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｜ 命雷偲瞳施霞における

四

負担限麿霞が酉わ⑥宝首
○介護保険施設（介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院）
やシヨートステイを利用する方の食費・居住費については、低所得の方への助成（補足給付）
を行っています。

※補足給付は､世帯全員(別世帯の配偶者を含みます）が市町村民税非課税の場合が対象です。
○令和3年8月から、在宅で暮らす方との食費皇 居住費に係る公平性や負担能力に応じた負担を図
る観点から､一定額以上の収入や預貯金等をお持ちの方には､食費の負担額の見直しを行います。
L

画どのような改正がおこなわれるのですか？
囮①認定要件である預貯金額が､以下のとおり変わります。
なお、今回の見直しで補足給付の対象外となる方でも、預貯金額が減少して、認定要件を満たす
こととなった場合には、申請により負担軽減の対象となります。

I

R3.7月まで一歩

見直し後(R8.8月〜タ
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単 身650万円、夫婦1,650万円

,単身1,000万円
年金収入等80万円超120万円以下(第3段階①）

一一一

1

単身550万円、夫婦1,550万円
日

夫婦2,000万円
年金収入等120万円超(第3段階②）
,f

単身500万円、夫婦1,500万円

※公的年金等収入金額（非課税年金を含みます｡)＋その他の合計所得金額。
②介護保険施設入所者。ショートステイ利用者の食費（日額）の負担限度額が変わります。
なお、居住費の負担限度額は、変更ありません。

シヨートスデイ利用者

禰頁墨入研詞濯

R3.洞まで識見直碓(R3!8月､ﾉ） R3.7月まで季見直し後(R"扉等）
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￨年金収入等
年金収入等8

390円￨

390円

390円

390円

390円

600円

650円

650円

650円

1,000円

650円

1,360円

650円

1,300円
は罰一
額め一

ご負担いただく額は、施設と利用者
の契約により決められています。
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390円

※食事の提供に要する平均的な費用の額(基準費用額)は、1,392円→1,445円(日額）に変わります。
(注)生活保護受給者や老齢福祉年金受給者等（第1段階）の負担限度額は、食費・居住費ともに変更
ありません。

③厚生労働省

Ｉ

年金収入等蝿80万円以下儲2段階）

｡

画｢預貯金等｣にはどのようなものが含まれますか｡また､どのように確認するのでしょうか？

画預貯金等に含まれるものは､以下の表のとおりです｡負債(借入金住宅ローンなど)は､預貯金等
の額から差し引いて計算します。

申請書に預貯金や負債額を記載していただくとともに、以下の表の「確認方法」に記載の添付書類等
を付けていただくこととなります。その上で、保険者が必要に応じて、金融機関等に照会を行います。
預貯金等に含まれる封の

確

(インターネットバンクであれば口座残高ページの写し）

−

(株式･国債･地方債･社債など）
ローー
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・三・
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通帳の写し

預貯金(普通･定期）
有価証券

認方法

＝l惹誠雫慨辮の割

金･銀(積立購入を含む｡）など、

購入先の口座残高によって時価評価額
が容易に把握できる貴金属

｜擬辨震偽
銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し

投資信託

(ウェブサイトの写しも可）

現金

｜ 自己申告
■■■■I■■■■■■■■■

※預貯金等に含まれないものとしては、生命保険、自動車、腕時計、宝石などの時価評価額の把
握が難しい貴金属、絵画、骨菫品、家財などがあります。

※不正に受給した場合には、それまでに受けた給付額に加え、最大2倍の加算金（給付額と併せ
最大3倍の額）を納付していただく場合があります。

回介護保険制度における食費･住居費の負担が重く､生活が苦しくなるのですが…
画以下の負担軽減措置の対象となる場合がございます｡詳細はお住まいの市区町村にお尋ねください。
■ⅣＦＩｌＩｑｒ０ＩＩＩＩ昨Ｐ︒Ｐ
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食蜜・居住蕊の特例減額措置
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①2人以上の市町村民税課税世帯の方

