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令和４年（2022年）7月21日（木曜日） No.１５０８区のおしらせ 7 月 2 1 日号

区民相談全般・窓口のご案内については、「まごころステーション」☎（3546）0561へお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

　保護者が仕事などの理由により帰
宅が夜間となる場合に、お子さんを
子ども家庭支援センターで一時的に
お預かりします。
利用時間
　午後５時～10時
対　象
　区内在住の２歳から小学校６年生
までのお子さんで、保護者が次のい
ずれかに該当する場合
・就業のため帰宅が夜間となる場合
・ 冠婚葬祭、公的行事などに参加す
る
・ 病気、出産、けがなどのために通
院する
・ 親族の疾病などによりその看護ま
たは介護に当たる
・ 裁判員制度における裁判員候補者
の呼び出しおよび裁判員の出頭に
応じる
定　員
・２歳から未就学児　10人
・小学生　10人

費　用
　１回につき2,000円
◎ 所得要件に応じて利用料の減免制
度があります。詳しくはお問い合
わせください。

食　事
　１食400円で用意します（持ち込み
も可）。
利用方法
　事前登録をして利用前日までに子
ども家庭支援センターに申請書を提
出する。
京橋こども園のトワイライトステイ
　京橋こども園でもトワイライトス
テイ事業を実施しています。利用方
法などが子ども家庭支援センターと
一部異なりますので、詳しくは京橋
こども園へお問い合わせください。
逢子ども家庭支援センター事業係
　☎（３５３４）２１０３
　京橋こども園
　☎（３５６４）５５３２

　妊娠中または出産後で育児や家事
の支援を必要とする家庭に対して、
区と契約した事業者から、ヘルパー
を派遣することにより、保護者の負
担を軽減し、家庭における安定した
子育てを支援する制度です。
対　象
　区内在住で、育児や家事の支援を
必要とする出産前（母子健康手帳交
付時）から出産後６カ月に達するま
での乳児がいる家庭
派遣時間
　月～土曜日（祝日・休日、年末年
始を除く）の午前８時～午後６時の
時間帯で１日２時間または３時間
◎ 初回は土曜日の派遣はできません。
派遣日数
　１回の妊娠につき15日が上限
◎別途、多胎児対応があります。
利用者負担金

　１時間当たり3,150円以内
◎ 保護者の所得により異なります。
サービス内容
・ 育児に関すること（授乳、沐

もく
浴
よく
、

上のお子さんのお世話など）
・ 家事に関すること（掃除、洗濯、
食事作り、買い物など）
◎ 希望するサービス内容は事前にご
相談ください。
利用方法
　母子健康手帳、前年の所得が分か
る書類（課税証明書など）を持参して
事前に利用登録をする。登録後、利
用日の３日前まで（土・日曜日、祝
日・休日、年末年始を除く）に派遣
事業者へ直接申し込む。
◎ 利用登録申請書は区のホームペー
ジからダウンロードできます。
逢子ども家庭支援センター事業係
　☎（３５３４）２１０３

　気軽に楽しく生きがいづくりに取
り組めるよう、シニアセンター内に
「生きがい活動支援室」を開設してい
ます。
日　時
　月～土曜日（祝日・休日、年末年
始を除く）
　午前９時～午後５時
対　象
　50歳以上の区内在住者
内　容
・ 生きがいづくりに関する相談（健
康・家庭問題・暮らし・社会参加
など）を受け、実際の行動につな
がる助言を行っています。
・ 仲間づくりや団体活動に積極的に
参加し、生きがいを持って生活で
きるよう、専門相談員（生きがい
活動リーダー）による「生きがいひ
ろば」や、老化予防・健康づくり
の参考となる講座などを開催して
いる他、社会参加活動を支援する

ため、「生きがい活動支援室だよ
り」の発行や区主催の講座・教室、
サークル活動などの情報を提供し
ています。
生きがい相談
　いきいき館（敬老館）を利用してい
る方に対し、次の日時で「生きがい
相談」を開設しています。
・いきいき桜川（桜川敬老館）
　毎月第１金曜日
・いきいき浜町（浜町敬老館）
　毎月第１月曜日
・いきいき勝どき（勝どき敬老館）
　毎月第２月曜日
◎ いずれも祝日、年末年始を除く午
後１時～４時となります。
◎ 日程など詳しくは「生きがいづく
り支援サイト」をご覧ください。
逢シニアセンター
　☎（３５３１）７８１３
茜生きがい活動支援室
　http://chuosenior.ec-net.jp/

