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介護のご相談や心配ごと、健康や医療に関するご相談は、 
「いきいき広場」までご連絡ください。 
 

 〔高浜市地域包括支援センター〕 
   電話：(0566) 52-9610   ＦＡＸ：（0566） 52-7918 
   平日：８：３０～１９：００  土曜日：８：３０～１７：１５ 
 〔高浜市社会福祉協議会〕 
   電話：(0566) 52-2002   ＦＡＸ：（0566） 52-4100 
   平日：８：３０～１７：１５  土曜日：８：３０～１７：１５ 
 〔たかはま障がい者支援センター〕 
   電話：(0566) 54-3009   ＦＡＸ：（0566） 52-7918 
   平日：８：３０～１７：１５  土曜日：８：３０～１７：１５ 

１．主なサービスについて 

1 

住み慣れた地域でいつまでも健康に暮らしていくために 

 このパンフレットは、介護や支援が必要となった方へ介護保
険の概要や、市内で利用できるサービスをまとめています。 
 
【目的別 もくじ】 
・どのサービスが利用できるか知りたい ・・・・・・・・ ・ Ｐ.２ 
・介護保険について知りたい ・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・ Ｐ.３ 
・サービスを受けるまでの流れを知りたい ・・・・・・・・ Ｐ.５～７ 
・介護サービスについて知りたい ・・・・・・・・・・・・・・   Ｐ.８～12 
・介護予防や生活支援について知りたい ・・・・・・・   Ｐ.13～15 
                                  18～23 
・福祉用具や住宅改修について知りたい ・・・・・・・・  Ｐ.16 
・市内施設の概要を調べたい ・・・・・・・・・・・・・・・・・  Ｐ.27 



いきいき広場２階窓口にご相談ください 
地域包括支援センター 電話:0566-52-9610 

【 平日 8:30 ～ 19:00（土曜日17:15まで）】 

Ｑ 
どのｻｰﾋﾞｽを
利用したい
ですか？ 

介護ｻｰﾋﾞｽ 
介護予防ｻー ﾋ゙ ｽ 

介護予防･
生活支援 
サービス 

在宅サービス 
施設サービス 
  な ど 

 要介護認定を 
 申請し、認定 
 を受けます 
 
①認定の申請 
②認 定 調 査 
③審査・判定 
④結果の通知 
 
詳しくはP.５ 
をご覧ください 

 基本チェック 
 リストを受け 
 ます 
 
詳しくはP.６ 
をご覧ください 

Ｑ 
 判定結果  
 はどれに 
 該当しま 
 したか？ 
 

   要介護 
   １～５ 
 
 要支援 
 １～２ 
 
 非該当 
 （左へ） 

Ｑ 
 生活機能 
 の低下が 
 みられま 
 したか？ 
 
 は い 
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   【申請・審査】    【結 果】   【利用可能ｻｰﾋﾞｽ】 

P.８ 

P.13 

P.14 

P.15 

訪問型ｻｰﾋﾞｽ 
 通所型ｻｰﾋﾞｽ  
 生  活  支  援 
  な ど 

介護予防事業 
（健康自生地等） 

   な ど 

一般介護 
予防事業 

２．サービス利用の流れ 



 介護保険制度は、社会全体で介護が必要な方を支えるた
めの制度です。 
 介護保険サービスにかかる費用は、半分が 
公費（国､都道府県､市町村）、もう半分が介護 
保険料から賄われています。 
 ４０歳以上の方が介護保険の加入者となり、 
介護が必要となったときは費用の一部を負担 
することでサービスを利用できます。 

３．介護保険について 

  加入者は、年齢によって２つの被保険者に分かれます。  
① ６５歳以上の方 … 第１号被保険者 
   ・要介護認定を受け、介護保険サービスが利用できます。 
   （要介護認定については、５ページをご覧ください） 

   ・所得に応じサービス費用の１～３割を負担いただきます。 
   （「介護保険負担割合証」に負担割合が記載されています） 

   ・保険料は原則年金からの天引き（特別徴収）となります。 
   （年金が年額１８万円未満の方や６５歳となった方、転入された 
    方等は口座振替や納付書で納めていただきます（普通徴収）） 
 

② ４０～６５歳未満の方 … 第２号被保険者 
   ・介護保険の対象となる病気（特定疾病）が原因で要介護 
    認定を受けた方は、介護保険サービスを利用できます。 
   ・サービス費用の１割をご負担いただきます。 
   ・保険料は、加入している医療保険の算定に基づき、医療 
    保険料と一括で収めていただきます。 

１ がん 
２ 関節リウマチ 
３ 筋萎縮性側索硬化症 
４ 後縦靱帯骨化症 
５ 骨折を伴う骨粗鬆症 
６ 初老期における認知症 

○特定疾病 
７ 進行性核上性麻痺、大脳皮質 
  基底核変性症およびﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病 

８ 脊髄小脳変性症 
９ 脊柱管狭窄症 
10 早老症 
11 多系統萎縮症 
 

12 糖尿病性神経障害、糖尿病性   
  腎症および糖尿病性網膜症 

13 脳血管疾患 
14 閉塞性動脈硬化症  
15 慢性閉塞性肺疾患 
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 

27 % 

23 % 
50 % 

公費 
（税金） 

65歳以上の 
方の保険料 

40～65歳の 
方の保険料 
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第７期 介護保険基準額 5,700  円 

住民税 対象者 所得・収入額 
１号保険料 

段階 割合 保険料(円) 

世帯非課税 

生活保護受給者又は老齢福祉年金受給者 
１ 0.45 2,565 

前年の課税年金収
入額と合計所得金額
の合計が右記の方 

80万円以下 

80超～120万円以下 ２ 0.65 3,705 
120万円超 ３ 0.70 3,990 

本人非課税 
世帯課税 

前年の合計所得
金額＋課税年金
収入が右記の方 

80万円以下 ４ 0.85 4,845 

80万円超 ５ 1.00 5,700 

本人課税 
前年の合計所得
金額が右記の方 

120万円以下 ６ 1.15 6,555 
120超～125万円以下 ７ 1.20 6,840 
125超～200万円以下 ８ 1.30 7,410 
200超～290万円以下 ９ 1.50 8,550 
290超～300万円以下 10 1.60 9,120 
300超～350万円以下 11 1.70 9,690 
350超～500万円以下 12 1.75 9,975 
500超～600万円以下 13 1.80 10,260 
600超～700万円以下 14 1.85 10,545 
700超～850万円以下 15 1.95 11,115 
850超～1,000万円以下 16 2.10 11,970 
1,000万円超 17 2.20 12,540 

【 ６５歳以上の方（第１号被保険者）の介護保険料 】 

【高額介護サービス費】 

 自己負担分が高額になった場合は、市に申請いただくことで
下記の限度額を超えた分が後から支給されます。 

所得・収入状況等 限度額 

現役並み所得者相当の方 
住民税課税世帯の方 

44,400円／世帯 

世帯全員が住民税非課税の方 24,600円／世帯 
老齢福祉年金受給者の方 

24,600円／世帯 
15,000円／個人 

前年の合計所得金額と課税年金収
入額の合計が８０万円以下の方等 

生活保護受給者の方など 15,000円／個人 

※ 同一世帯内で介護保険と医療保険の自己負担額の合計が一定額を超えた 
 場合も負担軽減があります。また、障がいをお持ちの方で低所得等一定の要件 
  を満たす場合も負担軽減があります。詳細は窓口までお問い合わせください。 4 



４．認定審査と要介護度 
 介護が必要になったら、まずはいきいき広場にご相談ください。 
 ご本人の状況を確認し、介護が必要かどうか判定します。 

非該当 歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本的動作を自分で行うことが可能で、
かつ薬の内服や電話の利用等の手段的日常生活動作も可能な状態 

 ・一般介護 
   予防事業 

要支援１ 日常生活動作は、ほぼ自分で行うことが可能だが、要介護状態となることの予防
に資するよう手段的日常生活動作について何らかの支援を要する状態 

要介護状態が軽く、介護予防サービスや介護予防・生活支援サービス事業によっ
て生活機能が改善する可能性の高い状態 

 ・介護予防 
  サービス 
 ・一般介護 
 予防事業業 要支援２ 

要介護１ 
薬の内服や電話の利用等の手段的日常生活動作を行う 
能力が低下し、部分的な介護が必要な状態 

支給限度額：16,692円 
認知度高：19,376円 

 ・介護サービス 
 

要介護２ 日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態 
支給限度額：19,616円 
認知度高：22,524円 

要介護３ ほぼ全面的な介護が必要となる状態 支給限度額：31,844円 

要介護４ 介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態 支給限度額：38,145円 

要介護５ 介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態 支給限度額：42,286円 

軽度 

重度 

○ 初回認定の有効期間は、原則申請日から６か月間です。 
   満了日の６０日前～満了日の間に、いきいき広場窓口で更新 
 手続きをされると、以降は１２～３６か月間有効となります。 
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【 介護認定の流れ 】 
① 本人または家族の方※がいきいき広場にお越しいただき、要介護 
   認定の申請をします。必要に応じ医師の診断を受けていただきます。 
 ※ 成年後見人や居宅介護支援事業者、介護保険施設などが代行可能です。 
 

     □要介護・要支援認定申請書     □介護保険被保険者証 
     □マイナンバー及び本人確認ができる書類 
      ※ 主治医意見書や健康保険被保険者証（２号被保険者の方）をお持ちの方はご提出ください。 

