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要介護（要支援）認定の流れ 
 

 

 

訪問調査の結果と主治医の意見書に基づき、

介護や支援が必要な度合い（要介護度）を調

査します。 

 

●訪問調査 

認定調査員が自宅等 

を訪問し、心身の状 

態や生活状況などに 

ついて、本人と家族 

から聞き取り調査を 

行います。 

 

 

●主治医の意見書 

主治医が心身の状況について意見書を作成

します。 

※町が取り寄せますので本人が提出する必

要はありません。 

 

 

●一次判定（コンピュータ判定） 

公平に判定するため、調査の結果はコンピ

ュータで処理されます。 

 

 

●二次判定（介護認定審査会） 

訪問調査の結果と主治医の意見書をもと

に、介護（支援）が必要な状態かどうか、

またどの程度の介護（支援）が必要なのか

を保健、医療、福祉の専門家による「介護

認定審査会」で審査判定します。 

要介護認定には、状態に応じた有効期間が設

けられます。 

心身の状態が変化した場合には、有効期間に

関わらず変更申請ができます。 

介護の程度に変化がなく、引き続きサービス

を利用する場合は、更新申請をします。 

 

申請場所は小布施町地域包括支援センター

（千年樹の里・健康福祉センター内）または、

役場福祉係です。申請は本人のほか、家族で

もできます。 

①  申 請 

 

 

 

・65 歳以上の人は介護保険被保険者証 

・40～64 歳の人は加入している医療保険

被保険者証 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請の際、主治医氏名・医療機関名を伺

います。 

申請に必要なもの 

主治医氏名 

② 調査・判定 
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介護認定審査会の判定に基づいて、８段階の要介護度に分けて認定されます。 

申請から約１か月で認定結果が記載された「認定結果通知」と「被保険者証」が届きますので、

要介護度を確認してください。要介護度に応じた介護保険サービスを利用できます。 

 

～介護保険サービスを利用するための手続き～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認定不要でサービスが使える基本チェックリスト、事業対象者について 

「基本チェックリスト」とは、65歳以上の高齢者が自分の生活や健康状態を振り返り、心身の機能で衰

えているところがないかをチェックするためのものです。 

要介護（要支援）認定を受けなくても、基本チェックリストを行った結果、生活機能の低下が見られ、

かつ希望するサービスが介護予防・生活支援サービス（5ページの「通所型サービス」、6ページの「訪

問型サービス」、7ページの「ふれあい給食サービス」）のみであれば、「事業対象者」として速やかに認

定され、サービスを利用することができます。 

要介護度 心 身 状 況 の め や す 利用可能なサービス 

要介護５ 
生活全般に介護が必要で、介護なしでは日常生

活がほぼ不可能 

介護サービス（在宅サービス、地域

密着型サービス、施設サービス） 

要介護４ 
日常生活全般に動作能力が低下しており、介護

なしでの生活は困難 

要介護３ 
歩行や排せつ、入浴、衣服の着脱などに、ほぼ

全面的な介護が必要 

要介護２ 
歩行などが不安定で、排せつや入浴などの一部

または全部に介護が必要 

要介護１ 
歩行などに不安定さがあり、日常生活に部分的

な介護が必要 

要支援２ 
日常生活に支援は必要だが、それによって介護

予防できる可能性が高い 
・介護予防サービス（在宅サービス、

地域密着型サービス） 

・介護予防・生活支援サービス 要支援１ 
ほぼ自立した生活ができるが介護予防のため

の支援や改善が必要 

自 立 

（非該当） 
要介護・要支援に該当しない人 

・一般介護予防サービス 

・基本チェックリストで生活機能の

低下が見られた人は、介護予防・生

活支援サービス 

 

③ 認定結果の通知  
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サービス利用の手順（地域包括支援センターがサポートします） 

①地域包括支援センターに 

連絡・相談します。 

※センターから委託を受けた居宅
介護支援事業者が担当する場合
もあります。 

②地域包括支援センタ

ーの職員に希望を伝え

ます 

・家族や地域包括支援センタ

ー又は委託先の職員と、今

どのようなことで困って

いるのか、これからどのよ

うな生活を希望している

のかなどについて話し合

います。 

②居宅介護支援事業者

に連絡します 

・居宅介護支援事業者（17 ﾍﾟ

ｰｼﾞ）を選び、連絡します。 

・担当のケアマネジャー(介護支

援専門員)が決まります。 

②介護保険施設に連絡

します 

・どのような介護が必要かに

よって施設が分かれます。

入所したい施設に直接申

し込みます。 

②地域密着型サービス

は種類により連絡先が

異なります 

・定期巡回･随時対応型訪問

介護看護、認知症対応型通

所介護、地域密着型通所介

護は居宅介護支援事業者

（17 ﾍﾟｰｼﾞ）を選び、連絡

します。 

その他の地域密着型サー

ビスについては事業者に

直接申し込みます。 

①サービスを選びます 

 在宅でのサービスを中心に利用し

たい人は 

 

         から選びます。 在宅サービス 

介護保険施設に入所したい人は 
 

          

から選びます。 施設サービス 

柔軟なサービスを利用して住み

慣れた地域で生活したい人は 

 

 

        から選びます。 

原則として、町内の事業者のサー

ビスを利用します。 

地域密着型サービス 

居宅サービスについて５ページ 

施設サービスについて 13 ページ

地域密着型サービスについて９ページ 

事業対象者 
介護予防・生活支 

援サービスのみ 

 

要介護１ 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

介護予防サービスについて５ページ

地域密着型サービスについて９ページ 

介護予防・生活支援サービスについて

５ページ 

介護サービス 

対象 

介護予防 

サービス対象 

要支援１ 

要支援２ 
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～自分に合ったケアプランをたて、サービスを上手に利用しましょう～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ケアプランを作成し

ます 

・担当のケアマネジャーと

一緒に、利用する介護サー

ビスなどを定めた「ケアプ

ラン」を作ります。担当者

とよく相談しましょう。 

・利用日時の調整や費用面

の相談も応じます。 

④サービスの利用が 

始まります 

・ケアプランに基づいて、事

業者が提供する介護サー

ビスを利用します。 

・利用したサービスの自己負

担分（1 割、所得により 2

割又は3割）を支払います。 

 

 

⑤ケアプランを見直し

ます 

・サービス利用開始から一

定期間後、目標が達成され

ているか評価し、ケアプラ

ンを見直します。サービス

利用の途中でも改善が見

られない場合などには、ケ

アプランの見直しができ

ます。 

③ケアプランを作成し

ます 

・介護予防を目標に、どの

ようなサービスをどのく

らい利用していくか、地

域包括支援センターの職

員と相談しながら作成し

ます。 

・利用日時の調整や費用面

の相談も応じます。 

④サービスの利用が 

始まります 

・ケアプランに基づいて事業

者が提供する介護予防サ

ービス又は介護予防・生活

支援サービスを利用しま

す。 

・利用したサービスの自己負

担分（1 割、所得により 2

割又は3割）を支払います。 

⑤ケアプランを見直し

ます 

・一定期間後にケアプラン

で設定された目標が達成

されたかどうかを評価

し、計画の見直しが必要

とされた場合は、より利

用者に合った計画に作り

直します。 

要介護・要支援認定を受けた人は、福祉用具の購入や住宅改修の給付を受けることもできます。 
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 在宅サービス 

介護予防・生活支援サービス 

 

 
 

要介護１～５の人 

  ・ケアマネジャーがケアプランを作成し、利用者が安心して在宅で生活できる

よう支援します。 

要支援１・２の人、事業対象者  

  ・地域包括支援センターの職員又はセンターから委託を受けた居宅支援事業者のケアマネジャーが、

ケアプランを作成し、利用者が安心して自立した生活が送れるよう支援します。 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービスの利用についての相談・調整 

通所するサービス 

サービスの種類 要介護１～５の人 

 デイサービスセンターに通い、食事や入

浴などの日常生活上の支援やレクリエ

ーションなどのサービスを受けます。 

１回の基本費用 
【通常規模の施設/7～8時間利用の例】 

要介護１ 6,550 円 

要介護２ 7,730 円 

要介護３ 8,960 円 

要介護４ 10,180 円 

要介護５ 11,420 円 
 

通所型サービス※ 要支援１・２の人、事業対象者 

介護予防通所

サービス 

デイサービスセンターに通い、食事や入

浴など日常生活上の支援のほか、本人の

目標に合わせた生活機能の維持向上の

ためのサービスを受けます。(身体介助

が必要な人が対象) 

１か月の基本費用 

事業対象者 16,720 円 

要支援１ 16,720 円 

要支援２ 34,280 円 
 

予防支援通所

サービス 

デイサービスセンターに通い、日常生活

上の支援を受けます。(一部身体介助が

必要な人が対象) 

１回の基本費用 3,270 円 

ミニデイサー

ビス 

施設に通い、日常生活上の支援を受けま

す。(身体介助が不要な人が対象) 

１回の基本費用 2,110 円 

脳のリハビリ

事業 

保健師等の指導を受けながら認知症予

防や状態の改善を図ります。 

(軽度認知症の疑いのある人) 

１回の自己負担額 100 円 

１カ月２回で１年間 

骨
コツ

コツ貯筋プ

ログラム 

理学療法士等による骨・筋肉・関節の機

能維持のためのプログラムを受けます。

(事業対象者のみ対象) 

10 回セットの自己負担額 3,000 円 

※通所型サービスの併用、介護予防通所リハビリテーション（６ページ）との併用はできません。 

通所介護 
（デイサービス） 

 

 

サービス利用時の自己負担額は、下表の「基本費用」＋事業所別

加算の合計の１割（所得により２割または３割）です。また、食

費等が別に必要です。 
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（17 ページ以降にサービス提供事業者が載っています。） 

※選択的なサービスとは 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービスの種類 要介護１～５の人 要支援１・２の人 

