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自分で身の回りのことができなくなった場合の希望する暮らし方

　我が国の高齢化は、今後都市部において急速に進行し、大阪府においても、平成26年に
は府民のほぼ４人に一人が65歳以上の高齢者になると予測されています。
　また、高齢化に伴い、介護を必要とする高齢者の増加、特に認知症高齢者や医療と介護の
双方を必要とする高齢者が増える中で、家族介護に頼れない一人暮らし高齢者や高齢者のみ
世帯の増加が見込まれています。
　一方で、自分で身の回りのことができなくなった場合に望む暮らし方については、以下の
とおり、「自宅に住み続けたい」と考える人が約６割と、多くの高齢者が、介護が必要な状
態になっても、できるかぎり自宅で暮らし続けることを望んでおられます。
　このパンフレットでは、ご家族の介護が期待できる方はもちろん、一人暮らしであったと
しても、自宅で暮らし続けたいと考えておられる方々が利用できるサービスの具体的な活用
方法を紹介しています。
　また、高齢者の暮らしは公的なサービスのみで支えられるものではなく、地域に住む皆さ
んの協力が欠かせません。私たちにどのような支援ができるのか、高齢者の暮らしを地域社
会全体で支えていくための活動や日常生活での心がまえについて紹介しています。

自宅に住み続けながら、
介護サービスを受けたい 
　20.9％

自宅に住み続けながら、
家族などの介護を受けたい 
　18.3％

自宅に住み続けながら、身近なところに
通ったり、泊まったりすることができる
介護サービスを受けたい 
　17.8％

介護保険施設（特別
養護老人ホームなど）
に入所したい
  13.9％

介護付きの有料老人ホーム
やケアハウスに入居したい
　5.8％

その他
2.5％

無回答
20.6％

「高齢者の生活実態と介護サービス等に関する意識調査」平成22年12月　大阪府

介護が必要になっても自宅で暮らし続けるために
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　介護保険サービスなど法律等に基づくサービ
ス、国や地方自治体が直接又は間接に費用を負
担するなどにより提供するサービスです。
　サービスの質、供給量ともに安定しており、
サービスの利用方法もルール化されています。

公的なサービス
（フォーマルサービス）

　家族や近隣、地域社会、NPO、ボランティア
などが行う援助活動です。
　サービスの質や提供されるサービス量は公的
なサービスに比べて一定していませんが、顔見
知りの方々による援助であることや、公的な
サービスにない細やかなニーズに対応できると
いうメリットがあります。
　民間事業者が提供するサービスは全額自己
負担となりますが、規制が少なく希望するサー
ビスを自由に利用できます。利用に当たっては
契約内容等をよく確認し、有効に活用してくだ
さい。

住民やボランティア
などによる支援
（インフォーマルサービス）

　介護が必要になった方の在宅生活を支えるためのサービスを紹介します。介護保険のサー

ビスのような公的なもの（フォーマルサービス）から見守りやボランティアなど地域の住民

による支援（インフォーマルサービス）まで、様々なものがあります。

　高齢者の心身の状態や家族状況等に応じてサービスを選びましょう。

　なお、このパンフレットにおける「自宅」、「在宅生活」とは、有料老人ホームや高齢者向
けの賃貸住宅などを含みます。こうした住まいにお住まいの方も P３～ P10 のサービスを
利用することができます（介護付きの有料老人ホームについては、一部利用できないサービ

スがあります。）。また、このパンフレットでは、民間事業者が提供する営利活動も「イン

フォーマルサービス」に含めて紹介しています。

在宅生活を支える様々なサービス
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主なサービス例一覧

フォーマルサービス

※この表は、サービスの種類と提供者をおおまかに表したもの
　生活支援サービス（見守り、緊急通報、安否確認、配食、移動

医療サービス介護保険サービスサービスのニーズ

※ 　市町村が提供する生活支援サービスは、市町村によって実施の有無や内容が異なります（掲載したもの以外のサービスも
あります。）。サービスを利用するには、年齢、心身の状態、家族の状況などの要件があります。詳しくはお住まいの市（区）
町村高齢者福祉担当窓口にお問い合わせください。

●身体介護
　訪問介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所の
ホームヘルパーが自宅を訪問します。
●訪問入浴介護
　　浴槽を積んだ入浴車等で自宅を訪問します。
●夜間対応型訪問介護（要支援の方は利用できません。）
　夜間も安心して生活できるように、定期的な巡回や
通報システムによる訪問介護を行います。 

●通院等乗降介助（要支援の方は利用できません。）
　訪問介護事業所のホームヘルパーなどと車で通院し
ます。

●生活援助
　訪問介護事業所や小規模多機能型居宅介護事業所の
ホームヘルパーが調理・洗濯・掃除などを行います。

（※ 　電球交換や掛け時計の電池交換などの行為は、特段
の技術や手間を要さず、同居家族がおられないなどの
要件を満たす場合に限り、介護保険が適用されます。）

●居宅療養管理指導
　医師、歯科医師、薬剤師などが自宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。

●かかりつけの医師、歯科医師による往診・訪問診療
●在宅療養支援診療所
　医師又は看護師が連絡を受けて訪問するほか、緊急
時の受入れ病院との調整、他の医療機関や訪問看護ス
テーション、ケアマネジャーなどとの連携も行います。
●在宅療養支援歯科診療所
　速やかに訪問歯科診療を行うとともに、保健医療サー
ビスや福祉サービスとの連携を行います。

介護、介助をして
欲しい

通院したい
外出したい

家事援助や生活支
援（電球交換など
簡単な作業含む。）
を受けたい

自宅で医師、歯科
医師に診て欲しい

自宅で看護を受け
たい

●訪問看護
　訪問看護ステーションや病院、診療所から看護師などが自宅を訪問します。具体
的なサービスの内容はP11をご覧ください。　
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支援、社会参加の機会提供、日常生活の支援）については、市町村によって提供者が異なる場合があります。　
です。

インフォーマルサービス

民間事業者等によるものティアなどによるサービス例小地域ネットワーク活動
NPO、老人クラブ、ボラン社会福祉協議会による

他のサービス例
市町村による

※ 　社会福祉協議会の小地域ネットワーク活動とは、一人暮らし高齢者などへの、地域住民の参加と協力による支え合い・助
け合いの活動です。見守りや声かけ訪問、配食サービスなどを小学校区単位で実施しています。なお、大阪市では、おおむ
ね小学校区を単位とした地域社会福祉協議会が、ふれあい喫茶や世代間交流などの活動を行っています。
　小地域ネットワーク活動や地域のボランティア活動は地域によって取組状況が異なります。利用条件などはお住まいの市
（区）町村、市（区）町村社会福祉協議会にお問い合わせください。

