
介護
ハンドブック

第2版

このハンドブックは労福協の会員内で、介護保険の基礎知識や周辺情報を学ぶための資料として
作成しています。

編集にあたり「刈谷市役所長寿課」、「かりや愛知中央生活協同組合福祉サービス室」のみなさまに
ご協力をいただきました。ありがとうございました。

労福協会員以外の使用を禁じます。

愛知県労働者福祉協議会　西三河支部

2019年8月版

最新情報のハンドブックを
ご活用ください

車いす車いす 寝たきり寝たきり

認知症認知症



1

愛知県労働者福祉協議会（労福協）西三河支部について

紙面構成ともくじについて このハンドブックは以下のように紙面構成しています。

愛知県労働者福祉協議会 (労福協 ) 西三河支部について････････････････････････････････････････････････････P1
労福協西三河支部の介護への取組み･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････P2

Ⅰ 労福協西三河支部のご紹介と介護への取組みについて

１. 介護に困ったらまず地域包括支援センターへ相談してください･･････････････････････････････････････････P2
２. 地域包括支援センターの連絡先一覧 (愛知県 )･････････････････････････････････････････････････････････････P3～Ｐ6

Ⅱ 介護に困ったときの相談先について

９. 介護を予防するために (生活習慣のみなおし)･････････････････････････････････････････････････････････････P15
10. 介護を予防するために (労福協友の会活動のおすすめ )･･････････････････････････････････････････････････P16

Ⅳ 介護を予防するために

情報ソース一覧 (最新の情報をさらに詳しく知りたい方は )･･････････････････････････････････････････････････P17

Ⅴ もっと知りたい方のために

３. 介護保険制度のしくみ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････P7
　 ① 介護保険制度の誕生
　 ② 介護保険制度のしくみ
　 ③ 介護認定について････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････P8
４. 介護サービスの利用の仕方･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････P9
５. 主な介護サービスメニュー一覧････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････P10
６. 介護サービス事業所･施設とその数について････････････････････････････････････････････････････････････････P11
７. 要支援・要介護に非該当の方も受けられる「介護予防･日常生活支援総合事業 (総合事業 )」････P12
８. 介護サービスの費用負担について･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････P13
　 ① 介護保険の支給限度と自己負担額について
　 ② ケアプランと月額自己負担事例の紹介
　 ③ 自己負担割合について･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････P14
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(裏表紙)

(タイトルカラー：オレンジ)

労福協西三河支部は、西三河の労働組合が中心となって、会員が連携・
協力しあい、勤労者の福祉の増進や労働組合や生協が自主的に創りあげ
た福祉事業団体（労金・労済・福祉基金協会など）の育成などを通じて、地
域の勤労者の経済的・文化的向上をはかることを目的に1981年12月に結
成されました。
現在、西三河支部には、労働組合や企業の互助会など約140の会員

（143,000人）が結集し、自治体や労働協会などの協力も得ながら各種事業
や活動を展開しています。

会員による各種会合や研修会の他、会員の
交流や親睦のためのイベントも行っており、中
でも春に実施している「ファミリー汐干狩り」は
支部結成以来続く最大のイベントで、毎年
2000人を超えるファミリーが集い楽しい一日を
過ごしています。
他にも、独身男女が集う「恋活パーティー」、

「春休み親子ふれあいイベント」、退職後の暮ら
しを学ぶ「退職準備セミナー」など幅広い年代
の方 に々向けた活動を企画・展開しています。
今後とも労福協の活動にご理解とご協力を

いただきますようお願いいたします。

労福協西三河支部の介護への取組み

1 介護に困ったらまず地域包括支援センターへ相談してください

【地域包括支援センターの業務内容】

テーマ「介護の現状を知り備え予防する」
「万一の時への対応を学ぶ」
刈谷中部地域包括支援センター　大羽啓允 氏

労福協西三河支部は2016年度の活動において、研究テーマ「介護」を取り上げ、各会員ならびにその
構成員(組合員)に介護について知っていただくことを目的に「介護ハンドブック」を作成しました。

2017年度には労福協西三河支部「役員
研修会」を開催し、支部会員のみなさんと介
護現場の状況を学びました。
2018年度は、「介護ハンドブック」の見直し

と、会員への配布ならびにデータメンテナンス
を容易にするために、愛知労福協ホームペー
ジへ「ダウンロード可能な方式」で掲載するこ
ととしました。
介護保険の加入は40歳からですが、若い
組合員の方にもあらかじめ知っておいていた
だきたい内容としています。

講演1

「介護予防について」
CO・OP中央デイサービス ふたばの杜　松井敏行 氏
講演2

Ｐｏｉｎｔ

この資料が、多くの会員のみなさまの
お役に立てることを
期待いたします。

2006年の介護保険制度改正によって「地域住民の心身の健
康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、
その保健医療の向上及び福祉増進を包括的に支援することを
目的とする施設」として地域包括支援センターが設置されました。
市町村が設置主体となり、保健師・社会福祉士・主任介護支
援専門員等を配置して、３職種のチームアプローチにより、住民
の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行い保健
医療の向上や福祉の増進を包括的に支援しています。

①介護予防ケアマネジメント事業
　介護予防などのケアプラン（要支援1・2）の作成など
②総合相談・支援事業
　「地域で利用できる施設や福祉サービスを知りたい」「介護に疲れてしまってどうしたらいいかわからな
　い」といった介護の相談など、住民の多種多様な相談を幅広く受け付けて、制度横断的な支援を実施
③権利擁護事業
　「虐待にあっている高齢者がいる」「成年後見制度について知りたい」「高価な品物を買うように勧
　められて契約してしまった」など、成年後見制度の活用促進、高齢者虐待への対応等
④包括的・継続的ケアマネジメント事業
　・「地域ケア会議」などを通じた自立支援型ケアマネジメントの支援
　・ケアマネジャーへの日常的な個別指導や相談
　・支援困難事例などへの指導や助言

社会福祉士 保健師 主任ケアマネジャー
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でも春に実施している「ファミリー汐干狩り」は
支部結成以来続く最大のイベントで、毎年
2000人を超えるファミリーが集い楽しい一日を
過ごしています。
他にも、独身男女が集う「恋活パーティー」、

「春休み親子ふれあいイベント」、退職後の暮ら
しを学ぶ「退職準備セミナー」など幅広い年代
の方 に々向けた活動を企画・展開しています。
今後とも労福協の活動にご理解とご協力を

いただきますようお願いいたします。

労福協西三河支部の介護への取組み

1 介護に困ったらまず地域包括支援センターへ相談してください

【地域包括支援センターの業務内容】

テーマ「介護の現状を知り備え予防する」
「万一の時への対応を学ぶ」
刈谷中部地域包括支援センター　大羽啓允 氏

労福協西三河支部は2016年度の活動において、研究テーマ「介護」を取り上げ、各会員ならびにその
構成員(組合員)に介護について知っていただくことを目的に「介護ハンドブック」を作成しました。

2017年度には労福協西三河支部「役員
研修会」を開催し、支部会員のみなさんと介
護現場の状況を学びました。
2018年度は、「介護ハンドブック」の見直し

と、会員への配布ならびにデータメンテナンス
を容易にするために、愛知労福協ホームペー
ジへ「ダウンロード可能な方式」で掲載するこ
ととしました。
介護保険の加入は40歳からですが、若い
組合員の方にもあらかじめ知っておいていた
だきたい内容としています。

講演1

「介護予防について」
CO・OP中央デイサービス ふたばの杜　松井敏行 氏
講演2

Ｐｏｉｎｔ

この資料が、多くの会員のみなさまの
お役に立てることを
期待いたします。

2006年の介護保険制度改正によって「地域住民の心身の健
康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、
その保健医療の向上及び福祉増進を包括的に支援することを
目的とする施設」として地域包括支援センターが設置されました。
市町村が設置主体となり、保健師・社会福祉士・主任介護支
援専門員等を配置して、３職種のチームアプローチにより、住民
の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行い保健
医療の向上や福祉の増進を包括的に支援しています。

①介護予防ケアマネジメント事業
　介護予防などのケアプラン（要支援1・2）の作成など
②総合相談・支援事業
　「地域で利用できる施設や福祉サービスを知りたい」「介護に疲れてしまってどうしたらいいかわからな
　い」といった介護の相談など、住民の多種多様な相談を幅広く受け付けて、制度横断的な支援を実施
③権利擁護事業
　「虐待にあっている高齢者がいる」「成年後見制度について知りたい」「高価な品物を買うように勧
　められて契約してしまった」など、成年後見制度の活用促進、高齢者虐待への対応等
④包括的・継続的ケアマネジメント事業
　・「地域ケア会議」などを通じた自立支援型ケアマネジメントの支援
　・ケアマネジャーへの日常的な個別指導や相談
　・支援困難事例などへの指導や助言

