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人生１００年時代へ
　日本では1950年頃の平均寿命は、男性女性ともに約60歳でしたが、現在の平
均寿命は男性が約81歳、女性が約87歳と大きく伸びており、医療技術の発展に
よって今後もさらに伸びて、現在60歳の人の約４分の１が95歳まで生きるという
試算もあります。（※）

　今、まさに「人生１００年時代」という新たな時代が到来しつつあります。

 　この「人生１００年時代」と言われる長寿化のなかで、個人のライフスタイルや
公的介護保険制度などの高齢者支援制度やサービスの様相、年金制度も変わり
はじめています。

　そのようななかで早い時期からの資産形成の重要性や介護・認知症への備え
などの必要性が指摘されています。

　また、本ガイドブックでもご紹介しておりますが、ゆとりある老後生活のためには、
多くの資金が必要であるとも言われています。

　これからの暮らしには、ライフプランを見据えた老後資金計画やいきいきとした
生活を続けるための健康維持や介護予防、もし介護が必要になった場合の備え、
また、大切な財産を守り、引き継ぐための相続対策も必要になります。

　このガイドブックでは、公的介護保険制度の基礎から始まり、介護施設や介護に
必要な資金、認知症の基礎知識や相続、遺産分割、老後の生活に必要な資金の
概要など、幅広くご紹介しています。

　これからもゆとりある老後生活を実現するためにも、ぜひこのガイドブックを
ご活用ください。

（※）参考：金融審議会市場ワーキング・グループ「高齢社会における資産形成・管理」報告書（案）2019年５月22日
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公的介護保険制度

2000年からスタートした「公的介護保険制度」。
急速に進む高齢化のなか、介護を必要とする状態になっても安心して生活ができるように
制度化されました。知っているようで知らない公的介護保険制度を詳しく見ていきましょう。

公的介護保険制度の概要

介護サービスを利用するには？

公的介護保険制度は、介護が必要な高齢者の暮らしを社会全体で支える仕組みです。

介護サービスを利用するためには、決められた手続きが必要です。認定の結果に応じて、ケアプラン（介護サービス
計画書）を作成し、サービスを利用できます。

サービス提供事業者・
施設

●ケアプラン作成
●施設サービス
●介護予防・生活支援サービス
●居宅サービス
●地域密着型サービス

市区町村（保険者）

●介護保険料の算定・徴収
●被保険者証の交付
●要介護認定
●保険給付
●介護サービスの確保・整備利用者（被保険者）

40歳以上が加入
●65歳以上（第1号被保険者）
原因にかかわらず介護が必要に
なった場合に、サービスが受けられる。
●40～64歳まで（第2号被保険者）
特定疾病が原因で介護が必要に
なった場合に、サービスが受けられる。

サービス費用の9割、8割または7割を支払います。

サービス費用を請求します。

●サービスを
　提供します。

●被保険者証を交付します。
●要介護認定の結果を
　通知します。

●介護保険料を納めます。
●要介護認定の申請をします。

●サービスを利用します。
●サービス費用の1割、2割
　または3割を支払います。

第１号被保険者 第２号被保険者

対象者 65歳以上の者 40歳から64歳までの公的医療保険加入者

受給要件

・要介護状態（寝たきり、認知症などで介
護が必要な状態）
・要支援状態
（日常生活に支援が必要な状態）

要介護、要支援状態が、末期がん・関節リウマチな
どの加齢に起因する疾病（特定疾病）による場合
に限定

保険料負担 市区町村が徴収（原則、年金から天引き） 公的医療保険者が医療保険の保険料と一括徴収

市区町村の窓口で、本人または家族が申請を行います。もし本人または家族の申請が難しい場合は、「地域包括支援セン
ター」や「居宅介護支援事業者」に代行してもらうこともできます。

申請時に必要なもの
・要介護・要支援認定申請書（市区町村の窓口やインターネットでもダウンロード可能）
・介護保険被保険者証（第1号被保険者の場合）もしくは健康保険被保険者証（第2号被保険者の場合）
・マイナンバー　　・身元確認書類　　など

要介護（要支援）認定の申請

市区町村から委託を受けた認定調査員による本人の心
身状況や日常生活状況についての聴き取り調査があり
ます。

聴き取り調査

市区町村からの依頼により主治医（かかりつけ医）に「主
治医意見書」を作成してもらいます。

主治医意見書

認定調査の結果を踏まえて、コンピューターによる一次判定が行われます。一次判定

一次判定の結果と主治医意見書をもとに、介護認定審査会で要介護度の判定が行われます。介護認定審査会

介護認定審査会での結果が申請日から原則30日以内に郵送で届きます。通知書には、「要介
護状態区分」や「認定の有効期間」などが記載されています。認定結果の通知

要介護 1〜5

介護
サービス

介護予防
サービス

介護予防・
日常生活支援サービス事業

一般介護予防
事業

公的介護保険 介護予防ケアマネジメント

要支援 1・2 非該当

介護予防・日常生活支援総合事業

被保険者が要介護・要支援に認定されると、１割から３割の金額負担で介護サービスを受けることができます。

公的介護保険制度では、保険者は、運営者のことであり、市区町村（特別区含む）のことを言います。被保険者は、保
険料を納め、介護サービス（保険給付）を受ける人のことを言います。ちなみに、被保険者は、第1号被保険者と第2
号被保険者に分かれます。
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公的介護保険制度

 

主治医意見書                                                          記入日  平成   年    月    日 

（ふりがな） 〒      － 

  

  
申 請 者 

明・大・昭      年     月     日生(    歳) 

男 

・ 

女 
   連絡先       (     ) 

上記の申請者に関する意見は以下の通りです。  

主治医として、本意見書が介護サービス計画作成に利用されることに  □同意する。   □同意しない。 

医師氏名                                          

医療機関名                                      

 

          電話      （     ）                

医療機関所在地                                            FAX       （     ）                

(１) 最終診察日 平成        年           月             日 

(２) 意見書作成回数 □初回 □２回目以上 

(３) 他科受診の有無 

□有  □無   

(有の場合)→□内科 □精神科 □外科 □整形外科 □脳神経外科 □皮膚科 □泌尿器科  

 □婦人科 □眼科 □耳鼻咽喉科 □リハビリテーション科 □歯科 □その他 (       ) 
 
１．傷病に関する意見 

(１) 診断名（特定疾病または生活機能低下の直接の原因となっている傷病名については１.に記入）及び発症年月日

    １．                                           発症年月日    （昭和・平成       年      月      日頃 ）

    ２．                                           発症年月日    （昭和・平成       年      月      日頃 ）

    ３．                                           発症年月日    （昭和・平成       年      月      日頃 ）

(２)症状としての安定性 □安定        □不安定       □不明  

(「不安定」とした場合、具体的な状況を記入) 

(３) 生活機能低下の直接の原因となっている傷病または特定疾病の経過及び投薬内容を含む治療内容 

〔最近（概ね６ヶ月以内）介護に影響のあったもの 及び 特定疾病についてはその診断の根拠等について記入〕 

 

２．特別な医療 （過去１４日間以内に受けた医療のすべてにチェック） 

 処置内容      □点滴の管理        □中心静脈栄養        □透析       □ストーマの処置  □酸素療法 

               □レスピレーター    □気管切開の処置      □疼痛の看護 □経管栄養 
 特別な対応    □モニター測定（血圧、心拍、酸素飽和度等） □褥瘡の処置 

 失禁への対応  □カテーテル（コンドームカテーテル、留置カテーテル 等） 

３．心身の状態に関する意見 

(１) 日常生活の自立度等について 

・障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度) 

・認知症高齢者の日常生活自立度            

 

