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このガイドは年間を通してご利用いただけますので、広報かぬまから抜き出してお役立てください。

　今回の折り込み版「くらしのガイド」は、
健康・福祉についての3回目のご案内です。
各種の福祉施設、また生活資金等の貸付や
高齢者医療などについてご紹介しています
ので、参考にしてください。

くらしのガイド
No.8　健康・福祉③

くらしのガイド

保存版

施設サービス
■介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
　介護認定審査会の審査・判定に基づき要介護３以上
の認定を受けた人で、身体上または精神上著しい障が
いがあるため常時介護を必要とするが、自宅での介護
を受けることが困難な人が利用できる施設です。

施設名 所在地 電話番号
さつき荘 白桑田254-7 ☎（76）2959
グリーンホーム 下日向438-1 ☎（63）3800
ハーモニー 村井町146-6 ☎（63）5555
オレンジホーム 富岡492-2 ☎（63）3807
おりづる 茂呂1090-25 ☎（60）2265
粟野荘 深程1520 ☎（85）2809
かぬま四季の里 西沢町209 ☎（73）0013
地域密着型ポプリ 下永野270-2 ☎（84）7330
地域密着型オレンジホーム 富岡492-2 ☎（63）3807
かぬま花の風 緑町2-3-17 ☎（60）5501
問い合わせ　介護保険課介護保険係　☎（63）2283

■介護老人保健施設（老人保健施設）
　家庭と病院の中間に位置し、その橋渡しをする施設
です。病状が安定した人の健康回復、看護、介護、生
活リハビリを行うことで、家庭や社会への一日でも早
い復帰をお手伝いします。要介護の認定を受けた人が
利用できます。

施設名 所在地 電話番号
たけむらクローバー館 茂呂1858-147 ☎（63）6020
かみつが 上殿町960-2 ☎（64）7233
ほほえみ 今宮町1682-2 ☎（64）2134
問い合わせ　介護保険課介護保険係　☎（63）2283

■介護療養型医療施設（療養型病床群設置許可病院）
　長期療養を必要とする患者を収容するため、十分な
人員・設備を有し、長期療養にふさわしい環境を整え
た病院です。要介護の認定を受けた人が利用できる施
設です。

施設名 所在地 電話番号
御殿山病院 今宮町1682-2 ☎（64）2131
問い合わせ　介護保険課介護保険係　☎（63）2283

■認知症対応型共同生活介護（グループホーム）
　介護認定審査会の審査・判定に基づき要介護の認定
を受け、比較的安定した認知症の人が、共同で生活で
きる場（住居）です。日常生活の世話や機能訓練を受
けられます。
※印の施設は、要支援２の人も利用できます。

施設名 所在地 電話番号
和田の家 ※ 白桑田254-12 ☎（76）2959
おしはらの里 ※ 樅山町40-2 ☎（60）2002
無量荘 ※ 千渡1959-1 ☎（60）0766
かのん ※ 口粟野867 ☎（85）8088
いずみの里 泉町2396-3 ☎（77）8177
西茂呂の家 西茂呂4-30-7 ☎（60）6771
陽だまり ※ 西鹿沼町1018-1 ☎（60）5707
芦の子田中さん家 ※ 草久986-1 ☎（70）1070
鶴の郷 ※ 茂呂243-8 ☎（72）0700
花の器 ※ 北半田1489-3 ☎（71）3939
ふれんどかぬま ※ 貝島町5001-4 ☎（74）7477
ふれんど楡木 ※ 楡木町720-1 ☎（74）7011
問い合わせ　介護保険課介護保険係　☎（63）2283

千寿荘での小学生との交流

バックナンバー
No.1　市の組織・業務案内　　No.2　くらしの窓口　　No.3　子育て①　　No.4　子育て②
No.5　教育・生涯学習　　　　No.6　健康・福祉①　　　No.7　健康・福祉②
次号は国民健康保険・国民年金の予定です。
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■ケアハウス
　入所者の生活相談に応じ、入浴、食事の提供や緊急時の対応も行います。また、介護保険による在宅サービスを
活用することで、自立した生活を維持していける施設です。下記のどちらの施設も「特定施設入居者生活介護」の
指定を受けているので、施設内に配置されている職員から介護サービスを受けることができます。

施設名 所在地 電話番号 施設名 所在地 電話番号
さつき野 白桑田253-2 ☎（76）0033 なめがわ 富岡914-8 ☎（62）1211
問い合わせ　介護保険課介護保険係　☎（63）2283

