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自立に向けて

　

介護保険は、地域の高齢者を支援しています。

人口構造（平成15年４月1日現在）

区　分 全 人 口 高齢者人口 高齢化率

黒部市 37,044人 8,001人 21.6％
宇奈月町 6,300人 1,802人 28.6％
入善町 28,616人 7,061人 24.7％
朝日町 15,761人 4,596人 29.2％
合　計 87,721人 21,460人 24.5％

（住民基本台帳人口）

高齢化の進行の状況
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平成15年度予算について

　平成15年度予算が決まりました。予算総額は、50億９，２４０万円で、前年度当初
予算と比べ２・７％の増額となりました。
　本年度から、第２期事業計画が始まりましたが、この計画に基づき、「自分らしく尊
厳をもって暮らすために」を目標に編成されました。
　介護給付費は、平成15年度から３ヵ年の総額を１５３億７６２万円と計画しており、
その初年度分として48億９，１５１万円を予算化しています。

平成15年度　介護保険組合予算概要

歳入

　65歳以上の方の保険料は、９億３９９万円で、前年度当初予算額と比較して、26・
３％の増額となりました。これは、高齢者の増加に伴い介護給付費が増加していくこと
や給付費全体での負担率が本年度から18％と１％増え、介護保険料を引き上げたこと
によるものです。
　その他国庫支出金が、12億５，６９３万円、県支出金が６億６０６万円、40歳から
64歳までの方の保険料を原資とする支払基金交付金が15億４，７４４万円、構成市町
からの負担金が７億６，３１６万円と、それぞれの負担率に基づき計上されています。



歳出

　歳出予算の96・１％を占める介護給付費は、在宅サービス給付費では月平均
１，４５０人の利用者数を見込んで年間14億４，４５０万円、施設サービス給付費で
は同じく８９２人を見込み33億５，９０３万円としています。
　これらの給付額を、月平均利用者数で除した１人あたり年間給付費は、在宅では、
１００万円、施設では、３７７万円となります。

　また、保険給付費以外の費用である事務費の２億89万円の内訳では、職員の人件費
負担金が８，５６９万円、認定審査会開催費や認定調査費が４，９７２万円、電算管理
費が３，１７２万円等で、その財源は、国県補助金と構成市町の分担金としています。

低所得者の 在宅サービスの利用者負担を 軽減します
<広域化費用効果活用事業>
　13年度から独自の低所得者対策として在宅サービ
スの利用者負担（通常１割負担）を２分の１に軽減
しています。
　この事業は、介護保険の広域実施による費用効果
で造成した基金を活用するものです。
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新川地域介護保険組合の動き
平成14年度

平成14年

４.１（月） 認定審査会（以後、毎週３審査会開催）

５（金） 事業計画懇話会

16（火） 会計検査院（労働厚生検査第１課）実地検査

19（金） ケアプラン検討会（以後、月１回開催）

25（木） 理事会

５.10（金） 構成市町担当課長会議

24（金） 例月出納検査

６.４（火） 特養施設長・担当課長合同会議

７.３（水） 助役会

８（月） 例月出納検査・決算審査

９（火） ケアマネリーダー研修会（３日間）

18（木） 新川支援協総会

19（金） 理事会

24（水） 高山大野広域連合視察来庁

26（金） 事業計画懇話会

30（火） 構成市町財政担当課長会議

８.１（木） 県内広域保険者研修（射水　２日まで）

７（水） ８月定例会
議会全員協議会（保険料試算）

22（木） 全国広域保険者会議（守口市　23日まで）

27（火） 主治医研修会

９.２（月） 例月出納検査

26（木） ケアマネ初任者研修

27（金） 事業計画懇話会

30（月） 構成市町担当課長会議

10.７（月） 助役会



21（月） 理事会

24（木） 例月出納検査

11.１（金） 組合広報誌（にいかわ介護）第２号発行

８（金） 構成市町担当課長会議

11（月） 保険者会議
ケアマネ現任研修

19（火） 事業計画懇話会
構成市町担当課長会議

21（木） 介護相談員現任研修（東京　22日まで）

26（火） 助役会

12.３（火） 理事会

９（月） 例月出納検査

26（木） 12月定例会
議会全員協議会（保険料６段階制・10月試算値）

平成15年

１.23（水） 例月出納検査

24（金） 助役会

２.６（木） 構成市町担当課長会議

14（金） 理事会

17（月） 議会全員協議会（次期事業計画説明）

19（水） 事業計画懇話会

３.３（月） 認定調査員現任研修（５日各１日参加）

11（火） 介護支援専門員現任研修

16（日） 福祉用具・住宅改修説明会（魚津市と共同開催）

24（月） 認定審査会委員研修（25、28日各１日）

26（水） 例月出納検査

27（木） 新介護認定審査会委員候補者全体会議
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平成15年度から
　　　　　 平成17年度までの保険料

■ 保険料は、年額で賦課されます
保険料は、年額で計算され、７月に賦課通知されます。なお、65歳到達、転入、転
出、死亡等があったときは、月割計算により保険料が決定（又は変更）されます。

◎第２期介護保険事業計画（平成15年度～平成19年度）期間の、今年度から３年間の
介護保険料は、低所得者に配慮した６段階としました。
　　①第１段階の方の保険料を据え置き、第１期事業計画と同額にしました。
　　②第２段階の方の保険料は第１期事業計画では負担割合が基準額の0.75でした
が、第２期事業計画では0.7に軽減しました。
　
● 第１号被保険者(65歳以上)の保険料月額
区分 対　象　者 負担割合 保険料月額

第1段階 住民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者、生活保護被保護者等 基準額×0.40 1,400円

