介護保険のしくみ
サ�ビス利用の手順

東員町地域包括支援センター
地域包括支援センターは、高齢者の心身の健康維持・安定した暮らしを地域全体で支え
ていくための拠点となる機関です。高齢者等がいつまでも「自分らしい生活」が送れるよ
うに保健師・主任ケアマネジャー・社会福祉士が連携し、さまざまな相談に対応し、適切
なサービスへとつなげていきます。

利用者負担

なんでもご相談ください
生活の中で、困っていることや心配なことはありませんか。
どこに相談してよいか分からない場合は、

介護サ�ビス

まず地域包括支援センターにご相談ください。
例えば…

介護予防サ�ビス

◎介護サービスを利用したいが、どうしたらよいのかわからない
◎近所に住む高齢者の様子が今までと違って心配だ
◎もの忘れがひどくなってきた
◎地域で介護予防に取り組みたいのでアドバイスして欲しい……
地域包括支援センターでは、必要なサービス、関係機関を紹介したり、
関係者や関係機関と連携して支援を行います。
称

住

所

電話番号

担当地区

山田1600
（役場内）

86-2856

神田・稲部・
三和地区

東員町第二地域包括支援センター

笹尾東2-5-4
（笹尾連絡所内）

76-7771

笹尾西・笹尾東・
城山地区

東員町役場健康長寿課

TEL 0594-86-2823

FAX 0594-86-2851

すこやか

介護予防の取り組み

東員町地域包括支援センター

地域密着型サ�ビス

名

介護保険料

ユニバーサルデザイン（UD）の考え方に基づき、より多くの人へ適切に情報を伝えられる
よう配慮した見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。
禁無断転載
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東 員 町

介護保険のしくみ

介護保険に加入する人（被保険者）

みんなで支えあう制度です

本人の状態に合わせたサービスが利用できます。

介護保険制度は、市区町村が保険者となって運営しています。40歳以上のみなさんは、加
入者（被保険者）となって保険料を納め、介護が必要となったときには、費用の一部を支払
ってサービスを利用できるしくみです。

市区町村（保険者）

●保険料を納めます。
●サービスを利用するため、要介護認定の申請などをします。
●サービスを利用し、利用料を支払います。

第1号被保険者 65歳以上の人
サービスを利用できる人

●要介護認定の申請
●保険料の納付

第1号被保険者は、原因を問わず介護や日常生活
の支援が必要となったとき、市区町村の認定を受け、
サービスを利用できます。

介護保険制度の運営は、市区町村が行います。
●制度を運営します。
●要介護認定を行います。
●保険証を交付します。
●負担割合証を交付します。
●サービスを確保・整備します。

※65歳以上の人で、交通事故など第三者による不法行為によ
り介護保険を利用する場合は、市区町村へ届け出が必要で
す。示談前に市区町村の担当窓口へ連絡してください。

●要介護認定
●保険証の交付
●負担割合証の交付

第2号被保険者 40歳以上65歳未満の人

（医療保険に加入している人）

地域包括支援センター

●連携

●介護予防ケアマネジメントを行います。
●総合的な相談・支援を行います。
●権利擁護、虐待を早期発見・防止します。
●ケアマネジャーを支援します。

第2号被保険者は、特定疾病により介護や支援が
必要となったとき、市区町村の認定を受け、サービ
スを利用できます。

●相談等

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。

特定疾病
●がん

（
●支援

かん せつ

●関節リウマチ
きん い しゅく せい そく さく こう か しょう

●筋萎縮性側索硬化症
こう じゅう じん たい こっ か しょう

利用者に合ったサービスを提供します。
●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。
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※掲載している内容については、今後変更される場合があります。

