5,205  5,717  6,279  

予
防 

利用者数 （ 人／月） 5  5  5  

給付費  （千円／年） 427  451  477  

 

❒通所介護サービス 

実績をもとに減少を見込んでいます。 

  令和３年 令和４年 令和５年 

介
護 

利用者数 （ 人／月） 82  81  79  

給付費  （千円／年） 83,291  81,162  79,087  

 

❒通所リハビリテーション 

介護認定率と実績から、横ばいを見込んでいます。 

  令和３年 令和４年 令和５年 

介
護 

利用者数 （ 人／月） 45  43  42  

給付費  （千円／年） 33,078  33,003  32,928  

予
防 

利用者数 （ 人／月） 20  20  20  

給付費  （千円／年） 7,289  7,288  7,287  



 

38 

❒短期入所者生活介護 

施設入所待機者が増えると予想されるため、増加を見込んでいます。 

  令和３年 令和４年 令和５年 

介
護 

利用者数 （ 人／月） 67  68  69  

給付費  （千円／年） 54,643  59,625  65,061  

予
防 

利用者数 （ 人／月） 1  1  1  

給付費  （千円／年） 1,003  1,122  1,255  

 

 

❒短期入所療養介護 

短期入所者生活介護と同様、入所待ちや老人保健施設でのつなぎ等で

増加が予想されるため、微増を見込んでいます。また、実績をもとに予防

での利用は見込みません。 

  令和３年 令和４年 令和５年 

介
護 

利用者数 （ 人／月） 5  6  7  

給付費  （千円／年） 1,764  1,890  2,025  

予
防 

利用者数 （ 人／月） 0  0  0  

給付費  （千円／年） 0  0  0  

 

 

❒福祉用具貸与 

実績から１人の使う品目数の増加が見込まれます。 

  令和３年 令和４年 令和５年 

介
護 

利用者数 （ 人／月） 150  155  160  

給付費  （千円／年） 22,220  24,008  25,939  

予
防 

利用者数 （ 人／月） 78  82  85  

給付費  （千円／年） 5,702  6,207  6,757  
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❒特定福祉用具購入 

町内に福祉用具専門店が開所したことなど、相談体制の充実が図られ

たことにより、利用の増加が見込まれます。 

  令和３年 令和４年 令和５年 

介
護 

利用者数 （ 人／月） 2  2  2  

給付費  （千円／年） 893  925  958  

予
防 

利用者数 （ 人／月） 2  2  2  

給付費  （千円／年） 458  460  462  

 

 

❒住宅改修 

実績から予防による住宅改修の増加があるため、今後も増加が見込ま

れます。 

  令和３年 令和４年 令和５年 

介
護 

利用者数 （ 人／月） 2  2  2  

給付費  （千円／年） 2,129  2,257  2,392  

予
防 

利用者数 （ 人／月） 2  2  3  

給付費  （千円／年） 2,408  2,828  3,321  

 

 

❒特定施設入所者生活介護 

町内に住宅型有料老人ホームが開業することと実績から、横ばいで見

込んでいます。 

  令和３年 令和４年 令和５年 

介
護 

利用者数 （ 人／月） 5  5  6  

給付費  （千円／年） 10,966  11,626  12,325  

予
防 

利用者数 （ 人／月） 1  1  1  

給付費  （千円／年） 1,286  1,332  1,379  
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２） 施設サービス見込み量 

 

❒介護老人福祉施設入所者生活介護 

現在の実績を勘案し、施設を希望している被保険者の増加があること

から、増加を見込んでいます。 

  令和３年 令和４年 令和５年 

介
護 

利用者数 （ 人／月） 73  77  80  

給付費  （千円／年） 226,756  249,873  275,347  

 

 

❒介護老人保健施設 

老人福祉施設の待機者などで増加の見込みがあることから、増加を見

込んでいます。 

  令和３年 令和４年 令和５年 

介
護 

利用者数 （ 人／月） 50  53  57  

給付費  （千円／年） 159,159  171,986  185,847  

 

 

❒介護療養型医療施設 

現在の利用状況を勘案し、横ばいを見込んでいます。 

  令和３年 令和４年 令和５年 

介
護 

利用者数 （ 人／月） 1  1  1  

給付費  （千円／年） 4,867  5,007  5,151  
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３） 居宅介護支援 

 

❒居宅介護支援 

認定率の介護度別の伸びから、介護は微減、予防は横ばいを見込んでい

ます。 

  令和３年 令和４年 令和５年 

介
護 

利用者数 （ 人／月） 255  253  251  

給付費  （千円／年） 49,075  48,605  48,139  

予
防 

利用者数 （ 人／月） 85  85  85  

給付費  （千円／年） 4,861  5,049  5,244  
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３） 地域密着型サービス 

 

❒認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 

町内施設の増加は見込まれませんが、町外での利用者があることから、

微増を見込んでいます。 

  令和３年 令和４年 令和５年 

介
護 

利用者数 （ 人／月） 18  18  19  

給付費  （千円／年） 54,869  56,018  57,191  

予
防 

利用者数 （ 人／月） 0  0  0  

給付費  （千円／年） 0  0  0  

 

