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介護保険・介護予防特集介護保険・介護予防特集
袖ケ浦市にも支え合いが広がっています！あなたも今日から始めてみませんか

�支え合いの地域づくりに取り組んでいます
　近年、高齢者が感じる日常の困りごとは「電球を換えてほしい」
「重いごみ出しを手伝ってもらえたら」など、以前は、家族やご近
所同士で解決できていたもので、行政や民間サービスでは対応が
難しいものが増えています。
　そのような中、市は社会福祉協議会と協力し、地域の困りごと
を顔なじみの方たちで助け合う「支え合いの地域づくり」に取り
組んでいます。
　この取り組みを推進するため、市内を「昭和・根形」「長浦・蔵
波」「平岡・中川富岡」の3つに分け、地域の困りごとの解決に向け
話し合う「圏域協議体」を開催しています。
　協議体は、民生委員や
ケアマネジャーなど地域
の高齢者を支援する方た
ちで構成され、今後は、自
治会などの市民の方や地
域の企業・事業所などとも
協力し、「生活支援」「外
出支援」「サロン・居場所
づくり」などを行う活動団
体を増やしていくことを目
的としています。

�生活支援コーディネーター（SC）が� �
支え合い活動を後押しします

　協議体活動をサポートするため、4月から市内に一挙、5人の生活
支援コーディネーター（SC）が誕生します。SCは、1人で地域の問
題を解決するのではありません。困っている方への必要な支援を
生み出すために、皆さんをつないでいくこと（コーディネート）が
役目です。どうか、皆さんのお力添えでSC・協議体の活動を盛り
立ててください。

生活支援コーディネーター（SC)　
社会福祉協議会　山田　明美さん

　「住み慣れた地域で安心して生活し続けるために
は、支え合いの地域づくりが必要です。支え合いの形は
すぐにできるものではなく、長い時間をかけて地域の人
と人との信頼関係を築いていくことから始まります。
　まずは身近な人の困りごとを一緒に考えることから
始めてみましょう。」

支え合い活動団体が続々生まれています　
のぞみ野生活支援ネット
�「高齢になり、以前はでき
たちょっとしたことが困難
になった。無理するとケガし
そうで怖い。業者に頼むほ
どのことじゃない。でも、や
らないと困るの！」そんなお
悩みやお困りごとのある高
齢者の皆さんのお力になれ
たらと、のぞみ野の住民で
立ち上げたグループです。
　ただいま、支援メンバー
を募集しています。「できる
ときに、できる範囲で、無理
せずに、協力し合って、楽し
く」を合言葉に活動してい
ます。ぜひ、皆さんの力を
我々にお貸しください。（代
表者の大石さん）
　市内には、他にも支え合
い活動団体があります。団体により活動内容は様々です。詳しい活
動内容は右下の記事で紹介している「袖ケ浦市おたすけ手帳」に
掲載されています。

�高齢者にやさしい手帳
「袖ケ浦市おたすけ手帳」を発行しました
　市では今年の3月に、協議体委員や地域の団体と協力し「袖
ケ浦市おたすけ手帳」を発行しました。
　これは、食品の配達などの高齢者にやさ
しいサービス・取り組みを実施しているお
店やボランティア団体などを取りまとめ、
困りごとがあった際に役立ててもらうこと
を目的とした手帳です。
　この手帳は、高齢者支援課や社会福祉協
議会、公民館などの窓口の他、市のホーム
ページでもダウンロードできます。ぜひ、ご活用ください。

活動は６人からのスタート。気持ちのつながる
仲間がいれば、少人数でも心配ありません。

生活支援コーディネーター（SC）

圏域協議体

シニアクラブ

地域包括支援
センター

社会福祉
協議会

ケア
マネジャー・
福祉施設事
業所等

ボランティア・
ＮＰＯ団体

自治会・区等

地区社協 民生委員

市内の主な支え合い活動団体
活動地域 団体名 活動内容

市内全域 NPO法人在宅福祉サービス
袖ケ浦ふれあい 生活支援・サロン・外出支援など

市内全域 NPO法人袖ケ浦げんきか〜い 生活支援・サロンなど
平川地区 NPO法人たけのこ 生活支援・サロン・外出支援など
蔵波台 さわやかネット蔵波台 生活支援など
もみの木台 もみの木台サポート 生活支援・外出支援など
のぞみ野 のぞみ野生活支援ネット 生活支援など

