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掲載内容は、令和２年11月現在のものです。

内容が変更となる場合がありますので、利用する場合は

事前に電話等にてご確認ください。



１．高齢者の相談窓口

高齢者のみなさんが住みなれた地域で、元気に安心して生活できる

ように支援する、総合相談窓口です。

保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャー等がお互いの専門分野を活

かし、連携しながらみなさんを支えます。

「介護保険のサービスを利用したい」

お気軽にご相談ください

「近所に住む、一人暮らしのおばあちゃんのことが心配」

「物忘れが多くなった父のことで相談したい」

「もう少し体力をつけたい。人と交流したい」 など

地域包括支援センター 電話 ３２－０６６１

●介護や医療、福祉に関する

さまざまな相談に対応します。

●現在の健康状態を維持できるよ

う、介護予防活動に取組みます。

●暮らしやすい地域づくりのため、

さまざまな機関と連携します。

●高齢者のみなさんの権利を守り

ます。（虐待防止・成年後見制度）
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地域で暮らす高齢者の方、身体に障がいをお持ちの方をはじめ、青少年

福祉教育、権利擁護など地域住民の相談窓口です。

ボランティア活動に関する問合せや相談窓口です。エリアサポーター

による生活支援サービスに関するご相談にも応じます。

消費生活の安定と向上をめざし、循環型社会づくりや消費者被害を防

ぐなど、賢い消費者となるための啓発と情報提供をしています。

市民の方の身近な相談窓口です。居住地区の担当者については、地域福

祉係（３２－２２１６）までお問合せください。

アルコールや精神疾患、パーキンソン病などの難病（特定疾患）に関す

る相談窓口です。

電話 ３２－1015赤平市社会福祉協議会

ボランティアセンター 電話 ３２－５５６６

電話 ３２－1８３３赤平市消費者協会

民生委員児童委員

滝川保健所 電話 ２４－６２０１
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２．高齢者の保健サービス

面接や電話などで、保健師、管理栄養士、歯科衛生士等が

健康についての相談を受けます。

※その他、かく痰検査、肝炎検査、エキノコックス検査等が受けられます。

※対象者や料金等は、担当係までお問合せください。

種 類 内 容

特定健診

後期高齢者健診

メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の該

当者と予備軍の方を早期に発見し生活習慣病を予

防するための健診。

身体測定、腹囲測定、血圧測定、血液検査など

胃がん検診 胃バリウム検査

肺がん検診 胸部レントゲン検査

大腸がん検診
便潜血検査

（便を2日間採取し提出）

乳がん検診 マンモグラフィー検査

子宮頸がん検診 子宮頸部細胞診

問合せ先：健康づくり推進係 電話 ３２－５６６５

健康相談

特定健診・がん検診
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３．高齢者の福祉サービス

【内 容】自力で除雪が困難であり、親族からの支援が受けられない世

帯に対し、業者や個人に支払った除雪費の一部を助成します。

除雪の範囲は、玄関から道路までなど生活に必要な箇所の除

雪、公道除雪後の置き雪、屋根の雪下ろしや屋根から落ちた

雪の除雪も対象です。

【対象者】①75歳以上の高齢者

②要介護１から要介護５のいずれかに認定された者

③障がい等級が１級から3級の身体障がい者

④知的障がい者及び精神障がい者

⑤精神通院医療の助成を受けている者、または難病指定を

受けている者

⑥就学前の子のみを持つ配偶者のいない者

※上記の要件に該当しても、長期間居住していない（生活の拠

点と認めることができない）場合や市税等の滞納がある世帯

は対象外。

【助成額】支払った除雪費の２分の１（1世帯あたり上限2万円）

高齢者世帯等除雪費助成事業

問合せ・受付先：

赤平市社会福祉協議会 電話 ３２－１０１５
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【内 容】日常の食事の支度など不自由な方に、平日の昼食用お弁当を

