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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、
先月号に引き続き、健康・福祉についての
２回目です。介護サービスや介護認定、在
宅福祉サービスなどについてご紹介します
ので、参考にしてください。

くらしのガイド
No.7　健康・福祉②

くらしのガイド

保存版

介護保険
問い合わせ
介護サービスについて　介護保険課介護保険係　☎（63）2283
介護認定について　　　介護保険課介護認定係　☎（63）2286

■要介護等認定申請
　65歳以上の人で、心身の状態に何らかの支援や介護が必要となり介護保険サービスを利用する場合は、要介護認
定が必要になりますので申請をしてください。
　40歳から64歳までの人は、介護が必要になった原因が特定疾病による場合に申請ができます。
特定疾病

1 筋萎縮性側索硬化症 9 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
2 後縦靭帯骨化症 10 脳血管疾患
3 骨折を伴う骨粗しょう症 11 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
4 多系統萎縮症 12 閉塞性動脈硬化症
5 初老期における認知症 13 関節リウマチ
6 脊髄小脳変性症 14 慢性閉塞性肺疾患
7 脊柱管狭窄症 15 両側の膝関節または股関節の著しい変型を伴う変形性関節症
8 早老症（ウエルナー症候群等） 16 がん末期

申請先
◇市役所介護保険課　窓口⑱
◇各コミュニティセンター
　　それぞれの窓口に申請書が置いてあります。また、

各在宅介護支援センターおよび地域包括支援セン
ターにもあります。

申請に必要なもの
◇65歳以上（第１号被保険者）…介護保険被保険者証
◇40歳から64歳（第２号被保険者）…加入している医

療保険被保険者証（社保、国保など）、介護保険被保
険者証（交付されている場合）

調査
　申請を受け、市の介護認定調査員が家庭などを訪問
し、心身の状況などを調査します。

審査
　調査結果や主治医の意見書などにより、医師や福祉
の専門家からなる介護認定審査会において審査します。
認定
　審査会の判定に基づき、次のように要支援・要介護
の区分を決定し通知します。
要支援
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介護量　小　　　　　　　　　　　　介護量　大

介護予防　脳力アップ教室

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　　  次号は健康・福祉③の予定です。
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■介護サービスの利用
　要介護認定後、介護サービスの利用ができます。
サービス費用（保険適用分）の１割または２割（原
則）が利用者の自己負担となります。居住費（滞在
費）や食事に関する費用など、保険適用外のサービス
は全額自己負担となります。
 在宅サービス
　一部のサービスを除き、要支援1から要介護5まで
の認定を受けた人がサービスを受けることができま
す。在宅でサービスを受けるには、居宅介護支援事業
所のケアマネジャーなどが作成する介護サービス計画
に添って、サービスを利用します。（※１：介護予防
訪問介護と介護予防通所介護は、平成29年４月から
市が実施する総合事業に移行します。）
○訪問系サービス
　・訪問介護（ホームヘルプサービス）（※１）
　・訪問入浴介護　・訪問看護
　・訪問リハビリテーション　・居宅療養管理指導
○通所系サービス
　・通所介護（デイサービス）（※１）
　・通所リハビリテーション（デイケア）
　・認知症対応型通所介護
　・短期入所生活介護・療養介護（ショートステイ）
　・小規模多機能型居宅介護
○その他
　・認知症対応型共同生活介護（グループホーム）
　・特定施設入所者生活介護　・福祉用具貸与
　・福祉用具購入　・住宅改修
 施設サービス
　要介護の認定を受けた人がサービスを受けることが
できます。（※２：特養のみ要介護３以上）
　・介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）（※２）
　・介護老人保健施設（老人保健施設）
　・介護療養型医療施設
■高額介護サービス費
　１カ月ごとのサービス利用額（保険適用分の１割ま
たは 2 割）が利用者負担上限額を超えた時は、超え
た分を支給します。支給を受ける場合は申請が必要で
す。対象となる人には、市からお知らせします。
負担限度額（月額）

対象者 利用者負担上限額
・生活保護受給者
・老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民
　税非課税の人

15,000 円

・世帯全員が市民税非課税で課税年金収
　入額と所得の合計が80万円以下の人 15,000 円

・世帯全員が市民税非課税で課税年金収
　入額と所得の合計が80万円を超える人 24,600 円

・市民税課税世帯の人 37,200 円

・現役並み所得層等の人 44,400 円

■利用者負担額軽減
○居住費（滞在費）、食費の負担限度額軽減
　市民税世帯非課税者（別居の配偶者を含む）で、預
貯金等が一定額（配偶者がいる人は合計2,000万円、
配偶者がいない人は1,000万円）以下の人は、利用者負
担段階に応じ、施設入所（短期入所を含む）時の居住費
（滞在費）、食費の負担限度額が定められ、負担限度
額までが利用者負担となります。軽減を受けるには申
請が必要です。（※市民税課税世帯の高齢者夫婦世帯
等で、施設入所に伴いもう一方の配偶者が生計困窮に
陥ってしまう場合は特例減額措置があります。）
利用者負担段階