社会福祉士 保健師 主任ケアマネジャー
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自治体 施設名 [ 所在地 ] 電話番号

あ

愛西市

愛西市地域包括支援センター
[稲葉町米野 308] 0567-55-7117

愛西市社協地域包括支援センター
[江西町宮西 38] 0567-37-5333

佐屋苑地域包括支援センター
[大井町浦田面 268-2] 0567-32-1999

阿久比町 阿久比町地域包括支援センター
[大字卯坂字殿越 50] 0569-48 -1111

あま市

あま市地域包括支援センター
[甚目寺二伴田 76] 052-444-3159

あま市社会福祉協議会地域包括支援
センター [西今宿馬洗 46番地 ] 052-443-4291

安城市

安城市地域包括支援センターさとまち
[里町畑下 62] 0566-96 -3512

安城市地域包括支援センター中部
[新田町新栄 84-1] 0566-71 -0077

安城市地域包括支援センター八千代
[住吉町 2-2-7] 0566-97 -8069

安城市地域包括支援センター更生
[安城町東広畔 28] 0566-77 -9948

安城市地域包括支援センター松井
[法連町 8-1] 0566-55 -5355

安城市地域包括支援センター
あんのん館 [福釜町矢場 88] 0566-71 -3173

安城市地域包括支援センター
ひがしばた [東端町鴻ノ巣 72-2] 0566-73 -8210

安城市地域包括支援センター
小川の里 [小川町三ツ塚 1-1] 0566-73 -3535

一宮市

一宮市地域包括支援センター
やすらぎ [奥町字下口西 72-1] 0586-61 -3350

一宮市地域包括支援センターコム
ネックスみづほ [木曽川町黒田字西沼 52] 0586-86 -5333

一宮市地域包括支援センターアウン
[浅井町尾関字同者 165] 0586-51 -1384

一宮市地域包括支援センターちあき
[千秋町塩尻字山王 1] 0586-81 -1711

一宮市地域包括支援センター萩の里
[萩原町東宮重字蓮原 36-1] 0586-67 -3633

一宮市地域包括支援センター泰玄会
[小信中島字仁井西 23-1] 0586-61 -8273

一宮市地域包括支援センターまちなか
[松降 1-2-18] 0586-85 -8672

稲沢市

稲沢地域包括支援センター
[西町 3-10-24] 0587-33 -5400

小正・下津地域包括支援センター
[駅前 2-25-15] 0587-22 -1488

明治・千代田地域包括支援センター
[井堀野口町 27] 0587-36 -8310

大里地域包括支援センター
[六角堂東町 1-3-6] 0587-23 -7702

祖父江地域包括支援センター
[祖父江町本甲拾町野 7] 0587-97 -2381

平和地域包括支援センター
[平和町下起東 51] 0567-47 -1776

犬山市

犬山北地区高齢者あんしん相談
センター [大字犬山字北古券 2] 0568-62 -1166

犬山南地区高齢者あんしん相談
センター [五郎丸東 1-70] 0568-62 -2270

城東地区高齢者あんしん相談
センター [大字前原字橋爪山 15-121] 0568-61 -7800

自治体 施設名 [ 所在地 ] 電話番号

犬山市

羽黒・池野地区高齢者あんしん相談
センター [大字羽黒新田字下蝉屋 7-1] 0568-68 -1635

楽田地区高齢者あんしん相談センター
[字洞田 30-1] 0568-68 -6165

岩倉市

岩倉市地域包括支援センター
[西市町無量寺 2-1] 0587-38 -0303

岩倉東部地域包括支援センター
[東新町南江向 24-5（岩倉市地域交流
センターポプラの家内）]

0587-96 -6553

大口町 大口町地域包括支援センター
[下小口 7-21] 0587-94 -2227

大治町 大治町地域包括支援センター
[大字砂子字西河原 18] 052-442-0857

大府市
大府包括支援センター
[江端町 6-13-1大府市ふれ愛サポート
センター「スピカ」内 ]

0562-45 -5455

岡崎市

高年者センター岡崎地域包括支援セ
ンター [美合町字下長根 2-1] 0564-55 -8399

岡崎市中央地域福祉センター地域
包括支援センター [梅園町字寺裏 5-１] 0564-25 -3199

岡崎市北部地域福祉センター地域
包括支援センター [岩津町字西坂 54-1] 0564-45 -1699

岡崎市南部地域福祉センター地域
包括支援センター [下青野町字天神 78] 0564-43 -6299

岡崎市西部地域福祉センター地域
包括支援センター [宇頭町字小薮 70-1] 0564-32 -0199

岡崎市東部地域福祉センター地域
包括支援センター [山綱町字中柴 1] 0564-48 -8099

竜美地域包括支援センター
[竜美西 1-9-1] 0564-55 -0751

やはぎ苑地域包括支援センター
[上佐々木町字大官 49] 0564-34 -2345

なのはな苑地域包括支援センター
[福岡町字四反田 26] 0564-57 -8087

額田地域包括支援センター
[樫山町山ノ神 21-1] 0564-82 -3129

岡崎市社会福祉協議会地域包括支援
センター [康生通南 3-56] 0564-23 -1105

ひな地域包括支援センター
[日名南町 20-3] 0564-65 -8555

さくら地域包括支援センター
[堂前町 2-2-18]　　　 0564-73 -3377

ねいし地域包括支援センター
[洞町字向山 16-2] 0564-84 -5003

真福地域包括支援センター
[真福寺町字神田 100-1] 0564-66 -2667

さくらの里地域包括支援センター
[中岡崎町 12-9] 0564-22 -3030

スクエアガーデン地域包括支援センター
[羽根町字中田 34] 0564-57 -1133

ふじ地域包括支援センター
[美合町字下長根 2-1] 0564-55 -0192

はしめ地域包括支援センター
[橋目町字恵香 18-1] 0564-33 -5610

むつみ地域包括支援センター
[合歓木町字上郷間 337-1] 0564-57 -6288

尾張旭市 尾張旭市地域包括支援センター
[新居町明才切 57] 0561-55 -0654

か 春日井市 春日井市地域包括支援センター坂下
[神屋町 1306-1] 0568-93 -1314

2 地域包括支援センターの連絡先一覧（愛知県）
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自治体 施設名 [ 所在地 ] 電話番号

