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概要版
【第１号被保険者保険料基準額】

【所得段階別の保険料率の設定（第８期）】

第８期（令和３年度～令和５年度）
第１号被保険者の保険料基準額（月額）

5,400円

あま市福祉部高齢福祉課（あま市役所甚目寺庁舎）
【計画に関するお問い合わせ先】

〒490-1198　愛知県あま市甚目寺二伴田76番地
TEL：052-444-3141（ダイヤルイン）　FAX：052-443-3555 

第１号被保険者保険料基準額
　第８期における第１号被保険者保険料の基準額（月額）を次のように設定します。
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所得段階別の保険料率
　第８期では、第１号被保険者保険料について、高齢者の所得段階を下表の12段階に分け、各段階で保険料基準
額に対する割合を設定します。
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あま市

（令和3年度～令和5年度）

高齢者福祉計画・
介護保険事業計画
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計画策定の背景と趣旨
　我が国では、諸外国に例をみないスピードで高齢化が進んでおり、令和元年（2019年）10月１日現在の65歳
以上人口は3,589万人、総人口に占める割合（高齢化率）は28.4％となっています。今後も更なる高齢化の進展
が予想され、それに伴い要介護認定者の増加、介護保険料・介護給付費が上昇していくことが予想されます。
　こうした背景を踏まえ、本市ではこれまで実施してきた高齢福祉に関する取組を引き継ぎつつ、自然災害や
感染症の拡大などの不測の事態が生じた場合でも、柔軟に対応できるよう努めながら、地域包括ケアシステム
の更なる深化・推進と、高齢者を含む本市に住む全ての人々がともに豊かにいきいきと暮らすことのできる地
域共生社会の実現を目指し、『第８期あま市高齢者福祉計画・介護保険事業計画』を策定します。

平成30年度～令和２年度 ： 住民基本台帳（各年度10月１日現在）
令和３年度以降　　　　  ： 住民基本台帳人口を基に、コーホート変化率法を用いて推計

平成30年度～令和２年度 ： 厚生労働省「介護保険事業報告　月報」（各年度９月分）
令和３年度以降 　　　　 ： 地域包括ケア「見える化システム」を用いて推計

【高齢者数の将来推計】

【要介護等認定者数の将来推計】

… 後期高齢者（75歳以上）… 前期高齢者（65～74歳） … 高齢化率

… 要介護・要支援認定者数（第1号被保険者のみ） … 要介護・要支援認定率

平成30年度

（2018年度）

令和元年度

（2019年度）

令和2年度

（2020年度）

令和3年度

（2021年度）

令和4年度

（2022年度）

令和5年度

（2023年度）

令和6年度

（2024年度）

令和7年度

（2025年度）

令和8年度

（2026年度）

令和22年度

（2040年度）

第7期計画
（前期計画）

第8期計画
（本計画）

１ 高齢者の状況と将来推計
　令和３年度（2021年度）以降の高齢者数については、減少を続けていきますが、前後期高齢者別にみると前期
高齢者は減少し、後期高齢者は増加すると見込まれます。計画最終年度である令和５年度（2023年度）の高齢化
率は25.2％になると予想されます。

　要介護・要支援認定者数は今後も増加を続けると見込まれ、計画最終年度である令和５年度（2023年度）では
4,335人、認定率は18.7％になると予想されます。

3

計画策定の位置づけと期間

　本計画は、老人福祉法第20条の８の規定に基づく『市町村老人福祉計画』及び介護保険法第117条の規定に基
づく『市町村介護保険事業計画』を一体的に策定するものです。

2
（1） 法令の根拠

　本計画は、『あま市総合計画』と『あま市地域福祉計画』を上位計画とし、その方針に沿って策定するものです。
また、本市の子ども・子育て支援事業計画をはじめ、障がい者計画並びに障がい福祉計画及び障がい児福祉計
画、健康づくり計画等の関連計画との整合性を図るものとします。

（2） 関連諸計画との関係

　本計画の計画期間は、令和３年度（2021年度）から令和５年度（2023年度）の３年間となります。
　「団塊の世代」が全て後期高齢者となる令和７年（2025年）及び「団塊ジュニア世代」が65歳以上の高齢者と
なる令和22年（2040年）のサービス・給付・保険料の水準も推計して、中長期的視点に立った施策の展開を図り
ます。

