
地域密着型サービスの実施状況及び計画
（２００６年１０月１日現在）

市町村名 実施状況及び計画

1 名古屋市

・ ２００６年１０月１日現在の指定事業所数

夜間対応型訪問介護 ３

認知症対応型通所介護 １３

小規模多機能型居宅介護 ２

認知症対応型共同生活介護 １３１

・ 今後は「はつらつ長寿プランなごや２００６」の達成に向け、基盤整備に努めたい。

2 豊橋市

・ 地域密着型サービス事業所の整備状況

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）１０事業所

認知症対応型通所介護（認知症デイ）４事業所

共用型認知症対応型通所介護（認知症デイ）１事業所

・ 地域密着型サービスの整備計画

第３期事業計画における整備予定数

認知症対応型共同生活介護 新規整備２（２００６年度）

認知症対応型通所介護 新規整備５（２００６年度）

夜間対応型訪問介護 新規整備２（２００６～２００８年）

小規模多機能型居宅介護 整備方針について検討中

3 岡崎市

・ 実施状況（２００６．１０．１）

認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護：９件

認知症対応型通所介護：５件

介護予防認知症対応型通所介護：４件

・ 計画（２００６．１０．１）

○随時募集中

夜間対応型訪問介護

認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護

○２００７年度整備計画分事前協議中

認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護

○募集期間未定

地域密着型特定施設入所者生活介護（２００６．９．２９現在事前協議応募なし）

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

4 一宮市

認知症対応型共同生活介護（現状：１５施設 今後の計画：３施設）

認知症対応型通所介護施設（現状：６施設 今後の計画：１０施設）

小規模多機能型居宅介護（現状：０施設 今後の計画：１２施設）

小規模介護老人福祉施設（現状：０施設 今後の計画：３施設）

夜間対応型訪問介護（現状：０施設 今後の計画：１施設）

5 瀬戸市

・ 小規模多機能型居宅介護

既設数：３ 整備目標（２００６～２００８）：５ 実施状況：０

・ 認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

既設数：４ 整備目標：３ 実施状況：０

・ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活保護（小規模特別養護老人ホーム）

既設数：０ 整備目標：２ 実施状況０

6 半田市

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

実施状況：７ 計画（２００６年度～２００８年度）：２１

認知症対応型通所介護

実施状況：１ 計画（２００６年度～２００８年度）：７

小規模多機能型居宅介護

実施状況：７ 計画（２００６年度～２００８年度）：１２



市町村名 実施状況及び計画

7 春日井市

みなし推定含み認知症対応型通所介護

９事業者 定員１２６名 グループホーム７事業者 ８１名

グループホーム ２００６年 ３６名、２００７年 ３６名

小規模特養 ２００７年 ５８名、２００８年 ２９名

8 豊川市

現在「認知症対応型通所介護」事業所：５カ所、「認知症対応型共同生活介護」事業所：６カ

所を指定している。

「小規模多機能型居宅介護」事業所については２００６年度中に募集し、新規指定を予定し

ている。

「特定施設」「老人福祉施設」「夜間対応型訪問介護」については実施を計画していない。

9 津島市

・ 認知症対応型通所介護（２００６年度募集）

・ 小規模多機能型居宅介護（２００６年度募集）

・ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活保護（２００７・２００８年度計画）

・ 認知症対応型共同生活介護（２００８年度計画） 既存施設１カ所実施

10 碧南市
実施 認知症対応型共同生活介護：２カ所 １８人

計画 認知症対応型共同生活介護：１カ所 １８人

（２００６年度）小規模多機能型居宅介護：１カ所認知症対応型通所介護：１カ所

11 刈谷市
従前からのグループホーム４カ所を指定した。２００６年度以降に夜間対応型訪問介護、グル

ープホーム、小規模多機能型居宅介護をそれぞれ１カ所ずつ整備する予定。

12 豊田市

２００６年４月１日から地域密着型サービス６種類のうち２種類（認知症対応型通所介護、認知

症対応型共同生活介護）のサービスが提供出来る状況となっています。現在、入居系地域