以下①〜⑤の要件を全て満たす方等のうち､生

②世帯の年間収入から施設の利用者負担(介護

計が困難な方として市町村長が認めた方。

サービスの利用者負担､食費居住費)の見込
額を除いた額が80万円以下

①世帯の年間収入が150万円以下(世帯員1人ご
とに50万円を加算)で市町村民税非課税世帯

③世帯の預貯金等の額が合計450万円以下
④介護保険施設に入所し､現在補足給付を受け

②預貯金等の額が合計350万円以下(世帯員1人
ごとに100万円を加算）
③日常生活に供する資産以外に資産がない

ていない

⑤日常生活に供する資産以外に資産がない

④親族等に扶養されていない

⑥介護保険料を滞納していない

⑤介護保険料を滞納していない

※事業を実施していない社会福祉法人等もございます。

③厚生労働省

、

各都道府県介護保険担当課（室）
各市町村介護保険担当課（室）
' 各介護保険関係団体御中
←厚生労働省介護保険計画課
ｰ

介護保険最新情報
今回の内容

介護保険法施行令等の一部を改正する

政令等の公布について（通知）
計33枚（本紙を除<)

Vol.960

令和3年3月31B
厚生労働省老健局
介護保険計画課、認知症施策。地域介護推進課

￨貴閨係
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｜連絡先TEL:O3‑5253‑1111(内線2164,2260)I
FAX:O3‑3503‑2167
L､..

1

ロローー 一一一一.ﾛ.−1画｡一一一一一一一一一一一.､ﾛ.‑.‑..ロー･｡..､−−− .､−−−−−−−．̲.ー−−−．−．−．口−−−−−−−− −−−−−−

い

老発0331第2号
令和3年3月31日

都道府県知事殿

厚生労働省老健局長
（公印省略）

介護保険法施行令等の一部を改正する政令等の公布について（通知）

本日付けで下記政令等（①〜④）が公布され、②については本年4月1日、①、③及び④
については本年8月1日から施行することとされた。

①介護保険法施行令等の一部を改正する政令(令和3年政令第97号）
②介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令及び介護保険法第百二十二条の
二第二項に規定する交付金の額の算定に関する省令の一部を改正する省令（令和3年厚
生労働省令第69号）
③介護保険法施行規則等の一部を改正する省令（令和3年厚生労働省令第70号）

．④介護保険法第五十一条の三第二項第一号及び第六十一条の三第二項第一号に規定する

食費の負担限度額等の一部を改正する告示（令和3年厚生労働省告示第131号）
これらの改正の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、十分御了知の上、管内市町村

（特別区を含む｡）を始め、関係者及び関係団体等に対し、その周知徹底を図るとともに、
その運用に遺漏なきようお願いする。
記

第1改正の趣旨

令和3年度から5年度までの第8期介護保険事業計画に向けて、

「介護保険制度の見

直しに関する意見」 （令和元年12月27日社会保障審議会介護保険部会）等を踏まえ、下
記事項について必要な見直しを行うこととする。
・ 負担能力に応じた負担とする観点から、高額介護（予防）サービス費における一定
年収以上の世帯の負担上限額及び特定入所者介護（予防）サービス費（以下「補足給
付」という。 ）における食費の自己負担上限額等の見直しを行う。
・ 医療療養病床等から介護医療院等への転換に伴う各介護保険者への財政影響に鑑
み、財政安定化基金による貸付金の償還期限を特例的に延長する。
. 調整の精級化を図る観点から、介護保険の調整交付金等における算定期間の前倒し
等を行う。

第2改正の内容

1 高額介護（予防）サービス費の見直し

高額介護（予防）サービス費については、制度創設時から医療保険の高額療養費制度
を踏まえて設定している。
今般、負担能力に応じた負担とする観点から、医療保険の高額療養費制度における70
歳以上の多数回該当の負担上限額に合わせ、現行の現役並み所得者のうち年収約770万
円以上及び年収約1,160万円以上の者について、世帯の負担上限額を現行の ,400円か
ら、それぞれ93,000円及び140,100円とする見直しを行う。
なお、令和3年8月からの施行に向げて、見直しの趣旨や内容等について被保険者や

介護サービス事業者等に対して丁寧に周知・広報を行うことが重要である。周知・広報
に関しては周知用リーフレット等を作成しているところであり、周知方法や事務手続の
詳細等については追ってお示しする。
＜現行＞
Ｊ申ｊＩ１ｌＩＩｄｌｊｌｌ

