
新しい総合事業について 
（２０１４年愛知自治体キャラバンまとめ） 

 

【多様な主体による多様なサービス】 

・多様な主体としては、住民主体によるＮＰＯやボランティア団体のほか、自治会やシルバー人材センター

などが想定されている。 

・多様なサービスとしては、外出支援（通院、買い物）や生活支援（家事援助、ゴミ出しなど）、安否確認、ミ

ニデイサービス、各種教室等が想定されている。 

【市町村の体制】 

・担当するのは介護保険の所管課が担当することが多いと考えられる。自治体によっては、地域包括支援

センターが担当するところもある。 

・担当職員数、想定される委託先等について、未定とする自治体が多いが、「多様な主体による多様なサ

ービス」で想定しているＮＰＯ、ボランティア団体、シルバー人材センターが委託先・連携先として挙げら

れている。 

【その他】 

・「多様な主体による多様なサービス」も「市町村の体制」も検討中・未定としている自治体が多い。 

・知多北部広域連合（東海市・大府市・知多市・東浦町）は広域連合としてではなく、各市町村での実施と

なる。 
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１ 名古屋市 国のガイドライン案によると、多様なサービ

スについては、現行の訪問介護又は通所

介護で定められている指定基準を緩和し

た、ＮＰＯや民間事業所等が提供するサ

ービスと、ボランティア等住民主体による支

援等が想定されており、本市としてもガイド

ラインを踏まえ、「多様な主体による多様な

サービス」について検討していく。 

新しい総合事業を実施する本市の体制に

ついては、現在検討中 

２ 豊橋市 国の指針に基づき検討中 国の指針に基づき検討中 

３ 岡崎市 ・ミニデイサービス 

・サロン 

・運動、レクリエーション活動 

・外出支援（買い物、通院等） 

・洗濯、調理等の支援 

・ゴミ出し 

未定 

４ 一宮市 未定 担当課：高年福祉課 

担当職員数：未定 

想定される委託先・連絡先：未定 

５ 瀬戸市 調理、清掃、ゴミ出しなどの生活援助、運

動やレクリーション教室など 

担当課：高齢者福祉課 

他は未定 

６ 半田市 ■多様な主体 ボランティア団体、ＮＰＯ

法人、地域ふれあい施設運営者、シルバ

ー人材センターなど 

■多様なサービス 〔訪問型サービス〕居

宅の掃除、食事の用意、洗濯、買い物支

援など 

〔通所型サービス〕地域ふれあい施設、お

でかけサロンなど 

■担当課：介護保険課 

■担当職員数：未定 

■想定される委託先・連携先等：１）の「多

様な主体」に記載した団体、地域包括支

援センター等 



市町村名 
１）「多様な主体による多様なサービス」に

ついて想定されるもの 
２）市町村の体制について 

７ 春日井市 主体として想定されるのは、シルバー人材

センター、ＮＰＯ法人、町内会、ボランティ

ア団体等で、簡易な生活支援サービスや

ミニデイサービス、交流の場を提供するこ

と等を想定しています。 

介護保険課が所管し、春日井市社会福祉

協議会を始めとする社会福祉法人等との

連携を想定しています。 

８ 豊川市 訪問介護（家事援助）、通所介護（機能訓

練、体操教室）、外出支援、買い物支援、

声かけ・安否確認、認知症カフェ 

担当課：健康福祉部介護高齢課 

担当職員数：未定 

想定される委託先・連携先等：地域包括支

援センター、シルバー人材センター、介護

サービス提供事業所等 

９ 津島市 生活支援サービスについては、民間事業

所、ボランティアグループ、シルバー人材

センター、社会福祉協議会等が想定され

ますが、訪問・通所介護については、既存

の事業所を考えております。 

 

