
▶▶

◎対象者 ◆65歳以上の一人暮らしのかた
◆市民税所得割額が16万円未満のかた

◎自己負担額 生活保護世帯 無料
市民税非課税世帯 　510円／月 
課税世帯 1,220円／月

協力員について

◎対象者 65歳以上で、おおむね自立のかた
◎利用回数 年10日間まで
◎助成額 施設利用料を助成

（食事代等は自己負担となります）

★印は、総合事業のチェックリストで、事業対象者と認められたかたを含みます。

◎対象者

◎自己負担額 500円／食

在宅福祉サービス

一人暮らしのかたが利用できるサービス
緊急通報システム

ここからの在宅福祉
サービスについては、

まずこちらに
ご相談ください

ボタン一つで受信センターの相談員に連絡できる装置をお貸しします。健康
に関する相談があるときや、急に具合が悪くなり助けを呼びたいときにボタ
ンを押して通報すると、受信センターを24時間対応します。

◆申請の際には、民生委員・児童委員とご家族、ご近所のかたなどに
　「協力員」として協力をしてもらう承諾を取っていただきます。

◆「協力員」のかたには、利用者の状況確認のために、受信センター
　から連絡をすることがあります。

おおむね自立のかたが利用できるサービス
生活支援短期宿泊費助成

以下、介護保険制度のサービスではありませんのでご注意ください。

高齢者支援課
地域包括支援センター

☎04-7167-1135
裏表紙参照

◆要支援、要介護認定を受けている65歳以上のかたで、
　嚥下食による食事摂取が必要なかた ★

◆対象者および同一住所の親族の市民税所得割額の合算が
　16万円未満のかた

体調調整やご家族の都合により家にいることのできないときなどに、短期間
老人ホームに宿泊することができます。

要支援・要介護認定を受けているかたが利用できるサービス

配食サービス費助成

噛むことや飲み込むことが困難なため、嚥下食（ミキサー
食、ムース食など）による食事摂取が必要なかたが、市が指
定した業者によるお弁当の配達を利用した場合に、その費用
の一部を助成します。

えんげ
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★印は、総合事業のチェックリストで、事業対象者と認められたかたを含みます。

※原則、乾燥車の駐車スペースと電源（コンセント）が必要です。

◎対象者

◎利用回数 月１回
◎自己負担額 無料

◎対象者

◎利用回数 年2回まで
◎自己負担額 無料

◎対象者（以下の条件を全て満たす必要があります）
◆介護保険の要支援または要介護の認定を受けているかた

◆柏市に居住しており、住民登録があるかた

◆対象者および同一住所の親族の市民税所得割額の合算が16万円未満のかた

◎補助対象工事
①手すりの取り付け ④引き戸などへの扉の取り替え
②段差の解消 ⑤和式から洋式便器への交換
③床材の変更 ⑥車いす対応の流し及び洗面台への交換

◎補助額
市民税額等によって異なりますので、ご相談ください。

◆補助を受けることができるのは、一人1 回です。

◆介護保険制度の住宅改修費支給を優先とします。

◆65歳以上で要支援、要介護認定を受けている一人暮らし
　または高齢者のみの世帯で、世帯全員が寝具の乾燥を行え
　ないかた ★

◆対象者および同一住所の親族の市民税所得割額の合算が
　16万円未満のかた

◆65歳以上で要支援、要介護認定を受けているねたきりま
たは認知症のかたのうち、失禁の症状のあるかた ★

要介護高齢者等住宅改造費補助 

寝具（ふとん）乾燥消毒

寝具（ふとん）丸洗い

ふとんをお預かりし、丸洗いして返却します。（ふとんの返却までに10日間ほど
かかります。その間、代わりのふとんは各自ご用意ください）。

◆対象者および同一住所の親族の市民税所得割額の合算が
16万円未満のかた

ふとん干しが困難な高齢者に、乾燥車が自宅にお伺いし、
ふとんの乾燥消毒サービスを行います。

高齢者が安心して在宅生活を送れるよう既存住宅の改造を行うとき、改造費
の一部を補助します（新築、増築等大規模改修は対象となりません。工事中、工事済

みのものも対象となりません。）。

◆工事中および工事終了後の住宅については対象となりません
　ので、必ず工事を始める前にご相談ください。

ご注意！ ▶▶
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◎対象者 ◆65歳以上で要介護認定を受けているねたきりのかた

