
【認定請求に必要なもの】
　①印鑑（朱肉を使うもの）
　②健康保険証の写し（父と母の分）
　③�請求者の預金通帳の写し
　④個人番号が分かるもの（父と母の分）
※�その他、必要に応じて提出していただく書類があります。
※�添付書類は、後日提出しても良い場合がありますの
で、確認してください。
児童手当関係届一覧

児童福祉・ひとり親福祉� 市民課　☎21-9015　社会福祉課　☎24-7031

福祉・介護

届出 提出が必要なとき
認定請求書 新たに児童手当を受けるとき
現況届 全ての受給者（毎年6月）

額改定届 出生・養子縁組等により養育する児童に増減があった
とき

消滅届 他市町村に引っ越したとき
離婚・養子離縁等で児童を養育しなくなったとき

氏名・住所
変更届 受給者・児童の氏名や住所が変わったとき

口座変更届 口座を変更したいとき（配偶者・児童名義には変更で
きません）

公務員の方へ
　公務員の場合は、所属している長から支給されます
ので勤務先に請求してください。受給資格者が公務員に
なったとき、または公務員でなくなったときは、必ず市
民課または各振興局市民福祉課に届け出てください。

児童扶養手当
社会福祉課

　父または母と生計を共にできない18歳に達する日以
降の最初の3月31日までの間にある児童または20歳未
満で、心身に中度以上の障害のある児童を養育している
父または母や父母に代わって児童を養育している方に
支給されます。両親が居てもいずれかに極めて重度の障
害がある場合には支給されます。
　ただし、所得制限があります。

児童手当
①支給要件
　出生から中学校修了前（15歳到達後最初の3月31
日）までの児童を養育されている方に支給します。
　ただし、夫婦共働きの場合は、児童の生計を維持し
ている程度の高い方に受給資格があります。所得や健
康保険証の適用など、総合的に判断しますので、詳細
は、問い合わせてください。
②支給額（月額）

第1子 第2子 第3子以降
3歳未満 15,000円 15,000円 15,000円

3歳～小学6年生 10,000円 10,000円 15,000円
中学生 10,000円 10,000円 10,000円

※�所得制限により、基準額以上の方は、特例給付として児童
1人につき、月額5,000円となります。基準額については、
問い合わせてください。
③支払時期
　4カ月分ずつまとめて、6・10・2月の年3回支給しま
す。支払月の15日（休日の場合は、前日の営業日）に指
定の金融機関に振り込みます。
　　� 6月15日…2・3・4・5月分
　　10月15日…6・7・8・9月分
　　� 2月15日…10・11・12・1月分
手続き
　初めて赤ちゃんが生まれたとき、他市町村から転入
したときなどに「認定請求」をすることが必要です。
原則として、申請した月の翌月分から支給します。た
だし、出生日や転入した日（異動日）が月末に近い場合
は、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以
内であれば、申請月分から支給します。市民課または
各振興局市民福祉課の窓口に次のものを持参の上、手
続きしてください。

児童手当
市民課
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身体障害者手帳
　事故や病気などで身体に障害のある方に身体障害
者手帳が交付されます。この手帳を持っている方は、
各種の援助や制度を利用することができます。
　該当する障害は、視覚、聴覚、言語機能、肢体、心臓機
能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう機能、直腸機能
などです。

療育手帳
　こども家庭センターまたは知的障害者更生相談所
で知的障害・発達障害があると判定された方に交付さ
れます。この手帳を取得することで、各種の援助や制
度を利用することができます。
精神障害者保健福祉手帳
　精神障害者保健福祉手帳は、精神障害・発達障害の
ある方に交付されるもので、この手帳を取得すること
で、各種の援助や制度が受けやすくなります（2年ごと
の更新手続きが必要です）。

各種手帳の交付
障害者福祉� 社会福祉課　☎24-7033（各振興局市民福祉課）

特別児童扶養手当
社会福祉課

　20歳未満で、身体または精神に障害のある児童を
監護する父または母や父母に代わってその児童を養
育している方に支給されます（所得制限があります）。
　ただし、支給額は改定されることがあります。
支給額
　　1級（重度）障害児　月額51,700円（平成30年4月現在）
　　2級（中度）障害児　月額34,430円（平成30年4月現在）
●�児童が児童福祉施設に入所している場合や、児童が公
的年金を受けることができる場合は支給されません。

