
加入者

介護保険料の納め方は、年金の額に応じて異なります。

・40～64歳のかたの介護保険料の金額の決め方と納め方は、加入している医療保険ごとに異な
　ります。詳しくは加入している医療保険にお問い合わせください。

・災害などの特別な事情で納付が困難なかたは、保険料の徴収猶予及び減免などを受けられるこ
　とがありますので、高齢者支援課資格保険料担当(☎04-7167-1022)へご相談ください。

介護保険料は、65歳の誕生日の前日が属する月の分から納めます。
　例：7月1日が65歳の誕生日のかた→6月分から納めます
　　　7月2日が65歳の誕生日のかた→7月分から納めます

第1号被保険者
（65歳以上のかた）
原因に関わらず、介護が必要であると認定された場合
にサービスを利用できます。
65歳になる前月に、介護保険証が交付されます。

※特定疾病（16種類）

●がん（医師が一般に認められている医学的知見に基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）　●関節リウマチ　●筋萎縮性側索硬化症
●後縦靭帯骨化症　●骨折を伴う骨粗しょう症　●初老期における認知症
●早老症　●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
●脊柱管狭窄症　●脊髄小脳変性症　●多系統萎縮症　●脳血管疾患
●閉塞性動脈硬化症　●慢性閉塞性肺疾患
●糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
●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

第２号被保険者
（医療保険に加入している40～64歳のかた）
老化が原因とされる病気（特定疾病※）により介護が
必要であると認定された場合にサービスを利用できま
す。
認定をうけた方に介護保険証が交付されます。

年金が年額18万円未満のかた 納付書や口座振替で個別に納めます

年金が年額18万円以上のかた 年金から天引きされます（年6回）

・年金が年額18万円以上のかたも、年度の途中で65歳になった場合や他の市区町村から転入し
　た場合など、一時的に納付書で納めることがあります。
　原則、10月以降(柏市が年金受給を把握できた6か月後)から年金天引きになります。

介護保険制度のしくみ

みんなで支えあう制度です
介護保険制度は、柏市が保険者となって運営しています。40歳以上のかた
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。
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柏市（保険者）

地域包括支援センター
※下記参照・連絡先は裏表紙です

サービス事業者

●介護予防ケアプランの作成、介護予防ケアマネジメントなど

●高齢者に対する虐待の防止やその他の権利擁護事業 主任ケアマネジャー

●ケアマネジャーへの支援やネットワークづくり　など

介護保険証（見本）

介護保険のサービスを利用するときなどに必
要になります。大切に保管しましょう。

地域包括支援センターとは？
どんなスタッフがいるの？

地域包括支援センターは、介護予防ケ
アプランを作成するほか、市・医療機
関・サービス提供事業者・ボランティ
アなどと協力しながら、地域の高齢者
のさまざまな相談に対応する総合的な

役割を担っています。

主にどんなことをするの？ 社会福祉士 保健師
又は経験のある看

護師
●高齢者や家族、地域住民からの介護や福祉に関する
　相談への対応、支援

介
護
報
酬
の

請
求

介
護
報
酬
の

支
払
い

連携

連携

介護保険証を交付 要介護認定

介護保険料の支払い 要介護認定の申請

利用料の支払い（費用の1～3割）

サービスの提供

支援

相談
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介護保険料の決まり方・納め方

介護保険は、国や都道府県、市区町村が負担する「公費（税金）」と、みな
さん一人ひとりが納める「介護保険料」を財源として運営されています。

社会全体で介護保険を
支えています

65歳以上のかたの介護保険料の決まり方

65歳以上のかたの介護保険料は、柏市の介護サービス費用がまかなえるよ
う算出された「基準額」をもとに決まります。「基準額」は3年ごとに見直
されます。

基準額の決まり方

基準額とは、各所得段階において介護保険料を決める基準となる額のことで
す。

介護保険料は、基準額をもとに、所得の低いかたなどの負担が大きくならな
いよう本人や世帯の課税状況や所得に応じて決まります。

40～64歳

のかたの

介護保険料

65歳以上のかた

の介護保険料は、

所得に応じた負担

となるよう

18の段階に分か

れています。

公費（税金）

国25%

千葉県12.5%

柏市12.5%

基準額

(年額)