密着型サービスの事業者審査を行っており、在宅系地域密着型サービスについても、事業

者から指定申請がある場合には、審査・指定を行っていきます。

13 安城市

・ 現在認知症対応型共同生活介護５カ所定員９０名、認知症対応型通所介護２カ所定員

１８名整備

・ ２００７年に認知症対応型通所介護１カ所定員１０名整備予定

・ ２００７年・２００８年に各１カ所小規模多機能型居宅介護を公募にて整備予定

14 西尾市
２００６年度 小規模多機能型居宅介護 １件指定

２００７年度以降は未定

15 蒲郡市 新規事業所の指定は１事業所、指定監査は１１月頃予定

16 犬山市
グループホーム ４事業所 ６０名定員 認知症サービス ２事業所 ２４名定員

計画は２００８年度まで予定なし

17 常滑市
みなしでグループホーム２件、１０／１でグループホーム２件と小規模多機能１件指定

今後は小規模多機能・認知症デイの整備予定あり

18 江南市
認知症対応型通所介護（既設２カ所、計画２カ所）、小規模多機能型生活介護（３カ所）

認知症対応型共同生活介護（既設４カ所、計画１カ所）、地域密着型介護老人福祉施設入

所者生活介護（計画１カ所）

19 小牧市

20 稲沢市
本年度は小規模多機能型居宅介護事業所を２カ所選定中です。２００７年度に介護老人福

祉施設１カ所、２００８年度に特定施設入居者生活介護１カ所を計画しています。

21 新城市
２００６年１０月１日現在、グループホーム３カ所、認知症対応型通所介護２カ所でサービスを

行っている。２００６年１１月から小規模多機能型居宅介護施設が開所予定

22 東海市

みなし指定分 認知症対応型共同生活介護 ３事業所

２００６年４月～９月までの指定 認知症対応型共同生活介護 １事業所

第３期事業計画 認知症対応型通所介護施設 ２、小規模多機能型居宅介護施設 ３、認

知症対応型共同生活介護施設 ３、地域密着型介護老人福祉施設 １

23 大府市

みなし指定 認知症対応型共同生活介護 ３事業所、認知症対応型通所介護 １、地域密

着型特定施設入居者生活介護 １

２００６年４月～９月までの指定分 認知症対応型共同生活介護 １

第３期事業計画 認知症対応型通所介護 ２、小規模多機能型居宅介護施設 ２、認知症

対応型共同生活介護施設 １、地域密着型特定施設 ２、地域密着型介護老人福祉施設

１



市町村名 実施状況及び計画

24 知多市
みなし指定 認知症対応型共同生活介護 １

第３期事業計画 認知症対応型通所介護施設 ２、小規模多機能型居宅介護施設 ３、

地域密着型介護老人福祉施設 １

25 知立市
既設 グループホーム １８床

今年度計画 小規模多機能型居宅介護施設 １カ所

26 尾張旭市
・ 実施状況（７月） 認知症デイ ３カ所、認知症グループホーム ４カ所

・ 今後の整備計画 小規模多機能型居宅介護 ２カ所程度（２００６年～）（日常生活圏

域は市全域）

27 高浜市
認知症対応型共同生活介護 ２カ所

小規模多機能型居宅介護 １カ所 ２００７年４月オープン予定

28 岩倉市
［現在］認知症対応型グループホーム ３カ所、小規模多機能型居宅介護事業所 １カ所

［計画］認知症対応型グループホーム １カ所、小規模多機能型居宅介護事業所 １カ所

29 豊明市
現状はグループホーム１カ所（１カ所は休止中）、２０年度４月指定で小規模特養・小規模多

機能、グループホームを各１カ所ずつ設置予定している。

30 日進市

実施状況 （介護予防）認知症対応型共同生活介護４カ所、（介護予防）認知症対応型通所

介護２カ所（ＧＨ１含む）

計画 小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護施設を２００８年度に

おいて２施設（定員２５名）を整備 「第３期にっしんゆめプラン」より

31 田原市 グループホーム ２７人 認知専用デイ ２４人 実施

32 愛西市
・ 市内のみなし指定：２グループホーム

・ 認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護について８月に公募し、２法人が実

施予定で進んでいる

33 清須市
現在なし、

今年度①グループホーム２ユニット（１８人分）指定予定、②小規模多機能 １カ所指定予

定、③認知症対応型通所介護 １カ所指定予定

34 北名古屋市

市内に痴呆対応共同生活介護（グループユニット）が１施設（２ユニット）あり、サービス提供

中です。現在、整備に関する相談を受けているのは、痴呆対応共同生活介護（グループユ

ニット）が１施設（２ユニット分）、小規模多機能生活介護が１施設、夜間対応訪問介護が１施

設となっています。

35 弥富市
３期事業計画期間として、認知症対応型共同生活介護、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生活介護 それぞれ１カ所ずつの計画があります。

