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•本人に適したケアプランの作
成や施設選びなどを行う幅広
い知識をもった専門家です。

ケアマネジャー
（介護支援専門員）

•どのようなサービスをどれく
らい使用するか決めた計画書
です。
ケアプランにもとづいてサー
ビスを利用します。

ケアプラン

•ケアマネジャーがいる事業者
のことで、要介護認定の申請
代行やケアプラン作成、サー
ビス事業者との連絡・調整な
どの窓口です。

居宅介護支援事業者

在宅
サービス利用

（P５）

介護認定を受けます
（P２）

元気度調査を受けます
（P３）

ケアプランの作成 ケアプランの作成

（P15）

居宅介護支援
事業者を選ぶ

（P16）

施設を選ぶ ほやねっとに
連絡・相談

施設
サービス利用

（P７）

介護予防
サービス利用

（P９）

介護予防・生活支援
サービス事業利用

（P９）

一般介護予防
事業利用
（P10）

在宅サービスを
利用したい

施設入所
したい

介護予防サービス 介護予防・生活支援
サービス事業

要介護
１～５の方

要支援
１～２の方 非該当 生活機能の低下が

みられた方
生活機能の低下が
みられない方

ほやねっと（P19） や介護保険課、地域包括ケア推進課で
相談の目的や希望するサービスを伝えます

まず相談
まず相談

•介護サービスなどを利用したい
•介護や支援が明らかに必要

•生活に困っていることや、不安
　なことがある

•まだ介護や支援は必要ない
•介護予防に取り組みたい
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介護サービス

元気度調査（P３）



サービスを利用した場合、費用の１割～３割を負担します。

サービスの費用（利用者負担）

下記①・②の両方に該当する65歳以上の方
①本人の合計所得金額が220万円以上
②同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入＋その他の合計所得金額」が
　•単身世帯＝340万円以上
　•２人以上世帯＝463万円以上

３割
（平成30年８月から）

下記①・②の両方に該当する65歳以上の方
①本人の合計所得金額が160万円以上
②同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入＋その他の合計所得金額」が
　•単身世帯＝280万円以上
　•２人以上世帯＝346万円以上

２割

上記以外の方１割

適用期間は８月～翌年７月で毎年交付されます。
　※新たに認定等を受けた方の適用期間は、申請日からとなります。

負担割合（１～３割）が記載されています
※保険料を滞納している方は負担割合が３～４割になる場合があります。

サービスにかかる費用

～３割

5,003単位

5,003単位

10,473単位

16,692単位

19,616単位

26,931単位

30,806単位

36,065単位

5,003円

5,003円

10,473円

16,692円

19,616円

26,931円

30,806円

36,065円

10,006円

10,006円

20,946円

33,384円

39,232円

53,862円

61,612円

72,130円

15,009円

15,009円

31,419円

50,076円

58,848円

80,793円

92,418円

108,195円

要介護１の人が、18万円のサービスを利用した場合
（１割負担の場合）

支給限度額 166,920円支給限度額 166,920円

１割 保険給付９割 超えた分

利用者負担 合計  29,772円

●施設を利用するサービスの場合は、介護サービス費の自己負担分（１～３割）に加え、食費や居住費（滞在費）などがかかります。

施設等に通ってサービスを受ける場合
（デイサービス等） 介護サービス費 日常生活費

（身の回り品の費用など）食　費

施設に宿泊または入居してサービスを受ける場合
（施設入所・ショートステイ） 介護サービス費 日常生活費食　費 居住費

（滞在費）

利用者負担（１割）
16,692円

利用者負担  全額
13,080円

•施設サービス

18万円のサービス利用18万円のサービス利用

元気度調査をやってみましょう
　以下の質問に回答してみましょう。
　筋力の低下やもの忘れなど早期に気づき、介護予防の取組にお役立てください。

　元気度調査とは、国が定める、運動や口腔、栄養、物忘れなどに関する25の質問項目（下記調査票参照）で、日常生
活に必要な機能が低下していないかを調べるものです。ご本人と面談し、心身の状態や生活の状況などをお聞きします。

№ 質問項目 回答（いずれかに
○をお付け下さい）

１ バスや電車で一人で外出していますか はい いいえ

２ 日用品の買物をしていますか はい いいえ

３ 預貯金の出し入れをしていますか はい いいえ

４ 友人の家を訪ねていますか はい いいえ

５ 家族や友人の相談にのっていますか はい いいえ

６ 階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか はい いいえ

７ 椅子に座った状態からなにもつかまらずに立ち上がっていますか はい いいえ

８ 15分位続けて歩いていますか はい いいえ

９ この１年間に転んだことがありますか はい いいえ

10 転倒に対する不安は大きいですか はい いいえ

11 ６か月間で２～３㎏以上の体重減少がありましたか はい いいえ

12 BMIが18.5未満である（※）
身長	 ㎝	 体重	 ㎏（BMI	 ） はい いいえ

13 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか はい いいえ

14 お茶や汁物等でむせることがありますか はい いいえ

15 口の渇きが気になりますか はい いいえ

16 週に１回以上は外出していますか はい いいえ

17 昨年と比べて外出の回数が減っていますか はい いいえ

18 周りの人から「いつも同じことを聞く」などの物忘れがあると言われますか はい いいえ

19 自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか はい いいえ

20 今日が何月何日かわからない時があります はい いいえ

21 （ここ２週間）毎日の生活に充実感がない はい いいえ

22 （ここ２週間）これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった はい いいえ

23 （ここ２週間）以前は楽にできていたことが今ではおっくうに感じられる はい いいえ

24 （ここ２週間）自分が役に立つ人間だと思えない はい いいえ

25 （ここ２週間）わけもなく疲れたような感じがする はい いいえ

※BMI＝体重（㎏）÷身長（ｍ）÷身長（ｍ）が18.5未満の場合に該当する

回答の結果、水色
のところについた
○の数が多い場合
は、日常生活に必
要な生活機能など
の低下が心配され
ます。担当地区の
ほやねっと（P19）
までご相談くださ
い。



