介 関連冊子のご案内
護保険 制度

◎介護保険制度シリーズ

2013
年
1月

○○市町村

みんなのあんしん
介護保険／A4判・32ページ

みんなの介護保険
ハンドブック／B7判・24ページ

●改 良に改 良を重 ねたゆとりを
もった見やすいつくり

●小さな文字も見やすいつくり
●介護保険証の見方を解説
○○市町村

セミオーダー対応 ※
※みんなの介護保険ハンドブックのセミオーダー
は、表紙・裏表紙への刷り込みのみの対応です。

セミオーダー対応

平成 25 年度版の介護保険関連商品の

ともにはぐくむ
介護保険／A4判・32ページ

くらしのみかた介護保険
ハンドブック／B7判・32ページ

サンプルが完成いたしました。

●利用者の使いがってを考えて作
られた新コンセプト冊子

●小さな文字も見やすいつくり
○○市町村

業界 No.1 の実績と信頼を誇る

●保険料と費用について詳しく説明

弊社商品をぜひご活用ください。

○○市町村

新商品

表紙リニューアル

くらしのみかた介護保険
ガイドブック／B6変形判・32ページ

わたしたちの
介護保険／A4判・16ページ

同封していないパンフレットの
サンプルをご希望のお客様は
お気軽にお問い合わせください

●コンパクトながら制度全般を詳し
く解説

●独自情報を追加して、市町村オリ
ジナル冊子作成に最適
○○市町村

◎明るい気持ちになれる表紙デザイン
◎ユニバーサルデザインフォントの使用に加えて色、デザイン面においても見やす
※

（2冊子でメディア・ユニバーサル・デザイン（MUD）認証 を取得。認証申請をしていな
い冊子も、認証を取得したノウハウを生かした見やすいつくり。）

セミオーダー対応 商品の場合

数百部から低価格で、オリジナルの情報、保険料を刷り込むことが可能です。
高齢者の総合相談窓口

◎少部数であっても保険料、裏表紙に 独自情報をお求めやすい価格で刷り込める
冊子も。

セミオーダー対応

▲このアイコンのある冊子は少部数でもオリジナル冊子の作成が可能です。
※部数がまとまればどの冊子でもオリジナル冊子の作成が可能です。

65歳以上の方の保険料は、市区町村の介護サービス費用がま
かなえるよう算出された
「基準額」
をもとに決まります。
基準額の決まり方

市区町村で必要な
介護サービスの総費用

＝

○○市町村地域包括支援センター
FAX.000-0000
TEL.000-0000
○○市町村○○○○0-0-0

裏表紙刷り込み例

独自情 報を、裏 表 紙に1色で刷
り込むことが可能です。基本価
格内での刷り込みができます。

地域包括支援センターはこのような支援や相談を行っています
介護予防を応援します！
要支援１・２の方など
の介護予防ケアプラン
を作成して、効果を評
価します。

様々な
カスタマイズが
可能

様々な問題に対応します！
高齢者に関する様々
な相談を受け、必要
なサービスにつなぎ
ます。

積極的に
ご利用ください

高齢者の権利を守ります！

×

65 歳以上の方の
負担分 21%

●◎市区町村の保険料の基準額

÷

市区町村に住む
65 歳以上の方の人数

○○○○○円（年額）

この
「基準額」
を中心に、
所得に応じた負担になるように、8段階の保険料に分かれます。

○地域包括支援センターには、社会福祉士・保健師等・主任ケアマネジャー
が配置されます。
○介護予防事業のケアマネジメント、総合相談・支援事業、長期的ケア
マネジメントの支援・高齢者の権利擁護事業などの業務を行います。

高齢者虐待の防止、悪
質な訪問販売による被
害の防止などの権利擁
護を行います。

※メディア・ユニバーサル・デザイン（MUD）認証とは・・・
一般の人はもちろん高齢者・色覚障がい者など、
誰にとっても見やすいと認められ
た冊子に与えられる認証マークです。

