
２０１７年（平成２９年）4月１日1

支え合いの活動支え合いの活動

〝
今
も
、こ
れ
か
ら
も
、い
き
い
き
と
生
活
す
る
た
め
に
〞

〝
今
も
、こ
れ
か
ら
も
、い
き
い
き
と
生
活
す
る
た
め
に
〞

    

元
気
な
う
ち
か
ら
介
護
予
防
に
取
り
組
み
ま
し
ょ
う
！

元
気
な
う
ち
か
ら
介
護
予
防
に
取
り
組
み
ま
し
ょ
う
！

介護予防体操～袖ケ浦いきいき百歳体操～の普及・活動支援

　平成26年10月に、介護予防体操として「袖ケ浦いきいき百
歳体操」の普及を始めてから2年が経過しました。
　平成29年3月20日現在、45団体が、地域の公会堂等におい
て、概ね週に1回、参加者同士で介護予防の取り組みを自主的
におこなっています。
　この「袖ケ浦いきいき百歳体操」の特徴は以下の通り、3点
にまとめられます。
（1）「安全で手軽にできる」
　おもりの入ったバンドを手首や足首に装着し、馴染みの歌
に合わせておこなう筋力体操で、動作は非常に単純です。ま
た、おもりの重さは調整できますので、それぞれの体力に
あった運動をすることができます。

（2）「筋力アップが期待できる」
　定期的に実施している体力評価の結果では、筋力の向
上、転ばない体づくりへの効果が表れ、また、「 なしで歩
けるようになった」「草刈り機が使えるようになった」等の
声も聞かれ、生活機能の向上につながっています。

（3）「生きがいづくりにつながる」
　週に1回外出し、体操に参加することが自らの生きがいと
なり、体操の場があることにより、地域での居場所や参加
者同士の支え合いにもつながっています。
　また、体操の後に、あらたな運
動やお茶会をおこなっている団体
もあります。
　なお、不安や負担なく介護予防
の取り組みが継続できるよう、体
操実施にあたっての技術指導や
器具購入に関しての財政面での支援もおこなっています。
　ご興味のある方は、ぜひ地域包括支援センターまでお問い
合わせください。
　すでに実施している団体へ参加したい、という方や、お知り
合いの方同士で新しいグループを作りたい、などご相談に応
じます。

団体名
1 上宿しん悠会　
2 飯富アオイ会　
3 神納いきいきサークル　　
4 のぞみ野チームアクション　　
5 鹿島A・B連合会　　
6 神納一区　
7 月下美人　
8 平川菜の花会　　
9 百目木なでしこ会　
10 中下若葉会　　
11 玉野
12 スマイル・スマイル　
13 チームみずほ　　
14 いきいき体操ひまわりグループ
15 浜宿団地福寿会　　
16 浜宿団地たいそうの会　
17 大曽根ときわ会　　
18 永地シニアクラブ　　
19 たちばな会　
20 花房平自治会　
21 高須なかよし教室　
22 山中　
23 さくら会
24 飯富むらさきの会
25 レッツ！ロコトレで元気！チーム下新田
26 高須さわやか教室
27 もみの木台
28 三ツ作千歳会
29 富岡東部
30 野里熟年いきいきクラブ
31 あじさい会
32 宝寿会
33 ガッツ蔵波
34 福王台美女会
35 今井いきいき体操なごやかクラブ
36 福王台福寿会
37 フレッシュながうら
38 上蔵えがおの会
39 勝もみじ会
40 成蔵区
41 神納東シニアークラブ
42 みどりの樹
43 三谷喜楽会
44 コスモスクラブ
45 いずみ会
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百歳体操の実際の様子百歳体操の実際の様子

● 問い合わせ先　地域包括支援センター　☎0438（62）3225 ●

平成２９年度から高齢者支援課が２課に分かれました
　介護保険制度の問い合わせや
高齢者の日常生活に関する相談
窓口としての高齢者支援課が、平
成29年4月より2課に分かれまし
た。

※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）

介護保険課
・介護保険の資格、認定
・介護保険サービス
・介護保険料　など
問い合わせ先
・管理班 ☎0438（62）3158
・認定・給付班 ☎0438（62）3206