加齢と関係があり、要介護・要支援状態の原因である心身の障害を生じさせると認
められる疾病。

医師が一般に認められている
医学的知見にもとづき回復の
見込みがない状態に至ったと
判断したものに限る

●後縦靱帯骨化症

サービス事業者

介護保険のしくみ

●連携

●介護報酬の支払い

●介護報酬の請求

サービスを利用できる人

こっ せつ

）

ともな

こつ そ しょう しょう

せき ちゅう かん きょう さく しょう

●骨折を伴う骨粗鬆症
しょ ろう き

●脊柱管狭窄症

にん ち しょう

●初老期における認知症
しん こう せい かく じょう せい

ま

ひ

●進行性核上性麻痺、
だい のう ひ しつ

き てい かく へん せい しょう

大脳皮質基底核変性症
びょう

およびパーキンソン病
せき ずい しょう のう へん せい しょう

●脊髄小脳変性症

そう ろう しょう

●早老症

た けい とう い しゅく しょう

●多系統萎縮症
とう にょう びょう せい しん けい しょう がい

のう けっ かん しっ かん

●脳血管疾患
へい そく せい どう みゃく こう か しょう

●閉塞性動脈硬化症
まん せい へい そく せい はい しっ かん

●慢性閉塞性肺疾患
りょう そく

しつ かん せつ

●糖尿病性神経障害、

●両側の膝関節または

糖尿病性腎症および

股関節に著しい変形

糖尿病性網膜症

を伴う変形性関節症

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

こ かん せつ
ともな

いちじる

へん けい

へん けい せい かん せつ しょう

■介護保険の保険証が交付されます
●サービスの提供

介護保険の加入者には医療保険の保険証とは別に、一人に一枚の保険証（介護保険被保険
者証）が交付されます。介護保険のサービスを利用するときなどに使用します。
●65歳に到達する月に交付されます。
●40歳以上65歳未満の人は、認定を受けた場合などに交付されます。

■介護保険負担割合証が交付されます
●利用料の支払い

介護保険の認定を受けている人などには「介護保険負担割合証」が交付されます。サービ
ス利用の際に支払う利用者負担の割合（P6参照）が記載されています。
●適用期間は1年（8月1日〜翌年7月31日）で、毎年交付されます。
●サービス利用時には、介護保険の保険証とともにサービス事業者に提示します。
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サービス利用の手順

※認定結果の通知は、原則として30日以内に市区町村から送られてきます。認定の有効期間は原則として、新規の場合は6か月、
更新認定の場合は12か月です。更新については、有効期間満了前（満了日の60日前から受付）に更新手続きが必要です。

サービス利用までの流れ

介護や支援が必要になったと思ったら、地域包括支援センターや市区町村の窓口に相談し
ましょう。サービスを利用するまでの流れは次のようになります。

１

窓口に相談します

介護や支援などが必要になったと思ったら、
地域包括支援センターや市区町村の窓口に相談
しましょう。

介護予防・日常生活支援
総合事業の利用を希望

要介護認定の
申請をします

介護サービスや介護予防サービスの
利用を希望する人は、市区町村の窓口
に要介護認定の申請をしましょう。
※本人・家族などのほか、地域包括支援センター、居
宅介護支援事業者、介護保険施設、成年後見人など
に代行してもらうこともできます。

申請に必要なもの
●要介護・要支援認定申請書
●介護保険の保険証
●医療保険の保険証
◆本人確認ができるもの、マイナンバー確認の
書類、主治医に関する情報など、上記のほか
にも必要な書類がある場合がありますので、
市区町村に確認しましょう。

２

要介護 1
要介護 2

調査と審査が
行われます

要介護 3

などから聞き取り調
査などをします。
※全国共通の調査票が使われます。

介護サービスによって、生活機能
の維持・改善を図ることが適切な人
などです。

要支援 1

調査票と主治医意見書をもとに
コンピュータによる判定をします。

認定調査の結果と主治医意見書を
もとに、保健、医療、福祉の専門家
が審査します。

要支援 2
要介護状態が軽く、介護予防サー
ビスや介護予防・生活支援サービス
事業によって、生活機能が改善する
可能性の高い人などです。

非該当

主治医意見書

生活機能の低下の原因になった病
気やけが、治療内容、心身の状態な
どについて、主治医に記載しても
らった書類です。

基本チェックリストを
受けます

生活機能の状態を調べる「基本チェックリ
スト」を受けます。
※40歳以上65歳未満の人は、基本チェックリストの判定による
介護予防・生活支援サービス事業の利用はできないため、要介
護認定を申請し、要支援1・2と認定される必要があります。

要介護・要支援に該当しなかった
人です。介護予防・生活支援サービ
ス事業の利用を希望する場合は、基
本チェックリストを受けましょう。
※一般介護予防事業のみ利用する場合は、基本
チェックリストを受ける必要はありません。

生活機能の低下が
みられた
生活機能の低下が
みられなかった

居宅介護支援事業者に依頼し
てケアプランを作成し、ケア
プランにもとづいてサービス
を利用します。

P7へ

要介護 5

●一次判定（コンピュータ判定）

●二次判定（介護認定審査会）

を利用できます

要介護 4

●認定調査

心身の状況を調べ
るため、本人と家族

介護サービス（介護給付）

２

要介護認定の申請へ

介護予防・生活支援
サービス事業対象者

介護予防サービス（予防給付）
を利用できます

地域包括支援センターが介護
P10へ
予防ケアプランを作成し、住
み慣れた地域で自立した生活を続けて
いけるよう支援します。
※介護予防ケアプランにもとづき、
介護予防・生活支援サービス事
業をあわせて利用できます。

