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福　祉

　介護保険は、40歳以上の方からの保険料と、国、県および市
が負担する公費を財源として、介護が必要となった方を社会全体
で支えあっていく制度です。

■介護保険の内容
　・65 歳以上の方（第１号被保険者）
  　原因を問わず介護や支援が必要になったとき、介護認定を

受ければ、介護サービスを利用することができます。
　・ 40 歳から64 歳までの方（第２号被保険者）
  　介護保険で対象となる16種類の特定疾病により介護や支援

が必要になったとき、介護認定を受ければ、介護サービスを
利用することができます。

　高齢者の方が住み慣れた家庭や地域で、安心してすこやかに暮
らしていくために、健康づくり・生きがいづくりの支援や介護予
防の事業を行っています。

■介護予防・生活支援事業
　・軽度生活支援（ホームヘルパーなどの派遣）事業　
  　65歳以上の在宅の１人暮らしの方へ、日常生活の援助を行

うために、週１時間程度ヘルパーを派遣します。利用時は自
己負担があります。

　・配食サービス事業
  　65歳以上の在宅の１人暮らしの方および高齢者世帯で、調

理が困難な方に対して、食事を提供するとともに安否確認を
行います。利用時は自己負担があります。

　・ふれあい生きいきサロン事業
  　高齢者の閉じこもり防止、介護予防のために、地域の公民

館や集会場を利用し、ボランティア（シルバーリハビリ体操
指導士、看護師）などによる健康体操の指導や健康相談など
を行います。

　・高齢者生きがいと健康づくり推進事業
  　65歳以上の方の生きがいと健康づくりのために、高齢者の

豊かな経験・知識・技能をいかし、趣味講座・教養講座・交
流会などを開催します。

■介護保険被保険者証
　被保険者証は、65 歳以上の方に交付します。
　申請時や介護サービス利用時に必要となりますので、大切に保
管してください。

■介護保険料
　65 歳以上の方の介護保険料の額は、３年ごとに策定する市の
介護保険事業計画で決められます。また、保険料は、毎年４月
１日を賦課期日として、その時点の世帯の状況から算定されます。
　65歳以上の方の保険料の納期（偶数月が納付月になります。
納期限については、47ページの表をご覧ください。）

 介護保険

 高齢者のために

　・ひとり暮らし老人など緊急通報システム設置事業
  　70歳以上の在宅の１人暮らしの方が、急病・事故などの緊

急時に速やかに通報できるよう、緊急通報システムを貸与し
ます。

　※ 緊急ボタンを押すことで、筑西広域市町村圏事務組合消防本
部に通報されます。

　・紙おむつ購入費助成事業
  　要介護認定３以上を受けている高齢者などを自宅で介護

している家族の経済的負担を軽減するために、紙おむつなど
購入費の一部を助成します。

　・介護慰労金支給事業
  　要介護認定３以上を受けている高齢者および同等の要介護

状態にあると認めた高齢者を在宅において基準日（８月１日）
以前１年間継続して介護している家族に、介護慰労金を支給
します。

■地域包括支援センター事業
　地域包括支援センターは、地域で暮らす高齢者を介護・福祉・
保健・医療など様々な面から総合的に支援する相談窓口です。社
会福祉士・保健師・主任ケアマネジャーなどの専門職が、関係機
関と連携し、各種相談、支援を行います。
※ 市では、介護保険の認定申請や各種相談に対応するため、市内

３か所の在宅介護支援センター（民間）に地域包括支援セン
ターの機能の一部を持つ支所（地域包括支援センターブラン
チ）を設置しています。

福

　祉

介護保険課　☎0296-75-3158（直通）問い合わせ先

高齢福祉課　☎0296-75-3111（代表）問い合わせ先

● 介護保険
● 高齢者のために
● 障がい者福祉

sakura_naka_0219.indd   60 2015/03/06   15:33

61

142
W90mm×H30mm

　

143
W90mm×H30mm

■障がいに関する手帳
　・�身体障害者手帳：身体に障がいのある方が、各種の支援を受
けるために必要な手帳です。

　・�療育手帳：知的障がいがある方が、各種の支援を受けるため
に必要な手帳です。

　・�精神障害者保健福祉手帳：精神障がいがある方が、社会復帰、
社会参加のための支援を受けるために必要な手帳です。

■障がい福祉サービス
　居宅介護、短期入所、施設入所、自立訓練などの障がい福祉サー
ビスを受けることができます。利用時は、一部自己負担があります。

■障がい児福祉サービス
　障がいのある児童は、次のサービスなどを受けることができま
す。利用時は、一部自己負担があります。
　・障がいのある未就学児：児童発達支援など
　・障がいのある就学児：放課後などデイサービス