高齢者支援課
・高齢者の介護や生活に関する相談、介護予防
・高齢者の福祉サービス
・高齢者見守りネットワーク　など
問い合わせ先
・高齢者福祉班 ☎0438（62）3219
・地域包括支援班
　　地域包括支援センター ☎0438（62）3225
　　地域包括支援ながうらサブセンター ☎0438（64）2100
　　地域包括支援ひらかわサブセンター ☎0438（75）3344

はつらつシニアサポーターの養成・活動支援
　多くの方が介護予防の取り組み
を継続できるよう、介護予防の活
動を支援する「はつらつシニアサ
ポーター」を養成しています。現
在、85名のサポーターが誕生して
います。
　修了後は「袖ケ浦いきいき百歳体操」の取り組みへの支
援をしたり、介護予防の必要性について、地域で啓発を行う
等の活動をしています。このはつらつシニアサポーター活動
は、自分自身の健康づくり、介護予防としても有効です。
　今後も引き続き、はつらつシニアサポーター養成講座を
実施し、地域で活躍していただく予定です。
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長浦公民館

老人福祉会館

根形公民館

平岡公民館

平川公民館

富岡分館

市民会館

体操の後のお茶会体操の後のお茶会

● 市内の袖ケ浦いきいき百歳体操の活動状況 ●
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● 現在、袖ケ浦市の総人口は約62,000人、このうち65歳以上の高齢者の方は約15,800人ほどで、総人口に占める高齢者の割合は約25%、4人
に1人が高齢者の方となっています。今後も高齢者人口は増加し、団塊の世代の方々が75歳以上となる2025年に向けて、ますます医療や介護
に対する需要が高まると予想されています。
● 袖ケ浦市では　「医療」「介護」「生活支援」「介護予防」などのそれぞれの支援が包括的に提供されることで、高齢者の方が住みやすい地域を
目指した仕組み（「地域包括ケアシステム」）作りを、多くの専門職の方や、市民の方と共に進めています。

袖ケ浦市が目指す地域包括ケアシステムの姿

医療 介護

住まい
（高齢者）介護予防生活支援

　生活支援体制整備事業とは、高齢者
の方が住み慣れた地域で安心して暮ら
せるように、それぞれの地域に合った生活
支援の体制や支え合いの仕組みについて、
地域全体で作っていくための取組みです。
　袖ケ浦市では、地域の実情を踏まえて市を三つの
地域に分け、高齢者の方を対象とした福祉活動をされてい
る方々を中心に、その支え合いの仕組みづくりなどについて
話し合う場（協議体）を設けました。
　今後も地域の方々とともに、住みやすい地域づくりを目
指して取り組んでいきます。

●医師、看護師
●診療所、病院　など

●在宅系サービス
・訪問介護　・訪問看護　・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護　等
●施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設　・介護老人保健施設
・認知症共同生活介護
・特定施設入居者生活介護　等

生活支援体制整備事業

在宅医療・介護連携の推進

介護予防・日常生活支援総合事業

三つの地域
　①昭和・根形地区
　②長浦・蔵波地区
　③平岡・中川富岡地区

協議体の参加団体
　・民生委員児童委員
　・ 袖ケ浦市社会福祉協議会
　・ 各地区社会福祉協議会
　・ シニアクラブ連合会
　・ ケアマネジャーネット
ワーク

　地域包括ケアシステムの構築には、市町
村が主体となって医療と介護の切れ目な
い連携を進めていくことが不可欠となり
ます。
　平成28年度は、市内の医療、介護関係
者とともに、①医療と介護の連携にあ
たっての課題の把握、共有及び対応策
の検討をおこなう作業部会と、②市内
の医療・介護の資源マップの作成を
おこなう作業部会の、2つの部会を
開催して、その成果を全体会議であ
る「袖ケ浦市医療介護連携推進会議」
にて報告し、様々な意見をいただいてきました。
　また、医療、介護関係者双方の理解を深めるため、「多職種協働
研修」も開催してきました。
　今後も、地域の実情に合った連携のあり方について、引き続き検
討を重ねていきます。
　また、在宅医療や介護に関する講演会の開催等、地域住民への
普及啓発を進め、在宅医療や介護に関しての理解が深まり、在宅生
活の安心につなげていけるよう努めていきます。

