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▶問い合わせ…福祉敬愛課　高齢福祉係　☎058-323-7754▶問い合わせ…福祉敬愛課　障がい福祉係　☎058-323-7752
障害者手帳などの交付
障がいのある人が各種の援助や相談を受けるための身体障害
者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を行います。
◆申請に必要なもの
身体障害者手帳：指定医師による診断書（指定の様式）、写
真、マイナンバーカード
療育手帳：写真、マイナンバーカード
精神障害者保健福祉手帳：精神保健指定医師その他精神障が
いの診断または治療に従事する医師による診断書（指定の様式）
または障害年金証書など、写真、マイナンバーカード

障がい者（児）の手当
精神または身体に障がいのある在宅の障がい者（児）など
に対し手当を支給します。
◆対象者
特別障害者手当：著しく重度の障がいがあるため常時特別
の介護を要する在宅の20歳以上の障がい者
障害児福祉手当：著しく重度の障がいがあるため常時の介
護を要する在宅の20歳未満の障がい児
特別児童扶養手当：中度以上の障がいがある20歳未満の児
童を養育している人

※いずれも認定基準や所得制限などの受給要件があります。

障害福祉サービス・地域生活支援事業
障がいのある人が地域で自立した生活を営むことができる
よう各種サービスを提供します。
障害福祉サービス：介護給付、訓練等給付　など
障害児給付：通所給付　など
地域生活支援事業：日常生活用具（パルスオキシメーター、
電気式たん吸引器、ストマ用装具など）の給付、意思疎通
支援、移動支援、日中一時支援　など
地域生活支援拠点事業：一人暮らしの体験の機会・場の提
供、介護者の急病など緊急時の受け入れ対応　など

補装具費の支給
身体上の障がいを補うために、補装具（補聴器、義肢、車
椅子など）の購入・貸与・修理費の助成を行います。

自立支援医療
〈更生医療〉
身体上の障がいに対し、日常生活能力などの回復または障
がいの軽減、改善をするために必要な医療費の一部を公費で
負担します。
〈精神通院〉
精神障がい者の通院医療費に要する費用のうち、「医療保険
分と自己負担の1割分」を除く費用を公費で負担します。
〈育成医療〉
18歳未満の身体に障がいのある児童で、指定の医療機関の
医師が、手術により治療が期待できると認めた場合、医療費
の自己負担金の一部を公費で負担します。
※いずれも所得などに応じた減免制度があります。

その他助成制度
●自動車改造費用の助成
●自動車運転免許取得費用の助成
●重度身体障がい者介助用自動車購入・改造費用の助成
●ニュー福祉機器購入費助成　●難聴児補聴器購入費等助成
●理髪サービス事業　●紙おむつ購入費助成事業
●重度障がい者タクシー利用助成事業
※いずれも認定基準や所得制限などの受給要件があります。

相談支援
本人や家族が地域の中で安心して生活できるよう、各種相
談支援を行います。

名称 窓口 連絡先
障害者基幹相談支援
センターえがお
（障害者虐待防止セ
ンター）

福祉敬愛課内
☎ 058-323-1145
Fax 058-323-1144
E-mail egao@city.motosu.lg.jp

精神保健福祉相談会
（月1回・要予約） 福祉敬愛課 ☎ 058-323-7752

高齢者の生活支援介護保険制度とは

介護保険に加入するのは

介護サービスを利用するためには

相談支援

　高齢者が地域全体に支えられながら、安心した生活を送る
ことができるよう、さまざまな支援を行っています。
⃝紙おむつ購入費の助成
⃝ねたきり老人等介護者慰労金の支給
⃝理髪サービス利用料の助成
⃝緊急通報装置の貸与
⃝救急医療キットの支給
⃝克雪対策費（雪下ろし・庇補強）の補助
⃝生活管理指導短期宿泊事業
⃝高齢者タクシー利用助成
⃝シニア元気いきいき支援（温泉入浴券等の交付）
⃝認知症高齢者等位置情報検索サービス利用料の助成
⃝認知症高齢者等見守りシールの交付
⃝認知症高齢者等個人賠償責任保険の加入

　介護保険制度は、40歳以上の全員が加入し、介護や支援
が必要となった人を社会全体で支援する仕組みです。
　本巣市では、瑞穂市、北方町と合同で�｢もとす広域連合」
を設置し運営しています。

