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▷ 高齢者一人ひとりの多様なニーズに柔軟に対応できるよう、就労を中心に多様なマッチング先を開拓し、高齢者が新た
な担い手として活躍でき、社会に積極的に参加する機会を拡充します。

▷ 特に、就労に関する相談・支援体制を引き続き充実・強化していきます。
▷ 各就労支援機関や関連機関の連携を強化し、高齢者がわかりやすく、利用しやすい相談・支援体制を整備します（岡山
市の生涯かつやく支援センター、シルバー人材センター、寄り添いサポートセンター、岡山市社会福祉協議会のボラン
ティアセンター、ハローワーク岡山等）。

▷ 要介護状態になっても、利用者の能力・意欲に応じて、社会とつながりながら活躍できるように、介護事業所において
就労や社会貢献・参加活動を提供する仕組みの構築をめざします。

▷ 高齢者が地域や社会へ積極的に参加できる機会を提供し、高齢者の仲間づくり、生きがいや健康づくりを推進します。

▷ 様々な機会を通じて、地域や社会とつながっていない高齢者の社会参加を促進し、高齢者同士や高齢者と地域住民等と
の多様な交流を創出します。

▷ 支え合い推進員が中心となり、関係機関等と協働して、地域においてき
め細やかにニーズの把握と支援を行うことにより、小学校区単位を基本
に地域支え合い推進会議の設置をさらに進めるとともに、見守り、生活
支援、居場所づくりといった地域の支え合い活動の創出・充実を推進し
ます。

▷ また、地域活動の担い手である生活支援サポーターを養成・発掘するた
め、市民が立ち寄りやすい会場で養成講座を開催するなど、実施内容の
充実を図り、地域活動へ結びつくよう支援を強化します。

▷ 地域づくりに携わる関係部署・機関が地域への支援について情報共有し、
協働による支え合いの地域づくりを推進します。

▷ 支え合い推進員が、地域住民と社会福祉法人等による地域活動の取組状況等についての情報共有や意見交換をする場を
設け、つながりづくりを促しながら、多様な主体による支え合いの体制づくりと新たな地域活動の創出を推進します。

▷ 支え合い推進員が、新型コロナウイルス感染症の影響下においても、感染防止対策を実践しながら、地域における人と
人とのつながりづくりを進めている好事例を紹介するとともに、地域での支え合い活動を支援します。

▷ 地域住民や地域の各種団体、関係機関によるそれぞれの地域の見守り・支え合い活動を活性化し、引き続き高齢者が安
心・安全に暮らせる地域づくりを進めます。

▷ 複合的な課題を抱えた世帯に対して多機関が協働し、適切な支援につなげていく総合相談支援体制づくりを着実に進め
ていきます。

▷ 地域包括ケアシステムの中核機関である地域包括支援センターの機能を強化するため、地域の医療・介護・福祉関係者
との顔の見える関係づくりを進めるとともに、子や孫の世代にも広く相談窓口を周知するなど、支援が必要な高齢者を
早期発見し、適切な支援につなげるための実態把握に取り組みます。

▷ 地域ケア会議等を活用し、地域課題の把握・整理や、地域に関わる関係者等での情報共有を進め、政策形成につなげます。

▷ 関係機関と連携し、高齢者虐待の早期発見、迅速な対応・支援に取り組むとともに、岡山市成年後見センターの運営に
より、成年後見制度をはじめとする権利擁護が必要な人の制度利用を支援します。
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▷ 生活習慣病や低栄養、筋力低下等を予防するため、市民が自らの身体・健康状態を意識できるよう、健康づくりや介護
予防に関する知識の普及啓発を進めるとともに、健康診査の受診率を高めます。

▷ 健診結果やフレイルチェックのデータ等により、高齢者の身体的、精神的及び社会的な健康課題や特徴を把握し、通い
の場等の身近な場所で、高齢者一人ひとりの状況に応じた健康増進や介護予防に取
り組める環境の整備を進めます。

▷ 栄養バランスの悪化、口腔機能の低下、孤食等に起因する食環境の悪化による低栄
養に関するリスクの普及啓発を進めるとともに、低栄養状態の者や高リスク者を抽
出し、地域や医療専門職と連携して必要な保健指導などの支援を行います。