介護予防・日常生活支援総合事業
を利用できます

市区町村が行う、65歳以上の
人を対象にした、介護予防の
ためのサービスです。

P13へ

介護予防・生活支援サービス事業
❶訪問型サービス

（身体介護、生活援助、ゴミ出しや移動支援など）

❷通所型サービス

（機能訓練、身体介護、ミニデイサービスなど）

❸その他の生活支援サービス

（配食、見守り、地域サロンの開催、外出支援など）

一般介護予防事業
65歳以上の人なら誰でも利用で
きる、介護予防のためのサービ
スです。

※一般介護予防事業のみ利用する場合は、基本チェックリストを受ける必要はありません。
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5

サ�ビス利用の手順

２

介護サービス、介護予防
サービスの利用を希望

３

４

認定結果を
お知らせします

介護保険サービスの利用者負担

介護サービス〈要介護1〜5の人〉

サービス費用の一部負担で利用できます 在宅サービス
介護保険サービスは、実際にかかる費用の一部（利用者負担割合分）を負担することで利
用できます。ただし、おもな在宅サービスなどには上限額（支給限度額）が決められていて、
それを超えるサービスを利用した場合は、超えた分は全額が利用者負担になります。

■利用者負担割合

■主な在宅サービスの支給限度額（1か月）
支給限度額

❶本人の合計所得金額※1が220万円以上
❷同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額※2」が
・単 身 世 帯＝340万円以上
・2人以上世帯＝463万円以上

要支援 1

50,320円

3割

要支援 2

105,310円

要介護 1

167,650円

3割負担以外の人で
の両方に当てはまる場合
本人の合計所得金額※1が160万円以上
同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額※2」が
・単 身 世 帯＝280万円以上
・2人以上世帯＝346万円以上

要介護 2

197,050円

2割

要介護 3

270,480円

要介護 4

309,380円

要介護 5

362,170円

1割

上記以外の人

第2号被保険者（40歳以上65歳未満の人）、住民税非課税の人、
生活保護受給者は上記にかかわらず１割負担です。

●標準地域の金額です（介護保険が負担す
る分も含んだ額です）。
※1 収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする
●介護予防・生活支援サービス事業対象者
前の金額です。合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合は、給与所得及び
は、原則として要支援1の支給限度額が
公的年金等に係る雑所得の合計額から10万円を控除した金額を用います。また、土地売却等に係る特別控除額
設定されています。
がある場合は、合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額を用います。
※2

合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を控除した金額のことです。その他の合計所得金額に給与所得
が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。

介護保険のみ高額になった場合

同じ月に利用したサービスの利用者
負担を世帯合算して、上限額を超えた
ときは、申請により超えた分が「高額
介護サービス費」として後から支給さ
れます。

利用者負担段階区分

上限額
（月額）

●課税所得690万円以上

世帯 140,100円

●課税所得380万円以上690万円未満

世帯

93,000円

●課税所得145万円以上380万円未満

世帯

44,400円

●一般 （住民税課税世帯で、上記3区分に該当しない場合）

世帯

44,400円

●住民税世帯非課税等

世帯

24,600円

個人

15,000円

住民税課税世帯で、
右記に該当する
65歳以上の人が
世帯にいる場合

●
●

老齢福祉年金の受給者
課税年金収入額＋その他の合計所得金額が
80万円以下の人

●生活保護の受給者
●利用者負担を15,000円に減額することで、
生活保護の受給者とならない場合

個人
世帯

15,000円

15,000円

介護保険と医療保険の両方が高額になった場合
介護保険と医療保険の両方の負担額（介護保険、医療保険それぞれの限度額を適用後の負担額）を年間
（8月〜翌年7月）で合算し高額になったときは、限度額を超えた分が支給される「高額医療・高額介護
合算制度」があります。支給対象となる人は医療保険の窓口に申請してください。

サービス利用にはケアプラン（介護予防ケアプラン）が必要です
ケアプラン（介護予防ケアプラン）とは、サービスの利用計画書のことです。要介護1〜5
の人は居宅介護支援事業者（施設サービスなどはその施設）に依頼してケアプランを作成しま
す。要支援1・2の人は地域包括支援センターに依頼して介護予防ケアプランを作成します。
サービスはケアプラン（介護予防ケアプラン）に基づいて利用します。
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自宅での日常生活の手助け

