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１．計画策定にあたって 

（１）計画の位置づけ

① 計画の性格・法的位置づけ 

「高齢者保健福祉計画」

 老人福祉法第２０条の８に基づき、介護保険サービスとそれ以外の高齢者福祉サービスの供給体

制の確保に向けた計画です。また、「高齢者保健福祉計画」はすべての高齢者を対象とした高齢

者福祉事業の総合的な計画で、その性格上、「介護保険事業計画」を包含するものであり、介護

保険事業とその他の高齢者福祉事業を総合的な視点に立って体系化するものです。

「介護保険事業計画」

 介護保険法第１１７条第１項に基づき、介護保険の対象となる要介護者等の人数、介護保険給付

サービスの種類ごとの量の見込みや見込み量の確保の方策等、制度の円滑な実施に向けた取り組

み内容を定めるための事業計画と位置づけられています。

「高齢者保健福祉計画」と「介護保険事業計画」

 「高齢者保健福祉計画」と「介護保険事業計画」は密接な関係を持った計画であり、老人福祉法

第２０条の８第７項で、一体のものとして策定することが定められています。本町においては、

「高齢者福祉計画及び介護保険事業計画」として、両計画を一体化して策定します。

（２）他の計画との関係
本計画は、高齢者の保健・医療・福祉に関する町の役割・目標を示す行政計画であり、上位の計画

である町総合計画、県・国の計画との整合性を図るものです。

（３）計画の期間

計画の期間は、令和３年度（２０２１年度）から令和５年度（２０２３年度）の３年間です。 

本計画は、団塊の世代が後期高齢者となる令和７年（２０２５年）に備えた体制づくりを進めるとと

もに、全国的に現役世代が急減する令和２２年（２０４０年）を見据え、これまでの計画で構築してき

た地域包括ケアシステムを深化・推進することを目的としたものです。また、中長期的な視点で施策の

展開を図りつつ、高齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止に向けた取組み等を深化・推進していく

ための計画となります。 

第8期菊陽町高齢者保健福祉計画及び 

介護保険事業計画 
【概 要 版】 
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２．基本理念と基本方針

（１）計画の基本理念 

本計画では、菊陽町総合計画で掲げる「地域で支え合い、みんなが健康で暮らせるまちづくり」を

基本理念に設定し、地域包括ケアシステムの深化・推進のための長期的な視点と共通のビジョンを共

有しながら、地域のみんなが自分のこととしてとらえて関わっていく「地域共生社会」の実現を目指

したまちづくりを進めます。

（２）計画の基本方針 

本町の令和２２年（２０４０年）の状況を展望すると、人口は４９，２１７人に増加すると予想され

ていますが、介護ニーズが高い７５歳以上の高齢者数は、令和２年の４，３６５人から令和２２年に

は７，３６５人に大幅に増加する見込です。また、１５～６４歳の生産年齢人口をみると、この年齢

層は全国的には急減すると予想されていますが、本町では令和２年の２６，８７８人から令和２２年

に２８，１１９人に増加する予想です。しかし、現状でも介護人材だけでなく多くの業種での人手不

足は深刻化してきており、地域の高齢者介護を支える人的基盤の確保がさらに大きな課題となってい

くことが予想されます。さらに、高齢者の単独世帯や夫婦のみの世帯の増加、認知症の人の増加も見

込まれるなど、人手不足の中、介護サービスに対する需要がさらに増加・多様化することが想定され

ます。

このため、「２０２５年及び２０４０年を見据えた地域共生社会の実現」という目標を掲げ、令和 7

年（２０２５年）に向けて、さらにはその先の令和２２年（２０４０年）を見据えたサービス基盤及び

人的基盤の整備を目指すとともに、５つの基本目標（課題）を設定し、中長期的な施策の展開を図るこ

ととします。

地域で支え合い、

みんなが健康で暮らせるまちづ
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これまで介護保険制度では、地域包括ケアシステムを推進する観点から、共生型サービスの創設のほ

