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令和４年（2022年）6月11日（土曜日） No.１５０４区のおしらせ 6 月 1 1 日号

　65歳以上の方の令和４年度の介護
保険料を決定しました。介護保険料
納入通知書兼介護保険料特別徴収開
始通知書を６月中旬に発送します。
保険料の納入方法
特別徴収
　老齢年金や退職年金などの受給額
が年額180,000円以上の方は、原則、
年金の定期支払い（年６回）の際、あ
らかじめ年金から保険料が差し引か
れます。
普通徴収
　特別徴収の対象とならない方は、
原則、口座振替で納付してください。
口座登録がお済みでない方は、早め
に口座登録をお願いします。ただし、
以下の事情で口座振替ができない場
合は納付書でお支払いをお願いしま
す。
・ 納期限を過ぎた保険料を納付する
とき
・預金口座を保有していないとき
・ 口座振替の開始手続きが完了する
以前の納期分の保険料を納付する
とき
◎ 令和４年４月以降に賦課された保
険料を納期限後に納付した場合は、

納期限の翌日から納付までの日数
に応じた延滞金が保険料額に加算
されます。

　なお、保険料は６月から翌年３月
までの年10回で納付します。各月納
期分の納付書と、年間保険料の一括
用納付書を同封しています。金融機
関、コンビニエンスストアおよびキ
ャッシュレス決済で納付できます。
令和４年１月２日以降に転入され
た方や、住所地特例施設に入所さ
れている方
　６月以降に所得状況を前住所地な
どに照会します。それに伴い、保険
料が変更になる場合があります。
保険料の減免
　災害など（新型コロナウイルス感
染症の影響を含む）の特別な事情に
より保険料を支払うことが一時的に
困難な場合は、保険料の徴収猶予や
減免制度があります。　
逢・保険料の算定について
　介護保険課介護認定係
　☎（３５４６）５６４１
・納付方法、延滞金について
　保険年金課収納係
　☎（３５４６）５３６５

介護保険サービスの利用者負担
　介護保険サービスの利用者負担は
１割、２割または３割です。対象者
および負担割合については、別表１
を参照してください。
　負担割合を記載した介護保険負担
割合証は、要介護認定を受けている
方および総合事業対象者に７月中に
送付する予定です。なお、新規に要
介護認定を受けられた方には、要介
護状態区分が記載された被保険者証
と一緒に負担割合証を送付します。
逢介護保険課介護認定係
　☎（３５４６）５３８５
施設サービスなどを利用する際の
食費や居住費（滞在費）の負担を軽
減する制度
利用者負担限度額
　特別養護老人ホームやショートス
テイなどを利用すると、介護費用の
他に食費と居住費（滞在費）を負担す
る必要があります。この認定を受け
ると、所得の段階に応じた食費と居
住費（滞在費）の限度額までを自己負
担として支払い、残りの差額分を介
護保険から施設に給付します。
　この制度の認定証の有効期限は７
月31日（日）までです。認定証をお持
ちの方には、更新のご案内と申請書
類を送付しますので、忘れずに更新
手続きを行ってください。認定の可
否は、ご本人と世帯の所得および資
産額の状況によって決定します。
　内容については別表２・３を参照
してください。
　また、現在認定証をお持ちでない
方で、施設を利用中または利用を予
定されていて、別表２の要件を満た
す場合の新規申請は、随時受け付け
ています。

介護保険を利用する際の負担を
軽減する区の独自サービス
生計困難者に対する介護保険サービ
ス利用負担額軽減制度
　生計困難な方が、軽減制度を取り
扱っている事業者で対象のサービス
を利用した場合に、介護サービス費
や居住費、食費に係る利用者負担額
の４分の１を軽減します。内容につ
いては別表４・５を参照してくださ
い。制度の利用を希望される方は申
請してください。
生活援助サービス
　１人暮らしや高齢者のみの世帯な
どの原則要介護５の方で、介護保険
のサービスを限度額まで利用しても
自立した日常生活を営むことが困難
な場合、週４回までの生活援助およ
び週４時間までの病院内における付
き添い介助を介護保険とほぼ同額の
費用負担で利用できます。
寝たきり高齢者在宅支援入浴サービス
　家族などの介助だけでは入浴がで
きない要介護５の方で、感染症など
の理由から施設での入浴が困難な場
合に、浴槽を提供して入浴介護する
サービスです。介護保険のサービス
を限度額まで利用しても週１回の訪
問入浴介護サービスが受けられない
場合に利用できます。
◎ 区の独自サービスの認定期間は７
月31日（日）までです。現在認定を
受けていて要件に該当する方には、
更新のご案内を送付しますので、
忘れずに更新手続きを行ってくだ
さい。
◎ 生活援助サービスと寝たきり高齢
者在宅支援入浴サービスの申請に
当たっては、ケアプランなどの添
付書類が必要となりますので、担
当ケアマネージャーにご相談の上、
申請してください。