□自立  □J1  □J2  □A1   □A2   □B1   □B2  □C1  □C2 

□自立  □Ⅰ  □Ⅱa  □Ⅱb □Ⅲa  □Ⅲb □Ⅳ  □Ｍ 
(２) 認知症の中核症状（認知症以外の疾患で同様の症状を認める場合を含む） 

 ・短期記憶              □問題なし  □問題あり 

 ・日常の意思決定を行うための認知能力 □自立    □いくらか困難 □見守りが必要     □判断できない

 ・自分の意思の伝達能力        □伝えられる □いくらか困難 □具体的要求に限られる □伝えられない

(３) 認知症の周辺症状 （該当する項目全てチェック：認知症以外の疾患で同様の症状を認める場合を含む） 

 □無   □有       □幻視･幻聴   □妄想     □昼夜逆転  □暴言   □暴行  □介護への抵抗   □徘徊 

                   □火の不始末  □不潔行為 □異食行動  □性的問題行動 □その他（           ） 

(４) その他の精神・神経症状 

 □無   □有  〔症状名：                                    専門医受診の有無 □有 （          ）□無〕 

（別添２）

「主治医意見書（見本）」 「介護保険被保険者証（見本）」

宇和島市市役所ホームページより

※審査結果への不服申し立て
非該当もしくは判定結果に納得できない場合は、まず市区町村の窓口に相談します。それでも納得できない場合は、都道府県
の介護保険審査会に、認定結果があったことを知った日の翌日から起算して3ヵ月以内に「不服申し立て」ができます。

※認定の有効期間
有効期間が満了するまでに認定の更新申請が必要です。また、心身の状態に変化があったときは、要介護認定の変
更の申請をすることができます。

要支援１・２、要介護１～５に認定されると公的介護保険の「介護サービス」「介護予防サービス」を利用できるようになり
ます。それぞれのサービスの一例は下記になります。
※介護サービス、介護予防サービスの利用のためには、ケアプランの提出が必要になります。

「介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）」は、市区町村が地域の高齢者を対象に、住み慣れた地域で自立した
生活を送ることができるように創設されました。

※「要支援１・２の方」「基本チェックリスト」で生活機能の低下がみられた方が対象です。

※ 65 歳以上のすべての方が対象です。

介護認定審査会の判定により、非該当から要支援１・２、要介護１～５までの８段階のいずれかに当てはまることになり
ます。下記は、それぞれの心身の状態のめやすです。

要介護・要支援の区分

公的介護保険で利用できるサービス

介護予防・日常生活支援総合事業

新規・変更認定申請 原則6ヵ月（市区町村が認める場合は３～12ヵ月の間で設定）

更新認定申請 原則12ヵ月（市区町村が認める場合は３～36ヵ月の間で設定）

区分 心身の状態のめやす

非該当 自立して日常生活を送ることができる方

要支援1 日常生活はほとんど一人でできるが、要介護状態にならないように何らかの支援が必要。

要支援2 要支援1の状態よりも日常生活を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要。

要介護1 立ち上がるときや歩行が不安定となる。排泄や入浴などに一部または立ち上がり等に介助が必要。

要介護2 一人で立ち上がったり歩いたりできないことが多い。排泄・入浴などに一部または全介助が必要。

要介護3 一人で立ち上がったり歩いたりできない。排泄・入浴・着替えなどに全介助が必要。

要介護4 日常生活を送る能力がかなり低下。入浴・着替えの全介助が必要。

要介護5 生活全般にわたって全面的な介助が必要。意思の伝達がほとんどできない場合が多い。

施設サービス
・介護老人福祉施設
 （特別養護老人ホーム/特養）
・介護老人保健施設（老健）
・介護医療院
・介護療養型医療施設　 など

訪問型サービス
・介護予防訪問型サービス
・生活援助訪問型サービス

地域密着型サービス
・小規模多機能型居宅介護
・認知症対応型共同生活介護
 （認知症高齢者グループホーム）
・定期巡回・随時対応型訪問介護

など

通所型サービス
・介護予防通所型サービス
・運動機能向上ミニデイ型サービス

居宅サービス
・訪問介護（ホームヘルプサービス）
・訪問入浴介護
・通所介護（デイサービス）
・短期入所生活介護（ショートステイ）

など

生活支援サービス
・一人暮らし高齢者への見守り提供

など

介護サービス（要介護）

介護予防・日常生活支援サービス事業

介護予防サービス
・介護予防訪問介護（ホームヘルプサービス）
・介護予防訪問入浴介護
・介護予防小規模多機能型居宅介護
・介護予防認知症対応型共同生活介護 （グループホーム）

など

介護予防サービス（要支援）

・介護予防普及啓発　　・地域介護予防活動支援　　・各種健康講座　　　など

一般介護予防事業

福祉用具に関するサービス
・福祉用具貸与
・特定福祉用具販売

住宅改修に関するサービス
・住宅改修

その他サービス（要介護・要支援）
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利用者負担の判定の流れ （2018年8月1日から）

3割負担

2割負担

2割負担

1割負担

1割負担

本人の合計
所得金額が
160万円以上
220万円未満

本人の
合計所得金額が
160万円未満

65
歳
以
上
の
方

本人の
合計所得金額が
220万円以上

年金収入＋その他の合計所得金額の合計額が
単身世帯で280万円以上340万円未満、または2人以上世帯で
346万円以上463万円未満

年金収入＋その他の合計所得金額の合計額が
単身世帯で280万円以上、または2人以上世帯で346万円以上

年金収入＋その他の合計所得金額の合計額が
単身世帯で280万円未満、または2人以上世帯で346万円未満

年金収入＋その他の合計所得金額の合計額が
単身世帯で340万円以上、または2人以上世帯で463万円以上

公的介護保険制度

要介護・要支援認定を受けたら「ケアプラン」の作成

公的介護保険サービスの自己負担割合

1ヵ月の利用上限「区分支給限度基準額」

認定を受け、介護（介護予防）サービスを受けるには、ケアプラン（介護（介護予防）サービス計画書）の
作成が必要になります。ケアプランとは「どのような介護（介護予防）サービスを、いつ、どれだけ利用す
るか」を決める計画のことです。作成費用は、介護保険で全額負担でき、利用者の負担はありません。

公的介護保険サービスを利用する場合、利用者自身が一定割合を負担します。 公的介護保険サービスは、上記のように要介護度別に利用限度額（区分支給限度基準額）が決まっていま
す。この利用限度額の範囲内であれば、自己負担は、利用者に応じた一定割合（自己負担割合）でサービ
スを利用できます。もし利用限度額を超えた分は、全額自己負担となります。ただし、同月内に限度額を超
えたら、超えた金額が還付される「高額介護サービス費制度」が利用できます。
※住宅改修費や福祉用具購入費、介護保険施設での食費や居住費は対象外となります。
※2019年7月現在のものです。

「合計所得金額」
収入－（公的年金等控除＋給与所得控除＋必要経費）

「その他の合計所得金額」
合計所得金額ー年金雑所得

※地域包括支援センター 市区町村が設置していて、ケアマネジャーや看護師、社会福祉士などの専門家が所属し、地域の高齢者の相談支援や
 介護予防ケアを行います。
※居宅介護支援事業者 市区町村が指定をし、ケアマネジャーが所属しています。介護を必要とする人が適切なサービスを利用できるよう
 ケアプランの作成や見直しを行い、行政や介護サービス提供事業者との連絡調整を行います。

要支援１・２の場合 地域包括支援センター※

要介護1〜5の場合 公的介護保険の居宅介護支援事業者※ （ケアプラン作成事業者）

■ ケアプランの作成委託先

要介護・
要支援認定の
通知

サービスの
利用開始

ケアプラン作成
ケアマネジャーに依頼し、
介護（介護予防）サービス
のケアプランを作成します。

サービス契約
ケアプランに沿った介護
サービス事業所と契約し
ます。

区分支給限度基準額（月額）

要介護度 利用限度額 自己負担額 （1割負担の場合）

要支援１ 50,030 円 5,003 円

要支援２ 104,730 円 10,473 円

要介護１ 166,920 円 16,692 円

要介護２ 196,160 円 19,616 円

要介護３ 269,310 円 26,931 円

要介護４ 308,060 円 30,806 円

要介護５ 360,650 円 36,065 円

※厚生労働省資料より

※第2号被保険者（40歳以上65歳未満の方）、市区町村民税非課税の方、生活保護受給者は上記にかかわらず1割負担になります。
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介護施設

