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介護保険の利用について1

サービスの利用まで
介護保険では、高齢の方それぞれの状況に応じた、様々なサービスが利用できます。

１　介護サービス等の利用までの流れ 高齢福祉課【電話】２２ｰ１１１１

要介護認定の申請
認知症や病気等で日常生活

に介護や支援が必要になった
ら、次のものを持って高齢福
祉課の窓口にお越しください。

家族、居宅介護支援事業者、
介護保険施設、地域包括支援
センター等に申請を代行して
もらうこともできます。

申請のとき、認定調査に伺
う日時を決めます。都合のよ
い日をお知らせください。

また、主治医の名前をお聞
きします。

持ちもの
・ 介護保険の被保険者証
（被保険者証が見当たらな
い場合は、事前に高齢福祉
課へご連絡ください。）

・ 医療保険の被保険者証
（40歳～64歳の方）

・本人の個人番号が確認でき
るもの

・本人の身元が確認できるもの
（マイナンバーカードなど顔
写真付きのものであれば１
点、健康保険証など顔写真
のないものであれば２点）

認定調査
調査員が本人のもとへ

調査に伺います。日頃の
状況をお聞かせください。

（可能な限り、日頃の状況
がわかる方の同席をお願
いします。）

主治医意見書の
作成依頼・提出

主治医に、心身の状況に
ついての意見書を作成し
てもらいます。

介護認定審査会での
審査・判定

認定調査と主治医意見
書の結果をコンピュータ
で判定（一次判定）します。

その後、保健・医療・福
祉の専門家が集まり、審
査・判定（二次判定）します。

認定調査～審査・判定 認定結果通知
認定結果の印字され

た介護保険被保険者証
が届きます。認定区分
により利用するサービ
スを選択します。

「生活に心配なことや不便なことがある」等のときは、担当区域の地域包括支援センターや市役
所の高齢福祉課の窓口へ相談してください。
状況に応じたサービスの紹介や必要な手続き等の説明・受付等をします。

非該当
本人の心身の状態

と意向を検討して、基
本チェックリストの
実施により、一般介護
予防事業や介護予防・
生活支援サービスが
利用できます。

要支援１・２
本人の心身の状態

と意向を検討して、介
護予防・生活支援サー
ビスや介護予防サー
ビスが利用できます。

要介護１～５
介護サービスが利

用できます。
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介護サービスを利用する要介護１～５の方

介護予防サービスを利用する要支援１・２の方

介護予防・生活支援サービスを利用する方

基本チェック
リストの実施

介護サービス
が利用できます。

介護予防サービス
が利用できます。

介護予防
・

生活支援
サービス

が利用できます。

居宅介護
支援事業
所に連絡
します。

地域包括
支援 セン
ター に 連
絡します。

地域包括
支援 セン
ター に 連
絡します。

入所を希望する介護保険施
設に直接申し込みます。

施設のケアマネジャー等が
ケアプランを作成します。

居宅介護支援事業所のケア
マネジャーが、本人や家族、
サービス事業者と話し合い、
ケアプランを作成します。

地域包括支援センターや居
宅介護支援事業所のケアマ
ネジャー等が、本人や家族、
サービス事業者と話し合い、
ケアプランを作成します。

地域包括支援センターや居
宅介護支援事業所のケアマ
ネジャー等が、本人や家族、
サービス事業者と話し合い、
ケアプランを作成します。

サ ー ビ ス
事 業 者 と
契約 し ま
す。

サ ー ビ ス
事 業 者 と
契約 し ま
す。

サ ー ビ ス
事 業 者 と
契約 し ま
す。

（住民主体
の サ ー ビ
ス以外）

居宅でサービスを利用する人

施設に入所する人

へＰ６・12

※　全国一律の介護保険給付サービスではなく、
市町村が独自に行う介護予防の事業です。

チェックリストにより自立した生
活が送れると判断できる方

チェックリストにより生活機能の
低下が認められる方（事業対象者）

一般介護予防事業
（65歳以上のすべて
の 方 が 対象者 で あ
る、生活機能の改善
や生きがい作りを重
視した介護予防に役
立つ事業）
が利用できます。

65歳以上の
すべての方

ケアプランとは？
介護・支援が必要な方

が利用するサービスの種
類や内容を決めた、介護
サービスの利用計画のこ
とです。

ケアマネジャー
（介護支援専門員）とは？

介護の知識を広く持った専
門家です。サービス利用者や家
族との相談やケアプランの作
成、利用者とサービス提供者の
間での連絡調整等をします。
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介護保険サービスを利用するためのケアプランの作成を行うことができる市内の居宅介護支援事
業所は、次のとおりです。

事　業　所　名 所　在　地 電　話

小規模多機能型居宅介護遊楽苑九之坪 九之坪竹田83番地 26‒7588

小規模多機能あったか倶楽部じゃがいも 九之坪白山81番地 23‒4008

サテライト小規模多機能あったか倶楽部じゃがいも 片場都34番地3 55‒5315

※「 特別養護老人ホーム 五条の里 」（TEL21-5551）「 特別養護老人ホーム あいせの里 」（TEL22-4611）も、西
春日井福祉会居宅介護支援事業所の窓口になっています。 

　ケアプランの作成を行うとともに、通い、訪問、宿泊によるサービスを組み合わせて一体的に提供する
ことにより、在宅での生活をサポートする事業所です。

小規模多機能型居宅介護

令和３年3月現在

令和３年3月現在

２　市内の居宅介護支援事業所

事　業　所　名 所　在　地 電　話

愛ケアプランセンター 九之坪天下地103番地 90‒0891

株式会社福祉の里北名古屋西ケアプランセンター 法成寺ツナギ畑107番地１ 24‒8671

株式会社福祉の里北名古屋東ケアプランセンター 熊之庄屋形3391番地1 27‒6812

北名古屋市社協 居宅介護支援事業所もえの丘 熊之庄大畔48番地 26‒2725

ケアプランセンターさふらん西春 沖村沖浦160番地
内田ビル2階 65‒6221

済衆館介護保険サービス・ケアプランセンター 鹿田西村前111番地 26‒2156

しかつケアサービス 鹿田廻間109番地 39‒5278

じゃがいも北名古屋介護支援センター 西之保深坪67番地3 54-1771

ハートプランナンブ西春 西之保青野東53番地１ 22‒5551

山田クリニック 熊之庄屋形3377番地2 23‒0598

洋洋園介護保険サービスセンター 法成寺松の木47番地 21‒4448

居宅介護支援事業所かなめ 沖村東ノ郷65番地5 090‒
4198‒8711
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基本チェックリスト
該当者（ 事業対象者 ） 要支援１・要支援２の方 要介護1～要介護５の方 サービス利用の