▷ 地域の健康づくりボランティアや事業者、医療機関等との連携を深め、健康づくり
を地域で支え・守るための地域のつながり（ソーシャルキャピタル）を強化します。

▷ 通いの場等のデータを分析し、各地域の課題を抽出することで、地域ごとの特性を捉えたより効果的な介護予防事業を
検討します。また、サポーターの養成を強化し、専門職とサポーターの連携による通いの場等の活動支援やフレイル対
策の充実を図ります。

▷ フレイル予防の周知啓発とフレイルチェックの機会の拡充を図りつつ、市が保有する各種データを活用した対象者への
効果的なアプローチを検討します。

▷ 新型コロナウイルスの流行下でも取り組める介護予防の周知啓発を強化するため、従来の広報媒体に加えSNS等を活用
し、高齢者の意識向上を図るとともに、要介護リスクの高い高齢者への個別アプローチ等を実施します。

▷ 通所系サービスについては、より状態改善効果の高いサービスの仕組みを検討し、高齢者・事業所が高齢者個々の状態
像にあった機能回復メニューを選択でき、サービスが必要なくなった場合はスムーズに介護予防活動に移行できるよう
働きかけていきます。

▷ 地域活動を担う人材の養成・発掘のため、市民が立ち寄りやすい会場で養成講座を開催し、実施内容の充実等を図りま
す。また、支え合い推進員（生活支援コーディネーター）を中心に、関係機関等と協働し、担い手の養成と活動できる
場へ結びつくよう支援を強化します。

▷ 家庭内での緊急時の対応や安否確認を行い、日常の安全を確保し、不安感の解消を図るとともに、給食サービスにより
食生活の安定と改善を図ります。また、在宅で高齢者を介護する人への支援を行います。
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▷ これまでの事業の成果を検証しながら、在宅医療を行う医師、訪問看護師等、在宅を支える人材の育成・質の向上をよ
り効果的・効率的に進めます。

▷ 平成30年に作成した退院支援ツールを活用するなど、医療と介護の連携を促進させ、病院から在宅への復帰を円滑にし、
住み慣れた地域で最期まで暮らすことができる環境整備を進めていきます。

▷ また、専門職間の顔の見える関係づくりが進み、ネットワークが強化されるよう、多職種連携の取組を引き続き推進し
ていきます。

▷ 住み慣れた地域で最期まで暮らせるまちの実現に向けたアプローチとして、終末期における本人や家族の納得のいく医
療・介護を受けられるよう、かかりつけの医師、歯科医師、薬剤師等を持つことや、今後の治療・療養について、患者、
家族等と医療従事者があらかじめ話し合うプロセスであるACP（アドバンス・ケア・プランニング）の普及・啓発を推
進します。

▷ それぞれの地域における将来的な人口及び年齢構成や、医療・介護資源の今後
の状況予測などの具体的なデータに基づき、地域の特性に応じた入院から看取
りまでの包括的な在宅医療提供体制の整備を進め、地域包括ケアシステムの深
化を図っていきます。

▷ 引き続き総合特区を推進し、高齢者が能力・意欲に応じて就労や社会貢献・参
加活動を行える仕組みの構築をめざすなど、従来の取組をさらに発展させ、介
護が必要になっても、高齢者が生涯現役で活躍し、住み慣れた地域で安心して
暮らすこと（在宅介護）ができる体制の構築をめざします。

▷ 認知症の正しい知識や理解の普及・啓発について、地域住民や企業、学校等関係機関と連携し、企業の従業員、子ども、
学生に対する認知症サポーター養成講座の取組を強化します。

▷ 認知症の人が自らの言葉で語り、いきいきと活動している姿等を積極的に発信していくため、従来の広報媒体や啓発イ
ベントでの周知に加え、認知症とともに生きる希望宣言を活用した、地域・病院・施設等での周知広報の強化に取り組
みます。

▷ 公民館で行われる介護予防教室など高齢者が身近に通うことができる通いの場への参加促進やフレイル対策事業の充実
を図り、認知症予防に資する可能性のある活動を推進します。

▷ 国の認知症大綱に基づき認知症サポート医の養成及びかかりつけ医に対する研修実施を継続し、認知症サポート医を含
めた認知症かかりつけ医と地域包括支援センター等の連携により、認知症
の人とその家族をサポートする体制づくりを一層推進します。

