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１　健康づくり・介護予防の総合的な推進

⑴　生涯を通じた健康づくり・介護予防の推進

いつまでも住み慣れた地域でいきいきと自

分らしい生活を送るためには、健康づくりや

生活習慣の改善、フレイル（加齢に伴い体力

や社会性が衰えた状態のこと。適切な対応で

元に戻ることが可能）の改善に取り組むこと

によって、介護が必要な状態になることを防

いだり、もし介護が必要になってもそれ以上

悪化しないように早期の対策を打つ介護予防

の取り組みが重要です。

市民が生涯を通じて身近な地域で各自のラ

イフスタイルに応じた健康づくり・介護予防

活動を継続できるよう、普及啓発や地域が主

体となった活動の支援等に取り組みます。

（69ページ以降「健康づくり」も参照）

①　介護予防に関する普及・啓発

介護予防の重要性や正しい知識につい

て、一般に広く周知するとともに、効果的

な介護予防を推進するため、介護予防に関

する研修会の開催やリーフレット等を作成

するほか、フリーペーパー等を活用して、

普及・啓発を行っています。

②�　高齢者のための筋力向上トレーニング啓

発事業

☆　筋力向上トレーニング啓発教室

高齢者を対象に、ストレッチやボール

等を用いた簡単な体操を中心としたプロ

グラムを提供し、介護予防につながる効

果的なトレーニングへの参加・体験を通

じて、介護予防の重要性の普及・啓発を

第２　高齢者施策

図ります。

●　実施状況

令和３年度

延開催回数（回） 396

延参加者数（人） 5,542

③　百万人の介護予防事業

高齢者を対象に、介護予防を目的に開発

した本市オリジナルの「ひまわりタイチー

（介護予防太極拳）」及び「きたきゅう体

操（介護予防体操）」を通じて、介護予防

の重要性の普及・啓発を図ります。

☆　ひまわりタイチー教室

ひまわりタイチーの指導を通じて、ス

トレッチや日常生活に必要な体力・筋力

づくりに効果的な運動を行います。

●　実施状況

令和３年度

延開催回数（回） 28

延参加者数（人） 247

☆　きたきゅう体操教室

きたきゅう体操の指導を通じて、個人

の体力レベルに応じた筋力向上や転倒予

防に効果的な柔軟性やバランスの鍛錬を

行います。

●　実施状況

令和３年度

延開催回数（回） 21

延参加者数（人） 130

このページ内についての問合せは、本文に特に記載のない場合、
認知症支援・介護予防センターへ（℡０９３－５２２－８７６５）
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▲ひまわりタイチー

④　高齢者食生活改善事業

高齢者の低栄養予防のため、「食べるこ

と」をとおして介護予防の重要性や正しい

知識と技術を普及・啓発しています。

☆　元気で長生き食卓相談

管理栄養士が個々の食生活のチェック

を行い、栄養改善に関する個別相談を行

っています。

●　実施状況

令和３年度

延開催回数（回） 43

延参加者数（人） 145

☆　おいしく食べて元気もりもり教室

サロン等地域活動の場において、管理

栄養士が食生活の見直しや改善に関する

講話・演習を実施しています。

●　実施状況

令和３年度

延開催回数（回） 78

延参加者数（人） 1,597

☆　シニア料理教室

高齢者の食事についての講話と基本的

な料理の実習・実演を行っています。

●　実施状況

令和３年度

延開催回数（回） 20

延参加者数（人） 328

⑤�　認知症支援・介護予防センターにおける

栄養ラボ事業

高齢者の低栄養予防や、生活習慣病の発

症および重症化予防のため、「食」をテー

マに栄養や口腔、お薬などに関する相談や

講演会を行っています。

●　実施状況

令和３年度

個別相談＋
ミニ講話

講演会 健康フェア

延開催回数 （回） 7 6 1

延参加者数（人） 112 108 192

⑥　お口の元気度アップ事業

高齢者の食べる楽しみ、低栄養の予防、

誤嚥・窒息予防、気道感染予防のため、口

腔機能の維持・向上の重要性や正しい知識

と技術を普及・啓発しています。

☆　健口（けんこう）相談

（お口の元気度チェック）

高齢者の口腔機能を維持・向上させる

ため、歯科医師などが助言・指導します。

このページ内についての問合せは、本文に特に記載のない場合、
認知症支援・介護予防センターへ（℡０９３－５２２－８７６５）
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☆　健口（けんこう）ストレッチ講座

歯科衛生士による口腔機能向上に関す

る健康教育を行っています。

●　実施状況(お口の元気度アップ事業）

令和３年度

延開催回数（回） 76

延参加者数（人） 1,557

⑦　高齢者尿失禁予防事業

☆　尿もれ予防講座

尿もれ予防に関心のある人を対象とし

て、泌尿器科の医師等が尿もれ予防の基

礎的な講義を行っています。

令和３年度

延開催回数（回） 3

延参加者数（人） 47

☆　尿もれ予防体験会

地域や団体等からの依頼に応じて、専

門の講師を派遣し、尿もれ予防に関する

正しい知識の普及や体操を紹介する体験

会を行っています。

令和３年度

延開催回数（回） 13

延参加者数（人） 204

⑧　公園で健康づくり事業

高齢者を対象に、専門家が選定した公園

の健康遊具を活用した介護予防運動プログ

ラムを紹介・実施する教室や体験会等を通

じて、介護予防の重要性の普及・啓発を図

ります。

●　実施状況

令和３年度

延開催回数（回） 19

延参加者数（人） 301

⑨�　地域リハビリテーション活動支援事業

（運動器）

地域における介護予防の取組みを支援す

るために、地域活動の場へリハ専門職が出

向き、自立支援と地域づくりの視点から、

介護予防運動など効果的な介護予防技術を

伝達します。

令和３年度

延開催回数（回） 87

延参加者数（人） 1,001

⑩　介護支援ボランティア事業

問 介護保険課（℡５８２－２７７１）

65 歳以上の高齢者が介護保険施設等で

ボランティア活動を行った場合に、ポイン

トを付与し、貯まったポイントは換金や寄

付することができます。

令和３年度

ボランティア登録者数（人） 2,005

このページ内についての問合せは、本文に特に記載のない場合、
認知症支援・介護予防センターへ（℡０９３－５２２－８７６５）
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２　活動的で充実した生活の支援

⑴　多様な社会貢献活動を支援する環境づくり

①　年長者研修大学校

高齢者の生きがいづくりや社会参加を促進するため、教養・趣味・健康づくりなどの研修を

行っています。

☆　周望学舎（小倉北区新高田二丁目29－1　TEL：591－2626）

研修室４室・大研修室・実技室・体育館などがあります。健康管理を考えるコースやコミ

ュニティリーダーについて学ぶコースなどの他、花と野菜づくりコースや写真入門などの実

技コースもあります。

☆　穴生学舎（八幡西区鉄竜一丁目５－１　TEL：645－6688）

研修室３室、音楽室、図書室、ボランティアルームなどがあります。年長者の暮らし方を

学び、楽しく元気に過ごすための知識を身につけるシニアライフデザインコースや軽スポー

ツ等を通じて健康維持を図る健康スポーツコースなどの他、実用書道コースや絵画入門コー

スなどの実技コースもあります。

このページ内についての問合せは、本文に特に記載のない場合、
長寿社会対策課へ（℡０９３－５８２－２４０７）

⑪�　高齢者の保健事業と介護予防の一体的実

施

問 健康推進課（℡５８２－２０１８）

令和２年度から福岡県後期高齢者医療広

域連合の委託を受け健康寿命の延伸を目指

し「高齢者の保健事業と介護予防の一体的

実施」に取り組んでいます。

（令和３年度実績）

①　�事業の企画・調整等（本市のデータ分

析、健康課題の整理、連携体制整備）

②　�後期高齢者に対する個別的支援（ハイ

リスクアプローチ）

健診有所見者への保健指導による生

活習慣病等の重症化予防

令和２年度 令和３年度

後期高齢者健診受診者 351人 486人

特定健診受診者（75 歳到達者） 136人 103人

③　�通いの場等への積極的な関与等（ポピ

ュレーションアプローチ）

令和２年度 令和３年度

健康教育・健康相談
回数 143回 813回

参加者数 4,656人 12,049人

健康状態の把握
回数 92回 110回

参加者数 1,138人 1,840人
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●　年長者研修大学校の利用状況

（延べ人数）

令和元年度 令和２年度 令和３年度

周望学舎 29,855 8,541 16,206

穴生学舎 31,653 9,032 15,306

②　北九州穴生ドーム

スポーツや各種イベントを通じて、高齢

者をはじめ、市民の健康づくりや世代間交

流の促進を図ることを目的としたドーム式

グラウンドです。

☆　所 在 地：八幡西区鉄竜一丁目５－２

　　　　　　　　　（TEL：645 － 6691）

☆　利用できる種目

ゲートボール（10面）、グラウンドゴル

フ、ニュースポーツ（ユニカール、シャッ

フルボード、ペタンクなど）、テニス（６

面）など

☆　アリーナ面積

約 5,400 ㎡（砂入り人工芝）

☆　令和３年度延べ利用者数：10,436人

③　生涯現役夢追塾

これまで培ってきた技術や経験、能力や

人脈などを生かし、経済活動や社会貢献活

動などの担い手として生涯現役で活躍して

いく人材の育成を行います。

☆　講座内容

前期課程…�信頼関係構築や組織づくりな

ど、地域デビューのための手

▲北九州穴生ドーム

法を学びます。

後期課程…�メンバー同士で協力し、プロジ

ェクトを進めることで、総合的

な課題解決能力を身につけま

す。

☆　対 象 者

生涯現役を目指す意欲あふれる 50 歳

以上の方。令和３年度は、第 16 期生と

して、４名が卒塾。

☆　受講期間

原則、６月から翌年３月までの 10 か

月間

☆　受講時間

18時30分から20時まで（概ね週１回）

※　曜日によって異なる場合があります。

☆　受講場所：�北九州まなびとESDステ

ーション等

☆　受 講 料

年間５万円

④　周望学舎シルバーバンク

豊かな経験や技術を持つ高齢者を登録

し、援助を必要とする社会福祉施設、学校、

家庭、地域に派遣し、様々な活動を実施し

ています。

☆　所 在 地：小倉北区新高田二丁目29－

１（周望学舎内）

☆　活動内容

★　友愛活動（活動実績：延 548 人）

・福祉施設入居者とのふれあい交流等

★　�子 育 て 支 援・ 伝 承 活 動 等

（活動実績：延 307 人）

・�子どもたちへの昔遊び、文化、生活

の伝承等

☆　会 員 数：243名

このページ内についての問合せは、本文に特に記載のない場合、
長寿社会対策課へ（℡０９３－５８２－２４０７）
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⑤　いきがい活動支援事業

問 長寿社会対策課（℡５８２－２４０７）

高齢者の社会参加やいきがいづくりを促

進するため、高齢者の参加しやすいボラン

ティア活動、生涯学習、仲間づくり情報な

どの収集や情報提供を行う“いきがい活動

ステーション”を開設しています。

☆　運　　営：

特定非営利活動法人　里山を考える会

☆　所 在 地：

小倉北区魚町三丁目３-20中屋ビル地

下１階北九州まなびとESDステーシ

ョン内

（TEL：967-3420）

穴生サテライトステーション：八幡西

区鉄竜一丁目５-１　穴生学舎内

（TEL：967-3420）

☆　主な相談内容：

いきがいづくりに関する情報提供のほ

か、活動をしたい人とボランティア団体

等とのマッチングを行います。

⑥　高年齢者就業支援センター

(問 ℡８８２－５４００）

高年齢者就業支援センターでは、概ね

50 歳以上を対象に就業相談や、各種講座・

セミナー等を実施するとともに、シニア・

ハローワーク戸畑等の関係機関と連携し

て、多様なニーズにワンストップで対応し

ています。

☆　センター内の併設窓口

・シルバー人材センター入会案内窓口

・�はつ・らつ・コミュニティ北九州

（福岡県高齢者能力活用センター）

☆　所 在 地

戸畑区汐井町１－６ウェルとばた８階

☆　主な相談内容

一般就業相談、各種講座の実施など

⑦　北九州市シルバー人材センター

(問 ℡９２２－４８０１）

事業所や家庭などから臨時・短期的・そ

の他軽易な仕事の依頼を受け、健康で働く

意欲のある高年齢者（会員）に就業の場を

提供し、その生きがいと社会参加を促進し

ています。

☆　所 在 地

小倉北区片野新町一丁目１－６

☆　会員資格

市内に居住する60歳以上の人

☆　依頼できる仕事

★　�サービス群（家事手伝い、子守など

の育児支援、高齢者の介助、高齢者

の話し相手など）

★　�技能群（植木の剪定、簡単な大工仕

事、リフォームなど）

★　�事務群（賞状書き、宛名書（毛筆）、

受付事務、発送事務など）

★　�管理群（駐車場・駐輪場の管理、宿

日直等施設管理、物品管理など）

★　�一般作業群（除草、清掃、商品整理

など）

★　�技術群（パソコン指導、ホームペー

ジ作成など）

★　�人材派遣業務（工場内軽作業、スー

パー等品出し業務など）

☆　ワンコインサービス事業

65 歳以上の高齢者及び身体障害者の

みの世帯を対象に、朝のゴミ出し、電球

の交換、簡単な買い物等といったサービ

スを 100 円又は 500 円のワンコインで引

き受けます。

専用℡９２２－５５１１

☆　親孝行代行サービス事業

ご両親等と離れて暮らしているご家族

に代わって、日常生活のちょっとした困

り事をシルバー人材センターがお手伝い

このページ内についての問合せは、本文中の各担当課へ
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します。

