
令和４年度日向市集団指導資料

（地域包括ケア推進係担当分）

令和４年７月
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１ 介護保険法



2

２ 地域包括ケアシステムの構築
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３ 地域支援事業の全体像
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４ 地域包括ケア推進係所管事務

番号 事業名 事業概要 備 考
１ 訪問型サービス

（介護予防・生活支援サービス事業）
①現行の訪問介護
②訪問型サービスＣ（短期集中予防サービス）
・栄養改善型 ○委託先：県栄養士会
・口腔機能向上型 ○委託先：ほり歯科医院

２ 通所型サービス
（介護予防・生活支援サービス事業）

①現行の通所介護
②通所型サービスＣ（短期集中予防サービス）
○委託先：
・リハビリステーション アワダホーム（アワダホーム）
・ご長寿ケアのたちぬい集中コース（立縫会）
・牧水元気クラブ（玉峰会）
・ウサギのレッスン（あったかほーむ愛あい）
・グーリーのリハビリ教室（かい外科整形外科）
・三股病院デイケア杏林館（三股病院）
・未来図サテライト（WONDER未来図）
・瀧井病院デイケア（慶城会瀧井病院）

３ その他の生活支援サービス
（介護予防・生活支援サービス事業）

①栄養改善を目的とした配食
○委託先：共栄調剤薬局
○メニュー
・カロリー調整（低栄養）療養食 ・カロリー調整（過体重）療養食
・糖尿病療養食 ・たんぱく・塩分調整療養食
・透析療養食 ・やわらか食
・ムース食 ・胃潰瘍療養食



5

②見守り型配食サービス事業
○委託先：
・社協（財光寺以北（向洋台、秋留区を含む）及び、東郷町域（寺迫、福瀬地

区を除く）
・立縫会（平岩地区（向洋台、秋留区を除く）、幸脇地区、美々津地区、東郷町

域寺迫地区及び、同福瀬地区）
４ 地域リハビリテーション活動支援事業

（一般介護予防事業）
地域における介護予防・重症化予防を機能強化するために、通所、訪問、地域ケ
ア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場、高齢者宅への直接支援等へ
のリハビリテーション専門職等の関与を促進する。
○依頼先：主にＰＴ（協会）、ＯＴ

５ 住民主体型一般介護予防事業
（いきいき百歳体操・サロン運営）
（一般介護予防事業）

①住民主体型介護予防教室運営支援事業
・住民主体の介護予防教室の組織化事業
・住民主体の介護予防教室の初期支援事業
・住民主体の介護予防教室の継続実施に向けたフォローアップ事業
・関連備品等の貸し出し・提供事業 等

○委託先：日向市社会福祉協議会

②住民主体型介護予防教室（サロン等）運営支援事業業務
・民生委員等が主体となった介護予防教室の組織化事業
・認知症サロン等の組織化事業
・サロン等の継続実施に向けたフォローアップ事業
・関連備品等の貸し出し・提供事業 等

○委託先：日向市社会福祉協議会
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６ 行政主体型一般介護予防事業
（一般介護予防事業）
※重層的支援体制整備事業として実施
（令和４年度～）

介護福祉士等の専門職による介護予防教室
○委託先：・身体ケアセンター アワダホーム（アワダホーム）

・これから挑戦！心身の力元気塾（立縫会）
・牧水よりあいクラブ（玉峰会）
・フーリーの介護予防教室（かい外科整形外科）
・奈須接骨院体操教室（ラフィネ）
・未来図サテライト（WONDER未来図）

７ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業
（包括的支援事業）
※重層的支援体制整備事業として実施
（令和４年度～）

地域包括支援センターの運営
・第 1号介護予防支援事業（総合事業対象者へのプラン作成）
・総合相談支援業務
・権利擁護業務
・包括的・継続的ケアマネジメント支援業務
・指定介護予防支援（要支援者へのプラン作成）

○委託先：各地域包括支援センター法人
８ 在宅医療・介護連携推進事業

（包括的支援事業）
地域における医療・介護の関係機関が連携して、高齢者に対する包括的かつ継続
的な在宅医療・介護を一体的に提供する。
○在宅医療・介護連携に関する関係市区町村の連携
①在宅医療・介護連携事業者情報ＷＥＢの運営事業
・地域の医療・介護資源サービスの把握
・切れ目のない在宅医療と介護サービスの提供体制の構築推進
・医療・介護関係者の情報共有支援
・在宅医療・介護連携に関する相談支援

②日向・東臼杵市町村振興協議会福祉部会医療介護連携専門部会
・在宅医療・介護連携に関する関係市区町村の連携

９頁参照
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９ 認知症総合支援事業
（包括的支援事業）

①認知症地域支援体制構築等推進事業業務委託
・認知症カフェ設置・運営事業（４箇所）
・認知症推進会議の開催（3～４回程度／年）
・認知症サポーター養成講座の実施（サポーター数約 8,900 名）
・認知症フォーラムの開催
・認知症の人にやさしい図書館プロジェクトの実施