上限

訪問を受
けて利用
する

・介護予防・日常
生 活支 援 総合
事 業 の訪 問 型
サービス

（基準緩和型）
・市民主体型訪問

サービス

・介護予防・日常生活支援
総合事業（従来型・基準緩
和型）訪問介護※

・市民主体型訪問サービス
・介護予防訪問リハビリテ

ーション
・介護予防訪問入浴介護
・介護予防訪問看護
・介護予防居宅療養管理指導

・訪問介護
・訪問入浴介護
・訪問看護
・訪問リハビリテー

ション
・居宅療養管理指導

要介護（支援）状
態区分等により、
１か月に利用で
きる上限額が設
定されています。

通所して
利用する

・介護予防・日常
生 活支 援 総合
事 業の 通 所 型
サービス

（基準緩和型）

・介護予防・日常生活支援
総合事業（従来型・基準緩
和型）通所介護※

・介護予防通所リハビリテ
ーション

・通所介護
・通所リハビリテー

ション

短期入所
する

・介護予防短期入所生活介護
・介護予防短期入所療養介護

・短期入所生活介護
・短期入所療養介護

居宅での
暮らしを
支える

・介護予防福祉用具の貸与 ・福祉用具の貸与

・特定介護予防福祉用具
購入費の支給

・特定福祉用具購入
費の支給

10万円(４月～
翌年３月)までご
利用いただけま
す。

・介護予防住宅改修費の
支給

・住宅改修費の支給 20万円までご利
用いただけます。

在宅に近
い暮らし
をする

・介護予防特定施設入所者
生活介護

  （有料老人ホーム等）

・特定施設入所者生
活介護

  （有料老人ホーム等）

要介護（支援）状
態区分により、１
日の利用金額が
設定されていま
す。

【 在宅サービス 】
３　利用できるサービス

※継続的に利用している場合は要介護認定を受けた方も利用できます。
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【 地域密着型サービス 】

【 施設サービス 】

４　利用者負担額の軽減制度など

　　　介護保険サービスを利用する方で低所得世帯に属する方

　　　介護保険サービスの自己負担額等が高額になる方

住
み
慣
れ
た
地
域
で
生
活
を
支
援
す
る

要支援1・要支援2の方 要介護1～要介護5の方 サービスの内容

介護予防認知症対応型共同
生活介護（グループホーム）
※要支援 2 の方のみ

認知症対応型共同生活
介護（グループホーム）

認知症である方が介護職員の介護
を受けながら生活する住宅です。

介護予防小規模多機能型居
宅介護

小規模多機能型居宅介
護

「通い」を中心に「泊まり」「訪問」の
3つのサービスを組み合わせて利
用いただけます。

地域密着型特定施設入
居者生活介護

施設のサービス計画に基づいた介
護（入浴、排泄、食事等）と機能訓
練、療養上の世話等を受けながら
生活する施設です。

定期巡回・随時対応型
訪問介護看護

日中・夜間を通じて、訪問介護と訪
問看護を一体的に、又は密接に連
携しながら、定期巡回訪問と随時
の対応を行います。

地域密着型通所介護
定員18人以下の小規模な通所介
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行います。

施
設
に
入
所
す
る

要支援1・要支援2の方 要介護1～要介護5の方 サービスの内容

介護老人福祉施設
（特別養護老人ホーム）
※原則要介護３以上の方

常時介護が必要で、自宅での生活
が困難な方が、入所して日常生活
上の支援や介護が受けられます。

介護老人保健施設
（老人保健施設）

状態の安定している方が自宅へ復
帰できるように、リハビリテーショ
ンを中心としたケアを行います。

介護療養型医療施設
（療養病床等）

急性期の治療を終え、長期の療養
を必要とする方のための医療施設
です。

介護医療院

長期的な医療と介護のニーズを併
せ持つ高齢者を対象とし、日常的な
医学管理や、看取りやターミナルケ
ア等の医療機能と、生活施設として
の機能とを兼ね備えた施設です。

　　　・施設入所や短期入所（ ショートステイ）を利用したときの居住費・食費の軽減制度
　　　・高齢者夫婦のいずれかが施設入所により個室に入ったときの居住費・食費の軽減制度
　　　・社会福祉法人等による利用者負担額の軽減制度

　　　・高額介護サービス費・高額医療合算介護サービス費の支給
　　　詳しくは、高齢福祉課  介護保険担当まで
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サービス名 内　　　　容 対象者 申込 問合
わせ

男性のため
の料理教室

四季折々の旬の食材を使い、初心者にも分かりや
すく栄養と料理の基本を学んでいただける教室です。
(全３回)

おおむね65歳
以上の方

必要

地
域
包
括
ケ
ア
推
進
室

第1クール
◇もえの丘 (全３回)

　6/10(木)
　6/17(木)
　6/24(木)

第2クール
◇健康ドーム(全３回)

　10/ 5 (火)
　10/12(火)
　10/19(火)

◎時　間　午前10：00～午後1：00
◎参加費　１回500円

回想法
スクール

懐かしい生活用具などを用いて、かつて経験したこ
とや過去のことに思いをめぐらすことで、脳を活性化
させ、気持ち（心）を元気にする教室です。（全８回）

おおむね65歳
以上の方

必要

第１期
◇回想法センター

8/26(木) ～ 10/21(木)
毎週木曜日

（9/23は休み ）
◎午後 1：30～2：30

第２期（ 男性専科 ）
◇西部北地域包括支援
　センター
1/26(水)～3/23(水)
毎週水曜日

（2/23は休み ）
◎午前 10：00～11：00

頭の健康度
測定

頭の健康度を知り、元気な脳を維持するための方
法を学びます。

おおむね60歳
以上の方

必要
第１期
◇コミュニティセンター
　(全２回)
5/24(月)・6/7(月)
◎午後 1：30～3：00

第２期
◇総合体育館
　(全２回)

