
  

Washington Apple Health    
高齢者、視覚障害者、障害者/介護保険申請書 
Washington Apple Health Application for Aged, Blind, Disabled /Long- Term Care Coverage 
この申請書を使っ

て、以下に該当す

る場合に適格の医

療保障を確認して

ください： 

• 介護保険サービス（ナーシングホームケア（長期療養施設介護）、介護
付き住宅、アダルトファミリーホーム（adult family home）または在宅介
護プログラム）に申請する必要があります 

• あなたまたは世帯のどなたかが 65 歳以上 
• あなたまたは世帯のどなたかが Medicare（メディケア）に加入している  
• あなたが、Medicare（メディケア）掛け金または共同保険の支払いを補助

する必要がある 
• あなたまたは世帯のどなたかが障害者である 

注記：家族、子ども、妊娠または新規に成人の方の医療を申請する必要がある
場合、Healthplanfinder（www.wahealthplanfinder.org または電話：1-855-923-
4633}にご連絡ください 

オンラインでスピ

ード申請 
www.washingtonconnection.org でオンライン申請を提出することができます 

申請に必要な情報： • 社会保障番号 
• 生年月日 
• 滞在資格 
• 所得情報 
• リソースと資産情報（例：銀行口座残高、株式、債券、投資信託、退職

積立勘定） 
これほど多くの情

報が必要な理由と

は？ 

私たちは、あなたが適格の医療保障を判断するのに情報提供をお願いしていま
す。法に基づき、ご提供いただく情報は機密に扱います。 

記入および署名済

みの申請書の送付

先： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害者対象の Washington Apple Health、難民保障（Refugee coverage）、65 歳以上
の高齢者向け保障、Medicare（メディケア）掛け金等の支払い補助プログラム 

• 申請書の郵送先：  
DSHS 
Community Services Division - Customer Service Center 
PO Box 11699, Tacoma, WA 98411-6699 

• 申請書のファクス送信先番号：1-888-338-7410 
• 申請書を地域の社会事業局（Community Services Office：CSO）に持参。

所在地は、www.dshs.wa.gov/esa/community-services-find-an-office を確
認してください。 

• www.washingtonconnection.org にてオンライン申請 
• ご質問はありますか？1-877-501-2233 にお電話ください 

介護保険サービス（ナーシングホームケア（長期療養施設介護）、介護付き住宅
、アダルトファミリーホーム（adult family home）または在宅介護プログラム） 

• 申請書の郵送先： 
DSHS 
Home and Community Services – Long Term Care Services 
PO Box 45826, Olympia, WA 98504-5826 

• 申請書のファクス送信先番号：1-855-635-8305 
• 申請書を地域の社会事業局（Community Services Office：CSO）に持参。

所在地は、www.dshs.wa.gov/esa/community-services-find-an-office を確
認してください。 

• www.washingtonconnection.org にてオンライン申請 
• ご質問はありますか？地域の HCS 事務所を確認するには、

http://www.dshs.wa.gov/altsa/resources をご覧ください 
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医療保障の権利と義務 

あなたの医療保障プログラムについての 
権利（私たちがすべきこと） 

お読みの上、必要フォームすべてに記入してくださ
い。サポートは、保険社会福祉省（Department of 
Social and Health Services, DSHS）（1-877-501-2233）に
ご連絡ください。    
DSHSまたはHealth Care Authority（HCA：保健医療当
局）にご連絡の際は、無償でかつ遅滞なく、通訳
または翻訳サービスをご利用いただけます。 
あなたの個人情報を機密に保ちますが、州や連邦
の他の機関、金融機関およびHCA請負人との間で、
適格性確認と加入目的で一部情報を共有すること
があります。 
DSHSまたはHCAによる、医療保障、介護サービス
とサポート（LTSS）または医療保険の適格性に影響
を及ぼすような決定に同意できない場合、異議申
し立てを行うことができます。異議申し立てを行
う場合、あなたのケースがレビューされます。
DSHSプログラムに対する異議申し立ての詳細は、
DSHSカスタマーサービスコンタクトセンター        
（Customer Service Contact Center）（1-877-501-2233）
に ご 連 絡 い た だ く か 、 地 域 の 社 会 事 業 局                      
（Community Services Office）にお尋ねください。   
異議申し立てがWashington Apple Health保障に係る
決定に対するもので、ケースレビューによって未
解決の場合、行政審判（Administrative Hearing）が
開かれます。 
公平に接します。差別は法に違反する行為です。
DSHSおよびHCAは、適用の連邦公民権法を遵守し、
人種、肌の色、出生地、年齢、障害、性別による
差別をしません。DSHSおよびHCAは、人々を除外し
たり、人種、肌の色、出生地、年齢、障害、性別
によって異なる扱いをしません。 
 

