ちくま市を知ろう！

福祉・介護

相談ごと

仲間づくりや生きがいのために

【窓口：更埴庁舎高齢福祉課・戸倉庁舎高齢福祉課・上山田庁舎市民窓口課】

高齢者が健康でいきいきと暮らしていくには、高齢者自身が積極的に社会の一員として活動していくことが大切です。
社会参加の中で、新しい人との出会いや、生きがいを見つけることができるでしょう。市では意欲的な高齢者のために、

業務案内

いろいろな活躍の場を設け、応援していきます。
■千曲市戸倉人権はつらつセンター

■老人クラブ

届出・証明
税
金

生活を健康で豊かなものにするため、地域の人たちに

人権教育や啓発活動および中高齢者の心身の健康維持

よって自主的に作られた会員組織です。地域づくり・ボ

や介護予防並びにコミュニティの推進のために使用でき

ランティア活動・自己研さんなどの活動を通じて生きが

ます。また、高齢者の体力づくりのために使用できる運

いを高めたり、仲間づくりをしています。60歳以上の

動器具が備えてあり、無料で使用できます。利用すると

方が対象です。加入のお申し込みは各単位老人クラブへ。

きは予約が必要になります。通常職員は不在のため、利

ご相談は老人クラブ事務局へ。

用に関するお問い合わせは下記まで。

ⴵ：老人クラブ事務局（旧JAちくま杭瀬下地区センター内）

●利用時間／8：30～22：00



●所 在 地／戸倉2639

☎026-272-0252

年

ⴵ：更埴庁舎高齢福祉課、戸倉庁舎高齢福祉課

金

■千曲市戸倉地域福祉センター
福祉活動の拠点として、市民に対する各種の福祉サー

■老人コミュニティセンター

福祉・介護

ビスを総合的に行っています。65歳以上の高齢者、心

老人コミュニティセンターは、高齢者などのコミュニ

身障がい者、介護者が利用できます。

ティづくりの推進の場として、市内3か所に設置されて

●利用時間／8：30～17：15

います。この施設を利用できる方は、市内に居住する高

●休 館 日／土、日、祝祭日および12月29日から翌年

齢者、福祉団体およびボランティアグループなどです。

健康・医療

1月3日まで

お気軽にご利用ください。いずれの施設も、児童館と併

●所 在 地／磯部1110-1
ⴵ：千曲市戸倉地域福祉センター

設されています。

☎026-275-3880

●利 用 料／1時間当たり150円（減免規程あります）
●利用時間／8：30～21：00

子 育 て

■千曲市八幡老人福祉センター

名

くつろぎの場、交流の場として老人福祉センターが設
置されていますのでお気軽にご利用ください。60歳以

生活・環境

上の方が無料で利用できます。
●利用時間／9：00～16：00
●休 館 日／土、日、祝祭日および12月29日から翌年
1月3日まで

称

所在地

電

話

戸倉老人コミュニティセンター

戸倉1972-2

026276-1670

更級老人コミュニティセンター

羽尾1812

026275-5812

五加老人コミュニティセンター

千本柳328

026275-4011

ⴵ：各老人コミュニティセンター

その他・施設一覧

●所 在 地／八幡3311（八幡公民館内）
ⴵ：千曲市八幡老人福祉センター

☎026-272-1076

防災ガイド

広告

防災地図

出 会 い…出会えた奇跡に最大の感謝をこめます。
よろこび…心身ともに潤され笑顔のサービスをします。
希
望…充実した毎日を明日への活力につなぎます。

宅老所 潤

介護の相談は潤居宅介護支援事業所

医療ガイド

千曲市上徳間636-1
TEL 026-214-7321
ＦＡＸ 026-214-7321

【事業主体者】
株式会社ケーエムユー

56

ケアタクシー美喜

車いす及びストレッチャーで御乗車できます

千曲市上徳間636-1
TEL 026-272-8152
TEL 026-272-1228