　市では、要支援認定者向けのヘルパーサービス
において①費用の効率化、②介護人材の確保を目
的として、平成28年10月から市独自の新しいヘル
パーサービスを実施しています。
　市独自のヘルパーサービスでは、要支援認定者
等の軽度者の方を対象とし、買い物や掃除などの
家事援助のみのサービスを提供します。
　従来の要支援認定者向けのヘルパーサービスで
は、家事援助のほか、入浴介助やトイレの介助な
ど身体介護を行うことも想定した金額設定となっ
ていましたが、新しいサービスでは実施する業務
内容を家事援助のみとし、金額設定の引き下げを
行い費用の効率化を図っています。
　また、今後市では少子高齢化の進展に伴い、介
護人材の不足が予測されます。
　当ヘルパーサービスに対応するヘルパーの養成
研修を市では実施しており、介護業務に従事する
人材の確保を図っています。

市独自のヘルパー制度(訪問型サービス
A)を実施しています

在宅医療と介護マップ

袖ケ浦ケアマネジャー
ネットワーク会長
中山  太一郎氏

介護からのメッセージ
　高齢化が進む中で、在宅
生活を支えていくには、私
たち介護職と医療職との
密な連携等、多職種でのつ
ながりが不可欠だと感じて
います。
　今後も、袖ケ浦市におけ
る多職種間での情報共有
の機会や研修会への参加
を通して、地域の皆様への
支援の充実に努めてまい
ります。

君津木更津医師会
二部会（袖ケ浦支部）
会長　佐野  功 氏

医療からのメッセージ
　袖ケ浦では、市独自で医
療・介護関係者の研修を実
施したり、医療・介護の連
携のための取り組みが進ん
でいます。これからも、市と
一緒に医療・介護のより一
層の連携や地域住民の在
宅医療への理解をすすめる
ために、できる限り協力し
ていきたいと思います。

● 問い合わせ先　地域包括支援センター　☎0438（62）3225 ●

地域包括支援センターへ地域包括支援センターへ
こんなときもご相談ください

※ 介護・医療・福祉などの関係機関と協力して、問題解決のお
手伝いをします。
※ 高齢者虐待等、緊急性のある相談は、時間外にも対応しま
す。　◆時間外連絡先　☎62-3225

　何歳になっても元気で活動的な生活を送ることができるよう、リハビリの専門職
による短期集中型の介護予防教室を開催します。自宅訪問による支援も同時に行
い、個人の生活環境にあった運動方法の提案を行います。
　参加費無料となっておりますので、是非ご参加ください。
参加対象： 市内在住65歳以上で、要支援認定の方又は基本チェックリストを実施し総

合事業の該当となった方（要介護認定を受けている方は参加できません）
実施時期：年3回（①4月～8月コース、②7月～11月コース、③11月～3月コース）
申込先：最寄りの地域包括支援センター

通いの教室 自宅訪問支援
講師 理学療法士等のリハビリ専門職

内容
①自宅で行える運動の指導・助言
②機械を使ったトレーニング
③介護予防等に関する講話　等

①自宅内で行える運動の提案　　　　　
②介護予防の観点での環境整備　
　　　　　　　　　　　　　　等

回数
全12回(週に1回、3か月間)
　※4月～8月コースでは、
　　5月～7月の3か月間で実施

全5回(月に1回、5か月間)
※5か月間で毎月訪問を実施

曜日 月曜日　又は　水曜日 不定期（相談の上決定）
時間 午後1時50分から2時間 30分
場所 袖ケ浦さつき台病院　

※希望者には送迎あり 自宅
定員 各曜日　10名程度

リハビリのプロに教わる！袖ケ浦市短期集中型
介護予防教室（訪問通所型サービスC）

ケアマネジャーケアマネジャー

薬剤師薬剤師

歯科医師歯科医師

医師医師

推進会議
の様子

窓口で配布
しています。
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ブランチ相談員がお宅を訪問しています

認知症をよく知り、共に暮らしていくために
　認知症とは、様々な原因で脳の働きが悪くなって
記憶力や判断力が低下し、日常生活にまで支障をき
たすようになった状態のことです。

　認知症にかかる要因の1番に上げられるのは「年を取ること」です。
高齢者の4人に1人が認知症または予備軍と言われています。いまや
認知症はとても身近な病気です。市では、周囲の理解・地域の支え合
いにより、「住み慣れた場所で穏やかに暮らしていくためのまちづく
り」をすすめています。

