
 

 

 

 

 

 

 

 

善通寺市介護保険条例の一部改正（案） 

（介護保険料の改定等）について 
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１ 第６期介護保険料について（本則関係） 

 

○所得段階 

介護保険料は、所得金額等に応じた段階設定により、ご負担をお願いしております。

この段階については、国が定める標準段階をもとに、各市町村において設定すること

とされており、第５期（平成２４年度から平成２６年度まで）においては、国標準６

段階のところ、７段階（軽減段階を併せて９段階）としていました。第６期（平成２

７年度から平成２９年度まで）については、所得水準に応じてきめ細やかな保険料設

定を行う観点から、国の政令が改正され、標準段階がこれまでの６段階から９段階に

見直されることとなりました。本市の第６期における段階設定については、国の標準

段階どおり９段階とし、段階ごとの所得基準額についても、国の標準どおりとします。 

 

○所得段階ごとの乗率 

 所得段階ごとの保険料額は、基準となる保険料額に一定の率を乗じて算定されます。

この乗率について、原則として国の標準乗率どおりとしますが、新たな第２段階の乗

率については、第５期における乗率との均衡を図り、急激な負担増を抑制するため、

国の標準段階から引き下げることとします。 

区分 軽減前乗率 軽減後乗率 

第

２

段

階 

本人及び世帯員全員が住民税非課税で、合計所得金額

＋課税年金収入額が８０万円を超え１２０万円以下の

人 

基準額の 

０．７５ 

基準額の 

０．６０ 

 

○介護給付費の見込及び介護給付費準備基金の取崩 

 平成２６年度の介護給付費の見込みは約２４億円であり、対前年度比４％程度の増

と見込まれています。第６期については、居宅サービス費等の顕著な伸びが予測され、

平成２９年度の介護給付費は、約２７億円まで上昇する見込みとなっています。 

 介護給付費の高騰により、介護保険料水準も上昇することとなりますが、第６期に

おいては、第５期と同様、介護給付費準備基金を取り崩し、急激な上昇を抑制するこ

ととしています。 

 

○第６期介護保険料月額 

 以上のことから、第６期介護保険料については、第５期の月額３，８８３円から 

７４２円（１９．１１％）増額し、４，６２５円とします。 

（参考）第５期の平均月額保険料 

香川県平均 ５，１９５円/月  全国平均 ４，９７２円/月 

 

 

 

 

 



○公費による低所得者軽減 

 今後のさらなる高齢化に伴い、介護費用増加と保険料負担水準上昇が避けられない

中、制度を持続可能なものとするため、介護保険法の改正より、公費を投入して低所

得者の保険料軽減を行う仕組みが設けられることとなりました。本市では、国の予算

措置等が行われた後、国の基準に従い、次のとおり軽減措置を講じる予定です。 

・平成２７年４月から実施する軽減措置 

区分 軽減前乗率 軽減後乗率 

第

１

段

階 

・老齢福祉年金の受給者で、本人及び世帯員全員が 

住民税非課税の場合 

・生活保護の受給者 

・本人及び世帯員全員が住民税非課税で、合計所得 

金額＋課税年金収入額が８０万円以下の人 

基準額の 

０．５ 

基準額の 

０．４５ 

※今後、国において上記以外の軽減措置が講じられる場合は、当該措置に準拠する予

定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２ 新たな介護予防事業（介護予防・日常生活支援総合事業）の開始時期について（制

定附則関係） 

 

日常生活上の支援が必要な高齢者が地域で安心して在宅生活を継続できるよう、多

様な主体による多様な生活支援サービスを充実強化するため、「介護予防・日常生活支

援総合事業」を実施する必要があります。 

 

この事業では、これまで介護予防給付としてサービス提供されていた「介護予防通

所介護」及び「介護予防訪問介護」の二つのサービスが「市町村事業」として位置付

けられるとともに、これらのほか、多様な主体による様々な生活支援サービスを提供

していくこととなります。 

 