母子父子寡婦福祉資金
社会福祉課

　ひとり親家庭および寡婦のための貸付金には、就学

母子家庭等高等職業訓練促進給付金
社会福祉課

　各種資格を取得するため、養成機関における1年以上
のカリキュラムを修業し、その資格取得が見込まれる母
子家庭の母または父子家庭の父に対して訓練促進給付
金が支給されます。事前相談が必要です。

ひとり親家庭相談窓口
社会福祉課

　母子・父子自立支援員が、離婚前の相談や、ひとり親家
庭のさまざまな悩みごとの相談を受けています。相談は
無料で秘密は厳守します。気軽に相談してください。

母子家庭等自立支援教育訓練給付金
社会福祉課

　母子家庭の母または父子家庭の父を対象として、各
種資格を取得するための指定講座の受講に対し、本人
が支払った費用の60％に相当する額（20万円が上限）
が支給されます。
　ただし、雇用保険にある同様の制度の対象となる方
は差額が支給されます。事前相談が必要です。

支給額（平成30年4月改定）
（全部支給）
　児童1人の場合　月額42,500円
　児童2人の場合　月額52,540円
　�3人以上の場合は、1人につき月額6,020円が加算さ
れます。

（一部支給）
　児童1人の場合　月額42,490円～10,030円
　児童2人の場合　月額52,520円～15,050円
　�3人以上の場合は、1人につき月額6,010～3,010円
が加算されます。

支度資金、修業資金、修学資金などがあり、各資金はそ
れぞれ貸付限度額、償還期間、利子などが異なります。
詳細は、問い合わせてください。
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種別 内容

居宅介護
（ホームヘルプ）

　入浴、排せつ、食事の介護など、在宅生活におけ
る介護サービスを行います。

重度訪問介護
　重度の肢体不自由者または重度の知的障害も
しくは精神障害により行動上著しい困難を有し
常に介護を必要とする方に、入浴、排せつ、食事の
介護および移動の介護などを総合的に行います。

同行援護
　視覚障害で移動に著しい困難を有する方に、移
動に必要な情報提供、移動の援護、外出する際の
必要な援助を行います。

行動援護
　知的障害、精神障害で、常に介護を必要とする
方に、移動の介護、危機回避のための支援を行い
ます。

療養介護
　医療と常時介護を必要とする方に、病院などの
施設において行われる機能訓練、必要な医療、療
養上の管理、看護、医学的な管理下における介護
などを行います。

生活介護
　常に介護を必要とする方に、日中の支援施設な
どで入浴、排せつ、食事などの介護や創作的活動、
生産活動等の機会を提供します。

短期入所
（ショートステイ）

　自宅で介護を行う方が疾病の場合などに、短期
間障害者福祉施設で必要な介護などを行います。

重度障害者等
包括支援

　常に介護を必要とする方であって、その必要性
が高い方に、居宅介護などの障害福祉サービスを
包括的に提供します。

施設入所支援 　障害者支援施設等に入所する方に夜間や休日
に、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。

自立支援医療
　精神疾患のある方への通院医療費、身体障害者（児）
の障害を軽減して、日常生活能力等を回復・改善する
ために必要な医療（手術）の医療費の一部を、公費で負
担する制度です。なお、この制度を受けられる場合は、
事前に申請が必要です（所得制限があります）。
補装具
　身体上の障害を補うための用具の購入、借受けまた
は修理に必要な金額の支給を行います。ただし、補装
具により助成できる金額に上限があります。なお、こ
の制度を受けられる場合は、事前に申請が必要です。
　自己負担額は、原則、補装具の購入、借受けまたは修
理に必要な金額の1割です（所得制限があります）。
　●補装具の例
　　�車いす、義肢、歩行器、歩行補助杖、盲人安全杖、義

眼、眼鏡、補聴器など
日常生活用具
　在宅で重度障害の方および難病患者の方が、日常生
活をより快適に送れるように、さまざまな日常生活用
具の給付などを行います。
　年齢・手帳の障害内容によって受けられる品目が異
なります。なお、この制度を受けられる場合は、事前に
申請が必要です。
　自己負担額は、原則、日常生活用具の購入に必要な
金額の1割です（所得制限があります）。
　●用具の例
　　�特殊マット、移動・移乗支援用具、入浴補助用具、