 送迎車で老人保健施設や病院・診療所

に通い、食事や入浴などの日常支援上

の支援や、生活行為向上のための専門

家によるリハビリテーションなどを受

けます。 

１回の基本費用 
【通常規模の施設/6～7時間利用の例】 

要介護１ 7,100 円 

要介護２ 8,440 円 

要介護３ 9,740 円 

要介護４ 11,290 円 

要介護５ 12,810 円 
 

送迎車で老人保健施設や病院・診療所

に通い、食事や入浴などの日常生活上

の支援やリハビリテーションなどが利

用できるほか、本人の目標に合わせた

生活機能の維持向上のための選択的な

サービス※を利用します。 
 

１か月の基本費用 

要支援１ 20,530 円 

要支援２ 39,990 円 

※選択的サービス 

運動器機能向上 １か月 2,250 円 

栄養改善    １か月 2,000 円 

口腔機能向上  １か月 1,500円等 

通所型サービス（５ページ）との併用は

できません。 

通所リハビリ
テーション 

（デイケア） 

介護予防通所 

リハビテーション 

訪問を受けるサービス 

サービスの種類 要介護１～５の人 

 ホームヘルパーが自宅を訪問し、身体

介護や生活援助を行います。 

１回の基本費用 

身体介護 
30 分以上 

1 時間未満 3,960 円 

生活援助 
20 分以上 

45 分未満 1,830 円 

※早朝・夜間などの加算があります。 
 

 

 

 

※移送にかかる費用（運賃）は別途自己負担 

訪問型サービス 要支援１・２の人、事業対象者 

ど
ち
ら
か
一
方
の
利
用
に
限
る

 

訪 問 介 護 支 援

サービス 

ホームヘルパーが自宅を訪問し、入

浴・排せつ等の身体介護のほか、調理

や掃除など、自力では困難なことを本

人と一緒に行うことで、できることが

増えるよう支援します。 

(身体介護が必要な人が対象) 

基本費用（月単位の定額） 

週１回程度利用  １か月 11,760 円 

週２回程度利用(原則要支援１、２) 

１か月 23,490 円 

週２回程度超利用（原則要支援２） 

１か月 37,270 円 
 

訪 問 援 助 サ ー

ビス 

ホームヘルパーが自宅を訪問し、調理

や掃除など、自力では困難なことを本

人と一緒に行うことで、できることが

増えるよう支援します。 

(身体介護が不要な人が対象) 

１回の基本費用 

15 分以上 30 分未満 1,420 円 

30 分以上 60 分程度 2,270 円 

・訪問介護、訪問型サービス共に生活援助は、家族の状況などにより利用制限があります。 

・保険対応とならない（自費による）ヘルパー派遣を提供している訪問介護事業者があります。 

訪問介護 
（ホームヘルプ） 
 

 〈身体介護中心〉 
主に食事介助、入浴
介助、排せつ介助
（おむつ支援）など
直接身体に触れる
介助を行います。 

〈生活援助中心〉 
主に調理、買い物、掃
除など日常の家事の
援助を行います。 

通院のための乗車または降車介助 

１回の基本費用 990円 

運動器機能の向上 

理学療法士等の指導により、ス

トレッチや筋力トレーニング

などを行います。 

栄養改善 

管理栄養士等が、低栄養を予防

するための食事指導、情報提供

を行います。 

口腔機能の向上 

歯科衛生士等が、歯みがきや

義歯の手入れ、飲み込みの訓

練などの指導を行います。 
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サービスの種類 要介護１～５の人 要支援１・２の人 

 自宅での生活行為を向上させるため

に、理学療法士や作業療法士、言語聴

覚士が訪問によるリハビリテーション

を行います。 

 

１回の基本費用 3,070 円 

【20 分間での例】 

自宅での生活行為を向上させる訓練が

必要な場合に、理学療法士や作業療法

士、言語聴覚士が訪問により短期集中

的なリハビリテーションを行います。 

 

１回の基本費用 3,070 円 

【20 分間での例】 

 疾患等を抱えている人について、看護

師などが自宅を訪問し、療養上のお世

話や診療の補助を行います。 

 

１回の基本費用 

訪 問 看 護 
ステーション 

20 分～ 
30 分未満 4,700 円 

30 分～ 
1 時間未満 8,210 円 

病 院 
診療所 

20 分～ 
30 分未満 3,980 円 

30 分～ 
1 時間未満 5,730 円 

※早朝・夜間などの加算があります。 

疾患等を抱えている人について、看護

師が自宅を訪問して、介護予防を目的

とした療養上のお世話や診療の補助を

行います。 
１回の基本費用 

訪 問 看 護 
ステーション 

20 分～ 
30 分未満 4,500 円 

30 分～ 
1 時間未満 7,920 円 

病 院 
診療所 

20 分～ 
30 分未満 3,810 円 

30 分～ 
1 時間未満 5,520 円 

※早朝・夜間などの加算があります。 

 移動入浴車などで介護職員と看護職員

が自宅を訪問し、浴槽を提供して入浴

介護を行います。 

 
１回の基本費用 12,600 円 

疾病などの特別な理由がある場合に、

介護職員と看護職員が自宅を訪問し、

入浴の介助をします。 
 

１回の基本費用 8,520 円 

 医師、歯科医師、薬剤師などが居宅を

訪問し、医学的な管理や服薬、食事な

どの専門的な指導、助言を行います。 

 

基本費用 

種類 1 回につき 利用限度（月） 

医師 5,140 円 ２回 

歯科医師 5,160 円 ２回 

医療機関の
薬剤師 5,650 円 ２回 

薬局の薬剤師 5,170 円 ４回 

管理栄養士 5,440 円 ２回 

歯科衛生士等 3,610 円 ４回 
 

医師、歯科医師、薬剤師などが居宅を

訪問し、介護予防を目的とした指導や

助言を行います。 

 

基本費用 

種類 1 回につき 利用限度（月） 

医師 5,140 円 ２回 

歯科医師 5,160 円 ２回 

医療機関の
薬剤師 5,650 円 ２回 

薬局の薬剤師 5,170 円 ４回 

管理栄養士 5,440 円 ２回 

歯科衛生士等 3,610 円 ４回 
 

 

生活支援サービス サービス内容 費用（自己負担） 

ふれあい給食サービス

（町が事業者に委託） 

高齢世帯等で栄養改善が必要な方に栄

養バランスのとれた食事の提供と安否

確認を兼ねて、昼食と夕食をお届けし

ます。（土・日・祝日、お盆、年末年始

除く） 

減塩・糖尿病食は対応できません。 

昼食 500 円、夕食 550 円 

（住民税非課税者は、昼食 250 円、

夕食 300 円） 

おかゆ、きざみ食は各 100 円増 

高齢者向けの配食サービスは、ふれあい給食以外に民間の事業者でも行っています。 

訪問リハビリ

テーション 
 

介護予防訪問 

リハビテーション 

訪問看護 
介護予防訪問看護 

 

※医師の指示に基

づいておこなわれ

ます。 

訪問入浴介護 
介護予防訪問入浴介護 

居宅療養管理
指導 
介護予防居宅療養

管理指導 
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（17 ページ以降にサービス提供事業者が載っています。） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

費用は施設の種類やサービスに応じて異なります。食費、日常生活費、居住費は別途負担となります。 

短期間入所して介護を受けるサービス 

サービスの種類 要介護１～５の人 要支援１・２の人 

 介護老人福祉施設等に短期間入所し、

食事・入浴などの介護やレクリエーシ

ョンやリハビリテーションを行うこと

で在宅生活継続の支援をします。 

 

１日の基本費用【併設型個室の場合】 

要介護１ 5,960 円 

要介護２ 6,650 円 

要介護３ 7,370 円 

要介護４ 8,060 円 

要介護５ 8,740 円 
 

介護老人福祉施設等に短期間入所し、

食事・入浴など、介護予防を目的とし

たリハビリテーション等が受けられま

す。 

 

１日の基本費用【併設型個室の場合】 

要支援１ 4,460 円 

要支援２ 5,550 円 
 

 介護老人保健施設等に短期間入所し

て、医学的管理のもとで介護やリハビ

リテーションが受けられます。 

 

１日の基本費用【多床室の例】 

 
老 人保健 

施 設 型 

介 護 

医 療 院 

要介護１ 8,270 円 8,750 円 

要介護２ 8,760 円 9,850 円 

要介護３ 9,390 円 12,240 円 

要介護４ 9,910 円 13,250 円 

要介護５ 10,450 円 14,160 円 
 

介護老人保健施設等に短期間入所し、

医学的管理のもとで介護やリハビリテ

ーションが受けられます。 

 

１日の基本費用【多床室の例】 

 
老 人 保 健 

施 設 型 

介 護 

医 療 院 

要支援１ 6,100 円 6,520 円 

要支援２ 7,680 円 8,100 円 
 

費用は、施設の体制や部屋に応じて異なります。居住費・食費・日常生活費等は別途負担となります

（14 ページ参照）。連続した利用が 30 日を超えた場合、31 日目からは全額自己負担となります。 

短期入所生活
介護 
（ショートステイ）  

介護予防短期入所

生活介護 

短期入所療養
介護 
（医療型ショートステイ）  

介護予防短期入所

療養介護 

サービスの種類 要介護１～５の人 要支援１・２の人 

 有料老人ホームなどで、食事・入浴な

どの介護や機能訓練が受けられます。 

 

１日の基本費用 

要介護１ 5,380 円 

要介護２ 6,040 円 

要介護３ 6,740 円 

要介護４ 7,380 円 

要介護５ 8,070 円 
 

有料老人ホームなどで、介護予防を目

的とした日常生活上の支援や機能訓練

などが受けられます。 

 

１日の基本費用 

要支援１ 1,820 円 

要支援２ 3,110 円 
 

特定施設入居
者生活介護 
介護予防特定施設

入居者生活介護 

介護付き有料老人ホームなどでの日常生活を支援するサービス 
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地域密着型サービス 
住み慣れた地域で生活を続けられるように、地域の特性に応じたサービスが受けられます。 

町内の事業者が提供するサービスを利用します（町内に事業者がない、受け入れができないなど

の理由がある場合には、他市町村の事業者のサービスを利用できることがあります）。 

利用者負担は、「基本費用」＋事業所別加算の合計の１割（所得により２割または３割）です。 

また、食費や居住費、日常生活に必要な費用などが別に必要です。 

サービスの種類 

 
 

心身の状態や希望に応じて、「通い」を中心に「訪問」、「短期間の宿泊」を組み合わせ利用します。 

食事・入浴などの介護や支援が受けられ、「通い」も「訪問」も同じ事業者の職員が対応するので、環境

の変化が少なく、生活を落ち着かせることができます。 

 

※このサービスは利用回数に関係なく定額制です。 

また、このサービスを利用している間は他の通所、訪問介

護、短期入所等のサービスは利用できません。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※このサービスは小規模多機能型居宅介護と同様、  

