
サービスの支給限度額（1か月）のめやす

・上記の支給限度額は、利用するサービスの種類や事業所の所在地により若干の違いがあります。

・福祉用具購入費と住宅改修費は上記の限度額に含まれません。

（例）　要介護1（1割負担）のかたが、17万5,000円分のサービスを利用した場合の自己負担額は

　実際に利用した金額　17万5,000円

利用者負担額

　支給限度額　16万7,650円 1万6,765円 2万4,115円

●負担割合の決まり方 ●負担割合証で確認を！

本人と同一世帯の６５歳以
上のかたの「年金収入＋そ
の他の合計所得金額」が単
身世帯で２８０万円以上、
２人以上の世帯で３４６万
円以上

２割
負担

220万円以上

本人と同一世帯の６５歳以
上のかたの「年金収入＋そ
の他の合計所得金額」が単
身世帯で３４０万円以上、
２人以上の世帯で４６３万
円以上 ３割

負担

※負担割合は、個人ごとに決まるので、世帯
　内で負担割合が異なる場合があります。
※第2号被保険者は所得にかかわらず1割負
　担となります。

サービスを受けた時の自己負担の割合は、本人
などの前年の合計所得により決められます。

負担割合証が記載された「介護保険
負担割合証」が交付されます。

160万円未満

１割
負担

負担割合（１割、２割又は３割）を
記載した「負担割合証」を、初めて
認定を受けた際に、認定結果通知と
併せてお送りします。すでに認定を
　　　　　　　　　受けているかた
　　　　　　　　　には、毎年７月
　　　　　　　　　上旬に郵送しま
　　　　　　　　　す。サービス利
　　　　　　　　　用の時に必要で
　　　　　　　　　す。

160万円以上
220万円未満

要介護 5 36万2,170円 3万6,217円 7万2,434円 10万8,651円

1割負担

●食費・居住費(滞在費)・
　日常生活費など要介護 4 30万9,380円 3万　938円 6万1,876円 9万2,814円

＋
支給額限度を

超えた分
7,350円

＝

要介護 3 27万　480円 2万7,048円 5万4,096円 8万1,144円

要介護 1 16万7,650円 1万6,765円 3万3,530円 5万　295円 ●支給限度額を超えた
　利用者負担要介護 2 19万7,050円 1万9,705円 3万9,410円 5万9,115円

サービス利用時の費用負担

費用の一部を負担します
おもな在宅サービスでは、要介護状態区分に応じて、介護保険から給付され
る額（利用できるサービスの量）の上限が決められていて、その範囲内での
サービスを利用した場合、その額の1割、2割又は3割（自己負担割合）が自
己負担となります。ただし、上限を超えてサービスを利用した場合は、超え
た分は全額が自己負担になります。

要介護度 支給限度額 自己負担（1割） 自己負担（2割） 自己負担（3割） このような費用は
介護保険給付の
対象となりません

要支援 1 5万　320円 5,032円 1万 　 64円 1万5,096円

要支援 2 10万5,310円 1万　531円 2万1,062円 3万1,593円

は い

いいえ

は い
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高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額＜年額／8月～翌年7月＞

※低所得者Ⅰ区分の世帯で介護（介護予防）サービスの利用者
　が複数いる場合、医療保険からの支給は上表の算定基準額で
　計算され、介護保険からの支給は別途設定された算定基準額
　の「世帯で31万円」で計算されます。

所得区分について、
詳しくは高齢者支援課まで
お問い合わせください。

一般 60万円 56万円

低所得者Ⅱ
34万円

31万円

低所得者Ⅰ※ 19万円

現
役
並
み

課税所得690万円以上 212万円 212万円

課税所得380万円以上 141万円 141万円

課税所得145万円以上 67万円 67万円

高額医療・高額介護合算制度＜年額／8月～翌年7月＞

介護保険と医療保険の両方の利用者負担が高額になった場合は、介護保険と医
療保険のそれぞれの月額の限度額を適用後、年間（8月～翌年7月）の自己負
担額を合算して、下表の限度額を超えた場合は、申請により、超えた分が後か
ら介護保険と医療保険より支給されます（高額医療・高額介護合算制度）。対
象と思われるかたへ医療保険より申請書が送付されます（国保・後期高齢者医
療制度にご加入のかたに限ります）ので、高齢者支援課までご提出ください。

所得区分 70歳未満のかた 70歳以上のかた

高額介護(予防）サービス費

同じ月に利用したサービスの利用者負担（1割、2割又は3割）が高額になっ
た場合は、1か月の利用者負担を合算（同じ世帯内に複数の利用者がいる場合
には、世帯合算）して、上限額（下表）を超えたときは、申請により超えた分
が「高額介護（予防）サービス費」として後から支給されます。対象のかたに
は市より申請書が送付されますので、高齢者支援課までご提出ください。

