
介護保険

介護保険に加入する方 いきいき健康課�介護保険係 �385~386

　介護保険は、加齢に伴う筋力の低下、病気などが原因
で寝たきりになったり、認知症などにより介護や支援
が必要となった方を社会全体で支える制度です。
　介護保険の加入者は、次の方です。加入の手続は不要です。
●65歳以上の方（第1号被保険者）

 加入する方

　介護保険の被保険者証は、65歳になる月に交付しま
す。なお、40歳から64歳までの方は、原則として、介護
や支援が必要となったときに交付します。

被保険者証の交付

● 40歳から64歳までの国民健康保険や職場の医療保
険に加入している方（第2号被保険者）

サービスの種類 サービスの内容
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

15．認知症対応型共同生活介護 認知症の方が共同生活をしながら、日常生活上の世話や機能訓練などが受けられます。
16．認知症対応型通所介護 認知症の方が日常生活上の世話や機能訓練などのデイサービスを受けられます。
17．地域密着型介護老人福祉施設 定員30人未満の小規模な介護老人福祉施設で、入所による日常生活上の世話や健康管理が受けられます。

18．小規模多機能型居宅介護 小規模な住宅型への「通い」を中心に、自宅に来てもらう「訪問」、施設に「泊まる」サービスが柔軟に受け
られます。

19．地域密着型通所介護 定員18人以下の小規模な通所介護施設で、食事・入浴などの介護や機能訓練が日帰りで受けられます。

※ 平成29年4月から介護予防、日常生活支援総合事業（以下「新しい総合事業」）が始まり、要支援の方の訪問介護・通
所介護がこの新しい総合事業に移行します。

　利用できるサービスは、表1のとおりです。利用する場合は、介護度（介護等の状態）や種類ごとに、次ページの表2・
表3のような限度額などが決められています。

表1　利用できるサービス
サービスの種類 サービスの内容

在
宅
サ
ー
ビ
ス

 1．訪問介護 ホームヘルパーによる家事や介護の援助が受けられます。
 2．訪問看護 看護師などによる療養上の世話や必要な診療の補助が受けられます。
 3．訪問リハビリテーション 理学療法士などによる機能訓練が受けられます。
 4．訪問入浴介護 入浴車などで入浴の介護が受けられます。
 5．通所介護 デイサービスセンターなどで趣味活動、入浴、食事、機能訓練などが受けられます。
 6．通所リハビリテーション 介護老人保健施設、病院などで機能訓練などが受けられます。
 7．短期入所生活介護 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）などを短期間利用できます。
 8．短期入所療養介護 介護老人保健施設などを短期間利用できます。

 9．福祉用具の貸与 車いすや介護用ベッドなどが借りられます。
要支援、要介護1の方は利用できないものもあります。

10．福祉用具購入費の支給 腰掛便座や入浴補助用具などの購入費の支給が受けられます。

11．住宅改修費の支給 手すりの取り付けや段差の解消などの改修費の支給が受けられます。
事前の申請が必要です。

12．居宅療養管理指導 医師、歯科医師、管理栄養士などによる介護上の指導・援助が受けられます。
13．特定施設入居者生活介護 有料老人ホームなどに入居されている方で日常生活上の世話などの介護が受けられます。
14．居宅介護支援計画作成 介護計画（ケアプラン）を作成してもらうことができます。

利用できるサービスの種類

介護保険サービス いきいき健康課�介護保険係 �385~386
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介護度 利用限度額（月額） 備考
要支援1  50,030円

左記の金額の範囲内で表1
の1から9のサービスを組み
合わせて利用することがで
きます。

要支援2 104,730円
要介護1 166,920円
要介護2 196,160円
要介護3 269,310円
要介護4 308,060円
要介護5 360,650円