●在宅介護サービス
　全額自己負担で介護
サービスを利用できます。

●外出介助サービス
●介護タクシーサービス
　介護乗務員が同乗して
通院、レジャーなどのお
手伝いをします。

●配食サービス
　身体の状態や好みに応
じた食事を配達します。
●家事代行サービス

●介護援助
　簡単な身の回りの世話、
入浴介助、外出時の留守
番など

●外出介助、散歩、買い物
等の介助
●福祉有償運送
　NPOや社会福祉法人など
が車で移送します。（P7参照）

●家事援助（介護保険が利
用できない程度のもの）
●ごみの持ち出し
●軽作業

●介護・家事援助
　簡単な身の回りの世話、
清拭、洗髪、外出援助
　ご家族には留守番や買
い物などの援助

●ガイドヘルプ
　散歩や買い物、病院等
への付き添い

●家事援助
　食事づくり、買い物、掃
除、洗濯、つくろい、布団
干し、郵便物の投函など
●軽作業援助
　草刈りや簡単な大工仕
事など

●移送サービス
　　医療機関に通院します。

●配食サービス
　　自宅等に食事を届けます。
●介護用品（紙おむつなど）
の支給
●寝具洗濯乾燥消毒サービス
●訪問理美容サービス
●ごみの持ち出しサービス
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医療サービス介護保険サービス

フォーマルサービス

サービスのニーズ

●訪問リハビリテーション
　理学療法士や作業療法士などが自宅を訪問し、居宅での生活行為を向上させるた
めのリハビリテーションを行います。

●住宅改修（P14参照）

●福祉用具の貸与、販売（P12参照）

●夜間対応型訪問介護（再掲）
　夜間も安心して生活できるように、定期的な巡回や
通報システムによる訪問介護を行います。

●デイサービス（通所介護）
　デイサービスセンター、特別養護老人ホームや小規
模多機能型居宅介護事業所に通います。認知症の方向
けのデイサービスもあります。

●デイケア（通所リハビリテーション）
　病院、診療所や介護老人保健施設に通います。専門家の指導のもと、様々な機具
を使った効果的なリハビリテーションを行います。

●ショートステイ（福祉）
　特別養護老人ホーム、小規模多機能型居宅介護事業
所などに泊まります。
●ショートステイ（医療）
　医療ニーズの高い方向けのショートステイで、病院
や老健施設などに泊まります。

リハビリテーショ
ンを受けたい

住宅をバリアフリー
に改修したい

福祉用具を使いたい

安心、安全に暮ら
したい

見守りをして欲し
い、他人と話したい

介護を受けたり、
訓練したり、皆と
楽しく過ごしたい

リハビリテーショ
ンを受けたい

家族に用事がある
時など泊まりたい

介護保険のサービス支給限度額以内であれば原則１割負
担（詳しくはＰ８をご覧ください。）

１～３割負担利用者負担

市（区）町村の介護保険担当窓口、担当のケアマネジャー、直接事業者へ、地域包括支援センター
※医療サービスの場合は次の窓口もご利用ください⇒病院の相談室、お住まいの地域の医師会・歯
科医師会、大阪府医療機関情報システム http://www.pref.osaka.jp/iryo/system/index.html

お問い合わせ先
情報案内窓口
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インフォーマルサービス

民間事業者等によるものティアなどによるサービス例小地域ネットワーク活動
NPO、老人クラブ、ボラン社会福祉協議会による

他のサービス例
市町村による

●住宅リフォーム

●介護用品販売

●緊急通報システム
　室内に設置した通
報機器や携帯用の通
報機器のボタンを押
すと、事業者の緊急
対応職員やご家族な
どへ連絡します。

●見守りサービス
　ポットや携帯電話
の利用状況などを連
絡先に配信します。

●友愛訪問（老人クラブ）
●話し相手活動
　定期的に電話をかけたり
訪問してお話します。

●街かどデイハウス
　民家や既存施設などで、介護
予防や趣味活動などを行います。
●ふれあい喫茶

●校区福祉委員、自治会、
老人会などの地域住民に
よる見守り、声かけ訪問

●会食サービス
●いきいきサロン
●ミニデイサービス

●住宅改造

●緊急通報システム
　緊急通報システムを自
宅に設置し急病や火災な
どの緊急事態に備えます。
●徘徊認知症高齢者位置情
報探索システム
　認知症高齢者の位置情
報探索機器を提供します。

●民生委員による見守り活動

無料あるいは少額を負担 全額負担無料、一部負担、全額負担

市（区）町村の高齢者福祉担
当窓口

市（区）町村社会福祉協議会 各事業者
市（区）町村の高齢者福祉担当
窓口、市（区）町村社会福祉協議
会内のボランティアセンター
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◆　 介護保険サービスを利用する場合は、お住まいの市（区）町村に要介護（要支援）認定を

申請し、認定を受ける必要があります。サービスを受けるのが認定前であっても、認定を申

請していれば、後日認定されることで、介護保険給付を受けることができます。認定の申請

前であっても、緊急等やむをえない理由でサービスを受けた場合で、必要があると認める

とき、介護保険給付を受けることができる場合があります。（いったん全額を自己負担し、

要介護（要支援）認定後に市（区）町村に申請し、払い戻しを受けます。）詳しくは市（区）

町村にお問い合わせください。

　介護保険サービスは、原則として介護支援専門員（ケアマネジャー）等が作成したケアプ

ランに基づき、サービスを利用します。ただし、要介護（要支援）認定を受けていても、心

身の状態（要介護度を含みます。）や家族の状況などにより利用できないサービスがあります。

◆ 　要介護（要支援）の方へのリハビリテーションや訪問看護、療養上の指導は、医療保険が

適用される場合を除き、原則として介護保険によって提供されます。

◆ 　福祉有償運送とは、ＮＰＯ法人や社会福祉法人等の非営利法人が、

高齢者や障がい者などの公共交通機関を使用して移動することが

困難な人を対象に有償で行う車による移送サービスのことをいい

ます。制度の概要やサービス提供事業者については、以下のホーム

ページをご覧ください。

▶http://www.pref.osaka.jp/chiikifukushi/yuso/index.html

◆ 　インフォーマルサービスの新たな担い手として、福祉

分野のＮＰＯである「社会起業家」が、配食や家事代行

等のサービスを提供しています。社会起業家の活動内容

については、以下のホームページをご覧ください。

▶http://www.osaka-genki.net/se/index.html

◆ 介護保険法の見直しについて

平成24年４月からの実施に向けて、次の新しいサービスについて検討が進められています。

　夜間を含め定期的に自宅を訪問し短時間の介護を行う「定期巡回・随時対応サービ
ス」、訪問看護と訪問介護、訪問看護と小規模多機能型居宅介護などの「複合型サー
ビス」の創設など。