訪問介護（ホームヘルプ）

ホームヘルパーが居宅を訪問し、食
事、入浴などの身体介護や、掃除、洗
濯、買い物などの生活援助をします。

ケアプラン（介護予防ケアプラン）の相談・作成には、利用者負担はありません。

●利用者負担のめやす
身体介護中心（20分以上30分未満の場合）

250円

生活援助中心（20分以上45分未満の場合）

183円

訪問してもらい利用するサービス

訪問入浴介護

訪問リハビリテーション

介護職員と看護職員が移動入浴車で居宅を
訪問し、持参した浴槽で入浴介護を行います。
看護職員による検温や血圧などのチェックも

事業所の医師の指示により、理学療法士
や作業療法士、言語聴覚士が居宅を訪問し、
心身機能の維持回復、日常生活の自立を助

●利用者負担のめやす

●利用者負担のめやす

行われます。

1回

●利用者負担が高額になったとき

★共生型サービス事業所の指定を受けた障害福祉サービス事業所でも
介護保険のサービスを利用できます。詳しくは市区町村までお問い
合わせください。

1,260円

利用者負担／介護サ�ビス︿要介護 � の人﹀

要介護状態区分

❶❷の両方に当てはまる場合

★利用者負担のめやすは、サービス費用の1割を掲載しています。この
ほかに、食費、居住費等、日常生活費、サービスの利用内容による
加算や地域による加算などさまざまな加算があります。

けるためのリハビリテーションを行います。
1回（20分以上行った場合）

307円

医師の指導のもとでの助言、管理サービス

居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士な
どが通院が困難な人の居宅を訪問し、療養
上の管理や指導を行います。

訪問看護

1

医師の指示により、看護師な
どが居宅を訪問し、療養上の世
話や診療の補助を行います。
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●利用者負担のめやす（30分未満の場合）

●利用者負担のめやす

〈単一建物居住者1人に対して行う場合〉
医師が行う場合（月2回まで）

514円

訪問看護ステーションから訪問の場合

470円

病院または診療所から訪問の場合

398円

施設に通って利用するサービス

通所介護（デイサービス）

通所リハビリテーション（デイケア）

通所介護施設で、食事、入浴などの日常
生活上の支援や、機能訓練を日帰りで行い
ます。

介護老人保健施設や医療機関で、食事・
入浴などの日常生活上の支援や機能訓練、
リハビリテーションを日帰りで行います。

●利用者負担のめやす

●利用者負担のめやす

※送迎を含みます。

〈通常規模の事業所の場合〉（7時間以上8時間未満の場合）
要介護 1〜要介護 5

655円〜1,142円

※送迎を含みます。

〈通常規模の事業所の場合〉（7時間以上8時間未満の場合）
要介護 1〜要介護 5

757円〜1,369円
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介護サービス〈要介護1〜5の人〉
短期間入所して利用するサービス

短期入所生活介護

短期入所療養介護

（ショートステイ）

（ショートステイ）

介護老人福祉施設などに短期間入所する人
に、食事、入浴などの介護や機能訓練などを
行います。

介護老人保健施設や医療施設に短期間入所
する人に、看護や医学的管理下での介護、日
常生活上の世話や機能訓練などを行います。

●利用者負担のめやす（1日）

●利用者負担のめやす（1日）

〈介護老人福祉施設・併設型の施設の場合〉

〈介護老人保健施設の場合〉

596円

596円

696円

要介護 1

752円

827円

833円

要介護 5

874円

874円

976円

要介護 5

966円

1,045円

1,049円

● ：利用できます ▲ ：尿のみを吸引するものは利用できます
×：原則利用できません（必要と認められれば利用できる場合があります）
※機能や価格帯の異なるいくつかの商品が事業者から提示されます。
※商品ごとに全国平均貸与価格が公表され、上限額が設定されています。

住宅改修費支給

事前の申請が必要です

［介護予防住宅改修費支給］

下記の住宅改修をしたとき、後日住宅改修
費を支給します。
❶手すりの取り付け
❷段差の解消

❹滑りの防止および移動の円滑
化のための床または通路面の
材料の変更

❸引き戸などへの扉の ❺洋式便器などへの便器の取り
取り替え
替え

●利用者負担について

いったん利用者が全額負担します。あとで市区町村に申請する
と、20万円を上限に利用者負担割合分を除いた額が支給されます。

〜

❶腰掛便座

❹入浴補助用具

❷自動排泄処理装置の
交換可能部品

❺簡易浴槽

❸排泄予測支援機器

❻移動用リフトのつり具の部分

★基本的な費用のほかに、サービスの利用内容による加
算や地域による加算などさまざまな加算があります。

介護保険施設に入所して利用するサービスです。直接入所を申し込んで契約し、ケアプラ
ンを作成してもらってサービスを利用します。

在宅復帰を目指す
介護老人保健施設（老人保健施設）

生活全般の介護が必要
介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

寝たきりや認知症で日常生活において常時介護が必要
で、自宅では介護が困難な人が入所します。食事、入浴、
排せつなどの介護や療養上の世話が受けられます。

●新規入所は原則として要介護3〜5の人が対象です。

病状が安定している人に対し、医学的管理のも
とで看護、介護、リハビリテーションを行う施設
です。医療上のケアやリハビリテーション、介護
を一体的に提供し、家庭への復帰を支援します。

