
一社）坂戸鶴ヶ島医師会立休日急患診療所
　休日などに急病になった際にご利用ください。
場　　所 �坂戸市石井2327-5（地域医療センター1階）
対　　象 �入院の必要がなく外来で対処可能な軽症の方（風

邪による高熱や腹痛など）
　　　　　※�入院や手術を必要とする重症な方は、救急指定

病院をご利用ください。
 診療科目 内科、小児科
診  療  日 日曜日、祝日、年末年始（12月29日～1月3日）
利用時間 �9時～12時、14時～17時、18時～21時�

※受付は診療時間の30分前で終了
電　　話 049-289-1199
アクセス
●お車の場合
　�関越自動車道鶴ヶ島ＩＣから国道407号線を東松山方面に
進むと、国道左側に坂戸・鶴ヶ島消防組合本部、右側に坂戸
鶴ヶ島医師会立休日急患診療所があります。
●徒歩の場合
　東武東上線　北坂戸駅東口より徒歩15～20分
●公共交通機関の場合
　�北坂戸駅東口、坂戸駅南口および若葉駅東口（要乗継ぎ）よ
り運行している「坂戸市さかっちワゴン」をご利用くださ
い。健康センターで下車、目の前です。�
坂戸市市民バス（さかっちバス・さかっちワゴン）の運行�
http://www.city.sakado.lg.jp/20,33843,180.html

救急指定病院（全日24時間）
●�関越病院　鶴ヶ島市脚折145-1　☎049-285-3161
●�坂戸中央病院　坂戸市南町30-8　☎049-283-0019
●�埼玉医科大学病院（小児救急医療も対応）�
毛呂山町毛呂本郷38　☎049-276-1465

大人・小児の救急電話相談
　急な病気やけがに関して、看護師の相談員が医療機関を受
診すべきかどうかなどをアドバイスしますので、判断に迷っ
たときはお気軽にご利用ください。ただし医療行為ではない
ため診断や治療を行うものではありませんので、あらかじめ
ご理解の上ご利用ください。
相談時間 24時間　365日対応
電話番号
●大人・小児の救急電話相談共通　♯7119
●�ダイヤル回線・IP電話・PHSをご利用の場合�
☎048-824-4199
※�大人の救急電話相談（♯7000）、小児救急電話相談（♯8000
または☎048-833-7911）も引き続き利用できます。
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※�事業は変更になることがあります。詳細はホームページ、
鶴ヶ島市母子保健年間予定表、広報をご確認ください。
妊娠する前
●早期不妊検査費助成事業
　不妊検査を受けたご夫婦（検査開始時に妻の年齢が43歳未
満）を対象に、2万円を限度（1組の夫婦につき1回限り）に検査
費を助成します。
●不妊治療費助成事業
　特定不妊治療（体外受精および顕微授精）を受けたご夫婦を
対象に10万円（治療内容によって5万円）を限度に1年度あた
り1回、通算5年度まで治療費を助成します。
妊娠がわかったら
●母子健康手帳の交付・妊婦健康診査費用の助成
　妊娠が確認された時は、妊娠の届け出をしてください。母子
健康手帳と妊婦健康診査の助成券を交付します。
●ゆりかご教室（要予約）
　妊婦さんとその家族を対象に安心して赤ちゃんを迎えられ
るよう妊娠や出産、育児の知識や方法を学ぶ2日間の教室で
す。
①�安心して赤ちゃんを迎えるために（妊娠中の生活、お産の経
過、呼吸法、母乳について）
②パパの妊婦体験・赤ちゃんとの生活
③赤ちゃんの入浴実習
④妊娠中の栄養について
⑤妊娠中の歯の健康について
子どもが生まれたら
●こんにちは赤ちゃん訪問
　保健師・助産師・看護師・保育士が出産した全員のお宅へ生
後2か月くらいで連絡し、ご都合を伺ってご自宅を訪問しま
す。身体計測の他、育児についての情報提供、相談に応じます。
●乳幼児すこやか相談
　妊婦、乳幼児とその親を対象に身体計測を行います。希望者
には保健師、助産師、管理栄養士、歯科衛生士による育児相談
を行っています。

母と子の健康 ●親子相談（要予約）
　1歳から就学前の親子を対象に、子どものことばや行動な
どの発達や子育てに自信が持てない、つらいなどの親の不安
に関することについて、保健師、家庭児童相談員、医師、言語聴
覚士、心理士が相談に応じています。
●もぐもぐ教室
　離乳食（前期の試食）と赤ちゃんの歯の手入れの仕方につい
て学ぶ教室です。
　4か月児健康診査と同日に行います。
●未熟児養育医療給付制度
　2000g以下または身体の機能が未熟なままで生まれた場
合、指定医療機関で医療給付（入院に限る）が受けられます。
●乳幼児健康診査・10か月児健康相談
　市では4か月児健診、10か月児健康相談、1歳6か月児健診、
2歳児歯科健診、3歳児健診を行っています。
　対象者には個別通知をしていますが、通知が届いていない
場合はご連絡ください。

保健センター　☎049-271-2745

運動公園春
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子どもの予防接種（平成29年4月1日現在）
接種方法 個別接種
接種場所 市が委託した医療機関
接種費用 �無料（各予防接種の対象年齢内であれば定期接種として無料で接種できます）
対象年齢 �「至るまで」、「未満」とは「誕生日の前日まで」です。（注意事項参照）
持参するもの �母子健康手帳、予診票
乳幼児の予防接種

予防接種名 接種回数 対象年齢
Ｂ型肝炎 3回 生後～1歳に至るまで
小児肺炎球菌 初回接種開始年齢によって異なります。 生後2か月～5歳に至るまで
Ｈｉｂ（ヒブ）
（ヘモフィルスインフルエンザ菌b型）初回接種開始年齢によって異なります。 生後2か月～5歳に至るまで

四種混合
（ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリ
オ）

1期初回：3回
生後3か月～7歳6か月に至るまで

1期追加：1回
ＢＣＧ（結核） 1回 生後～1歳に至るまで

麻しん風しん混合
（ＭＲ）

1期：1回 1歳～2歳に至るまで

2期：1回 小学校就学前1年間（幼稚園などの
年長相当）の3月31日までに接種

水痘（水ぼうそう）
初回：1回

1歳～3歳に至るまで
追加：1回

日本脳炎（1期）
1期初回：2回

生後6か月～7歳6か月に至るまで
1期追加：1回

予防接種名 接種回数 など 対象年齢
二種混合
（ジフテリア・破傷風） 1回

予診票は、児童を通じて学校から配布します。
※�市外の学校に通っている人は、保健センター
にお問い合せください。

11歳～13歳未満（11歳・12歳）

日本脳炎（2期） 9歳～13歳未満（9歳～12歳）

子宮頸がん 3回
接種するワクチンにより接種間隔が異なります。
※ 平成29年4月1日現在、接種勧奨を見合せて
います。

小学6年生から高校1年生に相当
する年齢の女子

保健センター　☎049-271-2745

予防接種

児童・生徒の予防接種

memo
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日本脳炎予防接種経過措置
　勧奨見合わせにより接種の機会を逃した方など（平成7年4月2日から平成19年4月1日の間に生まれた20歳未満の人、平成19
年4月2日から平成21年10月1日の間に生まれた7歳6か月までもしくは9歳以上13歳未満の人）の経過措置があります。詳しく
はお問い合わせください。
注意事項
□�予防接種の内容は、予防接種法の見直しなどにより変更になることがあります。その場合は、ホームページ・広報紙などでお知
らせします。
□ 対象年齢にご注意ください。年齢計算に関する法律により、対象年齢が「1歳から2歳に至る（未満）まで」の場合は、「1歳の誕生
日の前日から2歳の誕生日の前日まで」が接種できる期間です。
□�対象年齢、対象期間および接種間隔が過ぎてしまった場合は、無料接種（公費負担）できなくなりますのでご注意ください。
□�疾病による長期療養のため予防接種を受けられなかった方も、公費負担による予防接種を受けられる場合がありますので、保
健センターまでお問い合わせください。
□�定期の予防接種は、住民票のある自治体で定められた医療機関で接種をした場合のみ、公費負担が可能です。
高齢者の予防接種（平成29年4月1日現在）
接種方法 個別接種　　 接種場所 市が委託した医療機関　　 接種費用 広報または個別通知でご確認ください。