聴覚障害者用屋内信号装置など
障害児福祉手当
　在宅で20歳未満の重度の障害児で、日常生活で常
に介護が必要な方に、障害児福祉手当を支給します。
　ただし、福祉施設に入所している方は、この手当の
対象になりません（所得制限があります）。
特別障害者手当
　在宅で20歳以上の著しく重度の障害者で、日常生
活において常に特別の介護が必要な方に、特別障害者
手当を支給します。
　ただし、福祉施設に入所、または3カ月を超えて病院
などに入院している方は、この手当の対象になりませ
ん（所得制限があります）。
重度心身障害者（児）介護手当
　65歳未満の重度障害者を在宅で介護している方に
支給します。
　介護保険サービス、障害者総合支援法によるサービ
スを利用していない市町民税非課税世帯の方が対象
です。施設に入所、または3カ月を超えて入院している
方は対象になりません。

心身障害者扶養共済制度
　障害者の保護者が加入でき、加入者が死亡または重
度障害と認められた場合に、残された障害者に年金を
支給する制度です。
　●加入できる方
　　（1）知的障害者の保護者
　　（2）身体障害者手帳1～3級所持者の保護者
　　（3）�精神または身体に永続的な障害のある方で、

上記（1）（2）と同程度の障害と認められる者
の保護者

豊岡市福祉金
　身体障害者手帳（1・2級）、療育手帳（A）、精神障害者
保健福祉手帳（1級）を所持している方で、豊岡市内に
1年以上居住の方に、豊岡市福祉金として月額2,000
円を支給します（所得制限があります）。
在宅重症心身障害児（者）訪問看護利用支援助成金
　在宅の重症心身障害児（者）（肢体の不自由の身体障
害者手帳1級および療育手帳A判定の両方を所持する
者）が訪問看護ステーションを利用した場合の利用料
を助成します（所得制限があります）。
介護給付

助成とサービス� 社会福祉課　☎24-7033（各振興局市民福祉課）
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訓練等給付
種別 内容

共同生活援助
（グループホーム）

　就労または自立訓練、就労移行支援などを受け
ている方に、共同生活を行う住居で日常生活上の
援助を行います。

自立訓練
　自立した日常生活または社会生活ができるよ
う、一定期間、身体機能または生活能力の向上の
ために必要な訓練を行います。

就労移行支援
　一般企業などへの就労を希望する方に、一定期
間、就労に必要な知識および能力の向上のために
必要な訓練を行います。

就労継続支援
　一般企業などでの就労が困難な方に、働く場を
提供するとともに、知識および能力の向上のため
に必要な訓練を行います。

就労定着支援 　一般就労へ移行した方に、就労の継続を図るた
めに必要な連絡調整や指導・助言を行います。

自立生活援助 　一人暮らしに必要な理解力や生活力を補うた
めに、定期的な訪問等の支援を行います。

障害児通所給付
種別 内容

児童発達支援 　就学前児童を対象に、日常生活における基本的
な動作指導、集団生活への適応訓練を行います。

放課後等
デイサービス

　18歳までの就学児を対象に、生活能力の向
上のために必要な訓練、社会との交流の促進な
ど必要な支援を行います。

保育所等訪問支援 　保育所、幼稚園、学校などでの集団生活への
適応のための専門的な支援などを行います。

地域相談支援給付
種別 内容

地域移行支援
　障害者支援施設等に入所している障害者また
は精神科病院に入院している精神障害者につい
て、地域生活に移行するための活動に関する支援
を行います。

地域定着支援
　居宅において単身等で生活する障害者につい
て、常時の連絡体制を確保し、緊急時の相談、訪
問、その他必要な支援を行います。

移動支援事業
　社会生活上必要不可欠な外出や、余暇活動などを目
的とした外出時の円滑な移動を支援します。
日中一時支援事業
　障害者（児）の家族の就労支援および一時的な休息
のため、障害者（児）の日中活動の場を確保し、必要な
支援を行います。

