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福
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施設サービス

養護老人ホーム
苫小牧静和荘� 74-3338
●対　　象
自身で身の回りのことをおおよそできる、
家庭環境や経済的な事情で、自宅での生活
が困難な65歳以上の方
●入所の相談・申し込み
� 総合福祉課  32-6345

生活保護制度
� 生活支援室総務課  32-6380
生活に困っている世帯を一時的に援助する
ために生活保護制度があります。本人の稼
働能力、資産、扶養義務者の援助などを十
分に活用しても、生活ができない場合に、
国で決めた基準と比較して不足分が援助さ
れます。援助の種類は、生活、教育、住宅、
医療、介護、出産、生業、葬祭の費用です。
詳しくは生活支援室にご相談ください。

入院助産制度
� こども支援課  32-6416
保健上入院が必要な場合で、経済的に病院で
お産ができない妊産婦のための助産制度です。
対象は生活保護世帯、当該年度分の市民税が
非課税の世帯、または前年の所得税が8,400
円以下で、加入している健康保険から支出さ
れる出産給付金が39万円未満の世帯です。未
婚の母子世帯は条件が異なります。

高齢者が寝たきりや認知症などで常に介護
や支援を必要とする状態になったとき、介
護を社会全体で支え、利用者の希望を尊重
した総合的なサービスが受けられることを
目的とした制度が介護保険です。
□介護保険の被保険者
� 介護福祉課� 32-6341
本市に住所を有する40歳以上の方が被保
険者になります。
●第1号被保険者
65歳以上の方（手続きは下表のとおり）
●第2号被保険者
40歳以上65歳未満の医療保険加入者
こんなとき 手続きに必要なもの

他の市町村から
転入してきた

受給資格証明書
（介護認定を受けている方）

他の市町村に転
出する

被保険者証、印鑑、
銀行の口座番号、
マイナンバー通知カードお
よび身分証明書またはマイ
ナンバーカード

介護保険の加入
者が死亡した

被保険者証、印鑑、
銀行の口座番号（相続人）、
マイナンバー通知カードお
よび身分証明書またはマイ
ナンバーカード

� 社会福祉協議会（若草町3丁目3番8号）
� 32-7111
他の貸付制度が利用できない低所得世帯な
どに、経済的な自立のための一時的に必要
である福祉資金や教育支援資金をお貸しし
ます。詳しくはご相談ください。

生活困窮者自立相談支援制度
� 総合福祉課  32-6189
働きたくても働けない、住む所がないなど、
生活保護に至る前の段階で、生活に困って
いる方に対して、支援を行います。

自立相談支援事業
本市相談窓口（総合福祉課）に配置されてい
る支援員が、一人一人の状況に合わせた支
援プランを作成し、相談者に寄り添いなが
ら、他の関係機関と連携して、解決に向けた
支援を行います。

生活福祉資金の貸付制度

□民生委員・児童委員に相談を
� 総合福祉課  32-6345
市民の皆さんが安心して暮らせるように、地域
の子どもや在宅福祉の問題、悩み事の相談や支
援をするため、各地域に配置されています。ご
家庭やご近所の方がお困りになっている場合
は、民生委員・児童委員にご相談ください。

住居確保給付金
離職により住居を失った方、また失う恐れ
の高い方には、就職に向けた活動をするこ
となどを条件に、期限付きで家賃相当額を
支給します。

その他の支援事業
◦家計改善支援事業
◦子どもの学習支援事業（中学生対象）
◦就労準備支援事業
◦一時生活支援事業

経過的軽費老人ホーム
アドーネス園� 72-9222
樽前慈光園� 67-4467
●対　　象
健康で他人の手助けがなくても自立して日
常生活が送れるが、家庭環境や住宅事情な
どの理由で、自宅での生活が困難な60歳
以上の方
●入所の相談・申し込み
各施設に直接ご相談ください

ケアハウス
ナイスデイやなぎ� 51-6111
ケアハウス青葉� 76-2000
ケアハウス陽だまりの樹� 38-2811
ケアハウスはぁ～と� 61-5756
ケアハウス恵みの里� 71-1601
ケアハウスリバーサイド� 74-5599
●対　　象
身体機能の低下があり自宅での生活が困難な60
歳以上の方（一部要介護認定を受けている方も入居可）
●入所の相談・申し込み
各施設に直接ご相談ください

