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概要版

南房総市

■ 第１号被保険者の所得段階別保険料

・第１段階から第５段階　給与所得が含まれる場合、給与所得金額は、所得税法の規定に基づき計算した金額（租税特
別措置法の規定による所得金額調整控除の適用がある場合は、その適用前の金額）から10万円を控除した金額。
・第６段階から第９段階　給与所得又は公的年金等に係る所得が含まれる場合、給与所得及び公的年金等に係る所
得の合計額は、所得税法の規定に基づき計算した給与所得及び公的年金等に係る所得の合計額から10万円を控
除した金額。
・第１段階から第５段階については、年金収入に係る所得を控除した額。
・土地売却等に係る特別控除がある場合は、合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額
を控除した額。
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所得段階 所得等の条件
保険料

（軽減化の率・額）
料率 年額保険料

0.50
（0.30）

33,600円
　（20,200円）

0.75
（0.50）

　50,400円
　（33,600円）

0.75
（0.70）

　50,400円
（47,100円）

0.90 60,500円

1.00 67,200円

1.20 80,700円

1.30 87,400円

1.50 100,800円

1.７0 114,300円

第１段階
生活保護受給者又は世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金受給者
本人及び世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入
額の合計が年間 80 万円以下

本人及び世帯全員が
市町村民税非課税

本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が
年間80万円を超え120万円以下

本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が
年間120万円を超える

本人が市町村民税非課
税、かつ同一世帯に市
町村民税課税者がいる

本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が
年間80万円以下

本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が
年間80万円を超える

本人が市町村民税課税

前年の合計所得金額が120万円未満

前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満

前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満

前年の合計所得金額が320万円以上

第２段階

第３段階

第４段階

第５段階
（基準額）

第６段階

第７段階

第８段階

第９段階

南房総市

令和３～５年度

令和３年３月
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段階別保険料の設定段階別保険料の設定
　第８期介護保険料所得段階別保険料額については、国の基準に基づき９段階とし、以下のように設定
しました。
　また、介護保険料軽減強化として、低所得者（市町村民税非課税世帯：第１段階から第３段階）の第１
号被保険者保険料について全額公費（国・県・市）による軽減を図ります。

（注）合計所得金額について



　「南房総市第９期高齢者保健福祉計画・第８期介護保険事業計画（令和３～５年度）」は、全ての高齢者
が個人の尊厳を保持しながら、住み慣れた地域で、いつまでも健やかに安心して暮らせるよう、介護、
介護予防、生活支援等の各種施策の内容と、サービスの提供量、提供体制及び介護保険財政の安定化
の方策を具体的に計画し、市民とともに推進していくことを目的に策定します。

第１号被保険者数の推計第１号被保険者数の推計

要介護（要支援）認定者数の推計要介護（要支援）認定者数の推計
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計画策定の目的

　住民基本台帳人口をもとに高齢者人口の推計を行うと、第８期の計画期間（令和３～５年度）の高齢
者人口は1.６万人台後半で推移すると予想されます。

　計画期間中の要介護（要支援）認定者数は、3,4千人台の前半で推移し、要介護認定率は20％程度
で推移すると予想されます。

高齢者人口・要介護認定者数の推計

　本計画は、老人福祉法第20条の８の規定に基づく「老人福祉計画（高齢者福祉計画）」と介護保険法
第117条の規定に基づく「介護保険事業計画」を一体的に策定します。
　なお、「高齢者保健計画」は、平成20年施行の老人保健法全面改正に伴い、市町村の策定義務がなく
なりましたが、高齢者の保健と福祉は密接に関連するものであることから、本市においては、高齢者保
健施策も含めた計画として策定するものです。

計画の位置付け・期間

　国は、第８期介護保険事業計画において記載を充実する事項として、次の７項目をあげています。

第８期介護保険事業計画に係る基本的な指針

第６期計画
平成27～29年度

第７期計画
平成30～令和２年度

第９期計画
令和６～８年度

第14期計画
【本計画】
第８期計画
令和３～５年度

２０２５年、２０４０年までの見通し２０２５年、２０４０年までの見通し

1 2025・2040年を見据えたサービス基盤、人的基盤の整備
2 地域共生社会の実現
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）
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
5 認知症施策推進大綱等を踏まえた認知症施策の推進
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
7 災害や感染症対策に係る体制整備