（○：割引適用、△：会社により適用可、－：割引不可）

種別 バス運賃 鉄道運賃 航空運賃
身体障害者手帳 ○ ○ ○
療育手帳 ○ ○ ○
精神障害者
保健福祉手帳 △ － －

訪問入浴事業
　訪問により居宅において入浴サービスを提供し、障
害者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図る支
援を行います。
自動車改造費の助成
　身体障害者が所有・運転し、自動車の操向装置およ
び駆動装置などを改造する必要がある場合、その費用
の一部を助成します。なお、事前に申請が必要です（所
得制限があります）。
自動車運転免許取得費の助成
　障害者が自動車免許を取得するとき、その費用の一
部を助成します（所得制限があります）。
手話通訳者の派遣
　聴覚障害のある方に対し、手話通訳者を派遣しま
す。なお、派遣には、事前に申請が必要です。
要約筆記者の派遣
　手話で十分なコミュニケーションがとれない中途
失聴者や難聴者の方に対し、要約筆記者を派遣しま
す。なお、派遣には、事前に申請が必要です。
福祉タクシー・バス共通利用券の交付
　身体障害者手帳1・2級・療育手帳A判定・精神障害
者保健福祉手帳1級をお持ちの方を対象に、福祉タク
シー・バス共通利用券を交付します。なお、自動車税の
減免を受けている方など、交付できない場合がありま
す。
旅客・航空運賃の割引
　手帳の種類や、各交通機関によって割引の適用が異
なります（下記の表参照）。
　利用の場合は、各交通機関へ確認してください。
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「食」の自立支援事業
　おおむね65歳以上で身体に支障があり食事の調理
が困難な一人暮らしの方または高齢者のみの世帯の方
を対象に週3回弁当を届けます（利用料が必要です）。
家族介護用品支給事業
　要介護3以上の方を在宅で介護している家族に、紙
おむつ、尿取りパット、使い捨て手袋、清拭材、ドライ
シャンプーの引換券を交付します。引換券により指定
の取扱事業所で介護用品と引き換えます（市民税非課
税世帯に限ります）。
外出支援サービス助成事業
　人工透析患者の方、おおむね65歳以上の高齢者で、
ストレッチャーや車いすを利用しないと移動が困難
な方、身体的な理由により1人で公共交通機関の利用
が困難な方（基準があります）を対象に福祉車両で自
宅と医療機関などとの間を利用した運賃の一部を助
成します。ただし、障害者福祉タクシーの利用者、施設
に入所されている方、自動車税の減免を受けている方
は対象となりません（利用料が必要です）。
生きがい活動支援通所事業
　要介護または要支援の認定を受けていないおおむ
ね65歳以上の高齢者で、家に閉じこもりがちな方お
よび要支援や要介護状態になるおそれのある方を対
象に、最寄りのバス停までの送迎と、給食・日常動作の
訓練・レクリエーションなどのサービスを提供します
（利用料と実費が必要です）。
生活管理指導短期宿泊事業
　おおむね65歳以上で自立はしているが何らかの支
援、指導を必要とする方を養護老人ホームで一時的に
お世話します。施設に宿泊し自立した生活が送れるよ
う生活習慣などに関する援助を中心にサービスを提
供します（利用料が必要です）。

高齢者福祉� 高年介護課　☎29-0055
助成とサービス

　豊岡市総合相談・生活支援センター「よりそい」では、
経済的に困窮している方だけでなく、生活上の悩みごと
や困りごとを抱えている方などの自立を支援します。
　働きたくても働けない、住む所がなくなりそう、生活
が苦しいなど、暮らしの中で起こる悩みごとや困りごと
について相談してください。
　相談窓口では一人一人の状況に合わせた支援プラン
などを作成し、専門の支援員が相談者に寄り添いなが
ら、他の専門機関と連携して、解決に向けた支援を行い
ます。
　◇豊岡市総合相談・生活支援センター「よりそい」
　　�　立野庁舎2階　総合相談センター　☎23-1940��

開設時間　午前8時30分～午後5時15分� �
事業運営　豊岡市社会福祉協議会に委託� �
相 談 員　3人

生活困窮者自立支援

生活保護
　生活保護は、最低限度の生活を営むことができない
方が生活できるよう、その最低限度の生活を保障し、
その自立を支援する制度です。
　病気や高齢、障害などの理由で自分の力や扶養義務
者の援助だけでは、最低限度の生活を営むことができ
ない方に対して、生活保護法に定める要件を満たして
いる場合に適用されます。