▷ 総合特区デイサービス改善インセンティブ事業の中で、早期発見のためのア
セスメントシートであるDASC-21＊による調査を実施することにより、認知
症の早期発見・早期対応を図ります。

▷ 75歳以上の運転免許更新時等に義務付けられている認知症検査を活用する
など、認知症リスクの高い高齢者の早期診断・早期対応を推進します。

＊DASC-21：「認知機能障害」と「生活機能障害」を評価することが可能な認知症のスクリーニングツール
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▷ 認知症の人と家族が地域で孤立することなく、認知症の人が持つ力を最大限にいかしながら、住み慣れた地域で生きが
いを持って生活できるよう、認知症カフェや、認知症の本人同士が語り合う本人ミーティングなどの居場所づくりを進
めます。

▷ 認知症の人やその家族が、当事者同士の相談を含め気軽に誰かに相談できる体制を充実し、本人の不安の軽減や家族の
介護の負担軽減を図ります。また、認知症の人やその家族の視点を施策等へ反映させます。さらに、若年性認知症につ
いては、高齢者の認知症とは違った課題があるため、若年性認知症の人同士や家族同士がつながり今後を話し合える取
組を推進します。

▷ 認知症の人が地域で暮らし続けることができるよう、認知症について正しく理解し、認知症の人と家族を温かく見守り、
支援する認知症サポーターの養成を進めます。

▷ 地域における認知症の人への支援体制整備のため、より実際の活動につなげるための講座を受講したボランティアの養
成や、認知症の人やその家族のニーズと認知症サポーターによる支援をつなぐ仕組みづくりについて検討していきます。

▷ 認知症高齢者等が行方不明になった時の早期発見や事故の未然防止を図るため、地域での見守り・支援体制の充実を図
ります。

▷ 軽費老人ホーム等による家賃が低廉な住まいの提供や、養護老人ホーム等による適切な生活支援体制を確保するととも
に、サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホームにおいて、入居者に対して適切なサービスが提供されるよう、指導
監督の強化を行います。

▷ また、都市整備局での「新たな住宅セーフティネット制度」の取組と連携し、高齢者等が安心して住まうことのできる
住宅等の供給を促進します。

▷ 感染症予防、感染症対策研修等の周知啓発の指導や、感染症発生時には備蓄物資の緊急放出や協力体制を構築する等、
施設との連携の強化を行います。

▷ 近年の水害等の発生状況を踏まえ、避難訓練の実施状況、防災に対
する意識の啓発、食料、飲料水、生活必需品、防災用品等の備蓄物
資等が備えられているか施設の防災計画を定期的に確認し、指導の
強化を行います。

▷ 関係する部局や事業者と連携・協働しながら、バリアフリー・ユニ
バーサルデザインの意識の浸透を進めるとともに、高齢者の住宅や
施設等のバリアフリー化を促進します。

▷ また、シルバーハウジングに生活援助員を派遣し、高齢者が安心し
て生活できるよう支援します。
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▷ 在宅系サービスは、全般的に他の政令指定都市と比較しても事業者数は多くなっていますが、医療と介護の両方を必要
とする、中・重度の要介護者の増加にも備え、国・県補助金の活用等により、看護小規模多機能型居宅介護、定期巡
回・随時対応型訪問介護看護などの計画的な整備を行い、在宅生活の継続に資するサービスの充実を促進します。

▷ リハビリテーション分野の充実強化等により、状態改善・重度化防止に努めます。
▷ 利用者の「状態像」を維持・改善する事業者への評価・インセンティブの付与を通じて、介護サービスの質のさらなる
向上を進めます。

▷ 様々な状況により在宅生活が困難となった人に必要なサービスが提供できるよう、政令指定都市の中でも比較的高い整
備率である現状も踏まえながら、将来的な高齢者の人口動態、待機者や認知症高齢者の状況、介護離職の防止や介護負
担の軽減の観点、地域におけるサービスの偏在性等を総合的に検証し、適正な施設整備を進めます。

▷ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、地域の介護・福祉の拠点としての位置付け及び第７期での応募の状況
等も考慮し、１施設（29床）の整備を行います。