予防接種名 対象者 接種期間 備考

高齢者肺炎球菌

①�鶴ヶ島市に住民登録があり、65、70、75、80、85、90、
95、100歳になる方
※年度末年齢で上記の年齢の方
※2019年度以降は65歳の方のみ対象予定です。
②�接種当日60歳～64歳の方で、心臓、じん臓、呼吸器機能な
どに重度の障害（身体障害者手帳1級に相当）を有する方

4月1日～
3月31日

※�過去に肺炎球菌予防接種を受け
たことがある方（任意接種も含
む）は対象外です。
※�定期接種対象者には4月に個別
通知（案内ハガキ）を送付しま
す。接種時に持参してください。
※詳細は広報でお知らせします。

季節性
インフルエンザ

①鶴ヶ島市に住民登録があり、接種当日65歳以上の方
②�接種当日60歳～64歳の方で、心臓、じん臓、呼吸器機能な
どに重度の障害（身体障害者手帳1級に相当）を有する方

10月20日～
翌年1月末
（予定）

詳細は広報でお知らせします。

　特定健康診査はメタボリックシンドロームの早期発見を目
的とした健康診査で、受診結果からメタボリックシンドロー
ムあるいはその予備軍と判断された方には、特定保健指導を
実施します。特定健診を受診して体の異常を早めにみつけて、
病気になるのを予防しましょう。
対  象  者 �40歳から74歳までの人で、鶴ヶ島市国民健康保

険に加入している方
※�転出した人や、社会保険などへ加入した人は、ご加入の健康
保険組合へお問い合わせください。
受診券の発送 �
対象者には、5月下旬に特定健康診査受診券を送付します。

特定健康診査

　事業は変更になることがあります。事業の日程、対象者など
の詳細はホームページ・広報でお知らせします。
検診のご案内
□大腸がん検診　　　□子宮頸がん検診
□乳がん検診（集団検診・個別検診）
□胃がん検診（集団検診：バリウム・個別検診：胃カメラ）
□肺がん・結核検診
□肝炎ウイルス検診　□骨粗しょう症検診　□歯周病検診
健康講座のご案内
　生活習慣病などの疾病予防に重点をおいた講演会、講座、実
技を行います。

成人検診・保健事業のご案内
保健センター　☎049-271-2745 　特定健康診査の結果から、生活習慣病のリスクが高い方に

は、医師、管理栄養士、保健師などの専門家が生活習慣改善の
サポートを行います。（動機づけ支援・積極的支援）
　対象の方には、受診してから2～3か月後に特定保健指導利
用券を送付します。ぜひ、ご自身の健康のために特定保健指導
をご利用ください。

特定保健指導

　健康維持のため、健康診査を受診しましょう。
対  象  者 後期高齢者医療制度に加入している方
受診券の発送 �
　対象者には、5月下旬に健康診査受診券を送付します。

後期高齢者医療被保険者の健康診査
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高齢者在宅福祉事業

緊急時通報システム
　急病や事故で緊急に援助を必要とするとき、通報ボタンを
押すだけで受信センターにつながり、消防本部への出動要請
などを行います。
対  象  者 �慢性疾患などにより、日常生活を営むうえで常時

注意を要し、緊急時の対応が困難と認められる在
宅生活者で一定の要件を満たしている方（電話が
設置されている場合に限ります。）

利  用  料 通話料は自己負担、装置は無償貸与
移送支援サービス
　家族による移送または一般の交通機関による移送が困難な
在宅の高齢者などに対し、専用の移送用車両により、外出の支
援をします。
対  象  者 �常時寝たきりまたは常時車いすを利用し、家族な

どによる移送または一般の交通機関による移送が
困難な方で、一定の要件を満たしている方

利用目的 �医療機関への通院、入退院、介護保険施設への入退
所、冠婚葬祭などの行事への参加、月2回までの社
会活動への参加（1日の範囲内）

利  用  料 移送に要した費用の1割
　　　　　※�1月あたり6時間（30分単位×12回）を超える分

は全額自己負担となります。
訪問理美容サービス
　理美容店に行くことが困難な、在宅で生活する高齢者など
の自宅を理美容師が訪問し、カットのサービスを行います。
対  象  者 �在宅で生活する常時寝たきり状態などの方で、一

定の要件を満たしている方
利  用  料 1回のサービスにつき2000円
利用回数 �年4回（申請初年度は申請月により回数が異なります。）

高齢者福祉について

高齢者福祉課　高齢者福祉担当

緊急ごみ戸別収集サービス
　ごみを集積所まで持ち出すことが困難な世帯に対し、戸別
にごみなどを収集します。
対  象  者 �自ら集積所までごみなどを持ち出すことが困難な

世帯で、かつ、他の福祉サービスでの対応や近隣住
民などの協力を得ることが困難な状況にある一定
の要件を満たしている世帯

収  集  日 �週1回
利  用  料 無料
生活支援ショートステイ
　在宅での生活が困難な高齢者などで、下記の要件に該当さ
れる方は、一時的に介護老人福祉施設や介護老人保健施設に
短期間入所できます。
介護保険に認定されていない方
入所要件 �家族の疾病・出産・事故・冠婚葬祭への出席などの

特別な理由がある場合で、要介護・要支援の状態に
なることを予防するため、基本的な生活習慣の維
持を図る必要がある時

利用期間 7日間
利  用  料 1日あたり　要支援1に相当する費用の1割
　　　　　※�食費、居住費、日常生活費は、別途自己負担とな

ります。
介護保険に認定されている方
入所要件 �介護者の入院・出産・事故・冠婚葬祭への出席など

の特別な理由がある場合で、要介護者・要支援者が
介護保険制度の法定給付以外に緊急一時的に入所
が必要とされる時

利用期間 �7日間�
利  用  料 1日あたり　要支援・要介護度別による費用の1割
　　　　　※�食費、居住費、日常生活費は、別途自己負担とな

ります。
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つるバス・つるワゴン特別乗車証の交付（高齢者）
　つるバス・つるワゴンを割引で利用することができる特別
乗車証を即日交付します。
対  象  者 市内在住の70歳以上の高齢者
乗  車  料 100円
交付手続き �
　住所、氏名、生年月日が確認できる保険証、免許証などを持
参
交付場所 高齢者福祉課、若葉駅前出張所、各市民センター
老人福祉センター「逆木荘」

　逆木荘は、高齢者の方々が、楽しく語らい、仲間づくりを
行って、健康で明るい生活を営んでいただくことを目的とし
た施設です。集会室・図書室・機能回復訓練室・浴室・ゲート
ボール場・おたっしゃ工房などがあります。
利用時間 �9時～16時（入浴は10時～15時、カラオケは10時

～12時と13時～15時30分）
利用料金 �市内在住の60歳以上の方は、無料（その他の方はお

問い合わせください）
休  館  日 �毎月第1および第3土曜日、国民の祝日、年末年始�

その他清掃などによる臨時休館があります。
老人クラブの活動
　老人クラブは、老後を健全で豊かなものにするため、自らの
教養の向上、健康の増進および社会奉仕活動による地域社会
との交流などを実施することを目的として地域に組織されて
います。
対  象  者 おおむね60歳以上の方
活動内容 �ゲートボール大会、グラウンドゴルフ大会、旅行、

新年会、福祉施設の慰問、演芸大会など
会　　費 �クラブごとに決められています。クラブに直接お

問い合わせください。
参加申込み �
　地域の老人クラブの会長に直接申し込んでください。クラ
ブが分からないときは、お住まいの地域のクラブをご紹介し
ます。

老人福祉センター「逆木荘」�　　　　　　　
鶴ヶ島市三ツ木935-1　☎049-286-3301

配食サービス
　身体的、精神的な事情により、自ら買い物や調理が困難に
なっている方などに、安否確認を含めた｢配食サービス｣を行
います。
対  象  者 �65歳以上のひとり暮らしまたは65歳以上の方だ

けで構成されている世帯に属する方で、身体的ま
たは精神的な事情により自ら買い物や食事の支度
が困難である一定の要件を満たしている方

利用回数 �週7日�
昼食・夕食（市指定の配食サービス業者から1社選
択します。利用者が選択した業者と｢配食サービス
契約｣を締結した後、配食サービスが始まります。）

