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○	がん末期
○	関節リウマチ
○	筋萎縮性側索硬化症
○	後縦靭帯骨化症
○	骨折を伴う骨粗鬆症
○	初老期における認知症
○	進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症
　及びパーキンソン病
○	脊髄小脳変性症
○	脊柱管狭窄症

○	早老症
○	多系統萎縮症
○	糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病
性網膜症

○	脳血管疾患
○	閉塞性動脈硬化症
○	慢性閉塞性肺疾患
○	両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う
　変形性関節症

《※特定疾病》 特定疾病とは、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であり、政令で定める下記の
疾病です。

介護保険制度について
●介護保険は介護をみんなで支えるしくみです
　介護保険は、本人や家族が抱える介護の不安や負担を、社会全体で支え合う制度です。介護保険制
度は、新宿区が保険者となって運営します。40 歳以上の方全員が被保険者となって保険料を納め、介
護が必要と認定されたときには、費用の一部を支払って介護保険サービスを利用することができます。
　外国籍の方は、住民基本台帳に登録された方で、在留期間が 3か月を超える方（3か月以下であって
も、資料等により 3か月を超えて滞在すると認められる場合を含む）が介護保険に加入します。

第1号被保険者 第２号被保険者

対象者
65 歳以上の方 40 歳～ 64 歳の方で医療保

険に加入している方

保険料
新宿区の介護保険条例で
被保険者の所得に応じて
決められています。

加入している医療保険ごとの
計算方法により決まります。

サービス
利用

要介護認定・要支援認定を
受けるとサービスが利用
できます。

下記の特定疾病※が原因で介
護が必要になった方が、要介
護認定・要支援認定を受ける
とサービスが利用できます。
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关于护理保险制度

●护理保险是一种靠大家共同支撑的福利体制
　　护理保险是一种由社会全员来分担本人和家属在护理方面拥有的不安和负担的一种互助制度。新宿

区作为保险方来运营该护理保险制度。所有 40 岁以上的人均为被保险者需要交纳保险费，被认定需要护

理时，支付部分费用即可护理保险服务。

　　已进行住民基本台帐登记的外国人，在留期限超过 3个月（包含即使在留资格在 3个月以下，经核实

可逗留超过 3个月以上者在内）的人，

均需加入护理保险。
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第 1号被保险者 第2号被保险者

利用对象 65 岁以上的人 加入医疗保险的 40〜 64岁的人

保险费 按照新宿区的护理保险条

例，根据被保险者的收入

情况来决定。

根据所加入的各种医疗保险各自

的计算方法来决定。

利用服务 认定为需要护理、需要支

援后即可利用此项服务。

因为下述特别指定疾病※之原因

而需要护理者，认定为需要护理、

需要支援后即可利用此项服务。

○	晚期癌症

○	风湿性关节炎

○	肌肉萎缩性侧索硬化症

○	后纵韧带骨化症

○	伴有骨折的骨质疏松症

○	初期老年性痴呆

○	进行性核上性麻痹、大脑皮质基底核变性症及

帕金森氏综合症

○脊髓小脑变性症

○	锥管狭窄症

○	早老症

○	多系统萎缩症

○	糖尿病性神经病变，糖尿病性肾病以及糖尿病

性视网膜病

○	脑血管疾患

○	闭塞性动脉硬化症

○	慢性闭塞性肺部疾患

○	双侧膝关节或股关节显著变形并伴有变形性关

节炎

《※特别指定疾病》特定疾病指随着年龄的增长，由于身心发生变化而引发的疾病，行政命令规定以下各项疾病为特定疾病。
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介護保険料の決まり方と納め方
●65歳以上の方の保険料
保険料の決まり方
　保険料は、新宿区における介護保険サービスの総費用に応じて決まり、3年に 1度改定されます。
※	新宿区では、区民の負担能力に見合った保険料制度にするために、平成 27 年度から 16 段階の新宿
区独自の保険料制度を導入しました。

65歳以上（第1号被保険者）の方の介護保険料（平成27年度～平成29年度）
（※	小数点以下第 4位四捨五入）

保険料
段階 所得などの状況 基準額に

対する割合
保 険 料

年額 月額

第 1 段階

生活保護受給者、中国残留邦人等支援給付受給者
基準額
× 0.4 28,320 円 2,360 円世帯全員

住民税
非課税

本人が老齢福祉年金受給者
本人の課税年金収入金額と合計所得金額を
合わせて、８０万円以下

第 2 段階 世帯全員
住民税
非課税

本人の課税年金収入金額と合計所得金額を
合わせて、１２０万円以下

基準額
× 0.488 ※ 34,560 円 2,880 円

第 3 段階 本人の課税年金収入金額と合計所得金額を
合わせて、１２０万円超

基準額
× 0.7 49,560 円 4,130 円

第 4 段階 本人が住民
税非課税で
世帯員が
住民税課税

本人の課税年金収入金額と合計所得金額を
合わせて、８０万円以下

基準額
× 0.8 56,640 円 4,720 円

第 5 段階 本人の課税年金収入金額と合計所得金額を
合わせて、８０万円超 基準額 70,800 円 5,900 円

第 6 段階

本人が
住民税
課税

本人の合計所得金額が 125 万円未満 基準額
× 1.1 77,880 円 6,490 円

第 7 段階 本人の合計所得金額が 125 万円以上
250 万円未満

基準額
× 1.2 84,960 円 7,080 円

第 8 段階 本人の合計所得金額が 250 万円以上
375 万円未満

基準額
× 1.4 99,120 円 8,260 円

第 9 段階 本人の合計所得金額が 375 万円以上
500 万円未満

基準額
× 1.549 ※ 109,680 円 9,140 円

第 10 段階 本人の合計所得金額が 500 万円以上
625 万円未満

基準額
× 1.849 ※ 130,920 円 10,910 円

第 11 段階 本人の合計所得金額が 625 万円以上
750 万円未満

基準額
× 2.088 ※ 147,840 円 12,320 円

第 12 段階 本人の合計所得金額が 750 万円以上
1,000 万円未満

基準額
× 2.449 ※ 173,400 円 14,450 円

第 13 段階 本人の合計所得金額が 1,000 万円以上
1,500 万円未満

基準額
× 2.9 205,320 円 17,110 円

第 14 段階 本人の合計所得金額が 1,500 万円以上
2,500 万円未満

基準額
× 3.3 233,640 円 19,470 円

第 15 段階 本人の合計所得金額が 2,500 万円以上
3,500 万円未満

基準額
× 3.5 247,800 円 20,650 円

第 16 段階 本人の合計所得金額が 3,500 万円以上 基準額
× 3.7 261,960 円 21,830 円

◎	「老齢福祉年金」は、明治 44 年 4 月 1 日以前に生まれた方等を対象として支給される年金で、老齢基礎年金、老齢厚生年金とは異
なります。

◎	「世帯状況」は、年度当初の4月1日現在の状況によります。年度途中での転入や65歳となった方は資格取得日現在の状況によります。

注）「合計所得金額」とは
　年金、給与、不動産、配当等の収入金額から必要経費に相当する金額（収入の種類により計算方法が異なります。）を控除した金額
の合計です。（扶養控除、医療費控除、社会保険料控除、基礎控除等の所得控除をする前の金額です。土地、建物や株式の譲渡所得が
ある場合は、特別控除前の金額、繰越控除前の金額をいいます。「合計所得金額」と住民税の納税通知書の「総所得金額」や、扶養控除、
社会保険料控除などを除いた後の「課税標準額」とは異なります。なお、合計所得金額が０円を下回った場合は、０円とみなします。）
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护理保险费的决定方法和交纳方法

●65岁以上的人的保险费

保险费的决定方法
　　保险费根据新宿区护理保险服务的总费用来决定，每 3年修订 1次。

※	新宿区为了制定切实符合区民负担承受能力的保险费制度，从 2015 年度开始引进新宿区特有的 16 级保

险费制度。

65岁以上（第1号被保险者）的人的护理保险费（2015年度～2017年度）
（*小数点后的第 4位四舍五入）

保险费分级 收入等状况 对标准金额
的分配比例

保险费

年额 月额

第 1级

领取生活保护费者、中国残留邦人等接受援助补贴者

标准金额
×0.4 28,320 日元 2,360 日元家族全员为

住民税非征税者

本人为领取老年人福利年金者

本人的征税年金收入额与合计收入额
的总额 80万日元以下

第 2级
家族全员为
住民税非征税者

本人的征税年金收入额与合计收入额
的总额 120万日元以下

标准金额
×0.488* 34,560 日元 2,880 日元

第 3级 本人的征税年金收入额与合计收入额
的总额高于 120万日元

标准金额
×0.7 49,560 日元 4,130 日元

第 4级 本人为住民税非征
税者，但家庭成员
为住民税纳税者

本人的征税年金收入额与合计收入额
的总额 80万日元以下

标准金额
×0.8 56,640 日元 4,720 日元

第 5级 本人的征税年金收入额与合计收入额
的总额高于 80万日元 标准金额 70,800 日元 5,900 日元

第 6级

本人为住民税征
税者

本人的合计收入额未满 125万日元 标准金额
×1.1 77,880 日元 6,490 日元

第 7级 本人的合计收入额 125 万日元以上、
未满 250万日元

标准金额
×1.2 84,960 日元 7,080 日元

第 8级 本人的合计收入额 250 万日元以上、
未满 375万日元

标准金额
×1.4 99,120 日元 8,260 日元

第 9级 本人的合计收入额 375 万日元以上、
未满 500万日元

标准金额
×1.549* 109,680 日元 9,140 日元

第 10级 本人的合计收入额 500 万日元以上、
未满 625万日元

标准金额
×1.849* 130,920 日元 10,910 日元

第 11级 本人的合计收入额 625 万日元以上、
未满 750万日元

标准金额
×2.088* 147,840 日元 12,320 日元

第 12级 本人的合计收入额 750 万日元以上、
未满 1,000万日元

标准金额
×2.449* 173,400 日元 14,450 日元

第 13级 本人的合计收入额1,000万日元以上、
未满 1,500万日元

标准金额
×2.9 205,320 日元 17,110 日元

第 14级 本人的合计收入额1,500万日元以上、
未满 2,500万日元

标准金额
×3.3 233,640 日元 19,470 日元

第 15级 本人的合计收入额2,500万日元以上、
未满 3,500万日元

标准金额
×3.5 247,800 日元 20,650 日元

第 16级 本人的合计收入额3,500万日元以上 标准金额
×3.7 261,960 日元 21,830 日元

◎	“老龄福利年金”是以 1911 年 4 月 1 日以前出生的人为对象发放的年金，与老龄基础年金、老龄厚生年金不同。
◎	“家庭状况”根据年度当初 4月 1 日的实际情况决定。对于年中转入和年满 65 岁的人，根据其获得资格之日的实际情况决定。

