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健康や福祉に関する困りごとがあるとき、
まずはご相談ください。

豊田市・豊田市社会福祉協議会

健康と福祉の相談窓口（猿投）
＜猿投コミュニティセンター１階＞

健康や福祉の課題を抱えた世帯の個別支援、地域の健康づくりや
支え合いのまちづくりを担う拠点として2018年８月、
猿投コミュニ
ティセンター内に開設しました。相談先がわからないときや、いく
つもの問題を抱えて困っているときなどにご利用ください。市の保
健師や福祉担当の職員、社会福祉協議会の職員が常駐します。

～高齢の方が安心して健康に暮らせる猿投地域に～
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地図を表示
豊田市四郷町東畑 70-1
健康に関すること 電話 0565-41-3081
福祉に関すること 電話 0565-41-3082

猿投
駅

（猿投コミュニティセンター１階）

青木小

暮らしの困りごとは下記にご連絡ください。

不審な電話や悪質な訪問販売
豊田警察署

電話：0565-35-0110
緊急の場合は110番

高齢者
（65歳以上）
の生活や体調の心配ごと
地域包括支援センター猿投の楽園

電話：0565-45-3717

猿投の福祉便利帳

猿投地域会議では、地域予算提案事業として「高齢者健康長寿サポー
ト事業」に取り組んでいます。この一環として、猿投地域にお住まいの
高齢の方の安心につながるような、豊田市の支援制度やサービスなどの
情報をこの冊子にまとめました。
市の制度などを受ける必要が出てきたときにご利用いただけるよう、
ご自宅に高齢の方がいらっしゃらない方もぜひ、ご一読ください。

健康や福祉に関する困りごとがあるとき、
まずはご相談ください。

健康と福祉の相談窓口（猿投） 猿投コミュニティセンター１階
〒470-0373 豊田市四郷町東畑70-1
健康に関すること 電話：0565-41-3081

豊田市役所地域振興部 猿投支所

〒470-0373 豊田市四郷町東畑70番地1
電話：0565-45-1214 FAX：0565-45-4824
電子メール：sanage-shisho@city.toyota.aichi.jp

福祉に関すること 電話：0565-41-3082

豊田市・猿投地域会議
発行：2019年1月31日

高齢の皆さまを支える市の 安心サービス
自立
状態
介護予防

要支援

自分のことは自分でできる。
元気アップ事業

要介護

人の 手を借りなくても、
何と か自力で生活できる。

自力で生活することが困難で、
何らかの介護を必要としている。

４ページ

ひとり暮らし高齢者等登録制度

安心支援

その方の状況により、利用できるサービスなどが
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元気アップ事業

元気アップ猿投北！

対

象

安心支援

参加回数
参加費
問合せ

65歳以上の方（要介護1~5の方や、医師から運動を制
限されている方を除く）
年間おおむね8回（会場により回数が異なる場合あり）
原則、無料
地域保健課（北部） 電話0565-41-3081

猿投北交流館
第２・第４水曜日の午前10時～正午
年間1,000円
ストレッチ、筋トレ、脳トレ、季節のイベントなど
体操とおしゃべりで体と頭を動かします。
一緒に活動しませんか？見学、大歓迎です！

介護予防

介護予防

会
場
活 動 日 時
参 加 費
活 動 内 容
メッセージ

自治区の集会所など、地域の身近な場所で介護予防を目的とし
たストレッチ、筋力アップ体操、脳力アップなどを教室形式で行
います。教室終了後も自主的に活動が継続できるよう、保健師な
どの講師を派遣して支援します。

〈猿投地域で活動している自主グループ〉
教室終了後も自分たちで集まり、運動を続けています。

友笑クラブ
会
場
活 動 日 時
参 加 費
活 動 内 容
メッセージ

加納町民会館
第２・第４月曜日の午後１時～２時30分
無料
ストレッチ、筋トレ、歌、踊り、抹茶など
和気あいあいと楽しく活動しています。健康な
美男美女がいますので、会いにきてください！