　年齢によって加入の仕方は2種類に分かれ、介護サービス
を利用できる条件も異なります。
⃝65歳以上の人は……「第1号被保険者」
一人ずつに被保険者証が交付され、介護が必要であると認
定された人（どんな病気やけががもとで介護が必要になっ
たかは問われません）が介護サービスを利用できます。
⃝40歳～64歳の人は……「第2号被保険者」
特定疾病により、介護が必要であると認定された人が介護
サービスを利用できます。

　まずは介護保険の認定申請をしてください。申請の窓口
は、もとす広域連合、市役所の各分庁舎です。地域包括
支援センター・居宅介護支援事業者・介護保険施設などに、
申請を代行してもらうこともできます。
◆申請に必要なもの
⃝介護保険の被保険者証（40歳～64歳の人は健康保険の被
　保険者証）
⃝かかりつけ主治医の氏名、病院名、所在地、電話番号
⃝医療保険証の記載事項
　申請すると、心身の状態を調べるために、本人と家族な
どへの聞き取りの訪問調査を行い、その結果と主治医の意
見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家が審査し、介護
を必要とする度合い（要介護状態区分）が認定されます。

　本巣市地域包括支援センターは、もとす広域連合の委託を
受けた公的な高齢者の総合相談窓口です。
「介護保険サービスを利用したい」「最近思うように動けな
くなった」「悪質な訪問販売の被害に遭って困っている」
「虐待に遭っている」「近所の一人暮らしの人が心配」など
さまざまな相談を受け付けています。

▶問い合わせ…本巣市地域包括支援センター
　　　　　　　☎058-324-5166
　　　　　　　下真桑1199番地1（真正老人福祉センター内）

▶問い合わせ…もとす広域連合
　　　　　　　☎058-320-2266
　　　　　　　下真桑1000番地（真正分庁舎内）

　本巣市成年後見支援センターは、認知症、知的障がい、精
神障がい等により判断能力が十分でない人が成年後見制度を
円滑に利用できるよう相談支援を行います。市では、弁護士、
司法書士、社会福祉士等の専門職が所属している一般社団法
人　ぎふ権利擁護センターに外部委託しています。

▶問い合わせ…本巣市成年後見支援センター
　　　　　　　真正分庁舎　福祉敬愛課内
　　　　　　　☎058-323-7754

　　　　　　　一般社団法人　ぎふ権利擁護センター
　　　　　　　☎090-8457-9800
　　　　　　　山県市高富1238番地1
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▶問い合わせ…福祉敬愛課　高齢福祉係　☎058-323-7754▶問い合わせ…福祉敬愛課　障がい福祉係　☎058-323-7752
障害者手帳などの交付
障がいのある人が各種の援助や相談を受けるための身体障害
者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を行います。
◆申請に必要なもの
身体障害者手帳：指定医師による診断書（指定の様式）、写
真、マイナンバーカード
療育手帳：写真、マイナンバーカード
精神障害者保健福祉手帳：精神保健指定医師その他精神障が
いの診断または治療に従事する医師による診断書（指定の様式）
または障害年金証書など、写真、マイナンバーカード

障がい者（児）の手当
精神または身体に障がいのある在宅の障がい者（児）など
に対し手当を支給します。
◆対象者
特別障害者手当：著しく重度の障がいがあるため常時特別
の介護を要する在宅の20歳以上の障がい者
障害児福祉手当：著しく重度の障がいがあるため常時の介
護を要する在宅の20歳未満の障がい児
特別児童扶養手当：中度以上の障がいがある20歳未満の児
童を養育している人

※いずれも認定基準や所得制限などの受給要件があります。

障害福祉サービス・地域生活支援事業
障がいのある人が地域で自立した生活を営むことができる
よう各種サービスを提供します。
障害福祉サービス：介護給付、訓練等給付　など
障害児給付：通所給付　など
地域生活支援事業：日常生活用具（パルスオキシメーター、
電気式たん吸引器、ストマ用装具など）の給付、意思疎通
支援、移動支援、日中一時支援　など
地域生活支援拠点事業：一人暮らしの体験の機会・場の提
供、介護者の急病など緊急時の受け入れ対応　など