長期的な療養が必要
介護療養型医療施設（療養病床等）

介護と医療を一体的に
介護医療院

急性期の治療は終わり、医学的管理のもとで長期
療養が必要な人のための医療施設です。医療、看護、
介護、リハビリテーションなどが受けられます。

医学的管理のもとで長期療養が必要な人のた
めの医療のほか、生活の場としての機能も兼ね
備え、日常生活上の介護などが受けられます。

施設に入所した場合の利用者負担

サービス費用の利用者負担分のほかに、居住費等・食費・日常生活費が利用者負担となります。

●基準費用額【施設における居住費等、食費の平均的な費用を勘案して定める額（1日あたり）】

利用者負担は施設と利用者の間で契約により決められますが、基準となる額が定められています。
ユニット型個室
2,006円

居住費等
ユニット型個室的多床室
1,668円

従来型個室

1,668円（1,171円）

介護老人福祉施設または短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室と多床室は（

●利用者負担について

いったん利用者が全額負担します。あとで領収書などを
添えて市区町村に申請すると、同年度で10万円を上限に利
用者負担割合分を除いた額が支給されます。
なお、都道府県などの指定事業者から購入した場合に
限って支給されます。

特定施設入居者生活介護
特定施設（指定を受けた有料老人ホー
ムなど）に入居している人に、食事、入
浴、排せつなどの日常生活上の介護やそ
の他の日常生活上の世話、機能訓練、療
養上の世話を行います。

●利用者負担のめやす（1日）
要介護 1

538円

要介護 5

807円

食 費

多床室

377円（855円）

1

1,445円

5

）内の金額となります。

低所得の人の居住費等・食費の負担軽減

低所得の人は、申請により居住費等・食費は下表の負担限度額までの利用者負担となります。超えた分は「特
定入所者介護（介護予防）サービス費」として介護保険から給付されます。

●負担限度額【1日あたり】

特定施設で利用するサービス

〜

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

下記の福祉用具を購入したとき、後日購入
費を支給します。

〜

要支援1・2
要介護2・3 要介護4・5
要介護1

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
▲

申請が必要です

［特定介護予防福祉用具販売］

福祉用具のレンタルを行います。
×
×
×
×
●
●
●
●
×
×
▲

］内は介護予防サービスの名称です。

特定福祉用具販売

［介護予防福祉用具貸与］

車いす（車いす付属品を含む）
特殊寝台（特殊寝台付属品を含む）
床ずれ防止用具
体位変換器
手すり（工事をともなわないもの）
スロープ（工事をともなわないもの）
歩行器
歩行補助つえ
認知症老人徘徊感知機器
移動用リフト（つり具の部分を除く）
自動排泄処理装置

ユニット型個室
ユニット型個室的多床室

多床室

施設サービス

介護サ�ビス︿要介護 � の人﹀

福祉用具貸与

［

〜

〜

〜

従来型個室

〜

要介護 1

〜

ユニット型個室
ユニット型個室的多床室

〜

多床室

〜

従来型個室

生活する環境を整えるサービス
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※連続した利用が30日を超えた場合、31日目は
全額利用者負担となります。

●要支援1・2の人は、施設サービスは
利用できません。

居住費等
従来型
ユニット型 ユニット型
個室的多床室
個室
個室

利用者負担段階

多床室

食 費
施設
短期入所
サービス サービス

第1
段階

・本人および世帯全員が住民税非課税で、老齢福
祉年金の受給者
・生活保護の受給者

820円

490円
490円 （320円）

0円

300円

300円

第2
段階

本人および世帯全員が住民税非課税で、課税年金
収入額＋非課税年金（遺族・障害年金）収入額＋
その他の合計所得金額が80万円以下の人

820円

490円
490円 （420円）

370円

390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、課税年金収
入額＋非課税年金（遺族・障害年金）収入額＋そ
の他の合計所得金額が80万円超120万円以下の人