10/5(火)・10/19(火)
◎午前 10：00～11：30

認知症
予防運動

コグニサイズ
ボランティア

講座

認知症予防の運動（コグニサイズ）を主に体験し
ます。コグニサイズを覚えて普及していただけるボラ
ンティアを養成します。

地域や団体で
コグニサイズ
を普及・継続す
ることに興味
のある方（平日
のボランティ
アが行える方）

必要◇コミュニティセンター（ 全5回 ）

10/19(火)～11/16(火)
毎週火曜日
◎午後 1：30～3：30

北名古屋市役所のサービス2

生きがい健康づくり・介護予防
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北名古屋音頭の曲に合わせて行う、転倒予防の要素を含んでいる体操です。
●ＤＶＤの貸出・映像の公開

市内在住・在勤の方にＤＶＤを貸し出したり、北名古屋市のホームページで映像を公開しています。

●出前講座の実施
北名古屋体操普及会（ホットピンク）の方が北名古屋体操を指導します。
※詳しくは高齢福祉課 地域包括ケア推進室までお問い合わせください。

～生活習慣病予防、骨折・転倒予防へのとりくみ～
  体操クラブ、コグニサイズ、高齢者ふれあいサロンなど、運動の拠点を増やす

～お互い様で支え合う地域づくり・人づくり～
  介護専門職以外の新たな支え手の確保

～地域の情報をみんなが知る～
  わかりやすくお知らせできる機会の提供

３
つ
の
提
案

北名古屋体操◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦

住み慣れたまちで、支え合いながら、安心して暮らしていきましょう

高齢者等地域見守り活動に関する協定先
「 高齢者等地域見守り活動に関する協定 」を締結しています

　社会から孤立する恐れのある世帯を行政等の適切な支援につなげ、孤立死の発生を未
然に防止することにより地域の福祉の向上を図ることを目的に、協定を締結しています。

○いちい信用金庫西春支店、師勝支店
○瀬戸信用金庫西春支店　　　　○中日信用金庫西春支店
○西春日井農業協同組合本店　　○三菱ＵＦＪ銀行
○十六銀行師勝支店　　　　　　○大垣共立銀行師勝支店
○百五銀行西春支店　　　　　　○愛知銀行師勝支店、西春支店
○名古屋銀行師勝支店　　　　　○中京銀行師勝支店
○第一生命保険株式会社

※協定先

開催日 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

セルプしかつ ７
21

12
19

２
16

７
21 休み １

15
６
20

10
17

１
15

５
19

２
16

２
16

地域ふれあい食事会◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦
身近な場所に出向いて交流が持てるよう、ふれあい食事会とふれあい喫茶を開催します。
◎対象者　おおむね65歳以上の方

【 問合わせ 】　地域包括ケア推進室

◎食事：第１・3水曜日（ 祝日の場合は翌週 ）　１食200 ～ 350円　
◎喫茶：月～金曜日　飲み物１杯200円（ 食事のある日は150円 ）

◇セルプしかつ
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基本チェックリスト 基本チェックリスト記入日　令和　　　年　　　月　　　日

年齢に伴う身体機能の衰えを、初期の段階で発見するための調査票を「基本チェックリスト」とい
います。運動機能・口腔機能（食べ物を飲み込む機能）・栄養状態等の各項目に自己チェックをしてい
ただくことで、小さな衰えを早期に発見することができます。
●高齢福祉課の窓口等で、介護予防・日常生活支援総合事業の利用を希望される方や、身体機能の自

己チェックを希望される方に実施します。
●令和３年度は、75歳（昭和21年４月２日～昭和22年４月１日生まれ）で、介護保険未認定の方に

郵送します。

「基本チェックリスト」で、小さな衰えを自己チェック。
元気なうちから健康づくりや介護予防に取り組むことで、自立した生
活を続けることができ、要介護になる時期を遅らせることができます。
介護予防教室や地域でのさまざま活動に積極的に参加しましょう。

「基本チェックリスト」により事業対象者（P2参照）と判定された方は、介
護予防・生活支援サービスを利用することができます。

基本チェックリスト◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦

介護予防のための
自己チェックとしての

基本チェックリスト

介護予防・生活支援
サービス利用のための
基本チェックリスト

氏　　名 生年月日 M. T. S     　　　年　　　　月　　　　日

住所・電話 北名古屋市　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　）　　　　ー
1 バスや電車で１人で外出していますか はい いいえ
2 日用品の買い物をしていますか はい いいえ
3 預貯金の出し入れをしていますか はい いいえ
4 友人の家を訪ねていますか はい いいえ
5 家族や友人の相談にのっていますか はい いいえ
6 階段を手すりや壁をつたわらずにのぼっていますか はい いいえ
7 椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか はい いいえ
8 15分位続けて歩いていますか はい いいえ
9 この１年間に転んだことがありますか はい いいえ
10 転倒に対する不安は大きいですか はい いいえ
11 6か月間で2～3kg以上の体重減少がありましたか はい いいえ
12 身長（　　　　　.　　　cm）　　体重（　　　　　.　　　kg）　　BMI（　　　　　　）
13 半年前に比べて堅いものが食べにくくなりましたか はい いいえ
14 お茶や汁物等でむせることがありますか はい いいえ
15 口の渇きが気になりますか はい いいえ
16 週に1回以上は外出していますか はい いいえ
17 昨年と比べて外出の回数が減っていますか はい いいえ
18 周りの人から「いつも同じ事を聞く」などの物忘れがあると言われますか はい いいえ
19 自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか はい いいえ
20 今日が何月何日かわからない時がありますか はい いいえ
21 最近2週間、毎日の生活に充実感がない はい いいえ
22 最近2週間、これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった はい いいえ
23 最近2週間、以前は楽にできていたことが今ではおっくうに感じられる はい いいえ
24 最近2週間、自分が役に立つ人間だと思えない はい いいえ
25 最近2週間、わけもなく疲れたような感じがする はい いいえ