DSHSおよびHCAは、適用の州法を遵守し、信条、性
別、性表現またはアイデンティティ、性的指向、婚
姻区分、宗教、名誉除隊兵役経験者や軍人身分、ま
たは障害者による訓練を受けた犬による誘導やサー
ビスの使用を理由に差別することはありません。 

 

DSHSおよびHCA： 
• 障害者が以下などの点について私たちと効
果的なコミュニケーションを図ることがで
きるようにするためのサポートやサービス
を無償で提供します： 

• 有資格の手話通訳者 
• その他の形式（大きな書体、
音声、アクセス可能な電子形
式、その他の形式）で記載さ
れた情報 

 

• 母国が英語以外の方を対象に、以下のような言

語サービスを無償で提供します： 

• 有資格の通訳者 

• 他言語で記載された情報 

これらのサービスが必要な場合、1-877-501-2233にお電

話ください。 

DSHSまたはHCAがこうしたサービスを提供できなか

ったり、別の方法で差別を行ったとお考えの場合、

次により苦情を申し立てることができます。 

• DSHS 
ATTN: Constituent Services 
PO Box 45131 
Olympia, WA 98504-5131  
1-800-737-0617 
ファクス：1-888-338-7410  
askdshs@dshs.wa.gov 

• HCA Division of Legal Services 
ATTN: Compliance Officer 
PO Box 42704 
Olympia, WA 98504-2704 
1-855-682-0787 
ファクス：1-360-586-9551 
compliance@hca.wa.gov 
 

苦情は、直接当課にて、または電話、郵送、ファク

ス、電子 メールで申し立てることができます。苦

情申し立てに際してサポートが必要な場合、DSHS 
Constituent Services または HCA 法務サービス課          
（Division of Legal Services）がお手伝いいたします。 

また公民権に関する苦情は、アメリカ合衆国保健福

祉省（DHHS）公民権局（U.S. Department of Health and 
Human Services, Office for Civil Rights）宛てに電子的   
（ https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf）、ま

たは郵送や電話で申し立てることができます。 
 

U.S. Department of Health and Human Services  
200 Independence Avenue SW 
Room 509F, HHH Building 
Washington, D.C. 20201 
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD). 
苦情申し立て用のフォーム： 
www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 

 
あなたのあらゆる医療保障プログラムに
ついての権利（私たちがすべきこと） 

SSNおよび滞在資格の開示。一部の例外がある
ものの、ご自身または医療保障の申請をご希望

 

mailto:askdshs@dshs.wa.gov
mailto:askdshs@dshs.wa.gov
mailto:compliance@hca.wa.gov
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
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の世帯の他の方の社会保障番号（SSN）または出
入国管理文書番号（immigration document number）
をご提供いただく必要があります。SSNは、医療
保険料税額免除の申請に必要です。私たちはこう
した情報を使用し、アイデンティティ、市民権、
滞在資格、生年月日、その他の医療保障の利用可
能性を確認してあなたの適格性を判断します。 
こうした情報を出入国管理機関と共有しません。 

ご自身が、世帯の他の方向けの保障を申請する
ことが可能ですが、その他の人による申請は不
可です。世帯の方全員のSSNまたは出入国管理
文書番号（immigration document number）をご
存じでない場合、その他の方による申請および
保障受領が可能です。例えば、ご自身が適格で
なくとも、お子さんの申請を行うことは可能で
す。申請はご自身の滞在資格、または永住権資
格取得の可能性には影響を及ぼしません。  

また、合法的に国内に滞在していることを証明
できない方向けのWashington Apple Healthプロ
グラムも用意されています。ただし、世帯内の
どなたかのSSNまたは出入国管理文書番号をご
提供いただけないと、非申請者の所得情報を入
手するためにあなたにご連絡を差し上げること
になります。 
機関によって要請された場合、ご自身が適格であ
ることを判断するのに必要な情報あるいは証拠を
ご提供ください。 

 