65歳以上の方の保険料

高齢者の身近な相談窓口として、○○市町村地域包括支援センターを
設置しています。地域で暮らすみなさんを、介護・福祉・健康・医
療などさまざまな面から総合的に支援して参ります。まずはお気軽
にご相談ください。

相談の秘密は
厳守します

充実したサービスを
提供するために支援します！

保険料刷り込み例

▼

◎親しみやすく好感度の高いイラスト

少部数でも
オリジナリティ
ある冊子に

●保 険 証 版（ハンドブック）よりも
大きめの文字を使用

少部数でも低価格で独自情報を刷り込める

保険料の刷り込みスペースが
広く、段 階 が 多くても、基 本
価格内での修正が可能です。

ケアマネジャーさ
んへの指導・助言
や医療機関など、
関係機関との調整
を行います。

所得段階

対象となる方

保険料の調整率

保険料
（年額）

第

1 段階

●生活保護受給者の方
●老齢福祉年金※１受給者で、
世帯全員が市区町村民
税非課税の方

基準額 × 0.50

0000円

第

2 段階

世帯全員が市区町村民税非課税で、前年の課税年金
収入額と合計所得金額※２の合計が80万円以下の方

基準額 × 0.50

0000円

特例

3 段階

世帯全員が市区町村民税非課税で、前年の課税年金
収入額と合計所得金額の合計が120万円以下の方

基準額 × 0.60

0000円

3 段階

世帯全員が市区町村民税非課税で、特例第3段階に
該当しない方

基準額 × 0.75

0000円

特例

世帯の誰かに市区町村民税が課税されているが本
人は市区町村民税非課税で、前年の課税年金収入額
と合計所得金額の合計が80万円以下の方

基準額 × 0.80

0000円

基準額 × 1.00

0000円

第

第

第

4 段階

第

4 段階

世帯の誰かに市区町村民税が課税されているが本
人は市区町村民税非課税の方で、特例第4段階に該
当しない方

第

5 段階

本人が市区町村民税課税で、前年の合計所得金額が
000万円未満の方

基準額 × 1.25

0000円

第

6 段階

本人が市区町村民税課税で、前年の合計所得金額が
000万円以上の方

基準額 × 1.50

0000円

※1 老齢福祉年金

明治44年（1911年）4月1日以前に生まれた方、または大正5年（1916年）4月1日以前に生まれた
方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です
※2 合計所得金額 「所得」
とは、実際の
「収入」
から「必要経費の相当額」
を差し引いた額です

ご予算やご要望にあわせてオーダーメイドで作成
●「介護予防・日常生活支援総合事業」を
実施する市町村様向けの記事のご用
意もあります。
●事業者一覧やマップ、介護保険以外の
福祉サービスなどを追加できます。
カスタマイズ例