料　　金 選択した業者により異なります。
助  成  金 �生活保護世帯または市民税非課税世帯に対して、

昼食または夕食のいずれか1食に200円を助成
紙おむつ購入費の助成
　在宅で常時紙おむつを使用している寝たきりの状態にある
方などに、紙おむつを配達し、購入費用の全額または一部を助
成します（市が指定する商品の中からお選びいただき、毎月自
宅まで紙おむつを配達します）。
対  象  者 �常時寝たきりの状態にあり、かつ失禁が認められる

方などで、一定の要件を満たしている方
助成の限度額 �月5000円（市民税課税世帯は購入費用の1割

を負担）
自己負担金 �□生活保護世帯および市民税非課税世帯：なし�

□市民税課税世帯：購入費用の1割
徘徊高齢者見守りシールの配付
　認知症などにより徘徊行動のある高齢者の方に、ＱＲコー
ドが印刷された見守りシールを配付します。
対  象  者 �市内に住所を有する在宅生活者で、一定の要件を

満たしている方
配付枚数 �□アイロンで衣類などに貼るシールを40枚�

□蓄光シールを10枚
日常生活用具の貸与
市が保有している電話加入権の貸与を行います。
対  象  者 �おおむね65歳以上の電話加入権を持たないひと

り暮らし高齢者などで、生活保護世帯または市民
税非課税世帯

費用負担 �基本料金、通話料および電話工事代は自己負担、電
話加入権は無償貸与

家族介護慰労金支給
高齢者を在宅で介護している介護者に慰労金を支給します。
対  象  者 �介護保険制度による要介護認定で「要介護4」｢要

介護5｣と認定された方を介護保険サービスの利
用をせず、在宅において1年間介護している家族。
（ただし、1週間程度の短期入所生活介護、短期入
所療養介護の利用は除きます。）

支  給  額 1人につき1年あたり10万円

生きがいのためのサービス
高齢者福祉課　高齢者福祉担当
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介護保険は市が運営し、40歳以上の人が加入します
●65歳以上の人は、第1号被保険者
　�介護や支援が必要であると「認定」を受けた場合に、介護
サービス・介護予防サービスを利用できます。�
※介護が必要となった原因は問われません。
●40～64歳の人は、第2号被保険者
　�介護保険の対象となる病気が原因で「要介護認定」を受けた
場合に、介護サービス・介護予防サービスを利用できます。
　�介護保険で対象となる病気（特定疾病）には、下記の16種類
が指定されています。
□筋萎縮性側索硬化症　□脳血管疾患　□後縦靱帯骨化症
□�進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
□骨折を伴う骨粗しょう症
□閉塞性動脈硬化症　　□多系統萎縮症
□関節リウマチ　　　　□初老期における認知症
□慢性閉塞性肺疾患　　□脊髄小脳変性症
□�両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
□脊柱管狭窄症　　　　□末期がん　　□早老症
□糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症

養護老人ホームへの入所
対  象  者 �環境上の理由および経済的理由により、居宅にお

いて養護を受けることが困難な65歳以上の方
入所できる施設 �養護老人ホーム
入所者費用負担金
　入所者の前年の収入や扶養義務者の市町村民税などによ
り、負担金の額が決まります。

高齢者福祉事業
高齢者福祉課　高齢者福祉担当

介護保険
高齢者福祉課　介護保険担当

介護保険料の決め方と納め方
　介護保険料は、公費と40歳以上の皆さんに納めていただく
保険料を財源に運営しています。介護が必要となったときに
は、誰もが安心してサービスを利用できるように、保険料は必
ず納めましょう。
●65歳以上の人（第1号被保険者）の保険料
　�鶴ヶ島市で必要な介護サービスにかかる費用の総額（利用
者負担分を除く）の一定の割合に応じて、65歳以上の人の
保険料の基準額が決まります。
　�市区町村によって、必要とするサービスの量や65歳以上の人
数は異なりますから、基準額も市区町村ごとに異なります。そ
の基準額をもとに、低所得の人に過重な負担とならないよう、
所得段階別の保険料が決められます。また、保険料額は、3年
毎に見直されます。
●40歳から64歳の人
　�40歳から64歳の人（第2号被保険者）の保険料は、加入して
いる医療保険によって決め方・納め方が違います。�
保険料の算出方法は、加入している医療保険組合などにお
問い合わせください。
納入方法 �
　年金が年額18万円以上の方は年金（老齢・退職・障害・遺族
を支給事由とする年金）から【天引き】になります（特別徴収）。
年金が年額18万円未満の方などは市から送付される【納付
書】で保険料を納めることになります（普通徴収）。
＊�年度途中で65歳到達、転入された方については、特別徴収
の開始まで半年から1年ほどかかりますので、その間は普
通徴収になります。
＊保険料が完納されないと、滞納処分を受けることがあります。
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自宅を訪問しても
らうサービス

訪問介護（ホームヘルプサービス）
訪問入浴介護
訪問看護
訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導
定期巡回・随時対応型訪問介護看護

施設に通って利用す
るサービス

通所介護（デイサービス）
通所リハビリテーション（デイケア）

短期間施設に泊まる
サービス

短期入所生活介護（ショートステイ）
短期入所療養介護（医療型ショートステイ）

通いを中心とした複
合的サービス 小規模多機能型居宅介護

自宅から移り住んで
利用するサービス

特定施設入居者生活介護
認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

介護保険施設に移り
住むサービス

介護老人福祉施設（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

生活する環境を整え
るサービス

福祉用具貸与
特定福祉用具購入
居宅介護住宅改修

　骨や関節、筋肉、神経などの運動器が衰えると「立つ」「歩く」
といった動作が困難になり、要介護や寝たきりになってしま
う危険が高くなります。
　そのためにも、早めに対策をはじめることが大切です。ま
た、適度な運動は認知症の予防効果もあります。運動習慣を身
につけて介護予防に取り組みましょう。また、認知症は早期に
発見し適切な治療や対応をすることで症状を軽くしたり進行
を遅らせることができます。
　市では介護予防や認知症予防に関する教室を実施していま
す。また地域では自主的な介護予防活動が行われています。詳
しい内容については、お気軽にお問い合わせください。

認知症初期集中支援チーム
　認知症になっても本人の意思が尊重され、住み慣れた地域
で暮らし続けられるために、認知症の人やその家族に対して、
受診や介護サービスの利用、生活環境の改善などの早期診断、
早期対応を行う「認知症初期集中支援チーム」を設置していま
す。認知症に関するご相談は、まずはお住まいの地域の地域包
括支援センターにお問い合わせください。
オレンジカフェにこまる
　認知症の方やその家族、地域住民、専門職が集い、交流や情
報交換ができる場を提供しています。開催日や開催場所など
については、お気軽にお問い合わせください。

　高齢者を支える総合相談窓口として、市内に地域包括支援
センターを設置しています。お住まいの地域の地域包括支援
センターをご利用ください。
地域包括支援センターとは
　いつまでも健やかに住みなれた地域で生活していけるよ
う、主任介護支援専門員・社会福祉士・保健師などが中心と
なって、高齢者やご家族のみなさんを、医療、保健、介護および
福祉などさまざまな方面から総合的に支援します。
さまざまな相談に応じます（総合相談支援業務）
　生活のなかで、困っていることや心配なことはありません
か？
　センターでは、介護に関する相談や悩み以外にも、医療や健
康、福祉、生活に関することなど、「どこに相談するのか分から
ない」といった悩みもお聞きし、問題に応じて適切なサービス
や機関、制度の利用につなげます。

介護サービスを利用するまでの手順
　介護サービスを利用するには、市に申請して「介護や支援が
必要である」と認定されることが必要です。
1．申請する
　申請の窓口は市の高齢者福祉課です。本人または家族が申
請するか、地域包括支援センターや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
の際には「介護保険被保険者証」を提出していただきますの
で、お手元にご用意ください。
2．要介護等認定
⑴�訪問調査…市の担当職員などがご自宅などを訪問し、心身
の状態などについて聞き取り調査を行います。
⑵�主治医意見書…市の依頼により主治医が意見書を作成しま
す。
⑶�認定審査…訪問調査や主治医意見書の情報をもとに、専門
家が要介護度を審査します。
3．サービス利用
　要介護等認定後は、ご希望に応じたサービスが利用できる
よう、以下の事業所に所属するケアマネジャーがケアプラン
を作成します。
●�要介護1～5と認定された方…居宅介護支援事業者などに
ご相談ください。また、施設への入所を希望する場合は施設
に直接ご相談ください。
●�要支援1・2と認定された方…地域包括支援センターなどに
ご相談ください。
サービスの種類