春日井市

春日井市地域包括支援センター高森
台・石尾台 [廻間町 703-1] 0568-88 -5829

春日井市地域包括支援センター藤山
台・岩成台 [藤山台 1-1] 0568-92 -7600

春日井市地域包括支援センター高蔵
寺 [出川町 2-8-10] 0568-37 -0780

春日井市地域包括支援センター南城
[出川町 8-19-11] 0568-51 -1840

春日井市地域包括支援センター松原
[東野町 3-15-1] 0568-93 -6066

春日井市地域包括支援センター東部
[浅山町 1-2-61] 0568-87 -5377

春日井市地域包括支援センター柏原
[柏原町 5-387] 0568-89 -3027

春日井市地域包括支援センター鷹来
[桃山町 5079-1] 0568-89 -2391

春日井市地域包括支援センター西部
[牛山町 3195-1] 0568-32 -1117

春日井市地域包括支援センター味美・
知多 [若草通 1-12] 0568-33 -8236

春日井市地域包括支援センター中部
[下津町 500] 0568-56 -9166

春日井市基幹型地域包括支援センター
[浅山町 1-2-61] 0568-84 -4920

蟹江町

蟹江町東地域包括支援センター
[大字今字伊勢苗代 1-1] 0567-94 -3320

蟹江町西地域包括支援センター
[須成西七丁目 90-1] 0567-94 -1165

蒲郡市

蒲郡市東部地域包括支援センター
[大塚町山ノ沢 45-2] 0533-59 -6790

蒲郡市中央地域包括支援センター
[神明町 18-4] 0533-69 -6674

蒲郡市みらいあ地域包括支援センター
[栄町 9-20] 0533-66 -0800

蒲郡市塩津地域包括支援センター
[竹谷町奥林 29-１] 0533-56 -7125

蒲郡市西部地域包括支援センター
[形原町西稲荷 18-2] 0533-58 -1136

刈谷市

刈谷中央地域包括支援センター
[下重原町 3-120] 0566-23 -0280

刈谷富士松地域包括支援センター
[井ケ谷町西石根 1-10] 0566-62 -3033

刈谷依佐美地域包括支援センター
[小垣江町新庄 35] 0566-63 -5235

刈谷中部地域包括支援センター
[住吉町 5-15] 0566-28 -6071

北名古屋
市

北名古屋市地域包括支援センター
[熊之庄御榊 60] 0568-22 -1111

清須市 清須市地域包括支援センター
[一場古城 604-15] 052-409-9010

幸田町 幸田町地域包括支援センター
[大字菱池字錦田 82-4] 0564-62 -7331

江南市

江南北部地域包括支援センター
[河野町五十間 4] 0587-57 -2155

江南中部地域包括支援センター
[高屋町大松原 137] 0587-51 -3322

江南南部地域包括支援センター
[上奈良町緑 48] 0587-55 -5470

小牧市

南部地域包括支援センターケアタウン
小牧 [大字北外山字掛割 8-1] 0568-71 -2100

小牧地域包括支援センターふれあい
[小牧 5-407] 0568-77 -2893

味岡地域包括支援センター岩崎あい
の郷[岩崎原3-292] 0568-75-3956

自治体 施設名 [ 所在地 ] 電話番号

小牧市

篠岡地域包括支援センター小牧苑
[大字大山字岩次 208-15] 0568-78 -7530

北里地域包括支援センターゆうあい
[小木南 2-88] 0568-43 -2260

さ 設楽町 設楽町地域包括支援センター
[田口字向木屋 4] 0536-62 -1848

新城市 新城市地域包括支援センター
[字東沖野 20-12] 0536-23 -6810

瀬戸市

やすらぎ地域包括支援センター
[川端町 1-31] 0561-84 -2287

ふたば地域包括支援センター
[西山町 1-46-18] 0561-87 -4139

はたやま地域包括支援センター
[緑町 2-114-1] 0561-89 -6165

地域包括支援センターしなの
[品野町 6-117] 0561-41 -3231

地域包括支援センターせと
[萩山台 3-76] 0561-97 -0552

水野地域包括支援センター
[はぎの台 3-1-3] 0561-86 -8771

地域包括支援センター中央東
[深川町 48] 0561-87 -5083

た 高浜市 高浜市地域包括支援センター
[春日町 5-165] 0566-52 -9610

武豊町 武豊町地域包括支援センター
[字長尾山 2] 0569-74 -3305

田原市

あつみの郷高齢者支援センター
[田原町築出 35-1] 0531-22 -6784

田原市社協高齢者支援センター
[赤羽根町赤土 1] 0531-45 -3611

田原福寿園高齢者支援センター
[六連町神ノ釜 9-3] 0531-27 -0882

知多市 知多包括支援センター
[新知字永井 2-1] 0562-54 -1211

知立市 知立市地域包括支援センター
[八ッ田町泉 43] 0566-82 -8855

津島市

津島市北地域包括支援センター
[古川町 2-56] 0567-22 -4771

津島市中地域包括支援センター
[南新開町 1-98] 0567-23 -3463

津島市南地域包括支援センター
[唐臼町半池 72-6] 0567-32 -3066

東栄町 東栄町地域包括支援センター
[大字本郷字南万場 14-1] 0536-76 -1740

東海市
東海包括支援センター
[荒尾町西廻間 2-1東海市しあわせ村
健康ふれあい交流館内 ]

052-689-1606

東郷町 東郷町地域包括支援センター
[大字春木字西羽根穴 2225-4] 0561-38 -8551

常滑市

常滑市北・中部地域包括支援センター
[神明町 3-35] 0569-43 -0662

常滑市南部地域包括支援センター
[苅屋町 1-58] 0569-34 -7128

飛島村 飛島村地域包括支援センター
[大字松之郷 3-46-1] 0567-52 -1001

豊明市

豊明市南部地域包括支援センター
[栄町大根 1-143] 0562-96 -0808

豊明市北部地域包括支援センター
[沓掛町勅使 8-105] 0562-85 -6622

豊明市中部地域包括支援センター
[新田町吉池 18-8] 0562-85 -3133

豊川市 豊川市東部高齢者相談センター
[上長山町本宮下 1-1685] 0533-93 -0801
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自治体 施設名 [ 所在地 ] 電話番号

豊川市

豊川市南部高齢者相談センター
[山道町 2-49] 0533-89 -8820

豊川市西部高齢者相談センター
[国府町下河原 61-2] 0533-88 -8005

豊川市北部高齢者相談センター
[平尾町親坂 36] 0533-88 -7260

豊田市

社協包括支援センター [錦町 1-1-1] 0565-32 -4342

豊田地域ケア支援センター
[西山町 3-30-1] 0565-34 -3209

豊田厚生地域包括支援センター
[浄水町伊保原 500-1] 0565-43 -5022

トヨタ地域包括支援センター
[平和町 1-1] 0565-24 -0623

地域包括支援センターとよた苑
[野見山町 5-80-1] 0565-87 -3700

みなみ福寿園地域包括支援センター
[永覚新町 5-194] 0565-24 -5000

ほっとかん地域包括支援センター
[本新町 7-48-6] 0565-36 -3006

地域包括支援センターかずえの郷
[和会町東郷 148] 0565-21 -6725

豊田福寿園地域包括支援センター
[高町東山 7-46] 0565-45 -5357

みのり園地域包括支援センター
[中根町男松 79] 0565-53 -6361

ふじのさと包括支援センター
[藤岡飯野町坂口 1207－ 2] 0565-76 -5294

足助地域包括支援センター
[岩神町仲田 20] 0565-62 -0683

笑いの家地域包括支援センター
[滝脇町杉長入 23] 0565-58 -5152

ひまわりの街地域包括支援センター
[本町本竜 48] 0565-47 -8158

地域包括支援センターくらがいけ
[岩滝町高入 40-1] 0565-80 -1244

ぬくもりの里包括支援センター
[池島町屋ヶ平 22] 0565-68 -2338

いなぶ包括支援センター
[桑原町中村 5] 0565-82 -2530

まどいの丘包括支援センター
[神殿町中切 7-2] 0565-90 -4335

ふくしの里包括支援センター
[沢田町梅ノ木 574] 0565-65 -1600

こささの里地域包括支援センター
[越戸町上西小笹 116] 0565-46 -9677

ひまわり邸地域包括支援センター
[栄生町 5-20] 0565-33 -0801

つつみ園地域包括支援センター
[堤町堤 18-1] 0565-51 -5206

地域包括支援センター保見の里
[保見町南山 109-1] 0565-48 -3004

石野の里地域包括支援センター
[東広瀬町神田 26-1] 0565-78 -6711

わかばやし園地域包括支援センター
[若林西町北山 76] 0565-51 -1255

地域包括支援センター猿投の楽園
[加納町向井山 9-1] 0565-45 -3717

地域包括支援センターふじおか茜邸
[西中山才ケ洞 10-1] 0565-75 -1258

豊根村 豊根村地域包括支援センター
[上黒川字長野田 26] 0536-85 -1562

豊橋市 豊橋市東部地域包括支援センター
[佐藤 5-22-16] 0532-64 -6666

自治体 施設名 [ 所在地 ] 電話番号

豊橋市

豊橋市中央地域包括支援センター
[前畑町 115] 0532-54 -7170

豊橋市南部地域包括支援センター
[大清水町字大清水 546] 0532-25 -7100

さわらび地域包括支援センター
[牛川町字浪ノ上 25-20] 0532-54 -3521

赤岩荘地域包括支援センター
[多米町字大門 10] 0532-66 -1262

地域包括支援センターケアコープ豊橋
[平川南町 46] 0532-65 -8567

地域包括支援センター尽誠苑
[大脇町字大脇ノ谷 74-54] 0532-65 -2751

地域包括支援センターみのり
[大村町字山所 77] 0532-51 -1339

地域包括支援センターコープ豊橋中央
[前田町 1-4-2] 0532-53 -1519

アースサポート豊橋駅西地域包括支
援センター [八通町 159-1] 0532-43 -5211

地域包括支援センターベルヴューハイツ
[青竹町字青竹 96] 0532-33 -8110

弥生王寿園地域包括支援センター
[弥生町字東豊和 2-1] 0532-38 -0508

地域包括支援センター作楽荘
[王ヶ崎町字上原 1-145] 0532-48 -7888

福祉村地域包括支援センター
[野依町字山中 19-1] 0532-45 -5130

彩幸地域包括支援センター
[西赤沢町字深山 95] 0532-23 -6014

地域包括支援センターふくろう
[八町通 3-119] 0532-56 -0018

地域包括支援センター真寿苑
[牟呂町字東明治郷下 1] 0532-39 -3989

幸王寿園地域包括支援センター
[西幸町字浜池 323] 0532-38 -0300

豊山町 豊山町地域包括支援センター
[大字豊場字新栄 260] 0568-28 -0932

な
長久手市

社会福祉法人長久手市社会福祉協議
会地域包括支援センター
[前熊下田 171]