□受けられるサービスの種類� 介護福祉課  32-6342
下表を一例としたさまざまなサービスを受けられます。ただし、認定された介護度によっ
ては受けられないサービスもあります。詳しくは介護福祉課までお問い合わせください。

訪問介護
ホームヘルパーが自宅を訪問し、食事、入浴、排せつなどの身体介護や調
理、洗濯などの生活援助を行うサービスです。要介護1～5の方は通院など
を目的とした乗降介助も利用できます。

通所介護
（デイサービス）

通所介護施設で、食事や入浴などの日常生活上の支援、生活行為向上の支
援を日帰りで行います。

短期入所生活・療養介護
（ショートステイ）

福祉施設や医療施設に短期間入所し、日常生活の支援や機能訓練を受けら
れます。

福祉用具貸与・特定福祉
用具購入費の支給

日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。また入浴や排せつ
に使用する特定福祉用具を購入した際に費用の一部を支給します。

住宅改修費の支給 手すりや段差の解消など、住宅の改修費を支給します。

認知症対応型共同生活
介護（グループホーム） 認知症の方が共同生活しながら日常生活上の支援や介護を受けられます。

地域密着型介護老人福
祉施設入所者生活介護

定員29人以下の特別養護老人ホームで日常生活上の支援、機能訓練、健康
管理および療養上の支援を行います。

介護老人福祉施設 常時介護が必要で居宅での生活が困難な方の日常生活上の支援や介護を行
います。

介護老人保健施設 施設に入所し在宅復帰できるようケアを受けられます。

介護療養型医療施設 急性期の治療を終えた方が入所して長期療養を受けられます。

介護医療院 長期療養のための医療と日常生活上の介護を一体的に受けられます。

生活にお困りの方に

民生委員・児童委員

介護保険について
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相　談
� 障がい福祉課  32-6358
� 32-6412
�   36-3121
障がいのある方の地域生活支援のため、相
談員が情報の提供や助言などを行います。

障害者手帳の交付
� 障がい福祉課  32-6356

身体障害者手帳
身体に視覚、聴覚、肢体不自由などの障が
いのある方に、その程度により1～6級ま
での手帳が交付されます。

療育手帳
知的障がいのある方に、その程度により重
度「A」、中・軽度「B」の手帳が交付されます。

精神障害者保健福祉手帳
精神障がいのある方に、その程度により1～
3級までの手帳が交付されます。有効期間は
2年間（3カ月前から更新手続きができます）。

手当・各種助成制度
� 障がい福祉課  32-6356

特別障害者手当
20歳以上で精神や身体に、この手当制度に
定める程度の障がいがあり、日常生活に常
時特別な介護を要する方に支給されます。

高齢者福祉センター
� 本幸町1丁目2番21号  34-5897
市民で60歳以上の方が利用でき、娯楽室、
和（茶）室、多目的ホール、図書コーナーな
どを備え、囲碁、将棋、麻雀、卓球なども
楽しめる憩いの場です。カラオケ、社交ダ
ンス、書道、パソコン、料理などの教室・
講座やサークル活動も行われています。
●開館時間　9時～17時
●休 館 日　年末年始

公益社団法人苫小牧市
シルバー人材センター

� 労働福祉センター内  35-1700
おおむね60歳以上の健康で働く意欲のあ
る方が、豊かな知識・経験・技能を生かし
て働く会員組織です。臨時的・短期的なも
のや継続が望ましい軽易（短時間）な仕事を
引き受け、会員に提供します。なお、会員
になるにはセンターへの登録と会費の納入
が必要です。
●休業日　土・日曜日、祝日、年末年始

●支給額　月額27,200円

心身障害者扶養共済
心身障がい者（児）を扶養している方が、一
定の掛け金を納付すると保護者が万一死亡
したときなどに、残された障がい者（児）に
一定の年金が終身支給されます。

