平成29年4月から

介護予防・日常生活支援総合事業
（総合事業）が始まります！

①運動

②通所イラスト

主な変更点
① 要支援１・２の方に多様なサービスを展開
② 地域の通いの場、支え合いのサービスを充実
③ 介護予防訪問介護・介護予防通所介護・新たな
サービスの利用の手続きを一部簡略化

③支え合いイラスト

長岡市

平成29年４月発行

介護予防・日常生活支援総合事業
（総合事業）
とは？
総合事業は、高齢者が生活力を高め、住み慣れた地域で社会とつなが
りを持ち続けるために、「介護予防の取り組み」「日常生活の支援」「地
域の支え合い体制づくり」を推進していくものです。
具体的には、介護予防訪問介護・介護予防通所介護が全国一律のサー
ビスから、市町村の基準による多様なサービスに変わります。
また、要支援者になるおそれのある方等に利用していただいていた従
来の介護予防事業についても、より効果的な事業となるよう見直します。

取り組みましょう“介護予防”
考えましょう“私達のまちの支えあい”
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総 合 事 業 の 概 要
総合事業は２つの事業で構成されます
介護予防・生活支援サービス事業
要支援１・２の方または基本チェックリスト

アマネジメント

※２

※１

の結果により生活機能の低下が見られ、介護予防ケ

により各サービスが必要とされた方が対象者です。介護予防訪問介護・介護予防通

所介護と同様のサービスのほかに、介護予防を重視したサービスや、生活援助サービスなど、多様な
サービスを展開します。

※１ 基本チェックリスト
→８ページ参照

※２ 介護予防ケアマネジメント

地域包括支援センターの職員などが、ご本人の状態に応じて必要なサービスの種類や回数を検討し、

自立した生活に向けたケアプランを作成します。

一般介護予防事業

65歳以上（第１号被保険者）のすべての高齢者が対象です。介護予防に関する教室や講座を開催す

るほか、はつらつ広場や介護予防サークルなど地域活動の支援を行います。

総合事業の特徴
● 多様な主体による多様なサービスを展開していきます。

高齢者を含めた幅広い世代の市民、ＮＰＯ、ボランティア、事業者等、様々な人や団体がサービスの

担い手になることにより、高齢者に対するサービスを充実させていきます。

● 社会参加を重視し、地域とつながる介護予防を促進します。
身体的機能訓練だけでなく、高齢者が地域や社会の中で役割を持ちながら、いきいきとした生活を続

けていくことを支援します。

● サービス利用のための手続きが一部簡略化されます。

基本チェックリストにより、要支援者に相当する生活機能の低下が見られた方には、要介護認定を受

けることなく、介護予防・生活支援サービスの利用ができるようになりました。
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●平
 成29年４月から介護予防訪問介護と介護予防通所介護が
総合事業に移行します。

要支援１・２の方に対する介護予防給付サービス（要支援者に対するサービス）のうち介護予防訪問
介護（ホームヘルプサービス）、介護予防通所介護（デイサービス）は総合事業における「介護予防・
生活支援サービス事業」の中に移行され、長岡市が基準を定める新しい訪問型サービス、通所型サービ
スとなりました。

・介護予防訪問介護、介護予防通所介護以外の介護予防給付サービス（訪問看護、福祉用具貸与等）はこれまでど
おりで変更ありません。
・平成29年３月までの間に要介護認定を受けた方は、
平成29年4月以降の認定更新後から、
介護予防・生活支援サー
ビス事業の対象となります。

いままで

●訪問介護
●通所介護
●訪問看護
●訪問リハビリテーション
●福祉用具貸与 など

要介護１〜５の方

要介護１〜５の方

介護給付サービス

平成29年４月以降
介護給付サービス
●訪問介護
●通所介護
●訪問看護
●訪問リハビリテーション
●福祉用具貸与 など
※変更ありません

介護予防給付サービス

●訪問看護
●訪問リハビリテーション
●福祉用具貸与 など

●訪問看護
●訪問リハビリテーション
●福祉用具貸与 など

●介護予防 訪 問介護
●介護予防通 所 介護

予防が必要な方への
介護予防教室
●地域型介護予防
デイサービス
●高齢者筋力向上
トレーニング など

●はつらつ広場
●認知症予防講座 など

元気な方など

元気な方への
介護予防教室

※変更ありません

介護予防･日常生活支援
総合事業
介護予防･生活支援サービス事業
介護予防ケアマネジメント実施
●訪問型サービス（５ページ）
●通所型サービス（６ページ）

※

介護予防が必要・元気な方など

介護予防事業

要支援１・２の方、事業対象者

要支援１・２の方

介護予防給付サービス

一般介護予防事業
●はつらつ広場
●認知症予防講座 など

※事業対象者…基本チェックリスト（8ページ）該当者
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サービス利用までの流れ、利用限度額
サービス利用までの流れ
＜相談・手続き＞

