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　介護保険は、40歳以上の皆さんに納めていただく保険料と公費を財源に千葉市が運営
しています。誰もが安心してサービスを利用できるよう、保険料は必ず納めてください。 

※介護予防、総合相談・支援、権利擁護などの地域支援
事業にも保険料が充てられています。 

■介護保険の財源は…（居宅給付費） 

保険料は大切な財源です 

65歳以上の 
方の保険料 
 21%

40歳から64歳の方の 
保険料 29%

市町村の負担 
12.5%

都道府県の負担  
12.5% 

国の負担 
25%

うち5%は 
調整交付金 （ （ 

　介護保険は高齢者の介護を社会全
体で支え合う制度です。介護保険料は、
制度の運営にとって大切な財源とな
りますので、納付にご協力をお願いし
ます。 

65歳以上の方は 

も　く　じ 

※40歳から64歳までの医療保険に加入してい 
　る方は第2号被保険者となります。 

第1号被保険者 

保険料は大切な財源です 

平成24～26年度の保険料について 

保険料は所得段階ごとに決まります 

保険料について知っておきたいQ＆A 
（国民健康保険で支払った介護分保険料と二重払いでは？　など） 

保険料の計算方法 

保険料の納め方 

保険料の納め方が変更になる場合 

保険料の納付は口座振替が便利です 

保険料の減免制度があります 

もしも保険料を納めないでいると 

介護サービスが必要になったら 

介護保険で利用できるサービス 
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平成24～26年度の保険料について 
　 　第1号被保険者の保険料は、介護サービスの量の見込みなどを定めた介護保険事業計画
の見直しに合わせて、改定されます。 
　本市では今後も引き続き高齢者の増加が予想され、要介護認定者・サービス利用者が増
えるものと見込まれます（図①参照）。それに伴い、介護保険から支払われる保険給付費
は、平成24年～26年度の間で、図②のように増大することが見込まれます。 
　このため、保険給付費の財源となっている保険料の引き上
げは避けられない状況ですが、保険料の上昇を出来る限り抑
制するために、千葉県財政安定化基金の取り崩しによる交付
金の全額を活用するとともに、低所得者の方に過重な負担と
ならないよう負担能力に応じたきめ細かな保険料を設定する
こととしました。 
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図①　第1号（65歳以上）被保険者数、要支援・ 
要介護認定者数、サービス利用者数の見込み 

要支援・要介護認定者数 

サービス利用者数 
第1号（65歳以上） 
被保険者数 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 

図②　保険給付費の見込み 

居宅サービス費 

その他 

施設サービス費 

地域支援事業費 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 
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保険料は所得段階ごとに決まります 
　65歳以上の方の保険料は、被保険者本人及び世帯の前年の所得段階に応じて個人ごと
に決まります。なお、月額は、年額を12で割った額であり、実際の納付額とは異なります。 

あなたの介護保険料は？ 

※合計所得金額とは、損失の繰越控除をしないで計算した総所得金額（事業所得、給与所得、雑所得等）、特別控除前の土地・建物等の分
離譲渡所得金額等の合計額をいいます。なお、合計所得金額がマイナスになる場合は、０円として取扱います。 

