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　内容・日時・料金についてはお知らせ版または町のホームページをご覧ください。
　定期予防接種（予防接種を受ける努力義務があるもの）については、個人通知をします。

介護予防事業

高齢者自立支援配食サービス事業

緊急通報システム運用事業

ふれあいサロン介護予防事業

福祉入湯券

敬老訪問事業

○こころの相談日
　気分がすぐれずゆううつ、少しのことでイライラしたり、悲しくなったり、なんとなく元気がでない、意欲
がわかないという方のためのこころの相談を行います。希望の方は事前にお問い合わせください。
　日程については役場からのお知らせ版または町のホームページをご覧ください。
○休日当番医
　休日当番医についてはお知らせ版または町のホームページ、ケーブルテレビのデータ放送をご覧ください
　わからない場合は、役場宿日直（☎35-3111　有線89-0001）へお問い合わせください。
○休日夜間急患診療所（内科・小児科）

健康福祉課長寿支援係　　☎ 35-9412　　FAX 35-6854　　有線 89-1400

日常生活に不安を抱える一人暮らし高齢者の方のお宅に緊急通報
システムを設置します。

ミニデイサービス、リハビリ体操教室などがあります。利用につ
いて詳しいことはお問い合わせください。

高齢者自立支援ヘルパー派遣事業 社会福祉協議会からヘルパーを派遣し、簡単な日常生活上の援助
をします。

65歳以上の食事調理が困難な方に対し、栄養バランスのとれた
食事を提供すると共に、安否確認を行います。

温泉に入り日々の疲れを癒していただき、健康で豊かな生活が送
れるように７５歳以上の方にお配りします。

敬老の日前後に、対象者（米寿・白寿・100歳以上の方）のお宅
に訪問して祝い金・記念品を贈呈します。

６５歳以上の方に外出の機会を作り、閉じこもりを防止すると共
に、社会参加の場を設け、要介護状態へ進行することなく充実し
た生活が送れることを目的としています。

生活サービス

所在地

電　話

時　間

飯田市東中央通 5-96

（０２６５）２３-３６３６

休日：午前９時～午後５時 （受付は午後４時３０分まで）
夜間：午後７時～午後１０時３０分 （受付は午後１０時まで）

健康・福祉
1 各種検診・健康診断・予防接種

2 高齢者福祉

健康福祉課健康推進係　　☎ 35-9412　　FAX 35-6854　　有線 89-1500

　こどもを欲しながら、不妊に悩んでいる夫婦に対し、安心してこどもを産み育てることができるように経済
的な支援をします。

○不妊治療費助成制度
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３ 認定調査
申請を受け、町の調査員が該当者の元に訪問し、心身の状況や生活の様子などについてお話を
伺います。
またその際に、本人の心身の状況について医師に意見書を作成してもらうために、主治医の先
生が誰かを伺いますので、それまでに確認しておいていただくようお願いします。

４ 審査・判定
まず、認定調査の結果をコンピューターによる一次判定で審査します。続いて、その結果に主
治医意見書を加えて南信州広域連合が設置する「介護認定審査会」で最終審査を行い、要介護
・支援認定と介護度の分類について判定されます。

５ 認定・通知
要支援1・2
介護状態が軽く、生活機能が
改善する可能性が高い方など

要介護1～5
介護保険サービスの利用に
よって、生活機能の維持・改
善が必要な方など

非該当（自立）
介護保険のサービスは利用で
きません

６ 介護サービス計画の作成

介護保険の介護予防サービス
（予防給付）

介護保険の介護サービス
（介護給付）

町村が行う介護予防事業
（地域支援事業）
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　日本では、高齢化や核家族化が急速に進行する中で、介護を必要とする人（＝要介護者）を国民全体で支え
ていくための新たな仕組みとして2000年（平成12年）4月より介護保険制度が導入されました。

　介護保険制度には、様々な介護保険サービスがあり、利用者は一部自己負担を支払ってサービスを利用しま
す。ただし、このサービスを利用するためには、町に申請をしていただき要介護・支援認定を受ける必要があ
ります。
　要介護・支援認定は、認定審査の結果で7段階の介護度（要支援1・2、要介護1～5）に分類され、段階に
よって使えるサービスの量が決定します。

第１号被保険者
（65歳以上の方）

第２号被保険者
（40歳～64歳の方）

第1号被保険者の中でも申請が出来るのは、日常生活の中で一部支援
が必要であったり、常に介護を必要とする方です。
第 2 号被保険者が要介護・支援認定を受けるには、“特定疾病” が原
因で介護や一部支援が必要な状態に陥った方に限られます。

介護保険サービスの利用を希望する方は、まず、役場にある地域包括支援センターに
ご相談ください。
担当職員が現在の生活状況等をお伺いし、申請の必要があるか判断いたします。

申請の必要があると判断されたら、申請に必要な書類等をそろえて、
高森町役場の窓口で要介護・支援認定の申請手続きを行っていただきます。

○申請方法

○申請から要介護認定までの流れ
相　談

申　請

3 介護保険
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健康福祉課長寿支援係　　☎ 35-9412　　FAX 35-6854
地域包括支援センター　　有線 89-1400

家庭介護用品支給事業

高齢者に優しい住宅改良促進事業

介護者リフレッシュ入湯券支給事業

高齢者を在宅で介護している家族に対し、
おむつ等の介護用品を支給します。

要支援・要介護認定を受けた方が対象で、住宅を改修するこ
とにより、安心して自宅で生活できるよう経費の一部を補助
します。(限度額・所得制限があります。)