«例»・�食事の支度、掃除、ゴミ出しなど

日常生活支援

・買い物や通院同行、話し相手

・庭の水やり、除草などの屋外作業

・�将棋や囲碁の相手、家庭菜園など

趣味のサポート

●　シルバー人材センター事業実績

令和元年度 令和２年度 令和３年度

会員数（人） 2,944 2,766 2,624

男�性 1,885 1,793 1,672

女�性 1,059 973 952

就業人員（人） 2,426 2,204 2,122

就 業 率 （ % ） 82.4 79.7 80.9

就業延人員（人） 228,002 204,859 201,582

受注件数（件） 21,147 18,966 18,740

受注金額（千円） 1,093,403 1,027,365 1,029,194

※　請負＋派遣の数字

⑧　高齢者へのデジタル普及

問 長寿社会対策課（℡５８２－２４０７）

高齢者にスマートフォンやタブレット等

のデジタル機器の利用を促進するため、講

座を実施するなど、高齢者のデジタル技術

のスキルアップを図ります。

●　令和２年度試行実施

令和３年１月～３月、戸畑区内の市民

センター（１ヶ所）において、「高齢者

のデジタル人材育成のためのタブレット

講座」を試行的に実施（参加者 10 名）

⑵　趣味・サークル活動等の促進

①　生涯学習総合センター

(問 ℡５７１－２７３５）

生涯学習に関する人材育成・調査研究及

び学習情報の収集・提供、生涯学習の場の

提供等を行う生涯学習の拠点として、生涯

学習総合センターを設置しています。当セ

ンターでは、「市民カレッジ」、「女性リー

ダー国内研修」等の開催、センターだより

「まいなび 21」の発行などによる学習情

報の提供などを通じて生涯学習を推進して

います。

また、コムシティ内の八幡西生涯学習総

合センターでは、貸館業務に加え、生涯学

習事業や「気ままにセミナー」等「ひとみ

らいプレイス」としての人材育成事業など

を実施しています。

各区にも生涯学習の場として「生涯学習

センター」を設置しています。

☆　所在地：小倉北区大門一丁目６－43

②　老人福祉センター

(問 ℡４８１－３９５１）

高齢者の健康の増進、機能回復訓練、レ

クリエーションのための場として、入浴設

備のある新門司老人福祉センター（まつが

え荘）を運営しています。

☆　対 象 者：60歳以上の人

☆　利用時間

午前９時30分～午後４時30分

（休館日は月曜日、祝日、年末年始、

８月 14・15 日）

☆　所 在 地：門司区新門司三丁目５番

●　老人福祉センターの利用状況（延べ人数）

令和元年度 令和２年度 令和３年度

まつがえ荘 36,965 21,484 22,893

このページ内についての問合せは、本文中の各担当課へ
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このページ内についての問合せは、本文に特に記載のない場合、
長寿社会対策課へ（℡０９３－５２２－２４０７）

③　年長者いこいの家

地域の高齢者の教養の向上やレクリエー

ション活動を通した心身の健康増進、生き

がいづくりの促進を図るための施設です。

④　年長者施設利用料減免

高齢者の社会参加を促進し、健康づくり

や生きがいづくりを支援するために市立の

文化施設や体育施設等を割引で利用できま

す。

施設利用の際は、公的機関が発行した

65 歳以上の市民であるこを確認できる証

明書を提示してください（住所、氏名、生

年月日の記載のあるもの。運転免許証、健

康保険被保険者証、介護保険被保険者証、

マイナンバーカード等）。

☆　対 象 者：65歳以上の市民

☆　対象施設

美術館、小倉城、松本清張記念館、体

育館、プールなど

※�　福岡市・下関市・熊本市・鹿児島市の一部の施

設でも利用可能です。

※�　平成 31 年４月から「年長者施設利用証」の新規・
再交付を廃止しました。既に交付済のものに関し

ては、そのままご利用いただけます。

⑤　全国健康福祉祭への北九州市選手団の派遣

各種スポーツやイベントを通じて、積極

的な仲間づくりや交流の輪を広げるととも

に、生きがいづくり、健康づくりへの理解

を深め、明るく活力ある長寿社会づくりを

推進するために開催される「全国健康福祉

祭（ねんりんピック）」に北九州市選手団

を派遣しています。

☆　派遣種目（令和元年度 和歌山大会）

卓球、テニス、ソフトボール、ソフト

バレーボール、ゲートボール、ペタンク、

グランドゴルフ、ボウリング、剣道、太

極拳、囲碁、健康マージャン、将棋（全

13 種目）

☆　北九州市選手団総数：78人

※�　令和２年度（岐阜大会）及び令和３年度（岐阜
大会）は、新型コロナウイルス感染症の影響によ
り中止
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⑴　予防から早期発見・早期対応・ケア・家族支援までの一貫した対応の充実

①　地域認知症・介護予防活動支援事業の実施

地域の通いの場等において、認知症予防を含めた生活習慣病の予防や介護予防について健康

教育や健康相談を実施しています。

また、地域での自主的な予防活動が継続できるよう支援します。

②　「ものわすれ外来」の設置

市内 63 医療機関の協力を得て「ものわすれ外来」を設置し、認知症の早期発見・早期対応

に努めています。「ものわすれ外来」では、診察のほか相談や助言、必要に応じて、かかりつ

け医や家族等への情報提供や助言、専門医療機関の紹介などを行います。

☆　「ものわすれ外来」協力医療機関（63機関）

門 司 区 ごとうクリニック、新門司病院、門司掖済会病院、門司松ヶ江病院

小倉北区
合馬内科クリニック、大郷内科クリニック、北九州総合病院、小倉記念病院、さ
がら内科クリニック、第一心療クリニック、中川クリニック、まこと脳神経外科ク
リニック、南ヶ丘病院、三原デイケア＋クリニックりぼん・りぼん

小倉南区
岩本クリニック、植田クリニック、上曽根病院、かん養生クリニック、木村医
院、小倉医療センター、小倉蒲生病院、堤小倉病院、徳力団地診療所、平尾台病
院、政所クリニック

若 松 区 あかさきホームクリニック、北﨑医院、こが医院、産業医科大学若松病院、末吉脳神
経外科医院、手島内科医院、村井クリニック、山内クリニック、若戸病院

八幡東区
北九州市立八幡病院、昭和町クリニック、しみず内科クリニック、たつのおと
しごクリニック、中央町おだクリニック、西野病院、原内科循環器科クリニッ
ク、ひらたクリニック

八幡西区

有吉クリニック、小田内科消化器科医院、折尾病院、鍵山医院、神原クリニッ
ク、権頭クリニック、産業医科大学病院、数住医院、髙砂脳神経外科クリニッ
ク、谷内科クリニック、千代クリニック、泌尿器科皮膚科上野医院、もりぞの
内科、八幡厚生病院

戸 畑 区 池園医院、後藤クリニック、たかぎクリニック、戸畑共立病院、戸畑こころと
もの忘れクリニック、戸畑リハビリテーション病院、にし脳神経外科クリニック

（令和４年６月１日現在）

３　認知症対策の充実・強化

③　認知症疾患医療センターの設置

認知症疾患の保健医療水準の向上を図るため、平成 20 年度から設置した「認知症疾患医療

センター」を有効に活用し、保健・医療・介護機関などと連携を図りながら、認知症疾患に関

する鑑別診断、急性期医療、専門医療相談、研修等を実施します。また、同センターに配置さ

れた連携担当者により、福祉・介護の担当者との連携を促進し、地域における認知症ケア体制

の強化を図っています。

〈地域型〉

☆　小倉蒲生病院

所在地：小倉南区蒲生五丁目５番１号

TEL：963－6541

☆　産業医科大学病院

所在地：八幡西区医生ヶ丘１番１号

外来予約　TEL：691－7666

専門電話相談　TEL：603－1611

〈連携型〉

☆　三原デイケア＋クリニック りぼん・りぼん

所在地：小倉北区宇佐町一丁目９番30号

TEL：513－2565

☆　たつのおとしごクリニック

所在地：八幡東区大蔵三丁目２番１号

TEL：652－5210

このページ内についての問合せは、本文に特に記載のない場合、
認知症支援・介護予防センターへ（℡０９３－５２２－８７６５）
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④　認知症・介護家族コールセンターの設置

認知症の人や家族・高齢者を介護してい

る家族への精神面での支援や情報提供を行

うため、本人や家族がかかえる不安・悩み

などを電話で相談できるコールセンターを

設置しています。

・電�話番号　０１２０－１
いっしょに

４２－７
な や む

８６

または　０９３-５２２-０１５０

・受付時間　�火～土曜日（祝・休日、年末

年始は休み）

午前10時～午後３時

・対 応 者　介護経験者

・相 談 料　無料

⑤　認知症介護家族交流会

認知症の方を介護している家族が集ま

り、ともに考え励まし合い、認知症や介護

について学びあうための交流会を実施して

います。

・年６回奇数月　13時～15時

・認知症支援・介護予防センター等で実施

⑥　若年性認知症介護家族交流会

若年性認知症の方を介護している家族

（本人含む）が集まり、ともに考え励まし

あい、認知症や介護について学びあうため

の交流会を実施しています。

・年６回偶数月　13時～15時

・認知症支援・介護予防センター等で実施

⑦　高齢者見守りサポーター派遣事業

認知症等により見守りが必要な高齢者を

在宅で介護する家族への支援の充実を図る

ため、認知症や、接遇の基礎、緊急時の連

絡等に関する研修をうけた、見守りサポー

ターが高齢者の居宅を訪問し、見守りや話

し相手を行います。

☆　対象者

認知症等により見守りが必要と判断さ

れる高齢者を介護している家族や認知症

等により見守りが必要な高齢者

⑧　「介護マーク」の配付

概　　要：�外出先で介護中であることを示

す「介護マーク」を配付しま

す。「介護マーク」は介護する

方が周囲から偏見や誤解を受け

ることがないように使用するも

のです。

使 用 例：�男性介護者がトイレ介助のた

め、女性トイレに入るときなど

交付場所：�各区保健福祉課高齢者・障害者

相談コーナー又は各地域包括支

援センター

▲介護マーク

⑵　�認知症を正しく理解し支える人材の育成と

活動支援

①　認知症サポーターキャラバン事業

認知症の人やその家族が住み慣れた地域

で安心して暮らせるまちづくりを目指し、

認知症を理解して、認知症の人やその家族

を地域で温かく見守り、支える「認知症サ

ポーター」の養成に取り組んでいます。

☆　「認知症サポーター養成講座」について

自治会・校区社協・老人クラブなどの

地域団体の会合、企業や商店などの研修

などにキャラバンメイト（講師）が出向

き講座を行います。

このページ内についての問合せは、本文に特に記載のない場合、
認知症支援・介護予防センターへ（℡０９３－５２２－８７６５）
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③　認知症介護研修事業の実施

問 介護保険課（℡５８２－２７７１）

認知症高齢者に対する介護サービスの充実を図るため、介護サービス事業所における介護実

務者や代表者・管理者などに対して認知症介護に関する実践的な研修を行っています。

●　認知症介護研修事業の実施状況（修了者数）

区　　分 令和元年度 令和２年度 令和３年度

認知症介護実践者研修 196人 50人 96人

認知症介護実践リーダー研修 37人 — 25人

認知症対応型サービス事業開設者研修 13人 — 11人

認知症対応型サービス事業管理者研修 60人 54人 44人

小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修 15人 7人 9人

認知症介護指導者等養成研修 1人 — 0人

認知症介護指導者フォローアップ研修 0人 — 2人

※　令和２年度・３年度は、新型コロナ感染症拡大防止のため、中止、または定員を減少して実施。

⑶　認知症高齢者の安全確保

①　認知症行方不明者等SOSネットワーク

認知症の症状により行方不明になった場合に、早期発見・早期保護を図るため、警察をはじ

めとする行政機関や交通機関、その他地域ネットワーク等幅広い関係機関とのネットワークを

整備しています。

また、認知症高齢者の安全確保の一環として「認知症高齢者等位置探索サービス」を行って

います。これは認知症で行方不明になるおそれのある高齢者等が専用端末を携行することで介

護家族がその位置情報を探索できるサービスです。

☆　「認知症高齢者等位置探索サービス」について

★　サービス内容

GPSを利用した 24時間 365日対応の位置情報探索システムにより、介護家族からの依

頼に基づき、発信機を持つ行方不明になるおそれのある認知症高齢者等の現在位置の情報を

このページ内についての問合せは、本文に特に記載のない場合、
認知症支援・介護予防センターへ（℡０９３－５２２－８７６５）

★　講座内容90分（応相談）

・認知症とはどういうものか

・認知症の症状と予防

・認知症の人と接するときの心構え

・介護家族の気持ち

・高齢者の権利擁護　等

●　認知症サポーター数

〜令和元年度 令和２年度 令和３年度 計

認 知 症
サポーター
養 成 数
（人）

94,100 1,323 1,776 97,199

②　認知症に関する市民啓発事業の開催

多くの市民に、認知症を身近な問題とし

て考え、理解を深めてもらうため、「世界

アルツハイマーデー（９／ 21）」からの１

か月間を「認知症啓発月間」と位置づけ、

様々な啓発事業を開催しています。
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このページ内についての問合せは、本文に特に記載のない場合、
認知症支援・介護予防センターへ（℡０９３－５２２－８７５６）

提供しています。

★　対象者

介護保険の要介護認定において、要介護又は要支援者として認定を受けた認知症高齢者等

で、徘徊行動が見られる方を介護している家族

★　費用（自己負担額）

専用端末機のレンタル料

月額 550 円（税込）

※　生活保護世帯、市民税非課税世帯のレンタル料は無料です。

探索料

【電話での探索】

探索１回につき 220 円（税込）

【インターネットでの探索】

探索 1回につき 110 円（税込）

※　インターネットでの探索のみ月２回まで無料、３回目より費用が発生します。

●　認知症高齢者位置探索サービスの利用状況

令和元年度末 令和２年度末 令和３年度末

利用登録者数 74人 76人 71人

②　認知症等身元不明者一時保護事業

認知症等により保護された身元不明の高齢者を、福祉施設（特別養護老人ホーム）において

一時的に保護することにより、安全を確保します。
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４　権利擁護・虐待防止の充実・強化