お届し、安否確認をいたします。

①利用可能日は月曜日から金曜日の週５日です。

②配達時間は午前１０時から11時頃です。

③再配達はいたしません。配達時間に必ず自宅にいらして

ください。

④安否確認ができないときは、事前にお伺いした緊急連絡

先及び関係機関に連絡します。

⑤１２月３１日から１月３日はお休みです。

【対象者】①おおむね６５歳以上のひとり暮らし高齢者又は高齢者の

みの世帯等

②寝たきり又は認知症の高齢者の世帯等

③①に準ずる世帯に属する高齢者並びに身体障がい者等

【利用料】一食４００円

事前に１０枚綴りの食券を赤平市社会福祉協議会にて購入

していただきます。

問合せ先：赤平市社会福祉協議会 電話 ３２－１０１５

申込み先：地域福祉係 電話 ３２－２２１６

配食サービス事業
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【内 容】安否確認をかね気分転換やリフレッシュを目的とした

「お話をする」サービスです。

必要に応じて、日常の相談を

専門機関へ取り次ぐことも行っています。

【対象者】おおむね65歳以上の一人暮らし世帯

【利用料】無料

【内 容】高齢者の健康増進、閉じこもりの予防等を図るため、ゆった

り温泉の利用回数券を交付します

【対象者】65歳以上の方

【交 付】年間12枚

電話サービス事業

問合せ先：赤平市社会福祉協議会 電話 ３２－１０１５

ボランティアセンター 電話 ３２－５５６６

保養サービス事業

問合せ先：地域福祉係 電話 ３２－２２１６
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【内 容】①みまもり訪問サービス

月１回、郵便局社員などがご利用者宅などへ直接訪問し、

確認した生活状況をご家族などの指定いただいた報告先

へメールでご連絡します。

②みまもりでんわサービス

毎日お電話（自動音声）で体調確認を行います。

体調確認の回答内容はすぐにご家族などの指定いただい

た報告先へメールでご連絡します。

③駆けつけサービス（オプション）

もしもの時には、ご家族からの要請に応じて警備会社が

ご利用者宅に駆けつけます。

【対象者】一人暮らしで家族が赤平市外に在住

【利用料】①みまもり訪問サービス 月額２，５００円（税抜）

②みまもりでんわサービス

固定電話 月額 ９８０円（税抜）

携帯電話 月額１，１８０円（税抜）

③駆けつけサービス（オプション）

月額 ８００円（税抜）

※詳しくは郵便局へお問合せください。

郵便局のみまもりサービス

問合せ先：赤平郵便局 電話 ３２－３０２１
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【内 容】赤平市とコープさっぽろ宅配システム「トドック」は、「

高齢者見守り協定」を結んでいます。宅配システムを利用し

ている高齢者の配達訪問時に、訪問先での異変等を発見し

たときには、赤平市に連絡することになっています。

【内 容】赤平市と日本郵便株式会社は「包括的連携に関する協定」を

結んでいます。高齢者、障がい者、こどもその他赤平市の住

民等のなんらかの異変に気づいた場合は、赤平市に情報提

供することになっています。

【内 容】赤平市とセブン-イレブン・ジャパンは「地域見守り活動に

関する協定」を結んでいます。店内商品のお届けや日常業務

の範囲内でのさりげない見守りの中で異変等を発見した場

合は、必要に応じて赤平市に状況等を連絡することになっ

ています。

対象店舗は、セブン-イレブン赤平茂尻支店・赤平文京店

コープさっぽろの見守り活動

問合せ先：加入お問合せコール 電話 0120-307-919

日本郵便株式会社の高齢者等の見守り

セブン-イレブンの地域見守り活動
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【内 容】急病、事故等の緊急事態において、より迅速な救援活動が行

なわれるよう、緊急通報装置の貸与を行います。

携帯できるモバイル型を貸与します。

【対象者】①在宅でおおむね65歳以上の

一人暮らしの方

②高齢者のみの世帯

③重度身体障がい者

④要介護・要支援の認定を受けた者のみの世帯

【利用料】１ヵ月 1,000円

【内 容】あらかじめ救急時に必要な情報を用意しておくことで、

迅速な救急活動に役立てることができます。

【対象者】①65歳以上の方

②65歳未満でも健康に不安のある方

【利用料】無料

緊急通報システム事業

問合せ先：地域福祉係 電話 ３２－２２１６

救急医療情報キット配布事業

問合せ先：地域福祉係 電話 ３２－２２１６
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【内 容】一時的にヘルパーを派遣し、日常生活や家事に関する支援、