生活困窮者福祉�
� �社会福祉課　☎24-7031

有料道路における障害者通行割引
　身体障害者自らが運転する自動車および重度身体
障害者（児）・重度知的障害者（児）が乗車し、その移動
のために介護者が運転する自動車の通行料金が50％
割引になります。
その他のサービス
　●NHK受信料の減免
　●点字図書・広報紙朗読CD（テープ）の配布
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訪問理美容サービス事業
　要介護2以上の方、療育手帳A判定の方および肢体
障害1、2級の方で理容店（美容店）へ行くことが困難
な寝たきりの高齢者や重度の身体障害者のお宅へ理
容師（美容師）が訪問し、理美容サービスを行います
（散髪代などの実費が必要です）。
緊急通報装置の貸与
　65歳以上で一人暮らしの方および高齢者世帯など
で障害または病弱などにより必要と認められる方に
緊急時の不安を解消し、緊急事態に速やかな対応がで
きるよう機器を貸与します。緊急通報装置のスイッチ
を押すと、通報センター（豊岡市消防本部）へ自動的に
通報され、近隣協力者による安否確認または救急車の
出動を行います（機器の設置費用が必要です）。
　また、緊急通報装置に火災警報器を連動させて、火
災等の場合にも、自動的に通報され、消防車の出動を
行います。
救急医療情報キット配布事業
　ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯等へ、急病
等の緊急時に迅速な救急活動につなげるために「救急
医療情報用紙」に救急時に必要な情報を記入して保管
する容器等（救急医療情報キット）を配付しています。
救急医療情報については消防本部と共有し、救急隊の
出勤時に、より迅速な救急活動に活用されています。
認知症高齢者等見守り・SOSネットワーク
　認知症などによる行方不明の未然防止や行方不明
時にスムーズな発見活動を行うため、行方不明になる
心配のある認知症高齢者の事前登録制度を行ってい
ます。
　これは事前登録した認知症高齢者などの日頃の見
守り体制を築くとともに、行方不明になったときに、
防災行政無線等を利用して市民への捜索協力を呼び
掛け、併せて事前登録の内容をもとに協力機関にファ
クスで協力依頼をし、早期発見・保護をしようとする
ものです。
家族介護支援事業
　介護の方法や介護予防、健康づくりなどについて知
識を深める介護教室を行います。

　また、介護されている方を一時的に介護から解放
し、日帰り旅行などで介護者相互の交流を行い、心身
の元気の回復を支援します（材料代、資料代、食費など
の実費が必要です）。
人生いきいき住宅助成金
　高齢者や障害者が、在宅で安心して生活ができるよ
うに、身体状況に応じた住宅改造費を助成します。
　対象世帯は下記の通りです。
　①�65歳以上の方がいる世帯（生計中心者が給与収

入のみで前年分の給与収入金額が800万円以下
もしくは給与収入のみ以外で前年分の所得金額
が600万円以下）

　②�要支援・要介護認定を受けた方、療育手帳A判定の
方および身体障害者手帳1・2級の方がいる世帯

　浴室・洗面所、便所、玄関、廊下・階段、居室、台所など
の改造に要する経費を助成します。改造箇所ごとに限
度額があります。
要援護世帯雪下ろし援助事業
　一人暮らしの高齢者や重度の障害者など、自力で屋
根の雪下ろしが困難な方を対象に、業者に依頼して屋
根の雪下ろしを行った場合、その費用の一部を年3回
まで補助します（市民税非課税世帯に限ります）。
高齢者祝福事業
　毎年、9月1日現在で、市内に住所を有する最高齢
者・最高齢夫婦および100歳以上の方の長寿をお祝い
し、記念品を贈呈します。
老人クラブ活動
　おおむね60歳以上の10人以上の会員で組織する単
位クラブおよび単位クラブで組織する老人クラブ連
合会が実施する高齢者の知識と経験を生かした生き
がいと健康づくりのための社会活動や、老後の生活を
豊かなものとする事業など明るい長寿社会に寄与す
る活動を支援します。
老人福祉センターの利用
　長寿園、竹野老人福祉センターでは、市内在住の60
歳以上の方を対象に、高齢者の各種相談や講習会およ
びレクリエーションなどの事業を実施しています。
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　介護保険は、介護を必要とする状態になっても、自立した生活が送れるよう、社会全体で支え合う制度です。40
歳以上の方が被保険者となって、保険料を納めます。

区分 第1号被保険者 第2号被保険者
保険対象者 65歳以上の方 40～64歳の公的医療保険加入者

保険料 ○�所得などに応じて10段階に分かれます。
○�介護給付費の23％を負担していただきます。

○�加入している医療保険料の算定方法に基づいて設定されま
す。
○�介護給付費の27％を負担していただきます。

保険料の
支払方法

○�年金が年額180,000円以上の方は年金から天引きされます。
○�それ以外の方は直接、市に納めていただきます。

○�国民健康保険加入者
　国民健康保険税として、市に納めていただきます。
○�健康保険、共済組合加入者
　医療保険料として、給与から天引きされます。

申請対象者
○�家事や身支度などの日常生活に支援が必要な方（要支援者）
○�寝たきりや認知症などで入浴、排せつ、食事などの日常生活の生
活動作について、常に介護が必要な方（要介護者）