 利用回数に関係なく定額制です。         ※町内に事業者はありませんが、町外の 
 利用の制限費用についても同様です。        事業者を利用できる場合があります。 

 

１回の基本費用 

【７～８時間利用の例】 

要支援１ 8,590 円 

要支援２ 9,590 円 

要介護１ 9,920 円 

要介護２ 11,000 円 

要介護３ 12,080 円 

要介護４ 13,160 円 

要介護５ 14,240 円 

 

看護小規模多機能型居宅介護 

１か月の基本費用 

要介護１ 124,380 円 

要介護２ 174,030 円 

要介護３ 244,640 円 

要介護４ 277,470 円 

要介護５ 313,860 円 

※要支援の人は利用できません。 

認知症の人が、食事・入浴などの介護や支援

を日帰りで受けられます。 

小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合

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。 

小規模多機能型居宅介護（介護予防小規模多機能型居宅介護） 

１か月の基本費用 

要支援１   34,380 円 

要支援２   69,480 円 

要介護１ 104,230 円 

要介護２ 153,180 円 

要介護３ 222,830 円 

要介護４ 245,930 円 

要介護５ 271,170 円 

 

認知症対応型通所介護 
（介護予防認知症対応型通所介護） 

通う 訪問 

通う 

訪問 

宿泊 

宿泊 

通う 
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（17 ページ以降にサービス提供事業者が載っています。） 

～住みなれた地域で生活を続けたい～ 

※サービスの種類、内容などは市町村によって異なります。 

 

 

認知症の高齢者が共同で生活できる場（住居）で、食事・入浴 

などの介護や支援、機能訓練を受けられます。 

※要支援１の人は利用できません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 ※新規入所は要介護 3以上の人でないと利用 

できません。 

  要支援の人は利用できません。 

  町内に事業者はありませんが、町外の 

事業者を利用できる場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１日の基本費用 

要支援２   7,600 円 

要介護１  7,640 円 

要介護２    8,000 円 

要介護３  8,230 円 

要介護４  8,400 円 

要介護５   8,580 円 

 

定員 30 人未満の小規模な介護老人福祉施設

で、食事・入浴などの介護や健康管理などが

受けられます。 

１日の基本費用 
【ユニット型個室の場合】 

要介護１ 6,610 円 

要介護２ 7,300 円 

要介護３ 8,030 円 

要介護４ 8,740 円 

要介護５ 9,420 円 

 

認知症対応型共同生活介護（介護予防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 

定期巡回と随時対応による 24 時 

間体制の訪問介護、訪問看護を受 

けることができます。 

※要支援の人は利用できません。 

町内に事業者はありませんが、町外の 

事業者を利用できる場合があります。 

１か月の基本費用〈連携型以外の場合〉 

◆訪問看護サービスを行わない場合 

要介護１ 56,970 円 

要介護２ 101,680 円 

要介護３ 168,830 円 

要介護４ 213,570 円 

要介護５ 258,290 円 

 

◆訪問看護サービスを行う場合 

要介護１ 83,120 円 

要介護２ 129,850 円 

要介護３ 198,210 円 

要介護４ 244,340 円 

要介護５ 296,010 円 

 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

 

夜間安心して生活を送ることができるよう、

ヘルパーの定期的な巡回や、利用者からの連

絡で訪問などをします。 

基本費用＋定期巡回、随時訪問費用 

※要支援の人は利用できません。 

 町内に事業者はありませんが、町外の 

事業者を利用できる場合があります。 

夜間対応型訪問介護 訪問 

定員 18 人以下の小規

模なデイサービスセ

ンターで、食事や入浴

などの日常生活上の

支援や生活行為向上

の支援（レクリエーシ

ョンなど）を日帰りで

利用します。 

１回の基本費用 
【７～８時間利用の例】 

要介護１ 7,500 円 

要介護２ 8,870 円 

要介護３ 10,280 円 

要介護４ 11,680 円 

要介護５ 13,080 円 

 

地域密着型通所介護 

※要支援の人は利用できません。 

通う 

訪問 

居住 

居住 
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福祉用具貸与・購入、住宅改修 
 
 
 

日常生活の自立を助けるための福祉用具をレンタルするサービスです。 

対象となる福祉用具 

◆① 車いす                  ⑧ スロープ 

◆② 車いす付属品               ⑨ 歩行器 

  （クッション、電動補助装置等）       ⑩ 歩行補助つえ（松葉づえ、多点つえ等） 

◆③ 特殊寝台                ◆⑪ 認知症老人徘徊感知器（離床センサー含む） 

◆④ 特殊寝台付属品（サイドレール、     ◆⑫ 移動用リフト 

    マットレス、スライディングボード等）    （立ち上がり座いす、入浴用リフト 

◆⑤ 床ずれ防止用具                段差解消機、階段移動用リフトを含む） 

◆⑥ 体位変換器（起き上がり補助装置を含む）  ⑬ 自動排せつ処理装置（原則、要介護４・５の 

⑦ 手すり                    人のみ、尿のみ吸引は要介護３以下でも可） 

（◆印の福祉用具は、原則として要支援１・２、要介護１の人は利用できません。） 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自宅で入浴や排せつなどに使用する福祉用具を、指定された事業者から 

購入したとき、購入費が支給されます。 

対象となる福祉用具 

① 腰掛便座               ④ 簡易浴槽 

② 自動排せつ処理装置の交換可能部品   ⑤ 移動用リフトのつり具の部分 

③ 入浴補助用具（入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴用介助ベルト等） 

 

 

 

 

 

 

 

※指定を受けていない事業者から購入した場合は、支給されませんのでご注意ください。 

 

レンタルにかかる費用の１割（所得により２割または３割）

が自己負担となります。 

用具ごとにレンタル料金の上限額が設定され、上限を超えた

場合は、介護保険給付の対象となりません（自己負担）。 

費用 

ケアプランの中で、他の在宅サー

ビスと組み合わせて利用できま

す。ケアマネジャーを通じて、指

定事業者から必要な福祉用具を

レンタルします。 

利用のしかた 

指定された事業者で販売される特定福祉用具を購入

した場合に限り、購入費が支給されます。利用者が

購入費の全額をいったん支払い、後日町へ給付申請

し、払い戻しされます。 

利用のしかた 

１年間に 10 万円が購入の限度額です。

購入費の１割（所得により２割または

３割）が自己負担となります。 

費用 

福祉用具貸与（介護予防福祉用具貸与） 

特定福祉用具購入（特定介護予防福祉用具購入） 
申請が必要です！ 
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～生活する環境を整えるためのサービス～ 

               

※在宅している又は在宅する人が対象です。 

 

家庭で生活しやすいように、比較的小規模な住宅改修を行う場合、その一定の費用を支給します。 

対象となる工事 

① 手すりの取り付け            ④ 開き戸から引き戸等への扉の取替え 

② 段差解消                ⑤ 洋式便器等への便器の取替え 

③ 滑りの防止、移動円滑化等のための    ⑥ その他これらの各工事に付帯して必要な工事 

  床・道路面の材料の変更 

 ※次の場合は対象となりません。 

  ・新築、新設、増設に含まれる改修工事 

  ・申請前に既に着手、又は完成している改修工事 

  ・介護保険被保険者証に記載されている住所地以外での改修工事 

  ・住宅改修の効果が見込めない、又は本人の使用見込みが不明確な改修工事 

・高齢者の身体的理由ではなく、単に老朽や破損を理由とする改修工事 

  ・高齢者の主たる生活範囲とは無関係な場所や、身体的な生活障害とは無関係な改修工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※20 万円の上限額に達するまで給付を受けることができます。 

上限額に達した後でも転居や要介護度が３段階以上上がった場合、給付を受けられる場合があります。 

改修費用のうち 20 万円を限度額として、

要した費用の１割（所得により２割また

は３割）が自己負担となります。 

費用 

工事前に保険給付の対象になるかどうかを、ケアマネジ

ャーか町の担当窓口に相談し、事前申請したうえで工事

を着工してください。指定の工務店はありません。 

利用のしかた 

ケアマネジャーなどに相談 

施工事業者の選択・見積もり依頼 

町へ事前に申請（事前申請） 

工事の実施・完了／支払い（全額） 

町へ領収書などを提出（支給申請=事後申請） 

町から住宅改修費の支給 

事前申請に必要な書類 

・住宅改修工事届出書 

・住宅改修が必要な理由書 

・工事費見積書 

・図面 

・改修前の日付入り写真 

・住宅の所有者の承諾書（被保険者と

所有者が異なる場合） 

支給（事後）申請に必要な書類 

・住宅改修費支給申請書 

・住宅改修に要した費用の領収書 

・改修後の日付入り写真 

居宅介護住宅改修（介護予防住宅改修） 

手続きの流れ（償還払い） 

申請が必要です！ 
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１日の基本費用【ユニット型個室の場合】 

要介護度 介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護医療院 

要介護１ 6,520 円 7,960 円 8,420 円 

要介護２ 7,200 円 8,410 円 9,510 円 

要介護３ 7,930 円 9,030 円 11,880 円 

要介護４ 8,620 円 9,560 円 12,880 円 

要介護５ 9,290 円 10,090 円 13,790 円 

 

 施設サービスの種類  ～要介護 1～5 の人～ 

施設サービスは、どのような介護が必要かによって形が分かれます。 

入所したい施設に直接申し込み、契約を結びます。 

利用者負担は、「基本費用」＋事業所別加算の合計の１割（所得により２割または３割）です。 

また、食費や居住費、日常生活に必要な費用などが別に必要です。 

 

■生活全般での介護が必要（要介護３～５） 

 

 

 

 

 

■在宅復帰をめざしてリハビリを受けたい 

 

 

 

 

■長期療養と日常生活での介護が必要 

 

 

 

 

■病院での長期療養が必要 

 

 

 

 

 

 

○施設サービスの費用 

施設サービスの費用は、施設の体制、部屋の種類によって異なります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

常時介護が必要で、家庭では介護の困難な人が入所します。 

入浴、排せつなどの日常生活介護や療養上の世話が受けら

れます。 

介護老人保健施設 

病状が安定している人に、医療上のケアやリハビリテーション、日常生活介護を提供し、

家庭への復帰を支援する施設です。 

 