指導を行います。

【対象者】おおむね65歳以上で、介護認定で、「非該当」と判定され

た方

【利用料】週１回の利用で1,168円（介護報酬単位に準ずる）

週２回の利用で2,335円（介護報酬単位に準ずる）

※利用回数は１週間につき２回以内とし、１回の派遣時間は

１時間半以内

【内 容】一時的に養護が必要な方に、特別養護老人ホームの空き部屋

等を利用して短期宿泊し、生活習慣等の改善を指導します。

【対象者】おおむね65歳以上で、介護認定で「非該当」と判定された

方

【利用料】介護報酬単位に準ずる

生活管理指導員派遣事業

問合せ先：地域福祉係 電話 ３２－２２１６

生活管理指導員短期宿泊事業

問合せ先：地域福祉係 電話 ３２－２２１６
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４．高齢者の経済的支援

【内 容】同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計（同じ世帯内

に複数の利用者が居る場合には世帯合計）が、一定額（利用

者負担上限額）を超えたときは、超えた分が「高額介護サー

ビス費」として支給されます。申請が必要です。

【内 容】介護保険4施設（介護老人福祉施設、介護老人保健施設、

介護療養型医療施設、介護医療院）やショートステイを利用

する場合、食費や部屋代が所得要件に応じて減額される場

合があります。申請が必要です。

高額介護サービス費

問合せ先：介護保険係 電話 ３２－２２１７

食費・部屋代の負担軽減制度

問合せ先：介護保険係 電話 ３２－２２１７
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【内 容】介護保険サービスを提供する社会福祉法人等がその社会的

役割の一環として、低所得で生計が困難な方の利用者負担

額を軽減する制度です。（実施していない社会福祉法人もあ

ります）

次のサービスに係る利用者負担、食費、居住費の4分の1

を軽減します。（老齢福祉年金受給者は2分の1）

訪問介護、夜間対応型訪問介護、通所介護、認知症対応型通

所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護

看護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施

設入所者生活介護、複合型サービス、特別養護老人ホーム

※介護予防サービスがある場合も含む

【対象者】①世帯全員が市民税非課税で、次の全ての要件を満たす方

・年間収入が単身世帯で150万円以下

（世帯員が1人増えるごとに50万円を加算）

・預貯金等の額が単身世帯で350万円以下

（世帯員が1人増えるごとに50万円を加算）

・日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと

・負担能力のある親族等に扶養されていないこと

・介護保険料を滞納していないこと

②生活保護受給者

問合せ先：介護保険係 電話 ３２－２２１７

社会福祉法人等による利用者負担軽減制度
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【内 容】「医療」と「介護」の両方を利用している世帯の自己負担を

軽減する制度です。

8月から翌年7月までの1年間で、同じ世帯の被保険者が

「医療」・「介護サービス」を利用し、自己負担額の合計（医

療＋介護）が基準額を超えた場合は、超えた額が医療保険お

よび介護保険から支給されます。

該当者には申請書等が郵送されます。申請が必要です。

【内 容】年1回、指定ごみ袋の交付を行います

【対象者】①生活保護世帯

②70歳以上の単身世帯で当該年度の市民税が非課税世帯

※し尿処理手数料等滞納がある方は交付が受けられません

高額介護合算医療費

問合せ先：医療保険係 電話 ３２－２２１４

ごみ処理手数料の福祉減免

問合せ先：生活環境交通係 電話 ３２－２２１５
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【内 容】紙おむつを支給し、経済的負担の軽減を図り在宅生活の継続

を支援します。

【対象者】本人が市民税非課税で、要介護４または５に認定され、常時

紙おむつを必要とされている方

【支給額】月5,000円以内の紙おむつ等支給

【対象者】身体障がい者手帳所持者で、下肢・体幹・運動（移動）機能・

視覚・心臓機能・呼吸器機能・腎臓機能・肝臓機能の障がい

程度が、それぞれ単独で１、2級に該当する方。

※自動車税および軽自動車税の減免を受けている方、施設に

入所している方、現在病院に入院中の方は除く

【交 付】一人年間24枚（1枚初乗り料金550円×月2枚）

紙おむつ支給事業

問合せ先：地域福祉係 電話 ３２－２２１６

福祉タクシー券交付

問合せ先：地域福祉係 電話 ３２－２２１６
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【内 容】低所得者、高齢者、障がい者、失業者等の経済的自立・生活

