
介護保険住宅改修施工事業者研修会

（平成２７年度）

安城市福祉部高齢福祉課介護給付係
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日時 平成２７年７月２１日（火）

午後２時から（１時間程度）

場所 安城市役所西会館第３６会議室



介護保険制度の改正点について

【平成27年8月施行】

１．一定以上所得者の負担割合の見直しについて

２．補足給付の見直しについて

３．高額介護サービス費の見直しについて

４．特養の相部屋（多床室）に入所する市町村民

税課税世帯の方等の部屋代負担について
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一定以上所得者の負担割合の

見直しについて
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2割負担となる一定以上所得者の基準

高齢化の進展に伴う介護費用の増大の中で、保険料の上昇を可

能な限り抑えつつ、制度の持続可能性を高めるため、これまで

一律1割に据え置いている利用者負担について、相対的に負担能

力のある一定以上所得者の負担割合を2割とすることとされ、受

給者自身に負担割合を適切に知らせるとともに、サービス事業

者窓口での利用者負担徴収の際にいずれの負担割合で徴収すれ

ばよいかを判別できるように「負担割合証」を交付します。

○65歳以上の被保険者のうち所得上位20％に相当する基準で

ある合計所得金額160万円以上の方（単身で年金収入のみの

場合、280万円以上）を基本とします。

○合計所得金額が160万円以上であっても、実質的な所得が

280万円に満たないケースや2人以上世帯における負担能力

が低いケースについては、その負担能力を考慮し、「年金収

入とその他の合計所得金額」の合計が単身で280万円、2人

以上世帯で346万円未満の場合は、1割負担に戻します。
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「一定以上所得者」とは

次の①②両方にあてはまる方のことです。

①本人の合計所得金額が160万円以上

②同一世帯の65歳以上の方（第一号被保険者）の年金収入＋

その他の合計所得金額が、単身で280万円以上、2人以上世帯

で346万円以上

※生活保護受給者・市町村民税非課税者は除く。

●合計所得金額とは…

収入から、公的年金控除・給与所得控除・必要経費を控除し

た後で、基礎控除（38万円）・人的控除などの控除をする

前の所得金額

●その他の合計所得金額とは…

合計所得金額から年金所得を除いた額
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65656565歳以上の歳以上の歳以上の歳以上の

本人の本人の本人の本人の

合計所得金額合計所得金額合計所得金額合計所得金額がががが

160160160160万円万円万円万円

同一世帯の同一世帯の同一世帯の同一世帯の65656565歳以上の方の歳以上の方の歳以上の方の歳以上の方の

とととと の合計がの合計がの合計がの合計が

以上以上以上以上

未満未満未満未満

以上以上以上以上

未満未満未満未満

2222割負担割負担割負担割負担

1111割負担割負担割負担割負担

1111割負担割負担割負担割負担

年金年金年金年金

収入収入収入収入

その他その他その他その他のののの

合計所得合計所得合計所得合計所得金額金額金額金額

単身単身単身単身 ：：：：280280280280万円万円万円万円

：：：：346346346346万円万円万円万円

【イメージ図】

※※※※生活保護受給者・市町村民税非課税者は生活保護受給者・市町村民税非課税者は生活保護受給者・市町村民税非課税者は生活保護受給者・市町村民税非課税者は1111割負担割負担割負担割負担

2222人以上人以上人以上人以上
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Ｑ＆Ａ
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①居宅介護（介護予防）福祉用具購入費や居宅介護（介護予防）住

宅改修費について、いつの時点の負担割合が適用されますか？

（答）いずれも領収書記載時点における負担割合が適用されます。

②居宅介護（介護予防）福祉用具購入費及び居宅介護（介護予防）

住宅改修費について、限度額管理期間中に負担割合が変更となっ

た場合の支給限度額の算定方法はどのように行いますか？

（答）

支給限度額については、被保険者の負担割合に関わらずこれまで

通りであり、居宅介護（介護予防）福祉用具購入費であれば購入

費用の額が年間合計１０万円、居宅介護（介護予防）住宅改修費

については、現居住につき２０万円であるため、その範囲の中で

運用します。



【参 考】

住所・氏名・生年月日などに誤りがないか確認住所・氏名・生年月日などに誤りがないか確認住所・氏名・生年月日などに誤りがないか確認住所・氏名・生年月日などに誤りがないか確認