あらゆる医療保障プログラムについて 
権利（私たちがすべきこと） 

Washington Connectionおよび州管理の申請シス
テム、これらを使用する人としてのあなたの権
利や責任、ならびにこれらの使用によってあな
たが得る保障を支配する特定の州および連邦法
があります。こうしたシステムを使用すること
により、あなたはこれらを使用する人、ならび
に結果として得られる保障に適用となる法を遵
守することに同意します。  

1973 年全国有権者登録法（National Voter Registration 
Act of 1973）に基づき、すべての州には、公的支援局
を通して有権者登録支援を提供することが義務付けら
れています。有権者登録の申請または申請拒否は、こ
の機関から提供されるサービスまたは給付金額に影響
を及ぼしません。www.vote.wa.gov にて有権者登録を
行うか、1-800-448-4881 に連絡して有権者登録フォー
ムをリクエストすることができます。 

 

Health Insurance Portability and Accountability Act
（HIPAA：医療保険の携行と責任に関する法律）
の制約事項は、個人に代理権がないか、または
あなたがこうした情報の開示を承認する同意書
に署名していない限り、HCAおよびDSHSが、 正
当な権限を持つ代表者を含め、いかなる人とも
あなたやあなたの世帯の人の医療情報について
話し合うのを禁じています。これには、メンタ
ルヘルス情報、HIV、AIDS、STD検査結果、また
は治療および薬物依存関連のサービスの開示が
含まれます。 

Affordable Care Act（医療保険制度改革法）は、

DSHSおよびHCAが、受領することが承認されてい

ない人に対し、かつあなたの承諾なしに、あなた

やあなたの世帯の人の個人識別情報（PII）を提供

することを禁じています。 

あなたがDSHSおよびHCAに供与する情報は、あな

たの医療保障の適格性を判断する目的から、連邦

ならびに州の職員による認証を受けます。認証に

は、機関職員によるフォローアップの連絡が含ま

れる可能性があります。 

HCAおよびDSHSは、あなたの医療保険プランの管理

については責任を負いません。給付についての詳

細は、ご自身の医療保険業者にお尋ねください。

ご自身が適格の給付を含む医療保険プラン、なら

びに給付金請求や給付金支払い却下に対する異議

申し立てについてのご質問は、ご自身の医療保険

業者にお問い合わせください。  

Division of Child Support（DCS：育児課）を通し

て養育費執行を申請することができます。 
こうしたサービスの申請を行うには、

www.childsupportonline.wa.gov にアクセスす

るか、地域のDCS局にご連絡ください。 
 

あなたの医療保障プログラムについての 
あなたの権利（私たちがすべきこと） 

権利および義務についての重要な情報をお読み

くださいご要望がある場合。 

少なくともあなたの氏名、住所および申請者の正

当な権限を持つ代表者の署名を含む一部完成の申

請書の提出が可能です。私たちが一部完成の申請

書を受領する日があなたの申請日であり、この日

付は、保障が有効になる時期に影響を及ぼす場合

があります。完全な申請書を受領するまでは、あ

なたの保障について最終決定は行いません。WAC 
182-503-0005に基づいて列挙されている方法によ

る、申請書または一部完成の申請書の提出が可能

です。 

申請書を早急に、かつWAC 182-503-0060に明示

されている期日までに処理します。 

適格性の判断に必要な情報を10暦日以内にご提

供ください。期日の延長をご希望の場合、お知

らせください。情報をご提供いただけない、ま

たは期日延長をお申し出でない場合、あなたの

医療保障が却下、閉鎖または変更となる場合が

あります。 

あなたの適格性を判断するのに必要な情報や証

拠を用意できない場合は、お手伝いします。手

数料が発生する書類が必要な場合、私たちが請

求を行って手数料をお支払いします。 

大抵の場合、医療保障が停止となる10日前まで

にお知らせします。 

大抵の場合、45 日以内に決定通知書をお渡しし
ます。一部の障害者対象の医療保障の場合、最
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長60日かかることがあります。妊娠医療保障につ
いての決定通知書は、15日以内にお渡しします。 
ケースの監査の場合に、調査員との面談を拒否
していただくことができます。その場合、調査
員をご自宅に招き入れる必要はありません。調
査員に対し、別の時間に再訪問するよう依頼し
ていただくことができます。こうしたことは、
医療保障の適格性には影響を及ぼしません。 

WAC 182-504-0125に準じる別のプログラムに適格
であるかどうかの決定中、Washington Apple 
Health保障は継続されます。 
適格である場合、WAC 182-503-0120に明示されて
いる平等なアクセスサービスが付与されます。 