意欲の助長促進、在宅福祉・社会的参加の促進を図るための

資金貸し付けに関する相談や申請受付を行います。

（総合支援資金、教育支援資金、福祉資金など）

【内 容】歳末たすけあい募金からお見舞金を交付します。

【対象者】前年の給与収入・国民年金・老齢基礎年金・遺族年金等を合

わせた総収入が、独居世帯103万円、扶養1名141万円

（以下扶養1名増すごとに38万円を加算）未満で、次の

世帯に該当する方

①世帯主が65歳以上の高齢者世帯

②世帯主が身体障害者手帳1級または2級を所持して

いる世帯

③世帯主が20歳未満の親族を扶養している一人親世帯

※入院や入所等により、在宅生活がない場合は見舞金の

対象にはなりません

生活福祉資金

問合せ先：赤平市社会福祉協議会 電話 ３２－１０１５

歳末見舞金

問合せ先：赤平市社会福祉協議会 電話 ３２－１０１５
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５．介護保険サービス

介護保険サービスにはいろいろな種類があり、介護度によって利用で

きるサービスが異なります。

サービスを希望する場合は、ケアマネジャーによる「ケアプランの作成」

が必要となりますので、下記の事業所へお問合せください。

ホームヘルパーが訪問し、入浴・排せつなどの「身体介護」や、調理・

洗濯などの「生活援助」を行ないます。日常生活上の家事の範囲を超え

るものは支援できません。

※自費ヘルパーは、介護保険外サービスです。支援内容は要相談。

介護度 事業所名 住 所 電話番号

要介護

1～5

赤平市社会福祉協議会 東大町3丁目4番地 32-1045

みなみケアセンター 昭和町3丁目37番地3 32-0217

要支援

1・2
赤平市地域包括支援センター 泉町4丁目1番地 32-0661

事業所名 住 所 電話番号 自費

赤平市社会福祉協議会 東大町3丁目4番地 32-0337 ○

みなみケアセンター 昭和町3丁目37番地3 32-0217 ○

居宅介護支援事業所（介護予防支援事業所）

家事や介護の手助けをしてほしい

訪問介護 要介護１～５
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介護職員と看護職員が自宅へ訪問し、浴槽を持ち込んで入浴の介助を

行ないます。

医師の指示により、看護師が自宅を訪問して健康チェックや療養上の

世話、診療の補助などを行ないます。

医師の指示により、理学療法士や作業療法士などが自宅を訪問し、生活

機能の維持・向上のためのリハビリテーションを行ないます。

事業所名 住 所 電話番号

赤平市社会福祉協議会 東大町3丁目4番地 32-1015

事業所名 住 所 電話番号

あかびら市立病院 本町3丁目2番地 32-3211

市内に事業所はありませんが、利用を希望する場合は

地域包括支援センターや居宅介護支援事業所へお問合せください。

訪問入浴

寝たきりでも自宅で入浴したい

訪問リハビリテーション

要支援１・２ 要介護１～５

自宅で健康チェックやリハビリを受けたい

訪問看護 要介護１～５要支援１・２

訪問リハビリテーション 要介護１～５要支援１・２
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通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上の

ための支援を日帰りで受けられます。

介護老人保健施設等で食事などの日常生活上の支援や機能訓練、リハ

ビリテーションが受けられます。

事業所名 住 所 電話番号

エルムデイサービス 幌岡町47番地1 32-0600

デイサービスセンターのぞみ２号館 宮下町3丁目1番地 32-7005

デイサービスセンターのぞみ１号館

（認知症対応型）

宮下町3丁目1番地 32-7002

事業所名 住 所 電話番号

博寿苑 平岸新光町2丁目4番地 37-2001

外に出て仲間と交流したり、リハビリを受けたい

通所介護（デイサービス） 要介護１～５

通所リハビリテーション 要介護１～５要支援１・２
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手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をしたときに、その費用