か、生活支援や介護予防、認知症施策などの地域づくりに関係する取り組みを進めてきました。今後は、

上位計画である「菊陽町総合計画」や「菊陽町地域福祉計画」等と調和を図りながら、地域共生社会の

実現に向けた地域づくりや社会福祉基盤整備の観点からも、地域包括ケアシステムについて見直しを進

め、「断らない相談支援」、「参加支援」、「地域づくりに向けた支援」等を一体的に実施するなどして、

地域共生社会の実現を図っていきます。 

地域で支え合い、

みんなが健康で暮らせるまちづくり

2025 年及び 2040 年を見据えた

地域共生社会の実現
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（３）日常生活圏域の設定
日常生活圏域は、人口、交通事情、地域密着型サービスを提供するための施設の整備状況等を総合的

に勘案して、地域包括ケアシステムを構築する区域等を念頭において、中学校区等、地域の事情に応じ

て定めることされています。 

本町の日常生活圏域は、「地域包括支援センター」を町役場に１か所整備し、住民の保健医療の向上と

福祉の増進を包括的に支援していることから、当面は、本町域と合わせた 1圏域とします。 

（４）計画の体系

地域で支え合い、みんなが健康で暮らせるまちづくり

重点的取組み

認知症サポーター養成講座を含む啓発事業及び介護給付の適正化

　介護予防と健康づくり施策の充実

　介護現場の改善とサービスの質の向上及び災害や感染症対策

基本理念

　生涯現役社会の実現と多様な担い手による在宅生活支援体制の構築

基本目標（課題）

　認知症になっても安心して暮らせる体制の構築

　在宅医療と介護の連携推進

１

２

３

４

５

地域包括ケアシステム

の深化・推進

2025年及び2040年を見据えた

地域共生社会の実現
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３．重点的取組み

介護保険法第１１７条に基づき、市町村は「被保険者の自立支援、介護予防又は重度化防止」

及び「介護給付費の適正化」に関して本計画中に取り組むべき事項及びその目標値を定めること

とされています。 

本町では以下の現状と課題を踏まえ、認知症高齢者を支援するための取り組みを本計画期間

中の重点的取り組み及び目標として定め、介護保険法に基づく実績評価を毎年度行い、PDCA サ

イクルによる取組みの推進を図ります。 

（１）被保険者の自立支援、介護予防又は重度化防止

【現状と課題】

本町では住民の認知症高齢者に対する理解を深めることや支え合いのあるまちづくりを推進

することを目的に、認知症サポーター養成講座及びフォローアップ研修を実施してきました。

これまでは、ふれあいサロンはもとより、町内の中学生等に対してサポーター養成講座を定期

的に実施しており、若年層に対しての周知は比較的浸透している状況です。しかし、高齢者が立

ち寄りそうな商業施設等の職員向けの啓発は実施できておらず、いまだに“痴呆症”といった言

葉が会話の中で散見されることもあり、今後は住民向けに加え、事業所向けの広報・啓発の取組

みが課題であると認識しています。

【具体的な取り組み】

現状の取組みに加えて、町内の事業者や商業施設の職員向けの啓発事業に力を入れ、認知症高

齢者の方が住み慣れた地域で安心して生活できるように支援体制を整えます。 

【目標：認知症サポーター養成講座を含む啓発事業の取り組み】

令和3年度 令和4年度 令和5年度
一般町民 700人 750人 800人
事業所職員 30人 60人 90人

認知症サポーター
養成講座受講者数

数値目標
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（２）介護給付の適正化

【現状と課題】

適切なサービスの確保と効率化を通じて介護保険制度の信頼感を高め、持続可能な介護保険

制度を構築するため、本町では平成３０年度から３カ年において、第４期熊本県介護給付適正化

プログラムに沿って、県及び国民健康保険団体連合会と連携して介護給付適正化の取組みを推

進してきました。 

