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生　き　が　い　・　応　援

60歳以上の方々をはじめ多くの区民が、趣味や教
養を高めながら仲間づくりをすることができる教室で
す。健康で生きがいのある充実した生活を送ることが
できるように、生涯学習のきっかけをつくります。募
集は毎年２月で、詳しくは「広報えどがわ」でご案内
します。問い合わせは各くすのきカルチャーセンター
（➡P122）へ。

健康や生きがいのために仕事をしたいと考えている
60歳以上の方々が自主的に組織し、区や国・都が積
極的に支援する公益社団法人です。区や企業・一般家
庭などから仕事を引き受け、その中から自分に適した
仕事に従事しながら、自分たちの手で運営しています。
会員になりたい方、仕事を頼みたい方はお問い合わせ
ください。

福祉推進課生きがい係　☎5662-0039
60歳以上の方が、生きがいづくり、健康づくり、仲

間づくりを目的に集まった団体です。現在、区域分け
されたおよそ200のクラブが活発に活動しています。

福祉推進課生きがい係　☎5662-0039
60歳以上の方を対象に、健康の保持・増進および
仲間づくりを目的として行っています。社交ダンスな
どを取り入れた軽運動で、未経験者を対象に初心者教
室も開催しています。

各健康サポートセンター（➡P55）
閉じこもりがちな熟年者が、月１・２回程度、お近
くの町会会館などでボランティアの方々と一日を楽し

�趣味を通して仲間づくりを
くすのきカルチャー教室

�熟年人材センター（高齢者事業団）
シルバー人材センター

（➡P122）

�熟年者相互の親睦に
くすのきクラブ

�健康づくり・仲間づくりに
リズム運動

�閉じこもりを防いで元気に
地域ミニデイサービス

く過ごすことを目的としたサービスです。参加したい
方、ボランティアをしたい方はお問い合わせください。

福祉推進課孝行係　☎5662-0314
米寿（88歳）を迎える方に、誕生月に区から祝い
状を送付します。また、百寿（100歳）を迎える方に、
区からの祝品（２万円相当）をお届けします。

福祉推進課孝行係　☎5662-0314
聴力低下のため、日常の会話にお困りの65歳以上
の方を対象に、補聴器購入資金を助成します（住民税
非課税の方。医師の証明が必要。上限２万円・購入日
から３カ月以内に申請。１人１回限り）。

社会福祉協議会　☎5662-5557
60歳以上で歩行が不自由な方に、歩行補助のため

の杖を支給しています。
※健康保険証などをお持ちください。

東京バス協会　☎5308-6950
都内在住の70歳以上の方が利用できる都バス・民
営バス・都営地下鉄・「日暮里・舎人ライナー」・都電
の乗車証です。住民税の課税状況により費用負担額が
異なります。

長寿（米寿・百寿）を祝って

�聴力が低下した熟年者に
補聴器購入資金の助成

�歩行が不自由な方に
愛の杖

つ え

の支給

東京都シルバーパス

熟 年 者 ※�区では60歳以上の方を、円熟した人格、
熟慮できる知恵、熟達した技量を持つ
方として「熟年者」と呼んでいます。
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福祉推進課孝行係　☎5662-0314

�健康保持・疲労回復に
三療サービス

■三療券・三療割引券取扱施術所　※開廃業など、変更になる場合があります。
施　術　所　名 電　話 所在地施　術　所　名 電　話 所在地

松　島　・　中　央　地　区
健心堂鍼灸マッサージ ☎3653-5670 松島3-15-10
八木田鍼療院 ☎3654-0538 葛飾区新小岩2-10-15-102
柏谷マッサージ治療院 ☎5607-0813 中央1-28-7

いしかわ治療院 ☎5607-8941 中央2-13-11
佐々木はり灸治療院 ☎3653-0335 中央2-25-2

小松川治療院 ☎3636-8385 平井1-3-15
こんや鍼灸治療院 ☎3636-0050 平井1-4-19
下園ひらい治療室 ☎3682-7035 平井4-1-11　ワイズマーク平井101
鍼灸クララ治療室 ☎3617-0023 平井5-14-7
もみの木 ☎3618-5058 平井5-35-5　1F