② 認定調査員がご自宅を訪問し、心身の状況について聞き取り調査 
   を行います（６０分程度）。コンピュータによる一次判定後、介護認定 
 審査会で調査員や主治医の意見等を踏まえ、二次判定を行います。 

③ 認定結果がご自宅に郵送されます（申請から原則３０日以内）。 
 

     □認定結果通知書  □介護保険証  □介護保険負担割合証 
         （「非該当」と判定された方は通知書のみ郵送されます） 

※ ①～③の間に介護が必要な方は「暫定ケアプラン」を作成することで介護・介護予防サービスを利用 
  可能です。ただし、認定の結果「非該当」となった場合は全額自己負担となります。 

 【要介護度について】 



５．チェックリストについて 
  介護や介護を未然に防ぐための予防が必要かどうかを、２５項目
の質問に「はい」「いいえ」で答えていただくことで確認できます。 
  チェックの結果、生活機能の低下が見られる方は、介護予防・生
活支援サービスを利用できます。 

基本チェックリスト 記入年月日

No. 質　問　項　目
網掛け(ｸﾞﾚｰ)
がいくつ該当
しましたか

1 バスや電車で１人で外出していますか 0.はい 1.いいえ

2 日用品の買い物をしていますか 0.はい 1.いいえ
3 預貯金の出し入れをしていますか 0.はい 1.いいえ
4 友人の家を訪ねていますか 0.はい 1.いいえ
5 家族や友人の相談にのっていますか 0.はい 1.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 0.はい 1.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 0.はい 1.いいえ
8 １５分位続けて歩いていますか 0.はい 1.いいえ
9 この１年間に転んだことがありますか 1.はい 0.いいえ
10 転倒に対する不安は大きいですか 1.はい 0.いいえ

11 ６ヶ月間で２～３kg 以上の体重減少がありましたか 1.はい 0.いいえ
身長 （　　　　　）cm 　体重（　　　　　） kg 　（※ＢＭＩ　18.5未満なら該当 ）
　 ※　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 1.はい 0.いいえ
14 お茶や汁物等でむせることがありますか 1.はい 0.いいえ
15 口の渇きが気になりますか 1.はい 0.いいえ

16 週に１回以上は外出していますか 0.はい 1.いいえ

17 昨年と比べて外出の回数が減っていますか 1.はい 0.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 1.はい 0.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 0.はい 1.いいえ
20 今日が何月何日かわからない時がありますか 1.はい 0.いいえ

21 （ここ２週間）毎日の生活に充実感がない 1.はい 0.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 1.はい 0.いいえ
23 （ここ２週間）以前は楽にできていたことが今はおっくうに感じられる 1.はい 0.いいえ
24 （ここ２週間）自分が役に立つ人間だと思えない 1.はい 0.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 1.はい 0.いいえ

【判定結果】
※　記入いただいた上の表右端の【①～⑦】に書いた数を、あてはめてください。 チェック

②が「３」以上の方は、運動機能低下のおそれがあります。 A
③が「２」の方は、低栄養のおそれがあります。 B
④が「２」以上の方は、口腔機能低下のおそれがあります。 C
⑥が「１」以上の方は、認知機能低下のおそれがあります。 D
⑦が「２」以上の方は、うつ傾向の可能性があります。 E
①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥が「１０」以上の方は、全般的な生活機能低下のおそれがあります。 F

12 1.はい 0.いいえ

【⑦こころ】

21～25で

　　　個

※　以下の質問について、「はい」か「いいえ」のいずれかに○をつけてください。
　 回答が終わったら、網掛け（グレー）に○がついた数をかぞえて、右側に記入してください。
　（網掛けが見にくい場合は、○をつけた回答の「１」と書かれた数をかぞえて、右側に記入してください）

【①暮らし】

1～5で

　　　個

【②運動】

6～10で

　　　個

【③栄養】
11～12で
　　　個

【④口腔】
13～15で
　　　個

【⑤外出】
16～17で
　　　個

【⑥物忘れ】
18～20で
　　　個

回　答

Ａ～Ｆのいずれかにチェックがついた方は、生活機能の低下が考えられます。 
地域包括支援センター（いきいき広場）窓口までご相談ください。 
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６．ケアプランについて 
 サービスを受けるには、どのようなサービスをいつ、どのくら
い利用するかを決めた「ケアプラン」を作成する必要があります。 

 要介護の方は居宅介護支援事業者や入所したい施設のケア
マネジャーに、それ以外の方は地域包括支援センターにご相
談ください。 

 

 介護事業所を調べるには、本パンフレットに掲載されているほか、「介護サービス情
報公表システム」ホームページに全国の事業所が掲載されています。     
  http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp 
 

 サービス事業者との契約にあたっては、サービスや料金、時間など、希望する内容
とあっているかよく確認のうえ、契約してください。なお、サービスの変更等について
の要望は、ケアマネージャーや地域包括支援センターにご相談ください。 

※ 介護サービスの利用にあたっては、サービス費用の自己負担分（１～３割）に加 
 え、食費・日常生活費（理美容代等）や各種加算、施設利用の場合は居住費等が 
 別途かかりますので、契約にあたっては実際にかかる費用をよくご確認ください。 
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【ケアプラン作成の流れ】 
① ケアマネジャーが自宅を訪問し、利用者の心身の状況や生活環境等を 
 把握します。利用者や家族の希望に合わせて、短期・長期目標を決めます。 

② ケアマネジャーと利用者・家族・サービス提供事業者で話し合い、適切な 
 サービスを検討します。 

③ ケアマネジャーからケアプラン案が提示されます。利用するサービスの内 
 容や回数を決め、合意のうえ、 利用者が事業者との契約を行います。 

Ｑ：あなたの心身の状況はどうですか。心配ごとはありますか。 

  〔                                     〕 
Ｑ：やりたいことや楽しみなこと、今後も続けたいこと（趣味など）はありますか。 

  〔                                     〕 
Ｑ：今後どのように生活していきたいですか。大切にしていることはありますか。 

  〔                                     〕 
Ｑ：利用したいサービスや事業所はありますか。その他要望はありますか。 

  〔                                     〕 

  ケアプラン作成にあたっては、今、どのような状況で、どこで（在宅か施設か 

など）、どのような生活を送りたいか等、ご本人やご家族の希望をケアマネ
ジャーや地域包括支援センターにしっかり伝え、納得のいく計画となるよう、 
よく相談してください。 

http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/
http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/
http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/


７．介護サービスについて 
対象者：要介護１～５の判定を受けた方（要支援の方はＰ．１３～をご覧ください） 

     （要介護度に応じて、利用できるサービスが異なります） 

②訪問型サービス 

サービスの種類 内  容 自己負担（１割）のめやす 

訪問介護 
（ホームヘルプ） 

ホームヘルパーが自宅を訪問し、食事・排
泄・入浴などの身体介護や掃除・洗濯・買
い物・調理などの生活援助を行います。 
（早朝・夜間・深夜は加算がつきます） 
 
※ 利用者以外へのサービスや日常生活 
 上の世話を超える家事は対象外です。 

 
 
 
 
 
 

訪問入浴介護 看護師と介護職員が浴槽を持って自宅を
訪問し、入浴の介護をします。 

１，２５０円／１回 
（全身入浴の場合） 

訪問リハビリ 
テーション 

リハビリの専門職（OT、PT、ST等）が自宅を
訪問し、リハビリテーションを行います。 

２９０円／１回 

居宅療養 
管理指導 

医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士など
が自宅を訪問し、療養上の管理・指導を行
います。 
 
 

 

訪問看護 

看護師などが自宅を訪問し、主治医の指
示に基づき療養上の世話や診療補助を行
います。 
※ 早朝・夜間・深夜は加算がつきます。 

 
 
 
 
 

金額
（１回）

上限
(１か月)

５０７円 ２回
医療機関 ５５８円 ２回
薬　　 局 ５０７円 ４回

 歯科衛生士 ３５５円 ４回

 医師・歯科医師

職　　種

 薬剤師

①居宅介護支援（ケアプラン作成、相談など） 
  ケアマネジャーに介護についての相談ができます。 
 また、サービスを利用するためのケアプランを作成、変更できます。 
 ※ 要支援の方は地域包括支援センターにご相談ください（介護予防支援 Ｐ．１３参照）。 

種類 時　　間 金額（１回）

２０分未満 １６５円
２０～３０分未満 ２４８円
３０分～１時間未満 ３９４円
１時間～１時間半未満 ５７５円
２０～４５分未満 １８１円
４５分以上 ２２３円

通院等乗降介助    ９８円

生活
援助

身体
介護

訪問元 時　　間 金額（１回）

２０～３０分未満 ３９６円
３０分～１時間未満 ５６９円
１時間～１時間半未満 ８３６円
２０～３０分未満 ４６７円
３０分～１時間未満 ８１６円
１時間～１時間半未満 １,１１８円

訪問看護
ｽﾃｰｼｮﾝ

病院
診療所

居宅サービス 
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※ 自己負担のめやすは、１割負担の方を例にした参考額です。これ以外に各種加算や延長料金等の 
 追加費用、食費や日常生活費（理美容代等）、施設利用の場合は居住費等が別途かかりますので、 
 契約にあたっては実際の費用や、追加費用について事業者やケアマネージャーによくご確認ください。 