介護予防事業
高齢者福祉課　地域包括ケア推進担当

認知症支援
高齢者福祉課　地域包括ケア推進担当

地域包括支援センター
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　生活に困っている人々に対して、その状況に応じ、必要な保
護を行うとともに、保護を受けている人々の自立を支援する
制度です。

生活保護制度とは

生活保護などについて
福祉政策課　保護担当

鶴ヶ島市上広谷5-1　大畑マンション1階
☎049-271-5123　 049-271-5125

担当地域  藤金、上広谷、五味ヶ谷、富士見、鶴ヶ丘
※ 平成30年度から地域包括支援センターが1か所新設される
予定です。その際には担当地域が変更となりますので、市
役所または各地域包括支援センターにお問い合わせくださ
い。

鶴ヶ島市脚折145-1　関越病院南館1階
☎049-285-7877　 049-285-7866

担当地域  脚折、脚折町、共栄町、上新田、中新田、下新田、羽折
町、町屋、新町

鶴ヶ島市三ツ木16-1　鶴ヶ島市役所1階
☎049-271-1111（代表）　 049-271-1190

担当地域  高倉、三ツ木、三ツ木新田、三ツ木新町、柳戸町、太
田ヶ谷、松ヶ丘、南町

地域包括支援センター　ぺんぎん

自立して生活できるよう支援します 
（介護予防ケアマネジメント業務）
　高齢者の皆さんの心身の状態にあわせて、介護予防の支援
をします。
　基本チェックリストで生活機能の低下が認められた方や、
要介護認定で「要支援1・2」と認定された方に対してケアプラ
ンの作成などの支援を行い、適切なサービスの利用や事業の
参加に繋がるよう支援します。
さまざまな面からみなさんを支えます 
（包括的・継続的ケアマネジメント支援業務）
　高齢者の皆さんが住み慣れた地域で暮らし続けることがで
きるよう、介護支援専門員、主治医や地域の関係機関などと連
携しながら支援します。
　皆さんを支える居宅介護支援事業所の介護支援専門員が円
滑に仕事ができるよう支援します。
高齢者のみなさんの権利を守ります（権利擁護業務）
　お金の管理や契約に関することに不安があるとき、頼れる
家族がいない場合などには、成年後見制度や地域福祉権利擁
護事業の利用支援を行います。
　また、虐待の早期発見・把握に努め、他の機関と連携して高
齢者の皆さんをお守りします。虐待に気づいたときには1人
で抱え込み、悩まないで、ご相談ください。
地域包括支援センター　かんえつ

地域包括支援センター　いきいき

　地域の方々が住み慣れた地域で安心して住み続けていくた
めには「医療と介護の連携」が重要で、県内30か所に設置され
た在宅医療介護連携拠点の一つです。
　ケアマネジャーの資格を持ち、地域をよく知る看護師と社
会福祉士が相談に応じます。
　自宅で看取りたい、往診医を探してほしい、遠方の病院から
退院予定で…、寝たきり、認知症で通院できない、高齢者世帯
あるいは一人暮らしだけれど自宅で療養したいなど、在宅医
療と介護に関するご相談がありましたら、お問い合わせくだ
さい。

在宅医療相談室
坂戸市石井2327-5　☎049-288-1288

　市内にお住まいの、経済的な問題などで生活にお困りの人
（生活保護を受けている人は除きます）の相談に対して、ご本
人が抱える課題を把握し、支援計画を作成します。この支援計
画に基づき、生活の安定や就労促進などの自立に向けた相談
と支援を行っています。
お問い合わせ先および相談場所（自立相談支援機関）
場　所  鶴ヶ島市役所 庁舎6階
名　称  鶴ヶ島市生活サポートセンター 

（鶴ヶ島市社会福祉協議会内）
電　話 049-277-4116

生活困窮者に対する自立相談支援

運動公園夏
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最低生活費
収入 保護費

最低生活費
収入

収入が最低生活費を下回るた
め、その不足分を支給します。

収入が最低生活費を上回るた
め、保護を受けられません。

●保護が受けられる場合　　　�●保護が受けられない場合

保護費の額の計算

●保護の種類と範囲

�生活保護制度の仕組み

生活扶助 衣食その他日常生活に必要なもの
住宅扶助 家賃、地代、家屋の補修費
教育扶助 義務教育に伴って必要な教材、その他の学用品など

介護扶助 高齢者等に対する居宅介護、福祉用具、住宅改修、
施設介護など

医療扶助 医療に必要な費用
出産扶助 出産に必要な費用
生業扶助 生業や技術取得、高等学校など就学に必要な費用
葬祭扶助 葬祭に必要な費用

障害者福祉について
障害者福祉課

※各種サービス、制度のご利用には事前に申請が必要です。

　障害者であることを証明するもので、手帳の内容によって、
様々な福祉サービスなどを利用することができます。
　手帳の申請は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健
福祉手帳の各手帳によって申請用紙がありますので、事前に
障害者福祉課までご相談ください。
①身体障害者手帳
対象者 �病気やけがのために視覚、聴覚、平衡機能、音声言語

機能、そしゃく機能、免疫機能、肢体（上肢・下肢・体
幹、脳原性運動機能）、肝臓機能障害、心臓、腎臓、呼吸
器、ぼうこう、直腸、小腸に永続する障害のある人

内　容 障害の程度によって1級～6級に区分されます。
②療育手帳
対象者 �児童相談所または埼玉県総合リハビリテーション

センター（知的障害者更生相談所）で判定を受け、知
的障害と認定された人

内　容 障害の程度によって、Ⓐ、A、B、Cに区分されます。

③精神障害者保健福祉手帳
対象者 �精神疾患を有する人のうち、精神障害のため長期に

わたり日常生活または社会生活への制約がある人
内　容 �障害の程度によって1級～3級に区分されます。有効

期間は2年間で、要件を満たせば更新することがで
きます。

�障害者手帳

高倉獅子舞
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障害者医療
　障害者、障害児に対し、心身の障害の状態の軽減などを図る
ため、必要な医療費の助成が受けられます。
　給付・助成を受ける場合は、事前に申請し、利用の決定を受
ける必要があります。
①自立支援医療（更生医療）の給付
対象者 18歳以上で身体障害者手帳を持っている方
内　容 �身体の障害状態を軽減して日常生活または社会生活

を営むための医療（心臓手術、血液透析療法、じん臓移
植手術、関節形成手術、外耳形成手術、角膜手術など）
を指定医療機関で受けられます。� �
なお、世帯の所得により一部負担があります。

②自立支援医療（精神通院医療）の給付
対象者 �精神障害について、通院による精神医療を継続的に

要する程度の病状のある人
内　容 �精神障害およびその精神障害によって生じた病態

に対して、入院しないで受ける医療です。� �
なお、世帯の所得により一部負担があります。

③自立支援医療（育成医療）の給付
対象者 18歳未満で特定の身体障害のある児童
内　容 �身体の障害を軽減し生活能力を得るための医療を

指定医療機関で受けられます。� �
なお、世帯の所得により一部負担があります。

④重度心身障害者医療費助成制度
対象者
⑴1級、2級、3級の身体障害者手帳の交付を受けた人
⑵Ⓐ、Ａ、Ｂの療育手帳の交付を受けた人
⑶�精神障害者保健福祉手帳1級（精神病床への入院費用を除く）
⑷�65歳以上で高齢者の医療の確保に関する法律施行令別表
各号に掲げる障害の状態にある旨の埼玉県後期高齢者医療
広域連合の認定を受けた人（寝たきり老人など）
※�65歳以上で新たに重度心身障害者となった人は助成対象
外となります。
内　容 �病院などで診察を受ける場合、各種保険制度による

医療費の一部負担額（付加給付などを除く）を助成
します。

日常生活の支援
　補装具・日常生活用具の給付、住宅の確保・改善、家庭介護の
充実のための助成・サービスが受けられます。助成・サービスを
受ける場合は、事前に申請し、決定を受ける必要があります。
1補装具・日常生活用具
①補装具の購入・修理
対象者 �身体障害者手帳を持っている方または難病を有する