その他の制度
在日外国人の福祉手当

●障害基礎年金�����   P5へ
●障害児福祉手当�����  P10へ
●児童入学援助金�����   P9へ

税金、公共料金などの減免、割引
� 苫小牧税務署  32-3165
� 市民税課  32-6253
� 苫小牧道税事務所  32-5178
� 障がい福祉課  32-6356

◦所得税、相続税障害者控除
　苫小牧税務署����� 32-3165
◦市・道民税障害者控除
　市民税課������� 32-6253
◦軽自動車税
　市民税課������� 32-6244
◦自動車税、自動車取得税、個人事業税
　苫小牧道税事務所��� 32-5178
◦�有料道路通行料の割引、NHK放送受信
料の減免

　障がい福祉課����� 32-6356

医　療
●重度心身障害者の医療費助成��   P7へ
●育成医療��������  P11へ
●更生医療��������  P11へ
●精神通院医療������  P11へ
●その他
特定疾患、難病等医療給付、小児の医療給
付、特定不妊治療費助成事業
� 苫小牧保健所  34-4168
※未熟児養育医療については
� こども支援課  32-6416

福祉ふれあいセンター
� 双葉町3丁目7番3号  82-8260
◦�相談、各種講座、障がい者（児）とその家
族の会合、レクリエーション
◦�心身障がい者に体育の普及と健康増進の
ため体育館を併設し、スポーツレクリ
エーションなど障がい者スポーツ担当指
導員が指導
◦�発達に遅れや心配のある子どもに療育指
導をする障害児通所支援
　（利用者負担あり）
　　　　　　� 発達支援課  34-5821
◦�障がい者の創作活動や機能訓練などの地
域活動支援センター事業
　（利用者負担あり）
　� 地域活動支援センターあさひ  34-5824

●開館時間　9時～21時
●休 館 日　祝日、年末年始

� 総合福祉課  32-6345
町内会などで行われる高齢者支援事業に助

成金を交付するほか、年齢の節目にお祝い
金を贈ります。

お年寄りのために

□お年寄りの主な在宅サービス
サービス名 サービスの内容 料金など 問い合わせ先

在宅寝たきり高齢者
等寝具クリーニング

寝たきりのお年寄りが使用している寝具（掛け布
団、敷布団、丹前、毛布）をクリーニングします。

一部自己負担
あり 介護福祉課

32-6340在宅寝たきり高齢者
等紙おむつの給付

寝たきりや認知症のあるお年寄りで、常に紙お
むつが必要な方に支給します。

一部自己負担
あり

高齢者等緊急通報
システム

一人暮らしの高齢者などが、急病や事故の際
に迅速な援護が受けられるよう緊急通報機器
を貸与します。

設置費用は無料
電池代は
自己負担

総合福祉課
32-6345

ふれあいコール 一人暮らしのお年寄りに相談員が週1回電話を
かけ、励ましの声かけと安否確認をします。 無料

高齢者優待乗車証
交付

70歳以上のお年寄りに、市内路線バス乗車料
金が1乗車につき100円になる乗車証を申請に
より交付します。

無料

在宅寝たきり高齢者
訪問理美容サービス助成事業

寝たきりや認知症のあるお年寄りに施術の助
成券を交付します。 無料

その他のサービス

・日常生活用具の給付　・老人クラブヘの助成
・在日外国人高齢者福祉手当の支給
・愛の一声運動　・車いすの貸し出し
・給食サービス（社会福祉協議会  32-7111）
・老人健康相談（高齢者福祉センター  34-5897）
・老人世帯向けの住宅（住宅課  32-6316）

年金、各種助成制度
●老齢基礎年金������   P5へ
●老人（入院）医療制度���   P7へ
●福祉ハイヤー制度����  P11へ

老人クラブ連合会（市民活動センター内）
� 32-7111
お年寄りの健康増進と友愛を目的にいろい
ろな行事を開催しています。

・老人オリンピック　・パークゴルフ大会
・老人演芸大会　・作品展示会　など

スポーツ大会や演芸大会を開催

敬老事業

6401503.indd   12 2019/03/07   19:33:47


