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　大月市地域包括支援センター
　高齢者の方々が住み慣れたまちで、安心して暮らしていけ
るように、主任介護支援専門員・保健師・社会福祉士等を中
心にチームとして活動しています。心配ごとや悩みごとの相
談、高齢者の権利に関する相談（虐待や認知症等）、介護予
防ケアプランの作成等を行い、暮らしやすい地域づくりのた
めのネットワークづくり等を進めています。

　在宅福祉サービス

●ふれあいペンダント設置事業
　65 歳以上の緊急性を要する疾患等を持つ虚弱な一人暮ら
し高齢者・高齢者夫婦世帯等で、家庭の電話と消防署を緊急
通報システムで直結し、緊急時に救急車の出動要請や協力員
との連携、相談等を速やかに行う事業です。

●配食サービス事業（有料）
　65 歳以上の一人暮らし高齢者や高齢者夫婦世帯で、疾病
等により食事の調理が困難な方に対して、お弁当をお届けし
ます。

●要援護高齢者外出支援サービス事業
　交通機関を利用することが困難な、65 歳以上の在宅の要
援護高齢者が通院等で利用するタクシーの利用料金の一部を
助成する事業です。※支給要件があります。

●高齢者訪問理美容助成事業
　寝たきり・心身の障害等の理由により、理容院や美容院に
出向くことが困難な高齢者に対し、居宅において理美容を
行った場合に費用の一部を助成する事業です。※支給要件が
あります。

●家族介護用品支給事業
　居宅で寝たきりの高齢者や認知症の高齢者を抱える家族に
対し、介護に必要なオムツを支給し、経済的負担の軽減を図
ります。※支給要件があります。

●成年後見制度等無料相談事業
　認知症等で判断能力が不十分な高齢者の財産管理等の支援
を行う成年後見制度についての無料相談を行います。

● 家族介護者支援事業　　　　　　　　　　
　  （大月市社会福祉協議会　☎ 23-2001）

　寝たきり高齢者および認知症高齢者の介護にあたる家族介
護者を対象に、適切な介護知識・技術の習得を目的に介護教
室や交流会を行います。

● 福祉自動車貸出事業　　　　　　　　　　
　  （大月市社会福祉協議会　☎ 23-2001）

　車イスを利用しなければ外出が困難な高齢者等が通院や買
物に利用出来る福祉自動車（車イスごとの乗車可）の貸し出
しを行います。

　介護予防事業
■  生活機能の低下が心配される高齢者に関する教室

（二次予防事業）
対象者：市内在住の 65 歳以上の要介護認定を受けていない

方で、アンケート等の結果から教室参加の必要性が
高いと判断された方です。

●運動器機能向上教室
　有酸素運動、ストレッチ、簡易な器具を用いた運動等を実
施し、運動器の機能の向上を目指します。 

●栄養改善教室
　栄養状態を改善するための個別的な栄養相談や栄養教室を
実施し、低栄養状態の改善を目指します。

●口腔機能向上教室
　歯科衛生士等による口腔ケアや口腔体操等の歯科保健に関
する健康教室等を実施し、口腔機能の向上を目指します。

■  比較的元気な状態の高齢者に関する教室
（一次予防事業）

対象者：市内在住の 65 歳以上の方です。
　　　　要介護状態等になることを予防する教室を開催し、

介護予防に関する知識の普及・啓発や自発的な介護
予防活動の育成・支援を行います。

●パワーアップ教室
　比較的元気な方を対象に、マット運動、ストレッチ等で運
動を行い無理なく身体を動かす教室です。 

●若がえり大作戦
　物忘れ予防が必要な方に対し、計算ドリル、ウォーキング、
頭脳ゲーム等を行う教室です。

●栄養改善教室
　栄養改善が必要な方に対し、栄養相談や調理実習等を行う
教室です。

●ミニデイサービス
　各地区の公民館等でレクリエーションや簡単な運動、趣味・
創作活動等を行います。

　介護保険は、介護が必要となったときに安心して本人や家
族が生活できるよう社会全体で支え、また介護予防を通じて、
できるだけ従来の生活が続けられるよう支援する制度です。
40 歳以上の全ての方が加入し、介護が必要となったときに
申請し認定を受けてサービスを利用することができます。