 介護や介護予防が必要な方が、ケアプランに基づいて利用する 
サービスです。 

 ご自宅に住みながら受ける居宅サービスと、施設等に入所する
施設サービスがあります（Ｐ.１１の地域密着型サービスもご覧ください）。 

 ２０分以上の訪問看護が週１回以上入る場合は、２０分 
 未満の訪問看護が可能です（１割自己負担の例）：病院 
  診療所２６３円／１回、訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ３１１円／１回） 

要  介  護 

要  介  護 



④短期入所サービス 

⑤特定施設入居者生活介護サービス 

サービスの種類 内  容 １日あたりの自己負担（１割）のめやす 

特定施設 
入居者生活介護 

有料老人ホームなどに入所している方が
入浴や食事などの日常生活上の支援や
機能訓練を受けます。 
※費用は施設種類やサービスで異なり、食費､ 

   日常生活費､滞在費が別途かかります。 

（包括型（一般型）の例） 
 
 
 
 

要介護１ ５３４円 要介護４ ７３２円
要介護２ ５９９円 要介護５ ８００円
要介護３ ６６８円

③通所サービス 

サービスの種類 内  容 自己負担（１割：通常規模）のめやす 

通所介護 
（デイサービス） 

利用者がデイサービスセンターなどに日
帰りで通い、食事や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 
などを受けます。 
※ 食費が別途かかります。 

 
 
 
 

※ 事業所の規模や所要時間、利用メニュー 
 によって費用が変わります。 

通所リハビリ
テーション 
（デイケア） 

リハビリが必要な利用者が通所リハビリ
テーション施設に日帰りで通い、日常生
活上の支援や機能訓練などを受けます。 
※ 食費が別途かかります。 

 

 
※ 事業所の規模や所要時間、利用メニュー 
 によって費用が変わります。 

要介護１ ６５６円 要介護４ １,０２１円

要介護２ ７７５円 要介護５ １,１４４円

要介護３ ８９８円

要介護１ ７２６円 要介護４ １,０２２円

要介護２ ８７５円 要介護５ １,３２１円

要介護３ １,０２２円

サービスの種類 内  容 １日あたりの自己負担（１割）のめやす 

短期入所 
生活介護 
（ショートステイ） 

特別養護老人ホームなどに短期入所し
て、食事、入浴、排泄などの日常生活上
の支援や機能訓練などを受けられます。 
※費用は施設種類やサービスで異なり、食費､ 
   日常生活費､滞在費が別途かかります。 
   連続使用は最大３０日まで、３１日目以降は  
   全額自己負担となります。 
 

（併設型の例） 

短期入所 
療養介護 
（医療型ｼｮｰﾄｽﾃｲ） 

介護老人保健施設などに短期入所して、
医療上のケアを含む日常生活上の支援
や機能訓練、医師の診療などを受けられ
ます。 
※費用は施設種類やサービスで異なり、食費､ 
   日常生活費､滞在費が別途かかります。 
   連続使用は最大３０日まで、３１日目以降は  
   全額自己負担となります。 
 

（介護老人保健施設の例） 

 
 

要介護度
従来型
個　 室

多床室
ﾕﾆｯﾄ型
(準)個室

要介護１ ５８４円 ５８４円 ６８２円
要介護２ ６５２円 ６５２円 ７４９円
要介護３ ７２２円 ７２２円 ８２２円
要介護４ ７９０円 ７９０円 ８８９円
要介護５ ８５６円 ８５６円 ９５６円

要介護度
従来型
個　 室

多床室
ﾕﾆｯﾄ型
(準)個室

要介護１ ７５３円 ８２６円 ８３２円
要介護２ ７９８円 ８７４円 ８７７円
要介護３ ８５９円 ９３５円 ９３９円
要介護４ ９１１円 ９８６円 ９９２円
要介護５ ９６２円 １,０３９円 １,０４３円

（参考）これ以外にご自宅で受けられるサービス 
  ・地域密着型サービス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １１ページ 
  ・福祉用具貸与・購入、住宅改修 ・・・・・・・・・・・ １６ページ 
  ・一般介護予防サービス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５ページ 
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要  介  護 

要  介  護 

要  介  護 



⑥施設入所サービス 

施設種類 内  容 １か月あたりの自己負担（１割）のめやす 

介護老人 
福祉施設 

 
特別養護 

老人ホーム 

〔生活介護〕 

常に介護が必要な方に、入浴や食
事などの日常生活上の支援や、機
能訓練、療養上の世話などが受け
られます。 
※原則、要介護度３～５の方が対象です 

 
 
 
 

介護老人 
保健施設 

 
老健施設 

〔リハビリ・介護〕 

主に医療ケアやリハビリを必要と
する方に、リハビリテーションや必
要な医療、介護などが受けられま
す。 
 
 

 
 

介護療養型 
医療施設 

（２０２４年まで） 

〔医療・介護〕 

長期療養が必要な方に、可能な限
り自宅で日常生活を送ることがで
きるよう、機能訓練や必要な医療、
介護などが受けられます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 介護療養型医療施設は２０２４年３月で廃止され、介護 
 医療院が転換先として位置付けられています。 

介護医療院 
〔長期療養〕 

長期療養が必要な方に、医療と介
護を一体定期に受けられます。 

要介護度
従来型
個　 室

多床室
ﾕﾆｯﾄ型
(準)個室

要介護３ ２０,８５０円 ２０,８５０円 ２３,２８０円
要介護４ ２２,８９０円 ２２,８９０円 ２５,２９０円
要介護５ ２４,８７０円 ２４,８７０円 ２７,３００円

要介護度
従来型
個　 室

多床室
ﾕﾆｯﾄ型
(準)個室

要介護１ ２０,９４０円 ２３,１３０円 ２３,３１０円
要介護２ ２２,２９０円 ２４,５７０円 ２４,６６０円
要介護３ ２４,１２０円 ２６,４００円 ２６,５２０円
要介護４ ２５,６８０円 ２７,９３０円 ２８,１１０円
要介護５ ２７,２１０円 ２９,５２０円 ２９,６４０円

要介護度
従来型
個　 室

多床室
ﾕﾆｯﾄ型
(準)個室

要介護１ １９,２３０円 ２２,３５０円 ２３,０１０円
要介護２ ２２,３２０円 ２５,４４０円 ２６,１００円
要介護３ ２９,０１０円 ３２,１３０円 ３２,７９０円
要介護４ ３１,８６０円 ３４,９８０円 ３５,６４０円
要介護５ ３４,４１０円 ３７,５３０円 ３８,１９０円

 介護保険施設に入所してサービスを受けます。 
 入所を希望するときは、施設に直接申し込みます。 
※ 費用は要介護度や施設の形態、部屋、職員配置によって異なります。 
   居住費、食費、日常生活費は別途負担になります。 

施設サービス 

施設種類 内  容 

養護老人ホーム 
介護を必要としない６５歳以上の方で、経済的な事情などで自宅での生活が難しい方
のための入所施設です。 

軽費老人ホーム 
家庭環境や経済的な理由により自立した生活に不安がある方が、比較的低額な料金
で入居できる入所施設です。介護型ケアハウスは要介護状態の方も利用可能です。 

有料老人ホーム 
民間の企業や社会福祉法人が運営する入所施設です。介護付・住宅型・健康型の施
設があり、それぞれ入退居の条件や費用、利用できるサービス等が異なります。 

サービス付 
高齢者住宅 

民間の企業等が運営する介護を必要としない高齢者のための住宅です。賃貸借契約を結
んで入居します。施設により入退去の条件や費用、利用できるサービス等が異なります。 

（参考）介護保険施設以外の施設 
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※ 施設によって諸費用が変わりますので、利用にあたっては入退去の条件や費用、受けられるサービス等、 
 よく確認のうえご利用ください。なお、都道府県から指定を受けた特定施設では「特定施設入居者生活介護」 
 サービスで入浴や食事などの日常生活上の支援や機能訓練を受けられます（Ｐ．９参照） 

要  介  護 

入居対象者は施設
によって異なります。 



８．地域密着型サービスについて 

 地域密着型サービスは、身近にある小規模な施設で、ケアプラン
に基づき、訪問や通い・宿泊など、状況に応じた柔軟なサービスを
受けられます。 
 利用は市民の方に限定され、市が事業者の指定等を行います。 

②認知症の方向けのサービス 
サービスの種類 内  容 １日あたりの自己負担（１割）のめやす 

認知症対応型 
通所介護 

 認知症と診断された方が日帰りで食
事・入浴などの介護や支援、機能訓練を
受けられます。 
※ 要支援の方も利用可能です。 
 （介護予防認知症対応型通所介護） 

（８時間以上９時間未満利用した例） 

認知症対応型 
共同生活介護 
(グループホーム) 

 認知症と診断された方が共同で生活で
きる住居で、食事・入浴などの介護や支
援、機能訓練が受けられます。 
※ 要支援２の方も利用可能です。 
  （介護予防認知症対応型共同生活介護） 

 
 
 
 

  ※ 食費､日常生活費､居住費は別途負担です 

①２４時間対応できる訪問サービス 

対象者：要介護１～５、要支援１～２の判定を受けた市民の方 
      （要介護度に応じて、利用できるサービスが異なります） 

サービスの種類 内  容 １か月あたりの自己負担（１割）のめやす 

定期巡回・随時
対応型訪問介護
看護 

介護職員や看護師が定期的に訪問し、介
護や医療上の世話を受けられます。 

 １日複数の短時間定期訪問と緊急時の
随時対応サービスがあり、緊急時は電話
などにより２４時間対応が可能です。 
※ 要支援の方は利用できません。 

（介護・看護一体型事業所の例） 

要介護度 介護のみ 介護と看護
要介護１   ５,６６６円   ８,２６７円
要介護２ １０,１１４円 １２,９１５円
要介護３ １６,７９３円 １９,７１４円
要介護４ ２１,２４２円 ２４,３０２円
要介護５ ２５,６９０円 ２９,４４１円