0561-64 -1155

愛知たいようの杜地域包括支援センター
[打越 2023] 0561-64 -5174

名古屋市

名古屋市千種区東部いきいき支援
センター [千種区桜が丘 11-1 ソフィ
アビル 1階 ]

052-781-8343

名古屋市千種区西部いきいき支援
センター [千種区西崎町 2-4-1千種区
在宅サービスセンター内 ]

052-763-1530

名古屋市東区いきいき支援センター
[東区泉 2-28-5東区在宅サービスセン
ター内 ]

052-932-8236

名古屋市北区東部いきいき支援
センター [北区平安 2-1-10 第 5水光ビ
ル 2階 ]

052-991-5432

名古屋市北区西部いきいき支援
センター [北区清水 4-17-1北区在宅
サービスセンター内 ]

052-915-7545

名古屋市西区北部いきいき支援
センター [西区市場木町 157パークサ
イドなかしま 1階 ]

052-505-8343

名古屋市西区南部いきいき支援
センター [西区花の木 2-18-1西区在宅
サービスセンター内 ]

052-532-9079

名古屋市中村区北部いきいき支援
センター [中村区名楽町 4-7-18中村区
在宅サービスセンター内 ]

052-486-2133
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自治体 施設名 [ 所在地 ] 電話番号

名古屋市

名古屋市中村区南部いきいき支援
センター [中村区豊国通 1-14] 052-483-6866

名古屋市中区いきいき支援センター
[中区上前津 2-12-23中区在宅サービス
センター内 ]

052-331-9674

名古屋市昭和区東部いきいき支援
センター [昭和区滝川町 33 いりなか
スクエア 3階 ]

052-861-9335

名古屋市昭和区西部いきいき支援
センター [昭和区御器所 3-18-1昭和区
在宅サービスセンター内 ]

052-884-5513

名古屋市瑞穂区東部いきいき支援
センター [瑞穂区佐渡町 3-18瑞穂区在
宅サービスセンター内 ]

052-858-4008

名古屋市瑞穂区西部いきいき支援
センター [瑞穂区堀田通 1-18シティ
アーク 1階 ]

052-872-1705

名古屋市熱田区いきいき支援
センター [熱田区神宮 3-1-15熱田区在
宅サービスセンター内 ]

052-671-3195

名古屋市中川区東部いきいき支援
センター [中川区八幡本通 22-27 コー
ポ中野 1階 ]

052-354-8343

名古屋市中川区西部いきいき支援
センター [中川区小城町 1-1-20中川区
在宅サービスセンター内 ]

052-352-8258

名古屋市港区東部いきいき支援
センター [港区港楽 2-6-32港区在宅
サービスセンター内 ]

052-651-0568

名古屋市港区西部いきいき支援
センター [港区寛政町 6-25] 052-381-3260

名古屋市南区北部いきいき支援センター
[南区桜本町 112桜台コーポ 1階 ] 052-811-9377

名古屋市南区南部いきいき支援
センター [南区前浜通 3-10南区在宅
サービスセンター内 ]

052-819-5050

名古屋市守山区東部いきいき支援
センター [守山区小幡南 1-24-10守山
区在宅サービスセンター内 ]

052-758-2013

名古屋市守山区西部いきいき支援
センター [守山区瀬古東 2-411] 052-758-5560

名古屋市緑区北部いきいき支援センター
[緑区鹿山 2-1-5 NTT鳴子ビル内 ] 052-899-2002

名古屋市緑区南部いきいき支援センター
[緑区左京山 3038] 052-624-8343

名古屋市名東区北部いきいき支援
センター [名東区上社 1-802名東区在
宅サービスセンター内 ]

052-726-8777

名古屋市名東区南部いきいき支援
センター [名東区にじが丘 2-7アーバ
ンラフレ虹ヶ丘西 2号棟 ]

052-720-6121

名古屋市天白区東部いきいき支援
センター [天白区原 1-301天白区在宅
サービスセンター内 ]

052-809-5555

名古屋市天白区西部いきいき支援
センター [天白区大坪 2-604] 052-839-3663

西尾市

西尾市地域包括支援センター東部・
八ツ面 [花ノ木町 2-1] 0563-56 -1021

西尾市地域包括支援センター西尾
[寄住町洲田 18] 0563-54 -8998

西尾市地域包括支援センター平坂
[和泉町 22] 0563-55 -7373

西尾市地域包括支援センター鶴城
[桜町 4-31] 0563-55 -3155

西尾市地域包括支援センター寺津福地
[平口町大溝 77] 0563-64 -0002

自治体 施設名 [ 所在地 ] 電話番号

西尾市

西尾市地域包括支援センター一色
[一色町前野新田 48-3] 0563-72 -9654

西尾市地域包括支援センター吉良幡豆
[吉良町寺嶋御手洗 31-2] 0563-65 -0501

日進市

日進市中部地域包括支援センター
[蟹甲町中島 22] 0561-73 -4890

日進市東部地域包括支援センター
[米野木町南山 987-44] 0561-74 -1300

日進市西部地域包括支援センター
[浅田平子 2-20] 052-806-2637

は 半田市 半田市包括支援センター
[雁宿町 1-22-1] 0569-23 -8144

東浦町 東浦包括支援センター [大字石浜字岐
路 28-2東浦町勤労福祉会館内 ] 0562-82 -2941

扶桑町 扶桑町社会福祉協議会地域包括支援
センター [大字斎藤字榎 230] 0587-91 -1171

碧南市

碧南市地域包括支援センター
[松本町 28] 0566-41 -3311

碧南東部地域包括支援センター
[照光町 5-3] 0566-93 -1191

碧南社協地域包括支援センター
[山神町 8-35] 0566-46 -3840

ま 南知多町 南知多町地域包括支援センター
[大字豊浜字貝ヶ坪 18] 0569-64 -3265

美浜町 美浜町地域包括支援センター
[北方 1-1] 0569-83 -0294

みよし市

きたよし地区地域包括支援センター
[福谷町寺田4 (ケアハウス「寿睦苑」内)] 0561-33 -0791

なかよし地区地域包括支援センター
[三好町陣取山 39-5 (福祉センター内 )] 0561-34 -6811

みなよし地区地域包括支援センター
[三好町八和田山 15 (みよし市民病院内 )] 0561-33 -3502

や 弥富市 弥富市地域包括支援センター
[前ケ須町南本田 396] 0567-65 -5521
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３．介護認定について
（1）要支援1・2、要介護1～5の区分について

介護サービスを利用するには要支援1・2もしくは要介護1～5の認定を受けることが必要です。
では、どのような状態となったら認定されるのでしょうか?介護認定は「麻痺等の有無」、「関節の動く

範囲の制限」、「上衣やズボンの着脱」はじめ認定調査員が74 項目の基本調査を行い、家族からの
聞き取りや主治医の意見書などから総合的に判定を行うため、介護度別の認定条件を表すことがで
きません。

以下の表は、介護認定の介護度別に「日常生活の状態」の違いを示した厚生労働省の報告資料
です。介護認定基準ではありませんが、非該当も含め、介護度別区分の参考としてください。

（2）第2号被保険者の認定条件となる16種類の特定疾病とは

【第２号被保険者】特定疾病（１６種類）第２号被保険者は、
要介護（要支援）状態
に該当し、その状態が
右の「特定疾病によっ
て生じた場合に認定
されます。

①がん
　（医師が一般に認められている医学的
　知見に基づき回復の見込みがない状態
　に至ったと判断したものに限る。）
②筋萎縮性側索硬化症
③後縦靭帯骨化症
④骨折を伴う骨粗しょう症
⑤多系統萎縮症
⑥初老期における認知症
　（アルツハイマー病、脳血管性認知症等）
⑦脊髄小脳変性症
⑧脊柱管狭窄症