※	“合计收入额”指
	 年金、工资、不动产、分红等的收入金额中减去必要经费的金额（根据收入的种类计算方法有所不同）后的合计总额。（即为扣除抚养
费、医疗保险费、社会保险费、基本费之前的金额。当存在通过转让土地、建筑物或股票的获得所得的，则为减去特别扣除之前的金额，
也可以说是转入扣除前的金额。“合计收入额”与住民税纳税通知单的“总收入额”以及减去抚养扣除或社会保险费扣除后的“赋税标
准额”有所区别。合计收入额低于 0日元时，按 0日元计算。）
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保険料の納め方
○老齢・退職、障害、遺族年金の給付額が年額 18 万円以上（月額 1万 5千円以上）の方
　⇒年金から引き落とされます。（特別徴収）
○特別徴収に該当しない方、年度の途中で 65 歳になった方、または他の市区町村から転入された方
　⇒納付書または口座振替で納めます。（普通徴収）
※介護保険制度では、年金引き落としか、口座振替かの選択制はありません。

40歳から64歳の方で医療保険に加入している方（第2号被保険者）の保険料
○	国民健康保険に加入している方
	 介護保険料は所得等によって算定され、同じ世帯の 40 歳から 64 歳の方全員の介護分を国民健康保
険の医療分と合わせて、世帯主が納めます。

○	職場の健康保険に加入している方
	 介護保険料は各健康保険者ごとに設定される介護保険料率に応じて算定され、医療保険料と合わせ
て給与から差し引かれます。

※詳しくは、それぞれの医療保険者へお問い合わせ下さい。

介護保険料の減額及び免除
災害等により、財産に著しい損害を受けたときや、事業の休廃止・失業等により、世帯の収入が大き
く減少し納付が困難になったときには、事由発生から６か月以内に申請した場合、保険料が減額また
は免除されることがあります。
　（問合せ先）介護保険課資格係　03-5273-4597

保険サービスの給付制限
介護保険料を滞納していると、サービスを利用する際に次のような給付の制限を受けます。
①	1 年以上滞納している場合　⇒　サービスの利用がいったん全額自己負担になります。
　サービスを利用する時、サービスに要した費用の全額をいったん自分で支払い、その後保険給付分
（9割又は 8割）を区に請求して支払いを受ける方法（償還払い）に変わります。
②	1 年 6 ヶ月以上滞納している場合　⇒　保険給付が一時差し止めになります。
　償還払いの申請をしても、滞納している保険料を支払ってからでなければ、保険給付されません。
また、保険給付分から滞納している保険料を差し引かれることもあります。

③	2 年以上滞納している場合　⇒　保険給付の割合が引き下げられます。
保険給付（9割又は 8割）が、一定期間、7割になり、サービスを利用する時の自己負担は 3割と
なります。また、高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費、特定入所者介護サービス費
（居住費、食費）も支給されません。

　（問合せ先）介護保険課給付係　03-5273-4176
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保险费的交纳方法
○	老龄·退休·残疾·遗族年金超过 18 万日元（月额 15,000 日元以上的人）
⇒从年金中扣除。（特别征收）
○	不符合特别征收条件的人、年度内满 65 岁的人、从其他市区町村转入的人
⇒以付款单或户头转帐的方式交纳。（普通征收）
※在护理保险制度中，不能选择从年金中扣除或账户转账。

加入医疗保险的40～ 64岁的人（第2号被保险者）的保险费
○	参加国民健康保险的人
	 护理保险费根据收入等计算，同一家庭中 40 岁至 64 岁的所有家庭成员的护理费加上国民健康保险的医
疗部分，均有户主一并交纳。

○	参加工作单位健康保险的人
	 护理保险费根据各个健康保险单位所设定的护理保险付费比例计算，与医疗保险费一起从工资中扣除。
※详细情况请向所加入的医疗保险咨询。

护理保险费的减额和免除
　　由于受灾、财产受到严重损失时，或由于停业、失业的原因，使家庭的收入大幅度减少，以至于难
以缴纳保费，可以在此情况发生后的 6个月内提出申请，享受保险费减额或免除的优惠。
	 （问讯处）看护保险课资格系　03-5273-4597

保险服务的支付限制
　　拖欠护理保险费时，在利用护理服务时将受到下述支付限制：
①	拖欠 1年以上者⇒利用护理服务的费用暂时全额自费负担。
	 利用护理服务时，所需服务费应暂时全额自费支付，其后由保险支付的部分（90% 或 80%）向区里申
请请求支付（偿还支付）。

②	拖欠 1年半以上者⇒保险支付暂时停止。
	 即使请求偿还支付，如果拖欠的保险费仍未支付时，则保险不予支付。另外，还有从保险支付部分扣
除拖欠保险费的情况。

③	拖欠 2年以上者⇒将降低保险支付部分的比率。
	 保险支付部分（90%或 80%）在一定期间内下降为 70%，利用护理服务时，自费支付比例变为 30%。此外，
不予支付高额护理服务费、高额医疗合算护理服务费、特定入所者护理服务费（居住费、伙食费）。

	 （问讯处）看护保险课给付系　03-5273-4176
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要介護認定の手順
　介護保険サービスを利用するときは、まず「要介護認定・要支援認定」の申請をしてください。第 1
号被保険者は、介護が必要になったとき申請できます。第 2号被保険者は特定疾病が原因で介護が必
要になったとき申請できます。

介護が必要になったときは、本人または家族などが区役所の高齢者福祉課高齢者相談係や高齢者総合相談センター（地域包
括支援センター）に認定の申請をします。

（申請に必要なもの）
・要介護認定・要支援認定申請書、介護保険被保険者証、健康保険被保険者証（第 2 号被保険者のみ）

要介護認定・要支援認定の申請

◆.「要支援1・2」・「要介護1～5」に認定された方
	 ⇒介護保険のサービスが利用できます。
◆.結果が「非該当」の方
⇒	介護保険のサービスは利用できません。
	 ただし、要介護・要支援となる可能性が高い場合は、区が行う介護予防サービスや高齢者保健福
祉サービスを利用できる場合もあります。

※ 結果に不服がある場合は、まず、介護保険課の認定第二係にご相談ください。納得できない場合は、決定があったことを知っ
た日の翌日から起算して 60 日以内に東京都の介護保険審査会に審査請求をすることができます。また、この審査請求に
対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して 6 か月以内に処分の取消しの訴えを提起することもできます。

認定の更新
　認定の有効期間終了以降も、引き続きサービスを利用する時は、認定の有効期間の終了前に更新認
定の申請が必要です。申請は、有効期間の満了の日の 60 日前から行うことができます。

新しく新宿区民となる方
→要介護認定を受けている方は、前に住んでいた区市町村が発行した受給資格証明書を転入日から 14 日以内に新宿
区に提出し、要介護認定の申請をしてください。

新宿区から転出する方
→要介護認定を受けている方は、新宿区が交付した受給資格証明書を転出先の区市町村に、転入日から 14 日以内に
提出し、要介護認定の申請をしてください。

（問合せ先）介護保険課認定第一係　03-5273-3643　介護保険課認定第二係　03-5273-4255

認定調査

区職員または区が委託した居宅介護支援事業者等が
自宅等を訪問し、心身の状況などについて、本人と
家族などから聞き取り調査を行います。

一次判定

主治医の意見書

コンピュータに認定調査の結果と主治医意見書を入力し、一次判定を行います。

本人の主治医に、心身の状況についての意見書を作成し
てもらいます（区が依頼します）。主治医がいない方は、
区が指定した医師の診断を受けていただきます。

審査・判定

一次判定の結果と認定調査における特記事項、主治医の意見書をもとに介護認定審査会で審査し、要介護状態区分の判定を
行います。（介護認定審査会は医療・保健・福祉の専門家で構成され、介護の必要性や要介護度について審査・判定を行います。）

認　定

介護認定審査会の審査結果にもとづいて、「要支援 1・2」、「要介護 1 ～ 5」の認定及び「非該当」の決定を行い、被保険者証と
ともに結果を通知します。新規認定の有効期間は原則 6 か月、更新認定は原則 12 か月です。心身の状態が変わったときには、
有効期間中でも「状態区分変更認定申請」ができます。区分変更認定の有効期間は原則 6 か月です。ただし、認定の有効期間に
ついては、介護認定審査会の意見により変更する場合もあります。