介護事業者情報検索サイトの
ご案内
　お住まいの地域やご希望に即した
介護事業者の情報を検索できるサイ
ト「けあプロ・NAVI」を運用してい
ます。区のホームページからもアク
セスできますので、介護事業所をお
探しの際は、ぜひご活用ください。
◎詳しくはお問い合わせください。

逢介護保険課事業者支援給付係
　☎（３５４６）５３７７
茜 中央区介護事業者情報検索システ
ム（けあプロ・NAVI）

　 https://www.u-system.com/
u-wins/chuo/（令和４年７月ま
で）

　 https://carepro-navi.jp/chuo
（令和４年８月から）

令和４年度介護保険料の決定

介護保険サービスを
ご利用の皆さんへ

別表1　介護サービスの利用者負担
負担割合 対象者
1割 本人の合計所得金額が160万円未満

2割
本人の合計所得金額が160万円以上
　ただし、年金収入とその他の合計所得金額が単身世帯で280万円以
上、同一世帯に65歳以上の方（本人を含む）が2人以上いる世帯で346
万円以上の場合

3割
本人の合計所得金額が220万円以上
　ただし、年金収入とその他の合計所得金額が単身世帯で340万円以
上、同一世帯に65歳以上の方（本人を含む）が2人以上いる世帯で463
万円以上の場合

◎ 第2号被保険者（40歳以上65歳未満の方）、区民税非課税の方などは上記にかか
わらず1割負担です。

別表2　利用者負担段階と対象者

負担段階
対象者要件

所得要件 資産要件

第1段階
本人および世帯全員が区民税非課
税であって、老齢福祉年金受給者、
生活保護受給者

預貯金などが、単身1,000万円以下
　　　　　　　夫婦2,000万円以下

第2段階
本人および世帯全員が区民税非課
税であって、合計所得金額、課税
年金収入額および非課税年金収入
額の合計が80万円以下の方

預貯金などが、単身650万円以下
　　　　　　　夫婦1,650万円以下

第3段階①

本人および世帯全員が区民税非課
税であって、合計所得金額、課税
年金収入額および非課税年金収入
額の合計が80万円超120万円以下
の方

預貯金などが、単身550万円以下
　　　　　　　夫婦1,550万円以下

第3段階②
本人および世帯全員が区民税非課
税であって、合計所得金額、課税
年金収入額および非課税年金収入
額の合計が120万円超の方

預貯金などが、単身500万円以下
　　　　　　　夫婦1,500万円以下

特別養護老人ホーム、短期入所生活介護
利用者負担限度額（円／日）

第1段階 第2段階 第3段階
①

第3段階
②

居住費

ユニット型個室 820 820 1,310 1,310 
ユニット型個室的多床室 490 490 1,310 1,310 
従来型個室 320 420 820 820 
多床室 0 370 370 370 

食　費 施設サービス 300 390 650 1,360 
短期入所サービス 300 600 1,000 1,300 

介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、短期入所療養介護
利用者負担限度額（円／日）

第1段階 第2段階 第3段階
①

第3段階
②

居住費

ユニット型個室 820 820 1,310 1,310 
ユニット型個室的多床室 490 490 1,310 1,310 
従来型個室 490 490 1,310 1,310 
多床室 0 370 370 370 

食　費 施設サービス 300 390 650 1,360 
短期入所サービス 300 600 1,000 1,300 

別表3　施設別、負担段階別の利用者負担限度額

別表4　生計困難者に対する介護保険サービス利用負担額軽減制度の対象者
対象者要件

区民税非課税世帯で、以下の①～⑤のすべての要件を満たしている方
①世帯の年間収入が基準収入額以下
②世帯の預貯金額（有価証券、債権などを含む）が基準貯蓄額以下
③ 世帯がその居住用に供する家屋、その他日常生活のために必要な資産以外に利
用できる資産を所有していない
④負担能力のある親族（別世帯含む）などに扶養されていない
⑤介護保険料を滞納していない

別表5　 生計困難者に対する介護保険サービス利用負担額軽減制度の基準収入
額・貯蓄額

世帯員数 世帯の年間収入額 世帯の預貯金額
1人 150万円 350万円
2人 200万円 450万円
3人 250万円 550万円