様々な介護施設

施設サービスは、目的や入居条件により様々な種類があります。社会福祉法人や自治体が運営する公共
型の施設と、民間事業者が運営している施設とがあり、更にその中で役割に応じて細かく種類が分かれ
ます。

地域密着型サービスは、今後ますます増加が予想される認知症高齢者や要介護高齢者が、介護度が重
なっても、できる限り住み慣れた地域で生活ができるようにする目的で創設されたサービスです。
※入居一時金・月額目安は、 あくまでも目安の費用であり、実際とは異なる場合があります。

常に介護が必要で、在宅での生活が困難な方を受け入れます。申し込み順ではな
く、必要性の高い方が優先的に入所できるので、入所待機者が非常に多くなってい
ます。

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム/特養）要介護 3〜５

公共型

入居条件： （原則）６５歳以上で要介護３以上

月額目安： 約6万円～約15万円　　　看取り対応： 半分程度の施設で対応

生活介護中心
の施設

ひとつの共同生活住居に５人～９人の少人数の利用者が、介護スタッフと共同生
活を送る認知症の方向けの施設です。共同生活が不可能になると退去になること
があります。

認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム）要支援２・要介護１〜５

民間型

入居条件： （原則）６５歳以上で要支援２以上

入居一時金： ０円～約100万円　月額目安：約15万円～約20万円

看取り対応： 一部の施設で対応

地域密着型
の施設

都道府県から「特定施設入居者生活介護」の指定を受けた主に民間事業者が運営
しています。介護サービスの環境が整備されており、自立型から介護型、混合型が
あります。

介護付有料老人ホーム（特定施設入居者生活介護）自立〜要介護５

民間型

入居条件： （原則）６５歳以上

入居一時金： ０円～数千万円　月額目安：約15万円～約30万円

看取り対応： 一部の施設で対応

生活介護中心
の施設

安否確認や生活相談などのサービスが付いた高齢者向きの賃貸住宅です。
介護サービスを受けたいときは、入居者自身が外部事業者と別途契約を結ぶ必要
があります。

サービス付き高齢者住宅自立〜要介護３

民間型

入居条件： （原則）６０歳以上

入居一時金： ０円～数百万円　月額目安：約10万円～約30万円

看取り対応： 一部の施設で対応

高齢者向け
の住宅

自宅での療養が困難で、在宅復帰を目指している方向けにリハビリテーションや必
要な医療、介護を提供しています。在宅復帰を目標としているため、原則として３カ
月間程度での入所となります。

介護老人保健施設（老健）要介護 1〜５

公共型

入居条件： （原則）６５歳以上で要介護１以上

月額目安： 約8万円～約20万円　　　看取り対応： 半分程度の施設で対応

介護・リハビリ中心
の施設

介護医療院要介護 1〜５

介護療養型医療施設要介護 1〜５

日常的に医学管理が必要な方向けに看取りやターミナルケアなどの医療機能と生
活施設としての機能を持った施設です。2018年に創設されました。

入居条件： （原則）６５歳以上で要介護１以上

月額目安： 約7万円～約15万円　　　看取り対応： ほとんどの施設で対応

急性期の治療を終えて、長期療養が必要な場合に医学的管理のもとで機能訓練
や必要な治療、介護を受ける施設です。2024年３月で廃止予定です。

入居条件： （原則）６５歳以上で要介護１以上

月額目安： 約7万円～約20万円　　　看取り対応： ほとんどの施設で対応

公共型

医療中心
の施設
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介護施設

介護施設の種類とそれぞれの目安

それぞれの介護施設と、月額費用の目安、要介護度の関係を整理すると下図のようになります。

要
介
護
5

要
介
護
4

要
介
護
3

要
介
護
2

要
介
護
1

要
支
援
2

要
支
援
1

自
立

要介護度

30
万
円
超

30
万
円
〜
15
万
円

15
万
円
〜
6
万
円

利
用
月
額
目
安

介護付有料老人ホーム

サービス付き高齢者住宅

認知症対応型共同生活介護
（認知症高齢者グループホーム）

介護老人保健施設・介護療養型医療施設
介護医療院

介護老人福祉施設
（特別養護老人ホーム）

介護老人保健施設（老健） 協力：医療法人回生会「ケアセンター回生」

機能訓練室チェアバス居室

介護付き有料老人ホーム（特定施設入居者生活介護） 協力：有限会社ケアステーション大空「フリージア」

生活共同スペース居室

サービス付き高齢者住宅 協力：株式会社フルライフケア「フィオレ・シニアレジデンス住之江」

談話スペース食堂・団らんスペース

認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム） 協力：株式会社シルバーエッジ「みのりグループホーム平野」

居室浴室

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム/特養） 協力：社会福祉法人あかね 「アマルネス・ガーデン」

炭酸露天風呂※居室 デイフロア※

※併設のデイサービスのものになります。
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介護にかかるお金

介護に必要なお金 知っておきたい費用の軽減

介護生活期間の支出例

もし家族や自分が要介護状態になったら、どれくらいの期間を想定して、どれくらいの資金があれば安心でしょうか。 要介護状態になったら、介護にかかわるお金がたくさん掛かります。公的介護保険サービスは原則１割負担ですが、
もし自己負担限度額を超えてしまうときのために、次の制度を知っておきましょう。

公的介護保険を利用し、月々の介護サービス費の自己負担額が世帯合計（個人）で上限額を超えた場合に、その超
えた分が払い戻されます。ただし、この高額介護サービス費の対象には、老人ホームなどの居住費や食費、差額ベッ
ド代、生活費などを含むことはできず、また、居宅で介護サービスを受けている場合の福祉用具の購入費や住宅改
修費などについても対象にはなりません。

１年間にかかった医療費と介護保険の自己負担額の合計額が、高額療養費等の支給を受けても、なお高額な場合は、一
定の金額を超えた分が払い戻される制度として高額介護合算療養費制度があります。

※１　収入合計額が５２０万円未満（１人世帯の場合は３８３万円未満）の場合および所得の合計額が２１０万円以下の場合を含みます。
※２　介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は３１万円。
※3　70歳以上の場合。2018年8月からのもの。

※１　世帯内に課税所得145万円以上の被保険者がいる場合であって、世帯年収520万円以上（単身世帯の場合は383万円以上）。
※２　１割負担者（年金収入280万円未満）のみの世帯については、3年間の時限措置として年間上限額446,400円（37,200円×12）を設定。
※3　2018年8月からのもの。

要介護状態になっても、いろいろな支出があります。

高額介護サービス費制度

高額介護合算療養費制度

介護保険料 要介護状態になっても支払義務があります。

健康保険料 国民健康保険・後期高齢者医療保険

介護サービス利用料 所得によって費用負担割合に違いがあります。

医療費 収入によって自己負担額に違いがあります。

居住費 家賃や持ち家の場合の維持費・介護施設の居室費

水道光熱費 水道・ガス・電気料金（介護施設の場合は、居室費に含まれます。）

食費 日常の食費と入院・介護施設利用の際の食費

消耗品費 おむつやパッドなど。（介護施設の場合、利用料に含まれることもあります。）

保険・税金等 民間保険や固定資産税、自動車税、住民税など

適用区分 自己負担限度額（月額）

現役並み所得相当 ※１ 世帯で44,400円

一般 世帯で４４,４００円
年間上限あり（１割負担者のみの世帯） ※２

市町村民税世帯非課税者
下記以外 世帯で２４,600円

前年の合計所得金額と公的年金
収入の合計が８０万円以下等

世帯で２４,600円
個人で１５,000円

生活保護受給者 個人で１５,000円

適用区分 自己負担限度額（年額）

年収約１１６０万円～
標準報酬月額８３万円以上、課税所得６９０万円以上 ２１２万円

年収７７０万～年収約１１６０万円
標準報酬月額５３万～７９万円、課税所得３８０万円以上 １４１万円

年収３７０万～７７０万円
標準報酬月額２８万～５０万円、課税所得１４５万円以上 ６７万円

一般（年収１５６万～３７０万円）
健康保険：標準報酬月額２６万円以下
国民健康保険・後期課税所得１４５万円未満 ※１

５６万円

市町村民税世帯非課税 ３１万円

市町村民税世帯非課税（所得が一定以下） １９万円 ※２

いずれも公益財団法人生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査/平成30年度」より

どのくらいの期間介護をしたか？
平均4年7カ月

平均69万円

平均7.8万円

※過去3年間に介護経験がある人が対象

住宅改造や介護用ベッドの購入などの
一時費用の合計はいくら掛かったか？
※公的介護保険サービスの自己負担費用を含みます。

月々の介護費用はいくら掛かったか？
※公的介護保険サービスの自己負担費用を含みます。
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介護事例