アオーレ長岡福祉窓口・各支所の市民生活課・地域包括支援センター（裏表紙）
（対象者の方のご希望や状態に合わせて、担当職員が手続きをご案内します）

要介護認定

要介護
１～５

ケアプランの作成
（居宅介護支援事業所）

介護給付サービス
を利用

基本チェックリスト

要支援
１・２

非該当

生活機能の低下が
みられた人
（事業対象者）

自立した生活が
送れる人
（非該当）

ケアプランの作成

（介護予防サービス計画、介護予防ケアマネジメント）
（地域包括支援センター）

介護予防給付サービス
を利用

介護予防・生活支援
サービス事業を利用
（5・6ページ）

40 ～ 64歳の方（第2号被保険者）が

一般介護予防
事業を利用

（12～14 ページ）

総合事業

サービスを利用するためには、

要介護認定を受ける必要があります。

サービスの利用限度額

介護予防・生活支援サービス事業のうち、「介護予防訪問サービス」、「介護予防通所サービス」および「く
らし元気アップ事業」には、サービスを利用できる限度があります。限度を超えてサービスを利用したときは、
超えた分が全額自己負担になります。
区分
要支援１・事業対象者
要支援２

利用限度額（１か月当たり）
50,030円（ 5,003単位）
104,730円（10,473単位）

○ 利用限度は、利用した各サービスの合計単位で判断します。
○ 要支援１・２の方が訪問看護、福祉用具貸与等の介護予防サービスもあわせて利用された場合は、介護予
防サービス利用分も含めた合計単位で判断します。
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介護予防・生活支援サービス事業

※利用の際は介護予防ケアマネジメントが必要です。

訪 問 型 サービス
介護予防訪問サービス
サービス提供者
事業内容

① 介護福祉士
② 介護職員初任者研修等修了者
従来の介護予防訪問介護と同様の、ホームヘルパーによる身体介護および生活援助の
サービスです。

対象者

要支援１・２の方または事業対象者

利用頻度

① 週１回
② 週２回
③ 週３回以上（要支援２の方のみ）

利用者負担の目安

１か月当たり（１割負担の場合）
① 週１回………1,168 円（1,168 単位）
② 週２回………2,335 円（2,335 単位）
③ 週３回以上…3,704 円（3,704 単位）

※利用内容によっては、加算により別途費用が
かかる場合があります。
２割負担の場合は、２倍の金額になります。

生活サポート事業（シルバー人材センター） ★支給限度額の中に含まれません。
サービス提供者
事業内容
対象者
利用頻度
利用者負担

長岡市シルバー人材センター
家事援助サービス（調理、洗濯、掃除、買い物）、通院付き添い、草取り
要支援１・２の方または事業対象者のうち、次のいずれかに該当する方
① 単身世帯であること
② 同居家族に障害・疾病その他やむを得ない理由があり家事等の実施が困難であること
年間利用上限を、１人当たり 48 時間とする
１時間当たり 500 円

生活サポート事業（各団体） ★支給限度額の中に含まれません。
サービス提供者
事業内容
対象者
利用頻度・利用者負担
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各団体に登録している地域住民等
家事援助サービス（調理、洗濯、掃除、買い物）、通院付き添い、草取り、その他その
方に必要なサービス
（例：布団干し、階段掃除、買い物代行、調理、ゴミ出し、電球の交換、代筆等）
要支援１・２の方または事業対象者
各団体により異なります。
詳しくは、長寿はつらつ課（☎ 39-2268）までお問い合わせください。

通 所 型 サービス

※食費、材料費がかかる場合は、別途実費負担となります。

介護予防通所サービス
事業内容
対象者
利用頻度
利用者負担の目安

従来の介護予防通所介護と同様の、生活機能向上のためのサービスです。
要支援１・２の方または事業対象者
週１～２回
１か月当たり（１割負担の場合）
① 要支援１、事業対象者…1,647 円（1,647 単位）
② 要支援２…………………3,377 円（3,377 単位）