介護医療院 

長期療養が必要な人のための施設で、療養上の管理、医療上のケアやリハビリテーショ

ン、日常生活介護などが受けられます。 

介護療養型医療施設（療養病床等） 

急性期の治療が終わり、長期療養が必要な人のための施設です。※平成 30 年３月で廃

止される予定でしたが６年間延長となりました。順次介護医療院等に移行します。 
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居住費・食費の負担限度額（日額） 

 

（17 ページ以降にサービス提供事業者が載っています。） 

 

 

 

施設に入所（短期入所）したときは、施設サービス費用の１割（所得により２割または３割）負担に加

え、居住費・食費・日常生活費が自己負担となります。 

○居住費・食費の負担について 

施設の平均的な費用をもとに標準額が定められています。 

居住費・食費は、施設と利用者との契約により決まります。 

 

 

 

 

 

 

 

○低所得の人の居住費・食費の負担軽減制度（負担限度額認定） 

所得が低い人でも施設サービス（特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設）、短期入所生

活介護（ショートステイ）が利用できるよう、下表の区分のとおり居住費・食費の自己負担額に限度が設けられ

ています。ただし、次のいずれかに該当する人は対象となりません。 

①配偶者（世帯が別の場合を含む）が住民税課税 

②預貯金等の額が 2,000 万円 

（配偶者がいない場合は 1,000 万円）以上 

 

対象者 

居住費等の負担限度額 食費 

ユニット型 

個室 

ユニット型 

個室的多床室 

従来型 

個 室 
多床室 

施設 

サービス 

短期入所 

サービス 

第 1 

段階 

生活保護受給者 
 820 円  490 円 

 320 円 

※490 円 
 0 円 300 円 300 円 

世
帯
全
員
が
住
民
税
非
課
税 

老齢福祉年金受給者 

第 2 

段階 

前年の合計所得金額＋年金収入

額が 80 万円以下の人  820 円  490 円 
 420 円 

※490 円 
370 円 

390 円 

 

390 円 

令和3年8月～ 

600 円 

第 3 

段階 

（令和３年７月まで） 

第２段階以外の人 
1,310 円 1,310 円 

820 円 

※1,310 円 
370 円 650 円 650 円 

令
和
３
年
８
月
か
ら 

第
３
段
階
① 

前年の合計所得金

額＋年金収入額が

80 万円超 120 万円

以下の人 

1,310 円 1,310 円 
820 円 

※1,310 円 
370 円 650 円 1,000 円 

第
３
段
階
② 

前年の合計所得金

額＋年金収入額が

120 万円超の人 

1,310 円 1,310 円 
820 円 

※1,310 円 
370 円 1,360 円 1,300 円 

注 2）介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、短期入所療養介護の従来型個室の負担限度額は、

※がついている金額になります。 

施設に入所（13 ページ）、短期入所（８ページ）したときの自己負担と軽減制度 

居住費・食費の標準額（日額） 

居
住
費 

ユニット型個室 2,006 円 

食
費 

令和3年7月まで

1,392 円 

令和 3 年 8 月～ 

1,445 円 

ユニット型個室的多床室 1,668 円 

従来型個室 1,668 円（介護老人福祉施設と短期入所生活介護は 1,171 円） 

多床室 377 円（介護老人福祉施設と短期入所生活介護は 855 円） 

申請が必要です！ 

注１）②は令和 3年 8 月から基準が変更になります 

１段階  単身1,000万円以下 夫婦2,000万円以下 

２段階  単身  650万円以下 夫婦1,650万円以下 

３段階① 単身 550万円以下 夫婦1,550万円以下 

３段階② 単身 500万円以下 夫婦1,500万円以下 
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サービスを利用するときの負担と軽減 
サービス利用時に負担する割合は、原則として１割です。 

所得により２割または３割負担となります（65 歳以上のみ）。 

３割負担の人 
合計所得が 220 万円以上 かつ 同じ世帯にいる 65歳以上の人の「年金収入＋その他の合計所

得が 463 万円（１人の場合 340 万円）以上 

２割負担の人 
３割負担とならない人で、合計所得が 160 万円以上 かつ同じ世帯にいる 65 歳以上の人の「年

金収入＋その他の合計所得が 346 万円（１人の場合 280万円）以上 

１割負担の人 65 歳未満と上記以外の人 

 
 
在宅サービスは、要介護度ごとに月々介護保険で利用できる金額に上限があります（支給限度額）。 

限度額の範囲内でサービスを利用したときは自己負担が１割（所得により２割または３割）ですが、限

度額を超えてサービスを利用した場合、超えた分は全額自己負担となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

①高額介護サービス費 

１か月に利用したサービスの自己負担額（１割～３割。同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合計

額）が下表の区分を超えたときは、超えた額があとから支給されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在宅サービスの支給限度額 

在宅サービスの支給限度額（１か月） 

要介護度 支給限度額 １割負担 ２割負担 ３割負担 

事業対象者 50,320 円 5,032 円 10,064 円 15,096 円 

要支援１  50,320 円 5,032 円 10,064 円 15,096 円 

要支援２ 105,310 円 10,531 円 21,062 円 31,593 円 

要介護１ 167,650 円 16,765 円 33,530 円 50,295 円 

要介護２ 197,050 円 19,705 円 39,410 円 59,115 円 

要介護３ 270,480 円 27,048 円 54,096 円 81,144 円 

要介護４ 309,380 円 30,938 円 61,876 円 92,814 円 

要介護５ 362,170 円 36,217 円 72,434 円 108,651 円 

支給限度額外のサービス・費用があります（福祉用具購入費、住宅改修費、居宅療養管理指導、一部の加算等）。 

自己負担が高額になったとき 

自己負担の上限額（１か月）※令和３年７月算定分まで 

対象者（所得区分） 自己負担の上限額（世帯合計） 福祉用具購入、住宅改修、施設サービス等での居住費

等保険外の費用、支給限度額を超えた利用分の負担

は、対象になりません。 

※令和３年８月から現役並所得者の上限額が細分化されます。 

対象者（所得区分） 自己負担の上限額（世帯合計） 

年収約 1,160 万円以上 140,100 円 

年収約 770 万円以上 

約 1,160 万円未満 
93,000 円 

年収約 383 万円以上 

約 770 万円未満 
44,400 円 

 

生活保護を受けている人等 15,000 円 

世帯全員が住民税非課税で合

計所得金額と課税年金収入の

合計額が 80 万円以下の人等 

24,600 円 

（個人の場合）15,000 円 

住民税非課税世帯の人 24,600 円 

※医療保険における現役並み

所得者相当の人 
※44,400 円 

 

申請が必要です！ 

対象者には、申請書を送付します。 

利用したサービスの総額 

支給限度額 

介護保険の給付分 利用者 

負担分 

9 割 ～ 7 割 
１割 

～3割 

限度額を 
超えた分    

サービス利用時の負担割合 
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②高額医療・高額介護合算サービス費 

同じ世帯で、医療と介護の両方を合わせた自己負担が高額になりすぎないようにする制度です。 

対象となるのは、世帯内で同じ医療保険に加入している人の医療負担額と介護保険サービス負担額の合

計です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③小布施町社会福祉協議会介護保険利用料助成金 

低所得世帯の在宅介護を支援するため、小布施町独自施策として町福祉協議会が運用している福祉基金

を活用した助成をしています。 

対象は、住民税非課税世帯での以下のサービス（介護予防・生活支援サービス含む）の１割負担分で、

その半額を助成します。高額介護サービス費が支給された場合は、助成額を調整します。 

・通所介護（デイサービス） ・介護予防通所サービス ・予防支援通所サービス 

・ミニデイサービス ・通所リハビリテーション（デイケア） ・訪問介護（ホームヘルプ） 

・訪問介護支援サービス ・訪問援助サービス ・訪問リハビリテーション ・訪問看護 

・訪問入浴看護 ・居宅療養管理指導 ・短期入所生活介護（ひと月 15日限度） 

・短期入所療養介護（ひと月 15 日限度） ・福祉用具貸与 ・（看護）小規模多機能型居宅介護 

対象者であることの認定を受けます。１割の自己負担分を事業者に支払い、領収書を添えて申請します。 

 

 

 

医療と介護の合算上限額（年額：８月～翌年７月） 

70 歳未満の人              70 歳以上の人、後期高齢者医療制度 

所 得 

（基礎控除後の総所得金額等） 
上限額  所得区分 上限額 

901 万円超の人 212 万円  課
税
所
得 

690 万円以上の人 212 万円 

600 万円超 901 万円以下の人 141 万円  380 万円以上 690 万円未満の人 141 万円 

210 万円超 600 万円以下の人 67 万円  145 万円以上 380 万円未満の人 67 万円 

210 万円以下の人 60 万円  住民税課税世帯の人 56 万円 

住民税非課税世帯の人 34 万円  住民税非課税世帯の人 31 万円 

 
  

世帯の収入から必要経費・控除を差し引いた

ときに所得が 0円になる人 
19 万円 

 

月の負担上限額が設けられています。 

「高額介護サービス費等」 

介護保険サービスの自己負担額 

 

それぞれの自己負担の年額を世帯内で同じ医療保険

に加入している人で合算し、区分の上限額を超えた

額があとから支給されます。 

高額医療・高額介護合算サービス費 

 

月で負担上限額が設けられています。 

「高額療養費」 

医療保険の自己負担額 

申請が必要です！ 

対象者には、申請書を送付します。 

申請が必要です！ 

他にも、社会福祉法人が独自に行うもの、障害福祉サービスを受けていた場合などに負担軽減が受け

られる場合があります。また、障がい者に準じる場合は税の控除対象となる制度もあります。 
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介護保険サービス事業者一覧 

小布施町を事業の対象区域としている事業者（町が指定した小布施町外の地域密着型サービスを

含む）を掲載しています。 

介護保険サービス事業者の情報は、厚生労働省「介護事業所・生活関連情報検索（介護サービス

情報公表システム）」で検索・閲覧することができます。そこから、事業者が開設しているホー

ムページを見ることもできます。 

 