伊澤針灸治療院 ☎3611-2777 平井6-51-26-101

トムサラン鍼灸院 ☎5875-2421 小松川1-5-2
トニワンショッピングセンター 2F

らいおんハート訪問
鍼灸マッサージ院 ☎5858-9470 小松川2-4-3-105

平 井 ・ 小 松 川 地 区

松江・東小松川・西一之江・一之江地区
桜井治療室 ☎3654-6663 松江3-11-17
京葉マッサージ指圧治療院 ☎3656-0313 松江4-14-4
ひふみ治療院 ☎5662-3045 東小松川3-4-13

岡部指圧マッサージ治療院 ☎3651-6209 西一之江1-4-10
新中川治療院 ☎6231-4733 一之江2-17-5
佐藤治療院 ☎3654-3961 一之江6-8-5

西　小　岩　地　区
千手施術院 ☎090-8115-4244 西小岩3-5-17
尾崎鍼灸治療院 ☎3659-5124 西小岩4-5-24

大江戸按摩 ☎3672-9191 西小岩4-6-3
じおん堂鍼灸院 ☎5693-5589 西小岩4-14-12　サンステータス101

南　小　岩　地　区
あさかわ鍼灸治療院 ☎5694-2550 南小岩3-10-3
相木治療院 ☎3672-8007 南小岩6-11-5
養命閣鍼灸院 ☎3657-3307 南小岩6-18-5

蔵口針灸院 ☎3657-6712 南小岩7-36-24
はごろも治療院 ☎3658-8911 南小岩8-4-15
健康理療センター八峰針灸院 ☎3672-0008 南小岩8-11-9

北　小　岩　地　区
西村はり灸院 ☎3671-2271 北小岩2-4-5　ビアネーズ207

はり・きゅう・
マッサージうさぎ治療院 ☎3657-2205 北小岩2-11-7

厚生鍼灸治療院 ☎3673-2729 北小岩6-8-12

新井治療院 ☎3650-2084 北小岩6-34-9
吉田二子治療院 ☎3671-9823 北小岩6-37-15
灸文 ☎3657-8897 北小岩7-20-18
荒谷治療院 ☎3658-0489 北小岩7-20-23

江戸川区三療師会の協力により、年度内に75歳以上になる方に三療券（はり・きゅう・マッサージが１回の施
術につき、本人負担200円で利用できる券）を年15枚、三療割引券（１回の施術につき本人負担2200円で利用
できる券）を年10枚、希望により差し上げます。年度内に65～74歳になる方には、希望により三療割引券を年
10枚差し上げます。
※出張施術を受けるときの出張費は自己負担となります。
※各券は年度内に１人１冊です。

船 堀 ・ 宇 喜 田 地 区
マッサージルームポピンズ ☎3687-0552 船堀3-13-13

東小岩地区
あんばいや今井 ☎6875-6422 東小岩6-33-18
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熟年者の総合的な相談窓口として、区内に熟年相談室を19カ所、分室を8カ所設置しています。主任ケアマネ
ジャー、社会福祉士、保健師などの専門職が、熟年者やご家族の方からの介護や認知症などのあらゆる相談や支
援を行います。
※必要に応じて訪問もしています。
利用時間　月～土９時～18時　　休業日　日�　�　、年末年始

熟年相談室（地域包括支援センター）（➡P122）

祝休

施　術　所　名 電　話 所在地施　術　所　名 電　話 所在地

清水指圧院 ☎6663-9151 東葛西1-35-7
誠和治療院 ☎3804-2930 東葛西2-1-6

仁鍼灸治療院 ☎5658-8688 東葛西6-6-5
スワームマンション3 1F

あすか鍼灸院 ☎3877-9041 東葛西6-18-15

タカサゴ鍼灸マッサージ ☎5605-3835 西葛西3-4-20
レナシス西葛西101

BNB鍼灸指圧マッサージ院 ☎6456-0915 西葛西6-8-11　葛西産業ビル3F

ハック治療院 ☎6661-4442 西葛西6-24-5
第2コースタルビル204

大嶋治療院 ☎3686-4403 西葛西7-5-6

 葛　西　地　区
高橋治療院 ☎3686-0102 西葛西7-14-3

鍼灸治療室斉藤 ☎3686-2187 南葛西5-13-1
コーポシャルム101

十字堂治療院 ☎3686-0555 南葛西6-19-2
ライオンズマンション405

マッサージ本田 ☎5878-1341 南葛西7-1-6-1219
ちばはりきゅう治療院 ☎3687-7874 南葛西7-2-4-407
大畑鍼灸治療院 ☎5676-4976 中葛西1-13-17
あん鍼館　中葛西治療院 ☎3687-6971 中葛西3-11-13-101
望み鍼灸治療院 ☎3675-1328 中葛西3-19-1　エイスハイツ101
葛西はりきゅう漢方治療室 ☎3878-0705 中葛西5-32-5　郡山ビル5F