○�初老期認知症、脳血管疾患など16種類の加齢性疾病（特定疾
病）で介護などが必要な方

利用料
○�介護保険サービスを利用された場合の自己負担は、サービス費の1割または2割（※）です。ただし、介護保険の対象とならない費
用が必要になることがある他、要介護度別に1カ月ごとの利用上限額が設けられています。

（※）平成30年8月から、自己負担割合が2割の方のうち、特に所得が高い方は、3割となります。

　介護保険のサービスを利用するためには、市に申請して「介護や支援が必要な状態である」と認定される必要が
あります。
在宅サービス
サービス名 サービスの内容

訪問介護 　ホームヘルパーが家庭を訪問して、入浴・排せつなどの介護や、食事・洗たくなどの身の回りの世話を行います。
訪問入浴介護 　移動入浴車が家庭を訪問して、入浴の介護を行います。
訪問看護 　看護師などが家庭を訪問して、療養上の世話または主治医の指示により、診療の補助を行います。
訪問
リハビリテーション 　理学療法士や作業療法士などが家庭を訪問してリハビリテーションを行います。

居宅療養管理指導 　医師などが家庭を訪問して、療養上の管理、指導を行います。

通所介護
（デイサービス）

　デイサービスセンターに通い、食事や入浴、機能訓練を日帰りで受けることができます。
　定員が18人以下の『地域密着型通所介護（小規模通所介護）』、認知症高齢者を対象とした『認知症対応型通所介護サービ
ス』もあります。

通所
リハビリテーション
（デイケア）

　介護老人保健施設や病院などに通い、理学療法士や作業療法士によるリハビリテーションを日帰りで受けることができ
ます。

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・排せつなどの介護や機能訓練、日常生活の世話などを受けることが
でき、介護者の休養を目的としての利用も可能です。

短期入所療養介護
（ショートステイ）

　介護老人保健施設などに短期間入所し、医学的な管理のもとで、介護や機能訓練、日常生活の世話などを受けることがで
きます。

介護保険� 高年介護課　☎24-2401

介護保険のサービス

助成とサービス
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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）

　日常生活で、常に介護が必要で、在宅での介
護が困難な場合に、特別養護老人ホームに入
所し、食事・入浴・排せつなどの介護や機能訓
練、健康管理などを受けることができます。
　定員が29人以下の『地域密着型介護老人福
祉施設（小規模介護老人福祉施設）』もありま
す。

介護老人保健施設
　病状が安定している場合、老人保健施設に
入所し、家庭に戻れるように介護や機能訓練
を受けることができます。

介護医療院
　日常的な医学管理が必要な重介護者を受
け入れる施設で、長期療養のための医療と日
常生活上の世話（介護）を一体的に受けるこ
とができます。

介護療養型医療施設
（平成36年3月末廃
止予定）

　長期の療養を必要とする場合に、医療機関
に入院し、医学的な管理のもとで、介護や機能
訓練、医療などを受けることができます。

共生型サービス
　共生型サービスの指定を受けた障害福祉サービス
事業所でも、介護保険サービスが利用できます。

サービス名 サービスの内容
特定施設入居者
生活介護

　有料老人ホーム、軽費老人ホーム（ケアハウス）などに入居し、日常生活で必要な介護や機能訓練などを受けることがで
きます。定員が29人以下の小規模な介護専用の『地域密着型特定施設入居者生活介護』もあります。

認知症対応型
共同生活介護
（グループホーム）

　比較的安定した状態にある認知症の高齢者が、介護スタッフの支援を受けながら、5～9人で共同生活をする場です。家庭
的な環境のもとで、食事、入浴、排せつなどの介護その他の日常生活の支援や機能訓練などを受けることができます。

小規模多機能型
居宅介護

　通いを中心に、利用者の選択に応じて訪問や泊まりのサービスを組み合わせ、多機能なサービスを受けることができま
す。

看護小規模多機能型
居宅介護

　小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせて、通い・訪問・短期間の宿泊で介護や医療・看護のケアが受けられま
す。