認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座
～認知症の方や家族を温かく見守る応援団～～認知症の方や家族を温かく見守る応援団～

認知症サポーター養成講座とは？
　認知症は誰もがなる可能性がある病気です。認
知症について身近に感じ、認知症の方と接する場
面を想定して「認知症ってどんな病気？」「どのよ
うに接したらいいの？」といった内容を、正しく気
軽に学ぶことができます。
　受講修了者を「認知症サポーター」と称してい
ます。認知症の理解者であり、認知症の方や家族
を見守る応援者です。
　これまでに様々な団体・小中学校において大勢のサポーターが誕
生しました。平成29年3月15日現在6901名となっています。
講座内容
・認知症とはどういう症状か？
・認知症の診断と治療について
・認知症の方と接するときのポイント
・認知症サポーターにできること
　上記内容を中心に、1時間～1時間半を目安に行います。
講座の開催、申込
○講座は随時開催しています（広報での参加募集をいたします）。
○5名程度のグループには、相談で講座開催します。
○受講料は無料です。
オレンジリング
　受講修了した方にオレンジリングを差しあげてい
ます。
　認知症の方を応援する意思を示す「目印」です。

認知症家族のつどいに参加しませんか？認知症家族のつどいに参加しませんか？
　認知症のさまざまな症状に困惑したり、イライラしてしまったり、対
応に困ってしまうことはありませんか？認知症に関する情報交換や、お
互いの経験からアドバイスし合うなど、安心して本音で話せる場です。
　袖ケ浦さつき台病院認知症疾患医療センター医師や認知症デイケ
ア職員も同席します。
日時：第1回 平成29年6月3日 第2回 　平成29年9月2日
　　  第3回 平成29年12月2日 第4回 　平成30年3月3日
場所：袖ケ浦市保健センター　1階集団指導室
参加費：無料
※申込は不要です。当日会場にお越しください。
※都合により日程等が変更となる場合があります。

認知症カフェ認知症カフェ
○認知症カフェとは？
　認知症の人やその家族が、地域の人や専門家と相互に情
報を共有し、お互いを理解し合うことを目指すものです。
○認知症カフェに期待されること
・ 認知症とともによりよく生きていくための地域のあ
り方を考えていくこと
・ 認知症について単に「支える・支えられる」という関
係にとどまらず、認知症の方の運営参画や活躍できる場となること
○認知症カフェのこれから…
　市内に開設しているカフェの他に、地域でのカフェの設置等につい
て検討をしていきます。

小学生の受講の様子

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

室橋相談員

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

河名相談員

　ブランチ相談員は、
窓口や電話で相談を
受けるほか、担当地区
の高齢者のお宅への
訪問活動を行い、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。

認知症初期集中支援チームがお手伝いします認知症初期集中支援チームがお手伝いします
　認知症の人やその疑いがある人、およびそ
の家族に対して、集中的な支援を行い、自立
した生活をサポートする…それが『認知症初
期集中支援チーム』です。
　袖ケ浦市では平成27年10月1日に設置し、
地域に出向いて支援を行っています。
【支援チームのメンバーは…】
認知症の専門医、保健師、看護師、社会福祉士、介護福祉士等の医
療・介護の専門スタッフで構成された多職種の専門職のチームです。
【支援対象となる方】
40歳以上で、在宅にいる認知症の人や認知症が疑われる人のうち①
あるいは②に該当する人。
①医療や介護サービスを受けていない、または中断している人。
② 医療や介護サービスを受けているが、認知症による徘徊・妄想・暴
力が強く、対応に困っている人。

【例えば…】
●被害妄想などがあり、病院へ行くことを勧めるが嫌がる。
●ご家族やご近所で、認知症のような言動があり心配だが、本人は関
わりを拒む。
【相談から支援までの流れ】