◎利用回数 年4回まで（申請月により異なります）
◎助成額 出張費を助成（理髪費は自己負担となります）

ご自宅に紙おむつを配達します。

◎対象者 65歳以上で、下記のすべてに当てはまるかた
①要介護２以上の認定を受けている（または身体障害者手帳１・２級）

②失禁があり常時紙おむつを必要としている

③対象者および同一住所の親族の市民税所得割額の合算が16万円未満

※ 介護保険施設等に入所しているかたはご利用いただけません。

◎利用回数 月１回
◎自己負担額 無料

◎対象者

◎利用条件 自宅から医療機関への通院、入退院（転院は対象となりません）

◎助成額 片道1回　4,000円を上限とし、年間　96,000円まで
（申請月により異なります）

▶▶

◎対象者

お問い合わせ先▶▶ 廃棄物政策課 ☎04-7167-1140

◆対象者および同一住所の親族の市民税所得割額の合算が
　16万円未満のかた

介護用品（紙おむつ）給付

ごみ出し困難者支援収集
戸別でごみ収集を行います。

◆一人暮らしなどで、ご自身がごみ集積所にごみを出すこと
　が困難で、原則として要介護3以上のかた

高齢者支援課
地域包括支援センター

☎04-7167-1135
裏表紙参照

ねたきりの高齢者がストレッチャー装着のワゴン車（横に
なったままで乗れる車）で医療機関への送迎を利用した場合
に、その費用の一部を助成します。

訪問理髪費助成

要介護2～5の認定を受けているかたが利用できるサービス

要介護1～5の認定を受けている
                        　　  ねたきりのかたが利用できるサービス

理美容師がご自宅へ伺い、自宅で理髪を受けられる際の助成利用
券を交付します。

これまでの在宅福祉
サービスについては、

まずこちらに
ご相談ください

◆要介護3、4、5の認定を受けているねたきりの高齢者で、
　寝台車によらなければ移動することが困難なかた

◆対象者および同一住所の親族の市民税所得割額の合算が
　16万円未満のかた

要介護3～5の認定を受けているかたが利用できるサービス
送迎費助成
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◎対象者

◎自己負担額 無料
お問い合わせ先▶▶ 柏市立図書館 ☎04-7164-5346

お問い合わせ先▶▶ 柏市社会福祉協議会（午前9時～午後5時）
◆かしわ福祉権利擁護センター ☎04-7163-1234（月曜日～金曜日）

◆沼南社会福祉センター　　 　☎04-7193-2941（月曜日～土曜日）

※ 社会福祉協議会独自のサービス事業であり、介護保険事業ではありません。

在宅福祉サービス（高齢者対象のサービスを抜粋）

お問い合わせ先▶▶ 柏市社会福祉協議会 ☎04-7197-6400
さわやかサービス

移動サービス

◎利用料金　柏市内　１回500 円／柏市外　１回600 円（片道が１回となります）

◎利用時間　月曜日～土曜日　午前９時（車庫発）～午後５時（車庫着）

お問い合わせ先▶▶ 柏市社会福祉協議会 ☎04-7193-2941
さわやかサービス（移動サービス）

外出、食事、更衣、排泄、見守
り、清拭、入浴の補助など

各種在宅福祉相談、訪問相談

利用料金

高齢者や障がいのあるかた、産前産後のかたが、住みなれた家
で安心して暮らせるよう市民相互の支えあいを基本に、会員登
録制による在宅サービスを提供しています。

市内在住の、重度身体障がいもしくは、寝たきりで介添えが
なければ日常生活が著しく困難なかた

その他のサービス

車いすの貸出し
在宅の高齢者等が、自宅等での生活（病院からの一時外泊含）
で緊急、一時的に車いすが必要になった時に、3か月間以内で
車いすを貸出します（無料）。
対象者、在庫数等詳しくはお問い合わせください。

来館が困難なかたに対して図書館資料の郵便による貸出しを実施
しています。

さわやかサービス 

利用時間サービスの種類 サービス内容

車いすをお使いのかたで、公共交通機関等を利用して移動する
ことが困難な場合に、車いす専用車両を使用して、目的地まで
お送りする登録制（訪問調査あり）のサービスです。利用の際
は、介助者が1 名必要となります。

無料

1時間　900円
その後30分毎に450円

1時間　1,100円
その後30分毎に550円

月曜日～土曜日
午前7時～午後7時

※日曜日・祝日・
　年末年始は休み

月曜日～金曜日
午前9時～午後5時

※土・日曜日・祝日・
年末年始は休み

生活援助
サービス

介護サービス

相談事業

調理、洗濯、清掃、買い物、庭
の草むしり、外回りの清掃など

図書等郵送サービス
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お問い合わせ先▶▶ 福祉総務課 ☎04-7167-1131

市内広域で活動する団体

サービス内容、費用等についての詳細は各団体にお問い合わせください。
◎対象者 高齢者・障がい者・子育て中のかたなど手助けを必要とするかた

◎費用 利用料は1時間あたり1,000円前後。他に入会金・年会費など

各団体へのお問い合わせ先▶▶

① ⑨ 04-7170-0939

② ⑩ 04-7148-7677

③ ⑪ 0800-500-2647

④ ⑫ 04-7134-7201

⑤ 04-7174-8301 ⑬ 080-9694-0421

⑥ 04-7163-0634 ⑭ 04-7197-6400

⑦ 04-7190-1428 ⑮ 080-4058-1313

⑧ ⑯ 04-7138-5032

町会等やコミュニティエリア（おおむね中学校区）で活動する団体

お問い合わせ先▶▶ 柏市社会福祉協議会 ☎04-7163-1200
体制整備担当

◎対象者 高齢者や障がい者等のかた
◎費用

年会費 年間3,600円（月額300円）
①福祉サービス利用援助 援助が1時間30分未満の場合1,000円
②財産管理サービス 以降30分ごとに500円加算
③財産保全サービス 年間3,000円（月額250円）