チェックリストの判定をご希望の方は、地域包括ケア推進室までご相談ください。

8



口腔観察チェック

項　　目
◆こんなことがありませんか？
 「ない・ある」の当てはまる方に □ をつけてください。 気になること

ない ある 「ある」の例
A 口臭がある ない □ ある □ 吐く息が臭う。話をする時に臭いがする。

B 食事時間がかかる 30 分以内□ 30 分以上□ 食事を食べ終えるまでに３０分以上かかる。
（会食でない場合）

C 口腔乾燥がある ない □ ある □ くちびるが乾いている。
舌がひからびている。

D 言葉が不明瞭 ない □ ある □ 言葉がはっきりしない。
ろれつが回らない。声が小さい。

E よだれがよく出る ない □ ある □ 常に服の胸あたりが濡れている。
何も飲食していない時にむせる。

Ｆ むせることがある ない □ ある □
水分を飲むとむせる。
食べ物でむせる。
何とは言えないが食事中にむせる。

Ｇ 口の中が痛い　 ない □ ある □
歯の痛みがある。
歯ぐきの痛みがある。
舌の痛みがある。喉（のど）の痛みがある。

Ｈ 自分の歯がある ない □ ある □
Ｉ 義歯がある ない □ ある □

　いつまでもお口の力を保ち続けることは、おいしく食べたり会話を楽しむためだけでなく、誤嚥
性肺炎の予防や認知症の予防にもつながります。
　そのため、お口のサインに早く気づき、機能を維持・向上させる取り組みが大切です。
　この口腔観察チェックの項目に答えて、お口の機能を確認してみましょう。
　ＡからＧのいずれかに「ある」（「30分以上」）と □ がついた方は、一度、お近くの歯科医院にご相
談ください。

事業名 内　　　　容 対象者 申　込 問合
わせ

ほっとひといき
リフレッシュ

介護をしている人同士の交流や情報
交換、気分転換のための催しや勉強会
などを実施します。

介護をしている方等
（介護を受けているご
本人も一緒に参加でき
ます。）

送迎希望の方は
必要

（東地区のみ）

地
域
包
括
ケ
ア
推
進
室

◎実施回数　年12回
   4/28（水）・  5/21（金）・  6/24（木）・7/12（月）・8/26（木）・9/28（火）
 10/20（水）・11/25（木）・12/21（火）・1/26（水）・2/15（火）・3/15（火）  

　認知症は、早期発見・支援が大切です。日常の小さな変化を見過ごさないことです。
少しでも「おかしいな」と思ったら、かかりつけ医や地域包括ケア推進室などに早めに
相談してください。
　また、認知症チェックシートが北名古屋市のホームページや窓口においてありますので、チェッ
クしてみましょう。

（この認知症チェック項目は、あくまでも目安です。認知症の診断をするものではありません。）

認知症の方や家族の支援事業
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事業名 内　　　　容 対象者 申　込 問合
わせ

認知症高齢者等
見守りサポート

行方不明になるおそれのある認知症
高齢者などの居場所が分からなくなっ
たときに、その居場所を発見するシステ
ムを活用することにより、早期に発見し
て安全を確保します。
◎サービス内容

認知症高齢者などの衣服や持ち物な
どに発信機を付け、家族がリアルタイ
ムに居場所を検索できます。

◎利用料　月額500円

おおむね65歳以上の
行方不明になるおそれ
のある認知症高齢者
等を在宅で介護してい
る方、所在が不明とな
るおそれがある障害の
ある方を在宅で介護し
ている方

窓口で申請して
ください。

地
域
包
括
ケ
ア
推
進
室

徘徊高齢者等
事前登録制度

行方不明になるおそれのある方の写
真や緊急連絡先等の情報を登録するこ
とができ、登録内容は西枇杷島警察署
に情報提供されます。行方が分からなく
なった際の捜索に役立ちます。

行方不明になるおそれ
のある認知症高齢者、
所在が不明となるおそ
れがある障害のある方

基本情報の用紙
が窓口にありま
すので、記入の
上提出してくだ
さい。

認知症高齢者等
個人賠償責任

保険の加入助成

上記認知症支援基本情報の登録を行った方の内、一定の要件を満たす方に対して、偶
然の事故等で損害賠償責任を負った場合などに、保険金を受け取ることができる保険
への加入を助成します。詳しくは市役所高齢福祉課地域包括ケア推進室までお問い合
わせください。

　認知症について正しく理解し、高齢者や認知症の人への対応の仕方や
支援の方法を学ぶ教室です。
　◎実施場所　総合体育館　   6/16（水）
　　　　　　　健康ドーム　 11/30（火）
　◎時　　間　13：30～15：30
　◎参　加　費　無料
※団体、グループでの講座開催の依頼も受けますので、地域包括ケア推進室までご連絡ください。

認知症を隠さず暮らせるまちづくり
小さな

助け合いから
始めませんか

●認知症サポーター養成講座

●「おれんじスペース」の登録
認知症になっても自分らしく暮らし続けられる環境「認知症バリアフリー」

の地域を目指して、市では認知症の人やその家族が安心して過ごせる場を提供
できる施設や個人宅などを「おれんじスペース」として登録する事業を始めまし
た。登録者には、認定ステッカーを進呈します。また、市のホームページや刊行
物に掲載します。
　◎対象　次のいずれにも該当する商業施設や店舗、医療介護福祉施設、

公共施設、個人宅など。
⑴　市民が気軽に集い語り合い、認知症の人やその家族が利用しやすい居場所を提供できる。
⑵　市が開催する事業等の啓発に協力できる。
⑶　宗教活動及び政治活動を目的としない。

　◎申込　高齢福祉課窓口、又はホームページで申請書をダウンロードし、メール又はFAXで。
※地域包括ケア推進室までご連絡ください。
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●若年性認知症コールセンター TEL 0800ー100ー2707
65歳未満の方の電話相談ができます