　介護サービス申請から利用まで
（1）申請する
・まず、市町村の窓口で「要介護認定」の申請をしましょう。

申請は、ご本人のほかご家族でもできます。
　申請に必要なもの‥‥介護保険被保険者証

（2）要介護認定
・訪問調査
　市町村の職員などの調査員が自宅等を訪問し、心身の状態や日
中の生活、家族・居住環境などについて、聞き取り調査をします。

（3）結果の通知
　介護が必要な度合い（要介護度）や、保険で認められる月々
の利用額などが決まり、本人に通知されます。

判定 認定

要支援 1 介護予防サービス（居宅サービス）
「施設サービス」は利用できません要支援 2

要介護 1

介護サービス（居宅・施設サービス）
要介護 2
要介護 3
要介護 4
要介護 5

非該当 地域支援事業

　介護サービス
　介護保険では、自宅にいて受けられる居宅サービスや、施
設に入所して受ける施設サービスがあります。

●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
訪問リハビリテーション
訪問看護
居宅療養管理指導
通所介護（デイサービス／日帰り）
通所リハビリテーション（デイケア／日帰り）
短期入所生活介護（ショートステイ）
短期入所療養介護（医療型ショートステイ）
特定施設入居者生活介護
福祉用具貸与
特定福祉用具購入
居宅介護住宅改修
居宅介護支援（介護サービス計画作成）

●施設サービス
介護老人福祉施設

（特別養護老人ホーム）
介護老人保健施設
介護療養型医療施設

　高齢者支援 　介護保険介護課　介護予防担当　☎23-8034 介護課　介護保険担当　☎23-8035

　介護保険料
　介護保険料は、40 歳以上の方が納めます。
　介護保険の財源は、保険料と公費がそれぞれ半分ずつ負担
しています。
　このうち 40 ～ 64 歳の方（第 2 号被保険者）が納める保
険料が 30％、65 歳以上の方（第 1 号被保険者）の保険料
が 20％をそれぞれ負担し、社会全体で制度を支えるしくみ
になっています。
　介護が必要になったとき、安心して介護保険のサービスを
受けられるように、保険料は必ず納めましょう。

●第 1 号被保険者（65 歳以上の方）保険料
・決め方
　介護保険料は、市民の皆さんが今後 3 年間でどのような
介護サービスをどれくらい必要となるかを判断して 3 年ご
とに各保険者（市町村）ごとに決定されます。
　負担が重くなりすぎないように、世帯の市民税課税状況や
被保険者本人の所得によって 7 段階に区分されます。
・納め方
　第 1 号被保険者の保険料は、老齢（退職）年金等の受給
の有無などによって納め方が違います。

（特別徴収）
　老齢（退職）年金、遺族年金、障害年金の年額が 18 万円
以上受給されている方は、年金の支払い（年 6 回）の際に、
あらかじめ介護保険料が差し引かれます。 

（普通徴収）
　市が送付する納入通知書などで 7 月から翌年 3 月までの
9 回に分け、金融機関に納めていただきます。また、口座振
替により納めることもできます。

●第 2 号被保険者（40 歳以上 65 歳未満の方）保険料
　現在加入している医療保険ごとの算定方法により、医療保
険料（税）に上乗せした形で納めていただきます。
■ 国民健康保険に加入している方
・決め方
　所得や資産などに応じて決まります。（原則として本人が
2 分の 1、国が 2 分の 1 の割合で負担します。）
・納め方
　医療分と介護分を合わせて一つの国民健康保険（税）とし
て、世帯主が納めます。
■ 職場の健康保険に加入している方
・決め方
　加入している医療保険の算定方法によって決まります。（原
則として本人が 2 分の 1、事業主が 2 分の 1 の割合で負担
します）
・納め方
　医療保険分と介護保険分を合わせて、健康保険料として給
与から差し引かれます。
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2012年02月03日
くらしのガイドブック大月市
8FJ16120A
234
062
ほっとハウス

年　　月　　日

　　　年　　　　月　　　　日

FAX 055-252-9512

手すりがあれば安心

　まかせて安心「福祉住環境コーディネータ」が対応いたします。

ほっとハウス　（手すり取付）

校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2012年2月1日
案件名 ：シティマップ くらしのガイドブック大月市
商品コード： 8FJ16120A
割付番号 ：２３５
コード番号：０３０
顧客名称 ：セントケア大月