しましょうしましょうしましょうしましょう

サービスを利用した際の負担割合が記載されサービスを利用した際の負担割合が記載されサービスを利用した際の負担割合が記載されサービスを利用した際の負担割合が記載され

ていますていますていますています

負担割合証の有効期間は、毎年８月１日から負担割合証の有効期間は、毎年８月１日から負担割合証の有効期間は、毎年８月１日から負担割合証の有効期間は、毎年８月１日から

翌年７月３１日までです翌年７月３１日までです翌年７月３１日までです翌年７月３１日までです
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補足給付の見直しについて

特別養護老人ホームなどの介護保険施設へ

入所、またはショートステイを利用した場合に

かかる食費・居住費の軽減制度
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配偶者の所得及び資産の勘案

補足給付は低所得者を対象とした福祉的・経過的な給付である

が、その対象者については、施設への入所に伴い住民票を施設

に移すことで世帯が分離されることが多く、現行制度では、世

帯が分離された配偶者には負担能力があると考えられる場合に

も給付がなされる仕組みとなっており、在宅で生活する方との

公平性の観点等から、支給要件として下記の要件を追加するこ

ととなりました。

①配偶者の所得の勘案

世帯分離していても配偶者の所得を勘案

②預貯金等の勘案

預貯金等について、単身の場合は1000万円以下、夫婦の場合

は2000万円以下であること

③非課税年金の勘案【平成28年8月施行】

第2段階と第3段階は、年金収入及び合計所得金額の合計額で

判定しているが、遺族年金及び障害年金といった非課税年金

の額もこの額に含めて判定
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平成平成平成平成27272727年年年年7777月までの適用要件月までの適用要件月までの適用要件月までの適用要件

【所得要件】

住民税世帯非課税

平成平成平成平成27272727年年年年8888月からの適用要件月からの適用要件月からの適用要件月からの適用要件

【所得要件】

住民税世帯非課税

【資産要件】

別世帯に配偶者がいる場合は、別世帯に配偶者がいる場合は、別世帯に配偶者がいる場合は、別世帯に配偶者がいる場合は、

別世帯別世帯別世帯別世帯の配偶者も住民税非課税の配偶者も住民税非課税の配偶者も住民税非課税の配偶者も住民税非課税

預貯金等が一定額預貯金等が一定額預貯金等が一定額預貯金等が一定額

（単身で（単身で（単身で（単身で1000100010001000万円、万円、万円、万円、

夫婦で夫婦で夫婦で夫婦で2000200020002000万円）以下万円）以下万円）以下万円）以下

【【【【イメージ図イメージ図イメージ図イメージ図】】】】
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預貯金等の範囲

種類種類種類種類 対象か否か対象か否か対象か否か対象か否か 確認方法確認方法確認方法確認方法

預貯金（普通・定期） ○

通帳の写し（インターネットバンクであ

れば口座残高ページの写し）

有価証券（株式・国債・地方債・社債な

ど

○

証券会社や銀行の口座残高の写し

（ウェブサイトの写しも可）

金・銀（積立購入を含む）など、購入先

の口座残高によって時価評価額が容

易に把握できる貴金属

○

購入先の銀行等の口座残高の写し

（ウェブサイトの写しも可）

投資信託 ○

銀行、信託銀行、証券会社等の口座残

高の写し（ウェブサイトの写しも可）

タンス預金（現金） ○ 自己申告

負債（借入金・住宅ローンなど） ○ 借用証書など

生命保険 × －

自動車 × －

貴金属（腕時計・宝石など時価評価額

の把握が困難であるもの）

× －

その他高価な価値のあるもの（絵画・骨

董品・家財など）

× －

○預貯金等の基本的な考え方は以下のとおりです。
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【参考】