補装具費の支給
身体上の障がいを補うために、補装具（補聴器、義肢、車
椅子など）の購入・貸与・修理費の助成を行います。

自立支援医療
〈更生医療〉
身体上の障がいに対し、日常生活能力などの回復または障
がいの軽減、改善をするために必要な医療費の一部を公費で
負担します。
〈精神通院〉
精神障がい者の通院医療費に要する費用のうち、「医療保険
分と自己負担の1割分」を除く費用を公費で負担します。
〈育成医療〉
18歳未満の身体に障がいのある児童で、指定の医療機関の
医師が、手術により治療が期待できると認めた場合、医療費
の自己負担金の一部を公費で負担します。
※いずれも所得などに応じた減免制度があります。

その他助成制度
●自動車改造費用の助成
●自動車運転免許取得費用の助成
●重度身体障がい者介助用自動車購入・改造費用の助成
●ニュー福祉機器購入費助成　●難聴児補聴器購入費等助成
●理髪サービス事業　●紙おむつ購入費助成事業
●重度障がい者タクシー利用助成事業
※いずれも認定基準や所得制限などの受給要件があります。

相談支援
本人や家族が地域の中で安心して生活できるよう、各種相
談支援を行います。

名称 窓口 連絡先
障害者基幹相談支援
センターえがお
（障害者虐待防止セ
ンター）

福祉敬愛課内
☎ 058-323-1145
Fax 058-323-1144
E-mail egao@city.motosu.lg.jp

精神保健福祉相談会
（月1回・要予約） 福祉敬愛課 ☎ 058-323-7752

高齢者の生活支援介護保険制度とは

介護保険に加入するのは

介護サービスを利用するためには

相談支援

　高齢者が地域全体に支えられながら、安心した生活を送る
ことができるよう、さまざまな支援を行っています。
⃝紙おむつ購入費の助成
⃝ねたきり老人等介護者慰労金の支給
⃝理髪サービス利用料の助成
⃝緊急通報装置の貸与
⃝救急医療キットの支給
⃝克雪対策費（雪下ろし・庇補強）の補助
⃝生活管理指導短期宿泊事業
⃝高齢者タクシー利用助成
⃝シニア元気いきいき支援（温泉入浴券等の交付）
⃝認知症高齢者等位置情報検索サービス利用料の助成
⃝認知症高齢者等見守りシールの交付
⃝認知症高齢者等個人賠償責任保険の加入

　介護保険制度は、40歳以上の全員が加入し、介護や支援
が必要となった人を社会全体で支援する仕組みです。
　本巣市では、瑞穂市、北方町と合同で�｢もとす広域連合」
を設置し運営しています。

　年齢によって加入の仕方は2種類に分かれ、介護サービス
を利用できる条件も異なります。
⃝65歳以上の人は……「第1号被保険者」
一人ずつに被保険者証が交付され、介護が必要であると認
定された人（どんな病気やけががもとで介護が必要になっ
たかは問われません）が介護サービスを利用できます。
⃝40歳～64歳の人は……「第2号被保険者」
特定疾病により、介護が必要であると認定された人が介護
サービスを利用できます。

　まずは介護保険の認定申請をしてください。申請の窓口
は、もとす広域連合、市役所の各分庁舎です。地域包括
支援センター・居宅介護支援事業者・介護保険施設などに、
申請を代行してもらうこともできます。
◆申請に必要なもの
⃝介護保険の被保険者証（40歳～64歳の人は健康保険の被
　保険者証）
⃝かかりつけ主治医の氏名、病院名、所在地、電話番号
⃝医療保険証の記載事項
　申請すると、心身の状態を調べるために、本人と家族な
どへの聞き取りの訪問調査を行い、その結果と主治医の意
見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家が審査し、介護
を必要とする度合い（要介護状態区分）が認定されます。

　本巣市地域包括支援センターは、もとす広域連合の委託を
受けた公的な高齢者の総合相談窓口です。
「介護保険サービスを利用したい」「最近思うように動けな
くなった」「悪質な訪問販売の被害に遭って困っている」
「虐待に遭っている」「近所の一人暮らしの人が心配」など
さまざまな相談を受け付けています。

▶問い合わせ…本巣市地域包括支援センター
　　　　　　　☎058-324-5166
　　　　　　　下真桑1199番地1（真正老人福祉センター内）

▶問い合わせ…もとす広域連合
　　　　　　　☎058-320-2266
　　　　　　　下真桑1000番地（真正分庁舎内）

　本巣市成年後見支援センターは、認知症、知的障がい、精
神障がい等により判断能力が十分でない人が成年後見制度を
円滑に利用できるよう相談支援を行います。市では、弁護士、
司法書士、社会福祉士等の専門職が所属している一般社団法
人　ぎふ権利擁護センターに外部委託しています。