　◎受付時間　月～土曜日（ 祝日・年末年始を除く ）　10：00 ～15：00

北名古屋市西部北地域包括支援センター

済衆館病院 認知症疾患医療センター 専門医療相談

北名古屋市西部南地域包括支援センター

済衆館病院 地域医療連携室 TEL 0568-21-1732

TEL 0568-54-1113

TEL 0568-21-0811（ 代表 ）

TEL 0568-54-5571

◎担当地域　石橋・中之郷・宇福寺・北野・法成寺・鍜治ケ一色・徳重・弥勒寺・山之腰
◎受付時間　月～金曜日（祝日・年末年始を除く）8：30 ～ 17：15

　都道府県が指定する病院に設置するもので、認知症の診断や認知症の周辺症状および身体
合併症の急性期対応、専門医療相談などを実施しています。
　ご本人・ご家族の認知症状が気になる場合は、まずお電話にてお問合せください。
◎受付時間　月～金曜日（祝日・年末年始を除く）9：00～16：30

◎担当地域　九之坪・西春駅前・加島新田・野崎・沖村・西之保
◎受付時間　月～金曜日（祝日・年末年始を除く）8：30 ～ 17：15

◎受付時間　月～金曜日（祝日・年末年始を除く）9：00 ～ 17：00

●おたがいさまねっとメールの登録

●認知症疾患医療センター

迷い人の捜索情報、認知症に関する情報、研修会・講演会などの開催案内などを配信しています。
多くの人に迷い人の捜索情報等を配信することで、正確に早く情報を知っていただくことができ、
早期発見につながります。

ぜひ登録をお願いします。

ＱＲコードもご利用ください。

以下のメールアドレスに空メールを送信してください
ninchi.kitanagoya-wlf2@raiden3.ktaiwork.jp
ninchi.kitanagoya-wlf2@raiden3.ktaiwork.jp
からのメールが受信できるように設定してください。

●認知症初期集中支援チームの派遣
市内にお住まいの40歳以上の方で自宅で生活をして

おり、右のいずれかに該当する方は、下記のいずれかへ
ご相談ください。

地域包括ケア推進室 TEL 0568-22-1111

①認知症の診断を受けていない方
②医療や介護サービスを未利用又は中

断している方
③症状が不安定で対応に困っている方

◎受付時間　月～金曜日（祝日・年末年始を除く）8：30 ～ 17：15
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地域のボランティアによる事業
事業名 内容・対象者 手続き 問合

わせ

高齢者
見守り

活動事業

地域全体で高齢者に対する見守りや声かけを行い、高
齢者の安否を日常的に確認し、異常等を発見したときに迅
速に対応でき、自立した生活を継続できるよう支援します。
＜対象者＞ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯などで
地区民生委員が必要と思われる方

窓口でご相談く
ださい。

地
域
包
括
ケ
ア

推
進
室

いきいき隊の
出張回想法

体験

回想法スクール卒業生の会「いきいき隊」が、出張してグ
ループ回想法の体験を行います。笑顔の花を咲かせましょう。
◎所要時間 １時間程度  ◎人数 ８人以上  ◎費用 無料
※回想法スクールはＰ6に掲載しています
＜対象者＞市民

回想法センター
（24-5337）へ電
話で申し込んで
ください。

回
想
法
セ
ン
タ
ー

自分史作成 ボランティアが生育歴、生活歴の聞き取りを行い、自分
史としてまとめる支援を行います。

窓口で申請してく
ださい。

地
域
包
括
ケ
ア

推
進
室コグニサイズ

体験出前講座
コグニサイズ体験クラブ「楽

ら っ く  ら っ く
苦楽苦」が出張して、コグ

ニサイズを一緒に行います。10人以上で申し込んでくだ
さい。＜対象者＞市民

お問い合わせく
ださい。

地域ふれあいサロン◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦

ほっこりひろば◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦

健康ひろば◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦

認知症予防あんみつ教室◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦

コグニサイズ体験クラブ「楽
ら っ く  ら っ く

苦楽苦」◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦

気軽に集い軽い運動やレクリエーションなどを行う場所です。

気軽に集い回想法を取り入れた懐かしいおしゃべりや歌で交流を行う場所です。

椅子に座ってできる運動を中心に行います。

認知症予防に効果があるゲームと交流による楽しい教室です。

認知症予防の取り組み「コグニサイズ 」を行います。

◎実施場所

◎参加費　１回100～300円　　◎対象者　おおむね65歳以上の方　　◎申込　不要(直接会場にお越しください)

◎対象者　おおむね65歳以上の方で、医師から運動を止められていない方　　　◎申込　不要

中之郷公会堂・宇福寺公会堂・北野ふれあいセンター・文化勤労会館・法成寺公会堂・県営西春住宅集会所・
山之腰公会堂・徳重公会堂・米野公民館・弥勒寺集会所・青野集会所・九之坪西会館・加島会館・グリーン
シティ集会所・薬師寺公民館・もえの丘・東公民館・能田公民館・高田寺学習等供用施設・ふたば荘・名鉄
住宅集会所・名古屋トヨペット西春店・久地野公民館・コミュニティセンター・鹿田学習等供用施設

【問合わせ】　地域包括ケア推進室

【問合わせ】 地域包括ケア推進室

【問合わせ】 地域包括ケア推進室

【問合わせ】 地域包括ケア推進室

【問合わせ】 地域包括ケア推進室

コミュニティセンター 毎月第2木曜日 ◎参加費　１回100円～ 200円程度
◎時　間　午後1：30 ～ 3：30
◎対象者　おおむね65歳以上の方
◎申　込　不要

もえの丘 毎月第2金曜日　2月は第１金曜日
九之坪南会館 毎月第3木曜日　1月は第4木曜日

総合体育館 毎月おおむね第2・4木曜日 ◎時　間　午後1：30～3：30
◎定　員　30名　◎参加費　1回300円コミュニティセンター 毎月おおむね第1・3木曜日

健康ドーム おおむね第1・3火曜日 ◎時間　午前9：30 ～ 正午 ◎参加費　無料
（ 交流会実施の場合、有
料になる場合があります ）

もえの丘 おおむね第3金曜日を除く毎週金曜日 ◎時間　午前9：30 ～ 正午
久地野公民館 おおむね第2・4火曜日 ◎時間　午前9：30 ～ 正午

鹿田学習等併用施設 おおむね第1 ～第4金曜日 ◎時間　午前10：00 ～11：30
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サービス名 内　　　　容 対象者 手続きに
必要なもの