9

认定需要护理的程序

　　利用护理保险服务时，请首先申请“需要护理认定、需要支援认定”。第 1号被保险者在有必要进行

护理时即可申请。第 2号被保险者则必须因特别指定疾病需要护理时才可申请。

◆.被认定为“需要支援1·2”·“需要护理1～ 5”者
	 ⇒可利用护理保险服务。
◆.认定结果为「非该当」的人
	 ⇒	不能利用护理保险服务，但需要护理、支援的可能性较高时，可以利用区政府的护理预防服务和高

龄者保健福利服务。
※	对结果有异议时，首先请到介护保险课认定第二系窗口进行咨询。如对结果不满意，可在获知决定次日起算的 60 日

以内，向东京都护理保险审查会提出不服申诉。另外，可在获知该申诉裁决次日起算的 6个月内，提出撤消判决申诉。

认定的更新
　　在认定的有效期结束后仍继续利用服务时，必须在认定的有效期结束前申请。申请可在有效期届满

前 60 日进行。

新成为新宿区民的人
　→已通过需要护理认定的人，在转入后 14 日以内将以前居住的区市町村所发行的支付资格证明书提交给新宿区，

并进行需要护理的认定申请。

从新宿区转出的人
　→已通过需要护理认定的人，在转出后 14 日以内将新宿区发行的支付资格证明书提交给转出地的区市町村，并进

行需要护理的认定申请。

（问讯处）看护保险课认定第一系	　03-5273-3643，认定第二系　03-5273-4255

需要护理时，由本人或家属等到区政府的高龄者福利课高龄者咨询系或高龄者综合咨询中心（地区包括支援中心）
去办理认定申请手续。
（申请时所需手续）
·需要护理、需要支援的认定申请书		·护理保险被保险者证		·健康保险被保险者证（仅第 2号被保险者需提交）

需要护理、需要支援认定的申请方法

认定核查

区政府职员或受区委托的登门护理支援等事业者将到您家里去拜访，向本人及家属等询问本人身心状态等事宜。

初步认定

将认定调查的结果和担当医生意见书输入到计
算机，以进行需要护理度的初步判定。

担当医生的意见书

请本人的担当医作成其身心状况的意见书。
（由区政府委托。）没有担当医时，需接受由区政府指定
的医生进行诊断。

审查·判定

护理认定审查会以初步认定的结果和认定调查的特别记录事项，担当医的意见证书为基础，进行审查并且做出需
要护理级别的判定。（护理认定审查会由医疗、保健、福利领域的专家构成，对护理的必要性和需要护理的程度
进行审查和判定。）

认　定

以护理认定审查会的审查结果为基础，进行“需要支援 1·2”者、“需要护理 1〜 5”者的认定及决定为“非该当”	者，
在发被保险者证时一并通知结果。新认定的有效期原则上为 6个月，更新认定有效期原则上为 12个月。身心状
态发生变化时，即使在有效期内，也可以进行“状态类别变更认定申请”。类别变更认定的有效期原则上为 6个月。
但根据护理认定审查会的意见也可能变更认定的有效期。
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サービス利用までの流れ
　認定の結果が出たら、「サービスの種類、内容、利用スケジュールをどうするか」というケアプラン
（居宅サービス計画）を作成します。要支援１・２の方は、高齢者総合相談センター（地域包括支援セ
ンター）に依頼して介護予防ケアプラン（介護予防サービス計画）を作ります。要介護 1～ 5の方は、
居宅介護支援事業者に依頼してケアプランを作ります。

●	ケアプラン作成からサービス開始まで
在宅サービスを利用する場合

施設サービスを利用する場合
施設入所を希望する場合は、直接施設へ申し込みます。施設サービスを利用するときのケアプランは、
その施設のケアマネジャー（介護支援専門員）が作成します。
※区内及び新宿区が建設助成している特別養護老人ホームについては新宿区を通じて申し込む必要が
あります。

（問合せ先）高齢者総合相談センター　※裏面参照

【要支援 1・2 の方】

① 住所地を担当する高齢者総合相談センター（地域包括
支援センター）へ依頼・相談

高齢者総合相談センター（地域包括支援センター）
に相談し、ケアプランの作成を依頼します。

② 介護予防ケアプランの作成

高齢者総合相談センター（地域包括支援センター）
の担当者が中心となって、本人と話し合いながら、
本人の生活機能の維持・向上を目指した介護予防ケ
アプランを作成します。
作成費用はかかりません。

③ サービス事業者と契約

サービス内容について事業者から説明を受け、利用
料なども確認の上、サービス事業者と契約します。

④ 介護予防サービス等の利用

【要介護 1 ～ 5 の方】

① 居宅介護支援事業者へ依頼・相談

居宅介護支援事業者へ連絡をとり、ケアプランの作
成を依頼します。窓口で配布している「事業者ガイ
ドブック」などを参考に事業者を選定して下さい。
居宅介護支援事業者が決まったら、「居宅サービス
計画作成依頼届出書」を区へ提出します。

② ケアプランの作成

居宅介護支援事業者のケアマネジャー（介護支援専
門員）は、本人の状況に適したケアプランの原案を、
本人や家族の希望を考慮し作成します。ケアプラン
は、サービス事業者との調整、本人の同意の上で確
定します。
作成費用はかかりません。

③ サービス事業者と契約

サービス内容について事業者から説明を受け、利用
料なども確認の上、サービス事業者と契約します。

④ 居宅サービス等の利用
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到利用服务为止的各项手续

　　认定结果出来后，作成称为“服务种类、内容、利用日程”的护理计划（登门服务计划）。需要支援

1·2 级的人可委托高龄者综合咨询中心（地区包括支援中心）制作护理预防计划（护理预防服务计划）。

需要护理 1～ 5 级的人可委托登门护理支援事业者作成，亦可自己作成。

●	从作成计划到开始服务

利用登门护理服务时
【需要支援 1·2的人】

①向管辖您所居住地区的高龄者综合咨询中心
　（地区包括支援中心）委托、咨询

向高龄者综合咨询中心（地区包括支援中心）
咨询，委托其作成护理计划。

②制作护理预防计划

以高龄者综合咨询中心（地区包括支援中心）的担
当人员中心，边与本人协商，边为制作一个用来维
持·提高本人生活能力的护理预防计划。
无需作成费。

③与登门护理支援事业者签约

关于服务内容由事业者负责说明，确认利用费等后，
与服务事业者进行签约。

④利用护理预防服务

【需要护理 1〜 5的人】

①向登门护理支援事业者委托·咨询

与登门护理支援事业者联系，委托其作成护理计划。
在窗口放有《事业者指南》等供参考以选择事业者。
确定了登门护理支援事业者后，向区里递交“委托
作成登门服务计划申报单”。

②护理计划的作成

由登门护理支援事业者的护理责任者（护理支援专
门员），考虑本人及家属的希望，作成适合本人情
况的护理计划原件。护理计划通过服务事业者与本
人之间的调整以及在本人同意的基础上作成。
无需作成费。

③与登门护理支援事业者签约

关于服务内容由事业者负责说明，确认利用费等后，
与服务事业者进行签约。

④利用登门服务

利用设施服务时
如您想入住护理设施，请直接向设施申请。利用设施服务时的护理计划由设施的护理主管（护理支援负

责人）负责制作。

※关于区内及新宿区援助建设的特别养老院事宜，需要通过新宿区进行申请。

（问讯处）请向高龄者综合咨询中心　※参照背面
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高齢者総合相談センター（地域包括支援センター）
　高齢者の方が安心して住み慣れた地域で生活できるように、必要な援助、支援を行うために設置さ
れた専門機関です。保健師等の医療職、主任ケアマネジャー、社会福祉士等の職員が配置されており、
それぞれの専門性を生かし総合的にマネジメントを行います。

◆高齢者総合相談センター（地域包括支援センター）の役割
・	高齢者がかかえるさまざまな問題の総合相談・支援や関係機関との調整を行います。
・	要支援と認定された方や介護や支援が必要となるおそれのある方が介護予防サービスを受けられる
よう介護予防ケアプランを作成するなど介護予防マネジメントを行います。

・	ケアマネジャーの支援を含め、地域の社会資源を活かした包括的で継続的なマネジメントを行います。
・	高齢者に対する虐待の防止及び早期発見などの権利擁護に必要な援助を行います。
（問い合せ先）高齢者総合相談センター　※裏面参照

居宅介護支援事業者
　ケアマネジャーのいる事業者で都道府県の指定を受けています。要介護認定の申請にかかる援助や、
ケアプランの作成、サービス事業者との連絡・調整を行います。

ケアマネジャー（介護支援専門員）
　介護の知識を幅広く持った専門家で、介護保険サービスを利用する時の相談や、利用者の心身の状
況に応じたケアプランの作成、サービス事業者の手配等を行います。

事業者との契約時の確認項目
　介護保険サービスを利用するには、サービス事業者との契約が必要になります。契約の内容を確認
して契約しましょう。⇒事業者の指定の有無、サービスの内容、利用者の負担金、損害賠償の有無、
秘密保持、キャンセルの方法など

事業者とサービス利用のトラブルがあったとき
　サービスは、利用者と事業者との契約に基づいて提供されるものですが、契約内容に基づいてサービス
が提供されない場合やトラブルがあった場合は、申し立てをして改善を求めることができます。サービス
利用にかかるトラブルがあった時、事業者や居宅介護支援事業者へ申し出にくい場合などは、介護保険課
の窓口にご相談ください。区の職員が事実関係を確認した上で、事業者との調整を行います。必要がある
ときは東京都国民健康保険団体連合会や東京都へ報告し対処します。
（問合せ先）介護保険課給付係　03-5273-3497