 

❒地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（地域密着型特養） 

第８期中に町内での施設の増加や増床予定はありませんが、町外での

利用者があるため、微増を見込んでいます。 

  令和３年 令和４年 令和５年 

介
護 

利用者数 （ 人／月） 40  42  44  

給付費  （千円／年） 142,559  151,460  160,916  

 

 

❒地域密着型通所介護 

平成３０年にせせらぎ園が、平成３１年にサンシャイン美濃白川が地

域密着型へ移行したことにより増加しましたが、通所介護の利用自体が

減少しているため、減少を見込んでいます。 

  令和３年 令和４年 令和５年 

介
護 

利用者数（ 人／月） 90  89  88  

給付費 （千円／年） 93,534  93,235  92,937  

 

❒その他 

地域密着型サービスには、上記の他に小規模多機能型居宅介護、定期巡

回・随時対応型訪問介護看護等ありますが、町内に施設はなく、町外での

利用もないため見込んではいません。  
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２．地域支援事業の見込み量 

介護予防・日常生活支援総合事業について、見込み量を推定します。 

 

❒訪問型サービス 

利用実績や住宅型有料老人ホームが開業することから、増加を見込ん

でいます。 

  令和３年 令和４年 令和５年 

 
 

利用者数（ 人／月） 36  38  40  

給付費 （千円／年） 5,776  5,871  5,968  

 

 

❒通所型サービス 

利用実績から微増を見込んでいます。 

  令和３年 令和４年 令和５年 

 
 

利用者数（ 人／月） 65  66  67  

給付費 （千円／年） 19,822  20,445  21,088  

 

 

❒介護予防ケアマネジメント 

利用実績から微増を見込んでいます。 

  令和３年 令和４年 令和５年 

 
 

利用者数（ 人／月） 59  60  61  

給付費 （千円／年） 2,931  2,882  2,834  
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３．第８期介護保険料の算定 

第１号被保険者の負担相当額は、償還払いによるサービス費を含めた

総給付費に特定入所者介護サービス費、高額介護サービス費、高額医療介

護合算サービス費、審査支払手数料を加えた標準給付費と地域支援事業

費の総額に国・県・町・第２号被保険者の負担割合を乗じて残りを第１号

被保険者負担相当額と算出します。 

 

１） 標準給付額や地域支援事業費の算出 

介護サービス見込み量から標準給付額・地域支援事業費を見込みます。 

単位（千円） 

  サービス種類 令和３年 令和４年 令和５年 

介
護
給
付
費 

居宅介護サービス費 304,919  327,538  355,346  

施設サービス費 390,782  426,866  466,345  

居宅介護支援サービス費 53,936  53,654  53,383  

地域密着型サービス 290,962  300,713  311,044  

特定入所者介護サービス費 72,433  80,172  88,738  

高額介護サービス費 24,720  27,257  30,054  

高額医療介護合算サービス費 4,206  4,569  4,964  

町特別給付費 3,274  3,243  3,212  

審査支払手数料 917  922  927  

小計 1,146,149  1,224,934  1,314,013  

地
域
支
援
事
業
費 

包括的支援事業・任意事業 18,900  18,800  18,700  

包括的支援事業（社会保障充実

分） 
10,330  10,350  10,380  

総合事業運営に係る費用 28,662  29,330  30,021  

その他予防事業等 9,000  9,000  9,000  

小計 66,892  67,480  68,101  

合計 1,213,041  1,292,414  1,382,114  
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２） 介護保険料の算出 

〇１号被保険者負担額の算出 

標準給付額等の見込み量に対して、国・県・町・２号被保険者保険料の

法定給付分を除いた金額が、１号被保険者保険負担額となります。 

単位（千円） 

  令和３年 令和４年 令和５年 

介
護
給
付
費 

国庫負担金 206,613  220,257  235,752  

財政調整交付金 106,591  113,918  122,203  

２号被保険者 309,460  330,732  354,783  

県負担金 165,884  177,845  191,301  

繰入金 143,268  153,116  164,251  

地
域
支
援
事
業
費 

国庫補助金 17,324  17,431  17,546  

財政調整交付金 3,502  3,564  3,628  

２号被保険者 10,168  10,349  10,535  

県負担金 10,903  11,022  11,146  

繰入金 10,903  11,022  11,146  

１号被保険者分 228,425  243,158  259,823  

 

〇１号被保険者の保険料算出 

１号被保険者負担額から介護保険運営準備基金崩壊金を除いた金額が、

第８期の１号被保険者の保険料として徴収する額となります。下記計算

により、第８期保険料月額基準額は 5,500 円となります。 

単位（千円） 

  令和３年 令和４年 令和５年 

①１号被保険者分３年間合計 731,406  

②介護保険運営準備基金崩壊金 5,000  15,000  25,000  

③所得段階別加入者割合補正後被保険者数 3,490人 3,463人 3,439人 

④予定介護保険料収納率 99% 

※財政安定化基金拠出見込額・財政安定化基金償還金の見込みはありません。 

単位（円） 

保険料基準額（月額）Ｍ≒①－②÷③÷④÷１２ 5,500  

保険料基準額（年額）Ｙ=Ｍ×１２ 66,000  
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３） 第８期介護保険料の所得段階区分 