あきもと治療院 ☎3679-1166 瑞江1-4-6 秋本ビル１F
峰鍼堂松本治療院 ☎3678-4726 瑞江4-37-4
ねこあんま治療室 ☎5243-5392 篠崎町2-26-7

らくーるはり灸
マッサージ治療院 ☎6638-6089 篠崎町2-28-14

星マッサージ ☎3670-8043 篠崎町3-25-10

やすらぎ治療院 ☎5666-6568 篠崎町7-26-2
プロバンスファーム201

 瑞　江　・　篠　崎　地　区

あしすと鍼灸
マッサージ院 ☎3698-0211 下篠崎町9-2-201

鍼灸創健堂 ☎3670-5198 南篠崎町1-22-7
太白堂 ☎3676-0350 南篠崎町2-7-20
市橋鍼灸院 ☎5666-2189 南篠崎町2-10-9
ささだ治療院 ☎5243-2880 南篠崎町3-18-3

こじま治療院 ☎3698-6323 南篠崎町5-13-40-401
トミンハイム

鹿骨・上一色・本一色・東松本地区
角針灸院 ☎3679-0075 鹿骨2-33-23
杏鍼灸院 ☎3651-8918 上一色2-16-18
長生館治療院 ☎3652-7607 上一色2-19-3

延寿堂はり・灸・
指圧治療院 ☎3651-4236 本一色2-16-4

康心堂鍼灸院 ☎3650-7426 東松本1-2-20

熟　年　者　サ　ー　ビ　ス

介護ホットライン	 ☎5662-0400	
認知症ホットライン	 ☎3652-2300	
24時間介護電話相談　	
　西葛西　熟年相談室　なぎさ和楽苑
	 ☎3675-7676	
　東小岩　熟年相談室　泰山	 ☎5622-0556

熟年者の介護・福祉の電話相談（➡P42）

介護保険課事業者調整係　☎5662-0032
熟年相談室（地域包括支援センター➡P122）ごと
に介護に関する教室や交流会を実施しています。
■介護者交流会
在宅で熟年者を介護している家族の方を対象に、介
護に必要な知識を学んだり、介護者同士の情報交換を
したりする場です。
■介護予防教室
運動や口

こう

腔
くう

機能の低下などの予防とともに、認知症
の啓発や正しい理解などを中心に認知症予防をテーマ
にした、健康でいきいきと暮らしていくための教室です。

介護者の支援や認知症予防は
介護者交流会など
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福祉推進課孝行係　☎5662-0314
区では、65歳になる方に

「入浴証引換券」をお送りし
ます。その引換券を区内の銭
湯で「入浴証」と交換してご
利用ください。１回につき通
常料金470円を230円で、
いつでも、何回でも利用でき
ます。銭湯で地域の皆さんと
触れ合い、健康な毎日をお過
ごしください。

福祉推進課孝行係　☎5662-0314
■熟年者激励手当
60歳以上で介護保険の要介護４または５の住民税
非課税世帯の在宅の方に、月額１万5000円の手当を
支給します（介護保険施設および病院などへの入所・
入院中の方を除く）。
■寝具乾燥消毒・水洗いクリーニング
60歳以上で介護保険の要介護４または５の在宅の
方に、毎月１回布団や毛布などの乾燥消毒をします。
また、年２回、敷布団または掛布団の水洗いも実施し
ます。
※１割の利用者負担があります。
■福祉理美容サービス
60歳以上で介護保険の要介護４または５の在宅の
方に、理美容師が出張してサービスを実施します。
※１割の利用者負担があります。

福祉推進課孝行係　☎5662-0314
熟年者が、生活支援のためのサービス（介護保険適
用外）を必要な場合に利用できますので、最寄りの相
談窓口にご相談ください。
〔相談窓口〕
介護保険課相談係　☎5662-0061
各健康サポートセンター（➡P55）
各熟年相談室（地域包括支援センター）➡P122
■シルバーカー（歩行車）の給付
介護保険適用外の歩行車を必要とする65歳以上で
住民税非課税の方に、給付します（要介護４・５の方
は除く）。

