
安心して暮らせる住まいの
整備を行います

立川市高齢者福祉介護計画を策定しました
～2025年に向けた地域包括ケアシステムへの取り組みがスタート！～

　地域包括ケアシステムの推進に向け、市は、2018（平成30）年度から2020（平成32）年度の3年間を計画期間とした「立川市

高齢者福祉介護計画」を策定しました。第7次高齢者福祉計画と第7期介護保険事業計画を一体化した計画で、高齢者が住み

慣れた地域で自立した生活を送るためのさまざまな施策を盛り込むとともに、3年間に必要となる介護保険サービスなどの利

用量や給付費の推計を行い、それに基づいた介護保険料を定めています。

　本計画（平成30～32年度）は、団塊の世代が75歳以上となる2025（平成

37）年を見据え、自助、互助、公助、共助を基本とし、地域で地域を支え

合う地域包括ケアシステムの構築を目指した取り組みを行います。

　計画の策定にあたっては、個人を尊重し、人と人がつながり、その人ら

しい生活ができるまちづくりを基本理念としています。

　また、計画を推進するにあたり次の３つを基本的視点としています。

①生きがいを持ち、安心して誰もが共生できるまち
②介護予防で、健やかに暮らせるまち
③必要なサービスを利用できるまち

　重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生

の最後まで続けることができるよう、介護予防・生活支援・住まい・医

療・介護が包括的に確保される体制（「地域包括ケアシステム」）の構築が必

要です。

　立川市では、高齢者福祉介護計画において、住み慣れた地域で自分らし

くいきいきと、その有する能力に応じ自立した日常生活を営めるよう、市

民力、地域力を十分に活用した事業に取り組みます。

地域包括ケアシステムへの取り組み
住み慣れた地域で暮らしていくために

第7次高齢者福祉計画・第7期介護保険事業計画
個人を尊重し、人と人がつながり、
その人らしい生活ができるまちづくり

編集・発行 東京都立川市 福祉保健部介護保険課・高齢福祉課
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①サービス基盤の整備
②サービスの質の確保と給付の適正化
③介護人材の確保・育成
④広報活動の推進

①介護予防事業の推進
②生涯学習の推進
③社会参加の場の拡充
④就労につなげる仕組みづ
くりの推進

①在宅医療と介護の連携推進
②認知症施策の推進

①地域での支え合い活動の充実
②地域における相談体制の充実
③安心のまちづくりの推進
④安全な交通環境の整備
⑤防災対策の推進
⑥生活支援サービスの実施
⑦権利擁護の推進

①住まいの環境整備
②住まいの確保への支援

生活支援医療

住まい 介護

介護予防

地
域

包括
ケアシステ

ム

介護保険事業の円滑・適正な運営
を行います

住み慣れた自宅で
生活を続けるために

■地域包括支援センター等

●ふじみ地域包括支援センター……☎（540）0311

●はごろも地域包括支援センター…☎（523）5612

●たかまつ地域包括支援センター…☎（540）2031

●わかば地域包括支援センター……☎（538）1221

●さいわい地域包括支援センター…☎（538）2339

●かみすな地域包括支援センター…☎（536）9910

●にしき福祉相談センター…………☎（527）0321

●かみすな福祉相談センター………☎（537）7799

●にしすな福祉相談センター………☎（531）5550

健康寿命延伸のための事業に取り組みます

生活支援体制の整備を図ります

在宅療養の推進を行います
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地域包括ケアシステムの構築を目指した取り組みを行います

介護保険事業の円滑・適正な運営（介護）

健康寿命の延伸（介護予防）

事業の一例

●小規模多機能型居宅介護など、地域密着型サービスの基盤整備を進めます。

●特別養護老人ホームや認知症高齢者グループホームなどの施設整備を進めます。

●サービスの質を確保するため、サービス事業所に対して実地での検査・指導を行います。

●要介護・要支援認定の適正化やケアプラン点検などを実施し、給付の適正化を図ります。

●介護人材の確保・育成のための支援を行います。

●市のホームページや広報を通じて、介護保険制度などの情報提供に努めます。

①サービス基盤の整備
②サービスの質の確保と給付の適正化
③介護人材の確保・育成
④広報活動の推進

①介護予防事業の推進
②生涯学習の推進
③社会参加の場の拡充
④就労につなげる仕組みづくりの推進

生活支援体制の整備（生活支援）
①地域での支え合い活動の充実
②地域における相談体制の充実
③安心のまちづくりの推進
④安全な交通環境の整備
⑤防災対策の推進
⑥生活支援サービスの実施
⑦権利擁護の推進