⑨早老症（ウェルナー症候群等）
⑩糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び
　糖尿病性網膜症
⑪脳血管疾患（脳出血、脳梗塞等）
⑫進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核
　変性症及びパーキンソン病
⑬閉塞性動脈硬化症
⑭関節リウマチ
⑮慢性閉塞性肺疾
　（肺気腫、慢性気管支炎等）
⑯両側の膝関節または股関節に著しい
　変形を伴う変形性関節症

Ｐｏｉｎｔ

3 介護保険制度のしくみ

１．介護保険制度の誕生
介護保険制度は、急速に高齢化する日本において、「介護を必要とする高
齢者の増加」「核家族化の進行、介護する家族の高齢化による介護をする
側の課題の浮上」「従来の老人福祉・老人医療制度による介護対応への限
界」などの状況に対し、家族だけでなく介護を社会全体で支え合う社会保険
方式の仕組みとすることで、安心して生活が送れるよう、2000年4月に開始さ
れました。

２．介護保険のしくみ

③ケアマネジャーに
　ケアプラン作成依頼
④サービス事業者と契約、
　サービス開始
⑤被保険者は自己負担額
　（1～3割）を支払い

⑥サービス事業者は
　介護報酬を請求(9～7割)
⑦保険者は介護報酬を支払い

●ケアプラン作成
●介護サービス提供
  （介護報酬請求） 国25％

都道府県負担金
12.50％

市区町村負担金12.50％
第1号被保険者の

保険料23％

第2号被保険者の
保険料27％

①被保険者が介護認定を申請

②市区町村は約30日で介護認定

※国民健康保険の加入者は国民健康保険料と
　一体的に徴収されます

※2018年8月より3割負担が
　導入されました。対象条件:P14参照

保険料:平均月5,869円
（2018年5月21日朝日新聞）

被保険者(40歳以上の方)

サービス事業者

保険者(市区町村)

介護保険の財源と負担割合

保険料の支払い

介護認定
要支援1・2、要介護1～5

介護保険は、40歳以上のすべての人が加入する強制保険で、65歳以上の方(第1号被保険者)が
「要介護・要支援と認定された場合(P8参照)」に介護保険サービスを受けることができます。
なお、40歳～64歳の方（第2号被保険者）は、老化が原因とされる16種類の特定疾病（P8参照）を
原因とする要介護・要支援認定に限り、介護保険サービスを受けることができます。

2号被保険者は1割

第1号被保険者
65歳以上の方

前年中の所得に応じ市区町村
が年金から天引き
(年金年額18万円未満の方は
 個別徴収)

医療保険掛金と
あわせて給与
天引き(労使折半)

保険料:平均月3,595円
（2018年社会保険支払基金 

公表値）

第2号被保険者
40歳～64歳の
医療保険加入者

社会保険
支払基金より
保険者へ
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３．介護認定について
（1）要支援1・2、要介護1～5の区分について

介護サービスを利用するには要支援1・2もしくは要介護1～5の認定を受けることが必要です。
では、どのような状態となったら認定されるのでしょうか?介護認定は「麻痺等の有無」、「関節の動く

範囲の制限」、「上衣やズボンの着脱」はじめ認定調査員が74 項目の基本調査を行い、家族からの
聞き取りや主治医の意見書などから総合的に判定を行うため、介護度別の認定条件を表すことがで
きません。

以下の表は、介護認定の介護度別に「日常生活の状態」の違いを示した厚生労働省の報告資料
です。介護認定基準ではありませんが、非該当も含め、介護度別区分の参考としてください。

（2）第2号被保険者の認定条件となる16種類の特定疾病とは

【第２号被保険者】特定疾病（１６種類）第２号被保険者は、
要介護（要支援）状態
に該当し、その状態が
右の「特定疾病によっ
て生じた場合に認定
されます。

①がん
　（医師が一般に認められている医学的
　知見に基づき回復の見込みがない状態
　に至ったと判断したものに限る。）
②筋萎縮性側索硬化症
③後縦靭帯骨化症
④骨折を伴う骨粗しょう症
⑤多系統萎縮症
⑥初老期における認知症
　（アルツハイマー病、脳血管性認知症等）
⑦脊髄小脳変性症
⑧脊柱管狭窄症

⑨早老症（ウェルナー症候群等）
⑩糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び
　糖尿病性網膜症
⑪脳血管疾患（脳出血、脳梗塞等）
⑫進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核
　変性症及びパーキンソン病
⑬閉塞性動脈硬化症
⑭関節リウマチ
⑮慢性閉塞性肺疾
　（肺気腫、慢性気管支炎等）
⑯両側の膝関節または股関節に著しい
　変形を伴う変形性関節症

Ｐｏｉｎｔ

要支援・
要介護区分 日常生活の状態(平成14年度の老人保健健康増進等事業報告より) 認定者数

(2016年度末統計)

自立
(非該当)

「日常生活動作（歩行、起き上がり、食事、排泄、移動、入浴など）」を
自分で行うことが可能であり、かつ、「手段的日常生活動作」（買い物、
家事、薬の内服、電話など）を行う能力もある状態

全国
(人)

愛知県
(人)

要支援1
「日常生活動作（歩行、起き上がり、食事、排泄、移動、入浴など）」を
ほぼ自分で行うことが可能であるが、要介護状態となることの予防のた
めに「手段的日常生活動作」（買い物、家事、薬の内服、電話など）に
一部支援を要する状態

891,758 19,453

要支援2
要支援 1と比べて「手段的日常生活動作」（買い物、家事、薬の内服、
電話など）を行う能力が低下し、何らかの介助を必要とし、「日常生活
動作（歩行、起き上がり、食事、排泄、移動、入浴など）」の動作に支
えを必要とすることがある状態

867,870 20,272

要介護1 要支援状態から、「手段的日常生活動作（買い物、家事、薬の内服、電
話など）」を行う能力がさらに低下し、部分的な介護が必要となる状態 1,259,834 40,553

要介護2 要介護１の状態に加え、「日常生活動作（歩行、起き上がり、食事、排泄、
移動、入浴など）」についても部分的な介護が必要となる状態 1,102,791 29,356

要介護3
要介護２の状態と比較して、「日常生活動作（歩行、起き上がり、食事、排泄、
移動、入浴など）」及び「手段的日常生活動作（買い物、家事、薬の内服、
電話など）」の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必
要となる状態

832,152 23,069

要介護4 要介護３の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生
活を営むことが困難となる状態 764,491 21,061

要介護5 要介護４の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生
活を営むことがほぼ不可能な状態 600,834 13,989
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4 介護サービスの利用の仕方 ※厚生労働省周知リーフレットより作成

（1） 市区町村の窓口で認定申請手続きをする

（4） ケアプランを作成します

（2） 要介護認定の調査、判定などが行われます

【手続きに必要なもの】
①介護保険要介護認定・要支援認定申請書
　お住まいの市区町村の窓口で直接受け取るか、
　市区町村のホームページからダウンロード。
②被保険者証
　・ 65歳以上の方…「介護保険被保険者証」
　・ 40歳～64歳の方…「医療保険被保険者証」
　※本人、家族以外が申請する場合は「印鑑」

①認定調査・主治医意見書

（3） 認定結果が通知されます
原則として申請から30日以内に、市区町村から認定結果が通知されます。

※地域包括支援センターなどで手続きを
　代行している場合があります。

介
護
認
定
の
申
請
手
続
き
の
流
れ

サ
ー
ビ
ス
利
用
の
流
れ

ご自身やご家族に介護が必要になった場合、介護サービスを利用するには要介護( 要支援) 認定を受
けることが必要です。具体的な手続きの流れは以下のようになります。

市区町村の職員などの認定調査員がご自宅を訪問し、心身の状況につい
て本人やご家族から聞き取りなどの調査を行います。調査の内容は全国共通
です。また、市区町村から直接、主治医（かかりつけ医）に医学的見地から、心
身の状況について意見書を作成してもらいます（市区町村から直接依頼）。

（5） サービスを利用します
サービス事業者に「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」を提示して、ケアプランに基
づいた居宅サービスや施設サービスを利用します。
ケアプランに基づいた利用者負担は、費用の1割・2割または3割です。※P14「自己負担割合につ
いて」を参照。

②審査・判定
認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、保険・福祉・医療の学識経験者による「介護認定審
査会」で審査し、どのくらいの介護が必要か判定します。
要介護度は要支援１・２または要介護１～５のいずれかとなります。※第２号被保険者は、要介護