年々増加している高齢者向け住宅等に入居する高齢者への介護サービスのあり方や要介護及

び要支援者の自立支援に向けた介護サービスのよりいっそうの充実といった課題に対応するた

め、介護給付適正化に係る取組みを充実させる必要があると認識しています。 

【重点項目と取り組み目標】

本町では第５期熊本県介護給付適正化プログラムに沿って、下記の介護給付適正化に係る取

り組むべき施策及び目標を定めるものとします。 

数値目標

c 認定調査員の研修実施 年1回以上

a 施工前の点検 点検率100％

a 医療情報突合の実施 全月点検

b 施工前の点検 全月点検

b リハビリ専門職による点検の体制構築
点検率
10％

3
サービス提供体
制及び介護報酬
請求の適正化

①
医療情報突合・
縦覧点検

c 活用帳票・チェック項目の明確化
点検に使用する
帳票・項目を計
画に定める

② 住宅改修の点検
b

建築・リハビリ専門職による施工前点検の体
制構築

点検率
10％

③
福祉用具購入・
貸与調査

a
軽度者（要支援、要介護１）の福祉用具貸与
点検

新規点検率100％
継続分10％

課題整理総括表を活用したケアプランの点検
点検率
5％以上

b 地域ケア会議等を活用したケアプランの点検
点検月数

6月

c
住宅型有料老人ホーム等入居者のケアプラン
の点検

点検率
5％以上

委託による認定調査の点検
点検率
100％

b 地域ケア会議等を活用したケアプランの点検
点検月数

6月

2
ケアマネジメン
ト等の適切化

①
ケアプランの点
検

a

３つの柱 重点項目
町が目安とする取り組みと目標

内容

1
要介護認定の適
正化

①
要介護認定の適
正化

a
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４．地域ケアシステムの深化・推進

（１）生涯現役社会の実現と多様な担い手による在宅生活支援の構築

① 高齢者を地域で支える

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、地域住民、自治会、民生委員、社会福祉

協議会などの関係機関と連携を図りながら、共に助け合い、支え合う地域づくりを推進してい

きます。 

② 地域ケア会議の推進

高齢者が住み慣れた地域で生活することができるように支援する地域包括ケアシステムを実

現するために、地域の保健、医療、介護、福祉等の関係者が連携を図り、高齢者等を支える社

会基盤の整備を目指します。

③ 生活支援コーディネーターとの連携と資源開発

今後も活動方針をコーディネーターに提示し、活動の進捗状況等を定期的に協議しながら、

高齢者のニーズに対応した具体的な資源の開発等に取り組みます。

④ 生きがいづくりと社会参加支援

住民主体の通いの場等の創出促進とともに、団塊世代をはじめとする元気な高齢者が、これ

まで培ってきた豊富な知識と能力を活かして、パートナーとして活動できる機会の創出を目指

します。

⑤ 地域リハビリテーションの推進

今後も引き続き関係団体の協力を得ながら、地域リハの活動を推進します。

⑥ 高齢者福祉サービスの実施

社会福祉協議会の「見守りネットワーク事業」との連携を図り、ボランティアの力を活用し

た高齢者の見守りネットワークの構築に努めます。

⑦ 高齢者虐待防止策の推進

高齢者虐待の発生予防・早期発見のためには、町や介護事業者、警察等の関係機関はもとよ

り、地域住民自らが高齢者虐待に関する正しい知識と理解のもとに取り組むことが重要です。

今後は、相談体制や研修体制を強化し権利擁護と併せて支援していきます。

（２）認知症になっても安心して暮らせる体制の構築

① 認知症の早期発見につながる医療体制の整備
●認知症初期集中支援チームの活動

今後は、支援チームの周知を、介護サービス事業所のほか、地域の医療機関や区長、民生委

員・児童委員等に広げ、認知症が疑われる人の情報を広く収集し、早期診断・早期支援につなげ
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ます。また、認知症の専門医療機関との連携やアウトリーチによる支援強化を促進していきま