事業の一例

●要支援の方等にヘルパー派遣やデイサービスの利用といった自立支援のための事業を行います。
●自宅での生活を続けるために、家具転倒防止器具の取り付けや、住宅用防災機器の設置に対する助成、配食
サービス事業、おむつの給付事業を行います。
●地域包括支援センターと福祉相談センターで、福祉サービスや介護に関する相談を行います。
●総合的な見守りシステム事業の周知に努め、市民からの気づきに対応し、速やかな安否確認を行います。
●民間事業者との協働事業や、民間事業者の自主的な地域貢献活動の後方支援を行います。
●高齢者虐待の早期発見のための取り組みや、虐待防止のための取り組みを行います。
●判断能力が十分でない方の権利を守るための取り組みを行います。

事業の一例

●地域体操クラブ事業（体と口を使った軽体操の教室です。週１回、３か月のコース）
●地域の課題解決に向けて取り組む “生活支援コーディネーター” を立川市社会福
祉協議会に２名配置しています。地域づくりのお手伝いを行っています。
　＊お問合せ先：立川市社会福祉協議会　☎（540）0200　Fax（529）8714
●市民の高齢者がグループで旅行する場合、旅行代金の一部を補助します。

安心して暮らせる住まいの整備（住まい）
①住まいの環境整備
②住まいの確保への支援

事業の一例

●高齢者向け住宅 “シルバーピア” の支援を行います。
●自立支援のための住宅改修（扉、トイレ、段差など）を実施します。
●サービス付き高齢者住宅との連携をすすめます。

在宅療養の推進（医療）

■今年度上半期の市民公開講座の予定
タイトル 日程 時間 会場 主催・問合せ先

今、知っておこう！高齢・認知症になった
ら困ること 5月 19 日㈯ 午後２時～４時 国家公務員共済組合連合会立

川病院
国家公務員共済組合連合会立川病院
☎（524）2438

市民が行う心肺蘇生法 5月 25 日㈮ 午後２時～４時 災害医療センター 災害医療センター☎（526）5511
知っていますか？オーラルフレイル ― 寝た
きりにならないためのコツ、教えます ― 6 月 ２日㈯ 午後１時～２時30分 女性総合センター 立川市歯科医師会☎（524）0705

立川のこれからの医療と介護を考えるシン
ポジウム～多職種連携～ 6月 16 日㈯ 午後１時30分～４時30分 たましん RISURU ホール 立川市医師会☎（525）2597

脺がんの治療 6月 21 日㈭ 午前10時30分～午後０時30分 災害医療センター 災害医療センター☎（526）5511
糖尿病について 7月 12 日㈭ 午前10時30分～午後０時30分 災害医療センター 災害医療センター☎（526）5511

①在宅医療と介護の連携推進
②認知症施策の推進

事業の一例

●在宅医療と介護サービスに関する情報（在宅医療・介護資源マップ）を発信します。
●在宅療養に関する相談窓口（在宅医療・介護相談窓口）を設置します。
●認知症を正しく理解し、支え見守るために、 “認知症サポーター養成講座” を実施します。
●認知症相談会（月に１回）や、市が指定した医療機関で受診できる “もの忘れ相談事業” を行います。
●その他、市民向け公開講座等を開催します。

『オレンジリング』は
認知症サポーターの証
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　介護保険法は３年ごとに改正されていますが、平成29年の法改
正においては、地域包括ケアシステムの深化・推進と、介護保険制
度の持続可能性の確保に向け、さまざまな改正が行われました。今
回は、法改正などに伴う介護保険制度の主な改正内容と実施時期に
ついてお知らせします（保険料関係は４面に掲載）。