福祉資金の貸付
■生活福祉資金（県社会福祉協議会貸付）
　低所得者（市民税非課税程度）・身体障害者・知
的障害者・高齢者・生活保護世帯などの人に、一時
的に資金をお貸しします。
○総合支援資金
　 ・ 生活支援費 ……………… 月額 200,000円以内

（２人世帯・貸付期間３カ月）
　 ・ 住宅入居費 …………………… 400,000円以内
　 ・ 一時生活再建費 ……………… 600,000円以内
○福祉資金
　 ・ 福祉費（冠婚葬祭・出産など）
 … 5,800,000円以内
　 ・ 緊急小口資金… 100,000円　　
○教育支援資金
　 ・ 修学費　高　　校 ………… 月額 35,000円以内
　　　　　　専門学校 ………… 〃   60,000円以内
　　　　　　短期大学 ………… 〃   60,000円以内
　　　　　　大　　学 ………… 〃   65,000円以内
　 ・ 就学支度費 …………………… 500,000円以内
※原則として、連帯保証人が必要です。手続き、償
　還方法等の詳細はお問い合わせください。
問い合わせ　市社会福祉協議会　☎（65）5191

■社会福祉金庫
　低所得世帯の人に、生活のつなぎ資金として、
30,000円を限度に一時的にお貸しします。地区担当
民生委員の証明と市内居住の連帯保証人（1人）が
必要です。
問い合わせ　市社会福祉協議会　☎（65）5191

■シルバーハウジング
　高齢者が安心して自立した生活ができるよう配慮し
た市営住宅です。常駐する生活援助員が、生活相談や
緊急時対応などを行います。所得に応じ、家賃とは別
に費用負担があります。

名　称 所在地 戸　数
日吉町南市営住宅 日吉町640 15戸
県営日吉住宅 日吉町644 15戸
緑町西市営住宅 緑町1-6-2 24戸
問い合わせ　

（制度について）高齢福祉課長寿推進係　☎（63）2288
（入居について）建築課住宅係　　　　　☎（63）2217

■養護老人ホーム
　65歳以上で、環境上の理由および経済的理由により
家庭での生活が困難になった人のための施設です。
※入所については高齢福祉課地域包括支援センターに
　ご相談ください。施設に直接申し込むことはできま
　せん。

施設名 所在地 電話番号
鹿沼市千寿荘 日吉町386 ☎（62）3561
問い合わせ　地域包括支援センター　☎（63）2175
　　　　　　高齢福祉課長寿推進係　☎（63）2288
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医療と健康
■後期高齢者医療
被保険者の資格
　75歳の誕生日からは、後期高齢者医療制度で医療
を受けられます。（65歳以上で広域連合の障害認定
を受けた人を含みます）
被保険者証の交付
　75歳の誕生月前月の末までに、市役所から後期高
齢者医療被保険者証（以下、「後期保険証」といいま
す）をお送りします。
医療機関にかかるとき
　後期保険証を受付に提示してください。
医療機関での一部負担金の割合

区　分 負担割合
ア　現役並み所得者 ３割
イ　ア以外の人 １割
※「ア」または「イ」の区分は、その世帯の後期高齢者
　医療被保険者の所得額等で判定されます。
申請により払い戻しが受けられるもの
№ こんなとき 必要なもの