訪問介護サービス 大月市マップ3図 G‐5

お客様の「生き甲斐」を創造します。

セントケア大月
研修を受けたヘルパーが自宅へお伺いし、真心こめた介
護サービスをお届けします。ヘルパー随時募集中！
■大月市大月町花咲390 大月フラワーハイツ1C
■TEL:0554-21-5311 ■FAX:0554-21-5312
■営業時間／ケアプランに応じ24時間 ■定休日／なし
■URL:http://www.saint-care.com/ ■E-mail:scotsuki@saint-care.com

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
FAX 055-252-9512

校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2012年2月1日
案件名 ：シティマップ くらしのガイドブック大月市
商品コード： 8FJ16120A
割付番号 ：２３２
コード番号：０９１
顧客名称 ：特別養護老人ホーム 志仁也

介護・福祉 大月市マップ5図 F‐5

社会福祉法人富士桜桃会

特別養護老人ホーム 志仁也
「志仁也」は安らかにその人らしく喜びや楽しみのある充実した日々を過ごすこ
とができる施設です。デイサービスセンターシニア・ショートステイしにあ併設
■大月市初狩町下初狩4146-10
■TEL:0554-20-2552
■FAX:0554-20-6464
■URL:http://www.fujikosei.or.jp ■E-mail:shinia.hatukari@helen.ocn.ne.jp あり

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
FAX 055-252-9512

校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2012年2月10日
案件名 ：シティマップ くらしのガイドブック大月市
商品コード： 8FJ16120A
割付番号 ：２３０
コード番号：１０２
顧客名称 ：介護老人保健施設 ももくら

介護老人保健施設・通所リハビリテーション 大月市マップ6図 C‐1

人・自然を優しく愛し健康で楽しい生活を

医療法人 富士厚生会
介護老人保健施設 ももくら

当施設では、長寿社会となった今日の高齢者のために、家庭的でぬくもりのあ
る穏やかな暮らしを通じ、症状に応じたキメ細かい介護、身の回りのお世話、
日常生活に即したリハビリテーション等を提供しております。
入所・ショートステイ・デイケアサービスを通して、再びご家族に戻られ、
『安心して』ご家族と一緒に暮せるようお手伝いしてまいります。

■大月市七保町下和田2132-1
■TEL:0554-20-1111 ■FAX:0554-20-1119
■営業時間／8:30～17:30 ■定休日／年中無休
■URL:http://www.fujikosei.or.jp

あり

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
FAX 055-252-9512

校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2012年2月1日
案件名 ：シティマップ くらしのガイドブック大月市
商品コード： 8FJ16120A
割付番号 ：２３３
コード番号：０６０
顧客名称 ：デイサービス藤の里

通所介護・介護タクシー 大月市マップ4図 I‐5

親切・丁寧・安心の介護は、おまかせ下さい。

デイサービス 藤の里
農園・お花畑など自然豊かな環境の中、少人数制で、癒しと
安らぎのある空間とサービスを提供させて頂いています。
■大月市猿橋町藤崎1059
■TEL:0554-23-2940 ■FAX:0554-23-2940
■営業時間／8:15～17:15
■定休日／第1,3,5土曜日、8/13～15、年末年始（12/29～1/3） ■E-mail:fujinosato@sky.plala.or.jp

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
FAX 055-252-9512

2012年02月07日
くらしのガイドブック大月市
8FJ16120A
231
103
福祉工房

年　　月　　日

　　　年　　　　月　　　　日

FAX 055-252-9512

　私たちは、利用者様一人ひとりの「喜び」「悲しみ」を我が心とし、一期一
会の心を大切にし質の高い介護を提供するため日々ベストを尽くしています。

《デイサービス福祉工房》
大月市賑岡町奥山1833
TEL・FAX:0554-21-5335
お気軽にご相談ください。

指定居宅介護支援事業
指定訪問介護事業

自宅で安心して暮らすためにご利用ください

　障害者手帳
　身体に障害があり、長期にわたり日常生活、社会生活に相
当の制限を受ける方を対象に交付されます。手帳の等級は、
障害の程度により 1 級から 7 級まであります。

　療育手帳
　児童相談所（18 歳未満の児童）、障害者相談所において、
知的障害者と判定された方を対象に交付されます。
　手帳の等級は、障害の程度により A-1 から B-2 までの 6
等級です。

　精神障害者保健福祉手帳
　精神疾患を有する人のうち、精神障害者のために長期に渡
り日常生活または社会生活への制限がある方に交付されま
す。
　手帳の等級は、障害の程度により 1 級から 3 級に区分さ
れます。