対　象
　区内在住で、次の①～⑦のいずれ
かに該当する方
高齢の方
① 65歳以上で要介護２以上の寝たき
りの方
②65歳以上の１人暮らしの方
③ 65歳以上の方を含む60歳以上の方
だけで構成される世帯の方
④ 家族が就労、就学などで日中など
に不在となり、②または③と同様
の状態となる方
障害のある方（上記高齢の方の対象
とならない方のみ対象）
⑤ 身体障害者手帳を所持する視覚障
害者、４級以上の肢体不自由者が
属する世帯
⑥ 愛の手帳３度以上を所持する知的
障害者が属する世帯
⑦ 精神障害者保健福祉手帳２級以上
を所持する方が属する世帯
◎ 申請は１世帯１回限りです。過去
にサービスを受けた方や同じ世帯
の方がサービスを受けている場合
は申請できません。
◎ 器具のみの助成、ご自身で購入さ
れた器具の取り付けは、このサー
ビスの対象外です。
内　容
　区が委託した専門業者がご自宅に

伺い、申請者が取り付けを希望する
家具および取り付け可能な電化製品
（楽器類を除く）に最適な器具を選定
し、器具の購入・設置を行います。
費　用
　器具代（４個まで）、事前調査費お
よび取り付け費の１割を負担します。
◎ 住民税非課税世帯の方や障害者で
対象となる方（⑤～⑦）は無料です。

◎ 補助は器具４個までで、５個目以
上は器具代を全額自己負担するこ
とで取り付けることができます。
申し込み方法
・高齢の方（①～④に該当）
　区役所４階高齢者福祉課、各おと
しより相談センターで申請書に記入
して申し込む。
・障害のある方（⑤～⑦に該当）
　区役所４階障害者福祉課で申請書
に記入して申し込む。
◎ 郵送による申し込みも受け付けて
います。詳しくはお問い合わせく
ださい。

逢・高齢の方
　高齢者福祉課高齢者福祉係
　☎（３５４６）５３５４
・障害のある方
　障害者福祉課障害者福祉係
　☎（３５４６）５３８９

　デイサービスは、日帰りで介護を
受ける介護保険サービスです。
開設日など
　別表のとおり
サービスの特徴
・ 入浴　家庭にある個浴浴槽の他、
機械浴槽を完備しており、体の状
態に合わせた入浴が可能です。
・ 食事　季節感に富んだ食事を提供
する他、カロリーや塩分制限など
体の状態に合わせた療養食にも対
応しています。
・ レクリエーション　集団体操や四
季に合わせた創作活動など、さま
ざまな活動を実施しています。施
設により内容が異なりますので、
詳しくはお問い合わせください。
・ 日常動作訓練　機能訓練指導員に
よる訓練を行っています。

・ 医療的ケア　通所介護で可能な範
囲で対応していますので、詳しく
はお問い合わせください。
・ 送迎　ご自宅からの往復送迎を行
います。
利用方法
　ケアプランに組み込んで利用しま
すので、担当のケアマネジャーなど
にご相談ください。
その他
　マイホームはるみ・新川では、シ
ョートステイを併設していますので
慣れた環境で併用していただけます。
逢マイホームはるみ
　☎（３５３１）７６３５
　マイホーム新川
　☎（３５５２）５６８３
　 日本橋高齢者在宅サービスセンター
　☎（３６６１）８４５２

別表
一般型通所介護（予防通所サービスを含む）

施設名 マイホームはるみ マイホーム新川 日本橋高齢者在宅
サービスセンター

開設日 年末年始を除く毎日 平日および土曜日
◎日曜日、年末年始は除きます。

対　象 要介護・要支援認定を受けている方

定　員 40人
◎日曜日の定員は20人 40人 30人

認知症対応型通所介護（介護予防サービスを含む）
施設名 マイホームはるみ マイホーム新川

開設日 年末年始を除く毎日 平日および土曜日
◎日曜日、年末年始は除きます。

対　象 要介護・要支援認定を受けている方で認知症の診断を受けた方
定　員 各12人

通所介護・予防通所サービス
（デイサービス）

トワイライトステイ事業

家具類転倒防止器具
の取り付け

育児支援ヘルパー事業

生きがい活動支援室