▶ ▶

地域包括支援センター（サブセンター）
電話相談
窓口相談

認知症初期集中支援チーム
家庭訪問
（チーム員2～3名）

認知症の症状
に沿った対応
等についてア
ドバイス

必要な医
療や介護
サービス
の検討

必要に応じて
専門医療機関
への受診の促
しや調整

※ おおむね6か月を目安に集中的に支援を行います。
（介護サービスの導入や受診につなげ、ケアマネジャー等への引き継ぎを行い、初期集中支
援を終了します。）

認知症初期集中支援チーム

頭の元気度測定会頭の元気度測定会
　「物忘れが増えたかも？」「認知症の予
防のためには？」など、気になることはあ
りませんか。簡単なチェックで「頭の元気
度」を測定し、脳の元気を保つライフスタ
イルの秘訣をアドバイスします。
　通年で実施しますので、詳しい日程はお
問い合わせください。
○5名程度のグループには、相談で測定会開催します。
○参加費：無料

成年後見制度をご利用ください成年後見制度をご利用ください
　成年後見制度とは、認知症などにより判断能力が十分でない方が
不利益を被らないように、家庭裁判所に申し立てをして、その方を援
助してくれる人(後見人)をつけてもらう制度です。
例えば…
　「認知症の両親を悪質商法から守りたい」、「お金の管理ができなく
なった」、「医療や介護のサービスを受ける手続きを1人でできない」
　このような際には制度の利用をご検討ください。
　後見人が財産の管理や契約の代理・取り消しなどを行うことで、ご
本人の財産や権利を守ることができます。
　また、将来判断能力が不十分になってしまうことに備えて、事前に
取り決めを行うことも可能です。

袖ケ浦さつき台病院　認知症疾患医療センター長　細井  尚人 氏
　当院は認知症疾患医療センターとして地域の認知症
の方の診療を行っています。個々の医療福祉連携だけで
なく、初期集中支援チーム、家族の集いなど様々な袖ケ
浦市の認知症施策について協働させていただいており
ます。

● 問い合わせ先　地域包括支援センター　☎0438（62）3225 ●
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高額医療合算介護（予防）サービス費の支給
　同一世帯内で、介護保険と医療保険の両方の利用者負担額が高額になった場合、高額医療合算介護（予防）サービス費として、支給が受けられます。
　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。案内が届きましたら医療保険窓口に申
請してください。
※後期高齢者医療、国民健康保険以外の健康保険に加入されている方は、加入している健康保険の保険者にお問い合わせください。

みんなで活用　介護保険制度みんなで活用　介護保険制度

高額介護（介護予防）サービス費の支給
【介護保険サービスの利用者負担額の合計が高額になった場合】
　1ヶ月の利用者負担額を合算して一定の上限額を超えたときは、超えた
額について「高額介護（介護予防）サービス費」として支給します。
　世帯や個人の収入等により上限額が異なります。
　対象の方には、市から申請書をお送りします。なお、支給が2回目以降
の方は、申請は不要です。
（※1）住民税課税所得が145万円以上の第1号被保険者本人および同一世
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、「一般世帯」
に変更になる場合があります。

◆利用者負担の上限額
区分 上限額（月額）

現役並み所得者　（※1） 44,400円
一般世帯　（※2） 37,200円

住民世帯
非課税

合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方 24,600円
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 15,000円
老齢福祉年金受給者の方 15,000円

生活保護の受給者の方など 15,000円

特定入所者介護（介護予防）サービス費の支給
【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】
　サービス費用の1割もしくは2割、食費や居住費、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、低所得の方の食費や居住費については、申請により「介護被保険
負担限度額認定証」の交付を受けることで、負担を軽減することができます。
【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
○ 短期入所生活（療養）介護（ショー
トステイ）

負担段階 対象となる方

居住費の限度額
食費の
限度額

ユニット
型
個室

ユニット型
準個室

従来型個室
多床室

第1段階
世帯全員が住民税非
課税で老齢福祉年金
受給者、生活保護の
受給者

か
つ
、預
貯
金
等
が
単
身
で
１
，０
０
０
万
円

（
夫
婦
で
２
，０
０
０
万
円
）以
下

820円   490円
※（320円） 0円 300円

第2段階
世帯全員が住民税非
課税で年金収入額と
合計所得金額の合計
が80万円以下の方

820円   490円
※（420円） 370円 390円

第3段階
世帯全員が住民税非
課税で年金収入額と
合計所得金額の合計
が80万円を超える方

1,310円 1,310円
※（820円） 370円 650円

◆特定入所者介護サービス費の仕組み

施設サービス
の利用者
施設サービス
の利用者

市市 施設施設

①「介護保険負担限度
　額認定申請書」を
　市へ提出します。

④負担限度額を超えた分を
　施設へ支払います。

③認定証を提示して
　限度額までの金額
　を支払います。②該当者に、「介護保険負

　担限度額認定証」（紫色）
　を交付します。

利用者負担軽減制度について

介護保険サービス利用までの流れ
　介護のことでお困りのことがございましたら、ご相談ください。現在の状況をお伺いし、下記のどちらを利用するかご案内します。
①要介護（要支援）認定の申請をしていただき、介護保険の介護（予防）サービスを利用します。
②基本チェックリストを受けていただき、介護予防・日常生活支援総合事業を利用します。