介護に必要な資金とは介護保険サービスの利用料だけではありません。介護サービス
を利用した際のサービス費の自己負担部分と施設などを利用した際の居室費と食費は
全額自己負担なので、その合計が介護サービス利用費の総額になります。また自宅で介
護を受ける在宅介護か介護施設や高齢者住宅に入居するかによっても介護に必要な資
金が大きく異なります。

介護事例　階段で転倒し、突然要介護状態になったA子さん

持ち家の戸建て住宅で一人暮らしの元気な70歳の女性A子さん。
長年公務員だったので年金は比較的多く、経済的な余裕があり、友人との旅行や日常生活でも活動的
でした。

ある日洗濯物をリビングに運ぼうとして自宅の階段で転倒し、救急車で搬送され、腰部骨折してしまいま
した。手術直後は立つことも歩くこともできませんでしたが、懸命にリハビリを行い、立ち上がることはで
きるようになりました。しかし歩行は数歩程度しかできず、車椅子の生活となってしまいました。これから
の生活スタイルも変えていかねばならず、退院に備えて介護認定の申請を行いました。

Ａ子さんは、退院後すぐに生活できるように車椅子生活に合わせて家をリフォームしました。2階への移
動に階段は使えないのでエレベーターを設置し、車椅子でも調理しやすいような高さの調理台に替えま
した（公的介護保険対象外）。
Ａ子さんは、要介護2に認定され、玄関のスロープ工事、浴室やトイレを車椅子用に手すりを取り付け、ド
アを取り替えました（公的介護保険適用）。公的介護保険で利用できる住宅改修サービスは20万円まで
なので超えた部分は自己負担になりました。

Ａ子さんの場合、介護サービスは夜間のサービスを行なっているところが少なく、訪問も決まった時間で
24時間自由に使えるわけではないので、できることは自分でできるような環境を整えたいと思い、A子さ
んは背の高い冷蔵庫を手の届くものに変え、洗濯機も乾燥機付きで取り出しやすいドラム式に買い替え
ました。外出時の電動車椅子と介護ベッドなどの福祉用具はレンタル（福祉用具貸与）することにしました

（公的介護保険適用）。
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介護事例

Ａ子さんは、入浴は一人では困難なのでヘルパーに介助してもらっていますが、その他の日常生活は自
分でしています。また、お風呂やトイレの掃除など、自分ではできないことは介護サービスを利用していま
す。通院や遠出の際はタクシーを利用していますが、近い場所や買い物へ行くときは電動車椅子を利用
しています。ですが、一番不安なのは急な病気や事故なので、行政サービスの緊急通報装置を取り付け、
ご近所との付き合いも大切にして暮らしています。

いかがでしょう。
A子さんの場合は、全てを介護サービスに頼ることはできないうえに、自宅が戸建てなので、車椅子や歩行
困難な状態になると全面的なリフォームが必要となります。
また、Ａ子さんは戸建ての持ち家で一人暮らしでしたが、家族が同居の場合は、家事のサービスには利用
制限があるので使えないこともあります。また、マンションの場合は段差のないところも多いですが、リ
フォームに許可が必要な場合もあったり、賃貸住宅の場合は造作を変更するリフォームはできなかったり
します。介護サービス以外に住環境を整えるための資金は意外と大きくなることも覚えておきましょう。

トイレや浴室など、自宅の一部に備えつける手すりや段差解消のための簡易スロープなどの住宅改修の
サービスです。
同一住宅あたりの費用上限を20万円として、１～３割の自己負担で改修できます。（対象となる改修は限定さ
れているのでご注意ください。）また、転居した場合および要介護区分が３段階上がった場合は、1回限りで
再度20万円まで利用できます。

※工事費用の支払いについて
住宅改修を行う住居のある自治体に登録をしていない施工業者
に施工してもらう場合は、一旦工事費用を全額支払い、後日払い
戻しとなります。
ただし、自治体に登録をしている施工業者に施工してもらう場合
は、はじめから自己負担割合分のみの支払いとなります。

A子さんが要介護になって実施したこと

住宅改修に関するサービス

要支援・要介護の認定

ケアマネジャーや市区町村の窓口に相談

申請者が施工業者に見積依頼

市区町村に「住宅改修費支給申請書」と
添付資料を提出

審査・申請受理

改修工事開始・完了

市区町村に改修工事完了後の書類を提出

住宅改修費の支給

申請時の添付資料
・工事見積書
・住宅改修理由書
　（ケアマネジャーが作成）
・改修箇所の写真に完成状態を書き入れたもの

改修工事完了後の書類
・住宅改修の領収書（原本）
・工事費の内訳
・改修した箇所の写真

項目 目安費用 公的介護保険の適用

住
宅
改
修

エレベーター設置 約100万円～
※設備・工事内容によって金額は異なります。 ×

調理台改修 約50万円～
※材質・工事内容によって金額は異なります。 ×

玄関のスロープ工事 約10万円～
※材質・工事内容によって金額は異なります。

○
（上限有り）

トイレの手すりの取り付け 約3万円～
※材質・工事内容によって金額は異なります。

○
（上限有り）

浴室の手すりの取り付け 約3万円～
※材質・工事内容によって金額は異なります。

○
（上限有り）

ドアの取り替え 約10万円～約20万円程度
※引き戸への改修

○
（上限有り）

福
祉
用
具

貸
与

電動車椅子 月額約2,500円（自己負担額1割の場合）
※機能・業者によって金額は異なります。 ○

介護ベッド 月額約300円（自己負担額1割の場合）
※機能・業者によって金額は異なります。 ○

入
浴
介
助

入浴（訪問入浴介護）
自己負担額（1割）1,250円

（全身浴のみ/回）
※厚生労働省「平成30年度介護報酬改定について」より、
１単位10円として試算しています。

○

生
活
援
助

トイレ・お風呂の掃除
（訪問介護）

自己負担額（１割）223円
（45分以上/回）

※厚生労働省「平成30年度介護報酬改定について」より、
１単位10円として試算しています。

○

そ
の
他

緊急通報装置 無料～低料金
※行政・自治体によります。

行政サービスで
対応
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介護事例

公的介護保険でレンタルできるもの（福祉用具貸与）

生活支援のための福祉用具をレンタルできます。
公的介護保険を使えば、レンタル料の１割～３割で使うことができます。

要介護２以上

認知症老人徘徊感知機器 自動排泄処理装置※

（交換可能部品除く）

体位変換器床ずれ防止用品

車椅子 車椅子の付属品 特殊寝台

特殊寝台の付属品

移動用リフト

要支援・要介護すべて

手すり スロープ 歩行器 歩行補助つえ

公的介護保険でレンタルできるもの（福祉用具貸与）は、全部で13種目です。
レンタルするためには、要介護認定（要支援１～要介護５）を受けた方であれば、どなたでも
レンタルできますが、要介護度によってはレンタルできない福祉用具もあります。
レンタルするためには、まずケアマネジャーまたは地域包括支援センターに相談し、ケアプラ
ンを作成してもらいます。ケアプランに応じて福祉用具貸与事業者を選び、福祉用具の選定・
提案をしてもらいます。よければ利用者と福祉用具貸与事業者で契約を結び、レンタル開始
となります。
利用者の状態は変化していくものなので、変化に応じて福祉用具貸与事業者やケアマネ
ジャーに相談しながら、レンタルを上手く活用しましょう。