方。ただし、世帯の中に市民税所得割額が46万円以上
の方がいる場合には、公費負担の対象外となります。

内　容 �身体の障害のある部分を補って、日常生活能力の向
上を図るための補装具の購入または修理費用を支
給します。原則として、基準額の1割が利用者の自己
負担となりますが、世帯の所得に応じて負担上限月
額が設定されます。医学的判定を要する場合、更生
相談所の判定、指定医の意見書が必要です。

●�補装具の種類（介護保険制度による福祉用具貸与を受けら
れるものを除く）
□�肢体不自由者用：車いす、歩行補助杖（Ｔ字杖を除く）、義手、
義足、歩行器、装具、電動車いす、座位保持装置など� �
（児童のみ：排便補助具、座位保持いす、起立保持具、頭部保持具）
□視覚障害者用：盲人安全杖、眼鏡、義眼など

□聴覚障害者用：補聴器
□音声・言語障害者用：重度障害者用意思伝達装置
②日常生活用具の給付
　在宅の障害者、障害児、難病患者などに対し、日常生活を容
易にするための日常生活用具の給付または貸与を行います。
ただし、所得に応じて一部自己負担があります。
●日常生活用具の種類
□介護・訓練支援用具：特殊寝台、入浴担架、訓練いす��など
□自立生活支援用具：入浴補助用具、頭部保護帽��など
□在宅療養等支援用具：ネブライザー、電気式たん吸引器��など
□�情報・意思疎通支援用具：点字器、視覚障害者用拡大読書器、
人工喉頭��など

□�排泄管理支援用具：ストマ用装具（消化器系、尿路系）、紙お
むつ��など
□住宅改修費：居宅生活動作補助用具��など
2住宅
①重度身体障害者居宅改善整備費の補助（事前に申請が必要です）
内　容 �重度身体障害者の日常生活の利便さを図るため、居

室、便所、浴室などを障害に応じ使いやすく改造する
場合に補助します（ただし、介護保険制度による住宅
改修の対象となるものを除く）。

対象者 �下肢または体幹機能障害であって、1・2級の身体障
害者手帳を持っている方（所得制限あり）

一時預かり サービス登録団体の管理する場所で、一定時
間預かる。

派遣による
介護サービス

障害者の家を訪問し、一定時間介護に当たる。
（家事援助サービスを提供することは認めら
れません。）
親などの介護者とともに、介護の補助をする。

移送サービス
病院などへの送迎
対象者：�他人の介助なしには移動することが

困難であり、単独では公共交通機関を
利用することが難しい方

外出援助
サービス 障害者とともに外出し、援助を行う。

その他 宿泊（緊急の場合のみ）など
（注） 障害者総合支援法における法定サービス事業（居宅介護・

同行援護・行動援護・短期入所など）や地域生活支援事業
（移動支援事業・日中一時支援事業）の対象となる利用に
ついては、これらのサービスの利用が優先します。

補助率

生活保護法による被保護世帯 改善に要した経費
（限度額36万円）の10分10

その他の世帯 改善に要した経費
（限度額36万円）の3分の2

3家庭介護の支援
①日中一時支援事業
　障害者、障害児および難病を有する方などに日中活動の場
を提供するとともに家族の就労支援や障害者などを日常的に
介護している家族の一時的な休息の支援を行います。
②障害者レスパイトサービス助成事業
対象者 �市内に住所を有し、身体障害者手帳・療育手帳およ

び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた人、難病
を有する人

内　容 �介護者が疾病などにより障害者（児）の介護ができな
い時に、レスパイトサービス事業（一時預かり、派遣
による介護サービス、移送サービス、外出支援サービ
スなど）を利用した場合、利用料の一部を助成しま
す。

Tsurugashima City Guide Book 2018鶴ヶ島市 暮らしの便利帳80

健
康・福
祉

１８０１鶴ヶ島市(SG40)行政最終.indd   80 2017/12/19   12:01:51



③巡回入浴サービス
対象者 �市内に住所を有し、独力または家族のみの介助では

入浴できない人で、重度の身体障害者手帳の交付を
受けた人

内　容 �市が委託した業者が対象者の家庭に訪問して実施し
ます。サービスの回数は週1回

費　用 �利用料の一部自己負担があります。� �
なお、世帯の所得状況に応じて上限額が設定されます。

④緊急時通報システム
対象者 �緊急時の対応が困難と認められる身体障害者手帳1・

2級で次のどちらかに該当する方（ただし、電話が設
置されている方に限ります）

　　　　⑴同一敷地内に親族がいない1人暮らしの方
　　　　⑵�同一敷地内の親族が仕事などで昼間1人暮らしに

なる方
内　容 �ご家庭に緊急時通報装置を設置し、定期の安否確認

のほか、急病や事故などで緊急に救助を必要とする
時に、関係機関の連携により、速やかに救助、援助活
動を行います。

社会参加
　障害者や障害児が自立した日常生活や社会参加のために各
種の補助、助成などがあります。補助、助成などを受ける場合
は事前に申請し、利用の決定を受ける必要があります。
1社会参加のために
①自動車運転免許取得費用の補助
内　容 �障害者が普通自動車運転免許を取得するための費用

に対し、12万円を限度として、対象経費の3分の2を
補助します。

対象者 �身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手
帳の所持者または難病患者（所得制限あり）

②自動車改造費用の補助
内　容 �自動車のハンドル、ブレーキ、アクセルなどを改造す

るための費用に対し、10万円を限度に補助します。
対象者 �就労などのために自らが所有し、運転する自動車の

操作装置などの一部を改造する必要がある身体障
害者手帳所持者または難病患者（所得制限あり）

③福祉タクシー利用料金の助成
対象者 身体障害者手帳1・2級および療育手帳Ⓐ・Ａの方
内　容 �埼玉県内のタクシー業者を利用する場合、1回の乗車に

つき福祉タクシー利用券1枚を使うことができます。� �
福祉タクシー利用券1枚の助成額は初乗運賃相当額と
し、年1回（4月）24枚（移送支援サービスの対象の方は、
12枚）を交付します。� �
なお、自動車燃料費の助成との選択になります。

④自動車燃料費の助成
対象者 身体障害者手帳1・2級および療育手帳Ⓐ・Ａの方
内　容 �障害者の通学、通勤、通院などに利用するための自

家用自動車のガソリン（レギュラー・ハイオク）また
は軽油代について、年間9000円（移送支援サービス
の対象の方は、年間4500円）を助成します。

　　　　※�年度途中で登録した方、または年度途中で助成の資
格がなくなった方は、月数×750円を助成します。
（ただし、すでに助成金を交付した場合は、その助成
額とします。）

対象となる自動車は次のとおりです
①対象者が所持し運転する自動車
②�対象者と同一敷地内に居住し、対象者と生計を一にする方
が所持し、対象者が運転する自動車
③�対象者と同一敷地内に居住し、対象者と生計を一にする方
が所持し、対象者の通学、通勤、通院などに利用する自動車
なお、福祉タクシー利用料金の助成との選択になります。
⑤移動支援事業
　�社会生活上必要不可欠な外出および余暇活動などの社会参
加のために外出する際、移動を支援します。
⑥意思疎通支援事業
　手話通訳者の派遣を「社会福祉法人鶴ヶ島市社会福祉協議
会」に、要約筆記者の派遣を「社会福祉法人埼玉聴覚障害者福
祉会（埼玉聴覚障害者情報センター）」に委託しています。
2公共料金の割引
①鉄道・バス・国内航空運賃の割引
内　容 �各公共交通機関では、各種障害者手帳をお持ちの人

などを対象とした運賃などの割引を行っています。
詳しい内容については各事業者までお問い合わせ
ください。

②タクシー運賃の割引
対象者 �身体障害者手帳・療育手帳の交付を受けた人� �

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人も対象とな
る場合がありますので、乗車の際に運転手にお問い
合わせください。

内　容 ��各種手帳の提示により割引が受けられます。� �
割引率10％（福祉タクシー券の交付と同時に利用で
きます。）

③有料道路通行料金の割引
対象者 □�身体障害者手帳の交付を受けた人が自ら運転す

る場合
　　　　□�第1種身体障害者および第1種知的障害者を乗せ

て介護者が運転する場合
内　容 ��料金を支払う際に、料金所係員へ身体障害者手帳ま

たは療育手帳の必要事項が記載・押印されたページ
を提示して、自動車登録番号などの確認を受けてく
ださい。50％以内の割引を受けることができます。
全国すべての有料道路で適用されます。� �
なお、ETCでの利用も可能ですが、事前に登録申請
が必要となります。

