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１．介護保険制度を取り巻く状況

 介護保険制度は、平成12年４月の制度創設から今年４月で21年が経ちますが、65

歳以上の第１号被保険者数は1.6倍程度の増加であるのに対し、要介護・要支援認

定者は約3.1倍、介護保険サービスの利用者は約3.2倍にまで増えています。

 認定者数や利用者数の増加に伴い、介護保険サービスの費用総額（自己負担分を含

めた額）も制度創設時の約2.8倍となる10.1兆円に達しているとともに、それによって65

歳以上の第１号被保険者が支払う介護保険料も、全国平均で創設時の約２倍となる

月額5,869円（立川市は月額5,880円）となっています。

項目
平成12年４月末
（第１期・初年度）

令和２年４月末
（第７期・最終年度）

比較

第１号被保険者数（65歳以上） 2,165万人 3,558万人 1.6倍

要介護・要支援認定者数 218万人 669万人 3.1倍

介護保険サービスの利用者数 149万人 482万人※コロナの影響あり 3.2倍

介護保険サービスの費用総額 3.6兆円（平成12年度実績） 10.1兆円（平成30年度実績） 2.8倍

介護保険料（全国平均・月額） 2,911円（第１期） 5,869円（第７期） 2.0倍

【制度創設時と現在の比較（全国）】
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２．介護保険制度改正の経緯

第１期

（平成12年度～）

第２期

（平成15年度～）

第３期

（平成18年度～）

第４期

（平成21年度～）

第５期

（平成24年度～）

第６期

（平成27年度～）

平成12年４月 介護保険法施行

平成20年改正（平成21年５月施行）

 介護サービス事業者の法令遵守等の業務管理体制の整備。休止・廃止の事前届出制。休止・廃止時のサービス
確保の義務化など

平成23年改正（平成24年４月施行）

 地域包括ケアの推進。24時間対応の定期巡回・随時対応型サービスや複合型サービスの創設。介護予防・日
常生活支援総合事業の創設。介護療養病床の廃止期限の猶予（公布日）

 介護職員によるたんの吸引等。有料老人ホーム等における前払金の返還に関する利用者保護

 介護保険事業計画と医療サービス、住まいに関する計画との調和。地域密着型サービスの公募・選考による指定
を可能に。各都道府県の財政安定化基金の取崩しなど

平成26年改正（平成27年４月施行）

 地域包括ケアシステムの構築に向けた地域支援事業の充実（在宅医療・介護連携、認知症施策の推進等）

 全国一律の予防給付（訪問介護・通所介護）を市町村が取り組む地域支援事業に移行し、多様化

 低所得の第1号被保険者の保険料軽減割合を拡大

 一定以上の所得のある利用者の自己負担割合を引き上げ（平成27年８月）など

平成29年改正（平成30年４月施行）

 地域包括ケアシステムの深化・推進（自立支援・重度化防止の推進、医療・介護連携の推進等、地域共生社
会の実現の推進等）

 介護保険制度の持続可能性の確保（高所得者層の負担割合等の引き上げ（平成30年８月～）、第２号
被保険者保険料への総報酬割の導入、福祉用具貸与の上限額の設定）など

第７期

（平成30年度～）
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３. 第８期介護保険事業計画（令和３～５年度）の概要

区市町村においては、３年を１期として、介護保険サービスなどの見込み量を推計するとともに、介

護保険料などを定めた介護保険事業計画を策定し、３年ごとに見直しを行っています。

現在、立川市では、 「立川市高齢者福祉介護計画」（第８次高齢者福祉計画・第８期介護保

険事業計画）の作成を進めており、今年度中に計画決定する予定です。計画の構成と主な内容は

下記のとおり。

章 見出し 主な内容

第１章 計画策定にあたって 計画策定の背景と目的、計画の概要、計画策定に関わる制度改正等

第２章 高齢者を取り巻く現状と課題
立川市の高齢者の状況、要介護・要支援認定者・サービス利用者の状況、
日常生活圏域別の状況、事前調査結果からみた高齢者の現状と意向

第３章 計画の基本理念と基本目標 基本理念、基本目標

第４章 高齢者施策の展開 施策体系、施策の内容（基本目標１～８）

第５章 介護保険事業に関する見込み サービス利用量の見込み、保険給付費・地域支援事業費の見込み

第６章 介護保険料の設定と利用者負担の軽減
第８期計画期間における介護保険料の所得段階・基準額・所得段階別
保険料、利用者負担の軽減制度

第７章 計画の推進・進行管理 計画の推進体制、関係機関等との連携、評価・検証の実施
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４．介護保険制度改正等のポイント①（利用料関係）

１．介護報酬が改定されます（令和３年４月～） 関連頁

介護保険サービスを提供した事業所にその対価として支払われる「介護報酬」については、３年に１回見直されることになって

おり、令和３年４月も改定される予定です。今回の改定率はプラス0.65%（ただし、令和３年９月末まで新型コロナウイルス

感染症に対応するための特例としてプラス0.70%）で、これにより、サービスを利用したときの利用者負担額も若干変更になりま

す。

－

２．在宅サービスの支給限度額が引き上げられました（令和元年10月～） 関連頁

介護保険の在宅サービスなどを利用する場合は、要介護状態区分別に、介護保険から給付される支給限度額が決められて

います。その支給限度額が消費税率引き上げに伴う介護報酬の改定により引き上げられました。
P27

３．高額介護サービス費の自己負担限度額の一部が変わります（令和３年８月～） 関連頁

介護保険サービスの利用料が高額となり、自己負担限度額を超えた場合には、「高額介護サービス費」として超えた分が支給

されますが、令和３年８月から従来の「現役並み所得者」区分の自己負担限度額が、44,400円から44,400～140,100

円に変更される予定です。

P30

４．居住費と食費の利用者負担限度額の見直しが行われます（令和３年８月～） 関連頁

住民税非課税世帯等の要件を満たした場合、介護保険施設への入所や、短期入所サービス利用の際の居住費や食費が

軽減される制度がありますが、能力に応じた負担とする観点などから、第3段階が第3段階①と第3段階②に分けられ、第２段

階、第３段階①および第３段階②の食費の負担限度額が上乗せされる予定です。また、預貯金等の要件についても所得段

階に応じた額に変更となります。

P32
・

P33

５．施設サービス利用の際の基準費用額（食費）の見直しが行われます(令和３年８月～) 関連頁

介護保険施設への入所や、短期入所サービス利用の際の居住費や食費は、施設と利用者の間で契約により決められますが、

水準となる額（基準費用額）が定められています。その基準費用額（食費）についても見直しが行われる予定です。
P29
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５．介護保険制度改正等のポイント②（その他）

６．介護保険料が改定されます（令和３年４月～） 関連頁

第８期（令和３～５年度）の介護保険料の基準額（月額）については、令和２年12月に公表した立川市高齢者福祉

介護計画の素案の中で、「6,000～6,300円の範囲で設定することを想定している」としていますが、最終的に介護保険準備

基金の取崩し等を行い、保険料上昇の抑制に努めていく考えです。保険料の決定は令和３年３月中の予定です。

P38

・

P39

７．更新認定の有効期間が48か月に延長されます（場合によります）（令和3年４月～） 関連頁

要介護・要支援認定の有効期間の延長については、これまでも段階的に実施されてきましたが、更新認定で直前の要介護

状態区分と同じ場合は更新認定の有効期間の上限が現在の36か月から48か月に延長される予定です。
P12

８．税制改正に伴い所得指標の見直しがありました 関連頁

平成30年度税制改正により、給与所得控除及び公的年金等控除の控除額が引き下げられたことに伴い、従前よりも被保

険者の負担が増加しうることから、その影響がおよばないよう所得指標の見直しがありました。
－
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６．介護保険制度の概要

介護保険加入者(被保険者)

• 保険料を納めます

• サービスを利用するため、要介護・要支援認定の
申請をし、認定を受けます

• サービスを利用し、利用料（サービスの利用者負
担割合分）を支払います

第１号被保険者（65歳以上の方）

【サービスを利用できる方】

介護や日常生活の支援が必要と認定された方

※どんな病気やケガがもとで介護や支援が必要になっ
たかは問われません

第２号被保険者

（40～64歳の医療保険加入者）

【サービスを利用できる方】

特定疾病（P44参照）により介護や支援が必要と
認定された方

※交通事故やケガなど、特定疾病以外のことが原因
で介護や支援が必要になった場合には、介護保険の
対象にはなりません

地域包括
支援センター

介護予防や地域の総合的な相
談の拠点として、設置されていま
す。

・総合的な相談・支援

・介護予防事業のケアマネジメント

・虐待防止などの権利擁護事業

・ケアマネジャーの指導・支援

市町村（保険者）

介護保険制度は、お住まいの区市
町村（立川市）が運営しています。

・制度を運営します

・要介護・要支援認定を行います

・被保険者証を交付します

・負担割合証を交付します

・サービスを確保・整備します

サービス事業者

利用者に合ったサービス提供をしま
す。事業者の指定は６年ごとの更
新制です。

• 指定を受けた社会福祉法人、
医療法人、民間企業、非営利
組織などがサービスを提供します

要介護・要支援認定の申請

要介護・要支援認定、被保険者証・負担割合証の交付

介護保険料の納付

サービスの提供

利用料の支払い

相談など

支援

連携

連携

介護報酬
の支払い
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７．サービスを利用するために（申請から認定まで）

① 相談します
市役所（介護保険課

・高齢福祉課)の窓口や

地域包括支援センター、

福祉相談センターで、利

用したいサービスなどにつ

いて相談します。

③ 要介護・要支援
認定を行います

心身の状態などを調べ
ます

【訪問調査】
【主治医意見書】
心身の状態などを調べ
ます

【訪問調査】
【主治医意見書】

④ 認定結果が

届きます

認定結果は、要支援１～

要介護５の７段階か「非該

当」で、申請後おおむね１か

月くらいで市からお送りします。

② 申請します
介護保険のサービスを利用

したい方は、下記の場所で要

介護・要支援認定の申請を

行います。

・市役所介護保険課

・地域包括支援センター

・福祉相談センター

介護予防・生活
支援サービス

を利用したい方

介護保険
サービス

を利用したい方 ② 介護予防アンケ－ト

を実施します

介護予防・生活支援サービ

スを利用したい方は、下記の

場所で、介護予防アンケート

（基本チェックリスト）を実施

します。

・市役所高齢福祉課

・地域包括支援センター

・福祉相談センター

心身の状態などを調べます

【訪問調査】

調査員（市職員または居宅介

護支援事業所職員）がご自宅を

訪問し、食事や歩行など心身の

状態を調査します。

【主治医意見書】

市が本人の主治医に意見書の

作成を依頼します。

判定・審査・認定を行います

【１次判定 (コンピュータ判定)】

訪問調査の結果等をコンピュー

タに入力し、１次判定を行います。

【２次判定 (認定審査会)】

１次判定の結果と主治医意見

書等を基に保健・医療・福祉の専

門家による「介護認定審査会」で、

介護の度合等を審査・判定します。

要支援１・２

介護予防サービス等を利用

することで生活機能が改善

する可能性が高い方

要介護1・2・3・4・5

介護サービスを利用すること

で生活機能の維持・改善を

図ることが適切な方

非該当

要介護・要支援のいずれに
も認定されなかった方
※介護予防アンケートを実
施して該当した場合は、介
護予防・生活支援サービス
が受けられます
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８．要介護・要支援認定の申請