の一部を支給します。

※事前申請が必要となりますので、担当のケアマネジャーまたは地域

包括支援センターへご相談ください。

住宅改修できる対象 ●手すりの取り付け

●床段差の解消

●滑りの防止・移動の円滑化などのための床または通路面

の材料の変更

●引き戸等への扉の取替え

●洋式便器等への便器の取替え

支給額 総費用額で20万円が上限。

ただし、利用者負担分（１～３割）を除いた額を支給。

自宅を住みやすい環境に整えたい

住宅改修 要支援１・２ 要介護１～５

開き戸から引き戸
手すりの取り付け

洋式便器への取替え
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日常生活の自立を助けるための福祉用具の貸与が受けられます。

介護度によって利用できる種目は異なります。

記号の見方 ・・・「○」利用できます 「△」一部利用できます

「×」原則として利用できません

【利用料】レンタル費用の１～３割を自己負担します。

要支援１・２

要介護１

要介護

２・３

要介護

４・５

車イス（車イス付属品含む） × ○ ○

特殊寝台（特殊寝台付属品を含む） × ○ ○

床ずれ防止用具 × ○ ○

体位変換器 × ○ ○

手すり（工事をともなわないもの） ○ ○ ○

スロープ（工事をともなわないもの） ○ ○ ○

歩行器 ○ ○ ○

歩行補助つえ ○ ○ ○

認知症老人徘徊感知機器 × ○ ○

移動用リフト（つり具を除く） × ○ ○

自動排泄処理装置 △ △ ○

福祉用具貸与（レンタル） 要支援１・２ 要介護１～５

車いす 歩行補助つえ 歩行器手すり特殊寝台
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入浴や排せつなどに使用する福祉用具を購入したときに、その費用の

一部を支給します。

※福祉用具貸与、特定福祉用具購入を希望する場合は、担当ケアマネジ

ャーまたは地域包括支援センターへご相談ください。

対象となる福祉用具 ●腰掛便座

●入浴補助用具

●自動排泄処理装置の交換可能部品

●簡易浴槽

●移動用リフトのつり具部分

支給額 1年間の総費用額で10万円が上限。

ただし、利用者負担分（１～３割）を除いた額を支給。

特定福祉用具購入 要支援１・２ 要介護１～５

入浴補助用具 簡易浴槽腰掛便座
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福祉施設や老人保健施設などに短期入所して、日常生活上の支援や機

能訓練などが受けられます。

（※１）医療上のケアを含む支援が受けられます。

事業所名 住 所 電話番号

赤平愛真ホーム

（生活介護）
豊栄町１丁目７番地１ 32-2884

あかびらエルムハイツ

（生活介護）
幌岡町47番地 32-0500

博寿苑（※１）

（療養介護）
平岸新光町2丁目4番地 37-2001

一緒に住む家族が数日不在になるとき

家族の介護の手を休ませたいとき

短期入所（ショートステイ） 要支援１・２ 要介護１～５
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常時介護が必要で、自宅での生活が困難な方が入所する施設です。食

事・排せつ・入浴など、生活全般にわたって介護サービスが提供されま

す。

病院と自宅の中間施設。病状が安定している人が在宅復帰を目指し、リ

ハビリテーションを中心とする医療的ケアや介護が受けられます。

長期療養を必要とする高齢者が、療養上の管理や看護・介護が受けられ

る施設です。

※赤平市内に介護療養型医療施設・介護医療院はありません。利用したい場合は、

地域包括支援センターまたは入院中の病院へお問合せください。

名 称 住 所 電話番号

赤平愛真ホーム 豊栄町１丁目７番地１ 32-2884

あかびらエルムハイツ 幌岡町47番地 32-0500

名 称 住 所 電話番号

博寿苑 平岸新光町2丁目4番地 37-2001

施設等に入って介護を受けたい

特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）

介護老人保健施設

介護療養型医療施設･介護医療院

要介護３～５

要介護１～５

要介護１～５
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６．介護予防・生活支援サービス

ホームヘルパーが訪問し、ご本人ができない部分の調理や掃除、入浴介

助等の支援を行い、自立へのお手伝いをします。

通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上の

ための支援を日帰りで受けられます。

事業所名 住 所 電話番号

赤平市社会福祉協議会 東大町3丁目4番地 32-0337

みなみケアセンター 昭和町3丁目37番地3 32-0217

事業所名 住 所 電話番号

エルムデイサービス 幌岡町47番地1 32-0600

デイサービスセンターのぞみ２号館 宮下町3丁目1番地 32-7005

デイサービスセンターのぞみ１号館

（認知症対応型）
宮下町3丁目1番地 32-7002

訪問型サービス（訪問介護相当サービス）

通所型サービス（通所介護相当サービス）

要支援１・２

要支援１・２
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運動やレクリエーション、季節の行事などを実施し、仲間と楽しく交流