（3） 計画の期間

第9期計画

2025年までの中長期的な見通し
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Cafe

第８期介護保険事業計画のポイント
　「団塊の世代」が75歳以上の後期高齢者となる令和７年（2025年）、さらに、「団塊ジュニア世代」が65歳以上
となる令和22年（2040年）に向け、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とも
に、介護ニーズの高い85歳以上人口が急速に増加することが見込まれます。
　そのため、保険者においては各地域の状況に応じた介護サービス基盤の整備が重要となります。また、介護
サービス需要がさらに増加・多様化することが想定される一方、現役世代の減少が顕著となることから、地域の
高齢者介護を支える人的基盤の確保も重要となります。
　こうした背景のもとで、国は第８期介護保険事業計画策定にあたって以下の７つのポイントを示してい
ます。

4 基本理念
　本市の最上位計画である「第一次あま市総合計画」において、福祉分野については「心身ともに健康で、いきい
きと暮らせるまち」という基本目標のもとで、「市民力を活用した多様な福祉サービスを提供するまちをつく
る」という方向性が示されています。
　本計画は、総合計画が掲げる基本目標を踏まえ、令和７年（2025年）、令和22年（2040年）に向けた中長期的
な見通しのもとで地域包括ケアシステムの深化・推進を目指し、本市で暮らす全ての人々が、生きがいを共につ
くり、高め合うことができる地域共生社会の実現を図るための計画であることから、「誰もが健やかに安心して
いきいきと暮らせるまちづくり」を基本理念として掲げ、本市における高齢者福祉施策の一層の充実を推進す
るとともに、介護保険事業の安定した運用を図ります。

5

誰もが健やかに安心して
いきいきと暮らせるまちづくり

１．   2025・2040年を見据えたサービス基盤、人的基盤の整備
　令和７年（2025年）、令和22年（2040年）の高齢化の状況及び介護需要を予測し、具体的な取組内
容や目標を計画に位置付けることが必要です。

２．   地域共生社会の実現
　地域共生社会の考え方を踏まえた包括的な支援体制の整備や具体的な取組が重要となります。

３．   介護予防・健康づくり施策の充実・推進
　　 （地域支援事業等の効果的な実施）

　一般介護予防事業の推進に関して「PDCAサイクルに沿った推進」や「専門職の関与」、高齢者の保健
事業と介護予防の一体的実施の推進、在宅医療・介護連携の推進、また、総合事業の対象者や単価の弾
力化を踏まえた計画目標値の設定などが重要となります。

５．   認知症施策推進大綱を踏まえた認知症施策の推進
　「認知症施策推進大綱」を踏まえ、認知症との「共生」と認知症の「予防」を車の両輪として施策を推進
していく必要があります。

７．   災害や感染症対策に係る体制整備
　市内の介護事業所や市の関係部局と連携し、防災や感染症対策についての周知啓発・研修等の実施
や、災害や感染症発生時の支援・応援体制の構築に取り組むことが重要となります。

６．   地域包括ケアシステムを支える介護人材確保及び業務効率化の
　　  取組の強化

　地域包括ケアシステムを支える介護人材の確保についての取組を、愛知県と市が連携しながら計画
的に進めることが重要となります。

４．   有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅に係る都道府県・
　　  市町村間の情報連携の強化

　有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅の質を確保し、愛知県との連携を図りながら適切に
サービス基盤整備を進める必要があります。

3 4
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【基本理念】 【基本目標】 【施策の柱】

基本目標
　本計画の基本理念を実現するにあたって、達成すべき目標を以下の５項目と定め、基本目標として各種施策
を推進していきます。

6 施策体系7

　今後の高齢化の進展に向け、地域における支え合いが非常に重要になります。
　本計画で目指す地域包括ケアシステムの深化・推進は、高齢者だけでなく、子どもや障がい者等、本市で
暮らす全ての人々が生きがいを共につくり、高め合うことができる地域共生社会の実現につながる取組に
なります。
　医療・介護の連携強化、認知症施策の推進強化、介護人材の確保・育成等、地域共生社会の実現に向けた体
制づくりに努めます。

1 地域共生社会の実現に向けた体制づくり

　高齢者の増加に伴い、健康を保ち、介護予防を推進することが重要になります。
　保健事業と介護予防の一体的な実施を推進し、高齢者が身近な場所で健康づくりに参加できる環境づく
りを推進します。
　また、フレイル状態にならないための取組を推進するとともに、適切な医療サービスや介護予防活動等
につなげることによって、疾病予防・重症化予防の促進を目指します。