表2　居宅（在宅）サービス支給限度額など
サービスの種類 限度額など

福祉用具購入費の上限額
（年額） 一律100,000円

住宅改修費の上限額
（原則1回）

一律200,000円
介護度が3段階以上重くなったとき
などは、再度改修が可能です。

施設サービス
施設の種類や規模に応じて、入所者の
介護度ごとに1日の利用額が決めら
れています。

表3　その他のサービス支給限度額など

サービスを利用するための認定

①
申請をします

◎申請ができる方
◦65歳以上で日常生活に介護や支援が必要な状態の方
◦40歳から64歳までの方で、介護保険が指定した16種類の病気により日常生活に介護や支援が必要な状態の方
◎申請に必要なもの
◦65歳以上の方　介護保険の被保険者証・マイナンバー・本人以外は委任状
◦40歳から64歳までの方　健康保険証・マイナンバー・本人以外は委任状
◎申請窓口　いきいき健康課�介護保険係

②
訪問調査を受けます

④
認定結果を通知します

③
介護認定審査会で審査します

介護や支援を必要とする方の心身の状況について、町の職員や委託を受けた調査員が家庭などを訪問し、本人
や家族から聞き取り調査を行います。また、町では、申請者のかかりつけの医師に意見書の提出を求めます。

訪問調査の結果と特記事項、医師の意見書をもとに、介護認定審査会（医療・保健・福祉の専門家5人で構成）で審
査し、どの程度の支援（要支援）や介護（要介護度）が必要なのかを判定します。目安は、表4のようになります。

介護認定審査会の判定に基づいて、町が認定し、結果を申請者へ通知します。
認定には有効期間があり、原則として6カ月ごとに見直し（更新）の認定を行うことになっています。また、要介
護度などの状況が著しく変わったと思われるときは、変更の申請ができます。

　介護保険のサービスを利用したいときは、「どの程度の介護や支援が必要か」の認定を受けなければなりません。
　認定を受けるまでの流れは次のようになります。

要介護度 介護や支援が必要な程度
非該当 歩行や起き上がりなど日常生活動作を自分で行うことが可能な状態であり、かつ、薬の内服・調理・電話の利用などができる状態
要支援1 基本的な日常生活は送れるが、歩行などが不安定で、立ち上がりなどに見守りや手助けを要することがある状態
要支援2 要支援1の状態よりも、身の回りの世話や歩行などの移動に何らかの見守りや手助けを要する状態
要介護1 家事や移動などの一部に介助が必要で、問題行動や理解力の低下がみられ、心身の状態が安定していないと思われる状態

要介護2 身の回りのこと全般に介助を要し、歩行など移動に何らかの支えを必要とする。排せつや食事に何らかの手助け（見守り等）を要
する状態

要介護3 要介護2よりも、歩行が自分でできないことがあり、排せつ・入浴・衣服の着脱など自分ひとりではできない状態

要介護4 要介護3よりも、歩行・排せつ・入浴・衣服の着脱などに介助を要し、日常生活を営むことが困難で、多くの問題行動や全般的な理
解力の低下がみられる状態

要介護5 日常生活全般にわたって全面的な介助なしには、日常生活を営むことが、ほぼ不可能な状態

※ 表はあくまで目安です。認定は、どの程度の介護サービスを行う必要があるかを判断するもので、その方の病気の
重さと要介護度などが必ずしも一致しない場合があります。
※非該当の場合は、介護保険のサービスは受けられませんが、地域支援事業の介護予防事業が利用できます。

表4　要支援・要介護状態の区分等

サービスの種類 サービスの内容

施
設
サ
ー
ビ
ス

20．介護老人福祉施設
　  （特別養護老人ホーム）

常に介護が必要で在宅生活が困難な方が、施設に入所し、日常生活上の世話や機能訓練などの介護が受
けられます。

21．介護老人保健施設
　  （老人保健施設）

病状が安定した方が、家庭復帰を目指し、機能訓練を中心とする医療ケアや介護などが受けられる施設
です。

22．介護療養型医療施設
　  （療養病床等） 長期にわたり療養が必要な方が、施設に入院し、療養上の管理、看護、機能訓練などが受けられます。
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要支援 1～要支援 2の方