▷ 認知症対応型共同生活介護は、今後も認知症高齢者数の増加が予想されることから、事業所の質を担保しつつ、引き続
き適正な施設整備を進め、２施設（36床）の整備を行います。

▷ 高齢者施設に対し、感染症予防、感染症対策研修等の周知啓発の指導や、避難訓練の実施状況、防災計画の確認等を定
期的に行い、指導の強化を行います。また、老朽化した施設に対しては、市独自補助金及び国・県補助金等も活用して、
災害に対して強固な場所への建て替え等を推進します。

▷ 岡山市独自の取組として、介護事業所の抱える課題解決のための講師派遣、介護職員の資質向上やキャリア形成のため
の研修や支援事業、職員に対するハラスメント対策、市内の新任職員が横のつながりを作るためのサポート、介護現場
の生産性向上や負担軽減を図るため、介護ロボットの貸与事業や、AI・ICT等の購入補助に取り組みます。

▷ 業務効率化の観点からは、介護分野の文書に係る負担軽減のため、国が示す方針に基づく個々の申請様式・添付書類や
手続きに関する簡素化などを進めます。

▷ 岡山県等が実施する元気な高齢者の介護事業所への就職支援、外国人材の雇用推進などについても県と連携を図り、効
果が高まるよう市内の介護事業所への周知等を行います。

▷ 事業者の指導は、高齢者の尊厳を支えるより良いケアをめざし、サービスの質の確保・向上を図ることを主眼とする
「実地指導」と「集団指導」を継続的に行います。        
また、指定基準違反や不正請求が疑われる場合には、「監査」を実施し、厳正に対応していきます。

▷ 公正・公平で適切な認定がなされるよう認定調査員、認定審査会委員、主治医等に対して研修を実施し、令和2年度か
ら認定調査を委託している指定市町村事務受託法人との定期的な意見交換を行うなど、事務連携を強化します。

▷ 介護給付適正化事業をさらに効率的・効果的に進め、介護サービスの質の向上を図るとともに、利用者に対する適切な
サービスの確保に努め、持続可能な介護保険制度の構築をめざします。

▷ 通所介護・訪問介護における利用者の状態を維持・改善する事業者への評価・インセンティブの付与や、事業者への研
修実施を通じて、介護サービスの質のさらなる向上を進めます。また、国の制度改正へつなげるため、事業実施により
得られた成果を国等へ報告していきます。

▷ 介護サービスの利用者が安心して多様なサービスを利用できるよう、わかりやすい情報提供や相談・苦情対応に努める
など、情報提供・相談体制を充実させます。

▷ 引き続き、低所得者に対する費用負担の配慮を行い、必要なサービスを安心して利用できる体制づくりを進めます。
▷ 災害や、新型コロナウイルス感染症の感染防止策及び感染者発生時の対応については、事業所に対応マニュアルの整備
を徹底するとともに、避難訓練の実施や備蓄品の確認を行う等、必要なサービスが継続して提供できるように支援を
行っていきます。また、Webの活用等による3密対策に加え、予め指定市町村事務受託法人等や認定審査会委員と連携し、
調査員数を十分確保するなど、要介護認定調査や認定審査が機能不全に陥らないような体制の構築を進めます。
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４ 介護給付費等の見込み及び保険料額

図表　介護予防サービス見込量
■介護予防サービス R3

(2021)
R4
(2022)

R5
(2023)

介護予防訪問入浴介護 回　数（回） 0 0 0
人　数（人） 0 0 0

介護予防訪問看護 回　数（回） 3,350 3,410 3,452
人　数（人） 440 445 450

介護予防訪問リハビリテーション 回　数（回） 745 779 801
人　数（人） 72 74 75

介護予防居宅療養管理指導 人　数（人） 314 320 327
介護予防通所リハビリテーション 人　数（人） 1,531 1,551 1,579

介護予防短期入所生活介護 日　数（日） 252 265 282
人　数（人） 52 54 56

介護予防短期入所療養介護
（老健・病院等・介護医療院）

日　数（日） 30 30 30
人　数（人） 6 6 6

介護予防福祉用具貸与 人　数（人） 3,362 3,460 3,631
特定介護予防福祉用具購入費 人　数（人） 58 60 61
介護予防住宅改修 人　数（人） 85 97 107
介護予防特定施設入居者生活介護 人　数（人） 195 199 203