④NHK放送受信料の減免
対象者 �各種障害者手帳の交付を受けた人がいる世帯の世

帯主（契約者）
内　容 �世帯主が視覚・聴覚障害の障害者手帳、身体障害者

手帳1・2級、療育手帳Ⓐ・A、精神障害者保健福祉手
帳1級を交付されている場合は、半額免除です。� �
身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福
祉手帳の交付を受けた人がいる世帯で、その世帯全
員が市民税非課税の場合は、全額免除です。

経済的支援
　経済的な支援を受けるため、各種手当の支給があります。
1手当・年金など
①特別児童扶養手当
対象者 �20歳未満で障害の程度がおおむね身体障害者手帳

1・2・3・4級の一部、療育手帳Ⓐ・A・B、精神障害者保
健福祉手帳1・2級の一部の障害児の養育者（障害児
が施設入所している場合は除く）
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内　容 �手当は4・8・11月の年3回、障害の程度により次の額を
県から支給します。� �
・重度（手当1級）障害児1人につき　月額5万1450円� �
・中度（手当2級）障害児1人につき　月額3万4270円� �
なお、本人および扶養義務者の所得制限があります。

②特別障害者手当など
●特別障害者手当
対象者 �20歳以上で、身体または精神の重度の障害により、

日常生活において常時特別の介護が必要な状態に
ある方（施設に入所中の方、3か月を超えて継続して
病院または診療所に入院している方は除く）

内　容 �手当は2・5・8・11月の年4回、月額2万6810円を市
から支給します。� �
なお、本人および扶養義務者の所得制限があります。

●障害児福祉手当
対象者 �20歳未満で、おおむね次の①～③の状態にある方
　　　　①身体障害者手帳1・2級の一部の方
　　　　②療育手帳Ⓐの一部の方
　　　　③�精神疾患、血液疾患などで上記①②と同程度の障害

を有する方（施設に入所中の方は除く）
内　容 �手当は2・5・8・11月の年4回、月額1万4580円を市

から支給します。� �
なお、本人および扶養義務者の所得制限があります。

●福祉手当（経過措置によるもの）
対象者 �20歳以上であって、昭和61年4月1日の制度改正前の

福祉手当の受給者で、特別障害者手当も障害を支給事
由とする年金も受けられない方（施設入所者は除く）

内　容 �手当は2・5・8・11月の年4回、月額1万4580円を市
から支給します。� �
なお、本人および扶養義務者の所得制限があります。

③在宅重度心身障害者手当
対象者 �65歳未満（現在受給中の方は65歳以上も含む）で身

体障害者手帳が1・2級、療育手帳Ⓐ・Ａおよび精神障
害者保健福祉手帳1級の方（特別障害者手当、障害児
福祉手当および経過措置による福祉手当の受給者
および障害者支援施設や特別養護老人ホームなど
の施設入所者は除きます。）

障害者総合支援法などによるサービス
　障害者総合支援法などに基づく各種福祉サービスです。
　サービスを利用する場合は、事前に申請し、利用の決定を受ける必要があります。
介護給付

サービスの名称 サービスの内容

訪問系
サービス

居宅介護 自宅で、入浴や排泄、食事などの生活全般にわたり介護を行います。

同行援護 移動に著しい困難を有する視覚障害者が外出する際に、外出に同行し、移動に必要な情報
を提供し、移動の援護やその他の援助を行います。

重度訪問介護 重度の障害があり常に介護が必要な場合に、自宅において入浴、排泄、食事の介護、外出
時における移動支援などを総合的に行います。

重度障害者等包括支援 介護の必要性の高い障害者に、居宅介護などの複数のサービスを組み合わせて包括的
に支援を行います。

行動援護 知的障害や精神障害のために行動が困難な場合に、外出時や外出の前後に危険を回避
するために必要な支援を行います。

短期入所
（ショートステイ）

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含めて施設で、入浴、排泄、食事の
介護などを行います。

日中系
サービス

療養介護 医療と常時介護が必要な障害者に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護およ
び日常生活の世話を行います。

生活介護 常時介護が必要な障害者に、昼間、入浴・排泄・食事の介護などを行うとともに、創作的
活動または生産活動の機会を提供します。

居住系
サービス 施設入所支援 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴・排泄・食事の介護などを行います。

内　容 �手当は3・9月の年2回、月額5000円を支給します。
　　　　※�市町村民税が課せられている方は、その年の8月分

から翌年の7月分まで、手当が支給停止となります。
④心身障害者扶養共済制度
対象者 �心身障害者の保護者で、つぎの要件に該当する人
　　　　①�加入者（保護者）の年齢は毎年度の4月1日時点で

65歳未満であること
　　　　②加入時、県内に住んでいること
　　　　③�加入者は、特に疾病や障害がなく、生命保険に加入

できる健康状態であること
内　容 �加入者が死亡または重度の障害状態になった場合、

障害者に年金（1口は月額2万円、2口は月額4万円）が
支給されます。また、障害者が死亡した場合は弔慰金
が支給されます。障害者1人につき、2口まで加入で
きます。

2税金の控除・非課税・減免
①所得税・住民税の障害者控除など
対象者 �納税者またはその控除対象配偶者や扶養親族に心

身の障害がある人
内　容 �障害者手帳の級によって控除を受けることができ

ます。� �
また、納税者本人が障害者で、本人の所得金額が一
定以下の場合、住民税が非課税となります。

②自動車税（軽自動車税）・自動車取得税の減免
対象者 �一定の範囲の身体障害者手帳、療育手帳、精神障害

者保健福祉手帳の交付を受けた人、およびこれらの
人々と生計を一にする人

内　容 �対象者が取得または所有する自動車で専ら身体障
害者などの通院、通学、通所または生業のために使
用される自動車については定められた期間内に申
請することにより、障害者1人につき1台まで自動車
税および自動車取得税が減免されます。� �
なお、各手帳を交付申請中の人も減免の仮申請がで
きます。
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障害児を対象としたサービス
　児童福祉法に基づく各種福祉サービスです。
　サービスを利用する場合は、事前に申請し、利用の決定を受
ける必要があります。
　なお、障害児入所支援を利用する場合は、児童相談所に申請
します。
サービスの名称 サービスの内容

障
害
児
通
所
支
援

児童発達支援

児童福祉施設として位置づけられる児
童発達支援センターと児童発達支援事
業の2類型に大別されます。様々な障
害があっても身近な地域で適切な支援
が受けられます。
①児童発達支援センター
　�通所支援のほか、身近な地域の障害児
支援の拠点として、「地域で生活する
障害児や家族への支援」、「地域の障害
児を預かる施設に対する支援」を実施
するなどの地域支援を実施します。
②児童発達支援事業
　�通所利用の障害児に対する支援を行
う身近な療育の場です。

医療型
児童発達支援

放課後等
デイサービス

学校就学中の障害児に対して、放課後
や夏休みなどの長期休暇中において、
生活能力向上のための訓練などを継続
的に提供します。
学校教育と相まって障害児の自立を促
進するとともに、放課後等の居場所づ
くりを推進します。

保育所等
訪問支援

保育所等を現在利用中の障害児、今後利
用する予定の障害児に対して、訪問によ
り、保育所等における集団生活の適応の
ための専門的な支援を提供し、保育所等
の安定した利用を促進します。

その他の支援
①鶴ヶ島市立障害者生活介護施設
　在宅の常時介護を要する障害者の日常生活の充実および社
会参加の促進を図ることを目的としています。
　利用を希望する人は事前にご相談ください。
対象者 18歳以上の心身障害者
サービス 生活介護
②成年後見制度利用支援事業
　成年後見制度の利用が必要と認められる障害者が経済的理
由により制度の利用が妨げられないよう、申立費用や後見人
報酬などを助成します。
③難聴児補聴器購入費助成事業
　身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴
児の補聴器購入費用の一部を助成することで、言語習得、教育
などにおける健全な発達を支援する事業です。
　補聴器購入の前に、事前申請が必要となります。

サービスの名称 サービスの内容

日中系
サービス

自立訓練 自立した日常生活または社会活動ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の
向上のために必要な訓練を行います。

就労移行支援 一般企業などに就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上の
ために必要な訓練を行います。

就労継続支援（A型、B型） 一般企業などで就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識および能力の向上
のために必要な訓練を行います。