 

Washington Apple Healthのみに
ついてのあなたの義務（あなた
がすべきこと） 

変更から30日以内に、WAC 182-504-0105および
WAC 182-504-0110の要求にしたがって変更を報
告してください。承認状をお読みの上、ご自身
が報告すべき変更を確認してください。  
要請があれば更新を完了します。 
医療サービスについて私たちに請求書を送付する
のに必要な医療提供者情報を取得してください。 
適格であれば、Medicare（メディケア）に申請し
てください。 
要請があれば、品質保証スタッフにご協力くださ
い。 
Washington Apple Health保障をお求め、または受領
の際に、他のソースからの見込まれる所得確保に
あたっての申請および合理的な努力を行います。 

 

あらゆる医療保障プログラムについて 
あなたの権利（私たちがすべきこと） 

Washington Apple Healthに係る申請および受領に
より、あなたはワシントン州に対し、一切の医
療支援および医療目的のサードパーティ支払い
についてのすべての権利を付与します。 

機関は、あなたのお子さんの予防接種歴をChild 
Profile Immunization Tracking System（児童プロフ
ァイル予防接種追跡システム）と共有すること
があります。 

ご報告いただく情報は、適格性、ならびに医療
保障、現金給付、食糧支援、保育手当などの毎
月の給付を決定する目的で、DSHSに提供される
場合があります。 
 

ワシントン州は、法により、あなたの財産に係
る一定の種類の医療サービスについて負担した
費用を、Estate Recovery（財産回復）を通して回
収することがあります（RCW 41.05A.090、RCW 
43.20B.080およびChapter 182-527 WAC）。Estate 
Recovery（財産回復）は、あなたや生存する配偶
者が生存中、ならびに生存する子どもが21歳未
満の場合は発生しません。また、生存する子ど
もが、あなたの死亡時点で、視覚障害者/障害者
である場合にも発生しません。回収可能費用に
は以下が含まれます： 

• あなたが受領時点で55歳以上の場合、一定

のWashington Apple Health介護サービスや

サポート 
• 受領時点の年齢によらず、一定の州単独の

出資サービス 
 

WAC 182-527-2742に基づく費用回収が適用となる

サービス一覧をご確認いただけます。WAC 182-
527-2746に基づく回収対象外の資産一覧をご確認

いただけます。 
 

さらに州は、あなたが恒久的に制度化される場合

、あなたの不動産に対して死亡前差し押さえを実

施することがあります（WAC 182-527-2734）。州

は以下に該当しない限り、不動産または財産の

売却益から費用を回収しません： 
• あなたの配偶者が該当の不動産に居住して

いる場合  
• あなたの兄弟姉妹が該当の不動産に居住し、

共同所有者であって、一定条件を満たす場合 
• お子さんが該当の不動産に居住し、視覚障

害者/障害者である場合 
• お子さんが該当の不動産に居住し、21歳未

満の場合 
 
WAC 182-527-2734の死亡前差し押さえに基づく費

用回収の対象となるサービス一覧をご確認いた

だけます。 

 不必要な医療サービスを医療提供者に求める場

合、1つの医療提供者、薬局、病院の使用に制限

される場合があります。 

 

iv. 
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Washington Apple Health 
高齢者、視覚障害者、障害者/介護保険申請書 

申請者の氏名と連絡先情報： 
1. 名                          ミドルネームのイニシャル             姓 

                                                                      
2. ACESクライアントID番号 

      

申請者または正当な権限を持つ代表者の署名（必須） 
       

3.   お住まいの住所  
      

郡 
      

市 
      

州 
      

郵便番号 
      

4.   郵送先住所（自宅の住所と異なる場合） 
      

郡 
      

市 
      

州 
      

郵便番号 
      

5．メインの電話番号      携帯     自宅     仕事 
      

6.  その他の電話番号      携帯     自宅     仕事 
      

7.  Eメールアドレス 
      

施設にお住まいで、上記と異なる場合は、施設名と住所を記載してください： 
       
8.  施設の名前 
      

9.  施設の住所 
      

郡 
      

市 
      

州 
      

郵便番号 
      

申請プログラム： 
10.  私、私の配偶者または世帯の誰かが次を申請します： 

 高齢者、視覚障害者または障害者対象の医療保障 

 Medicare Savings Program（メディケア・セービングス

 ・プログラム：MSP） 

 在宅介護サービス 

 長期療養施設介護 
 

 

