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65歳以上の方の介護保険料が変わります
～平成30年度から平成32年度までに必要な介護給付費等を賄うため、

65歳以上の方の介護保険料を見直しました～

みんなで支える介護保険 

介護保険の財源 

第７期（平成30～32年度）の介護保険料

65歳以上の方の介護保険料の決まり方

　介護保険制度は、加齢による病気などで必要とされる介護（入浴・排泄・食事など）を社会全体で支える
制度で、その費用は40歳以上の方の保険料と公費（税金）で賄われています。
　65歳以上の「第１号被保険者」は、それぞれの所得状況などに応じた介護保険料を納付していただいて
います。
　40歳以上65歳未満の「第２号被保険者」は、加入している医療保険の計算方法により決められた介護保
険料を医療保険料と合わせて納付していただいています。
　介護保険料は、介護保険を運営するための大切な財源ですので、介護サービスが必要になったときに、安
心してサービスが利用できるよう、保険料の納付にご理解をお願いします。
　なお、平成30年度の年間保険料については、７月に介護保険料納入通知書でお知らせします。

　介護保険制度は、40歳以上の被保険者に納付いただく保険料と公費を財源に運営しています。
　保険料の内訳は、65歳以上の第１号被保険者保険料が23％、40歳以上65歳未満の第２号被保険者保険料
が27％となっています。残りの50％が公費負担となります。

　算定された基準額をもとに、一人ひとりの収入や世帯の住民税課税状況によって所得段階別に保険料を決
定します。平成30年度から平成32年度の所得段階の区分は９段階となっています。
第６期基準額4,400円（月額）／52,800円（年額）⇒第７期基準額5,000円（月額）／60,000円（年額）

　65歳以上の方の介護保険料は、湧別町の介護サービスの総費用が賄えるように算出された「基準額」を
もとに決まり、３年に一度改定されます。

段階 対象となる方 調整率 第６期
年間保険料

第７期
年間保険料

第1段階
・生活保護受給者
・町民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者
・町民税非課税世帯で年金収入等80万円以下の方

基準額×0.45 23,700円 27,000円

第2段階 町民税非課税世帯で年金収入等80万円超120万円以下の方 基準額×0.75 39,600円 45,000円

第3段階 町民税非課税世帯で年金収入等120万円超の方 基準額×0.75 39,600円 45,000円

第4段階 世帯に町民税が課税されている方がおり、本人が町民税非課税
で年金収入等80万円以下の方 基準額×0.9 47,500円 54,000円



2018．6  広報ゆうべつ7

介護保険料の上昇の主な理由 

介護保険料の増加を抑制 ～準備基金の取り崩し～ 

⑴　給付費の増
　　　高齢化の進展に伴う高齢者数と要介護認定者数の増加や、特別養護老人ホームなどの介護保険サービ
　　ス施設の充実などの要因からサービスの利用量が増加することで、給付費の増加が見込まれます。

※在宅系サービス～訪問介護・通所介護や福祉用具のレンタル・購入など
※施設系サービス～特養や老人保健施設・認知症対応型グループホームなど　
※地 域 支 援 事 業～介護予防のために実施している各種事業および要支援１・２の方の訪問介

護・通所介護、生活支援体制整備事業など

在宅系サービス 施設系サービス ケアプラン作成 地域支援事業 その他
■第 6 期 778,810 千円 1,545,922 千円 113,455 千円 90,000 千円 280,801 千円
■第 7 期 935,412 千円 1,505,145 千円 127,393 千円 145,226 千円 317,027 千円

⑵　第１号被保険者負担割合の改定
　　　第６期（平成27～29年度）では「22％」の負担割合でしたが、第７期（平成30～32年度）は「23％」 
　　と『１％』の負担増となりました。

　第７期介護保険事業計画で当初算出した介護保険料基準額は5,300円（月額）／63,600円（年額）でしたが、
保険料の上昇を抑制するために、準備基金より3,000万円を取り崩す計画として、基準額を5,000円（月額）
／60,000円（年額）と決定しました。　また、準備基金の残額が平成29年度末で約8,500万円となっています。

◆お問い合わせ先　　保健福祉課介護保険係　☎５－３７６５

※第1段階の保険料は、軽減制度実施（公費投入）により保険料率が0.5から0.45となります。
※今後、消費税が10％となった場合には、第１段階～第３段階の方の保険料の軽減が行われる見込みです。

段階 対象となる方 調整率 第６期
年間保険料

第７期
年間保険料

第5段階 世帯に町民税が課税されている方がおり、本人が町民税非課税
で年金収入等80万円超の方 基準額×1.0 52,800円 60,000円

第6段階 本人が町民税課税で合計所得金額が120万円未満の方 基準額×1.2 63,300円 72,000円

第7段階 本人が町民税課税で合計所得金額が120万円以上200万円未満の方
※（第6期→120万円以上190万円未満の方） 基準額×1.3 68,600円 78,000円

第8段階 本人が町民税課税で合計所得金額が200万円以上300万円未満の方
※（第6期→190万円以上290万円未満の方） 基準額×1.5 79,200円 90,000円

第9段階 町民税本人課税で合計所得金額が300万円以上の方
※（第6期→290万円以上の方） 基準額×1.7 89,700円 102,000円

計画年度 給付費等総額 前期計画対比 伸び率
第 6 期計画（平成 27 ～ 29 年度） 2,808,988 千円 ー ー
第 7 期計画（平成 30 ～ 32 年度） 3,030,203 千円 221,215 千円増 7.9%

