
 
 
 

 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）やショートステイを利用する方の食費・居住費はご本人による負担が原則で

すが、条件に該当する方については、申請に基づきそれらの費用の負担軽減を行って

います。 

 負担の軽減を希望される方は、必要書類を添えてお住まいの区役所・支所に申請を

していただき（郵送申請も可）、条件に該当した方に交付される「負担限度額認定証」

を利用施設に提示する必要があります。 
 

○ 認定のための条件 

 ① 世帯全員（世帯を別にする配偶者を含む）が市町村民税非課税であること 

 ② 預貯金等の資産が利用者負担段階毎に設定された基準以下であること 

 

○ 申請に必要となる持ち物 

 ・ 介護保険負担限度額認定申請書 

・ 介護保険被保険者証 

・ 個人番号カード等のマイナンバーの確認ができるもの 

・ 資産の状況が確認できる書類（※）裏面参照 

  ※ 預貯金通帳や有価証券及び投資信託等の残高が確認できるもの。ご夫婦の場

合は配偶者の方の分も必要です。複数お持ちの場合は全てご用意ください。 

（原則として、申請日から直近２か月前までの期間に記帳したものが必要です。） 

  ☆ 郵送申請をする場合には、①介護保険負担限度額認定申請書に必要事項を記

入し、②裏面で預貯金等に関する申告をしたものの内容が分かる部分の写し

（通帳の場合は、銀行名・支店名・名義人がわかる部分と普通・定期・貯蓄等

の直近２か月までの期間に記帳したページ（定期・貯蓄などのご利用がない場

合でも「無い」という確認のため通帳の最終のページ））をお住まいの区の区

役所・支所健康長寿推進課高齢介護保険担当宛てに送付してください。 

◎ 別紙の区役所・支所の一覧に住所を記載しています。お住まいの区の区役所・

支所の宛名を切り取って使用していただけます。 

 

○ 注意点 

・ 申請書を受け付けた後に審査を行い、後日結果を郵送します。 

 ・ 有効期限は原則として７月末までとなります。翌年度に引き続きご利用いただ

くためには再度申請が必要となります。 

・ 配偶者の１月１日現在の住所が京都市以外で、申請書に配偶者のマイナンバー

の記載がない場合は、配偶者の市町村民税非課税の証明書の添付が必要です。 

・ 生活保護受給中の方につきましては、生活保護の受給判定において必要な内容

について既に審査されているため、資産確認書類は不要です。 
 

ご不明な点がありましたら、京都市介護認定給付事務センター（０７５－７０８－

７７１１）まで、お問い合わせください。 

京都市 

裏面もご覧ください。 

負担限度額認定証について 

介護保険施設利用の際の 

食費・居住費を減額する制度です。 

 
介護保険 
被保険者証 

京都市 

通帳 



○ 申告の対象となる資産について 

申告の対象となる資産の種類 添付が必要な確認書類の例 

預貯金（普通・定期・貯蓄） 
通帳や証書の写し（インターネットバンクであれば口座残高

ページの写し） 

有価証券（株式・国債・地方債・社債など） 証券会社や銀行の口座残高の写し（ウェブサイトの写しも可） 

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 
購入先の銀行等の口座残高の写し（ウェブサイトの写しも可） 

投資信託 
銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し（ウェブサイ

トの写しも可） 

現金 なし（申請書に金額を記入） 

負債（借入金・住宅ローンなど） 

※資産の合計から差し引いて計算します 
借用証書など 

生命保険、自動車、腕時計、宝石など時価評価額の把握が難しい貴金属、絵画、骨董品、家財などの資産は対象外です。 

○ 利用者負担段階の基準と負担限度額  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※その他の合計所得金額…合計所得金額から年金所得等を控除した額 

注）２号被保険者の方は、利用者負担段階に関わらず、単身世帯で 1,000 万円以下、夫婦世帯で

2,000 万円以下が預貯金等の資産要件の基準となります（６５才到達まで）。 

 