かめかめ元気クラブ
会
場
活 動 日 時
参 加 費
活 動 内 容
メッセージ
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亀首町児童館
第１・第３月曜日の午前10時～正午
無料
ストレッチ、筋トレ、脳トレ、カラオケなど
みんなで楽しくわいわいと活動しています。い
つでも歓迎します！

ひとり暮らし高齢者等登録制度
登録したひとり暮らしの高齢の方の情報を市消防本部や民生委
員、地域包括支援センター猿投の楽園に提供し、地域の見守り体
制を支援します。
対

象

申込み
問合せ

同じ敷地内や隣に配偶者や子ども、または生計をともに
する親族がいない方
民生委員、福祉総合相談課、地域包括支援センター猿投
の楽園（電話0565-45-3717）
福祉総合相談課 電話0565-34-6791
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避難行動要支援者名簿制度

福祉電話訪問事業

災害時に自分で避難することが難しく、支援を必要とする方の
名前や住所、必要な支援や連絡先などの情報を地域で共有します。

ひとり暮らしの高齢の方や重度障がいの方の安否確認と孤立感
の解消のため、週に１回、お電話します。

対

対

象

登録申込み・問合せ
福祉総合相談課

電話0565-34-6791

象

利用料金
利用日時
申込み・問合せ

次のいずれかに当てはまる方
１. ひとり暮らし高齢者等登
録があり、介護保険の認
定を受けている方
２. ひとり暮らしの重度身体
障がい者
無料
月曜日から金曜日の、午前９時から午後４時までの間
で、希望する曜日と時間帯（週に１回）
地域包括支援センター猿投の楽園 電話0565-45-3717
または高齢福祉課 電話0565-34-6984

安心支援

安心支援

在宅で生活し、次のいずれかに当てはまる方
１. 介護保険の要介護3～5の認定者
２. ひとり暮らし高齢者等登録者
３. 在宅重度心身障がい者手当の受給者
４. 身体障がい者手帳の視覚・聴覚・下肢・体幹のい
ずれかが1・2級の方
５. 上記に準じており、希望する方

緊急通報システム設置事業
ひとり暮らしの高齢の方や重度障がいの方の安全を確保するた
め、急病や災害などの緊急時に消防署へ通報する機器を設置しま
す。
対

象

利用料金
申込み・問合せ
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次のいずれかに当てはまる方
１. ひとり暮らし高齢者等登録があり、介護保険の
認定及び特定疾患（呼吸器系、循環器系）のある方
２. ひとり暮らしで身体障がい者手帳1・2級の方
世帯の所得状況により一部本人負担あり
地域包括支援センター猿投の楽園 電話0565-45-3717
または高齢福祉課 電話0565-34-6984

ささえあいネット（高齢者見守りほっとライン）
地域の会社や個人店などが協力機関として市に登録し、日々
の業務の中で高齢の方に関して気がかりなことを感じたら、地
域包括支援センター猿投の楽園や市の高齢福祉
課へ連絡する仕組みです。
猿投中学校区にある32の事業所がささえあい
ネットに登録しています。（2018年6月末時点）
申込み
問合せ

地域包括支援センター猿投の楽園 電話0565-45-3717
地域包括支援センター猿投の楽園
または高齢福祉課 電話0565-34-6984
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シルバーカー購入費助成事業

訪問理美容サービス事業

安心支援

歩行に不安のある高齢の方がシルバーカー（歩行補助車）を購入
する費用の一部を助成します。

外出して理美容店を利用することが困難な高齢の方や障がいの
ある方を対象に、訪問理美容サービスの出張費用を助成します。

歩行に不安のある65歳以上の方
ひとり１回限り
購入費用の半額
（上限10,000円）
注
意 助成を受けるには、シルバー
カーを購入する前に高齢福祉課
へ申請する必要があります。
申込み・問合せ 高齢福祉課
電話0565-34-6984

対

象

内

容

対
象
条
件
助成金額

身寄りのない認知症の高齢の方など、判断能力が不十分な方へ
の後見開始などの審判請求と、請求にかかる費用を助成します。
対
象
問合せ

認知症などがあり、親族がいない方
福祉総合相談課 電話0565-34-6791

生活管理指導短期宿泊事業
日常生活の営みに支障があると認められる高齢の方などを一時
的に施設で受け入れ、生活の支援や生活習慣の改善を行います。
対

象

おおむね65歳以上の方で、介護保険の要介護の認定を
受けていない方
入所先と利用料金
養護老人ホーム若草苑 １日につき1,720円
利用回数
申込み・問合せ
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生活支援