（保険料単位：円） 

段階 対象者 保険料率 
年間保険 

(月額) 

第１段階 

生活保護を受けている人 
世帯全体が町民税非課税で、老齢福祉
年金を受けている人、または前年の合
計所得額＋課税年金収入額が 80 万円
以下の人 

0.3 
(0.5) 

19,800 

(1,650) 

第２段階 

世帯全員が
町民税非課
税 

前年の合計所得金額＋課
税年金収入額が 80 万円
超 120 万円以下の人 

0.5 
(0.75) 

33,000 

(2,750) 

第３段階 

前年の合計所得金額＋課
税年金収入額が 120 万円
超の人 

0.70 
(0.75) 

46,200 

(3,850) 

第４段階 
本人は町民
税 非 課 税
（世帯に課
税者あり） 

前年の合計所得金額＋課
税年金収入額が 80 万円
以下の人 

0.9 
59,400 

(4,950) 

第５段階 第４段階以外の人 基準額 
66,000 

(5,500) 

第６段階 

本人が町民
税課税 

前年の合計所得金額が 
120 万円未満の人 

1.2 
79,200 

(6,600) 

第７段階 

前年の合計所得金額が 
120 万円以上 210 万円未
満の人 

1.3 
85,800 

(7,150) 

第８段階 

前年の合計所得金額が 
210 万円以上 320 万円未
満の人 

1.5 
99,000 

(8,250) 

第９段階 
前年の合計所得金額が 
320 万円以上の人 

1.7 
112,200 

(9,350) 

※保険料率の第１段階から第３段階は公費が投入されて負担軽減がされており、それぞれ上記のとおりにな

ります。( )内の保険料率は軽減前の保険料率になります 

※対象者は介護保険法施行令の改正に伴い変わる可能性があります。
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第４章 本計画の推進体制 
 

 

 

 

１） 計画の進行管理 

本計画の推進にあたっては、毎年計画の円滑な実施に向けて、保健福祉

課を中心に施策・事業の進行管理を行います。また、本計画の推進状況を

町民や事業者へ周知し、関係機関・団体との共有により、多様な意見を取

り入れた上でより良い計画の推進を図ります。 

さらに、「介護保険運営協議会」等の会議・協議会における検討結果や

意見を、介護保険事業の運営等に適切に反映させます。 

 

 

２） 保険者機能強化推進交付金等の活用 

介護保険法改正により、平成 29 年度に市町村及び都道府県に対し、自

立支援・重度化防止等に関する取組を推進するための「保険者機能強化推

進交付金」が交付されることとなりました。また、令和２年度から公的保

険制度における介護予防の位置づけを高めるため、「介護保険保険者努力

支援交付金」が交付されることとなりました。 

本計画を効果的かつ実効性のあるものとするために、この交付金等の

評価結果も活用して課題等の分析を行い、改善につなげるなど、ＰＤＣＡ

サイクルにもとづき、管理していきます。そしてこの交付金等を着実に獲

得し、有効な活用に努めます。 
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資料編 
 

 

 

 

 

 

１） 計画策定の経過  

年月日 内 容 備 考 

令和２年 

１月 13 日 

～２月 7 日 

日常生活圏域ニーズ 

調査 

詳しくは P５を参照 

令和 2 年 

３月 2 日 

～３月 27 日 

在宅介護実態調査 詳しくはＰ５を参照 

令和２年 

12 月３日 

介護保険運営協議会 

（策定委員会） 

各アンケート調査結果 

計画草案について検討 

 

令和３年 

２月９日 

国民健康保険・介護 

保険運営協議会 

（策定委員会） 

事業報告・来年度事業計画

について 

計画（案）について検討 

令和３年 

 ２月 15 日 

～２月 28 日 

パブリックコメント 白川町ホームページ・保健

福祉課窓口等において掲載 
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２） 白川町介護保険等運営協議会（策定委員会） 

 

介護保険等運営協議会設置要綱 

白川町では、介護保険事業計画については白川町介護保険条例第５条

第２項の規定により、白川町介護保険等運営協議会にて審議することと

しています。 

 

 

介護保険等運営協議会委員名簿 

国民健康保険運営協議会を代表する委員  細江 茂樹 

 

保 険 医 を 代 表 す る 委 員  大賀 杉太 

      中島 正人 

 

保険医・介護サービス機関を代表する委員   野尻  眞 

 

介護サービス機関を代表する委員  福田喜美子 

      安江 豊子 

      安江  力 

 

民 生 委 員 協 議 会 を 代 表 す る 委 員  田口  等 

 

被 保 険 者 を 代 表 す る 委 員  大橋 慎也 

      鈴木 綾子 

      杉山 郁夫 

      加納 紀子 

      横家 和幸 

      土井 文子 

      藤井 敬之 

      安江さと子 

      安江 時男 

      髙木 京子 
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