この事業については、原則として平成２７年４月１日から開始することとされてい

ますが、円滑な制度移行を行うことができるよう、平成２９年４月まで、その開始が

猶予されています。 

 

本市では、平成２７年度中に多様なサービスの在り方を検討し、平成２８年４月１

日から介護予防・日常生活支援総合事業を開始することとするため、所要の規定を設

けます。 

 

※「介護予防・日常生活支援総合事業」については、別紙「【参考】総合事業の概要」

をご覧ください。 



訪問看護、福祉用具等
※全国一律の人員基準、運営基準

介護予防給付介護予防給付介護予防給付介護予防給付

介護予防・生活支援サービス事業対象者要 支 援 者

総総総総合合合合事事事事業業業業

要支援認定

一般介護予防事業一般介護予防事業一般介護予防事業一般介護予防事業（要支援者等も参加できる住民運営の通いの場の充実等。全ての高齢者が対象。）

一般高齢者等

地域包括支援センターが介護予防ケアマネジメントを実施

【参考】総合事業の概要

○ 訪問介護・通所介護以外のサービス（訪問看護、福祉用具等）は、引き続き介護予防給付によるサービス提供を継続。

○ 地域包括支援センターによる介護予防ケアマネジメントに基づき、総合事業（介護予防・生活支援サービス事業及び一般介護

予防事業）のサービスと介護予防給付のサービス（要支援者のみ）を組み合わせる。

○ 介護予防・生活支援サービス事業によるサービスのみ利用する場合は、要介護認定等を省略して「介護予防・生活支援サー

ビス事業対象者」とし、迅速なサービス利用を可能に（基本チェックリストで判断）。

※ 第２号被保険者は、基本チェックリストではなく、要介護認定等申請を行う。

介護予防・生活支援サービス事業介護予防・生活支援サービス事業介護予防・生活支援サービス事業介護予防・生活支援サービス事業
①訪問型・通所型サービス
②その他の生活支援サービス（栄養改善を目的とした配食、定期的な安否確認・緊急時の対応 等）

※事業内容は、市町村の裁量を拡大、柔軟な人員基準・運営基準

従 来 の 要 支 援 者
基本チェックリスト※で判断

※２次予防事業対象者把
握のための基本チェックリ
ストの配布は行わない

第１ 総合事業に関
する総則的な事項



善通寺市介護保険条例の一部を改正する条例（案） 

 

 善通寺市介護保険条例（平成１２年善通寺市条例第６号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項中「平成２４年度から平成２６年度まで」を「平成２７年度から平成２９

年度まで」に改め，同項第１号中「第３９条第１項第１号」を「第３８条第１項第１号」

に，「２３，３００円」を「２７，８００円」に改め，同項第２号中「第３９条第１項第

２号」を「第３８条第１項第２号」に，「２３，３００円」を「３３，３００円」に改め，

同項第３号中「第３９条第１項第３号」を「第３８条第１項第３号」に，「３５，０００

円」を「４１，７００円」に改め，同項第４号中「第３９条第１項第４号」を「第３８条

第１項第４号」に，「４６，６００円」を「５０，０００円」に改め，同項第５号中「第

３９条第１項第５号」を「第３８条第１項第５号」に,「５２，５００円」を「５５，５００

円」に改め，同項第６号中「第３９条第１項第６号」を「第３８条第１項第６号」に，

「５８，３００円」を「６６，６００円」に改め，同項第７号中「第３９条第１項第７

号」を「第３８条第１項第７号」に，「６９，９００円」を「７２，２００円」に改め，

同項に次の２号を加える。 

⑻ 令第３８条第１項第８号に掲げる者 ８３，３００円 

⑼ 令第３８条第１項第９号に掲げる者 ９４，４００円 

第２条第２項及び第３項を削る。 

第４条第３項中「第３９条第１項第１号イ」を「第３８条第１項第１号イ」に，「ハ」

を「ニ」に，「又は第６号ロ」を「，第６号ロ，第７号ロ又は第８号ロ」に，「第３９条

第１項第１号から第６号まで」を「第３８条第１項第１号から第８号まで」に改める。 

附則に次の１条を加える。 

（介護予防・日常生活支援総合事業に関する経過措置） 

第７条 法第１１５条の４５第１項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業について

は，介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み，その円滑な実施を図るため，

平成２７年４月１日から市長が定める日までの間は行わず，当該市長が定める日の翌日

から行うものとする。 

 