判定方法の見直しにより、非該当となった場合についても、下記の①～⑥全ての

要件を満たした場合、「市町村民税課税層における特例減額措置」として、利用

者負担第3段階の負担限度額が適用されます。

①その属する世帯の構成員の数（その方の配偶者が同一の世帯に属していないと

きは、その数に1を加えた数）が2以上であること。

②介護保険施設に入所又は入院し、利用者負担第4段階の食費、居住費の負担を

行うこと。

③世帯の年間収入から、施設の利用者負担（施設サービス費の1割負担または2

割負担、食費、居住費）の見込み額を除いた額が1年あたり80万円以下になる

こと。

○世帯：施設入所にあたり世帯分離した場合でも、世帯の年間収入は従前の世

帯構成員の収入で計算します。（配偶者を含む。）

○収入：公的年金等の収入金額＋合計所得金額です。（ただし、合計所得の雑

所得を計算する上では、公的年金等に係る雑所得を算入しません。）

○施設の利用者負担：特例減額措置の申請の際に入所する施設の1割負担また

は2割負担、食費、居住費の見込み額を計算します。

（高額介護サービス費の支給が見込める場合は、その見

込み額を控除します。）

④世帯（配偶者を含む。）の現金、預貯金等（有価証券、債権等を含む。）の額

が450万円以下であること。

⑤世帯（配偶者を含む。）がその居住の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しうる資産を有していないこと。

⑥介護保険料を滞納していないこと。（配偶者を含む。）
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預貯金等の範囲（市町村民税課税層における特例減額措置の場合）

種類種類種類種類 対象か否か対象か否か対象か否か対象か否か 確認方法確認方法確認方法確認方法

預貯金（普通・定期） ○

通帳の写し（インターネットバンクであ

れば口座残高ページの写し）

有価証券（株式・国債・地方債・社債な

ど

○

証券会社や銀行の口座残高の写し

（ウェブサイトの写しも可）

投資信託 ○

銀行、信託銀行、証券会社等の口座残

高の写し（ウェブサイトの写しも可）

タンス預金（現金） ○ 自己申告

○預貯金等の基本的考え方は以下のとおり

１４

※金・銀（積立購入を含む）など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金

属は含まれません。

※負債（借入金・住宅ローンなど）があった場合も上記預貯金等の合計額から控除されません。



高額介護サービス費の

見直しについて
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現役並み所得者に相当する方に係る負担限度

額の見直し

一定以上所得者の利用者負担の見直しとともに、制度の持続可

能性を高めるため、現行制度では低所得者を除き、37,200円と

されている1ヶ月の負担限度額について、一定の所得を有する方

（現役並み所得者）の負担限度額を44,400円に見直すこととな

りました。

●現役並み所得者とは…

同一世帯に課税所得145万円以上の65歳以上の方がいて、世

帯内の65歳以上の方の収入の合計が単身で383万円以上、2人

以上で520万円以上の方

※この基準は、医療保険における70歳以上の高額療養費の

限度額に係る基準と同じです。

●課税所得とは…

収入から公的年金等控除、必要経費、給与所得控除等の地方

税法上の控除金額を差し引いた後の額
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平成平成平成平成27272727年年年年7777月までの段階区分月までの段階区分月までの段階区分月までの段階区分 平成平成平成平成27272727年年年年8888月からの段階区分月からの段階区分月からの段階区分月からの段階区分

【【【【イメージ図イメージ図イメージ図イメージ図】】】】

利用者負担段階区分 限度額

●一般

●市町村民税世帯非

課税

●生活保護の受給者

など

●・公的年金等の収入

額と合計所得金額

の合計が80万円以

下の方

・老齢福祉年金の受

給者

37,200円

24,600円

15,000円

（個人）

15,000円

（個人）

利用者負担段階区分 限度額

●現役並み所得者●現役並み所得者●現役並み所得者●現役並み所得者

●一般 37,200円

44,40044,40044,40044,400円円円円
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申請主義と申請勧奨

課税所得145万円以上の場合でも、同一世帯内の第1号被保険者

の収入が1人のみの場合383万円（2人以上の場合520万円）に満

たない場合には、「一般」（上限37,200円）に戻すこととされ

ていますが、前年の収入による判定をするため、下記のいずれ

にも該当する方に申請（基準収入額適用申請書）を勧奨し、被

保険者は当該申請をした場合に「一般」に戻ることがあります。

勧奨対象者

○世帯内に課税所得145万円以上の第1号被保険者がいること

○世帯内に要介護（支援）認定を受けている方がいること

※当該申請により基準を下回る場合には、原則申請があった月

の翌月初日から上限を37,200円とします。
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特養の相部屋（多床室）に入所

する市町村民税課税世帯の方等

の部屋代負担について
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○特別養護老人ホームの相部屋（多床室）に入所する方（ショート

ステイ利用者を含む。）のうち、市町村民税課税世帯の方等につ

いては、新たに「室料相当」を負担していただくことになります。

※相部屋（多床室）の居住費の基準となる額（基準費用額）に

ついては、１日当たり３７０円から８４０円へと変更となり

ます。
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