　2月16日に、地
域づくりフォー
ラムを開催しま
した。
　公益財団法人
さわやか福祉財
団会長の堀田力
氏を講師に迎え、支え合い活動の魅力を、
笑いも交えてお話しいただきました。当日
の参加者は550名となり、支え合いの機運
の高まりを感じる一日となりました。

�「支え合い活動に参加す
ることで生きがいが生ま
れ、長生きできると思う。
心の健康が必要と感じて
いる。」
�「さわやかネット蔵波台
は、わがまち自慢の支え
合いグループです。こん
な団体が市内のあちこち
に広がることを願ってい
ます。」

当日参加
された方の声

�地域づくりフォーラムを開催しました

昨年１２月発足！

支え合い活動に参加したい方・団体を立ち上げたい方は
　お近くの活動団体を紹介したり、団体立ち上げの支援を行っ
ています。高齢者支援課地域包括支援センターまたは社会福祉
協議会にお気軽にご連絡ください。皆さんの趣味や特技、思い
やりの気持ちが、必ず誰かの笑顔につながります。
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問い合わせ先　高齢者支援課　地域包括支援センター　☎0438-62-3225

誰もが、最期まで安心して暮らし続けるために
〜袖ケ浦市が進める地域包括ケアシステム〜

●�現在、袖ケ浦市の高齢者人口は16,855人、高齢化率は26.4%となっています。今後も高齢者人口は増加し、一人暮らしや高齢者のみの世帯の
増加、認知症高齢者の増加といった要介護高齢者の増加も予測されています。

●�袖ケ浦市では、「医療」「介護」「介護予防」「生活支援」など、それぞれの支援が包括的に提供されることで、高齢者の生活を支援していく「地
域包括ケアシステム」の推進に向けて、多くの専門職の方や市民の方と一緒に取り組んでいます。

広がる！
　袖ケ浦いきいき百歳体操
　平成26年に中富地区で最初の団体が立ち上が
りました。
　今では市内63団体、1,200人以上の住民の
方々が取り組んでいます。おもりを手足につけ、
お馴染みの音楽に合わせてゆっくりと筋肉を刺
激し鍛えます。
　おもりの重さは体力に合わせて調整ができる
ので、無理なく効果的に筋力をつけ、生活の動作
が楽になります。お茶会をしたり、交流の場とし
ても楽しいと評判です。

　各種講演会・教室を開催しています。
・頭の元気度トレーニング（認知症予防教室）
・もれなく講座（尿失禁予防教室）
・�お口の健康を守るための講演会（口腔機能維
持・向上）など

健康長寿を
　　　応援します
　　〜さまざまな介護予防〜

病気になっても、住み慣れた場所で安心して生活を送れるよう、
医療、介護関係者の切れ目ない連携に取り組んでいます。

　袖ケ浦市では、医師、歯科医師、薬剤師、ケアマネ
ジャー、訪問看護師、理学療法士などの多くの専門職
の方が参加する会議や研修会を開催しています。
　顔の見える関係作りをしつつ、連携をするにあたって
の課題について検討し、連携をスムーズにするための
ルール集等を作成してきました。

�在宅医療講演会を
開催しました

　2月24日に、住民の方が在宅医
療に関して理解を深め、自分や
家族が病気になった際に、安心し
て在宅生活を送ることができるよう、「住み慣れた場所
での生活を支える医療とは〜本人の生き方に向き合う
ため〜」というテーマで講演会を開催しました。