対象者の区分 該当条件 自己負担上限額（月額）

年収約1,160万円以上 14万   100円（世帯）

年収約770～1,160万円未満   9万3,000円（世帯）

年収約770万円未満   4万4,400円（世帯）

下記以外   2万4,600円（世帯）

  2万4,600円（世帯）

  1万5,000円（個人）

生活保護を受けている人   1万5,000円（世帯）

世帯員に住民税課税者がいる

世帯全員が住民税非課税者
前年の合計所得金額と公的年
金，収入額の合計が年間80万
円以下
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①世帯全員が市民税非課税

②別世帯の配偶者がいる場合は、その配偶者も市民税非課税

●負担限度額（1日あたり）

※第２号被保険者は、上記にかかわらず資産の状況が単身1,000万円、夫婦2,000万円です。

※居住費※の上段は特別養護老人ホーム等、下段（）は老人保健施設・介護療養型医療施設等です。

※施設の設定した居住費(滞在費)・食費が限度額を下回る場合は、施設の設定した金額が基準となります。

※限度額を超えた分は、特定入所者介護サービス費として介護保険から施設に支払われます。

※申請には、通帳等の写しが必要です。

この制度は、居宅で介護サービスを利用せず、医療機関に月8日以上の入院
をしていない要介護4・5の認定を受けている要介護高齢者の介護をしてい
る家族のかたに対し慰労金を支給するものです。対象と思われるかたには、
市より申請書が送付されますので、高齢者支援課までご提出ください。

利用者や家族のかたへの負担軽減
介護保険負担限度額認定（特定入所者介護サービス費）

申請が必要です

低所得のかたの施設利用が困難とならないように、居住費・食費は下表の負
担限度額までとなる自己負担の軽減制度です。負担の軽減を受けるために
は、高齢者支援課窓口に申請して「介護保険負担限度額認定証」の交付を受
け、サービスを受けるときに事業者に提示することが必要です。

対象要件

次の3つのすべ
てを満たすかた ③預貯金等の額が一定の金額以下

（所得の状況により預貯金等の金額が異なります。詳しくは下記をご覧ください）

社会福祉法人による施設サービス負担額軽減制度
申請が必要です

この制度を実施している特別養護老人ホームに入所されていて、生計が困難
と認められたかたの施設サービス費（自己負担額・居住費・食費）が軽減さ
れます。この制度を受けるためには高齢者支援課が発行する認定証が必要で
す。対象要件、申請方法など詳しくはお問い合わせください。

柏市家族介護慰労金支給制度
申請が必要です

370円 1,310円 1,310円
650円

【1,000円】

前年の合計所得金額＋
年金収入額が80万円超
120万円以下のかた

所得の状況

単身：550万円以下
夫婦：1,550万円以下

単身：1,000万円以下
夫婦：2,000万円以下

単身：650万円以下
夫婦：1,650万円以下

820円

(1,310円）

320円
（490円）

420円

（490円）
820円 490円

1,310円 1,310円
1,360円

【1,300円】

利用者
負担段階

老齢福祉年金受給者の
かた

生活保護受給者のかた

世
帯
全
員
が
住
民
税
非
課
税

預貯金等の資産の状況

３－①

ユニット型
個室

３－②
前年の合計所得金額＋
年金収入額が120万円
を超えるかた

370円
単身：500万円以下

夫婦：1,500万円以下
820円

(1,310円）

300円
【300円】

2
前年の合計所得金額＋
年金収入額が80万円以
下のかた

370円
390円

【600円】

1 0円 820円 490円

居住費（滞在費）1日あたり
食費

【ショート
ステイ】

従来型
個室※

多床室
ユニット型
個室的多床

室
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●対象となる居宅サービス

①要支援、要介護認定者で柏市に住民票、居住実態がある

②世帯全員が所得税非課税で、年間の収入が生活保護基準の1.3倍以内

③生計を同一にする世帯に活用できる資産がない

④世帯全員の預貯金が100万円以下

⑤給付制限を受けていない

⑥生活保護を受けていない

プチコラム

年をとって心身の活力（筋力、認知機能、社会とのつながりなど）が低
下した状態を「フレイル」と言います。フレイルの兆候を早期に発見
し、日常生活を見直すことでフレイルの進行を抑制したり、健康な状態
に戻ることが出来ると言われています。

まずフレイルの兆候にいち早く気づくことが大切です。定期的にフレイ
ルチェックを受けましょう！

フレイルを予防するためには、栄養（食・口腔機能）、運動、社会参
加の３つをバランスよく実施することが大切です。

柏市介護保険居宅サービス利用者負担金助成
申請が必要です

低所得のかたを対象に、下記の20種類の居宅サービスについて、自己負担
額の一部を助成します。助成を受けるためには、高齢者支援課が発行する認
定証が必要です。申請方法など詳しくはお問い合わせください。

訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーショ
ン、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護（以上、介護予防サー
ビスを含む）、訪問介護、通所介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時
対応型訪問介護看護、地域密着型通所介護、看護小規模多機能型居宅介護、
第1号訪問事業、第1号通所事業

対象要件

次の６つのすべ
てを満たすかた

フレイルって何だろう？

フレイルを予防するにはどうしたら良いの？

フレイルを予防する３つの柱

出典：フレイル予防ハンドブック
（東京大学高齢社会総合研究機構

飯島勝矢教授監修）
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