介護保険のサービスを利用するには、まず申請をし、介護や支援が必要かどうかの認定（要介護・要

支援）を受けることが必要です。心身の状態により日常生活に支障があり、介護や支援が必要と思わ

れる方は、要介護・要支援認定の申請手続きを行ってください。

〔要介護・要支援認定の申請方法〕

申請できる方
本人または家族。居宅介護支援事業者や介護保険施設（特別養護老人ホームや老人保健施設な
ど）、成年後見人などに代行してもらうことも可能です。

申請の受付場所

下記の受付場所に用意してある「要介護・要支援認定申請書」に必要事項を記入し、申請をしていた
だきます。

市役所介護保険課（１階）

地域包括支援センター（市内６か所、Ｐ46参照）

福祉相談センター（市内３か所、Ｐ46参照）

申請に必要なもの

第１号被保険者（65歳以上の方） 介護保険被保険者証

第２号被保険者（40～64歳の方） 医療保険者証（健康保険被保険者証）

 申請書に主治医についての記入欄がありますので、主治医のお名前、所属する医療機関の名称、
所在地、電話番号を書いたメモ等をお持ちください

 申請の際に印鑑は必要ありません
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９．訪問調査（１次判定）

【訪問調査の実施】

市の職員や市から委託を受けた居宅介護支援事業所の調査員（ケアマネジャー）がご自宅を訪問し、本人や

家族から、心身の状態について「聞き取りなどの調査」を行います。調査は、全国共通の調査票を用いて、概況調

査、基本調査、特記事項の記入を実施します。

〔基本調査項目〕

麻痺（まひ）等 片足での立位 排尿・排便 金銭の管理

拘縮（関節の動く範囲の制限） 洗身・つめ切り 口腔清潔・洗顔・整髪 日常の意思決定

寝返り 視力 衣服着脱 集団への不適応

起き上がり 聴力 外出頻度 買い物

座位保持 移乗（いす等への乗り移り） 意思の伝達 簡単な調理

両足での立位保持 移動 記憶・理解 過去14日間に受けた医療

歩行 えん下（食物の飲み込み） 精神・行動障害 日常生活自立度

立ち上がり 食事摂取 薬の内服

【１次判定】

調査票と主治医意見書の一部の結果をコンピュータに入力して処理し、「どのくらいの介護サービスが必要であるか」

の指標となる「要介護状態区分（要支援１・２、要介護１～５）」を判定（１次判定）します。
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10．審査・判定（２次判定）

コンピュータによる判定（１次判定）の結果と訪問調査の特記事項、主治医の意見書をもとに、保

健・医療・福祉の専門家で構成する「介護認定審査会」で改めて審査を行い、「どのくらいの介護が必

要か（要介護状態区分）」を最終的に判定（２次判定）します。

コンピュータ判定
（１次判定）

公平な判定を行うため、訪

問調査の結果等をコンピュー

タで処理します。

訪問調査による
特記事項

訪問調査票では盛り込めな

い事項などについて、訪問調

査員が記入します。

主治医の意見書

心身の状態について、主治

医が意見書を作成します。

介護認定審査会（保健・医療・福祉の専門家で構成）
（２次判定）

非該当（自立）要支援１・２ 要介護１～５
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11．認定結果の通知

介護認定審査会の審査結果に基づき、下記のとおり、介護予防が必要な「要支援１・２」、介護が必要な「要

介護１～５」、要支援にも要介護にも該当しない「非該当」の区分に分けて認定を行い、下記の書類等をご自宅

（または指定された送付先）にお送りします。

認定区分 対象者の状態等 利用できるサービス

要支援１・２
介護保険の介護予防サービスなどを利用することで

生活機能が改善する可能性の高い方

 介護保険の介護予防サービス

 介護予防・生活支援サービス事業

要介護１～５
介護保険の介護サービスを利用することで生活機能

の維持や改善を図ることができる方
 介護保険の介護サービス

非該当（自立）
現時点では介護保険の介護予防サービスや介護

サービスを受ける必要がない方

 介護予防・生活支援サービス事業

※ 介護予防アンケートにより事業対象者に該当した場合

【認定結果通知等ご自宅にお送りする書類等（要介護・要支援認定を受けた方）】

送付する書類等 内容

○ 認定結果通知書 認定された要介護状態区分と認定の有効期間を記載

○ 介護保険被保険者証 認定された要介護状態区分と認定の有効期間を記載

○ 介護保険負担割合証 サービスを利用する場合の利用料の負担割合を記載

○ サービス利用の手引き サービスを利用する場合の手順などを説明した手引き

○ 居宅介護支援事業所一覧 ケアプランの作成などを行う市内の居宅介護支援事業所の一覧表

○ 居宅サービス計画作成依頼届出書 ケアプランの作成を事業者に依頼した旨を市に届け出る書類

※ 申請区分、要介護状態区分により、一部送付する書類等が異なります。
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12．認定の有効期間と更新申請の手続き
【要介護・要支援認定の有効期間】

介護保険では一度要介護・要支援の認定を受けても、その後心身の状態が変化することが考えられるため、申請区分や状態等に

応じて、下記のとおり３か月から最長36か月までの有効期間を設定しています。

なお、更新認定の有効期間の上限はこれまで36か月でしたが、令和３年４月から48か月に延長される予定です（下記参照）。

申請区分 申請種別の説明 認定の有効期間

新規申請
介護等が必要となり、初めて介護保険サービスの利用を希望する場合に行
う申請 ※以前認定を受けていたが、有効期間が満了してしまったあとに、
新たに申請を行う場合も「新規申請」となります

３～12か月

更新申請
有効期間満了後も介護等が必要であり、サービスを引き続き利用する場

合に行う申請

①直前の要介護状態区分と違う場合

３～36か月

（変更なし）

②直前の要介護状態区分と同じ場合

現 在：３～36か月

変更後：３～48か月

〔令和３年４月から〕

区分変更申請
有効期間内に心身の状態が変化し、認定された要介護状態区分に該当

しなくなった場合に行う申請
３～12か月

【更新申請の手続き】

更新申請については、有効期間満了の２か月前頃に「更新申請のお知らせ」と「更新申請書」をお送りしますので、必要事項を記入

の上、市役所介護保険課、または地域包括支援センター、福祉相談センターにご提出ください。なお、申請から認定まではおおむね１

か月かかるため、遅くとも有効期間満了の１か月前までには申請を済ませておいてください。

改正のポイント
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13．ケアプラン作成～サービス利用①（要介護１～５)

居宅介護支援事業者に

ケアプランの作成を依頼

① ケアプランを作成してもらう

事業者（居宅介護支援
事業者）を選び、作成の
依頼をして契約を結ぶ

② ケアプランの作成を事業者
に依頼した旨の「居宅サー
ビス計画作成依頼届出
書」を市役所介護保険課
に提出する

在
宅
で
サ
ー
ビ
ス
を

利
用
す
る
場
合

在宅サービスの
利用を開始

ケアプランに基づ

いてサービスを受

ける

(P16～20参照)

施
設
へ
の
入
所
を

希
望
す
る
場
合

介護保険施設等
への申し込み

① 入所・入居を希望する介
護保険施設等に連絡をと
り、事前の相談や見学を
行う

② 入所・入居する施設を決
定し、直接施設に申し込
んで契約を結ぶ

※ 施設によっては入所待ちに
なる場合もあります

ケアプランの作成

① 担当のケアマネジャーが利
用者や家族と話し合って
課題分析を行い、ケアプラ
ンの原案を作成する

② ケアマネジャーを中心に、

利用者と家族、サービス事
業者が原案をもとに話し合
いを行い、サービスの種類
や利用回数などを調整し
てケアプランを決定する

サービス事業
者と契約

実際にサービスを
提供してくれる事
業者と契約を結ぶ

ケアプランの作成

① 入所・入居した施設のケア
マネジャーが利用者や家族
と話し合って課題分析を行
い、ケアプランの原案を作
成する

② 一定期間経過後にケアマ
ネジャーを中心として、利
用者と家族、介護職員等
が話し合い、ケアプランの見
直しを行う

施設・居住系
サービスの
利用を開始

ケアプランに基づ

いてサービスを受

ける

(P21～23参照)
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14．ケアプラン作成～サービス利用②（要支援・非該当)

地域包括支援センターに

ケアプランの作成を依頼

① 地域包括支援センターに
介護予防ケアプランの作成
を依頼して契約を結ぶ

② ケアプランの作成を地域包
括支援センターに依頼した
旨の「介護予防サービス計
画作成依頼届出書」を市
役所介護保険課に提出
する

要
支
援
１
・
２
の
方

介護予防
サービスを利用

ケアプランに基づい

てサービスを受ける

(P16～20参照)

※要支援の方が居住系
サービス（P21）を利用す
る場合は、要介護者と同
様の手順(P13)となります

介護予防
アンケート
の実施

要介護・要支援
認定で「非該当」
となった方について
は、「介護予防ア
ンケート(基本チェ
ックリスト)」を実施

して、生活機能の
低下を調べる

ケアプランの作成

① 担当のケアマネジャーが利
用者や家族と話し合って
課題分析を行い、ケアプラ
ンの原案を作成する

② ケアマネジャーを中心に、
利用者と家族、サービス事
業者が原案をもとに話し合
いを行い、サービスの種類
や利用回数などを調整し
てケアプランを決定する

サービス事業者

と契約

実際にサービスを
提供してくれる事
業者と契約を結ぶ

介護予防・日常生活
支援総合事業を利用

介護予防・生活支援
サービス事業
（P24~25参照）

訪問型サービス（ホーム

ヘルプサービス）、通所型

サービス(デイサービス)およ

び短期集中型サービスを

受けることができます

非
該
当
の
方

生
活
機
能
の
低
下

が
見
ら
れ
る
方

地域包括支援センターに
ケアプランの作成を依頼

① 地域包括支援センターに
介護予防ケアマネジメント
の依頼をして契約を結ぶ

② 介護予防ケアマネジメント
を地域包括支援センターに
依頼した旨の「総合事業サ
ービス計画作成依頼届出
書」を市役所高齢福祉課
に提出する

サービス
事業者
と契約

実際にサー
ビスを提供
してくれる事
業者と契約
を結ぶ

ケアプランの作成

① 担当のケアマネジャーが利
用者や家族と話し合って
課題分析を行い、ケアプラ
ンの原案を作成する

② ケアマネジャーを中心に、
利用者と家族、サービス事
業者が原案をもとに話し合
いを行い、サービスの種類
や利用回数などを調整し
てケアプランを決定する

生活機能の低下が見られない方

一般介護
予防事業

体操教室や認知症
予防教室などの事
業に参加できます
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15．介護保険で利用できるサービス