2 健康づくりと介護予防の推進

　高齢者が住み慣れた地域でいきいきと暮らし続けることができるようにするためには、福祉サービスの
充実に加え、地域の安全・安心の確保が必要となります。
　在宅での生活を継続していくための支援のほか、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅といっ
た施設を含む高齢者の住まいの把握に努めます。
　また、高齢者の尊厳を守るための権利擁護の推進や、防災・防犯・感染症等の対策を整備し、本市に住む全
ての高齢者が安心して暮らし続けられる安全なまちづくりに努めます。

3 安全・安心な生活のための支援

　令和７年（2025年）には、「団塊の世代」が75歳以上の後期高齢者となります。また、令和22年（2040年）
には、「団塊ジュニア世代」が65歳以上の高齢者となり、高齢化が一層進展していくと予想され、中長期的な
視野でのサービス基盤整備が必要となります。
　今後の介護保険サービスの需要や給付を適切に見込み、介護保険制度の適正利用と持続可能性を確保し
ていきます。

4 介護保険サービスの基盤整備と充実

　高齢者が、これまで培ってきた知識や経験、能力を活かし、地域における様々な分野で、就労や多様な社
会活動等に参画する機会を確保するなど、生きがいをもって暮らすことができる環境づくりを進めること
が大切です。
　高齢者が今後もいきいきと地域で生活できるように、多様な地域資源の活用や、社会福祉協議会やシル
バー人材センターなどの様々な主体との連携を図りながら、地域活動など高齢者の生きがい活動への支援
を推進します。

5 高齢者の社会参加と生きがい活動への支援
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１－１　医療と介護の連携強化

１－２　生活支援体制の充実

１－３　認知症施策の推進強化

１－４　地域における支え合いネットワークの構築

１－５　地域包括支援センターの機能強化

１－６　介護人材の確保・育成

２－１　健康づくりの推進

２－２　介護予防の推進

２－３　多様な主体の参画促進

３－１　在宅福祉サービスの充実

３－２　高齢者の権利擁護と虐待の防止

３－３　安心できる住まいの確保の支援

３－４　防災・防犯対策の推進と高齢者の安全確保

３－５　感染症対策に係る体制の整備

４－１　居宅サービスの充実

４－２　施設サービスの充実

４－３　地域密着型サービスの充実

４－４　介護保険制度の適正利用

５－１　地域支え合い活動の推進

５－２　地域活動への支援

５－３　生涯学習の推進

５－４　スポーツ・レクリエーション活動の推進

５－５　高齢者の就労支援

5 6



【基本理念】 【基本目標】 【施策の柱】

基本目標
　本計画の基本理念を実現するにあたって、達成すべき目標を以下の５項目と定め、基本目標として各種施策
を推進していきます。

6 施策体系7

　今後の高齢化の進展に向け、地域における支え合いが非常に重要になります。
　本計画で目指す地域包括ケアシステムの深化・推進は、高齢者だけでなく、子どもや障がい者等、本市で
暮らす全ての人々が生きがいを共につくり、高め合うことができる地域共生社会の実現につながる取組に
なります。
　医療・介護の連携強化、認知症施策の推進強化、介護人材の確保・育成等、地域共生社会の実現に向けた体
制づくりに努めます。

1 地域共生社会の実現に向けた体制づくり

　高齢者の増加に伴い、健康を保ち、介護予防を推進することが重要になります。
　保健事業と介護予防の一体的な実施を推進し、高齢者が身近な場所で健康づくりに参加できる環境づく
りを推進します。
　また、フレイル状態にならないための取組を推進するとともに、適切な医療サービスや介護予防活動等
につなげることによって、疾病予防・重症化予防の促進を目指します。

2 健康づくりと介護予防の推進

　高齢者が住み慣れた地域でいきいきと暮らし続けることができるようにするためには、福祉サービスの
充実に加え、地域の安全・安心の確保が必要となります。
　在宅での生活を継続していくための支援のほか、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅といっ
た施設を含む高齢者の住まいの把握に努めます。
　また、高齢者の尊厳を守るための権利擁護の推進や、防災・防犯・感染症等の対策を整備し、本市に住む全
ての高齢者が安心して暮らし続けられる安全なまちづくりに努めます。

3 安全・安心な生活のための支援

　令和７年（2025年）には、「団塊の世代」が75歳以上の後期高齢者となります。また、令和22年（2040年）
には、「団塊ジュニア世代」が65歳以上の高齢者となり、高齢化が一層進展していくと予想され、中長期的な
視野でのサービス基盤整備が必要となります。
　今後の介護保険サービスの需要や給付を適切に見込み、介護保険制度の適正利用と持続可能性を確保し
ていきます。