　46名の参加者があり、みなさん熱
心に耳を傾けていました。講演会後
は、住民の方
が質問や意見
を、自由にで
きる時間とな
りました。

多くの専門職による会議や研修会を開催しています

1.認知症カフェ 同じ想いの人と交流することで、気持ちが軽くなるかも…
気軽にお立ち寄りください！

名称 住所 連絡先 対象者 時間
認知症カフェ
きみさんち

坂戸市場
1315 070ｰ4021ｰ4802 どなたでも可 毎週水曜日

10：00〜15：00

ケアラーズカフェ
のぞみの

のぞみ野
51ｰ8 090ｰ7414ｰ6873

認知症の方を介護
されている方・さ
れていた方、専門
職、関係者等

毎週火曜日
10：00〜12：00
第2・4火曜は代表者宅
（長浦駅前）

ウエルカフェ
（ひらかわオレンジカフェ）

横田2632ｰ1
ウエルシア内

60ｰ5566
袖ケ浦瑞穂 どなたでも可 毎月第4月曜日

13：30〜15：30

2.おでかけ安心シール

　QRコードを読み取ると、発見者情報が
あらかじめ登録してある家族等のメール
に自動的に届きます。
対象者　市内在住の40歳以上で、医師に
より認知症と診断さ
れた方等
費用　無料（通信料な
ど自己負担）

3.��認知症ケアパスを
改定しました

　認知症ケアパス
は、認知症になっ
た場合、どこでど
のような支援が受
けられるのか等を
まとめたガイド
ブックです。

これらの取り組みの他にも、認知症の専門家の訪問や成年後見制度のご案内など、
認知症についての相談も受け付けています。生活支援について…1ページへ

在宅医療と介護の連携

認知症になっても安心して暮らせる！

配布場所：2.3とも、地域包括支援センター及びサブセンター

元気なうちから
介護予防に取り組もう！

医�療

介�護

生活支援・
介護予防

New
Open!!

取り組みの一部を
紹介します

徘徊による危険から守る！
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地域包括支援センターにご相談ください！
介護・医療・福祉等の関係機関や地域の方などと協力して、解決のお手伝いをします

問い合わせ先　高齢者支援課　地域包括支援センター　☎0438-62-3225

新規!
!

介護や生活のこと お金の管理や成年後見のこと 気になる高齢者のこと
●��最近、足腰が弱くなってきて、これ以上弱らな
いために何か支援はありますか。

●��退院したあとの生活に不安があります。
●��介護保険のサービスにはどんなものがありま
すか。使うにはどうしたらいいでしょうか。

●��高齢者の生活や介護に役立つ制度やサービ
スにはどんなものがありますか。

●��離れて暮らす親が、お金の管理ができな
くなってきたようで心配です。

●��認知症の親に代わっ
て銀行で手続きをし
ようとしたら、後見
人を立てるよう言わ
れました。

●��「最近、外出している様子がない」
「新聞がポストにたまっている」な
ど、一人暮らしの方が心配です。

●��近所のお年寄りが、介護している家
族から怒鳴ら
れたり叩かれ
たりしていて気
になります。

ご相談・お問合せはお近くの窓口へ（市内6ヵ所あります）

ブランチとは�
　24時間365日相談受付が可能な窓口です。
　地域の身近なところで相談を受け、地域包括支援センターへ
つなぎます。
　また、担当地区の高齢者のお宅へ訪問し、生活や介護につい
てのお困りごとや万一の場合の連絡先等をお伺いしています。�
※電話等による事前連絡は行いません。

休日・夜間の相談はブランチへ
昭和・根形地区ブランチ
袖ケ浦菜の花苑
袖ケ浦市神納4181-20
特別養護老人ホーム
袖ケ浦菜の花苑内
☎62-6151

宮崎相談員藤野相談員

長浦地区ブランチ
サニーヒル
袖ケ浦市久保田857-9
特別養護老人ホーム
サニーヒル内　☎63-0058 茅野相談員

平岡・中川富岡地区ブランチ
袖ケ浦瑞穂
袖ケ浦市野里1452-4
特別養護老人ホーム
袖ケ浦瑞穂内
☎60-5566

長谷川相談員河名相談員

地域包括支援センター
袖ケ浦市役所　高齢者支援課内（窓口11番）
☎0438-62-3225　　【昭和・根形地区】

地域包括支援
ながうらサブセンター
長浦おかのうえ図書館1階
☎0438-64-2100　　【長浦地区】

地域包括支援
ひらかわサブセンター
平川公民館1階
☎0438-75-3344　【平岡・中川・富岡地区】

業務時間　月〜金　
午前8時30分〜午後5時15分
（祝日・年末年始12月29日〜1月3日を除く）
※�高齢者虐待の通報など緊急性のある場
合は、☎62-3225にご連絡ください。

