福 祉

大津市ホームページ
最新情報はこちらから！

高齢福祉・介護保険

介護が必要になった場合
（65歳以上の方又は40歳以上の
医療保険加入者で、介護保険の特定疾病に該当する方）
は大
津市に申請し、要支援・要介護認定を受けることによって、介
護保険のサービスを利用することができます。
ご相談窓口
最寄りのあんしん長寿相談所
（地域包括支援センター）
（☞
P74～75）
にご連絡をいただければ、介護保険の内容に限ら
ず、介護全般のご相談をお受けします。

《介護保険で利用できるサービス》

在宅サービス

区

分

要介護 1・2・3・4・5

要支援 1・2

訪問を受けて
利用する
通所して
利用する
整える

住環境を

訪問介護
（ホームヘルプ）
訪問入浴介護
訪問看護
訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導

介 護 予 防 訪 問 介 護 相 当
サービス
（ホームヘルプ）
介護予防訪問入浴介護
介護予防訪問看護
介 護 予 防 訪 問リハ ビリ
テーション
介護予防居宅療養管理指導

通所介護
（デイサービス）
通 所リハビリテーション
（デイケア）

介 護 予 防 通 所 介 護 相 当
サービス
（デイサービス）
介 護 予 防 通 所リハ ビリ
テーション
（デイケア）

短期間入
所する
その他

福祉用具貸与
特定福祉用具購入
住宅改修

介護予防福祉用具貸与
特定介護予防福祉用具購入
介護予防住宅改修

短期入所生活介護
（ショー
トステイ）
短期入所療養介護
（ショー
トステイ）

 護予防短期入所生活介
介
護
（ショートステイ）
介護予防短期入所療養介
護
（ショートステイ）

特定施設入居者生活介護

 護予防特定施設入居者
介
生活介護

施設サービス
要介護1・2・3・4・5
介護老人福祉施設
（特別養護老人ホーム）
（原則、要介護3以上の方）
介護老人保健施設
介護療養型医療施設
介護医療院

地域密着型サービス
要介護1・2・3・4・5
定期巡回・随時対応型訪問
介護看護
夜間対応型訪問介護
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護
（グループホーム）
地域密着型介護老人福祉
施設入所者生活介護
（原則、要介護3以上の方）
地域密着型特定施設入居
者生活介護
看護小規模多機能型居宅
介護
地域密着型通所介護

要支援1・2
介護予防認知症対応型通所
介護
介護予防小規模多機能型居
宅介護
介護予防認知症対応型共同
生活介護（要支援1の方は
利用できません。）
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サービスの利用者負担

かかった費用の1割、2割又は3割を負担していただきま
す。なお、在宅サービスを利用する際には、要介護状態区
分別に保険から給付される上限額
（支給限度額）
が決めら
れています。

その1割、2割又は3割負担が高額になった場合、高額介護
サービス費が支給されます。また、医療と介護をともにご利
用の方で、その1割、2割又は3割負担の合計が高額になっ
た場合、高額医療合算介護サービス費が支給されます。
該当される場合はお知らせしますので、申請をしてください。
施設でのサービスを利用する場合（ショートステイを含
む。）
、サービス費用の1割、2割又は3割に加え、食費や居
住費
（滞在費）
などが自己負担となります。
 費や居住費
食
（滞在費）
は、本人や世帯の方の所得に応じ
て、自己負担の限度額が設けられ基準費用額との差額は
介護保険から給付されます。
この適用を受けるためには、申請が必要です。該当され
る方には、
「介護保険負担限度額認定証」
を発行します。

《他市区町村で要介護（要支援）認定を受けて
転入して来られた方へ》

転入前の市区町村で要介護
（要支援）
認定を受けられた方
は、転入後14日以内に申請をすることで、引き続き、同じ
「要
介護
（要支援）
認定」
を受けることができます。
詳しくは

介護保険課
介護サービス・給付について
要介護・要支援認定について
介護保険料について

528-2918
528-2753
528-2877

地域支援事業等のサービス

小規模住宅改造の経費の助成（介護保険適用部分を除く）

手すりの取付けや段差の解消などが必要になったとき、
ケ
アマネジャー等によるアドバイスにより、高齢者の身体に応
じた住宅の改造を行う場合に、所得と身体の要件を満たす世
帯に対して、改造にかかる経費
（上限50万円）
の1/2の助成
金が支給されます。