2025年（令和７年）

団塊の世代が
75歳以上に

2040年（令和２２年）

団塊ジュニア世代が
65歳以上に
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資料：住民基本台帳人口（各年9月末日）をもとに推計資料：住民基本台帳人口（各年9月末日）をもとに推計

※認定者数：第2号被保険者を含む認定者数
　認 定 率：第1号被保険者に占める要支援・要介護認定者（第2号被保険者を除く）の割合。
※認定者数：第2号被保険者を含む認定者数
　認 定 率：第1号被保険者に占める要支援・要介護認定者（第2号被保険者を除く）の割合。
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出典：地域包括ケア「見える化システム」による推計結果
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計画策定の目的

　住民基本台帳人口をもとに高齢者人口の推計を行うと、第８期の計画期間（令和３～５年度）の高齢
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なりましたが、高齢者の保健と福祉は密接に関連するものであることから、本市においては、高齢者保
健施策も含めた計画として策定するものです。

計画の位置付け・期間

　国は、第８期介護保険事業計画において記載を充実する事項として、次の７項目をあげています。
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出典：地域包括ケア「見える化システム」による推計結果



地域包括ケアの推進基本目標 １基本目標 １

南房総市第９期高齢者保健福祉計画　第８期介護保険事業計画【令和３～５年度】／概要版　4 南房総市第９期高齢者保健福祉計画　第８期介護保険事業計画【令和３～５年度】／概要版　 5

　本計画では、市の総合計画の目指す方向性との調和を保ちながら、これまでの理念や取組を継承し、
国が推進する「地域包括ケア」の深化・推進を図るための基本理念を定めます。

基本理念

　日常生活圏域とは、介護保険法の規定により、当該市町村が、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定める単位として設定するもので、国では概ね
30分以内にサービスが提供できる範囲としています。
　本市においては、引き続き旧町村を
基本単位とした７つの日常生活圏域に
より、地域密着型サービス等の基盤整
備を進めていきます。
　また、総合相談窓口として基幹型地
域包括支援センター１か所（令和３年４
月から）、地域包括支援センター２か所
(内房地域、外房地域)、在宅介護支援セ
ンター７か所を設置しています。
　これまで以上に介護事業者と地域の
関係機関等が相互連携し、地域で高齢
者の生活を支えるためのネットワーク
づくりを推進します。

日常生活圏域の設定

　基本理念を達成するため、以下の基本目標と基本施策を定めます。

　高齢者が医療や介護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すことができるよう
にするとともに、地域共生社会の実現に向け地域包括ケアを推進します。地域包括ケアシステムを十分
に機能させるために、在宅医療、認知症施策をはじめとする支援体制を充実します。

基本目標・基本施策計画の基本的方向

基本理念

元気 安心 幸せふれあう 南房総

富山地区

富浦地区
内房

外房

基幹型
三芳地区

丸山地区
和田地区

千倉地区

白浜地区

地域包括支援センター
在宅介護支援センター

元気でいられるまちづくり基本目標 2基本目標 2

高齢者が、いつまでも健康で幸せに暮らせることが、何よりも大切です。心身の健康を維持・増進し、介
護が必要な状態になることなく、生き生きと人生を送ることができるように、生きがいづくりと健康づ
くり・介護予防を推進します。

安心して生活できるまちづくり基本目標 3基本目標 3

　高齢者が、住み慣れた地域でいつまでも住み続けられるように、在宅福祉サービスや地域の支え合
いのまちづくりを進めるとともに、身近な地域での住まいの確保、バリアフリーのまちづくりや災害対
策などを推進します。

介護サービスの充実基本目標 4基本目標 4

　更なる高齢化の進行に伴い重度認定者の増加が見込まれる一方、在宅ニーズが高いことから、居宅
サービス及び地域密着型サービスを中心とした在宅福祉サービスの基盤整備を図るとともに、サービ
スの質的向上を図ります。