■補装具
　補聴器や義肢、車いすなどの補装具の購入や修理に関する費用
を支給します。利用時は、一部自己負担があります。

■日常生活用具の給付
　必要に応じて日常生活用具が給付されます。利用時は、一部自
己負担があります。

■日中一時支援
　障がいのある方の日中における活動の場を確保し、その家族の
介護の負担を軽減します。利用時は、一部自己負担があります。

■移動支援
　野外での移動が困難な障がいのある方に、外出のための支援を
行います。利用時は、一部自己負担があります。

■訪問入浴サービス
　在宅で入浴することが困難な身体障がいのある方に、入浴サー
ビスを提供します。利用時は、一部自己負担があります。

■地域活動支援センター事業（Ⅰ型）
　在宅で精神に障がいのある方の日常生活の相談や支援を行います。

■地域活動支援センター事業（Ⅲ型）
　在宅で心身に障がいのある方が、自立と社会生活への適応を
高めることができるよう、作業や生活の訓練などを行います。

■手話通訳者・要約筆記奉仕員の派遣
　聴覚、音声・言語機能に障がいのある方が自分の意思などを
伝達するために、手話通訳者や要約筆記奉仕員を派遣します。

■自動車運転免許取得費の助成
　一定の要件を満たす障がいのある方が、就労などに伴い運転
免許を取得する場合、費用の一部を助成します。

■自動車改造費の助成
　重度の障がいのある方が、就労などに伴い自らが所有し運転
する車を改造する場合、費用の一部を助成します。

 障がい者福祉

■紙おむつ購入費の助成
　障害者手帳をお持ちで常時紙おむつを必要とする在宅の方に、
購入費の一部を助成します。

■タクシー利用料金の助成
　重度の障がいのある方が、通院や通所のためにタクシーを利用
する場合、利用料金の一部を助成します。

■各種減免・割引制度
　障がいの部位や程度により、次のような制度があります。
　・NHK放送受信料の減免
　・自動車取得税、自動車税および軽自動車税の減免
　・市税などの障がい者控除
　・鉄道運賃や国内航空運賃の割引
　・有料道路通行料金の割引

■自立支援医療（更生医療）
　18歳以上の身体障害者手帳をお持ちの方が、人工透析療法、
心臓手術、関節形成術などを指定医療機関で受ける場合に、医療
費の一部を助成します。

■自立支援医療（育成医療）
　肢体不自由、視覚障害、聴覚・平衡機能障がい、音声・言語・
そしゃく機能障害、内臓障害など、身体上の障がいを有する児
童、または、り患している疾患を放置すると将来障害を残すと
認められる児童（いずれも18歳未満）が、指定医療機関で治療
を受ける場合に、医療費の一部を助成します。

■特別障害者手当
　重度の障がいがあるため、日常生活において常に特別の介護を
必要とする在宅の20歳以上の方に支給します。

■障害児福祉手当
　障がいがあるため、日常生活をするうえで介護を必要とする
在宅の20歳未満の方に支給します。

■在宅障害児福祉手当
　心身に障がいのある在宅の20歳未満の児童の保護者に支給し
ます。（障害児福祉手当との併給はできません。）

■特別児童扶養手当
　精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を自宅で看護
する保護者に支給します。

■難病患者福祉手当
　難病にかかり、一般特定疾患医療受給者証または、特定疾患登録
者証の交付を受けている方に、年額１万円の見舞金を支給します。

■心身障害者共済制度
　心身に障がいのある方を扶養している保護者が毎月掛金を納
め、保護者が亡くなった後に、その方の生活の安定を図るための
制度です。

福
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社会福祉課　☎0296-75-3126（直通）問い合わせ先
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顧客名称 ：上の原学園

福祉 エリアマップ5図 C‐5

ひとりひとりの～確かな歩みを～支えます

社会福祉法人 上の原学園
障害者支援施設 上の原学園成人寮 障害児入所施設 上の原学園
グループホームさくら グループホームこぶし 相談支援事業所大地
■桜川市上野原地新田159-1
■TEL:0296-75-2509 ■FAX:0296-76-2020
■URL:http://www.u-gaku.or.jp/
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顧客名称 ：訪問看護ステーション愛美園

訪問看護 エリアマップ7図 D‐3

医療法人 恒貴会

あなたのお家で「看護」を提供します
ケアマネージャーが「介護相談」も承ります
■桜川市大国玉2513-12
■TEL:0296-20-6780 ■FAX:0296-20-6781
■営業時間／8:30～17:00 ■定休日／年中無休
■URL:http://www.kokikai.com ■E-mail:aibien@kokikai.com あり

コマ広告
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在宅福祉サービス エリアマップ3図 B‐4

介護のことは何でもご相談下さい

スミハツサービス株式会社
デイサービス新規オープン！自宅で生活される方の強い味方です。
［居宅介護支援・ホームヘルパー訪問入浴・介護タクシー・デイサービス］
■桜川市阿部田323
■TEL:0296-20-6330 ■FAX:0296-20-6331
■営業時間／8:30～17:30
■URL:http://www.sumihatu-s.co.jp ■E-mail:akino@sumihatu-s.co.jp あり