（要支援）状態に該当し、その状態が「特定疾病（Ｐ8参照）」によって生じた場合に認定されます。

■要支援１・２と認定された方
　地域包括支援センターで担当
職員が介護予防サービス計画(介
護予防ケアプラン) を作成します。

■要介護１～５と認定された方
①在宅で介護サービスを利用する場合、居宅介護支援事
　業者と契約し、その事業者のケアマネジャーに依頼して、
　利用するサービスを決め、介護サービス計画(ケアプラン) 
　を作成してもらいます。
②施設へ入所を希望する場合希望する施設に直接申し
　込み、施設のケアマネジャーに作成してもらいます。
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5 主な介護サービスメニュー一覧

介護保険のサービスは、要支援1・2と認定された人のための「予防給付」と、
要介護1～5と認定された人のための「介護給付」の2種類があります。
予防給付の特長は、状態がそれ以上悪くならないように、生活機能の維持＆
改善に主眼を置いていることです。

サービスの種類 サービスの内容 予防給付 介護給付

自宅で
利用する
サービス

訪問介護
訪問介護員（ホームヘルパー）が、入浴、
排せつ、食事などの介護や調理、洗濯、
掃除等の家事を行うサービスです。

総合事業で
対応

（Ｐ12参照）
〇

訪問看護
自宅で療養生活が送れるよう、看護師等
が清潔ケアや排せつケアなどの日常生活
の援助や、医師の指示のもと必要な医療
の提供を行うサービスです。

〇 〇

福祉用具貸与
日常生活や介護に役立つ福祉用具（車い
す、ベッドなど）のレンタルができるサー
ビスです。

〇 〇

日帰りで
施設等を
利用する
サービス

通所介護
（デイサービス）

食事や入浴などの支援や、心身の機能を維
持・向上するための機能訓練、口腔機能向
上サービスなどを日帰りで提供します。

総合事業で
対応

（Ｐ12参照）
〇

通所リハビリ
テーション

（デイケア）

施設や病院などにおいて、日常生活の自
立を助けるために理学療法士、作業療法
士、言語聴覚士などがリハビリテーショ
ンを行い、利用者の心身機能の維持回復
を図るサービスです。

〇 〇

宿泊する
サービス

短期入所
生活介護

（ショートステイ）

施設などに短期間宿泊して、食事や入浴
などの支援や、心身の機能を維持・向
上するための機能訓練の支援などを行う
サービスです。家族の介護負担軽減を図
ることができます。

〇 〇

居住系
サービス

特定施設入居者
生活介護

有料老人ホームなどに入居している高齢
者が、日常生活上の支援や介護サービス
を利用できます。

〇 〇

施設系
サービス

特別養護老人
ホーム

常に介護が必要で、自宅では介護が困難
な方が入所します。食事、入浴、排せつ
などの介護を一体的に提供します。

×
原則要介護
３以上の方

が対象

小規模多機能型
居宅介護

利用者の選択に応じて、施設への「通い」
を中心に、短期間の「宿泊」や利用者の
自宅への「訪問」を組み合わせて日常生
活上の支援や機能訓練を行うサービスで
す。

〇 〇

定期巡回・随時対応型訪
問介護看護

定期的な巡回や随時通報への対応など、
利用者の心身の状況に応じて、24 時間
365 日必要なサービスを必要なタイミン
グで柔軟に提供するサービスです。訪問
介護員だけでく看護師なども連携してい
るため、介護と看護の一体的なサービス
提供を受けることもできます。

× 〇

4 介護サービスの利用の仕方 ※厚生労働省周知リーフレットより作成

（1） 市区町村の窓口で認定申請手続きをする

（4） ケアプランを作成します

（2） 要介護認定の調査、判定などが行われます

【手続きに必要なもの】
①介護保険要介護認定・要支援認定申請書
　お住まいの市区町村の窓口で直接受け取るか、
　市区町村のホームページからダウンロード。
②被保険者証
　・ 65歳以上の方…「介護保険被保険者証」
　・ 40歳～64歳の方…「医療保険被保険者証」
　※本人、家族以外が申請する場合は「印鑑」

①認定調査・主治医意見書

（3） 認定結果が通知されます
原則として申請から30日以内に、市区町村から認定結果が通知されます。

※地域包括支援センターなどで手続きを
　代行している場合があります。

介
護
認
定
の
申
請
手
続
き
の
流
れ

サ
ー
ビ
ス
利
用
の
流
れ
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けることが必要です。具体的な手続きの流れは以下のようになります。

市区町村の職員などの認定調査員がご自宅を訪問し、心身の状況につい
て本人やご家族から聞き取りなどの調査を行います。調査の内容は全国共通
です。また、市区町村から直接、主治医（かかりつけ医）に医学的見地から、心
身の状況について意見書を作成してもらいます（市区町村から直接依頼）。

（5） サービスを利用します
サービス事業者に「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」を提示して、ケアプランに基
づいた居宅サービスや施設サービスを利用します。
ケアプランに基づいた利用者負担は、費用の1割・2割または3割です。※P14「自己負担割合につ
いて」を参照。
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認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、保険・福祉・医療の学識経験者による「介護認定審
査会」で審査し、どのくらいの介護が必要か判定します。
要介護度は要支援１・２または要介護１～５のいずれかとなります。※第２号被保険者は、要介護

（要支援）状態に該当し、その状態が「特定疾病（Ｐ8参照）」によって生じた場合に認定されます。

■要支援１・２と認定された方
　地域包括支援センターで担当
職員が介護予防サービス計画(介
護予防ケアプラン) を作成します。

■要介護１～５と認定された方
①在宅で介護サービスを利用する場合、居宅介護支援事
　業者と契約し、その事業者のケアマネジャーに依頼して、
　利用するサービスを決め、介護サービス計画(ケアプラン) 
　を作成してもらいます。
②施設へ入所を希望する場合希望する施設に直接申し
　込み、施設のケアマネジャーに作成してもらいます。
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6 介護サービス事業所・施設とその数について

厚生労働省の調査(平成29年10月時点)では、全国の介護サービス施設・事業所数は約147,000施設・
事業所と報告されており、以下のような内訳となっています。

（1） 介護予防サービスの事業所数
　①介護予防訪問介護…34,160事業所
　②介護予防通所介護…40,870事業所

（2） 介護サービスの事業所数
　①訪問介護……………35,311事業所
　②通所介護……………23,597事業所

【愛知県の施設数(平成30年6月)】　　▼実際にはケアマネジャーが提案してくれます。

（3） 介護保険施設
　①介護老人福祉施設……7,891施設
　②介護老人保健施設……4,322施設
　③介護療養型医療施設…1,196施設

施設名称 施設の役割 施設数

（1）介護老人福祉施設
（特別養護老人ホーム）

身体上または精神上の障害があるために常時に介護を必要
とする介護保険上の要介護者であって、家庭において介護
を受けることが難しい方が入所する施設です。地域密着型
については、施設の所在地の市町村にお住まいの方のみ利
用できます。〔原則要介護 3 ～ 5 の方のみ利用可〕

400施設

（2）介護老人保健施設
（老人保健施設）

病状が安定しており、入院する必要はないが、リハビリテー
ション、看護、介護を必要とする要介護高齢者等が入所し、
家庭復帰をめざす施設です。

194施設

（3）介護療養型医療施設
（療養病床など）

長期間にわたり療養が必要な方のための介護職員が手厚く
配置された医療機関です。 33施設

（4）介護医療院
長期にわたり療養が必要な方に対し、療養上の管理、看護、
医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医
療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設で
す。

1施設

（5）養護老人ホーム 環境上及び経済的な理由により家庭で生活することが難し
い 65 歳以上の方が入所する施設です。 31施設

（6）
軽費老人ホーム

（軽費老人ホーム
　Ａ型・ケアハウス）

低額な料金で家庭環境や住宅事情等の理由により家庭で生
活することが難しい 60 歳以上の方（名古屋市のＡ型は 65
歳以上の方）が入所する施設です。なお、ケアハウスは軽
費老人ホームの一種ですが、より自立的な生活を望む高齢
者の方に生活相談、入浴、食事の提供を行う新しいタイプ
の施設です。また、指定特定施設は、介護保険給付が受け
られる施設です。