問合
わせ

介護者
支援金支給

　要介護者を在宅で常時介護している
介護者の経済的な負担を軽減するため、
介護者に対し、支援金を支給します。
◎支給額　月額 5,000円
◎支給月　９月 （ 4 ～ 9 月分を支給）
　　　　　３月 （10～ 3 月分を支給）

要介護4又は5の方と
同居し、常時介護して
いる主たる介護者の方
※1か月以上入院・入所
された場合は、受給資
格がなくなります。

・介 護 者（受
給者）の振込
先が分かるも
の
・被介護者の
介 護 保 険 被
保険者証

高
齢
者
担
当

高齢者
タクシー料金

助成

在宅の高齢者が通院・買物など日常
生活における移動手段としてタクシー
を利用する場合は、タクシー料金の一
部を利用券で助成します。

当該年度末に満85歳
以上の在宅の方
※初年度のみ要申請
2年目以降は市から配
布します。

特 に あ り ま
せん

出張理髪
料金補助

　在宅の要介護状態などの方が自宅で
理美容事業者から受ける出張理髪の料
金を補助します。
◎補助額
　１回5,800円
　（１事業年度につき２回まで）
　※10月以降の申請は１回まで

在宅で生活し外出が困
難な方で、次のいずれ
かに該当する方
①要介護3～5の在宅

の方
②身体障害1又は2級

に該当する在宅の方
③上記に準ずる方

・介護保険被
保険者証
・身体障害者
手帳

寝具乾燥
サービス

日常生活上の良好な衛生状態を保つ
ため、寝具を乾燥します。
◎利用料（利用者負担額）

・寝具乾燥　月額230円

寝具の衛生管理が困難
な方で、次のいずれか
に該当する方
①おおむね65歳以上の

ひとり暮らしの方
②高齢者のみの世帯又

はこれに準ずる世帯
に属する高齢者の方

③身体障害者手帳を所
持する方

・身体障害者
手帳

緊急通報
システム

ひとり暮らしの高齢者などが屋内で
緊急事態（病気や事故）が発生したとき
に、迅速かつ適切な対応を図るため、緊
急通報システム装置を設置します。緊
急事態のときや安否確認に、ワンタッチ
ボタンや人体感知センサーの作動で委
託会社へ通報し、必要に応じ消防署・警
察署などの出動依頼することで、日常生
活上の不安を軽減します。
◎利用料　無料
（電話回線の基本料金及び緊急時以外の
通話料金は、利用者の負担となります。）

近隣に親族のいない方
で次のいずれかに該当
し、身体上の疾患等に
より日常生活を営む上
で困難を要する方
①おおむね65歳以上の

ひとり暮らしの方
②高齢者のみ世帯で寝

たきりなどの方がい
る世帯

③身体障害１～３級のひ
とり暮らしの方

・身体障害者
手帳

（鍵預かり事業） オプション
　委託会社にて鍵を厳重に保管し、緊
急時に使用することで早期に救命・救
出するためのものです。

おおむね65歳以上の
ひとり暮らしで緊急通
報システムを利用して
いる方
月額330円（1年間 の
前払い）

生活を支えるサービス
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サービス名 内　　　　容 対象者 手続きに
必要なもの

問合
わせ

配食
サービス

　食事の定期的な配達による安否確認
を行います。
◎サービス内容
●昼食又は夕食を配達します。ただし、

委託事業者により、配達できる時間
帯や曜日が異なります。

●食の自立支援を図るため、対象者の
食や生活習慣を定期的におたずねし
ます。

◎補助額
　１食につき200円を市で補助します。
◎利用者負担額
　配達業者により金額が異なります。
◎市または地域包括支援センターの職

員が訪問し、対象者の状況に応じて、
利用日・利用回数を決定します。

次のいずれかに該当し、
心身の障害等により、買
い物や調理が困難で、
近隣に親族がいないた
めに他に食事支援を受
けることができない方
①おおむね65歳以上
のひとり暮らしの方
②高齢者のみの世帯及
びこれに準ずる世帯の
方
※昼間独居、ヘルパー
やデイサービス等の利
用日は補助対象となり
ません。
※対象者の状況によっ
ては、配食サービスの
利用対象とならない場
合があります。詳しくは、
市役所高齢福祉課地域
包括ケア推進室までお
問い合わせください。

特 に あ り ま
せん

地
域
包
括
ケ
ア
推
進
室

介護用品
支給

　要介護者を在宅で介護している家族
介護者に対し支援し、経済的な負担の
軽減や介護の継続・改善を図るため、介
護用品を支給します。
◎支給する介護用品
　紙おむつ、尿とりパット、清拭剤など
◎支給方法
　直接電話などで委託事業者へ請求し

ていただくことにより宅配します。
◎支給額
　年額75,000円（月30,000円まで）

要介護4又は5の方を
在宅で介護している市
民税 非課税世帯の方

・被介護者の
介 護 保 険 被
保険者証

施設
短期入所

　一時的に居宅で生活することが困難
な方に、特別養護老人ホームの短期入
所を支援します。
◎利用者負担額
　介護保険法による介護予防短期入所

生活介護に要する利用者負担相当額
（給付費の１割相当額に、居住費・食
費などの自己負担額を加えた額）

おおむね65歳以上で、
介護保険で非該当と認
定された方又はそれに
相当する方で、基本的
生活習慣が欠如してい
たり、対人関係が成立
しないなど社会適応が
困難な方

・健康診断書
（施設指定様
式）

もしもの
ときの

ハンカチ
配布

　外出時に氏名や住所などが記入され
た「もしものときのハンカチ」を携帯す
ることで病気や不慮の事故等で緊急搬
送されたとき、また、認知症の方が行方
不明になった際に役立てていただくも
のです。

市内在住の65歳以上
で希望する方

特 に あ り ま
せん

救急医療
情報キット

配布

　年齢やかかりつけ医などを記入した
救急情報シートを常備しておくことで緊
急時の救命活動に役立てるキットです。

市内在住でおおむね
65歳以上の方

特 に あ り ま
せん
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社会福祉協議会では、居宅介護支援事業(ケアプラン作成)、訪問介護事業（ ホームヘルプサー
ビス ）、通所介護事業（ デイサービス ）を次のとおり行っています。