地域包括支援セン
ターに連絡します

◦地域包括支援センターに連絡、相談をします。
◦�家族や地域包括支援センターの職員と、これからどのような生活を希望するのかなどについて話し合います。

介護予防ケアプラ
ンを作成します

◦�地域包括支援センターの職員と介護予防ケアプラン（どのようなサービスをどのくらい利用するかを決めた
計画書）を作成します。
◦介護予防ケアプランの作成費用は、介護保険から支給されますので、利用者の自己負担はありません。

介護予防サービス
を利用します

◦サービスを実際に行う事業者と契約します。
◦サービスの内容や契約期間、利用者負担額などの必要な事項を確認してから契約を結んでください。
◦介護予防ケアプランにそって介護予防サービスを利用します。

　サービスは、介護計画に基づき利用することになります。
　在宅でサービスを利用したい方と、施設に入所しサービスを利用したい方では手続が異なります。施設サービスを
利用する場合は、希望する施設に直接お申し込みください。
　在宅でサービスの利用方法は、以下のとおりです。

要介護 1～要介護 5の方

居宅介護支援事業
者に連絡します

◦�事業者一覧のなかから居宅介護支援事業者（ケアマネジャーを配置しているサービス事業者）を選び、連絡し
ます（事業者の名簿は、いきいき健康課にあります）。
◦担当のケアマネジャーが決まります。

ケアプランを作成
します

◦�ケアマネジャーは、本人や家族の要望を聞き、ケアプラン（どのようなサービスをどのくらい利用するかを決
めた計画書）を作成します。
◦ケアプランの作成費用は、介護保険から支給されますので、利用者の自己負担はありません。

サービスを利用し
ます

◦サービスを実際に行う事業者と契約します。
◦サービスの内容や契約期間、利用者負担額などの必要な事項を確認してから契約を結んでください。
◦ケアプランにそって介護サービスを利用します。

サービスの利用方法

41



※今後、制度改正により、変更となる場合がございます。

利用者の自己負担額
　サービスを利用したときの利用者の自己負担は、原則1割または2割です。ただし次に該当するものは全額自己負担
となります。
●施設を利用するときの居住費・食費や日常生活費
●利用限度額を超えて利用した分

負担額が高額になったとき
　1カ月の自己負担額が次の額を超えた場合は、その額を返還する制度（高額介護サービス費）があります。なお、こ
のサービスが対象となる方には、申請書を送付します。

区分 上限額 備考
現役並み所得者（課税所得145万円以上）に相当する65歳以上の方がいる世帯の方 44,400円

施設の居住
費・食費や日
常生活費な
どは含まれ
ません。

住民税課税世帯の方 37,200円（44,400円）※
世帯全員が住民税非課税 24,600円
◦老齢福祉年金受給者の方
◦�前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方など

24,600円（世帯）
15,000円（個人）

生活保護の受給者の方など 15,000円

※（平成29年8月から）

利用者負担額等の減額・免除
　低所得者世帯の方などを対象に、次のような減額・免除の制度があります。制度を利用するためには、申請が必要です。

医療と介護の自己負担額が高額になったとき
　同じ世帯内の同じ医療保険（健康保険や国民健康保険、後期高齢者医療制度など）の加入者の方について、1年間
（毎年8月1日から翌年7月31日まで）に「医療保険」と「介護保険」の両方に自己負担があり、その自己負担の合計額が
「高額医療・高額介護合算療養費制度」の自己負担を超えた場合、申請によって、自己負担限度額を超えた金額が支給
されます。
　ただし、自己負担限度額を超えた金額が500円未満の場合は支給されません。

対象 内容
介護保険施設及び短期入所生活介護・短期入所療養介護（ショートステイ）を利用している
町民税非課税世帯の方で、資産要件（単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下）を満たす方