　市では、自分自身の人生を振り返るとともに、今
後の希望をわかりやすく記しておく「エンディング
ノート」を発行しました。
　超高齢社会の今、これからの人生をいかに自分
らしく過ごすのか、また、望む最期の迎え方につ
いてなどをご家族と共有するためにも、エンディ
ングノートを活用してみませんか。
構成・内容
・自分自身のこと（基本情報、趣味、健康状態、保険証情報等）
・もしもの時（延命治療、終末期医療、臓器提供、献体等）
・エンディング（葬儀、墓、遺言書、家族等連絡先）
・財産について（預貯金等の資産）・家族、知人について（家系図等）
・相談先（地域包括支援センターについて）
配布先　　　　　　　　　　
市役所高齢者支援課、ながうら及びひらかわサブセンター、市内の各公民館、
社会福祉協議会

　根形・平岡公民館において、「なんでも介護相談」
を実施します。
　予約制になっていますので、希望される方は下記
の予約先へお申し込みください。

開催日　
・根形公民館� 偶数月の第3水曜日
� 午後1時30分〜4時30分　
・平岡公民館� 偶数月の第2火曜日
� 午後1時30分〜4時30分　
予約先
・根形公民館の相談は地域包括支援センター
・平岡公民館の相談はひらかわサブセンター

なんでも介護相談を
実施します!

〜これからの人生をどう生き、
どのような最期を迎えたいか考えましょう〜

頭の元気度測定会も
同時開催　
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問い合わせ先　介護保険課　管理班　☎0438-62-3158

みんなでささえあう 介護保険制度
　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
して生活を送れるように、社会全体で支えていこうという仕組みです。
　介護保険料は、介護サービス等にかかる費用をまかなえるように算出された「基準額」に、保険料率を乗じ
て決定します。
　※介護保険料は3年に1度見直しを行います。次回の見直しは2021年度（平成33年度）となります。

※�合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。土地
売却等に係る特別控除がある場合は、介護保険料の段階の判定に関する基準の特例として、合計所得金額から、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係
る特別控除を控除した額を用います。
※�2019年（平成31年）10月から消費税率が10%に引き上げられることに伴い、世帯全員が住民税非課税の方については、介護保険料が軽減される見込
みです。

65歳以上の方の
介護保険料

保険料はどのように納めるの? 納め方は、年金の受給額によって、 特別徴収 と 普通徴収 の2通
りに分かれます（支払方法を個人で選ぶことはできません）。

保険料の年額を、年金の支払い月の年6回に分けて天引きします。

◆介護保険料特別徴収開始通知書を送付します
　平成31年度の年間の介護保険料については、介護保険料特別徴収開始通知書
を送付しますので、年間の金額や天引きされる期日等をご確認ください。
仮徴収期間の通知の取り扱い
・新規に4月、6月に天引きが開始される方
　4月に送付する介護保険料特別徴収仮徴収額決定通知書で年金天引き前に
お知らせします。

・以前から引き続き天引きされている方
　4月、6月分については、2月の年金天引きと同一額のため、天引き額を通知し
ません。7月に送付する介護保険料額決定通知書でご確認ください。

　老齢（退職）年金、遺族年金、障害年金を受給していない方、ま
たは老齢福祉年金を受給している方も含みます。
　また、普通徴収の場合、納付書払い分を口座振替にするこ
とも可能です。

第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期
7月 8月 9月 10月 12月 2月

※�納期限などの詳細は、7月に送付する介護保険料額決定通知
書でご確認ください。

年金が年額18万円以上の方でも、納付書で納める場合があります

特別徴収の対象者として年金
保険者から市へ通知される月
のおおむね1年後から天引き
になります。特別徴収が開始
される月は4月、6月、8月、10
月のいずれかの月です。
それまでの期間は納付書で
納めます。

・�年度途中で65歳になっ
た。
・��年度途中で年金の受給
が始まった。
・��年度途中で他の市町村か
ら転入した。
・��保険料が減額になった。
・��年金が一時差止めになっ
た。　など