千曲市上徳間636-1 TEL 026-214-7312



P121 D-3

■循環バスの利用について

健康増進、教養の向上、仲間同士や地域との交流など、

千曲市循環バスは、市内9路線で月曜日～土曜日まで
毎日運行しています（大循環線の一部の便のみ、日曜・

60歳以上の方が入学できます。

祝日も運行しています）。65歳以上の市民の方は、割引

ⴵ：老人大学事務局（旧JAちくま杭瀬下地区センター内）

乗車券を提示することにより通常料金の半額（1回100



☎026-272-0252

円）でご利用いただけます。割引乗車券は、各庁舎福祉
業務案内

担当窓口で交付を受けてください。
ⴵ：循環バスに関すること☞更埴庁舎生活安全課

■シルバー人材センター

割引乗車券の交付に関すること

健康で働く意欲のある高齢者が培った経験を生かし、



臨時的、短期的または軽易な仕事を通して生きがいを高

☞各庁舎福祉担当窓口

■デマンド型乗合タクシーについて

て、自主的に組織した公益的な団体です。植木手入れ、

更埴東部地域では、平日の昼間、循環バスに代わり、

臨時的な仕事を登録者の適性にあわせて紹介しています。

予約制の乗合タクシーを運行しています。利用するには、

おおむね60歳以上の健康で働く意欲のある方ならどな

事前に利用者登録が必要です。
詳しくは、千曲市総合交通マップをご覧になるか、担

ⴵ：更埴地域シルバー人材センタ一本所 

当課までお問い合わせください。
年

ⴵ：更埴庁舎生活安全課

☎026-272-5630

更埴地域シルバー人材センタ一戸倉上山田支所 
☎026-276-6680

金



福祉・介護

■市内入浴施設一覧表
施設名

館内施設

佐野川温泉 ・男女各浴室1
竹林の湯
・休憩室

入浴料金

所在地

・第1、第3水曜日

・大人
・満65歳以上
・3歳以上小学生
・障がい者割引有

250円
120円
100円

10：00～21：00

・第2、第4水曜日
・12月29日～翌年1月3日

・大人
・満65歳以上
・3歳以上小学生
・障がい者割引有

250円
120円
100円

10：00～19：00

・月曜日（祝日に当たると
きは、その翌日）
・休 日の翌日および12月
29日から翌年1月3日

・大人
・満65歳以上
・3歳以上小学生
・障がい者割引有

150円
70円
60円

・第2火曜日

・大人
・満65歳以上
・3歳以上小学生
・障がい者割引有

600円
350円
250円

9：00～22：00

9：30～21：00

電

話

上山田温泉
3-43-1

026261-0770

桑原1551

026272-6500

倉科76-1

026272-5818

戸倉2254

026275-0400

その他・施設一覧

ⴵ：各施設

防災ガイド

広告
居宅・介護用品レンタル

P120 B-1、P116 B-5

P125 D-3

ケアマネージャー・介護用品レンタル・販売・住宅改修

温もりのある家庭的な雰囲気です。
○ささえ愛千曲 ○第二ささえ愛

介護用品レンタル・販売承っております。
ケアマネージャーへのご相談もお気軽に
お電話下さい。

ささえ愛千曲
■千曲市内川1133‑3

■千曲市上山田3813‑148

ささえ愛千曲

TEL：026‑261‑4611

株式会社プリオール
第二ささえ愛
■千曲市鋳物師屋356‑1

TEL：026‑273‑6288

■事業主体者／NPO法人ささえ愛

TEL：026‑261‑4611

TEL：026‑275‑0100

■営業時間／8：30〜17：00
■定休日／土曜不定休、日曜、祝日

FAX：026‑276‑1844

■URL：http：//priar.co.jp/
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医療ガイド