※自動排泄処理装置は、尿または便が自動的に吸引されるものが対象であり、原則として要介護４・５の場合のみです。
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介護予防について

身体機能の低下を防ぐために大切なこと 自宅でできる介護予防体操

身体機能の低下を防ぐためには、筋肉量、筋力の維持が必要とされています。筋肉量と筋力を維持するため
には、タンパク質を十分に摂取することと運動を組み合わせることが有効です。健康を保ち生活するために
は、適度な運動と適切な食生活、十分な休養、飲酒、禁煙、歯と口腔の健康の維持など、生活習慣の改善が大
切です。

介護状態になる原因につ いて、厚生労働省「国民生活基礎調査」（平成28年）によると、認知症
（18.7%）、脳卒中（15.1%）、高齢による衰弱（13.8%）に次いで、骨折・転倒が全体の12.5%を占めてい
ます。高齢による衰弱については、筋力やバランス、認知機能や栄養状態などの多岐にわたる衰えを含
んだ虚弱状態（フレイル）を含みます。また、筋肉量が減少して筋力や身体機能が低下する状態をサルコ
ペニアと言い、これらの状態にならないように予防することが介護予防の観点からも重要であると言わ
れています。ここで紹介する介護予防体操は、すねや太もも、歩く時に太ももを持ち上げる腸腰筋（ちょう
ようきん）を鍛えるものです。歩くための筋肉を維持し、転倒予防にもつながる体操で、フレイルやサルコ
ぺニアの予防になり、結果、介護予防につながります。

１回あたり１０〜１５回を、
１日に１〜２セット行います。

まず大切なことは規則正しい生活をすることです。少しでも疲れ
たり働きすぎだと感じたら十分な休養や睡眠をとることです。 

規則正しい生活をする

次に必要なことは食事への配慮です。大きな病気の発症を予防
したり、病気の治療にも役立ちます。

食生活に気を配る

軽い運動の習慣を取り入れることも、病気を予防したり治療す
ることにはとても大切なことです。そして生活そのものを充実さ
せます。ここでいう「軽い運動」とはせいぜい30分程度を歩くこと

（ウォーキング）か、プールなどで水の中を歩くことです。

軽い運動の習慣を取り入れる

高齢者の病気は典型的な症状で始まるわけではないということ
です。いつもと違う状態になったり、気分が悪い、横になりたい、
という自覚症状があったら、何らかの身体の病気がある可能性
を考えましょう。

身体の不調に早く気付く

水分の多い食品をとったり、水、お茶あるいはスポーツ飲料を少
量ずつ何回にも分けて摂取することが、望ましいです。

脱水を防ぐ 「介護予防」に早すぎはないね！
もし介護が必要になっても悪化しないように
生活の工夫も介護予防だね。
よし、やるか！

・加齢や運動量の減少による能力の低下を予防します。
・「座る・立つ・歩く」などの日常生活に必要な筋肉を鍛え、転倒や骨折を防ぎます。
・筋力を保つことで、関節への負担を軽くし、関節疾患を予防します。

自宅でできる介護予防のいいところ

・持病のある人は医師に相
談しましょう。

・運動の前や途中で少しで
も体調が悪くなったら中止
しましょう。

・呼吸を止めずに、無理せず
行いましょう。

・椅子は安定した場所に置
いて使いましょう。

運動にあたっての注意

つま先を支点にし
て、かかとを上に
4 秒 間 、引き上げ
ます。

つま先を上に向け、
太ももに力を入れ
ながら、片足ずつ
4秒間、ひざを伸ば
します。

かかとを支点にし
て、つま先をすね
に向かって4秒間、
引き上げます。

手を椅子の座面に
置き、身体を安定
させます。ひざを
胸につけるように
片ひざずつ4秒間、
上げます。
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認知症

最近よく耳にする「認知症」。
知っているようで知らない認知症について学んでみましょう。

認知症とは

年相応のもの忘れと認知症のもの忘れの違い

認知症かどうかのチェック

認知症の種類

認知症とは、一度正常に発達した認知機能が後天的な脳の障害によって低下し、日常生活や社会生活
に支障をきたすようになった状態で、それが意識障害のない時にみられます。（「認知症疾患治療ガイド
ライン」作成合同委員会（編）：認知症疾患治療ガイドライン2010，医学書院，東京，2011）

認知症には、「中核症状」と「周辺症状」といっ
たものがあります。
中核症状は脳の神経細胞が壊れることでその細
胞が担っていた機能が失われたために生じるも
のです。記憶障害、見当識障害、理解判断力の
障がい、実行機能の障がいなどがあります。
周辺症状は、中核症状に環境や社会要因、個人
の性格や身体的な要因が加わって起こるうつ状
態や幻覚・妄想などの心理面の症状と徘徊や興
奮・暴力などの行動面の症状があります。

認知症の種類は、原因となる疾患で呼ばれます。日本人ではアルツハイマー病を疾患とするアルツハイマー
型認知症が最も多く、次いで多いのが脳出血や脳梗塞など脳血管性疾患で起こる脳血管性認知症です。そ
の他レビー小体型認知症、前頭側頭型認知症などがあり、これらを「4大認知症」と呼んでいます。
脳血管性認知症は脳の血管が破裂したり（脳出血）、詰まったり（脳梗塞）することで脳の組織が死滅してお
きますが、他の３つの疾患では脳にある神経細胞が自ら壊れていくことによりおこり、「神経変性疾患」と呼ば
れます。

認知症になると、こんな変化が。。。
変化の内容

行
動
の
変
化

時間や場所の感覚がわからなくなる

考えごとに時間がかかるようになる
一度に複数のことがこなせなくなる

性
格
や
感
情
の
変
化

無気力になる
うつ状態になる
大声を出す
怒りやすくなる
暴力をふるう
妄想を抱くようになる

最近、もの忘れが多くなった
気がするけど、認知症なのかな？

認知症って、
自分でわかるものなのかな？

実は、年相応の「もの忘れ」と
認知症の「もの忘れ」は違うんです。

簡単チェックリストで見てみましょう！
□ 1. もの忘れ、置き忘れの頻度が増える
□ 2. 小さな買い物でも、小銭ではなく、
 お札で払う
□ 3. 予定を頻繁に忘れる
□ 4. 知っているはずの道で迷う
□ 5. 五分前に訊いたことを、また訊く

□ 6. 鍋をよく焦がすようになった
□ 7. 今日の日付が言えない
□ 8. 自分の年齢が言えない
□ 9. 時計の絵や立方体の絵が
 うまく描けない
□ 10. 旅先でお風呂に入れなくなる

●体験の「一部」を忘れる
　・家族や知人の名前が思い出せない
　・「何を食べたか」思い出せない
●もの忘れの自覚がある

年相応の「もの忘れ」

●体験の「全体」が抜け落ちる
　・家族や知人自身のことを忘れる
　・「食べたこと自体」を忘れる
●もの忘れの自覚がない

認知症の「もの忘れ」
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認知症

認知症予防につながる活動のポイント

認知症に関する相談機関

認知症予防につながる認知機能向上の3つの活動 認知症は、早期の対応が大切です！

認知症は脳の認知機能が低下した状態です。したがって、認知機能を維持・向上することが認知症の予
防につながります。
私たちの身体では大脳の前頭葉の「背外側前頭前野（はいがいぞくぜんとうぜんや）」と呼ばれる部位
が脳全体の司令塔となり、記憶や学習、行動や感情を制御する認知機能を担っています。この部位の機
能低下を改善し、機能向上するのが脳のトレーニングです。代表的なものは次の３つの活動です。

１は例えば新聞の社説（800字程度）を毎日大きな声で音読するのが効果的です。２は市販のドリルなど
を用いて、1日12分程度単純な計算を素早く解く作業が効果的です。３はセミナー講演会などで必ずノー
トを持参し、ペンや鉛筆で手書きでメモを取ることが効果的です。タブレットやパソコンへの入力は便利
ですが、脳のトレーニングにはなりません。

今は大丈夫なようだけど
認知症は、予防ができるのかなあ？

専門医療機関は、「もの忘れ外来」「精神科」「神経科」「心療内科」「老年期外来」
「老年内科」などがあります。

まずは、かかりつけ医に相談しましょう。

その他、居住地の地域包括支援センターも相談できます

1. 有酸素運動をする
2. 脳のトレーニングなど脳を活性化させる活動をする
3. 生活習慣病を避ける

認知症予防につながる活動のポイント

認知症予防には、やっぱり
普段の健康管理が大切です。

認知症の症状に、最初に気づくのは本人です。
今まで苦もなくやっていた家事や仕事が
うまくいかなくなることが多くなります。
以前と違う、おかしいな？って感じたら...