す。

② 地域のネットワーク等の介護体制の整備
●認知症ケアパスの普及

今後は、認知症ケアパスを地域の医療機関等へ配布し、地域の医療機関等との顔の見える関係

づくりを進めるとともに、認知症ケアパスの活用実態を把握し、より利用しやすいものに内容の

充実を図ります。

③ 地域での見守り体制づくり

今後は、認知症グループホームや認知症カフェと連携し、地域を巻き込んだ徘徊模擬訓練を実

施するなど、地域での見守り、早期発見、早期対応に向けた体制づくりを進めていきます。

④ 認知症サポーターの養成及び活動活性化
●認知症サポーターの養成

現状の取り組みに加えて、高齢者が立ち寄りそうな商業施設等の職員向けの啓発事業に力を

入れ、認知症高齢者の方が住み慣れた地域で安心して生活できるように支援体制を整えます。

⑤ 認知症サポーターの活動活性化

今後は、認知症グループホームや認知症カフェと連携し、同事業所での傾聴ボランティア

等、地域でできる活動を企画し、認知症サポーター活動の活性化に取り組みます。

⑥ 成年後見制度の利用促進

成年後見制度の利用促進に関する法律が平成２８年５月に施行されたことに伴い、本町にお

いても判断能力が十分でない方の権利擁護を推進するため、本節を菊陽町の成年後見制度利用

促進基本計画に位置づけ、成年後見制度の利用促進に取り組みます。

権利擁護支援の必要な方の発見、支援を行い、早期の段階から相談・対応体制の整備、また、

意思決定支援・身上保護を重視した成年後見の運用に資する体制の構築を推進します。具体的に

は、成年後見制度の利用促進を担う、中核機関としての高齢者等権利擁護センター（仮称）を立

ち上げ、同センターが高齢者等の相談に対応するとともに、社会福祉士等の専門職で構成する協

議会を設け各相談や制度利用、周知に取り組みます。

（３）在宅医療と介護の連携推進
地域住民に対し、在宅療養に関する啓発活動を進めるとともに、本町の「在宅医療・介護連

携推進協議会」を中心に医療・介護連携における課題の把握や解決を促進し、多職種連携を継

続して取り組みます。
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（４）介護予防と健康づくり施策の充実

① 介護予防と健康づくりの一体的な推進

高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施に向け、健康課題の把握や地域の医療関係団体

等との連携体制整備等と連携を進めるとともに、介護予防（フレイル対策を含む）と生活習慣

病等の疾病予防・重症化予防を一体的に実施する枠組みの構築を図ります。

② 自立支援・介護予防・重症化防止の推進

健康寿命の延伸をはかるためにフレイル対策を進める観点から介護予防と保健事業の一体的

実施を進めるとともに一般介護予防事業を活用し介護予防の取組みの充実を図っていきます。

また、高齢者が支えられる側だけではなく支える側にもなり、生きがいや役割をもって活躍で

きるよう、地域全体で自立支援に関する考え方が醸成できるように取り組んでいきます。

③ 健康づくりの推進

各種検診や健康教育を通して生活習慣に起因した疾病の予防、重症化の予防に取り組み健康

寿命の延伸や生活の質の向上を目指します。また生涯現役に向け、生きがいや役割をもって生

活が送ることができるよう「参加と協働」の地域づくりを推進します。

④ 介護予防・生活支援サービスの推進

地域包括ケアシステムを推進するためサービスの充実を図ります。

（５）介護現場の改善とサービスの質の向上及び災害や感染症対策

① 在宅サービスの今後の方向性

 在宅医療・介護連携による在宅生活の支援を進めるためには、特に訪問看護、訪問リハビ

リテーションのサービスは非常に重要であることから、医療機関や各事業所と連携し、サ

ービスの充足に努めます。

② 地域密着型サービスの今後の方向性
●小規模多機能型居宅介護

 在宅サービスの限界点を高めるための重要なサービスとして、小規模多機能型居宅介護

の利用のあり方や職員体制等についての調査研究を進め、サービスの開発と利用促進を

図ります。

 小規模多機能型居宅介護のサービス機能や特徴等について、十分な理解が進んでおらず、

同サービスの理解を深めるための研修等の開催を検討します。

●定期巡回・随時対応型訪問介護看護

 特別養護老人ホームは要介護３以上が対象であることから、近年の待機者数は減少して

います。ただし、要介護２以下の介護度であっても独居や高齢者のみの世帯で認知症の方

を介護している世帯では夜間の介護ニーズを持っている方が数多く、ショートステイの

利用で何とか在宅生活を維持されているという現状があります。こういった世帯を対象
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に、２４時間を通じて訪問介護と訪問看護を提供する在宅サービスを普及していく必要