訪問を受けて利用するサービス
（ホームヘルプ）

（デイサービス）

通所リハビリテーション（デイケア）

施設に入居しながら利用するサービス

看護師などが自宅を訪問し、病状の観察や療養上の
世話を行います。

生活する環境を整備するサービス

月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の１～３割が自己負担です。
（用具の種類、事業者によって貸出料は異なります。詳しくはケアマネジャーへご相談ください。）

日帰りで施設に通い、入浴や機能訓練などのサービ
スを受けます。

医療機関や老人保健施設などに通い、日帰りのリハ
ビリテーションを受けます。

各表の金額は、サービスを利用した際の自己負担額の目安です（１割負担の場合）。
お支払いの際は、利用者の状況等により各種加算金が追加されます。

403
185
100

477
405

507
558

863
1,277

295

1,742～3,677

679～1,246

183～314
542～812

実際にかかった費用（上限10万円）※の９～７割相当額を支給します。
10万円を超えた部分は全額自己負担となります。
※年度（４月から翌年３月）当たりの上限額。同年度内の購入額が10万円未満でも、翌年への繰越はできません。

支給額

住宅改修費（上限20万円）の９～７割
相当額を支給します。ただし、著しく
状態が変化した場合、転居した場合に
は改めて申請できます。



日常生活の支援や介護を受けたい

介護やリハビリを受けたい

医療を中心とした介護を受けたい

※Ｈ36.3.31まで

医療と介護を一体的に受けたい

介護医療院 対象者：長期の療養を必要とする方。医療と日常生活上の介護を
　　　　一体的に提供します。
※H30.5.1時点で福井市内に対象施設はありません。

（利用は福井市の被保険者に限ります）

5,785～26,230

8,441～30,060

3,461～6,994
10,496～27,306

12,551～31,671

1,031

386
588

748～835
864～1,235

６

６
650～1,123

796～935

445 553
594 871

668 825
888 1,140

705 841

830 1,080

756 1,269



230 円
（228 円）＊2

＊1：週２回超の利用は要支援２相当の人に限ります。　＊2：H30.10.1以降の自己負担額。

＊1



区分

生活保護受給者の方

老齢福祉年金を受給している方

世帯全員が
市民税非課税

本人の合計所得金額と年金収入額
（非課税年金を含む）の合計が80
万円以下の方
本人の合計所得金額と年金収入額

（非課税年金を含む）の合計が80
万円超の方

対象にならない方
◎預貯金等（現金、有価証券なども含む）の合計が基準額を超えている
　[基準額］単身 1,000万円以下   夫婦 2,000万円以下（本人・配偶者合わせて）
◎本人・配偶者が市民税課税者である（住民票上世帯が異なる配偶者も含む）
◎本人が給付制限を受けている

個室的多床室

※上記の対象者に該当しない場合
でも、介護保険施設に入所し、
属する世帯員の数が２人以上の
場合、別に定める収入・預金な
どの用件を満たす場合は特例と
して軽減の対象となる場合があ
ります。

介護予防・生活支援サービス事業（総合事業）を含む

介護予防・生活支援サービス事業（総合事業）の
うち、予防給付相当サービスのみ含む

条件に該当する方はそ
れぞれの所定の申請書
を市（介護保険課）に提
出してください。
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前年度の
２月

平成 30年度
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等等等等

（介護保険課）（介護保険課）（介護保険課）（介護保険課）（介護保険課）（介護保険課）（介護保険課）（介護保険課）



ケアホーム・さいせい

介護のつどい事業
　在宅で要介護者等を介護し
ている方を対象に、介護に関
する情報を提供し、介護者相
互の意見交換や交流会を開催
しています。

お問い合わせ先／地域包括ケア推進課 TEL：20－5400

男性介護者のつどい
　男性で介護をされている方を対象に、生活のミニ講
座と座談会を行います。慣れない介護や家事の悩みを
語り合ってみませんか？２ヵ月に１回（奇数月）の日
曜日の午前中に開催しています。

お問い合わせ先／ほやねっと中央北 認知症地域支援推進員 TEL：27－5166

認知症カフェ
　認知症の人や家族、地域の方や専門職のだれもが気
軽に集う場です。週１回開催しています。場所はお問
い合わせください。

お問い合わせ先／地域包括ケア推進課 TEL：20－5400

介護者のための家族会
　「かたらい会（老人家族会）」などの家族会では、寝
たきりや認知症の高齢者や、障がいを持つ方を介護し
ている方が、日頃の思いを心おきなく語り合ったり、
同じ体験を持つ者同士が親睦を深めたり、介護などに
ついて学んでいます。

お問い合わせ先／福井市社会福祉協議会 TEL：26－1853

※平成30年６月１日※平成30年６月１日

三十八社町401-22

病院

2-20

14-23

居宅介護支援事業所

燈豊町39-6-59本郷

59-1685



※実際の手続きは、ほやねっとへ。※実際の手続きは、ほやねっとへ。
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