高額介護サービス費の自己負担限度額の一部が変わりました
（実施時期：平成29年８月～）

　１か月に支払った介護保険サービスの利用者負担額が高額となり、所得
に応じた自己負担限度額を超えた場合には、「高額介護サービス費」とし
て超えた分が支給されますが、平成29年８月から、従来の所得区分のう
ち、「一般」の区分の自己負担限度額が、37,200円から44,400円に引き上
げられました。

更新認定の有効期間が36か月に延長されました
（実施時期：平成30年４月～）

　要介護・要支援認定のうち、更新認定の有効期間については、これまで
24か月が上限となっていましたが、平成30年４月から36か月に延長され
ました。これにより、平成30年４月１日以降の申請分（平成30年４月末日
が有効期限の場合を除く）から、更新認定の有効期間の上限を36か月とし
ます。なお、新規申請および区分変更申請の有効期間は、これまでと同
様、12か月が上限となります。

介護保険施設に新たに「介護医療院」が創設されました
（実施時期：平成30年４月～）

　長期療養のための医療と日常生活上の世話（介護）を一体的に提供する
ことを目的に、新たな介護保険施設として、平成30年４月に「介護医療
院」が創設されました。主に現在の介護療養型医療施設が移行して介護医
療院になることが想定されており、そのため、介護療養型医療施設は平成
36年３月に廃止される予定となっています。なお、現在市内には介護療
養型医療施設は設置されていません。

介護保険と障害福祉の両制度に「共生型サービス」が位置付けられました
（実施時期：平成30年４月～）

　障害福祉サービスを受けていた方が、65歳になって介護保険の被保険
者になった場合、それまで利用してきた障害福祉サービス事業所が介護保
険サービス事業所としての指定を併せて受けていなければ、サービス事業
所を変更しなければならないという課題がありました。このため、平成
30年４月から「共生型サービス」として、障害福祉サービス事業所の指
定を受けていれば、介護保険サービス事業所の指定も取りやすくなる特例
（逆のケースも同様）が設けられました。

介護報酬などが改定されました
（実施時期：平成30年４月～）

　介護保険のサービスを提供した事業所にその対価として支払われる「介
護報酬」については、３年に１回見直されることになっており、平成30
年４月に改定されました。今回の介護報酬の改定率はプラス0.54%で小幅
な引き上げになっています。
　また、介護報酬の改定に合わせて、市が実施する「介護予防・日常生活
支援総合事業」のサービス単価や加算も改定しました。
　これらの改定により、サービスを利用したときの利用者負担額も若干変
更になります。

特に所得が高い方のサービス利用料の負担割合が３割になります
（実施時期：平成30年8月～）

　第１号被保険者（65歳以上）が介護保険のサービスを利用した場合は、
サービスにかかった費用の１割または２割の負担をいただきますが、平成
30年８月から特に所得が高い方については、３割のご負担をいただくこ
とになります。なお、第２号被保険者（40～64歳）の負担割合は、一律１
割となります。

高額医療合算介護サービス費の自己負担限度額の一部が変わります
（実施時期：平成30年8月～）

　同じ世帯内で、介護保険と医療保険を合算した利用者負担額の年額（高
額介護サービス費と高額療養費の適用後の金額）が高額になり、所得に応
じた自己負担限度額を超えた場合には、「高額医療合算介護サービス費」
として超えた分が支給されますが、平成30年８月から「70歳以上の方が
いる世帯」の所得要件の区分および自己負担限度額が変更されます（「70
歳未満の方がいる世帯」は変更なし）。

福祉用具貸与の品目ごとに上限額が設定されます
（実施時期：平成30年10月～）

　福祉用具貸与の価格は事業者により個々に設定されていますが、同一商
品でも価格にばらつきが生じているため、価格の適正化に向け、平成30
年10月から品目ごとに全国の平均貸与価格が公表されるとともに、上限
額が設定されます。