※利用内容によっては、加算により別途
費用がかかる場合があります。
２割負担の場合は、２倍の金額になり
ます。

くらし元気アップ事業
事業内容
対象者
利用頻度・教室時間

利用者負担の目安

地域での通いの場への参加が困難な方に対し、週 1 回の送迎付きの介護予防教室を実
施します。
要支援１・２の方または事業対象者

週１回
① ２時間以上３時間未満
② ３時間以上

①くらし元気アップ事業

詳しくは
各事業所
（9〜11ページ）
へ
お問い合わせください。

１回当たり（１割負担の場合）
① ２時間以上３時間未満…250 円（250 単位） ※２割負担の場合は、
② ３時間以上………………330 円（330 単位） ２倍の金額になります。

短期集中レベルアップ事業
事業内容

地域の自主サークルの
介護予防講座などで
出張サポートをします。

★支給限度額の中に含まれません。

専門職が集中的なリハビリテーションを提供し、生活機能の向上を図ります。必要な
方には訪問も行い、自立した生活を行えるよう支援します。年度内１クールまでの利
用を原則とします。 ※口腔機能向上、栄養指導等の単発訪問指導を実施する事業所もあります。
②短期集中レベルアップ事業

対象者
利用頻度
利用者負担の目安

要支援１・２の方または事業対象者
週１～２回、期間３～ 6 か月
１回当たり 400 円

筋力向上トレーニング事業
事業内容
対象者

・転 倒 の 不 安 が な く な り、
近くのスーパーまで歩い
て行けるようになった！
・町内会や老人会の集まりに
参加できるようになった！
（平成28年度モデル事業より）

★支給限度額の中に含まれません。

高齢者専用の運動機器を使用し、短期間の筋力向上トレーニングを行うことで、要介護状
態となることを予防します。年度内１クールまでの利用を原則とします。
③筋力向上トレーニング事業

業事グンニーレト上向力筋③

要支援１・２の方または事業対象者

利用頻度

週２回、期間３か月

利用者負担の目安

１回当たり 250 円
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要介護認定が要件となっている高齢者福祉サービス
高齢者福祉サービスには、要介護認定が要件となっているものがあります。
以下のサービスをご利用いただくためには、要介護認定が必要です。
事業対象者（基本チェックリスト該当者）は、利用できないのでご注意ください。

●在宅介護者支援金（長寿はつらつ課 ☎39－2268）
内容

介護が必要な高齢者と同居し、常時在宅で介護する家族に支援金
を支給します。
要支援２～要介護２ 月額 3,000 円
要介護３～要介護５ 月額 5,000 円
（在宅で介護を行った日数が２０日以上の月が対象）

●住宅改造費補助事業（介護保険課 ☎39－2245）

対象者
65 歳以上の要支援２、
要介護１～５の人で認知症ま
たは常時おむつが必要と判定
を受けた人を在宅で介護する
同居家族

内容

対象者

要介護認定を受けた在宅の方のためにバリアフリー等の改造工事
を行う場合に、補助金を交付する事業です。

要支援１・２、
要介護１～５の方

●高齢者等在宅介護支援短期入所事業（介護保険課 ☎39－2245）
内容

対象者

サービス利用が利用限度額に達した後に要介護認定を受けた方の
緊急事情等により在宅介護が困難になった場合に、年間 7 日間を
限度に短期入所を認める事業です。

要支援１・２、
要介護１～５の方

●新潟県おもいやり駐車場制度（福祉課 ☎39－2343）
内容

対象者

障害者や要介護認定を受けた方のうち歩行が困難な方にショッピン
要支援１・２、
グセンター等の障害者等用駐車スペースを利用するための利用証
要介護１～５の方
を交付することで、当該スペースの適正な利用を図る制度です。
「おもいやり駐車場」のステッカー表示がある協力施設の駐車場を ※上記以外に障害者手帳や診断書等
で申請できる場合があります。
利用できます。

