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加賀市健康福祉審議会・高齢者分科会
・加賀市健康福祉審議会条例及び加賀市健康福祉審議会規則
に定める。

・高齢者、こども、障がい者を含めた地域の健康と福祉に関する
施策を審議する「加賀市健康福祉審議会」を設置。

・高齢者に関する施策に関しては、審議会の下に「高齢者分科
会」を設置し審議を行う。

・学識経験者、公益代表、関係団体代表、被保険者代表から20
名以内で構成。

・特定の事項を調査審議するため専門部会を置くことができる。

加賀市健康福祉審議会条例・規則による

（お達者プラン72・244～247ページ）

加加加加賀賀賀賀市市市市総総総総合合合合計計計計画画画画
・基本構想（地方自治法）

加賀市子ど加賀市子ど加賀市子ど加賀市子ど
も・子育ても・子育ても・子育ても・子育て
支援計画支援計画支援計画支援計画
H27～～～～31年度年度年度年度

障害のある障害のある障害のある障害のある
人のサポー人のサポー人のサポー人のサポー
トプラントプラントプラントプラン
H27～～～～29年度年度年度年度

高齢者お達高齢者お達高齢者お達高齢者お達
者プラン者プラン者プラン者プラン
H27～～～～29年度年度年度年度

健健健健康応援康応援康応援康応援
プランプランプランプラン21
H25～～～～34年度年度年度年度

・市町村行動計画
（子ども・子育て支援法）

・市町村障害者計画
（障害者基本法）

・市町村障害福祉計画
（障害者自立支援法）

・市町村老人福祉計画
（老人福祉法）

・市町村介護保険事業計画
（介護保険法）

・市町村健康増進計画
（健康増進法）

・市町村母子保健計画

（「母子保健計画の策定に
ついて」)

福祉こころまちプラン福祉こころまちプラン福祉こころまちプラン福祉こころまちプラン2015
（加賀市地域福祉計画）（加賀市地域福祉計画）（加賀市地域福祉計画）（加賀市地域福祉計画）

・地域福祉計画（社会福祉法）(平成27年度改定）

加賀市健康福祉審議会

こども分科会 障害者分科会 高齢者分科会 健康分科会

健康福祉計画体系図

高齢者お達者プラン第１章より （２ページ）
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諮問及び付議の報告

加賀市健康福祉審議会条例及び規則より

④審議会会長は市長の諮問を受けたときは、分科会に付議することができる

①加賀市健康福祉審議会は、市長の諮問に応じ専門の事項について調査
審議し答申する

②専門の事項を調査審議するため分科会を置く

③分科会の決議をもって審議会の決議とする

○平成27年5月22日
健康福祉審議会は高齢者に関する事項について市長の
諮問を受ける

○同日
健康福祉審議会は高齢者分科会に付議する

審議事項

①介護保険事業計画の策定に関すること

高齢者お達者プラン第4章より （72ページ）

②介護保険事業・高齢者保健福祉事業の実施状況の
評価に関すること

③地域包括支援センターの運営に関すること

⑤地域介護・福祉空間整備計画に関すること

④地域密着型サービス事業者の指定等に関すること

①介護保険事業計画の策定に関すること

②介護保険事業・高齢者保健福祉事業の実施状況の
評価に関すること

③地域包括支援センターの運営に関すること

⑤地域介護・福祉空間整備計画、介護基盤緊急整備
計画、地域医療介護総合確保計画に関すること

④地域密着型サービス事業者の指定等に関すること
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加賀市健康福祉審議会規則第６条

審議会での委員の除斥

議案について利害関係を有する審議会、
分科会及び部会の委員は、当該議案の審議
に参与することができない。

今後の高齢者分科会の予定
平成27年度

第1回（平成27年6月25日）

組織会・第5期計画実績と第6期計画 等

第2回（平成27年8月）

地域包括支援センターの運営

介護予防・日常生活支援総合事業 等

第3回（平成27年11月）

地域包括支援センターの運営 等

第4回（平成28年2月）

平成27年度実績見込み 等

平成28年度（４～５回）事業評価

地域包括支援センターの運営

平成29年度（５～６回）第7期介護事業計画の策定
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介護保険制度の概要