NPO法人ささえ愛

防災地図

宅幼老所

■定休日／日曜、年末年始

生活・環境

白鳥園

・男女各浴室1
・男女各サウナ1
・大広間

休館日

子 育 て

・男女各浴室1
健康プラザ
・休憩室

開館時間

健康・医療

多世代健康
・男女各浴室1
交流プラザ
・休憩室
つるの湯

金

たでも登録できます（年会費／2, 500円）。

税

草刈り、簡易な大工仕事、清掃、公園・公共施設の管理、

届出・証明

め、活力ある地域社会づくりに貢献することを目的とし



相談ごと

充実した老後を送れるよう老人大学を開設しています。

ちくま市を知ろう！

■老人大学更埴地区学園

ちくま市を知ろう！

健やかな老後と生活支援

【窓口：更埴庁舎高齢福祉課・戸倉庁舎高齢福祉課・上山田庁舎市民窓口課】

誰でも年をとれば、今まで簡単にできたことが困難になってくることがあります。日常の生活で不自由さを感じる

相談ごと

ようになってきたら、気軽に福祉サービスを利用しましょう。
サービス

内

容

対象者

寝たきりの高齢者等理容・ 理美容院へ行けない人のために、自
美容サービス
宅へ訪問して理美容サービスを提供
業務案内

理美容院へ出向くことのできない寝
たきりの高齢者および重度身体障が
い者

費用など
利用は年4回を上限とする
自己負担1回1, 000円

届出・証明

緊急通報システム装置
設置事業

急病・災害などの緊急時における通
報システムの設置
（火災報知器付）

原則65歳以上の独り暮らしの高齢
システム利用料
者などで、脳血管・心疾患などで緊
通話料個人負担
急搬送の可能性が高い者

安心コール事業

週2回電話による安否確認など

おおむね65歳以上の独り暮らしの
無料
高齢者で、近隣との交流が少ない者

生活管理指導短期宿泊事業 養護老人ホームで宿泊をし、生活習
（ショートスティ）
慣などの改善を目指す

社会適用が困難な高齢者（要支援・
要介護認定者は除く）

月額500円

1日あたり377円または674円
（食費など自己負担有り）

税
金
年

食事の支度ができない高齢者などに 独り暮らしの高齢者、高齢者世帯、
昼・夕食を月～土曜日の週6日、自 身体障がい者など、要支援・要介護
宅へお届けします
認定者などで食事の支度が困難な者

1食当たり340円～430円

家族介護教室

家庭介護者の介護を支援

高齢者を介護している者

無料（原材料費などは実費）

介護用品等支給事業

紙おむつなどを購入した場合に補助

所得税非課税世帯などの要件あり

年75, 000円を上限に支給
（領収書添付）

家族介護慰労金支給事業

要介護高齢者と同居し、1年間介護
保険サービスを利用せずに介護を
行った家族などへ慰労金を支給

要介護度4・5認定者、千曲市に住
所があること、4月1日の基準日に
年額100, 000円
おいて市民税非課税世帯、在宅で生
活していること

金

配食サービス

福祉・介護
健康・医療
子 育 て

高齢者にやさしい住宅改良 住宅環境の改善を行う場合に補助金
促進事業
を支給

要支援・要介護認定者、所得税額8
万円以下の世帯

高齢者日常生活用具
給付事業

電磁調理器などを支給

おおむね65歳以上の独り暮らしの
課税状況により自己負担額が変
高齢者などで、火の消し忘れなどが
わります
特に心配される者

在宅の独り暮らし高齢者へ熱中症計
を配布し、熱中症の予防をはかる

民生児童委員が整備する「千曲市要
援護高齢者台帳」に登録されている
独り暮らし高齢者

無償
配布は1回のみ
電池交換は自己負担
（身近な民生児童委員にご相談
ください）

緊急時に必要な情報を記入した用紙
をカプセルに入れ、平時は冷蔵庫に
「命のカプセル」配布事業 保管しておき、災害や緊急時に役立
てる（災害時の救出や、緊急時の搬
送を約束するものではありません）