（※2）平成29年8月より「一般世帯」の月額上限額が37,200円から44,400円になります。
　ただし、利用者負担が1割負担となる被保険者のみの世帯については、年間上限額として446,400円が適用されます。（3年間の経
過措置）

変わります！

①申　請
市の窓口で要介護認定
の申請をします。

②基本チェックリストを実施
市の窓口で、体や心の状態を評価する
25項目の質問票を実施します。

認定調査
調査員が訪問し、
本人と家族に心身の
状況を調査します。

審査

主治医意見書

持ち物（※1）

<65歳以上の方>
・介護保険被保険者証
・マイナンバーカードなど

<40歳から64歳で（※2）特定疾病の方>
・医療保険被保険者証
・マイナンバーカードなど

介護予防・生活支援サービスを利用します。

認定
非該当

要支援1～2

要介護1～5確認事項

非該当

一般介護予防事業を利用します。該当

・医療機関名
・主治医氏名

市から医療機関へ病気など
の状態をまとめた意見書を
提出していただくように依
頼をします。

認定調査の結
果や主治医意
見書をもとに、
介護認定審査
会で総合的に
審査し、要介
護状態区分が
決定され、認
定結果が通知
されます。

②基本チェックリスト
を実施します。
詳細は地域包括支
援センター（※3）に
相談します。

（※2）特定疾病
⑴がん末期
⑵関節リウマチ
⑶筋萎縮性側索硬化症
⑷後縦靭帯骨化症
⑸骨折を伴う骨粗鬆症
⑹初老期における認知症
⑺進行性核上性麻痺、
   大脳皮質基底核変性症
   及びパーキンソン病
⑻脊髄小脳変性症
⑼早老症
⑽脊柱管狭窄症
⑾多系統萎縮症
⑿糖尿病性神経障害、
   糖尿病性腎症及び糖尿病       
   性網膜症
⒀脳血管疾患
⒁閉塞性動脈硬化症
⒂慢性閉塞性肺疾患
⒃両側の膝関節または股関 
   節に著しい変形を伴う変形 
   性関節症

地域包括支援セン
ター（※3）に連絡し、
介護予防サービスに
ついて相談します。

居宅介護支援事業
者等（※4）に連絡し、
介護サービスについ
て相談します。

（※1）代理の場合　1.委任状（介護保険被保険者証でも可）　2.代理人のご本人確認ができるもの
（※2）特定疾病に該当する疾病は右記にて参照
（※3）地域包括支援センター　☎0438-62-3225
（※4）居宅介護支援事業者等とは、都道府県の指定を受けて、ケアマネジャー（介護支援専門員）を配置しているサービス事業者のことです。

すす。

● 問い合わせ先　介護保険課　認定・給付班　☎0438（62）3206 ●

（※）介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合従来型個室の負担限度額は、（　　）内の金額となります。
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みんなでささえあう　介護保険みんなでささえあう　介護保険
65歳以上の方の介護保険料

「袖ケ浦市の基準額」
57,300円／年（4,775円／月） ＝　 袖ケ浦市で介護サービス等に係る費用×65歳以上の方の負担割合（22％） 袖ケ浦市の65歳以上の方の人数

　袖ケ浦市で介護サービス等にかかる費用のうち、65歳以上の方の負担割合は22％です。この負担をまかなえるように算出された「基準額」
に、保険料率を乗じ保険料を決定します。
※介護保険料は3年に1度見直されます。次回の見直しは平成30年度となります。

平成27年度から29年度の介護保険料（年額）
段階 保険料率 対象者 保険料額

第１段階 基準額×0.43 生活保護受給者、老齢福祉年金受給者、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の合計が80万円以下の方 ２４，６３９円