サービスの種類 事　業　所　名 所　在　地 電　話
居宅介護

支援
北名古屋市社協
居宅介護支援事業所もえの丘

総合福祉センターもえの丘内
熊之庄大畔48番地

（ 直通 ）
26-2725

訪問介護
北名古屋市社協
ホームヘルパーステーション
もえの丘

（ 直通 ）
26-2728

通所介護 北名古屋市社協
デイサービスセンターもえの丘

（ 直通 ）
26-2724

北名古屋市社会福祉協議会のサービス3

介護保険サービス

サービス名 内　　　　容 対象者 手続きに
必要なもの

問合
わせ

成年後見
制度

利用助成

　判断能力が不十分な認知症高齢者
や知的障害や精神障害を有する方な
どが成年後見制度を利用する場合に、
その利用を支援するために、申立て費
用などの全部又は一部を助成します。
◎助成額
　審判請求を行うときの費用及び成
年後見人などの報酬の全部又は一部
のうち市長が必要と認める額

高齢者又は知的障害
者福祉法などの規定に
より民法に規定する後
見開始の審判などの
請求を行うことが必要
と認める方で、生活保
護者及びそれに準ずる
方

・申請書に必
要な添付書
類

地
域
包
括
ケ
ア
推
進
室
・

社
会
福
祉
課

市民主体型
訪問

サービス

シルバー人材センター等が家庭を
訪問し、買い物や掃除などの簡易な家
事サービスを実施します。
◎自己負担額
30分未満　　　　　　1回100円
30分以上60分未満　  1回200円

次のいずれかに該当
し、他の訪問介護サー
ビスを利用していな
い方
①要支援1又は2の方
②基本チェックリス
トで事業対象者と判
定された方

特にありま
せん

地
域
包
括
ケ
ア
推
進
室
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サービス名 内　　　　容 対象者 手続きに
必要なもの

日常生活自立
支援事業

日常生活に不安を抱えている認知症高齢
者、知的・精神障害を有する方等が、安心して
暮らすために、福祉サービス利用の手続きや
日常的金銭管理等の援助を行います。
◎利用者負担額
・福祉サービスの利用援助及び日常的金銭
　管理サービス
　１回  1,200円（生活保護の方は無料）
・通帳、印かんなどの預かりサービス
　年間  3,000円（月額250円）

日常生活に不安を抱
えている認知症高齢
者、知的・精神障害
を有する方等で、自
分ひとりで契約等の
判断をしたり、お金
の出し入れ・書類の
管理等をすることに
不安のある方

サービスの
提供に当た
って は 、支
援計画の作
成・契 約 が
必要となり
ます の で 、
事前に社協
へご相談く
ださい。

生活困窮者
自立相談
支援事業

相談支援員がお話を伺い、生活に困窮して
いる原因や問題を整理し、必要な支援を実施
していきます。
◎費用　無料

主に経済的な理由で
生活が不安定な方

（ 生活保護の方を除く）

特にありま
せん

車椅子仕様
車輌貸出

車椅子使用者の移動のために車が必要な方
に、車輌（軽自動車）を貸し出します。利用希
望の 2 か月前から 2 日前まで受け付けます。
◎貸出期間　３日以内
※燃料費は走行距離にて精算となります。
降雪や暴風雨等・荒天が予想される場合
は、貸出を制限させていただきます。

車椅子使用者のため
に車輌を必要とし、
運転者を確保できる
方

・運転者の
免許証の写
し

車椅子貸出

一時的に車椅子を必要とする方に、車椅子
を無料で貸し出します。利用希望日の３日前
から受け付けます。
◎貸出期間 
　使用者一人につき同一月内で１回限り 
　7日以内

車椅子を必要とする
方
※介護保険法等他の制度
で対応が可能な方は原則
他の制度での利用となり
ます。

特にありま
せん

在宅ひとり
暮らし高齢者
牛乳等配達

ひとり暮らし高齢者の方へ、安否確認の一
環として牛乳等を配達します。
◎利用者負担額  年間 6,000円（月額500円）
◎配達品

次のいずれか１種類〔週２本〕を配達します。
　◇牛乳　◇コーヒー（ 乳飲料 ）

満75歳以上で安否
確認の必要性がある
在宅ひとり暮らしの
方

特にありま
せん

移送サービス

　家族等での移送が困難な高齢者や障害を有
する方を、移送（ 運転 ）ボランティアの協力
により病院や公共施設へお送りします。
　ただし、社協本所もしくは、もえの丘から
直線で10㎞までです。
※申請から利用まで約２週間かかります。
◎利用料　無料　　◎利用日　月～金曜日

（休日・12月28日～1月4日を除く）
◎利用時間　午前９時～午後５時
◎利用回数　月２回まで

家族等で移送するこ
とが困難な高齢者や
障害を有する方
※車椅子での利用はで
きますが、ストレッチャー
での利用はできません。

特にありま
せん

援護が必要な方のサービス

※市内に親族がいる方、また市が実施している緊急通報システム・配食サービスを受けている方は除きます。
　その他、福祉サービス等で安否確認ができている場合は、対象とならない場合があります。

上記サービスに関するお問い合わせは　社会福祉協議会本所　TEL 25-8500
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日常生活上の無料相談（助言・援助）

市民団体による福祉活動

サービス名 内　　　　容 対象者

司法書士相談 毎月第１・３火曜日　午後１時～3時50分（要予約）
※12月・３月は休み

日常生活において
悩み、心配ごとの
ある方

法律相談 毎月第2・3・4木曜日　午前９時～正午（要予約）

不動産取引の
悩みごと相談 毎月第３木曜日　午後１時～４時

日常生活上の相談に対し、適切な助言・援助を無料で行います。

上記相談に関するお問い合わせは、社会福祉協議会本所　TEL 25-8500

上記活動に関するお問い合わせは、社会福祉協議会本所　TEL 25-8500

サービス名 会　　場 内　　容 対　象　者

六ツ師
いきいきサロン 六ツ師中央公民館

気軽に集い、茶話会やレクリエー
ション等を楽しむ場所です。
◎参加費 100 円

おおむね65歳以上の
方で六ツ師にお住ま
いの方
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施　設　名 所　在　地 電話番号 FAX 番号