第三者行為
　交通事故等の第三者による行為が原因で、要支援・要介護状態になり介
護保険を利用した場合や保険給付が増加した場合、利用者（被害者）が第
三者（加害者）に対して持つ損害賠償を請求する権利は、保険給付額を限
度として新宿区に移り、新宿区から第三者に保険給付分を請求することに
なります。
　利用者からの届出が必要になりますので、対象になる可能性がある場合
には、下記（問合せ先）までご連絡ください。
（問合せ先）介護保険課給付係　03-5273-4176
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以高龄者综合咨询中心（地区包括支援中心）
　　为了向高龄者提供必要的援助、支援，以让他们可以安心地在已经住习惯的地区生活而设置的专业

机构。配有保健师等医务人员、主任护理责任者、社会福利员等职员，发挥他们各自的专业特长、综合

性地进行管理。

◆高龄者综合咨询中心（地区包括支援中心）的职责
·	 就困扰高龄者的各种问题提供综合咨询服务·支援，并与相关机构进行协调。

·	 通过作护理预防计划等护理预防管理，使已被认定为需要支援的人和可能需要护理与支援的人能享受

护理预防服务。

·	 进行综合性的、持续性的管理，以有效利用包括护理责任者的支援在内的地方社会资源。

·	 就防止及尽早发现虐待高龄者等权利保护事宜提供必要的援助。

（问讯处）请向高龄者综合咨询中心　※参照背面

何谓登门护理支援事业者
　　受都道府县指定并配备护理责任人的事业者。作为需要护理认定的申请相关的援助以及委托制作护

理计划，与护理服务事业者间进行联络·调整。

护理责任者（护理支援专门人员）
　　拥有各方面护理知识的专门技术人员，负责利用护理服务时的咨询，根据利用者的身心状况来制定

护理计划，为其安排服务事业者等。

与事业者签约时的确认项目
　　利用护理保险服务时必须与服务事业者签约。请在签约前先确认合同的内容。有无指定的事业者、

服务的内容、利用者的负担金额、有无损失赔偿、保密、撤保的方法等

事业者和服务利用者之间发生矛盾时
　　一般是以利用者与事业者之间所签订的合同为基准而提供服务，但如果没有按合同内容提供服务或

者双方之间发生纠纷时，可以提出申诉以求改善。在发生服务利用方面的纠纷时，如果难以向事业者以

及登门护理支援事业者提出申诉的情况下，请到介护保险课的窗口进行咨询。区政府职员在确认事实经

纬后，与事业者间进行调整。根据情况在需要时也可能向东京都国民健康保险团体联合会以及东京都提

出报告以求处理方案。

（问讯处）看护保险课给付系　03-5273-3497

第三者行为
　　因交通事故等第三者行为的原因导致需要支援及护理，利

用了护理保险服务或增加了保险给付时，利用者（被害者）向

第三者（加害者）请求损害赔偿的权利将移交至新宿区，并以

保险给付额为限度。由新宿区向第三者追讨保险给付额部分。

　　因利用者需要进行申报，故在有需要时，请联系以下部门

（问讯处）。

（问讯处）看护保险课给付系　03-5273-4176
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介護保険のサービス

<在宅サービス>

訪問介護（ホームヘルプサービス） 介護予防訪問介護（ホームヘルプサービス）（※）

要介護 1 ～ 5 の方 要支援 1・2 の方

ホームヘルパーなどが家庭を訪問し、食事、入浴、排泄
の介助や、日常生活の手助けを行います。早朝や夜間に
短時間の介助をする「巡回型」もあります。

利用者が自力では困難な行為について、同居家族の支援
や地域の支え合い・支援サービスなどが受けられない場
合には、ホームヘルパーによるサービスを提供します。

訪問入浴介護 介護予防訪問入浴介護

要介護 1 ～ 5 の方 要支援 1・2 の方

入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで家庭を訪
問し、入浴の介助を行います。

居宅に浴室がない場合で、施設における浴室の利用が困
難な場合などに訪問による入浴介助を行います。

訪問看護 介護予防訪問看護

要介護 1 ～ 5 の方 要支援 1・2 の方

訪問看護ステーションなどの看護師などが家庭を訪問
し、主治医と連絡をとりながら、病状を観察したり床ず
れの手当てなどを行います。

疾患等を抱えている人について、看護師が居宅を訪問し
て、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を
します。

訪問リハビリテーション 介護予防訪問リハビリテーション

要介護 1 ～ 5 の方 要支援 1・2 の方

理学療法士や作業療法士などが家庭を訪問し、リハビリ
テーションを行います。

居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理
学療法や作業療法士など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。

通所介護（デイサービス） 介護予防通所介護（デイサービス）（※）

要介護 1 ～ 5 の方 要支援 1・2 の方

デイサービスセンター（日帰り介護施設）などで、食事、
入浴の提供や日常動作訓練、レクリエーションなどを行
います。

デイサービスセンターなどで日常生活上の支援や生活行
為向上のための支援を行うほか、その人の目標に合わせ
た選択的なサービス ( 運動器の機能向上、栄養改善、口
腔機能の向上など ) を提供します。

訪問・通所サービス

平成28年度から介護予防のサービスが一部変更になります。

介護保険制度改正により、要支援者へのサービスのうち、介護予防訪問介護（※）及び介護予防通所介護（※）

が地域支援事業（介護保険制度内における介護予防のための事業）に移行され、「介護予防・日常生活支援総合事業」

として実施されます。新宿区では、平成 28 年度から実施する予定です。
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护理保险的服务项目

〈在家接受服务〉

登门护理·定期来设施接受服务

登门护理（登门护理服务） 护理预防登门护理（登门护理服务）（※）

需要护理 1〜 5的人 需要支援 1·2的人

登门护理员等到家里访问，帮助处理饮食、入浴、排便
等日常生活。此外还有仅早上和夜间短时间帮助的「巡
回型」服务。

对于利用者自力难以完成的行为，如得不到同居家属支
援与地方上的帮助·支援服务等，可向其提供登门护理
服务。

登门入浴护理 护理预防登门入浴护理

需要护理 1〜 5的人 需要支援 1·2的人

使用载有入浴设备及简易浴槽的入浴车到家里访问，帮
助入浴。

对家里没有浴室并且难以利用设施的浴室进行沐浴等的
情况，通过登门服务进行沐浴护理。

访问看护 护理预防访问看护

需要护理 1〜 5的人 需要支援 1·2的人

访问看护站等的护士、保健师等到家里访问，并与医生
联络，观察病情以及对褥疮等进行适处理。

护士上患有疾病等的人的家访问，提供以护理预防为目
的的，疗养方面的照顾与诊疗帮助。

登门理疗指导 护理预防登门理疗指导

需要护理 1〜 5的人 需要支援 1·2的人

理学疗法士和作业疗法士等到家宅访问，进行理疗指导。
如需在家进行提高生活能力的训练，理学疗法士与作业
疗法士等将上门提供短期集中性的理疗指导。

到设施接受护理（当日服务） 护理预防到设施接受护理（当日服务）（※）

需要护理 1〜 5的人 需要支援 1·2的人

到当日服务中心（当日归宅护理设施）等设施接受其提
供的饮食、入浴以及日常生活动作训练等服务，并进行
疗养等。

当日服务中心等除了会提供日常生活方面的支援与用来
提高生活能力的支援外，还会根据每个人的目标选择性
地提供一些服务（提高运动器官功能、改善营养、提高
口腔功能、增强活力等）。

2016年度起部分护理预防服务将发生变化。

随着护理保险制度的修订，在对需要支援者提供的服务中，护理预防登门护理（※）和护理预防到设施接受
护理（※）将划归至地区支援事业（护理保险制度内进行护理预防的事业），作为“护理预防·日常生活支援
综合事业”实施。新宿区计划 2016年开始实施。
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通所リハビリテーション（デイケア） 介護予防通所リハビリテーション（デイケア）

要介護 1 ～ 5 の方 要支援 1・2 の方

医療施設や介護老人保健施設などで、理学療法士や作業
療法士によるリハビリテーションなどを行います。

医療施設や介護老人保健施設などで、日常生活上の支援
や生活行為向上のための支援、リハビリテーションを行
うほか、その人の目標に合わせた選択的なサービス（運
動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上）を提供し
ます。

短期入所生活介護／
短期入所療養介護

介護予防短期入所生活介護／
介護予防短期入所療養介護

要介護 1 ～ 5 の方 要支援 1・2 の方

短期間宿泊し、介護や機能訓練などを行います。
短期間宿泊し、介護予防を目的とした日常生活上の支援
や機能訓練などを行います。

日常生活上の介護が利用できる「生活介護」と、医療上のケアを含む介護が利用できる「療養介護」の 2 種類があります。

居宅療養管理指導 介護予防居宅療養管理指導

要介護 1 ～ 5 の方 要支援 1・2 の方

医師、歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問し、医学的な
管理や指導を行います。

医師、歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問し、介護予防
を目的とした医学的な管理や指導を行います。

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

要介護 1 ～ 5 の方 要支援 1・2 の方

入居した有料老人ホームなどの施設で、食事、入浴、排
泄など日常生活の支援や機能訓練などを行います。

入居した有料老人ホームなどの施設で、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を行います。

短期入所サービス（ショートステイ）

その他の在宅サービス
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到设施接受理疗指导（当日护理） 护理预防到设施接受理疗指导（当日护理）