施設（ショートステイを含む）の居住費・
食費の減額

介護保険施設に入所している町民税課税世帯の方で、対象となる要件を全て満たす方 施設の居住費・食費の減額
介護保険のサービスを利用している方で、年間収入・預金が基準以下の特に生計が困難な
方など

東京都および町に軽減の申出をした事
業者のサービスについて減額

災害により損害等を受けた方 利用者負担額の減免

サービスの利用料
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65歳以上の方の保険料
　所得に応じて町で決定します。次の表のように12段
階で金額が決まっています。納める方法は、次のとおり
です。
● 年金額が年18万円以上の方は、年金天引きの対象に
なります。
●それ以外の方は、納入通知書で納めます。
　基準額　5,200円（月額）

▽ 40歳から64歳までの方の保険料は、現在加入してい
る医療保険の保険料と一緒に徴収されます。保険料
の額は、加入している医療保険によって異なります。

保険料を払わない場合
　保険料を払わなかった場合は、災害など特別の理由が
ある場合を除いて、罰則が定められています。サービス
の利用を始めた時点で保険料の未納期間分（定められた
期限を過ぎても納付しなかった分）がある場合は、通常
1割または2割の利用者負担が、3割の負担になります。

所得段階 対象者 保険料率 保険料（年額）
第1段階 生活保護受給者の方、老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市町村民税非課税の方、世帯全員

が市町村民税非課税の方で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 0.45  28,080円

第2段階 世帯全員が市町村民税非課税の方で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万
円以下の方 0.75  46,800円

第3段階 世帯全員が市町村民税非課税の方で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万
円を超えている方 0.75  46,800円

第4段階 世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人は市町村民税非課税で、かつ本人の前年
の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 0.9  56,160円

第5段階 世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人は市町村民税非課税で、かつ本人の前年
の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超えている方 1.0  62,400円

第6段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が125万円未満の方 1.2  74,880円
第7段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以上～200万円未満の方 1.3  81,120円
第8段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上～300万円未満の方 1.5  93,600円
第9段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が300万円以上～400万円未満の方 1.7 106,080円
第10段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上～600万円未満の方 1.8 112,320円
第11段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が600万円以上～800万円未満の方 1.98 123,552円
第12段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が800万円以上の方 2.0 124,800円

介護保険料

　保険料は、65歳以上の方と40歳から64歳までの方
とでは異なります。

保険料の額と納め方

　また、サービス利用中に保険料を滞納した方は、保険
給付が償還払いになる（料金の全額を現金で払いサー
ビスを利用し、保険給付分については後で払い戻され
る）などの措置が定められています。

いきいき健康課�介護保険係 �385~386

43



　平成29年4月より介護予防サービスにおける訪問介護
（ホームヘルプサービス）、通所介護（デイサービス）が介
護予防給付から地域支援事業に移行されました。また、こ
れまでの要介護認定に加えて、簡便にサービス提供に繋
げられるようチェックリスト（25問）で判定をおこない、
支援が必要と判断された方を「サービス対象者」として
サービス利用ができるしくみが新たに加わりました。

介護予防・生活支援サービス事業
● サービス事業は、要支援者等の多様な生活支援の
ニーズに対応するため、介護予防訪問介護等のサー
ビスに加え、住民主体の支援等も含め、多様なサービ
スを制度（総合事業）の対象となります。
● この事業は、「訪問型サービス（第1号訪問事業）」、「通所

介護予防・日常生活支援総合事業
型サービス（第1号通所事業）」、「その他の生活支援サー
ビス（第1号生活支援事業）」及び「介護予防ケアマネジ
メント（第1号介護予防支援事業）」から構成されます。

 一般介護予防事業
● 一般介護予防事業は、市町村の独自財源で行う事業
や地域の互助、民間サービスとの役割分担を踏まえ
つつ、高齢者を年齢や心身の状況等によって分け隔
てることなく、住民運営の通いの場を充実させ、人と
人とのつながりを通じて、参加者や通いの場が継続
的に拡大していくような地域づくりを推進するとと
もに、地域においてリハビリテーション専門職等を
活かした自立支援に資する取組を推進し、要介護状
態になっても、生きがい・役割をもって生活できる地
域の実現を目指すことを目的として、総合事業に位
置づけるものです。