●福祉有償運送（福祉総務課 ☎39－2217）
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内容

対象者

障害者や、要介護認定を受けている単独での移動が困難な方に対
して、ＮＰＯ法人等が自家用自動車により移送する有償サービス
です。

要支援１・２、
要介護１～５の方

基本チェックリスト
基本チェックリストは、日常生活での動作や物忘れの状況など25項目の質問にご回答いただくこ
とで、近い将来介護が必要になるかどうかを判定するために、厚生労働省が作成したものです。
黄色枠 に該当してご心配な場合はアオーレ長岡福祉窓口、各支所の市民生活課、地域包括支援セ

ンターにご相談ください。

№

質問項目

(

回答

)

いずれかに○を…
お付けください

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昇っていますか

はい

いいえ

7

椅子に座った状態からなに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 ヶ月間で 2 ～ 3 ㎏以上の体重減少がありましたか

はい

いいえ

はい

いいえ

12

ＢＭ I は 18.5 以上ですか
※

※ BMI ＝体重 (kg) ÷身長 (m) ÷身長 (m)

13

半年前に比べて固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「いつも同じことを聞く」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 （ここ 2 週間）毎日の生活に充実感がない

はい

いいえ

22 （ここ 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 （ここ 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 （ここ 2 週間）自分が役に立つ人間だとは思えない

はい

いいえ

25 （ここ 2 週間）わけもなく疲れたような感じがする

はい

いいえ
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介護予防・生活支援サービス事業
実施事業所一覧
訪 問 型 サービス

介護予防訪問サービス

介護予防訪問サービスは、従来の介護予防訪問介護の事業所が引き続き同様に実施します。
事業所名は長岡市のホームページに掲載しています。（健康・福祉＞高齢者・介護＞長岡市内介護サービス事業所一覧）

生活サポート事業（シルバー人材センター）
事業所の所在地域

団体名

全域

公益社団法人 長岡市シルバー人材センター

生活サポート事業（各団体）
事業所の所在地域

団体名

所在地

〒 940-0048
長岡市台町 2-4-56

所在地

連絡先
TEL 35-2380
FAX 37-2880

連絡先

川東地区西

特定非営利活動法人
ながおかたすけあいネット BE ライフ

〒 940-0022
長岡市東新町 2-1-14

TEL 37-7106
FAX 37-7136

川東地区東

ながおか医療生活協同組合

〒 940-0043
長岡市土合 4-1-14

TEL 30-1161
FAX 30-1175

川西地区南

特定非営利活動法人
長岡医療と福祉の里 ボランティア連合会

〒 940-2135
長岡市深沢町 2278-8

TEL 47-2233
FAX 47-2237

通 所 型 サービス

介護予防通所サービス

介護予防通所サービスは、従来の介護予防通所介護の事業所が引き続き同様に実施します。
事業所名は長岡市のホームページに掲載しています。（健康・福祉＞高齢者・介護＞長岡市内介護サー
ビス事業所一覧）

くらし元気アップ事業
事業所の所在地域

事業所名

ながおか医療生活協同組合
新町わいわい倶楽部
川東地区西

社会福祉法人 長岡市社会福祉協議会
神田はつらつ会
社会福祉法人 長岡福祉協会
くらし元気アップ千手

川東地区東
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所在地（実施会場）
〒 940-0025
長岡市泉 1-7-20
〒 940-0051
長岡市西神田町 2-3-1
（神田コミュニティセンター内）
〒 940-0086
長岡市西千手 2-5-1
（千手コミュニティセンター内）

連絡先
TEL 30-1161
FAX 30-1175
TEL 39-2247
FAX 31-8830
TEL 46-6631
FAX 46-6733

ながおか医療生活協同組合
四郎丸わいわい倶楽部

〒 940-0043
長岡市土合 4-1-14

TEL 30-1161
FAX 30-1175

社会福祉法人 長岡三古老人福祉会
高齢者複合施設サクラーレ福住

〒 940-0034
長岡市福住 2-1-7

TEL 31-8551
FAX 31-8561

社会福祉法人 長岡三古老人福祉会
デイサービスセンター川崎東

〒 940-0861
長岡市川崎町 563-1

TEL 31-8551
FAX 31-8561

事業所の所在地域

川東地区東

川東地区北

川東地区南

事業所名
社会福祉法人 長岡市社会福祉協議会
川崎はつらつ会
社会福祉法人 長岡市社会福祉協議会
四郎丸はつらつ会
社会福祉法人 長岡東山福祉会
長岡市デイサービスセンターふそき
社会福祉法人
長寿健康教室