※生活保護世帯は無料です。 ※上記利用料の他に交通費がかかります。

※利用料の一部助成制度もあります。助成については高齢者支援課へお問い合わせください。 

お問い合わせ先▶▶ 柏市社会福祉協議会 ☎04-7165-1144
かしわ福祉権利擁護センター

活動するエリア、サービス内容、費用（無償～有償）は団体により様々で
す。詳細については、柏市社会福祉協議会のホームページでご覧いただけま
す。

福祉サービス利用援助事業

福祉サービスを利用する時の手続きや預貯金の預入れおよび払戻し、公共料
金や家賃の支払い等にお困りの高齢者や障がい者を支援するサービスです。
生活支援員が、定期的に訪問し支援を行います。

利用料区分

SLF ガーデンサポート

NPO法人ケアラーネットみちくさ

NPO法人 いしずえ

柏ひまわり会 090-8318-2157

認定NPO法人コミュニティケア街ねっと080-8081-7659

名称

暮らしの支援・えんがわ

電話番号 名称 電話番号

福祉有償運送

社会福祉法人やNPO 法人等が、公共交通機関を単独で利用することが困難
な身体障がい者や要介護者等の輸送を行います。利用にあたっては、事業者
への会員登録が必要です。

住民同士のたすけあいサービス 

掃除、買い物、草取り、通院介助など、日常のちょっとした困りごとを住民
同士でたすけあおう、という団体がいくつもできています。困ったときに気
兼ねなく利用できるように、そして責任をもって応じられるように、有償
サービスとなっています。

花いちりん柏

コープみらいおたがいさま

NPO 法人ワーカーズコレクティブういず

たすけあいSOS

さわやかサービス

たすけ合いの会シニアハウス柏

タイムストック柏の会

パーソナルアシスタンス・遊民

NPO法人 住まいるへるぷ

在宅サポート・さくら

080-3124-4061

090-9678-5792

090-4593-2651
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プチコラム

介護保険制度の訪問介護で訪れるホーム
ヘルパーは、介護保険利用者のために生
活援助を行います。ご家族の食事の準備・
掃除・洗濯は行うことができませんので、
ご理解ください。
ただし、ご家族の方の心身がすぐれず助
けが必要なときは、31ページ「さわやか
サービス」、32ページ「住民同士のたす
けあいサービス」、33ページ「食事配達事
業者一覧」などにお問い合わせください。

ワタミの宅食 千葉柏営業所
／千葉柏船戸営業所

柏市大津ヶ丘4-1-2
／柏市船戸1708-2

0120-321-510
（両事業所共通受付）

学研ココファン 柏豊四季台 柏市豊四季台1-3-1

0120-873-558
（豊四季台地区のかた）

0120-131-558
（それ以外の地域のかた）

配食のふれ愛 柏中央店
柏市東上町4-28
スプリングス柏1階

04-7103-5737

まごころ弁当 柏本店 柏市藤心3-3-14 04-7128-9372

コープみらい 柏南センター
／柏北センター

柏市藤心1-22-15
／柏市新十余二12-1

0120-502-160
（両事業所共通受付）

ライフデリ 柏店 柏市光ヶ丘3-4-2 04-7192-6555

まごころ弁当 柏店
柏市東中新宿3-1-2
アーバン千代田1階

04-7136-7942

東京都中央区築地１-13-1
銀座松竹スクエア9階 0120-540-536

食楽膳
（SOMPOケアフーズ株式会社）

東京都品川区東品川4-12-8
品川シーサイドイーストタワー

0120-640-407

配食のふれ愛　豊四季店 柏市豊四季249-25 04-7143-3814

配食のふれ愛
        　北柏・我孫子店

柏市松葉町2-13-3
ユニオンハイツ101

04-7105-7628

生活協同組合　パルシステム
千葉 柏センター 柏市若柴330 0120-660-788

けんたくん　我孫子店 我孫子市天王台3-1-5 0120-916-267

宅配cook123 北総店 我孫子市都1-17 04-7193-8901

食事配達事業者一覧

日々の食事の準備が大変になってきた時などに、栄養バランスに配慮した食
事を配達してくれます。宅配エリアや金額、メニューなどの内容も違うの
で、各事業者にご確認ください。
柏市に情報提供していただいている事業者は以下のとおりです。

事業者名 所在地 電話番号

スギサポdeli
（株式会社スギ薬局）

介護している私も体がつらく
なってきたのだけど、私の食事
づくりもお願いできるかしら？

Q：ヘルパーさんに家族の分もお願いできますか？
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