千曲市災害時避難行動要支援者名
簿・災害時要援護者名簿に登録があ
る者

無償
カプセル内の情報は必要に応じ
更新してください

熱中症計配布事業

700, 000円以内を補助
自己負担有り（1割）

※費用などは、変更になる場合があります。

生活・環境

祝賀事業・介護者への慰労

【窓口：更埴庁舎高齢福祉課・戸倉庁舎高齢福祉課・上山田庁舎市民窓口課】

長寿をお祝いしたり、高齢者を介護しているご家族のご苦労をねぎらうため慰労金を支給します。

その他・施設一覧

■重度要介護高齢者等家庭介護者慰労金支給事業

■敬老祝い
100歳、88歳（米寿）になられた方に祝い品を贈り、

在宅で要介護度3以上、または重度心身障がい者の方
などを基準日前の年間183日以上介護されている介護者

長寿をお祝いします。

防災ガイド

70歳以上の高齢者を対象に、各区・自治会で開催さ

のご苦労をねぎらうため、介護慰労金を支給します（年
額80, 000円）。

れる敬老祝会に補助金を支給します。
広告

防災地図

訪問・美容

P114 B-2

お電話1本でお宅に伺ってカットいたします！

福祉訪問美容室 アイム

医療ガイド

●出張業務承認美容室●
カットはアイムにおまかせ！
■千曲市桑原179‑8

フリーダイヤル：0120‑913‑576

■TEL：026‑272‑5015 ■FAX：026‑272‑5015 ■受付時間／9：00〜18：00
■定休日／日曜、祝日 ■長野県長野保健所長指令24長保第97号

58

あり

2015千曲市観光写真コンテスト
「幸あれと」

入選

【窓口：更埴庁舎更埴地域包括支援センター・更埴庁舎高齢福祉課・戸倉庁舎高齢福祉課・上山田庁舎市民窓口課】

高齢化社会を迎え、加齢や疾病、認知症などにより介護を必要とする方がいらっしゃいます。介護保険は、介護を
支えていくものです。
介護保険制度とは、市町村が「保険者」となって運営し、40歳以上の方が介護保険料を支払うことで、介護が必要

相談ごと

必要とする高齢者が住み慣れた地域で安心して生活が送れるよう、「介護」を社会保険のしくみによって、社会全体で

ちくま市を知ろう！

介護保険制度

になったときに高齢者が1割または2割の自己負担で介護サービスを受けられる制度です。
業務案内

■介護保険に加入する人

利用できるサービス

65歳以上の方全員が対象で、被保険者証は全員に交

事業対象者
（※1）

付します。保険料は、所得に応じて決められた保険料

「一般介護予防事業（※2）
」
、
「訪問介護（ホー
ムヘルプサービス）
」や「通所介護（デイサー
ビス）
」が利用できます。

要支援1

を、原則年金からの天引きにより納付します。日常生

要支援2

活において介護が必要となった場合、要介護認定を受

要介護2
要介護3

②第2号被保険者

要介護4

いる医療保険によって異なります）
。介護保険で対象
場合、要介護認定を受けてから介護保険サービスを利
用することになります。

※1
※2

介護保険でのサービスは利用できません。
「一
般介護予防事業」に参加することができます。

 業対象者：基本チェックリストを実施し国の基準に該当
事
した方
一般介護予防事業：65歳以上の方を中心に、介護予防や日
常生活の自立に向けた取り組みのための事業

○サービスを受ける際には「サービス計画」などを作成
する必要があります。

介護サービスを利用するには、市が行う要介護認定や
基本チェックリスト
（生活機能の状況を確認する質問票）
ます。認定などにより決定した要介護度などにより、利
用できるサービスが異なります。

本人が作成します（事業対象者、要支援1・2の方の
計画は地域包括支援センターの職員が作成します）。
○サービス事業者と契約をして、サービスを利用します。
○サ ービスを利用した場合は、費用の1割または2割が
利用者負担となります。

低所得者が、申出のあった社会福祉法人などの介護保
険サービスを受けた場合、利用料が減免されます。
庁舎市民窓口課、またはサービスを提供している社
会福祉法人など

防災ガイド

広告
P123 E-4、P125 D-1

デイサービスでかけ流しの天然温泉が楽しめます

コモンズハウス万葉
■千曲市磯部1047‑1

TEL：026‑275‑0073

■FAX：026‑275‑0702
■定休日／年中無休

■URL：http://manyou‑takano.com
■E‑mail：takano@manyou‑takano.com
■介護保険事業所番号：第2091800017号

小規模多機能型居宅介護は介護保険適用サービスです。

■運営法人：株式会社タカノ

P108 C-3

古民家の小さな文化施設

クラシック狭蓑庵（さみのあん）
四季の庭を愛でながら人と、手仕事に、音楽に、
食文化に、本・レコードに、親しめる空間。
趣味の会、イベントにご利用ください。
■千曲市杭瀬下129