利用者
負担段階 対象者

第１
段階

・生活保護受給者
・老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税
　非課税の人

第２
段階

・世帯全員が市民税非課税で課税年金収入
　額と所得の合計が80万円以下の人

第３
段階

・世帯全員が市民税非課税で課税年金収入
　額と所得の合計が80万円を超える人

負担限度額（日額）

利用者
負担段階

居住費（滞在費）の限度額 食費
の限
度額

ユニット
型個室

従来型・ユニット
型準個室 多床室

第１
段階 820円

490円
※介護老人福祉施
設への入所、短
期入所は320円

0円 300円

第２
段階 820円

490円
※介護老人福祉施
設への入所、短
期入所は420円

370円 390円

第３
段階 1,310円

1,310円
※介護老人福祉施
設への入所、短
期入所は820円

370円 650円

○社会福祉法人等利用者負担軽減、医療法人等利用
　者負担助成
　市民税世帯非課税者で、次の要件にすべて該当し、
収入や世帯状況、利用料負担などを勘案し生計が困難
であると認められた人は、社会福祉法人・医療法人など
が行うサービス(一部)を利用した場合、利用料が軽減さ
れます。軽減を受けるには申請が必要です。
・年間収入が１人世帯で150万円以下
  （世帯員１人増えるごとに50万円を加算した額以下）
・預貯金額などが１人世帯で350万円以下
  （世帯員１人増えるごとに100万円を加算した額以下）
・日常生活に供する資産以外に活用できる資産が無い。
・負担能力のある親族等（市町村民税課税者等）に扶
　養されていない。
・介護保険料の滞納が無い。
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在宅福祉サービス
問い合わせ　高齢福祉課長寿推進係　☎（63）2288
　　　　　　地域包括支援センター　☎（63）2175

■総合相談・支援業務（地域包括支援センター）
　在宅で生活している高齢者とその家族のさまざま
な相談に応じ必要なサービスの紹介を行っています。

施設名 所在地 電　話
鹿沼市地域包括
支援センター

（高齢福祉課内）
今宮町 1688-1 ☎（63）2175

鹿沼東地域包括
支援センター 西茂呂 4-30-1 ☎（63）6559

鹿沼北地域包括
支援センター 泉町 2396-3 ☎（62）9688

鹿沼中央地域包
括支援センター 上殿町 960-2 ☎（64）7236

鹿沼南地域包括
支援センター 樅山町 40-2 ☎（60）2000

鹿沼西地域包括
支援センター 口粟野 1780 ☎（85）1061

■生活支援型ホームヘルパー派遣事業
　要介護認定で「非該当」と判定された、おおむね
65歳以上で日常生活に不安を感じている人に、週１
回以内家庭を訪問し、家事の援助などをします。
利用料　１時間あたり146円

■生活管理指導短期宿泊事業
　65歳以上の１人暮らしまたは高齢者のみの世帯の
人が、自立した生活を送るために7日間以内で施設
に宿泊し、生活習慣などの訓練や体調の調整を行い
ます。
利用料　１日あたり419円
※食事代その他実費負担あり

■在宅介護支援センター
　在宅介護に関しての相談窓口です。高齢者や介護
者が抱えている心配事や悩みに24時間体制で相談に
応じます。必要な保健・福祉サービスを紹介し、連
絡調整をします。相談は無料です。

施設名 電話番号
さつき荘
在宅介護支援センター ☎（76）2956

在宅介護支援センター
グリーンホーム ☎（63）3677

在宅介護支援センター
たけむらクローバー館 ☎（63）6005

在宅介護支援センター
かみつが ☎（64）7281

在宅介護支援センター
オレンジホーム ☎（63）3815

ハーモニー
在宅介護支援センター ☎（60）2345

在宅介護支援センター
おりづる ☎（60）2272

在宅介護支援センター
粟野荘 ☎（85）2512

在宅介護支援センター
社会福祉協議会 ☎（62）4127

※「在宅介護支援センター社会福祉協議会」は、月～
　金曜日午前８時30分～午後5時の対応となります。
　時間外などは転送による電話相談可能です。

■保険料減免
　保険料第 1 段階から第 3 段階の人で、次の要件に該当する人は介護保険料を減免します。該当する人は、印鑑、
収入の状況を証明する資料（源泉徴収票、年金払込通知書、預金通帳など）を持参し、申請してください。
減免対象