■地域密着型介護予防サービス

介護予防認知症対応型通所介護 回　数（回） 54 60 62
人　数（人） 7 7 7

介護予防小規模多機能型居宅介護 人　数（人） 156 156 156
介護予防認知症対応型共同生活介護 人　数（人） 5 5 5

■介護予防支援 人　数（人） 4,507 4,690 4,876
※回（日）数は 1か月あたりの数、人数は 1か月あたりの利用者数

図表　介護サービス見込量
■居宅サービス R3

(2021)
R4
(2022)

R5
(2023)

訪問介護 回　数（回） 114,506 121,409 127,483
人　数（人） 5,267 5,389 5,534

訪問入浴介護 回　数（回） 886 928 980
人　数（人） 175 183 193

訪問看護 回　数（回） 31,326 33,688 36,087
人　数（人） 3,116 3,354 3,590

訪問リハビリテーション 回　数（回） 6,527 6,859 7,312
人　数（人） 529 547 582

居宅療養管理指導 人　数（人） 5,568 5,834 6,055

通所介護 回　数（回） 78,416 82,652 86,627
人　数（人） 6,708 6,942 7,172

通所リハビリテーション 回　数（回） 29,332 29,774 30,532
人　数（人） 3,103 3,119 3,189

　今後の各介護サービス必要量及び施設・居住系の整備計画等を踏まえ、各介護サービス給付費等を推計し
ました。
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図表　介護給付にかかる費用等の推計
R3(2021) R4(2022) R5(2023)

給付費等見込額 63,061,005 6,5235,290 67,433,860
介護予防サービス給付費 1,758,102 1,807,989 1,860,994
介護サービス給付費 57,655,938 59,687,163 61,683,036
特定入所者介護サービス費等給付額 1,654,785 1,656,995 1,680,675
高額介護サービス費等給付額 1,662,298 1,735,045 1,842,097
高額医療合算介護サービス費等給付額 251,170 266,919 283,654
算定対象審査支払手数料 78,712 81,179 83,404

地域支援事業費 3,590,577 3,691,457 3,794,278
合　　計 66,651,582 68,926,747 71,228,138

　第８期計画期間における各介護（介護予防）サービスの給付見込みの推計に基づいて、介護給付にかかる
費用を推計し、その他費用として、第７期の実績に基づき、特定入所者介護サービス費、高額介護サービス
費、高額医療合算介護サービス費、審査支払手数料を推計しました。

単位：千円

短期入所生活介護 日　数（日） 22,389 23,825 25,033
人　数（人） 1,638 1,686 1,728

短期入所療養介護
（老健・病院等・介護医療院）

日　数（日） 1,290 1,306 1,326
人　数（人） 186 189 192

福祉用具貸与 人　数（人） 11,572 12,112 12,726
福祉用具購入費 人　数（人） 180 187 192
住宅改修費 人　数（人） 146 148 150
特定施設入居者生活介護 人　数（人） 1,511 1,548 1,581

■地域密着型サービス
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 人　数（人） 233 273 313
夜間対応型訪問介護 人　数（人） 0 0 0

地域密着型通所介護 回　数（回） 26,372 27,841 29,617
人　数（人） 2,372 2,445 2,545

認知症対応型通所介護 回　数（回） 2,510 2,711 2,878
人　数（人） 214 228 242

小規模多機能型居宅介護 人　数（人） 1,336 1,370 1,404
認知症対応型共同生活介護 人　数（人） 1,690 1,722 1,755
地域密着型特定施設入居者生活介護 人　数（人） 0 0 0
地域密着型介護老人福祉
施設入所者生活介護 人　数（人） 923 952 981

看護小規模多機能型居宅介護 人　数（人） 81 105 129
■施設サービス
介護老人福祉施設 人　数（人） 2,418 2,433 2,448
介護老人保健施設 人　数（人） 1,913 1,922 1,931
介護医療院 人　数（人） 109 109 115
介護療養型医療施設 人　数（人） 14 14 8