▶問い合わせ…本巣市成年後見支援センター
　　　　　　　真正分庁舎　福祉敬愛課内
　　　　　　　☎058-323-7754

　　　　　　　一般社団法人　ぎふ権利擁護センター
　　　　　　　☎090-8457-9800
　　　　　　　山県市高富1238番地1
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案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年12月9日

本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版
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社会福祉法人井ノ口会フレンドリーおりべ 御中

福祉 本巣市地図3図 C‐1

高齢者介護のことなら何なりと

◆特別養護老人ホーム（ユニット型） 100名 ◆ショートステイ 20名
◆デイサービスセンター（標準型） 20名
◆居宅介護支援事業所
和みの空間、くつろぎの時間、優しい心と安心の設備で、ぬくもりのある介護
を提供いたします。

■本巣市七五三735（岐阜工業高等専門学校より、車にて国道３０３号線を西へ約８分）
■TEL:058-320-5320 ■FAX:058-320-5322
■定休日／年中無休
■URL:http://www.inoguchikai.jp/
■E-mail:inoguchikai@ip.mirai.ne.jp

058－274－0803
本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済
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①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年12月9日
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トータルインテリアITO株式会社 御中

内装仕上工事・建築工事 本巣市地図4図 A‐1

すまいのトータルアドバイザー

◆住まいの事なら内・外装、何でも相談してください。
・内装工事 クロス、クッションフロア、カーペット、

OAフロア、漆喰シート等
・窓掛工事 オーダーカーテン、ブラインド、ロールスクリーン等
※海外製品や特殊な物まで幅広く扱っています。

■本巣市三橋1096-1
■TEL:058-324-4501 ■FAX:058-324-8877
■営業時間／8:30～19:00
■定休日／日曜

あり

058－274－0803
本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済



障がい者福祉サービス障がい者福祉サービス 高齢者福祉サービス高齢者福祉サービス

055 
W90mm × H60mm

057 
W90mm × H60mm

056 
W90mm × H60mm

058 
W90mm × H60mm

▶問い合わせ…福祉敬愛課　高齢福祉係　☎058-323-7754▶問い合わせ…福祉敬愛課　障がい福祉係　☎058-323-7752
障害者手帳などの交付
障がいのある人が各種の援助や相談を受けるための身体障害

者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を行います。
◆申請に必要なもの
身体障害者手帳：指定医師による診断書（指定の様式）、写
真、マイナンバーカード
療育手帳：写真、マイナンバーカード
精神障害者保健福祉手帳：精神保健指定医師その他精神障が
いの診断または治療に従事する医師による診断書（指定の様式）
または障害年金証書など、写真、マイナンバーカード

障がい者（児）の手当
精神または身体に障がいのある在宅の障がい者（児）など
に対し手当を支給します。
◆対象者
特別障害者手当：著しく重度の障がいがあるため常時特別
の介護を要する在宅の20歳以上の障がい者
障害児福祉手当：著しく重度の障がいがあるため常時の介
護を要する在宅の20歳未満の障がい児
特別児童扶養手当：中度以上の障がいがある20歳未満の児
童を養育している人

※いずれも認定基準や所得制限などの受給要件があります。

障害福祉サービス・地域生活支援事業
障がいのある人が地域で自立した生活を営むことができる
よう各種サービスを提供します。
障害福祉サービス：介護給付、訓練等給付　など
障害児給付：通所給付　など
地域生活支援事業：日常生活用具（パルスオキシメーター、
電気式たん吸引器、ストマ用装具など）の給付、意思疎通
支援、移動支援、日中一時支援　など
地域生活支援拠点事業：一人暮らしの体験の機会・場の提
供、介護者の急病など緊急時の受け入れ対応　など

補装具費の支給
身体上の障がいを補うために、補装具（補聴器、義肢、車
椅子など）の購入・貸与・修理費の助成を行います。

自立支援医療
〈更生医療〉
身体上の障がいに対し、日常生活能力などの回復または障
がいの軽減、改善をするために必要な医療費の一部を公費で
負担します。
〈精神通院〉
精神障がい者の通院医療費に要する費用のうち、「医療保険
分と自己負担の1割分」を除く費用を公費で負担します。
〈育成医療〉
18歳未満の身体に障がいのある児童で、指定の医療機関の
医師が、手術により治療が期待できると認めた場合、医療費
の自己負担金の一部を公費で負担します。
※いずれも所得などに応じた減免制度があります。

