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今回の制度改正は、利用者の皆さんにとって、
ある意味、重要な改正となりました。
そもそも介護保険制度は、選べる介護として始まりました。ところが、平成
18年度の法改正で「介護予防給付でのケアプラン作成」については、「地域
包括支援センター」が作成することとなり、事業所を自由に選べなくなって
いました。「同センターから事業所へのケアプラン委託は8件まで」と定めら
れていましたが、平成24年4月からはこの枠組みがはずされ、同センターの
委託ではあるものの、今後は利用者がケアプランセンターを選べるようにな
ります。

13年目を迎えて -その4- はお休みします

寄付金のお願い
平成24年度の出来るだけ早い次期に仮認定の申請をしたいと思っていま
す。本認定を受けるには、申請後2～3年の間に、3000円以上の寄付者や、
毎年支援してくださる賛助会員(一口3,000円/年)の方が年平均100人以上
あること等が必須条件となっています。(仮認定を受けると、寄附者に対し税
制優遇があります) 使途指定の寄附金も承っています。詳しくはホーム
ページをご覧下さい。(サンキューネットまたはsan9netで検索)
きふ物品 募集コーナー

*郵便振替口座

00930-5-150911 ｻﾝｷｭｰﾈｯﾄ
*ご寄付頂きましたら、この機関
紙でお名前を掲載させて頂きま
す。
*匿名希望の方は、その旨振込
用紙にご記入下さい。
*賛助会員になっていただける
方は、事務局までご連絡下さい。

ご家庭でご不要のものがありましたら
ご寄付ください。よろしくお願いしま
す。
＊ フェイスタオル
＊ ハンドタオル
＊ バスタオル
＊ 紙パンツ
＊ 紙おむつ

サンキューネットは、会の趣旨に賛同した活動会員の活動と、皆さまのご支援によっ
て支えられています。 みなさま、ご支援・ご協力のほど、よろしくお願いします。

寄付金 ・ きふ物品のお礼
＊寄附金は送迎車両購入積立金としてプールしています。
積立金合計は84,262円になりました。
＊今回頂いたご寄附を紹介します。匿名様50,000円、匿名様10,000円
TS様262円。 皆さま、本当にありがとうございました。
サンキューネットは、営利を目的としない公益活動法人です。
「住み慣れた地域で安心していつまでも暮らしたい・・・」そんな思いを大切に、
みんなで助け合う地域づくり、まちづくりをめざしています。
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今年の「ひろとん」は、とても楽しい企画が
いっぱい!! オープニングは葛城中学校の
吹奏楽の演奏です。市民公益活動団体のﾌ
ﾘｰﾏｰｹｯﾄや、活動紹介、被災地ボランティ
アの報告、被災地応援の物産展もあり、盛り
だくさん。子どもも大人も みんな誘い合わ
せて来てください。サンキューネットは、手作
りせっけんを出します。泥んこ汚れや油汚れ
は、これでバッチリです。ご期待下さい。
６５歳以上の
富田林市民
限定！！

会場内ではスタンプラ
リーも行ないます。協賛
企業さんからの景品もあ
ります。お楽しみに!!

あなたも携帯電話を使った
新しい生活安心システムを利用してみませんか?

毎朝７時に、「おはよう」のメールが届きます。私も体験中です。ひとり暮らし
の方には、特におすすめです。１2時までに「おはよう」の返信をしなかった
ら、安否確認の電話があるので、もしもの時に安心です。携帯電話の使い方
から丁寧に教えてもらえます。詳しくは、下記までお問合せください。
ｼﾆｱ丸得ねっとﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ協議体構成団体
富田林市健康推進部高齢介護課
NPO法人きんきうぇぶ
NPO法人サンキューネット
NPO法人ＳＲＩ
ＮＰＯ法人コミュニティリンク
株式会社劇団カッパ座

シニア丸得ねっとﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ事務局
(NPO法人きんきうぇぶ事務所内)
TEL ： 0721-26-7887
ﾒｰﾙ ： office@tonmaru.net
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ ： http://tonmaru.net
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～ 介護保険制度改正 ～
４月からどう変わるの???