銭湯で“いい気分”を満喫して健康長寿
健康長寿協力湯

えどがわ銭湯応援
キャラクター
「お湯の富士」

銭湯に行って
健康長寿っすぅ〜

要介護４または５の在宅の方に
熟年者激励手当など

在宅介護を支援するために
生活支援サービス事業

※１割の利用者負担があります。
■紙おむつ・防水シーツの支給
紙おむつを必要とする60歳以上の方に、紙おむつ
を支給します。また、必要な方には防水シーツ（年に
２枚まで）も支給します。
※１割の利用者負担があります。
■おむつ使用料の助成
区支給の紙おむつが持ち込めない病院に入院した
60歳以上の方に、助成します（同月内で上記「紙お
むつの支給」との併用はできません）。
〔助成額〕使用料の９割・月額8100円限度
■熟年者徘

はい
徊
かい
探索サービス

徘徊行動のある60歳以上の方が行方不明となった
とき、GPS専用探索器を使って現在位置を家族にお
知らせするサービスです。その利用料の一部を助成し
ます。
■配食サービス
65歳以上のひとり暮らしなどで、食事づくりが困

難な方に配食を実施します（弁当代は実費負担）。

社会福祉協議会　☎5662-5587
現在お住まいの自己所有の不動産（土地・建物）に
将来にわたって住み続けることを希望する低所得の高
齢者世帯に対し、その不動産を担保として生活資金を
お貸しします。
対象世帯は、①65歳以上の単身の世帯、②65歳以
上の夫婦のみの世帯、③65歳以上の単身者または夫
婦とその親が同居している世帯のいずれかで、担保と
なる不動産にほかの担保権が設定されていないことな
どの要件があります。詳しくはお問い合わせください。

住宅課相談係　☎5662-0517
民間賃貸住宅に住み、取り壊しなどにより家主から
転居を求められた熟年者の世帯に転居後の家賃差額な
どを助成します。新しい住宅の契約後は助成の対象と
なりません。事前にご相談ください。
※所得制限があります。

福祉推進課住まいの改造係　☎5662-0043
介助を必要とする熟年者が車いすなどで生活しやす
いように、住まいの浴室やトイレなどを改造する場合、
所得に応じて費用の８～10割（上限200万円）を助

不動産を担保に
生活資金貸付

アパートの転居を求められている方へ
民間賃貸住宅家賃等助成

�介助が必要な熟年者のために
住まいを改造する方へ
住まいの改造助成
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成します。工事着工前にご相談ください。
※介護保険制度の対象となる方は、介護保険の住宅改
修費が優先します。

宅地建物取引業協会　☎3654-0411
熟年者が住まい探しを安心して相談できるよう、江
戸川区と協定している東京都宅地建物取引業協会江戸
川区支部では、熟年者に親切な不動産店の店頭にス
テッカーを掲示し、住まい探しの相談やあっせんなど
をします。

熟年者住まいのボランティア推進協議会	
☎3655-6448（事務局：東京土建江戸川支部内）
65歳以上の方のみの世帯（単身者・夫婦など）で、
家の中の修理が自分ではできない方を対象に、区内の
大工さんたちのグループが補修工事のボランティアを
行っています。戸の建てつけ修理など、半日程度で終
わる補修工事を無料で行います（材料費は自己負担）。

福祉推進課孝行係　☎5662-0314
■地域支援ネットワークによる見守り
子どもから熟年者まで障害の有無に関係なく、住み
慣れた地域で安心して暮らせる地域共生社会の実現の
ため、地域での見守りなどなごみの家（➡P123）を
中心としたネットワークを推進していきます。
■熟年相談室による目配り訪問
ひとり暮らしなどの熟年者で、目配りが必要と思わ
れる方がいましたら、区または区域を担当する民生・
児童委員、お近くの熟年相談室（地域包括支援セン
ター➡P122）へご相談ください。
■民間緊急通報システム「マモルくん」
『自宅で倒れても…マモルくんがあれば安心! 』
体調が悪くなった時にボタンを押すと、24時間委
託している警備会社の警備員がかけつけます。必要に
応じて救急車の手配も行います。また、ライフリズム
センサーや火災感知器でも見守り、月１回の安否確認
の電話も行います。
65歳以上の方がいる世帯が対象で、希望により区
の契約料金で設置します（減額制度もあります）。

住まいをお探しの方に紹介します
「熟年者に親切な店」

熟年者の住まい補修をお手伝いします
熟年者住まいのボランティア

安全安心な生活のために
ネットワークによる見守り

福祉推進課孝行係　☎5662-0314
熟年者宅を訪問または電話をかけ、話し相手となる
ボランティアです。孤独感をお持ちの熟年者の不安や
寂しい気持ちを和らげるお手伝いをします。
ふれあい訪問員制度をご利用になりたい方、また、
訪問員になりたい方はお問い合わせください。