長岡福寿会
だんだん

社会福祉法人 長岡市社会福祉協議会
宮内はつらつ会
社会福祉法人 長岡福祉協会
くらし元気アップ王見台

川西地区南

社会福祉法人 長岡三古老人福祉会
デイサービスセンター縄文の杜関原
テンプスタッフフォーラム株式会社
あいらぶかいご長岡デイサービスセンター

三島

社会福祉法人 長岡市社会福祉協議会
みしまいきいき広場
社会福祉法人 長岡三古老人福祉会
デイサービスセンター中之島

中之島

与板

越路

〒 940-0876
長岡市新保町 1399-3
〒 940-1111
長岡市町田町 540
（地域交流センターまちだ園内）
〒 940-1154
長岡市宮栄 3-21-27
（宮内コミュニティセンター分館内）
〒 940-2056
長岡市王番田町 2900
（リハビリセンター王見台内）
〒 940-2145
長岡市青葉台 1- 甲 120-8
（青葉台コミュニティセンター内）
〒 940-2124
長岡市希望が丘 1-529-1
〒 940-2314
長岡市上岩井 1260-1
（長岡市みしま会館内）
〒 954-0124
長岡市中之島字古新田 2105-6

連絡先
TEL 39-2247
FAX 31-8830
TEL 39-2247
FAX 31-8830
TEL 25-3352
FAX 25-3360
TEL 39-3927
FAX 39-3946
TEL 39-2247
FAX 31-8830
TEL 46-6631
FAX 46-6733
TEL 21-5055
FAX 21-5066
TEL 21-3022
FAX 27-7128
TEL 42-3760
FAX 42-3761
TEL 61-2823
FAX 66-1820

〒 954-0124
長岡市中之島 1-5
（長岡市老人憩いの家 刈谷田荘内）
〒 954-0216
社会福祉法人 長岡市社会福祉協議会
長岡市中之島中条 2919
なかのん日枝の里教室
（長岡市老人憩いの家 日枝の里内）
有限会社 生活サポートセンターいろは 〒 940-2403
長岡市与板町本与板 2380-1
ホームヘルプステーションいろは
（志保の里荘内）

TEL 66-0688
FAX 66-0689

社会福祉法人 小越会
デイサービスセンターこしじの里

〒 949-5416
長岡市不動沢 2219-5

TEL 41-0801
FAX 41-0800

特定非営利活動法人
いっぽ一歩

〒 949-5406
長岡市浦 4958

TEL 41-3333
FAX 41-3338

〒 949-5411
長岡市来迎寺 4150

TEL 92-5688
FAX 92-5871

社会福祉法人 長岡市社会福祉協議会
なかのん刈谷田荘教室

ドリーム

有限会社 こしじ
デイサービス ぼこまめ
小国

社会福祉法人 小越会
デイサービスセンターおごしの里

和島

社会福祉法人 長岡市社会福祉協議会
和島 ゆきわりクラブ

寺泊

所在地（実施会場）
〒 940-0031
長岡市地蔵 1-4-1
（川崎コミュニティセンター分館内）
〒 940-0046
長岡市四郎丸 1-11-20
（四郎丸コミュニティセンター内）

〒 949-5215
長岡市小国町新町 304-1
（おぐにコミュニティセンター内）
〒 949-4511
長岡市小島谷 3560-1
（高齢者コミュニティセンターゆきわり荘内）

株式会社 田中薬局
寺泊デイサービスセンター

〒 940-2502
長岡市寺泊磯町 7432-14

社会福祉法人 長岡三古老人福祉会
介護老人保健施設てらどまり

〒 959-0152
長岡市寺泊下桐 850-1

社会福祉法人 長岡市社会福祉協議会
寺泊ほほえみの会 夕映荘

〒 940-2502
長岡市寺泊金山 170-3
（長岡市老人憩いの家 夕映荘内）

〒 959-0141
社会福祉法人 長岡市社会福祉協議会
長岡市寺泊敦ヶ曽根 551
寺泊ほほえみの会 センターおおこうづ （寺泊センターおおこうづ内）

TEL 66-0688
FAX 66-0689
TEL 72-3975
FAX 72-2061

TEL 95-3110
FAX 95-3118
TEL 74-2911
FAX 74-2912
TEL 41-6000
FAX 41-6003
TEL 0256-97-3200
FAX 0256-97-3277
TEL 75-2368
FAX 75-2945
TEL 75-2368
FAX 75-2945
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くらし元気アップ事業
事業所の所在地域