（高齢者お達者プラン）

社会全体で支えるしくみの創設
家族だけでは介護が困難

介護保険制度創設の背景

核家族化介護する人も高齢化

介護が必要な高齢者の増加

平成12年より介護保険制度が開始

３年を１期として保険者（市町）が計画策定
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元気高齢者元気高齢者元気高齢者元気高齢者

虚弱虚弱虚弱虚弱
高齢者高齢者高齢者高齢者

要支援者要支援者要支援者要支援者

要介護要介護要介護要介護
１～５１～５１～５１～５

介護保険のサービス体系

悪化防止

地域支援事業
介護予防事業の実施

介護サービスの実施

在宅サービス在宅サービス在宅サービス在宅サービス

施設サービス施設サービス施設サービス施設サービス

地域密着型サービス地域密着型サービス地域密着型サービス地域密着型サービス

悪化防止

悪化防止

要支援・要介護者となった場合要支援・要介護者となった場合要支援・要介護者となった場合要支援・要介護者となった場合

介護予防教室・元気はつらつ塾介護予防教室・元気はつらつ塾介護予防教室・元気はつらつ塾介護予防教室・元気はつらつ塾

筋力向上トレーニング教室筋力向上トレーニング教室筋力向上トレーニング教室筋力向上トレーニング教室

高齢者お達者プランとは高齢者お達者プランとは高齢者お達者プランとは高齢者お達者プランとは
・介護保険事業計画と高齢者保健福祉計画を一体のものとして策定

①平成２７～２９年度の間に、加賀市の高齢者
には、全国一律のサービスである介護保険
サービスが、どれだけ必要か。

介護保険事業計画

②平成２７年度から、加賀市の住民に必要な高
齢者に関する事業・施策はどのようなものか。

高齢者福祉計画
高齢者お達者プラン第１章より （２ページ）
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高齢者お達者プランの目的と期間

高齢者が住みなれた地域で支えあいながら、その人ら高齢者が住みなれた地域で支えあいながら、その人ら高齢者が住みなれた地域で支えあいながら、その人ら高齢者が住みなれた地域で支えあいながら、その人ら
しく、自立したくらしを継続できる社会を実現する。しく、自立したくらしを継続できる社会を実現する。しく、自立したくらしを継続できる社会を実現する。しく、自立したくらしを継続できる社会を実現する。

基本理念（最大基本理念（最大基本理念（最大基本理念（最大目的目的目的目的））））

第６期計画は、団塊の世代が75歳以上となり、介護を必要とする高
齢者の急速な増加が見込まれる平成37年度を見据え、中・長期的
な視野に立った目標を設定し取り組みを行う位置づけ。

高齢者お達者プラン第１章、第4章より（4~5・48ページ）

第5期計画
2012
2014

2025

第９期計画
2024
2026

第８期計画
2021
2023

2015

第７期計画
2018
2020

第６期計画
2015
2017

＜2025年までの見通し＞

団塊世代が65歳に 団塊世代が75歳に

高齢者お達者プランの内容について高齢者お達者プランの内容について高齢者お達者プランの内容について高齢者お達者プランの内容について

章（タイトル）章（タイトル）章（タイトル）章（タイトル） 主な内容主な内容主な内容主な内容

・計画の趣旨
・法令等の根拠
・計画期間

・高齢者の現状と将来推計
・介護保険事業の状況
・高齢者施策の状況

・地域の状況
・日常生活圏域の設定

・基本理念
・施策体系
・サービス基盤の現状
・サービス基盤の整備方針
・サービス基盤の整備目標
・高齢者分科会の概要
・地域包括支援センター

・要介護認定者数等の推計
・介護（予防）サービス種類ごとの見込み量
・地域支援事業の見込み量
・介護保険事業に係る費用の見込み
・第１号被保険者の介護保険料の算定