「認知症予防」という言葉を近年よく目にします。しかし、医学的には現段階では、認知症は「予防できる」と
言えません。この理由は、「医学的に予防できる」と言えるためには「疫学（えきがく）」の考え方に基づいて
効果を見定める必要があるからです。
疫学とは、様々な人間の集団を追跡調査することで、生活習慣と身体の異変との因果関係などを調べる
学問のことです。追跡調査には長い期間が必要なので、ほとんどの手法は、まだ疫学的に十分なデータが
揃っていないのです。現段階で明らかに言えるのはウォーキングなどの「有酸素運動」です。これには認知
症の予防効果があることが研究データから分かっています。
一方、学習療法など科学的な方法で脳のトレーニングを“きちんと”行なえば、たとえ重度の認知症の人で
も、症状が改善することが分かっています。現時点では、脳のトレーニングで認知症が予防できるとは言い
切れませんが、認知機能を改善する効果が多くの症例で検証されています。また、脳血管性認知症は、高血
圧、糖尿病、高脂血症などの生活習慣病が主な原因なので、これらの改善が予防につながります。

1. 大きな声で音読する
2. 単純な計算を素早く解く
3. 手書きでメモをとる
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相続税は、すべての人がかかるわけではなく、かかる人とかからない人がいます。なぜかと
いうと「基礎控除額」というものがあり、その基礎控除額が境目となり一定金額を超える財産
を持つ場合に相続税がかかります。一定金額以下の場合は、相続税はかかりません。

例えば、配偶者と子供が１人の場合、法定相続人は２人になります。基礎控除額を計算すると
3,000万円+２人×600万円=4,200万円です。
保有している財産が4,200万円以下だと相続税はかかりません。4,200万円を超えると相続税がかかります。

この表に基づいて試算した場合に、プラスになっている場合は相続税がかかる可能性があります。また、
マイナスになっている場合は相続税がかからない可能性があります。

（上記はあくまでも試算となります。税理士などの専門家に必ず相談しましょう。）

相続税の対象となる財産

まずは「相続財産の評価」

相続税がかかるかどうかの「基礎控除額」

「基礎控除額」＝ 3,000万円 ＋ 法定相続人 × 600万円

現金 自宅や貸金庫に保有している現金です。

預金 銀行、信用金庫などの各金融機関に預けている預金です。預金通帳を確認します。

有価証券 株式や投資信託などです。証券会社から報告書で直近の評価額を確認します。

建物
市区町村からの「固定資産税の課税明細書」に記載されている固定資産税評価
額を確認します。

土地
「路線価」に土地の面積を掛けるか、「路線価」がない場合は「固定資産税評価
額」を確認します。（土地の利用状況などによって評価額が異なります。）

その他の資産 自動車や宝石、骨董品等の財産価値のあるものです。評価額を確認します。

借入金
金融機関からの報告書で直近の残高を確認します。借入金は、資産に対する負
債となるので、資産からのマイナス、つまり控除をするものです。

項目 金額

資産

現金

預貯金

有価証券

土地・建物

その他の資産

小  計

負債 借入金

集計 ※A 資産 ー 負債

基礎控除額 ※B 3,000万円＋法定相続人×600万円

差引合計 A ー B

相　続

自分はいったいどれだけの
財産を持っているかを
洗い出してみましょう。
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相　続

正味の遺産額が２億円、妻（配偶者）と２人の子供が法定相続分通りに相続した場合

実際の計算例
■ 正味の遺産額

■ 相続税の税率早見表（平成27年1月1日以降の場合）

法定相続分に応ずる取得金額
（基礎控除額控除後） 税率 控除額

1,000 万円以下 10 % -

3,000 万円以下 15 % 50 万円

5,000 万円以下 20 % 200 万円

1 億円以下 30 % 700 万円

2 億円以下 40 % 1,700 万円

3 億円以下 45 % 2,700 万円

6 億円以下 50 % 4,200 万円

6 億円超 55 % 7,200 万円

結局、相続税が妻は０円に、
子供たちは675万円ずつになりました。
相続税は、すべての人がかかるわけではない
ことがわかりましたね。

正味の遺産額

2億円
基礎控除額
4,800万円

（3,000万円＋3人×600万円）

課税遺産総額

1億5,200万円

妻　1/2
7,600万円

子①②　560万円ずつ
（3,800万円×20%－控除額200万円）

1,580万円
（7,600万円×30%－控除額700万円）

相続税総額　2,700万円
（妻1,580万円＋子①560万円＋子②560万円）

子①　1/4
3,800万円

子②　1/4
3,800万円

妻
1,350万円

子①
675万円

子②
675万円

妻
0円

子①
675万円

子②
675万円

課税遺産総額
1億5,200万円

①相続税の税率を掛ける
②それぞれの控除額を控除

相続税総額を
実際の相続割合で按分

配偶者には
「配偶者の税額軽減」を適用

法定相続割合で按分

納付金額を算出

税率
30%

税率
20%

税率
20%

相続割合
1/2

配偶者の税額軽減
△1,350万円

相続割合
1/4

相続割合
1/4

課税遺産総額はいくらになる？

計算してみると...

出典：国税庁ホームページより（https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_4.htm）
上図は、BCC株式会社にて編集・加工等を行っています。

正味の遺産額とは、下記の流れで算出します。

①遺産総額（相続や遺贈によって取得した財産）と相続時精算課税の適用を受ける贈与財産を
　合計する。（A）
②Ａから非課税財産（生命保険の非課税枠など）、葬式費用、債務を差し引き、遺産額を算出する。（B）
③Bに、相続開始前３年以内の贈与財産を加算します。

※相続時精算課税とは、祖父母や父母などから生前に贈与を受けたとき、一定額まで贈与税をかけずに、贈与者が亡くなった際に、その生
前贈与分を含めたすべての財産に相続税をかけるものです。

正味の遺産額 ＝
（遺産総額＋相続時精算課税の適用を受ける贈与財産） −
（非課税資産＋葬式費用＋債務） ＋ 相続開始前３年以内の贈与財産
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法律で決められた
相続分（法定相続分）
があります。

遺産分割というのは、一旦相続人全員の共有状態となった相続財産の具体的な分配方
法を決めるものです。築き上げた財産をどうやって分けて残していくか、とても重要なこ
とです。

法定相続

法定相続よりも優先される遺言

「遺留分」 最低限度の財産を

相続の順位

常に相続人 配偶者（妻・夫）
※常に相続人になります。

第1位 子供

第2位 親（父母）

第3位 兄弟姉妹

法定相続人 配偶者 子供 父母 遺留分の合計

配偶者のみ ２分の１ － － ２分の１

子供だけ － ２分の１ － ２分の１

配偶者と子供 ４分の１ ４分の１ － ２分の１

父母だけ － － ３分の１ ３分の１

配偶者と父母 6分の2 － ６分の１ ２分の１

配偶者（妻・夫）と
子供1人

配偶者（妻・夫）：2分の１
子供：2分の１

配偶者と父母 配偶者（妻・夫）：３分の２
父母：３分の１

配偶者と
兄弟姉妹

配偶者：４分の３
兄弟姉妹：４分の１

法定相続分の順位は、第１は子供、第２は直系尊属となる父母、第３は兄弟姉妹になります。
子供がいる場合は、父母、兄弟姉妹は法定相続人にはなりません。また、子供がいなくても父母がいる場
合には、兄弟姉妹は法定相続人にはなりません。このように順位が影響していきます。
配偶者（妻・夫）については、順位がなく、必ず法定相続人になります。
※法定相続人とは、法律によって相続人となる人のことです。