包括的支援体制の強化
認知症高齢者支援の充実
地域医療と介護の連携の強化

基本施策 1基本施策 1

基本施策 2基本施策 2

基本施策 3基本施策 3

生涯活躍の推進
健康寿命の延伸

基本施策 4基本施策 4

基本施策 5基本施策 5

安心・安全の推進
地域生活を支える取組の充実

基本施策 6基本施策 6

基本施策 7基本施策 7

介護保険（介護給付・予防給付）対象サービスの充実基本施策 8基本施策 8
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介護保険料の算定方法について介護保険料の算定方法について

第１号被保険者の保険料基準額の算定方法

総給付費

（※総給付費 ＝ 介護保険にかかる保険給付費（標準給付見込額）＋ 地域支援事業費）
総給付費　169億8,782万5千円（第７期）　

第８期の総給付費 × 23％（第１号被保険者負担割合）
12か月＝ 保険料基準額(月額）÷第８期（３年間）第１号被保険者数の合計

175億2,209万7千円（第８期）

総給付費の増加の主な要因について
○サービス利用の自然増
○居宅サービスの定員等の増
　通所リハビリテーション 等
○基盤整備（地域密着型サービス）
○介護報酬改定（令和３年４月から）

標準給付費とは
　○介護給付
　○介護予防給付
　○その他　特定入所者介護サービス費等給付費
　　　　　　高額介護サービス費給付
　　　　　　高額医療合算介護サービス費等給付費
　　　　　　審査支払手数料
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　第１号被保険者の介護保険料の算定方法は、概ね以下のとおりです。

◆第１号被保険者の保険料の設定◆第１号被保険者の保険料の設定
　高齢者人口は減少していく見込みですが、認定率は横ばい又は微増していくものと推計されます。
総給付費の見込みはサービス全般に増加が見込まれます。
　総給付費の見込額に対する保険料額は6,112円となりますが、負担軽減のため、市の介護給付費
準備基金を活用することで512円の上昇抑制を図り、第8期の介護保険料基準額を5,600円と設定し
ます。

計画の体系 第１号被保険者保険料の設定

月額保険料
5,600円

第７期の保険料水準
（H30～R2年度）

第８期の保険料水準
（R3～R5年度）

月額保険料
5,600円

本来の保険料額
6,112円

同 額

５１２円
介護給付費準備基金の
繰入による上昇抑制

基本
目標 基本施策

１ 包括的支援体制の強化
１－１　相談・支援体制の充実 （１）地域包括支援センターの機能強化

（２）地域ケア会議の推進
（１）高齢者虐待防止ネットワークの維持・強化
（２）成年後見制度等の利用促進
（１）認知症の早期診断・早期対応に向けた体制
（２）認知症にやさしい地域づくりの推進
（３）認知症に関する相談・支援の充実
（１）在宅医療・介護連携の推進
（２）医療機関相互の機能分担と連携の強化
（３）在宅医療及び介護の理解の促進
（１）就労機会の充実
（２）地域活動の担い手の育成
（３）生涯活躍モデル地域の支援
（１）老人クラブ活動の充実
（２）生涯学習の促進
（３）生涯スポーツ・レクリエーションの促進
（１）保健事業と介護予防の一体的実施
（２）疾病予防・重度化防止の推進
（３）フレイル・低栄養の予防
（１）通いの場の支援
（２）自主的な健康づくり・介護予防活動の支援
（１）社会福祉協議会、民生委員・児童委員への支援
（２）福祉ボランティア活動の活性化
（３）見守りネットワークづくり
（１）利用しやすい公共空間の整備
（２）公共交通の充実
（１）防災体制の充実
（２）感染症対策
（１）防犯・消費者被害者対策の充実
（２）交通安全対策の推進
（３）運転免許返納の支援

（１）日常生活の支援
（２）外出の支援
（３）経済的な支援
（１）住み続けることの支援
（２）介護保険制度以外の施設等

（１）ケアの質の向上
（２）介護給付等の適正化
（１）介護人材の確保・定着に向けた取組の推進
（２）リハビリテーションサービス提供体制の充実
（３）共生型サービスの推進