居住系
サービス

共同生活援助
（グループホーム）

地域で共同生活を行う人に、住居で相談や日常生活上の援助を行います。また、入浴、排
泄、食事の介護などの必要性が認定されている人には併せてサービス提供を行います。

訓練等給付

　市の窓口のほか、次のような相談先があります。
①基幹相談支援センター
　市内にお住いの方の日常生活や仕事などの困りごと、心配
ごと、悩みごとなどの相談を市役所6階で「鶴ヶ島市生活サ
ポートセンター」で受け付けています。
　各種サービスの情報提供や障害福祉サービスの利用援助、
専門機関の紹介などを行い、障害のある方が自立した日常生
活・社会生活を送ることができるよう支援いたします。お悩み
事やお困り事などがございましたら、お気軽にご相談くださ
い。相談は無料です。
相談日・時間
月曜日から金曜日　8時30分から17時15分まで� �
（祝日および12月29日から1月3日を除く）
委託事業所
社会福祉法人　鶴ヶ島市社会福祉協議会� �
鶴ヶ島市三ツ木16-1　☎049-271-6011

市（福祉事務所）以外の相談支援機関

問合先
鶴ヶ島市生活サポートセンター（市役所6階）� �
☎049-277-4116　ＦＡＸ049-277-4117
②地域相談支援センター
　各種サービスの情報提供や障害福祉サービスの利用援助、
専門機関の紹介などを行い、障害のある方が自立した日常生
活・社会生活を送ることができるよう支援いたします。お悩み
事やお困り事などがございましたら、お気軽にご相談くださ
い。相談は無料です。
　また、障害福祉サービスなどを受ける際にサービス等利用
計画が必要となります。相談の結果、障害福祉サービスを受け
る時には、計画作成のコーディネートをします。
委託事業所
□鶴ヶ島市生活サポートセンター
　鶴ヶ島市三ツ木16-1　☎049-277-4116
□鶴ヶ島市障害者地域相談支援センター�あゆみ
　鶴ヶ島市藤金682-1　☎049-279-5233
□鶴ヶ島市障害者地域相談支援センター�ひるがお
　鶴ヶ島市脚折1497-23　☎049-298-4947
相談日・時間
月曜日から金曜日　9時から17時まで� �
（祝日および12月29日から1月3日を除く）
③障害者就労支援事業
　障害のある人の一般就労を推し進めるため、鶴ヶ島市生活
サポートセンター内に障害者就労支援員を配置し、就労につ
いての相談や支援を行っています。相談は無料です。
問合先 �事前の予約制� �

鶴ヶ島市生活サポートセンター（市役所6階）� �
☎049-277-4116

④権利擁護支援センター
　認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な
方に対し、社会福祉協議会が後見人となり、法人後見を行います。
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市内医療機関一覧
病院

NO 医療機関名 所在地 電話番号
（049） 診療科目 診療時間 休診日

3 アイクリニック佐藤医院 上広谷669-1 279-0888 眼科 9：00～12：00
15：30～18：00 木・土PM・日・祝

4 一本松診療所 下新田17-4 287-1220 内科・小児科・消化器内科 9：00～12：00
15：00～18：00

木PM・土PM・
日・祝

5 井上医院 富士見2-29-1 287-0056 内科・外科・小児科・胃腸科・皮膚科
9：00～12：30
15：00～19：00 土PM・日・祝

6 浦田クリニック 藤金878-3 279-5880 内科・胃腸科・小児科・外科・在宅診療
9：00～12：00
15：00～18：00

水PM・土PM・
日・祝

7 大西内科 五味ヶ谷305 271-6250 内科・消化器科 9：00～13：00
14：00～18：00 木・日・祝

8 かなざわクリニック 富士見2-1-15 285-0100 内科・糖尿病内科・消化器内科
9：00～12：00
15：00～19：00

木PM・土PM・
日・祝

9 川野医院 上広谷17-14 285-1530 内科・循環器内科・小児科 9：00～12：00
14：00～18：00

木PM・土PM・
日・祝

10 関越クリニック 松ヶ丘2-2-31 286-7770 内科・消化器科
9：00～12：00

（月水金）15：00～19：00
（火木）14：00～17：30

土PM・日・祝

11 厚友クリニック 五味ヶ谷230-7 272-3903 内科・小児科・外科・アレルギー科・皮膚科・在宅診療
8：00～12：00
15：00～18：00

（祝）9：00～12：00
水・日・祝PM

診療所

NO 医療機関名 所在地 電話番号
（049） 診療科目 診療時間 休診日

1 関越病院（救急指定病院） 脚折145-1 285-3161

内科・外科・整形外科・泌尿
器科・リハビリテーション
科・放射線科・皮膚科・リウ
マチ科・アレルギー科・形
成外科・消化器外科・乳腺外
科・肛門外科・脳神経外科・
消化器内科・呼吸器内科・循
環器内科・糖尿病内科・神経
内科・人工透析内科・救急
科・眼科・在宅診療

9：00～12：00
14：00～17：30 日・祝

2 鶴ヶ島池ノ台病院 脚折1440-2 287-2288
内科・神経内科・呼吸器科・
胃腸科・循環器科・外科・整
形外科・泌尿器科・肛門科

8：30～12：00
15：00～18：00

（土）15：00～17：00
日・祝
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NO 医療機関名 所在地 電話番号
（049） 診療科目 診療時間 休診日

12 相良胃腸科 鶴ヶ丘71-8 285-6511 胃腸科・肛門科
9：00～12：30
15：00～18：30

（土）14：30～16：30
木・日・祝

13 しんまちクリニック 新町2-23-23 271-6154 内科・小児科・胃腸内科・内分泌内科・在宅診療
9：30～13：00
14：00～17：00

（日）9：30～12：00
水・日PM・祝

14 染井クリニック 新町2-23-3 285-8974 内科・胃腸内科・循環器内科・外科
9：00～11：45
14：00～18：45

（土日）14：00～17：45
金PM・祝

15 高沢医院 脚折町6-18-7 286-0358 内科・小児科 9：00～12：00
15：00～17：00 木・土PM・日・祝

16 たちかわ脳神経外科クリニック 藤金293-2 279-1515 脳神経外科・リハビリテーション科・内科・放射線科
9：00～12：00
15：00～18：00 水・土PM・日・祝

17 たわらクリニック 藤金650-1 279-2121 内科・消化器内科・外科・肛門外科・在宅診療
9：00～12：00
15：00～19：00 水・日・祝

18 鶴ヶ島医院 脚折1864-7 285-0179 小児科 9：00～12：00
16：00～19：00

水・土PM・
日PM・祝

19 鶴ヶ島在宅医療診療所 高倉772-1 287-6519
内科・外科・耳鼻咽喉科・
リハビリテーション科・
在宅診療

【内・外・リハビリ】�
9：00～12：00
14：00～17：30

【耳鼻咽喉】15：00～18：00

【内・外・リハビリ】
火PM・土PM・日・祝
【耳鼻咽喉】
月火水金AM・木・
土・日・祝

20 鶴ヶ島耳鼻咽喉科診療所 上広谷8-15 286-3387 耳鼻咽喉科・在宅診療 9：00～11：30 PM・木・日・祝

21 冨田整形外科 藤金835-59 286-2211 整形外科・麻酔科・ペインクリニック
9：00～11：00
14：00～17：45

（土）9：00～14：30
第4木・木PM・
日・祝

22 にし眼科クリニック
富士見1-2-1
ワカバウォーク2F 271-2424 眼科

9：00～12：00
15：00～17：00

（第2・4土）9：00～12：00
第1、3、5土・
第2、4土PM・日・祝

23 のぐち内科クリニック 脚折町6-28-1 279-6700 糖尿病内科・内分泌内科・消化器内科
9：00～12：30
15：00～19：00

（土）� 9：00～13：00
水・日・祝

24 はんだ整形外科 新町2-21-12 279-5687 整形外科・リウマチ科・リハビリテーション科
9：00～12：30
15：00～19：00

（土）14：00～17：00
水・日・祝

25 みなくち小児科 鶴ヶ丘110-1 287-5755 小児科・内科・アレルギー科
9：00～12：30
15：00～18：00

（木）16：00～18：00
水PM・土PM・
日・祝

26 山岡内科・小児科 上広谷412-28 286-5172 内科・小児科・在宅診療 9：00～12：00
15：00～18：00 金PM・土・日・祝

27 よしなみ耳鼻科クリニック
富士見1-2-1
ワカバウォーク2F 279-3387 耳鼻咽喉科

9：00～12：30
15：00～18：00

（土）9：00～13：00
水・日・祝

28 若葉駅前メンタルクリニック
藤金845-4
コモド若葉2F 271-1000 心療内科・神経内科・精神科

9：00～13：00
（月木）14：30～17：00
（火金）14：30～18：30

（完全予約制）

水PM・土PM・
日・祝

29 若葉こどもクリニック 藤金333-2 279-0070 小児科・内科・アレルギー科
9：00～12：00
14：30～18：30

（土）13：00～16：00
木PM・日・祝

30 若葉台耳鼻咽喉科 上広谷722-1 286-7186 耳鼻咽喉科
（月火水金）9：30～12：00

（土）9：00～11：30
（月水金）14：30～17：00
（土）13：30～15：00

火PM（ただし月が
祝日の場合、火PM
診療）・木・日・祝

31 若葉台皮膚科 上広谷722-1 286-8275 皮膚科
（月火水金土）9：00～12：00
（月火水）14：30～17：30
（金）14：30～18：30
（土）13：30～15：30