対象となる方 保険料段階 

29,322円 

29,322円 

38,118円 

43,983円 

52,779円 

58,644円 

×0.5 

×0.5 

×0.65 

×0.75 

×0.9 

×1.0

2,443円 

2,443円 

3,176円 

3,665円 

4,398円 

4,887円 

保険料〔月額〕 保険料〔年額〕 保険料率 

老齢福祉年金受給者で世帯員全員が市民税非課税の方、生活保護
受給者、中国残留邦人等支援給付を受給している方等 第1段階 

本人の「課税年金収入額」と「合計所得金額※」の
合計額が80万円以下の方等 第2段階 

第3段階 

第5段階 

第6段階 
（基準額） 

第4段階 

本人の「課税年金収入額」と「合計所得金額」の合
計額が80万円を超えて120万円以下の方等 

上記以外の方等 

本人の「課税年金収入額」と「合計所得金額」の合
計額が80万円以下の方等 

上記以外の方等 

本
人
が
市
民
税
非
課
税 

世帯員全員 
が市民税非 
課税の方 

同じ世帯に 
市民税課税 
者がいる方 

64,508円 

73,305円 

87,966円 

102,627円 

117,288円 

131,949円 

140,745円 

×1.1 

×1.25 

×1.5 

×1.75 

×2.0 

×2.25 

×2.4

5,375円 

6,108円 

7,330円 

8,552円 

9,774円 

10,995円 

11,728円 

第7段階 

第8段階 

第9段階 

第10段階 

第11段階 

第12段階 

第13段階 

「合計所得金額」が125万円以上190万円未満の方等 

「合計所得金額」が125万円未満の方等 

「合計所得金額」が190万円以上300万円未満の方等 

「合計所得金額」が300万円以上500万円未満の方等 

「合計所得金額」が500万円以上700万円未満の方等 

「合計所得金額」が700万円以上900万円未満の方等 

「合計所得金額」が900万円以上の方 

本
人
が
市
民
税
課
税 

第1段階から第4段階の方は、10月から開始するインフルエンザの予防接種費用が免除されます。 
介護保険料決定通知書の写しを医療機関に提出してください。 
お問い合わせ：感染症対策課　TEL 043-238-9941
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　65歳になった方や転入・転出・死亡した方の保険料は、資格を取得した月から、資格を喪失した月の

前月までの月数に応じてそれぞれ計算します｡たとえば、5月に千葉市に転入し12月に市外へ転出した方

については、5月から11月までの7か月分の保険料を納めることになり、年額保険料を12か月で割り、7

か月をかけることによって求めます｡ 

　なお、求められた保険料の月額と実際の納期ごとの額は、納付方法や納期数によって異なります。 

納めていただく 
保険料 

所得段階別 
年額保険料 

資格を取得した月から 
喪失した月の前月までの月数 ＝ ÷ 12か月 ×  

＝ ÷ 12か月 ×  
(例:上記の方で所得段階別年額保険料が第6段階(58,644円)の方の場合） 

計　算　式 

34,209円 58,644円 7か月 

保険料の計算方法 
65歳になった方などの保険料は月割りで計算します。 

6

　国民健康保険で介護分保険料を支払っているのに、介護保険の保険料納付書が送られ
てきました。保険料の二重払いでは？ 

　夫婦とも65歳以上ですが、この場合2人分の保険料を納めるのですか？ 

　65歳になった年度は、64歳までの国民健康保険の介護分保険料と65歳からの介護保険料をそれぞ
れ納めますが、二重払いにならないよう調整されています。 
　国民健康保険の介護分保険料は、誕生月の前月(※誕生日が各月の1日の方は誕生月の前々月)までの保険料を

計算し、1年間を通じて納期ごとに振り分けます。介護保険料は、誕生月（※誕生日が各月の1日の方は誕生月の前月）
からの保険料を計算し、誕生月の翌月(※誕生日が各月の1日の方は誕生月)から年度末までの納期ごとに振り分けます。
誕生月を基にそれぞれ保険料を計算しますので、納期の重複はありますが、保険料の二重払いではありません。 
※介護保険では、65歳の誕生日の前日に第1号被保険者となるため。 

保険料について知っておきたいＱ＆Ａ 

　介護保険では、65歳以上の方は、すべて第1号被保険者となりますので、夫、妻ともそれぞれ
に保険料を納めていただくことになります。 
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　介護分の保険料は、各医療保険ごとに給料の額などに応じて計算され、加入している医療保険の保険料と合わ
せて、給料などから天引きされます（原則として、事業主が半分を負担します）。 

※転入された方、65歳に到達された方は、日本年金機構の調整のため、特別徴収の開始が約半年後の年金支給月からと
なりますので、それまでは納付書または口座振替による納付となります。 

●職場の医療保険（健康保険組合や共済組合など）に加入している方 

　介護分の保険料は、第2号被保険者の所得、その世帯の第2号被保険者の人数などをもとに、世帯ごとに計算さ
れ、国民健康保険の保険料として世帯主が納めます。 

●国民健康保険に加入している方 

65歳以上の方と40歳から64歳までの方では、介護保険料の納め方が異なります。 
医療保険料 と ［別々に納付］ 

40歳から64歳までの方（第2号被保険者） 介護保険料と医療保険料 ［一括納付］ 

65歳以上の方（第1号被保険者） 介護保険料 

　年金の定期支払い（偶
数月）の際に、介護保険
料があらかじめ天引きさ
れています。 

　区の高齢障害支援課介護保険室（以下介護保
険室）から送付される納付書や口座振替により、
銀行やゆうちょ銀行（郵便局）などの金融機関
で直接納めてください。 

8

　保険料の納め方は、年金からの天引き（特別徴収といいます）と個別納付（普通徴収
といいます）の2種類に分かれます。 

年金※が年額18万円以上の方 

年金からの天引き 
（特別徴収） 

年金※が年額18万円未満など 
特別徴収に該当しない方 

個別納付 
（普通徴収） 

 ※老齢福祉年金からは天引きされません。 

保険料の納め方 

　4月1日現在、千葉市にお住まいで 
既に年金を受給されている方です。 
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24年度 