附 則 

（施行期日） 



１ この条例は，平成２７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の第２条及び第４条第３項の規定は，平成２７年度以後の年度

分の保険料について適用し，平成２６年度分までの保険料については，なお従前の例に

よる。 

 

 

※第１段階（改正後の第２条第１号）の保険料率（額）の公費による軽減措置については、

国の予算措置等が行われた後に所要の改正を行う予定です。 
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＜＜＜新旧対照表＞＞＞ 

○善通寺市介護保険条例（平成十二年三月三十一日条例第六号）の一部を改正する条例新旧対照表 

 

 新 旧 

○善通寺市介護保険条例 ○善通寺市介護保険条例 

平成12年３月31日条例第６号 平成12年３月31日条例第６号 

（善通寺市が行う介護保険） （善通寺市が行う介護保険） 

第１条 善通寺市が行う介護保険については、介護保険法（平成９年法律

第123号。以下「法」という。）その他法令に定めがあるもののほか、こ

の条例の定めるところによる。 

第１条 善通寺市が行う介護保険については、介護保険法（平成９年法律

第123号。以下「法」という。）その他法令に定めがあるもののほか、こ

の条例の定めるところによる。 

（保険料率） （保険料率） 

第２条 平成27年度から平成29年度までの各年度における保険料率は、次

の各号に掲げる第１号被保険者（法第９条第１号の第１号被保険者をい

う。以下同じ。）の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

第２条 平成24年度から平成26年度までの各年度における保険料率は、次

の各号に掲げる第１号被保険者（法第９条第１号の第１号被保険者をい

う。以下同じ。）の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

(１) 介護保険法施行令（平成10年政令第412号。以下「令」という。）

第38条第１項第１号に掲げる者 27,800円 

(１) 介護保険法施行令（平成10年政令第412号。以下「令」という。）

第39条第１項第１号に掲げる者 23,300円 

(２) 令第38条第１項第２号に掲げる者 33,300円 (２) 令第39条第１項第２号に掲げる者 23,300円 

(３) 令第38条第１項第３号に掲げる者 41,700円 (３) 令第39条第１項第３号に掲げる者 35,000円 

(４) 令第38条第１項第４号に掲げる者 50,000円 (４) 令第39条第１項第４号に掲げる者 46,600円 

(５) 令第38条第１項第５号に掲げる者 55,500円 (５) 令第39条第１項第５号に掲げる者 52,500円 

(６) 令第38条第１項第６号に掲げる者 66,600円 (６) 令第39条第１項第６号に掲げる者 58,300円 

(７) 令第38条第１項第７号に掲げる者 72,200円 

(８) 令第38条第１項第８号に掲げる者 83,300円 

(９) 令第38条第１項第９号に掲げる者 94,400円 

(７) 令第39条第１項第７号に掲げる者 69,900円 

 ２ 平成24年度から平成26年度までの令第39条第１項第５号イの市が定め

る額は、125万円とする。 

 ３ 平成24年度から平成26年度までの令第39条第１項第６号イの市が定め

る額は、200万円とする。 

（略） 

（賦課期日後において第１号被保険者の資格取得、喪失等があった場合）

（略） 

（賦課期日後において第１号被保険者の資格取得、喪失等があった場合）

第４条 保険料の賦課期日後に第１号被保険者の資格を取得した場合にお

ける当該第１号被保険者に係る保険料の額の算定は、第１号被保険者の

資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。 

第４条 保険料の賦課期日後に第１号被保険者の資格を取得した場合にお

ける当該第１号被保険者に係る保険料の額の算定は、第１号被保険者の

資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。 
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 新 旧 