もし、この遺留分が侵害されている場合は、侵害されている相続人が、遺留分を侵害している者に対して、
その侵害額を請求する「遺留分滅殺請求」ができます。この請求は、遺留分が侵害されている本人が請求
しなければならず、もし請求しなければ、そのまま侵害している者に財産が譲り渡されてしまいます。
また、この請求できる権利は、遺留分が侵害されている本人（もしくは承継人）が、相続の開始及び滅殺
すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から１年間行使しないときは、時効によって消滅し、また、
相続開始の時から10年を経過したときも消滅するとされているので、注意が必要です。

遺言によって相続人が指定された場合、指
定相続分と言います。指定相続分は、原則
法定相続分よりも優先されます。

特定の第三者に「全財産を譲る」といったよ
うな遺言があると残された家族は困ってし
まいます。そのために「遺留分」の決まりが
あります。

遺産分割

相続には
順位があります。

遺言の内容は、
法定相続よりも
優先されます。

一定の法定相続人が
相続できる最低限度の
財産「遺留分」が
あります。
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遺産分割

パターンで見る遺産分割 40年ぶりの相続法の改正

パターン①  相続人が妻と子供２人

パターン②  相続人が妻と弟

妻 2分の１

子供 4分の１ずつ
（2分の１×2分の１）

法定相続分は ...

妻 ４分の３

弟 4分の１

法定相続分は ...

妻 ４分の１
（２分の１（遺留分）×２分の１（法定相続分））

子供 ８分の１
（2分の１（遺留分）×４分の１（法定相続分））

遺留分は ...

妻 2分の１

弟 遺留分なし

遺留分は ...

もし遺言に
「妻に全財産を譲る」と
あったら、妻が全財産を
相続します。

相

留

1/2

1/4

相

留

1/4

1/8

相

留

1/4

1/8

被相続人 妻

娘息子

相

留 1/2

3/4相

留

1/4

なし
被相続人

父（故人） 母（故人）

妻弟

相続法は、高齢化の進展などの社会的変化に対応するために約40年ぶりに2018年７月に改正されました。

配偶者居住権の創設

これまでは、例えば夫が亡くなったあとに夫名義の自宅を妻が相続することで、住み続けることはできま
したが、不動産の評価は高額となる場合が多く、自宅以外の財産を取得できない場合もあり、結局、生活を
維持するために住宅を手放さざるを得ないということがありました。

今回の改正では、配偶者居住権を創設し、夫と暮らしていた自宅の所有権が子供に移った場合でも、妻は
終身でその自宅に住み続けることができるようになりました。
※配偶者居住権は、売却や賃貸もできる完全な所有権ではなく、自宅に住み続けることができる権利のため、評価額を低く抑えること

ができます。そのため、配偶者はこれまで住んでいた自宅に住み続けながら、預貯金などの他の財産もより多く取得できるようになり、
配偶者はその後も安定した生活を続けることができます。

※配偶者居住権を発生させるためには、遺言書もしくは遺産分割協議で、配偶者居住権を妻に贈与することを定めておく必要があります。

自筆証書遺言に添付する財産目録の作成がパソコンで可能に

これまでは、自筆証書遺言（内容をすべて手書きで作成する遺言）は、添付する目録を含めて自書（遺言
者自身の手書き）での作成が必要で、非常に負担が大きいものでした。

今回の改正では、パソコンでの目録作成や通帳のコピーなど、自書によらない書面を添付することによっ
て自筆証書遺言を作成することが可能になり、負担が少なくなりました。

法務局で自筆証書遺言書が保管可能に

自筆証書遺言書は、①遺言者の死後、保管場所が分からず、紛失してしまう、②遺言書が書き換えられ、変
造されてしまう、といったことがありました。

今回の改正では、こうした問題によって相続をめぐる紛争が生じることを防止するため、法務局で遺言書
を保管する制度が創設されました。

被相続人の介護や看病で貢献した親族は金銭請求が可能に

相続人ではない親族（例えば子の配偶者など）が被相続人の介護や看病をした場合に、遺産の分配がな
されることがなく、不公平であるとの指摘がされていました。

今回の改正では、この不公平感を解消するために、相続人ではない親族も無償で被相続人の介護や看
病に貢献し、被相続人の財産の維持や増加について、特別の寄与をした場合には、相続人に対し、金銭の請
求をすることができるようになりました。

 
※これらの改正内容は、2019年１月から2020年７月にかけて段階的に施行されます。

改正内容の一例
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ねんきんネット

将来の年金見込額は
「ねんきん定期便」や
「ねんきんネット」で！

老後の生活資金（公的年金制度）

老後の大切な収入のひとつである「公的年金制度」。
どのようなものか見ていきましょう。

２階建ての公的年金制度

年金記録の確認方法

日本年金機構から、毎年誕生月に、自身の年金記録を記載した「ねんきん定期便」が送られてきます。

毎年誕生月はハガキで 35歳、45歳、59歳の節目は封書で

日本年金機構が運営しているインターネットを通じていつでもどこでも、パソコンやスマートフォンから自身
の年金記録を確認できるサービスです。

ねんきん定期便

ねんきんネットURL
https://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html

日本の公的年金制度は、
「２階建て」と言われます。

厚生年金 老齢厚生年金
原則65歳から

国民年金 老齢基礎年金
原則65歳から

2階

1階

「老齢基礎年金」「老齢厚生年金」は、原則65歳からの受給
※老齢厚生年金は、65歳になる前と後では受給要件が異なります。
※老齢厚生年金・老齢基礎年金は60歳～64歳までに減額して受け取る繰り上げ受給、66歳～70歳までに増額して受け取る繰り下げ受給が可能です。

公的年金制度は、国民年金（1階）と厚生年金（2階）の2階建て。
老齢になると

国民年金で支払われる年金を「老齢基礎年金」
厚生年金で支払われる年金を「老齢厚生年金」
と言います。
※老齢以外の理由で、重度の障害を負った時は「障害年金」、生計の中心であった人が亡くなった時は「遺族年金」として公的年金から支給されます。

※50歳未満（オモテ面）

※いずれも日本年金機構ホームページより
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老後の生活資金（私的年金その他）

老後生活資金の中心となる公的年金の他に私的年金や退職一時金、生命保険、個人年金
保険があります。２階建てとなる公的年金の３階建て部分として上乗せすることができます。

私的年金による上乗せ

退職金

確定給付企業年金 企業が従業員に給付の内容を約束し給付を行うもの。企業年金基金または企業
が年金資産を管理・運用し年金を給付します。

厚生年金基金
企業と従業員が約束した給付について厚生年金基金が運用するもの。企業や業
界団体が国の認可を受けて設立する法人である厚生年金基金が年金資産を管
理・運用し年金を給付します。

確定拠出年金

企業と従業員が拠出した掛け金により運用されるもの。個人ごとに区分された企
業が拠出した掛け金と個人の運用指図による運用収益との合計額が給付額とな
る制度です。また、個人が国民年金基金連合会から委託を受けた金融機関に加入
し自ら掛金を拠出する「個人型確定拠出年金（iDeCo）」があります。

退職金は退職一時金として企業が規定の中で従業
員に約束した給与として支払われる企業独自のもの
と、中小企業のための国の中小退職金共済制度（中退
共）による退職金があります。企業独自のものは規定に
よって退職金額が決められ雇用期間や学歴、役職など
によって決まります。中退共では企業が中退共と契約し
掛金を支払います。企業が個人ごとに決めた掛け金に
運用分が上乗せされたものが退職時に支払われます。