要支援１ ８７９円 要介護１ １,０１７円
要支援２ ９８２円 要介護２ １,１２７円

要介護３ １,２３７円
※ 食費､日常生活費 要介護４ １,３４９円
　は別途負担です 要介護５ １,４５９円

要介護２ ７５５円 要介護１ ７５９円
※ 要支援１の方は 要介護２ ７９５円
  利用できません 要介護３ ８１８円
※ 金額は１ユニット 要介護４ ８３５円
　事業所の例です 要介護５ ８５２円
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③通い・訪問・泊まりなどを組み合わせたサービス 
サービスの種類 内  容 １か月あたりの自己負担（１割）のめやす 

小規模 
多機能型 
居宅介護 

 小規模施設への「通い」を中心に、短期間の
「宿泊」や自宅への「訪問」を組み合わせ、日
常生活上の支援や機能訓練を受けられます。 
※ 要支援の方もご利用可能です。  
 （介護予防小規模多機能型居宅介護） 
 食費､日常生活費､宿泊費は別途負担です。 

 
 
 
 
 

看護小規模 
多機能型 
居宅介護 

 小規模施設への「通い」、短期間の「宿泊」
や自宅への「訪問」を組み合わせ、日常生活
上の支援や医療上の世話、機能訓練を受け
られます。 
※ 要支援の方は利用できません。 
 食費､日常生活費､宿泊費は別途負担です。 

同一建物の例 
 
 
 
 
 

要支援１ ３,４０３円 要介護１ １０,３２０円
要支援２ ６,８７７円 要介護２ １５,１６７円

要介護３ ２２,０６２円
要介護４ ２４,３５０円
要介護５ ２６,８４９円

要介護１ １２,３４１円 要介護３ ２４,２７４円
要介護２ １７,２６８円 要介護４ ２７,５３１円

要介護５ ３１,１４１円

要  介  護 

要  介  護 

要支援 要介護 

要  支  援 

要支援2 要介護 

要支援 

要介護 

要支援 

要介護 

要  介  護 要  支  援 



④地域の小規模施設等で生活するサービス 
サービスの種類 内  容 自己負担（１割）のめやす 

地域密着型 
老人福祉施設 
入所者生活介護 

 小規模な特別養護老人ホーム（定員
30人未満）に入所し、入浴や食事など

の介護や機能訓練、療養上の世話を
受けられます。 
※ 原則、要介護３～５の方が対象です。 

〔１日あたりの自己負担（１割）のめやす〕 
 
 
 
 

 
※ 食費､日常生活費､居住費は別途負担です 

地域密着型 
特定入所施設 
入所者生活介護 

 指定を受けた小規模な有料老人
ホームなど（定員30人未満）に入所し、

入浴や食事などの介護や機能訓練を
受けられます。 
※ 要支援の方は利用できません。 

〔１か月あたりの自己負担（１割）のめやす〕 
 
 
 
 
 
 

※食費､日常生活費､居住費は別途負担です 

要介護度
従来型
個　 室

多床室
ﾕﾆｯﾄ型
(準)個室

要介護３ ７０４円 ７０４円 ７８５円
要介護４ ７７４円 ７７４円 ８５４円
要介護５ ８４１円 ８４１円 ９２２円

要介護１ １６,０２０円
要介護２ １７,９７０円
要介護３ ２０,０４０円
要介護４ ２１,９６０円
要介護５ ２４,０００円

⑤地域の小規模施設に通うサービス 
サービスの種類 内  容 １日あたりの自己負担（１割）のめやす 

地域密着型 
通所介護 

 小規模な通所介護施設（定員19人未

満）に日帰りで通い、入浴や食事など
の介護や機能訓練を受けられます。 
※ 要支援の方も利用できます。 

（８～９時間未満利用の例） 

 
 

 
※ 食費､日常生活費は別途負担です 

要介護１ ７６４円 要介護４ １,１９０円

要介護２ ９０３円 要介護５ １,３３２円

要介護３ １,０４６円
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要介護３～５ 

要介護 

要介護 

要  介  護 



９．介護予防サービスについて 
対象者：要支援１～２の判定を受けた方 

要介護状態や介護の重度化を未然に防ぐための介護予防をケア
プランに基づいて行います。居宅で受ける訪問型サービスと短期
入所サービスなどがあります。利用の検討やケアプランの作成に
あたっては、地域包括支援センターにご相談ください。 

②訪問型サービス 

サービスの種類 内  容 自己負担（１割）のめやす 

介護予防 
訪問入浴介護 

浴室の利用が難しい場合に入浴の支援を
行います。 

８４５円／１回 

介護予防訪問 
リハビリテーション 

介護予防の専門職が訪問し、体操やリハ
ビリなどの指導を行います。 

２９０円／１回 

介護予防居宅 
療養管理指導 

医師、薬剤師、歯科衛生士などが訪問し、
療養上の管理・指導を行います。 

 
 
 
 
 
 

介護予防 
訪問看護 

看護師などが訪問し、介護予防のための
療養上の世話や診療補助を行います。 

２０～３０分未満    ４４８円／１回 
３０分～１時間未満  ７８７円／１回 

①介護予防支援（ケアプラン作成、相談など） 
  地域包括支援センターで介護予防についての相談ができます。 
 また、サービスを利用するための介護予防ケアプランを作成します。 

③短期入所サービス 

サービスの種類 内  容 自己負担（１割）のめやす 

介護予防短期 
入所生活介護 

特別養護老人ホームなどに短期入所し、
食事・入浴支援や機能訓練を行います。 

 
 
 
 

介護予防短期 
入所療養介護 

介護老人保健施設などに短期入所し、 
医療や介護、生活機能の維持向上の 
ための機能訓練を行います。 

 
 
 
 

④特定施設に入っている方が利用できる訪問サービス 
サービスの種類 内  容 自己負担（１割）のめやす 

介護予防特定施設 
入居者生活介護 

県の指定を受けた特定施設（有料老人
ホームなど）に介護員が訪問し、食事・
入浴支援や機能訓練を行います。 

要支援１ １８０円／１回 
要支援２ ３０９円／１回 
（施設やサービスにより異なります） 

金　額
（１回）

上限
(１か月)

５０７円 ２回
医療機関 ５５８円 ２回
薬　　 局 ５０７円 ４回

 歯科衛生士 ３５５円 ４回

 医師・歯科医師

職　　種

 薬剤師

要介護度
従来型
個　 室

多床室
ﾕﾆｯﾄ型
(準)個室

要支援１ ４６５円 ４６５円 ５４３円
要支援２ ５７７円 ５７７円 ６６０円

要介護度
従来型
個　 室

多床室
ﾕﾆｯﾄ型
(準)個室

要支援１ ５７８円 ６１１円 ６２１円
要支援２ ７１９円 ７６５円 ７７８円
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要  支  援 

要  支  援 

要  支  援 
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１０．介護予防・生活支援サービス 

対象者：要支援１～２の判定を受けた方 
      基本チェックリストで生活機能の低下がみられた方（事業対象者） 

①訪問型サービス 

サービスの種類 内  容 事業主体 
１か月あたりの自己負担 

（１割）のめやす 

介護予防訪問介護
相当サービス 

（訪問型サービス
（独自）） 

訪問介護員が身体介護、
生活支援を行います。 

指定事業所 

・週１回程度 1,168円 
・週２回程度 2,335円 
※ 要支援２で週２回程度 
  を超える場合3,704円 

訪問型サービス 
（生活支援） 

食事の支度、掃除、洗濯、
買い物代行などの生活
支援を行います。 

シルバー 
人材センター 

１回あたり150円 
（週２回まで） 

お元気ですか訪問 

ヘルスアセスメントによ
り生活・健康課題の分
析・相談を実施し、状態
の悪化防止を図ります。 

市 
（保健師等） 

無料 

②通所型サービス 

サービスの種類 内  容 事業主体 
１か月あたりの自己負担 

（１割）のめやす 

介護予防通所介護 
相当サービス 

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
行います。 

指定事業所 

【事業対象者、要支援１】 
         （週１回程度） 
          1,647円 
【要支援２】 （週２回程度） 
          3,377円 

通所型サービス 
高齢者の閉じこもり予防
や自立支援に関する支
援を行います。 

指定事業所 

【事業対象者､要支援１･２】 
         （週１回程度） 
          1,200円 
【要支援２】 （週２回程度） 
          2,400円 
 ・介護予防改善加算 
   ＋100円もしくは400円 

気軽に体操教室 
運動指導員等による筋
力アップ体操などを実施
します。 

市 
（保健師等） 

無料 

要支援の方や、生活機能の低下がみられた方に対し、介護が必要
な状態になることを未然に防ぐための介護予防や家事などの生活
支援をケアプランに基づいて行います。利用の検討やケアプランの
作成にあたっては地域包括支援センターにご相談ください。 
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１１．一般介護予防サービス 
対象者：６５歳以上のすべての方 