7



4,970円
10,400円

区 分 支給限度額 利用者負担額

49,700円
104,000円

16,580円165,800円
19,480円194,800円
26,750円267,500円

※１単位＝10円で算出。
※表の限度額が適用されるサービス（介護予防
を含む。）
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、通所介護（デイサービス）、通
所リハビリテーション（デイケア）、短期入所生
活介護（ショートステイ）、短期入所療養介護
（ショートステイ）、福祉用具貸与、夜間対応型
訪問介護、認知症対応型通所介護（デイサー
ビス）、小規模多機能型居宅介護、認知症対応
型共同生活介護（ショートステイのみ）

要支援１
要支援２
要介護１
要介護２
要介護３

30,600円306,000円
35,830円358,300円

要介護 4
要介護 5

○在宅で利用するサービスの支給限度額と利用者負担額（目安、１カ月）

○介護保険（在宅で利用するサービス）を利用する場合の利用者負担は次のとおりです。

◆ 介護保険サービスにかかる費用について

サービスの利用料 

　利用者が負担するサービスの利用料は、原則として総費用の１割ですが、利用者負担
が高額にならないように所得に応じて限度額が定められています。
　１カ月当たりの負担限度額は、世帯当たり 37,200 円ですが、所得に応じて、世帯
で24,600円、個人で15,000円と定められています（福祉用具購入や住宅改修に要
した費用の利用者負担分、ショートステイやデイサービスにかかる食費・滞在費などは
この負担軽減制度の対象になりません。ただし、ショートステイにかかる食費・滞在費
には、下のとおり、別の負担軽減制度があります。）。
　また、在宅で受けるサービスには要介護度別に１カ月当たりの支給限度額が定められ
ています（下表参照）。この限度額を超える部分は全額自己負担となります。
　詳しくは担当のケアマネジャー又は市（区）町村介護保険担当窓口へ。

食費・滞在費

　ショートステイにかかる食費・滞在費の負担については、所得の低い方のサービ
ス利用が困難とならないように、所得に応じた負担限度額が定められています。
　食費と滞在費を合わせた１日当たりの負担限度額は、所得に応じ、次のとおりです。
　　・多床室は、300円～1,700円（目安）
　　・従来型個室は、620円～3,020円（目安） 
　　・ユニット型準個室は、790円～3,020円（目安）
　　・ユニット型個室は、1,120円～3,350円（目安） 
　詳しくは担当のケアマネジャー、市（区）町村介護保険担当窓口へ。

福祉用具購入費
　年間10万円を限度としてその費用の１割を負担します。
　例：購入費が20,000円の場合、2,000円を負担します。

デイサービスにかかる
食費、おむつ代など

　デイサービスでは、利用料以外に、食費やおむつ代などの実費を負担します。

日常生活費 　実費を負担します。

住宅改修費
　20万円を限度としてその費用の１割を負担します。
　例：改修費が150,000円の場合、15,000円を負担します。

ショートステイに
かかる費用

　利用料以外に、食費・滞在費と日常生活費を負担します。
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サ
ル
マ

ス
ビ

サービス内容

障がい福祉サー
ビス（市（区）町村
障がい福祉担当
窓口）

障がい者自立支援制
度に基づくサービス

　障がい者の方も介護保険が適用される場合は、障がい
福祉サービス（障害者自立支援法に基づくサービス）で
はなく介護保険のサービスを利用します。
　しかしながら、介護保険で対応できないサービスや介
護保険によるサービスだけでは十分な支援が受けられな
い場合などには、市町村の判断により、ケアプランに位
置づけることによって、障がい福祉サービスを利用する
ことができます。 

介護予防事業（市
（区）町村の介護
保険又は健康増
進事業担当窓口）

健康づくり事業
（保健所・市町村
保健センター）

（※）右記以外の
サービスについ
てはお問い合わ
せください。

要支援・要介護状態に
なるおそれの高い方を
対象とするサービス

・運動器の機能向上のための事業
　有酸素運動、ストレッチ、簡易な器具を用いた運動
等を行います。
・栄養改善のための事業
　個別の栄養相談や集団で栄養教育等を行います。
・口腔機能の向上のための事業
　摂食・嚥下機能の訓練や歯磨きの方法などを学びます。
・閉じこもり等予防のための事業
　保健師等が自宅を訪問して、生活機能向上のための
支援を行います。

全ての高齢者を対象
とするサービス

・介護予防教室の開催
・介護予防に関するパンフレット等の配布
・介護予防に関する講演会や相談会の開催　　など

※介護予防事業の開催案内は、市（区）町村の広報紙に
掲載されることが多いです。その他の情報も含めて、
広報紙の内容はチェックしておかれると便利です。

精神保健福祉相談（保
健所・保健センター）

　うつ病やアルコール依存症、認知症に関して、精神科
医師・精神保健福祉相談員、保健師などが相談に応じます。
必要に応じて、自宅に訪問して相談に応じることもでき
ます。

難病相談（保健所・保
健センター）

　在宅の難病患者の方に対して、保健師が家庭訪問や電
話・面接等で療養生活や介護・看護について助言・援助しま
す。また、専門医・臨床心理士・栄養士・理学療法士・言語聴
覚士等による専門相談を行っています。

訪問・電話相談（市町
村保健センター）

　健康相談を受けたいが外出するのは大変、といった方
を対象に、保健師が電話相談を受けたり、ご自宅に伺っ
てご本人やご家族からの相談に応じ、健康問題を総合的
に把握して必要な指導を行います。

栄養指導（市町村保
健センター）

　栄養指導を行います。必要に応じて、栄養士が自宅を
訪問し、栄養指導を行います。

口腔衛生指導（市町
村保健センター）

　口腔の衛生指導を行います。必要に応じて歯科衛生士
が自宅を訪問し、口腔の衛生指導を行います。

サービス名（提供者）
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サ
ル
マ

ス
ビ

サ
ル
マ

ス
ビ

サービス内容

日常生活自立支
援事業（市（区）
町村社会福祉協
議会）

福祉サービスの利
用援助サービス

　福祉サービスについての情報提供や助言、福祉サービ
スの利用手続きのお手伝いなどを行います。

日常的金銭管理
サービス

　預金の出し入れのお手伝い、家賃や公共料金などの支
払いのお手伝いをします。

書類等の預かり
サービス

　預金通帳、印鑑、権利書などの保管をします。

　認知症、知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が不十分な方へのサービ
スです。次の支援を行うことで、こうした方々の権利を守ります。
　ご相談、お問い合わせは、地域包括支援センター、市（区）町村社会福祉協議
会まで。

