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・新川地域介護保険組合の平成26年度決算について
・新しい介護予防・日常生活支援総合事業について

本紙の主な内容

認知症の方を対象にした専門的なケアを提供するサービスで、利用者が可能な限り自宅で自立
した日常生活を送ることができるよう、通所介護（デイサービス）施設に通い、施設では食事
や入浴などの日常生活上の支援、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなど
を日帰りで受けることができます。

小規模な住居型の施設で、「通い」を中心としながら、利用される方の状態や希望に応じて、「訪
問」や「泊まり」などを組み合わせて、日常生活上の支援や日常動作訓練等が受けられます。

小規模多機能型居宅介護（小規模多機能ホーム）

認知症対応型通所介護（認知症デイサービス）

　サービスの質の向上を目指して

けんせいきょう輝
かがやき

くろべ
黒部市牧野750-1

小規模多機能ホームかたかご
黒部市宇奈月町下立50-1

小規模多機能ホームうらら
入善町上野689-4

【黒部市】
・池田リハビリテーション病院
認知症対応型通所介護事業所　わかば

・けんせいきょう輝くろべ
・越路さくら　認知症対応型デイサービスセンター
・有限会社さくらい　ホームさくらい通所介護

【入善町】
・デイサービスりぼん
・デイサービス金さん銀さん
・富山型共生デイサービス双葉

【朝日町】
・富山型共生の里あさひ　デイサービスまめなけ
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その他 294万円 

65歳以上の方の
保険料
15億504万円 

支払基金交付金
（40歳から64歳
までの方の保険料）
21億3,883万円 

国庫支出金
17億1,801万円

県支出金
11億963万円

市町分担金
11億6,852万円

施設サービス
給付費
31億6,528万円

繰越金 1億5,113万円 

居宅サービス
給付費

35億8,057万円

地域支援事業費
1億8,763万円

その他サービス
4億3,737万円

過年度精算返納金等
3,212万円

事務費等
4億81万円

事務費
1億8,106万円

保険給付費
71億8,322万円

歳 出
75億8,403万円

歳 入
77億9,410万円

 平成26年度　介護保険組合決算概要

歳入

歳出

平成26年度決算について

　保険給付費は年間約72億円

　平成26年度の組合決算についてその概要をお知らせいたします。
　歳入総額は、77億9,410万円。それに対し、歳出総額は75億8,403万円で歳入歳出差引2億1,007
万円の決算となりました。

みなさん一人ひ とりの保険料が介護を支えています。
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 保険給付費の内訳〈介護度別〉

歳入

歳出

　歳入決算額は77億9,410万円となり、対前年度比4.9％の増加となりました。この内訳は、65歳以上の
方の保険料が、15億504万円（対前年度比2.9％増）、支払基金交付金が21億3,883万円（同6.5％増）、国
庫支出金が17億1,801万円（同6.3％増）、県支出金が11億963万円（同4.2％増）、保険給付費と事務費に
係る市町分担金が11億6,852万円（同6.3％増）、繰越金が１億5,113万円（同15.9％減）等となりました。

　保険給付費の決算額は、71億8,322万円となり、歳出決算額の95％を占め、対前年度比4.2％の増加と
なりました。
　この内訳は、居宅サービス給付費が、35億8,057万円（対前年度比8.1％増）、施設サービス給付費が、
31億6,528万円（同0.1％減）、特定入所者介護サービス費が、３億365万円（同5.7％増）、高額介護サー
ビス費が、１億2,372万円（同7.0％増）、審査支払手数料は、639万円（同25.1％減）となりました。保
険給付に係る事務費は361万円（3.5％増）となりました。
　なお、地域支援事業費は１億8,763万円（同0.4％減）となりました。
　また、介護サービスの月平均の利用者数は、居宅サービスが、2,823人（前年度と比べ137人、5.1％
増）、施設サービスが、999人（同３人、0.3％減）となりました。
　その他の支出は、保険給付費等の過年度精算返納金等、事務費です。