※ 〔地〕のマークが付いたサービスは、地域密着型サービスで、市民のみ利用できるサービス

サービス区分 サービス種別

在宅サービス

訪問を受けて利用するサービス

①訪問介護（ホームヘルプ） ②訪問入浴介護

③訪問看護 ④訪問リハビリテーション

⑤居宅療養管理指導 ⑥〔地〕定期巡回・随時対応型訪問介護看護

⑦〔地〕夜間対応型訪問介護

通所して利用するサービス
⑧通所介護（デイサービス） ⑨〔地〕地域密着型通所介護（デイサービス）

⑩〔地〕認知症対応型通所介護 ⑪通所リハビリテーション

短期入所して利用するサービス ⑫短期入所生活介護 ⑬短期入所療養介護

訪問・通所・入所を組み合わせたサービス ⑭〔地〕小規模多機能型居宅介護 ⑮〔地〕看護小規模多機能型居宅介護

居宅での暮らしを支えるサービス
⑯福祉用具貸与 ⑰特定福祉用具購入

⑱住宅改修

居住系サービス 在宅に近い暮らしができるサービス

⑲特定施設入居者生活介護
（介護付き有料老人ホーム等）

⑳〔地〕地域密着型特定施設入居者生活介護
（介護付き有料老人ホーム等）

㉑〔地〕認知症対応型共同生活介護
（認知症高齢者グループホーム）

施設サービス 施設に入所して利用するサービス

㉒介護老人福祉施設
（特別養護老人ホーム）

㉓〔地〕地域密着型介護老人福祉施設入所
者生活介護（特別養護老人ホーム）

㉔介護老人保健施設
（老人保健施設） ㉕介護療養型医療施設（～令和6年３月）

㉖介護医療院

介護予防・生活支援サービス事業
㉗訪問型サービス（ホームヘルプ） ㉘通所型サービス（デイサービス）

㉙短期集中型サービス
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16．在宅サービス（訪問を受けて利用するサービス①）

① 訪問介護（ホームヘルプ）

利用できる方：要介護１～５

※要支援１・２の方は、介護予防・生活支援サービス事業の「訪問型
サービス（P24）」が利用できます

【サービス内容】

ホームヘルパーが居宅を訪問して、介護や家事などの身の回りの援助を

行います。なお、サービス内容は下記の３つに分かれています。

〔身体介護〕 入浴、排せつ、食事の介護など

〔生活援助〕 掃除、洗たく、食事の準備など

〔乗降車等介助〕 通院等で介護タクシーを利用する際の乗降車とその
前後の介助

※本人以外の家族のための家事、庭の草むしりや花木の手入れ、ペットの
世話、留守番、預貯金の管理などは介護保険の対象とはなりません

【サービス費用のめやす】 ※（ ）内は利用者負担（１割）

○ 身体介護（20分以上30分未満） 2,500円（250円）

○ 生活援助（20分以上45分未満） 1,830円（183円）

○ 通院等の乗降介助（１回） 990円（ 99円）

② 訪問入浴介護

利用できる方：要支援１・２、要介護１～５

【サービス内容】

入浴設備や簡易浴槽を備えた入浴車などで居宅を訪問して、入浴の

介助を行います。準備・入浴・片づけまで、おおむね１時間位かかります。

【サービス費用のめやす】 ※（ ）内は利用者負担（１割）

○ 全身入浴（要支援1・2） 8,520円（ 852円）

○ 全身入浴（要介護1～5） 12,600円（1,260円）

③ 訪問看護

利用できる方：要支援１・２、要介護１～５

【サービス内容】

主治医の指示のもとで看護師などが居宅を訪問し、療養上の世話や

診療の補助、療養指導などを行います。

【サービス費用のめやす】 ※（ ）内は利用者負担（１割）

○ 訪問看護ステーションから（20分未満） 3,130円（313円）

○ 病院または診療所から（20分未満） 2,650円（265円）

（「サービス費用のめやす」について）

「サービス費用のめやす」については１単位10円で計算していますが、実

際には地域や利用するサービスで単価が異なります（P47参照）。各サー

ビスの単位数は令和3年４月に改定される予定のものです。なお、表の「利

用者負担」の額とは、負担割合が１割の方の額になります。
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17．在宅サービス（訪問を受けて利用するサービス②）

④ 訪問リハビリテーション

利用できる方：要支援１・２、要介護１～５

【サービス内容】

理学療法士や作業療法士が居宅を訪問し、心身の機能の維持回復

のために必要なリハビリテーションを行います。

【サービス費用のめやす】 ※（ ）内は利用者負担（１割）

○ リハビリテーション 3,070円（307円）

⑤ 居宅療養管理指導

利用できる方：要支援１・２、要介護１～５

【サービス内容】

医師、歯科医師および薬剤師などが居宅を訪問し、療養上の管理や

指導などを行います。

【サービス費用のめやす】 ※（ ）内は利用者負担（１割）

○ 医師による指導（１か月２回まで） 5,140円（514円）

○ 歯科医師による指導（１か月２回まで） 5,160円（516円）

○ 薬局の薬剤師による指導（１か月４回まで） 5,170円（517円）

⑥ 〔地〕定期巡回・随時対応型訪問介護看護

利用できる方：要介護１～５

【サービス内容】

訪問介護と訪問看護が密接に連携しながら、短時間の定期巡回型訪

問と、必要に応じて24時間随時対応を行います。

【サービス費用のめやす】 ※（ ）内は利用者負担（１割）

○ 訪問看護も利用する場合（１か月につき）

〔要介護１～５〕 83,120円（8,312円）～296,010円（29,601円）

⑦ 〔地〕夜間対応型訪問介護

利用できる方：要介護１～５

【サービス内容】

夜間において、定期的な巡回訪問または随時の通報により、入浴、排

せつ、食事などの介護や、その他日常生活上の世話などを行います。

【サービス費用のめやす】 ※（ ）内は利用者負担（１割）

○ 基本夜間対応型訪問介護（１か月につき）10,250円（1,025円）

○ 定期巡回サービス（１回につき） 3,860円（386円）

○ 随時訪問サービス（１回につき） 5,880円（588円）
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18．在宅サービス（通所して利用するサービス）

⑧ 通所介護 ⑨ 〔地〕地域密着型通所介護
（デイサービス）

利用できる方：要介護１～５

※要支援１・２の方は、介護予防・生活支援サービス事業の「通所型
サービス（P24）」が利用できます

【サービス内容】

デイサービスセンターなどに通い、入浴、排せつ、食事などの介護やその他

日常生活上の世話、レクリエーションなどのサービスが受けられます。なお、

地域密着型通所介護は、定員18人以下の小規模な通所介護事業所

で、市民のみ利用できます。

【サービス費用のめやす】 ※（ ）内は利用者負担（１割）

○ 通所介護：６時間以上７時間未満

〔要介護１～５〕 5,810円（581円）～10,030円（1,003円）

○ 地域密着型通所介護：６時間以上７時間未満

〔要介護１～５〕 6,760円（676円）～11,680円（1,168円）

⑪ 通所リハビリテーション

利用できる方：要支援１・２、要介護１～５

【サービス内容】

老人保健施設や医療機関などにおいて、心身の機能の維持回復を図

り、日常生活の自立を助けるための理学療法、作業療法などのリハビリ

テーションが受けられます。

【サービス費用のめやす】 ※（ ）内は利用者負担（１割）

○ 要支援１・２（１か月につき）

〔要支援１・２〕 20,530円（2,053円）～39,990円（3,999円)

○ 要介護1～5（５時間以上６時間未満、１回につき）

〔要介護1～5〕 6,180円（618円）～11,120円（1,112円）

⑩ 〔地〕認知症対応型通所介護

利用できる方：要支援１・２、要介護１～５

【サービス内容】

日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能

が低下した状態の方が、デイサービスセンターなどで入浴、排せつ、食事な

どの介護や、その他日常生活上の世話、機能訓練などが受けられます。

【サービス費用のめやす】 ※（ ）内は利用者負担（１割）

○ ６時間以上７時間未満

〔要支援１～要介護５〕7,590円（759円）～12,540円（1,254円）

（通所系サービスを利用した際の食費等）

通所系サービスを利用した際の食費やレクリエーション費などは、全額自

己負担になります。
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19．在宅サービス（短期入所して利用するサービス、訪問・通所・入所を組み合わせたサービス）

⑫ 短期入所生活介護

利用できる方：要支援１・２、要介護１～５

【サービス内容】

特別養護老人ホームなどに短期間入所（ショートステイ）し、入浴、

排せつ、食事などの介護や、その他日常生活上の世話、機能訓練などが

受けられます。

【サービス費用のめやす】 ※（ ）内は利用者負担（１割）

○ 介護老人福祉施設（併設型・多床室）利用の場合

〔要支援1～要介護5〕 4,460円（446円）～8,740円（874円)

※ 食費、居住費等はP22の「介護保険施設に入所等した場合の食費等」参照

⑬ 短期入所療養介護

利用できる方：要支援１・２、要介護１～５

【サービス内容】

老人保健施設などに短期間入所（ショートステイ）し、看護・医学的

な管理のもとに、介護や機能訓練、その他必要な医療および日常生活

上の世話などが受けられます。

【サービス費用のめやす】 ※（ ）内は利用者負担（１割）

○ 介護老人保健施設（多床室）利用の場合

〔要支援1～要介護5〕 6,100円(610円)～10,450円(1,045円)

※ 食費、居住費等はP22の「介護保険施設に入所等した場合の食費等」参照

⑭ 〔地〕小規模多機能型居宅介護

利用できる方：要支援１・２、要介護１～５

【サービス内容】

通所を中心として、利用者の状態や希望に応じて、随時、訪問や宿泊

を組み合わせて入浴、排せつ、食事などの介護や、その他日常生活上の

世話などを行い、在宅での生活の継続を支援します。

【サービス費用のめやす】 ※（ ）内は利用者負担（１割）

○ 小規模多機能型居宅介護（１か月につき）

〔要支援１～要介護５〕34,380円(3,438円)～271,170円(27,117円）

⑮ 〔地〕看護小規模多機能型居宅介護

利用できる方：要介護１～５

【サービス内容】

上記の小規模多機能型居宅介護のサービス内容に加えて、必要に応

じて訪問看護が組み合わされたサービスが提供されます。

【サービス費用のめやす】 ※（ ）内は利用者負担（１割）

○ 看護小規模多機能型居宅介護（１か月につき）

〔要介護１～要介護５〕124,380円(12,438円)～313,860円(31,386円)
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20．在宅サービス（居宅での暮らしを支えるサービス）