成年後見制度

老人介護者（家
族）の会

　認知症、知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が不十分な方について、
本人の権利を守る援護者（成年後見人等）を選ぶことで、本人を支援する制度です。
　判断能力が不十分になってから利用する「法定後見制度」と、判断能力が不十
分になった場合に備えて、「誰に」「何を手伝って欲しいか」などについて契約に
より決めておく「任意後見制度」があります。
　成年後見制度についてのご相談、お問い合わせは、市（区）町村担当課、地域
包括支援センター、市（区）町村社会福祉協議会、家庭裁判所まで。

介護者同士の交流、
心身のリフレッシュ
を図ります。

　交流会、研修会・講習会、介護用品共同購入、相談事業、
リフレッシュ事業などを実施しています。
　大阪府内の多くの市町村で結成されています。お問い
合わせは市（区）町村介護保険担当窓口へ。

サービス名（提供者）
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訪問看護のご案内　～日常の療養から終末期までを支える訪問看護～

○訪問看護の主なサービス内容

◆病状・障がいの観察と看護
　●心身の状態観察、異常の早期発見　
　●疾病予防や健康の管理

◆療養生活上の必要な看護援助
　●清拭・洗髪・入浴介助・陰部洗浄などの清潔ケア　
　・皮膚を清潔に保つ
　・心身の状態・皮膚のトラブルや関節の動きなどの観察
　・医師と連携のもとでの必要な処置

　●食事、水分・栄養摂取の管理とケア　
　・脱水、栄養障がい、誤嚥（食べ物等が気管に入ってしまうこ

と）などの予防のための援助、助言
　・胃ろうなど経管栄養の管理

　●排せつ管理とケア
　・排せつのコントロール（服薬指導や浣腸、摘便）
　・排せつに伴うトラブルへの対処
　・ストーマ（人工肛門、人工膀胱）のパウチ交換や皮膚トラブ

ル予防のための処置や援助・助言

◆医療機器の管理・操作援助・指導
　●カテーテル、在宅酸素、人工呼吸器、在宅中心静脈栄養、ストー

マ、吸入、吸引、気管カニューレ、腹膜透析などの管理

◆ターミナルケア（終末期のケア）
　●苦痛の緩和（痛み、倦怠感など）を目的とした看護　
　●家族を含めた精神的な支援　
　●緊急時の対応

◆社会資源（サービスなど）の活用相談 ◆ご家族への支援

◆療養生活の指導
　●食事･排せつ
　●運動など療養生活上の助言　
　●日常生活のリズム

◆医師の指示による診療の補助業務
　●医師と密に連携を図り、安全性を確

認した上での点滴などの適切な処置

◆服薬の管理
　●薬の効果確認　
　●服薬に関する助言　
　●副作用の観察

◆床ずれやきずの処置・予防
　●定期的な観察や評価　
　●医師の指示に基づいた処置
　●床ずれ予防の相談や助言

◆リハビリテーション
　●医師や理学療法士、作業療法士と連

携したリハビリテーション

◆認知症や精神疾患の方への看護
　●対応方法、コミュニケーションの助言
　●生活リズムなどの助言

　「住み慣れた自宅で療養したい。」、「人生の最期まで自宅で過ごしたい。」このように望ん
でも、「自宅で何かあったら心配だから。」、「家族に負担がかかるから。」といった理由で自
宅での生活をあきらめておられませんか？
　自宅での療養生活に不安を感じる方は訪問看護の利用を検討してみてください。
　訪問看護は、日常の療養生活から家族支援、リハビリ、難病、終末期ケアまでを担い、在
宅生活を支えるために重要なサービスで、訪問介護と自宅で診察してもらえる往診医のサー
ビスなどを併せて利用することで、住み慣れた自宅で暮らし続けることができます。例えば、
がん末期の場合でも、これらのサービスを利用することにより、自宅で過ごすことも可能で
す（がん末期などの特定疾病の場合、40 歳から介護保険の利用が可能です。）。
　訪問看護のサービス内容は次のとおりです。ただし、事業所によっては対応できないサー
ビスがありますので、具体的な内容については各事業所で確認してください。
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大阪府訪問看護ステーション協議会「平成21年度　訪問看護ステーションのご案内」より一部改訂

 

訪問看護ス
テーション
など

まずは、お
気軽にお問
い合わせく
ださい。

 

指示書の
交付（サー
ビスの利
用には主
治医の指
示書が必
要です。）

主治医

病院の看護師
ＭＳＷ

ケアマネジャー

利用前
の面談

利用
開始

内　容

福祉用具の購入
年間10万円を限度として
（自己負担１割を含む。）
購入費用が支給されます。

福祉用具のうち入浴又は排せつに使用する用具（腰掛便
座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフト
のつり具）

費用の1割を負担します。

手すり、スロープ（手すり、スロープは工事を伴わない
もの）歩行器、歩行補助つえ、車いす (＊)、車いす付属
品 (＊)、特殊寝台 (＊)、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（つり具を除く）(＊)

(＊) の用具は、原則として、要支援１・２、要介護１の方は
利用できません。ただし、一定条件のもとで利用できる場合
があります。

サービス名 費用負担

　介護保険のサービスの一つとして、福祉用具の購入や貸与について給付を受けることがで
きます。

福祉用具の利用について

ご利用のながれ

申込みからご利用まで

● 　担当のケアマネジャー（要支援１・２の方は地域包括支援センター）に相談しましょう。
● 　「購入」対象の用具は「指定事業者」から購入しましょう。指定事業者から購入しないと支給の
　 対象となりませんので注意が必要です。詳しくは、市（区）町村へお問い合せください。

福祉用具の貸与
（レンタルして利
用する。）

利用者
（ご家族）
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●心構えや生活のルールづくり、場所や使い方の変更など（居室をトイレに近い部屋に

するなど）

●物の工夫、購入（脱ぎ着しやすい衣服の工夫、センサー機能付きトイレの購入など）

●地域サービスの利用（デイサービスで歩行や衣服着脱の機能訓練をする　など）

●建築設備・構造の改修、改造といった小規模な住宅改修（手すりの取付けや引き戸への

扉の取替え、押しやすいスイッチへの取替え、電気スイッチの位置の変更、廊下にセン

サー機能付きフットライトを取り付ける　など）

●大規模なリフォームや建替え（介助ができるような広さへの改造など）

●転居（現在の住宅では改善できないと判断した場合など）

（「福祉医療建築の連携による高齢者・障害者のための住居改善」馬場昌子＋福祉医療建

築の連携による住居改善研究会　発行 /学芸出版社を改訂）

　在宅生活を送る中で困ったことはありませんか？
　例えば、「トイレに行くのがしんどいなあ」、「一人でお風呂に入るのは心配だ」…

　トイレで困っているという場合、具体的にどのようなことで困っているのでしょうか。

　困っていることがはっきりしたら、日ごろからおつきあいのあるケアマネジャーや理学療
法士、作業療法士などの専門家に相談してください。
　
　「住宅の中での暮らしを改善する」方法には次のようなものがあります。