区分 対象者 自己負担限度額

現役並み
所得者

同一世帯に65歳以上で課税所得145万円以
上の方がいて、65歳以上の方の収入の合
計が単身の場合383万円、２人以上の場合
520万円以上である方

（世帯）
44,400円

一般
同一世帯に住民税が課税されている方がい
る世帯の方で、上記の「現役並み所得者」
の区分以外の方

（世帯）
44,400円

住民税
世帯非課税

世帯の全員が住民税非課税の方
（世帯）
24,600円

○合計所得金額と課税年金収入額の合計
額が80万円以下の方 （個人）

15,000円
○老齢福祉年金を受給している方

生活保護
受給者等

生活保護を受給している方など
（個人）
15,000円

※「一般」の区分で、世帯内のすべての65歳以上の方の介護保険の自己負担割合が
１割の場合（サービスを利用していない方を含む）、緩和措置として平成29年８月
から平成32年７月までの３年間に限り、利用者負担額が年間で446,400円（37,200
円×12か月）を超えた場合には、高額介護サービス費として超えた分を支給します

※支給対象となる方には、市からお知らせと申請書をお送りします。なお、一度申請
をされると、次回以降に対象となった場合は、改めて申請をいただくことなく、自
動的にご指定の口座に支給額を振り込みます

〔70歳以上の方がいる世帯〕

所得区分（世帯）
自己負担限度額

平成30年７月まで 平成30年８月から
課税所得690万円以上

67万円
212万円

課税所得380万円以上690万円未満 141万円
課税所得145万円以上380万円未満 67万円
課税所得145万円未満 56万円 56万円
住民税世帯非課税 31万円 31万円
住民税世帯非課税（所得が一定以下） 19万円 19万円
※「住民税世帯非課税（所得が一定以下）」の区分で、介護保険サービスの利用者が複数
いる場合は、限度額が31万円になります

※支給対象となる方には、各保険者からお知らせと申請書が送られます

〈地域包括ケアシステムの深化・推進と介護保険制度の持続可能性の確保へ〉

介護保険制度が変わります

負担割合 対象者

３割

①本人の合計所得金額が220万円以上
②同じ世帯の65歳以上の方の「年金収入＋その他の合計所
得金額」が
   （単身世帯）340万円以上（２人以上の世帯）463万円以上

２割

①本人の合計所得金額が160万円以上
②同じ世帯の65歳以上の方の「年金収入＋その他の合計所
得金額」が
   （単身世帯）280万円以上（２人以上の世帯）346万円以上

１割 上記以外の方
※２割・３割負担の方は、上記の①②の両方の要件を満たす場合となります
※「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から年金収入にかかる雑所得を除いた
額になります

主な改正内容と実施時期

　



●認定について（内線1452）   ●介護保険料について（内線1446）   ●サービスの利用について（内線1441）
●介護予防・生活支援サービスについて（内線1471・1472）☎042（523）2111（代表）

立川市 介護保険課・高齢福祉課
問合せ

　65歳以上の方（第１号被保険者）の保険料基準額等を、介護保険事業計画の策定に合わせ、改定しました。
　第７期（平成30年度～平成32年度）における第１号被保険者の保険料基準額および所得段階別保険料（下表）は、第６期（平成27年度～平成29年度）と同額と
なりました。

　第２号被保険者の介護保険料は加入している医療保険の算定方式に基づいて決められ、医療分と介護分を一括して、それぞれの医療保険の保険者に納付します。
　被用者の医療保険については、これまでの各保険ごとの加入者数に応じた算定方式から、加入者の総報酬額に応じて算定する「総報酬割」が、平成29年８月
から、段階的に導入されています。
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●第1号被保険者（65歳以上）の方の所得段階別保険料（平成30年度～平成32年度）

所得
段階 区分（第７期）

保険料額（年額・円）
第６期（改定前）
平成27～平成29年度

第７期（改定後）
平成30～平成32年度

料率 年額（円） 料率 年額（円）

第１段階 ▶住民税非課税世帯の老齢福祉年金受給者▶生活保護被保護者▶中国残留邦人等の支援給付受給者
▶世帯全員が住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80万円以下等 0.42 29,600 0.42 29,600 

第２段階 世帯全員が住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80万円超で120万円以
下等 0.60 42,300 0.60 42,300 