需要护理 1〜 5的人 需要支援 1·2的人

到医疗设施以及保健型护理老人设施去接受理学疗法士
和作业疗法士等给予的理疗指导。

医疗设施与护理老人设施等除了会提供日常生活方面的
支援与用来提高生活能力的支援外，还会根据每个人的
目标选择性地提供一些服务（提高运动器官功能、改善
营养、提高口腔功能等）。

短期住进设施接受生活护理 /
短期住进设施接受疗养护理（短期留宿）

护理预防短期住进设施接受生活护理／
护理预防短期住进设施接受疗养护理（短期留宿）

需要护理 1〜 5的人 需要支援 1·2的人

可短期留宿，提供护理服务与机能训练。
可短期留宿，接受以护理预防为目的的日常生活方面的
支援与机能训练等。

分为可接受日常生活方面的护理服务的“生活护理”和可接受包括医疗护理在内的护理服务的“疗养护理”两种。

登门疗养管理指导 护理预防登门疗养管理指导

需要护理 1〜 5的人 需要支援 1·2的人

医生、牙科医生、药剂师等登门访问，进行医学上的管
理和指导。

医生、牙科医生、药剂师等登门访问，进行以护理预防
为目的的、医学上的管理和指导。

特定设施入住者生活护理 护理特定设施入住者生活护理

需要护理 1〜 5的人 需要支援 1·2的人

入住到收费老人之家等设施的人，可以利用其饮食、入
浴、排便等日常生活护理以及机能训练等服务。

入住到收费老人之家等设施的人，可以利用其以护理预
防为目的的日常生活上的支援以及机能训练等服务。

短期住进设施接受服务（短期居住）

其它的登门服务
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福祉用具の貸与 介護予防福祉用具の貸与

要介護 1 ～ 5 の方 要支援 1・2 の方

車椅子やベッドなどの貸与が利用できます。
★車椅子
★車椅子付属品
★特殊寝台
★特殊寝台付属品 ( マットレスなど )
★床ずれ予防用具 ( エアーマットなど )
●自動排泄処理装置（便吸引の場合は原則要介護 4・5
のみ）

●歩行器
●歩行補助つえ
●手すり
●スロープ
★体位変換器
★認知症老人徘徊感知機器
★移動用リフト（つり具の部分を除く）

★印のある用具は、要支援 1・2、要介護 1 の方は、一定の例外を除き原則として利用できません。

特定福祉用具販売 特定介護予防福祉用具販売

要介護 1 ～ 5 の方 要支援 1・2 の方

レンタルになじまない腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分の購入費が支給
されます。
要介護状態区分に関係なく、限度額は年間（4 月 1 日から 3 月 31 日まで）10 万円です。登録された事業者に購
入費用をいったん全額支払った後に、限度額の範囲内でかかった費用の 9 割又は 8 割が支給されます。

※都道府県から「特定福祉用具販売」の指定を受けた事業所から購入することになります。

住宅改修 介護予防住宅改修

要介護 1 ～ 5 の方 要支援 1・2 の方

手すりの取付け、段差の解消、滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更、引き戸等への扉
の取替え、洋式便器への取替え等、これらに付帯して必要となる住宅改修費が支給されます。
要介護状態区分に関係なく、限度額は原則 1 回限りで 20 万円です。改修費用をいったん全額支払った後に、限度
額の範囲内でかかった費用の 9 割又は 8 割が支給されます。

※ 1 住宅改修を利用する方は、施工前の申請が必要となりますので、お問い合わせください。
※ 2 住宅改修費については、初めから 1 割又は 2 割の費用で済む支払い方法があります。詳しくはお問い合わせくだ
さい。
（問合せ先）介護保険課給付係　03-5273-4176

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、自宅では介護が困難な方が入所する施設であり、
食事、入浴、排泄など日常生活の介助、機能訓練、健康管理などを
行います。

介護老人保健施設（老人保健施設）
病状が安定し、自宅へ戻れるようリハビリに重点を置いたケアが必
要な方が入所する施設であり、看護、医学的管理下での介護、機能
訓練、日常生活の介助などを行います。

介護療養型医療施設（療養病床など）
急性期の治療が終わり、長期の療養を必要とする方が入院する医療
施設であり、医療、療養上の管理などを行います。

施設に入所・入院して介護やリハビリなどを受けるサービスで、要介護 1 ～ 5 の方が利用できます。（要支援 1・2 の
方は利用できません）
特別養護老人ホームの入所は、原則として要介護 3 ～ 5 の方に限られます。要介護 1・2 の方は「特例入所」が認めら
れた場合に限り利用できます。

施設サービス
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特定福利用具购买 特定护理预防福利用具购买

需要护理 1〜 5的人 需要支援 1·2的人

租借不到合适的便盆、特殊尿壶、入浴辅助工具、简易浴缸、移动用升降机的吊钩部分而需要购买时，护理保险
可以支给购买费用。
与需要护理级别无关，价格限制在每一年（4月 1日〜 3月 31日）10万日元以内。注册的事业者全额支付购
买费用后，在限额范围内可以支给购买费的 90%或 80%。

※规定从都道府县指定的“特定福利用具购买”的事业所购买。

住宅改修 护理预防住宅改修

需要护理 1〜 5的人 需要支援 1·2的人

在家中安装扶手、消除地面不平、为了防止地滑及方便出行，需要换地板或路面材、换拉门、换西式马桶等一些
附带必须的住宅改造费用予以支付。
与需要护理级别无关，原则上只可利用一次，价格限制在 20万日元以内。改修费用暂时全额支付后，在限额范
围内可以支给改修费用的 90%或 80%。

※1利用住宅改修的人施工前必须申请，敬请咨询。
※2关于住宅改修费，可提供从初始开始只需支付 10%或 20%费用的方法，详情请致电咨询。
（问讯处）看护保险课给付系　03-5273-4176

福利型护理老人设施（老人特别疗养院）
一直需要护理，家庭护理困难者可以住入设施内利用饮食、入浴、
排便等日常生活帮助、机能训练、健康管理等服务。

保健型护理老人设施（老人保健设施）
是为病情稳定，以重返自己家为目标，在接受理疗中需要重点护
理的老人入住而开办的设施。在护理、医学管理下，实施看护、
机能训练、日常生活帮助等服务。

护理疗养型医疗设施（疗养病床等）
是为已经渡过急性期治疗，但需要进行长期的疗养的老人入住的
医疗设施。实施医疗、疗养方面的管理。

福利用具的租借 护理预防福利用具的租借.

需要护理 1〜 5的人 需要支援 1·2的人

轮椅及床等可以租借。
★轮椅
★轮椅附属品
★特殊床
★特殊床附属品（床垫等）
★褥疮预防用品（充气垫等）
●自动排泄处理装置（需要导便时原则上仅适用需要护理
4·5的人）

●行走器
●行走辅助拐杖
●扶手
●斜面
★体位变换器
★认知症老人用徘徊传感器
★移动用升降机（除去吊钩部分）

带有★标记的用品，原则上需要支援 1·2级、需要护理 1级的人除了特定情况下，不能利用。

入住设施·入院接受护理以及理疗服务时，需要护理 1〜 5级者可以利用。（需要支援 1·2级的人不能利用）
老人特别疗养院的入院原则上仅限需要护理3〜5的人。需要护理1·2的人只限在获得“特例入院”的许可后可利用。

设施服务
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住み慣れた地域での生活を支えるためのサービスです。新宿区内の地域密着型サービスは、原則として新宿区民のみが
利用できます。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

要介護 1 ～ 5 の方

日中・夜間を通じて、定期巡回や緊急時など必要に応じて随時訪問を行います。介護と看護が連携を図り、入浴、排
せつの介護や療養上の世話や診療の補助などが受けられます。

夜間対応型訪問介護

要介護 1 ～ 5 の方

定期巡回や通報システムを合わせた夜間専用の訪問介護を行います。

認知症対応型通所介護 介護予防認知症対応型通所介護

要介護 1 ～ 5 の方 要支援 1・2 の方

認知症の方を対象に専門的なケアを提供する通所介護です。
食事、入浴の提供や日常動作訓練を行います。

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

要介護 1 ～ 5 の方 要支援 1・2 の方

通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問サービスや泊まりのサービスを組み合わせて多機能なサービスを提供する
小規模な拠点です。

看護小規模多機能型居宅介護

要介護 1 ～ 5 の方

住み慣れた地域で生活し続けるために、小規模多機能型居宅介護と訪問看護など、複数のサービスを組み合わせて利
用者のニーズに応じた柔軟な対応を行います。

認知症対応型共同生活介護
(グループホーム )

介護予防認知症対応型共同生活介護
(グループホーム )

要介護 1 ～ 5 の方 要支援 2 の方

介護が必要な認知症の方が、5 ～ 9 人単位で共同生活をする施設であり、家庭的な雰囲気の中で、食事、入浴、排
泄など日常生活の支援や機能訓練などを行います。

地域密着型特定施設入居者生活介護

要介護 1 ～ 5 の方

小規模（29 人以下）介護専用型有料老人ホームで、食事、入浴、排泄など日常生活の支援や機能訓練などを行います。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

