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高齢者の福祉

　観音寺市に住所のある40歳以上の方が、介護保険に
加入します。

▶第1号被保険者
◦�観音寺市に住所のある65歳以上の方全員が被保険者
となります。届け出の必要はありません。
◦�身体上または精神上の障がいで日常生活を営むのに
支障が生じた場合に、申請によりサービスを受ける
ことができます。

▶第2号被保険者
◦�観音寺市に住所のある40歳以上65歳未満の方で医
療保険に加入している方が被保険者となります。届
け出の必要はありません。
◦�初老期における認知症や脳血管障がいなどの加齢に伴
う病気（特定疾病）が原因で介護が必要と認められた場
合に、申請によりサービスを受けることができます。
届け出が必要な場合
◦市外から転入したとき
◦市外へ転出するとき
◦市内で住所が変更したとき
◦世帯や氏名などが変わったとき
◦死亡したとき
　以上のようなときは、本人または世帯主が被保険者
証を添付のうえ届け出を行ってください。

介護保険の資格取得の時期

　介護保険のサービスを利用するには、申請をして「要
介護・要支援認定」を受ける必要があります。

▶介護保険のサービスを利用するまでの手順
❶��申請
　���　介護が必要となったら、まず要介護・要支援認定
申請が必要です。

❷��認定調査
　���　調査員がご自宅などを訪問し、心身の状態や「介
護の手間」などについてをお尋ねして調査票を作成
します。

❸��主治医意見書
　���　申請者の状態について、主治医が現在の状況や将
来の見通しなどを医学的な見地から見て意見書を
作成します。

介護保険のサービスを利用するには

❹��審査・判定
　���　介護の必要性や必要な程度について、審査・判定
します。

　���　要介護状態区分は、全国一律の基準に基づいて、
観音寺市介護認定審査会（委員は、市長が任命する
保健・医療・福祉の学識経験者で構成されます）にお
いて決定されます。

❺��認定
　���　要介護・要支援認定結果などは、申請者本人に通
知します。認定には有効期限が設定されますので、
継続して介護保険のサービスを利用する場合には、
更新の申請が必要となります。認定区分は、要支援
1・2、要介護1～5の7段階に分けられ、非該当（自立）
と判定された方は、介護保険でのサービスは利用で
きません。認定を受けられた方が在宅でサービスを
利用する際には介護支援専門員にサービス計画を
作成してもらう必要があります。施設入所希望の方
は施設への申し込みが必要です。

❻��サービス計画の作成
　���　利用者の状態や希望に応じたサービス計画を作
成します。要支援1・2と判定された方は、観音寺市
地域包括支援センター（指定介護予防支援事業所）
の担当者が、また要介護1～5と判定された方は、指
定居宅介護支援事業所の介護支援専門員（ケアマネ
ジャー）が作成します。なお、サービス計画は自己作
成することもできます。

サービスの利用
　サービス計画に基づき、介護サービスや介護予防サー
ビスを利用します。

▶�利用者負担額
　サービスを利用する際の利用者負担額は、原則とし
てサービスに必要な費用額の1割から3割（一定所得以
上の方は2割または3割）です。
※�利用者負担の割合は、要介護認定を受けた方に発行
する介護保険負担割合証に記載されています。
　1カ月に支払った1割から3割の利用者負担額が高額
になった場合（所得区分に応じて定められた負担限度
額を超えた場合）、超過分については、申請により高額
介護サービス費が支給されます。

介護保険 高齢介護課 介護保険係   23-3968問

「かんおんじ在宅医療・介護 社会資源情報サイト」のご案内
医療や介護が必要な状態になっても、住み慣れた地域で安心して暮らし続けることが
できるよう、市内の医療・介護・福祉に関する情報まとめたサイトを開設しています。
ぜひ活用してください。

こちらから
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　介護保険サービスは、状態の改善と悪化の予防（自立支援）を目的としたサービスです。できないことを支援するだ
けでなく利用者本人のできる事を増やし、生き生きとした生活を送れるよう支援します。