サービス利用のながれ
要介護認定

新　　　設

①基本チェックリスト
25項目(+α)

「はい･いいえ」で回答
※希望するサービス内容を確認 介護認定審査会

被保険者証を交付

サービス利用についての相談･ケアプランの作成

非該当 要支援1･2 要介護1～5

介護予防･生活支援サービス事業の利用(総合事業) 介護保険サービスの利用

非該当
(一般介護予防事業)

事業対象者
(要支援1･2相当)

事業対象者として
被保険者証を交付

介護予防･生活支援サービス
の利用計画を一緒に作成

②要介護認定申請(認定調査･医師の意見書)
※40歳から64歳までの第2号被保険者の方が総合事業を利用する場合､
　要支援認定が必要になります。

一般介護予防事業
全ての高齢者が利用できます｡
明らかに事業対象者ではないと判断できる場合は、チェックリストは不要です｡
事業ごとに利用の手続きは変わります。

(いきいき健康課介護保険係･日の出町包括支援センター）
①基本チェックリスト、②要介護認定申請のいずれかを状態に応じて実施します相談窓口

左記予防
サービス以外 介護

訪問型サービス
（ホームヘルプ）
通所型サービス
（デイサービス）
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　介護保険に関する苦情・相談は、いきいき健康課が窓
口です。
　認定の結果や保険料に関して不服があるときは、東
京都の介護保険審査会に不服の申し立てをすることも
できます。

いきいき健康課 介護保険係  385~386
　　　　　　　 高齢支援係  381~382

相談や苦情は

その他のサービス

　また、サービス事業者から提供されるサービスの内
容に不満が生じた場合は、まずサービス提供事業者、ケ
アプランを作成した居宅介護支援事業者にご相談くだ
さい。
問   介護保険係（介護保険の資格・給付・保険料に関する

こと・認定に関すること）
　   高齢者支援係（地域支援事業に関すること）

名称 内容 対象 費用

介護用品等給付 町で選定した介護用品（紙おむつ等）の中から、限度
額の範囲内で月1回給付

住民税非課税の65歳以上の在宅の方で要
介護4、5もしくは寝たきり失禁状態が認
められる方

無料（限度額以上は実費）

配食サービス 定期的に訪問し、昼食を届けながら安否の確認を行
います。

65歳以上のひとり暮らし世帯・高齢者の
みの世帯の方

1食当たり
394円～620円

高齢者緊急通報
システム

家庭内で緊急事態になったとき、消防庁などに通報
し、速やかに救援を行うシステムです。

おおむね65歳以上で、慢性疾患があり、常
時注意が必要なひとり暮らし世帯・高齢
者のみの世帯

ひとり暮らし
高齢者セーフ
ティーネット

ひとり暮らしの高齢者が家庭内で緊急の事態に陥っ
たとき、セーフティーネット機器により異常発生を
通報します。

町内に身寄りのいない70歳以上のひとり
暮らしの方

住宅の改修

次の改修ができます。
●  手すりの取り付け・床段差の解消など（介護保険非
該当者）
● 浴槽の取り替え・便器の洋式化など（要支援・要介
護の方も対象）

65歳以上の高齢の方で、在宅で日常生活
を送りやすくするために、住宅改修が必
要な方

いずれも給付限度額があ
ります。また、工事費の1割
または2割を負担していた
だきます。

　介護保険サービス以外のサービスには、次のようなものがあります。詳しくは、お問い合わせください。

介護保険以外のサービス いきいき健康課�高齢支援係 �381~382

　社会参加の意欲ある健康な高齢者（原則として60歳以上の方）を対象に、働く機会を提供しています。会員がセン
ターを自主的に運営し、企業、一般家庭、公共団体などから仕事を引き受けます

シルバー人材センター ☎597-0501

45