第３段階 世帯全員が住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120万円超等 0.66 46,500 0.66 46,500 

第４段階 本人が住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下等（世帯に住民税課税
者がいる） 0.83 58,500 0.83 58,500 

第５段階 本人が住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超等（世帯に住民税課税者
がいる） 1.00 70,500 1.00 70,500 

第６段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満等 1.15 81,100 1.15 81,100 

第７段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上で200万円未満等 1.28 90,300 1.28 90,300 

第８段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が200万円以上で300万円未満等 1.50 105,800 1.50 105,800 

第９段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が300万円以上で400万円未満等 1.62 114,300 1.62 114,300 

第10段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が400万円以上で600万円未満等 1.88 132,600 1.88 132,600 

第11段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が600万円以上で800万円未満等 2.16 152,400 2.16 152,400 

第12段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が800万円以上で1,000万円未満等 2.30 162,200 2.30 162,200 

第13段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が1,000万円以上で2,000万円未満等 2.45 172,800 2.45 172,800 

第14段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が2,000万円以上 2.60 183,400 2.60 183,400 
※料率（保険料基準額に掛ける割合）
※第６期の第７段階、第８段階および第９段階の区分は、それぞれ「本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上で190万円未満等」、「本人が住民税課税で前年の合
計所得金額が190万円以上で290万円未満等」、「本人が住民税課税で前年の合計所得金額が290万円以上で400万円未満等」でした。

※ 第7期から、第1段階から第5段階区分の「合計所得金額」は「税法上の合計所得から分離譲渡所得の特別控除および公的年金等の雑所得を差し引いた額」に、第6段階から第
14段階区分の「合計所得金額」は「税法上の合計所得から分離譲渡所得の特別控除を差し引いた額」になります。

平成30年度～32年度の割合

介護保険事業の財源構成 介護保険事業費の推移

６５歳以上の方（第1号被保険者）の介護保険料を改定しました

４０歳以上６４歳以下で医療保険に加入している方（第2号被保険者）の介護保険料

　介護サービス利用量に係る第７期の介護保険事業費を、第６期から約
64億円の増加を見込み、約405億円としています。
　介護保険事業費の23％を第１号被保険者の介護保険料で賄いますが、
第１号被保険者の保険料基準額は、介護保険準備基金からの取り崩し額の
活用等で、上昇分を抑制し、第６期と同額の5,880円（月額）としています。
　所得段階別保険料は、保険料基準額に所得段階に応じた料率を掛けて決
定します。

保険料の納め方介護保険事業費の推移と第1号被保険者の保険料基準額

＊第6期の平成27・28年度は実績。29年度以降は見込み。

■保険料の納め方
　第１号被保険者の保険料の納め方には、年金からの天引き（特別徴収）と
納付書か口座振替による納付（普通徴収）があります。
１特別徴収　老齢・退職年金、障害年金、遺族年金の受給額が年額18万
円（月額１万５千円）以上の方は、年金から保険料が天引きされます。被保
険者の方が改めて納付の手続をする必要はありません。
２普通徴収　老齢・退職年金、障害年金、遺族年金の受給額が年額18万
円（月額１万５千円）未満の方、年度の途中で、65歳となった方や立川市
に転入された方などは市から送付する納付書による納付となります。納付
には便利な口座振替をお勧めします。
■納め忘れはありませんか。
　災害などの特別の事情がなくて保険料を滞納していると、介護保険サー
ビスの利用料（自己負担）について、次のような措置がとられます。滞納さ
れている場合はお早めにご相談ください。
●１年以上滞納すると
　利用者がサービス費用の全額をいったん自己負担し、申請により後で保
険給付分（費用の９割または８割（平成30年８月から特に所得の高い方は
７割））が支払われます。
●１年６か月以上滞納すると
　保険給付の一部または全部が、一時的に差し止められます。
●２年以上滞納すると
　利用者負担が１割または２割（平成30年８月から特に所得の高い方は３
割）から、３割（平成30年８月から特に所得の高い方は４割）に引き上げら
れ、高額介護サービス費等の支給が受けられなくなります。

4平成30年（2018年）4月25日介護保険のお知らせ