①介護予防把握事業 
  本人、家族等からの相談、民生委員など地域住民からの情報提供等を活用 
  して、閉じこもり等の何らかの支援が必要な人を把握し、介護予防活動への 
 参加へつなげます。 

②介護予防普及啓発事業 
  運動機能の向上等の住民主体の介護予防活動の取り組みが行えるよう、 
 各教室等を通じて普及啓発に取り組みます。 

事  業 内  容 

お達者健康教室 
老人憩の家などの利用者を対象に、血圧測定、健康教室、健康相談等を
実施します。 

生きがい教室 
健康相談、健康体操「みんなの体操」等を実施します。また年１回、集団
健康教室を実施します。 

宅老所健康相談
（お元気かい） 

宅老所利用者を対象に、健康相談、血圧測定、体操、レクリエーション等
を実施します。 

③地域介護予防活動支援事業 
事  業 内  容 

介護予防 
拠点施設 

宅 老 所 
（市内４か所） 

一緒におしゃべりや食事をしながら見守り等を行うとともに、各
種健康教室や健康相談を実施します。 
（施設利用料２００円､送迎片道１００円､昼食（希望者１００～３００円）有） 

  ・じぃ＆ばぁ ・いっぷく ・こっこちゃん ・悠遊たかとり 

ＩＴ工房 くりっく 
ＩＴに関する利用者のニーズや捜査状況等に応じたアドバイス
や指導、初心者向き講座等を開催します。 

サロン赤窯 
市指定有形民俗文化財「塩焼瓦窯」（通称：赤窯）をはじめ高浜
市の郷土について紹介します。 

全世代楽習館 手打ちそば、茶道等の趣味的創作活動を実施します。 

元気はつらつ
教室 

筋力の衰えをできる限り防ぎ、要介護状態となることなく暮らせ
るよう、運動指導員等による筋力アップ体操等を実施します。 

生涯現役の 
まちづくり事業 

高齢者が、市内各所にある、独自の介護予防プログラムを実践する健康自生地を回り、
いきいきと活動することで、介護予防、健康増進、地域の活性化を促進します。 

住み慣れた地域でいつまでも健康に暮らせるよう、介護予防や生 
きがいづくり活動等に参加できます。市内各所にある介護予防拠 
点施設や「健康自生地」への参加を通じ、地域とのつながりをさら 
に深めることができます。 
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６５歳以上の方 

６５歳以上の方 

６５歳以上の方 



１２．福祉用具貸与･購入､住宅改修 
対象者：福祉用具貸与・購入 …要支援１～２、要介護１～５の方 
      居宅介護支援券…要支援１～２､要介護１～５ ､事業対象者※ 
                             ※ 基本チェックリストで生活機能の低下がみられた方 

      住  宅  改  修…６５歳以上のすべての方 
     （要介護度に応じて利用できるサービスが変わります） 

  福祉用具や住宅改修に関する助成等を行うことで、住み慣れた居宅での
生活を続けられるよう、支援します。 
  いきいき広場ショールームに福祉用具を展示しておりますので、お気軽

にお立ち寄りください。なお、住宅改修は事前に市の確認が必要ですので、
工事を始める前にいきいき広場までご相談ください。 

要支援
１～２ １ ２～３ ４～５

手すり（工事不要なもの） ○ ○ ○ ○

スロープ（工事不要なもの） ○ ○ ○ ○
歩行器 ○ ○ ○ ○
歩行補助つえ ○ ○ ○ ○
車いす － － ○ ○
車いす付属品 － － ○ ○
特殊寝台（電動ベッド） － － ○ ○
特殊寝台付属品 － － ○ ○
床ずれ防止用具 － － ○ ○
体位変換器 － － ○ ○
認知症老人徘徊感知機器 － － ○ ○
移動用リフト － － ○ ○
自動排泄処理装置 － － － ○

福祉用具
要介護 上限額

（１０月～）

①福祉用具を借りたい（福祉用具貸与） 
  住み慣れた居宅で、自立した生活を送るための福祉用具を貸与します。 
  要支援の方もご利用可能です（介護予防福祉用具貸与）。 
  貸与を希望する際はケアマネジャーにご相談ください。用具によって機能 
 や価格が異なりますので、ご自身にあった使いやすいものをお選びください。 

〔自己負担について〕 

 毎月の利用限度額の範囲
内で、実際にかかった費用
の１～３割を負担します。 
 

 平成３０（２０１８）年１０月
から、用具ごとに貸与価格
の上限が設けられています。 

②福祉用具を買いたい（特定福祉用具購入） 
   貸与になじまない福祉用具を購入します。 
   要支援の方も利用可能です（特定介護予防福祉用具購入）。 

〔購入対象となる用具〕 
・腰掛便座      ・移動用リフトのつり具部分      ・簡易浴槽      
・入浴補助用具   ・自動排泄処理装置の交換部品  

 １０万円／年度を上限額として、自己負担が１～３割発生します。 

 購入の際は、指定事業者にいったん費用の全額をお支払いいただき、領
収書等を添えて市に申請すると、後から支払額の７～９割が支給されます。 
※ 指定事業者以外から購入した場合は対象外になりますのでご注意ください。 
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③介護用品や乗車チケット等を買いたい（居宅介護支援券） 
 
    介護用品やいきいきバスの乗車券、理美容や寝具洗濯乾燥サービス等に 
    利用できる居宅介護支援券の給付を受けます（介護保険上の横だしサービス）。 
  ※ 高浜市独自のサービスで他市では利用できませんのでご注意ください。 
    要介護・要支援の方や基本チェックリストで生活機能の低下がみられた方      
  （事業対象者）も利用可能です。 

〔利用対象となるサービス〕 
・紙おむつや尿とりパッドの購入   ・理美容サービス 
・褥瘡や口腔ケア用品の購入      ・寝具洗濯乾燥サービス 
・いきいき号乗車チケットの購入               な   ど 

 支援券購入の際、利用可能額の１～３割を自己負担分としてお支払いた
だきます。支給額の上限は、要介護度等によって変わります。 
〔事業対象者･要支援〕 １万円  〔要介護１～３ 〕 ２万円  〔要介護４～５〕 ５万円    

④住宅を改修したい 
  住み慣れた居宅で安全に生活するため、住宅改修の費用を補助します。 
  事前に市の確認が必要ですので、工事を始める前に必ずご相談ください。 

〔対象内容〕

①手すりの取り付け
廊下・便所・浴室・玄関等への設置。
形状は二段式、縦付け、横付け等の適切なもの

②段差の解消
廊下・便所・浴室・玄関等の各室間の床の段差および玄関から
道路までの通路等の段差の解消

③すべりの防止、移動の円滑化
　 等のための床又は通路面の
　 材料の変更

居室：畳敷から板製床材・ビニル系床材等への変更
浴室：滑りにくい床材への変更
通路面：滑りにくい舗装材への変更

④引き戸等への扉の取替え
扉全体の取替え（開き戸の引き戸・アコーディオンカーテンへの
取替え）、ドアノブの変更、戸車の設置等

⑤様式便器等への便器の取替え
和式便器の様式便器（暖房・洗浄機機能付等）への取替え
（暖房等機能のみの付加は対象外）

⑥その他①～⑤の住宅の改修
   に付帯して必要な住宅改修

①壁の下地補強 ②給排水設備工事 ③下地補修や根太の補強
④壁または柱の改修工事　⑤給排水設備工事、床材の変更

〔高浜市補助金対象工事〕新築の際も以下の改修は対象となります。
（１）手すりの取り付け
（２）段差解消機の取り付け
（３）階段昇降機の取り付け

〔上限額〕
自立者 要支援１～２ 要介護１～３ 要介護４～５

介護保険制度 ０円 ２０万円 ２０万円 ２０万円

高浜市独自加算 １０万円 １０万円 １０万円 ３０万円

合　　計 １０万円 ３０万円 ３０万円 ５０万円
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１３．その他高齢者等向けサービス 
対象者：高齢者及びその家族の方、介護に関心のある方 など 

 在宅で自立した生活を送ることができるよう、様々な支援を行っています。 
お困りごとがあれば、いきいき広場の窓口までご相談ください。 
 
①ひとり暮らし高齢者や高齢者夫婦世帯の方・・・・・・・・・・・・・・・１８ページ 
②認知症や身の回りのことでお困りの方（ご家族を含む）など・・・１９ページ 
③生きがい活動や健康増進、地域交流に関心のある方・・・・・・・２１ページ 
④高浜市いきいき健康マイレージについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３ページ 
⑤保健事業（栄養相談や予防接種など）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６ページ 

①ひとり暮らし高齢者や高齢者夫婦世帯の方 
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サービスの種類 内  容 対象者 
利用料のめやす 

（お問い合わせ先） 

配食サービス 

自立支援の観点からサー
ビスを利用することが適切
である方に対して、夕食を
手渡しで配達し、訪問の際
に安否確認を行います。 

以下の要件をすべて満たす方 

・ひとり暮らし高齢者や高齢者夫
婦世帯の方 

・身体機能の低下や認知症などの理
由により調理、買い物が困難な方 

（利用にあたり、事前に身体状況な
どの聞き取り訪問を行います） 

・配食サービス 
 ３５０円 
・見守り配食サービス 
 ４５０円 
 

 
 
 

軽度生活援助
サービス 

日常生活を送るうえで必要
な援助を行うことで、ひとり
暮らし高齢者等の自立した
生活を支援します。 
 
 

