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1．高齢者の相談先 一覧 
何か困りごとや心配ごとがありましたら、お住まいの地区の民生委員等または下記
連絡先までお気軽にご相談ください。

中津市役所　介護長寿課(中津市豊田町14番地3) 
電話：22-1111

≪中津市高齢者相談支援センター≫ 

【介護保険の保険料や介護サービスに関すること】　　介護係
【要介護認定に関すること】    　　　介護認定係
【介護予防・日常生活支援総合事業に関すること】　　介護予防係
【上記以外の高齢者に関すること】   　　　高齢者福祉係

≪各支所の問合せ先≫ 
　三光支所　総務・住民課  　（　43-2050　）
　本耶馬渓支所　総務・住民課 　（　52-2211　）
　耶馬溪支所　総務・住民課 　（　54-3111　）
　山国支所　総務・住民課  　（　62-3111　）

≪高齢者相談支援センターとは？≫
　高齢者相談支援センターでは、専門資格を持った職員が高齢者の支援を行い
　ます。電話での相談、又自宅への訪問等を実施し、必要なサービスのご案内
　等を行います。
　※高齢者相談支援センターとは、「地域包括支援センター」の愛称です。

名　称
高齢者相談支援センター 今津・大幡

如水 62-9000いずみの園

電　話 所在地

永添2744番地
高齢者相談支援センター 小楠・鶴居

三保・和田 53-9820三光園 永添933番地1
高齢者相談支援センター

豊田・沖代 24-6015創生園 上宮永298番地1
高齢者相談支援センター

北部・南部 23-0833村　上 諸町1799番地

高齢者相談支援センター 三光・本耶馬渓
耶馬溪・山国 27-8877社　協

耶馬溪町
大字柿坂138番地1
（耶馬溪支所1階）

担当校区
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2．高齢者福祉サービス 一覧 
　中津市は、高齢者の方も安心して暮らせるよう様々な取り組みを実施しています。
下記一覧の問合先として、介護長寿課と記載があるものは、各支所 総務・住民課
でも問い合わせすることができます。

目　的

高齢者の孤立ゼロ対策　　問合せ先：介護長寿課高齢者福祉係
孤立しがちな高齢者を把握し、必要な支援を行い、孤立死発生のリスクの
減少を目指します。また、民生委員さんと協力し、地域での見守り体制を
強化します。

対象者
新たにひとり暮らしとなった75歳以上の方又は新たに75歳になるひとり暮
らしの方で、介護サービスや高齢者福祉サービスの利用がないなど地域で
孤立しがちな高齢者の方

内　容

対象者の自宅へ訪問調査を実施し、日頃の困りごとや心配事等を聞き取り、
支援を行います。
訪問者：校区担当の高齢者相談支援センター職員
※旧下毛地域については「田舎困りごとサポート事業」を活用し、孤立ゼ
ロ対策を実施するため、必要時のみの訪問調査となります。
田舎困りごとサポート事業に関する問合せ先：各支所地域振興課

内　容

（1）緊急通報電話貸与事業

①安心・安否確認

ひとり暮らし高齢者等に対して緊急通報用電話の貸与を行うことにより、急
病等の際の不安感の緩和に繋げます。

対象者
要件

おおむね65歳以上のひとり暮らしの高齢者や寝たきりの高齢者等を抱える
高齢者のみの世帯
利用者負担金（初回取付費用）　5,000円

問合先 高齢者相談支援センター又は
介護長寿課高齢者福祉係

内　容

（2）ひとり暮らし高齢者愛の訪問事業
ひとり暮らし高齢者の安否確認のために乳酸菌飲料の配達を行い、孤独感
の解消に繋げます。

対象者
要件

75歳以上の安否確認の必要なひとり暮らしの高齢者
※近くに家族がいる方や、週3回以上安否確認ができるサービス（デイサ
ービス・ヘルパー等）を利用している方は対象外です。

申込先 地区担当の民生委員
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内　容

（3）老人日常生活用具給付等事業
要介護高齢者及びひとり暮らし高齢者に対し、日常生活用具を給付又は貸
与することにより、日常生活の便宜を図ります。
電磁調理器・火災警報器・自動消火器・高齢者用電話の購入に対して
前年の所得税額に応じて購入補助を行います。

問合先 介護長寿課高齢者福祉係又は高齢者相談支援センター
※別途要件があります。

内　容

（1）「食」の自立支援事業　【安否確認も行います】

②生活に関すること

高齢により、調理が困難となった方などに、配食サービスを行います。

負担額　1食500円（低所得世帯は300円）
・月～金曜日の昼食又は夕食（1日1食）週3回まで
・祝祭日・お盆・年末年始等はお休みです。
・業者は、校区によって異なります。
・一部業者は、特別食（治療食）の対応ができます。

対象者
要件

・65歳以上の方
・ひとり暮らし又は高齢者のみで構成される世帯
　（もしくはこれに準ずる世帯）
・配食等の支援可能な親族がいない方
・加齢等により自ら調理又は栄養管理を行うことが困難である方

問合先 介護長寿課介護予防係又は高齢者相談支援センターへ電話
※申込み後、高齢者相談支援センターによる実態把握調査を行います。

内　容

（2）有償サービス
・住民型有償サービス　　　 内容　家事援助、外出援助など
・シルバーサポートサービス　内容　ゴミ出し、掃除、買物代行など
※詳しい内容、利用料金等については、お問い合わせください。