｜
収入要件
￨現役並み所得相当(年収約383万円以上）

世帯の上限額
44，400円

＜見直し後＞
収入要件

世帯の上限額

課税所得約690万円（年収約1,160万円）以上

140,100円

課税所得約380万円（年収約770万円）以上

93,000円

〜同約690万円（同約1，160万円）未満

課税所得約145万円（年収約383万円）以上

44,400円

〜同約380万円（同約770万円）未満

※一般区分や市町村民税世帯非課税者等の負担限度額は変更なし
2．財政安定化基金による貸付金の償還期限の特例

介護保険制度における施設サービスのうち介護療養型医療施設については、入院患者
に対して適切なサービスを提供するとともに、限られた医療資源を効率的に活用する観
点から、令和6年3月31日までに廃止し、介護医療院への移行等を行うこととされてい

るが、医療保険制度の医療療養病床等からも介護保険制度の介護医療院等に移行するこ
とが見込まれ、それに伴い介護保険者の財政に影響を及ぼすことが考えられる。
この点、市町村において保険料収納率の低下や給付費増による財政不足が生じた場合

には、都道府県に設置される財政安定化基金により資金の交付及び貸付（次期計画期間
末に償還）を行うこととされているところ、今般、介護保険者への財政影響に鑑み、第

8期（令和3年度〜5年度）及び第9期（令和6年度〜8年度）介護保険事業計画期間
における財政安定化基金による貸付金の償還期限について、第8期は令和14年度末ま
で、第9期は令和17年度末まで特例的に延長することとする。
＜償還期限の特例のイメージ＞

｜鞭
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3 介護保険の調整交付金及び介護保険法第122条の2第2項に規定する交付金に係る
算定方法等の見直し
（1）後期高齢者加入割合補正係数の見直し

調整交付金の算定に用いる後期高齢者加入割合補正係数（各保険者における前期
高齢者（65〜74歳）及び後期高齢者（75〜84歳・85歳〜）の比率を調整する係数）
について、調整の精綾化を図る観点から、現行の「要介護発生率による重み付け」
から「−人当たり介護給付費による重み付け」を行う方法に見直す。
（2）調整基準標準給付費額の算定期間の前倒し
各保険者の年間の介護給付費等については調整交付金の諸係数等調べにおいて把

握しているところ、今般、後期高齢者加入割合補正係数の見直しにより 「一人当た
り介護給付費」に係るデータを用いるに当たり、格納システム等との関係で調整基
準標準給付費額の算定期間を前倒しする必要があることから、令和3年度からの調
整基準標準給付費額の算定期間について、 3か月前倒しする。
※具体的な前倒し期間は以下のとおり。

・

介護給付費の償還払い（前年度1月〜当該年度12月→前年度10月〜当該年
度9月）

・

介護給付費の現物給付（前年度12月〜当該年度11月→前年度9月〜当該年
度8月）

（3）特別調整交付金の算定期間等の見直し
特別調整交付金の算定期間は調整基準標準給付費額の算定期間と同様であること
から、当該給付費額の算定期間の前倒し（ （2）参照）に伴い、特別調整交付金の算
定期間についても同様に前倒しする。
※具体的な前倒し期間は以下のとおり。

・

前年度1月〜当該年度12月→前年度10月〜当該年度9月

また、特別調整交付金の算定期間の前倒しに伴い、介護保険料減免に係る特別調
整交付金の算定基礎となる前年度及び当該年度の保険料総額の算定割合を変更する。
※具体的な変更割合は以下のとおり。
前年度（1月〜3月）の保険料1／4＋当該年度（4月〜12月）の保険料3／4
→前年度(10月〜3月）の保険料1/2+当該年度(4月〜12月）の保険料1/2
4．補足給付の見直し

介護保険施設における食費や居住費については、在宅で介護を受ける方との公平性等

の観点から、平成17年10月より利用者本人の負担を原則とし、低所得の方については一
定の給付(補足給付)を支給してきた。
今般、在宅で介護を受ける方との公平性等の観点から、負担能力に応じた負担となる
よう以下のとおり見直しを行う。

（1）施設入所者に対する食費の助成について、現行の第3段階を、保険料の所得段階
と合わせて本人年金収入等80万円超120万円以下の段階（以下「第3段階①」 とい
う。 ｡） と本人年金収入等120万円超の段階（以下「第3段階②」という。 ）の2つ
の段階に区分するとともに、第3段階②について、第3段階②と第4段階の本人支
出額（介護保険三施設平均）の差額の概ね2分の1の額（月額約2.2万円）を本人
の負担限度額に上乗せする。