保険料段階をチャートに

◎お気軽にご相談ください。

▼

◎利用者の視点に立ち、わかりやすい言葉で制度を解説

○○市町村

●制度全般をコンパクトに解説

▼

現代けんこう出版の冊子の特徴

さに配慮した紙面

●介護保険証の見方を解説

◎介護保険料シリーズ

その他介護保険関連新刊情報＞＞＞＞＞

サンプルをご希望のお客様は
お気軽にお問い合わせください

◎今日からはじめる介護予防シリーズ（全 5 種類）

介護保険の保険料
（4ページ版）A4判・4ページ

若さを保つ

筋力トレーニング

●多段階であっても見やすく掲載
●少部数でもフルオーダーに対応

A4判/4ページ

●納め方、滞納措置についても丁寧な言葉使いで説明

A4判/4ページ

A4判/4ページ

●薄い紙への変更や郵送用の 3 つ折り加工も可能

監修・鈴木 隆雄

監修・鈴木 隆雄

（国立長寿医療センター研究所 所長）

（国立長寿医療センター研究所 所長）

介護保険の保険料
（リーフレット版）B3縦半裁<巻6折り＞

A4判

正しく知ろう
認知症

セミオーダー対応

A4判/16ページ

介護保険の保険料（リーフレット版）セミオーダー可能箇所

65歳以上の方の保険料は、市区町村の介護サービス費用がまかなえるよう
算出された
をもとに決まります。
「基準額」

市区町村で必要な
介護サービスの総費用

＝

×

65 歳以上の方の
負担分 21%

●◎市区町村の保険料の

基準額

÷

市区町村に住む

○○○○○円（年額）

この基準額をもとに、
世帯の所得によって●段階に分かれます。

保険料の上昇を緩和します
介護保険料は、
高齢化や介護サービスの充実のために上昇傾向にあります。
平成24 〜 26年度は、保険料の急激な上昇を少しでも抑えるために都道府県に設置され
ている財政安定化基金の一部を取り崩し、
活用しています。

※1 老齢福祉年金 明治44年（1911年）4月1日以前に生まれた方、または大正5年
（1916年）4月1
日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です
※2 合計所得金額 「所得」とは、
実際の「収入」から
「必要経費の相当額」を差し引いた額です

保険料
（年額）

第

1 段階

基準額 × 0.50

00000円

2 段階

世帯全員が市区町村民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計
基準額 × 0.50
所得金額※２の合計が80万円以下の方

00000円

特例

世帯全員が市区町村民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計
基準額 × 0.70
所得金額の合計が120万円以下の方

00000円

基準額 × 0.75

00000円

第 4 段階

特例

世帯の誰かに市区町村民税が課税されているが本人は市区町村民税非
基準額 × 0.90
課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方

00000円

第

4 段階

世帯の誰かに市区町村民税が課税されているが本人は市区町村民
基準額 × 1.00
税非課税の方で、特例第4段階に該当しない方

00000円

第

5 段階

本人が市区町村民税課税で、合計所得金額が125万円未満の方

基準額 × 1.20

00000円

第

65 歳以上の方の人数

保険料の調整率

第

第 3 段階

基準額の決まり方

対象となる方

3 段階

世帯全員が市区町村民税非課税で、特例第3段階に該当しない方

第

6 段階

本人が市区町村民税課税で、
合計所得金額が125万円以上190万円未満の方

基準額 × 0.00

00000円

第

7 段階

本人が市区町村民税課税で、
合計所得金額が190万円以上●●●万円未満の方

基準額 × 0.00

00000円

第

8 段階

本人が市区町村民税課税で、
合計所得金額が●●●万円以上●●●万円未満の方

基準額 × 0.00

00000円

第

9 段階

本人が市区町村民税課税で、
合計所得金額が●●●万円以上●●●万円未満の方

基準額 × 0.00

00000円

第

10 段階

本人が市区町村民税課税で、合計所得金額が190万円以上●●●
基準額 × 0.00
万円未満の方

00000円

第

11 段階

本人が市区町村民税課税で、合計所得金額が190万円以上●●●
基準額 × 0.00
万円未満の方

00000円

本人が市区町村民税課税で、合計所得金額が190万円以上●●●
基準額 × 0.00
段階
万円未満の方

00000円

本人が市区町村民税課税で、合計所得金額が190万円以上●●●
基準額 × 0.00
万円未満の方

00000円

第

12

第

13 段階

特別な事情がないのに、保険料の滞
納が続く場合、未納期間に応じて給
付が一時差し止めになったり、利用
者負担が 1 割から 3 割になったりす
る措置がとられます。保険料は必ず
お納めください。

65歳以上の方
（第1号被保険者）の

平成 24 〜 26 年度版

▼
【1年6カ月間滞納した場合】 あとで払い戻されるはずの給
付費（9割相当分）の一部また
●保険給付の
は全部を一時的に差し止める
などの措置がとられます。なお
一時差し止め
滞納が続く場合は、差し止めら
●差し止め額から
れた額から保険料が差し引か
滞納保険料を控除
れる場合もあります。