福祉用具の貸与 　車いす・特殊ベッド・エアマットなどの福祉用具の貸し出しを受けることができます。
福祉用具購入費の
支給 　腰掛け便座・入浴補助用具・簡易浴槽などの購入費用を支給します（限度額があります）。

住宅改修費の支給 　居宅への手すりの取り付け、段差解消などの改修費用を支給します（限度額があります）。

予防給付基準訪問
介護事業

　介護保険のホームヘルプサービスと同じ
サービスです。ホームヘルパーが家庭を訪問
して、入浴、排せつなどの介護や、食事・洗た
くなどの身の回りの世話を行います。

予防給付基準通所
介護事業

　介護保険のデイサービスと同じサービス
です。デイサービスセンター等に通い、食事
や入浴、機能訓練を日帰りで受けることがで
きます。

支え合い通所
介護事業

　地域の方と連携しながら老人福祉施設や
民家等の空きスペースで軽い体操、食事、会
話等を楽しみながら日中を過ごしていただ
けます。
　拠点から遠い場合や心身が不自由な場合
などは、送迎も行います。

支え合い生活支援
サービス事業

　地域の方と連携しながら買い物、掃除、洗
濯等の家事や配食、安否確認などの生活支援
サービスを提供します。

通所型介護予防事業
（運動からだ元気塾）

　健康福祉センター等に通い、生活機能改善
のため理学療法士等の指導のもと、体操など
を行います。

介護予防ケアマネジ
メント事業

　地域支援事業の介護予防・生活支援サービ
スを円滑にまた効果的に利用するため、地域
包括支援センター等がケアプランの作成を
行います。

地域支援事業の介護予防・生活支援サービス
　地域支援事業の介護予防・生活支援サービスを利用
するためには、市に申請して介護保険の要支援認定
を受けるか、地域包括支援センターに申し出て基本
チェックリストを受ける必要があります。
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地域包括支援センターの連絡先
名称 所在地 電話 FAX

豊岡
地域包括支援センター

立野町
12-12 24-2409 24-9088

城崎・竹野
地域包括支援センター

城崎町湯島
625-9 32-4599 32-2940

城崎・竹野
地域包括支援センター
竹野分室

竹野町須谷
1478 47-1425 47-1878

日高
地域包括支援センター

日高町祢布
891-2 42-0158 42-4731

出石・但東
地域包括支援センター

出石町福住
1302 52-7015 52-5716

出石・但東
地域包括支援センター
但東分室

但東町出合
433-1 54-0515 54-0182

　生活苦・児童・高齢者・介護の悩みなど地域に住む皆
さんの心配ごとを解決するために、専門機関や行政と
のパイプ役や調整役を務めます。
　民生委員・児童委員には、守秘義務があります。個人
情報やプライバシー保護に配慮した支援活動を行い
ますので、安心して相談してください。

民生委員・児童委員

　旧軍人や文官などが公務上の傷病により障害者に
なったり、死亡した場合には、本人または遺族の方に
対して、国が補償を行います。

戦傷病者・遺族の援護

　災害時等の避難行動などに支援を要する方を登録
し、本人の同意の下にその情報を地域支援者に提供す
ることで、災害時等の避難支援を実施します。登録者
の対象範囲は、次のとおりです（施設入所者は除きま
す）。
　①身体障害者手帳1・2級の方
　②療育手帳A判定の方
　③精神障害者保健福祉手帳1級の方
　④介護保険法による要介護度が3～5の方
　⑤65歳以上の方のみから成る世帯に属する方
　⑥前各号に掲げる者のほか市長が特に定める方

災害時要援護者とは

　他の貸付が利用できない低所得世帯や障害者・高齢
者世帯の生活を経済的に支えることを目的とした制
度です。
　貸付対象・要件などの詳細は、豊岡市社会福祉協議
会に問い合わせてください。
　豊岡市社会福祉協議会　☎23-2573