第２段階 基準額×0.73 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の合計が80万
円超120万円以下の方 ４１，８２９円

第３段階 基準額×0.75 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の合計が120万
円を超える方 ４２，９７５円

第４段階 基準額×0.90 住民税課税世帯のうち本人非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額を合計
した額が80万円以下の方 ５１，５７０円

第５段階 基準額×1.00 住民税課税世帯のうち本人非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額を合計
した額が80万円を超える方 ５７，３００円

第６段階 基準額×1.16 住民税本人課税者（前年の合計所得金額120万円未満） ６６，４６８円
第７段階 基準額×1.25 住民税本人課税者（前年の合計所得金額120万円以上190万円未満） ７１，６２５円
第８段階 基準額×1.50 住民税本人課税者（前年の合計所得金額190万円以上290万円未満） ８５，９５０円
第９段階 基準額×1.70 住民税本人課税者（前年の合計所得金額290万円以上400万円未満） ９７，４１０円
第10段階 基準額×1.75 住民税本人課税者（前年の合計所得金額400万円以上500万円未満） １００，２７５円
第11段階 基準額×1.80 住民税本人課税者（前年の合計所得金額500万円以上600万円未満） １０３，１４０円
第12段階 基準額×1.85 住民税本人課税者（前年の合計所得金額600万円以上1,000万円未満） １０６，００５円
第13段階 基準額×2.00 住民税本人課税者（前年の合計所得金額1,000万円以上） １１４，６００円

保険料の納め方　年金の受給額により 特別徴収  と 普通徴収  の2通りに分かれます。　

○保険料の年額が、年金の支払い月に年6回に分けて天引きになります。

仮徴収と本徴収

4月 6月 8月 10月 12月 2月

仮徴収（期間） 本徴収（期間）

◇仮徴収（暫定賦課）
　65歳以上の人の介護保険料は、7月中旬に決定します。
　したがって、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。
【4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。

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

○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。

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

○保険料が増額になった。 ➡ 増額分を納付書で納めます。

○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。
○年金が一時差止めになった。

➡

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6ヵ月後から
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。

◆「介護保険料特別徴収開始通知書」が送付されます
　平成29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」を送付いたしますので、年間の金額や
天引きされる月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
　「介護保険料特別徴収仮徴収額決定通知書」で年金天引き
前にお知らせいたします。
・以前より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、
天引き額を通知いたしません。後にお届けする7月の「介護保
険料額決定通知書」でご確認ください。

特別徴収 年金が年額18万円以上の方は年金から天引きになります。 　

普通徴収 年金が年額18万円未満の方は納付書または口座振替にて納めます。 　
口座振替を
希望される
場合はお問
い合わせく
ださい。

● 問い合わせ先　介護保険課　管理班　☎0438（62）3158 ●
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　介護支援しあわせポイントとは、高齢者自身の社会参加を通じた介護予防を推進するために、市内在住で65歳以上の方が、介護支援ボランティア
として市に登録し、市が指定した事業所でボランティア活動を行うと、実績により付与されるものです。そのポイントは、社会福祉協議会へ寄付、ま
たは市農畜産物直売所「ゆりの里」の商品券に交換することができます。
　介護支援ボランティアに登録するには市が開催する研修会を受講する必要があります。研修会の日程については随時、「広報そでがうら」などで
お知らせします。（年3回程度）
　平成29年度より、介護保険の要支援・要介護認定を受けている方でも、生きがい・役割をもって生活できるよう、介護支援ボランティアに登録で
きるようになりました。また、より身近なところでボランティア活動ができるよう対象事業所が増えました。

「介護支援しあわせポイント」で介護予防につなげよう ～ためたポイントは寄付または商品券に交換できます～

介護予防事業の充実介護予防事業の充実 ～自立した暮らしで健康寿命をのばしましょう～

平成29年度～
介護支援ボランティアの
・対象者を拡大しました

・活動できる事業所が増えました

事業所名 所在地
ちいたの福王台 坂戸市場66-1
ＡＤＬサポートひだまり 奈良輪265-1
グループホームならわの家 奈良輪718-1
介護老人保健施設メディケアーやまゆり 奈良輪730
本家ちいたの 福王台1-2-2
特別養護老人ホーム和心苑 神納2840-1
ショートステイサービス和心苑 神納2840-1
特別養護老人ホーム袖ケ浦菜の花苑 神納4181‐20
袖ケ浦菜の花苑デイサービスセンター 神納4181‐20
袖ケ浦菜の花苑短期入所生活介護事業所 神納4181‐20
デイサービスセンターすずらん 蔵波2589
老人保健施設カトレアンホーム 蔵波2713-1
特別養護老人ホームサニーヒル 久保田857‐9
特別養護老人ホームサニーヒル　ユニット 久保田857‐9
デイサービスセンターサニーヒル 久保田857‐9