⑯ 福祉用具貸与

利用できる方：要支援１・２、要介護１～５

【サービス内容】

在宅生活に必要な車いすや特殊寝台、歩行器などの福祉用具を貸し

出します。

【貸与品目】

対象となる福祉用具は下記のとおりで、品目ごとに利用できる対象が決

まっていますが、必要性が認められる状態の方については、例外的に貸与

が行われます。

※貸与価格は事業者により個々に設定されていましたが、価格の適正化

を図るため、平成30年10月から品目ごとに上限額が設定されています。

⑰ 特定福祉用具購入

利用できる方：要支援１・２、要介護１～５

【サービス内容】

入浴や排せつなど、貸与になじまない福祉用具について、１年間（４

月～翌年３月）に10万円を限度に、購入費の一定割合の額を支給し

ます。支給額や申請方法など、くわしくはＰ35をご覧ください。

【対象となる品目】

○ 腰掛け便座 ○ 特殊尿器 ○ 入浴補助用具

○ 簡易浴槽 ○ 移動用リフトのつり具

⑱ 住宅改修

利用できる方：要支援１・２、要介護１～５

【サービス内容】

手すりの取り付けや段差の解消などの住宅改修を行った場合、20万円

を限度に、改修費の一定割合の額を支給します。支給額や申請方法な

ど、くわしくはＰ36をご覧ください。

【対象となる改修】

○ 手すりの取り付け ○ 段差の解消 ○ 滑りの防止、移動円滑化

のための床材の変更 ○ 引き戸などへの扉の取り替え ○ 洋式便器

などへの便器の取り替え ○ その他前記の改修に付帯して必要な工事

利用できる方 貸与品目

要支援１・２

要介護１～５

○歩行補助つえ ○歩行器 ○手すり（工事を伴わない

もの）○スロープ（工事を伴わないもの）

要介護２～５

○特殊寝台（ベッド）○特殊寝台付属品（マットレス、

サイドレール、ベッド用手すり、スライディングボード等）

○車いすまたは電動車いす ○車いす付属品（クッション

またはパッド、電動補助装置、テーブル等）

○床ずれ防止用具 ○体位変換器 ○移動用リフト（つ

り具部分を除く、バスリフト、段差解消機等）

○認知症老人徘徊感知機器

要介護４・５ ○自動排せつ処理装置
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21．居住系サービス（在宅に近い暮らしができるサービス）

⑲ 特定施設入居者生活介護
⑳ 〔地〕地域密着型特定施設入居者生活介護

（介護付き有料老人ホーム等）

利用できる方：

【サービス内容】

介護付きの有料老人ホームやケアハウスなどに入居し、入浴、排せつ、

食事などの介護や、その他日常生活上の世話などが受けられます。なお、

地域密着型特定施設入居者生活介護は、定員29人以下の小規模な

介護専用型特定施設で受けるサービスで、市民のみ利用できます。

【サービス費用のめやす】 ※（ ）内は利用者負担（１割）

○ 特定施設入居者生活介護 （１日につき）

〔要支援１～要介護５〕 1,820円(182円)～8,070円(807円)

○ 地域密着型特定施設入居者生活介護（１日につき）

〔要介護１～要介護５〕 5,420円(542円)～8,130円(813円)

㉑ 〔地〕認知症対応型共同生活介護
（認知症高齢者グループホーム）

利用できる方：要支援２、要介護１～５

【サービス内容】

認知症である方に対して、その共同生活を営むべき住居において、入浴、

排せつ、食事などの介護や、その他日常生活上の世話、機能訓練などが

受けられます。

【サービス費用のめやす】 ※（ ）内は利用者負担（１割）

○ 認知症対応型共同生活介護 （１日につき）

〔要支援２～要介護５〕 7,600円(760円)～8,580円(858円)

〔サービス付高齢者向け住宅〕

サービス付き高齢者向け住宅とは、主に民間事業者が運営するバリア

フリー対応の賃貸住宅で、「サ高住」「サ付き」とも呼ばれます。

要介護者が多く入居する有料老人ホームとは異なり、主に自立あるい

は軽度の要介護者が入居しています。日中は生活相談員が常駐し、

入居者の安否確認や生活相談サービスを行っています。

なお、「介護型」と呼ばれる一部のサ高住を除いては介護保険の対象

外施設であり、介護を受ける場合には、訪問介護など外部のサービス

事業者と個別に契約を結んでサービスを受けることになります。

⑲…要支援１・２、要介護１～５
⑳…要介護１～５

（介護付き有料老人ホーム等に入居した場合の食費等）

介護付き有料老人ホーム等や認知症高齢者グループホームに入居した

場合の食費や居住費等についてはサービス費用には含まれていませんの

で、施設との契約により別途お支払いいただくことになります。なお、施設サ

ービスのように食費や居住費についての軽減制度はありません。
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22．施設サービス（施設に入所して利用するサービス①）

㉒ 介護老人福祉施設
㉓ 〔地〕地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

（特別養護老人ホーム)

利用できる方：（原則）要介護３～５

【サービス内容】

常時介護を必要とし、自宅で生活することが困難な寝たきりや認知症の方

が、特別養護老人ホームに入所し、入浴、排せつ、食事などの介護や、その

他日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話などが受け

られます。なお、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、定員

29人以下の小規模な特別養護老人ホームで受けるサービスで、市民のみ

利用できます。

※特別養護老人ホームに入所できる方は、原則要介護３以上の方となりま

すが、要介護１・２であっても、特別養護老人ホーム以外での生活が著しく

困難であると認められる方は、特例として入所できる場合があります。

【サービス費用のめやす】 ※（ ）内は利用者負担（１割）

○ 多床室（１日につき）

〔要介護３～５〕 7,120円（712円）～8,470円（847円）

㉔ 介護老人保健施設（老人保健施設）

利用できる方：要介護１～５

【サービス内容】

病状が安定している方が在宅復帰ができるように、老人保健施設に入所

し、看護・医学的管理のもとでリハビリテーションを中心とした介護や、その他

日常生活上の世話などが受けられます。

【サービス費用のめやす】 ※（ ）内は利用者負担（１割）

○ 多床室（１日につき）

〔要介護１～５〕 7,880円（788円）～10,030円（1,003円）

（介護保険施設に入所・入院または短期入所した場合の食費等）

特別養護老人ホーム等の介護保険施設に入所・入院または短期入所した

場合の食費や居住費等はサービス費用には含まれていませんので、施設との

契約により別途お支払いいただくことになります。なお、所得要件等を満たした

場合には食費や居住費等について軽減される制度があります（P32参照)。

㉕ 介護療養型医療施設

利用できる方：要介護１～５

【サービス内容】

急性期の治療を終え、長期にわたって療養が必要な方が、療養型の医療

施設に入院し、医学的な管理のもとで、介護や日常生活上の世話、機能

訓練、その他必要な医療が受けられます（令和６年３月末廃止予定）。

【サービス費用のめやす】 ※（ ）内は利用者負担（１割）

○ 介護療養型医療施設・多床室（１日につき）

〔要介護１～５〕 6,860円（686円）～11,460円（1,146円）



23．施設サービス（施設に入所して利用するサービス②）

㉖ 介護医療院

利用できる方：要介護１～５

【サービス内容】

長期にわたって療養が必要の方が、療養上の管理や看護・医学的管理

のもと、介護、機能訓練、その他必要な医療、日常生活上の世話を受けら

れます。

【サービス費用のめやす】 ※（ ）内は利用者負担（１割）

○ 介護医療院・多床室（１日につき）

〔要介護１～５〕 8,250円（825円）～13,620円（1,362円）

23
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24．介護予防・生活支援サービス事業①

㉗ 訪問型サービス（ホームヘルプ）

利用できる方：要支援１・２、 事業対象者（介護
予防アンケートで生活機能の低下がみられる方）

【サービス内容】

ヘルパーや生活支援サポーターが、ご自宅へ訪問して、介護や家事など

の身の回りの援助を行う、自立を支援するサービスです。

〔身体介助〕 入浴や着替え、おむつ交換など

〔家事支援〕 掃除、洗たく、買い物、調理など

※利用回数は認定区分等による制限があります。

※下記サービス費用の他に、内容によっては加算されることがあります。

【サービス費用のめやす】 ※（ ）内は利用者負担（１割）

〇 身体介助〔45分程度〕 週1回程度

１か月につき 11,760円（1,176円）

○ 家事支援〔ヘルパー：45分程度〕 週1回程度

１か月につき 11,760円（1,176円）

○ 家事支援〔生活支援サポーター：45分程度〕 週1回程度

１か月につき 10,940円（1,094円）

㉘通所型サービス（デイサービス）

利用できる方：要支援１・２、 事業対象者（介護予
防アンケートで生活機能の低下がみられる方）

【サービス内容】

デイサービスセンターなどに通い、専門職（看護師等）等により体操やリハ

ビリ、レクリエーションなどを行う、自立を支援するサービスです。

※利用回数は認定区分等による制限があります。

※下記サービス費用の他に、内容によっては加算されることがあります。

※サービス中の昼食代等が別途かかることがあります。

【サービス費用のめやす】 ※（ ）内は利用者負担（１割）

○ 1日デイ〔5時間以上〕

要支援1・事業対象者 16,720円（1,672円）

要支援2 34,280円（3,428円）

○ 半日デイ〔3時間以上5時間未満〕

要支援1・事業対象者 15,050円（1,505円）

要支援2 30,850円（3,085円）

（「サービス費用のめやす」について）

「サービス費用のめやす」については１単位10円で計算していますが、実際には地域や利用するサービスで単価が異なります（P47参照）。各サービスの単

位数は令和3年４月に改定される予定のものです。なお、表の「利用者負担」の額とは、負担割合が１割の方の額になります。
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25．介護予防・生活支援サービス事業②

㉙ 短期集中型サービス

利用できる方：要支援１・２、 事業対象者（介護予防アンケートで生活機能の低下がみられる方）

【サービス内容】

専門職により行われる、運動機能向上を目的とした短期間（週1回・12週間）のプログラムです。

ご自宅へ訪問して行う訪問型と実施施設へ通っていただく通所型があります。

【サービス費用のめやす】 ※（ ）内は利用者負担（１割）

〇 訪問型 〔1回30分程度〕 1回あたり 2,500円（250円）

〇 通所型 〔1回60分程度〕 1回あたり 2,500円（250円）
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26．サービス費用の利用者負担

