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１ 適正な事業運営の確保 
 

（１）介護保険料収入の確保 

介護保険料は、介護保険制度を運営するための大切な財源の一つです。被保険者全員

がそれぞれの負担能力に応じて保険料を納めることは、公平性の確保や制度の安定的運

営に欠かせません。 

第１号被保険者の介護保険料の支払いについては、老齢福祉年金等を除く老齢基礎年

金など単独の年金で年額18万円以上である等、一定の要件を満たす年金受給者において

は、法令の定めにより「特別徴収」として年金から保険料の天引きが行われます。一方、

年金を受給していない方や年金の繰り下げ受給予定の方等においては、口座振替や納付

書で納付する「普通徴収」として、個別に徴収しています。 

このため、介護保険料の未納や滞納は普通徴収により生じることになりますが、区は

普通徴収の収納対策として、コンビニエンスストアやモバイルレジを活用し、時間や場

所、納付方法の選択肢を用意しています。また、未納の方へは、督促状及び催告書のみ

ならず、電話や個別の訪問により納付の意識啓発や納付勧奨を実施し、保険料収納の確

保に努めています。 

しかし、介護保険料は納付期限を過ぎてから時効までの期間が２年間のため、滞納さ

れた方への納付勧奨する期間が限られており、下表のとおり不納欠損額が生じている状

況です。 

そのため、滞納者の資力に応じ保険料を分割した金額での納付を促すなど納付相談を

行っています。また、今後も継続して納付状況を把握しながら納付勧奨業務を強化する

とともに、高額の滞納者に対しては資産の差し押さえ等を実施することで、保険料収入

の安定的な確保に努めていきます。 

 

 調定額 収納額 未納額 未納率 不納欠損額 

29年度 12,572,004,859円 11,847,838,049円 724,166,810円 5.76％ 196,644,031円 

30年度 13,556,180,599円 12,866,727,738円 689,452,861円 5.08％ 195,663,953円 

元年度 13,314,648,771円 12,670,760,212円 643,888,559円 4.83％ 175,717,060円 
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（２）事業所の適正な指定等 

介護が必要な状態になっても区民が住み慣れた地域で生活が継続できるよう、保険者

として地域密着型サービスや介護予防・日常生活支援総合事業のサービス提供事業所の

指定・支援を適切に行います。 

平成30年４月に東京都から区に移譲された居宅介護支援事業所に対する円滑かつ適

正な指定を行い、ケアマネジャーの支援の充実につなげていきます。 

事業所の開設に関わる事前相談や、開設後の事業所訪問、指定更新時の運営確認な

ど、事業所指定後も区の条例等に照らし適切な事業所運営ができるよう事業所を支援

し、利用者が安全で質の高いサービスを受けられるよう取り組みます。 

 

（３）介護保険制度や介護サービス等に係る情報提供 

元気な高齢者から支援や介護を必要とする全ての高齢者に向け、要介護状態等とな

ることの予防、要介護状態等の軽減・悪化の防止といった介護保険制度の基本的理念

を多様な機会を活用し、広く周知します。 

また、全ての高齢者が、住み慣れた地域の中で、「自立した日常生活」を継続してい

けるよう、介護予防に向けた地域の取組や、配食、見守り等の生活支援などの情報のほ

か、介護が必要になった場合は、多様な選択肢から適切なサービスが受けられるよう、

有益な情報を発信していきます。 

介護保険制度は、利用者の選択を基本としており、利用者の選択を通じて、サービス

の質の向上が進むことが期待されています。そのため、介護を必要とする利用者等に向

け、福祉サービス第三者評価等を活用した介護事業所の情報等や様々な介護サービスに

係る情報を発信していきます。 

 

※区は、第７期計画において「自立した日常生活」を、「可能な限り、できる範囲で、

自分の生活・人生に主体的に参画し、自分らしい生活を営むこと」と定義しました。 
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２ 利用者負担の軽減、所得が低い方等への対応 
 

（１）利用者負担軽減策 

①高額介護（予防）サービス費の支給（総合事業を含む） 

月の利用者負担額が、同一世帯の合計で下表の上限額を超えた場合は、その超えた

額を支給します。高額介護（予防）サービス費の支給は個人単位であり、世帯合算額

で上限額を超えた分を、個人の負担額の割合で按分して支給します。 

なお、総合事業の利用者負担額が加わる場合、高額介護（予防）サービス費の調整

後に、その自己負担額が上限額を超えた額を、高額介護予防サービス費相当事業費と

して支給します。 

 