99施設

(7) シルバーハウジング
（高齢者世話付住宅） 

高齢者の生活に配慮した設備を持つ公的賃貸住宅で、生活
援助員を配置し必要に応じ各種サービスを行っています。 69施設

（8）有料老人ホーム 

高齢者の方が、設置者と自由契約に基づき、全額自己負担
によって、給食、健康管理等のサービスを受けながら生活
する施設です。　また、介護付は、介護保険サービスが受
けられる施設です。介護付のうち介護専用型については、
要介護 1 以上の方のみ利用できます。また、地域密着型に
ついては、施設の所在地の市町村にお住まいの方のみ利用
できます。

832施設

（9）生活支援ハウス
（高齢者福祉センター）

高齢などのため、居宅で生活することに不安のある方が一
時的に生活する施設です。 13施設
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6 介護サービス事業所・施設とその数について

厚生労働省の調査(平成29年10月時点)では、全国の介護サービス施設・事業所数は約147,000施設・
事業所と報告されており、以下のような内訳となっています。

（1） 介護予防サービスの事業所数
　①介護予防訪問介護…34,160事業所
　②介護予防通所介護…40,870事業所

（2） 介護サービスの事業所数
　①訪問介護……………35,311事業所
　②通所介護……………23,597事業所

【愛知県の施設数(平成30年6月)】　　▼実際にはケアマネジャーが提案してくれます。

（3） 介護保険施設
　①介護老人福祉施設……7,891施設
　②介護老人保健施設……4,322施設
　③介護療養型医療施設…1,196施設

7 要支援・要介護に非該当の方も受けられる「介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）」

利用できる方

■要支援１・２の認定を受けた方
■事業対象者基本チェックリストにより、
　生活機能の低下がみられた方

「介護予防・生活支援サービス事業」

（1）介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)とは
総合事業（介護保険法では、「介護予防・日常生活支援総合事業」として

定められています。）は、市町村が中心となって、地域の実情に応じて、住民
等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することで、地域の支え合
い体制づくりを推進し、要支援者等の方に対する効果的かつ効率的な支援
等を可能とすることを目指すものです。
そのため、市町村により取組み内容が異なっています。したがって、具体的

なサービスメニューは、お住まいの市町村もしくは「地域包括支援センター
（P3～6参照）」で、確認・相談をしてください。

（2）簡易な手続きで迅速なサービス利用が可能に
介護予防・生活支援サービス事業の利用にあたり、要支援認定だけではなく、基本チェックリスト

（25項目の質問に原則本人が回答）による「事業対象者」の判定が加わり、簡易な手続きで、迅速な
サービス利用開始が可能となりました。
要介護（要支援）認定を受けた人は、一定の期間が来ると、主治医による意見書作成や認定調査

員の調査を受け、審査会で審査・判定する認定手続きを受ける必要がありますが、「事業対象者」と
なった人は認定結果を待つことなく、迅速に「総合事業」のサービスを受けることができます。

（3）総合事業のサービスメニュー
総合事業には、「要支援１・２の認定を受けた方」や、「事業対象者」(基本チェックリストにより、生活
機能の低下がみられた方)が利用できる「介護予防・生活支援サービス事業」と、65歳以上のすべての
方が利用できる「一般介護予防事業」があります。
また、介護サービスにはなかったサービス事業もありますので市町村にご確認ください。

①訪問型サービス（自己負担1～3割）
　ホームヘルパーによる掃除、洗濯など利用者
が自力では困難な行為について、自立のため
のホームヘルプサービスを提供します。また、
管理栄養士や療法士などの専門職による短
期集中予防サービスを提供します。
②通所型サービス（自己負担1～3割）
　デイサービスセンターなどにおいて、生活機能
の維持向上のための訓練や体操などを日帰り
で行います。
③その他の生活支援サービス（自己負担は要確認）
栄養改善を目的とした配食サービスや、住民
ボランティアによる見守りサービスなど、市町村
が地域の実情に応じ訪問型、通所型サービ
スを補足するサービスとして提供されるものを
指します。
④介護予防支援事業（ケアマネジメント）
　介護保険のケアプランに相当するものです。

①介護予防把握事業
　収集した情報等の活用により、閉じこもり等の
何らかの支援を要する者を把握し、介護予防
活動へつなげます。
②介護予防普及啓発事業
　介護予防活動の普及・啓発を行います。
③地域介護予防活動支援事業
　住民主体の介護予防活動の育成・支援を行
います。
④一般介護予防事業評価事業
　介護保険事業計画に定める目標値の達成状
況等を検証し、一般介護予防事業の評価を
行います。
⑤地域リハビリテーション活動支援事業
　介護予防の取組を機能強化するため、通所、
訪問、地域ケア会議、住民主体の通いの場
等へのリハビリ専門職等による助言等を実施
します。

利用できる方

■65歳以上のすべての方

「一般介護予防事業」

※自己負担無料、教材費のみ自己負担などの
　事業が主流です。
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（3）自己負担割合について

要介護・要支援認定を受けた方には、毎年6 ～7月頃に、どの負担割合の方も、市区町村から「負
担割合が記された証（負担割合証）」が交付されます。
介護保険サービスを利用するときには、「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」の2枚を
一緒に介護保険サービス提供事業者に提示します。

（4）高額となった介護サービス費を払戻す制度（高額介護サービス費）があります

介護サービスの利用者負担額は、所得に応じて月々の利用者負
担の上限が設定されています。利用者負担額が高額になり上限を超
えた場合、申請により後日「高額介護サービス費」として払い戻されま
す。このため、負担割合が２割、３割の方であったとしても、必ずしも１
割の方の２倍、３倍の費用を負担するということではありません。
高額介護サービス費の計算対象になるのは、原則介護サービス
費の自己負担（１～３割負担）分のみです。以下の１～４のような費用
は対象となりません。
１．住宅改修費
２．福祉用具購入費
３．施設等利用時の居住費（滞在費）・食費・日常生活費
４．要介護度ごとの支給限度額を超えた利用者負担額

「介護保険負担割合証」の
ここに1割、2割、3割の記載が
されています。

8 介護サービスの費用負担について

【要支援2　在宅介護の事例】

（1）介護保険の支給限度と自己負担額について

〔要介護度別認定者数と2割負担者数〕

支給限度額とは、認定された方が介護保険からの給付として月々に利用できる介護サービスの限
度額をいい、要介護度で異なります。
支給限度額の範囲内で介護サービスを利用した場合の自己負担額はサービス費の1割、2割または
3割ですが、支給限度額を超えてサービスを利用した場合は越えた分が全額自己負担となります。

「特別養護老人ホーム」「介護老
人保健施設」「介護療養型医療施
設」入所など施設サービスを利用す
る場合は、施設の種類や要介護度
によって定められている施設サービ
ス費の1割、2割または3割と居住費・
食費などが自己負担となります。

（2）ケアプランと月額自己負担額事例の紹介
以下は、「要支援2認定で在宅介護の方」「要介護3認定で施設入所の方」について利用したサービ

スと自己負担額の事例です。介護サービスにおいては、受けるサービスや自己負担割合により、個 に々異
なるのが実態ですが、費用負担のイメージとして参考にしてください。

※このほかに、各種加算や日常生活費等別途
負担が必要となります。
　また、上記費用は目安のため、要介護度や
施設の種類、部屋のタイプによって料金が
異なります。

【要介護3　施設入所の事例】

①受けるサービス
　■通所型サービス（介護予防通所介護相当）
　　を週2回程度利用
　■福祉用具（手すり）を貸与

②月額費用の目安 （自己負担1割の方）
合計　約4,300円

合計　123,780円

①受けるサービス
　■特別養護老人ホームユニット型個室入所

②月額費用の目安
　（住民税課税世帯・自己負担1割の方）
・施設サービス費　 23,280円
・居住費　　　　　59,100円
・食費　　　　　　41,400円

※3割負担は2018年8月開始のため現時点では統計値が
　公表されていません。

要介護度 支給限度額
(1ヶ月)

要介護認定者（2016年3月）
全国 愛知県

認定者数 2割負担
者数 認定者数 2割負担

者数
要支援1 50,030 891,758 98,622 19,453 5,570
要支援2 104,730 867,870 82,883 20,272 5,590
要介護1 166,920 1,259,834 127,262 40,553 6,650
要介護2 196,160 1,102,791 107,061 29,356 6,359
要介護3 269,310 832,152 74,275 23,069 4,314
要介護4 308,060 764,491 61,458 21,061 3,331
要介護5 360,650 600,834 45,616 13,989 2,438

計 6,319,730 597,177 167,753 34,252
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（3）自己負担割合について