第１号被保険者（65歳以上）が介護保険のサービスを利用した場合は、サービスにかかった費用の１割から3

割の負担をいただきます。なお、第２号被保険者（40～64歳）の負担割合は、一律１割となります。

負担割合 対象者

３割

① 本人の合計所得金額が220万円以上

② 同じ世帯の65歳以上の方の「年金収入＋その他の合計所得金額」が

（単身世帯）340万円以上

（２人以上の世帯）463万円以上

２割

① 本人の合計所得金額が160万円以上

② 同じ世帯の65歳以上の方の「年金収入＋その他の合計所得金額」が

（単身世帯）280万円以上

（２人以上の世帯）346万円以上

１割 上記以外の方

※ ２割・３割負担の方は、上記の①②の両方の要件を満たす場合となります

※ 「その他の合計所得金額」とは合計所得金額から年金収入にかかる雑所得を除いた額。

【介護保険負担割合証】

要介護・要支援認定を受けた方には、利用者負担の割合が記載された「介護保険負担割合証」を交付します。サービスを利

用するときには、介護保険の被保険者証と一緒に提示してください。なお、負担割合証は、前年の課税情報に基づいて毎年７

月に新しい割合証（８月から翌年７月まで有効）をお送りしています。



27

27．在宅サービスの支給限度額

介護保険の在宅サービスを利用する場合、下記のとおり、要介護状態区分別に、保険から給付されるサービス費

用のひと月あたりの上限額（支給限度額）が決められています。

限度額内でサービスを利用する場合には、Ｐ26のとおり、所得等に応じた割合の負担となりますが、限度額を超え

てサービスを利用した場合、超えた分は利用者が全額自己負担することになります。

要介護
状態区分

支給限度額

要支援１ 5,032単位（おおよそ50,320円）

要支援２ 10,531単位（おおよそ105,310円)

要介護１ 16,765単位（おおよそ167,650円)

要介護２ 19,705単位（おおよそ197,050円)

要介護３ 27,048単位（おおよそ270,480円)

要介護４ 30,938単位（おおよそ309,380円) 

要介護５ 36,217単位（おおよそ362,170円) 

保険給付額（９割）177,345円 1割
超えた分

全額

【利用事例】

要介護２の方が、23万円のサービスを利用した場合
（負担割合：１割の場合）

支給限度額 197,050円

23万円のサービス利用

利用者負担(１割)

19,705円

超えた分の利用者負担

32,950円

利用者負担額の合計 52,655円
※ 上記の支給限度額は保険給付される額を含んだ額で、１

単位10円で計算しています（地域や利用するサービスの組

み合わせによって１単位あたりの金額は若干異なります）

改正のポイント
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28．在宅サービスを利用した場合の費用（事例）

【要介護３の場合のケアプランと１月あたりの費用（１割負担の場合）の例】

7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

月

朝食

生活援助
〔買物・調理〕

昼食

夕食

火 通所介護（デイサービス）〔7～８時間〕

水
生活援助

〔買物・調理〕
昼食 訪問看護

木 通所介護（デイサービス）〔7～８時間〕

金
生活援助

〔買物・調理〕
昼食

土 通所介護（デイサービス）〔7～８時間〕

日 昼食
生活援助
〔掃除等〕

サービス種別 サービス区分
単位数
（回）

利用回数
（月）

単位数
（月）

自己負担額
自己負担額
合計

訪問介護
生活援助（45分以上90分未満） 225 13 2,925

3,840 円

22,134 円

生活援助（20分以上45分未満） 183 ５ 915

通所介護 通常規模型（7時間以上８時間未満） 896 13 11,648 11,648 円

訪問看護 訪問看護ステーションから（30分以上60分未満） 821 ５ 4,105 4,105 円

福祉用具貸与

介護用ベッド（一式） 1,550 １ 1,550

2,550 円車イス 700 １ 700

歩行器 300 １ 300

※ 上記の自己負担額は、１単位10円で計算した場合の額（地域や利用するサービスの組み合わせによって１単位あたりの金額は若干異なる）
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29．施設サービスを利用した場合の費用（事例）

特別養護老人ホーム等の介護保険施設に入所・入院した場合、介護や日常生活上の世話などに係る介護サービス費の１割、２

割または３割を負担していただくことになりますが、そのほかに、家賃にあたる居住費や食費、日常生活費などがかかります。

居住費と食費、日常生活費については、施設と利用者の間で契約により決められますが、居住費と食費は「基準費用額」が定められ

ているほか、所得等に応じた負担限度額（P32参照）があり、費用が軽減されます。なお、令和3年8月より、食費の基準費用額が変

更になります。

項目 部屋種別 費用 内訳 備考

介護サービス費
ユニット型個室 25,380円 8,460円×30日の１割 要介護４の場合（要介護状態

区分などによって異なる）多床室 22,950円 7,650円×30日の１割

介護サービス費加算 5,000円程度 加算額合計×30日の１割 施設の体制などによって異なる

居住費
（部屋代・光熱水費等）

ユニット型個室 24,600円 820円×30日 （基準費用額）2,006円

多床室 11,100円 370円×30日 （基準費用額） 855円

食費 18,000円 600円×30日 （基準費用額）1,445円

日常生活費等
（レクリエーション費、衛生用品費等）

10,000円程度 施設や内容によって異なる

合計
ユニット型個室 82,980円（程度） （住民税世帯課税により、居住費・食費の軽減を受けられない場合）

ユニット型個室…142,340円(程度) 多床室…105,360円(程度)多床室 67,050円（程度）

事例
住民税非課税世帯（負担割合：１割、限度額認定：第2段階）で、要介護４の認定を受けた方が、特別養護老
人ホーム（ユニット型個室または多床室）に入所した場合の費用（１か月あたり） ※１か月を30日として計算

※上記の事例（ユニット型個室）の場合、一旦全額の費用を支払ったのち、「高額介護サービス費」（P30参照）として、後日申請により6,000円程度が支給されます

改正のポイント
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30．利用者負担の軽減①（高額介護サービス費）

※対象となる利用者負担額には、福祉用具購入費、住宅改修費の負担額や施設に入所・入居した場合などの食費・居住費等は含まれません。

※支給対象となる方には、サービス利用月の約２か月後に市からお知らせと支給申請書をお送りします。なお、一度申請をされると、次回以降に該当

した場合は、改めて申請をいただくことなく、自動的にご指定の口座に支給額を振り込みます。

介護保険のサービスを利用した場合、かかった費用の１割、２割または３割の金額を利用料として自己負担してい

ただきますが、１か月に支払った利用者負担額が所得に応じた限度額を超えた場合、「高額介護サービス費」として、

超えた分を申請により支給します。なお、同じ世帯内に介護保険サービスの利用者が複数いる場合、世帯の利用者

負担額の合計額が限度額を超えた分について支給します。

区分 対象者 限度額（月額）

①年収約1,160万円以上※１ （世帯）140,100円

②年収約770万円～約1,160万円未満※１ （世帯）93,000円

③年収約383万円～約770万円未満※１ （世帯）44,400円

一般
同一世帯に住民税が課税されている方がいる世帯の方で、上記の「現役並み所
得者」以外の方

（世帯）44,400円

住民税世帯非課税

世帯の全員が住民税非課税の方 （世帯）24,600円

○合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円以下の方
（個人）15,000円

○老齢福祉年金を受給している方

生活保護受給者等 生活保護を受給している方など （個人）15,000円

※１ 同一世帯に65歳以上で課税所得145万円以上の方がいて、65歳以上の方の収入の合計が単身の場合383万円、２名以上の場合520万円

以上である方

改正のポイント
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31．利用者負担の軽減②（高額医療合算介護サービス費）

※支給対象となる方で、後期高齢者医療制度に加入している方は東京都後期高齢者医療広域連合から、立川市国民健康保険に加入している

方は市役所保険年金課から、算定期間後の翌年２月以降にお知らせと支給申請書をお送りします。

同じ世帯内で、介護保険と医療保険の両方を合わせた自己負担額が高額になり、高額介護サービス費（介護保

険）、高額療養費（医療保険）を適用したのち、年間（8月～翌年７月）の自己負担額を合算して、所得に応

じた限度額を超えた場合には、「高額医療合算介護サービス費」として、超えた分を申請により支給します。

所得区分（世帯）
自己負担
限度額

国保：年間所得 901万円超

又は未申告者がいる世帯
212万円

国保：年間所得
600万円超 901万円以下 141万円

国保：年間所得
210万円超600万円以下 67万円

国保：年間所得 210万円以下 60万円

住民税世帯非課税 34万円

【70歳未満の方がいる世帯】

所得区分（世帯） 自己負担限度額

課税所得690万円以上 212万円

課税所得
380万円以上690万円未満

141万円

課税所得
145万円以上380万円未満

67万円

課税所得145万円未満 56万円

住民税世帯非課税 31万円

住民税世帯非課税
（所得が一定以下）

19万円

介護保険サービスの利用者が
複数いる場合は、限度額が

31万円になります

【70歳以上の方がいる世帯】

・「国保」は国民健康保険に加入している世帯の略

・「年間所得」は、総所得金額等から基礎控除額を引いた額

※世帯に70歳未満と70歳以上の方がいる場合には、①まずは70歳以上にかかる負担額に区分の限度額が適用されたのち、②なお残る負担額と

70歳未満の負担額を合算した額に区分の限度額が適用されます。
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32．利用者負担の軽減③（特定入所者介護サービス費）

介護保険施設（特別養護老人ホーム等）に入所・入院、または短期入所（ショートステイ）する場合には、食費や居住費、日常

生活費などが自己負担となりますが、低所得の方でも施設利用が困難とならないよう、所得等に応じて食費と居住費等の自己負担限

度額が設定され、限度額を超えた分については、介護保険の「特定入所者介護サービス費」として保険給付されます。令和３年８月

より、所得段階間の均衡を図る目的から、表の青枠の内容に変更となります。

【負担限度額（日額）】

区分 対象者 預貯金等資産要件

居住費等の負担限度額
食費の
負担限度
額

ユニット型
個室

ユニット型
個室的
多床室

従来型
個室

多床室

第１段階
• 生活保護を受給している方
• 老齢福祉年金の受給者であって本人および

世帯全員が住民税非課税の方

単身で1,000万円以下
夫婦で2,000万円以下

820円 490円
490円

（320円）
０円 300円

第２段階
本人および世帯全員が住民税非課税で、前年
の合計所得金額＋年金収入額が80万円以下
の方

単身で650万円以下
夫婦で1,650万円以下

820円 490円
490円

（420円）
370円 600円

第３段階①
本人および世帯全員が住民税非課税で、前年
の合計所得金額＋年金収入額が80万円超
120万円以下の方

単身で550万円以下
夫婦で1,550万円以下

1,310円 1,310円
1,310円

（820円）
370円

1,000円

第３段階②
本人および世帯全員が住民税非課税で、前年
の合計所得金額＋年金収入額が120万円超
の方

単身で500万円以下
夫婦で1,500万円以下

1,300円

第４段階 上記第１～第３段階②に該当しない方 施設等との契約金額による

※特別養護老人ホームに入所または短期入所した場合の従来型個室の負担限度額は（ ）内の金額となります

※世帯全員には世帯分離している配偶者も含みます

改正のポイント



33．利用者負担の軽減④（特定入所者介護サービス費対照表）
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第１段階 変更なし