江戸川・葛西・小岩消防署（➡P130）
消防官が直接ご家庭を訪問し、防火・防災に関する
相談や防火診断を行っています。ご相談はお近くの消
防署へ。

65歳以上で寝たきりまたは要介護認定を受けた方
は、申請により、障害者控除対象者の認定を受けられ
る場合があります。この認定を受けると、本人、また
はその扶養者には障害者控除が認められ、所得税・特
別区民税・都民税が減額される場合があります。
▷障害者控除対象者の認定書の申請は…
　介護保険課認定係�（☎5662-0843）
　介護保険課相談係�（☎5662-0061）
▷税の減額については…　
　江戸川北税務署� （☎3683-4281）
　江戸川南税務署� （☎5658-9311）
　課税課� （☎5662-1008・1009）

介護保険課相談係　☎5662-0061
■養護老人ホーム
家庭環境上の理由と経済的理由により、在宅で生活
することが困難な概

おおむ

ね65歳以上の熟年者のための施
設です（介護度の高い方の入所は困難です）。費用は
本人の収入・扶養義務者の所得の状況により異なりま
す（➡P123）。
■特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）
常に介護が必要で、自宅では介護ができない方のた
めの施設です。原則として要介護３以上の方が入所の
対象です。入所の申し込みは各施設で行っています
（➡P123）。
■軽費老人ホーム（Ａ型・Ｂ型、ケアハウス、都市型
軽費老人ホーム）
60歳以上で、住宅事情などにより家庭で生活する

ことが困難な熟年者のための施設です（Ｂ型は自炊）。

熟年者に心のサービス
ふれあい訪問員

熟年者や体の不自由な方を火災から守るために
消防官の防火指導

寝たきりなどの熟年者に税の減額
障害者控除対象者認定書

老人ホームに入りたい方は
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■有料老人ホーム
入所の条件、サービス内容などについては施設に
よって異なります。入所については各施設に直接ご相
談ください。

各熟年相談室（地域包括支援センター➡P122）
介護保険課相談係　☎5662-0061
介護保険課指導係　☎5662-0892（施設での虐待は
こちら）
事実確認を行い、方針を決定し、支援・指導等を行
います。
※相談者の個人情報は守られます。

「高齢者虐待かも」と感じたら

健康サービス課健康サービス係　☎5661-2473
65歳以上の方を対象に、インフルエンザ・肺炎球

菌ワクチン予防接種費用の一部を助成します。予防接
種予診票を実施時期に合わせて対象者に送付します。
※紛失・転入などで予防接種予診票がない場合は、お
問い合わせください。
※60歳以上65歳未満で、心臓・腎臓・呼吸器・ヒト
免疫不全ウイルスによる免疫機能のいずれかに身体
障害者手帳１級相当の障害のある方も対象となりま
す。詳しくは、お問い合わせください。

熟年者の予防接種は

介 護 保 険

介護保険課保険料係　☎5662-0827
介護保険は、本人や家族が抱える介護の不安や負担
を、社会全体で支え合うための制度です。介護保険の
加入者は、原則として65歳以上の方（第１号被保険者）

介護保険制度 全員と40～64歳の医療保険に加入している方（第２
号被保険者）です。加入手続きは不要です。

介護保険課保険料係　☎5662-0827
65歳以上の方と40～ 64歳で要支援・要介護認定

介護保険被保険者証（若草色）の交付

くつろぎの家・くつろぎの間
くつろぎの家・くつろぎの間は熟年者にゆっくりと
くつろいでいただくための施設です。
利用できる方　区内在住の60歳以上の熟年者
利用証　くつろぎの家・各くつろぎの間で共通の利
用証を発行します（利用の際に係員に見せてくだ
さい）
初めてご利用の方　健康保険証などをお持ちくださ
い（詳しくは、各施設にお問い合わせください）
利用料金　無料
利用時間　９時～16時30分

江戸川2-13　☎3670-6324
利用日　毎日
※年末年始および施設点検日
を除く。

《交通》　 京成バス
▷�JR小岩駅、瑞江駅から小73・小76「江戸川清掃
工場（くつろぎの家）」
▷�一之江駅から小72「東部区民館入口」
▷�新小岩駅から新小71「東部区民館入口」
※「江戸川清掃工場（くつろぎの家）」から徒歩３分、�
「東部区民館入口」から徒歩９分。
※令和２年中に閉館予定。