TEL：026‑272‑0914

FAX：026‑272‑0914

■各種文化活動（サークル・学習）を主催しております。お気軽にお問合せください。
■URL：http://www17.plala.or.jp/saminoan/

あり
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医療ガイド

「デイサービス＋訪問介護＋ショートステイ」
３つのサービスが必要に応じて何回でも利用可、利用料は
１ヶ月の定額制で安心。併設の天然温泉付高齢者住宅は自
立から要介護者まで入居でき安心な生活をサポートします。

文化活動スペース

防災地図

小規模多機能型居宅介護

その他・施設一覧

ⴵ：更埴庁舎高齢福祉課、戸倉庁舎高齢福祉課、上山田

生活・環境

■社会福祉法人などによる減免

子 育 て

により生活機能の低下があると判定を受ける必要があり

に依頼、相談して作成してもらうか、介護を受ける方

健康・医療

○サービス計画は介護支援専門員（ケアマネージャー）

■介護サービスを利用するには

福祉・介護

となる病気（特定疾病）が原因で介護が必要になった

非 該 当
（自立）

金

料に上乗せして納付します（保険料の額は、加入して

要介護5

年

40～64歳の方全員が対象で、被保険者証は要介護認

「一般介護予防事業」や「居宅サービス」およ
び「施設サービス」が利用できます（介護度に
より、一部利用できないサービスがあります）。

金

す。

税

要介護1

けてから介護保険のサービスを利用することになりま

定を受けた方に交付します。保険料は医療保険の保険

「一般介護予防事業」や「居宅サービス（ただ
し、一部利用できないサービスがあります）
」
が利用できます。

届出・証明

要介護度など

①第1号被保険者

ちくま市を知ろう！

■介護相談窓口案内
「介護が必要になっても住み慣れた家族や地域で共に暮らしたい」を大切に、介護などについてさまざまな相談を
受けています。いつでも「地域包括支援センター（高齢者相談センター）」へお気軽にご相談ください。

相談ごと

センター名

住

千曲市更埴地域包括支援センター

業務案内

ブランチ型

千曲市戸倉上山田地域包括支援センター
千曲市役所戸倉庁舎高齢福祉課

所

杭瀬下84

電話番号

FAX

相談受付時間

026-273-1111 026-272-6302 月曜日から金曜日 8：30～17：15

上山田温泉4-5-1 026-214-7780 026-214-7781 月曜日から金曜日 8：30～17：15
戸倉2388

026-273-1111 026-275-3587 月曜日から金曜日 8：30～17：15
月曜日から金曜日 8：30～17：30
土曜日
8：30～12：00

千曲市在宅介護支援センターひまわり 桑原1670-1

026-274-2701 026-274-2170

千曲市在宅介護支援センター森の里

026-272-7770 026-272-6600 月曜日から土曜日 8：30～17：30

森1024-3

届出・証明

※相談は無料です。個人の秘密は堅く守りますので安心してご利用ください。

■介護保険サービス一覧表
●居宅サービス

税

サービス

概

要

金

訪問介護
ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴、排せつ、食事などの援助を行います。
（ホームヘルプサービス）

年
金

福祉・介護

訪問入浴介護

移動入浴車などで自宅を訪問し、入浴の介助を行います。

訪問リハビリテーション

理学療法士などが自宅を訪問し、リハビリを行います。

居宅療養管理指導

医師、薬剤師などが自宅を訪問し、療養生活を送るために必要な指導を行います。

訪問看護

看護師などが自宅を訪問し、療養上の世話や診療の補助を行います。

通所介護
（デイサービス）

日帰りでデイサービスセンターなどに通い、入浴、食事などのサービスを受けられます。

通所リハビリテーション
（デイ・ケア）

日帰りで介護老人保健施設、病院などで、リハビリなどを行います。

短期入所生活介護
（ショートステイ）

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）などに短期間入所し、入浴、排せつ、食事などの介護やリハビリ
などが受けられます。

健康・医療

短期入所療養介護
介護老人保健施設などに短期間入所し、医療や看護、リハビリなどが受けられます。
（医療型ショートステイ）

子 育 て

福祉用具貸与

自宅で生活しやすいように、車いすやベッドなどの福祉用具を借りることができます（要介護度によって、
借りられない福祉用具があります）
。

特定福祉用具購入

ポータブルトイレや入浴補助用具などの福祉用具を指定業者から購入した場合、購入費を支給します（年間
10万円が限度で、その1割または2割が自己負担）
。

住宅改修

手すりの取り付け、床段差の解消、洋式便器への取り替えなどの住宅改修の際の費用を支給します（ひとつ
の住居について20万円が限度で、その1割または2割が自己負担。事前の相談が必要です）。

