
介護保険利用料の助成・
介護保険料の減免についてお知らせします

「65歳からの
“ハツラツ生活”チェック表」を郵送します

　町では、所得が低い方を対象に介護保険利用料の助成と介護保険料の減免を実施しています。
　介護保険サービスを利用している方や 65 歳以上で保険料を納めている方のうち、一定の要件に該当する方が
対象となります。該当する方は、申請書類等の提出が必要となりますので、高齢介護課窓口までお越しください。

  介護保険利用料の助成

　介護保険利用料の支払いが困難な方
（生活保護受給者世帯を除く）の、利
用料の一定割合を助成します。これは、
町と協定を締結している事業者で介護
サービスを利用した際に、｢介護サー
ビス利用者負担助成認定証｣ を提示す
ることで利用料が割引されます。｢介
護サービス利用者負担助成認定証｣ の
交付対象となる方とその対象サービス
は、表 1のとおりです。
　なお、福祉用具購入費、住宅改修費、
または町と協定を結んでいない事業者
のサービスを受けた場合は、申請書の
提出による償還払いとなります。

対象者の介護保険料区分 助成割合 対象サービス

①第 1段階（※1）に該当する方 2分の1
全サービス
・居宅サービス
・施設サービス
　�（食事代・居住費
を除く）

・福祉用具購入費
・住宅改修費

②第 2段階（※2）に該当する方

4分の1

③特例第3段階（※3）に該当する方

④第 3段階（※4）に該当する方

⑤�40 歳以上 65 歳未満の方（「2号
被保険者」といいます）

　で第 2・3段階に準じる方

※ 1��保険料第 1段階／本人が老齢福祉年金受給者で、本人を含めて
世帯全員が住民税非課税

※ 2��保険料第 2段階／本人を含めて世帯全員が住民税非課税で、本
人の課税年金収入と合計所得金額の合計が 80万円以下の方

※ 3��保険料特例第3段階／本人を含めて世帯全員が住民税非課税で、
本人の課税年金収入と合計所得金額の合計が 120 万円以下の方

※ 4��保険料第 3段階／本人を含めて世帯全員が住民税非課税で、本
人の課税年金収入と合計所得金額の合計が 120 万円を超える方

表 1　介護保険利用料の助成

  杉戸、大字杉戸、泉地区の方
　今年度の郵送対象地区となっています。6月上旬に
チェック表を郵送しますので、届いたら返信用封筒で
回答を返信してください。

  その他の地区の方
　このページに掲載されているチェック表を使って、
チェックをしてみましょう。また、公民館等にもチェッ
ク表はありますので、ぜひご活用ください。

　要介護・要支援認定を受けていない 65 歳以上の方へ、「65 歳からの“ハツラツ生活”チェック表」を郵
送します。このチェック表を活用することで、自分の身体のどこが弱っているかを確認することができます。
　このチェック表は、3 年に1 回、対象者に郵送する予定です。

  介護保険料の減免

　生活が著しく困窮している方（生活保護受給者世帯は除く）などの、介護保険料を減免します。
対象となる方は、表 2の要件に該当する方です。

表 2　介護保険料の減免

収入の少ない方 減免の内容

1��介護保険料区分が第 1段階（生活保護受給者
を除く）の方で、課税年金収入と合計所得金
額の合計が 60万円以下の方

申請日以降に納期を
迎える保険料を 2分
の 1に軽減します。2��介護保険料区分が第 2段階の方で、課税年金収

入と合計所得金額の合計が 60万円以下の方

3�介護保険料区分が特例第 3段階の方
申請日以降に納期を
迎える保険料を10分
の7.14に軽減します。

要件（次のすべてに該当する方）
�①�住民税課税者と生計を共にしていない
�②�住民税課税者から税法上の扶養を受けていない
�③�健康保険などの医療保険の被扶養者となっていない
�④�自宅を除き活用できる資産がない
�⑤�預貯金額が 300 万円以下である

申請の際に持参するもの
�①�預貯金通帳（年金振込先口座など申請者本人名義のものすべて）
�②��健康保険証（国民健康保険、後期高齢者医療保険、政府管掌・健康
保険組合など）

退所、退院などの見込みのない方

1�刑務所などに収監され、保険給付が受
けられない方の保険料を、所得段階にか
かわらず全額免除します。（生活保護受
給者を除く）

2�現在、介護保険が適用されない施設
（精神病院など）に 6か月以上入院（所）
していて、退院（所）の見込みがない方
の保険料を、所得段階にかかわらず全額
免除します。（生活保護受給者を除く）