栃尾

事業所名

川東地区東

川西地区南

〒 940-0152
長岡市来伝 1922

TEL 35-1304
FAX 36-7085

越後ながおか農業協同組合
デイホームまんさくの里

〒 940-0252
長岡市西野俣 897-1

TEL 35-1304
FAX 36-7085

社会福祉法人
ほのぼの

上塩保育園

〒 940-0128
長岡市上塩 1153

TEL 52-3833
FAX 52-3837

社会福祉法人
お茶の間デイ

みどり社会福祉協会
みどりのへや

〒 940-0115
長岡市下樫出 1117-6

TEL 52-3336
FAX 52-3337

社会福祉法人
らくらく

長岡市社会福祉協議会

事業所名
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〒 940-0116
長岡市上樫出 3034
（老人福祉センター皆楽荘内）

所在地

TEL 52-3298
FAX 52-1601

連絡先

ながおか医療生活協同組合
介護予防教室 レインボー

〒 940-0043
長岡市土合 4-1-14

TEL 39-2882
FAX 30-1175

社会福祉法人 長岡三古老人福祉会
パワーステーション川崎東

〒 940-0861
長岡市川崎町 563-1

TEL 31-8551
FAX 31-8561

社会福祉法人 長岡三古老人福祉会
高齢者総合施設 縄文の杜関原

〒 940-2035
長岡市関原町 1- 字上ノ沢 1072-1

TEL 21-5055
FAX 21-5066

所在地

連絡先

※口腔機能向上、栄養指導等の単発訪問指導あり

筋力向上トレーニング事業
事業所の所在地域

連絡先

越後ながおか農業協同組合
デイホームつくし

短期集中レベルアップ事業
事業所の所在地域

所在地（実施会場）

事業所名

川東地区西

社会福祉法人 長岡三古老人福祉会
パワーステーション幸町

〒 940-0084
長岡市幸町 1-13-15

TEL 31-1155
FAX 31-1156

川東地区東

ながおか医療生活協同組合
四郎丸元気倶楽部

〒 940-0043
長岡市土合 4-1-14

TEL 39-2882
FAX 30-1175

川西地区北

社会福祉法人 長岡三古老人福祉会
長岡市デイサービスセンターまきやま

〒 940-2002
長岡市槇山町 1592-1

TEL 29-7004
FAX 29-2506

中之島

社会福祉法人 長岡三古老人福祉会
パワーステーション中之島

〒 954-0124
長岡市中之島字古新田 2105-6

TEL 61-2828
FAX 66-1820

与板

社会福祉法人 長岡三古老人福祉会
介護老人保健施設グリーンヒル与板

〒 940-2416
長岡市与板町槇原 393-8

TEL 72-2500
FAX 72-2488

寺泊

社会福祉法人 長岡三古老人福祉会
パワーステーションてらどまり

〒 959-0152
長岡市寺泊下桐 850-1

TEL 0256-97-3200
FAX 0256-97-3277

一般介護予防事業
対象：65歳以上のすべての高齢者

①イラスト４（一般介護事業とは・・・）

一般介護予防事業とは…

高齢者がいつまでも元気に過ごすことがで
きるための介護予防教室の開催や、住民主体
の通いの場の充実、地域の支え手の創出といっ
た地域づくりを推進し、介護が必要な状態と
なっても、生きがい・役割をもって生活でき
る地域の実現を目指した事業です。

介護予防とは…

いつまでもはつらつと自分らしく
生活するために大切なこと！

（遅らせる）
要介護状態の発生をできる限り防ぐ
こと、そして要介護

状態にあってもその悪化をできる限り防ぐこと。

長岡市の要介護認定原因疾病
※介護保険課

１位

認知症

２位

脳血管疾患

３位

関節疾患

４位

骨折・転倒

５位

心疾患

年齢区分別原因疾病平成27年度累計

「認知症」
「脳血管疾患」
「心疾患」は、循環器疾患（高
血圧）や糖尿病といった生活習慣病によりリスクが
高まります。
「関節疾患」
「骨折・転倒」は、不活発な生活により
心身の機能が低下することで、リスクが高まります。