２ 保険料の賦課期日後に第１号被保険者の資格を喪失した場合における

当該第１号被保険者に係る保険料の額の算定は、第１号被保険者の資格

を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。 

２ 保険料の賦課期日後に第１号被保険者の資格を喪失した場合における

当該第１号被保険者に係る保険料の額の算定は、第１号被保険者の資格

を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。 

３ 保険料の賦課期日後に令第38条第１項第１号イ（同号に規定する老齢

福祉年金の受給権を有するに至った者及び(１)に係る者を除く。）、ロ

若しくはニ、第２号ロ、第３号ロ、第４号ロ、第５号ロ、第６号ロ、第7

号ロ又は第8号ロに該当するに至った第１号被保険者に係る保険料の額

は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定し

た当該第１号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属

する月から令第38条第1項第1号から第8号までのいずれかに規定する者

として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。 

３ 保険料の賦課期日後に令第39条第１項第１号イ（同号に規定する老齢

福祉年金の受給権を有するに至った者及び(１)に係る者を除く。）、ロ

若しくはハ、第２号ロ、第３号ロ、第４号ロ、第５号ロ又は第６号ロに

該当するに至った第１号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに

至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第１号被保険

者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第39条

第１項第１号から第６号までのいずれかに規定する者として月割りによ

り算定した保険料の額の合算額とする。 

４ 前３項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円

未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。 

４ 前３項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円

未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。 

（略） 

附 則 

（略） 

附 則 

（施行期日） （施行期日） 

第１条 この条例は、平成12年４月１日から施行する。 

（中略） 

第１条 この条例は、平成12年４月１日から施行する。 

（中略） 

 （介護予防・日常生活支援総合事業に関する経過措置） 

第７条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業

については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その

円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から市長が定める日までの間は

行わず、当該市長が定める日の翌日から行うものとする。 

（略） 

附 則（平成24年３月16日条例第12号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成24年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の第２条の規定は、平成24年度以後の年度分の

保険料について適用し、平成23年度分までの保険料については、なお従

前の例による。 

（平成24年度から平成26年度までの各年度における保険料率の特例） 

 

 

 

 

 

（略） 

附 則（平成24年３月16日条例第12号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成24年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の第２条の規定は、平成24年度以後の年度分の

保険料について適用し、平成23年度分までの保険料については、なお従

前の例による。 

（平成24年度から平成26年度までの各年度における保険料率の特例） 



3/3  

 新 旧 

３ 介護保険法施行令（平成10年政令第412号。以下「令」という。）附則

第16条第１項及び第２項（同条第３項及び第４項において準用する場合

を含む。）に規定する第１号被保険者の平成24年度から平成26年度まで

の各年度における保険料率は、第２条第１項の規定にかかわらず、29,200

円とする。 

４ 令附則第17条第１項及び第２項（同条第３項及び第４項において準用

する場合を含む。）に規定する第１号被保険者の平成24年度から平成26

年度までの各年度における保険料率は、第２条第１項の規定にかかわら

ず、40,800円とする。 

（以下略） 

３ 介護保険法施行令（平成10年政令第412号。以下「令」という。）附則

第16条第１項及び第２項（同条第３項及び第４項において準用する場合

を含む。）に規定する第１号被保険者の平成24年度から平成26年度まで

の各年度における保険料率は、第２条第１項の規定にかかわらず、29,200

円とする。 

４ 令附則第17条第１項及び第２項（同条第３項及び第４項において準用

する場合を含む。）に規定する第１号被保険者の平成24年度から平成26

年度までの各年度における保険料率は、第２条第１項の規定にかかわら

ず、40,800円とする。 

（以下略） 

附則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の第２条及び第４条第３項の規定は，平成２７年度以後の年度分の保険料について適用し，平成２６年度分までの保険料については，

なお従前の例による。 

 

 