⑴　権利擁護・虐待防止の仕組みの強化

地域包括支援センターを中心とし、各専門

機関と連携した権利擁護システムの構築に取

り組んでいます。

①　財産管理などの権利擁護サービス

自ら金銭の管理などを行うことが困難で

あったり、福祉サービスの手続援助を必要

としている判断能力が十分でない高齢者・

障害のある人等に、財産管理や生活支援な

どのサービスを提供しています。

☆　対 象 者

市内在住の認知症高齢者や知的障害等

のある人のうち判断能力が不十分なた

め、福祉サービスの利用や財産管理など

を自己の判断で適切に行うことが困難で

あり、親族などで財産管理などを引き受

ける者がいない人

☆　サービス内容

★　財産保管サービス

預貯金通帳などの保管

★　金銭管理サービス

日常生活に必要な預貯金の出し入れ

や本人に必要な現金の手渡しなど

★　生活支援サービス

福祉サービスなどの手続援助等

☆　実施主体：

北九州市社会福祉協議会　権利擁護・

市民後見センター「らいと」

（戸畑区汐井町１－６　ウェルとばた３

階）

TEL：882 － 4914

●　権利擁護サービスの利用状況

令和元年度 令和2年度 令和3年度

契約締
結者数

311人 297人 284人

②　市民後見促進事業

高齢者等の日常生活の見守りなどを中心

とした成年後見業務を担う社会貢献型「市

民後見人」を養成します。養成研修は、基

礎研修と実務研修に分けており、両研修を

修了した方で希望される方については、「市

民後見人候補者名簿」に名前が登録されま

す。また、北九州社会福祉協議会権利擁護・

市民後見センター「らいと」に雇用され、

同センターが提供する法人後見業務の支援

員として活動している方もいます。

●　養成研修修了者数

第８期 第９期 第10期

研修期間
H30.1～
H30.10
延14日間

R2.1～
R2.12
延14日間

R4.1～
R4.10
延14日間（予定）

養成研修
修了者数

6名 11名 8名（予定）

③　成年後見制度利用支援事業

成年後見制度を活用しようとする身寄り

のない、認知症高齢者、知的障害や精神障

害のある人に対して市長が後見、保佐、補

助開始の審判請求を行い、資力の状況に応

じて審判請求費用及び後見人報酬を助成し

ています。

☆　対象

★　後見開始等の審判請求の対象者

身寄りのない、認知症高齢者、知的

障害や精神障害のある人で、判断能力

が十分でないため後見、保佐又は補助

開始の審判請求が必要と認められる人

★　助成対象者

市長が後見開始の審判請求等を行っ

た方のうち、生活保護受給者又は資産、

収入の状況から生活保護受給者に準じ

ると認められる人

このページ内についての問合せは、本文に特に記載のない場合、
長寿社会対策課へ（℡０９３－５８２－２４０７）
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☆　助成対象経費

★　審判請求に係る費用

（申立て手数料、登記手数料、鑑定料等）

★　後見人等の報酬

④　北九州市成年後見支援センター

平成 28 年４月公布の「成年後見制度の

利用の促進に関する法律」、同法に基づい

て平成 29 年３月に策定された「成年後見

制度利用促進基本計画」を受け、本市に

おける一層の成年後見制度の利用促進に向

け、中核を担う機関として令和元年 10 月

に、「北九州市成年後見支援センター」を

開設し、一般的な制度に関する相談の他、

成年後見人等への支援や各機関との連携を

図るための地域連携ネットワークの構築に

向けた取り組みを行っています。

☆　サービス内容

★　相談

専門スタッフによる成年後見制度や

後見人の活動等に関する相談

★　広報・周知

成年後見制度に関する情報発信や講

演会研修会に講師の派遣

★　専門職との連携

制度が必要な方へ支援が行き届くよ

う、法律や福祉など各分野の専門職と

連携して支援を行うなど、関係機関と

の協議・連携の推進

☆　所在地：戸畑区汐井町１−６

（ウェルとばた３階）

（TEL：882−9123）
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地域レベル

北九州市における高齢者の権利擁護システム

区レベル

市レベル

専門機関

支援が必要な高齢者

地域による見守りネットワーク

自治会

町内会

地域住民

福祉協力員

警察・消防

民生委員

老人クラブ

介護サービス
提供事業者

ボランティア他

かかりつけ薬剤師

かかりつけ歯科医

かかりつけ医

ケアマネジャー

・高齢者の総合相談窓口、高齢者の権利擁護　他

・地域包括支援センターの支援・成年後見市長申立て　他

保健福祉局　長寿社会対策課、介護保険課、保護課
　　　　　　地域福祉推進課
　　　　　　精神保健福祉センター　他

区役所

保健福祉課 保護課

区保健・医療・福祉・地域連携推進協議会

消費生活センター

男女共同参画センター「ムーブ」

（北九州市社会福祉協議会）

・地域福祉権利擁護事業

・市民後見人を活用した法人後見業務

福岡県弁護士会北九州部会高齢者・障害者委員会　他専門団体

※　課名等は代表的なもの

・成年後見制度に関する相談等

・広報、啓発

・専門職との連携

人権推進センター

コミュニティ支援課

保健福祉課《高齢者・障害者相談コーナー》

支援

連携

連携

連携

連携

地域包括支援センター（市内２４圏域）

統括支援センター、高齢者・障害者相談係

権利擁護・市民後見センター「らいと」 北九州市成年後見支援センター

このページ内についての問合せは、本文に特に記載のない場合、
長寿社会対策課へ（℡０９３－５８２－２４０７）
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５　高齢者の地域社会への参加支援

６　地域における安全・安心の確保

⑴　積極的な地域活動の支援

①　「年長者の祭典」

問 長寿社会対策課（℡５８２－２４０７）

年長者の祭典は、敬老行事の一環とし

て、高齢者の長寿をお祝いするとともに、

高齢社会について考える契機とするため、

毎年９月に実施しています。

祭典では、表彰等を中心とした式典や記

念講演などを行います。

②　人にやさしいまちづくりの推進

問 総務課（℡５８２－２４９７）

高齢者を含めた、誰もが住みなれた家庭

や地域で安心して快適に生活できる「人に

やさしいまち」を実現するため、年齢や障

害の有無などの違いを相互に理解し、尊重

し合う「心のバリアフリー」の推進を目的

とした啓発事業や情報提供を行っています。

（※　事業の詳細については165ページ参照）

③　老人クラブ活動支援

問 長寿社会対策課（℡５８２－２４０７）

老人クラブにおける会員の教養の向上、

健康増進活動や地域活動などを促進すると

ともに、老人クラブを指導、育成する市・

区老人クラブ連合会の活動を支援していま

す。

また、高齢者が地域社会の一員として積

極的な役割を果たすことを目的として行う

活動等に対しても支援しています。

令和元年度 令和２年度 令和３年度

老人クラブ数 884 873 868

会 員 数（人） 35,704 34,571 33,361

⑴　見守りネットワークの充実

問 地域福祉推進課（℡５８２－２０６０）

①　いのちをつなぐネットワーク事業とは

「いのちをつなぐネットワーク」とは、

住民と行政の力を結集し、地域における既

存のネットワークや見守りの仕組みを結び

つけ、セーフティネットの網の目を細かく

することによって、高齢者のみならず、支

援を必要としている人が社会的に孤立する

ことがないよう地域全体で見守り、必要な

サービスなどにつなげていくための取組み

です。

本市では、孤立死（孤独死）などの問題

を受け、地域における支え合い機能に弱ま

りが見られる中で、行政がコーディネート

役となり、自助・共助との協働の仕組みを

改めて確立するために、平成 20 年度から

事業を開始しました。

「いのちをつなぐネットワーク事業」に

おいては、「支援を必要とする人に対して

適切なサービスを提供すること（個別支

援）」と「必要なサービスにつなげるまで

の気づきや見守りなどの仕組みを確立する

こと（地域福祉ネットワークの充実・強

化）」の２つを目的として取組みを進めて

います。

このページ内についての問合せは、本文中の各担当課へ
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②　高齢者緊急時あんしん事業

問 地域福祉推進課（℡５８２－２０６０）

高齢者等のかかりつけ医などの医療情報

や緊急連絡先などの情報を、ご本人を支え

ている人が日頃から整理し、専用の容器（あ

んしん情報セット）に入れて冷蔵庫などの

特定の場所に保管します。さらに冷蔵庫や

玄関ドアの内側に「冷蔵庫の中にあんしん

情報セットが入っていること」、「情報利用

に同意すること」を示すステッカーを貼

り、万一の時駆けつけた人が必要に応じて

情報を活用できるようにします。

☆　あんしん情報セットの配布対象

一人暮らし高齢者や高齢者のみの世

帯、日中独居の人、障害のある人などの

うち、健康上不安がある人などで、あん

しん情報セットを必要とし、情報共有に

対する同意等、セットを活用してくれる

人

☆　あんしん情報セットの中身

★　�情報専用容器（市健康づくりキャラ

クター「スマッキー」）

（先行配布している若松区は“かっ

ぱくん”）

★　�容器の中身（あんしん情報シート、

薬・情報専用袋）

★　ドア用ステッカー

★　冷蔵庫用マグネット

★　あんしん情報カード

★　説明用パンフレット

※�　八幡東区、戸畑区については、あんしん情報セッ
トではなく、あんしんカード（あんぜんあんしん
連絡帳）、あんしん携帯カードを活用しています。

③　あんしん通報システム

問 消防局予防課（℡５８２－３８３６）

在宅の高齢者や重度の身体障害がある人

等の家に火災センサーやペンダント型送信

機を付加した緊急通報装置を設置し、火災

や救急事案に対し、消防隊や救急隊が迅速

な対応を行うとともに、緊急通報に対する

民間警備員の駆けつけや医療・福祉スタッ

フの通年 24 時間体制の相談対応により、

高齢者等が住み慣れた地域で安心して生活

できるよう支援します。

☆　対象者

★�　おおむね 65 歳以上の高齢者のみ

からなる世帯の人で、急な発作の恐

れがあるなど、健康上注意が必要な

人

★�　重度の身体障害がある人のみから

なる世帯の人、または高齢者若しく

は、身体障害がある人と同居してい

る重度の身体障害がある人で、緊急

事態を自力で回避することができな

いと認められる人

④　高齢者世帯等への住宅防火訪問

問 消防局予防課（℡５８２－３８３６）

防火・防災啓発や火災による焼死事故を

防止することを目的として、主に 80 歳以

上の高齢者のいる世帯や身体障害のある人

の世帯を消防隊が訪問する「住宅防火訪問

事業」を実施しています。

訪問は基本的に玄関先で行い、訪問先で

は住宅用火災警報器の適正設置や維持管理

をはじめ、着衣着火や火気の取扱い等に関

する火災予防指導を行うとともに、地震の

際に有効な家具転倒防止器具の利用促進な

ど、時勢や地域特性に応じた防災啓発も適

宜、実施しています。

★　�令和３年度訪問世帯数：2,171世帯

このページ内についての問合せは、本文中の各担当課へ
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⑤　いきいき安心訪問

問 消防局消防団課（℡５８２－３８１９）

介護職員初任者研修（旧ホームヘルパー

２級）を修了した消防団員が中心となり、

一人暮らし高齢者世帯等を訪問し、防火・

防災指導や家庭内での事故防止に加え、簡

単な身の回りのお世話等の福祉的な活動を

行っています。

具体的な活動としては、訪問時に「いき

いき安心訪問票」のチェックリストを基

に、訪問者の健康状態や住宅用火災警報器

の設置状況、火災発生時に通報・避難でき

るか、家具類の転倒防止ができているか等

を確認・指導しています。

このほかにも、地震や台風等の大災害時

の避難方法や避難場所の周知、家庭内で発

生しやすい事故の予防、交通安全指導、家

庭内の簡単な整理整頓をはじめ、福祉に関

する相談を関係機関につなぐ等、高齢者の

安全・安心の向上に取り組んでいます。

☆　�介護職員初任者研修修了女性消防団員

数：74人（令和４年４月１日現在）

（参考）市内女性消防団員数：140人

▲訪問中の消防団員

等の専門職が、高齢者の保健・医療・福祉・

介護に関する幅広い相談に応じ、必要な助

言や支援を行います。また、同センターを

中心とした地域福祉ネットワークの構築を

推進し、高齢者支援の情報や課題等を発信

します。

●　主な役割

◇�高齢者の保健・医療・福祉・介護

にかかる総合相談・支援

◇高齢者の権利擁護・虐待防止

◇介護予防ケアマネジメント

◇包括的・継続的ケアマネジメント

◇�その他在宅福祉サービスの利用相

談など

７　身近な相談と地域支援体制の強化

⑴�　地域包括支援センターを中心とした相談・

支援体制の強化

高齢者の複雑・多様化する相談に適切に対

応するため、地域包括支援センターの機能強

化をはかり、同センターを拠点とした関係機

関の連携を進めるなど、相談体制の更なる充

実を図り、高齢者への支援や介護に関する相

談への対応を進めます。

①�　高齢者のための保健・医療・福祉・介護

の総合相談窓口　地域包括支援センター

【事業の概要】

高齢者が住み慣れた地域でその人らしい

生活を安心して続けることができるよう、

保健師・社会福祉士・主任ケアマネジャー

このページ内についての問合せは、本文に特に記載のない場合、
地域福祉推進課へ（℡０９３－５８２－２０６０）
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【北九州市の地域包括支援センター】

本市では、高齢者人口や業務量を総合的

に考え、市内に 24 の地域包括支援センタ

ーを設置し、さらに地域包括支援センター

をバックアップする統括支援センターを各

区に設置しています。

また、高齢者権利擁護・虐待防止、認知

症対策や介護予防などの課題に行政として

の責任と権限を持って対応するため、地域

包括支援センターを直営により運営してい

ます。

【地域包括支援センターと統括支援センタ

ーの役割】

地域包括支援センターは、高齢者の総合

相談窓口として、“出前主義”を徹底し、

電話・来訪による相談はもちろん、地域関

係者等からの相談・連絡・通報があった場

合にも状況に応じて可能な限り出向いて相

談を受けています。また、「市民専用フリ

ーダイヤル」を設置し、気軽に電話相談が

できる環境にしています。

平日の夜間や休日における緊急の電話相

談に対しても、社会福祉士などの資格を有

する専門の相談員が対応しています。

また、地域包括支援センター職員が通い

の場等に出向き、「高齢者いきいき相談」

を随時開催しています。

統括支援センターは、地域包括支援セン

ターだけでは対応が困難な事例に対して協

働で対応したり、地域包括支援センターの

活動が地域で有効に機能するための関係団

体・機関との連携強化を図るなど、地域包

括支援センターの支援・指導を行っていま

す。

●　地域包括支援センターの利用状況（相談件数）

相談種別 令和３年度

来　　所 17,914件

訪　　問 45,951件

電　　話 152,177件

合　　計 216,042件

●　地域包括支援センター連絡先一覧

相談は24の地域包括支援センターで受けています。

（受付時間：月曜日～金曜日の午前８時30分～午後５時（土曜日・日曜日、祝・休日、年末年始は休み））

※　ただし、緊急の場合のみ、受付時間外でも電話で対応します。

区 センター名
市民専用

フリーダイヤル番号
電話番号

担当地域のめやす
（小学校区）

門
司

門司１ 0120-049233 481-1028 大積、白野江、柄杓田、松ケ江北、松ケ江南

門司２ 0120-283233 331-2041 田野浦、港が丘、小森江東、門司中央、門司海青

門司３ 0120-329233 391-2017
小森江西、大里東、大里南、大里柳、西門司、萩ケ丘、
藤松

小
倉
北

小倉北１ 0120-079033 562-2515 足原、霧丘（小倉南区を除く）、桜丘、寿山、富野

小倉北２ 0120-127033 562-2516
足立、貴船、小倉中央、三郎丸、中島、藍島、
城野（小倉南区を除く）

小倉北３ 0120-259033 591-3014
到津、井堀、中井、西小倉、日明、
高見（八幡東区を除く）

小倉北４ 0120-853033 591-3015
泉台、今町、清水、南丘（小倉南区を除く）、南小
倉

このページ内についての問合せは、本文に特に記載のない場合、
地域福祉推進課へ（℡０９３－５８２－２０６０）
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③�　高齢者・障害者相談コーナー（70ページ