コマ広告
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福祉 エリアマップ7図 E‐5

一人一人のニーズに寄り添う、ライフサポート・パートナー

社会福祉法人 筑紫会
【障害者支援施設 真壁授産学園・真壁厚生学園】溶岩窯パン工房Ｍａｋａｐａ
ｎ、グループホーム、入所・通所、生活介護、就労継続支援Ｂ型、相談支援 等
■桜川市真壁町亀熊1464-1
■TEL:0296-55-4007 ■FAX:0296-55-4340
■営業時間／8:30～17:30 ■定休日／無（年末年始等除く）
■URL:http://www.tsukushikai.jp ■E-mail:j-makabe.d@tsukushikai.jp あり（30台）
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介護保険課（岩瀬庁舎）
総合窓口課（大和・真壁庁舎）

の窓口に申請

コンピューターによる判定
（一次判定）

認定・認定通知

訪問調査
（市の調査員が訪問します。）

介護認定審査会
（二次判定）

介護（予防）サービス計画の作成
（ケアプラン）

介護サービスの利用

介護が必要な
人（被保険者）
あるいは家族

 介護サービスを利用するまでの流れ

主治医の

意見書

申請

調査

審査
判定

ケアマネジャーがケアプランを
作成します。
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●�介護サービスを利用するまでの流れ
●�高齢者の活動と支援
●�介護保険サービス事業所
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 高齢者の活動と支援

福
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施設名 住所 電話番号 地図座標
桜川市いこいの家 桜川市羽田1038-25 ☎0296-58-7888 3図A-2
桜川市岩瀬高齢者センター 桜川市岩瀬1973-3 ☎0296-75-1328 1図E-3

 介護保険サービス事業所
■居宅サービス事業所

施設名 住所 電話番号 地図座標
桜川市社協岩瀬 桜川市鍬田612 ☎0296-76-1357 1図B-3
県西総合病院訪問看護ステーション 桜川市鍬田604 ☎0296-75-3171 1図B-3
岩瀬ケアセンターそよ風 桜川市岩瀬30-2 ☎0296-70-8971 1図D-4

ニチイケアセンター岩瀬 桜川市明日香3-48　
ロワールタナカヤビル2F ☎0296-70-8083 1図D-3

Re笑サービス　レストーレ岩瀬 桜川市東桜川3-33 ☎0296-75-8070 1図D-3
さつき荘 桜川市富岡203-1 ☎0296-75-3221 1図A-1
さざんか荘 桜川市亀岡992 ☎0296-76-2021 6図B-4
富谷の家 桜川市富谷1459-1 ☎0296-76-2066 1図B-1
あさひ居宅介護支援事業所 桜川市犬田778-10 ☎0296-75-6106 1図B-5
デイサービスセンターゆずの里 桜川市門毛2297-3 ☎0296-73-5668 6図B-2
デイサービスセンターひばり 桜川市友部951-1 ☎0296-76-5021 2図C-2
ひだまりの家やまと 桜川市大国玉4514-2 ☎0296-20-6511 7図D-3
愛美園 桜川市大国玉2513-12 ☎0296-20-6780 7図D-3
さくらがわ 桜川市東飯田659 ☎0296-20-6071 8図A-4
スミハツサービス株式会社 桜川市阿部田323 ☎0296-20-6330 3図B-4
桜川市社協真壁 桜川市真壁町山尾604-1 ☎0296-54-2361 4図D-4
マカベシルバートピア 桜川市真壁町東山田1945 ☎0296-54-2800 9図B-2
つくばケアセンター訪問リハビリテーション 桜川市真壁町椎尾1632-1 ☎029-877-1313 9図B-3
サンホーム真壁 桜川市真壁町下谷貝1449-1 ☎0296-54-0203 7図D-5
訪問介護まかべ 桜川市真壁町田1428 ☎0296-55-1029 4図C-5
有限会社大木薬局 桜川市真壁町田143-4 ☎0296-55-2109 4図C-4
筑紫デイサービス 桜川市真壁町羽鳥1157-1 ☎0296-20-7702 9図C-3
筑紫小規模多機能センター 桜川市真壁町羽鳥1157-1 ☎0296-54-1307 9図C-3
株式会社ケア・サポート桜川 桜川市真壁町上小幡1674 ☎0296-55-4705 8図A-4