　福祉サービス

●訪問・通所系サービス
　在宅で訪問を受けたり、通所などして利用するサービス
です。居宅介護 ( ホームヘルプ )、重度訪問介護、行動援護、
児童デイサービス、短期入所 ( ショートステイ )、重度障害
者等包括支援があります。

●日中活動系サービス
　入所施設等で昼間の活動を支援するサービスを行います。
療養介護、生活介護、児童デイサービス、自立訓練、就労移
行支援、就労継続支援があります。

●居住支援系サービス
　入所施設で住まいの場としてのサービスを行います。共同
生活介護（ケアホーム）、施設入所支援、共同生活援助（グルー
プホーム）があります。

　障害者支援 福祉課　障害者支援担当　☎23-8031

　地域生活支援事業
　障害者等が自立した生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じて市町村が実施する事業です。
相談支援事業 相談支援専門員による情報提供や助言、権利擁護等の援助を行います。
コミュニケーション支援事業 手話通訳者および要約筆記者を派遣します。
日常生活用具給付事業 重度の障害者で、特別な生活用具を必要とする方が対象となります。
移動支援事業 地域での自立生活や社会参加を促すことを目的として、外出のための支援を行います。
地域活動センター事業 地域活動支援センター等で就労や日常生活の支援を行います。
日中一時支援事業 家族の一時的な休息を目的として、障害者などの日中における活動の場を提供します。
訪問入浴サービス 移動入浴車で身体障害者の居宅を訪問し、入浴の介助を行います。
自動車改造助成事業 本人運転の自動車改造に要する費用の一部を助成します。
更生訓練費・施設入所者就職支度金給付事業 施設で就労のための訓練などを行ったときや就職の際に一定額を給付します。
社会参加促進事業 障害者の自立と社会参加の促進を図ることを目的としてスポーツやレクリエーション教室などを開催する事業。

　補装具
　身体障害者手帳交付者のうち、補装具の使用が適当と認め
られた方に対して必要な補装具を支給、または修理します。

　障害者医療制度

●自立支援医療
　身体または精神の障害を除去・軽減するための医療につい

　障害者手当

●特別障害者手当
　心身に著しく重度で永続する障害があるため、常時特別の
介護を必要とする、在宅の 20 歳以上の方を対象に支給され
ます。

●障害児福祉手当
　心身に重度で永続する障害があるため、常時特別の介護を
必要とする、在宅の 20 歳未満の方を対象に支給されます。

●経過的福祉手当
　障害福祉年金を受給していた方で、障害基礎年金に該当し
なかった方を対象に支給されます。

　高額医療・高額介護合算制度
　現在、医療や介護に支払った金額が自己負担限度額を超え
たとき、超えた分の額が支給される制度（医療では「高額療
養費」、介護では「高額介護サービス」）があります。

　さらに、平成 20 年 4 月から、医療保険・介護保険の両方
の給付を受けることで、1 年間（8 月から翌年 7 月）までの
医療保険上の世帯の自己負担額が基準を超えた場合、申請し
て認められると後から支給される「高額医療・高額介護合算
制度」が始まりました。

て、医療費の自己負担額の一部を助成する制度です。更生医
療・育成医療・精神通院医療の 3 種類があります
更生医療…18 才以上で身体障害者手帳を交付されている方
育成医療… 18 才未満で身体に障害があるか、そのまま放置

すると将来傷害が残ると認められた方
精神通院医療…精神疾患の治療を継続的に必要としている方

●重度心身障害者医療費助成事業
　重度の心身障害を持つ方が病院などで診療を受けたとき、
健康保険診療の自己負担分を助成します。

　生活に困ったとき 福祉課　福祉総務担当　☎23-8030

　生活保護
　生活保護とは、病気やケガ等何らかの事情により収入が途
絶える、蓄えがなくなるなど、生活が困難になった場合に、

その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活
を保障するとともに、それらの方々の自立を助長することを
目的としている制度です。
　生活、住宅、教育、医療、出産、介護などの扶助があります。

●特別児童扶養手当
　中程度以上の心身の障害を有するため、日常生活において
常時介護を必要とする、20 歳未満の児童を養育している家
庭に対して支給されます。

　在宅重度心身障害者タクシー利用料金助成事業
　中型タクシー初乗り料金を助成されます。

　有料道路における障害者割引制度
　身体障害者が自ら自動車を運転する場合、または重度の身
体障害者もしくは重度の知的障害者が乗車し、その移動のた
めに介護者が自動車を運転する場合、通行料金が割引になり
ます。