その他助成制度
●自動車改造費用の助成
●自動車運転免許取得費用の助成
●重度身体障がい者介助用自動車購入・改造費用の助成
●ニュー福祉機器購入費助成　●難聴児補聴器購入費等助成
●理髪サービス事業　●紙おむつ購入費助成事業
●重度障がい者タクシー利用助成事業
※いずれも認定基準や所得制限などの受給要件があります。

相談支援
本人や家族が地域の中で安心して生活できるよう、各種相
談支援を行います。

名称 窓口 連絡先
障害者基幹相談支援
センターえがお
（障害者虐待防止セ
ンター）

福祉敬愛課内
☎ 058-323-1145
Fax 058-323-1144
E-mail egao@city.motosu.lg.jp

精神保健福祉相談会
（月1回・要予約） 福祉敬愛課 ☎ 058-323-7752

高齢者の生活支援介護保険制度とは

介護保険に加入するのは

介護サービスを利用するためには

相談支援

　高齢者が地域全体に支えられながら、安心した生活を送る
ことができるよう、さまざまな支援を行っています。
⃝紙おむつ購入費の助成
⃝ねたきり老人等介護者慰労金の支給
⃝理髪サービス利用料の助成
⃝緊急通報装置の貸与
⃝救急医療キットの支給
⃝克雪対策費（雪下ろし・庇補強）の補助
⃝生活管理指導短期宿泊事業
⃝高齢者タクシー利用助成
⃝シニア元気いきいき支援（温泉入浴券等の交付）
⃝認知症高齢者等位置情報検索サービス利用料の助成
⃝認知症高齢者等見守りシールの交付
⃝認知症高齢者等個人賠償責任保険の加入

　介護保険制度は、40歳以上の全員が加入し、介護や支援
が必要となった人を社会全体で支援する仕組みです。
　本巣市では、瑞穂市、北方町と合同で�｢もとす広域連合」
を設置し運営しています。

　年齢によって加入の仕方は2種類に分かれ、介護サービス
を利用できる条件も異なります。
⃝65歳以上の人は……「第1号被保険者」
一人ずつに被保険者証が交付され、介護が必要であると認
定された人（どんな病気やけががもとで介護が必要になっ
たかは問われません）が介護サービスを利用できます。
⃝40歳～64歳の人は……「第2号被保険者」
特定疾病により、介護が必要であると認定された人が介護
サービスを利用できます。

　まずは介護保険の認定申請をしてください。申請の窓口
は、もとす広域連合、市役所の各分庁舎です。地域包括
支援センター・居宅介護支援事業者・介護保険施設などに、
申請を代行してもらうこともできます。
◆申請に必要なもの
⃝介護保険の被保険者証（40歳～64歳の人は健康保険の被
　保険者証）
⃝かかりつけ主治医の氏名、病院名、所在地、電話番号
⃝医療保険証の記載事項
　申請すると、心身の状態を調べるために、本人と家族な
どへの聞き取りの訪問調査を行い、その結果と主治医の意
見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家が審査し、介護
を必要とする度合い（要介護状態区分）が認定されます。

　本巣市地域包括支援センターは、もとす広域連合の委託を
受けた公的な高齢者の総合相談窓口です。
「介護保険サービスを利用したい」「最近思うように動けな
くなった」「悪質な訪問販売の被害に遭って困っている」
「虐待に遭っている」「近所の一人暮らしの人が心配」など
さまざまな相談を受け付けています。

▶問い合わせ…本巣市地域包括支援センター
　　　　　　　☎058-324-5166
　　　　　　　下真桑1199番地1（真正老人福祉センター内）

▶問い合わせ…もとす広域連合
　　　　　　　☎058-320-2266
　　　　　　　下真桑1000番地（真正分庁舎内）

　本巣市成年後見支援センターは、認知症、知的障がい、精
神障がい等により判断能力が十分でない人が成年後見制度を
円滑に利用できるよう相談支援を行います。市では、弁護士、
司法書士、社会福祉士等の専門職が所属している一般社団法
人　ぎふ権利擁護センターに外部委託しています。