申請の時に持参するもの
入院（所）中、もしくは収監中であるこ
とが証明できる書類

問合せ 高齢介護課�介護保険担当　内線 316
問合せ すぎと地域包括支援センター

☎ (36)�2620

●すぎと地域包括支援センター　☎ (36)�2620
　担当地区：西地区、中央地区

●良宝園地域包括支援センター　☎ (38)�1120
　担当地区：東地区、泉地区、南地区

　ハツラツ応援教室は、「65 歳からの“ハツラツ生活”チェック表」で該当する項目があった方が、体操を中心に
栄養や口腔ケアについての講話を聴いたり、グループワークなどを楽しく行う教室です。
　介護を必要としない健康な身体を維持するためには、運動・栄養・口腔ケアが重要になります。この教室では、
この 3つの項目を重点的に取組むことによって、よりハツラツとした生活ができるよう応援していきます。
　参加希望の方は、担当する地域包括支援センターへご連絡ください。

ハツラツ応援教室のご案内

No. 質　問　事　項 どちらかに○を付けてください

生
活
機
能

1 バスや電車で一人で外出していますか（車を運転する場合も含む） はい ★いいえ

2 日用品の買い物をしていますか（外出し必要な物を間違いなく購入する） はい ★いいえ

3 預貯金の出し入れをしていますか（家族等に依頼するのではなく自分で） はい ★いいえ

4 友人の家を訪ねていますか はい ★いいえ

5 家族や友人の相談にのっていますか（電話での相談を含む） はい ★いいえ

★の数　　　　　　　個

運
動
機
能

6 階段を手すりや壁につたわらずに昇っていますか 　はい ★いいえ

7 椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか 　はい ★いいえ

8 15 分以上続けて歩いていますか 　はい ★いいえ

9 この 1 年間に転んだことがありますか ★はい 　いいえ

10 転倒に対する不安は大きいですか ★はい 　いいえ

3 個以上の場合は、体力や筋力が低下しているおそれがあります。→ ★の数　　　　　　　個

栄
　
養

11 6 か月間で 2 ～ 3kg 以上の体重減少がありましたか ★はい 　いいえ

12

下段の計算結果（BMI 値）が 18.5 未満である ★はい 　いいえ

体重　　　　　  (kg) ÷身長　　　　   　(m) ÷身長　　　 　  　(m) ＝　　　　 　　　（BMI 値）

例）体重 60kg、身長 160cm の場合　　　60（kg）÷ 1.6（m）÷ 1.6（m）＝ 23.4（BMI 値）

2 個以上の場合は、栄養状態が低下しているおそれがあります。→ ★の数　　　　　　　個

口
腔
機
能

13 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか ★はい 　いいえ

14 お茶や汁物等でむせることがありますか ★はい 　いいえ

15 口の渇きが気になりますか ★はい 　いいえ

2 個以上の場合は、噛んだり飲み込んだりする働きが低下しているおそれがあります。→ ★の数　　　　　　　個
閉
じ
こ
も
り

16 週に 1 回以上は外出していますか（1 か月を平均すると週 1 回以上の場合を含む） 　はい ★いいえ

17 昨年と比べて外出の回数が減っていますか ★はい 　いいえ

１個でも当てはまる場合は、閉じこもり傾向のおそれがあります。→ ★の数　　　　　　　個

認
知
機
能

18 周りの人から「いつも同じ事を聞く」などの物忘れがあると言われますか ★はい 　いいえ

19 自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか 　はい ★いいえ

20 今日が何月何日かわからない時がありますか ★はい 　いいえ

1 個でも当てはまる場合は、認知機能が低下してきているおそれがあります。→ ★の数　　　　　　　個

10個以上の場合は、生活していく上で必要な力が全体的に低下しているおそれがあります。→ 1 〜 20の★の数　　　個

こ
こ
ろ
の
健
康

21 ここ 2 週間で、毎日の生活に充実感がない ★はい 　いいえ

22 ここ 2 週間で、これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった ★はい 　いいえ

23 ここ 2 週間で、以前は楽にできていたことが今ではおっくうに感じられる ★はい 　いいえ

24 ここ 2 週間で、自分が役に立つ人間だと思えない ★はい 　いいえ

25 ここ 2 週間で、わけもなく疲れたような感じがする ★はい 　いいえ

2 個以上の場合は、いきいきと生活するための気力が低下しているおそれがあります。→ ★の数　　　　　　　個
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