事業所名 所在地
ショートステイサービスサニーヒル 久保田857‐9
通所介護のんき 代宿303
通所介護ベストケア 大曽根2-1
特別養護老人ホームみどりの丘 下泉1424‐3
デイサービスみどりの丘 下泉1424‐3
みどりの風袖ケ浦デイサービス 下泉1425
みどりの風ショートステイ 下泉1425
特別養護老人ホームみどりの樹 下泉1426
百笑 高谷1365
袖ケ浦瑞穂特別養護老人ホーム 野里1452‐4
瑞穂デイサービスセンター 野里1452‐4
瑞穂特養ホームショートステイ 野里1452‐4
ちいたの平川 百目木157-1
こひつじかずさ介護支援センター 横田4161

　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
・申請窓口
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

平成29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

　市では、高齢者の孤立を防ぎ、多世代で支え合える家族が形
成できるように、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、住宅の新築、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・購入・増改築30万円、引越しのみ5万円
（持家に同居する場合のみ対象）です。
　皆さんがより事業を使いやすくなるように、平成29年4月以降
の申請より次のとおり要件を緩和しました。
【変更事項】
　変更後  高齢者と子などの両方が市外から転入し同居など

をする場合も対象となる
　変更前  高齢者または子などのうち、いずれか一方は市内に

1年以上居住していなければならない
　その他の要件などの詳細は、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。

世代間支え合い家族支援事業の対象が広がりました

● 問い合わせ先　地域包括支援センター　☎0438（62）3225 ●

・申請窓口
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

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

【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

・対象者
おおむね65歳以上のひとり暮らしの高齢者等の方

・費用　無料
・その他
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。ただ
し、火災警報器は寝室への設置になりますので、寝室以外に設置され
ている場合は対象となります。

【緊急通報システムの貸与】
　急病や発作が不安な方に、病気やケガなどの緊急時に警備会社に通報
する緊急通報システムを貸与しています。
　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設備です。
・対象者
おおむね65歳以上のひとり暮らしの高齢者等の方で、前年
の合計所得が160万円未満の方（ただし、合計所得金額が
160万円以上であっても年金収入にその他の合計所得金額
を加えた額が280万円未満の方は対象となります。）
・費用　無料

● 問い合わせ先　高齢者支援課　高齢者福祉班　☎0438（62）3219 ●

効果的な介護予防のためのリハビリ専門職等との連携
　地域における介護予防の取り組みを強化していくため、平
成28年度、市内のリハビリテーション専門職等と協議会及び
作業部会を開催し、検討を重ねてきました。
　平成29年度より、リハビリテーション専門職等が市保健師
等とともに、「袖ケ浦いきいき百歳体操」を実施している通
いの場を巡回し、技術的な支援や個別機能評価、集団指導
等を行い、生活機能の維持、改善が図れるよう支援を行って
いきます。
　また、介護予防に対して関心が低い、閉じこもりがち等、
介護予防に向けた取り組みをおこなっていない人に関して
も、広く介護予防の必要性を啓発し、介護予防への動機づけ
を行い、行動に結び付けられるように、地域に出向いて体の
測定会や集団教育等の実施も予定しています。

作業部会にて、効果的な介護
予防のための検討をおこなう

市内のリハビリテーション専
門職等と協議会設置

おらが出張講座
　介護予防や元気に暮らすた
めの情報を地域に出向いてお
伝えします。
　概ね5人以上の集まりでお
申し込みください。内容・日
時・会場などお気軽にご相談
ください。ご要望に沿って開
催します。
　例○ 熱中症やインフルエン

ザなど季節ごとの暮ら
し方

　　○骨を元気に保つ方法（骨粗しょう症予防）
　　○みんなの老後
　　～安心のために知っておきたい制度やサービス～

公会堂での出張講座の様子
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