※第１段階（改正後の第２条第１号）の保険料率（額）の公費による軽減措置については、国の予算措置等が行われた後に所要の改正を行う予定です。 



第５期及び第６期介護保険料比較表第５期及び第６期介護保険料比較表第５期及び第６期介護保険料比較表第５期及び第６期介護保険料比較表

・老齢福祉年金の受給者で、本人及び世帯員全員が住民税非課税
の場合
・生活保護の受給者

基準額×

本人及び世帯員全員が住民税非課税で、合計所得金額＋課税年
金収入額が８０万円以下の人

基準額×

本人及び世帯員全員が住民税非課税で、合計所得金額＋課税年
金収入額が８０万円を超え１２０万円以下の人

基準額×
本人及び世帯員全員が住民税非課税で、合計所得金額＋課税年
金収入額が８０万円を超え１２０万円以下の人

基準額×

本人及び世帯員全員が住民税非課税で、合計所得金額＋課税年
金収入額が１２０万円を超える人

基準額×
本人及び世帯員全員が住民税非課税で、合計所得金額＋課税年
金収入額が１２０万円を超える人

基準額×

本人が住民税非課税（世帯内に住民税課税者がいる場合）で、合
計所得金額＋課税年金収入額が８０万円以下の人

基準額×
本人が住民税非課税（世帯内に住民税課税者がいる場合）で、合
計所得金額＋課税年金収入額が８０万円以下の人

基準額×

本人が住民税非課税（世帯内に住民税課税者がいる場合） 基準額 本人が住民税非課税（世帯内に住民税課税者がいる場合） 基準額

本人が住民税課税で合計所得金額が１２５万円未満の人 基準額× 本人が住民税課税で合計所得金額が１２０万円未満の人 基準額×

本人が住民税課税で合計所得金額が１２５万円以上２００万円未
満の人

基準額×
本人が住民税課税で合計所得金額が１２０万円以上１９０万円未
満の人

基準額×

本人が住民税課税で合計所得金額が１９０万円以上２９０万円未
満の人

基準額×

本人が住民税課税で合計所得金額が２９０万円以上の人 基準額×

58,30058,30058,30058,300第６段階

35,00035,00035,00035,000

52,50052,50052,50052,500

第３段階

第４段階

第５段階

40,80040,80040,80040,800

0.625

0.750

0.875

29,20029,20029,20029,200

46,60046,60046,60046,600

1.125

1.250

負担割合

第２段階

23,30023,30023,30023,300第１段階

年額保険料
(円）

区分

0.500

0.500

第５期保険料（月額３，８８３円）  平成２４年度～平成２６年度第５期保険料（月額３，８８３円）  平成２４年度～平成２６年度第５期保険料（月額３，８８３円）  平成２４年度～平成２６年度第５期保険料（月額３，８８３円）  平成２４年度～平成２６年度

23,30023,30023,30023,300

第６期保険料（月額４，６２５円）　平成２７年度～平成２９年度第６期保険料（月額４，６２５円）　平成２７年度～平成２９年度第６期保険料（月額４，６２５円）　平成２７年度～平成２９年度第６期保険料（月額４，６２５円）　平成２７年度～平成２９年度

区分 負担割合
年額保険料

(円）

第１段階

・老齢福祉年金の受給者で、本人及び世帯員全員が住民税非課税
の場合
・生活保護の受給者
・本人及び世帯員全員が住民税非課税で、合計所得金額＋課税年
金収入額が８０万円以下の人

基準額×
0.500
↓

0.450

軽減前
（27,800）

軽減後軽減後軽減後軽減後

25,00025,00025,00025,000

55,50055,50055,50055,500

軽減前
(41,700)
軽減後軽減後軽減後軽減後

33,30033,30033,30033,300

0.750 41,70041,70041,70041,700

1.200

0.75
↓

0.60

第９段階 1.700

※第６期における第１段階の軽減については、国、県及び市町村の公費負担による軽減です。

94,40094,40094,40094,400

第７段階 本人が住民税課税で合計所得金額が２００万円以上の人 基準額× 1.500

66,60066,60066,60066,600

第７段階 1.300 72,20072,20072,20072,200

0.900 50,00050,00050,00050,000

第２段階

第３段階

第４段階

第５段階

第６段階

69,90069,90069,90069,900

第８段階 1.500 83,30083,30083,30083,300