要介護 3 ～ 5 の方　要介護 1、2 の方は、「特例入所」が認められた場合に限り利用できます。

小規模（29 人以下）の特別養護老人ホームで、食事、入浴、排泄など日常生活の支援や機能訓練などを行います。

地域密着型サービス
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定期巡视·随时对应型上门护理看护

需要护理 1〜 5的人

根据需要在白天、晚上或紧急时定期巡视访问。将护理和看护结合起来，提供入浴、排便的护理、疗养照顾、诊
疗辅助等服务。

夜间对应型登门护理

需要护理 1〜 5的人

进行定期巡回与根据通报系统提供夜间专门登门护理，以使人们 24小时安心地在家生活。

认知症对应型到设施接受护理 护理预防认知症对应型到设施接受护理

需要护理 1〜 5的人 需要支援 1·2的人

以认知症病人为对象，提供专业护理的登门护理服务。
主要进行帮助进食、提供沐浴和日常动作训练。

小规模多功能型留宿护理 护理预防小规模多功能型留宿护理

需要护理 1〜 5的人 需要支援 1·2的人

以留宿为中心，根据利用者的选择组合登门服务与留宿类的服务，提供多功能服务的小规模据点。

看护小规模多功能型留宿护理

需要护理 1〜 5的人

为了方便在已居住习惯的地方持续生活，可根据利用者的需求灵活对应，提供小规模多功能型留宿护理与登门护
理等多种服务组合。

认知症对应型共同生活护理
(集体之家 )

护理预防认知症对应型共同生活护理
(集体之家 )

需要护理 1〜 5的人 需要支援 2的人

需要护理的认知症病人以 5〜 9人为单位共同生活，可在家庭氛围中利用饮食、入浴、排便等日常生活方面的支
援服务与机能训练等。

地方性特定设施入住者生活护理

需要护理 1〜 5的人

可入住小规模（29人以下）护理专用型收费老人之家，利用饮食、入浴、排便等日常生活方面的支援服务与机
能训练等。

地方性护理老人福利设施入住者生活护理

需要护理 3〜 5的人、需要护理 1·2的人仅限在获得“特定入住”的许可后可利用。

可入住小规模（29人以下）的特别养护老人之家，利用饮食、入浴、排便等日常生活方面的支援服务与机能训练等。

为帮助大家在已经住习惯的地区提供生活上的服务。新宿区内的地方紧密型服务原则上只有新宿区民才能利用。　

地方紧密型服务
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※	実際の支給限度額は、金額ではなく単位で決
められており、サービス提供事業者の所在地
やサービスの種類によって 1単位当たりの報
酬額が異なります。

※	表は、利用できる金額の目安として、1単位
当たり 10 円で計算しています。

要介護状態区分 1か月の支給限度額※
要支援 1 50,030 円
要支援 2 104,730 円
要介護 1 166,920 円
要介護 2 196,160 円
要介護 3 269,310 円
要介護 4 308,060 円
要介護 5 360,650 円

サービスを利用するときの費用負担

利用者負担割合について
　介護保険制度改正により、平成 27 年 8 月のサービス利用分から一定以上の所得のある方の利用者負
担が 2割になります。
１割負担 ●第１号被保険者（65 歳以上）で次の (1) ～ (3) のいずれかに該当する方

(1) 本人の合計所得金額が 160 万円未満の方
(2) 本人の合計所得金額が 160 万円以上の方でも、同一世帯の第 1 号被保険者が本人のみで、年金収
入額とその他の合計所得金額の合計が 280 万円未満の方
(3) 本人の合計所得金額が 160 万円以上の方でも、同一世帯の第 1 号被保険者が 2 人以上で、それぞ
れの年金収入額とその他の合計所得金額の合計が 346 万円未満の方
●第 2 号被保険者（40 歳から 64 歳まで）の方

2 割負担 ●上記のいずれにも該当しない方

在宅サービスを利用する場合
利用者の負担
　在宅サービスにかかった費用の 1割又は 2割を、サービス事業者に支払います。
※	在宅サービスにかかった費用が、支給限度額（下記参照）を超えた部分は、全額自己負担になります。
※	福祉用具購入費・住宅改修費（詳しくは P18）については、利用者がいったん費用の全額を支払い、
限度額の範囲内で、申請により 9割又は 8割が区から払い戻されます。

※	短期入所サービスの滞在費・食費、通所系サービスの食費は自己負担となります。
※要支援１・２の方が介護予防訪問介護・介護予防通所介護・介護予防通所リハビリテーションを利
用する場合は月単位の定額報酬となり、利用回数に関係なく定額を支払います。

在宅サービスの費用の限度額
○訪問・通所サービスと短期入所サービスの支給限度額
　訪問・通所サービスと短期入所サービス等の利用に際しては、要介護度ごとに区分支給限度額を定
めています。これらのサービスを合わせて、限度額の範囲内でサービスを利用します。ただし、短期
入所サービスについては、限度額の範囲内であっても、連続して利用できるのは原則 30 日までとなっ
ています。
※上記のサービスの他、地域密着型サービスの定期巡回・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、看護小規模多機能型居宅介護の利用につ
いても、区分支給限度額に含まれます。
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※	实际的支给限度额，并非金额而以单位数来决定。并

且，因服务提供事业者所在地以及服务的种类不同

相当于 1单位的报酬额也有所不同。

※	表中列出可利用金额的基准值，按 1 单位相当于 10

日元的方法计算。

需要护理级别 1个月的支给限度额　※

需要支援 1 50,030 日元

需要支援 2 104,730 日元

需要护理 1 166,920 日元

需要护理 2 196,160 日元

需要护理 3 269,310 日元

需要护理 4 308,060 日元

需要护理 5 360,650 日元

利用服务时需要负担的费用

关于利用者的负担比例
　　随着护理保险制度的修订，从 2015 年 8 月的服务利用部分开始，一定收入以上的利用者负担比例变

为 20%。

负担 10% ●属于第１号被保险者（65岁以上），符合以下 (1) 〜 (3) 的任意一项者

(1)	本人的合计收入额未满 160万日元者

(2)	本人的合计收入额在 160万日元以上，但同一家庭的第 1号被保险者仅有本人，年金收入额和其

他合计收入金额共计未满 280万日元者

(3)	本人的合计收入额在 160 万日元以上，但同一家庭的第 1号被保险者有 2人以上，各自的年金

收入额和其他合计收入金额共计未满 346万日元者

●第 2号被保险者（40岁至 64岁）

负担 20% ●不符合上述任意一项的人

利用在家接受服务时

利用者的负担
　　原则上，利用登门护理服务时，所需要的费用的 10%或 20%要支付给服务事业者。

※	利用在家接受服务时，超过支给限度额（参照下表）的部分需全额自己负担。

※	福利用具购买费·住宅改修费等（详情请参照 P18），利用者暂时全额支付后，在限度额范围内，通过

申请 90%或 80%可由区里返还费用。

※	短期入住的住宿费·伙食费、往返设施类护理服务的伙食费由自己负担。

※	需要支援 1·2 级别的人，凡利用预防护理登门服务、往返设施接受护理、往返设施接受理疗，其付费

均于次数无关，按月支付定额的服务费。

在家接受服务费用的限度额
○登门访问·到设施接受服务以及短期入所接受服务的支给限度额

　　登门访问·到设施接受服务与短期入住服务等根据需要护理级别来决定支给限度额。可以在限度额

以内同时利用这些服务。但是，对于短期入所接受服务者来说，即使在限度额范围之内，连续利用时间

原则上最多不能超过 30 天。

※	除了上述服务外，地方紧密型服务的定期巡视·随时对应型上门护理看护、夜间对应型登门护理、认

知症对应型到设施接受护理、小规模多功能型留宿护理、看护小规模多功能型留宿护理也包括在各级

支给限度额中。



24

施設の種類

居住費

食費ユニット型
個室

ユニット型
準個室

従来型個室 多床室

介護老人福祉施設 59,100 円 49,200 円 34,500 円
11,100 円

（25,200 円）
41,400 円

介護老人保健施設
介護療養型医療施設

59,100 円 49,200 円 49,200 円 11,100 円 41,400 円

※（　）内の金額は、平成 27 年 8 月以降の金額です。
※居住費・食費は、個々の施設により異なります。表の金額は、全国平均値をもとにしたものです。
（問合せ先）介護保険課給付係　03-5273-4176

施設サービスを利用する場合
　介護保険施設に入所した場合、利用者は施設サービス費の 1割又は 2割の利用者負担に加え、居住費・
食費・日常生活費を支払います。

１カ月の居住費・食費の基準費用額（30日で計算）

★福祉用具購入費、住宅改修費、居宅療養管理指導、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生
活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護につい
ては、上記の区分支給限度額には、含まれません。
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1个月居住费、伙食费的标准费用额（30日计算）

设施种类
居住费

伙食费
单元型单间 单元型准单间 传统型单间. 多床位间

老人护理福利设施 59,100 日元 49,200 日元 34,500 日元
11,100 日元

（25,200 日元）
41,400 日元

老人护理保健设施

护理疗养型医疗设施
59,100 日元 49,200 日元 49,200 日元 11,100 日元 41,400 日元

※	（		）内为 2015年 8月以后的金额。

※	不同设施的居住费、伙食费有所差异。表中金额为全国平均值的参考值。

（问讯处）看护保险课给付系	03-5273-4176

利用设施服务时
　　入住护理保险设施时，利用者在自行负担设施服务费的 10%或 20% 的基础上，还需支付居住费、伙

食费、日常生活费。

★	福利用具购买费、住宅改修费、留宿疗养管理指导、特定设施入住者生活护理、认知症对应型共同

生活护理、地方性特定设施入住者生活护理、地方性护理老人福利设施入住者生活护理不包括在上

述各级支给限度额中。
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利用者の負担の軽減

施設サービスおよび短期入所サービスの居住費・食費の負担の減額
●住民税非課税世帯の方に対する居住費・食費の負担の減額
　住民税非課税世帯の方に対しては、所得に応じた居住費と食費の自己負担の限度額が設けられてお
り、これを超える自己負担はありません。超えた分は「特定入所者介護サービス費」として介護保険
から給付されます。給付を受けるには区への申請が必要です。
　平成 27 年 8 月から、従来の所得要件に該当しても、一定額の預貯金等を保有する場合や同世帯でな
くても配偶者が住民税課税者である場合は支給対象外となります。また、平成 28 年 8 月からは、第 2
段階と第３段階の判定に、遺族年金及び障害年金など非課税年金も含める予定です。