 Healthcare for Workers with Disabilities（HWD：障害

 労働者医療保障） 

 介護付き住宅/アダルトファミリーホーム（Adult 
 Family Home） 

 

 

 

 

 

未払いの医療費情報  
11.  あなたまたはどなたかは、直近3か月に生じた未払の医療費負担支援を申請しますか？  いいえ      はい     
はい、の場合、以下に支援対象者の名前を挙げてください： 
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言語情報 

12.  通訳者が必要です。私は次の言語を話します：      または   署名; 手紙を次の言語に翻訳：       
 家族についての情報 
13. 代わりに申請しない場合であっても、あなたの世帯に住むすべての人を記載してください（必要に応じて

別紙を追加してください）。 
 非申請者は任意 

氏名 
（名、ミドルネーム、姓） 

性別 
この人とあな

たの関係 
生年月日 

以下に該当する場合

にはチェックマーク

を入れます 
あなたはこの人の保

障を求めています 

社会保障番

号 

米国市民

の場合は

チェック

マークを

入れます 

人種 
（以下の例

をご覧くだ

さい） 

民族名 
（アメリカ先

住民、アラス

カ原住民の場

合） 

            私自身                           

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

I.   一般情報 

私の民族的背景はヒスパニックまたはラテン系である：  はい   いいえ  
人種および民族的背景情報の提供は任意です。人種例：白人、黒人またはアフリカ系アメリカ人、アジア系、

ハワイ原住民、太平洋島民、アメリカ先住民、アラスカ原住民あるいはそれらの複数の人種の組み合わせ。 
 1. 過去30日以内に、私、私の配偶者または世帯の誰かが、別の州、民族あるいはその他のソースから医

療保障を受けた？    はい   いいえ 

2. 私、私の配偶者または世帯の誰かが、別の州で連邦補足的保障所得（SSI）を受けた？ 
 はい   いいえ   はい、の場合、どなたですか？     _________________________________ 

3. 私、私の配偶者または世帯の誰かがスポンサードされている在留外国人（sponsored alien）である 
 はい   いいえ  はい、の場合、どなたですか？     _________________________________ 

4. 私、私の配偶者または世帯の誰かが米軍、州兵（National Guard）あるいは予備役（Reserves）として

兵役に就いたことがある、もしくは兵役に就いたことのある誰かの扶養家族や配偶者であった：        
 はい    いいえ  はい、の場合、どなたですか？     _________________________________ 

5. 私は、同居していない人の扶養家族がいるが、まだその人のことを申請書に記載していない？  
 はい       いいえ  はい、の場合、扶養家族の名前を挙げてください          

     __________________ 

6. 私は：  未婚である        既婚で同居している       既婚で別居している        離婚している  
 死別している         登録済みの同棲関係にある         別居している                                         
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II. 所得（証拠を添付） 
   1.  私、私の配偶者または私が申請を行う世帯の誰かが勤労所得を得ている？  はい  いいえ   はい、の場合、
このセクションに記入してください。 
注記：アメリカ先住民/アラスカ原住民は、以下を含む、一定の所得を報告する必要はありません：Alaska Native 
CorporationsおよびSettlement Trusts、信託財産による分配、漁業、天然資源採取および収穫による分配や支払い、天
然資源や改良（natural resources and improvements）の所有による分配、部族法（Tribal Law）や慣行に準じて独自の宗
教、スピリチュアル、伝統または文化的な重要性を持つ品目の所有による支払い、インディアン事務局（Bureau of 
Indian Affairs）教育プログラムによる学生金銭支援。 

   2. この所得を得ている人：       総受領額（税込のUSD建て） 

$        /：   時間    週 
  2週間    月に2回    月  

時間/週：____   
給料日（例：1日と15日、毎週金曜日）：       

                  
              

               

雇用主の名前と電話番号 
                
開始日      
この仕事は自営か？  はい   いいえ 
  3. この所得を得ている人：       総受領額（税込のUSD建て） 

$        /：   時間    週 
  2週間    月に2回    月  

時間/週：____   
給料日（例：1日と15日、毎週金曜日）：        

雇用主の名前と電話番号 
                  

開始日      

この仕事は自営か？  はい    いいえ 

III. その他の所得（世帯全員に使用）（証拠を添付） 
  1. その他の所得例： 
• 養育費または配偶者への慰謝料 
• 教育給付金（学生ローン、奨学金、ワ

ークスタディ（Work-Study）） 
ギャンブル収入 

• 贈答（現金支援/ギフトカード） 
• 利子/配当 
• Labor and Industries (L&I) 