所得段階 所得区分 上限額 

第1段階 

①生活保護の被保護者 ①個人15,000円 

②15,000円への減額により生活保護の被保護者とならない場合 ②世帯15,000円 

③市区町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者 
③世帯24,600円 

  個人15,000円 

第２段階 
〇市区町村民税世帯非課税で［公的年金等収入額＋合計所得金

額］が80万円以下である場合 

世帯24,600円 

個人15,000円 

第3段階 
〇市区町村民税世帯非課税 

世帯24,600円 

〇24,600円への減額により生活保護の被保護者とならない場合 

第４段階 

①市区町村民税課税世帯～所得約380万円（年収約770万円）未満 ①世帯44,400円 

②所得約380万円（年収約770万円）以上～同約690万円（同約1,160

万円）未満 
②世帯93,000円 

③所得約690万円（年収約1,160万円）以上 ③世帯140,100円 

（注）上記の利用者負担段階区分は、令和３年８月利用分から適用となります。 

 

②高額医療合算介護（予防）サービス費の支給（総合事業を含む） 

医療保険と介護保険の両方の利用者負担額を、年間で合算した額に上限額を設け、

その上限額を超えた額を支給する制度です。この制度では、申請は医療保険となり、

医療と介護の利用者負担額を合算し、支給合計額を求め、それぞれの負担額で按分を

します。介護保険分は介護保険から「高額医療合算介護（予防）サービス費」とし

て、医療保険分は医療保険から「高額介護合算療養費」として支給します。ただし、

支給合計額が500円未満の場合を除きます。  
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総合事業の利用者負担額がある場合、総合事業分を合算して支給額を再計算し、限

度額を超えた分から既支給額を差し引いた額を高額医療合算介護予防サービス費相当

事業費として支給します。ただし、総合事業分は500円未満であっても支給します。 

 

（２）施設利用者等の負担軽減策 

①特定入所者介護（予防）サービス費（補足給付）の給付 

所得の低い方が施設への入所や短期入所サービスを利用する場合、施設利用が困難

とならないよう、居住費（滞在費）・食費の利用者負担額に負担限度額を設け、施設の

平均的な費用（基準費用額）との差額を特定入所者介護（予防）サービス費（補足給

付）として介護保険から給付します。ただし、施設で設定している費用が基準費用額

を下回る場合は、当該額との差額を給付します。 

 

利用者負担段階 対象（第１号被保険者）※１ 

第１段階 

①特別区民税非課税※２である老齢福祉年金受給者 
②生活保護受給者  
③中国残留邦人等支援給付の受給者 

第２段階 

特別区民税 

非課税※２ 

本人の合計所得金額＋課税年金収入額＋非課税年金（遺族年金・障害

年金等）収入額が80万円以下であって預貯金等の資産が650万円以下

の方（夫婦の場合は1,650万円以下） 

第３段階① 

本人の合計所得金額＋課税年金収入額＋非課税年金（遺族年金・障害

年金等）収入額が80万円超120万円以下であって預貯金等の資産が550

万円以下の方（夫婦の場合は1,550万円以下） 

第３段階② 

本人の合計所得金額＋課税年金収入額＋非課税年金（遺族年金・障害

年金等）収入額が120万円を超える方で、預貯金等の資産が500万円以

下の方（夫婦の場合は1,500万円以下） 

※１：第２号被保険者の場合、預貯金等の資産は単身1,000万円以下、夫婦の場合2,000万円以下であること。 

※２：本人、配偶者（別世帯を含む）および世帯全員が特別区民税非課税であること。 

（注）上記の利用者負担段階区分は、令和３年８月利用分から適用となります。 

 

本人、配偶者等が区市町村民税を課税されているときは、補足給付の支給対象とは

なりません。ただし、高齢夫婦世帯等で一方が介護保険施設に入所した場合、一定の

要件を満たせば第３段階とみなして施設での居住費・食費を減額することができます。 
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◇居住費（滞在費） １日当たり 

利用者負担段階 基準費用額 負担限度額 補足給付額 

第１段階 

ユニット型個室 

ユニット型個室的多床室 

従来型個室 

 

多床室 

 

2,006円 

1,668円 

①1,171円 

②1,668円 

①855円 

②377円 

820円 

490円 

①320円 

②490円 

①0円 

②0円 

1,186円 

1,178円 

①851円 

②1,178円 

①855円 

②377円 

第２段階 

ユニット型個室 

ユニット型個室的多床室 

従来型個室 

 

多床室 

 

