
　１　指定介護予防支援事業

予定

◎予防給付業務委託事業所

1 津島市東愛宕町1丁目54番地1

2 あま市本郷取替12フェリックス林102号室

3 あま市新居屋上権現89番地2

4 あま市二ツ寺西高須賀2番地

5 あま市新居屋高島35

6 あま市西今宿馬洗46番地

7 あま市新居屋鶴田14番地

8 あま市七宝町下田矢倉下1397番地7

9 稲沢市奥田堀畑町143番地

10 あま市木田飛江ノ見75番地1

11

12 名古屋市中川区打出二丁目347番地

13

14

15 津島市神守町字下町2番地

16 海部郡蟹江町西之森長瀬下65番地14

17

18 海部郡大治町八ツ屋字裏畑53-2

居宅介護支援事業所かにえ

居宅支援こよみ

居宅介護支援事業所幸

うららケアセンター

オーネスト千の音指定居宅介護支援事業所

介護支援事業所まつかげ

介護支援センター千音寺

介護相談室絆サポートおおはる

かもり介護センター

愛宕ケアセンターまほろば

あしたば居宅介護支援事業所

あま居宅介護支援事業所

あま恵寿荘居宅介護支援事業所

あま在宅介護相談センター

あま市社会福祉協議会居宅介護支援事業所

令和３年度あま市社会福祉協議会地域包括支援センター事業実績

所　在　地

海部郡大治町北間島屋敷123番地

名古屋市中川区富田町千音寺間渡里2866-1

名古屋市中川区富田町大字千音寺字下川西833番地

海部東部介護支援センター

あゆ

いろは居宅介護支援事業所

合計 262人 0人 4550人 119人 4931人

2月 20人 0人 409人 18人 447人

1月 23人 0人 421人 6人 450人

12月 25人 0人 417人 11人 453人

11月 25人 0人 418人 11人 454人

10月 24人 0人 419人 9人 452人

9月 23人 0人 418人 7人 448人

7月 26人 0人 424人 11人 461人

6月 25人 0人 406人 17人

8月 23人 0人 417人

5月 25人 0人 403人 10人 438人

合計

4月 23人 0人 398人 9人 430人

448人

10人 450人

名古屋市中川区富田町大字千音寺字間渡里2883番地

令和4年2月末現在
事　業　所　名

・介護保険において、予防給付の対象となる要支援１・２と認定された人に対して、要支援状態の改善
や重度化の予防のために介護予防支援を実施

・申請手続き、契約、介護予防プラン作成、給付管理などの業務を実施

・業務の一部（アセスメント、介護予防プラン作成等）について、65件（市内28件･市外37件）の居宅
介護支援事業所に委託

令和4年2月末現在

給付月
利用者数

包括（継続） 包括（新規） 委託（継続） 委託（新規）
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19 名古屋市中川区外新町二丁目49-3