7,300円 
7,300円 7,300円 7,300円 7,300円 7,300円 

43,983円 
7,483円 

25年度 
2月 10月 12月 2月 4月 6月 8月 

4月・6月 

8月 

24年度2月分と同じ7,300円を納めます。 

※24年度2月の納付額の違いにより、納期ごとの納付額が上の表と異なる場合があります。 

年額保険料（43,983円）の半額（21,991円）から4月・6月分
（14,600円）を差し引いた額（7,391円）のうち、7,300円は
8月分で納め、残りは10月分で納めます。 

10月・12月・2月 年額保険料（43,983円）を6等分した額（7,330円）となりますが、12月・2月分を
7,300円として残りは10月分として納めます。 

24年度・25年度ともに第4段階の方 
（保険料年額24年度43,983円、25年度43,983円） 

【特別徴収の納付例】 

例 

10
2月 

　前年度から継続して特別徴収される方の保険料は、
①4月・6月、②8月、③10月・12月・2月の3つの区
分で納付額が調整されます。 
　①4月・6月は、24年度2月分と同額の保険料を納
めます。 
　②8月は、6月に確定する前年の所得などをもとに
算出した年額保険料の半額から4月・6月分の保険料
を差し引いた額を納めます（①②を仮徴収といいます）。 
　③10月・12月・2月は、年額保険料を6等分した
額を納めます（③を本徴収といいます）。 

特別徴収 の方は、年金受給月ごとの 納付になります。 

10月 4月 12月 6月 

24年度 26年度 

本徴収 仮徴収 仮徴収 本徴収 

25年度 

2月 8月 10月 12月 2月 4月 6月 8月 

③年額保険料
を6等分した
額を納めます。 

②年額保険料の半
額から4月・6月分
の保険料を差し引
いた額を納めます。 

※1　上記の②と③の計算において100円未満の端数は、10月分の保険料で調整します。 
※2　平成25年度の保険料が平成24年度より下がる方などは、納付額調整の仕方が上の図と異なります。 
※3　平成26年度以降も同様のサイクルとなります。 

①24年度2
月分と同額
の保険料を
納めます。 
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保険料の納め方が変更になる場合 
　年金が年額18万円以上の方は、年金から保険料が天引きされますが（特別徴収）、次
のような場合には、納付書や口座振替により一定の期間個別に納めてください（普通徴収）。 

●他の市町村から転入したとき 他市町村から転入した月から一定期間は個別に納付 
その後は年金からの天引き 

転入した月から一定期間は個別に納付 
その後は年金からの天引き 

●年度の途中で所得段階区分が変わったとき 
　保険料が年金天引きされている方が、年度の途中で所得段階区分（P4・5参照）が変わったと
きは、金額と併せて納め方も変わります。 

●他の市町村へ転出したとき 前月分までは年金からの天引き 

転入先市町村 

※手続き時期によって、転出後も保険料が天引きされることがあります。後日、
納めすぎた保険料はお返しいたします。 

12

普通徴収 の方は、保険料を納付書や口座振替で納めてください。 

今年度の保険料年額（P4・5の所得段階別の額）を6月から翌年3月までの10回（10期）に分けて
納めてください。 

前年度から引き続き、千葉市にお住まいで年金が年額18万円未満の方 

　保険料は、区の介護保険室から送付される納付書の納期
（原則、各月末）にしたがって、銀行やゆうちょ銀行（郵
便局）などの金融機関を通じて納めてください。納め忘れ
のない口座振替が便利です。なお、一度口座振替の手続き
をされますと、次年度以降も継続して指定口座からの引き
落としになります。 
（口座振替の手続きについては、P15をご覧ください。） 

例 
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保険料の納付は口座振替が便利です 
口座振替の手続きに必要なもの 

保険料を 
普通徴収で 
納める方は、 
口座振替が 
便利で 
安心です。 

 