参照）

－�高齢者・障害者相談コーナーでコーディ

ネートする各種相談－

☆　高齢者・障害者あんしん法律相談

問 長寿社会対策課（℡５８２－２４０７）

さまざまな法律上の問題に総合的に対

応するため、支援が必要な高齢者や障害

のある人本人又はその家族などを対象

②　まちかど介護相談室

問 地域福祉推進課（℡５８２－２０６０）

高齢者やその家族が、気軽に介護等の相

談ができる拠点を増やすために、公益社団

法人北九州高齢者福祉事業協会と市が協定

を締結し、市内約 50 ヵ所の介護施設等に

地域の身近な相談窓口として「まちかど介

護相談室」を設置しています。

各施設の職員が、無料で電話や面談で介

護や介護予防等の相談に応じています。

なお、「まちかど介護相談室」の設置場

所や相談受付日時等（土・日の相談も可能

な施設あり）は、市のホームページや地域

包括支援センターで一覧表をご覧いただけ

ます。

小
倉
南

小倉南１ 0120-349433 475-7392 朽網、曽根、曽根東、田原、貫、東朽網

小倉南２ 0120-794433 923-7039 葛原、高蔵、沼、湯川、吉田

小倉南３ 0120-803433 952-5128
横代、若園、城野（小倉北区を除く）、北方、
霧丘（小倉北区を除く）

小倉南４ 0120-086533 923-7052
守恒、徳力、広徳、企救丘、志井、長尾、
南丘（小倉北区を除く）

小倉南５ 0120-189533 451-3109 長行、合馬、市丸、新道寺、すがお

若
松

若松１ 0120-192133 751-5281 赤崎、くきのうみ、小石、深町、若松中央、藤木

若松２ 0120-259133 701-1035
青葉、江川、鴨生田、高須、花房、二島、
ひびきの（八幡西区を除く）

八
幡
東

八幡東１ 0120-719133 663-3305
祝町、枝光、高槻、高見（小倉北区を除く）、槻田、
ひびきが丘

八幡東２ 0120-835133 661-5132 大蔵、河内、皿倉、花尾（八幡西区を除く）、八幡

八
幡
西

八幡西１ 0120-379733 601-5402
赤坂、浅川、医生丘、折尾東、本城、光貞、
ひびきの（若松区を除く）

八幡西２ 0120-512733 644-7623 永犬丸、永犬丸西、折尾西、則松、八枝

八幡西３ 0120-618733 621-5032 青山、穴生、熊西、竹末、萩原、引野

八幡西４ 0120-729733 621-5053 黒畑、黒崎中央、筒井、鳴水、花尾（八幡東区を除く）

八幡西５ 0120-059833 611-5063 大原、上津役、塔野、中尾、八児

八幡西６ 0120-139833 617-2752 池田、香月、楠橋、木屋瀬、千代、星ヶ丘

戸
畑

戸畑１ 0120-209833 861-2166 あやめが丘、戸畑中央、中原

戸畑２ 0120-199533 861-2165 一枝、大谷、鞘ケ谷、天籟寺、牧山

このページ内についての問合せは、本文中の各担当課へ
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に、「福岡県弁護士会北九州部会」の協

力を得て、無料で法律相談を実施してい

ます。

★　対 象 者

○�　おおむね65歳以上の支援が必要な

高齢者・障害のある人又はその家族

○�　支援が必要な高齢者・障害のある

人とのトラブルに巻き込まれている

近隣住民

★　窓口相談

○　日　時：�毎月第３木曜日の13：00

～17：00

○　場　所：�各区役所保健福祉課高齢

者・障害者相談コーナー

○　対応者：�弁護士、高齢者・障害者

相談コーナー職員

○　相談時間：30分～１時間

★　出前法律相談

「常時介護が必要であり、家を空けら

れない」、「体が弱っており、外出が困

難」などの理由で、高齢者・障害者相

談コーナーまで来ることができない人

のうち、特に訪問が必要であると判断

される場合、相談者の自宅等に直接出

向き、『出前法律相談』を行っています。

（随時実施）

●　高齢者・障害者あんしん法律相談の利用状況（利用者数）

令和元年度 令和２年度 令和３年度

高 齢 者 119 人 103 人 113 人

障害のある人 29 人 19 人 17 人

☆　高齢者等住宅相談

問 長寿社会対策課（℡５８２－２４０７）

北九州市すこやか住宅推進協議会から

派遣された建築士と、理学療法士又は作

業療法士などが協力し、高齢者や障害の

ある人等の心身の機能に配慮した、住ま

いの改良や住宅建築などについての専門

的な相談に応じています。

★　北九州市すこやか住宅推進協議会

建築と医療・福祉の団体や個人が、

それぞれの専門とする分野を越えて協

力し合い、研修会の開催や情報誌の発

行を通じて、高齢者や障害のある人の

住まいのあり方を考えながら、「すこや

か住宅」の普及を進めていく団体です。

★　窓口相談

○　日　時：月～金の開庁時間

（電話予約制）

○　場　所：�各区役所高齢者・障害者

相談コーナー

○　対応者：建築士など

★　訪問相談

必要な場合には、専門のチームが訪

問し、手書きの図面などを作成して改

造に関する具体的なアドバイスを行っ

ています。

○　専門チーム

建築士、理学療法士または作業療

法士など

③　高齢者排泄相談

問 認知症支援・介護予防センター

（℡５２２－８７６５）

主に尿もれや頻尿、尿失禁、おむつの選

び方・使い方など、排泄に関して悩みのあ

る高齢者やその家族をはじめ、かかりつけ

医やケアマネジャーなどが気兼ねなく相談

できる排泄ケアの専門相談窓口を設置し、

「電話相談」と「相談会」を実施していま

す。また、高齢者の排泄ケアに関する知識

の普及・啓発のため、研修会などを開催し

ます。

★�　排泄ケア電話相談「さわやか相談ダ

イヤル0
オムツゼロ

620」

このページ内についての問合せは、本文中の各担当課へ
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○　電話番号：0120－54－0
オムツゼロ

620

または　093－511－0
オムツゼロ

620

○　受付時間：月曜日〜金曜日

（祝・休日・年末・年始休み）

午前９時 30 分

〜午後４時 30 分

○　対応者：専門相談員

○　相談料：無料

○　設置場所

福祉用具プラザ北九州

（北九州市小倉北区馬借一丁目７

－１総合保健福祉センター「アシ

スト21」１階）

★　排泄ケア相談会「さわやか相談会0
オムツゼロ

620」

○　開催日時

奇数月の原則第３日曜日　午前10

時～12時（要予約）

○　対 応 者

泌尿器科専門医及び専門相談員

○　会　　場：福祉用具プラザ北九州

○　相談時間：１人あたり20分程度

○　相 談 料：無料

○　申 込 先：福祉用具プラザ北九州

（TEL 0120－54－0
オムツゼロ

620）

※　参加には事前の申込が必要

④　介護サービス相談員

介護サービスの現場に研修を受けた相談

員を派遣し、サービス利用者の話を聞き、

相談に応じることで、利用者の疑問や不

満、不安の解消を図りながら、派遣を受け

た特別養護老人ホームや老人保健施設等に

おける介護サービスの質的な向上を図るこ

とを目的としています。

本市では、北九州市社会福祉協議会に委

託し、特別養護老人ホーム、老人保健施設、

小規模多機能型居宅介護事業所及びグルー

プホームなどヘの派遣を行っています。

⑵�　質の高いサービスを適切に選択・利用でき

る環境の整備

①　北九州市版介護サービス利用標準契約書

介護保険のサービスを利用するには、利

用者と事業者が直接「契約」を交わします。

本市では、利用者と事業者双方の権利義

務関係を明確にし、双方を保護する観点か

ら、書面による確認、「契約書」が必要と

考え、市民が安心して介護サービスを利用

できるよう本市独自の契約書を福岡県弁護

士会北九州部会と共同で作成し、市のホー

ムページで情報提供を行っています。

また、契約の際に気をつけることをまと

めた「契約時のチェックポイント」につい

ても市のホームページなどを通じ、周知を

図っています。

☆　標準契約書の特色

★　利用者保護の視点を重視しています。

契約にまつわるトラブルから、利用

者を保護する視点を重視しています。

★�　高齢者にもわかりやすいシンプルな

ものにしています。

法律用語はできるだけ避け、わかり

やすい表現にしています。

★　安心マークを刷り込んでいます。

市の標準契約書であることが一目で

分かるように、市のコミュニケーショ

ンマークを「安心マーク」として契約

書に刷り込んでいます。

このページ内についての問合せは、本文に特に記載のない場合、
介護保険課へ（℡０９３－５８２－２７７１）

▲介護サービス利用標準契約書
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②�　安心して介護サービスを利用するための

情報提供

市民が安心して、介護保険サービスなど

を利用できるように、要介護認定などに関

する情報、居宅介護支援事業者やサービス

事業者に関する情報提供を行っています。

☆�　介護サービス計画（ケアプラン）に関

する情報提供・要介護認定の確認

北九州市個人情報保護条例の趣旨の範

囲内で、被保険者や主治医の同意を前提

に、各区役所保健福祉課介護保険担当の

窓口において、介護サービス計画（ケア

プラン）作成に役立てるため、介護保険

の要介護認定に係る「一次判定・特記事

項」や「主治医意見書」を開示するなど、

情報提供を行っています。

☆�　居宅介護支援事業者やサービス提供事

業者に関する情報提供

市民に要介護認定結果を通知する際

に、市内をサービス提供範囲とする居宅

介護支援事業者の名簿を同封していま

す。また、市民が安心して介護サービス

を選択・利用できるよう、介護サービス

事業者に関する情報などの提供の充実を

図ります。ホームページ等を充実すると

ともに、地域包括支援センターにおいて

も、情報提供を行います。

★�　インターネットによる介護保険事業

者の情報提供

・北九州市介護保険事業者情報ホームページ

⇒ http://www.city.kitakyushu.lg.jp/

ho-huku/file_0416.html

③　高齢者のためのサービスガイド

問 長寿社会対策課（℡５８２－２４０７）

高齢者を対象とした各種サービスを、高

齢者に関わる人々に知っていただくため

に、「高齢者のためのサービスガイド」を

作成し、市のホームページからダウンロー

ドできるようにしています。

このページ内についての問合せは、本文に特に記載のない場合、
介護保険課へ（℡０９３－５８２－２７７１）
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８　介護保険事業の円滑な実施

⑴　利用者負担を軽くする制度

①　高額介護（予防）サービス費

介護保険では、介護保険サービスを利用し、１か月の利用者負担額（食費・居住費（滞在費）

は除く）が下記に示す上限額を超えるとき、超えた金額を高額介護（予防）サービス費として

支給する制度があります。ただし、世帯に複数のサービス利用者がいる場合は、上限額の適用

が異なります。申請は、お住まいの区役所保健福祉課介護保険担当へ。

●　高額介護（予防）サービス費の利用者負担上限額

対　　象　　者 利用者負担の上限額（月額）

生活保護受給者 15,000 円（個人）

世帯全員が市民税非課税 24,600 円（世帯）

・老齢福祉年金受給者
・�本人の前年の「課税年金収入額（※１）」と「その他の
合計所得金額（※２）」の合計金額が80万円以下の人

15,000 円（個人）
24,600 円（世帯）

市民税
課税世帯

同一世帯内に前年の課税所得が380万円未満
（年収約770万円未満）の65歳以上がいる世帯の人

44,400 円（世帯）

同一世帯内に前年の課税所得が380万円以上690万円未満
（年収約770万円以上約1,160万円未満）の65歳以上がい
る世帯の人

93,000 円（世帯）

同一世帯内に前年の課税所得が690万円以上
（年収約1,160万円以上）の65歳以上がいる世帯の人

140,100 円（世帯）

※１　「課税年金収入額」とは、国民年金や厚生年金など市民税の課税対象となる年金収入額の合計です。
　　遺族年金・障害年金などは含みません。
※２�　「その他の合計所得金額」とは、「合計所得金額」から公的年金等の雑所得（公的年金等収入額から公的年金等控

除額を差し引いた金額）を差し引いた金額をいいます。なお、「その他の合計所得金額」がマイナスの場合は、０円
として計算します。

※３　�福祉用具購入費や住宅改修費、施設での食費・居住費（滞在費）や日常生活費、介護保険給付以外のサービス（全
額自己負担で利用した介護サービスなど）は、高額介護（予防）サービス費の対象外です。

※４　上限額を超えた金額を一時的に立て替える貸付制度もあります。
※５　所得の変更等があったときは、さかのぼって利用者負担の上限額が変更となる場合があります。

②　高額医療合算介護サービス費

医療保険と介護保険の両方を利用して、年間（８月 1 日～翌年７月 31 日）の利用者負担額

が一定の限度額を超えた場合、申請により超えた額が支給されます。

※�　介護予防・生活支援サービス事業（指定事業者によるサービスのみ）についても、高額医療合算介護サービス費に相当
する事業を実施しています。

③　食費・居住費（滞在費）の負担を軽くする制度

市民税世帯非課税等で介護保険施設・ショートステイを利用している人の食費・居住費（滞

在費）は、申請により下記の額に軽減されます。

このページ内についての問合せは、本文に特に記載のない場合、
介護保険課へ（℡０９３－５８２－２７７１）
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●　利用者負担段階と居住費（滞在費）・食費の負担限度額