第２段階
本人および世帯全員が住民税非課税で、前年の合
計所得金額＋年金収入額が80万円以下の方

単身で650万円以下
夫婦で1,650万円以下

820円 490円
490円

（420円）
370円 600円

第３段階①
本人および世帯全員が住民税非課税で、前年の合
計所得金額＋年金収入額が80万円超120万円
以下の方

単身で550万円以下
夫婦で1,550万円以下

1,310円 1,310円
1,310円

（820円）
370円

1,000円

第３段階②
本人および世帯全員が住民税非課税で、前年の合
計所得金額＋年金収入額が120万円超の方

単身で500万円以下
夫婦で1,500万円以下

1,300円

第４段階 上記第１～第３段階②に該当しない方 施設等との契約金額による

※ 特別養護老人ホームに入所または短期入所した場合の従来型個室の負担限度額は（ ）内の金額となります

※ 世帯全員には世帯分離している配偶者も含みます

区分 対象者 預貯金等資産要件

居住費等の負担限度額
食費の

負担限度額ユニット型
個室

ユニット型個室
的多床室

従来型
個室

多床室

第１段階
• 生活保護を受給している方
• 老齢福祉年金の受給者であって本人および世

帯全員が住民税非課税の方

（共通）
単身で1,000万円以下
夫婦で2,000万円以下

820円 490円
490円

（320円）
０円 300円

第２段階
本人および世帯全員が住民税非課税で、前年の合
計所得金額＋年金収入額が80万円以下の方

820円 490円
490円

（420円）

370円

390円

第３段階
本人および世帯全員が住民税非課税で、上記の第
２段階以外の方

1,310円 1,310円
1,310円

（820円）
650円

第４段階 上記第１～第３段階に該当しない方 施設等との契約金額による

令和3年7月末まで

令和3年８月から（青枠内が変更箇所）
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34．利用者負担の軽減⑤（市独自の利用者負担軽減制度）

介護保険のサービスを利用した場合、かかった費用の１割から３割の金額を、利用料として自己負担していただきま

すが、経済的事情などにより負担が困難な方のために、立川市独自の制度として、自己負担額を軽減する制度を設

けています。対象は、下記の要件をすべて満たす方で、収入額や預貯金額により自己負担額の70%または100%を

軽減します。

軽減率 要件 世帯員１人 世帯員２人 世帯員３人 世帯員が１人増えるごとに

70%
収入額合計 150万円以下 200万円以下 250万円以下 50万円を加算

預貯金額等合計 350万円以下 450万円以下 550万円以下 100万円を加算

100%
収入額合計 120万円以下 170万円以下 220万円以下 50万円を加算

預貯金額等合計 150万円以下

【軽減を受けるための要件】

１．生活保護を受けていない ５．介護保険料の滞納がない

２．世帯全員が住民税非課税である ６．日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない

３．世帯全員の年間収入の合計が一定基準以下（下表参照） ７．負担能力のある親族等に扶養されていない

４．世帯全員の預貯金等の合計が一定基準以下（下表参照）

※世帯全員とは、世帯分離などをしている場合も含め、同住所で同居しているすべての方になります

※ 70%または100%の軽減を受けるには、上記の収入額および預貯金額等の両方の要件を満たす必要があります
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35．福祉用具購入費の支給

介護保険制度では、居宅での暮らしを支えるサービスの一つとして、入浴や排せつなど、貸与になじまない福祉用具

（下記）を購入した場合、１年間（４月～翌年３月）に10万円を限度として、購入費の９割から7割の額を支

給します。支払方法は、自己負担分のみを支払うことにより購入できる「受領委任払い」と、いったん費用の全額を事

業者に支払い、後で保険給付分を立川市から受け取る「償還払い」の２通りあります。事前に担当のケアマネジャー等

へご相談ください。

購入・申請の手順は下記のとおりです。

【購入・申請手順】

① 事前相談・確認
担当のケアマネジャー等に購入する福祉用具が介護保険の対象商品であるかどうかなどを相談・確認す

る

② 福祉用具の購入
都道府県の指定を受けた販売店で希望する福祉用具を購入する。その際、領収証とその用具が掲載

されているパンフレット等（写し可）を受け取る

③ 申請書等の提出
所定の申請書に必要事項を記入し、領収証（原本・本人名義のもの）、購入した福祉用具のパンフ

レット等（写し可）を添えて、市役所介護保険課へ提出する

④ 福祉用具購入費
の支給

支給が決定した場合には、後日、負担割合に応じて対象額の９割から７割の金額が支給される（振
込先は支払方法によって変わります）

※都道府県の指定を受けた販売店以外で購入された場合は、保険給付できません

〔対象となる品目〕
○ 腰掛け便座 ○ 特殊尿器 ○ 入浴補助用具 ○ 簡易浴槽 ○ 移動用リフトのつり具

※原則同一品目を２つ以上購入することはできません
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36．住宅改修費の支給

福祉用具購入と同様、居宅での暮らしを支えるサービスの一つとして、手すりの取り付けや段差の解消などの住宅改

修を行った場合、20万円を限度として、改修費の９割から7割の額を支給します。支払方法は、自己負担分のみを

支払うことにより改修ができる「受領委任払い」と、いったん費用の全額を事業者に支払い、後で保険給付分を立川市

から受け取る「償還払い」の２通りあります。事前に担当のケアマネジャー等へご相談ください。

申請・改修の手順は下記のとおりです。

【申請・改修手順】

① 事前相談・確認 担当のケアマネジャー等に、改修予定箇所が介護保険の対象になるか相談・確認する

②（工事前）
申請書類の準備・提出、
審査・承認

住宅改修費支給申請書、住宅改修が必要な理由書、工事費見積書（内訳書）、改修予
定箇所が確認できる図面（平面図・立面図等）、改修予定箇所が確認できる写真、住宅所
有者の承諾書、委任状等の申請書類を市役所介護保険課へ提出し、審査・承認を受ける

③ 改修工事の実施 市の承認を受けたあと改修工事を行う

④（工事後）
必要書類の提出、支給審査

改修工事終了後、住宅改修完了届、領収証の原本、改修完了箇所が確認できる写真等の
必要書類一式を市役所介護保険課へ提出し、支給審査を受ける

⑤ 住宅改修費の支給
支給が決定した場合には、後日、負担割合に応じて対象額の９割から７割の金額が支給され
る（振込先は支払方法によって変わります）

※申請書類等の詳細については市役所介護保険課までお問い合わせください。

〔対象となる改修〕
○ 手すりの取り付け ○ 段差の解消 ○ 滑りの防止、移動円滑化のための床材の変更 ○ 引き戸など

への扉の取り替え ○ 洋式便器などへの便器の取り替え ○ その他前記の改修に付帯して必要な工事
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37．介護保険の財源

保険給付の財源は、基本的に50%を公費（国・都・市）で負担し、残りの50%は65歳以上の第１号被保険者と

40～64歳の第２号被保険者から徴収する介護保険料で賄われています。

また、保険給付のうち、居宅給付費に係る公費分の負担割合は、国が25%、都と市が12.5%となりますが、施設等

給付費については、国が20%、都が17.5%、市が12.5%の負担となります。なお、第１号被保険者と第２号被保

険者の負担割合は、全国ベースの人数比率で決める仕組みとなっており、第８期計画の３年間（令和３（2021）

～５（2023）年度）においては、第１号被保険者が23%、第２号被保険者が27%と定められています。

第１号

被保険者

23.0%

第２号

被保険者

27.0%
国

20.0%

調整交付

金（国）

5.0%

東京都

12.5%

立川市

12.5%

〔居宅給付費〕

第１号

被保険者

23.0%

第２号

被保険者

27.0%国

15.0%

調整交付

金（国）

5.0%

東京都

17.5%

立川市

12.5%

〔施設等給付費〕
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38．第１号被保険者の保険料①（基準額と算定方法）