▶介護サービス　要介護1～5と認定された方が受けられるサービス

介護保険で受けられるサービス

家庭を訪問してのサービス
1 訪問介護（ホームヘルプサービス） ホームヘルパーが訪問し、身体介護・生活援助などを行います。

2 訪問入浴介護 看護師・介護士などが訪問し、浴槽を提供して入浴介助を行います。

3 訪問リハビリテーション 通院が困難な利用者に対し機能訓練の専門家が訪問し、リハビリを行います。

4 居宅療養管理指導 通院が困難な利用者に対し医師・歯科医師・薬剤師などが訪問し、療養上の管理
指導を行います。

5 訪問看護 通院の困難な利用者に対し、看護師などが訪問し、主治医の指示のもとに療養
上の世話や処置などを行います。

施設を利用してのサービス

6 通所介護（デイサービス） デイサービスセンターで食事・入浴などの介護サービスや生活機能向上訓練が
日帰りで受けられます。

7 通所リハビリテーション（デイケア） 介護老人保健施設などで日帰りのリハビリテーションなどが受けられます。

8 短期入所生活介護（ショートステイ） 介護老人福祉施設などに短期間入所し、食事・入浴などの介護サービスや機能
訓練が受けられます。

9 短期入所療養介護
（医療型ショートステイ） 介護老人保健施設などに短期間入所し、医療や介護、機能訓練が受けられます。

福祉用具や住宅改修などのサービス
10 特定福祉用具販売 特定福祉用具購入のための費用が介護給付の対象となります。

11 福祉用具貸与 福祉用具貸与のための費用が介護給付の対象となります。

12 居宅介護住宅改修 手すりの取り付けや段差解消などの小規模な住宅改修が介護給付の対象とな
ります（事前申請が必要です）。

その他のサービス

13 特定施設入居者生活介護 特定施設の指定を受けた有料老人ホームなどで、食事・入浴などの介護サービ
スや機能訓練が受けられます。
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▶介護予防サービス　要支援1・2と認定された方が受けられるサービス
家庭を訪問してのサービス

1 介護予防訪問事業 ホームヘルパーなどが訪問し、利用者が自分でできることが増えるように生活
支援などを行います。

2 介護予防訪問入浴介護 看護師・介護士などが訪問し、利用者のできない部分の入浴の支援を行います。

3 介護予防訪問リハビリテーション 通院が困難な利用者に対し機能訓練の専門家が訪問し、利用者が自分で行える
体操やリハビリ生活機能向上訓練などを指導します。

4 介護予防居宅療養管理指導 通院の困難な利用者に対し、医師・歯科医師・薬剤師などが訪問し、療養上の管
理や指導を行います。

5 介護予防訪問看護 通院の困難な利用者に対し、看護師などが訪問し、主治医と連絡をとりながら
療養上の世話や処置などを行います。

施設を利用してのサービス

6 介護予防通所事業（デイサービス） デイサービスセンターで食事・入浴などの介護サービスや生活機能向上訓練が
日帰りで受けられます。

7 介護予防通所リハビリテーション
（デイケア） 介護老人保健施設などで日帰りのリハビリテーションなどが受けられます。

8 介護予防短期入所生活介護
（ショートステイ）

介護老人福祉施設などに短期間入所し、生活機能の維持向上のための機能訓練
が受けられます。

9 介護予防短期入所療養介護
（医療型ショートステイ）

介護老人保健施設などに短期間入所し、医療や介護、生活機能の維持向上のた
めの機能訓練が受けられます。

福祉用具や住宅改修などのサービス
10 特定介護予防福祉用具購入 特定福祉用具購入のための費用が介護予防給付の対象となります。

11 介護予防福祉用具貸与 福祉用具貸与のための費用が介護予防給付の対象となります。

12 介護予防居宅介護住宅改修 手すりの取り付けや段差解消などの小規模な住宅改修が介護予防給付の対象
となります（事前申請が必要です）。

その他のサービス

13 介護予防特定施設入居者生活介護 有料老人ホームなどで、食事・入浴などや生活機能の維持向上のための訓練が
受けられます。
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▶施設サービス
介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
　常に介護が必要で、在宅での介護が困難な方が入所
します。食事・入浴・排泄など日常生活全般の介護や健
康管理を受けられます。
※�要介護3・4・5の方が利用できます。
介護老人保健施設（老人保健施設）
　在宅復帰を目指す施設で状態が安定し、リハビリに
重点をおいた介護を必要とする方が入所します。医学
的な管理のもとで介護・看護・リハビリなどが受けられ
ます。

　平成18年4月1日から、介護保険法の改正に伴い創設
された機関です。高齢者の方が住み慣れた地域で安心
して暮らすことができるよう、介護・福祉・健康・医療・
権利擁護など、生活のさまざまな困りごとに対しての
相談窓口です。

高齢者総合相談窓口
観音寺市地域包括支援センター   25-7791問

　65歳以上の方を対象に様々な介護予防教室を実施し
ており、原則として無料でご参加いただけます。
　そのほか、高齢者がボランティア活動を通じて介護
予防や社会参加に取り組むことを支援しています。
　本市の介護予防事業の実施内容、メニューについて
は、お気軽に問い合わせてください。