くつろぎの家
くつろぎの間

施設名 所在地 電　話 利用日 参照
ページ

小 松 川 区 民 館 平井4-1-1 ☎3683-5249

毎日
P25

葛 西 区 民 館 中葛西3-10-1 ☎3688-0435
小 岩 区 民 館 東小岩6-9-14 ☎3657-7611
鹿 骨 区 民 館 鹿骨1-54-2 ☎3678-6114
上一色コミュニティセンター 上一色2-6-10 ☎3674-1381

P29
清新町コミュニティ会館 清新町1-2-2 ☎3878-1981
平井コミュニティ会館 平井4-18-10 ☎3683-3241

月 水
金南 葛 西 会 館 南葛西6-8-9 ☎3686-9411

一之江コミュニティ会館 一之江2-6-15 ☎3654-5320
※年末年始などは休館します。

足湯につかろう！
くつろぎの家に隣接しています。くつろぎ

の家の開館日に、どな
たでもご利用いただけ
ます。
利用時間　10時～16時
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を受けた方にお送りします。被保険者証は介護保険
サービスが必要になったとき、要支援・要介護認定を
申請する際に必要です。
※要支援・要介護認定されていない方の被保険者証は、
有効期限がありません。大切に保管してください。

介護保険課保険料係　☎5662-0827
⑴　65歳以上の方（第１号被保険者）
①年額18万円以上の老齢・退職年金などを受給し
ている方⇨年金から差し引かれます。
　※�年度の途中で65歳になった方・転入した方な
どは、しばらくの間は次の②の方法で納めてく
ださい。

保険料の納め方

■介護保険申請受付窓口
　・�各熟年相談室（地域包括支援センター➡P122）
　　⇨月～土　９時～18時（　�　、年末年始を除く）
　・�介護保険課相談係（区役所2階2番）☎5662-0061
　　��⇨月～金　８時30分～17時� �
� （　�　、年末年始を除く）

　・�各健康サポートセンター（➡P55）
　　��⇨月～金　８時30分～17時� �
� （　�　、年末年始を除く）

■申請に必要なもの
　・�介護保険被保険者証（40～64歳の方は、医療保

祝休

祝休

祝休

険の保険証）
　・�マイナンバー（個人番号）確認書類：マイナンバー
カード、通知カードなど

　・�本人確認書類：【いずれか１つ】マイナンバーカー
ド、運転免許証、パスポートなど

　　��【いずれか２つ】介護保険被保険者証、介護保険
負担割合証、医療保険被保険者証など

※�代理人による申請の場合は、代理人の身元確認書類
と代理権の確認書類も必要です。

介護保険課認定係　☎5662-0843
支援や介護が必要であると「認定」を受けた場合に、介護保険サービスが利用できます。介護保険サービスを
希望する方は、下記の介護保険申請受付窓口で要支援・要介護認定の申請をしてください。申請は、本人のほか
家族でもできます。ただし、40～64歳の方は、特定疾病＊が原因で介護が必要となった場合に限ります。

介護保険サービスが必要になったら

介護保険課認定係　☎5662-0843
申請をすると、調査員が自宅などを訪問し、全国一
律の方法で、心身の状態や日中の生活、家族・居住環
境などを調査します。この調査結果と、主治医の意見