36 東郷町
２００７年度 認知症対応型共同生活介護 １ 夜間対応型訪問介護 １

２００８年度 認知症対応型共同生活介護 １ 小規模多機能型居宅介護 １ 認知症対応型

通所介護 １

37 長久手町
小規模多機能型居宅介護 ２００７年度に１カ所

地域密着型介護老人福祉入所者生活介護 ２００８年度に１カ所

38 豊山町

① 夜間対応型訪問介護（２００８年度から予定）

② 小規模多機能型居宅介護

③ 認知症対応型通所介護（２００８年度から予定）

④ 認知症対応型共同生活介護（みなし指定以外は２００８年度から予定）

39 春日町

40 大口町 ３期介護保険事業計画年度内にグループホーム１ユニット

41 扶桑町 現在市内に、グループホームが４カ所あります。２００８年度までの計画はありません。

42 七宝町 既存のグループホームを地域密着型サービスとしてみなし指定をした。

43 美和町
第３期介護保険事業計画では、認知症対応型共同介護（ＧＨ） 小規模多機能型居宅介護

を計画

44 甚目寺町 小規模多機能型及びグループホームが現在申請中で、年内に指定の予定。

45 大治町 認知症対応型共同生活介護 １カ所

46 蟹江町
認知症対応型共同生活介護 町内２カ所開設

計画 他に小規模多機能型居宅介護



市町村名 実施状況及び計画

47 飛島村
第３期計画策定時に被保険者から聴き取りを実施し、策定

２００７年年度までは実施せず、２００８年度に認知症対応型通所介護サービスを実施予定

48 阿久比町 認知症対応型通所介護 認知症対応型共同生活介護

49 東浦町
みなし指定 認知症対応型共同生活介護 １事業所、認知症対応型通所介護 １

第３期事業計画 認知症対応型通所介護 １、小規模多機能型居宅介護施設 ２、地域密

着型特定施設 １

50 南知多町
グループホーム４カ所 （定員３６名）

計画は現在のところなし

51 美浜町
認知症対応型共同生活介護（グループホーム） ４カ所（みなし指定）

認知症対応型通所介護（デイサービス） １カ所（みなし指定）

52 武豊町

53 一色町
認知症対応型共同生活介護 １カ所

認知症対応型通所介護 １カ所

54 吉良町
現在、認知症対応型共同生活介護 １カ所実施

第３期事業計画では２００８年度、認知症対応型共同生活介護 1 カ所増設、２００６年度より小

規模多機能型居宅介護を予定している。

55 幡豆町
実施 グループホーム１カ所

計画 未定

56 幸田町

２００６年９現在

・ 認知症対応型共同生活介護（１カ所）

・ 小規模多機能型居宅介護（１カ所）

・ 認知症対応型通所介護（１カ所）

本年度申請 地域密着型特定施設入居者生活介護（１カ所）

２００７年 小規模多機能（１カ所）

２００８年 小規模多機能（１カ所）

57 三好町
２００７年６月特別養護老人ホーム（１００名）「みよしの里」開所のため施設整備実施。認知症

対応型通所介護（１０名）併設

小規模多機能型居宅介護（２５名）、認知症対応型共同生活介護（９名）を公募し併設

58 設楽町
認知症対応型共同生活介護（グループホーム） １件指定

２００６年１０月現在新規サービス未定

59 東栄町 認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

60 豊根村
他町のグループホームで２人利用しているが、村内には地域密着型の施設は無い。夜間サ

ービスなども現在のところ計画無し。

61 音羽町
町内に２施設あるが、みなしで２名豊川市に在住しており町内の利用者はいない。

計画通所型で２名 共同生活で３名

62 小坂井町
・ 認知症対応型共同生活介護・通所介護サービスを実施中

・ 小規模多機能型居宅介護 ２００８年度からの事業開始を予定

63 御津町
・ 認知症対応型共同生活介護 定員１８人

・ 認知症対応型通所介護 定員１０人（休止中）