利用者負担段階 
以下の１～３の段階には、次の両方の

基準を満たしている必要があります。 
・ 世帯の全員（世帯を分離している

配偶者を含む。）が市民税非課税 
・ 預貯金等の資産要件が基準以下 

食費の 
日 額 

上段：ショ

ートステイ 

下段：施設 

居住費の日額 
預貯金等の 
資産要件の 

基準 
ユニット型 

従来型 
個室 

多床室 
個 室 

個室的

多床室 

１段階 
老齢福祉年金を受給されてい

る方、生活保護を受給されてい

る方など 

300 円 
300 円 

820 円 490 円 
特養等 320 円 

老健・ 

療養等 490 円 
0 円 

単身：1,000 万円以下 
夫婦：2,000 万円以下  
※生活保護を受給さ

れている方を除く 

２段階 

その他の合計所得金額（※）と

課税年金収入額と非課税年金

収入額の合計が８０万円以下

の方など 

600 円 
390 円 

820 円 490 円 
特養等 420 円 

老健・ 

療養等 490 円 
370 円 

単身： 650 万円以下 
夫婦：1,650 万円以下 

３段階① 

その他の合計所得金額（※）と

課税年金収入額と非課税年金

収入額の合計が８０万円超 

１２０万円以下の方など 

1,000 円 
650 円 

1,310 円 1,310 円 
特養等 820 円 

老健・ 

療養等 1,310 円 
370 円 

単身： 550 万円以下 
夫婦：1,550 万円以下 

３段階② 
第１段階～第３段階①に該当

されない方など 
1,300 円 
1,360 円 

1,310 円 1,310 円 
特養等 820 円 

老健・ 

療養等 1,310 円 
370 円 

単身： 500 万円以下 
夫婦：1,500 万円以下 

上記の条件に該当しない方（基準費用額） 
※ 実際の費用は施設との契約により異な

る場合があります。 

1,445 円 
1,445 円 

2,006 円 1,668 円 
特養等 1,171 円 855 円 

 老健・ 

療養等 1,668 円 
377 円 

表面もご覧ください。 



〇宛名一覧

〇電話番号一覧
432-1364 592-3290 381-7638
441-5106 371-7228 332-9274
702-1069 681-3296 611-2278
812-2566 861-1416 642-3603
561-9187 852-1815 571-6471

〒607-8511
京都市山科区椥辻池尻町14-2
山科区役所保健福祉センター健康
⻑寿推進課⾼齢介護保険担当 ⾏

〒600-8588
京都市下京区⻄洞院通塩⼩路上る
東塩⼩路町608-8 下京区役所保健
福祉センター健康⻑寿推進課⾼齢
介護保険担当 ⾏

〒601-8511
京都市南区⻄九条南⽥町1-3
南区役所保健福祉センター健康⻑
寿推進課⾼齢介護保険担当 ⾏

〒601-8511
京都市右京区太秦下刑部町12
右京区役所保健福祉センター健康
⻑寿推進課⾼齢介護保険担当 ⾏

〒603-8511
京都市北区紫野東御所⽥町33-1
北区役所保健福祉センター健康⻑
寿推進課⾼齢介護保険担当 ⾏

〒602-8511
京都市上京区今出川通室町⻄⼊掘
出シ町285
上京区役所保健福祉センター健康
⻑寿推進課⾼齢介護保険担当 ⾏

〒606-8511
京都市左京区松ヶ崎堂ノ上町7-2
左京区役所保健福祉センター健康
⻑寿推進課⾼齢介護保険担当 ⾏

区役所・支所 宛先一覧

　負担限度額認定証の申請書を提出する窓口は、お住まいの区の区役所・支所保健福祉センター健康長寿推
進課高齢介護保険担当（京北地域にお住まいの方は、京北出張所保健福祉第一担当）になります（申請の窓
口が分からない場合は、お持ちの介護保険被保険者証の表紙下段に記載されていますのでご参照くださ
い。）。
　負担限度額認定証の申請書を郵便で提出される場合は、封筒をご用意いただき、下記の宛名からお住まい
の区役所・支所を切り取って貼り、所定料金分の郵便切手を貼って送付してください。

北区役所
上京区役所
左京区役所

⻄京区役所
洛⻄⽀所
伏見区役所

〒601-0292
京都市右京区京北周山町上寺⽥1-1
右京区役所京北出張所保健福祉第
一担当 ⾏

〒615-8522
京都市⻄京区上桂森下町25-1
⻄京区役所保健福祉センター健康
⻑寿推進課⾼齢介護保険担当 ⾏

〒610-1198
京都市⻄京区⼤原野東境⾕町2丁⽬
1-2
洛⻄⽀所保健福祉センター健康⻑
寿推進課⾼齢介護保険担当 ⾏

〒612-8511
京都市伏見区鷹匠町39-2
伏見区役所保健福祉センター健康
⻑寿推進課⾼齢介護保険担当 ⾏

〒612-0861
京都市伏見区深草向畑町93-1
深草⽀所保健福祉センター健康⻑
寿推進課⾼齢介護保険担当 ⾏

〒601-1366
京都市伏見区醍醐⼤構町28
醍醐⽀所保健福祉センター健康⻑
寿推進課⾼齢介護保険担当 ⾏

〒604-8588
京都市中京区⻄堀川通御池下る⻄
三坊堀川町521 中京区役所保健福
祉センター健康⻑寿推進課⾼齢介
護保険担当 ⾏

〒605-0862
京都市東山区清水五丁⽬130-８
東山区役所保健福祉センター健康
⻑寿推進課⾼齢介護保険担当 ⾏

深草⽀所
醍醐⽀所

中京区役所
東山区役所

山科区役所
下京区役所
南区役所
右京区役所
京北出張所