計画年度 22% 23% 増額
第 6 期計画（平成 27 ～ 29 年度） 617,977 千円 ー ー
第 7 期計画（平成 30 ～ 32 年度） 666,644 千円 696,946 千円増 30,302 千円

第６期と第７期での各給付費の内訳
は、このようになっています。
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■　７月に保険料額をお知らせします　■

■　ジェネリック医薬品の利用について　■

◆　効き目・安全性について

◆　価格について

平成30年度の保険料につきましては、７月に個別にお知らせします。

均　等　割 １年間の保険料所　得　割
＋ ＝

50,205円 10.59％

【１人当たりの額】 【限度額62万円】
（100円未満切り捨て）

【本人の所得に応じた額】
（平成29年中の所得－33万円）×

●　１年間の保険料の上限額は、62万円です。
●　所得の少ない方は、世帯主や被保険者の所得に応じて保険料が軽減されます。
●　年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。

●　医療機関で処方される薬には、新薬（先発医薬品）とジェネリック医薬品（後発医薬品）が
あります。

●　ジェネリック医薬品の処方を希望される方は、医師や薬剤師にその旨を伝えるか、医療機関
や薬局の窓口に「希望カード」を提示することによりお願いすることができます。
「希望カード」が必要な方は、役場保健福祉課医療係までお問い合わせください。

ジェネリック医薬品は、新薬と同等の効果・効能を持ち、厚生労働省の基準を満たしている安全
なお薬です。
※ご希望される場合は、必ず主治医や薬剤師によく相談しましょう。

ジェネリック医薬品を利用すると、お薬代が安くなります。薬によって異なりますが、新薬より
３割以上、中には５割以上安くなるものもあります。

※　保険料のお支払いが困難な場合は、役場保健福祉課医療係へご相談ください。
災害や失業などによる所得の大幅な減少、その他特別の事情で生活が著しく困窮し、保険
料のお支払いが困難な方については、保険料の減免を受けられる場合があります。

保険料のお支払いは、「年金からのお支払い」と「口座振替」を選ぶことができます。
口座振替を希望される方は、役場保健福祉課医療係までお問い合わせください。
ただし、次のいずれかに当てはまる方は、「年金からのお支払い」ができないため、
「納入通知書」や「口座振替」により納めていただきます。
◆介護保険料が年金から引かれていない方（年金額が年額１８万円未満の方）
◆介護保険と後期高齢者医療の保険料の合計額が、介護保険料が引かれている年金

の受給額の半分を超える方

≪保険料の計算方法≫

後期高齢者医療制度のお知らせ
～　平成30年度の保険料等について　～

お問い合わせ先
北海道後期高齢者医療広域連合
〒060-0062
札幌市中央区南２条西14丁目
国保会館６階
☎ ０１１－２９０－５６０１

湧別町役場保健福祉課医療係
☎ ０１５８６－５－３７６５
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離婚時の年金分割について

国民年金あれこれ

　「離婚分割」は、離婚などをした際に厚生年金保険の保険料納付記録を当事者間で分割することが
できる制度で、「合意分割制度」と「３号分割制度」があります。
　なお、「離婚分割」をする際は、年金事務所などで請求手続きが必要ですが、この手続きは、原則
として離婚後２年を過ぎるとできなくなりますのでご注意ください。

●「合意分割制度」とは
　お二人からの請求により婚姻期間中の厚生年金記録（標準報酬月額・標準賞与額）を分割できる
制度です。
　離婚当事者は、分割することと、その按分割合（※1）について合意したうえで、年金事務所な
どに厚生年金保険の分割請求手続きを行います。
　請求にあたっては、次の条件すべてに該当することが必要です。

・離婚または事実婚関係を解消している
・お二人の合意や裁判手続きにより年金分割の割合を定めている
・請求期限（原則として離婚をした日の翌日から２年）を経過していない

＊分割手続き前に当事者の一方が亡くなった場合は、死亡日から１カ月以内に限り分割請求が認め
られます。

※1 按分割合とは、離婚する当事者それぞれの厚生年金記録（標準報酬月額・標準賞与額）の合計
額のうち、分割によって増額となる側から見た分割後の割合です。

●「３号分割制度」とは
　国民年金第３号被保険者（※2）だった方からの請求により、平成20年4月以降の婚姻期間中の
国民年金第３号被保険者期間中における相手方の厚生年金記録（標準報酬月額・標準賞与額）を、
２分の１ずつ分割できる制度です。
　手続きは年金事務所などで行います。
　請求にあたっては、次の条件すべてに該当することが必要です。

・離婚または事実婚関係を解消している
・平成20年４月１日以降に、お二人の一方に国民年金第３号被保険者期間がある
・請求期限（原則として離婚をした日の翌日から2年）を経過していない

＊分割手続き前に当事者の一方が亡くなった場合は、死亡日から１カ月以内に限り分割請求が認め
られます。

※2 国民年金第３号被保険者とは、厚生年金保険の被保険者または共済組合の組合員の被扶養配偶
者で、20歳以上60歳未満の方をいいます。（サラリーマンの妻（夫）である専業主婦（主夫）
の方など）

【お問い合わせ先】
　　北見年金事務所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎０１５７－２５－９６３５
　　湧別町役場　住民税務課　戸籍住民係（上湧別庁舎）　　☎２－５８６３