特定施設入居者生活介護

有料老人ホームやケアハウスなどに入居し、入浴、排せつ、食事などの介護やリハビリを受けられます。

生活・環境

●地域密着型サービス
サービス

概

要

その他・施設一覧

防災ガイド

小規模多機能型居宅介護

小規模な住居型の施設で、通いを中心に訪問や泊まりのサービスを組み合わせて受けられます。

定期巡回・随時対応型
訪問介護看護

介護職員、看護師が一体または密接に連携し、定期的に訪問します。また、利用者の通報、電話などに随時
対応します。

地域密着型通所介護

利用定員18人以下の小規模デイサービスセンターなどに通い、入浴、食事などのサービスを受けられます。

認知症対応型通所介護

認知症の方が、入浴や食事などの介護やリハビリを日帰りで受けられます。

認知症対応型共同生活
介護（グループホーム）

認知症の方が、共同で生活できる住居で、入浴や食事などの介護やリハビリを受けられます。

広告

防災地図

介護サービス施設

P108 A-2

デイサービスセンター／ショートステイ

ながでんハートネット千曲／かむりきの里

医療ガイド

当社は、長野電鉄グループの一員です。「介護」を必要とする方々に、
住み慣れたこの地域でいつまでも自分らしく生活できるよう、心を込め
た介護サービスに努めています。介護の事、何でもご相談ください。
■千曲市杭瀬下3丁目144

TEL：デイサービス
TEL：ショートステイ
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■定休日／年中無休

026‑214‑6821
026‑214‑6870

2016千曲市観光写真コンテスト
「歴史を想う」

特選

概

要

地域密着型介護老人福祉
施設入所者生活介護

常に介護が必要で、在宅での介護が困難な方が、定員30人未満の小規模な介護老人福祉施設に入所し、日
常生活の支援、リハビリなどを受けられます（原則、要介護3以上の方）
。

●施設サービス
サービス

概

要

常に介護が必要で、在宅での介護が困難な場合に入所し、日常生活の支援、リハビリ、健康管理などを行い
ます（原則、要介護3以上の方）
。

介護老人保健施設

状態が安定している方が在宅復帰できるよう、リハビリを中心としたケアを行います。

☎026-276-2687】

社会福祉協議会は、社会福祉法に基づく民間福祉団体です。住民の参加・協力のもと、地域福祉活動事業や各種福

届出・証明

【窓口：千曲市社会福祉協議会

業務案内

介護老人福祉施設
（特別養護老人ホーム）

福祉のまちづくり

相談ごと

有料老人ホームやサービス付高齢者向け住宅などに入居し、入浴、排せつ、食事などの介護やリハビリを受
けられます。

ちくま市を知ろう！

サービス
地域密着型特定施設
入居者生活介護

祉団体・ボランティア団体への援助育成、生活福祉資金貸付業務、心配ごと相談所、司法書士法律相談、結婚相談所、
税

介護保険事業、共同募金などの各種事業を行います。

金

■千曲市ボランティア・市民活動交流センター

■生活福祉資金貸付事業

ボランティア活動の支援や、ボランティア養成に関す
る相談窓口です。登録団体は助成金申請や備品の貸出・

の貸付と援助指導を行います。

低所得者、生活にお困りの方を対象に、審査のうえ資

■心配ごと・司法書士法律相談・結婚相談事業
日常生活での心配ごと相談や司法書士による専門的な

金の貸付を行います。

相談、結婚を希望される方々の結婚相談を行います。
高齢者や障がい者の方々が安心して生活できるように、

■移送自動車貸し出しサービス事業
車いすおよびストレッチャーで搭乗できる車を貸し出

どの相談に応じるのがこの制度です。金銭管理や財産保

し、歩行が困難な人や寝たきりの方の日常生活の利便を

全のサービスは、利用者と社会福祉協議会との契約に基

図ります（登録・予約制）。

子 育 て

福祉サービスの利用援助や、お持ちの財産・金銭管理な

健康・医療

■日常生活自立支援事業

福祉・介護

■助けあい資金貸付制度

金

交流スペースの無料利用ができます。

年

低所得・障がい・高齢者世帯に対し、審査のうえ資金

づいて行われます。
■天然温泉貸切風呂事業
病気やケガなどにより、大勢の方との温泉入浴には出

■地域支え合い事業“つなぐ”

