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HPで詳しく このマークがある記事は、ホームページで
詳しくご案内しています。

　現在、負担軽減・助成を受けている方の認定期間は7月31日㈰までです。更新申請書
を6月7日に発送しましたので、お早めに更新申請をしてください（介護保険通所系
サービス利用時の食費助成（右記）は更新申請不要）。新たに対象となる方は、介護保険
課給付係へお問い合わせください。申請書類をお送りします。
※住民税非課税は、令和3年中の所得で判定します。
問合せ 介護保険課給付係（本庁舎2階）☎（5273）4176・㋫（3209）6010

世帯全員が住民税非課税の方へ

介護保険サービス利用時の負担軽減・助成制度をご活用ください

対象サービス ▶訪問介護、▶訪問介護相当サービス、▶定期巡回・随時対応
型訪問介護看護、▶夜間対応型訪問介護、▶通所介護（地域密着型を含む）、
▶通所介護相当サービス、▶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、▶訪問看護、▶訪問入浴介護、▶短期
入所生活介護、▶短期入所療養介護、▶訪問リハビリテーション、▶通所リ
ハビリテーション、▶特別養護老人ホーム（地域密着型を含む）
※上記と同様の「介護予防」サービスも対象になります。

対象 生活保護を受けている方と、次の全てに該当する方
▶利用者本人を含む世帯全員が住民税非課税、▶世帯の年間収入が基準収
入額（★1）以下、▶世帯の預貯金等が基準貯蓄額（★2）以下、▶世帯で自宅
以外に土地・家屋等を所有していない、▶負担能力のある親族等に扶養され
ていない、▶申請時に介護保険料を滞納していない、▶被保険者証に「給付
額の減額」等の記載がされていない
★1 基準収入額…世帯員が1人の場合は150万円。以降、1人増えるごとに
50万円を加算（収入には、仕送りや課税対象とならない遺族年金・障害年
金・手当等を含む）
★2 基準貯蓄額…世帯員が1人の場合は350万円。以降、1人増えるごとに
100万円を加算（預貯金等には、有価証券・債権等を含む）

　住民税非課税世帯（別世帯の配偶者を含む）で、下表の要件に該当する方を対象に、特別
養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院・介護療養型医療施設での入所と短期入
所（ショートステイ）利用時の居住費（滞在費）・食費の負担額を軽減します。

介護保険施設の居住費（滞在費）・食費の負担軽減
対象サービス ▶通所介護（地域密着型を含む）、▶通所介護相当サービ
ス、▶通所リハビリテーション、▶認知症対応型通所介護、▶小規模多機
能型居宅介護と看護小規模多機能型居宅介護の通いサービス
※上記と同様の「介護予防」サービスも対象になります。

　住民税非課税世帯の方、生活保護を受けている方は、次の対象サービス利
用時の食費を1日に付き200円助成します（更新の申請は不要。7月下旬に
決定通知書を発送）。
　対象になる通所系サービス事業所は、区に助成制度の実施を届け出た区
内の事業所です。

介護保険通所系サービス利用時の食費助成

　介護保険サービスの利用者負担額の支払いが困難な方の、次の対象サー
ビスの利用料や居住費（滞在費）・食費の利用者負担額を25％（生活保護を
受けている方は個室の居住費（滞在費）を100％）軽減します。
　この軽減は、東京都と新宿区に軽減事業を行うことを届け出た社会福祉
法人と事業者が提供するサービスを利用した場合にのみ受けられます。

介護保険サービス利用時の負担軽減軽減後の負担限度額（1日あたり） 居住費（滞在費） 食費

区分 ◆所得要件 ◆資産要件
（預貯金等）

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円本人が

老齢福祉年金受給者

【単身】
1，000万円以下

【夫婦】
2，000万円以下

第2
段階

本人の課税年金収入金
額と非課税年金（※1）
収入金額とその他の合
計所得金額（※2）の合
計が80万円以下の方

【単身】
650万円以下

【夫婦】
1，650万円以下

820円 490円 420円
（490円）370円 390円 600円

第3
段階
①

本人の課税年金収入金
額と非課税年金（※1）
収入金額とその他の合
計所得金額（※2）の合
計が80万円超120万円
以下の方

【単身】
550万円以下

【夫婦】
1，550万円以下

1，310円 1，310円 820円
（1，310円）370円 650円 1，000円

第3
段階
②

本人の課税年金収入金
額と非課税年金（※1）
収入金額とその他の合
計所得金額（※2）の合
計が120万円超の方

【単身】
500万円以下

【夫婦】
1，500万円以下

1，310円 1，310円 820円
（1，310円）370円 1，360円 1，300円

※ （　）内の金額は、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設及び短期入所療養介護の場合です。
※ 地域密着型介護老人福祉施設も対象になります。
※ 第2号被保険者は、資産要件が単身1，000万円以下、夫婦2，000万円以下となります。
※1  非課税年金とは、遺族年金、障害年金をいいます。寡婦年金、かん夫年金、母子年金、準母子年金、遺