(2） （介護予防）短期入所生活介護及び療養介護（以下「ショートステイ」とい
う。 ）の食費の助成について、 （1） と同様、第3段階を2つに区分するととも
に、第3段階②について、 （1）の金額を踏まえた本人の負担限度額への上乗せ
（650円／日）を行う。

また、食費が給付対象外となっている通所介護等との均衡等の観点から、第3段

階①及び第2段階についても、負担能力に配慮しながら本人の負担限度額への上乗
せ（第3段階①：350円／日、第2段階：210円／日）を行う。各所得段階の負担限
度額への上乗せ額については、各所得段階の見直し後の負担限度額の段差（増加
額）がほぼ均等（300円から400円）となるように調整する。

（3）食費･居住費の助成の要件となる預貯金等の基準につい蘓､所得段階に応じて設定
することとし､第2段階､第3段階①､第3段階②の3つの所得段階それぞれに基準
を設定する（第2段階：650万円、第3段階①：550万円、第3段階②：500万円） 。
なお、見直しに当たっては、社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サ
ービスに係る利用者負担額軽減制度事業の活用等を促進するとともに、令和3年8月か
らの施行に向けて、見直しの趣旨や内容等について被保険者や介護サービス事業者等に
対して丁寧に周知・広報を行うことが重要である。
周知・広報に関しては周知用リーフレット等を作成しているところであり、周知方法
や事務手続の詳細等については追ってお示しする。
＜見直しのイメージ＞
第ユ…

食翼
寒く）は月顔

露亀段願

・世帯全員が市町棚民秘

・生活侭獲轌偲聖者
･世罐員が市町村民税非
脾狸塵睦福祉年余響蛤調

跡躁税かつ本人隼金収入
等B0万円以下

300門
（0.9万円）

390円
(ﾕ,頚門》

露3段園

郡4段階

・世語全員が市町柚民税ﾘF

坦研に課提省がいる

邸晩カー本人年金収入等

本人が市町軸匡瀞蝿税

80万門趨

550円
（Z,0万円）

エ392門

嶋.奉円）
−

店生貿
巌特別裁瑳老人ホーム・

霊室鉱蟻合

O喬

言70円

370円

S5s円

（0万円）

(1陣ﾕ万内）

（1.1万円）

(2､6万円）
−

300円
（O 9万円）

台針
表ユ

シ蜘一トステイにおける戎寅（日額）について
は、以・Fのとおり見直し｡
鶴2段職目印0円【現域より2ﾕo円増面】

鋪3段階①：ユ
鰯2

0円【汎状より350円増額〕

罪3鰐②：ユ300円【現状より650円増9町
この他．別踊子1p000万円以下となってい碧翫貯

金璽件について、以下のとおり見直し．

鰯Z段階9550万両以下

760円
(2.3万門）

ユ02･門
《3.ﾕ万内）

…

2247円
(6．B万円）

館3

・世海全員が頭町獄屋硯非漂税かつ

卦年金収入寺ﾕ20万円超
一合齢1730円【食費13 君÷悪些
祷aﾌ0円）

【現状よりアユO再』麺】

宛。段賦懇？550万円以下
第3殴餓②:．500万円以下

※令和3年度介護報酬改定において、食費の基準費用額（1,392円／日）については、令和3
年8月から1,445円／日（＋53円）に引き上げることとされている。

第3施行期日
第2．

3は令和3年4月1日、第2．

1， 2及び4は同年8月1日から施行する。

＜参考＞

○介護保険法施行令等の一部を改正する政令（令和3年政令第97号）

官報

○介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令及び介護保険法第百二十二条の二第二
項に規定する交付金の額の算定に関する省令の一部を改正する省令（令和3年厚生労働省令第6
9号）

官報

○介護保険法施行規則等の一部を改正する省令（令和3年厚生労働省令第70号）

官報

○介護保険法第五十一条の三第二項第一号及び第六十一条の三第二項第一号に規定する食喪の
負担限度額等の一部を改正する告示（令和3年厚生労働省告示第131号）
官報