高齢者の健康づくりのポイント！
生活習慣病予防
③生活習慣予防

介

護

予

④介護予防

防
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長岡市の一般介護予防事業

①ページ上

地域介護予防活動支援事業
はつらつ広場支援事業
はつらつ広場とは

地域住民によって、高齢者が身近で気軽に集まることができる場所を開設し、高齢者
の社会参加や生きがいづくりを行う通いの場です。

事業概要

以下の要件を満たす活動に対し、補助金を交付します。
① 対象者がおおむね65歳以上、１回あたりの参加人数がおおむね５人以上
② 週1回以上、かつ１回あたり2時間以上行うこと
③ 毎回１時間以上、介護予防の要素を取り入れていること
※特定の内容や種目に偏ることなく、地域の実情に応じた様々な活動を行う
④ 住民主体で運営され、地域に開かれた活動であること

補助金額

年間上限24万円
ただし、新規申請団体は初年度に限り立ち上げ費用として６万円（上限）
を加算

補助対象経費

講師等謝金、交通費、消耗品、通信料、保険料、会場使用料等
※飲食費、個人の所有となる物品・原材料費等は補助の対象となりません。

その他支援

介護予防に係る専門講師の派遣、はつらつ広場の立ち上げ・運営相談、講演会・研修
会の案内

介護予防サークル支援事業

介護予防サークル
とは

介護予防を地域で主体的に継続し、心身機能の維持・向上を図り、要介護状態または
要支援状態となることを予防する場です。

事業概要

以下の登録要件を満たす介護予防サークルの活動を支援します。
① 介護予防を目的として活動していること
② 対象者がおおむね65歳以上、１回あたりの参加人数がおおむね５人以上
③ 月1回以上、年間を通して活動を行うこと
④ 住民主体で運営され、地域に開かれた活動であること

支援内容

・介護予防に係る講師派遣（年間上限５回）
・会場借用料の補助 月額上限1,000円×活動月数
・介護予防サークルの立ち上げ･運営相談

介護予防サポーター「転ばん隊」養成・派遣事業
「転ばん隊」とは

研修内容

介護予防を地域に広め、活動を支援するための住民サポーターです。所定の研修を修
了し、地域のサークルの立ち上げや運営、市主催の介護予防事業等で活躍します。
【新規養成研修】
高齢者の心身の特徴、介護予防、体力測定の方法等、「転ばん隊」としての基礎知
識を身に付けます。
【フォローアップ・スキルアップ研修】
②はつらつ！交流まつり
認知症予防、栄養改善、お口の健康、こころの健康、レクリエーション、講座の計画・
実施等、具体的な知識や実践力を習得します。

はつらつ！交流まつり

上記の活動を行うみなさんの交流と活性化を目的に開催します。
介護予防スタンプラリー、介護予防の講演等、楽しく体験しながら、
活動のヒントを得られる内容を実施します。
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介護予防普及啓発事業
継続教室

毎回教室に行くのが楽しみ！
①高齢者のイラスト５（継続教室）
教室参加で仲間の輪も広がります♪

運動機能向上継続教室

運動に関する講座・実技指導を通して、転倒予防に効果的な筋
力・バランス能力・歩行能力の改善と運動習慣の定着を図る継続教
室です。

複合型教室

運動を中心として、認知症予防・栄養改善・お口の健康・うつ予
防などの介護予防に関する知識・技術を幅広く学ぶ継続教室です。
複合的な学びを通して、より効果的な介護予防活動に向けた実践
力の獲得を目指します。
②水中運動教室

単発講座

このほかにも水中運動教室
など実施しています！

運動機能向上講座

筋力向上や転倒予防など、運動機能向上を図るための講座と実
技指導を行います。
転倒に関する５項目（バランス能力や歩行筋力などの項目）の
測定も行っています。

③高齢者のイラスト6（単発講座）

認知症予防講座

認知症予防に関する基礎知識や予防方法を学びます。
画像と音声に沿って脳の健康度を測定するテストも行っています。

栄養改善・うつ予防・口腔機能向上等講座

高齢期に必要な栄養・食事、心の健康づくり・うつ予防、お口の
健康などについて学びます。

介護予防講座

長岡市の高齢者の実態など、介護予防全般についての知識を学
④イラスト７
びます。

町内会など、地域団体からの講座依頼も
受け付けています！
お気軽にご相談ください♪
※開催日時等は、市政だよりやコミュニティセンターだより等でお知らせします。
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お気軽にご相談ください
地域包括支援センター連絡先