○委託先 日向市社会福祉協議会
②認知症初期集中支援チーム業務委託
認知症の人やその家族に早期に関わる「認知症初期集中支援チーム」を配置し、
早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築する

○委託先 医療法人向洋会協和病院

１４頁参照

１０ 生活支援体制整備事業
（包括的支援事業）
※重層的支援体制整備事業として実施
（令和４年度～）

住民主体の介護予防事業の創設、サービスの担い手の養成、圏域別地域ケア会議
などを実施する生活支援サービスコーディネーターの配置を行う。
・住民主体の一般介護予防教室の創設・運営
・圏域別地域ケア会議の実施
・協議体の運営
・生活支援サポーター（担い手）の養成

○委託先：日向市社会福祉協議会
１１ 地域ケア会議推進事業

（包括的支援事業）
・２週間に 1回程度開催（１回あたり３事例程度）
○効果
・地域包括支援センター職員のスキル向上
・地域課題の抽出及び課題に応じたサービスの構築
・専門職による悪化・リスクにつながるサービス助言
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１２ 家族介護者教室開催事業
（任意事業）

高齢者を介護している家族や援助者等に対し介護方法や介護予防、介護者の健康
づくり等についての知識・技術を習得させるため、家族介護者教室を開催する。
○委託先：各地域包括支援センター法人

１３ 福祉用具事業 福祉用具の購入・貸与にあたって、費用を一部助成することにより、生活機能全
般の維持向上と高齢者の介護予防・重症化予防による健康寿命の延伸を目指す。
①日向市介護保険福祉用具購入費支給事業
（介護保険事業）

②日向市居宅介護予防福祉用具購入費助成事業
（市独自事業）

③日向市総合事業対象者に対する福祉用具貸与事業（市独自事業）

１０頁参照

１４ ポケットステーション（市独自事業） 栄養改善及び口腔ケアの相談・助言窓口を設置し、必要に応じて訪問指導を実施
することにより、高齢者の栄養・口腔状態の低下を予防し、ＱＯＬの維持・向上
を図る。
①栄養 ○窓口：高齢者あんしん課
②口腔 ○委託先：ほり歯科医院



9

（１）在宅医療・介護連携(入退院調整ルール、地域資源リスト）

■日向・東臼杵地域 入退院支援のためのコミュニケーションハンドブック（Ver.3.0）
（１）目的

入退院というライフイベントに関わる「医療関係者のスタッフ」と「介護支援専門員等」の情報共有やコミュニケーションが円滑に行われ、地域で暮
らす高齢者やその家族が困らないようにすることを目的として作成されています。

（２）内容
高齢者の入退院支援を円滑に行うための「解決策」
（様式１）医療・介護連携情報共有連絡票【利用者の照会・相談等】
（様式２）医療・介護連携情報共有連絡票【担当介護支援専門員の連絡】
（様式３）医療・介護連携情報共有連絡票【利用者情報提供】

（３）取得方法
・宮崎県ホームページ ・日向保健所ホームページ ・日向・東臼杵地域 医療・介護地域資源リスト

■日向・東臼杵地域 医療・介護地域資源リスト
（１）目的

医療と介護の関係者が、連携に必要な情報等を提供し、照会先や協力依頼先の情報を適切に選択し連携することを目的にWEBサイトにて運用して
います。

（２）内容
・医療機関、薬局、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、介護サービス提供事業所等の連携窓口等の情報
・資料集（医療・介護連携情報共有連絡票、サービス提供事業者用アセスメントマニュアル、各事業申請に必要な様式、インフォーマル資源等の情
報）

（３）ログイン方法
情報公開ページ 【閲覧用】https://www.hyugachiiki-iryorenkei.jp/

【情報入力用】https://www.hyugachiiki-iryorenkei.jp/hik_admin/

https://www.hyugachiiki-iryorenkei.jp/hik_admin/
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① 情報公開ページ【閲覧用】のURLを直接入力し、情報公開ページを開く。
② 各事業所に配布されている「WEBサービス登録証」の ID、パスワードを入力し、ログインする。
※情報公開ページは、非公開となっており、関係者のみの利用となっています。
ログインする場合は、直接URLを入力してページを開いてください。

（４）その他
・各機関の情報は、【情報入力用】のURLからログインし、入力をしてください。
・登録情報に変更が生じた場合は、すみやかに情報の更新をお願いします。

（２）福祉用具事業

■福祉用具関連事業
目的
福祉用具の購入・貸与にあたって、費用を一部助成することにより、生活機能全般の維持向上と高齢者の介護予防・重症化予防による健康寿命の延伸を目指
す。