1,310円

1,310円

1,310円
（820円）

370円

650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、課税年金
収入額＋非課税年金（遺族・障害年金）収入額＋
その他の合計所得金額が120万円超の人

1,310円

1,310円

1,310円
（820円）

370円

1,360円

1,300円

介護老人福祉施設または短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は（ ）内の金額になります。
※第1〜3段階②に該当しない場合でも、一定の要件を満たした場合、特例的に第3段階②の区分が適用になる場合があります。

上表の利用者負担段階に当てはまっていても

のいずれかに該当する場合は、特定入所者介護サービス費の支給対象になりません。

住民税非課税世帯でも世帯分離している配偶者が住民税課税の場合
住民税非課税世帯（世帯分離している配偶者も非課税）でも、預貯金等が次の金額を超える場合

・第1段階：預貯金等が単身1,000万円、夫婦2,000万円 ・第3段階①：預貯金等が単身550万円、夫婦1,550万円
・第2段階：預貯金等が単身 650万円、夫婦1,650万円 ・第3段階②：預貯金等が単身500万円、夫婦1,500万円
※第2号被保険者（40歳以上65歳未満の医療保険加入者）は上記にかかわらず、預貯金等が単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合。
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介護予防サービス〈要支援1・2の人〉

有料老人ホームなどで利用するサービス

介護予防サービス

介護予防特定施設入居者生活介護

★利用者負担のめやすは、サービス費用の1割を掲載しています。このほかに、食費、居住費等、日常生活費、サービスの利用内容に
よる加算や地域による加算などさまざまな加算があります。
★共生型サービス事業所の指定を受けた障害福祉サービス事業所でも介護保険のサービスを利用できます。詳しくは市区町村までお問
い合わせください。

介護予防・日常生活支援総合事業の「介護予防・生活支援サービス事業」で提供される「訪問型サービス」と「通所型
サービス」については13ページをご覧ください。

訪問してもらい利用するサービス

介護予防訪問リハビリテーション

介護職員と看護職員が移動入
浴車で居宅を訪問し、持参した
浴槽で入浴介護を行います。看護職員によ
る検温や血圧などのチェックも行われます。

事業所の医師の指示により、理学療法士や
作業療法士、言語聴覚士が居宅を訪問し、心
身機能の維持回復、日常生活の自立を助ける
ためのリハビリテーションを行います。

●利用者負担のめやす

●利用者負担のめやす

1回

1回（20分以上行った場合）

852円

医師、歯科医師、薬剤師、
管理栄養士などが通院が困難
な人の居宅を訪問し、介護予
防を目的とした療養上の管理や指導を行い
ます。

医師の指示により、看護師
などが居宅を訪問し、介護予防を目的とした
療養上の世話や診療の補助を行います。

●利用者負担のめやす（30分未満の場合）

〈単一建物居住者1人に対して行う場合〉
医師が行う場合（月2回まで）

514円

182円

要支援 2

311円

短期間入所して利用するサービス

※連続した利用が30日を超えた場合、31日目は
全額利用者負担となります。

介護予防短期入所生活介護（ショートステイ）
介護老人福祉施設などに短期間入所する人に、食事、入浴
などの介護や機能訓練などを行います。

●利用者負担のめやす（1日）

307円

介護予防訪問看護

●利用者負担のめやす

要支援 1

〈介護老人福祉施設・併設型の施設の場合〉

医師の指導のもとでの助言、管理サービス

介護予防居宅療養管理指導

●利用者負担のめやす（1日）

介護予防サ�ビス︿要支援 ・ の人﹀

介護予防訪問入浴介護

特定施設（指定を受けた有料老人ホームなど）に入居してい
る人に、食事、入浴、排せつなどの日常生活上の介護やその他
の日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話を行います。

訪問看護ステーションから
訪問の場合

450円

病院または診療所から
訪問の場合

381円

従来型個室

多床室

ユニット型個室
ユニット型個室的多床室

要支援 1

446円

446円

523円

要支援 2

555円

555円

649円

介護予防短期入所療養介護（ショートステイ）

1
2

介護老人保健施設や医療施設に短期間入所する人に、看護
や医学的管理下での介護、日常生活上の世話や機能訓練など
を行います。

●利用者負担のめやす（1日）
〈介護老人保健施設の場合〉

施設に通って利用するサービス

従来型個室

多床室

ユニット型個室
ユニット型個室的多床室

要支援 1

577円

610円

621円

要支援 2

721円

768円

782円

介護予防通所リハビリテーション（デイケア）
介護老人保健施設や病院、
診療所などで、食事・入浴な
どの日常生活上の支援や機能
訓練、リハビリテーションの
ほか、目標に合わせた選択的
サービスを行います。
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●利用者負担のめやす（1か月につき）