高齢者外出支援サービス補助事業 通院等で介護タクシーを利用した場合に１日5,000円を限度
に、かかった費用の半額を補助します。

安心介護支援金事業 在宅サービスを利用されている方に一部のサービスを除き、
１割自己負担分の３０～７０％を補助します。

家庭介護者支援金事業 要介護４・５の認定者を在宅で介護されている方に、在宅日数に
応じて、月3,000円～10,000円の支援金を支給します。

要介護者を在宅で介護している家族に入湯券を支給します。

　介護予防や健康増進を目的として、水中運動のできる温水プールとトレーニング機器を備えた健康センター
では、各種教室を開催しています。詳しいことはお問い合わせください。

○各種制度

4 介護予防施設

〇健康センター「あさぎり」〇健康センター「あさぎり」

健康福祉課医療保険係　　☎ 35-9412　　FAX 35-6854　　有線 89-1500

健康センター「あさぎり」　　☎ 34-2220　　FAX 34-2221　　有線 34-2220

こんなとき 持ち物

加　入

脱　退

その他

負担区分等証明書、印鑑県外から転入したとき

保護廃止決定通知書、印鑑生活保護を受けなくなったとき

保険証、印鑑県外に転出するとき

保険証、印鑑死亡したとき

保険証、印鑑住所、世帯主、氏名が変わったとき

保護開始決定通知書、保険証、印鑑生活保護を受けはじめたとき

本人（届出人）を確認できるもの、印鑑保険証を失くしたり、汚して使
えなくなったとき

こんなときは14日以内に健康福祉課医療保険係まで届出をしてください。

＊手続きの内容によって上記以外のものが必要な場合もあります。

5 後期高齢者医療保険
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健康福祉課長寿支援係　　☎ 35-9412　　FAX 35-6854　　有線 89-1400

料　金

収集業者

〇福祉バス

環境水道課環境係　　☎ 35-9409　　FAX 35-6854　　有線 89-1700

〇福祉ふれあい収集

　高齢者と障がいのある方を対象に町内を巡回しています。時刻表は健康福祉課長寿支援係でお渡し
しています。

地域包括支援センター　　☎ 35-9412　　FAX 35-6854　　有線 89-1400

〇成年後見制度
　認知症や障がい等の理由で判断能力が不十分な方や、財産管理や契約、遺産分割協議といったこと
を自分でするのが難しい方々を保護し、支援します。詳しいことはお問い合わせください。

高森町社会福祉協議会　　☎ 34-3717　　FAX 35-9589　　有線 34-3717
〇高森町社会福祉協議会

高森町ボランティアセンター　　☎ 34-3001　　FAX 34-3002　　有線 45-8000
〇高森町ボランティアセンター

〇生活保護

　高齢者や障がい者の方で、粗大ごみを収集場所まで運ぶことのできない方は、『福祉ふれあい収集』
をご利用ください。

収集手数料 ５００円 ＋ 粗大ごみ処理料

町内一般廃棄物収集運搬業許可業者
　○有限会社 加藤産業（下市田 2422番地 52）　           ☎：0265-35-5304
　○しなの環境サービス 有限会社（上市田 337番地４）　☎：0265-35-7872

　生活保護とは、生活に困っている人が、精いっぱいの努力をしてもなお生活できないときに、一定
の基準に従って最低限度の生活を保障し、一日も早く自分自身の力で生活できるように援助する制度
です。生活保護費は、国が決めている基準に基づいて、世帯の最低生活費を計算し、その金額と、あ
なたの世帯の収入を比べて、その足りない分を保護費として支給します。

健康福祉課地域福祉係　　☎ 35-9412　　FAX 35-6854　　有線 89-1400

飯田保健福祉事務所　　　☎ 53-0410　　FAX 53-0474
〒395-0034　飯田追手町2-678　飯田合同庁舎

6 福祉
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健康福祉課地域福祉係　　☎ 35-9412　　FAX 35-6854　　有線 89-1400

飯田保健福祉事務所　　　☎ 53-0410　　FAX 53-0474
〒395-0034　飯田追手町2-678　飯田合同庁舎

対 象 者

身体障がい者手帳

療育手帳

精神障がい者保健福祉手帳

○手帳の交付申請
けがや病気などにより身体に永続する障がいがあるため
社会的、日常生活に制限を受ける方。
知的発達の遅れにより、日常生活に支障があったり、
判断能力が不十分である方。
精神に障がいがあるため、長期にわたり日常生活または
社会生活への制約がある方。

障がい者に優しい
住宅改良促進事業

更生医療

精神通院自立支援医療

補装具の給付・修理

日常生活用具の給付

外出支援事業

育成医療

○各種サービス

居室、浴室、便所などを改修する場合、一定額が補助されます。

精神医療を継続的に要する病状にある方に対して、医療保険各法
で負担される費用を除いた費用を公費で負担します。

障がいを補うために必要とされる用具（補装具）の
給付や修理が受けられます。
日常生活がより円滑に行えるように
日常生活用具の給付が受けられます。

身体障がい者手帳をお持ちの方が障がいの程度を軽くするために
必要な医療を受けるときの治療費を、一部公費で負担します。

障がいのある児童(将来、障がいを残す疾患のある児童)に対して、
その障がいを除去・軽減するための治療費を一部公費で負担します。

タクシー券かガソリン券を年間 5,000 円分支給します。

特別障がい者手当

特別児童扶養手当

障がい児福祉手当

○手当について

日常生活において、常時特別の介護を必要とする
20歳以上の在宅の重度障がい者(障がいを重複して有する者)
20歳未満で精神または身体に障がいを有する児童を
家庭で監護、養育している父母など
日常生活において常時の介護を必要とする状態にある
在宅の20歳未満の重度障がい児

7 障がい
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