【日向市介護保険福祉用具購入費支給事業】
（１）対象者
介護保険の被保険者であって、現在認定を受けている方

（２）購入費支給の対象物品
① 腰掛便座
② 入浴補助用具（入浴用いす、入浴用手すり、浴室内いす、入浴用介助ベルト等）
③ 簡易浴槽
④ 自動排泄処理装置の交換部品
⑤ 移動用リフトのつり具部分
⑥ 排泄予測支援機器
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（３）申請～支給までの流れ
①市へ申請→②内容審査→③可否決定後、支給決定通知書の送付→④用具購入→⑤市へ請求→⑥支給（事業所の口座に振込）

（４）提出書類
＜申請時＞
①介護保険居宅介護（支援）福祉用具購入事前審査依頼書兼福祉用具購入費支給申請書
②受領委任払用委任状（該当者のみ）
③見積書
④当該福祉用具の内容がわかるもの（パンフレット等）

＜変更・取下時＞
①福祉用具購入事前申請内容変更申出書

＜請求時＞
①請求書 ②領収書

（５）支給額
購入費の負担割合に応じ、７～９割の額

【日向市居宅介護予防福祉用具購入費助成事業】
（１）対象者
要支援認定者、総合事業対象者

（２）購入費支給の対象物品
①手すり ②スロープ ③入浴補助用具 ④歩行器 ⑤歩行補助杖 ほか
※④、⑤に関しては、要支援対象者のみ

（３）申請～支給までの流れ
①クイック会議→②市へ申請→③支給決定通知書の送付→④用具購入→⑤市へ請求→⑥支給（事業所の口座に振込）
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（４）提出書類
＜申請時＞
①日向市居宅介護予防福祉用具購入費助成事前審査依頼書兼助成金交付申請書
②受領委任払用委任状（該当者のみ）
③見積書
④当該福祉用具の内容がわかるもの（パンフレット等）
⑤生活機能評価表、総括表及びケアプラン等

＜変更・取下時＞ ※いずれかを提出
①日向市福祉用具購入費助成事前審査内容変更申出書
②日向市福祉用具購入費助成内容取下書

＜請求時＞ ※購入後、30日以内に提出
①日向市福祉用具購入費助成金請求書 ②領収書及び内訳書 ③福祉用具の写真

（５）支給額
購入費の負担割合に応じ、７～９割の額 ※算出した額に 1,000 円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする

【日向市介護予防・日常生活支援総合事業対象者に対する福祉用具貸与事業】
（１）対象者
総合事業対象者

（２）購入費支給の対象物品
①手すり ②スロープ ③歩行補助杖 ほか

（３）申請～支給までの流れ
①クイック会議→②市へ申請→③支給決定通知書の送付→④用具貸与→⑤市へ請求→⑥支給（事業所の口座に振込）

（４）提出書類
＜申請時＞
①福祉用具貸与事業事前審査依頼書兼助成金交付申請書
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②受領委任払用委任状（該当者のみ）
③見積書
④当該福祉用具の内容がわかるもの（パンフレット等）
⑤生活機能評価表及びケアプラン等

＜変更・取下時＞ ※いずれかを提出
①福祉用具貸与事業事前審査内容変更申出書
②福祉用具貸与事業内容取下書

＜請求時＞ ※貸与後、30日以内に提出
（初回）
①福祉用具貸与事業助成金請求書 ②領収書（最初の 1月分）及び内訳書 ③福祉用具の写真

（2回目以降）
①請求書

（５）支給額
購入費の負担割合に応じ、７～９割の額 ※算出した額に 1,000 円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする

その他
・申請書の「福祉用具が必要な理由」には、総合的課題（個人因子、環境因子）の記載をお願いします。
（例１：シャワーチェアの購入）
大腿骨頸部骨折術後に伴う股関節可動域の制限があり、低い椅子からの立ち座り動作や浴槽跨ぎ動作が困難。

（例２：ポータブルトイレの購入）
脳出血に伴う左片麻痺、感覚障害があり歩行能力の低下、半側空間無視による注意力の低下、トイレまでの導線に段差があるため、トイレまでの移動が困
難。
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（３）認知症総合支援事業

■日向市認知症ケアパス
（１）目的

「認知症の人の生活機能障害に合わせ、いつ、どこで、どのような医療介護サービスを受けることが出来るのか」を認知症の人とその家族に提示する
ことを目的とし、作成されたものです。

（２）取得方法
・日向市高齢者あんしん課
・日向市社会福祉協議会
・日向市ホームページ

（３）その他
配布用に必要な場合は、お知らせ下さい。

■チームオレンジ
（１）チームオレンジとは

認知症と思われる初期の段階から、心理面・生活面の支援として、市町村がコーディネーターを配置し、地域において把握した認知症の方の悩みや家
族の身近な生活支援ニーズ等と認知症サポーター（基本となる認知症サポーター養成講座に加え、ステップアップ講座を受講した者）を中心とした支
援者をつなぐ仕組み。
※認知症施策推進大綱では、２０２５年（令和 7年）には全市町村で整備することを目標としています。

（２）日向市の取り組み
コミュニティカフェを中心に、チームオレンジの立ち上げを計画しています。
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引用：認知症サポーターキャラバン
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