１カ月の居住費・食費の自己負担限度額（30日で計算）

区分

居住費

食費ユニット型
個室

ユニット型
準個室

従来型個室 多床室

第１段階

生活保護受給者また
は、世帯全員が住民
税非課税で本人が老
齢福祉年金受給者

24,600 円 14,700 円
9,600 円

（14,700 円）
0 円 9,000 円

第 2 段階

世帯全員が住民税非
課税で、前年の合計
所得金額と課税年金
収入額の合計が 80
万円以下の方

24,600 円 14,700 円
12,600 円

（14,700 円）
11,100 円 11,700 円

第 3 段階
世帯全員が住民税非
課税で、上記に該当
しない方

39,300 円 39,300 円
24,600 円

（39,300 円）
11,100 円 19,500 円

※　（　）内の金額は、介護老人保健施設及び介護療養型医療施設の場合です。
※　地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護も対象となります。

　詳しくは担当の窓口までお問い合わせください。

●住民税課税世帯に対する特例減額
　高齢夫婦等の住民税課税世帯で、一方が施設（個室）に入所して居住費・食費を負担した場合に、
在宅の世帯員が生計困難にならないように特例減額制度があります。
（問合せ先）介護保険課給付係　03-5273-4176

利用者負担額の減免等
●利用者負担額の減免
　災害や病気などの特別な事情により利用者負担を支払うことが困難なときは、申請し承認されると
利用者負担が減額または免除になります。

●介護保険サービスの利用者負担額の軽減
　住民税世帯非課税で以下の条件を全て満たす場合は、申請し承認されると利用者負担額が軽減され
ます。ただし、利用しているサービス事業者が東京都と新宿区に申し出を行っている場合のみ減額に
なります。
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减轻利用者的负担

设施服务及短期入住服务的居住费、伙食费减额
●针对住民税非征税家庭的人减少居住费、伙食费负担

　　针对住民税非征税家庭的人，根据收入所得可减少居住费与伙食费的自己负担限度额，超过时可不

必自己负担。超出部分作为“特定入住者护理服务费”从护理保险中支付。领取时需要向区政府申请。

　　2015	年 8 月起，即使符合以往的收入条件，若有一定金额的存款或不在同一家庭的配偶者为住民税

征税者时，则不属于支付对象。2016	年 8	月起，第 2级和第３级的判定将包括遗族年金及残障年金等非征

税年金。

1个月居住费、伙食费的标准费用额（30日计算）

分类
居住费

伙食费
单元型单间 单元型准单间 传统型单间 多床位间.

第1级

生活保护享受者或家庭

所有成员为住民税非征

税对象，本人为老龄福

利年金享受者

24,600 日元 14,700 日元
9,600 日元

（14,700 日元）
0日元 9,000 日元

第 2级

家庭所有成员为住民税

非征税对象，上年合计

收入金额与征税年金收

入额的合计金额低于

80万日元

24,600 日元 14,700 日元
12,600 日元

（14,700 日元）
11,100 日元 11,700 日元

第 3级

家庭所有成员为住民税

非征税对象，不符合上

述两项者

39,300 日元 39,300 日元
24,600 日元

（39,300 日元）
11,100 日元 19,500 日元

※	（		）内为老人护理保健设施及护理疗养型医疗设施的金额。
※	地方性护理老人福利设施入住者生活护理也属于支付对象。

详情请向担当窗口咨询。

●针对住民税征税家庭的特例减额

　　特例减额制度针对的是高龄夫妇等所在的住民税征税家庭中一方入住设施（单间）负担了居住费、

伙食费时，其他在家的家庭成员难以维持生计的情况。

（问讯处）看护保险课给付系	03-5273-4176

利用者负担额的减免等
●利用者负担额的减免

　　因灾害以及患病等特殊原因，利用者负担支付有困难时，经申请获得批准后利用者负担部分可以给予

减免。

●减轻护理保险服务利用者的负担

　　如为不征收住民税的家庭，且符合以下条件，则申请得到批准后可轻减利用者负担额。但是，只有

在所利用的服务事业者同时向东京都和新宿区提出申请时才能减额。



28

ア	 年間収入が単身世帯で 150 万円 ( 世帯員が 1人増えるごとに 50 万円を加算した額 ) 以下
イ	 預貯金等の額が単身世帯で 350 万円 ( 世帯員が 1人増えるごとに 100 万円を加算した額 ) 以下
ウ	 自宅以外に土地・家屋等を所有していないこと
エ	 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
オ	 介護保険料を滞納していないこと

軽減内容　利用者負担額の 4分の 1（老齢福祉年金受給者は 2分の 1）
対象となるサービス

対象となる費用	 上記サービス費の利用者負担額、並びに居住費（滞在費）及び食費の利用者負担額

●通所系サービスの食事費用の軽減
　区内の通所系サービスの食事費用に対して、住民税非課税世帯の方には、減額制度があります。
（問合せ先）介護保険課給付係　03-5273-4176

①訪問介護　②介護予防訪問介護　③訪問入浴介護　④介護予防訪問入浴介護
⑤訪問看護　⑥介護予防訪問看護　⑦訪問リハビリテーション
⑧介護予防訪問リハビリテーション　⑨通所介護　⑩介護予防通所介護
⑪通所リハビリテーション　⑫介護予防通所リハビリテーション
⑬短期入所生活介護　⑭介護予防短期入所生活介護　⑮短期入所療養介護
⑯介護予防短期入所療養介護　⑰介護老人福祉施設
⑱定期巡回・随時対応型訪問介護看護　⑲夜間対応型訪問介護
⑳認知症対応型通所介護　㉑介護予防認知症対応型通所介護
㉒小規模多機能型居宅介護　㉓介護予防小規模多機能型居宅介護
㉔看護小規模多機能型居宅介護
㉕地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

所得区分 上限額
住民税世帯課税者（現役並み所得の方）（注） 世帯・個人で 44,400 円
住民税世帯課税者 世帯・個人で 37,200 円
利用者負担段階第 3 段階 世帯・個人で 24,600 円
利用者負担段階第 2 段階 個人で 15,000 円（世帯で 24,600 円）
住民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者 個人で 15,000 円（世帯で 24,600 円）
生活保護受給者等 世帯・個人で 15,000 円

（注）は、平成 27 年 8 月から
※ 「福祉用具購入費・住宅改修費」、「介護度別の支給限度額を超えた額」、「介護保険サービス以外の自己負担額」は支

給対象外です。

高額介護サービス費の支給
　1か月に受けた介護保険のサービスの利用者負担の合計が上限額を超えた場合、その超えた分が高額
介護サービス費として支給されます。

高額医療合算介護サービス費の支給
　１年間に医療保険と介護保険の両方のサービスを利用した世帯の自己負担額の合計が著しく高額に
なる場合、新たに設けられた医療・介護合算の自己負担限度額（年額）を超えた金額が高額医療合算
介護サービス費として支給されます。
　詳しくは、加入されている医療保険、または介護保険の担当窓口までお問い合わせください。
（問合せ先）介護保険課給付係　03-5273-4176
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1	 年收入单身家庭少于 150 万日元（每增加一名家庭成员，递加 50 万日元）　　　

2	 存款等的金额单身家庭少于 350 万日元（每增加一名家庭成员，递加 100 万日元）

3	 除了自己家外，没有土地·房产等

4	 不能由有负担能力的亲属等抚养

5	 护理保险费不滞纳

轻减内容　利用者负担额的 1/4（老龄福利年金享受者为 1/2）

对象服务

对象费用　　上述服务费的利用者负担额以及伙食费、居住费（滞留费）、伙食费利用者负担额

●减轻到设施接受服务类的伙食费用

　　对于到区内设施接受服务的伙食费，住民税非征税家庭的人可以享受减额制度。

（问讯处）看护保险课给付系　03-5273-4176

收入分级 上限额

住民税家庭征税者（等同于在职收入所得者）（注） 每户·个人 44,400 日元

住民税家庭征税者 每户·个人 37,200 日元

利用者负担分级 3 每户·个人 24,600 日元

利用者负担分级 2 个人 15,000 日元（每户 24,600 日元）

不征收住民税的家庭中的老年人福利年金享受人 个人 15,000 日元（每户 24,600 日元）

生活保护享受人等 每户·个人 15,000 日元

（注）为 2015年 8月开始
※	“福利用具购买费·住宅改修费”、“超出各护理级别支给限度额的金额”、“除护理保险服务之外的自己负担额”不
属于支给对象。

　　如 1个月中接受的护理保险服务对应的利用者负担的 10% 合计额超过了上限额，则该超出部分可作

为高额护理服务费支给。

支给高额护理服务费

　　当全年接受医疗保险和护理保险两项服务的家庭中自己负担的累计金额极为昂贵时，可以根据另外

设置的医疗、护理折算方法，超过自己负担限度额（年额）的部分，可以领取高额医疗折算护理服务费。

　　详细请到您加入的医疗保险或护理保险的担当窗口咨询。

（问讯处）看护保险课给付系　03-5273-4176

高额医疗折算护理服务费的支付

①登门护理　②护理预防登门护理　③登门入浴护理　④护理预防登门入浴护理　⑤访问看护　

⑥护理预防访问看护　⑦登门理疗指导　⑧	护理预防登门理疗指导　⑨到设施接受护理　

⑩护理预防到设施接受护理　⑪到设施接受理疗指导　⑫护理预防到设施受预防理疗指导　⑬
短期住进设施接受生活护理　⑭护理预防短期住进设施接受生活护理　
⑮短期住进设施接受疗养护理　⑯护理预防短期住进设施接受疗养护理　
⑰福利型护理老人设施　⑱定期巡视·随时对应型上门护理看护　⑲夜间对应型登门护理　
⑳认知症对应型到设施接受护理　㉑护理预防认知症对应型到设施接受护理　
㉒	小规模多功能型留宿护理　㉓护理预防小规模多功能型留宿护理　
㉔看护小规模多功能型留宿护理　㉕地方性护理老人福利设施入住者生活护理
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健康診査 ( 医療機関などで実施する生活習慣予防等の健康診査 ) の結果等により要支援・
要介護となる可能性のあるパワーアップ高齢者の方を把握