転倒予防のための屋内改修サービス（介護保険の併用不可）

要支援・要介護認定を受けていないおおむね65歳以上の
高齢者で、屋内で転倒する可能性の高い方の転倒を予防す
るために行う手すりの取付けなどの軽微な屋内改修にかか
る経費の一部を助成します。
助成額は、改造に要する工事費
（1ヵ所5千円以内、上限5
万円）
の9割です
（原材料費は対象になりません。）
。

日常生活用具の貸与と給付

加齢に伴う障害がある独居の高齢者等に次のような福祉
用具を貸与又は給付しています。
緊急通報装置
電磁調理器
火災警報器
所得税の課税額に応じて料金を負担していただきます。

配食サービス

【任意事業型・総合事業型】
65歳以上で一人暮らしや高齢者世帯等の方に対し、原則
最大週5回まで昼食を家まで届け、食生活リズムと栄養バラ
ンスを整えるとともに安否の確認も行います。毎年利用調整
を行います。
いずれも1食あたり350～660円を負担していただきます。

紙おむつサービス

要介護1～5で、寝たきりや認知症により常時紙おむつを
必要としている状況が3か月以上続いている65歳以上の高
齢者を、在宅で介護しているご家族の介護負担及び経済的
負担を軽くするため、紙おむつ、尿取りパッド、おしり拭き、介
護用手袋と交換できる紙おむつ受給券
（1か月あたり4,500
円分）
を支給しています。
（希望される方は地域の民生委員にご相談ください。）
※所得制限があります。

詳しくは

長寿政策課

528-2741
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スマートフォン

寝具丸洗いサービス

寝たきりや認知症により常時臥床している65歳以上の高
齢者の寝具を、年に1回
（例年7月ごろ申込受付）
お一人につ
き2枚まで丸洗いし乾燥します。布団1枚につき400円、羽毛
掛け布団については1枚600円を負担していただきます。
詳しくは

長寿政策課

528-2741

65歳以上の税法上の
「障害者控除対象者認定」
について

認知症や寝たきりの方など、心身機能の低下があるにもかか
わらず加齢を理由に身体障害者手帳等の交付が受けられない
場合であっても、
「 障害者控除対象者認定」
を受けることによっ
て、本人又はその扶養者が所得税や市県民税の障害者控除を受
けることができます。確定申告等をする必要がない方、すでに障
害者手帳等を交付されている方は、申請の必要はありません。
認定証の交付について詳しくは

長寿政策課

528-2741

高齢家族介護者支援はり、きゅう、
マッサージ施術費助成事業

65歳以上の高齢者のみの世帯において、要介護3以上の
認定者を在宅で介護している家族介護者の健康増進・心身
のリフレッシュを図り、介護負担を軽減できるよう、
はり、
きゅ
う、
マッサージ施術費の一部を助成しています。
1施術あたり3,000円を助成。※所得制限があります。
（1日1回1施術限り。保険施術等、他制度との併用不可）
詳しくは