共通的サービス

※送迎、入浴を含みます。

要支援 1

2,053円

要支援 2

3,999円

介護予防福祉用具貸与
特定介護予防福祉用具販売

介護予防住宅改修費支給
P8をご覧ください

P8をご覧ください
11

地域密着型サービス

［ ］内は、地域密着型介護予防サービスの名称です。

地域の特性に応じたサービス

★サービスの種類は市区町村により異なります。原則として他の市区町村のサービスは受けられません。
★利用者負担以外に、食費、居住費等、日常生活費、サービスの利用内容による加算や地域による加算などさまざまな加算があります。
★共生型サービス事業所の指定を受けた障害福祉サービス事業所でも介護保険のサービスを利用できます。詳しくは市区町村までお問
い合わせください。

多機能なサービス

小規模多機能型居宅介護

［介護予防小規模多機能型居宅介護］
通いを中心に、利用者の選択に応じて訪
問や短期間の宿泊のサービスを組み合わせ
た多機能なサービスを行います。

小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組
み合わせて、一体的な介護や医療・看護を
行います。

小規模な施設サービス

地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護

ど）に入所する人に、食事・入浴、機能訓
練などのサービスを行います。

練などのサービスを行います。

※要支援1・2の人は利用できません。

認知症の人を対象としたサービス

認知症対応型通所介護

［介護予防認知症対応型通所介護］
認知症の人が対象の通所介
護で、食事や入浴、専門的な
ケアを日帰りで行います。

24時間対応サービス

定員が29人以下の小規模な介護老人福祉
施設に入所する人に、食事・入浴、機能訓
●新規入所は原則として要介護3〜5の人が対象です。
※要支援1・2の人は利用できません。

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

［介護予防認知症対応型共同生活介護］
認知症の人が共同生活する住宅で、食事・
入浴、機能訓練などのサービスを行います。
※要支援1の人は利用できません。

夜間の訪問介護

夜間対応型訪問介護

または連携して行います。

介護を行います。

※要支援1・2の人は利用できません。

夜間でも安心して在宅生活が送れるよう、
巡回や通報システムによる夜間専用の訪問
※要支援1・2の人は利用できません。

小規模な通所介護

地域密着型通所介護

定員が18人以下の小規模な通所介護施設で日常生活上の世話や機能訓練などを行います。

※要支援1・2の人は利用できません。
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市区町村によって行っているサービスの内容や利用者負担は異なります。

介護予防・生活支援
サービス事業

利用
できる人

●「要支援1・2」の認定を受けた人
● 基本チェックリストで生活機能の低下がみられた人
（介護予防・生活支援サービス事業対象者）

※要介護1〜5の認定を受けて介護サービスを利用する以前から、総合事業の補助を受けて
実施されている住民主体のサービスを利用していた人は、要介護認定後も引き続き利用
できる場合があります。

介護予防のさまざまな要望に対応するため、介護予防を目的とした訪問型サービスや通所型

サービスに加え、住民主体の活動を支援するなど多様なサービスを行います。

❶訪問型サービス

■既存の介護サービス事業者による、介護予防を目的とした、訪問を受けて利用するサービス
食事・入浴・排せつの介助などの身体介護や掃除・洗濯・調理などの生活援助
■多様なサービス
おもに民間企業による掃除・洗濯などの生活援助など
ボランティアなどによるゴミ出しや布団干しなどの住民主体の生活援助など
保健師などの専門職による相談・指導などの短期集中予防サービス
通所型サービスの送迎など、ボランティアなどによる移動支援や移送前後の生活支援

❷通所型サービス

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

日中・夜間を通して、定期巡回と随時対
応による訪問介護と訪問看護を、一体的に

65歳以上の人を対象にした、市区町村が行う介護予防の取り組みです。「介護予防・生
活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」に分かれています。
生活機能の状態などによって利用できるサービスが決まります。支援などが必要になっ
たと感じたら、地域包括支援センターや市区町村に相談しましょう。

※要支援1・2の人は利用できません。

地域密着型
特定施設入居者生活介護

定員が29人以下の小規模な介護専用型の
特定施設（指定を受けた有料老人ホームな

介護予防・日常生活支援総合事業

地域密着型サ�ビス／介護予防の取り組み

小規模な特定施設で利用するサービス

看護小規模多機能型居宅介護

介護予防の取り組み

■既存の介護サービス事業者による、介護予防を目的とした、通所して利用するサービス
食事や入浴・排せつの介助、健康管理、機能訓練やレクリエーションなど
■多様なサービス
おもに民間企業とボランティアの補助によるミニデイサービス、運動、レク
リエーション活動など
住民主体の体操・趣味活動など自主的な「通いの場」の提供
保健・医療の専門職による生活行為改善のための短期集中予防サービス