○被保険者資格・負担割合・介護保険料に関すること
　介護保険課　資格係
　03 － 5273 － 4597( 直通 )

○介護全般に関すること
　高齢者福祉課　高齢者相談係
　03 － 5273 － 4593( 直通 )

○介護保険料の支払いに関すること
　介護保険課　資格係
　03 － 5273 － 4273( 直通 )

○介護予防に関すること
　高齢者福祉課　高齢者事業係
　03 － 5273 － 4568( 直通 )

○要介護認定に関すること
　介護保険課　認定第一係
　03 － 5273 － 3643( 直通 )
　介護保険課　認定第二係
　03 － 5273 － 4255( 直通 )

○介護サービスの給付・利用者負担に関すること
　介護保険課　給付係
　03 － 5273 － 4176( 直通 )

○介護サービスの苦情に関すること
　介護保険課　給付係
　03 － 5273 － 3497（直通）

○「介護保険べんり帳」に関すること
　介護保険課　推進係
　03 － 5273 － 4212（直通）

介護予防サービス（地域支援事業）
※平成 28 年 4 月から変更予定です。

　要支援・要介護となる可能性のあるパワーアップ高齢者（※）の方が、生活機能の低下を予防でき
るように提供するサービスです。
※	パワーアップ高齢者とは、介護認定を受けるほどではないが、生活機能が低下し、要支援・要介護
状態になるおそれのある高齢者で、介護予防の取り組みが必要であると区が選定した人。

資金の貸付
○住宅改修費・福祉用具購入費の貸付
　保険給付されるまでの間、一時的に多額の自己負担が生じる場合に、資金を貸付けます。原則とし
て本人が費用をいったん全額支払うこととされていますが、全額の支払いが困難な場合などは、貸付
制度を利用することが可能です。

○高額介護サービス費の貸付
　高額介護サービス費が支給されるまでの間、保険給付分の費用の貸付を行います。

（問合せ先）介護保険課給付係　03-5273-4176

パワーアップ高齢者を選定し、介護予防の取り組みが必要な対象者として決定

高齢者総合相談センター（地域包括支援センター）で教室参加に必要な書類を作成し、
介護予防教室に参加

介護保険の担当窓口

（問合せ先）高齢者福祉課高齢者事業係　03-5273-4568
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通过健康检查（医疗机构等实施的预防生活习惯等的健康诊查）的结果，把握可能将来需
要支援·需要护理的建议护理高龄者

○关于被保险者资格·负担比例·护理保险费方面的事宜
　看护保险课　资格系
　03-5273-4597（直线）

○关于所有护理事宜
　高龄者福利课　高龄者咨询系
　03-5273-4593（直线）

○关于支付保险费事宜
　看护保险课　资格系
　03-5273-4273（直线）

○关于预防护理事宜
　高龄者福利课　高龄者事业系
　03-5273-4568( 直线）

○关于护理认定事宜
　看护保险课　认定第一系
　03-5273-3643（直线）
　看护保险课　认定第二系
　03-5273-4255（直线）

○关于护理服务的支付、利用者负担的事宜
　看护保险课　给付系
　03-5273-4176（直线）

○关于护理服务投诉事宜
　看护保险课　给付系
　03-5273-3497（直线）

○关于“护理保险手册”事宜
　看护保险课　推进系
　03-5273-4212（直线）

护理预防服务（地方支援事业）
※预计 2016 年 4 月开始变更

　　向有可能将来需要支援·需要护理的建议护理高龄者（※）为防止生活功能下降而提供的新的服务

内容。

※	建议护理高龄者指虽然还没有被认定需要护理，但是由于自理能力降低。可能将来需要援助、护理的

高龄老人，由区选择出认为需要采取护理预防的人。

现金贷款
○住宅改修费·购买福利用具费的贷款

　　到保险支付之前，暂时性产生大笔资金需要自己负担时，可以现金贷款。原则上由本人暂时全额支付，

但对于全额支付有困难时，可适用贷款制度。

○高额护理服务费的贷款

　　到高额护理服务费支给之前，可对保险支付部分的费用给予贷款。

（问讯处）看护保险课给付系　03-5273-4176

选择出建议护理高龄者，决定需要采取护理预防的对象

在高龄者综合咨询中心（地方包括支援中心）制作参加护理教室所需的资料，参加护理预
防教室

护理保险的担当窗口

（问讯处）高龄者福利课高龄者事业系　03-5273-4568
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新宿区役所
高齢者総合相談センター

新宿区政府
高龄者综合咨询中心

四谷
高齢者総合相談センター

（四谷特別出張所管轄区域）
四谷

高龄者综合咨询中心
（四谷特别办事处管辖区域）

箪笥町
高齢者総合相談センター

（箪笥町特別出張所管轄区域）
箪笥町

高龄者综合咨询中心
（箪笥町特别办事处管辖区域）

新宿区歌舞伎町 1-4-1
新宿区役所本庁舎 2 階　高齢者福祉課内

新宿区歌舞伎町 1-4-1
新宿区政府本厅舍 2楼　高龄者福利课内

☎ 5273 － 4593

新宿区三栄町 25
四谷保健センター等複合施設 4 階

新宿区三荣町 25
四谷保健中心等复合设施 4楼

☎ 5367 － 6770

新宿区北山伏町 2-12
あかね苑新館内

新宿区北山伏町 2-12
特别护理养老院AKANE苑新馆内

☎ 3266 － 0753

榎町
高齢者総合相談センター

（榎町特別出張所管轄区域）
榎町

高龄者综合咨询中心
（榎町特别办事处管辖区域）

若松町
高齢者総合相談センター

（若松町特別出張所管轄区域）
若松町

高龄者综合咨询中心
（若松町特别办事处管辖区域）

大久保
高齢者総合相談センター

（大久保特別出張所管轄区域）
大久保

高龄者综合咨询中心
（大久特别办事处管辖区域）

新宿区弁天町 50　牛込保健センター 1 階
新宿区辩天町 50　牛込保健中心 1楼

☎ 5227 － 1757

新宿区戸山 2-27-2
戸山シニア活動館 1 階
新宿区户山 2-27-2
户山老年活动馆 1楼

☎ 5292 － 0710

新宿区百人町 2-8-13　Fiss1 階
新宿区百人町 2-8-13　Fiss1 楼

☎ 5332 － 5585

戸塚
高齢者総合相談センター

（戸塚特別出張所管轄区域）
户塚

高龄者综合咨询中心
（户塚特别办事处管辖区域）

落合第一
高齢者総合相談センター

（落合第一特別出張所管轄区域）
落合第一

高龄者综合咨询中心
（落合第一特别办事处管辖区域）

落合第二
高齢者総合相談センター

( 落合第二特別出張所管轄区域）
落合第二

高龄者综合咨询中心
( 落合第二特别办事处管辖区域）

新宿区高田馬場 1-17-20
新宿区社会福祉協議会 1 階
新宿区高田马场 1-17-20
新宿区社会福利协议会 1楼

☎ 3203 － 3143

新宿区中落合 2-5-21
聖母ホーム内

新宿区中落合 2-5-21
圣母院内

☎ 3953 － 4080

新宿区西落合 4-11-21
落合第六小学校内幼稚園舎
新宿区西落合 4-11-21
落合第六小学内幼儿园区
☎ 5988 － 9281

柏木・角筈
高齢者総合相談センター

( 柏木・角筈特別出張所管轄区域）
柏木·角筈

高龄者综合咨询中心
( 柏木·角筈特别办事处管辖区域）

【窓口受付時間】
月～土／午前 9 時～午後 5 時 30 分 ( 日・
12/29 ～ 1/3 除く ) ( ※新宿区役所を
除く )
※ 新宿区役所高齢者総合相談センター
 月～金／午前 8 時 30 分～午後 5 時

( 土・日・祝・休日・12/29 ～ 1/3
除く )

※ ご住所によって担当区域が分かれま
す。詳しくは高齢者福祉課高齢者相談
係 (☎ 5273-4593) へお問い合わせ
ください。

【窗口受理时间】
星期一〜星期六／上午 9 时〜下午 5 时
30分 ( 星期日·12/29 〜 1/3 除外 )	(※
新宿区政府除外 )
※	新宿区政府高龄者综合咨询中心
	 星期一〜星期五／上午 8时 30分〜下
午 5时 ( 星期六·星期日·节假日·休
息日·12/29 〜 1/3 除外 )

※	按所在地址来划分辖区，详情请向高
龄者福利课高龄者咨询系　☎	5273-
4593 咨询。
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新宿区西新宿 4-8-35
西新宿老年活动馆 3楼
☎ 5309 － 2136
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