要介護・要支援認定を受けた方には、毎年6 ～7月頃に、どの負担割合の方も、市区町村から「負
担割合が記された証（負担割合証）」が交付されます。
介護保険サービスを利用するときには、「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」の2枚を
一緒に介護保険サービス提供事業者に提示します。

（4）高額となった介護サービス費を払戻す制度（高額介護サービス費）があります

介護サービスの利用者負担額は、所得に応じて月々の利用者負
担の上限が設定されています。利用者負担額が高額になり上限を超
えた場合、申請により後日「高額介護サービス費」として払い戻されま
す。このため、負担割合が２割、３割の方であったとしても、必ずしも１
割の方の２倍、３倍の費用を負担するということではありません。
高額介護サービス費の計算対象になるのは、原則介護サービス
費の自己負担（１～３割負担）分のみです。以下の１～４のような費用
は対象となりません。
１．住宅改修費
２．福祉用具購入費
３．施設等利用時の居住費（滞在費）・食費・日常生活費
４．要介護度ごとの支給限度額を超えた利用者負担額

「介護保険負担割合証」の
ここに1割、2割、3割の記載が
されています。

自己負担割合について
介護保険の負担割合は1割、2割または3割で、利用者本人および
同じ世帯にいる65歳以上の人の前年の所得等によって決まり
ます。

《1割負担の対象となる方》
・40歳～64歳の方（第2号被保険者）
・65歳以上で下記の2割・3割負担対象者以外の方

《2割負担の対象となる方》
次の両方にあてはまる方（3割負担に該当する方を除く）
・65歳以上で本人の合計所得金額が160万円以上
・本人を含む同一世帯の65歳以上の方の「年金収入＋その他の合計 
　所得金額」の合計が、単身で280万円、２人以上で346万円以上

《3割負担の対象となる方》
次の両方にあてはまる方
・65歳以上で本人の合計所得金額が220万円以上
・本人を含む同一世帯の65歳以上の方の「年金収入＋その他の合計 
　所得金額」の合計が、単身で340万円、２人以上で463万円以上
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9 介護を予防するために(生活習慣のみなおし)

介護状態に陥るまでのライフステージにおけるリスク

介護状態に陥るまでの生活習慣におけるリスク

■運動習慣のない生活

続けているとやがて…
移動能力が低下

・自宅内ではほとんど
 動かない。
・エレベーターや
 エスカレーターを
 使用し、自分の足で
 歩かない。　等

■低栄養・肥満の状態
・好きなものばかり
 食べている。
・買った物ばかりで
 簡単にすます。
・魚や野菜を食べない。
　　　　　　　　等

※移動能力＝立つ・歩く・走る・のぼる等の
　　　　　  日常生活に必要な身体機能

■更に体力・筋力・気力の低下
・骨粗鬆症、変形性関節症、変形性
 脊椎症 等
・生活にメリハリや刺激がなくなる。

■やがて外出することが億劫になる

■転倒・脳血管疾患などを
きっかけに閉じこもりがちになり

要介護状態に陥ってしまう

・整容や衣服の着替えが面倒臭い。
・人に会うと気を遣う、面倒臭い。

現役 前期
高齢者

後期
高齢者 要介護状態 死

身
体
機
能

加齢とともに、食欲・活動量(社会交流)・筋力・知
的能力が低下し、多くの病気を抱えるようになりま
す。握力や下肢筋力、体幹の筋力が減少する事に
より、歩くスピードが遅くなったり、杖や手すりが必要
になったり、くらしの中の自立度が低下します。やが
て、介護が必要になったり、寝たきりになる可能性が
高くなります。

腰痛･膝痛の発症 生活習慣病の発症
（糖尿病･高血圧 等）

食生活や生活運動量を
見直し、外出や運動習慣
をつけましょう。

予防のために
体に不調があれば、
我慢せず受診し、適切な
処置をして健康を
維持しましょう。

予防のために
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労福協「友の会」に参加し、「笑顔とふれあい」をもって健康で楽しい日々をおくりましょう

（1） 友の会がめざすこと

愛知県の労働団体および労働者福祉事業団体である「労
働金庫」「全労済」「福祉基金協会」は「愛知労福協」を構成
し、勤労者の福祉の充実を目指しています。
「愛知労福協友の会」は「愛知労福協」の支援のもと、県下
19支部・地区で友の会を結成し、勤労者の退職後の熟年人
生の支援・地域活動をおこなっています。

①退職後の生きがいと楽しみづくりの応援
②地域のつながり、結びつきに基づく相互扶助活動のご提案
③長寿社会における、医療・保険・福祉問題のお手伝い

愛知県下19の友の会が各地域で活動しています。
活動内容は各友の会により異なります。なお、どの友の会にご加入いただいても結構です。

（2） 友の会の主な活動

■地域におけるボランティア活動
①公園の清掃活動
②身障者授産所の軽作業支援
③老人介護施設への慰問

（3） 会員資格

友の会加入窓口・連絡先

55歳以上のご本人とその家族
（年齢が異なる友の会もあります）

（4） 会員資格

1,500円 （会費が異なる友の会もあります）
※夫婦でご加入の場合はお二人目は1,000円となります。

各友の会事務局の多くがろうきんの支店に併設されています。
お気軽にお電話いただきください。

■会員の親睦と交流活動
①親睦旅行（海外・国内）
②カラオケ大会
③ゴルフ大会

④グラウンドゴルフ大会
⑤囲碁・将棋大会
⑥釣り大会　　　　等々

9 介護を予防するために(労福協友の会活動のおすすめ)10

※友の会により異なります。活動内容は下記の
　各友の会事務局にてご確認ください。

【労福協事務局電話番号一覧】
友の会名 電話 友の会名 電話

愛知労福協県友の会 052-682 -6029 西三河支部刈谷地区 0566-21 -1541
東三河支部豊橋地区 0532-63 -0700 西三河支部安城地区 0566-77 -5511
東三河支部豊川地区 0533-84 -3011 尾張東支部 0561-82 -5021
豊田支部 0565-71 -0090 尾張西支部 0586-26 -1261
海部支部 0567-27 -4085 名古屋金山支部 052-332 -7911
知多支部半田地区 0569-21 -4032 名古屋西支部 052-561 -2441
知多支部東海地区 0562-33 -3320 名古屋中支部 052-243 -8800
岡崎・額田支部 0564-23 -5211 名古屋東支部 052-882 -4131
尾張北支部小牧地区 0568-75 -2121 名古屋北支部 052-772 -2800
尾張北支部春日井地区 0568-87 -7172 名古屋南支部 052-692 -2361
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検索

検索

ケアプ
ラン

〇〇様

介護保険制度は3年に1度見直しがされます。また、市区町
村毎に決められている「第1号被保険者の保険料」や介護認
定で非該当（＝自立）と認定された方も、利用できる「総合事
業」は市区町村によってサービスメニューが異なります。
最新の情報や詳細の情報は以下のホームページが参考に

なりますのでご参照ください。

各県民相談室で配布されている「介護保険・高齢者福祉ガイドブック」には相談先や施設等の連
絡先も掲載されています

市区町村ホームページ市区町村で異なる
「第1号被保険者の保険料」や「総合事業の
サービスメニュー」などは各自治体のホーム
ページに掲載されていますので、上記のよう
に検索ください。

要介護度別に
○受けられるサービス
○ケアプラン事例
○自己負担額
などが掲載されています。

情報ソース一覧（最新の情報をさらに詳しく知りたい方は）

介護保険のことを知るならまず厚生労働省ホームページ

■介護サービス情報公表システム　http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/
全国約21万か所の「介護サービス事業所」の情報が検索・閲覧できます

市区町村ホームページ

○○市介護保険料

○○市介護サービス

その他の検索

要支援1(2)で使えるサービス

要介護1(～5)で使えるサービス

「テーマ別に探す」から
介護・高齢者福祉に
進んでください

■介護保険制度のしくみ、制度の改正履歴
■介護認定方法や必要書類
■介護保険に関する各種統計　他

https://www.mhlw.go.jp/index.html

愛知県

厚生労働省

愛知県の介護保険の状況を知るなら愛知県のホームページ

介護保険・高齢者福祉ガイドブック　http://www.pref.aichi.jp/korei/guide
高齢者ご本人やその家族をはじめ、介護等の業務に携わる方 に々広くご利用いただけるよう、
愛知県が毎年度発行しているガイドブック

https://www.pref.aichi.jp/


