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第６期河内長野市介護保険事業計画における実績について 

 

 第 6 期介護保険事業計画期間（平成 27～29 年度）における実績につきまして以下に

示します。 

 

1．計画と実績の比較 

 

(1)人口と介護保険被保険者の推移 

 人口は計画値を下回っており、第１号被保険者についてはほぼ計画値どおり推移して

おります。 

 今後も人口減少は続き、高齢化率はより高くなると見込まれます。 

 

（各年度９月末時点 単位：人） 

 

（ ）内は計画数値   

 

 

 

 

 

 27年度 28年度 29年度 

人口 
109,750 108,635 107,476 

（110,560） （109,564） （108,514） 

第1号被保険者数 
33,437  34,196   34,857  

（33,454）  （34,183） （34,801） 

 
 
 

前期 
18,660  18,674  18,380  

（18,728） （18,729） （18,418） 

後期 
14,777   15,522  16,477  

（14,726） （15,454） （16,383） 

高齢化率 
30.5%  31.5%  32.4%  

（30.3%） （31.2%） （32.1%） 

第2号被保険者数 
37,105  36,402  35,759  

（37,176） （36,474） （35,823） 
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(2) 要介護認定者・要支援認定者の推移 

 高齢化率は上昇していますが、認定率は下がっており、これは近年の健康意識の向上

や介護予防の効果によるものと考えられます。 

（各年度９月末時点 単位：人） 

 27年度 28年度 29年度 

（要支援１～２） 
 2,504 2,588 2,555 

（2,415） （2,609） （2,844） 

要 
支 
援 

要支援１ 
 1,369  1,477  1,410 

（1,367） （1,540） （1,740） 

要支援２ 
1,135  1,111  1,145  

（1,048） （1,069） （1,104） 

（要介護１～５） 
4,690  4,729  4,763  

（4,780） （4,991） （5,213） 

要 
介 
護 

要介護１ 
1,175  1,214  1,257  

（1,228） （1,388） （1,567） 

要介護２ 
1,159  1,207  1,222  

（1,136） （1,138） （1,139） 

要介護３ 
905  899  950  

（921） （946） （967） 

要介護４ 
755  765  766  

（771） （775） （775） 

要介護５ 
696  644  568 

（724） （744） （765） 

認定者総数 
7,194  7,317  7,318  

（7,195） （7,600） （8,057） 

１号認定者数 
7,053  7,174  7,188  

（7,044） （7,452） （7,911） 

１号被保険者の 
認定率 

21.1%  21.0%  20.6%  

（21.1%） （21.8%） （22.7%） 

                              （ ）内は計画数値  
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(3) 介護給付費の推移 
 介護給付費は計画値を大きく下回っており、これは認定者数が見込みより少ないこと

や施設整備期間がずれこんでしまったことによるものと考えられます。 

 

①介護サービス給付費             （単位：千円 ２９年度は見込額） 

 

②介護予防サービス給付費            （単位：千円 ２９年度は見込額）     

サービス 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 第６期計 

居宅サービス 
4,288,317   4,188,257  4,315,040   12,791,614  

  （4,625,739）  （4,656,480）  （5,010,064）   （14,292,283） 

地域密着型 
サービス 

   830,286 1,069,068  1,172,230 3,071,584 

  （1,074,492） （1,450,855） （1,554,898） （4,080,245） 

施設サービス 
  1,971,510 1,897,949 1,861,251  5,730,710  

  （2,010,851） （2,006,966） （2,069,262） （6,087,079） 

居宅介護支援 
517,333  531,022 542,664  1,591,019 

（498,941） （531,479） （555,779） （1,586,199） 

介護給付費計 
   ・・・① 

  7,607,446 7,686,296 7,891,185 23,184,927 

（8,210,023） （8,645,780） （9,190,003） （26,045,806） 

サービス 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 第６期計 

介護予防サービス 
419,275  449,257  349,632   1,218,164  

   （457,852）   （511,402）  （381,521）   （1,350,775） 

地域密着型 
介護予防サービス 

    3,210 2,304  2,781 8,295 

    （2,499） （2,452） （2,392） （7,343） 

介護予防支援 
   65,665 70,465 55,732  191,862  

   （61,197） （68,963） （78,452） （208,612） 

予防給付費計 
  ・・・② 

   488,150 522,026 408,145 1,418,321 

（521,548） （582,817） （462,365） （1,566,730） 
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③介護保険給付費全体              （単位：千円 ２９年度は見込額）     

（注）計画値においては一定以上所得者の利用者負担の見直しに伴う財政影響額を別途

に加味しているため、①+②の数値とは異なっております。 

 

介護給付費総計と計画値との比較        （単位：千円 ２９年度は見込額） 

 

サービス 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 第６期計 

総給付費（①+②） 
   （注） 

8,095,596  8,208,322 8,299,330   24,603,248  

  （8,681,256）  （9,147,671） （9,567,658）  （27,396,584） 

特定入所者介護 
（予防）サービス費 

   316,867  295,192  264,334 876,393 

   （313,927） （306,059） （315,863） （935,850） 

高額介護 
（予防）サービス費 

   182,259 204,098 203,632  589,989  

   （188,788） （199,906） （209,086） （597,780） 

高額医療合算介護

（予防）サービス費 

29,796  30,706 33,421  93,923  

（26,641） （28,209） （29,505） （84,355） 

審査支払手数料 
   7,590 7,977 7,795  23,362  

    （7,682） （8,096） （8,464） （24,242） 

介護給付費総計 
   8,632,108 8,746,295 8,808,512 26,186,915 

（9,218,294） （9,689,941） （10,130,576） （29,038,811） 

サービス 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 第６期計 

実績値－計画値 △586,186  △943,646 △1,322,064  △2,851,896  

対計画比 93.64％  90.26％ 86.95％  90.18％  