2,006円 

1,668円 

①1,171円 

②1,668円 

①855円 

②377円 

820円 

490円 

①420円 

②490円 

①370円 

②370円 

1,186円 

1,178円 

①751円 

②1,178円 

①485円 

②7円 

第３段階 

ユニット型個室 

ユニット型個室的多床室 

従来型個室 

 

多床室 

 

2,006円 

1,668円 

①1,171円 

②1,668円 

①855円 

②377円 

1,310円 

1,310円 

①820円 

②1,310円 

①370円 

②370円 

696円 

358円 

①351円 

②358円 

①485円 

②7円 

※：①介護老人福祉施設、短期入所生活介護 

②介護老人保健施設、介護医療院（介護療養型医療施設含む）、短期入所療養介護 

（注）上記表は、令和３年８月利用分から適用となります。 

 

◇食費 １日当たり （ ）内はショートステイ利用時 

利用者負担段階 基準費用額 負担限度額 補足給付額 

第１段階 1,445円 300円（300円） 1,145円（1,145円） 

第２段階 1,445円 390円（600円） 1,055円（845円） 

第３段階① 1,445円 650円（1,000円） 795円（445円） 

第３段階② 1,445円 1,360円（1,300円） 85円（145円） 

 （注）上記表は、令和３年８月利用分から適用となります。 

 

②旧措置入所者への対応 

介護保険制度の施行以前から介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）に入所して

いた方（旧措置入所者）には、平成12年４月から10年間、利用料の軽減措置がとられ

ていました。現在もこの制度を利用している方が多数いるため、軽減措置を当分の間

延長します。 

 

③境界層該当者への対応 

お住まいの住所を管轄する福祉事務所から交付された「境界層該当証明書」の内容

に基づき、居住費・食費の減額、介護保険料の減額等を行います。  
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（３）区が独自に行う負担軽減策 

①介護保険料減額制度 

所得が低い方の経済的な負担軽減を図るため、申請に基づき、世帯の家計状況を考

慮した介護保険料の減額を行います。 

ア 対象 

保険料段階第３段階以下の方で、生活保護基準に準じる程度に困窮している方 

（生活保護受給者、中国残留邦人等支援給付受給者は除く。） 

イ 減額内容 

第２段階と第３段階の方の保険料を第１段階の金額に、第１段階の方の保険料を２

分の１の金額に減額します。 

 

②生計困難者等に対する利用者負担額軽減事業 

生計が困難な方が介護保険サービスを利用する際に、介護費の利用者負担割合10％

を原則7.5％に、食費・居住費の利用者負担割合を75％に軽減しています。さらに介

護費のみ、利用者負担割合を５％に軽減する区独自事業を、第７期に引き続き行いま

す。 

ただし、軽減が受けられるのは、この軽減制度へ参入することの申出をしている事

業所を利用した場合に限られます。対象者は、特別区民税非課税世帯で次の要件をす

べて満たす方です。（生活保護受給者及び中国残留邦人等支援給付受給者については、

個人の居住費のみ全額軽減となります。） 

ア 世帯の年間収入と預貯金額が次表の基準額以下であること。 

イ 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

用し得る資産を所有していないこと。 

ウ 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こと。 

エ 介護保険料を滞納していないこと。 

 

◇基準収入・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 

※：以下、世帯員が１人増えるごとに年間収入額に50万円、預貯金額に100万円を加えた額 
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③認知症高齢者グループホーム家賃等助成事業 

特別区民税非課税世帯で収入等の基準に該当する生計困難者が、この助成制度へ参

入することの申出をしている認知症高齢者グループホームを利用する場合、家賃、食

費等の利用者負担のうち、月額7,000円を上限として助成します。 

 

④利用者負担軽減事業及び認知症高齢者グループホーム家賃助成に係る事業者

参入促進事業 

介護保険事業者で前記②の負担軽減事業に参入申出をしている事業者は、対象利用

者が介護保険サービスを利用した際に、区独自軽減事業の軽減分を除く、軽減額の２

分の１を負担しています。 

上記事業者や③の助成を行う事業者に対して、区独自事業として第７期に引き続き、

一定額の助成金を支給し、参入事業者の負担軽減と新規参入促進を図っていきます。 

 

⑤高額介護サービス費等資金貸付制度 

高額介護サービス費が支給されるのは、サービスを利用した月の翌々月後となるた

め、その間の資金繰りについて困る方を対象に、高額介護サービス費に相当する額の

範囲内で無利子の資金貸付を行います。 

 

 

 