要支援・要介護認定

＊介護保険で対象となる特定疾病は、次の16種類の病気です。

①筋
きん

萎
い

縮
しゅく

性
せい

側
そく

索
さく

硬
こう

化
か

症
しょう

②後
こう

縦
じゅう

靱
じん

帯
たい

骨
こっ

化
か

症
しょう

③骨
こっ

折
せつ

を伴
ともな

う骨
こつ

粗
そ

鬆
しょう

症
しょう

④多
た

系
けい

統
とう

萎
い

縮
しゅく

症
しょう

⑤初
しょ

老
ろう

期
き

における認
にん

知
ち

症
しょう

⑥脊
せき

髄
ずい

小
しょう

脳
のう

変
へん

性
せい

症
しょう

⑦脊
せき

柱
ちゅう

管
かん

狭
きょう

窄
さく

症
しょう

⑧早
そう

老
ろう

症
しょう

⑨糖
とう

尿
にょう

病
びょう

性
せい

神
しん

経
けい

障
しょう

害
がい

・糖
とう

尿
にょう

病
びょう

性
せい

腎
じん

症
しょう

お
よび糖

とう

尿
にょう

病
びょう

性
せい

網
もう

膜
まく

症
しょう

⑩脳
のう

血
けっ

管
かん

疾
しっ

患
かん

⑪進
しん

行
こう

性
せい

核
かく

上
じょう

性
せい

麻
ま

痺
ひ

・大
だい

脳
のう

皮
ひ

質
しつ

基
き

底
てい

核
かく

変
へん

性
せい

症
しょう

およびパーキンソン病
びょう

⑫閉
へい

塞
そく

性
せい

動
どう

脈
みゃく

硬
こう

化
か

症
しょう

⑬関
かん

節
せつ

リウマチ
⑭慢

まん

性
せい

閉
へい

塞
そく

性
せい

肺
はい

疾
しっ

患
かん

⑮両
りょう

側
そく

の膝
しつ

関
かん

節
せつ

または股
こ

関
かん

節
せつ

に著
いちじる

しい変
へん

形
けい

を伴
ともな

う変
へん

形
けい

性
せい

関
かん

節
せつ

症
しょう

⑯がん

※⑯は医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。

書をもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成される
「介護認定審査会」で審査が行われ、介護が必要な度
合い（要介護度）などが判定されます。認定の結果は、
申請から原則30日以内に届きます。
【要支援１・２】⇒�介護予防サービス、介護予防・生

活支援サービス事業を利用できま

②上記以外の方⇨口座振替または区から郵送する納
付書で、金融機関・コンビニエンスストアなどで
納めてください。

⑵　40～64歳の方（第２号被保険者）
医療保険の保険料と一緒に納めます。詳しくは加
入している医療保険者にお問い合わせください。

介護保険課認定係　☎5662-0843
要支援・要介護認定を受けている方や、認定申請中
の方が転入・転出するときは、転入した日（異動日）
から14日以内に介護保険課または各事務所（➡P25）
の保険年金係へ届け出てください。転入前の認定結果
が転入後の区市町村に引き継がれます。

転入・転出時の届け出
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す（居宅サービスなど）。
【要介護１～５】⇒�介護サービスを利用できます（居

宅サービス、施設サービスなど）。
【非該当】⇒�介護予防・日常生活支援総合事業を利用

することもできます（➡P78）。

介護保険課給付係　☎5662-0309
介護保険サービスの自己負担割合は、利用者本人と

利用者の自己負担割合
介護保険負担割合証（びわ色）の交付

同じ世帯にいる65歳以上の方の所得などにより「１
割～３割」になります。要支援・要介護認定を受けて
いる方と介護予防・生活支援サービス事業対象者に、
自己負担割合が記載された「介護保険負担割合証」を
お送りします。被保険者証と一緒に保管し、サービス
利用時にご提示ください。
※所得金額の変更や世帯の異動により、負担割合が変
更になる場合があります。

介護保険課給付係　☎5662-0309
在宅で介護サービスを利用するときは、ケアプラン（どのようなサービスをどの程度利用するかを決めた計画
書）を作成し、その計画に基づきサービスを利用します。まずは、要支援１・２の方は熟年相談室（地域包括支
援センター➡P122）に、要介護１～５の方は居宅介護支援事業所のケアマネジャーに相談してください。
※介護保険サービスを利用したときは、原則として、かかった費用の一部を負担していただきます。また、施設
を利用するサービスは、食費・居住費（滞在費）、日常生活費などの費用が別途必要です。
■居宅サービス
自宅を中心に利用するサービスです。
介�⇨要介護１～５の方が利用できるサービス　　支�⇨要支援１・２の方が利用できるサービス