成年後見制度利用支援事業

自己負担金
申込み・問合せ

外出が困難な在宅の方で、次のいず
れかの認定や交付を受けている方
１. 介護保険の要介護３～５
２. 身体障がい者手帳１・２級
３. 療育手帳Ａ判定
４. 精神障がい者保健福祉手帳１級
理美容師の出張費相当額の利用券
を交付（年度内に最大6枚まで交付）
散髪等にかかる費用
地域包括支援センター猿投の楽園 電話0565-45-3717
または高齢福祉課 電話0565-34-6984

年度内に２回まで（１回につき７日以内の利用）
福祉総合相談課 電話0565-34-6791
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自動車学校のスクールバス事業
高齢の方や障がいのある方が、市内自動車学校に通う教習生の
送迎バス空きスペースに乗車できます。
対

象

利用料金
利用時間
実施主体
申込み・問合せ

一人で乗り降りができる65歳
以上の方、障がい者手帳の交
付を受けている方
無料
おおむね午前９時～午後４時
トヨタ中央自動車学校、豊田自動車学校
地域包括支援センター猿投の楽園 電話0565-45-3717
または高齢福祉課 電話0565-34-6984

調理が困難な高齢の方の世帯などへ栄養バランスのとれた弁当
の配達と安否確認を行います。

移動支援

安否確認が必要で、調理
が困難な65歳以上のひと
り暮らしの方、または高
齢の方の世帯など
自己負担金 1食300円
（昼食または夕食のいずれ
か1食のみ）
申込み・問合せ 地域包括支援センター
猿投の楽園
電話0565-45-3717

対

象

ひとり暮らし高齢者等移動費助成事業

象

家族の介護負担の軽減などを目的に、認知症の方や介護する家
族、地域住民など、だれもが気軽に安心して過ごせる場所です。
場
所
開催日時
参加費
メッセージ

問合せ

地域包括支援センター猿投の楽園
お問い合わせください
150円（お茶、お菓子代）
認知症の方、ご家族、ご近所の方など、どなたでも参
加できます。参加のお申し込みは必要ありませんので、
ぜひお気軽にお越しください
地域包括支援センター猿投の楽園 電話0565-45-3717

家族支援

介護保険の認定を受けている65歳以上の在宅の方で、
次のいずれかに当てはまる世帯
１. 単身世帯
２. 同居する方が下記の方のみである世帯
・介護保険の認定を受けている方
・タクシー料金の助成を受けている障がいのある方
・18歳未満の方
助 成 額 タクシー料金助成利用券16,000円相当／年
（乗車料金の半額を助成）
申込み・問合せ 高齢福祉課 電話0565-34-6984
対

認知症カフェ

食事支援

移動に関して家族の支援を受けることが難しいひとり暮らしの
高齢の方などに、タクシーの乗車料金の一部を助成します。
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「食」の自立支援事業（配食サービス）
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認知症介護家族会

かえるメールとよた

認知症の方を介護する家族が集まり、交流会を開いています。
交流会では認知症介護に関する悩みの相談のほか、医師や看護師
などによる勉強会も行っています。
対
象
開催日時
場
所
参加費
問合せ

認知症の方を介護している家族
お問い合わせください（ひと月に１回の開催）
とよた市民活動センター（若宮町・T-FACE A館9階）
無料
高齢福祉課 電話0565-34-6984

認知症などが原因で行方不明になった高齢の方などを早期発見
するために、登録者にメールを配信するサービスです。メール登
録者の目撃情報が、早期発見への手がかりになることがあります。
利用方法

問合せ

豊田警察署または足助警察署で行
方不明者届を提出したときに、
「徘
徊高齢者等の情報提供書」を記入
高齢福祉課 電話0565-34-6984

徘徊高齢者・障がい者等事前登録制度
徘徊のおそれのある方の情報（氏名、住所、特徴、写真など）を
事前に登録いただき、地域包括支援センターや民生委員による日
ごろの見守りや、徘徊時の捜索活動に活用する制度です。
対