1 医師の診断による補装具
（コルセットなど）を作った

○印鑑、後期保険証、本
　人名義の通帳
○医師の証明書
○補装具代金の領収書

2
医師の同意によるマッ
サージ・はり・きゅうを
受けた

○印鑑、後期保険証、本
　人名義の通帳
○医師の同意書

3 輸血を受けて生血の代金
を支払った

○印鑑、後期保険証、本
　人名義の通帳
○医師の証明書、領収書

4
やむを得ず後期保険証を
持たないで医療機関にか
かり、医療費を全額負担
した

○印鑑、後期保険証、本
　人名義の通帳
○医療費の領収書、診
　療内容のわかる明細 
　書

後期高齢者医療関係の届出の種類
№ こんなとき 必要なもの 備考

1

一定の障がいが
ある65歳から74
歳までの人が障
害認定を希望す
るとき

○印鑑
○今までの保険証
○障害者手帳
○本人名義の通帳

－

2
他の市区町村か
ら転入してきた
とき

○印鑑
○免許証などの本人確
　認ができるもの
○前住所地で発行する
　負担区分証明書（県
　外からの場合）

転入届と
同時に手
続き

3 他の市区町村へ
転出するとき ○印鑑

○後期保険証
  （返還する）

転出届と
同時に手
続き

4 市内で住所を異
動したとき

転居届と
同時に手
続き

5 後期保険証を紛
失したとき

○印鑑
○免許証などの本人確
　認ができるもの

－

6 死亡したとき
（葬祭費含む）

○印鑑（届出人、葬祭
　執行人）
○後期保険証
  （返還する）
○葬祭執行人名義の通
　帳
○葬祭執行人であるこ
　とが確認できる書類
  （領収書等）

－

※No.２～６は、コミュニティセンターでも受け付けます。

問い合わせ　保険年金課保険給付係　☎（63）2166

■保健指導
　保健師や栄養士が健康に関する相談をお受けします。また、家庭を訪問し、日常生活の相談や支援を行います。
在宅寝たきり老人等歯科保健推進事業
　おおむね65歳以上の寝たきりの人で、通院が困難な人を対象に、歯科医師、歯科衛生士などが訪問し、応急的
な処置、治療および歯科保健指導が受けられます。ただし、診療費と医師の交通費がかかります。
認知症の人を抱える家族の会（介護者の会）
　毎月１回、認知症の人を抱える家族が集まり、相談や話し合いをする場を設けています。
問い合わせ　健康課市民健康係　☎（63）8312　市民情報センター
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■予防接種（高齢者）
　高齢者のインフルエンザや肺炎の予防のため、費用の一部を市が補助します。高齢者インフルエンザ予防接種は毎
年、高齢者肺炎球菌予防接種は生涯１回のみ（過去に高齢者肺炎球菌予防接種をしていない人が対象）補助します。
詳細は毎年発行する健康カレンダーまたは市ホームページをご覧ください。
問い合わせ　健康課健康増進係　☎（63）8311　市民情報センター

生活保護
　思わぬ病気やケガ、家族の死亡などによって、生活費や医療費に困ることがあります。生活保護は、生活に困って
いる世帯の最低限の生活を保障し、その自立を援護するための制度です。お近くの民生委員、または厚生課保護係に
ご相談ください。
問い合わせ　厚生課保護係　☎（63）2173

その他
■あすてらす・かぬま日常生活支援事業
　福祉サービスの利用の方法が分からなかったり、預
貯金の出し入れなどにお困りの高齢者や障がいを持つ
人を対象に、福祉サービスの情報提供や預貯金の出し
入れ、書類の預かりなどをお手伝いします。
　詳しくは、市社会福祉協議会へご相談ください。
問い合わせ　市社会福祉協議会　☎（63）2817

■移送サービス
　身体機能の低下や障がいにより、一般の交通機関が
利用できない人や家庭で送迎が困難な人を、移送サー
ビス車で送迎します。対象者は、身体障害者１・２級、
療育手帳Ａ１・Ａ２等、精神障害者１・２級、75歳以
上の高齢者のみの世帯、要支援・要介護認定者で、一
人では公共交通機関の乗り降りができない、家族に送
迎してくれる人がいない人です。実施地区は、粟野地
域、南押原地区、加蘇地区、西大芦地区です。
　移送の範囲や利用回数等については、実施地区の規
約によって違いがあります。
問い合わせ　お住まいの地区の福祉活動推進協議会
　　　　　　（各コミュニティセンター内）

■徘徊老人ＳＯＳネットワーク
　お年寄りの行方が分からなくなったときは、すぐに
鹿沼警察署へ連絡してください。
問い合わせ　地域包括支援センター　☎（63）2175
　　　　　　鹿沼警察署生活安全課　☎（62）0110
　　　　　　県西健康福祉センター　☎（64）3125

■シルバー人材センター
　仕事を依頼するときは、電話で直接申し込んでくだ
さい。会員の対象は、原則として60歳以上の健康で働
く意欲のある人です。
請け負う仕事の例

分　野 仕事内容
事務分野 文書整理、賞状・宛名書き、受付事務
専門技術分野 経理事務、パソコン文書などの作成
サービス分野 家事手伝い、軽度介護サービス
折衝・外交分野 チラシの配布
一般作業 公園清掃、除草、包装、その他軽作業
管理分野 建物管理、駐車場管理
技術を必要と
する分野

網戸、障子、ふすま張り、植木手入
れ、大工仕事、ペンキ塗り

問い合わせ　シルバー人材センター　☎（65）3200

シルバー人材センターの作業の様子