介護予防事業について
観音寺市地域包括支援センター   25-7791問

介護療養型医療施設
　状態は安定しているものの、長期間にわたり療養が
必要な方が入所できます。介護体制の整った医療施設
（病院など）で医療や看護などが受けられます。
※要支援1・2の方は利用できません。
※�施設サービスの費用は、要介護度や施設の体制、部屋
のタイプなどにより異なります。
　なお、所得の低い方には負担限度額を設け、基準費用
額との差額を補足給付します。高齢介護課に申請して
「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けてください。

▶地域密着型サービス
　高齢者が住みなれた地域での生活を継続するために、身近な生活圏域ごとにサービスの拠点をつくり支援します。
　利用は、原則として観音寺市の介護保険の被保険者に限られ、事業者の指定や監督は観音寺市が行います。
　現在観音寺市が整備しているのは次の5つです。

1 認知症対応型通所介護、介護予防認知
症対応型通所介護

認知症の高齢者が、食事・入浴などの介護や支援、機能訓練などを日帰りで受け
られます。

2
認知症対応型共同生活介護（グループ
ホーム）、介護予防認知症対応型共同
生活介護（グループホーム）

認知症の高齢者が共同で生活を営みます。介護職員などが配置され、食事・入浴
などの介護や支援、機能訓練などが受けられます。

3 小規模多機能居宅介護 小規模な住居型の施設への「通い」を中心に、自宅に来てもらう「訪問」、施設の
「泊まり」サービスが柔軟に受けられます。

4 介護老人福祉施設入所者生活介護 定員30人未満の小規模な介護老人福祉施設で、食事・入浴などの介護や健康管
理が受けられます。

5 地域密着型通所介護 定員18人以下の小規模なデイサービスで、食事・入浴などの介護サービスや生
活機能向上訓練が日帰りで受けられます。

鼻と口の両方を確実に覆う ゴムひもを耳にかける 隙間がないよう鼻まで覆う

出典：首相官邸ホームページ｢ほかの人にうつさないために｣
         （https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html）より加工・編集して作成

１ ２ 3

公衆衛生の豆知識

正しいマスクの着用

おお おお
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　認知症になっても認知症の人やその家族が安心し
て、住み慣れた地域で暮らし続けられるように、市では
いろいろな支援を行っています。

▶認知症地域支援推進員
　認知症になっても住み慣れた地域で暮らし続けられ
るよう、専門的な相談、助言、各サービスへの連携支援
などを行う専門職員が地域包括支援センターに配置さ
れています。

▶認知症ケアパス
　認知症が発症し、症状や状況に応じて受けられる、医
療・介護・支援（サービス）を示した手引き（流れ）です。
地域包括支援センターまたは市の介護保険窓口で配布
するほか、市のホームページにも公開していますので
ご利用ください。

▶�認知症サポーターおよび認知症サポーター養成講座
　認知症サポーターは、地域で認知症を正しく理解し、
認知症の人や家族を温かく見守る活動をしています。
認知症サポーターになるためには、「認知症サポーター
養成講座」の受講が必要です。観音寺市内に住んでいる
方または観音寺市で仕事をされている方、小・中学校、
高等学校などを対象に、認知症サポーター養成講座を
行っています。認知症サポーターになって、認知症の正
しい理解を深め、関わり方を学びませんか？希望され
る方は地域包括支援センターへ問い合わせてくださ
い。

▶認知症カフェ
　認知症カフェは、認知症になっても住み慣れた地域
で安心して、その人らしい生活を継続できるように、認
知症の人およびその家族、地域住民、専門職などの誰も
が気軽に集うことのできる「つどいの場」です。認知症
の人への効果的な支援や、家族負担を軽減できるよう、
専門家のアドバイスを得ながら、気軽に情報交換など
が行える地域の活動拠点となっています。希望される
方は、地域包括支援センターへ問い合わせてください。

▶本人ミーティング
　認知症のご本人同士が集い、自らの体験や、気持ちを
語り合う場です。「集まって楽しい！」に加えて自分た
ちの暮らしやすい地域のあり方を話し合ってみません
か？希望される方は、地域包括支援センターへ問い合
わせてください。

▶認知症家族の会
　認知症の本人が自宅で家族と共に安心して生活する
ためには、家族が元気でいることが一番です。認知症の
方を介護をされている家族の皆さん、一人で抱え込ん
でいませんか？一緒に語り合いましょう。希望される
方は、地域包括支援センターへ問い合わせてください。