長寿政策課

528-2741

在宅での生活が困難な高齢者のために

65歳以上の方で環境上の理由及び経済的理由により在
宅での生活が困難な方が措置という制度で入所できる養護
老人ホームが、市内に2か所あります。
詳しくは

長寿政策課

528-2741

関連情報

あんしん長寿相談所

「あんしん長寿相談所」
は、地域包括支援センターの愛称です。
和邇あんしん長寿相談所（和邇すこやか相談所併設）
和邇高城12
（和邇文化センター内）

594-2660／594-2727
堅田あんしん長寿相談所（堅田すこやか相談所併設）
本堅田三丁目17-14
（堅田市民センター前）

574-1010／574-1080
真野あんしん長寿相談所
真野四丁目24-38

573-1521／573-1522

比叡あんしん長寿相談所（比叡すこやか相談所併設）
坂本六丁目1-11
（坂本市民センター敷地内）

578-6637／578-6692
中あんしん長寿相談所（中すこやか相談所併設）
浜大津四丁目1-1
（明日都浜大津5階）

528-2003／528-2006
中第二あんしん長寿相談所
南滋賀一丁目7-27

521-1471／521-1472

膳所あんしん長寿相談所（膳所すこやか相談所併設）
膳所二丁目5-5
（さがみ川老人憩の家併設）

522-8867／522-8882
晴嵐あんしん長寿相談所
粟津町7-21シティコーポせいらん104号

534-2661／534-2662
南あんしん長寿相談所（南すこやか相談所併設）
南郷一丁目14-30
（南老人福祉センター内）

533-1332／533-1352
瀬田あんしん長寿相談所（瀬田すこやか相談所併設）
大江三丁目2-1
（瀬田市民センター内）

545-3918／545-3931
瀬田第二あんしん長寿相談所
大萱六丁目4-16
545-5760／545-5762
☆認知症及び高齢者の権利擁護について
高齢者についての様々な相談又は金銭管理などが難しく
なった場合の相談など、上記のあんしん長寿相談所までご
相談ください。
※各相談所の所在地はP74～75をご覧ください。
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《気軽にくつろぐための施設》

老人福祉センター

中老人福祉センター

南老人福祉センター

打出浜１－５ ☎526-2752

南郷一丁目14－30 ☎537-7417

老人福祉センターでは、高齢者向けのさまざまな講座を
開催しています。また、医師・保健師による健康相談なども実
施しています。ご利用ください。
休館日 日
 曜日・祝日
（ただし、敬老の日を除く）
・12/29
～1/3 ※月曜日の入浴はお休みです。
利用時間

9：00～17：00
（入浴は、12：00～16：00まで）

使用料 入浴のみ利用料をお支払いいただきます。
（ただし、
デイサービス以外での入浴に限る。）
1人1回

100円

回数券
（11枚綴）

利用者資格
利用方法

東老人福祉センター
玉野浦６－33 ☎545-5970

1,050円

市内に居住する60歳以上の方

 センターで利用証を発行し、その利用証で、
各
どのセンターでもご利用いただけます。また、
団体利用の場合は事前にご相談ください。

ホームページ
詳しくは

http://www.fukusi-otsu.or.jp/
各老人福祉センター

木戸老人福祉センター

北老人福祉センター

木戸58 ☎592-1133

今堅田二丁目４－１ ☎573-7123

県道 号

558

県道558号
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行方不明高齢者早期発見ダイヤル事業

行方不明になるおそれのある方に事前に登録いただき、
家族等から行方不明の連絡を受け、早期に行方不明高齢者
を発見するため、
「行方不明高齢者早期発見ダイヤル事業」
を実施しています。
詳しくは

長寿政策課

528-2741

高齢者の健康生きがいづくり

老人クラブはそれぞれの地域で自主的に設立、運営されて
おり、様々な活動を行っています。老人クラブヘの入会などに
ついては、最寄りの老人クラブヘ直接お申し込みください。
老人クラブ連合会事務局
詳しくは

詳しくは

長寿政策課

528-2741

528-2741

障害福祉
身体障害者手帳

身体障害がある場合に交付されます。

療育手帳

知的障害がある場合に交付されます。

介護マーク

認知症の方の介護は、他の人からみると介護をしていること
が分かりにくいため、周囲から誤解を受けることがあります。
そこで介護をする方にカードホルダー付きの「介護マー
ク」
を無償で配布しています。
詳しくは

525-6273

長寿政策課

行方不明高齢者GPS位置情報探知シ
ステム利用支援事業

認知症のある高齢者等が行方不明となった場合、早期に
その現在位置を把握することができるよう、GPS位置情報探
知システムの利用を支援しています。

関連情報

長寿政策課
障害福祉課

528-2741
528-2745

精神障害者保健福祉手帳

精神障害のために長期にわたり日常生活又は社会生活上
のハンディキャップがある場合に交付されます。

障害福祉サービス

障害者総合支援法に基づき、身体障害、知的障害、精神障
害、発達障害又は難病のある人が、居宅サービスや施設サー
ビスである介護給付や訓練等給付などを受ける制度です。
 護給付サービス
介