介護保険サービスの利用

種　　類 内　容

自宅に訪問してもらって受けるサービス

訪問介護＊１ 介

＊１　要支援１・２の方は、介護予防・
　　　生活支援サービス事業（➡P78）
　　　が利用できます。

訪問入浴介護 介・支

訪問看護 介・支

訪問リハビリテーション 介・支

居宅療養管理指導 介・支

日帰りで施設などに通って受けるサービス
通所介護（デイサービス)＊１ 介

通所リハビリテーション（デイケア) 介・支

一時的に施設などに入所して受けるサービス
短期入所生活介護（ショートステイ) 介・支

短期入所療養介護 介・支

在宅介護の環境を整えるサービス
福祉用具貸与 介・支

福祉用具購入 介・支

住宅改修 介・支

その他のサービス 特定施設入居者生活介護 介・支

■地域密着型サービス
住み慣れた地域での生活を継続できるよう、地域の特性に合わせて柔軟な体制で提供されるサービスです。利
用者は江戸川区民に限られます。

種　　類 内　容
24時間対応の訪問サービス 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 介

＊２　 要支援１の方は利用できません。

＊３　 原則として要介護３以上の方が入
所の対象です。

夜間のサービス 夜間対応型訪問介護 介

複合的なサービス
小規模多機能型居宅介護 介・支

看護小規模多機能型居宅介護 介

日帰りのサービス 地域密着型通所介護 介

認知症の方向けのサービス
認知症対応型通所介護 介・支

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）＊２ 介・支

小規模施設サービス
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護＊３ 介

地域密着型特定施設入居者生活介護 介
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■施設サービス
要介護１～５の方が利用できるサービスです。入所を希望する場合は、介護保険施設（所在地・電話番号は➡
P123）に直接お申し込みください。

種　　類 内　容
生活介護が中心の施設 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）＊４ 介

＊４　 原則として要介護３以上の方が入
所の対象です。

介護やリハビリが中心の施設 介護老人保健施設 介

医療と介護を一体的に提供する施設 介護医療院 介

医療が中心の施設 介護療養型医療施設 介

介護保険課給付係　☎5662-0309
世帯内で同じ月に利用したサービスの利用者負担の
合計が高額になったときは、所得区分に応じて、利用
者負担の上限額を超えた額が、申請により支給されま
す。
※該当する方には、サービスを受けた月から約３カ月
後に、区から直接お知らせします。
※介護予防・生活支援サービスについても、相当する
事業があります。詳しくは介護保険課事業者調整係
（☎5662-0032）にお問い合わせください。

介護保険課給付係　☎5662-0309
世帯内で介護保険と医療保険の自己負担額を合算し
て高額になったときは、世帯の自己負担限度額（毎年
８月～翌年７月末の年額）を超えた額が、申請により
「高額医療合算介護サービス費」として支給されます。
※介護保険と医療保険の両方に自己負担額がある世帯

高額介護サービス費の支給

高額医療・高額介護合算療養費制度

が対象となります。
※申請については、基準日（７月31日）に加入して
いる医療保険者にお問い合わせください。

介護保険課給付係　☎5662-0309
介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）や介護老
人保健施設などに入所する方、およびショートステイ
を利用する方は、要件に該当する場合、申請により食
費・居住費（滞在費）が減額されます。詳しくはご相
談ください。

介護保険課給付係　☎5662-0309
世帯全員が住民税非課税で、世帯の収入や預貯金額
などが、区の定める基準に該当する場合、申請により
介護保険サービス（食費・居住費などを含む）を利用
する費用の25％（老齢福祉年金受給者は50％）が減
額されます。詳しくは、ご相談ください。

施設サービスなどの食費・居住費の減額
介護保険負担限度額認定証（白色）の交付

生計困難者に対する利用者負担の減額

介護保険課事業者調整係　☎5662-0032
■介護予防・生活支援サービス事業
要支援１・２の方や、65歳以上の方で基本チェックリストの結果により、介護予防・生活支援サービス事業
対象者になった方が利用できるサービスです。サービスによって、利用者負担があります。サービスの利用につ
いては、熟年相談室（地域包括支援センター➡P122）にご相談ください。
[事業の一例]

介護予防・日常生活支援総合事業

種　類 内　容
訪問型サービス 訪問により、掃除や洗濯などの日常生活上の支援を行います
通所型サービス 食事や入浴のサービス、生活機能訓練維持向上のための体操などが日帰りで受けられます
介護予防ケアマネジメント サービスを適切に提供するためのケアプランを作成します

■一般介護予防事業
65歳以上の全ての方およびその支援のための活動に関わる方を対象とした事業です。
[事業の一例]

種　類 内　容

熟年介護サポーター 区内の介護施設などで支援活動（お手伝い）を行い、活動時間に応じてポイント（1時間＝1ポイント
100円）が付与されます

にこにこ運動教室 音楽や脳トレーニング、有酸素運動などを取り入れた運動を行います
口腔ケア健診
(江戸川歯

は

つらつチェック)
お近くの歯科医院で毎年１回受けられます。飲み込む力、かむ力などを測定し、誤えん性肺炎や低栄
養の重度化を予防する健診です
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