☆ デイサービスも改正され、制度の中で利用時間がもっと選べるように
なりました。サンキューネットは通常規模型で、基本利用料金は下記のよ
うになります(入浴・食事等の料金は含んでいません)。利用料金は変更と
なりますが、今まで通り、ご利用の時間帯を選んでご利用頂けます。

その２

☆ ヘルパーステーション
前号では生活援助についてお知らせしましたが、
今号では、身体介護についてお知らせします。
「身体介護」に引き続いて「生活援助」が必要な場合の利用時間の考え方
が、次のように変わります。(給付限度単位を基に時間計算しています)
現在

２４年４月～

身体介護に続いて支援を行った場合

身体介護に続いて支援を行った場合

生活援助１ (３０分) ・・・ ８７円
生活援助２ (６０分) ・・・１７４円
生活援助３ (９０分) ・・・２６１円

生活援助１ (２０分) ・・・ ７３円
生活援助２(４５分) ・・・１４６円
生活援助３ (７０分) ・・・２１９円

(最長９０分まで)

(最長７０分まで)

これまでのサービスに加え、新たに、身体介護に２０分未満のサービスが
始まります。このサービスは、「午後６時から午前８時までの間で、概ね一週
間の内５日以上必要と認められる要介護 ３・４・５の方」が対象となります。
① 日中 (午前８時から午後６時まで) →１７８円／回
② 夜間 (午後６時から午後１０時まで)
早朝 (午前６時から午前８時まで) →２２２円／回
③ 深夜 (午後１０時から午前６時まで) →２６６円／回

ただし、提供可
能な事業所が
あるかどうか
は、今の所不明
す

現在
①３時間以上４時間未満
392
要介護1
要介護2
449
507
要介護3
要介護4
564
要介護5
622

円
円
円
円
円

②４時間以上６時間未満
要介護1
522
要介護2
604
686
要介護3
要介護4
769
要介護5
851

円
円
円
円
円

③６時間以上８時間未満
要介護1
696
811
要介護2
要介護3
926
要介護4
1041
要介護5
1156

円
円
円
円
円

制度外たすけあいサービスも行っています。制度では出来ない 散歩の付
き添い、入院中の洗濯、自費の通院同行、話し相手、家の外回りの掃き掃
除など、お気軽にご相談下さい。利用料は、最初の１時間が１５００円、以後
３０分毎に５００円です。単位数がオーバーの方は、別途ご相談下さい。
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円
円
円
円
円

②５時間以上７時間未満
619
要介護1
要介護2
728
要介護3
836
要介護4
945
1,054
要介護5

円
円
円
円
円

③７時間以上９時間未満
709 円
要介護1
要介護2
833 円
要介護3
963 円
要介護4
1,092 円
要介護5
1,220 円
サンキューネットでは
利用される方の生活にあった時間にお迎えに行きます。
開始時間も選べますので遠慮なくご相談下さい。

介護予防訪問介護
介護予防訪問介護は、「介護予防サービス計画」の中で
必要とされている項目ごとに、利用者さんと一緒に目標をた
てて、ヘルパーと共にいろんなことに取り組むことによって、
「現在の生活が維持できるように」あるいは「介護の必要度
がこれ以上増えなくて済むように」提供するサービスです。
介護予防の目標にそって、順次 個別にサービス計画を見
直していくことになりますので、よろしくお願いします。
利用料は下記の通り変更になります。
現在
２４年４月～
介護予防訪問介護(Ⅰ) 週１回程度
１２８６円／月 １２７２円／月
介護予防訪問介護(Ⅱ) 週２回程度
２５７２円／月 ２５４３円／月
介護予防訪問介護(Ⅲ) 週３回程度
４１７９円／月 ４０３３円／月

２４年４月～
①３時間以上５時間未満
411
要介護1
要介護2
470
要介護3
528
要介護4
587
645
要介護5

制度外たすけあいサービスも行っています。単位数がオーバーする方や、
急なお泊りサービスも、ご相談下さい。
介護予防通所介護
ご利用の時間帯も選べます。遠慮なくご相談下さい。
基本利用料が変わります。
現在
２４年４月～
要支援１
要支援２

週１回程度
週２回程度

２２８７円／月
４４７１円／月

２１５６円／月
４３１９円／月

介護保険制度は、３年ごとに制度が見直されます。
ケアプランは、「自分らしく生きる為のプラン」です。ケアマネさんやサービス
提供事業所とよく話し合って、必要なサービスを選びましょう。
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次号へつづく