▼
【2年以上滞納した場合】

●利用者負担の引き上げ
●高額介護サービス費等
の支給停止

A4判/8ページ

未納期間に応じて、本来1割で
ある利用者負担が3割に引き
上げられたり、高額介護サービ
ス費等が受けられなくなった
りします。

この冊子は環境に配慮し、植物油インキを使用しています。
またこの冊子はユニバーサルデザインに配慮して作成されています。

無断転載・複製を禁じます。
Ⓒ（株）
現代けんこう出版
〒130-0026 東京都墨田区両国1-12-8 ムネカワビル
TEL.03-3846-1088 FAX.03-3846-1189

A4判/4ページ

毎日取り組む
4ページ

今日からはじめる

健康づくりと住環境づくり

健康づくりと住環境づくり

A2判十文字折・ポスタータイプ

A4判/4ページ

転倒予防

介護保険
の

保険料

サービスを利用したとき、いっ
たん利用料の全額を自己負担
しなければならなくなります。
（9割相当分は後で払い戻され
ます。
）

●サービス利用時の
支払い方法の変更
（償還払いへの変更）

○○市町村

転倒予防

介護保険は老後の安心をささえるみんなの制度です

【1年間滞納した場合】

高齢者虐待防止

A4判

保険料を滞納すると？

介護保険制度は、
住み慣れた地域でいつまでも
健やかに暮らせるように、
また介護が必要になっ
ても、
安心して自立した生活を送れるように、
社
会全体で支えていこうというしくみです。
介護保険の財源
介護保険制度は、
40 歳以上の方に
納めていただく保険料と
公費（税金）
を財源に 公費
（税金）
運営しています。
国 25％

65 歳以上の方の
保険料

50％

都道府県 12.5％
市区町村 12.5％

※在宅の場合の内訳

21％

29％

株式会社

40〜64 歳の方の
保険料

一 人ひとりの保 険 料は介 護 保 険の大切な財源です。
みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

○○市町村○○課
（TEL.0000-00-0000）

サンプル請求・お見積・お問い合わせは、電話・FAX でお気軽にご連絡ください。

gendai

現代けんこう出版
本社： 〒130‐0026 東京都墨田区両国1ｰ12ｰ8 ムネカワビル 502
TEL：03-3846-1088 FAX：03-3846-1189

関西営業所： 〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島4ｰ6ｰ31機動ビル4階
TEL：06-6453-3881 FAX：06-6453-3888
ホームページ http://www.gendaikenko.co.jp

高齢者の権利を
守ります
成年後見制度と

◎住環境づくりと筋力アップによる転倒予防

内のスミ文字は、少部数であっても加筆・修正が可能です。
（部数がまとまれば、
フルオーダーが可能です）

●生活保護受給者の方
●老齢福祉年金※１受給者で、世帯全員が市区町村民税非課税の方

みんなで支える
認知症

認知症の方と
4ページ
よりそい生きるために

●市町村名、基準額、保険料額などが刷り込み可能

所得段階

◎高齢者虐待防止・権利擁護

◎認知症の方の家族、地域の方への周知のために

●郵送に便利なコンパクトサイズ

監修・鈴木 隆雄
（国立長寿医療センター研究所 所長）

低栄養予防

閉じこもり・
うつ予防

●どのように保険料が決まるかを丁寧にお知らせし、保険料納付を促進

A4判/4ページ

認知症予防

しっかり食べていつまでも元気に

心と体の健康のために

●多段階化と基金の取り崩しになどについての説明が可能

A4判/4ページ
監修・鈴木 隆雄
（国立長寿医療センター研究所 所長）

監修・石井 直方
（東京大学教授）

A4判・6ページ<巻３折り＞

生活習慣改善からの

口腔ケア

●郵送用に３つ折り加工も可能

介護保険料のお知らせ

口の健康から
体の健康につなげる

販売代理店