利用者

負担段階
対　　象　　者

預貯金等の
資産要件

（夫婦の場合）

負担限度額（日額）

居住費
（滞在費）

食費

第１段階

・生活保護受給者等
・�世帯全員が市民税非課税（別世帯
にいる配偶者を含む）で、老齢福
祉年金受給者

1,000万円以下

（2,000万円以下）

0円〜

820円

300円

300円

第２段階

・�世帯全員が市民税非課税（別世帯
にいる配偶者を含む）で、本人の
前年の「公的年金等収入額（非課
税年金を含む）」と「その他の合
計所得金額」の合計金額が80万円
以下の人

650万円以下

（1,650万円以下）　
370円〜

820円

390円

600円

第３段階
①

・�世帯全員が市民税非課税（別世帯
にいる配偶者を含む）で、本人の
前年の「公的年金等収入額（非課
税年金を含む）」と「その他の合
計所得金額」の合計金額が80万円
超120万円以下の人

550万円以下

（1,550万円以下）

370円〜

1,310円

650円

1,000円

第３段階
②

・�世帯全員が市民税非課税（別世帯
にいる配偶者を含む）で、本人の
前年の「公的年金等収入額（非課
税年金を含む）」と「その他の合
計所得金額」の合計金額が120万
円超の人

500万円以下

（1,500万円以下）

370円〜

1,310円

1,360円

1,300円

※　�居住費（滞在費）の負担限度額は、居室の種類（多床室[相部屋]～ユニット型個室）によって異なります。

※　食費の負担限度額は上段が施設入所、下段が短期入所（ショートステイ）の金額

※　上記以外の人は、施設との契約で定めた額を支払います。

★　課税世帯における特例減額措置

市民税世帯課税の高齢者夫婦などで、一方が施設に入所した場合などに、在宅で生活する

配偶者が生計困難に陥らないよう、下記の要件すべてに該当する人は、申請により食費・居

住費（滞在費）の負担を軽減する制度があります。

※　ただしショートステイについては適用されません。

要件

・市民税課税者がいる高齢者夫婦等の世帯（別世帯の配偶者を含む）

・世帯の年間収入から施設の利用者負担等を除いた額が 80 万円以下

・世帯の預貯金等の額が 450 万円以下

・世帯全員が日常生活に供する以外に活用できる資産がない

・世帯全員が介護保険料を滞納していない

④　社会福祉法人による利用者負担の軽減

介護サービスの提供を行う社会福祉法人（当該軽減を行う旨を市に申し出た法人に限る）が、

市民税世帯非課税の人のうち、収入や資産などが一定の要件を満たし、生計が困難な人に対し

このページ内についての問合せは、本文に特に記載のない場合、
介護保険課へ（℡０９３－５８２－２７７１）
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て、利用者負担の軽減を行います。

★　対象法人：社会福祉法人のうち、軽減を行う旨を市に申し出た法人

★�　対象サービス：その法人が行う下記の介護保険サービス〔食費・居住費（滞在費）・宿泊

費も含む〕

●介護老人福祉施設 ●認知症対応型通所介護 ●介護予防短期入所生活介護

●通所介護 ●小規模多機能型居宅介護 ●介護予防認知症対応型通所介護

●短期入所生活介護 ●地域密着型通所介護 ●介護予防小規模多機能型居宅介護

●訪問介護 ●夜間対応型訪問介護 ●定期巡回・随時対応型訪問介護看護

●看護小規模多機能型居宅介護 ●地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

●総合事業のうち、予防給付型の訪問・通所型サービス

★軽減の対象者及び軽減内容

対象者 利用者負担軽減割合

老齢福祉年金受給者で一定の要件を満たす人 50％

収入が年 150 万円以下の人で一定の要件を満たす人 25％

※�　生活保護受給者については、個室の居住費（ショートステイの滞在費を含む）のみ、利用者負担額の全額が軽減対象と
なります。

⑤　ホームヘルプサービス利用者負担の軽減

介護保険のホームヘルプサービス利用者負担額が軽減されます。

★　対象者

障害者総合支援法（旧障害者自立支援法）によるホームヘルプサービスの利用において境

界層該当として定率負担額が０円となっている人で、平成 18 年４月１日以降に次のいずれ

かに該当する人

・�65 歳の年齢到達以前１年の間に市の障害者施策でホームヘルプサービスを利用していた

障害のある人で、介護保険の適用となった人

・特定疾病により要介護・要支援の状態となった 40 歳から 64 歳までの人

★　利用者負担割合：０％

⑥　その他利用者負担を軽くする制度

・災害など特別な理由で、利用料の支払いが困難な人には、負担を軽くする制度があります。

・�決められた利用料や保険料を支払うと、著しく日常生活が困窮するような場合（境界層該当）

には、負担を軽くする制度があります。

⑵　介護サービスの質の向上と人材育成の推進

①　介護サービス従事者等への研修

☆　介護サービス従事者研修

介護サービスの質の向上策の一環として、人材育成を図るため、ケアマネジャーやホーム

ヘルパー、介護保険施設の職員など、介護保険におけるサービスを実施する事業所の従事者

このページ内についての問合せは、本文に特に記載のない場合、
介護保険課へ（℡０９３－５８２－２７７１）
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や管理者を対象に、サービスを提供する上で必要な知識・技能に関する研修を行っています。

サービスや職種別の専門研修や、すべての介護サービス事業者に必要な知識、技能を習得

するための基礎的な研修など、年間を通じてさまざまなテーマで研修を行っています。

●　介護サービス従事者研修の実施状況　（令和３年度）

実 施 回 数 延 73 回

受 講 者 数 延 1,399 人

内 容
介護職の基礎医学、認知症、権利擁護、虐待防止、リス
クマネジメントなどのテーマや、新型コロナ感染症の対
策研修を実施。

●　地域包括支援センターによるケアマネジメント研修（各区で実施）の状況（令和３年度）

問 地域包括支援センターについては、地域福祉推進課（℡５８２－２０６０）

実 施 回 数
延 19 回
（各区年４回程度の開催、オンライン実施を含む）

受 講 者 数 延 883 人

統 一 テ ー マ
（１）自立支援・重度化防止に向けたケアマネジメント
（２）生活習慣病予防・重症化予防
（３）災害に備えた支援

②　外国人介護人材育成支援事業

市内の介護サービス事業所に勤務している外国人介護職員を対象に、介護分野での日本語や

日本文化への理解、介護技能を習得するための研修を実施するとともに、受入事業所の指導担

当者等を対象に、外国人介護職員への指導方法等に関する助言等の支援を行っています。

●　外国人介護人材育成支援事業の実施状況 （令和３年度）

実 施 回 数 3回

受 講 者 数 26 人（18 事業所）

③　介護サービスに関する苦情・虐待対応の仕組み

利用者や家族からの介護サービスに関する苦情や相談などは、地域包括支援センター・区役

所などで受け付けます。また、解決困難な苦情等の解決に向けての意見や助言を得る仕組みと

して、市レベルに「地域包括支援に関する会議」を設置し、介護サービス事業所における苦情

や虐待等に対応していきます。

このページ内についての問合せは、本文に特に記載のない場合、
介護保険課へ（℡０９３－５８２－２７７１）
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県介護保険審査会

（不服申立ての審理･裁決） 

事業者に対する

指導監督・指定取消

介護保険に関する市民からの苦情・相談

要介護認定等 （行政処分） に

関する不服申立

地域レベル

区レベル

市レベル

各
地
区

介
護
サ
ー
ビ
ス

事
業
者
連
絡
会審

査
請
求
に
係
る

手
続
き
の
教
示

区  役  所

（保健福祉課高齢者・障害者相談コーナー）

統括支援センター （各区役所）

【保健師・主任ケアマネジャー・社会福祉士】

保健福祉局地域福祉部

介護保険課

北九州市高齢者支援と介護の質の向上推進会議

地域包括支援に関する会議
学識経験者・利用者代表など

北九州市保健福祉

オンブズパーソン

保健福祉や法律等に関し

優れた識見を有する者

市民

ボランティア
サービス

事業者

連 携

連 携

連 携

地域包括
支援センター
（市内 24 か所）

民生委員
福祉協力員など

保健師
主任ケアマネジャー

社会福祉士

介護サービスの質や事業者に関する

苦情・相談など

県国民健康保険団体連合会
事業者に対する指導・助言
質の向上に関する調査

【苦情・相談に対応する仕組み】

このページ内についての問合せは、本文に特に記載のない場合、
介護保険課へ（℡０９３－５８２－２７７１）
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③　先進的介護等の取組

今後、介護人材不足が見込まれる中、介護サービスの質と量の確保は喫緊の課題となってい

ます。

本市では、こうした課題に対応するため、人（介護職員など）とテクノロジー（介護ロボッ

トやＩＣTなど）が融和した、新しい働き方モデルとなる先進的介護の「北九州モデル」を構

築しました。

この「北九州モデル」の普及のため、令和３年度に「北九州市介護ロボット等導入支援・普

及促進センター」を福祉用具プラザ北九州内に設置し、相談支援・機器等の試用貸出・人材育

成など、市内の介護施設が「北九州モデル」を導入・実践するための必要な支援及び周知活動

等を行っています。

北九州モデル再現展示エリア

介護ロボット・介護支援機器の展示コーナー

このページ内についての問合せは、本文に特に記載のない場合、
先進的介護システム推進室へ（℡０９３－５８２－２７１２）
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９　高齢者を支えるサービスの充実

⑴　在宅生活を支援するサービスの充実

在宅福祉サービス

①　地域交流支援通所事業

要介護状態等となるおそれが高い高齢者

などへ運動・栄養・口腔ケアの総合的なプ

ログラムによりできるだけ自立した状態が

続くよう市内 50 か所の市民センターにお

いてサービスを提供します。

☆　対 象 者

要介護認定で非該当と判定された人

又は、65 歳以上で閉じこもりがちな

ひとり暮らしの人等

☆　利用時間：昼食をはさんで３時間程度

☆　利用回数：週２回

●　地域交流支援通所事業の利用状況

令和元年度 令和２年度 令和３年度

延 べ
利用者数

42,065人 24,427人 28,845人

※�　令和元〜３年度は新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、事業休止期間がありました。

②　訪問理美容サービス

自由に理髪店・美容院に行くことができ

ない在宅の寝たきり高齢者などに対して、

各家庭を訪問し、理容・美容サービスを提

供することにより、利用者の衛生の維持及

び介護者の負担軽減を図っています。

☆　対象者

介護保険の要介護認定において、要介

護又は要支援として認定を受けた人で、

在宅で寝たきり等のため、理髪店や美容

院に行くことが困難な人

☆　サービス内容

利用者の自宅に理容師・美容師が訪問

し、次のサービスを年最大６回行います。

★　理容サービス　調髪のみ

★　美容サービス　カット、ブロー

※�　市は、理容・美容サービスに伴う移動・出張に要
する経費を補助しています。

●　訪問理美容サービスの実施状況

令和元年度 令和２年度 令和３年度

延べ利用回数 169 回 151 回 215 回

③　すこやか住宅改造助成

介護を必要とする高齢者や障害のある人

等が住んでいる住宅を「心身の機能に配慮

した住宅（すこやか仕様）」に改造する場

合に、その費用の全部または一部を助成す

る制度です。

介護保険での住宅改修費の支給【障害の

ある人の場合（介護保険対象者は除く。）

は日常生活用具での住宅改造】と併用が可

能ですが、事前の審査を受けてから工事を

始めることになります。

このページ内についての問合せは、本文に特に記載のない場合、
長寿社会対策課へ（℡０９３－５８２－２４０７）
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☆　すこやか住宅改造助成

介護保険（住宅改修費） すこやか住宅改造助成

対 象 者 要介護・要支援の認定を受けた者
左記の者の居住する世帯で、生計
中心者の前年所得税額が７万円以
下の世帯

所 得 制 限 なし
あり（前年所得税額７万円以下）
※１～６月申請は前々年所得税額

支 給（ 助 成 ）
限 度 額

20 万円（１割の自己負担あり）
※�一定以上の所得のある方は２割ま

たは３割負担

30 万円
※�助成額は、助成限度額と実際の
工事額を比較し、低い額に前年
所得税額に応じて75％又は100％
の助成率を乗じて得た額

対 象 工 事

・�廊下や階段などの手すりの取付け
・�段差の解消
・�滑り防止及び移動の円滑化等のた
めの床又は通路面の材料の変更

・�引き戸等への扉の取替え
・�洋式便器等への便器の取替え
・�その他前記の工事に付帯して必要
となる住宅改修

・�左記の工事のうちすこやか仕様に
該当するもの（介護保険での支給
限度額を超える場合）

・�市が必要と認める左記以外の工事

給 付 手 順 償還払いと受領委任払いの２通り
工事着工前に訪問診断、助成申請
及び決定を行い、工事完了後に検
査を行い事業者へ交付

●　すこやか住宅改造助成の利用状況（高齢者のみ）

令和元年度 令和２年度 令和３年度

利用件数 115 人 81 人 103 人

④　日常生活用具給付事業

一人暮らしの高齢者等に対して、介護保

険の福祉用具貸与の対象とならない火災警

報器などの日常生活用具を給付することに

より、日常生活を支援します。

☆　対 象 者

前年所得税非課税世帯のおおむね 65

歳以上の寝たきり高齢者や防火等の配慮

の必要な一人暮らし高齢者など

※　用具によって対象者の要件が異なります。

☆　納付品目：３品目

（火災警報器、自動消火器、電磁調理器）

●　日常生活用具の給付状況

令和元年度 令和２年度 令和３年度

利用件数 19件 32件 27件

⑤　おむつ給付サービス

失禁などのため、おむつを常時使用する

ことが必要な在宅の寝たきり及び認知症高

齢者などに対して、おむつ等の給付を行う

ことにより、介護者の身体的、精神的、経

済的負担の軽減を図っています。

☆　対 象 者

介護保険の要介護認定調査において、

排尿の項目等が見守り以上であって、原

則として要介護３以上と認定された市民

税非課税世帯の人で、失禁状態などのた

め常時おむつを必要とする人等

☆　サービス内容

一定の限度額内で、紙おむつ、尿取り

パッド等を自宅まで配達し、利用者がそ

の費用の一部を負担します。（限度額を

超える額は利用者の負担となります。）

令和元年度 令和２年度 令和３年度

利用登録者数 3,858人 4,209人 4,324人

このページ内についての問合せは、本文に特に記載のない場合、
長寿社会対策課へ（℡０９３－５８２－２４０７）
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⑥　寝具洗濯乾燥消毒サービス