認知症高齢者など支援について
観音寺市地域包括支援センター   25-7791問

　介護保険は、40歳以上の方の負担する保険料と公費
で支えられています。65歳以上の方（第1号被保険者）
と40歳以上65歳未満の方（第2号被保険者）では、保険
料算定方法や納付方法が異なります。

▶65歳以上の方（第1号被保険者）
保険料額
　保険料は、介護サービス費用の見込み額や65歳以上
の人数などから算出された基準額（一人あたりの平均
的な負担額）をもとに、被保険者の住民税課税状況と前
年の所得や課税年金収入額、賦課期日現在（4月1日また
は資格取得の日）の同じ世帯の人の住民税課税状況に
よって決まります。同じ収入でも、世帯状況などが異な
れば、介護保険料も異なります。
保険料の納付方法
　65歳になられた方や転入など、新規に資格を取得さ
れた方には、最初は納付書で保険料を納めていただき
ます。その後の納付方法については、受給している年金
の種類などによって2通りに分かれます。
特別徴収
　年金から天引き徴収されます。
��（4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月の6回払い）
普通徴収
　納付書（または口座振替）にて保険料を納付します。
　（7月から翌年2月末日までの8回払い）

保険料とその納め方
税務課 市民税係   23-3922問

　保険料の納付は、便利な口座振替制度をご利用くだ
さい。指定の預貯金口座から、納期限の日に自動的に振
り替え納付されます。
　口座振替取扱金融機関は下記以外にゆうちょ銀行も
利用できます。

▶便利な納付方法����������������������������口座振替制度
税務課 収納係   23-3922問

▶保険料の納付場所
金融機関（全店舗）
◦百十四銀行　　◦香川銀行　　◦観音寺信用金庫
◦香川県農業協同組合　　　　　◦中国銀行
◦伊予銀行　　　◦四国銀行　　◦愛媛銀行
◦高松信用金庫　◦香川県信用組合
◦四国労働金庫　◦香川県信用漁業協同組合連合会
市役所窓口など
◦会計課・大野原支所・豊浜支所・伊吹支所

　保険料の納付方法や納付日などについて、税務課で
は納付に関する相談に応じています。

▶納付についての相談����������������������������納付相談
税務課 徴税係   23-3922問
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次ページに続く

▶1年以上納めないと
　介護サービスを利用したとき、かかった費用の全額
をいったん支払っていただき、その後、申請により保険
給付費（費用額の9割から7割）分を支給します。この際、
滞納分保険料と相殺することがあります。

▶1年6カ月以上納めないと
　いったん支払った介護サービス費用額に対する保
険給付費（費用額の9割から7割）分の請求があっても
支給を行わず、一時差し止めなどの措置をとります。そ
の後、保険料未納状況に改善がみられない場合は、一時
差し止めしている保険給付費分を滞納分保険料に充て
て、差額を支給することがあります。

▶2年以上納めないと
　保険料の未納期間に応じて介護サービスを利用する
ときの一部負担割合を3割（本来は1割または2割）また
は4割（本来は3割）に引き上げます。また、高額介護サー
ビス費などの支給を行いません。

保険料を納めないと
高齢介護課 介護保険係   23-3968   
税務課 徴税係　　　　   23-3922

問

介護保険制度に対するお問い合わせや相談
高齢介護課 介護保険係・介護事業係   23-3968問

高齢者

　高齢者が居宅において、いつまでもその人らしく地域で
生活できることを目的として次の事業を行っています。
◦独居高齢者等安否確認事業
◦ふれあい・いきいきサロン事業
◦給食サービス事業（安否確認）
◦老人クラブ連合会加入促進

高齢者の生きがいと健康づくり推進事業
社会福祉協議会   25-7773問

　一人暮らし高齢者などの急病時に備えて「救急医療
情報キット・きずなカード」を配布しています。

▶�救急医療情報キット=民生委員児童委員協議会
社会福祉協議会   25-7752問

一人暮らしの方のために

　一人暮らしで65歳以上の低所得の方に、急病時など
に備えて緊急通報ができる装置を貸与します。

▶緊急通報用電話機貸与事業
高齢介護課 高齢者福祉係   23-3968問

　65歳以上の一人暮らし、若しくは高齢者のみの世帯ま
たは心身の障がいおよび傷病により、理容店や美容院に
出向くことが困難な方に理美容サービスを提供します。

▶訪問理美容事業
高齢介護課 高齢者福祉係   23-3968問

　65歳以上の一人暮らし、若しくは高齢者のみの世帯
または心身の障がいおよび傷病により、寝具類の衛生
管理が困難な方に洗濯、乾燥および消毒のサービスを
提供します。