■居宅介護支援事業者（関連ページ：３～４ページ） 

要介護１～５の人が在宅サービスを利用する場合、介護サービスの計画を無料で作成します。 

またサービス事業者との連絡調整や申請の代行などをします。介護に関する相談に応じます。 

事業者名 所在地 電話番号 運営する法人名 

小布施町社協指定居宅介護

支援事業所 

〒381-0201 

小布施町大字小布施 860-イ 
026-242-6665 

社会福祉法人小布施町

社会福祉協議会 

（スタッフからひとこと）その人らしい暮らしに向け、話を聴きながら一緒

に考えます。多岐の相談に対応できるように知識の向上に努めます。法令を

理解し、ケアマネジメントの充実を目指します。 

ＮＰＯ法人良風来
りょうふうらい

居宅介護

支援事業所 

〒381-0201 

小布施町大字小布施 1156-8 
026-247-6199 ＮＰＯ法人良風来 

居宅介護支援事業所かえで 
〒381-0201 

小布施町大字小布施 851-4 
026-247-6066 

特定非営利活動法人パ

ウル会 

社会福祉法人須坂市社会福

祉協議会居宅介護支援事業

部 

〒382-0074 

須坂市大字須坂 476-1 
026-245-1640 

社会福祉法人須坂市社

会福祉協議会 

居宅介護支援事業所須坂荘 
〒382-0024 

須坂市大字塩野 951番地 
026-242-5440 

社会福祉法人グリーン

アルム福祉会 

グリーン在宅介護支援セン

ター 

〒382-0034 

須坂市大字仁礼 7番地 10 
026-215-2662 

社会福祉法人グリーン

アルム福祉会 

株式会社ケアネット長野サ

ービスセンター 

〒382-0054 

須坂市大字小山 2518-1 
026-251-2708 株式会社ケアネット 

居宅介護支援事業所たのし

家 

〒382-0000 

須坂市大字野辺 66番地 11 
026-246-5377 

特定非営利活動法人ケ

アグループたのしみ屋 

社会福祉法人須坂市社会福

祉協議会ぬくもり園居宅介

護支援事業部 

〒382-0031 

須坂市大字野辺 1335-1 
026-242-5323 

社会福祉法人須坂市社

会福祉協議会 

医療法人公仁会轟居宅介護

支援事業所 

〒382-0000 

須坂市大字須坂 1239 
026-245-0210 医療法人公仁会 

居宅介護支援事業所豊洲 
〒382-0065 

須坂市大字相之島 530 
026-248-5995 

株式会社豊洲ケアサー

ビス 

ケアプランセンター 楽蔵
ら く ら

 
〒382-0045 

須坂市大字井上 1700 番地 21 
026-285-0678 株式会社中外製作所 

居宅介護支援事業所ＳＴＡ

ＲＳ 

〒382-0013 

須坂市大字須坂常磐町 752-イ 
026-214-3756 

特定非営利活動法人Ｓ

ＴＡＲＳ 

居宅介護支援事業所しらか

ば 

〒382-0000 

須坂市大字須坂 1528-3 島田ビル

2階 

026-285-0691 合同会社しらかば 

居宅介護支援事業所リリー

フライフ 

〒382-0086 

須坂市大字須坂 1387-5 
026-247-8182 

株式会社リリーフライ

フ 
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居宅介護支援事業者（続き） 

事業者名 所在地 電話番号 運営する法人名 

高山村社会福祉協議会居宅介

護支援事業所 

〒382-0821 

高山村大字牧 130 番地 1 
026-242-1220 

社会福祉法人高山村社

会福祉協議会 

朝日ホームおんせん指定居宅

介護支援事業所 

〒382-0821 

高山村大字牧 151 番地 1 
026-242-1215 

社会福祉法人ハイネス

ライフ 

株式会社介護のおお岡 
〒381-1226 

長野市松代温泉 75-1 
026-278-1720 株式会社介護のおお岡 

社会福祉法人ハイネスライフ

指定居宅介護支援センター 

〒381-0016 

長野市大字南堀 3 番地 1 朝日ホ

ーム 

026-258-6188 
社会福祉法人ハイネス

ライフ 

福祉相談センターりんごの郷 
〒381-0003 

長野市大字穂保 207番地 1 
026-296-1172 

社会福祉法人ジェイエ

ー長野会 

さくら介護支援センター 
〒381-0006 

長野市富竹 1044-13 
026-296-8163 

株式会社Ｍ‘ｓコーポレ

ーション 

泉平ハイツ指定居宅介護支援

事業所 

〒389-1105 

長野市豊野町豊野 2298 番地 2 
026-257-5180 

社会福祉法人豊智福祉

会 

株式会社ケアネット長野サー

ビスセンター北長池 

〒381-0025 

長野市大字北長池 1242-1 
026-263-2852 株式会社ケアネット 

ニチイケアセンター中野若宮 
〒383-0064 

中野市大字新井 356-5 
0269-24-7077 株式会社ニチイ学館 

居宅介護支援事業所すまいる 
〒383-0034 

中野市大字新野 59-1 
0269-38-0228 有限会社すまいる 

居宅介護支援事業所しなの 

９２８ 

〒383-0032 

中野市大字三ツ和 2204-3 
0269-38-0114 合同会社しなの９２８ 

居宅介護支援事業所みつわ 
〒383-0043 

中野市大字三ツ和 594-1 
0269-38-8412 有限会社あぐり 

在宅ケアセンター湯の花 
〒383-0065 

中野市大字田麦 341-3 
0269-38-1032 合同会社しなの９２８ 

 

■介護予防支援事業者（関連ページ：３～４ページ） 

要支援１・２、事業対象者の人が在宅サービスを利用する場合、介護予防サービスの計画を無料で作成

し、サービス事業者との連絡調整などをします。 

事業者名 所在地 電話番号 運営者 

小布施町地域包括支援 

センター 

〒381-0201 

小布施町大字小布施 860-イ 
026-242-6680 小布施町 

＜介護予防ケアマネジメント事業＞ 

＜総合相談・支援事業＞ 

高齢者の皆さんが住み慣れた地域で安心して暮らせるようにさまざまな

相談を受け、生活を支援します。 

地域のサービスや関係機関及び制度の紹介、利用への支援を行います。ま

た認知症に関する相談をお受けします。 

＜権利擁護事業＞ 

高齢者の皆さんの権利を守るために高齢者虐待の早期発見と防止のた

め関係機関との連携を図ります。 

財産管理やサービスを受けるための契約に不安があるときに利用できる

「成年後見制度」について、内容や手続きなどの説明をします。 

訪問犯罪等による悪質詐欺商法の被害などに会わないように、情報提供を

し、被害の防止に努めます。 
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通所サービス 

■通所介護、通所型サービス、地域密着型通所介護（関連ページ：５ページ、10 ページ） 

事業者名 
所在地 電話番号 運営する法人名 

提供するサービスの種類 

小布施町社協指定通所介護

事業所 

〒381-0201 

小布施町大字小布施 857-6 
026-247-5671 

社会福祉法人小布施町

社会福祉協議会 

通所介護、介護予防通所サービス、予防支援通所サービス 

（スタッフからひとこと）個性を大切にし、安心して過ごせる環境づくりを

します。利用者様が今、出来ていることを継続できるように支援します。 

手作りのお食事を提供しています。季節のメニューもあります。 

お福星
お ふ せ

 

〒381-0201 

小布施町大字小布施 627 番地 36 
026-274-5115 株式会社ｉ（アイ） 

介護予防通所サービス、予防支援通所サービス、地域密着型通所介護 

（スタッフからひとこと）おぶせミュージアム北側にある、民家を改修した

デイサービス（宅幼老所）です。坪庭のある温泉みたいな檜の浴槽がある浴

室を備えています。昔♨温泉好きだった皆さん、是非見学にお越しください！ 

小布施デイサービスセンタ

ー花の里 

〒381-0201 

小布施町大字小布施 1379-1 
026-247-1122 

社会福祉法人小布施町

社会福祉協議会 

通所介護、介護予防通所サービス、予防支援通所サービス 

（スタッフからひとこと）デイサービスセンター花の里は、町中心部に近く、

利用者の皆さんも、職員も建物もたいへん明るい施設です。隣接の保育園や

小学校も近く、園児、児童の皆さんとの交流も楽しく行っています。 

桃源荘ミニデイサービス 

〒381-0201 

小布施町大字小布施 2408-9 
090-4714-9658 

社会福祉法人小布施町

社会福祉協議会 

ミニデイサービス 

（スタッフからひとこと）桃源荘ミニデイサービスは、利用者様自らが「い

きいき暮らす」「楽しく生きる」「生活のリズムをつくる」ことを目標に、交

流とレクリエーションを通じた介護予防のサービスを提供します。 

高齢者総合福祉施設須坂や

すらぎの園 

〒382-0011 

須坂市大字日滝 2887-1 
026-246-4600 社会福祉法人睦会 

通所介護、介護予防通所サービス 

株式会社ケアネットデイサ

ービスセンター長野第一 

〒382-0053 

須坂市大字小山 2579-12 
026-251-2801 株式会社ケアネット 

通所介護 

グリーンデイサービスセン

ター 

〒382-0034 

須坂市大字仁礼 7番地 10 
026-215-2662 

社会福祉法人グリーン

アルム福祉会 

通所介護 

特定非営利活動法人宅老所

赤とんぼ 

〒382-0000 

須坂市大字小河原 1896 番地 8 
026-248-3627 

特定非営利活動法人宅

老所赤とんぼ 

地域密着型通所介護 

なずな豊丘 

〒382-0021 

須坂市大字豊丘町 2755 
026-274-5747 株式会社ｉ（アイ） 

地域密着型通所介護 

宅老所さかたの家 

〒382-0026 

須坂市大字坂田 103 
026-246-2564 特定非営利活動法人 婆 

地域密着型通所介護 

デイサービスセンター陽だ

まり 

〒382-0006 

須坂市大字小河原 3388-17 
026-248-3791 合同会社陽だまり 

介護予防通所サービス、地域密着型通所介護 

社会福祉法人ジェイエー長

野会デイサービスセンター

がりゅうの里 

〒382-0037 

須坂市大字野辺 560-1 
026-242-7171 

社会福祉法人ジェイエ

ー長野会 

通所介護 
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通所介護、通所型サービス、地域密着型通所介護（続き） 