❸その他の生活支援サービス

配食（栄養改善、一人暮らし高齢者に対する見守りを含むもの）
住民ボランティアなどによる定期的な訪問による見守りと緊急時の対応
その他自立支援に役立つ生活支援（訪問型サービス・通所型サービスと
一体的に提供されるもの）

一般介護予防事業

65歳以上の人なら誰でも利用できます。

地域の住民が主体となった「通いの場」や市区町村が行う体操教室や介護予防に
関する講演会などに参加できます。一般介護予防事業は、65歳以上の人なら誰でも
利用できるサービスです。
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介護保険料

介護保険料を納めましょう

保険料の納め方は2種類に分かれます

保険料の納め方は、みなさんが受給している年金額によって2種類に分けられます。65

歳になった月（65歳の誕生日の前日が属する月）の分から、原則として年金から納めます。

介護保険は、みなさんの保険料が大切な財源になっています。介護が必要となったときに、
だれもが安心してサービスを利用できるよう、保険料は忘れずに納めましょう。

65歳以上の人（第1号被保険者）の保険料

特別徴収

普通徴収

老齢（退職）年金、遺族年金、障害年金が

老齢（退職）年金、遺族年金、障害年金が

年金から天引き

納付書・口座振替

年額18万円以上の人

年額18万円未満の人

65歳以上の人の保険料は、市区町村の介護保険サービスにかかる

費用などから算出された「基準額」をもとにして決まります。その
基準額をもとに、所得に応じた保険料が決められます。

第1号被保険者の基準額はこのように決まります
基準額

＝

÷12か月

市区町村の第1号被保険者数

●市区町村によって、必要となるサービスの量や65歳以上の人数が異なるため、基準額も市区町村ごとに異なります。

保険料を滞納すると…
サービスを利用したとき、利用者は実際にかかる費用の一部を負担※1しますが、保険料
を滞納していると滞納期間に応じて次のような措置がとられます。
※1

利用者負担割合についてはP6を参照ください。

1年以上滞納すると

1年6か月以上滞納すると

2年以上滞納すると

サービス費用の全額を
いったん利用者が負担
します。申請により、
あとで保険給付分が支
払われます。

サービス費用の全額を利用者
が負担します。申請後も保険
給付の一部、または全部が一
時的に差し止めとなり、滞納
していた保険料に充てられる
こともあります。

サービスを利用すると
利用者負担が3割または
4割 ※2 に引き上げられ
たり、高額介護サービ
ス費等が受けられなく
なったりします。
※2

保険料の納付が困難なときは、まずご相談ください。

利用者負担の割合が3割の人
が滞納した場合、4割に引き
上げられます。

年金から保険料があらかじめ天引き
されます。

お早めに市区町村の担当窓口までご相談ください。
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関などを通じて保険料を納めます。

年金が年額18万円以上でも一時的に納付書で納めることがあります
次の場合は、特別徴収に切り替わるまで、一時的に納付書で納めます。
●年度途中で65歳（第1号被保険者）になった場合
●収入申告のやり直しなどで、保険料の所得
段階が変更になった場合
●他の市区町村から転入した場合
●年度途中で年金〈老齢（退職）年金、遺族年金、 ●年金が一時差し止めになった場合
障害年金〉の受給が始まった場合
……など

40歳以上65歳未満の人（第2号被保険者）の保険料
40歳以上65歳未満の人の保険料は、加入している医療保険の算定方法
により決められます。医療保険料と一括して納めます。

国民健康保険に加入している人

職場の医療保険に加入している人

決め方

保険料は国民健康保険税（料）の
算定方法と同様に、世帯ごとに決
められます。

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。

納め方

医療保険分、後期高齢者支援金分、
介護保険分を合わせて、国民健康保
険税（料）として世帯主が納めます。

医療保険料と介護保険料を合わせて、給与お
よび賞与から徴収されます。

災害や失業など、やむを得ない理由で保険料を納めることが難しくなったと
きは、保険料の減免や納付猶予が受けられることがあります。困ったときは、

市区町村から送付されてくる納付
書や口座振替で、期日までに金融機

介護保険料

（月額）

市区町村の介護保険サービス総費用のうち
第1号被保険者負担分（23％）

年金の定期支払い（年6回）の際、

※40歳以上65歳未満の被扶養者は、保険料を個別に納める必要
はありません。
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