▶寝具類など洗濯乾燥消毒サービス事業
高齢介護課 高齢者福祉係   23-3968問

▶�40歳以上65歳未満の方（第2号被保険者）
保険料額
　保険料額は、加入している医療保険によって計算方
法や金額が異なりますので、各医療保険の保険者に問
い合わせてください。
保険料の納め方
　加入している医療保険の医療分保険料と一括して納
めてください。
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▶養護老人ホーム
　環境上の事情および経済的事情のいずれにも該当す
る65歳以上の高齢者で、家庭で生活することが困難な
方は、養護老人ホームへの入所の申し込みができます。
費用は、本人または家庭の課税状況により異なります。

家庭で養護ができないとき
高齢介護課 高齢者福祉係   23-3968問

▶生活管理指導短期宿泊事業
　要介護認定において「自立」と認定された高齢者のう
ち、基本的生活習慣が欠如している一人暮らし高齢者
などを、一時的に養護の必要がある場合に老人福祉施
設の空き部屋を活用して一時的に宿泊させ、生活習慣
などの指導を行うとともに、体調の調整を図ります。

▶老人日常生活用具給付事業
　要援護高齢者や一人暮らし高齢者の在宅での生活を
支援するため、電磁調理器、自動消火器の日常生活用具
を給付費用負担基準により、費用の一部または全部を
負担します。
電磁調理器
対象者：�おおむね65歳以上の低所得者であって、心身機

能の低下に伴い防火などの配慮が必要な一人
暮らし高齢者

自動消火器
対象者：�おおむね65歳以上の低所得の要援護高齢者、一

人暮らし高齢者

介護保険の対象にならない方のための居宅サービス
高齢介護課 高齢者福祉係   23-3968問

▶�家族介護用品支給事業
　観音寺市に居住する65歳以上の高齢者で、在宅で生
活している要介護4・5と認定された方を介護している
家族（住民税非課税世帯）に介護用品（月額6,250円を
限度）を現物支給します。

介護をしている家族の方に
高齢介護課 高齢者福祉係   23-3968問

▶�老人入浴サービス事業
　観音寺市に居住する65歳以上の高齢者で、自宅に入
浴設備がなく、入浴サービスを必要とする人に入浴券
（無料券）を交付します。

▶�コミュニティ入浴事業
　観音寺市に居住する65歳以上の高齢者に健康増進を図ると
ともに高齢者相互のコミュニケーションを深め、仲間づくりや
生きがいづくりを支援するため、入浴券（助成券）を交付します。

65歳以上の方に
高齢介護課 高齢者福祉係   23-3968問

▶�老人憩の家
　地域の高齢者の教養の向上、健康増進、レクリエーショ
ンの場としての施設で、市内には次の施設があります。
◦�観音寺市立老人憩の家　琴陽館　☎25-2749

高齢者の憩いの場として
高齢介護課 高齢者福祉係   23-3968問

▶�敬老祝金
　80歳、88歳、100歳以上の方に、長寿のお祝いと敬老の
意を表すため、祝金を支給しています。（基準日9月15日）
祝金の額
◦80歳　5,000円　◦88歳、90歳　10,000円

長寿を祝って
高齢介護課 高齢者福祉係   23-3968問

　高齢者の転倒防止などの介護予防、在宅生活の継
続を目的に、住宅を改修するための費用の一部（上限
45,000円）を助成します。
対象者
　観音寺市に居住する75歳以上の一人暮らし、または
75歳以上の方が属する高齢者世帯。

住宅改修費を助成
高齢介護課 高齢者福祉係   23-3968問

▶�車いす
　観音寺市に居住する人
　ただし、介護保険要介護2以上の認定を受けている人を除く。

▶�福祉車両
　観音寺市に居住する人

福祉機器の貸し出し
社会福祉協議会   25-7773問

▶�おむつ支給事業
　観音寺市に居住する65歳以上の高齢者で、在宅で生
活している要介護3・4・5の方におむつを支給します。
（家族介護用品支給事業対象者は除きます。）

▶�ねたきり者在宅介護手当支給事業
　観音寺市に居住する65歳以上の高齢者で、在宅で生
活している要介護4・5と認定された方を介護している
方（観音寺市に居住しており、1カ月のうち15日以上介
護していること）に手当（月額5,000円）を支給します。
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