できる短時間型のデイサービスです。

「からだ」と「あたま」を同時に動かすトレーニングを行い、体力や認

知機能を高める取組みを行ないます。

【曜日】月・火・金曜日

【時間】9：00～12：00

事業対象者とは

「基本チェックリスト」による

判定で、要介護・要支援となる

リスクが高いと判定された方

事業所名 住 所 電話番号

ミニデイサービス かえで 東大町3丁目4番地 32-1015

通所型サービスA 要支援１・２事業対象者

問合せ先：地域包括支援センター 電話 ３２－０６６１
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【内 容】エリアサポーターが、困りごとをお手伝いします

①ゴミ出し：分別してあるゴミを玄関前からゴミ置き場へ

運びます（10分以内）

②院内介助：院内での付添いを介助します（院内のみ）

③買い物代行：希望の品目を代理で購入しご自宅へ届けます

④買い物同行：店内でお買い物の同行をします（店内のみ）

⑤お話し相手：ご自宅に出向きお話し相手をします

⑥電球交換：切れた電球の交換をします

⑦その他：随時相談に応じます

※ヘルパー対象外項目でプロの手を必要としないもの

【利用料】１時間：６００円

３０分：３００円

ゴミ出しのみ：１００円（１０分以内）

※事前に利用チケットを赤平市社会福祉協議会で購入して

いただきます。

エリアサポーターによる生活支援サービス
事業対象者

要支援･その他

困ったわ

～

問合せ先：地域包括支援センター 電話 ３２－０６６１
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７．医療を受ける