　心構えのみで解決する場合もあれば複数のサービスを必要とする場合もあります。
　これらの方法を適切に組み合わせて「困りごと」を改善しましょう。

住まいを安全で使いやすく整える　～住宅改修について～

・布団から起き上がるのが辛い。
・廊下を通ってトイレに行くのが不安だ。
・トイレの電気スイッチが押しにくい。
・トイレ内での下着の着脱が難しい

例えば、

など
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介護保険の住宅改修について

　自宅で暮らし続けるためには、住まいを安全で使いやすく整えることも重要な手段にな
ります。
　これらのニーズに対応するため、介護保険では、住宅改修と福祉用具の利用に対して給付
を行うサービスがあります（要介護（要支援）の認定を受けた方が対象です。）。

※福祉用具についてはP12に記載しています。

　ケアマネジャーを中心に、安全性や利便性に配慮のうえ、高齢者本人や家族
の意見も反映されたものになっているかどうかについて十分に検討します。
　改修内容について、利用者の心身の状況をよく知る医師や理学療法士、作業
療法士、福祉住環境コーディネーター等の専門家の意見も参考にします。
　市町村によっては、住宅改修指導事業として専門家による支援を行っている
場合がありますので、市（区）町村へお問い合せください。　

　住宅改修のご利用方法は次のとおりです。

　日常生活の動作、行動のなかで、どんなときに不自由で困っているかにつ
いて、また、その原因はどこにあるのか家族でよく考えてみましょう。

住宅改修

・手すりの取付け
・段差の解消
・滑り防止等のための床材等の変更
・引き戸等への扉の取替え
・和式便器から洋式便器への取替え
・これらの付帯工事

　20万円を限度として要した費用の
９割が給付されます。

例：改修費用が18万円の場合、自己
負担額は１万８千円です。

ケアマネジャーに相談します。

困っていることを確認します。

※要支援１・２の方は地域包括支援センターへ

　介護保険の住宅改修費の給付を受けるには、工事が始まる前に事前申請を
して、審査を受けます。工事終了後にも必要な手続きをしなければ給付を受け
ることができませんのでご注意ください。詳しくは、市（区）町村へお問い合
せください。

施工事業者を選び、市（区）町村へ事前に申請します。
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手すりの種類や取り付ける位置、高
さを決めるときは、専門家（ケアマ
ネジャーや作業療法士、理学療法士
に動作を確認してもらいましょう！

　介護保険における住宅改修費の支給で、最も多く利用されているのは「手すりの取付
け」で、全体の約７割を占めています（大阪府内における平成21年度実績）。
　手すりを取り付けるときどのような点に注意したらよいか、市町村の住宅改修担当者
が指摘するポイントを一部紹介しますので、参考にしてください。

①手すりが必要とされる場所は……
　・座った状態から立ち上がる時などの上下運動を必要とする場所
　・敷居や段差の乗り越え、方向転換の時などバランスを崩しやすい場所
　・トイレなどで安定した姿勢の保持が必要な場所
　・浴室など滑りやすい場所で歩行する場所
　◎具体的に動作を確認して、取り付ける位置や高さを決める

②手すりの種類は……
　・横(水平)の手すり…歩行、体の引き寄せ、もたれる場合
　・縦(垂直)の手すり…体の向きを変える時(方向転換)や立ち上がり(垂直移動)の場合
　・斜め手すり…斜めに移動する階段以外は使わない

③手すりの材質は……
　・樹脂皮膜されたステンレス製…握りやすく、手触りが冷たくない。浴室など湿気の
ある所に主に使用する

　・木製…滑りにくい凹凸のついた手すりがある。玄関、廊下、居室に主に使用する

④手すりの太さは……
　・握る手すりは直径28～35ミリ
　・握らずに手の平や肘をのせるときは、幅40ミリ程度の平手すりを使用する

（作成：摂津市）

手すり取付けのポイント

工事を実施します。

市（区）町村に事後申請をします（支給申請）。
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住宅改修、リフォームに関するその他のポイント

住宅改修、リフォームに関する相談窓口

①　借家にお住まいの方は、借家だからとあきらめずに、大家さんに相談してみま
しょう。

②　介護保険の給付対象とはならない改修や大規模なリフォームが必要な場合は、
ご自分で負担できる金額を事前に確認し、その範囲内で改修の案を考えてもらい
ましょう。
　介護保険の給付とは別に住宅改修に対する給付や補助を行っている市町村があ
ります。詳しくはお住まいの市（区）町村にお問い合わせください。

③　ご相談は、設計士や工事施工者などの建築の専門家に問い合わせてみましょう。
（下記「住宅改修、リフォームに関する相談窓口」参照）
　建築の専門家に相談される場合は、日ごろつきあいのあるケアマネジャーや理
学療法士、作業療法士と連絡をとってもらい、高齢者ご自身のお体の状況に合わ
せた介助しやすい改修の案を考えてもらいましょう。

④　地震に不安があっては安心できません。住宅改修と併せてぜひ耐震診断を行い、
必要な改修をしましょう。

住宅改修の相談を
したい

○ 大阪府住宅バリアフリーリフォーム支援システム
　高齢者・障がい者向け住宅改造研修修了者名簿をご覧いただき、相談
者をお選びいただけます。一定の範囲の相談が無料で受けられます。
▶http://www.pref.osaka.jp/jumachi/barrierfree/index.html

住宅のリフォーム
をどこに頼んだら
いいかわからない

○ 大阪府住宅リフォームマイスター制度
　大阪府の指定した非営利団体（マイスター登録団体）が、皆様のご依
頼・ご相談に応じて、一定の基準を満たした事業者（マイスター事業者）
の情報をお知らせします。
▶http://www.pref.osaka.jp/jumachi/meister/index.html

耐震診断・改修工
事をしたい

○ 耐震診断・改修工事の補助制度については、市（区）町村にお問い合
わせください。

▶http://www.pref.osaka.jp/kenshi_kikaku/kikaku_bousai/taisin_hozyo.html
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　一人暮らし又は夫婦のみの暮らしになった場合でも、できる限り自宅で生活していくため
に、Ｐ３～Ｐ10で紹介したサービスやサポートを活用した在宅生活のプラン例を紹介します。
　心身の状態や所得の状況等により、提供される市町村のサービスは異なります。また、地域
社会の取組状況はお住まいの地域によって違いがあります。
　担当のケアマネジャーと十分相談して、在宅生活のプランに必要なサービスを取り入れて
いきましょう。

在宅生活をあきらめない！ 暮らし続けるためのサービス利用例～
～介護が必要になっても自宅で

・市（区）町村の介護保険担当窓口でケアマネ事業所（居宅介護支援事業所）の
一覧をもらう。
・ＷＡＭネット（http://www.wam.go.jp/）などで調べる。
・要支援の場合は、地域包括支援センターを紹介してもらう。