■居宅介護支援 人　数（人） 15,957 16,388 16,924
※回（日）数は 1か月あたりの数、人数は 1か月あたりの利用者数

介護給付にかかる費用等の推計
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介護給付費の財源構成

介護保険料の算定について

　介護保険制度は、高齢者の介護を社会全体で支え合う
ためにつくられたものです。
　介護サービスの提供に必要な費用（自己負担分を除
く）は、その50％を公費で、27％を40歳から64歳まで
の医療保険加入者（第２号被保険者）の保険料で、残り
の23％を65歳以上の方（第１号被保険者）の保険料で支
える仕組みとなっています。

　第１号被保険者の介護保険料は、各保険者（市町村）が、計画の策定を通じて、３年ごとに算定・見直し
を行います。
　第８期計画期間中の基準月額については、高齢者数の増加に伴うサービス利用者数の増加などの上昇要因
もありますが、介護予防・状態改善の取組や、介護給付適正化をさらに推進した上で、岡山市の介護給付費
準備基金等を充当することにより上昇幅を抑制し、6,640円にします。
　なお、令和７（2025）年度における介護保険料基準月額は、高齢者人口及び要介護（要支援）認定者の
将来推計を踏まえ、第８期における給付費算定の利用人数の伸び、サービス利用率、サービス利用回数等が、
今後も同様に推移すると想定し、7,700円程度と見込んでいます。

国の調整
交付金
５％

国
20％

県
12.5％

市
12.5％

第２号被保険者の
保険料
27％

第１号被保険者の
保険料
23％

図表　介護保険料等の推移・推計
第７期

（令和元年10月）
第８期

（令和４年10月）
2025年（推計）
（令和７年10月）伸び率

総人口 708,481 人 707,050 人 -0.2％ 704,076 人
第 1号被保険者 184,486 人 188,443 人 2.1％ 190,949 人
65 ～ 74 歳 89,635 人 86,244 人 -3.8％ 77,088 人
75 歳以上 94,851 人 102,199 人 7.7％ 113,861 人

要介護認定者 39,666 人 42,407 人 6.9％ 45,204 人
主な介護保険給付費（年度） 548.0 億円 615.0 億円 12.2％ 664.2 億円 
居宅介護（介護予防） 265.2 億円 304.9 億円 15.0％ 323.0 億円
地域密着型 140.7 億円 160.5 億円 14.1％ 176.0 億円
施設介護 142.1 億円 149.6 億円 5.3％ 165.2 億円

介護保険料 6,160 円 6,640 円 7.8％ 7,700 円程度
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図表　介護保険料段階区分（令和３（2021）～５（2023）年度）

所得段階 対　象　者 保険料率 保険料月額

第１段階

生活保護の受給者
老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税
中国残留邦人支援給付受給者 基準額

×0.3 1,992円
世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額＋年金以外の合計所
得金額が80万円以下

第２段階 世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額＋年金以外の合計所
得金額が80万円を超え120万円以下

基準額
×0.45 2,988円

第３段階 世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額＋年金以外の合計所
得金額が120万円を超える

基準額
×0.7 4,648円

第４段階 本人が市民税非課税で世帯に課税者がいる人で、本人の課税年金収入額
＋年金以外の合計所得金額が80万円以下

基準額
×0.85 5,644円

第５段階 本人が市民税非課税で世帯に課税者がいる人で、本人の課税年金収入額
＋年金以外の合計所得金額が80万円を超える 基準額 6,640円

第６段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が80万円未満 基準額
×1.1 7,304円

第７段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が80万円以上125万円未満 基準額
×1.15 7,636円

第８段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が125万円以上200万円未満 基準額
×1.25 8,300円

第９段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が200万円以上400万円未満 基準額
×1.5 9,960円

第 10 段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が400万円以上600万円未満 基準額
×1.75 11,620円

第 11 段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が600万円以上800万円未満 基準額
×2.0 13,280円

第 12 段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が800万円以上1,000万円未満 基準額
×2.25 14,940円

第 13 段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が1,000万円以上1,200万円未満 基準額
×2.5 16,600円

第 14 段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が1,200万円以上 基準額
×2.75 18,260円

※介護保険料の決定に用いる「合計所得金額」は、地方税法上の合計所得金額（収入から必要経費等を控除した額で、
　医療費控除、扶養控除等の所得控除前の金額）から、譲渡所得に係る特別控除額を差し引いた金額
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