4 介護保険サービスの基盤整備と充実

　高齢者が、これまで培ってきた知識や経験、能力を活かし、地域における様々な分野で、就労や多様な社
会活動等に参画する機会を確保するなど、生きがいをもって暮らすことができる環境づくりを進めること
が大切です。
　高齢者が今後もいきいきと地域で生活できるように、多様な地域資源の活用や、社会福祉協議会やシル
バー人材センターなどの様々な主体との連携を図りながら、地域活動など高齢者の生きがい活動への支援
を推進します。

5 高齢者の社会参加と生きがい活動への支援

誰
も
が
健
や
か
に
安
心
し
て
い
き
い
き
と
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り

地域共生社会の実現に
向けた体制づくり

健康づくりと
介護予防の推進

安全・安心な生活の
ための支援

介護保険サービスの
基盤整備と充実

高齢者の社会参加と
生きがい活動への支援

１

２

３

４

５

１－１　医療と介護の連携強化

１－２　生活支援体制の充実

１－３　認知症施策の推進強化

１－４　地域における支え合いネットワークの構築

１－５　地域包括支援センターの機能強化

１－６　介護人材の確保・育成

２－１　健康づくりの推進

２－２　介護予防の推進

２－３　多様な主体の参画促進

３－１　在宅福祉サービスの充実

３－２　高齢者の権利擁護と虐待の防止

３－３　安心できる住まいの確保の支援

３－４　防災・防犯対策の推進と高齢者の安全確保

３－５　感染症対策に係る体制の整備

４－１　居宅サービスの充実

４－２　施設サービスの充実

４－３　地域密着型サービスの充実

４－４　介護保険制度の適正利用

５－１　地域支え合い活動の推進

５－２　地域活動への支援

５－３　生涯学習の推進

５－４　スポーツ・レクリエーション活動の推進

５－５　高齢者の就労支援

5 6



STATION

Cafe

あま市
令和3年3月

概要版
【第１号被保険者保険料基準額】

【所得段階別の保険料率の設定（第８期）】

第８期（令和３年度～令和５年度）
第１号被保険者の保険料基準額（月額）

5,400円

あま市福祉部高齢福祉課（あま市役所甚目寺庁舎）
【計画に関するお問い合わせ先】

〒490-1198　愛知県あま市甚目寺二伴田76番地
TEL：052-444-3141（ダイヤルイン）　FAX：052-443-3555 

第１号被保険者保険料基準額
　第８期における第１号被保険者保険料の基準額（月額）を次のように設定します。

8

所得段階別の保険料率
　第８期では、第１号被保険者保険料について、高齢者の所得段階を下表の12段階に分け、各段階で保険料基準
額に対する割合を設定します。

9

あま市

（令和3年度～令和5年度）

高齢者福祉計画・
介護保険事業計画

7

基準額に対する割合 対　象　者

第１段階 0.50（※ 0.30） 　生活保護を受給している人、老齢福祉年金を受けている人、又は世帯全員が市民税非課
税で本人の前年の公的年金等収入額と合計所得金額の合計が 80 万円以下の人

第２段階 0.65（※ 0.50） 　世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の公的年金等収入額と合計所得金額の合計が
80 万円を超え、120 万円以下の人

第３段階 0.75（※ 0.70） 　世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の公的年金等収入額と合計所得金額の合計が
120 万円を超える人

第４段階 0.80 　本人が市民税非課税で、世帯の中に市民税課税者がおり、前年の公的年金等収入額と合
計所得金額の合計が 80万円以下の人

第５段階
（基準額） 1.00 　本人が市民税非課税で、世帯の中に市民税課税者がおり、前年の公的年金等収入額と合

計所得金額の合計が 80万円を超える人

第６段階 1.20 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が 120 万円未満の人

第７段階 1.30 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が 120 万円以上 210 万円未満の人

第８段階 1.50 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が 210 万円以上 320 万円未満の人

第９段階 1.70 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が 320 万円以上 400 万円未満の人

第 10段階 1.80 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が 400 万円以上 800 万円未満の人

第 11段階 1.90 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が 800 万円以上 1,000 万円未満の人

第 12段階 2.00 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が 1,000 万円以上の人

※第１段階から第３段階の方には、公費による軽減措置があります。