・保険料が増額になった。 増額分を納付書で納めます。➡

➡

特別徴収 　年金が年額18万円以上の方は
　年金からの天引きで納めます 普通徴収 　�年金が年額18万円未満の方は

　納付書で個別に納めます

仮徴収と本徴収

仮徴収（暫定賦課）
　65歳以上の方の介護保険料は、7月中旬に決定します。
　そのため、4月、6月、8月は、確定した保険料での徴収ができないため、暫定保険料での
徴収となります。これを仮徴収といいます。
　なお、4月と6月は、前年度の2月と同額になります。
本徴収（本算定賦課）
　10月、12月、2月は、確定した年間保険料から仮徴収分を除いた残額を3回に分けて徴
収します。これを本徴収といいます。

4月 6月 8月 10月 12月 2月
仮徴収（期間） 本徴収（期間）

平成30年度から2020年度（平成32年度）までの介護保険料額
段階 対象者 保険料率 保険料額（年額）

第1段階
生活保護受給者の方、世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金受給者の方、世帯全員が住民
税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額（年金収入に係る所得を除く）の合計が80
万円以下の方

基準額×0.43 26,109円

第2段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額（年金収入に係る所得を除
く）の合計が80万円超120万円以下の方 基準額×0.73 44,325円

第3段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額（年金収入に係る所得を除
く）の合計が120万円を超える方 基準額×0.75 45,540円

第4段階 住民税課税世帯のうち本人非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額（年金収入に係る
所得を除く）の合計が80万円以下の方 基準額×0.90 54,648円

第5段階 住民税課税世帯のうち本人非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額（年金収入に係る
所得を除く）の合計が80万円を超える方 基準額×1.00 60,720円

第6段階 住民税本人課税者の方（前年の合計所得金額120万円未満） 基準額×1.18 71,649円
第7段階 住民税本人課税者の方（前年の合計所得金額120万円以上200万円未満） 基準額×1.27 77,114円
第8段階 住民税本人課税者の方（前年の合計所得金額200万円以上300万円未満） 基準額×1.50 91,080円
第9段階 住民税本人課税者の方（前年の合計所得金額300万円以上400万円未満） 基準額×1.70 103,224円
第10段階 住民税本人課税者の方（前年の合計所得金額400万円以上500万円未満） 基準額×1.75 106,260円
第11段階 住民税本人課税者の方（前年の合計所得金額500万円以上600万円未満） 基準額×1.80 109,296円
第12段階 住民税本人課税者の方（前年の合計所得金額600万円以上800万円未満） 基準額×1.85 112,332円
第13段階 住民税本人課税者の方（前年の合計所得金額800万円以上1,000万円未満） 基準額×1.90 115,368円
第14段階 住民税本人課税者の方（前年の合計所得金額1,000万円以上） 基準額×2.00 121,440円

�「袖ケ浦市の介護保険料（基準額）」� =� 袖ケ浦市で介護サービス等にかかる費用　×　65歳以上の方の負担割合（23%）
� 60,720円/年（5,060円/月）� � 袖ケ浦市の65歳以上の方の人数
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問い合わせ先　介護保険課　認定・給付班　☎0438-62-3206

介護保険サービス利用の流れ

介護相談員が訪問します
　市では、介護保険サービスについて、利用者の相談や事業所
との意見交換等を通じて、市民の方が安心してよりよいサービ
スを利用できるように、介護相談員の派遣を行っています。
　要介護・要支援の新規認定を受けてから3カ月が経った方
のご自宅を訪問し、介護サービスの利用に不安や不満が無い
か、聴き取りしています。また、依頼による随時訪問も行いま
すので、何かお困りごとがあればお気軽にご連絡ください。

要介護（要支援）認定申請
　介護保険の介護（予防）サービスを利用する場合は、要介護（要支援）認定が必要
となりますので、申請をしていただきます。
　申請は、ご本人やご家族のほか、地域包括支援センター、地域包括支援ながうら・
ひらかわサブセンター、居宅介護支援事業者（ケアマネジャー）、介護保険施設に依
頼できます。郵送でも可能です。

認定の申請ができる方
・第1号被保険者（65歳以上の方）
・第2号被保険者（40歳から64歳までの特定疾病が原因で介護が必要になった方）

申請時の必要書類
・介護保険被保険者証
・�医療保険被保険者証（64歳以下の方
のみ）
・マイナンバー関係書類
　（�マイナンバーカードもしくは個人
番号通知カード)