以下の要件をすべて満たす方 

・身体の虚弱や生活環境上の理
由により支援を必要とする方 

・要介護などの状態でないひとり
暮らし高齢者や高齢者夫婦世帯
の方 

１回あたり２００円 
（１回あたり１時間 
相当で月１０回まで） 
 
 
 

独居高齢者 
などの見守り 

ひとり暮らし高齢者などで
見守りが必要な方のご自
宅を定期的に訪問し、安否
確認を行います。 
 

・ひとり暮らし高齢者 

無料 

日常生活用具
の給与・貸与 

日常生活用具を給付する
ことにより、日常生活の便
宜を図り、高齢者福祉の増
進を図ります。 
 
 
 

・６５歳以上のひとり暮らし等の
高齢者 

所得に応じて費用
負担があります。 

ケアマネージャー、 

地域包括支援センター、
健康推進グループ 

散歩、買い物、寝具類の日
干し、身の回りの整理整頓
など。 

福祉まるごと相談グ
ループ 

ケアマネジャー、地域包
括支援センター、福祉ま
るごと相談グループ 

給付：電磁調理器、自動消 
    火器、火災報知器 
貸与：高齢者用電話 

ケアマネジャー、 

福祉まるごと相談グ
ループ 
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サービスの種類 内  容 対象者 
利用料のめやす 

（お問い合わせ先） 

生活管理指導 
短期宿泊 

基本的生活習慣の確立が
困難な方に一時的に宿泊
いただき、生活習慣等の指
導を行うことで、自立した
日常生活の継続支援や体
調調整を図ります。 

以下の要件をすべて満たす方 

・基本的生活習慣の習得が必要
な方 

・要介護等の状態でない高齢者 
 

（宿泊先：ケアハウス高浜安立） 

１泊２００円 
（食事代別） 
宿泊期間：１週間程度 

緊急通報装置
の設置 

緊急性の高い疾病の発生
に備えて即応体制を確保
し、緊急時は速やかに対
応するとともに、対象者の
不安の解消を図ります。 
  
 
 
 
 

緊急時における連絡手段の確保
が困難なひとり暮らし高齢者な
どで、身体状況・健康状態に問
題があるなど日常生活に不安の
ある方 

 
無料 
 
 
 

家具転倒防止
器具取付け 

家具転倒防止器具の取り
付けを行うことで、地震時
の家具転倒による事故防
止を図ります。 

ひとり暮らし高齢者や高齢者世
帯の方など 

材料費のみ 
１組２００～１,５００円程度 
 

福祉まるごと相談グ
ループ 

ケアマネジャー、福祉
まるごと相談グループ 

自宅等で発作などの緊急事
態におちいった際、通報装置
のボタンを押すことで、セン
ターが協力員や消防に連絡
し、速やかに救助を行います。 

・器具の取り付けは４点以内 
・作業時間２時間以内 
・年1回まで 

福祉まるごと相談グルー
プ、都市防災グループ 

②高齢者向けのサービス（認知症や身の回りでお困りの方など） 

サービスの種類 内  容 対象者 
利用料のめやす 

（お問い合わせ先） 

徘徊高齢者 
探知支援 
サービス 

認知症により徘徊のある
高齢者を介護する家族の
負担を軽減するため、位置
情報発信端末機を貸し出
し、家族が認知症の高齢
者に持たせることで、早期
に居場所が把握できるよう
にします。 

認知症により徘徊の可能性があ
る高齢者を在宅で介護している
家族 

端末の貸与費用 
 年間６００円 
 

 
 
 

認知症高齢者
を介護する 
家族の会 

認知症介護に関する情報
交換や同じ状況の人同士
で話をすることで、前向き
に介護ができるよう支援し
ます。 

認知症の人を介護している（介
護していた）家族の方 

無料 

認知症高齢者
を支える家族
の集い 

認知症に対する正しい理
解、認知症介護に対する
情報収集や介護体験の共
有ができる機会を設け、介
護者負担の軽減や偏見、
虐待の防止を図ります。 

認知症の人を介護している方や
認知症介護に興味のある方など 

 
無料 

ケアマネジャー、福祉
まるごと相談グループ 

ケアマネージャー、地
域包括支援センター 

ケアマネジャー、地域
包括支援センター 
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サービスの種類 内  容 対象者 
利用料のめやす 

（お問い合わせ先） 

成年後見制度 
利用支援 

成年後見制度（認知症など
により判断能力が不十分
な方を保護し、支援する制
度）の利用に関する相談や
支援を行います。 

一人暮らし高齢者等で、十分な
判断能力がない方 

無料（申立費用等は原 
    則本人負担です） 

生活支援員 

対象者が安心して生活で
きるよう福祉サービスの手
続きや利用料の支払い等
を支援します。 

認知症などで判断能力に不安の
ある方 

無料 
 
 

介護教室 

介護技術の習得や介護サー
ビスに関する情報の収集が
できる機会を設け、介護に対
する知識の啓発や安心して
介護ができる環境づくりを支
援します。 

介護に関心のある方 

無料 
 

ふれあい 
サービス 

家事援助や介護サービス、
移送サービスなどを利用す
ることで、地域における自
立した生活の継続を支援し
ます。 

市内在住で、日常生活を営むの
に支障のある方 

利用料のめやす（１時間） 
・介護サービス：７５０円 
・家事援助 〃  ：５５０円 
・子育て支援・障がい者 
 自立支援〃  ：６５０円 
・移送サービス：９００円 
      （市外９５０円） 
・年度会費：１，０００円 
 
 

車いす専用車 
「こころん号」 
の貸し出し 

車いすを使用される方が、
通院や旅行などをする際、
車いす専用車の貸し出しを
行っています。 

高齢者や身体に障害のある方 

無料 
 

車いすの 
貸し出し 

高齢者や身体に障がいの
ある方へ車いすの貸し出し
を行い、社会活動や通院
等での利用にご利用いた
だけます。 

高齢者や身体に障害のある方 
 
貸出期間：原則１か月以内 
（貸出期間には条件があります） 

無料 
 

 

家事援助 
サービス 

高浜市内でサービスを受
けられる方に対し、家事援
助を行います。 

（１回の活動時間は２時間
程度です） 

市内在住の方 
〔サービスの内容〕 
・家庭内掃除（整理、整頓、家具の 
 移動、寝具類等の日干し） 
・食事の支度（調理、炊事） 
・洗濯（衣類等の洗濯、補修） 
・生活必需品の買い物 
・外出時の援助（散歩の付き添い） 
・軽微な修繕（家具の部分破損修理、 
 電球の交換等） 
・家周りの手入れ（草取り、枝切り、 
 水やり）         な ど 

１時間あたり８８０円～ 
（１０％の事務費を含む） 

ケアマネジャー、福祉
まるごと相談グループ 

社会福祉協議会、福祉ま
るごと相談グループ 

ケアマネジャー、地域
包括支援センター 

社会福祉協議会 

社会福祉協議会 

社会福祉協議会 

シルバー人材センター 



21 

サービスの種類 内  容 対象者 
利用料のめやす 

（お問い合わせ先） 

シルバー優待 
証明カード 

南極観測船ふじ、名古屋
海洋博物館などを無料で
見学することができます。
名古屋港水族館が半額 
（１,０００円）となります。 

６５歳以上の方 
・申請には、写真（３×４ｃｍ）、 
 身分証明書が必要です 

・現地で運転免許証、健康保険証、顔
写真付き住基カード等を提示すれば同
額の助成を受けることができます。 

 

無料 

民間賃貸住宅 
家賃助成 

民間賃貸住宅にお住まい
で、建替えまたは取り壊し
による明け渡しを求められ
ている方に、新たな入居先
の家賃を補助します。 

次の要件のすべてを満たす方 
・民間賃貸住宅にお住まいの方 

・建替えまたは取り壊しによる明け渡
しを求められている方 
 

〔助成額のめやす〕 

新たに入居した住宅の家賃（４万円を
超えるときは４万円）と、明け渡し前に
居住していた住宅の家賃との差額 

 

無料 
 
 
 

ごみ袋の支給 

常時紙おむつを使用され
ている高齢者に対し、年間
２０枚の高浜市指定ごみ袋
を配布します。 

常時紙おむつを使用されている
高齢者 
・要介護４・５の方及び申請のあっ
た方の自宅へ直接送付します 

・申請には民生委員の証明が必要
です 

無料 
 

健康推進グループ 

福祉まるごと相談グルー
プ 

ケアマネジャー、介護
障がいグループ、市民
生活グループ（市役
所） 

③生きがい活動や健康の増進などに関心のある方 
サービスの種類 内  容 対象者 お問い合わせ先 

シルバー人材 
センター 

高齢者の豊かな経験と能力を生かし、働くことを
通して、生きがいづくりや社会参加を促進し、活
力ある地域社会づくりに貢献することを目的とし
ています。 

就業を希望する方はシルバー人材センターに入
会し、臨時的かつ短期的な仕事を希望や能力に
応じて就業いただきます。 

おおむね６０歳
以上の健康で
働く意欲のある
方 

高浜市シルバー人材 
センター 

老人憩の家 
仲間づくりや楽しく憩える場所を提供するため、市
内９か所に老人憩の家などを設置しています。 
開館：原則 午前９時～午後５時（月曜休館） 

おおむね６０歳
以上の方 

健康推進グループ 

ふれあい 
福祉農園 

生きがいと健康増進の機会を提供するとともに、
保育園児等とのふれあいを深められるよう畑での
野菜づくりや園児との会食などを行っています。 

おおむね６０歳
以上の方 

健康推進グループ 

生きがい教室 
高齢者の生涯学習の機会として、保健講話、
教養講座、社会見学などを、各公民館で５～
１１月に開校しています。 

おおむね６０歳
以上の方 

健康推進グループ 

生きがい 
センター 

高齢者の健康保持や社会参加のため、就業
機会の提供や趣味・教養の講座を行う場とし
て活用いただいています。 

６０歳以上の方 
高浜市シルバー人材 
センター 

いきいき 
クラブ活動 

地域ごとに自主的に活動する、会員制の団体です。
教養講座の開催、健康推進事業、社会奉仕事業、
友愛活動など幅広い活動を行っています。 

おおむね６０歳
以上の方 

健康推進グループ 
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サービスの種類 内  容 

健康自生地 

 高齢者の皆さんが家に閉じこもることなく、いきいきとした生活を送ることができるよ
う、皆さんが自ら出かけたくなるような場所や地域の方と触れ合える場所を「健康自
生地」と名付け、お勧めのおでかけ先として広くＰＲしています。 
 