事業者名 
所在地 電話番号 運営する法人名 

提供するサービスの種類 

療養デイサービスすざか 

〒382-0077 

須坂市大字須坂 1641-3 
026-213-6900 

特定非営利活動法人パ

ウル会 

地域密着型通所介護 

コンパスウォーク信州須坂 

〒382-0041 

須坂市大字米持 302-1 
026-285-0970 株式会社未在 

通所介護 

宅老所おひさま 

〒382-0823 

高山村大字高井 4119 
026-214-7278 株式会社リュッカ 

介護予防通所サービス、地域密着型通所介護 

リハライフ須高 

〒382-0826 

高山村大字高井 4894-1 
026-248-9860 株式会社大栄産業 

介護予防通所サービス、地域密着型通所介護 

デイサービスセンターレイ

ンボー 

〒381-0088 

長野市大字吉 1827 番地 
026-295-8025 

社会福祉法人ハーモニ

ー福祉会 

通所介護 

豊野中央デイサービスセン

ター 

〒389-1105 

長野市豊野町豊野 655-5 
026-219-1530 社会福祉法人賛育会 

通所介護 

ツクイ中野新井 

〒383-0064 

中野市新井 427-2 
0269-24-0350 株式会社ツクイ 

通所介護、介護予防通所サービス 

ニチイケアセンター中野若

宮 

〒383-0064 

中野市新井 356-5 
0269-24-7077 株式会社ニチイ学館 

通所介護 

和の家おぬま 

〒383-0043 

中野市三ツ和 594-1 
0269-26-1165 有限会社あぐり 

地域密着型通所介護 

通所介護事業所メディカル

志賀 

〒381-0401 

山ノ内町大字平穏 3249-29 
0269-33-0117 

株式会社ヘルスケアセ

ンター・メディカルタウ

ン 

ミニデイサービス 

 

■認知症対応型型通所介護（関連ページ：９ページ） 

事業者名 所在地 電話番号 運営する法人名 

（福）須坂市社会福祉協議会

デイサービスセンターこと

ぶき 

〒382-0031 

須坂市大字野辺 1335-7 
026-246-9822 

社会福祉法人須坂市社

会福祉協議会 

 

■通所リハビリテーション（関連ページ：６ページ） 

事業者名 所在地 電話番号 運営する法人名 

岡野医院 

〒381-0208 

小布施町六川 14 
026-247-5212 岡野医院 

（スタッフからひとこと）サービスの特色：少人数のため、細かな観察とき

め細かい対処、家族とのコミュニケーションが密であること 
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通所リハビリテーション（続き） 

事業者名 所在地 電話番号 運営する法人名 

通所リハビリテーション事

業所しんせい 

〒381-0201 

小布施町大字小布施 851 
026-247-2033 特定医療法人新生病院 

（スタッフからひとこと）歩行ロボット、歩行評価機器を導入し、歩行のリ

ハビリにも力をいれています。また、障害が重度であっても「立ちたい、歩

きたい」との希望や、その人らしく暮らしていけるようサポート致します。 

おぶせの里クリニック 
〒381-0209 

小布施町大字中松 325 
026-247-4725 

医療法人おぶせの里ク

リニック 

高齢者総合福祉施設須坂や

すらぎの園 

〒382-0011 

須坂市大字日滝 2887-1 
026-246-6883 社会福祉法人睦会 

ウィングラス デイケア 
〒382-0034 

須坂市大字仁礼 7番地 10 
026-215-2662 

社会福祉法人グリーン

アルム福祉会 

介護老人保健施設朝日ホー

ムおんせんリハビリテーシ

ョンセンター 

〒382-0821 

高山村大字牧 151 番地 1 
026-242-1151 

社会福祉法人ハイネス

ライフ 

 

訪問サービス 

■訪問介護、訪問型サービス（関連ページ：６ページ） 

事業者名 
所在地 電話番号 運営する法人名 

提供するサービスの種類 

小布施町社協指定訪問介護

事業所 

〒381-0201 

小布施町大字小布施 860-イ 
026-242-6665 

社会福祉法人小布施町

社会福祉協議会 

訪問介護、訪問介護支援サービス、訪問援助サービス 

（スタッフからひとこと）利用者様への感謝の気持ちを持ち続けます。 

利用者様にとって気持ちの良い挨拶や声かけを心がけ、寄り添います。 

自分の家に招きたくなるような、ホームヘルパーを目指します。 

ウェルネスライフ小布施 

〒381-0208 

小布施町都住 229-7 リトルパイ

ン 202 

026-247-1031 
有限会社ウェルネスラ

イフ 

訪問介護、訪問介護支援サービス、訪問援助サービス 

ＮＰＯ法人良風
りょうふう

来
らい

訪問介護

事業所 

〒381-0201 

小布施町大字小布施 1156-8 
026-247-6199 ＮＰＯ法人良風来 

訪問介護、訪問介護支援サービス、訪問援助サービス 

株式会社ケアネット長野サ

ービスセンター 

〒382-0054 

須坂市小山蒔田 2518-1 
026-251-2709 株式会社ケアネット 

訪問介護 

樅
もみ

の木ヘルパーステーショ

ン 

〒382-0053 

須坂市大字仁礼 7番地 10 
026-215-2662 

社会福祉法人グリーン

アルム福祉会 

訪問介護 

訪問介護事業所のっこいヘ

ルパーステーション 

〒382-0045 

須坂市大字井上 2127-2 
026-246-0227 株式会社のっこい 

訪問介護 

ピアステーションきらら 

〒382-0028 

須坂市臥竜一丁目 7-17 
026-248-5089 

特定非営利活動法人き

らら 

訪問介護 

ホームヘルパーしらかば 

〒382-0000 

須坂市大字須坂 1528-3 島田ビル

2階 

026-246-5428 合同会社しらかば 

訪問介護、訪問介護支援サービス、訪問援助サービス 
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訪問介護、訪問型サービス（続き） 

事業者名 
所在地 電話番号 運営する法人名 

提供するサービスの種類 

コンフォートヘルパーステ

ーション 

〒380-0814 

長野市大字鶴賀西鶴賀町 1484-5 
026-217-2484 医療法人啓成会 

訪問介護支援サービス 

株式会社介護のおお岡 

〒381-1226 

長野市松代温泉 75-1 
026-278-1720 株式会社介護のおお岡 

訪問介護 

ニチイケアセンターまめじ

ま 

〒381-0022 

長野市大豆島 5190 
026-266-6192 株式会社ニチイ学館 

訪問介護 

ウェルネスライフ川中島 

〒381-2233 

長野市川中島上氷鉋 1119-10 
026-286-7718 

有限会社ウェルネスラ

イフ 

訪問介護 

多宝たねむら有限会社 

〒380-0803 

長野市三輪 1丁目 3番 11 号 
026-241-0311 多宝たねむら有限会社 

訪問介護 

特定非営利活動法人ヒュー

マンネットながの訪問介護

事業所 

〒380-0904 

長野市鶴賀七瀬中町 211-15 ゆた

かフレンズ 2階 

026-268-0622 
特定非営利活動法人ヒ

ューマンネットながの 

訪問介護 

ニチイケアセンター中野若

宮 

〒383-0064 

中野市新井 356-5 
0269-24-7083 株式会社ニチイ学館 

訪問介護 

特定非営利活動法人長野コ

アラ 

〒383-0013 

中野市大字中野 1513 番地 
0269-38-1260 

特定非営利活動法人長

野コアラ 

訪問介護 

ヘルパーステーション花＊

花 

〒383-0041 

中野市大字岩船 380-2 杜欅荘 8

号 

0269-38-0268 合同会社らいふ 

訪問介護 

訪問介護事業所たむろ 

〒383-0015 

中野市吉田 1186-5 
080-6589-2277 一般社団法人たむろ処 

訪問介護 

 

■訪問リハビリテーション（関連ページ：７ページ） 

事業者名 所在地 電話番号 運営する法人名 

特定医療法人新生病院 

〒381-0295 

小布施町大字小布施 851 番地 4 
026-247-2033 特定医療法人新生病院 

（スタッフからひとこと）ご自宅に伺い、いつまでも元気で過ごせるよう、利

用者様の身体機能や生活動作を評価し、本人様、ご家族様と相談させていただ

きながら、一人一人に合ったリハビリを提供させていただきます。 

長野県立信州医療センター 
〒382-8577 

須坂市大字須坂 1332 
026-245-1650 

地方独立行政法人長野

県立病院機構 

医療法人公仁会轟病院 
〒382-0000 

須坂市須坂 1239 
026-245-0126 医療法人公仁会 

訪問リハビリテーション「ウ

ィングラス」 

〒382-0034 

須坂市大字仁礼 7番地 10 
026-215-2662 

社会福祉法人グリーン

アルム福祉会 

豊野病院 
〒389-1105 

長野市豊野町豊野 655-5 
026-257-2470 社会福祉法人賛育会 
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■居宅療養管理指導（関連ページ：７ページ） 

医療機関、薬局（かかりつけのところにご相談ください） 

 

■訪問看護（関連ページ：７ページ） 

事業者名 所在地 電話番号 運営する法人名 

訪問看護ステーション希望 
〒381-0201 

小布施町大字小布施 851 番地 4 
026-247-6002 

特定非営利活動法人パ

ウル会 

長野県立信州医療センター

在宅診療部訪問看護室 

〒382-8577 

須坂市大字須坂 1332 
026-245-1650 

地方独立行政法人長野

県立病院機構 

公益社団法人長野県看護協

会須高訪問看護ステーショ

ン 

〒382-0091 

須坂市大字須坂 1528 番地 7 セ

ンタービル 80 

026-245-7885 長野県看護協会 

訪問看護ステーションしら

かば 

〒382-0028 

須坂市臥竜二丁目 15 番 26 号 
026-285-9734 合同会社しらかば 

リリーフライフ訪問看護ス

テーションぴいす 

〒382-0086 

須坂市大字須坂 1387-5 
026-247-8182 

株式会社リリーフライ

フ 

クリニックニレイ 
〒382-0034 

須坂市大字仁礼 7番地 10 
026-215-2020 

社会福祉法人グリーン

アルム福祉会 

訪問看護ステーションとよ

の 

〒389-1105 

長野市豊野町豊野 659-1 
026-257-5150 社会福祉法人賛育会 

 

■訪問入浴介護（関連ページ：７ページ） 

事業者名 所在地 電話番号 運営する法人名 

アースサポート長野 
〒381-0044 

長野市中越 1丁目 2番 27 号 
026-239-7200 

アースサポート株式会

社 

アイム在宅ケアセンター長

野 

〒381-2247 

長野市青木島 2丁目 1-3 
026-286-7030 株式会社アイム長野 

ニチイケアセンター中野若

宮 

〒383-0064 

中野市新井 356-5 
0269-24-7077 株式会社ニチイ学館 

 