児年金も含みます。
※2 その他の合計所得金額とは、合計所得金額から年金に係る雑所得を控除した額をいいます。

　「社会を明るくする運動」は、犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの
立ち直りについて理解を深め、犯罪や非行のない明るい社会を築こうと
する全国的な運動です。
　区では、同運動新宿区推進委員会を設置し、保護司会・地区青少年育成
委員会などの区内関係団体・機関等と共に青少年の健全育成と人間性豊
かな地域づくりを目指した運動を展開します。
■「社会を明るくする運動」新宿通り広報パレード
日時 6月26日㈰午前11時から

（雨天中止）
経路 新宿通り（新宿三丁目交差
点～JR新宿駅東口）
参加団体 保護司会等関係団体
ほか
問合せ 子ども家庭課企画係（本
庁舎2階）☎（5273）4261

7月・8月は

「社会を明るくする運動」強調期間
四谷消防署管内火災による

死者ゼロ2,000日達成

子育てパンフレット  

「すくすく新宿っ子」の配布

　子育てを支援する区の相談窓口などを
ご案内するパンフレットです。民生委員・
児童委員・主任児童委員が、令和3年5月1
日～4年4月30日に生まれたお子さんが
いる家庭を訪問して配布しています。
主催 新宿区民生委員・児童委員協議会
問合せ 地域福祉課福祉計画係（本庁舎
2階）☎（5273）4080・㋫（3209）9948

親子の絆づくり  

「赤ちゃんが来た！」 講座

　参加者同士で話し合いながら、育児の知
識や親の役割などを学ぶ連続講座です。
日時 7月5日㈫・12日㈫・19日㈫・26日
㈫午前10時30分～午後0時30分、全4回
対象 初めての育児で生後2～5か月のお
子さんを育てている母親とお子さん、8組
費用 1，100円（テキスト代）
申込み 6月17日㈮から電話かファッ
クス・電子メール（6面記入例のとおり
記入）または直接、問合せ先へ。先着順。
会場・問合せ ゆったりーの（北山伏町2
―17、北 山 伏 児 童 館1階 ）☎（5228）
4377（木・日曜日は除く）・㋫（6909）
6265・㋱office@yuttarino.org

神楽坂落語まつり  

「神楽坂寄席」 　　　 イベント

● 昼ははな平、夜は律歌 真打昇進披露
　正蔵、歌る多、菊之丞ほか出演
日時 6月25日㈯▶午後1時30分～4

時、▶午後6時～8時30分
会場 牛込簞笥区民ホール（簞笥町15）
対象 小学生以上、300名
費用 ▶前売4，000円、▶当日4，500円

（全席指定）
申込み 電話でカンフェティ☎0120

（240）540（月～金曜日午前10時～午
後6時）へ。
主催・問合せ 神楽坂伝統芸能実行委員
会（粋まち内）☎（6426）1728

硬式テニス教室� イベント

日時 7月5日～26日の火・金曜日午後
7時30分 ～9時30分、全6回（19日 を
除く）
会場 大久保スポーツプラザ（大久保3
―7―42）
対象 区内在住・在勤の18歳以上の初
級程度までの方、35名
費用 5，000円（保険料を含む）
主催・申込み 往復はがきに6面記入例の
ほか年齢を記入し、6月25日（必着）まで
に問合せ先へ。応募者多数の場合は抽選。
問合せ 区硬式庭球連盟・篠田康美

（〒162-0052戸山2―33―1231）
☎090（3812）8603

ささえーる�薬王寺の講座� 講座

①おひとりさま向けバランスごはん
　そばやうどんに合うおかず
日時 7月12日㈫午前10時～12時
対象 区内在住で一人暮らしの方、6名
②コグニサイズ体験会
日時 7月15日㈮午前10時～12時
対象 区内在住の方、10名
内容 認知機能向上を目指した脳トレ
と運動
③イクメン＆イキメン講座
　パパ友を作って地域活動を楽しもう
日時・定員 8月6日㈯午前9時45分～

11時45分、（未就学児までの親子7組）
……＜①～③共通＞……

会場・申込み ①②は6月24日㈮、③は7
月4日㈪までに電話または直接、問合
せ先へ。応募者多数の場合は抽選。
問 合 せ 同 館（ 市 谷 薬 王 寺 町51）
☎（3353）2333（土・日曜日、祝日を除
く午前9時～午後6時）

新宿歴史博物館  

所蔵資料展　　　　 イベント  
● 記憶の底にある宝物
　子ども時代の遊びとおもちゃ
期間 8月28日㈰まで。午前9時30分～
午後5時30分（入館は午後5時まで）
※第2・第4月曜日は休館です（月曜日
が祝日の場合は翌平日休館）。
会場・問合せ 新宿歴史博物館（四谷三
栄町12―16）☎（3359）2131