・市民意識等各種調査
・計画策定の経過
・加賀市健康福祉審議会条例

第１章 計画策定にあたって

第２章 現状と将来推計

第３章 地域の状況と日常生活圏域

第４章 基本理念と施策体系

第５章 介護保険事業の見込みと介護保険料

資料
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地域支援事業地域支援事業地域支援事業地域支援事業

サービス提供サービス提供サービス提供サービス提供加入者 サービス事業者

在宅サービス

施設サービス

65656565歳歳歳歳以上以上以上以上

保険料保険料保険料保険料

国・県・市

公費公費公費公費

介護保険制度の概要介護保険制度の概要介護保険制度の概要介護保険制度の概要

介護が必要介護が必要介護が必要介護が必要

保険者（加賀市）

９割分９割分９割分９割分
（８割）（８割）（８割）（８割）

①：①：①：①：加入者は保険料を納めます。加入者は保険料を納めます。加入者は保険料を納めます。加入者は保険料を納めます。

⑤：⑤：⑤：⑤：財源の半分が公費でまかなわれます。財源の半分が公費でまかなわれます。財源の半分が公費でまかなわれます。財源の半分が公費でまかなわれます。

②：②：②：②：加入者に介護が必要となった時は、加入者に介護が必要となった時は、加入者に介護が必要となった時は、加入者に介護が必要となった時は、
介護サービスの提供を受けます。介護サービスの提供を受けます。介護サービスの提供を受けます。介護サービスの提供を受けます。

③：③：③：③：かかった費用の１割分を負担します。かかった費用の１割分を負担します。かかった費用の１割分を負担します。かかった費用の１割分を負担します。

④：④：④：④：残りの９割分は保険料・公費部分から残りの９割分は保険料・公費部分から残りの９割分は保険料・公費部分から残りの９割分は保険料・公費部分から
支払われます。支払われます。支払われます。支払われます。

⑥：⑥：⑥：⑥：集めたお金の一部が地域支援事業に集めたお金の一部が地域支援事業に集めたお金の一部が地域支援事業に集めたお金の一部が地域支援事業に
使われます。使われます。使われます。使われます。

40404040～～～～64646464歳歳歳歳
１割負担１割負担１割負担１割負担

（２割）（２割）（２割）（２割）

３年間に使う介護保険の費用の見込み３年間に使う介護保険の費用の見込み３年間に使う介護保険の費用の見込み３年間に使う介護保険の費用の見込み

国・県・市国・県・市国・県・市国・県・市

４９４９４９４９.８６％８６％８６％８６％

※介護保険事業種別によって国・県･市・2号保険料の負担割合は異なります。

６５歳以上の人数６５歳以上の人数６５歳以上の人数６５歳以上の人数
（３年間の延べ人数）（３年間の延べ人数）（３年間の延べ人数）（３年間の延べ人数）

≒≒≒≒
年額

７０７０７０７０,８００８００８００８００円
（月額5,900円）

６５歳以上の方が６５歳以上の方が６５歳以上の方が６５歳以上の方が
負担する額負担する額負担する額負担する額
（収納率を考慮）（収納率を考慮）（収納率を考慮）（収納率を考慮）

６４６４６４６４,３３２人３３２人３３２人３３２人
※所得段階補正等を考慮した推計値

0.14%

加賀市の第６期介護保険料加賀市の第６期介護保険料加賀市の第６期介護保険料加賀市の第６期介護保険料

約４５約４５約４５約４５.５５５５億円億円億円億円
６５歳以上６５歳以上６５歳以上６５歳以上
保険料保険料保険料保険料

21.22%

２１.３６％

４０～６４歳４０～６４歳４０～６４歳４０～６４歳
保険料保険料保険料保険料
２８．００％２８．００％２８．００％２８．００％
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保険料基準額の推移

旧加賀市
3,250円

旧山中町
3,200円

旧山中町
4,400円

旧加賀市
3,750円

新加賀市
4,500円

加賀市

5,900円円円円

加賀市
4,500円

加賀市
5,550円

第６期介護保険料基準額の比較 （南加賀・石川中央）（南加賀・石川中央）（南加賀・石川中央）（南加賀・石川中央）
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