第１号被保険者の介護保険料については、今後３年間の介護保険サービスに係る給付費などを推計した上で、下記

の方法により保険料基準額（年額）算定します。第８期介護保険事業計画の期間（令和３～５年度）における保

険料基準額（月額）については、令和２年12月に公表した事業計画の素案の中で、「6,000～6,300円の範囲での

設定を想定している」としていますが、最終的に介護保険準備基金の取り崩し等を行い、保険料上昇の抑制に努めてい

く考えです。

項目 金額等 算出方法等

① 標準給付費見込額 円 第８期計画期間中の介護保険サービスに係る標準給付費を推計します

② 地域支援事業費見込額 円 標準給付費と同様に地域支援事業費を推計します

③ 調整交付金不交付額 円

国の調整交付金の交付割合は原則として5%ですが、75歳以上の後期高齢者の割合や所得

状況の分布等で交付割合が増減するため、第８期計画期間における不交付の割合（5%－

交付割合）を見込んだ上で、不交付額を推計します 〔計算式〕＝（①+②）×不交付割合

④ 財政安定化基金拠出金・償還金 円 第８期計画期間では、財政安定化基金への拠出金は必要なく、償還金もありません

⑤ 介護保険準備基金取崩額 円
第７期計画期間における第１号被保険者保険料の剰余金（介護保険準備基金）の一部

を取り崩して第８期計画期間に歳入として繰り入れ、保険料の上昇を抑制します

改正のポイント

①標準給付費見込額
＋

②地域支援事業費見込額

③調整交付金
不交付額

④財政安定化
基金拠出金償還金

⑤介護保険
準備基金取崩額

Ａ 保険料収納必要額 Ｂ 保険料予定収納率 Ｃ 延べ第１号被保険者数

×23%（第８期の第１
号被保険者の負担分） ＋ -

保険料基準額（年額） ＝ ÷ ÷

〈A 保険料収納必要額〉

第８期計画期間中に保険料として収納しなければならない額を指します。当額は、下記の式で算定を行い、別途、標準給付費見込額、地域支援事業費

見込額、調整交付金不交付額、財政安定化基金拠出金・償還金、介護保険準備基金取崩額の推計が必要となります。

〈B 保険料予定収納率〉

特別徴収は100%と見込み、普通徴収は過去の実績により見込みます。第８期計画も第７期計画に引き続き、97.5%と見込みます。

〈C 延べ第１号被保険者数〉

第８期計画期間中に保険料を負担いただく延べ第１号被保険者数（保険料弾力化後所得階層別補正後人数）を推計します。

＋
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39．第１号被保険者の保険料②（保険料率と保険料）

第１号被保険者の介護保険料は、所得段階別の定額保険料を設定しており、区市町村によって多段階化や保

険料率の変更が可能となっています。立川市の第８期計画では、国が示した標準段階（９段階）をさらに多段階

化し、第７期計画と同様、14段階とする予定です。

所得段階 所得要件 保険料率 保険料（年額）

第１段階
住民税世帯非課税で、年金の年額等が80万円以下の方、老齢福祉年
金受給者の方・生活保護受給の方

0.27 19,000円

第２段階 住民税世帯非課税で、年金の年額等が80万円超で120万円以下の方 0.35 24,600円

第３段階 住民税世帯非課税で、年金の年額等が120万円超の方 0.61 43,000円

第４段階 本人住民税非課税で、年金の年額等が80万円以下の方 0.83 58,500円

第５段階 本人住民税非課税で、年金の年額等が80万円超の方 1.00 70,500 円（基準額）

第６段階 住民税課税で、合計所得120万円未満の方 1.15 81,100円

第７段階 住民税課税で、合計所得120万円以上200万円未満の方 1.28 90,300円

第８段階 住民税課税で、合計所得200万円以上300万円未満の方 1.50 105,800円

第９段階 住民税課税で、合計所得300万円以上400万円未満の方 1.62 114,300円

第10段階 住民税課税で、合計所得400万円以上600万円未満の方 1.88 132,600円

第11段階 住民税課税で、合計所得600万円以上800万円未満の方 2.16 152,400円

第12段階 住民税課税で、合計所得800万円以上1,000万円未満の方 2.30 162,200円

第13段階 住民税課税で、合計所得1,000万円以上2,000万円未満の方 2.45 172,800円

第14段階 住民税課税で、合計所得2,000万円以上の方 2.60 183,400円

【第７期（平成30～令和２年度）の所得段階・保険料率・保険料】
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40．第１号被保険者の保険料③（保険料の徴収方法）

第１号被保険者の介護保険料は、原則として受給している年金からの天引きで納めていただきます（特別徴収)。

ただし、年金が年額18万円未満の方については、市から送付する納入通知書または口座振替により納期までに納め

ていただくことになります。なお、第１号被保険者として介護保険料を納めるのは、65歳になった月（65歳の誕生日

の前日の日が属する月）の分からとなります。

特別徴収
年金が年額18万円以上の方

（月額１万５千円以上の方）

〔徴収方法〕

老齢年金・退職年金・障害年金・遺族年金の受給額が年

額18万円以上の方については、年金の支給（年６回）の

際に、保険料が差し引かれることになります。ただし、年度途

中に65歳になった方や他の区市町村から転入された方など

については、６か月～１年程度の期間、納入通知書または

口座振替による納付（普通徴収）になります。

〔差し引かれる保険料額〕

前年の所得などが確定する前の４・６・８月は、仮に算定

した保険料額を納付（天引き）していただきます（仮徴

収）。10・12・２月は、前年の所得などをもとに算出した保

険料から、すでに納めた仮徴収分の保険料を除いて調整し

た金額を納付（天引き）していただきます（本徴収）。

普通徴収
年金が年額18万円未満の方

（月額１万５千円未満の方）

〔徴収方法〕

老齢年金・退職年金・障害年金・遺族年金の受給額が年

額18万円未満の方、年度途中に65歳になった方、他の区

市町村から転入された方などについては、市から送付する納

入通知書または口座振替により保険料を納めていただきます。

〔納付の時期・回数等〕

普通徴収により保険料を納めていただく場合、立川市では

毎年７月初旬に納入通知書を送らせていただき、７月から

翌年２月までの毎月月末（12月は25日）を納期限として、

８回に分けて納入していただくことになります。
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41．第２号被保険者の保険料

40～64歳の第２号被保険者の介護保険料は、加入している医療保険（国民健康保険や健康保険など）の保

険料の算定方法に基づいて決められ、医療保険の保険料と合わせて、各医療保険の保険者に納付していただくことに

なります。

【国民健康保険に加入している方】

保険料の決め方

国民健康保険の医療分と同様に、下記のとおり所得等によって決められます。

※ 上記の方式は「４方式」と呼ばれる算定方式で、立川市では所得割と均等割のみ「２方式」で算定します。

保険料の納め方 医療保険分と介護保険分を合わせて、国民健康保険料として世帯主が納めます。

所得割
第２号被保険者の
所得に応じて計算

介 護
保険料

平等割
第２号被保険者の属する世

帯で１世帯につきいくらと計算

資産割
第２号被保険者の資

産に応じて計算

均等割
世帯の第２号被保険
者の数に応じて計算

【職場の医療保険に加入している方】

保険料の決め方

医療保険ごとに設定される介護保険料率と給与（標準報酬月額）および賞与（標準賞与額）に応じて決め

られます。

保険料の納め方 医療保険分と介護保険分を合わせて、給与および賞与から徴収（天引き）されます。

＝ ＋ ＋ ＋

介護保険料
給与 および 賞与

（標準報酬月額） （標準賞与額）
介護保険料率＝ ×
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42．保険料を滞納した場合（給付制限）

災害などの特別な事情がないにもかかわらず、介護保険料を滞納されると、督促や催告が行われ、保険料に加えて

延滞金などの支払いが発生する場合があります。さらに滞納が続くと、サービスを受けた場合の費用について支払方法

が変わったり、負担割合が高くなったりするなど、滞納の期間によって下記のような措置がとられますので、ご注意ください

。
〈１年以上滞納した場合（納期限から１年経過）〉

介護保険のサービスを利用する場合、通常はサービスにかかった費用の１割、２割または３割の金額を負担していただきますが、介

護保険料を１年以上滞納されている場合には支払方法が変更になり、サービス費用の全額を一旦サービス事業者にお支払いただき

、後で申請により保険給付分が支払われることになります。

〈１年６か月以上滞納した場合（納期限から１年６か月経過）〉

前述のとおり、１年以上滞納するとサービスを利用した場合の支払方法が変更になりますが、さらに滞納が続き、１年６か月以上に

なりますと、サービスを利用した場合の費用は引き続き全額を負担していただいた上に、その後申請をされても保険給付額が全額戻ら

ずに、一部または全部が一時的に差し止めになり、滞納している保険料に充てられることがあります。

〈２年以上滞納した場合（納期限から２年経過）〉

さらに滞納が続き、２年以上となった場合には、サービスを利用した場合の負担割合が３割または４割に引き上げられます。また、介

護保険制度では、１か月に支払った利用者負担額が所得に応じた限度額を超えた場合、「高額介護サービス費」として超えた分が支

給されることになっていますが、２年以上滞納されますと、対象となっても支給されないことになります。
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43．介護保険における不服や苦情などがある場合

要介護・要支援認定の結果や保険料の決定などに関する不服

要介護・要支援認定の結果や介護保険料の決定等に不服がある場合は、市役所介護保険課（P51参照）に

申し出てください。要介護・要支援認定の考え方や認定経過、または保険料の仕組み等についてご説明させていただ

きます。

それでも納得がいかない場合には、東京都に設置された「介護保険審査会」に不服申し立て（審査請求）をする

ことができます。なお、審査請求をすることのできる期間は、原則として決定通知を受け取った日から３か月以内となっ

ています。

介護保険サービスの内容に対する苦情

介護保険のサービス内容に対する苦情については、まずはサービス事業者と話し合い、解決していただくことが基本に

なりますが、話し合いが難しい場合や事業者の対応に納得がいかない場合等については、市役所介護保険課や地

域包括支援センター、福祉相談センター、居宅介護支援事業者へご相談ください。

また、市では解決困難な事例や広域的な事例については、都道府県ごとに設置されている「国民健康保険団体連

合会」（国保連）へ申し立てることもできます。なお、相談を受けた機関がサービス事業者に苦情内容の確認等を

行いますが、内容によっては、市や都、国保連が指導等にあたります。
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44．資料①（第２号被保険者の特定疾病）

40～64歳の第２号被保険者については、下記の特定疾病により、介護や支援が必要となった方のみ、要介護・要

支援認定の申請を行い、認定を受けることができます。したがいまして、交通事故やケガなどが原因で介護や支援が必

要になった場合には、介護保険の申請をすることはできません。

１．筋萎縮性側索硬化症 ９．糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

２．後縦靭帯骨化症 10．脳血管疾患

３．骨折を伴う骨粗しょう症 11．進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病

４．多系統萎縮症 12．閉塞性動脈硬化症

５．初老期における認知症 13．関節リウマチ

６．脊髄小脳変性症 14．慢性閉塞性肺疾患

７．脊柱管狭窄症 15．両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

８．早老症 16．がんの末期

きんいしゅくせいそくさくこうかしょう

のうけっかんしっかんこうじゅうじんたいこっかしょう

こつそ しょう

たけいとういしゅくしょう

にんちしょう

せきずいしょうのうへんせいしょう

せきちゅうかんきょうさくしょう

そうろうしょう

とうにょうびょうせいしんけいしょうがい とうにょうびょうせいじんしょう とうにょうびょうせいもうまくしょう

しんこうせいかくじょうせいまひ だいのうひしつきていかくへんせいしょう

へいそくせいどうみゃくこうかしょう

かんせつ

まんせいへいそくせいはいしっかん

しつかんせつ こかんせつ へんけいせいかんせつしょう
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45．資料②（用語解説）

地域包括支援センター

地域包括支援センターは、住み慣れたまちで安心して暮らし

ていくために、必要な援助・支援を行う地域の総合相談窓口

です。保健師や主任ケアマネジャー、社会福祉士等が、市や

地域の医療機関、サービス事業者、ボランティア等と協力しな

がら、地域の様々な相談に対応していきます。

〔総合相談〕

介護に関する相談や悩み以外にも、福祉や医療に関することなど、

様々な相談に応じます。

〔介護予防ケアマネジメント〕

要支援1・2と認定された方や介護予防・生活支援サービス事業対象

者、介護や支援が必要となるおそれの高い方が、自立して生活できるよう、

介護予防の支援をします。

〔権利擁護〕

皆さまが安心して暮らせるように、皆さまの持つ様々な権利を守ります。

虐待の早期発見や成年後見制度の紹介、消費者被害などに対応しま

す。

〔包括的・継続的ケアマネジメント〕

暮らしやすい地域にするため、様々な機関とネットワークを作り、調整し

ます。また、ケアマネジャーの支援も行います。

居宅介護支援事業所

居宅介護支援事業者とは、要介護の認定を受けた方からの

依頼に基づき、ケアプランの作成のほか、サービス事業者などとの

連絡調整、認定申請の代行、介護保険施設の紹介などを行

います。

ケアマネジャー

介護の知識を幅広く持った専門家で、サービスの利用にあたり

次のような役割を担っています。

利用者や家族の相談に応じアドバイスします

様々な介護保険サービスを組み合わせてケアプランを作成します

サービス事業者などとの連絡や調整を行います

施設入所を希望する方に適切な施設を紹介します など

ケアプラン

ケアプランは、利用者の状況や家族の要望等に基づいて、「こ

れからどのような生活を送りたいか」などの目標を設定し、その目

標に向けて利用するサービスの種類や頻度を決めた計画書のこ

とです。要介護・要支援認定を受けて、サービスを利用する際に

必要となるもので、ケアマネジャーが作成・運用にあたります。
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46．資料③（地域包括支援センター等一覧）