• 鉄道従業員給付（Railroad Benefit） 

• 家賃収入 

• 退職金または年金 

• 販売契約/約束手形 

• 社会保障 

• 連邦補足的保障所得（連邦補足的
保障所得：SSI） 

• Tribal Income（部族収入） 

• 信託 

• 失業給付金 

• 復員軍人援護局（Veteran 
Administration：VA）または軍人

給付金（Military Benefits） 

• その他 
2. あなた、あなたの配偶者またはあなたが申請を行う世帯の誰かが受領する所得を列挙してください： 

不労所得  所得を得ている人 毎月の総所得額 所得を得ている人  毎月の総所得額 

            $             $       

            $             $       

            $             $       

            $             $       

            $             $       

3. 私、私の配偶者または世帯の誰かが年金投資による所得を得ている？    はい     いいえ 

年金を保有する人 会社または機関 金額または価額 月間所得 購入日 

            $       $             

            $       $             

IV. 住居費（ LTCサービスに申請し、かつ既婚の場合は、証拠を添付） 
家賃 
$       

住宅ローン 
$       

スペースの賃料 
$       

世帯主保険 
$       

財産税 
$       

その他の手数料 
$       

他の人または機関（例：政府が補助金を支給する住宅）が、私によるこうした出費のすべてまたは一部の支払いを

補助する： はい    いいえ           はい、の場合、どなたですか？            
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V. 控除 

1.   私、私の配偶者または私が申請を行う誰かが支払う、あるいは支払うことになっている： 
 毎月の金額 支払う人 
子供または成人の被扶養者のケア $             

裁判所の命令による養育費 $             

受取人手数料 $             

後見人費用 $             

裁判所の命令による弁護士費用 $             

定期的な医療費（Medicare（メディケア）または  
その他にあなたが支払う医療保険料を含む） 

$             

  2.  私、私の配偶者または私が申請を行う誰かが現在医療費を支払う義務（債務）がある？ 
 医療費の種類 支払日 未払い額 支払う義務がある（債務を負う）人 
            $            

            $            

            $            

3.  私、私の配偶者または私が申請を行う誰かが障害者であり、仕事をしており、雇用を支援する経費を負担してい

る？これらは、impairment related work expenses（IRWE：障害関連の労働経費）と呼ばれます。  はい    いいえ  
はい、の場合、IRWE額を明記してください   $       
  VI. リソース（証拠を添付）（Healthcare for Workers with Disabilities（HWD：障害を持つ労働者向け医

療）に申請する場合にのみ、このセクションをスキップ） 
1. リソースとは、あなたが所有するあらゆるもの、または購入、取引、あるいは現金もしくは他人が保有するお金
に換金可能な購入物です。リソースには、家具または衣類などの個人的な所持品は含まれません。リソース例： 
● 現金 ● 投資信託（ミューチュアルファンド） ● 居住している家を含む家屋 ● 生命保険 

● 当座預金口座 ● 株式 
● Burial funds（埋葬資金） ● 前払式葬儀プラン           

（Prepaid funeral plans） 
● 貯蓄口座 ● 年金 ● コンドミニアム ● 大学進学資金 
● 定期預金証書 ● 信託 ● 土地 ● タイムシェア 
● MMA（マネーマーケットア

カウント） 
● IRA（個人退職年金） ● 売上契約 ● ビジネス機器や装置 

● 貯蓄債権 ● 401K（確定拠出年金） ● 建物 ● 農業用機器や装置 
● 債権 ● 退職年金基金 ● 生涯不動産権（Life estate） ● 家畜 

 
2. あなた、あなたの配偶者またはあなたが申請を行う誰かが所有する、あるいは購入しようとしているリソースを

挙げてください： 
リソースの種類 所有する人 立地 価額 所有する人 立地 価額 

                  $                  $      
                  $                  $      
                  $                  $      
                  $                  $      
                  $                  $      
3. 私、私の配偶者または私が申請を行う誰かが車、トラック、バン、ボート、RV車、トレーラーまたは他の動力

車を所有する： 
  
年式（例：2010年） 

メーカー（例：Ford） モデル（例：Escort） リースをしているもの
についてはチェックマ

ークを入れます 

次の目的に使用される場
合にチェックマークを入

れます 医療目的 

 
未払い額 

                    $      

                    $      
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VII. 追加の介護リソースの質問（LTCサービスに申請する場合にのみお答えください） 
1. 私、私の配偶者または私が申請を行う誰かが、主として居住用の家屋を所有する、あるいは購入しようとしている： 