があります。

●認知症対応型共同生活介護

 空きとなるのは死亡、入院、特養等への変更がほとんどであり、利用者が自宅に戻られる

ケースはほとんどない状況です。

 認知症の方の増加に対応するとともに在宅介護の限界点を向上させていくため、グルー

プホームでの共用型（デイサービス）や小規模多機能型居宅介護の利用のあり方や職員に

体制等についての調査研究が進め、サービスの開発と利用促進を図ります。

③ 施設サービスの今後の方向性
●介護老人福祉施設（特養）

 ヒアリングによると、特養の希望者の費用面の負担が軽いことで希望される人が多いと

されており、今後、施設整備が必要となった時は、費用がかさむユニット型ではなく従来

型での整備が望ましいと事業所では認識されています。

 入所要件が原則要介護３以上となったことから、独居や高齢者のみ世帯など介護度が低

いケースで施設ニーズが高い人への対応が新たな課題として挙げられており、こういっ

た世帯を対象とした在宅サービスを普及していく必要があります。

 近年は看取りの場としての希望も増えてきており、在宅での介護で限界を超えて初めて

特養を希望するケースが増えているとされています。このような世帯を早期発見し、早期

に対応していく体制づくりが求められています。

●介護老人保健施設（老健）

 介護老人保健施設は、在宅と病院の中間施設であり、在宅復帰が目的であることを踏まえ、

在宅への割合を高めていく必要があります。このため、在宅に復帰するための居宅サービ

ス、近隣の人やボランティアによるインフォーマルサービスなどの受け皿づくりを推進

していく必要があります。

●介護療養型医療施設・介護医療院

 国の方針により平成２３年度末に全廃の予定でしたが、現存するものについては平成２

９年度末まで廃止を猶予されていましたが、さらに６年間延長されることになりました。

また、日常的な医学管理や看取り・ターミナル等の機能と生活施設としての機能を備えた

新たな介護保険施設「介護医療院」が創設されることになりました。

④ サービスの質の確保と給付の適正化（菊陽町介護給付適正化計画）

制度の要である介護支援専門員（ケアマネジャー）の資質の向上のため勉強会や研修会を連

携して開催します。また、国、県の方針を踏まえた「菊陽町介護給付適正化計画」に基づき、

介護給付費の増大を抑制し、持続可能な介護保険制度の実現を目指します。

●自立支援重度化防止に向けた基本方針の共有

 自立支援・重度化防止に向けたケアネジメントの基本方針を定め、地域包括支援センタ

ー・介護支援専門員などと情報を共有します。
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●介護支援専門員の質の向上