掛けにくい方々の利用ができます（予約制）。

生活・環境

一人暮らし高齢者などでちょっとした困りごとに対し
て（草取り、雪かき、買い物……）、住民同士で助け合
う活動です。

その他・施設一覧

防災ガイド

広告
P112 A-5

短期入所生活介護施設

専門職員による機能訓練を重視した地域密着型通所介護事業所です

ハートケアあわさ

■千曲市粟佐1412

TEL：026‑272‑0108

FAX：026‑272‑0847

■事業主体者：
（有）ハートケア
千曲市粟佐1412‑1
■見学はお気軽に
お問い合わせ下さい。

ショートステイ千曲

千曲デイサービスセンター

介護が必要な方へのお手伝いはもち
ろん、ご家族が休息する時間を確保
することも私たちの重要な役割です。

大きなお風呂でゆっくり入浴。
いつまでも楽しく・若く・健康で

医療ガイド

生活の中に、役割と張り合いが持てる日々
が続くように、ご本人・ご家族を支援・応
援させて頂きます。

通所介護施設

千曲市桑原80TEL（代）026-274-7654
FAX
026-274-7655
社会福祉法人

P114 A-3

山栄会

防災地図

通所介護事業所

千曲事業所
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ちくま市を知ろう！

福祉医療費給付金制度

【窓口：更埴庁舎健康推進課・戸倉庁舎健康推進課・上山田庁舎市民窓口課】

乳幼児、障がいをお持ちの方、母子・父子家庭の方の健康と福祉向上を図る目的で福祉医療費給付金の制度があり

相談ごと

ます。資格取得手続きには「受給資格申請書」の提出が必要です。なお、転入された方については所得課税扶養証明
書の提出を求める場合があります。
●手続きに必要なもの ／ 印鑑・健康保険証・振込先の口座番号など・届出人の本人確認書類・届出人と対象者のマイ
ナンバーカードまたはマイナンバー通知カード（障害者手帳などが認定要件となっている方はその手帳）

業務案内

※本人確認書類とは……官公庁（国の機関、都道府県、警察署、市区町村役場）が発行した免許証・許可証もしくは、
身分証明書で本人の写真を貼り付けてあるもの（例：自動車運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど）。