１－２　権利擁護の推進

４－１　社会参加の促進

４－２　生きがいづくりの促進

５－１　健康づくり・介護予防の推進

５－２　通いの場の推進

６－１　地域における福祉活動の推進

６－２　人にやさしい環境の整備

６－３　災害・感染症対策の充実

６－４　防犯・交通安全対策の充実

７－３　多様な住まい方の支援

８－２　居宅介護サービス
８－３　地域密着型サービス
８－４　施設・居住系サービス

８－５　介護サービスの質の向上

８－６　サービス供給体制の整備

８－１　介護保険給付対象者数（要介護・要支援）利用者数の見込み

７－２　在宅福祉サービスと家族支援
　　　の推進

７－１　介護予防・生活支援サービスの推進

２ 認知症高齢者支援の充実

３ 地域医療と介護の連携の強化

４ 生涯活躍の推進

５ 健康寿命の延伸

６ 安心・安全の推進
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８－３　地域密着型サービス
８－４　施設・居住系サービス

８－５　介護サービスの質の向上

８－６　サービス供給体制の整備

８－１　介護保険給付対象者数（要介護・要支援）利用者数の見込み

７－２　在宅福祉サービスと家族支援
　　　の推進

７－１　介護予防・生活支援サービスの推進

２ 認知症高齢者支援の充実

３ 地域医療と介護の連携の強化

４ 生涯活躍の推進

５ 健康寿命の延伸

６ 安心・安全の推進

１ 

地
域
包
括
ケ
ア
の
推
進

２ 

元
気
で
い
ら
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る
ま
ち
づ
く
り

３ 

安
心
し
て
生
活
で
き
る
ま
ち
づ
く
り

４ 

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
充
実

具体施策

７ 地域生活を支える
　取組の充実

８ 介護保険（介護給付・
予防給付）対象サー
ビスの充実
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■ 第１号被保険者の所得段階別保険料

・第１段階から第５段階　給与所得が含まれる場合、給与所得金額は、所得税法の規定に基づき計算した金額（租税特
別措置法の規定による所得金額調整控除の適用がある場合は、その適用前の金額）から10万円を控除した金額。
・第６段階から第９段階　給与所得又は公的年金等に係る所得が含まれる場合、給与所得及び公的年金等に係る所
得の合計額は、所得税法の規定に基づき計算した給与所得及び公的年金等に係る所得の合計額から10万円を控
除した金額。
・第１段階から第５段階については、年金収入に係る所得を控除した額。
・土地売却等に係る特別控除がある場合は、合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額
を控除した額。
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第８期介護保険事業計画【令和３～５年度】
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所得段階 所得等の条件
保険料

（軽減化の率・額）
料率 年額保険料

0.50
（0.30）

33,600円
　（20,200円）

0.75
（0.50）

　50,400円
　（33,600円）

0.75
（0.70）

　50,400円
（47,100円）

0.90 60,500円

1.00 67,200円

1.20 80,700円

1.30 87,400円

1.50 100,800円

1.７0 114,300円

第１段階
生活保護受給者又は世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金受給者
本人及び世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入
額の合計が年間 80 万円以下

本人及び世帯全員が
市町村民税非課税

本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が
年間80万円を超え120万円以下

本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が
年間120万円を超える

本人が市町村民税非課
税、かつ同一世帯に市
町村民税課税者がいる

本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が
年間80万円以下

本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が
年間80万円を超える

本人が市町村民税課税

前年の合計所得金額が120万円未満

前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満

前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満

前年の合計所得金額が320万円以上

第２段階

第３段階

第４段階

第５段階
（基準額）

第６段階

第７段階

第８段階

第９段階

南房総市

令和３～５年度

令和３年３月
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段階別保険料の設定段階別保険料の設定
　第８期介護保険料所得段階別保険料額については、国の基準に基づき９段階とし、以下のように設定
しました。
　また、介護保険料軽減強化として、低所得者（市町村民税非課税世帯：第１段階から第３段階）の第１
号被保険者保険料について全額公費（国・県・市）による軽減を図ります。

（注）合計所得金額について