※訪問可能地域や時間帯などは、各歯科医院へお問合せください。

名 称 住 所 電話番号

あかびら市立病院 本町3丁目2番地 32-3211

平岸病院 平岸新光町2丁目1番地 38-8331

佐々木内科クリニック 東文京町2丁目1番地 32-5516

名 称 住 所 電話番号 訪問

赤平ファミリー歯科

クリニック
東文京町3丁目 1番地2 32-4884 ○

こうやま歯科 錦町1丁目3番地 32-2575 ○

長谷川歯科医院 大町1丁目3番地 32-3043 ○

東おおまち歯科 東大町２丁目２番地３ 74-4308 －

もじり歯科クリニック 茂尻本町3丁目 2番地 32-1181 ○

平岸病院内歯科 平岸新光町2丁目1番地 38-8398 －

医療機関

歯科医院
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※詳細などは、各薬局へお問合せください。

店名 電話番号/住 所 配達条件

赤平薬局 32-2864

本町2丁目4番地1

・赤平全域に配達

・配達料200円（税込）

・営業時間 8：30～18：00

・土日祝日休み

・初回のみ来店

・14時の受付まで当日配達

それ以降は翌日配達

アイン薬局赤平店 34-2266

大町3丁目1番地2

－

ツルハ調剤薬局 32-2900

字赤平540番地 1

－

ひらぎし薬局 34-3700

平岸新光町1丁目4番地2

・平岸茂尻地区（それ以外は要相談）

・配達料無料

・営業時間 9：00～17：30

・土日祝日休み

・16時 30分以降の受付は

翌日配達

薬局
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８．もの忘れの相談や診断を受ける

精神科・神経内科・脳神経外科の医師による「もの忘れ専門外来」を

開設しています。

完全予約制で、受診するには「もの忘れ相談医」または「かかりつけ

医」からの紹介が必要です。

もの忘れ専門医の診察を受けるには、下記の「もの忘れ相談医」また

は「かかりつけ医」からの紹介が必要です

名 称 住 所 電話番号

砂川市立病院

認知症疾患医療センター
砂川市西4条北3丁目1番1号

54-2131

（予約番号）

名 称 住 所 電話番号

あかびら市立病院 本町3丁目2番地 32-3211

平岸病院 平岸新光町2丁目1番地 38-8331

佐々木内科クリニック 東文京町2丁目1番地4 32-5516

認知症疾患医療センター（もの忘れ専門医）

もの忘れ相談医
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９．住まいを探す

家族の同居や支援が困難な方に対し、低額な料金で食事の提供、その他

日常生活上必要なサービスが提供されます。

環境上及び経済的な理由により、自宅での生活が困難な方に対し、自立

した生活が送れるよう支援する施設です。

※赤平市内に養護老人ホームはありません。利用したい場合は、地域包括支援セン

ターまたは地域福祉係へお問合せください。

入浴、食事の提供や介助、掃除等の家事、健康管理等のいずれかのサー

ビスが提供される施設です。

名 称 住 所 電話番号

すいこう 百戸町西1丁目3番地 34-2735

名 称 住 所 電話番号

住宅型有料老人ホーム 笑和道夢 昭和町3丁目37番地2 32-0217

養護老人ホーム

軽費老人ホーム（ケアハウス）

住宅型有料老人ホーム
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介護保険事業所として指定を受け、スタッフによる包括的な介護サー

ビスを提供する住宅です。

※赤平市内に介護付有料老人ホームはありません。利用したい場合は、地域包括支

援センターへお問合せください。

生活相談員が常駐し、状況把握サービス（安否確認）と生活相談サービ

スを提供する住宅です。

※赤平市内にサービス付き高齢者向け住宅はありません。利用したい場合は、地域

包括支援センターへお問合せください。

軽度～中度の認知症高齢者が少人数（5～9人）で生活し、食事の支度

や掃除洗濯等を職員と一緒に行うなど、家庭的な雰囲気の中で生活を

送ることができる住居です。

名 称 住 所 電話番号

のぞみの家本館 宮下町3丁目1番地 32-2003

のぞみの家2号館 宮下町3丁目1番地 34-2233

のぞみの家3号館 宮下町3丁目1番地 32-7001

グループホーム（認知症対応型共同生活介護） 要支援２以上
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介護付有料老人ホーム

サービス付き高齢者向け住宅



住宅設備・使用が高齢者向けに配慮された公的賃貸住宅です。生活援助

員が安否確認等を行います。

名 称 住 所 電話番号

日の出ハイツ 字赤平668番地 32-0307

幸ハイツ 幸町4丁目4番地 32-7502

青葉ハイツ 若木町南3丁目1番地 32-5777

平岸新光ハイツ 平岸新光町6番地１ 37-2651

市内高齢者住宅（シルバーハウジング）

問合せ先：住宅係 電話 ３２－１８２０
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10.購入品を届けてもらう

店名 電話番号 方法 配達条件

加藤商店 32-3467

東文京町1-3

○店舗で購入

○電話注文

・近隣に配達

・配達無料

・営業時間9時～17時

・月曜日休み

ファミリー

ショップ美園

32-6800

美園町5-1

○店舗で購入

○電話注文

・近隣に配達（昭和町～美園町等）

・配達無料

・午後配達

・営業時間9時～18時 15分

コープさっぽろ

あかびら店

32-1501

大町3-1-１

○店舗で購入
・組合員限定

・コンテナ1個に付200円(税込)

・シニア会員限定で、木・日曜は

配達無料

※組合員限定で、安否確認を兼ね

た配食サービスあり（別申込み）

マックスバリュ

赤平店

32-2241

字赤平563-1

○店舗で購入

○電話注文

・2,500円以上は2２0円(税込)

・2,500円未満は３３0円(税込)

・65歳以上登録者110円(税込)

・毎月1.2.3日は配送無料

セブンイレブン

茂尻店

32-2469

茂尻中央町北

2-1

○店舗で購入

○電話注文

・茂尻,平岸,百戸地区に配達

・1,000 円以上の購入に限り無

料配達

・土日は午前中のみ配達

・文京店は配達していません

ひらぎしマート 38-8111

平岸新光町2-5

○店舗で購入

○電話注文

・平岸,茂尻地区配達

・配達は月～金曜日

15時 30分まで

・営業時間10時～18時

・日曜祝日休み

ツルハ赤平店 34-4115

字赤平540-1

○店舗で購入
・専用ボックス1個495円(税込)