※　ケアプランは自分で作成することもできます。
※　介護保険を利用できない方（非該当の方）は、市（区）町村の高齢者福祉担当窓口、地域包括支
援センター、社会福祉協議会などにお問い合わせください。

　介護保険によるサービス、医療サービス、高齢者福祉サービス、ボランティ
アのサポート、民間のサービスなどについて、ご自身の状態にふさわしいサー
ビスにはどのようなものがあるのか、
・市（区）町村、地域包括支援センター、社会福祉協議会などに聞いてみる。
・民間のサービスについてインターネットなどで調べてみる。

　どの事業者と契約するかを決めます。
・ケアマネジャーに聞いてみる。
・市（区）町村の介護保険担当窓口でサービス事業者一覧をもらう。
・ＷＡＭネット（http://www.wam.go.jp/）などで調べる。
　▶情報をもとに、ご自身の判断で事業者を選びましょう。

サービスの利用方法 （要介護（要支援）認定を受けた方の場合）

ケアマネジャーといっしょに、どのようなサービスやサポートを
どのくらい利用するか決めます。（ケアプランの作成）

サービス事業者を選びます。

サービスを利用します。（具体的な利用例は次頁以降をご覧ください。）

担当のケアマネジャーを決めます。
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事例１ 身体機能の低下、判断能力の軽度の低下がみられる方の事例

　血圧が高く年齢とともに身体機能が低下してきた Aさん。妻が死去したことで一人暮らし
になりましたが、子どもとの同居を望まず、今の住居で一人暮らしを続けていくことを強く
希望しています。家事は妻まかせだったので経験がなく、生活全般にわたって支援が必要な
状態です。血圧治療のための通院も一人では不安で、予約日に受診できないこともあります。
判断能力が徐々に低下しており、預金の管理や請求書の支払い等に支障が出てきています。
仕事を辞めてから、地域活動に参加していないこともあり、他人と交流する機会が減りま
した。一人暮らしであるため緊急時の対応が不安です。

訪問介護 ▶ 入浴介助、買い物、調理、掃除の援助

デイサービス ▶ 生活リズムを整える、機能訓練、他者との交流

住宅改修 ▶ 手すりの設置

日常生活自立支援事業 ▶ 通帳管理、生活費管理の支援

配食サービス
市役所

緊急通報システム

社会福祉協議会 ボランティアの外出支援で通院する

社会福祉協議会

介護保険

友人
他者との交流のため、友人といっしょに老人クラブに通う。

老人クラブ

ボランティア団体 ボランティアによる家事援助、軽微な作業

サ
ル
マ

ス
ビ

Ａさんの暮らしを支えるサービスやサポートの内容

　在宅生活を支えるために、かかりつけ医を見つけましょう。
　さらに、体調がすぐれない時などに往診や訪問診療をしてくれる医師の確保は大切
な要素です。
　かかりつけ医がおられる場合は、まず、その医師に相談してみましょう。かかりつ
け医が訪問できない場合は、ケアマネジャーなどと相談し、自宅を訪問してくれる医
師を探しましょう。
　かかりつけ医がおられない場合は、通院又は入院している病院の相談室や訪問看護
ステーション、地域包括支援センター、市（区）町村の介護保険担当窓口などに問い合
わせてみましょう。

在宅医を見つけましょうPoint！
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事例２ 医療の必要度が高い方の事例

　A さんは脳梗塞による麻痺がありベッド上での介護が必要で、今回、入院治療後胃ろうを
造設した状態で退院することになりました。
　Aさんは妻Bさんと二人暮らし。自宅に戻っても専門的で継続的な医療ケアが必要で、自宅
で生活していくことには不安があります。近くに息子夫婦が住んでおり、１週間に２日程度手
伝いに来てくれますが、Bさんも高齢のため介護には体力的に負担がかかります。

訪問介護（ヘルパー事業所）
　▶ 入浴の介助（Aさん）、Bさんの健康状態の確認（家族支援）（Bさん）

訪問看護（訪問看護ステーション）
▶ 健康状態のチェック、胃ろうの管理と管理上の助言、リハビリテー
ション、医師の指示に基づく医療処置など（Aさん）、介護方法の助
言など（Bさん）

ショートステイ ▶ 家族の負担軽減（Bさん）

福祉用具貸与 ▶ ベッドの貸与（Aさん）

医療保険 かかりつけ医による訪問診療（Aさん）

介護保険

友人、知人、ボランティア

ボランティア団体

当事者団体 介護者家族の会での交流（Bさん）

ボランティアによる家事援助で負担を軽減（Bさん）

話し相手のために訪問（Aさん、Bさん）ン
イ

フ

マ
ル

サ

ス
ビ

サ
ル
マ

ス
ビ

Aさん、Bさんの暮らしを支えるサービスやサポートの内容

　退院直後から自宅での生活をスムーズに進めるためには、入院中に要介護
認定を申請し、訪問介護などの介護サービスや在宅医、訪問看護ステーションを確保し
ておくと安心です。（認定日が退院後となっても、認定の有効期間は申請時に遡ります。）
　申請の時期については、ご本人の容態が安定していないと認定調査ができない場合
がありますので、容態が安定し、退院の目途がたった時点で申請されるとよいでしょう。
　要介護認定の申請など、介護保険の利用については、病院の相談室や市（区）町村の
介護保険担当窓口、地域包括支援センターなどに問い合わせてみましょう。
　また、40歳から64歳の方でも、末期がんなどの疾病が原因で介護を必要とする方
は、介護保険を利用できます。末期がんの場合でも、在宅医療や訪問看護、介護サービ
スを利用して自宅で療養することができる場合がありますので、病院の相談室などに問
い合わせてみてください。

退院前に要介護認定を申請しておきましょうPoint！
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Point！

事例３ 認知症の方の事例

　認知症の症状が進んでいるAさん。物忘れがあり、外出先で帰り道がわからなくなり何度
も警察に保護されたり、同じものを何度も買ったりします。
　妻のBさんと二人暮らしのためAさんの介護はBさんが行っていますが、Bさんも高齢の
ため介護の負担から健康を崩しがちです。
　Aさんには、年金のほか不動産収入があり生活費は比較的余裕がありますが、不動産の管
理はできません。