■定期巡回・随時対応型訪問介護看護（関連ページ：10 ページ） 

事業者名 所在地 電話番号 運営する法人名 

ケアステーション須坂 

〒382-0077 

須坂市大字須坂 1637 ツインエー

スビルＢ号室 

026-213-6900 
特定非営利活動法人パ

ウル会 

 

短期間入所して介護を受けるサービス 

■短期入所生活介護（関連ページ：８ページ、須高管内と約５ｋｍ以内の事業所） 

事業者名 所在地 電話番号 運営する法人名 

小布施荘 

〒381-0201 

小布施町大字小布施 857-5 
026-247-4887 長野広域連合 

（スタッフからひとこと）利用される方々にとって安心して過ごせる環境を大

切にしています。自宅での暮らしの流れ、ベッド等の配置を把握し自宅と同じ

ようなリズム・空間に近づけ、利用される方のペースで過ごすことができます。 

高齢者総合福祉施設須坂や

すらぎの園 

〒382-0011 

須坂市大字日滝 2887-1 
026-246-4600 社会福祉法人睦会 
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短期入所生活介護（続き） 

事業者名 所在地 電話番号 運営する法人名 

須坂荘 
〒382-0024 

須坂市大字塩野 951番地 
026-248-0839 

社会福祉法人グリーン

アルム福祉会 

グリーンパルベル 
〒382-0034 

須坂市大字仁礼 7番地 10 
026-215-2662 

社会福祉法人グリーン

アルム福祉会 

ケアネットショートステイ

長野 

〒382-0054 

須坂市小山蒔田 2518-1 
026-251-2810 株式会社ケアネット 

養護老人ホーム寿楽園 
〒382-0011 

須坂市大字日滝 2878-1 
026-245-0171 社会福祉法人睦会 

地域密着型特別養護老人ホ

ームぬくもり園 

〒382-0031 

須坂市大字野辺 1335 番地 1 
026-242-5323 

社会福祉法人須坂市社

会福祉協議会 

特別養護老人ホーム高山お

んせん朝日ホーム 

〒382-0821 

高山村大字牧 105 番地 
026-242-1055 

社会福祉法人ハイネス

ライフ 

朝日高井ホーム 
〒382-0800 

高山村大字高井 458 
026-285-0707 

社会福祉法人ハイネス

ライフ 

ジェイエー長野会 特別養護

老人ホームりんごの郷 

〒381-0003 

長野市大字穂保 207番地 1 
026-296-1165 

社会福祉法人ジェイエ

ー長野会 

シルバーハウスレインボー 
〒389-1106 

長野市大字石 749-3 
026-219-1208 

社会福祉法人ハーモニ

ー福祉会 

豊野清風園 
〒389-1105 

長野市豊野町豊野 659-1 
026-257-4617 社会福祉法人賛育会 

泉平ハイツ短期生活介護セ

ンター 

〒389-1105 

長野市豊野町豊野 2295-2 
026-257-5180 

社会福祉法人豊智福祉

会 

ながでんハートネット中野

江部うさぎの里 

〒383-0045 

中野市大字江部 450-1 
0269-38-0346 

株式会社ながでんウェ

ルネス 

 

■短期入所療養介護（関連ページ：８ページ、須高管内と約５ｋｍ以内の事業所） 

事業者名 所在地 電話番号 運営する法人名 

高齢者総合福祉施設須坂や

すらぎの園 

〒382-0011 

須坂市大字日滝 2887-1 
026-246-4600 社会福祉法人睦会 

ウィングラス 
〒382-0034 

須坂市大字仁礼 7番地 10 
026-215-2662 

社会福祉法人グリーン

アルム福祉会 

介護老人保健施設朝日ホー

ムおんせんリハビリテーシ

ョンセンター 

〒382-0821 

高山村大字牧 151 番地 1 
026-242-1151 

社会福祉法人ハイネス

ライフ 

ゆたかの 
〒389-1105 

長野市豊野町豊野 634 
026-257-3000 社会福祉法人賛育会 

 

 

介護付き有料老人ホームなどでの日常生活を支援するサービス 

■特定施設入居者生活介護（関連ページ：８ページ、約 10ｋｍ以内の事業所） 

事業者名 所在地 電話番号 運営する法人名 

介護付有料老人ホームあた

ご 

〒380-0803 

長野市三輪 10-4-18 
026-241-4371 アタゴ学園株式会社 

特定施設入居者生活介護事

業所 松寿荘 

〒381-0085 

長野市上野 2-120-4 
026-296-1833 長野広域連合 

有料老人ホームシニアパレ

スレインボー 

〒381-0088 

長野市大字吉 1823-2 
026-295-1844 

社会福祉法人ハーモニ

ー福祉会 
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特定施設入居者生活介護（続き） 

事業者名 所在地 電話番号 運営する法人名 

ケアビレッジ銀乃扇 
〒380-0031 

長野市大字西尾張部 1089 番地 8 
026-225-9811 株式会社銀乃扇 

ケアライフ柳原第２ 
〒381-0012 

長野市柳原 2223-1 
026-255-7716 

エフビー介護サービス

株式会社 

老人ホーム高社寮 
〒383-0042 

中野市大字西条 62番地 2 
0269-22-2449 北信広域連合 

 

 

一つの事業所で通い、訪問、泊りを組み合わせて利用するサービス 

■小規模多機能型居宅介護（関連ページ：９ページ） 

事業者名 所在地 電話番号 運営する法人名 

つどい処 
〒381-0209 

小布施町大字中松 701-1 
026-247-6781 社会福祉法人えがお 

小規模多機能型居宅介護事

業所 日滝の家 

〒382-0011 

須坂市大字日滝 2923-1 
026-214-5571 社会福祉法人睦会 

悠々オアシス 
〒382-0071 

須坂市大字小河原 1564-1 
026-247-0881 

特定非営利活動法人生

活支援センターオアシ

ス 

 

■看護小規模多機能型居宅介護（関連ページ：９ページ） 

事業者名 所在地 電話番号 運営する法人名 

小布施町看護小規模多機能

型居宅介護施設 さくらの園 

〒381-0201 

小布施町大字小布施 851-4 
026-247-3322 

特定非営利活動法人パ

ウル会 

 

 

認知症高齢者が共同生活して介護等を受けるサービス 

■認知症対応型共同生活介護（グループホーム）（関連ページ：10 ページ） 

事業者名 所在地 電話番号 運営する法人名 

ヒューマンヘリテージ小布

施 

〒381-0206 

小布施町大字北岡 344 
026-247-1070 

特定非営利活動法人小

布施町シニアの会 

けんちゃん家 
〒381-0209 

小布施町大字中松 701-1 
026-247-6781 社会福祉法人えがお 

やまびこの家 
〒381-0201 

小布施町大字小布施 851-4 
026-213-6747 

特定非営利活動法人パ

ウル会 

医療法人公仁会轟グループ

ホーム 

〒382-0083 

須坂市大字上中町 170 
026-245-1973 医療法人公仁会 

グループホーム日滝の家 
〒382-0011 

須坂市大字日滝 2923-1 
026-246-4600 社会福祉法人睦会 

認知症対応型共同生活介護

施設グループホーム朝日 

〒382-0821 

高山村大字牧 103 番地 1 
026-242-2701 

社会福祉法人ハイネス

ライフ 
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福祉用具貸与・購入、住宅改修 

■福祉用具貸与、特定福祉用具購入（関連ページ：11ページ） 

事業者名 
所在地 電話番号 運営する法人名 

提供するサービスの種類 

ケアショップナカジマ 
〒381-0207 

小布施町大字押羽 77 
026-247-6672 株式会社ナカジマ 

楽蔵
ら く ら

 
〒382-0045 

須坂市大字井上 1700 番地 21 
026-285-0811 株式会社中外製作所 

有限会社安心指定福祉用具

貸与事業所須坂店 

〒382-0091 

須坂市大字須坂 1403-2 
026-214-2068 有限会社安心 

株式会社建販介護事業部は

ーとらいふ 

〒381-2221 

長野市川中島町御厨 652 
026-254-6161 株式会社建販 

ニチイケアセンターまめじ

ま 

〒381-0022 

長野市大豆島 5190 
026-266-6075 株式会社ニチイ学館 

パナソニックエイジフリー

ショップ長野南 

〒388-8006 

長野市篠ノ井御幣川 1053-11 
026-299-6165 株式会社デンセン 

フランスベッド株式会社メ

ディカル長野営業所 

〒381-2211 

長野市稲里町下氷鉋 492-2 
026-284-8380 

フランスベッド株式会

社 

エフビー介護サービス株式

会社長営業所 

〒381-2222 

長野市金井田 65-2 
026-214-7722 

エフビー介護サービス

株式会社 

ユアーズ介護センター 
〒381-0103 

長野市若穂川田領家 1793-9 
026-214-3048 株式会社マツハシ 

長野さくらメディカル株式

会社 

〒380-0911 

長野市稲葉 914-1 
026-222-0290 

長野さくらメディカル

株式会社 

ダスキンヘルスレント長野

ステーション 

〒381-0043 

長野市吉田 5-22-34 
026-217-1672 

有限会社ダスキンイチ

バン 

株式会社麻屋家具製作所 
〒381-2405 

長野市信州新町新町 698 
026-262-2073 

株式会社麻屋家具製作

所 

サクラケア中野店 
〒383-0051 

中野市七瀬 135-2 
0269-24-6775 メディカルケア 

有限会社安心指定福祉用具

貸与事業所なかの店 

〒383-0025 

中野市三好町 1-4-28 
0269-38-0828 有限会社安心 

株式会社トーカイ長野支店 
〒387-0021 

千曲市稲荷山 688 番地 7 
026-274-3391 株式会社トーカイ 

サクラケア千曲店 
〒387-0013 

千曲市小島 3172 
026-273-4115 

メディカルケア株式会

社 

上記のほか、多数の事業者があります。厚生労働省「介護事業所・生活関連情報検索（介護サービス情報公表

システム）」をご活用ください。 

 

■居宅介護住宅改修（関連ページ：12ページ） 

指定の事業所はありません。工事着工前に必ず申請が必要です。 
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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）（関連ページ：13 ページ、須高管内と約５ｋｍ以内の事