居宅介護、短期入所、同行援護、行動援護、重度訪問介護、
施設入所支援、生活介護、療養介護など
（介護給付を受け
るには、障害支援区分の認定が必要です。）
 練等給付
訓

グループホーム、自立訓練
（機能訓練、生活訓練）
、宿泊型
自立訓練、就労継続支援
（A型・B型）
、就労移行支援など
 害児通所支援
障

児童発達支援
（福祉型・医療型）
、放課後等デイサービスな
ど
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タクシー料金の助成

重度障害者
（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級のいずれかの所持者）
かつ市民税非
課税世帯に属する方を対象に社会参加の促進と生活行動範
囲の拡大を目的として、タクシーを利用する際、タクシー料
金を一部助成しています
（ただし、自動車燃料費助成と一緒
に受給することはできません）
。
詳しくは

障害福祉課

528-2745

重度障害者
（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級のいずれかの所持者）
かつ市民税非
課税世帯に属する方が、自動車を自ら運転する場合や同居
の家族の方が運転する場合に、
燃料費を一部助成しています
（ただし、タクシー料金助成と一緒に受給することはできま
せん）
。
障害福祉課

528-2745

重度身体障害者訪問入浴サービス

65歳未満の在宅重度障害者
（身体障害者手帳1、2級）
で、
入浴が困難な方に対して、
自宅訪問のうえ専用の浴槽を利用
して入浴サービスを行います。

紙おむつ券の支給

3歳以上で在宅の重度障害者の方であって、紙おむつを常
時使用されている方に助成があります
（P78の高齢福祉の紙
おむつ券の支給を受けておられる方は除きます。）
。

その他

特別障害者手当及び補装具の給付などの各種の補助や
助成を行っています。
詳しくは

障害福祉課

528-2745
524-0086

点字版・声の広報おおつ

目の不自由な方には、
「点字版広報おおつ」
や
「声の広報お
おつ
（カセットテープ版及びデイジー版）
」
をお送りしていま
す。
詳しくは

528-2703
522-8706

広報課

児童扶養手当（母子）

離婚などにより、父と生計を同じくしていない児童を養育
している母親や、父が重度の障害を持つ児童を養育する母
親又は養育者に対して、児童が18歳に到達する年度末まで
支給されます
（公的年金や遺族補償を受けておられる方は支
給されない場合があります。）
。

児童扶養手当（父子）

自動車燃料費の助成

詳しくは

母子・父子家庭など

離婚などにより、母と生計を同じくしていない児童を養育
している父親や、母が重度の障害を持つ児童を養育する父
親又は養育者に対して、児童が18歳に到達する年度末まで
支給されます
（公的年金や遺族補償を受けておられる方は支
給されない場合があります。）
。

母子・父子・寡婦福祉資金貸付制度

母子家庭・父子家庭・寡婦のみなさんが経済的にお困りの
とき、安心して生活できるように次のような貸付業務を行っ
ています。
事業開始資金、事業継続資金、修学資金、技能習得資金、修
業資金、就職支度資金、医療介護資金、生活資金、住宅資
金、転宅資金、就学支度資金、結婚資金

母子・父子等相談

母子・父子自立支援員が母子家庭・父子家庭や寡婦の経済
上の問題、就労相談、子どもの問題などいろいろな相談に応
じます。
相談日時 月
 曜日～金曜日
（祝日・年末年始を除く）

9：00～17：00

その他

交通災害等遺児年金、自立支援教育訓練給付金事業、高
等職業訓練促進給付金等事業、その他母子・父子家庭・寡婦
に対する事業
詳しくは

子ども家庭課

528-2686

母子家庭等就業・自立支援センター

母子家庭等の就労・転職・公共職業訓練・資格習得につい
ての相談や、就業支援講習会の開催、児童の親権・養育費・家
の名義変更など離婚に関する特別相談
（弁護士相談・司法書
士相談・養育費相談）
も実施しています。
相談日時 月
 曜日～金曜日
（祝日・年末年始除く）

9：00～17：00
場

所

御陵町3-1大津市役所新館7階
子ども家庭課内

522-0220

※特別相談をご利用の場合は、あらかじめご連絡ください。相談料は無料です。
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