 
 
 
 
 
 

 各健康自生地は、地域の皆さんが自主的・主体的に運営し、高齢者の皆さんの居
場所づくりにご協力いただいています。 
 

 健康自生地の情報を随時発信しておりますので、ご自宅近くの自生地で行ってみた
いところや、興味のあるイベント等があれば、ぜひ足をお運びください。 
 
 ①情報誌「まいにちでかける でいでーる」 
   ・年に２回、広報紙と一緒に配布 
   ・地域の顔見知り高齢者が多数登場 
 ②専用ホームページ「たかはま元気ｄｅ（で） ねっと」 
   ・最新の健康自生地の情報を掲載 （http://www.takahamashi.info/） 
 ③メールマガジン 
   ・月２回、メール配信 
 

 健康自生地には、「脳とからだの健康チェック」に参加された方に配布される「ホコ
タッチ（専用歩行計）」のデータの読み取りや、参加（出席）登録を行う機械を設置して
いますので、健康自生地に出かけた際には、その都度ホコタッチ（専用歩行計）を読
み取り機にかざしてください。 
 
 また、健康自生地をめぐるスタンプラリーを開催しています。 

 市内在住の６０歳以上の方は抽選で健康グッズや商品券等が当たりますので、ふ
るってご参加ください。 
 
〔お問い合わせ先〕健康推進グループ 

【健康自生地の例】 
 体  を  動  か  す：ゴルフ、社交ダンス、太極拳など 
 趣 味 を 楽 し む：カラオケ、書道教室、囲碁教室など 
 おしゃべりをする：商店街の店舗や公民館、お寺等のスペースなど 
 飲 食 を 楽  し む：飲食店のスペースなど 

http://www.takahamashi.info/
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いきいき健康マイレージ事業は、高浜市の元気な６５歳以

上の方に、生涯にわたって生きがいをもち、いきいきと健康

的な毎日を送っていただくことを目的とした事業です。 

 長年培った技術や知識を活かした活動を継続して、通帳に

ポイントを貯めながら、いきいきと健康的に過ごしましょう。 

ナイスシニアなあなたを応援します！ 
平成29年4月1日改定 

「福祉ボランティア活動」参加方法 
  

■いきいき健康マイレージの登録・相談  

 社会福祉法人高浜市社会福祉協議会 

いきいき広場３階（春日町五丁目１６５番地） 電話：52-2002  

【受付】月曜日～金曜日、８：３０～１７：１５ 

１年間に獲得したポイントは、商品と交換しましょう 
・１時間１ポイント、２時間２ポイント貯まり、１日最大２ポイントまでです。 

・１年間を通して、最大１００ポイントまで交換できます。 

「活動先」を決めましょう 

ボランティア活動をしましょう 

自分に合った活動を、活動先一覧の中 

から探しましょう。 

※市が登録事業者として指定した「福祉ボラ 

 ンティア受入施設」での活動が対象です。 

活動を終えたら、ボランティア先の担

当者に通帳を提出して、ポイントを獲

得しましょう。 

社会福祉協議会で登録の申込をして、

「福祉ボランティア活動通帳」を 

受け取りましょう。 

ボランティアひろばセンターが安心し

て活動できるようにサポートします。 

※初めての方には、ボランティア活動先に

コーディネーターが同行し、一緒に施設

見学や担当者との打ち合わせを行います。 

「通帳」を作りましょう 

通帳にポイントを貯めて、１年後

新しい通帳に更新します 
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まずは、あなたの「好きなこと」や「できそうなこと」から楽しく始めてみましょう！ 
みなさんの活躍を待っている人たちがたくさんいます。 

  

こころん 

「わたしの話し相手になってくれる人は 
 いないかな？」 
《 話を聞いてくれる方を探しています》 
  

「将棋をしたいが、対戦する相手がいなく 
 て寂しい。」 
《相手をしてくれる方を待っています》 

  
  

話し相手として 

活動してみませんか！ 

  
☆お話しすることで、こちらが 
元気をもらえることもあります。 

「人と話をするのが好き」なあなた 

  

「囲碁や将棋が趣味」というあなた 

  

  
  

施設を訪問して利用者さん 
と一戦交えてみませんか！ 

  

☆将棋だけでなく、囲碁や生け花、手芸
など自分の趣味や特技を生かしたボラ
ンティア活動が、喜ばれています。 

ポイント交換メニュー 
  

■ポイント交換について   
・ 高浜市社会福祉協議会（いきいき広場３階）にて受付しています。 
・ １ポイントは５０円です。 
・ 貯まったポイントの商品交換は２０ポイント以上が対象です。 

（２０ポイント未満の場合は、翌年に繰越します。繰り越したポイントは１年間 
有効です） 

・ 通帳を紛失された場合、貯まっていたポイントは無効になります。 
・ 交換対象のポイントは、通帳更新時から活動期間終了後１年間まで有効です。 

①マシンスタジオ利用券 

１冊（１１枚綴り） 
 【２０ポイント】 
  
②サンビレッジ衣浦の利用券 １枚 
 【９ポイント】 

※プールかお風呂のいずれかで利用でき

ます。 

健康を応援 

いきいき生活を応援 

③いきいき号利用券 ６枚 
 【６ポイント】 

④サロンぽっぽっぽ 

 コーヒーチケット １枚 
 【６ポイント】 
  
⑤カフェ＆ベーカリーふるふる 

  コーヒーチケット １枚 
 【６ポイント】 
  
⑥満点すまいるカード １枚 
 【１０ポイント】 
  
⑦社協ボランティア基金への寄付 
 【１ポイント（５０円分）】から、 
高浜市社会福祉協議会ボランティア 
基金への寄付ができます。 

地域を応援 

  

  



「まいか」はどこで使えるの？ 
 →愛知県内に1,205店舗の協力店があります（平成31年2月末現在）。 

  詳しくは、愛知県公式ホームページをご覧ください。 

  （「あいち健康マイレージ」で検索！） 

  ★現在高浜市内で使えるのは、下記の５ヶ所です。 

   おとうふ市場大まめ蔵、岩月ふとん店、不二商会、 

           Be point ふじ、マクドナルド高浜Ｔぽーと店 

 

 

 

参加賞（入浴優待券）はどこで使えるの？ 
 →市内の入浴施設であるスーパー銭湯レッツ高浜（神明町8-19-1）を200円で 

  利用できます。 
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18歳（高校生は除く）から参加でき
ます！（高浜市内在住者のみ） 

 
平成２９年４月からスタートしている 

「たかはま健康チャレンジ事業」皆さん始めていますか？ 

「たかはま健康チャレンジ事業」は、愛知県の事業「あいち健康マイレージ事業」
と協働で、健康づくりに取り組む皆さんを応援する制度です。 

自分で決めた「健康づくり目標」に取り組む、健（検）診を受ける、地域の活動や
ボランティアに参加することでポイントを貯めて、“健康”と“お得なカード”を

手に入れましょう！ 

 

チャレンジシートを入手 

市役所、いきいき広場、各公民館、

各ふれあいプラザに設置してあり

ます。 

市公式ホームページからもダウン

ロードできます。 

１ ポイントを貯める 

チャレンジシートの健康づ

くりメニューに取り組んで、

ポイントを貯めます。 

（ポイントは自己記入） 

２ チャレンジシートを提出 

合計100ポイント貯めて、いきい

き広場３階 健康推進グループへ、

窓口に直接、郵送、メールのいず

れかで提出します。 

※同年度内１人１回まで 

３ 

優待カードと参加賞をもらう 

窓口持参の方へは、その場で優待カード

「まいか」と参加賞（入浴優待券）をお渡

しします。 

郵送またはメールの方へは、毎月20日締め

で、翌月から使える優待カード「まいか」

と参加賞（入浴優待券）を郵送します。 

４ 

「まいか」と参加賞を使う 

「まいか」を愛知県内の協力店で、

参加賞（入浴優待券）を市内の協力

店で使って、特典を受けましょう！ 

５ 

※「まいか」の有効期限は１年間です！もう１度ポイ

ントを貯めて、「まいか」と参加賞をもらおう！ 

「
ま
い
か
」
の
利
用
は
、 

こ
の
ス
テ
ッ
カ
ー
が
目
印
！ 

      ※チャレンジシートの提出及び「まいか」と入浴優待券の交付は、同年度内１人１回までです。 

問合せ先 いきいき広場内健康推進グループ☎５２-９８７３ 

※詳しくは、高浜市または愛知県の公式ホームページをご覧ください。 

※興味のある店舗・施設の方は、お気軽に下記までお問い合わせください。 
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⑤保健事業（栄養相談や予防接種など） 
サービスの種類 内  容 対象者 お問い合わせ先 