 ケアプラン作成等に関する日常的な指導・助言や対応が困難な事例に対する支援を行う

とともに、介護支援専門員同士や関係団体等とのネットワークを維持・拡充していきます。

また、県と連携して情報提供や講師派遣等、事業所内研修支援の活用をサービス事業者に

周知徹底をしていきます。 

●菊陽町介護給付適正化計画の実施

 国、県の方針を踏まえた計画を着実に進めることで、適切なサービスの確保と費用の効率

化を図り、持続可能な介護保険制度の構築を目指します。

⑤ 介護人材の確保と資質の向上

国の施策である「介護離職ゼロ」の実現に向けて、介護人材の定着を図る取組みを強化すると

ともに、介護サービスの質の向上等に向けた研修等と指導・監査等の充実を図ります。

⑥ 業務の改善と効率化の推進

介護現場における業務仕分けやロボット・ICＴの活用、元気高齢者の参入による業務改善及

び質の向上、介護現場のイメージの刷新、文書負担軽減に向けた業務の改善と効率化を進める

ことで、介護人材の定着化や人材の確保に努めます。

⑦ 災害、感染症対策の推進

災害時の備えについては、地域防災計画との調和に配慮します。また、新型コロナウイルス

感染症の流行を踏まえ、感染症に備えた取組みには新型インフルエンザ等対策行動計画との調

和に配慮します。

５．介護給付対象サービスの見込み

国の地域包括ケア「見える化」システムの市区町村向け将来推計機能により、令和３年度から

令和５年度までにおける各サービスの見込み量や給付費を推計しました。

（１）総人口及び被保険者数の推計
総人口及び被保険者数の推移及び将来推計は、以下のとおりです。
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（２）要介護（要支援）認定者数の推計
要介護（要支援）認定者数の実績値に基づき、令和３年度以降の要介護認定者数を推計しま

した。

推計した結果は以下のとおりです。
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（３）施設及び居住系サービスの利用者数の見込み

【県に指定・監督権限のある施設・居住系サービス】

① 介護老人福祉施設

新たな整備は行われません。第８期計画期間の利用は現状維持と見込みます。

② 介護老人保健施設

新たな整備は行われません。第８期計画期間の利用は現状維持と見込みます。

③ 介護療養型医療施設

国の方針により平成２３年度末に全廃の予定でしたが、現存するものについては平成２９年

度末まで廃止を猶予され、さらに６年間延長されることになりました。また、日常的な医学管理

や看取り・ターミナル等の機能と生活施設としての機能を備えた新たな介護保険施設「介護医療

院」が創設されることになりました。

④ 特定施設入居者生活介護

第８期計画期間の利用は微増を見込みます。

⑤ 介護予防特定施設入居者生活介護

新たな整備は行われません。

施設サービスの必要利用定員総数

令和
3年度

令和
4年度

令和
5年度

介護老人福祉施設 （人） 67 67 67

介護老人保健施設 （人） 63 63 63

介護医療院 （人） 40 40 40

介護療養型医療施設 （人） 0 0 0

※（人）は１月当たりの利用者数

必要利用定員総数

特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数

令和
3年度

令和
4年度

令和
5年度

特定施設入居者生活介護 （人） 33 36 36

介護予防
特定施設入居者生活介護 （人） 1 1 1

※（人）は１月当たりの利用者数

必要利用定員総数
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【町に指定・監督権限のある地域密着型サービス】

① 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

地域密着型サービスの整備方針に基づき、第８期計画期間では令和３年度に地域密着型特養

を１施設開設し、８７人の利用を見込みます。

② 認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護

地域密着型サービスの整備方針に基づき、第８期計画期間においては令和５年度は７２人の

利用を見込みます。

③ 地域密着型特定施設入居者生活介護

地域密着型サービスの整備方針に基づき、第８期計画期間において新たな整備は行わず、本

計画期間の利用は現状維持を見込みます。

（４）居宅サービス対象者数の推計
認定者数から施設・居住系利用者数を除すことにより、令和３年度以降の居宅サービス対象者

数を推計しました。

地域密着型サービスの必要利用定員総数

令和
3年度

令和
4年度

令和
5年度

地域密着型介護老人福祉施
設入所者生活介護 （人） 87 87 87

認知症対応型共同生活介護
（人） 54 54 72

地域密着型特定施設入居者
生活介護 （人） 0 0 0

※（人）は１月当たりの利用者数

必要利用定員総数

188 171 173 180 185 193 204 242 270 279
183 178 196 202 211 217 230 263 290 310240 276 307 314 327 337 363