回想法センター 六ツ師 704 番地 1 24-5337 24-5337

憩いの家さかえ荘 鹿田栄 257 番地 21-0533 21-0533

憩いの家さくら荘 六ツ師町田 69 番地 23-5771 23-5771

憩いの家ふたば荘 ニ子双葉 3 番地 23-1578 23-1578

憩いの家とくしげ 徳重長池 34 番地 21-4055

高齢者活動センターしあわせの家 西之保中社 8 番地 21-0810 25-1880

高齢者活動センターふれあいの家 九之坪西城屋敷 70 番地 25-5100 25-5200

総合福祉センターもえの丘 熊之庄大畔 48 番地 26-2888 26-2731

福祉施設のご案内

北名古屋市シルバー人材センターのサービス

5

4

市内の福祉施設の所在地と連絡先は、次のとおりです。 （児童関係は除く）

　市内で、60歳以上の方が、「 自主、自立・共同、共助 」を合言葉に、それまで培った経験を活か
した就業によって、生きがいと社会貢献に寄与するため、活動されています。

上記サービスに関するお問い合わせは、北名古屋市シルバー人材センター　TEL 21-0810
※ボランティアを行っていただける方も随時募集しています。

サービス名 内　容 対　象　者

高齢者
生活支援

　おおむね 65 歳以上の方が、家庭で、毎日普通に生活していくた
めに必要な家事全般にわたります。主なものは、以下のとおりです。
　利用料金などは、下記の問い合わせ先へお尋ねください。

（1）家事援助
　①掃除、部屋の片づけ　②電球、蛍光灯の取替え
　③食事の支度　④洗濯、洗濯物干し、取込み
　⑤布団干し、取込み　⑥衣類の入替え
　⑦ゴミ出し　⑧花、植木の水やり、植替え
　⑨買い物（利用者同行の移動手段は、歩行又はタクシーとする。）
　⑩お墓周辺の除草、掃除

（2）介助
　①通院等付き添い
　   （移動手段は、歩行又はタクシーとする。）
　②身の回りの世話
　③話し相手等

おおむね65
歳以上のひと
り暮らしの方

高齢者のみの
世帯の方
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「 北名古屋レインボーネット 」は地域の医療・介護関係者が、情報共有を行うネットワークシス
テムです。

市ではこのシステムを利用し、在宅医療や介護を必要とする高齢者の在宅生活を支援しています。
「 医療・介護資源マップ 」は、地域の医療・福祉資源の情報を、目的別・業種別に検索すること

ができます。どなたでもご覧いただけますので、ご活用ください。

北名古屋レインボーネットのご案内7

https://ptl.iij-renrakucho.jp/rainbownet/kitanagoya/

北名古屋レインボーネット
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・近所の一人暮らしの高齢者が心配！
・介護保険サービスの利用方法を
　知りたい！

・健康のことに不安がある。
・もの忘れがひどくなった。
・ほとんど外出しなくなった。

・悪質な訪問販売の被害にあった。
・金銭管理に自信がなくなった。
・虐待にあっているのでは？

▽ 地域包括支援センターではこんな仕事をしています。

地域で暮らす高齢の方を、介護、福祉、健康、医療などさまざまな面から総合的に
支える拠点です。いつまでも健やかに住みなれた地域で生活していけるよう、地域
包括支援センターを積極的にご利用ください。

一人で抱え込んでいませんか！
　　こんなとき  ご相談ください！

①　さまざまな相談ごと（ 総合相談 ）
高齢の方やその家族などの介護に関する相談に応じます。

②　介護や健康のこと（ 介護予防マネジメント ）
高齢の方がいつまでも健やかにすごせるよう介護予防を支援します。介護保険で要支援１・２と
認定された方又は基本チェックリストにより支援や介護が必要となるおそれがあると判断された
方に、介護予防サービス計画を作成し要介護状態にならないように防止を図ります。

③　権利を守ること（ 権利擁護、虐待の早期発見防止等 ）
高齢の方が安心していきいきと暮らすための権利を守る支援をします。
また、虐待の早期発見のためのネットワーク構築など、高齢の方の権利擁護に努めます。

④　暮らしやすい地域のために（ ケアマネジメント支援 ）
地域のケアマネジャーの支援や、高齢の方にとってより暮らしやすい地域にするため、さま
ざまな機関と連携します。

地域包括支援センターのご案内8
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●介護保険・高齢者福祉に関するお問い合わせは

●高齢者の相談窓口はこちら

●社会福祉協議会に関するお問い合わせは

●高齢者生活支援に関するお問い合わせは

社会福祉協議会本所

住　　所 北名古屋市西之保藤塚93番地

電話番号 TEL 25－8500　FAX 25－1911

総合福祉センターもえの丘

住　　所 北名古屋市熊之庄大畔48番地

電話番号 TEL 26－2888　FAX 26－2731

シルバー人材センター　生活支援担当

住　　所 北名古屋市西之保中社8番地

電話番号 TEL 21－0810　FAX 25－1880

詳しくは、15～17ページをご覧ください。

詳しくは、18ページをご覧ください。

北名古屋市地域包括支援センター
　(担当地区：鹿田・熊之庄・六ツ師・片場・高田寺・久地野・二子・井瀬木・能田・薬師寺)

住　　所 北名古屋市役所　高齢福祉課　地域包括ケア推進室内

電話番号 TEL 22－1111（代表）　FAX 26－4477
北名古屋市西部北地域包括支援センター
　(担当地区：石橋・中之郷・宇福寺・北野・法成寺・鍜治ケ一色・徳重・弥勒寺・山之腰)

住　　所 北名古屋市法成寺ツナギ畑104番地１

電話番号 TEL 54－1113　FAX 54－1114
北名古屋市西部南地域包括支援センター
　(担当地区：九之坪・西春駅前・加島新田・野崎・沖村・西之保)

住　　所 北名古屋市西之保深坪67番地3

電話番号 TEL 54－5571　FAX 54－5570
詳しくは、20ページをご覧ください。

北名古屋市役所  東庁舎  高齢福祉課
介護保険担当・高齢者担当・地域包括ケア推進室　

住　　所 北名古屋市熊之庄御榊60番地

電話番号 TEL 22－1111（代表）　FAX 26－4477
詳しくは、１～15・18ページをご覧ください。