　保険給付費に係る負担割合は、保険料が21％、支払基金交付金が29％、国が25％、県と構成市町
がそれぞれ12.5％となっています。

介護サービス費用のうち１割（※
H27.８月〜一定額以上の所得の方は
２割負担）は利用者負担、９割は保
険給付です。

保険給付費は、みなさんが
納めた保険料と税金などから
賄われています。

○利用人数
●１人あたりの平均給付額（　　　　　）

※給付額の合計は、特定入所者介護サービス
費、高額介護サービス費、審査支払手数料を
除いて算出したため、歳出欄の保険給付費
71億8,322万円と一致しません。

保険給付費
給付額67億4,585万円

◯3,813人
●147,431円／月

要支援１
1億5,845万円
◯471人　●28,034円／月

要介護５
15億1,627万円
◯474人　●266,573円／月

要介護４
16億890万円
◯534人
●251,077円／月要介護３

11億1,915万円
◯481人　●193,893円／月

要介護２
8億9,293万円

◯507人
●146,767円／月

要介護１
12億1,313万円

◯953人
●106,080円／月

要介護５
15億1,627万円
◯474人　●266,573円／月

要介護４
16億890万円
◯534人
●251,077円／月要介護３

11億1,915万円
◯481人　●193,893円／月

要介護２
8億9,293万円

◯507人
●146,767円／月

要介護１
12億1,313万円

◯953人
●106,080円／月

要支援２
2億3,702万円

◯393人
●50,259円／月
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新川厚生センター

新川地域介護保険組合
全人口 80,735人

65歳以上人口 26,001人

要支援・要介護認定者数 4,598人

（平成27年８月末現在）

みなさん一人ひ とりの保険料が介護を支えています。

第５期介護保険事業計画期間における保険給付費の推移
平成24年度 平成25年度 平成26年度

66億73万円 68億9,253万円 71億8,322万円
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新しい介護予防・日常生活支援総合事業について
　平成27年４月から、新しい介護予防・日常生活支援総合事業（略して「総合事業」といいます。）を実施しています。
　総合事業では、従来のサービスでは、制度上の制約から十分なサービス提供ができなかった部分について、利用者
の視点に立った柔軟なサービス提供が可能となります。

・既存のサービスに加えて、NPO、民間企業、ボランティアなど多様な主体を活用したサービスを考えています。
・従来の二次予防事業と一次予防事業の区分がなくなり、一般介護予防事業として、より充実した事業を実施します。

　今後、現在実施しているサービス（下記）に加え、高齢者が住み慣れた地域で、生き生きとした生活を
継続できるよう、事業の充実に取り組みます。
《総合事業の種類》 《対象者》

⑴ 介護予防・生活支援サービス事業
 ①通所型サービス　②訪問型サービス　③生活支援サービス

・65歳以上の要支援認定者
・事業対象者（チェックリスト該当者、厚生労働大臣が定める基準に該当する第１号被保険者）

⑵ 一般介護予防事業 ・すべての高齢者

現在実施しているサービス
黒部市
（１）①通所型サービス

事業名 開催場所 問い合わせ先
通所型サービス「ひざ腰らくらく」＊医療リハビリを受けていない方が対象 市民病院　臨床スポーツ医学センター 福祉課
（１）③生活支援サービス（対象や条件があります）

事業名 利用回数 対象者 問い合わせ先
配食サービス 週３回（月・水・金）まで １人世帯等 福祉課
（２）一般介護予防事業（市が直営または委託により実施する通所教室です）

事業名 開催期間 開催場所 問い合わせ先
脳いきいき体操教室 ５～11月 黒部市民会館

健康増進課

シニアフォローアップ教室 ６～３月 黒部市総合体育センター
シニアゆったり健康クラブ ５～12月 黒部市宇奈月体育センター

水中ウォーキング教室
（月曜） ６～３月 黒部市総合体育センター
（水曜） （前期）６～８月（後期）９～12月 スコール

元気湧くわく教室 （前期）６～10月（後期）11～３月 黒部市総合体育センター
水曜健康クラブ ４～３月 黒部市宇奈月体育センター
生き生き倶楽部 通年

黒部市宇奈月老人福祉センター
男の健やかクラブ（運動・各種講座複合型） ４～３月
絵手紙と歌を楽しむ会 ４～12月
湯快つべつべサロン 12～３月
脳活くらぶ ６～１月
元気はつらつ体操教室 通年 黒部市福祉センター 黒部市社会福祉協議会
まちなか元気塾 通年 オレンジカフェまちなか

入善町
（１）①通所型サービス（対象や条件があります）

事業名 開催期間 開催予定場所 問い合わせ先
きときと教室（各12回コース） ７～９月、10～12月、１～３月 入善町健康交流プラザ（サンウェル） 地域包括支援センター
（１）②訪問型サービス（対象や条件があります）

訪問事業（看護師、保健師等による定期的な訪問指導） 地域包括支援センター
（１）③生活支援サービス（対象や条件があります）

事業名 要件 利用回数 問い合わせ先
配食サービス １人暮らし 週３回まで 健康福祉課　高齢福祉係
（２）一般介護予防事業（町が直営または委託により実施する通所教室です）

事業名 開催期間 開催予定場所 問い合わせ先
さわやか教室 通年（月２回） 入善町健康交流プラザ（サンウェル）

保健センター
しゃんしゃん教室（12回コース） 10～12月 総合体育館
リハビリ教室・リハビリ友の会事業 通年（月２回程度） 入善町健康交流プラザ（サンウェル）
ふれあいいきいきサロン 通年 各地区公民館

いきがい教室
（健康体操） ９月～

入善町老人福祉センター 健康福祉課　高齢福祉係
（太極拳） 11月～

朝日町
（１）③生活支援サービス（対象や条件があります）

事業名 要件 利用詳細 問い合わせ先
配食サービス １人暮らし 月４回まで

健康課　高齢福祉係
高齢者軽度生活援助事業 概ね65歳以上の高齢者のみ世帯 利用料の1/2助成
（２）一般介護予防教室（町が直営または委託により実施する通所教室です）

事業名 開催期間 開催予定場所 問い合わせ先
介護予防訪問指導 随時 ―

健康課　高齢福祉係

はつらつ健康サロン 随時 各地区公民館等
口腔ケア・栄養教室 年２回程度 各地区公民館等
まめなけ運動教室 通年（年間32回） アゼリア・サンリーナ
らくち～の運動教室 通年（年間32回） らくち～の
認知症予防教室（あたまの体操教室） 通年（年間32回） 朝日町図書館
ふれあいいきいきサロン 通年 各地区公民館等