生活福祉資金貸付制度

◦�自立して生活できるように支援します（介護予防ケ
アマネジメント業務）
　�　介護保険を申請して、要支援1・2と認定された方
が介護予防サービスを利用するための「介護予防ケ
アプラン」を作成します。また、介護保険の認定を受
けていない方で、支援や介護が必要となる可能性が
高い方に自立した生活を継続していけるよう、介護
予防事業を利用できるように支援します。
◦皆さんの権利を守ります（権利擁護業務）
　�　皆さんが安心して生き生きと暮らせるよう、皆さ
んの持つさまざまな権利を守るための支援を行い
ます。高齢者虐待を早期に発見したり、成年後見制
度の紹介などを行います。
◦�さまざまな方面から皆さんを支えます（包括的・継
続的ケアマネジメント支援業務）
　�　暮らしやすい地域にするため、さまざまな機関と
のネットワークをつくり、調整します。
◦さまざまな相談に対応します（総合相談支援業務）
　�　高齢者やその家族が抱える悩みや心配ごとなど
の相談に対応します。介護・保健・医療・福祉など、何
でも相談してください。「どこに相談するのか分か
らない」という場合、まずは相談してください。

地域包括支援センターの役割

地域包括支援センターとは
　地域包括支援センターは、高齢者が住みなれた地域
で安心して暮らせるように、介護・保健・医療・福祉な
どさまざまな面から総合的に支えるために設けられ、
主任介護支援専門員（主任ケアマネジャー）、社会福祉
士、保健師（または経験のある看護師）が互いの専門性
を生かしつつチームで連携を取りながら対応してい
ます。

地域包括支援センター�
� �高年介護課　☎29-0055

その他の福祉�
� �社会福祉課　☎24-7032（各振興局市民福祉課）
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保育所とは
　夫婦の共働き、病気や介護などで、家庭で子どもを
保育できない場合、保護者に代わって日中子どもを保
育するところです。
入所
　◆入所できる乳幼児
　　�小学校就学前までの子どもが入所できます。受付

年齢は保育所によって異なります。
　◆保育所に入所するための条件
　　（1）子どもと保護者が市内に在住
　　（2）�保護者のいずれもが労働・出産・疾病・介護な

どの事情に該当する場合
　◆申込方法
　　�こども育成課、各振興局地域振興課、市内各保育

所で配布する申込書類に必要事項を記入の上、必
要書類を添えてこども育成課または各振興局地
域振興課に提出してください。

　※�年度途中でも随時申込みを受け付けています。た
だし、各保育所には定員がありますので、定員を
超える申込みの場合は、入所できないことがあり
ます。

保育料
　認可保育所の保育料は、保護者（父母）およびその他
の扶養義務者（家計の主宰者である場合）の市民税の
課税額を基に決定します。
地域子ども・子育て支援事業
　◆延長保育
　　�保護者などの就労時間や通勤時間の拡大に対応

するため、通常保育時間を延長した保育を実施し
ています。

　　◦�保護者などの就労実態や生活実態がやむを得
ないと認められた場合に限ります。

　　◦延長保育時間は保育所によって異なります。

　◆一時保育（一時預かり事業）
　　�さまざまな保育ニーズに対応するため、次のよう

な一時保育を実施しています。
　　◦保護者の就労形態の多様化に伴う一時的な保育
　　◦保護者の傷病などによる緊急時の保育
　　◦�保護者のリフレッシュを図るための一時的な

保育など
　◆病児・病後児保育
　　�子どもが病気や病気の回復期にあり、集団生活が

困難であると診断された期間において、専用施設
で一時的に子どもを預かります。

　　◦対象年齢　
　　　生後3カ月～小学校に就学している児童
　　　※医師連絡票（有料）が必要
　　◦開設場所
　　　�病児・病後児保育室「チャイルド・ケアセンター」
　　　（下陰5）　☎29-3900
※�地域子ども・子育て支援事業は、各保育所に申し込
み・問い合わせてください。

保育所名 所在地 電話番号
市立 西保育園 正法寺38-1 23-0018
私立 豊陵保育園 中央町5-29 23-2772
私立 チャイルドハウス保育園 下陰5 29-3900
私立 テラスハウス保育園 中陰404 23-7799

私立 アートチャイルドケア
豊岡こうのとり保育園 江本35-7 22-3550

私立 カバンストリート保育園 中央町18-8 37-8870
私立 スマイリーハウス保育園 戸牧500 26-1888
市立 森本へき地保育園 竹野町森本984-4 48-0300
私立 八代保育園 日高町中331-1 42-1731
私立 蓼川保育園 日高町祢布1001-2 42-0169
私立 蓼川第二保育園 日高町鶴岡452-4 42-1122
私立 静修保育園 日高町夏栗480-1 42-1056
私立 出石愛育園 出石町町分559-1 52-2137

入所・延長保育・一時保育など
保育所� �こども育成課　☎22-4452

子育て・教育
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