栄養相談 

糖尿病・高血圧・骨粗しょう
症などの方を対象とした、
管理栄養士による食生活
や栄養面に関する相談を
月１回実施しています。 

糖尿病・高血圧・骨粗しょう症な
どの方 

健康推進グループ 

お元気ですか 
訪問 

要支援・要介護状態に陥る可
能性が予想される高齢者に
対し、定期的に訪問し健康
チェックや必要なサービスの
情報提供を行います。 

要支援・要介護状態に陥る可能
性が予想される高齢者 

健康推進グループ 

インフルエンザ 
予防接種 

１０～１２月の間に、インフ
ルエンザ予防接種を実施
します。 
（自己負担分が１,０００円
かかります） 

・６５歳以上の方 
・６０歳以上６５歳未満の方で、 
 以下の障がいのある方 
 ①心臓・じん臓・呼吸器の障がい 
   で、事故の身辺の日常生活 
   活動が極度に制限される方 
 ②ヒト免疫不全ウィルスによる障 
   がいで、日常生活がほとんど 
   不可能な方 

健康推進グループ 

高齢者肺炎 
球菌ワクチン 
接種費用の 
一部助成 

高齢者の肺炎を予防し、健
康の保持増進を図るため、
接種費用の一部（３,０００
円）を助成します。 

・後期高齢者医療被保険者証を
お持ちの方 

・生活保護法による非保護世帯
に属する６５歳以上で一定の障
がいのある方 
※ 助成は１回限りです 
   今年度６５・７０・７５・８０・８５・ 
 ９０・９５・１００歳及び１０１歳以上 
 の方は定期接種の対象となります 
 ので、該当の方は健康推進グ 
 ループまでお問い合わせください。 

健康推進グループ 

 
 
 
 
 
 
 
 

施設名（部署名） 電話番号 住所 

・地域包括支援センター 
０５６６－５２－９６１０ 高浜市春日町五丁目１６５番地 

（高浜市いきいき広場２階） 
・福祉まるごと相談グループ 

・介護障がいグループ ０５６６－５２－９８７１ 

・健康推進グループ ０５６６－５２－９８７３ 高浜市春日町五丁目１６５番地 
（高浜市いきいき広場２・３階） ・高浜市社会福祉協議会 ０５６６－５２－２００２ 

・市民生活グループ（市役所１階） 
０５６６－５２－１１１１ 高浜市青木町四丁目１番地２ 

・都市防災グループ（市役所２階） 

・シルバー人材センター ０５６６－５２－５０８１ 

〔お問い合わせ先〕 



１４．市内施設一覧、地図 
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○高浜市介護保険サービス事業者一覧
住          所 電  話 F A X

居宅介護支援

高浜安立荘居宅介護支援事業所 芳川町1-2-73 特養高浜安立荘内 52-9875 52-5583
高浜市社協指定居宅介護支援事業所 春日町5-165 54-5481 52-4100
こもれび支援センター 論地町3-6-16　こもれびの里・高浜内 54-5339 54-5357
パートナーケア高浜 芳川町1-3-38 52-0368 91-1873
ケアプランひびき 八幡町5-3-10末広荘E1号 93-4752 93-4750
クローバーケアプランセンター 春日町3-6-1 52-9681 55-2544

介護予防支援
高浜市介護予防支援事業所 春日町5-165 52-9610 52-7918

訪問介護・介護予防訪問介護
高浜市社協指定訪問介護事業所 沢渡町3-3-1 54-5480 52-6449
訪問看護ステーション　デイ・ドリーム 八幡町5-7-3 中川ﾊｲﾂ101号室 52-4680 52-8466
ノックケア 芳川町1-3-38 ﾙﾈｽﾌｪﾘｰﾁｪ101号 91-1872 91-1873
ヘルパーステーションみき 八幡町5-3-10末広荘E1号 93-4751 93-4750
クローバーケアステーション 春日町3-6-1 52-9680 55-2544

訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護
高浜市社協指定訪問入浴介護事業所 沢渡町3-3-1 54-5480 52-6449

訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション
こもれびの里・高浜（たかはま訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ） 論地町3-6-16 53-7777 53-7776
訪問看護事業所メディカルケア 春日町5-1-13 54-3678 52-0227

訪問看護・介護予防訪問看護
高浜訪問看護ステーション 稗田町3-2-11 52-8636 52-8637

通所介護（デイサービス）・介護予防通所介護
高浜安立荘デイサービスセンター 芳川町1-2-73 特養高浜安立荘内 52-5517 52-5599
高浜市社協指定通所介護事業所（南部デイ） 田戸町3-5-26 54-0282 54-0285
養護老人ホーム高浜安立ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 豊田町3-1-15 53-1279 54-0343
葭池ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 湯山町4-7-13 54-4822 54-4833
ウエルカム　ケア 呉竹町3-7-12 54-2651 54-2657
はづきデイサービス 春日町3-5-16 52-8228 52-8229

地域密着型通所介護
デイホーム　ふぁんふぁんらんど 神明町2-16-16 54-3001 54-3007
デイサービスみつば 八幡町4-8-52 93-4227 91-6322

通所リハビリテーション（デイケア）・介護予防通所リハビリテーション
老人保健施設　こもれびの里・高浜 論地町3-6-16 53-7777 53-7776

短期入所生活介護（ショートステイ）・介護予防短期入所生活介護
いこいの宿　高浜安立 芳川町3-1-6 54-0522 54-0523

短期入所療養介護（ショートステイ）・介護予防短期入所療養介護
老人保健施設　こもれびの里・高浜 論地町3-6-16 53-7777 53-7776

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
特別養護老人ホーム　高浜安立荘 芳川町1-2-73 52-5050 52-5599

地域密着型介護老人福祉施設（小規模特別養護老人ホーム）
特別養護老人ホーム　論地がるてん 論地町3-7-117 53-3300 93-1773

介護老人保健施設（老人保健施設）
老人保健施設　こもれびの里・高浜 論地町3-6-16 53-7777 53-7776

ケアハウス（特定施設入所者生活介護）
アサヒサンクリーン高浜ケアハウス 湯山町5-7-5 54-5011 54-5012
ケアハウス高浜安立 芳川町1-2-48 52-7311 52-8680

定期巡回・随時対応型訪問介護看護
高浜市社協連携型指定定期巡回随時対応型訪問看護介護 沢渡町3-3-1 54-5480 52-6449

認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護
認知症対応型デイサービス　ひだまりの家 論地町3-6-16 53-7788 53-7788

小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護事業所　オリーブ 沢渡町3-3-1 52-6363 52-6363

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）
グループホーム　あ・うん 芳川町3-1-9 52-8020 52-8020
グループホーム　あっぽ 田戸町3-8-21 87-0633 87-0512

介護予防支援
高浜市介護予防支援事業所 春日町5-165 52-9610 52-7918

福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与
（株）エヌ・エフ・ユー（いきいき広場ｼｮｰﾙｰﾑ） 春日町5-165 いきいき広場内 52-9873 052-308-3011

名           称



広告・求人スペース等 
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求人 
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１ 宅老所「じぃ＆ばぁ」 

２ 宅老所「いっぷく」 

３ 宅老所「こっこちゃん」 

４ 宅老所「悠遊たかとり」 

５ 地域共生型福祉施設「あっぽ」 

６ ものづくり工房「あかおにどん」 

７ IT工房「くりっく」 

８ 全世代楽習館 

 
 

高浜市役所 

高浜ふれあい 
プラザ 

翼ふれあいプラザ 

南部ふれあいプラザ 

いきいき広場 

刈谷豊田総合 
病院高浜分院 

シルバー人材センター 

吉浜ふれあいプラザ 

1 
2 

3 

4 

6 

7 

8 

１ グループホーム あ・うん 

２ グループホーム あっぽ 

３ アサヒサンクリーン高浜ケアハウス 

４ ケアハウス高浜安立 

５ 特別養護老人ホーム高浜安立荘 

６ 老人保健施設こもれびの里・高浜 

７ 特別養護老人ホーム論地がるてん 

  

1 

2 

3 

4 5 

6 7 

8 

15 デイケア 老人保健施設 こもれびの里・高浜 

16 ショートステイ いこいの宿高浜安立 

17 ショートステイ 老人保健施設こもれびの里・高浜 

18 小規模多機能型 オリーブ 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

21 

８ デイサービス 高浜市社会福祉協議会指定通所介護事業所 

９ デイサービス ウエルカム ケア 

10 デイサービス デイホーム ふぁんふぁんらんど 

11 デイサービス 葭池デイサービスセンター 

12 デイサービス 高浜安立荘デイサービスセンター 

13 デイサービス 養護老人ホーム高浜安立デイサービスセンター 

14 デイサービス はづきデイサービス 

5 

（注）平成31年3月末現在 

高浜市 地域包括支援センター 
  住 所 ： 高浜市春日町五丁目１６５番地（高浜市いきいき広場２階） 
  電 話 ： ０５６６－５２－９６１０ 

〔高浜市 福祉資源マップ〕 
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2 

4 

5 

6 

7 

8 

3 