 
不動産の住所 現在の価額  

（査定人による価額） 
不動産の  
ローン残債 

      $      $      
      $      $      
2. 私、私の配偶者または私が申請を行う誰かが、過去5年間で（財産、信託、車両、現金または生涯不動産権（life 
estate）を含む）リソースを売却、交換、供与あるいは譲渡したことがある？  

  はい      いいえ     はい、の場合、以下に記載してください：（必要に応じて別紙を追加してください） 

 
リソースの種類 譲渡日 譲渡したリソースの価額 譲渡相手： 

            $            
            $            

VIII. 介護保険（Medicare Savings Program（メディケア・セービングス・プログラム）には不要です） 
私/私たちは介護保険に加入している？ はい  いいえ これは正規のLTCパートナーシップ（LTCP）   

保険契約か？ 
はい   いいえ 

はい、の場合、保険会社の名前と被保険者を挙げてください。 
保険会社 保険証券番号 保険契約者の氏名 被保険者 USD建ての価額 

（LTCPの場合） 
                        $      
                        $      

IX. 正当な権限を持つ代表者の情報 
正当な権限を持つ代表者は、世帯の状況を把握し、適格性を得る目的から、世帯を代表して行動することが世帯によって

承認されている成人です。 

あなたは、正当な権限を持つ代表者を任命することで、係る代表者に以下についての許可を付与します： 
• あなたを代表して申請書に署名を付すこと  
• あなたの申請書や口座/勘定に関連する通知を受領すること 
• 申請書や口座/勘定に関連する一切の事項についてあなたを代表して行動すること 

1. あなたは正当な権限を持つ代表者を任命しますか？        はい    いいえ 

2. あなたは正当な権限を持つ代表者に、自身の申請書や口座/勘定に関連する通知を受領して欲しいですか？  はい   いいえ 

3. この正当な権限を持つ代表者には、法定後見人がいますか？ はい   いいえ  はい、の場合、どなたですか？       

4. この正当な権限を持つ代表者は代理権を持っていますか？    はい   いいえ  はい、の場合、どなたですか？       

正当な権限を持つ代表者の氏名/組織 
      

電話番号 
      

正当な権限を持つ代表者の郵送先住所 
      

Eメールアドレス 
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X. よくお読みになってから署名してください 
州への、医療保障および介護の返済： 

ワシントン州は、法により、あなたの財産に係る一定の種類の医療サービスについて負担した費用を、Estate 
Recovery（財産回復）を通して回収することがあります（RCW 41.05A.090、RCW 43.20B.080 および Chapter 182-
527 WAC）。Estate Recovery（財産回収）は、あなたや生存する配偶者が生存中、ならびに生存する子どもが 21
歳未満の場合は発生しません。また、生存する子どもが、あなたの死亡時点で、視覚障害者/障害者である場合
にも発生しません。回収可能費用には以下が含まれます： 
• あなたが受領時点で 55 歳以上の場合、一定の Washington Apple Health 介護サービスやサポート 
• 受領時点の年齢によらず、一定の州単独の出資サービス 

WAC 182-527-2742 に基づく費用回収が適用となるサービス一覧をご確認いただけます。WAC 182-527-2746 に基
づく回収対象外の資産一覧をご確認いただけます。 

さらに州は、あなたが恒久的に制度化される場合、あなたの不動産に対して死亡前差し押さえを実施すること
があります（WAC 182-527-2734）。州は以下に該当しない限り、不動産または財産の売却益から費用を回収し
ません： 

• あなたの配偶者が該当の不動産に居住している場合  
• あなたの兄弟姉妹が該当の不動産に居住し、共同所有者であって、一定条件を満たす場合 
• お子さんが該当の不動産に居住し、視覚障害者/障害者である場合 
• お子さんが該当の不動産に居住し、21 歳未満の場合 