小規模多機能型居宅介護事業所によるデイサービス
　▶ リハビリや他者との交流（Aさん）

小規模多機能型居宅介護事業所に宿泊
　▶ Bさんの体調不良時など（Aさん）

市役所

民間事業者

成年後見制度

家事援助（Aさん、Bさん）

親族、専門職などによる補助（不動産の管理など）（Aさん）

介護家族の慰労会に参加（Bさん）

徘徊認知症高齢者位置探索システム（Aさん）

介護保険

民生委員、認知症サ
ポーター、近隣住民、
コンビニ、バスなど公
共交通機関の社員

見守り、声かけ（Aさん）

当事者団体 認知症家族の会に参加（Bさん）

サ
ル
マ

ス
ビ

Aさん、Bさんの暮らしを支えるサービスやサポートの内容

　在宅生活の主役はあなたです。でも、日常生活を送る上で何らかの支援が
必要になったとき、市町村や介護保険の事業者、医療従事者、民生委員、ボランティ
アの方々など多くの人のサービスやサポートがあなたの生活を支えます。
　このような支援を上手に活用しながら、住み慣れた地域社会の中で安心して暮らし
続けていくために、次のことがらに留意しましょう。

●　信頼できる機関や個人に自分の情報を共有してもらいましょう。
　例えば、市町村の緊急災害時登録制度に登録したり、民生委員などによる見守りを
依頼しておくと、緊急時のリスク回避に有効です。
●　日頃から、地域や他者とのかかわりを持つように努めましょう。

自宅で暮らし続けるための心構え
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　市町村又は市町村から委託を受けた法人等が設立したもので、保健師、社会福祉
士、主任ケアマネジャーを配置して、次の４つの機能を担う地域の中核機関です。
　「ほんわかセンター」「～ほっと」など、愛称で呼んでいる市もあります。

さまざまな相談ごと

権利を守ること

介護のこと

暮らしやすい地域
づくりのこと

　健康や福祉、介護、医療や生活に関することや、高齢者の家族、近
隣に暮らす人の高齢者に関する相談を受け付けます。

・高齢者虐待への対応
・成年後見制度利用に当たっての支援
・消費者被害の防止　　など

　サービスを検討します。介護予防ケアプランを作成します。

　高齢者が暮らしやすい地域づくりのために、様々な関係機関との連
携体制づくりを進めます。
　また、地域のケアマネジャーの支援を行い、よりよいサービスの提
供に努めます。

あなたのまちの地域包括支援センターを確認しましょう。
▶http://www.pref.osaka.jp/kaigoshien/tiikihoukatusien/index.html

（大阪府ホームページ）
「相談・情報案内窓口のご案内（別冊）」もご覧ください。

　高齢化が進む中、多くの人は、介護を必要とする状態になっても可能な限り住み慣れた地

域や自宅で生活し続けたいと望んでおられます。このため、生活上の安心・安全・健康を確保

するために、医療や介護、福祉サービスといった様々な生活支援サービスが、日常生活の場

で適切に提供できるような体制（「地域包括ケアシステム」）の整備が求められています。

　地域包括ケアシステムを実現するために、より充実した公的サービスの整備が検討されて

いますが、単独・夫婦のみ世帯や認知症高齢者の増加、高齢者の価値観の多様化という状況

においては、行政や関係者の力のみで様々なニーズに対応することには質・量ともに限界が

あります。

　いま、地域で生活する皆さんの理解と協力が求められています。

　難しいことではありません。ちょっとした気配りと他者への関心があったなら、私たちの

地域はもっともっと住みやすくなるはずです。

　あなたができることから始めてみませんか？

地域で支える高齢社会　～地域の支援活動に参加してみませんか～

地域包括支援センター
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※　P22、24、26に掲載している「市町村の取組み例」は取組みの一部を掲載したものです。
掲載した市町村以外にも同様の取組みを行っている市町村があります。また、掲載した取組
み例以外にも多様な事業が行われています。

認知症になっても、安心して暮らせる地域づくりのために

　大阪府の認知症高齢者は2008年には約12万８千人ですが、2025年には1.7倍の約22
万３千人に増加すると予測されています。
　認知症は誰でもかかる可能性のある脳の病気です。
　認知症を本人やその家族だけの問題とするのではなく、みんなで認知症の人とその家族を
支え、誰もが暮らしやすい地域をつくっていくことが求められています。
　市町村では、住民の皆さんに、認知症を正しく理解してもらい、認知症の人や家族を温か
く見守る応援者（認知症サポーター）になってもらうため、認知症サポーター養成講座の開
催などに取り組んでいます。

1

●　認知症を理解する
　・認知症サポーター養成講座や講演会、講習会に参加する。
　・テレビや文献などで調べる。
●　行動する　～できる範囲でけっこうです～
　・友人や家族に、認知症に関する知識を伝える。
　・認知症になった人や家族の気持ちを理解するように努める。
　・隣人あるいは商店・交通機関等、街で働く人としてできる範囲で手助けする。
▶　例えば、通勤や買い物など日常生活の中で道に迷っておられる（徘徊）高齢
者を見かけたら、声をかけてみる、警察や地域包括支援センター、市（区）町村
に連絡する。
▶　スーパーやコンビニで不自然な買い物をする高齢者がおられたら、声をかけて
みる、地域包括支援センターに連絡する。　　　　　　　　　　など

市町村の取組み例

（徘徊高齢者 SOSネットワーク）
　「認知症高齢者が行方不明になった。」という家族からの連絡が入ると、市から協力機
関（公共交通機関、医療機関等や協力員（SOSメール登録者））にファックスやメールに
より情報を提供し、徘徊高齢者の早期発見に努めます。（河内長野市）

こ ん な 協 力 が で き ま す
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　地域包括支援センターや市（区）町村の担当窓口の電話番号を携帯電話な
どに登録しておきましょう！

Point！

　一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯が増加し、家族内での支え合いが弱くなってきてい
る中、こうした高齢者の方々が社会から孤立することなく、必要なときに必要な支援を受け
ることができるように、地域における見守り体制の強化が求められています。
　一般的に、地域の見守り活動は、民生委員・児童委員、校区福祉委員などから地域包括支
援センターに寄せられた情報をもとに、日常的な見守りを必要とする方を特定し、ご本人
のニーズを伺った上で、民生委員・児童委員や校区福祉委員、ボランティアの方々に継続的
な見守りを行っていただいています。こうした方々に加えて、地域の商店や郵便局、新聞・
牛乳配達、介護保険事業所、診療所、金融機関などの協力を得ながら取り組んでいる地域
もあります。

2

●　近所に住んでおられる独居や夫婦のみの高齢者世帯で、次頁「大阪狭山市ホーム
ページより」の内容に加え、次のような様子が見られたら、地域包括支援センターに連絡
する。
　・家の周りが草やゴミでひどく荒れている。
　・家の周辺で悪臭がする。
　・夜になっても電気がつかない。
　・ここ数日、姿を見ない。　　　　　など