●介護保険被保険者証や 
   介護保険料決定通知書 
    などの被保険者番号が 
　 わかるもの 

●通帳 ●通帳使用印 

引き落とし開始までは、およそ2か月かかります。 
手続きが完了しますと「口座振替開始・変更通知書」をお送りします。 
お知らせが届いた月から口座振替が開始されますので、その前月分までの保険料は、
お手持ちの納付書により納めてください。 

　これらを持って、あなたの預貯金口座のある金融機関【千葉市内に本店または支
店のある銀行・ゆうちょ銀行（郵便局）】で手続きをしてください。 

14

65歳になった方などの年金の天引き開始時期 
　65歳になった方などの年金の天引き開始時期は、4月・6月・8月・10月のいずれかの月か
ら始まります（年金支給の繰下げ申出期間中は、保険料の天引きは始まりません）。 

　それまで口座振替により、保険料を納めていた方は、年金からの天引き開始と同時に、口座からの引き落
としを停止しますので、口座振替廃止の手続き等は必要ありません。 

　年金の支給が始まる月から保険料の天引きが始まる月までの期間は6か月～1年程度であり、
その関係は以下のとおりです（年金保険者から市へ通知があってから天引きが開始されるため、
何らかの事由により通知が遅れた場合は、この表よりも開始が遅れる場合もあります）。 

年金の支給開始月 保険料の天引き開始月 

平成25年   2月 
平成25年   4月 
平成25年   6月・8月・10月 
平成25年 12月 
平成26年   2月 

平成25年   8月から 
平成25年 10月から 
平成26年   4月から 
平成26年   6月から 
平成26年   8月から 
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保険料の減免制度があります 

　4・5ページの保険料の「所得段階区分」が第3・4段階の方で、収入や資産などの状況が以下
の基準ï～óのすべてに該当する場合、申請により保険料が減免されます。 

低所得者に対する本市独自の減免 

世帯の前年1年間の収入額が、1人世帯で150万円以下、
2人世帯で200万円以下、3人以上の世帯は1人増えるご
とに50万円を加算した金額以下となっている場合 

ï収入 

●世帯の預貯金等が、1人世帯で350万円以下 
※以下1人増えるごとに100万円を加算。居住用や世帯の
収入を得るため以外に、土地や家屋を所有していない。 

ó資産 

世帯を別にする方の扶養を受けていない場合 ñ扶養 

17
ï災害により、「介護保険の被保険者本人」又は「被
保険者の世帯の生計をおもに維持する方」が所有
する住宅、家財等が半壊以上の損害を受けた方 

ñ「世帯の生計をおもに維持する方」の死亡、長期入
院、事業の休廃止などにより、その後1年間の収
入が著しく減少する見込みの方 

災害などの特別な事情による減免 

　災害その他特別の事情により、収入が著しく減少した場合は、申請により保険料が減免され
ます。 

〈対象者〉以下のï、ñに該当される場合、申請していただくことにより、最長で1年間、保険料
額を1/2に減免します。 
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　介護保険でサービスを利用するには、まず申請を行い、認定を受ける必要があります。介
護を必要とする本人や家族などが、お住まいの区の介護保険室に要介護認定等の申請をして
ください。くわしくは、各区の介護保険室（裏表紙参照）にお問い合わせください。 

介護サービスが必要になったら 

認 定 ケアプランの作成 サービスの利用 申請に必要なもの 
要支援1 

要支援2 

要介護1 

要介護2 

要介護3 

要介護4 

要介護5
※認定された要介護度によって、利用できるサービスの種類や内容が異なります。 

　あんしんケアセンター
などに介護予防ケアプラ
ンの作成を依頼し、区の
介護保険室に届け出ます。 

　居宅介護支援事業者
などにケアプランの作
成を依頼し、区の介護
保険室に届け出ます。 

　サービス事業者
と契約し、ケアプラ
ンにもとづいてサ
ービスを利用します。 
　利用者負担は、原
則としてサービス
費用の１割です。 

●要介護・要支援認定申請書 
（区の介護保険室にあります。
千葉市のホームページからも
印刷できます。） 

●介護保険被保険者証 
 （65歳以上の方） 

●医療保険被保険者証 
 （40歳から64歳までの方） 

　保険料を滞納していると、納期限からの経過期間に応じ、延滞金がかかります。また介護サ
ービスを利用する際に以下のような措置がとられますので、必ず納期限内に納付してください。 

●介護サービスにかかる費用の1割負担でサービスを利用できます。 

●費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により後から
保険給付分（9割）が支払われることになります。 