WAC 182-527-2734 の死亡前差し押さえに基づく費用回収の対象となるサービス一覧をご確認いただけます。 

権利の委譲と協力： 
あなたは、自身がWashington Apple Health保障を受ける際、医療に係るサードパーティ支払いをワシントン州に委譲するこ

とを理解します。すなわちワシントン州は、あなたの医療費を保障することが法律で義務付けられているその他の保険プ

ランの請求を行います（このことは、あなたともう同居していない前配偶者や親の保険プランの可能性があります）。そ

うした保険プランの保険加入者は、係るプランによって支払われる医療費についての情報を受領する可能性があります。

このことがご自身やお子さんを脅かすことになるのではないかとご不安の場合、医療に係るサードパーティ支払いの実施

を行わないよう私たちに請求することができます。 
年金の開示： 
あなた、またはあなたの配偶者が年金利息を受領し、あなたがWashington Apple Health（Medicaid（メディケイド））介

護給付を受諾する場合、年金の残余受益人としてワシントン州を指定する必要があります。 
行政審判の権利： 
あなたの医療保障または介護サービスについて私たちが下す決定に同意いただけない場合、行政審判（administrative 
hearing）プロセスにて不服申し立てを行うことができます。またあなたは、行政審判に係る自身の権利に影響を及ぼす

ことなく、係争中の決定や措置の再検討を監督者や管理者に要請することもできます。 

権限付与      
私は、補助の申請や更新目的で提供する情報が、正確であるかどうかを判断するために、連邦および州の職員の

認証を受けることを理解します。私は、Washington State Health Care Authority（HCA）および保険社会福祉省        
（Department of Social and Health Services：DSHS）に対し、資産認証を実施して私の適格性を判断し、私の金融情

報の精度を検証する権利を付与します。私は、HCAおよびDSHSが資産認証プロセスの一環として、調査、ならび

に金融機関、州や連邦機関、または個人データベースに照会することを理解します。私は、最終的に私の申請に

不利な決定が下される、私の給付適格性が終了する、または自身がHCAやDSHSに書面通知を提供して自身の権限

付与を撤回する場合に、この権限付与が無効となることを理解します。私は、自身が権限付与を撤回または却下

する場合、自身がWashington Apple Health高齢者、視覚障害者または障害者対象のMedicaid（メディケイド）プロ

グラムの適格性を喪失することを理解します。 
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有権者登録      
私たちは、児童有権者登録を含む有権者登録サービスを提供します。  

有権者登録の申請または申請拒否は、この機関から提供されるサービスまたは給付金額に影響を及ぼしません。有権者登録フ

ォームの記入にあたってサポートが必要であれば、私たちがお手伝いします。サポートを受諾するかどうかの判断はあなたに

委ねられています。内密に有権者登録フォームの記入を行うことができます。誰かがあなたの有権者登録権利または登録拒否

権、有権者登録の可否の判断や有権者登録申請におけるあなたのプライバシー権、あなた自身の政党やその他の政治的好みを

選択する権利に干渉していると確信される場合、以下に苦情を申し立てることができます：  
Washington State Elections Office PO Box 40229, Olympia, WA 98504-0229 (1-800-448-4881) 

有権者登録または有権者登録の更新をご希望ですか？  はい   いいえ 

いずれのボックスにもチェックマークを入れられない場合、自動有権者登録資格をお持ちでないか、そうした登録を拒否拒否

している限り、私たちは、現段階ではあなたが有権者登録を行わないことをお決めになったものと見なします。 

 
上記で「いいえ」にチェックマークを入れられていない限り、あなたは自動有権者登録資格者です。次回の選挙までに満18歳
以上で、かつアメリカ合衆国市民である場合、あなたは自動有権者登録資格者とし、DSHSはあなたの氏名、居住している住所

と郵送先住所、生年月日、市民権情報の認証、ならびに本申請について提供された情報の真正性を証明するあなたの署名を保

有します。 
 
自動有権者登録をご希望ですか？  はい    いいえ 
 
「はい」とマークされたボックスにチェックマークが入れらレている場合、またはいずれのボックスにもチェックマークが入

れられておらず、かつあなたが自動有権者登録の適格性要件を満たす場合、DSHS はあなたの情報を Office of the Secretary of 
State（国務長官局）に送付し、あなたは自動的に有権者登録されます。 

宣誓と署名 
私は本申請書の情報を読み、理解しました。私はワシントン州法に準じ、偽証罪によって罰せられるという条件で、給

付申請対象の市民権についての情報や滞在資格を含む、本申請書に明示された情報が、私の認識する限り、正確で完全

であることを宣誓します。 

 申請者または正当な権限を持つ代表者の署名 

                                                                                                                                                                                               日付                                                                                                 
申請者または正当な権限を持つ代表者の氏名（活字体） 
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