【福祉相談センター】

地域包括支援センターは、前述のとおり、市民の皆さんが住み慣れたまちで安心して暮らしていくために、必要な援助

・支援を行う地域の相談窓口で、市内には日常生活圏域ごとに６か所設置されています。

また、地域包括支援センターを補完する施設として、市内３か所に福祉相談センターが設置されており、こちらでも介

護保険をはじめとした福祉全般の相談を受け付けています。

【地域包括支援センター】

名称 主な担当地域 所在地 電話番号

南部西ふじみ地域包括支援センター 富士見町・柴崎町 富士見町2-36-47（立川市社会福祉協議会内） 540-0311

南部東はごろも地域包括支援センター 羽衣町・錦町
羽衣町1-12-18（羽衣地域福祉サービスセンター
内）

523-5612

中部たかまつ地域包括支援センター 高松町・曙町・緑町 高松町2-27-27 TBK高松第１ビル101号室 540-2031

北部東わかば地域包括支援センター 若葉町・栄町 若葉町3-45-2（介護老人保健施設わかば内） 538-1221

北部中さいわい地域包括支援センター 幸町・柏町・砂川町・泉町 幸町4-14-1（至誠キートスホーム内） 538-2339

北部西かみすな地域包括支援センター 上砂町・一番町・西砂町 上砂町5-76-4（特別養護老人ホーム砂川園内） 536-9910

名称 所在地 電話番号

にしき福祉相談センター 錦町6-28-15（至誠ホーム内） 527-0321

かみすな福祉相談センター 上砂町1-13-1（上砂地域福祉サービスセンター内） 537-7799

にしすな福祉相談センター 西砂町5-5-5（西砂ホーム内） 531-5550
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47．資料④（サービス費用の計算方法）

介護保険のサービスを利用した場合には、かかった費用の一定割合（３割・２割・１割）をお支払いただきますが、

サービスにかかる費用（10割分）については、サービスごとに設定されている単位数に、事業所や施設の所在地とサー

ビス種類の組み合わせによって決定される単価を掛け合わせて算出します。

【地域区分およびサービスごとの単価】

介護保険のサービスについては、例えば「訪問入浴介護」は１回の利用につき、サービスごとに単位数が設定されています。１単位あた

りの金額は10円が基本になりますが、地域によって物価や人件費に違いがあることから、その地域差を調整するため区市町村ごとに地域

区分（級地区分）が決められ、利用するサービスによって一定割合が上乗せされます。立川市は、上乗せ割合が12%の４級地となっ

ているため、サービスの種類によって、１単位あたりの金額が10.84円、10.66円、10.54円となります。

地域区分等
人件費
割合

単価 各単価を適用するサービス等

地域区分：４級地

上乗せ割合：12％

（人件費基本）

10円×112%＝11.2円

70% 10.84円
○訪問介護○訪問入浴介護○訪問看護○定期巡回・随時対応型訪問介護看護○夜間対応

型訪問介護○訪問型サービス

55% 10.66円
○訪問リハビリテーション○通所リハビリテーション○短期入所生活介護○認知症対応型通所介護

○小規模多機能型居宅介護○看護小規模多機能型居宅介護

45% 10.54円

○通所介護○短期入所療養介護○特定施設入居者生活介護○地域密着型通所介護○認知

症対応型共同生活介護○地域密着型特定施設入居者生活介護○地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護○介護老人福祉施設○介護老人保健施設○介護療養型医療施設○介

護医療院○通所型サービス

利用事例 要介護３で負担割合が１割の方が、立川市に所在する訪問入浴介護の事業所から入浴サービスを１回受けた場合のめやす

利用料の
計算式

（要介護１～５の方の訪問入浴介護１回あたりの単位数）×10.84（単価）×0.1（負担割合）＝1,366円
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48．資料⑤（介護保険の対象となる市内の施設①）

施設名称 所在地 定員

1 フェローホームズ 仲間の家 富士見町2-36-43 100

2 フェローホームズ 森の家 富士見町2-36-43 52

3 至誠ホーム オンニ 錦町2-10-26 48

４ 至誠ホーム アウリンコ 錦町6-28-15 129

５ 至誠特別養護老人ホーム 錦町6-28-15 96

６
特別養護老人ホーム 高松の家
（地域密着型）

高松町3-1-1 28

７ 至誠キートスホーム 幸町4-14-1 70

８
特別養護老人ホーム ほゝえみ
（地域密着型）

上砂町2-3-10 29

９ 敬愛ホーム 上砂町2-14-1 30

10 特別養護老人ホーム 砂川園 上砂町5-76-4 160

11 西砂ホーム 西砂町5-5-5 102

【介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 】

【介護老人保健施設（老人保健施設） 】

施設名称 所在地 定員

１
介護老人保健施設
パークサイドヴィラ

富士見町1-36-6 100

２
介護老人保健施設
国立あおやぎ苑立川

富士見町7-33-10 151

３ 立川介護老人保健施設 わかば 若葉町3-45-2 100

施設名称 所在地 定員

1 グループホームやわらぎ・西立川 富士見町2-31-23 18

2 グループホーム立川富士見町の家 富士見町7-30-15 9

３
ヒューマンライフケア立川グループホーム
（平成30年３月開設予定）

錦町3-8-10 18

４ 至誠ホームスオミ・グループホーム 錦町6-28-15 9

５ グループホームえがおの家 羽衣町1-7-10 9

６ ヴィラ・フェローホームズ 緑町3372-10 9

7 花物語たちかわ 幸町3-7-10 18

8 ウェルケア立川 上砂町3-4-26 18

9
高齢者グループホーム ウェルケアひだ
まり

上砂町3-36-14 18

10 イリーゼグループホーム立川砂川 一番町4-10-7 9

11 グループホーム「花梨」 西砂町5-22-18 18

【認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム）】
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49．資料⑤（介護保険の対象となる市内の施設②）

施設名称 所在地 戸数

1 グランマリバーサイド立川 富士見町7-36-9 32

2 ココファン立川弐番館 錦町3-6-23 35

3 ココファン立川 錦町3-8-22 39

４ 高齢者向け住宅せせらぎ 錦町6-28-33 15

５ そんぽの家S 立川 高松町3-10-1 64

６ ハイムガーデン立川幸町 幸町4-17-10 40

７ そんぽの家S 玉川上水 柏町4-75-3 58

８ そんぽの家S 武蔵砂川 上砂町3-20-1 40

【特定施設入居者生活介護以外のサービス付高齢者向け住宅】【特定施設入居者生活介護（サービス付高齢者向け住宅】

施設名称 所在地 戸数

１ ディーフェスタクオーレ立川 幸町2-53-1 51

２ リアンレーヴ立川 柏町2-12-6 58

施設名称 所在地 定員

1 グランクレール立川シニアレジデンス 富士見町2-3-21 91

2 ケアレジデンス立川 富士見町5-14-7 32

３ ブロッサムビレッジ立川 富士見町7-5-11 113

４ ベストライフ西国立 羽衣町1-19-31 65

５ 介護の王国 立川高松 高松町1-7-8 28

６ サンシティ立川 昭和記念公園 砂川町2-71-1 701

施設名称 所在地 定員

1 サンビナス立川 富士見町1-33-3 174

２ グランクレール立川ケアレジデンス 富士見町2-3-21 40

３ ニチイホーム 立川柴崎 柴崎町4-2-23 57

４ ニチイホーム立川 錦町5-13-24 41

５ 応援家族 昭和記念公園 曙町1-1-19 53

６ イリーゼ立川 柏町1-20-3 71

７ グランマ立川 砂川町8-8-2 18

８ エクセレント立川プレミア 上砂町5-61-1 100

９ ベストライフ西武立川 一番町2-26-1 61

【住宅型有料老人ホーム】【特定施設入所者生活介護（介護付き有料老人ホーム） 】
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50．資料⑥（負担割合の判定フロー）

介護保険のサービスを利用した場合の第１号被保険者の負担割合について、住民税課税者は、下記のとおり、収

入・所得により３割、２割または１割のいずれかとなりますが、住民税非課税者、生活保護受給者は、すべて１割負

担になります。なお、負担割合については個人単位で判定することになっており、原則として同一世帯の他の世帯員の

収入状況は勘案しませんが、「年金収入＋その他の合計所得金額」の要件については、同一世帯のすべての第１号

被保険者（65歳以上で認定を受けていない方も含む）の分を合算して算定します。

【第１号被保険者（65歳以上の方）の負担割合】

※「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から年金収入にかかる雑所得を除いた額。

住民税非課税者

生活保護受給者

住民税等区分 合計所得金額 年金収入＋その他の合計所得金額 負担割合

１割

※第２号被保険者（40～64歳）の負担割合は一律１割になります

住民税課税者

220万円以上

単身：340万円以上 ２人以上：463万円以上 ３割

単身：280万円以上340万円未満
２人以上：346万円以上463万円未満

２割

単身：280万円未満 ２人以上：346万円未満 １割

160万円以上

220万円未満

単身：280万円以上 ２人以上：346万円以上 ２割

単身：280万円未満 ２人以上：346万円未満 １割

160万円未満 １割
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51．資料⑦（問い合わせ・相談窓口）

【公的機関】

問い合わせ・相談内容 問い合わせ・相談先 電話番号

要介護・要支援認定に関すること 市・介護保険課介護認定係 042-523-2111（内線1453）

介護保険のサービス利用に関すること 市・介護保険課介護給付係 042-523-2111（内線1457）

介護保険料に関すること 市・介護保険課介護保険料係 042-523-2111（内線1446）

高齢者福祉サービスに関すること 市・高齢福祉課業務係 042-523-2111（内線1473）

介護予防・生活支援サービス事業等に関すること 市・高齢福祉課介護予防推進係 042-523-2111（内線1472）

介護を含めた福祉・医療等生活全般の相談及び情報
提供、虐待等の権利擁護など

地域包括支援センター、福祉相談
センター

P46参照

事業者に関する苦情等で、市では解決困難なもの、広
域的なものなどの苦情申し立て

東京都国民健康保険団体連合会 03-6238-0177