象

登録申込み
・問合せ

住所
氏名
特徴

地域包括
支援センター

協力
機関
行方不明時
のみ

徘徊のおそれのある方の連絡先を書いて、本人の洋服にアイロ
ンで貼れる反射素材の名札を配布しています。
象

配布枚数
申込み・問合せ

65歳以上、または65歳未満で要介護や要支援認定を受
けている方などで、徘徊のおそれのある方
年度に10枚まで
地域包括支援センター猿投の楽園
電話0565-45-3717
または高齢福祉課 電話0565-34-6984

▼画像を表示するには
こちらから
URLリンク

かえるメールとよたの
登録方法
スマートフォンなどで
QRコードを読み取るか、
entry@info.city.toyota.
aichi.jpへ空メールを送信

日時：○月○日 午前○
時○分ころ
場所：豊田市○○町
氏名：（カタカナ表示）、
性別、年齢、身長、頭髪、
着衣や履き物の特徴

配信イメージ
字幕イメージ

徘徊者捜索機器利用促進補助金（GPS機器助成）
認知症等の理由により、行方不明になるお
それがある高齢の方のためのGPS機器（居場
所を知らせる装置）の導入費用を助成します。
対象者

問合せ

徘徊のおそれのある高齢の方、65
歳未満で要介護・要支援認定を受
けている方など
地域包括支援センター猿投の楽園
電話0565-45-3717
または高齢福祉課
電話0565-34-6984

家族支援

家族支援

見守り安心マーク
対
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65歳以上、または65歳未満で要介
護や要支援認定を受けている方など
で、徘徊のおそれのある方
地域包括支援センター猿投の楽園
民生
委員
電話0565-45-3717
または高齢福祉課 電話0565-34-6984

行方不明者の発見にご
協力ください。

携帯型

靴内蔵型
13

高齢の皆さまを支援する拠点

地域包括支援センター猿投の楽園 を
ご利用ください。

4

地域包括支援センターは つの面から
高齢の皆さまを支えます。
総合相談支援業務

介護予防ケアマネジメント業務

相談や悩みにお応えします。

自立して暮らせるよう支援します。

高齢の方やご家族、地域の方か
ら寄せられる相談や悩みにお応え
し、情報の提供やサービスを紹介
します。介護や健康のことだけで
なく、生活全般について何でもご
相談ください。

高齢の方が自立して生活できる
ように、生活のしかたやサービス
の利用などについて助言・紹介す
るなど、今の状態に合った健康づ
くりや介護予防のお手伝いをしま
す。

権利擁護業務

包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

高齢の方の権利を守ります。

地域の連携・協力体制を支えます。

安心して日常生活が送れるよう、
高齢の方の権利を守ります。例え
ば、成年後見制度の紹介や虐待の
早期発見、訪問販売や悪質な詐欺
といった消費者被害の未然防止な
どに対応します。

高齢の方が住み慣れた地域で暮
らし続けられるよう、ケアマネジ
ャーを指導や支援するなど、地域
のさまざまな機関や専門家と連携・
協力できる体制づくりに取り組み
ます。

地域包括支援センターは、高齢の皆さまが住み慣れた地域で安
心して生活を送ることができるよう、介護、福祉、保健、医療な
ど、さまざまな相談を受ける総合相談窓口です。
介護に関する相談や心配ごとのほか、健康や福祉、医療や生活
に関することなど、お気軽にご相談ください。
地域包括支援センター猿投の楽園

（特別養護老人ホーム猿投の楽園内）
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加納小

地図を表示

東海環状自動車道

豊田市加納町向井山 9-1

中山IC
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地域包括支援センターの役割
地域包括支援センターには、おもに４つの役割があります。こ
れらの役割を保健師、社会福祉士、ケアマネジャーなどが協力し
て、高齢の皆さまを総合的に支援します。行政機関（豊田市）や地
域の医療機関などとも連携していますので、安心してご利用いた
だけます。

保健師

社会福祉士

主任ケアマネジャー

専門分野を生かして協力し、チームで皆さまを支えます。
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