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65 歳以上の人の介護保険料の改正65 歳以上の人の介護保険料の改正

第７期介護保険料
（令和２年度）

所得段階 基準額に
乗ずる割合

保険料年額
（保険料月額）

第 1 段階 0.3 ２万 3,310 円
（1,942 円）

第２段階 0.5 ３万 8,850 円
（3,237 円）

第３段階 0.7 ５万 4,390 円
（4,532 円）

第４段階 0.875 ６万 7,980 円
（5,665 円）

第５段階 1.0
７万 7,690 円
（6,474 円）

基準額

第６段階 1.125 ８万 7,410 円
（7,284 円）

第７段階 1.25 ９万 7,120 円
（8,093 円）

第８段階 1.5 11 万 6,540 円
（9,711 円）

第９段階 1.75 13 万 5,960 円
（１万1,330円）

第８期介護保険料
（令和３年度～５年度）

所得段階 基準額に
乗ずる割合 対象者 保険料年額

（保険料月額）

第 1 段階 0.3

○生活保護受給者の人
○世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福
祉年金受給の人
○世帯全員が市町村民税非課税で、前年の
課税年金収入額と合計所得金額の合計が 80
万円以下の人

２万 4,330 円
（2,027 円）

第２段階 0.5
世帯全員が市町村民税非課税で、前年の課
税年金収入額と合計所得金額の合計が 80
万円を超え 120 万円以下の人

４万 550 円
（3,379 円）

第３段階 0.7 世帯全員が市町村民税非課税で、上記以外
の人

５万 6,770 円
（4,730 円）

第４段階 0.875
世帯の中に市町村民税課税者がいるが、本
人は市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
の人

７万 960 円
（5,913 円）

第５段階 1.0 世帯の中に市町村民税課税者がいるが、本
人は市町村民税非課税で上記以外の人

８万 1,090 円
（6,757 円）

基準額

第６段階 1.125 本人が市町村民税課税者で、前年の合計所
得金額が 125 万円未満の人

９万 1,230 円
（7,602 円）

第７段階 1.25 本人が市町村民税課税者で、前年の合計所
得金額が 125 万円以上 190 万円未満の人

10 万 1,370 円
（8,447 円）

第８段階 1.5 本人が市町村民税課税者で、前年の合計所
得金額が 190 万円以上 320 万円未満の人

12 万 1,640 円
（１万 136 円）

第９段階 1.7 本人が市町村民税課税者で、前年の合計所
得金額が 320 万円以上 400 万円未満の人

13 万 7,860 円
（1 万 1,488 円）

第 10 段
階

2.0 本人が市町村民税課税者で、前年の合計所
得金額が 400 万円以上 600 万円未満の人

16 万 2,180 円
（1 万 3,515 円）

第 11 段
階

2.1 本人が市町村民税課税者で、前年の合計所
得金額が 600 万円以上 800 万円未満の人

17 万 290 円
（1 万 4,190 円）

第 12 段
階

2.2 本人が市町村民税課税者で、前年の合計所得
金額が 800 万円以上 1,000 万円未満の人

17 万 8,400 円
（1 万 4,866 円）

第 13 段
階

2.3 本人が市町村民税課税者で、前年の合計所
得金額が 1,000 万円以上の人

18 万 6,510 円
（1 万 5,542 円）

65 歳以上の人の介護保険料の改正
■問い合わせ先　介護福祉課介護保険料係（市役所１階、☎ 40-7049）

Town Information 市政情報

　介護報酬改定に伴い、弘前市介護予防・日常生
活支援総合事業のサービス利用料を改定しまし
た。

【変更後】（１割負担の人の 1 カ月あたりの料金）
①訪問介護相当サービス　
週１回程度…1,176 円
週２回程度…2,349 円
週２回を超える程度…3,727 円
②通所介護相当サービス
要支援１、事業対象者（要介護または要支援から
の更新者に限る）…1,672 円
要支援２で週１回程度…1,714 円

要支援２で週２回程度…3,428 円
※生活支援サービス、生きがい型デイサービスお
よび通所型サービスＣの料金は変更ありません
が、加算額の改定については利用しているサービ
ス事業所へお問い合わせください。
■問い合わせ先　介護福祉課自立・包括支援係（☎
40-7072）

総合事業のサービス利用料が変わりました令和３年
４月１日より

　令和３年度から３年間の第８期介護保険料基準
額が 4.4％引き上げの 8 万 1,090 円に決定とな
りました（改定後の保険料は下表を参照）。
　介護保険事業計画は、介護保険制度が円滑に運
営されるよう、３年を１期として定めることとさ
れており、保険料はその事業に要する費用の見込
み額から算定しています。保険料が引き上げにな
る要因は、給付費見込額等の増額や令和３年度の
介護報酬改定率が 0.70％の増額改定となったこ

とによるものです。
　保険料算定については、高所得者層の負担割合
を引き上げ、能力に応じた負担にすることにより、
低所得者層の負担を低く抑えることができるこ
とから、所得段階をこれまでの９段階から13段
階へ多段階化しています。令和３年度の保険料納
入通知書または決定通知書は７月中旬に郵送しま
す。今後も安定した介護保険制度を持続するため、
市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。

▼募集人員　１人
▼雇用期間　６月１日～令和４年３月 31 日（業
務が継続する場合、更新の可能性あり）
▼勤務場所　農村整備課（市役所３階）
▼勤務時間　午前９時～午後３時 45 分
▼休日　土・日曜日、祝日、年末年始
▼応募資格　
①野生動物からリンゴ等の農産物を守る業務に意
欲を持って取り組むことができること
②狩猟免許（わな猟免許等）を取得している、ま
たは取得を目指す意思があること（採用後に狩猟
免許の取得が求められます）
③普通自動車運転免許を取得していること

④パソコン（ワード、エクセルなど）の技能を一
定程度有すること
▼申し込み方法　５月 10 日（月・必着）までに、
市販の履歴書に必要事項を記入し、顔写真を貼付
の上、普通自動車運転免許証の写しと狩猟免状の
写し（所持の場合）を同封し、郵送か持参で農村
整備課（〒 036-8551、上白銀町１の１）へ。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、な
るべく郵送での提出にご協力ください。
※募集要項は市ホームページにも掲載しています。
■問い合わせ先　雇用条件について…人事課人事
研修係（☎ 35-1119）／業務内容について…農
村整備課鳥獣対策係（☎ 40-4155）

あなたの力を
市政のために

有害鳥獣対策業務や一般事務に従事する
会計年度任用職員を募集します

【新型コロナウイルスワクチンに関する問い合
わせや相談】
厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター

（☎ 0120-761-770、午前９時～午後９時〈土・
日曜日、祝日も実施〉）　　

【副反応などの相談】
青 森 県 新 型 コ ロ ナ ワ ク チ ン 相 談 電 話（ ☎
0570-012-018、月～金曜日の午前９時～午
後５時）

【接種手続きなどに関する相談】
弘前市新型コロナウイルスワクチン接種コール
センター（☎ 0120-567-745、月～金曜日
の午前９時～午後８時、日・祝日の午前９時～
午後５時）
※ワクチン供給と国で示す接種スケジュールか
ら、ワクチン接種の予約開始時期、予約方法、
接種会場を個別に文書でお知らせしますので、
医療機関等への問い合わせは控えてください。