第2段階
住民税世帯非課税者等
（年金収入だけの人は、収入金額266万円までが該当。他の世帯
員も全て非課税）

基準額×0.70 2,400円

第3段階
住民税本人非課税者等
（年金収入だけの人は、収入金額266万円までが該当。世帯内に
課税されている人がいる）

基準額×1.00 3,500円

第4段階
住民税本人課税で、合計所得金額が200万円未満
（年金収入だけの人は、収入金額が266万円を超え366万円未満
が該当）

基準額×1.25 4,400円

第5段階
住民税本人課税で、合計所得金額が200万円以上250万円未満
（年金収入だけの人は、収入金額が366万円を超え433万円未満
が該当）

基準額×1.30 4,600円

第6段階 住民税本人課税で、合計所得金額が250万円以上
（年金収入金額だけの人は、収入金額433万円以上が該当） 基準額×1.55 5,400円

　

■ 65歳以上の方（第１号被保険者）の介護保険料の減免について
　災害、事故、低収入等により、介護保険料を納めることが困難
と認められる場合で、一定の要件を満たす場合は、介護保険料が
減免されます。
　保険料負担の公平性を確保する観点から、全額免除はありませ
んが、保険料の納付が困難な場合は、当組合にご相談下さい。

■ 普通徴収の人は、
　普通徴収は、保険料年額を５回の納期に均等に割り振って賦課されます。
　７月に、保険料納入通知書と併せて１年分の納付書が送付されますので、納付書又は
口座振替により、納期ごとに納付します。口座振替依頼書が提出されている人には、口



座振替者用の保険料決定通知書が送付されます。
　
● 普通徴収の納期ごとの保険料（７月から新保険料で納付）

区分
第1期 第2期 第3期 第4期 第5期

保険料年額
7月 9月 11月 1月 3月

第1段階 3,600円 3,300円 3,300円 3,300円 3,300円 16,800円

第2段階 6,000円 5,700円 5,700円 5,700円 5,700円 28,800円

第3段階 8,400円 8,400円 8,400円 8,400円 8,400円 42,000円

第4段階 10,800円 10,500円 10,500円 10,500円 10,500円 52,800円

第5段階 11,200円 11,000円 11,000円 11,000円 11,000円 55,200円

第6段階 13,200円 12,900円 12,900円 12,900円 12,900円 64,800円

■ 特別徴収の人は、
　特別徴収は、公的年金等の支給に合わせて納期が設定されています。
　７月に保険料決定通知書が送付されます。保険料は、年金から天引きされることに
なりますが、４月、６月及び８月は、前年度の天引き額と同額が仮徴収され、10月、
12月及び２月の各納期の保険料額で調整されます。
　
● 特別徴収の納期ごとの保険料（８月までは昨年と同額で天引き、10月から天引き額が増額）

区分
第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期

保険料年額
4月 6月 8月 10月 12月 2月

第1段階 2,800円 2,800円 2,800円 2,800円 2,800円 2,800円 16,800円

第2段階 4,200円 4,200円 4,200円 5,400円 5,400円 5,400円 28,800円

第3段階 5,600円 5,600円 5,600円 8,400円 8,400円 8,400円 42,000円

第4段階 7,000円 7,000円 7,000円 10,600円 10,600円 10,600円 52,800円

第5段階 7,000円 7,000円 7,000円 11,400円 11,400円 11,400円 55,200円

第6段階 8,400円 8,400円 8,400円 13,200円 13,200円 13,200円 64,800円

　
仮徴収

前年度と同額を仮徴収
本徴収

保険料年額から仮徴収額を差し引い
た額を3期に分けて徴収
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みなさん一人ひとりの保険料が介護を支えています。
介護保険サービスを利用しようとするときは、

下記の居宅介護支援事業者のケアマネジャーにご相談下さい。

　 事　業　者　名 所在地 電話番号

黒　部　市

池田リハビリテーション病院 荻生821 ５４－５４００

憩いの家　まごの手 三日市3427 ５４－００５３

黒部市介護老人保健施設「カリエール」 牧野690 ５４－２２１３

黒部市社会福祉協議会ケアセンター 金屋464-1 ５７－１０８９

黒部市民病院（在宅介護支援センター） 三日市1108-1 ５４－０９２８

越之湖在宅介護支援センター 堀切1002 ５７－３５１３

越野荘在宅介護支援センター 若栗2111 ５４－１８７７

桜井病院 荻生6675-5 ５４－１８００

下新川郡医師会　黒部訪問看護ステーション 牧野687-2 ５７－２２７１

つばき苑 荒俣4378 ５７－３０８７

（有）ちとせ　居宅介護支援事業所（千代クリニック） 犬山210-1 ５２－２０４４

宇奈月町
明日温泉治療所 明日226 ６５－２３２３

宇奈月町在宅介護支援センター 下立37 ６５－１４４８

入　善　町

在宅介護支援センター　おあしす新川 上野2803 ７４－２７５５

居宅介護支援事業所　舟見寿楽苑 舟見1664 ７８－１２１２

ＪＡ入善町ケアセンター　はぴねす 上野798-1 ７４－１８５２

中川医院 君島120-1 ７２－０３３６

入善町健康福祉課 入膳3255 ７２－１１００

社会福祉法人　入善町社会福祉協議会 上野2793-1 ７４－２５９１

入善老人保健施設こぶしの庭　居宅介護支援事業所 小杉64 ７８－２５００

ホームヘルプサービス　パートナー 上野1672 ７４－２０７２

朝日町

朝日町在宅介護支援センター 泊555 ８３－０３０３

有磯苑　居宅介護支援事業所 泊555 ８２－２２００

坂東病院 道下900 ８３－２２９９

位置図
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