市に住む65歳

以上の方の人数

65歳以上のか

たの負担分

23％

市で必要な介

護サービスの

総費用

（令和3年度～令和5年度）

65歳以上

のかたの

介護保険料
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あなたの介護保険料を確認しましょう

　柏市の令和3年度から3年間の「基準額」67,200円（年額）／5,600円（月額）

第1段階 基準額×0.25

基準額×0.35

基準額×0.65

基準額×0.80

調整率

本人が市民税課税で、合計所得金額が700万円
以上800万円未満のかた

本人が市民税課税で、合計所得金額が800万円
以上900万円未満のかた

本人が市民税課税で、合計所得金額が900万円
以上1,000万円未満のかた

第12段階

第13段階

第14段階

第15段階

第16段階

所得段階

第5段階

基準額×1.05

基準額×1.33

基準額×1.49

基準額×1.59

基準額×1.79

基準額×1.89

基準額×1.00
（基準額）

第6段階

基準額×2.00

基準額×2.15

基準額×2.30

基準額×2.45

基準額×2.60

※2　合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額で所得控除（扶養控除、医
　　　療費控除等）や損失の繰越控除する前の金額です。年金所得又は給与所得がある場合は、それらの
　　　合計額から10万円を控除した金額となります。また、土地建物の譲渡所得がある場合は特別控除
　　　後の金額となります。

基準額×1.10

基準額×1.22

本人が市民税課税で、合計所得金額が1,000万
円以上1,500万円未満のかた

164,640円

※1　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係る雑所得を控除した金額です。給与所得
　　　については所得金額調整控除（租税特別措置法第41条の3の3第2項）の適用がある場合は、給与所
　　　得に所得金額調整控除の額を加えて得た額から10万円を控除した金額、所得金額調整控除の適用が
　　　ない場合は、給与所得から10万円を控除した金額です。

100,120円

106,840円

120,280円

第17段階

第18段階

第7段階

第8段階

第9段階

第10段階

第11段階

134,400円

144,480円

16,800円

23,520円

43,680円

53,760円

67,200円

70,560円

73,920円

81,980円

89,370円

第2段階

第3段階

第4段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が1,500万
円以上のかた

この「基準額」をもとに、所得に応じた負担になるように、18段階の保険料に分かれます。

保険料（年額）

174,720円

対象となるかた

●生活保護受給者のかた

●世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額
とその他の合計所得金額※1の合計が80万円以
下のかた

世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と
その他の合計所得金額の合計が80万円を超え
120万円以下のかた

世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と
その他の合計所得金額の合計が120万円を超え
るかた