・申請者の本人確認書類
　（�運転免許証やマイナンバーカード
など）

訪問調査
介護認定調査員が自宅などを訪問し、心身の状態
や日中の生活、家族・居住環境などについて、本人・
家族等から聞きとり調査をします。

主治医意見書
介護が必要な原因疾患などについて、主治医が意
見書を作成します。
※意見書は市から医療機関へ直接依頼します。

一次判定
訪問調査の結果をもとにコンピュータに
よる判定を行います。

介護認定審査会（二次判定）
介護認定審査会委員が審査判定します。

介護保険の介護（予防）
サービスを利用する
　介護認定審査会後に、結果通
知書と介護保険被保険者証を送
付しますので、認定結果を確認
し、介護保険の介護（予防）サー
ビスを利用してください。
※�要介護（要支援）認定には有効
期間があります。
継続して介護保険の介護（予防）
サービスを利用する場合は、認
定の更新手続きが必要です。

より適切な認定を受けるために…
　心身の状態が不安定な時には、訪問調査の
実施や主治医意見書の作成ができないこと
があります。
　また、医療機関に入院中の場合、介護保険
の介護（予防）サービスを利用することがで
きません（介護療養型医療施設を除く）。
　申請する時は、心身の状態が安定している
か、今後、介護保険の介護（予防）サービスを
利用するかなど、現在の状況のご確認をお願
いします。
　詳しくは介護保険課までご相談ください。

非該当 要支援1・要支援2

介護予防サービスを利用したい！
地域包括支援センターへご相談ください
　状態の維持・改善を目的として介護予防
サービスが利用できます。

施設サービスを利用したい！
施設へ直接申込をしてください
　介護保険施設に入所し、サービスを
利用できます。介護が中心か治療が中
心かによって、施設を選択できます。
※�特別養護老人ホームへの新規入所
は、原則、要介護3以上の高齢者が対
象です。� �
ただし、要介護1・2の方であっても、
やむを得ない事情により入所が認め
られるケースがありますので、在宅で
の生活が困難な場合には施設にご相
談ください。
※�施設サービスは要介護1以上の方が
対象ですが、介護予防認知症対応型
共同生活介護は要支援2の方から利
用できます。

居宅サービスを利用したい！
居宅介護支援事業者（ケアマネジャー）
へご相談ください
　自宅を訪問して行う訪問系サービス
や施設に通う通所系サービスなどがあ
ります。
　心身の状況や介護する方の状況を考
えて利用しましょう。

要介護1〜要介護5

サービスを利用するには、申請して
認定を受ける必要があります



問い合わせ先　介護保険課　認定・給付班　☎0438-62-3206

問い合わせ先　　高齢者支援課　高齢者福祉班　☎0438-62-3219
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高額介護（介護予防）サービス費
　1カ月の利用者負担額（1割から3割）の合計が一定の上限
額を超えたときは、申請すると、超えた額を支給します。
　上限額は世帯や個人の収入等により異なります。
　対象の方には、市から申請書を送付します。なお、支給が
2回目以降の方は申請は不要です。

利用者負担の上限額（月額）
区分 上限額

現役並み所得者（※1） 44,400円（世帯）
住民税課税世帯（※2） 44,400円（世帯）
住民税非課税世帯 24,600円（世帯）
・老齢福祉年金受給者
・�合計所得金額と課税年金収入額の合計が
80万円以下の方

24,600円（世帯）
15,000円（個人）

生活保護受給者等 15,000円（個人）
（※1）�住民税課税所得が145万円以上の第1号被保険者本人及び

同一世帯の被保険者。
ただし、収入額が一定以下の場合には、申請をすることによ
り「住民税課税世帯」に変更になる場合があります。

（※2）�1割負担の方のみの世帯は、2017年8月から3年間、年間上
限額（8月1日〜翌年7月31日）が446,400円となります。

高額医療合算介護（介護予防）サービス費
　同一世帯内で、介護保険と医療保険の利用者負担額を合
算した額が一定の上限額を超えたときは、申請すると、超え
た額を支給します。後期高齢者医療保険、国民健康保険加
入の方のうち対象と思われる方には医療保険者から案内が
送られます。案内が届いたら医療保険窓口（市役所保険年
金課）に申請してください。
※�後期高齢者医療保険、国民健康保険以外の医療保険に加
入されている方は、加入している医療保険の保険者にお
問い合わせください。