■介護保険施設
施設名 住所 電話番号 地図座標

特別養護老人ホームさつき荘 桜川市富岡203-1 ☎0296-75-3221 1図A-1
特別養護老人ホームひだまりの家やまと 桜川市大国玉4514-2 ☎0296-20-6511 7図D-3
特別養護老人ホームサンホーム真壁 桜川市真壁町下谷貝1449-1 ☎0296-54-0203 7図D-5
介護老人保健施設さざんか荘 桜川市亀岡992 ☎0296-76-2021 6図B-4
介護老人保健施設さくらがわ 桜川市東飯田659 ☎0296-20-6071 8図A-4
介護老人保健施設マカベシルバートピア 桜川市真壁町東山田1945 ☎0296-54-2800 9図B-2
グループホーム岩瀬ケアセンターそよ風 桜川市岩瀬30-2 ☎0296-70-8971 1図D-4
グループホーム湖畔の家 桜川市上野原地新田112-1 ☎0296-70-8508 5図C-5
グループホーム花水木　岩瀬館 桜川市岩瀬229-1 ☎0296-70-8210 1図C-3
グループホームグッドライフ真壁 桜川市真壁町飯塚1017 ☎0296-54-1661 4図B-3
グループホームシニアライフまかべ 桜川市真壁町桜井1325 ☎0296-54-6619 4図E-2
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校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2015年2月16日
案件名 ：シティマップ 桜川市くらしのガイドブック
商品コード： 8GH200H0A
割付番号 ：１４４
コード番号：０６６
顧客名称 ：桜川福祉会 さくらのおか

福祉 エリアマップ6図 C‐3

指定障害福祉サービス事業所

さくらのおか
障害のある人たちが、地域社会の中で自立し生きがいをもって
生活が送れるよう助成・支援する事業に取り組んでおります。
■桜川市亀岡757-1
■TEL:0296-70-8215 ■FAX:0296-70-8216
■営業時間／AM9:00～PM3:00 ■定休日／土・日・祝日
■特殊浴槽あり ■無料送迎あり。 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

■画像著作権：確認済
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 介護利用型軽費老人ホーム（ケアハウス）
施設名 住所 電話番号 地図座標

グリーンヴィラ 桜川市真壁町田1428 ☎0296-55-1029 4図C-5

 介護付き有料老人ホーム
施設名 住所 電話番号 地図座標

エルスリー茨城真壁 桜川市真壁町古城53-1 ☎0296-54-5802 4図D-3

 サービス付き高齢者向け住宅（サ高住）
施設名 住所 電話番号 地図座標

筑紫 桜川市真壁町源法寺653-1 ☎0296-55-2109 9図B-2

 障がい者支援施設
サービス種類 施設名 住所 電話番号 地図座標

1 居宅介護 スミハツサービス株式会社 桜川市阿部田323 ☎0296-20-6330 3図B-4重度訪問介護

2

居宅介護
桜川市社協岩瀬指定障害
居宅介護事業所 桜川市鍬田612 ☎0296-76-1357 1図B-3重度訪問介護

地域活動支援センター事業
訪問入浴サービス

3

居宅介護
桜川市社協真壁指定障害
居宅介護事業所 桜川市真壁町山尾604-1 ☎0296-54-2361 4図D-4重度訪問介護

地域活動支援センター事業
訪問入浴サービス

4
居宅介護

ニチイケアセンター岩瀬 桜川市明日香3-48
ロワールタナカヤビル2F ☎0296-70-8083 1図D-3重度訪問介護

同行援護

5

施設入所支援

紫峰厚生園 桜川市真壁町下谷貝1595-2 ☎0296-55-0928 7図D-5

短期入所
生活介護
グループホーム
日中一時支援
計画相談支援 おおぞら

6
施設入所支援

上の原学園（児童） 桜川市上野原地新田159-1 ☎0296-75-2509 5図C-5短期入所
日中一時支援

7

施設入所支援

上の原学園成人寮 桜川市上野原地新田159-1 ☎0296-75-3894 5図C-5

短期入所
生活介護
日中一時支援
グループホーム
計画相談支援 大地

8

施設入所支援

桃香園 桜川市大国玉2513-10 ☎0296-58-7870 7図D-3
短期入所
生活介護
日中一時支援
計画相談支援

9

施設入所支援

真壁授産学園 桜川市真壁町亀熊1464-1 ☎0296-55-4007 7図E-5

短期入所
生活介護
就労移行支援
就労継続支援B型
移動支援
日中一時支援
計画相談支援

10

施設入所支援

真壁厚生学園 桜川市真壁町亀熊852 ☎0296-54-2578 7図E-5

短期入所
生活介護
グループホーム
日中一時支援
計画相談支援

11

生活介護

さくらのおか 桜川市亀岡757-1 ☎0296-70-8215 6図C-3就労移行支援
就労継続支援B型
日中一時支援

●�介護利用型軽費老人ホーム（ケアハウス）
●�介護付き有料老人ホーム
●�サービス付き高齢者向け住宅（サ高住）
●�障がい者支援施設
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