保険料段階 対象要件 減免額（年額）
（平成27～29年度）

第 1 段階 生活保護受給者以外の人（老齢福祉年金を受給している人） 11,700 円

第 2 段階
・世帯全員が市民税非課税
・世帯全員の前年の収入（公的年金など含む）が、世帯員１人の場合は100万円
　以下（世帯員1人増えるごとに45万円加算）
・市町村民税課税者と生計を共にしておらず、税法上の被扶養者となっていない
・資産を活用しても、なお生活が困難であり、世帯全員の預貯金額の合計が350
　万円以下

11,700 円

第 3 段階 14,700 円
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■生活支援型デイサービス事業
　要介護認定で「非該当」と判定された65歳以上で
日常生活を営むのに支障がある人について、週１回以
内の通所により生活指導や健康チェックなどを行いま
す。日常生活の自立を助け、閉じこもりを予防します。
利用料　３時間以上５時間未満240円
　　　　５時間以上400円
※食事代その他実費負担あり

■生きがい活動支援通所事業（ほっとホーム）
　おおむね60歳以上で家に閉じこもりがちな人に対
して、趣味活動を通じて仲間とふれあいながら心身の
健康を維持するよう気軽に利用できるサービスを提供
します。
費　用　１回50円　※その他実費負担あり

施設名 電話番号
西大芦いきいきほっとホーム ☎（74）2067
ほっとホームうわの ☎（65）6391
ほっとホームたまち ☎（65）7081
ほっとホームみの ☎（64）0521
ほっとホーム津田 ☎（76）5718
ふれあいほっとホームさかえ ☎（65）1078
ほっとホームせんど ☎（64）7100

■生きがい支援事業（ほっとサロン）
　市内に居住するおおむね60歳以上の高齢者と地域
住民がともに触れ合う場を提供するサービスです。
　市内47カ所（平成27年３月末現在）

■「食」の自立支援事業（配食サービスなど）
　要介護状態（要支援・要介護認定者など）により食
事の調理ができない、または調理が困難な１人暮らし
や高齢者のみの世帯の人に食関連サービスの利用調
整を行い、必要と認められた人に対して栄養バランス
のとれた食事を届け（昼食時）、安否を確認します。
利用料　１食400円（材料費として）

■寝具乾燥サービス
　おおむね65歳以上の１人暮らし等で、布団干しが
困難な人の寝具の消毒・乾燥を行います。

■日常生活用具の給付
　介護保険対象外の65歳以上の１人暮らし、または高
齢者の虚弱または寝たきりの人で、日常生活の安全や
生活の自立に役立つ用具を必要とする人に、安全で自
立した生活を送るための生活用具などを給付します。
費　用　利用者負担があります。

■無料入浴券の交付
　65歳以上で自宅にお風呂が無い人に、市内の一般
公衆浴場で利用できる無料入浴券を交付します。

■緊急通報システム
　おおむね65歳以上の１人暮らし等で、病気などに
より日常生活に不安のある人に対し、急病や災害時の
緊急時に迅速に連絡をとることができるシステムを設
置します。

■救急医療情報キットの給付
　高齢者や障害者の１人暮らし世帯などに対し、急病
等の緊急時のために、迅速かつ適切な救急活動に必要
な医療情報等を保管する「救急医療情報キット」を給
付します。利用者が自宅の冷蔵庫に保管することによ
り、市民の安全と安心の確保を図ります。

■紙オムツ引換券の給付
　満60歳以上で要介護２～５の認定を受け、常時オム
ツを使用している在宅または入院中の人に、紙オムツや
尿とりパットと引き換えることのできる券を給付します。

■介護手当
　６カ月以上市内に住所があり、要介護４・５である
65歳以上の人を、居宅で同居しながら日常生活の介
護をしている人に、介護手当を支給します。申請を受
け付ける期間は７月（１月～６月分）と１月（７月～
12月分）の年２回で、該当すると思われる人には市役
所から案内通知を送ります。

■はり・きゅう・マッサージ施術費の助成
　70歳以上の人、または65歳以上で身体障害者手帳
１・２級に該当、または65歳以上で６カ月以上寝たき
りの人に対して、施術費助成券を交付します。

■福祉電話の設置
　電話を設置していない所得税非課税の高齢者世帯
または重度身体障がい者の属する世帯に電話機をお貸
しします。

■老人性白内障の眼鏡等費用助成
　65歳以上で、老人性白内障の手術の際に眼内レン
ズを挿入できなかった人に、視力矯正のために作った
特殊眼鏡等の費用の一部を助成します。

■敬老祝金
　90歳、100歳の人に祝詞と祝金をお贈りします。

■高齢者くらしのお手伝い事業
　65歳以上で、要介護者等が含まれる市民税非課税
の高齢者世帯に属する人に、介護サービスの対象とな
らない居宅周りの手入れや軽微な修繕などの日常生活
の援助をします。
費　用　利用者負担があります。