422
483 516

201 203 231 237 244 255 266
312

359
395

108 133 118 115 118 126 130
151

173
201

89 89 80 76 85 91 82

95

113
132

52 63 60 43 49 52 45

54

65
75

1,061 1,113 1,165 1,167 1,219 1,271 1,320

1,539

1,753
1,908

0

500

1,000

1,500

2,000

平成30
年度

令和元

年度

令和2
年度

令和3
年度

令和4
年度

令和5
年度

令和7
年度

令和12
年度

令和17
年度

令和22
年度

居宅サービス対象者数の推移と推計

合計

要介護5

要介護4

要介護3

要介護2

要介護1

要支援2

要支援1

人
※令和3年度以降は推計

※居宅サービス対象者数＝認定者数ー施設・居住系利用者数



15 

（５）介護保険事業の費用の見込みと第１号被保険者保険料
第８期計画期間の介護保険料は、令和３年度から令和５年度までの３年間について決定され

ることとなっています。

第１号被保険者の保険料基準額（月額）の算出手順は以下のとおりで、

第８期第１号被保険者保険料（案）（月額）は、5,700 円となります。
前期の第７期第１号被保険者保険料（月額）から、据え置き（増減率 0.0％）となります。

■介護保険料の算出手順

標準給付費見込額

7,692,891,958円

＋

地域支援事業費

409,995,864円

第１号被保険者

負担相当額

1,863,664,199円

第１号被保険者

負担相当額

1,863,664,199円

調整交付金差額

223,234,437円

第１号被保険者

負担分 23.0％

準備基金取崩額

225,000,000円

保険料必要

収納額

1,873,898,636円

保険料必要

収納額

1,873,898,636円

予定保険料

収納率

９８．００％

所得段階別加入割合補

正後第1号被保険者数

27,954人（3年間）

保険料見込額

（年額）

68,403円

保険料見込額

（年額）

68,403円

12ヵ月 保険料見込額（月額）

5,700円
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（６）介護保険料の弾力化に伴う所得段階別負担割合
本町では、第３期計画において介護保険料所得段階を６段階に拡大し、第４期及び５期計画は ７段階

に設定していました。第６期以降は１１段階に設定しており、第８期も引き続き１１段階に設定します。

第８期菊陽町高齢者保健福祉計画及び 

介護保険事業計画 概要版 

発 行 年 月 令和 3年 3月 

編集 ･ 発行 菊陽町 介護保険課  

             〒869-1192   

熊本県菊池郡菊陽町大字久保田 2800 番地 

TEL:096-232-2508（介護保険係） 

TEL:096-232-2366（介護予防係）FAX:096-232-6676 

令和3～5年度の第1号被保険者の所得段階別保険料

所得段階 対象者
基準額に
対する割合

年額
（月額）

第１段階
・生活保護を受けている人・世帯全員が町民税非課税で老齢福祉年金を
受けている人・世帯全員が町民税非課税で、前年の合計所得金額と課
税年金収入額が 80 万円以下の人

基準額
×0.50

34,200円
（2,850円）

第２段階
・世帯全員が町民税非課税で、前年の合計所得金 額と課税年金収入額
が 80 万円を超え 120 万円以 下の人

基準額
×0.7

47,880円
（3,990円）

第３段階 ・世帯全員が町民税非課税で第１、２段階以外の 人
基準額
×0.75

51,300円
（4,275円）

第４段階
・世帯の誰かに町民税が課税されているが、本人 は町民税非課税で、
前年の合計所得金額＋課税年 金収入額が 80 万円以下の人

基準額
×0.90

61,560円
（5,130円）

第５段階
（基準）

・世帯の誰かに町民税が課税されているが、本人 は町民税非課税で、
第４段階に該当しない人

基準額
×1.00

68,400円
（5,700円）

第６段階 ・本人が町民税課税で、前年の合計所得が 120 万 円未満の人
基準額
×1.20

82,080円
（6,840円）

第７段階
・本人が町民税課税で、前年の合計所得が 120 万 円以上 210 万円未
満の人

基準額
×1.30

88,920円
（7,410円）

第８段階
・本人が町民税課税で、前年の合計所得が 210 万 円以上 320 万円未
満の人

基準額
×1.50

102,600円
（8,550円）

第９段階
・本人が町民税課税で、前年の合計所得が 320 万 円以上 400 万円未
満の人

基準額
×1.70

116,280円
（9,690円）

第１０段階
・本人が町民税課税で、前年の合計所得が 400 万 円以上 700 万円未
満の人

基準額
×1.75

119,700円
（9,975円）

第１１段階 ・本人が町民税課税で、前年の合計所得が 700 万 円以上の人
基準額
×1.9

129,960円
（10,830円）