木・日・祝

32 若葉内科クリニック 上広谷645-1 298-5308 内科＜人工透析・一般内科＞ 9：00～12：00
14：00～18：00 日・祝

33
若葉病院附属ワカ
バ整形外科・リウ
マチ科クリニック

富士見1-2-1
ワカバウォーク2F 279-1212

整形外科・リハビリテー
ション科・リウマチ科

9：00～12：30
15：00～18：00 土PM・日・祝
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歯科医院

NO 医療機関名 所在地 電話番号
（049） 診療科目 診療時間 休診日

1 アイデンタルクリニック 新町2-1-14 286-8018 歯科・小児歯科・矯正歯科 9：00～12：30
14：30～20：00 日・祝

2 あおい歯科医院 鶴ヶ丘38-32 271-1482 歯科・小児歯科・矯正歯科・歯科口腔外科
10：00～19：30

（土）10：00～17：00 水・日・祝

3 秋山歯科医院 脚折1861-9 286-5641 歯科 9：00～21：00
（日）9：00～18：00 水・土・祝

4 伊田歯科医院 藤金332-1 292-1717 歯科・小児歯科 9：30～12：30
14：30～19：00 木・日・祝

5 伊藤歯科医院 上広谷2-29 285-1677 歯科
9：00～11：30
14：00～17：30

（土）9：00～16：30
木・日・祝

6 岡村歯科医院 高倉1-3 285-8218 歯科・小児歯科 9：30～12：00
15：30～20：00 水・日

7 おにまる歯科医院 上広谷13-3 287-4333 歯科
9：00～12：00
14：00～18：00

（金）14：00～17：00
（土）14：00～16：00

木・日・祝

8 おひさま歯科 藤金850-72 227-3611 歯科・小児歯科・矯正歯科 10：00～13：00
14：30～19：00 木・日・祝

9 片山歯科医院 松ヶ丘2-17-16 286-8686 歯科・小児歯科 9：30～12：00
14：00～19：00 木・日・祝

10 岸田歯科医院 五味ヶ谷232-1
286-2077
279-1488
（往診）

歯科・小児歯科・矯正歯科

�（歯科・小児歯科）�
10：00～13：00
14：30～19：00

�（矯正　第2、4日）�
10：00～13：00
14：30～19：00

（矯正　月）14：30～19：00

木・祝

11 きしだ歯科一本松南医院 新町2-23-19
272-3377
279-1488
（往診）

歯科・小児歯科・矯正歯科

�（歯科・小児歯科）�
10：00～13：00
14：30～19：30

�（矯正　第2水）�
14：30～19：30

木・祝

12 岸田歯科第二医院 藤金898-63 286-1018 歯科・小児歯科 9：30～13：00
15：00～19：00 木・日・祝

13 小峰歯科医院 藤金881-27 285-4680 歯科・小児歯科 9：30～12：00
14：30～18：00 水・日・祝

14 さくらの山歯科クリニック
上広谷2-10
MRビル1F 237-7564 歯科・小児歯科・歯科口腔外科

9：00～12：30
14：30～20：00

（火木）14：30～21：00
日・祝
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NO 医療機関名 所在地 電話番号
（049） 診療科目 診療時間 休診日

15 しのはら歯科医院 鶴ヶ丘276-1
ベルク鶴ヶ丘店 236-3444 歯科・小児歯科・歯科口腔外科

9：30～13：00
14：30～19：00 月・祝

16 しもん歯科 脚折町1-13-5 287-5599 歯科・小児歯科 9：30～13：00
15：00～20：00 水・日・祝

17 すねおりファミリー歯科
脚折1513-1
スーパーベルク内 285-6677 歯科・小児歯科・矯正歯科・歯科口腔外科

10：00～12：00
14：30～20：00

（金土日）10：00～13：00
木・祝・不定期

18 第一歯科医院 中新田50-3 285-6445 歯科・小児歯科・矯正歯科・歯科口腔外科
10：00～17：30

（土）10：00～13：00 木・日・祝

19（医）タカザワ歯科医院 脚折町3-10-13 287-1133 歯科・小児歯科 9：20～12：30
14：20～18：00 木・日・祝

20 ドミ歯科クリニック 五味ヶ谷202-25 287-3939 歯科・小児歯科・矯正歯科・歯科口腔外科
10：00～13：00
15：00～20：00

（日・隔週）10：00～13：00
火・日PM・祝

21 仲歯科医院 上広谷666-7 286-5455 歯科・小児歯科 10：00～13：00
14：00～18：00 木・日・祝

22 にじいろ歯科
三ツ木新町2-5-
15
ベイシア鶴ヶ島店
1F

286-1221 歯科・小児歯科・矯正歯科・歯科口腔外科
10：00～13：00
15：00～20：00 水

23 ひまわり歯科医院 新町4-16-10 279-5150 歯科・小児歯科・矯正歯科・歯科口腔外科

（月火木金）10：00～14：00
（月火木金）16：00～20：00
（土・第1、3、5日）�

9：00～12：00
（土）13：00～16：00

水・第2、4日・祝

24 ふじぬま歯科医院 富士見1-1-1 272-4618 歯科・小児歯科・歯科口腔外科
10：00～12：30
14：30～19：00

（土日）14：30～17：00
木・祝

25 ふじみ歯科医院 富士見2-4-3 271-2002 歯科・小児歯科
9：00～12：00
14：00～20：00

（土）9：00～18：00
日・祝

26 ふみづき歯科クリニック 藤金834-2 287-8117 歯科・小児歯科・矯正歯科・歯科口腔外科
9：00～13：00
14：30～19：00 日・祝

27 プラザ若葉歯科 上広谷79 2 - 1 -
101 287-1515 歯科・小児歯科・矯正歯科・歯科口腔外科

9：00～13：00
15：00～19：00

（土）15：00～17：30
水・日・祝

28 マミー歯科 富士見2-27-3 285-9883 歯科・小児歯科 9：30～18：00 木・日・祝

29 山中歯科医院 脚折町3-18-3 287-4543 歯科・小児歯科・歯科口腔外科
9：30～12：30
14：30～19：30

（土）9：30～13：00
木・土PM・日・祝

30 ワカバウォーク歯科
富士見1-2-1
ワカバウォーク2F 271-0896 歯科・小児歯科・矯正歯科

10：00～20：00
（日）10：00～14：00 日PM・祝

31 わかば歯科医院 富士見2-6-16 286-3633 歯科・小児歯科・矯正歯科 9：00～12：00
14：00～18：20 木・日・祝

32 若葉駅前歯科 藤金845-4
コモド若葉1F 272-3030

歯科・小児歯科・矯正歯科・
口腔外科・マタニティ歯科・
歯科恐怖症外来・パニック
障害歯科

10：00～14：00
15：30～21：00

（日祝）15：30～18：00
なし

※平成29年8月1日現在の情報です。
※診療科目・診療時間・休診日などは、変更になる場合があります。最新の情報は医療機関へ直接お問合せください。
※�年末年始・ゴールデンウィークなど、休診および診療時間が変更になる場合があります。直接医療機関へお問い合わせくださ
い。
※�診療科目中の「在宅医療」については、事前に直接医療機関へ連絡のうえ、ご相談ください。
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