生命保険

生命保険は民間の保険会社と契約し保険料を納め、保険契約に定められた一定の事由が発生すると保
険金を受け取る保険商品です。生命保険には、死亡時だけでなく、介護状態になった場合などでも保険
金を受け取れるものもあります。また、保険金や保険契約を途中で解約したときに戻ってくる解約返戻金
もライフプランに合わせて、年金のように分割して受け取ることができます。また、一定の金額の所得控
除を受けることができます。保険会社によって内容は異なるので確認しましょう。

厚生年金 老齢厚生年金
原則65歳から

国民年金 老齢基礎年金
原則65歳から

私的年金3階

2階

1階

学
歴
等

雇
用
期
間

役
職

退
職
金

規定による

雇
用
期
間

基
本
退
職
金

上
乗
せ
分

退
職
金

企
業
掛
金

規定による

企業の退職金 中退共の退職金

私的年金は、「２階建て」の
公的年金の上に建て増しされた
３階部分です。

3階部分には、
色々な私的年金があります。

退職金も老後生活資金の
大切な資金です。

個人年金保険

個人年金保険は民間の保険会社と契約し規定の期間
の保険料を納めると一定年齢から年金として受け取る
保険商品です。期間が決まっているものと終身型があ
り、所得控除の対象となる商品もあります。

個人年金保険は、
所得控除の対象と
なるものもあります。

※老齢厚生年金は、65歳になる前と後では受給要件が異なります。
※老齢厚生年金・老齢基礎年金は60歳～64歳までに減額して受け取る繰り上げ受給、66歳～70歳までに増額して受け取る繰り下げ受給が可能です。
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もし、20年間、ゆとりある老後生活を送ろうと思うと

12.8万円×12ヶ月×20年＝約3,072万円が必要に！

年金等の社会保障給付　203,824円

食料、住居費等の消費支出　235,615円
税金・
社会保険料の
非消費支出
29,092円

不足分
41,872円

そ
の
他

実収入　222,834円

可処分所得　193,743円

老後の生活資金（必要資金）

人生100年時代。65歳以上を老後としたら35年です。どのように老後生活資金を考えれば
いいかを見ていきましょう。

高齢者夫婦世帯の家計収支の実態

日常生活に伴う支出

ライフイベントに伴う支出

■ 高齢者夫婦無職世帯の家計収支

■ 日常生活支出の一例

毎月４万円以上の赤字状態に！！

老後生活資金は老後のライフプランを立てることから始めます。まず日常生活の必要経費を洗い出します。要介護状態
になる率は80歳から急激に上がります。80歳以上は介護資金も必要経費に加えましょう。90歳以上では入院等が増えま
すが、医療費には負担上限があるので、特に大幅に増えないと考えても良いでしょう。ただし入院中の食事や個室を利用
した際の費用は自己負担なので増えると考えた方が良いでしょう。介護が重度化することで介護サービス費が増えるこ
とが考えられますが、こちらも負担の上限があるのでそれ以上増えることはありません。ゆとりある生活をするためには、
趣味や旅行など、老後に取り組みたいことを考え、必要な資金を洗い出すことも重要です。

老後生活資金には日常の生活資金以外にライフイベントに伴う支出を考え
ておく必要があります。子供がいる場合は子供のライフイベントが大きく関
わってきます。例えば子供が結婚する際の資金や子供が出産のために実家
で暮らす費用、自分自身も高齢化することで病気や怪我による入院が増え
ると考えます。子供が住宅を購入する際には資金援助することもよくありま
す。それらのことが自分の年齢のいつ頃の支出なのかを考えます。

高齢夫婦無職世帯とは、夫65歳以上、
妻60歳以上の夫婦のみの無職世帯です。

普通に生活しても毎月４万円以上の赤字なのに、
趣味や旅行などこれからももっとたくさんしたいことがあるのに。。。。

2018年総務省統計局　家計調査より作成

■ ライフイベント支出の一例（夫婦と子供2人の場合）

夫

妻

長男

長女

入学祝 入学祝 入院費 入所費用 葬儀費用

長女結婚祝 長男新居購入補助
旅行費 入院費 葬儀・相続

60歳 65歳 70歳 75歳 80歳 85歳 90歳
定年退職 定年延長退職 金婚式 前立腺がん 死亡

長男結婚祝 長女出産費用 転倒骨折 施設入所 死亡
55歳 60歳 70歳 75歳 80歳 85歳 90歳 90歳 100歳

30歳 35歳 40歳 45歳 50歳 55歳 60歳 65歳 70歳 75歳

28歳 33歳 40歳 45歳 50歳 55歳 60歳 70歳

結婚

孫誕生 小学校入学 大学入学

孫誕生 小学校入学 大学入学

結婚 新居購入 定年退職

趣味・旅行費など

交通費
税金・その他保険料

消耗品費
水道高熱費
食費
居住費
医療費

国民健康保険料
介護保険料

65歳～79歳

趣味・旅行費など

交通費
税金・その他保険料

消耗品費
水道高熱費
食費
居住費
医療費

国民健康保険料
介護サービス費
介護保険料

80歳～90歳

趣味・旅行費など
交通費

税金・その他保険料
消耗品費
水道高熱費
食費
居住費
医療費

国民健康保険料
介護サービス費
介護保険料

90歳以上

日常生活の支出の次は、
ライフイベントに伴う
支出を考えましょう。

生命保険会社等の専門家
へ相談することで、効率的に
ライフプランを立てることが
できます。

実は高齢夫婦世帯の
平均月額家計収支は
「マイナス」なんです。

毎月12.8万円が必要と言われています。
しかも！ ゆとりある老後生活のためには、最低日常生活費以外に

※公益財団法人生命保険文化センター「生活保障に関する調査/平成２８年度」より

ゆとりある老後生活
資金を用意するには
どうすればいいので
しょう。
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老後の生活資金（必要資金）

収入の計画 資産・収入と支出のまとめ

年金などの収入の把握

年齢によって収入の変化がどのようになるか見比べるとバランスがわかります。特に夫婦2人の収入の場合、
家計の中心である夫が死亡した後は厚生年金のみ遺族年金として３／４が受け取れるますが、家計全体では
大幅な減額となることに注意しましょう。

個人が受け取れる年金の額は「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で調べればわかります。退職金につい
ては勤務先の規則を調べて確認するといいでしょう。夫婦二人で専業主婦の場合は、夫が亡くなった後の自
分の基礎年金と遺族年金の額の合計額を計算して備えることも必要です。
その他企業年金や個人年金保険、生命保険が収入となるので、どのくらいになるか今の時点で調べておお
よその額を調べておきましょう。

人生１００年時代と言われるなかで、老後の生活をしっかりと成り立たせるためには資産や
収入、そしてこれからの支出を把握することがとても大切です。
多くの高齢者世帯では、公的年金を主な収入源として、不足する部分は預貯金を切り崩して
います。一人ずつ、それぞれのライフプランとそれを実現するための必要資金があります。い
きいきとしたライフプランを実現するために、このガイドブックを是非参考にするとともに、保
険会社等の専門家にご相談ください。

■ 主な資産・収入と主な支出の一例

主な資産・収入 主な支出

預貯金 住宅費（住宅ローンの残り、賃貸料など）

株、債券、投資信託など 住宅維持費（自宅改修費、管理費など）

退職金 食費

民間保険（生命保険・年金保険・介護保険など） 光熱費

相続資産 税金（所得税・住民税・固定資産税）

社会保険給付（老齢年金、遺族年金など） 社会保険料（国民健康保険料・介護保険料）

不動産収入 介護・医療費

民間保険料

交通費（電車・バスなど）

娯楽費（教養、旅行、理美容など）

子・孫への提供資金（教育資金など）

■ 収入の一例（夫婦2人で妻が被扶養者の場合）

夫

妻

60歳 65歳 70歳 75歳 80歳 85歳 90歳 95歳

55歳 60歳 65歳 70歳 75歳 80歳 85歳 90歳 95歳 100歳

給
与 給

与
付加給付

退
職
金

厚生年金

遺族年金

基礎年金

基礎年金

死亡

死亡

支出の次は、
収入の計画を！

年金等の収入が
どのくらいかを
把握しましょう。

資産もいざという時の
安心材料となります。
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Note