特定入所者介護（介護予防）サービス費
　特別養護老人ホームやショートステイ等を利用した場合、施設サービス費
用の1割から3割（所得等により自己負担割合が異なります）のほか、食費、
居住費、日常生活費（理美容代など）が自己負担となります。
　このうち、所得の低い方の食費や居住費は、申請して「介護保険負担限度
額認定証」の交付を受けることで、負担が軽減されます。

対象となるサービス
　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、介護療養
型医療施設、介護医療院、短期入所生活（療養）介護（ショートステイ）

各利用者負担段階の居住費と食費（日額）

区分
居住費

食費従来型
個室 多床室 ユニット型個室

ユニット型
個室的
多床室

生活保護受給者の方等
第1
段階

490円
（320円） 0円 820円 490円 300円

世帯全員
（住民票上
で別世帯
の配偶者
を含む）が
住民税非
課税

老齢福祉年金受
給者
合計所得金額、
課税年金収入額、
非課税年金収入
額の合計が80万
円以下の方

第2
段階

490円
（420円）370円 820円 490円 390円

合計所得金額、
課税年金収入額、
非課税年金収入
額の合計が80万
円を超える方

第3
段階

1,310円
（820円）370円 1,310円 1,310円 650円

※当該年度（4月〜7月に申請する場合は前年度）の住民税の課税状況等に基づいて
認定します。

※（　）内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を
利用した場合の額です。

※預貯金等が単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える方は軽減の対象外となり
ます。

もしもの時に備えるために、一人暮らしの高齢者の方へ
生活支援用具の貸与・給付を行っています

緊急通報システムの貸与
　緊急通報システムとは、緊急時に自分で
ボタンを押した場合や一
定時間トイレ等の使用が
無い場合、火災が発生し
た場合などに警備会社に
通報が届き、警備員がか
けつけて対応するという
システムです。

生活支援用具の
給付
対象用具　火災警報器
（寝室）、ガス警報器、
電磁調理器、漏電ブ
レーカー等
※�既に自宅に用具が設置
されている方は給付の
対象となりません。

住宅の新築費用などに
最大30万円を助成しています
〜袖ケ浦市世代間支え合い

� 家族支援事業〜
　市では、離れて暮らしている高齢者と子など
が、市内で同居または近隣での居住を始めるため
に、新築・購入・増改築または転居などをした場
合の費用の一部を助成しています。
　助成限度額は、新築等で30万円、引越しのみは
5万円（持家に同居する場合のみ対象）です。
　また、助成の対象者のうち、子育て世帯は、住
宅ローン「フラット35」を利用する際に、借入
金利の引下げを受けることができます。
　詳細は、市ホームページまたは高齢者支援課ま
でお問い合わせください。

平成31年度はり・きゅう・マッサー
ジ施術利用券を配布しています

　市に登録のある施術所で利用できる券（1枚につき
800円助成）を、年間12枚を限度に交付します。
　申請月により交付枚数が異なりますので、ご利用の
方はお早めに申請をお願いします。
対象者　市内在住の65歳以上の方
※�申請者の方の住所や氏名が確認できる書類（保険
証など）をお持ちください。

家具転倒防止器具の取り付けを市で行います
　市では、自分で家具転倒防止器具の取り付けが難しい高齢者などに代わっ
て取付作業を行っています。申請は随時受け付けていますので、ご利用くださ
い。
対象となる家具　主として寝室や居間にある家具（3個まで）
※家具転倒防止器具は、各自で用意していただきます。
※部屋の構造や家具の配置によっては、取付けができない場合があります。
対象者　市内在住の65歳以上の方のみの世帯、または65歳以上の方と18歳
未満の方で構成する世帯

利用者負担軽減制度があります

申込先　高齢者支援課、地域包括支援ながうらサブセンターまたは地域包括支援ひらかわサブセンター

・対象者　�おおむね65歳以上のひとり暮らしの高齢者（緊急通報システ
ムについては、所得による制限があります。）

・費　用　無料

生活を支えるサービスを紹介します