在宅の寝たきり高齢者などに対して、使

用している寝具の洗濯乾燥消毒サービスを

行うことにより、利用者の健康増進と生活

環境の改善及び介護者の労力と経済的負担

の軽減を図っています。

☆　対 象 者

介護保険の要介護認定において、要介

護又は要支援として認定を受けた方で、

在宅で寝たきりのため、寝具の衛生管理

が困難な方

☆　サービス内容

利用者が使用している寝具（掛布団、

敷布団、毛布、枕）の洗濯乾燥消毒を、

集配により行い、利用者がその費用の一

部を負担します。

★�　対象寝具：掛布団・敷布団・毛布・

枕のうち１回につき３品まで

★　洗濯乾燥消毒：年２回以内

★　乾燥消毒：年２回以内

●　寝具洗濯乾燥消毒サービスの実施状況

令和元年度 令和２年度 令和３年度

利用登録者数 22人 22人 22人

⑦　訪問給食サービス

栄養の管理・改善が必要と判定された一

人暮らしの高齢者や重度障害のある人等に

対し、栄養バランスのとれた食事を提供す

ることに伴う安否確認を図るとともに、高

齢者等に異状があった場合には、関係機関

への連絡などを行っています。

☆　対 象 者

栄養管理・改善が必要な 65 歳以上の

一人暮らしの高齢者世帯、重度障害者世

帯等

☆　利 用 日

週５日（月～金曜日）以内

（１日１食：昼食又は夕食）

●　訪問給食サービスの利用状況

区　分 令和元年度 令和２年度 令和３年度

利用者数
（人）

1,005
（11）

988
（10）

946
（5）

延べ配食数
（食）

194,934
（2,959）

188,397
（1,676）

179,626
（931）

※　（　）は障害のある人で内数

⑧　ふれあい昼食交流会

問 �認知症支援・介護予防センター

(℡５２２－８７６５）

一人暮らしなどの高齢者を対象とした昼

食会を実施し、楽しみながら食生活改善へ

向けた取り組みを行うとともに、地域住民

の交流・ふれあいの場を提供しています。

令和３年度は 103 会場で開催され、高齢者

に大変好評です。

食生活改善推進員協議会が主体で行って

おり、市では献立作成や栄養相談及び事業

についての PR・調整等の支援を行って

います。

☆　対 象 者：�65歳以上の一人暮らし又は

夫婦のみの世帯の人

☆　実施状況：�348回、7,065人（令和３年

度）

☆　実施場所：市民センター、公民館など

☆　サービス内容

昼食の提供
高齢者向けのモデル献立

（塩分控えめ野菜たっぷり）

健康に関する
指 導・ 相 談

栄養相談、栄養講話

レクリエーション 踊り、ゲームなど

☆　食生活改善推進員

食生活改善推進員は「私達の健康は私

達の手で」を合い言葉に、地域で食生活

改善のボランティアを行う人のことで、

各区に食生活改善推進員協議会が組織さ

れ、いろいろな食生活改善事業を行って

います。

このページ内についての問合せは、本文に特に記載のない場合、
長寿社会対策課へ（℡０９３－５８２－２４０７）
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介護予防・生活支援サービス事業 （平成 28 年 10 月開始）

＜事業概要＞

平成 27 年介護保険制度改正に伴い、要支援１・２の認定を持っている方が利用している介護

サービスのうち、訪問介護（ホームヘルプサービス）と通所介護（デイサービス）は、全国一律

のサービスから市町村が実施する「介護予防・生活支援サービス事業」へ移行しました。

本市では、「介護予防・生活支援サービス事業」のうち ､「予防給付型 ､生活支援型（H28.10

～）」､ より介護予防に重点を置いた「短期集中予防型（H30. ４～）」、住民主体によるサービス提

供のためボランティアマッチングの仕組みづくりを支援する「住民主体型（H30.10 ～）」を順次

開始しました。

食生活改善推進員になるためには、各

区役所で開催している「食生活改善推進

員養成教室」を受講し、所定の回数を修

了することとしています｡（77 ページ参

照）

⑨　家族介護慰労金支給事業

問 長寿社会対策課（℡５８２－２４０７）

重度の要介護者を ､ 介護保険のサービス

を利用せずに介護している家族に対し、慰

労金を支給しています。

このページ内についての問合せは、本文に特に記載のない場合、
地域福祉推進課へ（℡０９３－５８２－２０６０）

☆　対 象 者

市内に居住し、次の要件に該当する者を

在宅でいま現在介護している家族

介護保険の要介護認定で「要介護４」又

は「要介護５」と認定され、その状態が１

年以上継続していた人

上記の期間中、市民税非課税世帯に属し

ていた方等

☆　支 給 額：年額10万円

●　家族介護慰労金支給状況

令和元年度 令和２年度 令和３年度

利用者数 8人 6人 7人

予防給付

（要支援１・２）

予防給付

（要支援１・２）

訪問看護、住宅改修、

福祉用具貸与、

通所リハビリなど

訪問看護、住宅改修、

福祉用具貸与、

通所リハビリなど

訪問介護

（ホームヘルプサービス）

通所介護

（デイサービス）

介護予防・生活支援サービス

事業（要支援１・２など）

訪問型サービス
通所型サービス

国
が
定
め
る
介
護
サ
ー
ビ
ス

介
護
サ
ー
ビ
ス

国
が
定
め
る

サ
ー
ビ
ス

市
が
行
う

変更なし

変更あり

＜移行前＞ ＜移行後＞
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このページ内についての問合せは、本文に特に記載のない場合、
地域福祉推進課へ（℡０９３－５８２－２０６０）

介護保険のサービス

問 介護保険課（℡５８２－２７７１）

①　介護支援サービス

【居宅介護支援】

介護支援専門員（ケアマネジャー）が心身の状況・環境・本人や家族の希望を受けて、要介

護者の介護サービス計画（ケアプラン）を作成し、適切にサービスが提供されるよう事業者と

連絡調整を行います。

＜対象者＞

・要支援１・２の認定を持っている人

・�事業対象者（基本チェックリストで一定の条件に該当し、介護予防ケアマネジメント依頼届出

書を提出した人）

・継続利用要介護者（住民主体により実施されるサービスを、以前から利用してきた要介護者）

＜サービス内容＞

介護予防・生活支援サービス事業は、従来の給付相当サービスで介護事業者が提供する「予防

給付型」と、民間企業・NPO 法人などの多様な主体が提供する「生活支援型」、介護予防にさ

らに重点をおいた期間限定のサービス「短期集中予防型」、ボランティアマッチングの仕組みづ

くりを支援する「住民主体型」の４つのサービスがあります。

訪問型サービス 通所型サービス

予防給付型

生活援助だけでなく身体介護も必要な
方へのホームヘルプサービス
⑴入浴・排せつ等介助【身体介護】
⑵掃除・洗濯等の日常生活上の支援

【生活援助】

デイサービスセンターなどで、日常生
活上の支援（食事・入浴など）や機能
訓練などを行う。

生活支援型
民間企業・NPO 法人などの多様な
主体が行う掃除・洗濯などの生活援助

民間企業・NPO 法人などの多様な
主体が行う２～３時間程度のデイサー
ビス

住民主体型

校 （地 ）区社会福祉協議会やまちづく
り協議会等が主体となって、有償・無
償のボランティアマッチングの仕組み
をつくり、運用するための支援を行う。

短期集中
予防型

生活のしづらさの改善や体力回復、転ばない体づくりなどを目指すサービス

⑴訪問コース
【訪問回数は、１人あたり最大５回】

⑵訪問・通所連動コース
１クール【訪問（４回程度）及び通所（12
回）】

＜サービス実績＞

●　予防給付型・生活支援型 （単位：件／年）

令和元年度 令和２年度 令和３年度

訪問型サービス 56,052 50,308 44,549

通所型サービス 62,392 55,764 56,653
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【介護給付】要介護１～５の人が利用できるサービス

サービスの種類 サービスの内容等

○　訪問介護（ホームヘルプサービス）
居宅でホームヘルパー等から受ける入浴・食事等の
介助や日常生活上の世話

○　訪問入浴介護 入浴車等の訪問による入浴の介助

○　訪問看護
居宅で看護師等から受ける療養上の世話と診療の補
助

このページ内についての問合せは、本文に特に記載のない場合、
介護保険課へ（℡０９３－５８２－２７７１）

【介護予防支援】

地域包括支援センターが、生活機能の維持・改善を図るため、要支援者の介護予防サービス

計画を作成し、適切にサービスが提供されるよう事業者と連絡調整を行います。

②　在宅サービス・地域密着型サービス

【予防給付】要支援１・２の人が利用できるサービス

サービスの種類 サービスの内容等

○　介護予防訪問入浴介護
身体的な理由などから施設での入浴が困難な場合に
入浴車等が自宅を訪問して行う入浴の介助

○　介護予防訪問看護
居宅で看護師等から受ける介護予防を目的とした療
養上の世話と診療の補助

○　介護予防訪問リハビリテーション
居宅で受ける生活機能の向上を図るための理学療法
や作業療法等のリハビリテーション

○　介護予防居宅療養管理指導
医師・歯科医師・薬剤師等から受ける介護予防を目
的とした療養上の管理と指導

○　�介護予防通所リハビリテーション
（デイケア）

介護老人保健施設や病院、診療所で受ける理学療法
・作業療法等のリハビリテーション
これに加え、運動器の機能向上などその人の目標に
合わせた選択的サービス

○　�介護予防短期入所生活介護
（ショートステイ）

介護老人福祉施設等の施設に短期入所して受ける介
護予防を目的とした日常生活上の世話、機能訓練

○　�介護予防短期入所療養介護
（ショートステイ）

介護老人保健施設や介護医療院等に短期入所して受
ける介護予防を目的とした看護や理学療法・作業療
法等のリハビリテーション、日常生活上の世話

○　介護予防特定施設入居者生活介護
有料老人ホーム等で受ける入浴・食事等の介護、日
常生活上の世話、機能訓練

○　介護予防福祉用具貸与
介護予防を目的とした日常生活の自立を助ける福祉
用具の貸与

○　特定介護予防福祉用具販売
貸与になじまない介護予防を目的とした特定福祉用
具の購入費の支給

○　介護予防住宅改修 手すりの取付け等の住宅改修費の支給

○　介護予防認知症対応型通所介護
　　地域密着型

デイサービスセンターやグループホームなどで、認
知症の要支援者に日帰りで行う介護予防を目的とし
た日常生活上の世話や機能訓練

○　介護予防小規模多機能型居宅介護
　　地域密着型

「通い」を中心に、随時「訪問」や「泊まり」を組
合わせて利用できる介護予防を目的としたサービス

○　�介護予防認知症対応型共同生活介護
（グループホーム）

　　地域密着型

認知症の要支援者（要支援２のみ）が少人数で共同
生活を営む住居で受ける入浴・食事等の介護、日常
生活上の世話、機能訓練
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このページ内についての問合せは、本文に特に記載のない場合、
介護保険課へ（℡０９３－５８２－２７７１）

○　訪問リハビリテーション
居宅で受ける日常生活の自立を助けるための理学療
法や作業療法等のリハビリテーション

○　居宅療養管理指導
医師・歯科医師・薬剤師等から受ける療養上の管理
と指導

○　通所介護（デイサービス）
定員19人以上のデイサービスセンター等の施設に通
って受ける入浴・食事の提供、日常生活上の世話、
機能訓練

○　通所リハビリテーション（デイケア）
介護老人保健施設や病院、診療所で受ける理学療法
・作業療法等のリハビリテーション

○　短期入所生活介護（ショートステイ）
介護老人福祉施設等の施設に短期入所して受ける入
浴・食事等の介護や日常生活上の世話、機能訓練

○　短期入所療養介護（ショートステイ）
介護老人保健施設や介護医療院等に短期入所して受
ける看護や理学療法・作業療法等のリハビリテーシ
ョン、日常生活上の世話

○　福祉用具貸与 日常生活の自立を助ける福祉用具の貸与

○　特定福祉用具販売 貸与になじまない特定福祉用具の購入費の支給

○　住宅改修 手すりの取付け等の住宅改修費の支給

○　特定施設入居者生活介護
有料老人ホーム等で受ける入浴・食事等の介助、日
常生活上の世話、機能訓練

○　定期巡回・随時対応型訪問介護看護
　　地域密着型

日中・夜間を通じた、定期の訪問と随時の対応によ
る、介護・看護が連携したサービス

○　夜間対応型訪問介護
　　地域密着型

夜間に定期的な巡回や利用者の求めに応じて随時対
応する訪問介護

○　認知症対応型通所介護
　　地域密着型

デイサービスセンターやグループホームなどで、認
知症の要介護者に日帰りで行う日常生活上の世話や
機能訓練

○　地域密着型通所介護
　　地域密着型

定員18人以下の小規模なデイサービスセンター等の
施設に通って受ける入浴・食事の提供、日常生活上
の世話、機能訓練

○　小規模多機能型居宅介護
　　地域密着型

「通い」を中心に、随時「訪問」や「泊まり」を組
み合わせて利用できるサービス

○　看護小規模多機能型居宅介護
　　地域密着型

小規模多機能型居宅介護と訪問看護のサービスを一
体的に組み合わせて提供

○　認知症対応型共同生活介護
　　（グループホーム）
　　地域密着型

認知症の要介護者が少人数で共同生活を営む住居で
受ける入浴・食事等の介護、日常生活上の世話、機
能訓練

○　�地域密着型介護老人福祉施設入
所者生活介護

　　地域密着型

原則要介護３以上の人が利用できる（※）
地域密着型介護老人福祉施設に入所して受ける介護
等の日常生活の世話、機能訓練、健康管理、療養上
の世話

地域密着型

地域密着型サービスは、住み慣れた地域で生活するためのサービスです。

北九州市の介護保険の被保険者は、市が指定した事業所（原則として北九州市内）のみ利用

できます。

※�　要介護１、２でも特例として利用できる場合があります。詳しくは各施設にお尋ねください。（要支援１、２の方
は利用できません）
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●　サービスの実績