▶問い合わせ…本巣市成年後見支援センター
　　　　　　　真正分庁舎　福祉敬愛課内
　　　　　　　☎058-323-7754

　　　　　　　一般社団法人　ぎふ権利擁護センター
　　　　　　　☎090-8457-9800
　　　　　　　山県市高富1238番地1

26 27

障
が
い
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス

高
齢
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス

障がい者福祉サービス障がい者福祉サービス 高齢者福祉サービス高齢者福祉サービス

055 
W90mm × H60mm

057 
W90mm × H60mm

056 
W90mm × H60mm

058 
W90mm × H60mm

▶問い合わせ…福祉敬愛課　高齢福祉係　☎058-323-7754▶問い合わせ…福祉敬愛課　障がい福祉係　☎058-323-7752
障害者手帳などの交付
障がいのある人が各種の援助や相談を受けるための身体障害

者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を行います。
◆申請に必要なもの
身体障害者手帳：指定医師による診断書（指定の様式）、写
真、マイナンバーカード
療育手帳：写真、マイナンバーカード
精神障害者保健福祉手帳：精神保健指定医師その他精神障が
いの診断または治療に従事する医師による診断書（指定の様式）
または障害年金証書など、写真、マイナンバーカード

障がい者（児）の手当
精神または身体に障がいのある在宅の障がい者（児）など
に対し手当を支給します。
◆対象者
特別障害者手当：著しく重度の障がいがあるため常時特別
の介護を要する在宅の20歳以上の障がい者
障害児福祉手当：著しく重度の障がいがあるため常時の介
護を要する在宅の20歳未満の障がい児
特別児童扶養手当：中度以上の障がいがある20歳未満の児
童を養育している人

※いずれも認定基準や所得制限などの受給要件があります。

障害福祉サービス・地域生活支援事業
障がいのある人が地域で自立した生活を営むことができる
よう各種サービスを提供します。
障害福祉サービス：介護給付、訓練等給付　など
障害児給付：通所給付　など
地域生活支援事業：日常生活用具（パルスオキシメーター、
電気式たん吸引器、ストマ用装具など）の給付、意思疎通
支援、移動支援、日中一時支援　など
地域生活支援拠点事業：一人暮らしの体験の機会・場の提
供、介護者の急病など緊急時の受け入れ対応　など

補装具費の支給
身体上の障がいを補うために、補装具（補聴器、義肢、車
椅子など）の購入・貸与・修理費の助成を行います。

自立支援医療
〈更生医療〉
身体上の障がいに対し、日常生活能力などの回復または障
がいの軽減、改善をするために必要な医療費の一部を公費で
負担します。
〈精神通院〉
精神障がい者の通院医療費に要する費用のうち、「医療保険
分と自己負担の1割分」を除く費用を公費で負担します。
〈育成医療〉
18歳未満の身体に障がいのある児童で、指定の医療機関の
医師が、手術により治療が期待できると認めた場合、医療費
の自己負担金の一部を公費で負担します。
※いずれも所得などに応じた減免制度があります。

その他助成制度
●自動車改造費用の助成
●自動車運転免許取得費用の助成
●重度身体障がい者介助用自動車購入・改造費用の助成
●ニュー福祉機器購入費助成　●難聴児補聴器購入費等助成
●理髪サービス事業　●紙おむつ購入費助成事業
●重度障がい者タクシー利用助成事業
※いずれも認定基準や所得制限などの受給要件があります。

相談支援
本人や家族が地域の中で安心して生活できるよう、各種相
談支援を行います。

名称 窓口 連絡先
障害者基幹相談支援
センターえがお
（障害者虐待防止セ
ンター）

福祉敬愛課内
☎ 058-323-1145
Fax 058-323-1144
E-mail egao@city.motosu.lg.jp

精神保健福祉相談会
（月1回・要予約） 福祉敬愛課 ☎ 058-323-7752

高齢者の生活支援介護保険制度とは

介護保険に加入するのは

介護サービスを利用するためには

相談支援

　高齢者が地域全体に支えられながら、安心した生活を送る
ことができるよう、さまざまな支援を行っています。
⃝紙おむつ購入費の助成
⃝ねたきり老人等介護者慰労金の支給
⃝理髪サービス利用料の助成
⃝緊急通報装置の貸与
⃝救急医療キットの支給
⃝克雪対策費（雪下ろし・庇補強）の補助
⃝生活管理指導短期宿泊事業
⃝高齢者タクシー利用助成
⃝シニア元気いきいき支援（温泉入浴券等の交付）
⃝認知症高齢者等位置情報検索サービス利用料の助成
⃝認知症高齢者等見守りシールの交付
⃝認知症高齢者等個人賠償責任保険の加入