●　通勤や買い物など日常生活の中で、道に迷っておられる（徘徊）高齢者を見かけた
ら、声をかけてみる、警察や地域包括支援センター、市（区）町村に連絡する。（再掲）

●　見守りの担い手になっていただくためには地域の福祉課題を知っておくことが重
要なので、日頃から社会福祉協議会などの地域福祉活動を体験してみる。

●　ライフライン関係企業（電気、ガス、水道検針など）や配達企業（郵便、新聞、牛
乳、乳飲料など）が、高齢者宅の日常生活上での異常に気づいたら、地域包括支援
センターに連絡する。（社団法人シルバーサービス振興会「企業も参加した新たな支
え合いの基盤づくりのために」より）

こ ん な 協 力 が で き ま す
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さりげない見守りや声かけのなかで、こんなことに気づいたとき

　●新聞受けや郵便受けに数日分の新聞や郵便がたまっているよ

　●洗濯物が数日間干しっぱなしになってるよ

　●このお年寄り、帰れなくなってるのでは？

　●怪しい業者が出入りしてるよ

　●毎朝、雨戸が開くのに、最近開かないな？

　●お年寄りが一人で同じものを大量に買っていくな？

▶こんなときは、地域包括支援センターか市役所高齢介護グループへ

―ホームページより―

市町村の取組み例

（見守りSOS事業）
　介護事業所、郵便局、電車・バス会社、農協などの職員や社員が、事業活動の中でさり
げない見守り・声かけによって高齢者の方の何らかの異変に気づいたときは、市役所や地
域包括支援センターに連絡してもらうとともに、地域の皆さんにも、日常生活を営む中で
気づいたことがあれば連絡してもらうよう、ホームページなどで呼びかけています。

（大阪狭山市）
（地域ネットワーク委員会）
　概ね小学校区ごとに、連合振興町会、地域社会福祉協議会、地区民生委員協議会、地域
女性団体協議会及び老人クラブ等の代表者等で構成された組織で、高齢者をはじめとし
た全ての住民からの身近な相談、適切な機関へのつなぎを行っており、併せて見守り活
動や地域活動への参加の呼びかけなど、地域における支え合い活動を行っています。（大
阪市）

（地域あんしんシステム）
　「地域あんしんシステム」とは、地域住民が、援護を必要とする高齢者や支援に関する
情報を、携帯電話などの IT 機器を使って地域包括支援センターや社会福祉協議会に報
告し、地域包括支援センターなどが情報を一元的に管理し、適切なサービスにつなぐシ
ステムで、大阪府が開発したものです。
　大東市では、この情報管理機能を活用して、居住環境や健康状態、身体機能、介護保険
の認定状況などを記した SOS カードの配布、登録を行い、適切なサービス提供に努め
ています。（大東市）

24



　ボランティアの募集やボランティア団体の情報発信、ボランティア活動に
必要な研修の実施、ボランティア同士の交流会の開催などを行っています。活動に当
たってはボランティア保険にも加入しますので、安心して活動できます。
　お問い合わせは、市（区）町村社会福祉協議会まで。

ボランティアセンターPoint！

　定年退職を契機に、仕事の「つながり」から地域における「つなが
り」づくりを求める方が多くなっています。

　地域における「つながり」は、地域で長く生活する中で、自治会や町内会の活動な
どを通して培われるものです。比較的若く、元気なうちから積極的に地域活動に参加
することが大切です。

Point！

少しの協力が大きな力に　～ボランティアしてみませんか～

　高齢者の生活には、電球を交換したり、話し相手、散歩の付き添いなど、介護保険などの
公的なサービスのみでは賄えない、ちょっとした手助けや楽しみづくりが大切です。
　大阪府が行った高齢者の意識調査では、社会奉仕・ボランティア活動に対する関心は高い
とは言えませんが、今後、団塊の世代を中心に潜在的な参加希望者が増える可能性もあるた
め、地域活動に関心のある皆さんがボランティア活動に携わることができれば、住民のニー
ズにあったより魅力的な地域をつくっていくことが可能になります。

3

●　老人クラブに入会して、一人暮らし高齢者への友
愛訪問などの社会奉仕活動をする。

●　地域の防犯活動、児童登下校時の見守り活動や高
齢者の見守り活動に参加する。

●　社会福祉協議会に設置されたボランティアセン
ターで情報を収集し、参加してみる。

●　市町村が行うボランティア講座に参加する。

こ ん な 協 力 が で き ま す
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●洗濯・掃除・食器の片付けなどの日常生活の補助

●囲碁将棋・書道・折り紙などの趣味による交流

●話し相手・傾聴・見守り

●紙芝居・マジック・朗読などの実演

●歌・体操・ゲームなどのレクリエーションによる交流

●お茶出し・食堂内での配膳・下膳など

●園芸・草刈りなど

●施設における行事手伝い

●その他

市町村の取組み例

（市民公益活動補助金）
　市民公益団体の活動について、事業スタート支援や自主事業支援を行います。（吹田市）

（生活・介護支援サポーター養成事業）
　市民向けに養成研修を行い、 福祉、 介護に関する知識や技術をもった高齢者への生
活・介護支援サービスを行うためのサポーターを養成するとともに、サポーターの希望
に合った活動や関心の持てる活動を紹介するなど、生活・介護支援サービスの実践につ
ながるような継続的な支援を行っています。（豊中市）

（元気アップ介護予防ポイント事業）
　市内在住の高齢者の方の介護予防を目的として、高齢者・障がい者施設で簡単な活動（※）

を行っていただき、その活動実績（ポイント）をもとに交付金を支払う事業です。
　窓口は市の社会福祉協議会で、同協議会にサポーターの登録を申請し、研修を受けた
後に、受入れを希望する施設で活動します。（寝屋川市）

　ボランティア活動には、他者を支援するというだけでなく、活動する
仲間とのふれあいを通して、地域における人間関係を築くという魅力も
あります。

　上記のような事業に参加して、ご自身の地域における「つながり」づくりを進め
てみませんか。

Point！

（※）
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認知症に関すること

●市（区）町村の高齢者福祉担当窓口・介護保険担当窓口
●お住まいの地域の地域包括支援センター
●認知症疾患医療センター
　▶http://kokoro-osaka.jp/guide/dmz_center.html

高齢者虐待に関すること
●市（区）町村の高齢者福祉担当窓口　　
●お住まいの地域の地域包括支援センター

消費者問題に関すること

ボランティア等に関すること

●お住まいの地域の地域包括支援センター　
●市町村消費生活センター

●市（区）町村社会福祉協議会
●大阪NPO情報ネット
　▶http://www.onp.or.jp/index.shtml

別冊の「相談・情報案内窓口」をご覧ください。

次のような相談・お問い合わせは

相談窓口・情報案内

大阪府福祉部高齢介護室　　平成２3年3月発行
〒540-8570　大阪市中央区大手前２丁目　　　TEL. ０６－６９４１－０３５１
メールアドレス　koreikaigo@sbox.pref.osaka.lg.jp
このパンフレットは　　　　　部作成し、１部あたりの単価は　　　円です。
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