届出・証明

区
乳幼児

税
金

障がい者
（児）

分

所得の制限

年
金

福祉・介護
健康・医療

父子家庭

院

入

院

出生から中学校3年生の子ども

なし

○

○

身体障害者手帳1級～3級

なし

○

○

身体障害者手帳4級

本人が所得税非課税で、同一世帯者が特別障害者
手当の基準金額内※

○

○

療育手帳A1・A2・B1

なし

○

○

特別児童扶養手当1級～2級

なし

○

○

65歳以上重度障がい者（後期高齢者医療の障害
なし
認定を受けることができる方）

○

○

精神保健福祉手帳1級

同一世帯者が特別障害者手当の基準金額内※

○

―

精神保健福祉手帳2級

本人が所得税非課税で同一世帯者が特別障害者手
当の基準金額内※

○

―

なし

○

―

なし

○

―

母子家庭の母子

なし

○

○

父母のいない児童

なし

○

○

父子家庭の父子

なし

○

○

障害者自立支援法の精神通院医療を受けている方
障がい者
（児） 20歳以上65歳未満で国民年金（障害年金）1級
10号・2級16号の方
母子家庭など

給付対象
通

※年度末年齢が0歳から18歳までの方は所得の制限なし。

心身に障がいのある方

【窓口：更埴庁舎福祉課・戸倉庁舎福祉課・上山田庁舎市民窓口課】

子 育 て

■身体障害者手帳

■精神障害者保健福祉手帳

生活・環境

身体障がい児（者）の援助や各種制度上のサービスを

精神障がい者の援助や各種制度上のサービスを利用す

利用する場合に必要な手帳です。取得には県知事指定医

る場合に必要な手帳です。申請に基づき、県の精神保健

師の診断書を添えて市に申請し、県の判定を受けてから

福祉審議会の意見を聴いて、手帳が交付されます。

手帳が交付されます。
■障害者福祉手当など

その他・施設一覧

■療育手帳
知的障がい児（者）の援助や各種制度上のサービスを

障がい者の方の自立生活の基盤を確立するため、所得
保障の一環として福祉手当制度や介護者への慰労金の制

利用する場合に必要な手帳です。取得には県児童相談所・

度が設けられ、次のとおり分類されます。

更生相談所の判定を受けてから手帳が交付されます。

●特別障害者手当

防災ガイド

●障害児福祉手当
●福祉手当
広告

防災地図
医療ガイド

62

●重度障害者介護慰労金（所得制限があるものがありま
す）

など

在宅で生活する障害者手帳をお持ちの方を支援するた
め、各種のサービスが用意されています。利用できるも
のは以下のとおりです。



（あすなろ園

☎・FAX026-274-0554）

心身障がい児とその母などが通園し、機能回復訓練や

相談ごと

生活相談を行います。

●補装具の交付・修理や日常生活用具の給付事業
■心身障がいのある方への医療費助成

●重度障害者紙おむつ購入扶助事業

身体障害者手帳・精神保健福祉手帳・療育手帳・障害
者総合支援法（通院医療）受給者証などをお持ちの方の

●タイムケア事業

医療費を助成する福祉医療費給付金の制度があります。

●手話通訳者・要約筆記者の派遣事業

各手帳で認定された程度（級）や所得などにより対象と

●タクシー利用料金助成事業

ならない場合がありますので、認定要件などについては

●自動車改造や免許取得の助成事業

福祉医療費給付金制度をご覧ください。
など

ⴵ：戸倉庁舎福祉課、更埴庁舎福祉課、上山田庁舎市民

■精神障害者通院費の公費負担制度
精神障がい者が通院により精神障がいの医療を受ける

■施設サービス

金

場合に、その費用の90%を公費で負担します。
ⴵ：戸倉庁舎福祉課、更埴庁舎福祉課、上山田庁舎市民
窓口課

年

障がいや難病で、日常生活に支障がある方は、施設に
入所または通所して支援を受けることができます。

金

・施設入所

福祉・介護

・生活介護
・自立訓練（機能訓練・生活訓練）
・就労移行
・就労継続（A型・B型）

健康・医療

・共同生活援助（グループホーム）
・療養介護

税

窓口課

届出・証明

●訪問入浴サービス事業

業務案内

●重度障害者訪問理美容事業

●住宅改良費の助成事業

ちくま市を知ろう！

■心身障害児母子通園事業

■在宅福祉サービス

など

生活にお困りの方に 【窓口：更埴庁舎福祉課・戸倉庁舎福祉課・戸倉庁舎こども未来課・上山田庁舎市民窓口課】
■まいさぽ千曲（千曲市生活就労支援センター）
様々な問題を抱えて生活に困窮している方に対し、専

にお困りの方や心身に障がいのある方や児童、お年寄り

門の相談員が暮らしや仕事などについての相談を受け、

などのことで問題を抱えている方々のよき相談相手とし

地域の関係機関と連携しながら寄り添い型の支援を行い

て地域で活動しています。

ます。
ⴵ：戸倉庁舎福祉課内

その他・施設一覧

■生活保護

生活・環境

民生・児童委員は厚生労働大臣の委嘱を受けて、生活

子 育 て

■民生・児童委員

病気やそのほかの事情により生活に困窮している世帯
に対して、最低限度の生活を保障して再び自分の力で生
活できるよう援助する制度です。なお、この保護を受け

防災ガイド

るには、自分の能力に応じて働いたり、持っている資産
を生活に役立てたり、必要なことを届出たりしなければ
なりません。
広告

防災地図

■ひとり親相談、家庭相談
母子父子寡婦世帯の相談、家庭児童相談を行っていま
すので、お困りの方はお気軽にご相談ください。

医療ガイド

2016千曲市観光写真コンテスト
「名車登場」

準特選
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