本人が市民税非課税で、同じ世帯に市民税課税
者がいて本人の課税年金収入額とその他の合計
所得金額の合計が80万円以下のかた

本人が市民税非課税で、同じ世帯に市民税課税
者がいて本人の課税年金収入額とその他の合計
所得金額の合計が80万円を超えるかた

本人が市民税課税で、合計所得金額※2が120
万円未満のかた

本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円
以上150万円未満のかた

本人が市民税課税で、合計所得金額が150万円
以上210万円未満のかた

本人が市民税課税で、合計所得金額が210万円
以上320万円未満のかた

本人が市民税課税で、合計所得金額が320万円
以上400万円未満のかた

本人が市民税課税で、合計所得金額が400万円
以上500万円未満のかた

本人が市民税課税で、合計所得金額が500万円
以上600万円未満のかた

本人が市民税課税で、合計所得金額が600万円
以上700万円未満のかた

127,000円

154,560円
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年金が年額18万円未満のかた→

【納付書】や【口座振替】で各自納めます

●介護保険料の年額を納付期限に合わせて納めます。

※　口座振替の開始は、通常、申し込み日の翌々月からになります。

年金が年額18万円以上のかた→

年金から【天引き】になります

！

●年度途中で保険料が増額になった →

●年度途中で65歳になった

●年度途中で他の市区町村から転入した

●保険料が減額になった

●年金が一時差し止めになった　など

65歳以上のかたの介護保険料の納め方

●介護保険料の年額が、年金の
　支払い月（4月・6月・8月・
　10月・12月・2月）の年6回
　に分けて天引きになります。

4月、6月、8月は、仮に算定された保険料を納め（仮徴収）、10月、12月、2月
は、確定した年間保険料額から仮徴収分を除いた額を納めます（本徴収）。

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。

●年度途中で老齢（退職）年金・遺族年
　金・障害年金の受給が始まった

→

原則、10月以降（柏市が年金受給を
把握できた6か月後）から年金天引き
になります。
それまでは納付書で納めます。

増額分を納付書で納めます

65歳になった月（65歳の誕生日の前日の属する月）の分から納めます。納
め方は受給している年金※の額に応じて次の2通りに分かれ、個人で納め方
を選ぶことはできません。

※　受給している年金とは、老齢（退職）年金・遺族年金・障害年金をいいます。
　　老齢保険年金は対象にはなりません。

普
通
徴
収

●柏市から納付書が送付されますので、柏市指定の金融機関等で納めてく
ださい。

手
続
き

　忙しいかた、なかなか外出ができないかたは、

　口座振替が便利です。
①　介護保険料の納付書、通帳、印かん（通帳届出印）を用意します。

②　取り扱い金融機関で「口座振替依頼書」に必要事項を記入し、申し込み
　　ます。

※　口座の残高をご確認ください。残高不足で引き落としされなかた場合は、
　　納付書で納めることになります。

本年度
4月 6月 8月→10月 12月 2月

仮徴収 本徴収

特
別
徴
収
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保険料が第1段階から第3段階のかたで収入が少なく生活が困窮し
ているかたや、災害などの特別な事情で介護保険料を納めること
が難しくなった場合は、減免や猶予が受けられる場合があります
ので高齢者支援課へご相談ください。

⬇
2年以上
滞納すると

引き続き、利用したサービス費用はいったん全額自己負担となり、申請し
ても保険給付費の一部又は全額が一時的に差し止められます。
滞納が続く場合は、差し止められた額から介護保険料が差し引かれる場合
があります。

上記に加えて、滞納期間に応じて、利用したサービス費用の自己負担割合
が3割または4割に引き上げられたり、高額介護サービス費、特定入所者
介護サービス費などが受けられなくなったりします。

利用したサービス費用はいったん全額自己負担します。
申請により後から保険給付費（本来の自己負担を除く費用）が支払われま
す。

　介護保険料を滞納すると？
特別な事情※もなく介護保険料を納めないでいると、次のような措置がとら
れます。介護保険料は納め忘れのないよう納期限までに納めましょう。

納期限を
過ぎると

督促が行われます。延滞金が加算される場合があります。

1年以上
滞納すると

⬇

⬇

1年6か月以上
滞納すると

職場の健康保険に
加入しているかた

40～64歳のかたの保険料

40～64歳のかた（第2号被保険者）の介護保険料は、加入している医療保
険の算定方式を基本として決まります。詳しくは加入している医療保険にお
問い合わせください。

納め方決まり方

世帯に属している第2号被保
険者の人数や、所得などに
よって決まります。

同じ世帯の第2号被保険者全
員の医療分・後期高齢者支援
分と介護分を合わせて、世帯
主が納めます。

国民健康保険に
加入しているかた

加入している医療保険の算定
方式にもとづいて決まりま
す。

医療分・後期高齢者支援分と
介護分を合わせて、給与から
差し引かれます。
※40～64歳の被扶養者は個別に
保険料を納める必要はありませ
ん。
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