ワーク・ライフ・バランスセミナー
（オンライン） 講座

● 改正育児・介護休業法のポイントと
企業の対応

　YouTubeでセミナーの動画（60分
程度）を配信します（通信料は申込者負
担）。申込者へ動画サイトのURLをお送
りします。
配信期間 7月15日㈮～28日㈭
対象 区内の企業経営者・管理職・従業
員等の方
申込み 所定の申込書を6月17日㈮～7
月26日㈫にファックスで問合せ先へ。
新宿区ホームページからも申し込めま
す。申込書は同センター・特別出張所等
で配布しているほか、新宿区ホーム
ページから取り出せます。
問合せ 男女共同参画課（ウィズ新宿、
荒木町16）☎（3341）0801・㋫（3341）
0740

膠原病療養相談  

● 専門医・理学療法士への個別相談
日時 7月6日㈬午後1時30分～4時
対象 関節リウマチなど膠原病と診断
されている方、膠原病の心配のある方
で初めて相談する方、5名
申込み 6月17日㈮から電話かファッ
クス（6面記入例のとおり記入）で問合
せ先へ。先着順。
会場・問合せ 牛込保健センター（矢来町
6）☎（3260）6231・㋫（3260）6223

フレイル予防講演会  　　 講座

　理学療法士による講演と運動があり
ます。
日時 7月20日㈬午後2時～4時
対象 区内在住の65歳以上、20名
申込み 6月17日㈮から電話かファッ
クス（6面記入例のとおり記入）で問合
せ先へ。先着順。
会場・問合せ 牛込保健センター（矢来町
6）☎（3260）6231・㋫（3260）6223

オンライン薬膳料理講座 講座

● 今日から取り入れられる梅雨の薬膳
　薬膳の基本的な講座と簡単な料理紹
介があります。
配信期間 7月6日㈬午後
5時まで
対象 区内在住・在勤・在
学の方
申込み 電話かファックス（6面記入例
のとおり記入）で6月30日㈭までに問
合せ先へ。
問合せ 落合保健センター（下落合4―6
―7）☎（3952）7161・㋫（3952）9943

英語絵本のおはなし会

日時 6月25日㈯午後2時～2時30分
対象 3歳～小学生までのお子さ
ん、8名（未就学児は保護者同伴）
申込み 6月17日㈮から電話また
は直接、問合せ先へ。先着順。
会場・問合せ 中町図書館（中町
25）☎（3267）3121

親子で一緒に！  

リフレッシュ体操

日時 6月27日㈪午前11時～12時
対象 1歳までのお子さんと保護
者、各回5組
申込み 6月17日㈮から電話また
は直接、問合せ先へ。先着順。
会場・問合せ 下落合図書館（下落
合1―9―8）☎（3368）6100

下落合こどもラボ

● ペーパークロマトグラフィで
　色を分解しよう
日時 7月3日㈰午後2時～3時
対象 小学生、7名(保護者同伴可)
申込み 6月17日㈮から電話また
は直接、問合せ先へ。先着順。
会場・問合せ 下落合図書館（下落
合1―9―8）☎（3368）6100

大人のための絵本の時間

日時 7月16日㈯午後2時～3時
会場 戸山生涯学習館（戸山2―11―101）
対象 高校生以上、20名
申込み 6月17日㈮から電話また
は直接、問合せ先へ。先着順。
問合せ 戸山図書館（戸山2―11―
101）☎（3207）1191

図書館の催し イベントご参加ください

問合せ 伊那市地域創造課☎0265（78）4111

伊那で楽しめる
アクティビティ

「イーナちゃん」を見つけて
「イーナトリビア」を見よう

タカトオコヒガンザクラなどの風景

仮想空間「伊那MRスクエア」

友好提携都市・伊那市の名所を映像で楽しめる

「伊那MRスクエア」…VR（仮想現
実）やAR（拡張現実）、MR（複合現
実）などの技術を活用したWeb
上の仮想空間（左図イメージ）

◀こちらから
見てみよう
㋭https://ina-
mrsquare.jp/

　四谷消防署では、
地域の皆さんと一緒
に防火防災活動を地
道に取り組んできた
結果、4月30日に火災
に よ る 死 者 ゼ ロ
2，000日を達成しま
した。
　これは、消防団、町
会・自治会、関係団体、
事業所などの協力の下、防火防災活動に5年以上取り組んできた成果です。
　5月10日には、吉住区長へ四谷消防団の山田団長と四谷消防署の佐藤
署長が達成を報告し、今後も地域の方々と共に「安心して住めるまち四谷」
を目指し、一層の努力をしていくことを誓いました。
問合せ 四谷消防署予防課防火管理係☎（3357）0119


	介護保険サービス利用時の負担軽減・助成制度をご活用ください

	7月・8月は「社会を明るくする運動」強調期間

	四谷消防署管内火災による死者ゼロ2,000日達成

	仮想空間「伊那MRスクエア」

	図書館の催し

	こども・教育の情報

	保健・衛生の情報

	イベントの情報