「地域包括支援センター」は、長岡市が設置する、高齢者に関する公的な相談窓口です。

保健・福祉の専門職が常駐し、様々な機関と連携しながら以下のような業務を行っています。

● 高齢者に関する相談に応じ、ご希望により訪問もします。
● 消費者被害や虐待の相談に応じます。

● 介護保険や総合事業に関する相談も受け付けます。

● 体力の低下した高齢者に介護予防教室をお勧めしたり、要支援１・２の方、事業対象者の方の介護予防ケアマネジメントを
実施します。

● 認知症に関する相談にも応じます。
担当地区

名

千手・阪之上の一部（JR 線の
西側）
・表町・中島・神田・新町

地域包括支援センター

〒 940-0071 長岡市表町 2-2-21
長岡市社会福祉センター内

TEL 30-1121
FAX 31-6201

四 郎 丸・豊 田・阪 之 上 の 一 部
（JR 線の東側）
・川崎

地域包括支援センター

〒 940-0093 長岡市今朝白 2-8-18
高齢者センターけさじろ内

TEL 37-5700
FAX 37-3558

栖吉・富曽亀・山本・新組
黒条

地域包括支援センター

〒 940-0876 長岡市新保町 1399-3
高齢者センターふそき内

TEL 25-3354
FAX 25-6531

宮内・十日町・六日市・太田
山通・山古志

地域包括支援センター

〒 940-1103 長岡市曲新町 566-7
高齢者センターみやうち内

TEL 39-0080
FAX 39-0068

下川西・上川西・福戸・王寺川
三島

地域包括支援センター

〒 940-2002 長岡市槇山町 1592-1
高齢者センターまきやま内

TEL 29-7005
FAX 29-2506

大島・希望が丘・日越・関原
宮本・大積・深才・青葉台

地域包括支援センター

〒 940-2111 長岡市三ツ郷屋下川原 383-1
ケアハウス西長岡内

TEL 29-6621
FAX 29-5600

地域包括支援センター

〒 954-0174 長岡市中野中甲 1666-2
サンパルコなかのしま内

TEL 61-2600
FAX 61-2606

地域包括支援センター

〒 949-5406 長岡市浦 3060
特別養護老人ホームわらび園内

TEL 41-3201
FAX 41-3153

地域包括支援センター

〒 949-4511 長岡市小島谷 3422-3
デイサービスセンターわしま内

TEL 74-3808
FAX 41-8032

地域包括支援センター

〒 940-0234 長岡市栃尾泉 419-2
特別養護老人ホームいずみ苑内

TEL 53-2265
FAX 53-2267

地域包括支援センター

〒 949-7513 長岡市西川口 1168
高齢者生活支援ハウス川口ぬくもり荘内

TEL 89-3974
FAX 89-3985

〒 940-0071 長岡市表町 2-2-21
長岡市社会福祉センター内

TEL 89-7440
FAX 31-6201

中之島・与板
越路・小国
和島・寺泊
栃尾

称

なかじま・おもてまち
けさじろ
ふそき

みやうち・やまこし
まきやま・みしま
にしながおか

なかのしま・よいた
こしじ・おぐに

わしま・てらどまり
とちお

川口

かわぐち

高齢者基幹包括支援センター

所

在

地

連絡先

長岡市
長寿はつらつ課

長岡市
介護保険課

中之島支所
市民生活課

越路支所
市民生活課

TEL 39-2268
FAX 39-2603

TEL 39-2245
FAX 39-2278

TEL 61-2015
FAX 61-2030

TEL 92-5906
FAX 41-3731

三島支所
市民生活課

山古志支所
市民生活課

小国支所
市民生活課

和島支所
市民生活課

TEL 42-2246
FAX 42-2154

TEL 59-2333
FAX 59-2331

TEL 95-5900
FAX 95-5914

TEL 74-3113
FAX 74-3500

寺泊支所
市民生活課

栃尾支所
市民生活課

与板支所
市民生活課

川口支所
市民生活課

TEL 75-3113
FAX 75-2238

TEL 52-5836
FAX 51-5223

TEL 72-3190
FAX 41-5787

TEL 89-3112
FAX 89-3430