○予防給付 単位 令和元年度 令和２年度 令和３年度

介護予防訪問入浴介護 回／月 2 4 1

介護予防訪問看護 回／月 2,044 2,144 2,075

介護予防訪問リハビリテーション 回／月 1,027 1,120 1,379

介護予防居宅療養管理指導 人／月 297 344 300

介護予防通所リハビリテーション 人／月 1,589 1,402 1,347

介護予防短期入所生活介護 日／月 211 150 111

介護予防短期入所療養介護 日／月 16 9 5

介護予防特定施設入居者生活介護 人／月 342 345 293

介護予防福祉用具貸与 人／月 4,312 4,479 4,371

介護予防特定福祉用具販売 人／月 110 95 107

介護予防住宅改修 人／月 105 105 151

介護予防支援 人／月 5,558 5,638 5,420

地
域
密
着

介護予防認知症対応型通所介護 回／月 0 1 8

介護予防小規模多機能型居宅介護 人／月 70 71 67

介護予防認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 人／月 2 3 1

○介護給付 単位 令和元年度 令和２年度 令和３年度

在

宅

訪問介護 回／月 182,012 167,069 172,561

訪問入浴介護 回／月 1,337 1,452 1,630

訪問看護 回／月 22,677 27,478 31,804

訪問リハビリテーション 回／月 11,899 12,723 14,557

居宅療養管理指導 人／月 7,288 7,668 8,330

通所介護 回／月 156,069 152,371 157,008

通所リハビリテーション 回／月 37,158 32,474 33,827

短期入所生活介護 日／月 19,221 16,323 16,092

短期入所療養介護 日／月 1,954 1,255 1,213

特定施設入居者生活介護 人／月 2,484 2,477 2,467

福祉用具貸与 人／月 16,599 17,172 18,225

特定福祉用具販売 人／月 252 267 271

住宅改修 人／月 318 267 260

居宅介護支援 人／月 25,871 26,043 27,254

このページ内についての問合せは、本文に特に記載のない場合、
介護保険課へ（℡０９３－５８２－２７７１）
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地
域
密
着

夜間対応型訪問介護 人／月 20 18 20

地域密着型通所介護 回／月 43,702 40,832 43,232

認知症対応型通所介護 回／月 6,418 6,047 6,417

小規模多機能型居宅介護 人／月 795 820 833

認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 人／月 2,177 2,154 2,185

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 人／月 604 626 611

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 人／月 512 556 617

看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス） 人／月 44 39 51

※　数値は各年度平均値

※　回数・日数は令和２年度から「介護保険事業状況報告」の数値を計上。

●　サービス利用者数（実人数）

令和元年度 令和２年度 令和３年度

要 支 援 １ 1,898 1,868 1,697

要 支 援 ２ 4,135 4,210 4,127

要 介 護 １ 12,299 12,058 12,077

要 介 護 ２ 10,335 10,226 10,377

要 介 護 ３ 7,634 7,854 8,704

要 介 護 ４ 6,613 6,792 7,121

要 介 護 ５ 4,023 3,981 4,092

合 計 46,937 46,990 48,197

※　数値は、各年度平均値

※　利用者数は、在宅・地域密着・施設サービスを利用している実人数

⑵　高齢者福祉施設の整備と多様な住まいの普及・確保

施設サービス（介護保険サービス）

介護老人福祉施設での施設サービスは原則要介護３～５と認定された方、介護老人保健施設、

介護療養型医療施設及び介護医療院での施設サービスは要介護１～５と認定された方が利用でき

ます。ただし介護老人福祉施設は、要介護１、２でも特例として利用できる場合があります。詳

しくは各施設にお尋ねください。（要支援１、２の方は利用できません）

サービスの種類 サービス内容等

○　介護老人福祉施設
（特別養護老人ホーム）

介護老人福祉施設に入所して受ける介護等の日常生活の世
話、機能訓練、健康管理、療養上の世話

○　介護老人保健施設
介護老人保健施設に入所して受ける看護、医学的管理下での
介護、機能訓練等の必要な医療、日常生活の世話

○　介護療養型医療施設
介護療養型医療施設に入院して受ける療養上の管理、看護、
医学的管理下での介護等の世話、機能訓練等の必要な医療

○　介護医療院
介護医療院に入所して受ける療養上の管理、看護、医学的管
理下での介護等の世話、機能訓練、その他必要な医療、日常
生活の世話
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●　サービスの実績

○介護給付 単位 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度

施

設

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 人／月 5,083 5,173 5,178

介護老人保健施設 人／月 2,903 2,853 2,707

介護療養型医療施設 人／月 450 202 161

介護医療院 人／月 46 357 406

暮らしの場としての福祉施設

①　生活支援ハウス

老人デイサービスセンターに併設され、在宅で生活するには不安のある高齢者に対し、低料

金で居住の場を提供する施設です。生活援助員を配置し、入居者からの各種相談などにも応じ

ています。

☆　対象者： �60歳以上の一人暮らしの人又は夫婦のみの世帯であって、高齢等のため独立し

て生活することに不安がある人

☆　利用料（月額）：本人の所得に応じて０～50,000円。別途、光熱水費を実費負担

なお、食費などの生活費は本人負担

☆　施設数：３箇所（定員：46人）

②　軽費老人ホーム（ケアハウス）・軽費老人ホーム（Ａ型）

☆　軽費老人ホーム（ケアハウス）

高齢者の特性に配慮した設備を備え、訪問介護などの在宅サービスを利用しながら自立し

た生活を送ることができる新しいタイプの軽費老人ホームです。

★　対象者：�60歳以上の高齢者で、自炊ができない程度の身体機能の低下が認められ、家族

の援助を受けることも難しく、独立して生活することが困難な人

★　利用料（月額）：施設や本人の所得によって異なり、80,000円程度以上

★　施設数：18箇所（定員：720人）

☆　軽費老人ホーム（Ａ型）

低額な料金で、食事やその他の日常生活上必要なサービスを提供しています。

★　対象者：�60歳以上の高齢者で、自炊ができない程度の身体機能の低下が認められ、家族

の援助を受けることも難しく、独立して生活することが困難な人

★　利用料（月額）：本人の所得に応じて70,000円程度以上

★　施設数：７箇所（定員：400人）

③　養護老人ホーム

心身機能の減退などのため日常生活に支障がある場合や住宅に困っているなどの理由で、在

宅での生活が困難になった低所得の高齢者が入所し、安心して生活ができる施設です。

☆　対象者：�おおむね65歳以上の高齢者で、環境上の理由及び経済的理由により在宅での生活

を続けることが困難な人

☆　利用料（月額）：入所者本人の所得に応じて０～140,000円

扶養義務者は課税状況に応じて負担

☆　施設数：９箇所（定員：570人）

このページ内についての問合せは、本文に特に記載のない場合、
介護保険課へ（℡０９３－５８２－２７７１）
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このページ内についての問合せは、本文中の各担当課へ

高齢者に配慮した住宅の普及促進や改修支援

①　高齢者向け優良賃貸住宅の入居促進

問 建築都市局住宅計画課（℡５８２－２５９２）

高齢者向け優良賃貸住宅とは、高齢者（60 歳以上）が安心して住み続けることができるよ

うにバリアフリー仕様や緊急通報装置の設置など一定の整備基準を満たした賃貸住宅です。対

象となる高齢者に対して収入に応じた家賃補助を行うなどの入居支援を行っています。

（令和４年４月１日時点：30団地、674戸）

②　サービス付き高齢者向け住宅の供給促進

問 建築都市局住宅計画課（℡５８２－２５９２）

保健福祉局介護保険課（℡５８２－２７７１）

サービス付き高齢者向け住宅とは、高齢者が安心して暮らすことができるよう、住宅として

の居室の広さや設備、バリアフリーといったハード面の条件を備えるとともに、ケアの専門家

による安否確認や生活相談サービスの提供を受けることができる民間の賃貸住宅です。

対象者：�単身高齢者、高齢者＋同居人（配偶者、60歳以上の親族等）

（高齢者とは、60歳以上の方または要介護・要支援認定を受けている方）

利用料：�住宅の広さ等により５～20万円（月額）

家賃、共益費、安否確認・生活相談サービスの利用料等を含む概算額

食事の提供サービスを利用する場合、上記に３～５万円程度加算

施設数：36箇所（戸数：1,476戸）

③　「ふれあいむら」の整備

問 建築都市局住宅整備課（℡５８２－２５４８）

高齢者世帯が地域の中で自立して生活ができるように、バリ

アフリー仕様や生活援助員の派遣などで安心して住み続けられ

る市営住宅「ふれあいむら」の整備を進めています。

「ふれあいむら」は高齢者の安全や利便性に配慮した住宅で、

老人福祉施設のデイサービスセンターなどと協力して生活援助

員（ライフサポートアドバイザー）を配置し、入居者の生活相談、

安否の確認、緊急時の対応、一時的な家事援助などを行うとともに、福祉施設や消防局との連

携によるサポート体制の充実を図っています。

名　　称
戸　　数

（高齢者向）
生活相談員の配置

デイサービスセンター等との連携

ふれあいむら竹末
（八幡西区若葉）

30 戸
通所・夜間宿直

特別養護老人ホーム ケアプラザ倶楽部雪月花（近接）

ふれあいむら社ノ木
（門司区社ノ木）

30 戸
通所

ふれあいむら社ノ木デイサービスセンター（併設）

▲ふれあいむら若松
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ふれあいむら大蔵
（八幡東区大蔵）

30 戸
通所

大蔵園デイサービスセンター（近接）

ふれあいむら戸畑
（ 戸 畑 区 千 防 ）

　50 戸※
通所

ふれあいの里とばた（隣接）

ふれあいむら吉田
（小倉南区上吉田）

30 戸
通所

デイサービスみどり（近接）

ふれあいむら若松
（ 若 松 区 本 町 ）

30 戸
通所

デイサービスくきのはま（近接）

　　　　　　　　　　※　障害者向け10戸を含む

④　「すこやか住宅」の推進

問 建築都市局住宅管理課（℡５８２－２５５６）

老朽化した市営住宅の計画的な建替えや統廃合を推進するとともに、既存ストックの有効活

用を図り、「すこやか仕様」による市営住宅の整備を推進しています。

☆　すこやか仕様とは
北九州市独自の呼び名で、高齢者などが安心して長く住み続けられるように、高齢者

の心身機能の低下に配慮し、室内の床段差の解消、浅型の浴槽の採用、手すりの設置な
ど安全性の向上や行動範囲の拡大などを考えて設計された仕様となっています。

⑤　「すこやか住宅」の普及促進

問 建築都市局住宅計画課（℡５８２－２５９２）

民間住宅における「すこやか住宅」の普及促進に向け、北九州市すこやか住宅推進協議会と

連携し、住まいに関する相談体制の充実や市民への情報提供を行っています。なお、北九州市

すこやか住宅推進協議会は、高齢者向け住宅の普及、啓発を目的としたNPO法人で、建築、

医療、福祉の各種専門分野の関係者・関係団体で構成されています。

⑥　「住まいの安全安心・流通促進事業」による既存住宅のバリアフリー化の促進

問 建築都市局空き家活用推進課（℡５８２－２７７７）

良質な住宅ストックの形成と活用を促進し、空き家の増加を抑制するため、耐震性能を有する

既存住宅を新たに購入・賃借又は相続（生前贈与含む）して、自ら居住するために実施するエコ、

子育て・バリアフリー化、新しい生活様式対応に資する改修工事に対して、その費用の一部を補

助する事業です。

この事業では、床段差の解消や手すりの設置などのバリアフリー工事への補助を行い、安心

して長く住み続けられる住まいづくりを促進します。

⑦　北九州市高齢者・障害者住まい探しの協力店紹介制度

問 建築都市局住宅計画課（℡５８２－２５９２）

保健福祉局総務課（℡５８２－２４９７）

建築都市局と保健福祉局が協働して、宅地建物取引業者、各相談窓口と連携しながら、民間

賃貸住宅へ入居を希望する高齢者や障害のある人が安心して住宅を探すことができるように支

このページ内についての問合せは、本文中の各担当課へ
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このページ内についての問合せは、本文中の各担当課へ