・クロネコヤマトで配達

・配達時間18時～21時

ホーマック

ニコット赤平店

32-3910

字赤平563-１

○店舗で購入

○電話注文

・5,000円以上は無料配達

・5,000円未満は550円
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11.高齢者の権利に関すること

高齢者を取り巻く諸問題、消費者被害、成年後見、虐待などの相談や心

配事などの相談窓口です。お気軽にどうぞ。

名 称 電話番号 サービス内容

無料法律相談会 32-2215

生活環境交通係

月 1回、弁護士による法律相談を

受けられます。相談無料。

開催日時については、広報あかびら

にてお知らせします。

中空知法律相談センター

滝川市大町1丁目4-13

共栄ビル2Ｆ

22-8373 相続、賃貸借、交通事故等の相談が

受けられます。

【相談時間】

月～金 10時～16時

土 10時～13時

法律に関する相談
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【内 容】福祉サービスについての情報提供、助言、利用手続き（手続

き同伴、代行、契約締結）、金銭管理、通帳・権利証・印鑑

等の保管、福祉サービスについての苦情解決制度を利用す

る手続きの手伝いをします

【対象者】自宅で生活している認知症高齢者、知的障がい者、精神障が

い者などで、判断能力が十分でない方。

※この事業は、「契約」に基づきサービスが提供されるため、契約能力

（具体的な援助内容の理解力）が必要となり、利用対象者であるかどう

かは、「自立生活支援専門員」が本人と直接面談して確認します。成年

後見制度と比較して、より簡便に利用でき、判断能力が十分でない人の

権利を擁護する仕組みです。

日常生活自立支援事業

問合せ先：赤平市社会福祉協議会 電話 ３２－１０１５
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【内 容】認知症、知的障がい、精神障がい等によって判断能力が十分

でない方に対し、本人の権利を守る援助者（後見人等）を選

ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。

例えば、家の売却、福祉サービス等の契約、遺産分割等、本

人が一人で判断するのに不安がある場合など、本人の判断能

力に応じて、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人が、援

助・支援を行ないます。

【申し立て手順】 申し立てできる人は、本人または本人の家族です。

①申し立て・・・申立書などの必要な書類を準備し、原則として本人

が住んでいる所の家庭裁判所へ申し立てる

②審問・調査

鑑定等 ・・裁判所の職員が申立人、後見人候補者、本人から

事情を伺ったり、本人の判断能力について鑑定を

行なう

③審 判・・・家庭裁判所が、後見等の開始の審判をすると同時に、

最も適任と思われる方を、成年後見人等に選任する

④援助と成年後見登記

※申し立てに関する必要な書類等は、家庭裁判所に用意してあります。

成年後見制度

問合せ先：札幌家庭裁判所滝川支部 電話 ２３－２３１１

〒073-0022 滝川市大町1丁目6-13
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12．新型コロナウイルス感染予防

【飛沫感染】

無症状を含む感染者の咳やくしゃみなどに含まれるウイルスが、飛沫

となり空間に放出され、未感染者が口や鼻から吸い込むことで感染し

ます。

【接触感染】

ウイルスが付着した物に未感染者が触って手に付着し、その手で目や

鼻、口を触わることで感染します。

発熱、咳、筋肉痛、倦怠感、呼吸困難、頭痛、喀痰、血痰、下痢、

味覚障害、嗅覚障害

□こまめに手洗い・手指消毒

□咳エチケットの徹底

□こまめに換気

主な症状

感染ルート

日常生活を営む上での基本生活様式
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□身体的距離の確保（人との間隔は、できるだけ2m空ける）

□「３密」の回避（密集、密接、密閉）

□毎朝で体温測定、健康チェック。発熱又は風邪の症状がある場合は

ムリせず自宅で療養

マスクをしていない状態で、換気が悪く、人と人の距離が近い狭い

空間で、長時間、滞在している場面が考えられます。

新型コロナウイルスは誰もが感染する可能性があります。

もし自分や家族、大事な家族がかかったら・・・

相手の気持ちになって、いじめや偏見・差別、

誹謗中傷をなくしましょう。

0800-222-0018

（24時間フリーコール）

感染リスクを高めやすい場面

北海道新型コロナウイルス感染症健康相談センター

偏見・差別等の防止
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