問合先

住民型有償サービスに関すること　
中津市社会福祉協議会　　　　　TEL：23－2095
シルバーサポートサービスに関すること
中津市シルバー人材センター　　　TEL：24－4567
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内　容

（3）中津市安心おでかけタクシー事業（福祉的交通弱者支援事業）
要介護認定を受けた方や心身に重度の障がいがある方に対して、タクシー
料金の一部を助成します。
助成金額タクシー利用券　最大12,000円分

対象者
要件

市民税非課税世帯に属する方で、以下のいずれかに該当する方。
①身体障害者手帳：
　視覚障害1級・2級、肢体不自由（※）1・2級
②療育手帳A判定
③精神障害者保健福祉手帳1級
④要介護認定介護1～5
※　詳しい要件についてはお問い合わせください。

申請先 介護長寿課高齢者福祉係又は社会福祉課障害福祉係

内　容

（1）福祉の里づくりサポーター事業

③生きがいづくりに関すること

高齢者自身が行ったボランティア活動に応じてポイントを付与し、それを換
金できます。（上限5,000円／年間）

対象者
要件

65歳以上の高齢者で、中津市が指定した受入機関（約120カ所）でサポ
ーター活動を行える方

申請先 中津市社会福祉協議会（TEL：27-7715）に「中津市福祉の里づくりサ
ポーター登録申請書」を提出して下さい。

内　容

（2）シルバー人材センター
高年齢者が経験と能力を生かしながら、働く事（剪定・草刈り・家事援助等）
を通じて地域社会に貢献し、生きがいと追加的収入を得ることを支援します。

問合先 中津市シルバー人材センター　（TEL：24-4567）

内　容

（3）元気！いきいき★週一体操教室
地域の住民が容易に通える範囲での集会所等で、最低週1回集まって、筋力
向上の体操を行う住民主体の通いの場の立ち上げを支援します。
立ち上がった教室には、運動指導士の派遣や体力測定などの支援を行いま
す。

問合先 介護長寿課介護予防係又は高齢者相談支援センター
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対象等別途要件があります。詳しくはお問い合わせください。
④在宅で介護している方への助成

⑤認知症支援に関すること

⑥生活支援ハウス（ホーム）・養護老人ホームに関すること

中津市徘徊高齢者等
SOSネットワーク事業

問合せ先：介護長寿課高齢者福祉係
徘徊のおそれのある認知症高齢者等を事前登録し、行方
不明時の早期発見に繋げます。

中津市どこ・どこ
サービス事業

認知症の症状により行方不明になるおそれのある方（ご
家族）に対し、GPS機器の貸出を行います。

オレンジカフェ 認知症の人や家族、地域の方等が気軽に集まり、談笑し
たり、心配な事を専門職に相談ができます。

認知症家族の集い 認知症介護家族が集まり、家族同士の意見交換を行い、
介護者の負担軽減を図ります。

成年後見人制度
利用支援事業

認知症などで判断能力が不十分な人の財産等を守るため
に、制度を利用する際の支援を行います。

家族介護用品
支援事業

問合先
介護長寿課
介護予防係

在宅高齢者（要介護4又は5の方）の介護に必要
な介護用品の購入に係る費用の補助を行います。

家族介護慰労
金支給事業

問合先
介護長寿課
介護予防係

在宅の要介護高齢者（要介護4又は5の方）を
介護している家族へ、介護を行っていることに
対する慰労金を支給します。

老人介護手当
支給事業

問合先
介護長寿課
高齢者福祉係

在宅で寝たきり又は重度認知症の高齢者（65
歳以上）を1年以上継続して介護している方に、
介護手当を支給します。

内　容

（1）生活支援ハウス（ホーム）
市内在住で、高齢等のため独立して生活することに不安があり、家族による
援助が困難な方が入所できる施設です。
※介護保険施設ではありませんので、介護が必要な方は対象外です。
・生活支援ハウス（本耶馬渓・山国）・生活支援ホーム（耶馬溪）

申込先 各支所の総務・住民課　　※対象者等別途要件があります。
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内　容

（2）養護老人ホーム中津市豊寿園
環境上の理由及び経済的な理由により、居宅において養護を受けることが
困難な65歳以上の方が入所し、養護することを目的とする施設です。
※介護保険施設ではありませんので、介護が必要な方は対象外です。

生活する上で介護が必要な状態になった場合は、介護保険サービスを
利用することも可能です。必要な支援の度合い（要介護度）によって、
受けられるサービスは異なります。

※サービスの内容については、
　詳しくは介護長寿課へお問い合わせ下さい。

申込先 介護長寿課高齢者福祉係　　※対象者等別途要件があります。

⑦介護保険制度

①申請

サービス利用の手順
本人または家族からの申請が必要です。
申請窓口：介護長寿課介護認定係、各支所 総務・住民課
※高齢者相談支援センター等が代行することもできます。

②要介護認定

申請後、ご自宅（入院している場合は病院等）へ調査員が訪問し調
査を行います。
その後、その結果及び主治医の意見書等を参考に公平な審査・判定
が行われ、介護や支援が必要な度合い（要介護度）が決まります。

⑤サービスの
利用開始

通所介護（デイサービス）、訪問介護（ホームヘルプ）等本人の生活
に応じたサービスを利用することが出来ます。

④サービス利
用のプランの
作成

介護保険サービスを利用する場合は、介護支援専門員（ケアマネ
ジャー）等と必要性に応じてサービスを組み合わせたケアプランを作
成します。
介護認定の結果によって、利用できるサービスが異なります。

③結果の通知 要介護度の判定結果を申請者に通知します。