　介護保険制度は、40歳以上の全員が加入し、介護や支援
が必要となった人を社会全体で支援する仕組みです。
　本巣市では、瑞穂市、北方町と合同で�｢もとす広域連合」
を設置し運営しています。

　年齢によって加入の仕方は2種類に分かれ、介護サービス
を利用できる条件も異なります。
⃝65歳以上の人は……「第1号被保険者」
一人ずつに被保険者証が交付され、介護が必要であると認
定された人（どんな病気やけががもとで介護が必要になっ
たかは問われません）が介護サービスを利用できます。
⃝40歳～64歳の人は……「第2号被保険者」
特定疾病により、介護が必要であると認定された人が介護
サービスを利用できます。

　まずは介護保険の認定申請をしてください。申請の窓口
は、もとす広域連合、市役所の各分庁舎です。地域包括
支援センター・居宅介護支援事業者・介護保険施設などに、
申請を代行してもらうこともできます。
◆申請に必要なもの
⃝介護保険の被保険者証（40歳～64歳の人は健康保険の被
　保険者証）
⃝かかりつけ主治医の氏名、病院名、所在地、電話番号
⃝医療保険証の記載事項
　申請すると、心身の状態を調べるために、本人と家族な
どへの聞き取りの訪問調査を行い、その結果と主治医の意
見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家が審査し、介護
を必要とする度合い（要介護状態区分）が認定されます。

　本巣市地域包括支援センターは、もとす広域連合の委託を
受けた公的な高齢者の総合相談窓口です。
「介護保険サービスを利用したい」「最近思うように動けな
くなった」「悪質な訪問販売の被害に遭って困っている」
「虐待に遭っている」「近所の一人暮らしの人が心配」など
さまざまな相談を受け付けています。

▶問い合わせ…本巣市地域包括支援センター
　　　　　　　☎058-324-5166
　　　　　　　下真桑1199番地1（真正老人福祉センター内）

▶問い合わせ…もとす広域連合
　　　　　　　☎058-320-2266
　　　　　　　下真桑1000番地（真正分庁舎内）

　本巣市成年後見支援センターは、認知症、知的障がい、精
神障がい等により判断能力が十分でない人が成年後見制度を
円滑に利用できるよう相談支援を行います。市では、弁護士、
司法書士、社会福祉士等の専門職が所属している一般社団法
人　ぎふ権利擁護センターに外部委託しています。

▶問い合わせ…本巣市成年後見支援センター
　　　　　　　真正分庁舎　福祉敬愛課内
　　　　　　　☎058-323-7754

　　　　　　　一般社団法人　ぎふ権利擁護センター
　　　　　　　☎090-8457-9800
　　　　　　　山県市高富1238番地1

26 27

障
が
い
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス

高
齢
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年12月9日
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株式会社れんげグループ 御中

介護福祉 本巣市地図3図 D‐3

介護 真心ケアであなたを幸せにします

株式会社
れんげグループ
株式会社れんげグループでは、ショートステイ・デイサービス・訪問介護・
居宅介護支援サービス・障害福祉事業を実施しております。
当社の基本理念、「真心ケアであなたを幸せにします。」をモットーに、地域
の皆さまの暮らしを支えるお手伝いをします。介護相談など、詳しくは担当の
ケアマネージャー、もしくは当施設までお気軽にお申しつけください。

■本巣市下真桑670-1 （岐阜バス「下真桑」バス停北へ10分）
■TEL:058-323-8860 ■FAX:058-323-8864
■営業時間／8:30～17:30（窓口対応・介護相談）
■定休日／事業所ごとに異なります。

あり
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■画像著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年12月9日
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株式会社新生メディカル 瑞穂営業所 御中

福祉・介護サービス 本巣市地図4図 A‐1

24時間365日あなたとともに

「いつまでも住み慣れた地域で、自分らしく暮らしていきたい」という願い
が叶うよう24時間365日、必要な時間に・必要なだけ、安心して利用してい
ただき、その方の望む生活が継続できるように支援させていただきます。
◆居宅介護支援 ◆訪問介護（もとすステーション・みずほステーション）
■本巣市三橋1096-11 新日本ビル101号室
■TEL:058-320-1715 ■FAX:058-320-1716
■URL:https://shinsei-md.jp
■E-mail:shinsei-motosu@alato.ne.jp
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■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済