１０ 碧南市 今後、検討します。 今後、検討します。 

１１ 刈谷市 ・住民ボランティアによるゴミ出し等の生活

支援サービス 

・ＮＰＯ、民間事業者等によるミニデイサー

ビス、掃除・洗濯等の生活支援サービス 

・コミュニティサロン、住民主体の運動・交

流の場 

担当課は長寿課になりますが、その他に

ついては未定です。 

１２ 豊田市 現在、第６期介護保険事業計画において

検討中 

現在、第６期介護保険事業計画において

検討中 

１３ 安城市 ・民間事業者、ＮＰＯ、シルバー人材セン

ター等による家事援助やミニデイサービ

ス（緩和した基準）によるサービス提供 

・地域住民等によるゴミ出し・買い物などの

軽度の援助やサロン等の介護予防に繋

がるサービス 

・保健・医療の専門職による短期集中予防

サービス（現在の二次予防事業相当） 

・介護予防・生活支援と一体的に提供され

る移動支援や移送前後の生活支援等 

担当課：介護保健課、社会福祉課、健康

推進課 

担当職員数：未定 

想定される委託先・連携先等：介護事業

所、市社会福祉協議会、シルバー人材セ

ンター、町内福祉委員会、ボランティアグ

ループ 

１４ 西尾市 現在未定。想定として、実施中の事業のう

ち、ボランティアに事業委託している宅老

所事業を通所型サービスＢに、また、新た

にボランティアを募り、生活支援を目的とし

た訪問型サービスＢを実施できないか検

討中。 

長寿課、地域支援担当６名 

１５ 蒲郡市 ・介護事業者による通所介護、訪問介護、

その他生活支援を活動主体とするＮＰＯ

法人、ボランティアの育成 

・現状：ふれあい蒲郡・有償ボランティア 

：いきいきサロン・市・社協の補助に

より市内１５箇所で居場所づくり 

担当課：長寿課 

担当職員数：５人 

想定される委託先：医療法人、社会福祉

法人、介護事業者 

想定される連携先：社会福祉協議会、地

域包括支援センター 

１６ 犬山市 訪問介護、通所介護、運動機能向上教

室、口腔、栄養教室、認知症予防教室、

配食サービス、安否確認 

担当課：長寿社会課 

その他：未定 
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１７ 常滑市 主体：ＮＰＯ法人、老人クラブ、ボランティ

ア、事業所 

サービス：ゴミ出し、地域での運動教室、

認知症カフェ 

福祉課、地域包括支援センター 

１８ 江南市 ポイント制ボランティア 現在健康づくり課を主体として、生き生き

マイレージ制度の実施を検討中 

１９ 小牧市 既存の事業者をはじめ、ＮＰＯやボランテ

ィア団体などを想定しており、サービス内

容については、現在研究中。 

体制について検討中。 

２０ 稲沢市 現行の介護予防訪問介護事業所 

現行の介護予防通所介護事業所 

他は検討中 

担当課：高齢介護課 

他は検討中 

２１ 新城市 ミニデイサービス、サロン常設、買い物支

援、筋力アップ教室等 

広域連合設立を踏まえ協議中 

２２ 東海市 ※回答なし 

２３ 大府市 ※回答なし 

２４ 知多市 知多北部広域連合の構成市町では、平成

２９年４月から新しい総合事業を開始する

こととしているため、現時点では不明。 

知多北部広域連合の構成市町では、平成

２９年４月から新しい総合事業を開始する

こととしているため、現時点では不明。 

２５ 知立市 既存の介護サービス事業者以外について

は、未定です 

担当課：長寿介護課 

職員数：未定 

委託先等：未定 

２６ 尾張旭市 現在のところ、お示しできるような形になっ

たものは想定できていない。 

未定です。 

２７ 高浜市 ・シルバー人材センターによる家事援助サ

ービス 

・社会福祉協議会によるふれあいサービス

（家事援助・移送サービス・介護サービ

ス） 

・社会福祉協議会による配食サービス 

・まちづくり協議会による見守りサービス、

健康体操 など 

・担当課：介護保険・障がいＧ、福祉まるご

と相談Ｇ、保健福祉Ｇ、生涯現役まちづく

りＧ 

・担当職員：未定 

２８ 岩倉市 多様な主体としては、住民主体によるボラ

ンティアやＮＰＯ、民間企業などを想定し

ています。 

多様なサービスには、生活援助、地域サロ

ンの開催や見守り、安否確認、外出支援

等が想定されます。 

介護福祉課が担当します。それ以外につ

いて、現時点では具体的なことが決まって

いませんが、実施に向けて検討中です。 

２９ 豊明市 ・民間業者、ＮＰＯ、協同組合による掃除、

買い物、調理 

・シルバー人材センター、ボランティアによ

るゴミ出し 

・ボランティアによる見守り 

・ＮＰＯ、ボランティア、民間事業者による

通所系サービス 

高齢福祉課５名、地域包括支援センター８

名、ＮＰＯ、協同組合、民間業者、ボランテ

ィア 
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３０ 日進市 既存の事業所、ＮＰＯ法人、ボランティア