業所） 

事業者名 所在地 電話番号 運営する法人名 

小布施荘 

〒381-0201 

小布施町大字小布施 857-5 
026-247-4887 長野広域連合 

（スタッフからひとこと）全室個室の特別養護老人ホーム。自宅に近いゆった

りとした環境のもとで、入居者一人ひとりの個性や生活リズムに合わせ暮らし

ていけるようサポートしています。 

高齢者総合福祉施設須坂や

すらぎの園 

〒382-0011 

須坂市大字日滝 2887-1 
026-246-4600 社会福祉法人睦会 

須坂荘 
〒382-0024 

須坂市大字塩野 951番地 
026-248-0839 

社会福祉法人グリーン

アルム福祉会 

グリーンパルベル 
〒382-0034 

須坂市大字仁礼 7番地 10 
026-215-2662 

社会福祉法人グリーン

アルム福祉会 

特別養護老人ホーム高山お

んせん朝日ホーム 

〒382-0821 

高山村大字牧 105 番地 
026-242-1055 

社会福祉法人ハイネス

ライフ 

ジェイエー長野会 特別養護

老人ホームりんごの郷 

〒381-0003 

長野市大字穂保 207番地 1 
026-296-1165 

社会福祉法人ジェイエ

ー長野会 

豊野清風園 
〒389-1105 

長野市豊野町豊野 659-1 
026-257-4617 社会福祉法人賛育会 

泉平ハイツ 
〒389-1105 

長野市豊野町豊野 2295-2 
026-257-5180 

社会福祉法人豊智福祉

会 

 

■地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（関連ページ：10ページ） 

事業者名 所在地 電話番号 運営する法人名 

朝日高井ホーム 
〒382-0800 

高山村大字高井 458 
026-285-0707 

社会福祉法人ハイネス

ライフ 

 

■介護老人保健施設（関連ページ：13ページ、須高管内と約５ｋｍ以内の事業所） 

事業者名 所在地 電話番号 運営する法人名 

高齢者総合福祉施設須坂や

すらぎの園 

〒382-0011 

須坂市大字日滝 2887-1 
026-246-4600 社会福祉法人睦会 

ウィングラス 
〒382-0034 

須坂市大字仁礼 7番地 10 
026-215-2662 

社会福祉法人グリーン

アルム福祉会 

介護老人保健施設朝日ホー

ムおんせんリハビリテーシ

ョンセンター 

〒382-0821 

高山村大字牧 151 番地 1 
026-242-1151 

社会福祉法人ハイネス

ライフ 

ゆたかの 
〒389-1105 

長野市豊野町豊野 634 
026-257-3000 社会福祉法人賛育会 

老人保健施設もえぎ 
〒383-0015 

中野市吉田 123-1 
0269-22-7800 

JA 長野厚生連北信総合

病院 

 

■介護医療院・介護療養型医療施設（関連ページ：13ページ、約５ｋｍ以内の事業所） 

事業者名 所在地 電話番号 運営する法人名 

豊野病院 
〒389-1105 

長野市豊野町豊野 634 
026-257-2470 社会福祉法人賛育会 
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介護保険サービス以外の町の高齢者等対象事業 

事 業 名 内     容 対 象 者 等 利用料等 

転倒予防教室 健康運動指導士等の指導のもと、

バランス能力・筋力アップ等を図

り、転びにくい身体づくりを行う。 

運動制限されていない、概ね

65歳以上で転倒に不安のある

人 

１回 100 円 

年度毎冷暖房代100円 

月２回実施 

ダンスで脳元気

教室 

講師の指導によるレクレーション

ダンス等 

概ね 65 歳以上の人 １回 200 円 

月２回実施(うち１回

は自主活動) 

チャレンジのど

自慢教室 

カラオケを通じての仲間づくりを

支援 

概ね 65 歳以上の人 無料 

月１回実施 

生きがい活動支

援通所事業 

いきいきサロン 

家に閉じこもりがちな高齢者が認

知症や寝たきりになるのを防ぐた

め、趣味の活動や仲間づくりの場

を送迎つきで提供します。 

２か所で実施しています。 

概ね 60 歳以上の家に閉じこ

もりがちな方で、 

・独り暮らし 

・高齢者のみの世帯 

・昼間一人になる高齢者 

原則、要介護・要支援認定を

受けていない心身が自立して

いる人 

桃源荘 

１回 200 円 昼食持参 

火曜日 

 

Reborn（リボーン） 

１回 800 円 

昼食 食堂を利用 

月曜・金曜日 

 

オレンジカフェ

くりんこ 

認知症の人やその家族が自由な楽

しいカフェタイムを過ごし、情報

交換やリフレッシュを図る。 

認知症の人、その家族、認知

症に関心があるボランティア

等 

１回 100 円 

毎月第１木曜日 

福祉バス運行サ

ービス事業 

リフト付きの福祉車両で通院・買

い物等の送迎を行います。 

送迎可能範囲は概ね片道 30 分以

内。 

※１つの目的地を１回と数えま

す。 

現に在宅している、または在

宅となる、一般車両での移動

が困難な人（常時車いすを使

用している人等。ストレッチ

ャーは不可）。 

付添する人が必要です。 

住民税非課税の人 

町内１回 100 円 

町外１㎞毎に 20 円 

（最低料金 100 円） 

住民税課税の人 

町内１回 500 円 

町外は1,000円＋１㎞

毎に 20 円 

 

タクシー利用助成

事業 

高齢者、重度障がい者の移動を支

援するため、タクシーの利用料を

助成します。 

在宅の 75歳以上、又は心身障

がい者で、住民税非課税の人

（福祉バス運行サービス事業

利用者は使えません） 

年間 25,200 円分の利

用助成券を３回に分

けて交付 

福祉用具貸与サ

ービス事業 

車いす、歩行器、特殊寝台等を一

時的に貸し出し、日常生活の便宜

を図ります。 

要援護高齢者、病気やケガ等

で一時的に介護用具が必要に

なった人等 

貸与品ごとに 

１か月 200 円～600円 

軽度生活援助事

業 

除雪の支援 概ね 65 歳以上の在宅の独り

暮らし、高齢者のみの世帯で

援助が必要な場合等 

１回につき 100 円 

おむつ給付事業 在宅の要援護高齢者等に、おむつ

給付券を給付します。（入院は対象

外） 

常時おむつを必要とする要介

護認定済者（原則、要介護３

以上）、で住民税非課税の人 

１か月4,500円分のお

むつ券を給付 

緊急通報装置貸

与事業 

急病や火災等の緊急時、迅速に対

応するため、緊急通報装置を貸与

します。（通報先は近隣の人） 

概ね 65 歳以上の独り暮らし

高齢者等 

独り暮らし高齢者 

無料 

他は、別に定める額 
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○小布施町社会福祉協議会が実施している事業（問い合わせ：026-242-6665） 

事 業 名 内     容 対 象 者 等 利用料等 

介護支援金給付

事業 

家庭において、寝たきり高齢者等を

介護している方に、介護支援金を給

付します。 

要介護３以上の要援護高齢者

等を、自宅で１年間のうち６か

月以上介護している人 

支給額 50,000 円 

福祉車両貸出サ

ービス 

高齢者等の社会参加促進のため福

祉車両を貸し出します。 

要援護高齢者等車椅子を必要

とする人 

無料（ガソリンや有

料道路料金等は自己

負担） 

有償くらし安心

サポート「福ちゃ

ん」 

日用品の買い物やゴミ出しなど日

常のお手伝いをボランティアさん

が支えます。 

おおむね 65 歳以上で家族が近

くにいない、もしくは身近に協

力者を見つけられない人 

原則として１時間 

500 円 

 

事 業 名 内     容 対 象 者 等 利用料等 

お元気コール

事業 

電話による定期的な安否確認を行

います。 

概ね 65 歳以上の独り暮らし

高齢者等 

無料 

訪問理美容サ

ービス事業 

居宅で理容美容院の散髪が受けら

れるよう、費用の一部を補助しま

す。 

要介護認定済者で寝たきりの

人等 

補助額 １回 700 円 

２か月に１回の利用が

目安 

生活管理指導

短期宿泊事業 

緊急やむを得ない場合に、養護老人

ホーム等において短期間の宿泊に

より、基本的生活習慣の改善や健康

の保持増進を図ります。 

要介護・要支援と判定されて

いない独り暮らしの人で体調

不良に陥った人等（利用日数

は原則１か月７日以内） 

１日 380 円及び食費

の実費 

宅幼老所緊急

宿泊等支援事

業 

在宅要援護高齢者等が介護者の急

病などで緊急に宅幼老所に宿泊し

た場合、費用の一部を助成します。 

一時的な保護が必要と認めら

れる住民税非課税世帯に属す

る要介護認定済者等 

助成額：宿泊に要した

費用の 50％（限度額１

泊 3,000 円） 

家族介護者ふれ

あい事業（介護

者の集い） 

介護者相互の交流や健康相談、日頃

の介護の慰労を含めて行います。 

家庭において、要援護高齢者

等を介護している人 

無料 

家族介護者リフ

レッシュ事業 

介護から一時的に解放し、心身の元

気回復を図ってもらうため、食事会

を年 1回開催します。 

家庭において、要援護高齢者

等を介護している人 

1,000 円～2,000 円 

高齢者等にや

さしい住宅改

良促進事業 

要援護高齢者の住居環境を整備す

ることにより、日常生活を営むこと

ができるようにするとともに、介護

者の負担軽減を図るため、給付金を

支給します。 

要介護認定済者等で世帯の所

得税の合算額が８万円以下の

人 

給付対象上限額 70 万

円(給付対象額の１割

自己負担） 

※介護保険の住宅改修

給付を優先し、その利

用額を除く 
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地域包括支援センターに気軽にご相談ください 

■在宅介護に関する相談（介護保険・介護方法など） 
■認知症に関する相談（脳のいきいき度チェック・予防方法など） 
■各種サービスの紹介・申請 
（いきいきサロン・配食サービス・軽度生活援助など） 
■高齢者に対する虐待の防止やその他の権利擁護事業など 
上記のようなご相談にいつでも応じます。 

 

介護予防教室 

■チャレンジのど自慢教室 ■ダンスで脳元気教室 
■楽らく若返り教室    ■転倒予防教室    

小布施町地域包括支援センター（小布施町在宅介護支援センター） 

（千年樹の里・健康福祉センター内） 

電話／０２６－２４２－６６８０ ＦＡＸ／０２６－２４２－６６９５ 

H27.8 月発行 

R3.4 月改訂 