援する「北九州市高齢者・障害者住まい探しの協力店紹介制度」を平成 28 年５月から推進し

ています。（住まい探しの協力店：91 店［令和４年４月１日現在］）

※�　家賃等を適正に支払い、自立して日常生活を営むことができる方（在宅のサービス等を受けることによって自立するこ
とが可能となる方を含む。）が対象です。

⑶　保健・医療・福祉の連携強化

①　介護実習・普及センター（福祉用具プラザ北九州）

問 福祉用具プラザ北九州　（℡５２２－８７２１）

介護実習・普及センターは、1,000 点を越える福祉用具を展示しており、実際に体験利用がで

きるほか、リハビリテーション専門職や介護福祉士等が、福祉用具の選び方や住環境の工夫、介

護方法等についての相談支援を行っています。

必要に応じて、実際の生活場面である自宅や施設等にリハビリテーション専門職が訪問を行

い、福祉用具の導入支援なども行っています。

また、日常生活の介護技術、排泄ケアなどの介護に関する講座や、福祉用具の活用に関する講

座のほか、地域の活動グループ、教育機関や企業等からの要望に応じて、車椅子体験や高齢者疑

似体験講座を開催し、市民や支援者の介護に関する知識や技術の普及を図っています。

☆　所 在 地：�小倉北区馬借一丁目７－１

（総合保健福祉センター１階）

②　在宅医療・介護連携支援センター

問 地域医療課（℡５８２－２６７８）

医療と介護の両方を必要とする状態の高

齢者等が、住み慣れた場所で自分らしい暮

らしを人生の最期まで続けることができる

よう、医療と介護の関係機関等の連携を推

進するための在宅医療サービスのコーディ

ネート拠点となる「在宅医療・介護連携支

援センター」を市内５か所の地区医師会に

設置しています。

「在宅医療・介護連携支援センター」で

は、専門の相談員が、医療・介護・福祉関

係者からの在宅医療に関する相談対応や、

地域の医療関係者、介護関係者の顔の見え

る関係づくりを目的とした研修会の開催、

地域住民の方への在宅医療・介護に関する

普及啓発などの業務を行っています。

③　在宅医療の普及・連携強化

医療と介護の更なる連携強化を推進する

ため、地域の医療・介護の専門職の組織化

や職能団体の活動内容の充実、活性化を図

ります。
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（参考）介護保険制度について

①　介護保険制度の趣旨

介護保険制度は、介護を必要とする状態になっても、できる限り住み慣れた自宅や地域で、自

立した生活ができるよう、必要な福祉サービスや医療サービスを総合的に提供しています。また、

自宅での生活が難しくなれば、施設サービスの提供も行っています。

②　介護保険のサービスを利用するまでの手続き

介護保険のサービスを利用するためには、介護や支援を必要とする状態かどうかの認定（要介

護認定）を受ける必要があります。要介護認定の結果、「要支援１」「要支援２」と認定された人

が介護予防サービス及び介護予防・生活支援サービスを、「要介護１」～「要介護５」と認定さ

れた人が介護サービスを利用することができます。

④　地域リハビリテーション支援体制の構築

問 地域リハビリテーション推進課

（℡５２２－８７２４）

全市的に地域リハビリテーションの推進

を図るための拠点として、令和３年４月に

市内２か所に「北九州市地域リハビリテー

ション支援センター」を設置し、リハビリ

テーションに関する相談支援、関係者の人

材育成・活用、ネットワークづくり、地域

における介護予防の取組みの充実などに取

組んでいます。

また「地域リハビリテーション協力機

関」（22 か所：令和４年８月１日現在）が、

地域リハビリテーション支援センターと協

働して、所属するリハビリテーション専門

職を地域の様々な活動（地域ケア個別会議

や地域の介護予防活動など）に派遣し、技

術や知識等を地域に届けることによって、

地域全体がつながり協力し合う仕組みづく

りを目指します。

保健・福祉と連携した医療サービスの提供

①　かかりつけ医（主治医）の普及啓発

問 地域医療課（℡５８２－２６７８）

身近な地域で、日常的な診療、健康相談

や保健指導等を行うとともに、必要に応じ

て適切な医療機関や専門医を紹介してくれ

る「かかりつけ医」の普及啓発を図ります。

②　かかりつけ歯科医の定着促進

問 健康推進課（℡５８２－２０１８）

日常的な歯科診療や訪問歯科診療、地域

における健康づくりや介護予防において重

要な役割を担う、かかりつけ歯科医の普及

啓発を行い、その定着促進を図ります。

③　かかりつけ薬剤師の普及啓発

（73ページ参照）

このページ内についての問合せは、本文に特に記載のない場合、
介護保険課へ（℡０９３－５８２－２７７１）
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このページ内についての問合せは、本文に特に記載のない場合、
介護保険課へ（℡０９３－５８２－２７７１）

要介護・要支援認定の申請

非該当

事業対象者

一般介護予防事業 介護予防サービス

地域密着型
介護予防サービス

地域密着型
サービス

居宅サービス

介護(予防）サービス介護予防・日常生活支援総合事業

施設サービス介護予防・生活支援サービス事業

要支援１・２ 要介護１〜５

元気な方や自立した
生活を送っている方

在宅でサービス
を受けたい

介護保険施設等
へ入りたい

生活の中で
困ったことがある

ケアプランの作成
（地域包括支援センター）

ケアプランの作成
（地域包括支援センター）

ケアプランの作成
（居宅介護支援事業所）

｢地域包括支援センター｣へ相談

（全高齢者が利用可）

・健康マイレージ事業

・訪問型サービス
・介護予防訪問看護 ・訪問介護 ・介護老人福祉施設

・介護老人保健施設

・介護療養型医療施設

・介護医療院

 （特別養護老人ホーム）・通所介護

・小規模多機能型居宅介護

・認知症対応型共同生活介護

・介護予防通所リハビリ

・介護予防小規模多機能型居
宅介護　　　　など

・通所型サービス

・健康づくり推進事業

など

など

など

など

【介護サービス計画作成からサービス開始まで】

介護予防
サービスの
対象者

介護
サービスの
対象者

状態把握
課題の分析

状態把握
課題の分析

利用者
の同意

介護
サービス
計画原案
の作成

サービス
担当者会議
の開催

利用者
の同意

介護予防
サービス
計画原案
の作成

サービス
担当者会議
の開催

要支援１

自分でサービスの利用計画を作成することもできます

※

１

自分でサービスの利用計画を作成することもできます

自分で直接申し込むこともできます

施設への入所を希望する場合は
施設を紹介します

※１委託を受けた指定居宅介護支援事業者が一部を実施する場合もあります。 

※２介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）は、原則要介護３以上の人が利用できます。

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

居
宅
介
護
支
援
事
業
者

在
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

在
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

介
護
保
険
施
設

要支援２

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

※

２
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このページ内についての問合せは、本文に特に記載のない場合、
介護保険課へ（℡０９３－５８２－２７７１）

★　第１号被保険者保険料の納付方法

・特別徴収の対象者　　�老齢（退職）年金・障害年金・遺族年金が年額 18 万円以上の人

支払方法：年金の定期支払時に自動的に天引きされます（年６回）。

・普通徴収の対象者　　�特別徴収対象者以外の人

支払方法：納付書や口座振替等で個別に納付します （６月～翌年

３月の年 10 期）。

★　第１号被保険者保険料の算定方法

推計した要介護認定者数などから、必要となる３年間の介護サービスの総費用を算出し、

第 1号被保険者数などを勘案して算定しています。

③　保険料

介護保険は、40 歳以上の人が加入し、保険料を負担します。

☆　加入者： �原則、本市に住所（住民票）のある人です。外国籍の人で、３か月超の在留が認

められた場合には、介護保険の被保険者となります。

第１号被保険者 第２号被保険者

加入者 65歳以上の人 40歳から64歳までの医療保険加入者

保険料 所得などに応じて13段階に設定
加入している医療保険の算定方法に
基づいて設定

納付方法
年金額などにより、特別徴収（年金から
の天引き）と普通徴収の２通りに設定

医療保険の保険料の中に含まれる

サービス
が利用で
きる人

介
護
給

付
の
対

象
者

寝たきりや認知症などで常に介護を
必要とする人（要介護状態の人）

加齢に伴う病気（16種類の疾病＊）
によって要介護の状態になった人

予
防
給
付

の
対
象
者

日常生活の一部に、支援が必要であるが、適
切にサービスを利用すれば改善する見込み
の高い人（要支援状態の人）

加齢に伴う病気（16種類の疾病＊）
によって要支援の状態になった人

＊�　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関節リウマチ　③筋萎縮性側索硬化症　④後縦靭帯骨化症　⑤骨折を伴う骨粗鬆症　⑥初老期における認知症　⑦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　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、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症　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両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
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●　第１号被保険者の介護保険料（令和４年度）

保険料段階 対象範囲 年間保険料額

第１段階

生活保護受給者、中国残留邦人等支援給付受給者
老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の人 23,540 円

本
人
が
市
民
税
非
課
税

世帯全員が市民税
非課税

本人の前年の
「課税年金収入額（ア）」と
「その他合計所得金額（イ）」の
合計金額が右記に該当する

80万円以下

第２段階 80万円超
120万円以下 35,310 円

第３段階 120万円超 54,930 円

第４段階 世帯の中に市民税
課税者がいる

80万円以下 70,630 円

第５段階 80万円超 78,480 円

第６段階

本
人
が
市
民
税
課
税

本人の前年の
「合計所得金額（ウ）」が右記に該当する

80万円未満 86,320 円

第７段階 80万円以上
120万円未満 90,250 円

第８段階 120万円以上
160万円未満 94,170 円

第９段階 160万円以上
210万円未満 98,100 円

第10段階 210万円以上
320万円未満 117,720 円

第11段階 320万円以上
400万円未満 141,260 円

第12段階 400万円以上
600万円未満 160,880 円

第13段階 600万円以上 168,730 円

※�　世帯は、原則として４月１日現在での住民票上の世帯の状況になります。ただし、４月２日以降に市外から転入された
場合や年度途中で65歳（第１号被保険者）になられた場合、その年度はそれぞれ、転入日、誕生日の前日の世帯を基準と
します。

（ア）�　「課税年金収入額」とは、国民年金や厚生年金など市民税の課税対象となる年金収入額の合計です。遺族年金・障害
年金などは含みません。

（イ）�　「その他の合計所得金額」とは、「合計所得金額」から公的年金等に係る雑所得（公的年金等収入額から公的年金等
控除額を差し引いた金額）を差し引いた金額をいいます。なお、「その他の合計所得金額」がマイナスの場合は、０円
として計算します。

（ウ）�　「合計所得金額」とは、税法上の合計所得金額（前年の収入金額から必要経費等に相当する額を差し引いた金額で、
税法上の各種所得控除や上場株式等の譲渡損失に係る繰越控除などを行う前の金額）から、公的年金等控除額等の見
直しによる影響を考慮し、さらに土地や建物の売却に係る短期・長期譲渡所得の特別控除額を差し引いた金額をいい
ます。なお、「合計所得金額」がマイナスの場合は、０円として計算します。

●　第１号被保険者の保険料負担を軽くする制度

・�　災害や主たる生計維持者の死亡、失業など特別な理由で、保険料の支払いが困難な場合

に、申請により保険料を減免または猶予します。

・�　保険料段階が第２段階又は第３段階で、収入や資産などの状況から生活が著しく困難と認

められる場合に、申請により第１段階相当額に保険料を軽減します。

・�　決められた保険料（第２段階～第13段階のいずれか）を支払うと、著しく日常生活が困窮

するような場合（境界層該当）に、申請により保険料段階を低くします。

④　介護サービスの利用料

介護サービスを利用した場合、サービスに要した費用の１割～３割を利用者が負担します。な

お、介護保険施設（短期入所含む）及び認知症対応型共同生活介護（グループホーム）などにお

ける居住費（滞在費）及び食費、通所介護・通所リハビリテーションにおける食費は、自己負担

となります。

このページ内についての問合せは、本文に特に記載のない場合、
介護保険課へ（℡０９３－５８２－２７７１）



自己負担割合

65 歳以上の人で

本人の「合計所得

金額（※１）」が

160万円未満

220万円以上

160万円以上

220万円未満

１割

２割

３割

本人も含め同一世帯の65歳以上の人の「課税

年金収入額(※２)」と「その他合計所得金額

(※３)」の合計金額が

・単　　身の世帯は280万円以上

・２人以上の世帯は346万円以上

いいえ

いいえ

はい

はい
本人も含め同一世帯の65歳以上の人の「課税

年金収入額(※２)」と「その他合計所得金額

(※３)」の合計金額が

・単　　身の世帯は340万円以上

・２人以上の世帯は463万円以上

※１　「合計所得金額」とは、税法上の合計所得金額（前年の収入金額から必要経費等に相当する額を差し引いた金額で、税
法上の各種所得控除や上場株式等の譲渡損失に係る繰越控除などを行う前の金額）から、公的年金等控除額等の見直し
による影響を考慮し、さらに土地や建物の売却に係る短期・長期譲渡所得の特別控除額を差し引いた金額をいいます。
なお、「合計所得金額」がマイナスの場合は、０円として計算します。

※２　「課税年金収入額」とは、国民年金や厚生年金など市民税の課税対象となる年金収入額の合計です。
遺族年金・障害年金などは含みません。

※３　「その他の合計所得金額」とは、「合計所得金額」から公的年金等に係る雑所得（公的年金等収入額から公的年金等控
除額を差し引いた金額）を差し引いた金額をいいます。なお、「その他の合計所得金額」がマイナスの場合は、０円と
して計算します。

※４　所得の変更や同一世帯の65歳以上の人の増減により利用者負担割合が変更となる場合があります。
※５　40歳～64歳までの人の利用者負担割合は、所得にかかわらず１割です。
※６　住宅改修費・福祉用具購入費は、いずれも領収書記載日時点の負担割合が適用されます。
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このページ内についての問合せは、本文に特に記載のない場合、
介護保険課へ（℡０９３－５８２－２７７１）

●�　１か月に利用できるサービスの支給

限度額 （利用者負担のめやす）

要介護状態区分
支給限度額

（利用者負担のめやす）

要支援１ 5,032 円

要支援２ 10,531 円

要介護１ 16,765 円

要介護２ 19,705 円

要介護３ 27,048 円

要介護４ 30,938 円

要介護５ 36,217 円

※�　支給限度額については、便宜上１単位あたり10円で計算

しています。

※　１割負担の場合

☆　在宅サービスの場合

住宅サービスを利用する場合、要介護度に応

じて利用できる金額に上限（支給限度額）があ

ります。また、サービスによっては、要介護度

に応じて、１回あたりの利用者負担額が異なる

ことがあります。
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⑤　介護保険事業の円滑実施

☆　北九州市介護認定審査会・平準化委員会

介護が必要な度合を審査判定する介護認定審査会を、各区ではなく市内で１箇所に設置し、

市全体の要介護認定を行っています。

また、公平・公正な審査判定を確保するために、本市では独自に認定審査会の中に平準化委

員会を設置しています。この委員会は、保健・医療・福祉の学識経験者の他に弁護士などで構

成されており、各合議体の審査判定に対し評価・指導し、審査判定の適正化を図っています。

●�　施設サービスを利用した場合の負担

額（利用者負担のめやす）

施　設　名
利用者負担のめやす

（居住費・食費は除く）

介護老人福祉施設
（特別養護老人ホーム）

約 2.0 万円～
約 2.9 万円

介護老人保健施設
（ 老 人 保 健 施 設 ）

約 2.6 万円～
約 3.3 万円

介護療養型医療施設
（ 療 養 病 床 な ど ）

約 2.4 万円～
約 4.0 万円

介 護 医 療 院
約 2.6 万円～
約 4.2 万円

※�　食費・居住費（滞在費）の金額は利用者と施設の契約に

よって決まります。なお、利用者負担第１～第３段階（106

ページ参照）の人については、申請により、利用者負担額

を軽減できる制度があります。

※�　利用者負担のめやすは多床室（相部屋）を利用した場合

です。居室の種類によって利用者負担は異なります。

☆　施設サービスの場合

施設サービスの費用は、要介護度（要支援を

除く）や施設形態、職員の人数などで、費用は

異なります。なお、介護保険施設における居住

費及び食事は自己負担となります。

「北九州市介護認定審査会」 の概要

認定審査会

認定審査合議体

保健・医療・福祉の学識経験者等の委員で構成

68グループ

１グループ

１グループ５人の委員で構成 （医師２・その他３）

・７人の学識経験者で構成

・全合議体の審査判定の適正化を図る委員会

平準化委員会

委員347人

このページ内についての問合せは、本文に特に記載のない場合、
介護保険課へ（℡０９３－５８２－２７７１）