 
●費用の全額を利用者が負担し、申請しても、保険給付の一
部または全部が差し止めとなったり、保険給付から滞納保
険料を控除されます。 

 
●利用者負担が3割に引き上げられます。 

もしも保険料を納めないでいると 

1年以上経過した場合 

1年6か月以上経過した場合 

2年以上経過した場合 

通
常 

滞
納
し
て
い
る
と 

18
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介護保険で利用できるサービス 
居宅サービス 

●訪問介護（ホームヘルプ） 

要介護1～5、要支援1・2の方 

ホームヘルパーが自宅を訪問
しての身体介護や生活援助 

●訪問入浴介護 
簡易浴槽などを備えた入浴車など
で自宅を訪問しての入浴の介護 

●訪問看護 
看護師などが自宅を訪問して
の病状観察など 

●訪問リハビリテーション 
理学療法士などが自宅を訪問
してのリハビリテーション 

●居宅療養管理指導 
医師や歯科医師などが自宅を
訪問しての指導 

訪問を受けて利用 
●通所介護（デイサービス） 
デイサービスセンターなどに通所
しての食事、入浴、機能訓練など 

●通所リハビリテーション 
 （デイケア） 
介護老人保健施設などに通所し
てのリハビリテーション 

施設に通って利用 

施設サービス 

自宅では介護が困難な方が入所 

要介護1～5の方 

●介護老人福祉施設 
　（特別養護老人ホーム） 

●介護老人保健施設 ●介護療養型医療施設 
　（療養病床等） 

●短期入所生活介護／ 
　短期入所療養介護 
 （ショートステイ） 
短期間、施設に入所しながらの
介護や機能訓練など 

短期間の施設入所 

●福祉用具貸与 
歩行器や、つえなどの福祉用
具の貸与 

●福祉用具購入費の支給 
入浴や排泄に使う福祉用具の
購入費の支給 

●住宅改修費の支給 
手すりの取付けや段差の解消
などの住宅改修費用の支給 

福祉用具や住宅改修の利用 
●特定施設入居者生活介護 
有料老人ホームなどで受
ける介護 

●居宅サービス計画 
 （ケアプラン）の作成 
ケアマネジャー（介護支
援専門員）や、あんしん
ケアセンターの保健師な
どによるケアプランの作
成 

その他のサービス 

※要支援1・2の方のサービスは、介護予防を目的とし
た内容です。 

※要支援1・2、要介護1～3の方の福祉用具貸与の一
部には、条件が付く場合があります。 

※上記サービスの他に、「認知症対応型通所介護」、「複合型サービス」、「夜間対
応型訪問介護」、「地域密着型特定施設入居者生活介護」、「地域密着型介護
老人福祉施設入所者生活介護」があります。 

地域密着型サービス 

要介護1～5の方 

●定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

リハビリに重点を置いたケアが必
要な方が入所 病状が安定し、長期間の療養が必

要な方が入院 

ホームヘルパーや看護師などが定期的に巡回
したり、随時に通報を受けて自宅を訪問し排
泄などの介護・療養上の世話などの看護、緊
急時の援助などを行います。 

要介護1～5、要支援2の方 

●認知症対応型共同生活介護 
　（グループホーム） 

認知症の方が共同生活する家庭的
な雰囲気の中で受ける食事、入浴、
機能訓練など 

要介護1～5、要支援1・2の方 

●小規模多機能型居宅介護 

自宅からの通いを中心に、必要
に応じて訪問や泊まりを組み合
わせたサービス 

※要支援1・2の方のサービスは、
介護予防を目的とした内容です。 

　住み慣れた地域での生活を支援するため、次のような地域密着型サービスが
あります。 
　原則として千葉市にお住まいの方のみが利用できます。 
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介護保険のお問い合わせは、各区の介護保険室まで 
電話のおかけ間違いのないよう、ご確認ください。 

千葉市保健福祉局高齢障害部介護保険課  @043（245）5061 FAX043（245）5623
ホームページ　http://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/koreishogai/kaigohoken/

FAX043（221）2602
FAX043（275）6317
FAX043（284）6193
FAX043（233）8251
FAX043（292）8276
FAX043（270）3281

@043（221）2198
@043（275）6401
@043（284）6242
@043（233）8264
@043（292）9491
@043（270）4073

中 央 区  
花 見 川 区  
稲 毛 区  
若 葉 区  
緑 区  
美 浜 区  

この冊子は環境に配慮し、古紙配合率100％の再生紙及び植物油インキを使用しています。 