団体などが主体になりサービスが提供され

ることとなると思われますが、詳細は今のと

ころ不明です。先進自治体を参考にしな

がら事業をすすめていきたいと考えていま

す。 

市町村の体制としましては、高齢福祉課、

地域支援課 職員４名の予定であり、連携

先等は既存の事業所、ＮＰＯ法人、ボラン

ティア団体を考えております。 

３１ 田原市 訪問型サービスとしては、 

①住民主体、ボランティア主体の自主活

動として行う生活援助 

②短期集中予防サービスとして市の保健

師等による居宅での相談指導。 

通所型サービスとしては、 

①住民主体、ボランティア主体の体操、運

動等の自主的な通いの場の提供 

②生活機能を改善するための運動器の機

能向上や栄養改善等のプログラムを市

の保健師等で行う短期集中サービス。 

担当課：高齢福祉課 

担当職員数：未定 

委託・連携先：住民ボランティア、市の保

健師 

３２ 愛西市 生活援助、運動器の機能向上や口腔機

能向上のための短期集中予防サービス、

栄養改善を目的とした配食サービス、住民

ボランティア等が行う見守り。 

担当課：地域包括支援センター（組織再編

による） 

担当職員数：未定 

想定される委託先・連携先等：ＮＰＯ、社会

福祉協議会、シルバー人材センター、民

間事業所、農業協同組合等 

３３ 清須市 ・見守り 

・安否確認、外出支援、買い物 

・調理 

・清掃等家事援助、地域サロン等 

実施主体…清須市単独 

担当課…健康福祉部高齢福祉課 

担当職員数…３名程度 

委託先・連携先…清須市シルバー人材セ

ンター、既存介護サービス事業所、ＮＰ

Ｏ、企業、高齢者かかりつけ医療機関、

清須市地域包括支援センター等 

３４ 北名古屋市 検討中。 

市民のニーズを把握し検討していきます。 

担当課：高齢福祉課 

担当職員数：未定 

委託先等：検討中 

３５ 弥富市 「ささえあいセンター」による日常生活支援 既存の事業所への委託を検討 

３６ みよし市 検討中です 未定です 

３７ あま市 訪問型サービスとしては、事業所主体、ボ

ランティア主体の生活援助等や保健師等

による訪問相談、通所型サービスとして

は、事業所やボランティア主体のミニデイ

サービス、ボランティア主体の体操、運動

等の活動、保健師等による生活機能改善

のための教室などを予定しています。 

担当課：高齢福祉課、地域包括支援セン

ター（直営） 

担当職員数：未定 

想定される委託先：あま市社会福祉協議

会、ボランティア団体、介護保険事業所他 

連携先等：企画政策課、社会福祉課、健

康推進課、生涯学習課 

３８ 長久手市 ワンコインサービス事業のサービス提供者

として、市内の元気な高齢者がサービス提

供の担い手となり、在宅の高齢者に対し、

軽度な日常生活の援助（ゴミ捨てや電球

交換など）を行っている。 

長寿課、１３名、その他詳細は、未定。 
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３９ 東郷町 総合事業の担い手としては、既存の事業

所を始めとし、ＮＰＯやボランティアのほ

か、シルバー人材センター、社会福祉協

議会、ＪＡ、区・自治会などが想定されま

す。 

長寿介護課、地域包括支援センターが主

体となると想定されます。 

４０ 豊山町 検討中 福祉課・地域包括支援センター 

職員数 未定 

４１ 大口町 外出支援、配食サービス、軽度生活支

援、サロン事業 

 

４２ 扶桑町 訪問介護、通所介護、生活支援サービ

ス、ミニデイサービス、サロン、介護予防教

室等 

担当課：介護健康課 

担当職員数：現状職員で兼務見込 

想定される委託先：（指定）既存の介護保

険指定事業者 

（委託、補助等）ＮＰＯ、民間企業等 

４３ 大治町 ボランティアによる家事支援、見守り 

ＮＰＯ等によるミニデイサービス  など 

担当課：民生課 

その他については、今後検討していきます 

４４ 蟹江町 現在未想定 未定 

４５ 飛島村 今後、検討する。 今後、検討する。 

４６ 阿久比町 ・地域サロン 

・見守り、安否確認 

・外出支援 

・買い物、調理、掃除などの家事支援 

担当課：民生部健康介護課 

職員数：３名 

委託先：住民ボランティア、ＮＰＯ法人等を

予定 

４７ 東浦町 ・ＮＰＯ、民間事業者等による清掃、洗濯

等の生活支援 

・住民ボランティアによるゴミ出し等の生活

支援 

・サロンの充実 

東浦町福祉課高齢福祉係 

（実施主体等具体的な検討なし） 

４８ 南知多町 事業計画策定の中で検討 担当課：保険介護課、地域包括支援セン

ター 

事業計画策定の中で検討 

４９ 美浜町 検討中 検討中 

５０ 武豊町 シルバー人材センターやＮＰＯ等による生

活支援 

未定 

５１ 幸田町 ・老人福祉センターを利用したデイサービ

ス 

・シルバー人材センターの生活支援サー

ビス 

・ボランティアによる配食・見守りサービス 

・公民館等を利用した介護予防教室 

・公民館等を利用した居場所（サロン） 

福祉課 １．５名 

地域包括支援センター 

シルバー人材センター 

５２ 設楽町 高齢者サロン【デイサービス】 未定 

５３ 東栄町 ※未回答 

５４ 豊根村 ・地域、およびボランティアによるゴミ出し

援助 

・自主団体による体力づくり 

・自主団体による料理教室や工作教室な

ど 

担当課：住民課 

担当職員数：介護保険担当１名、保健セン

ター４名 

委託先：社会福祉協議会 

連携先：シルバー人材センター 

 


