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くらしに役立つ制度紹介
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雑 感 今回も、生活に役立つ情報です。次号は、介護保険利用料の減免につい
て掲載しようと思っています。生活での困り事、相談事がありましたら、議員
までお気軽に連絡下さい。
神奈川県の障がい者施設で、入所者を狙った大量殺人事件が起こりました。
今後捜査の状況を見守らなければなりませんが、犯人は「障がい者に対して安
楽死を認めよ」と衆議院議長あてに文書を提出し、殺人予告をしていたとのこ
とです。世界では、自爆テロが頻発し、民族や宗教の違い理由に暴力で大量殺
戮を行う。それに対して欧米諸国は、テロ集団壊滅を理由として、無人飛行機
による無差別破壊を繰り返しています。また日本でもヘイトスピーチが横行し
て、民族殺戮を公言するデモも横行しています。このようなことを考えると、
ると現憲法の基本的人権や平和主義がいかに大切かを考えさせられます。憲法
の精神を軽視し、数の力で改憲を狙う安倍政権は許されません。
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介護保険料の減免制度の改善を

介 護保 険料 や後 期高 齢者 医療 制度 も６ 月に 所得 確定 によ り保 険 料が 決定 しま す。
保険 料は 普通 徴収 （直 接窓 口で 支払 う方 法） と特 別徴 収（ 年金 か ら天 引き ）の 方法
で支 払い ます 。年 金が 引き 下げ られ る中 、保 険料 は引 き上 げら れ 、生 活の 基礎 であ
る年 金が やせ 細っ てい ます 。そ んな 介護 保険 料に つい て考 えて み まし た

ださい。
期入院により収入が著しく減
もうすぐ６５歳 です。介護
【答】米原市の場合、第５段 少した場合などです。
保険について教えてください。
階が基準額で７万８００円
自治 体独自の保険 料減免制 度
【答】介護保険制度は市町村 （月額５９００円）です。第
や広域連合が運営主体になり １段階は、老齢福祉年金受給
行われます。訪問介護やデイ 者で世帯全員が市民税非課税 【問】明らかに収入が減る場
サービス、福祉機器の貸与、 の人などで基本額 ×・ ＝ 合ですね。一般の低所得者へ
介護施設サービスなどがあり ３万１９２０円となります。 の減免はないのですか。
ます。介護保険法第１条に、 第 段階は本人が市民税課税 【答】政府は「介護保険料は、
能力に応じ自立した日常生活 で、前年の合計所得金額が５ 所得によって決めているので
を営むことができるよう、” ００万円以上の人、基本額の 減免はない」といいますが、
国民の共同連帯の理念に基づ １・８倍１２万７４４０円で 自治体でも減免制度を持って
き介護保険制度を設ける”と す。これは年額です。
いるところがあります。徳島
なっています。国の責任より 【問】いつ支払うのですか。 市の例ですが、所得段階が第
国民の連帯が強要される制度 【答】老齢・退職、遺族、障 ２または第３段階のうち、収
で、国の負担は制度上５割と 害年金の受給額が年額 万円、入が著しく困窮している人で
され、利用者の増加や制度改 月額１・５万円以上の人は、 条件に該当する人は減免の対
善をすると国民が支払う保険 偶数月に支給される年金から 象 に な り ま す 。 役 所 へ
料が増えていきます。あわせ ２か月分の保険料が差し引か 申 請 を し ま す が 、 行 け
て「介護保険はずし」が強め れます。これを「特別徴収」 な い 場 合 は 郵 送 で も い
られ、利用できなくなってい といいます。特別徴収以外の いとなっています。
る人が増えています。
人は、市町村から送付される
第 ６ 期 介 護 保険 料 比 較
介護保険には 歳以上が全 納付書による納付、もしくは
員加入します。第１号被保険 口座振替により納めます。年
者は 歳以上の人、 歳から 度の途中で資格取得した場合
歳未満が第２号被保険者と は、資格取得月から保険料を
なります。
月割額で算定します。
【問】介護保険料の減免はあ
所 得 に応 じ９段 階以 上 の保 険料
りますか。
【答】国の制度としては、
【問】保険料はどう決められ 「保険料を納めることによっ
るのですか。
て、生活保護が必要になる人
【答】各自治体で、３年間を は、保護を必要としなくなる
見通して決めます。現在は２ 段階まで保険料を軽減する」
０１５年から 年の保険料で 制度があります。本人または
す。第５段階を基準額に、所 主たる生計維持者が、震災、
得に応じて国は９段階にして 火災などにより財産の著しい
いますが、米原市は 段階と 損害を受けた場合、事業の休
なっています。夫婦の場合は 廃止、失業などにより収入が
２人分の保険料を支払います。著しく減少した場合、また、
【問】具体的な例を教えてく 死亡、心身の重大な障害、長
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