20 津島市莪原町字郷西30番地1

21 あま市七宝町沖之島九之坪44番地

22 津島氏新開町一丁目62番地

23 津島市寺野町字好土44番地

24 あま市甚目寺桑丸57-7

25

26 清須市阿原北野37-2

27

28 海部郡大治町大字東條字郷前29番地

29 あま市森一丁目7番地3

30

31 あま市甚目寺権現97-2

32 清須市阿原鴨池76-1

33 あま市木田飛江ノ見74番地5

34

35 あま市七宝町下田上才当治23

36 愛西市勝幡町緑町48番地

37 あま市七宝町遠島新開20-1

38 清須市須ヶ口2332番地2

39

40 名古屋市中村区鈍池町3-1

41 弥富市鯏浦町西前新田43

42 名古屋市昭和区山里町53-2

43 あま市七宝町安松14丁目97番地

44 海部郡蟹江町須成西7丁目90番地1

45 あま市木折寺田15番地2

46 海部郡大治町大字西條字柳原37-1

47 あま市七宝町下田矢倉下1433番地

48 あま市本郷郷前9番地

49 清須市鍋片1丁目81メゾン丸の内201

50 あま市七宝町桂親田2027番地

51 稲沢市稲沢町前田294-1

52 清須市土器野211-5

53

54 あま市森2丁目6番地5

55 あま市木田五反田87-4

56 稲沢市稲沢町下田91-1

57 稲沢市平和町下起南275番地

58

59

60 あま市富塚七反地41番地2

61 愛西市赤目町山之神30番地1

62 あま市森1丁目10-12

63 稲沢市東緑町三丁目3番地

64 あま市森3丁目13-2

65 名古屋市中村区白子町2丁目7番地

美和ケアプラン

明範荘指定居宅介護支援事業所

森和心居宅介護支援事業所

やまと介護サービス

ライフケア居宅支援センターあま

楽笑苑

プライマリケアプランセンター

ほのぼのあま指定居宅介護支援事業所

ほのぼの稲沢指定居宅介護支援事業所

ほのぼの平和指定居宅介護支援事業所

マカリエ居宅介護支援事業所

丸家

たんぽぽ居宅介護支援甚目寺

ティアレ介護支援ステーション

ハート医科介護支援センター

福祉の里　稲沢営業所

福神居宅介護支援事業所

伏屋居宅介護支援事業所

在宅福祉総合サポートセンター　ひだまり　

さくら指定居宅介護支援事業所

セーヌ蟹江居宅介護支援事業所

清温居宅介護支援事業所

四季の里居宅介護支援事業所

宝会指定居宅介護支援事業所

ケアプランセンター・花水木

ケアプランセンターりーでれ

ケアプランハウスゆう

ケアプランライナス

ケアプランナーズひさご

ケアプランみなとも弥富

けあぷらんさつき

ケアプラン・ニッケあま

ケアプランはるひ

ケアプランひばり

ケアプランひまわり

ケアプランセンター心彩

居宅介護支援事業所ゆいまーる

居宅介護支援センター陽だまりの里

ケアセンターくすのき

Ｋライン・ケアプランセンター稲沢

Ｋライン・ケアプランセンター新川

Ｋライン・ケアプランセンター美和

居宅介護支援事業所パピヨン

居宅介護支援事業所ひまわり

居宅介護支援事業所みやび

あま市森山江端24番地6

あま市蜂須賀北本郷1317-1

稲沢市北麻績町沼25

海部郡蟹江町学戸6-130　学戸スカイマンション203

海部郡大治町花常フケ49-1ｴﾙｼｴﾛ大治504

名古屋市中川区春田3-132ﾗｲｵﾝｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ春田ｲｰｽﾄ801

ケアプランあいご

ケアプランかすみ草

あま市本郷花の木45番地　パークサイドパレス102

清須市西枇杷島町花咲7　ラ・フォーレ花咲2C
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　２　介護予防ケアマネジメント事業（第１号介護予防支援事業）

・申請手続き、契約、介護予防プラン作成、給付管理などの業務を実施

予定

◎第1号介護予防支援業務委託事業所

1 津島市東愛宕町1丁目54番地1

2 あま市本郷取替12フェリックス林102号室

3 あま市新居屋上権現89番地2

4 あま市二ツ寺西高須賀2番地

5 あま市新居屋高島35

6 あま市西今宿馬洗46番地

7 あま市新居屋鶴田14番地

8 あま市七宝町下田矢倉下1397番地7

9 稲沢市奥田堀畑町143番地

10 あま市木田飛江ノ見75番地1

11

12 名古屋市中川区打出二丁目347番地

13

14

15 津島市神守町字下町2番地

16 海部郡蟹江町西之森長瀬下65番地14

17

18 海部郡大治町八ツ屋字裏畑53-2

19 名古屋市中川区外新町二丁目49-3

20 津島市莪原町字郷西30番地1

居宅介護支援事業所パピヨン

居宅介護支援事業所ひまわり

介護支援センター千音寺

介護相談室絆サポートおおはる

かもり介護センター

居宅介護支援事業所かにえ

居宅支援こよみ

居宅介護支援事業所幸

海部東部介護支援センター

あゆ

いろは居宅介護支援事業所

うららケアセンター

オーネスト千の音指定居宅介護支援事業所

介護支援事業所まつかげ

愛宕ケアセンターまほろば

あしたば居宅介護支援事業所

あま居宅介護支援事業所

あま恵寿荘居宅介護支援事業所

あま在宅介護相談センター

あま市社会福祉協議会居宅介護支援事業所

令和4年2月末現在

名古屋市中川区富田町大字千音寺字下川西833番地

名古屋市中川区富田町大字千音寺字間渡里2883番地

事　業　所　名 所　在　地

海部郡大治町北間島屋敷123番地

名古屋市中川区富田町千音寺間渡里2866-1

合計 154人 0人 2930人 120人 3204人

2月 11人 0人 253人 4人 268人

1月 12人 0人 264人 11人 287人

12月 12人 0人 267人 16人 295人

11月 13人 0人 271人 15人 299人

10月 14人 0人 272人 13人 299人

9月 15人 0人 263人 13人 291人

8月 15人 0人 267人 10人 292人

7月 15人 0人 264人 9人 288人

6月 13人 0人 270人 8人 291人

5月 15人 0人 271人 13人 299人

4月 19人 0人 268人 8人 295人

給付月
利用者数

包括（継続） 包括（新規） 委託（継続） 委託（新規） 合計

・業務の一部（アセスメント、介護予防プラン作成等）について、65件（市内28件･市外37件）の居宅
介護支援事業所に委託

令和4年2月末現在

・介護保険において、介護予防・生活支援サービス事業の対象となる要支援１・２、事業対象者と認定
された人に対して、要支援状態の改善や重度化の予防のために介護予防ケアマネジメントを実施
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21 あま市七宝町沖之島九之坪44番地

22 津島氏新開町一丁目62番地

23 津島市寺野町字好土44番地

24 あま市甚目寺桑丸57-7

25

26 清須市阿原北野37-2

27

28 海部郡大治町大字東條字郷前29番地

29 あま市森一丁目7番地3

30

31 あま市甚目寺権現97-2

32 清須市阿原鴨池76-1

33 あま市木田飛江ノ見74番地5

34

35 あま市七宝町下田上才当治23

36 愛西市勝幡町緑町48番地

37 あま市七宝町遠島新開20-1

38 清須市須ヶ口2332番地2

39

40 名古屋市中村区鈍池町3-1

41 弥富市鯏浦町西前新田43

42 名古屋市昭和区妙見町63

43 あま市七宝町安松14丁目97番地

44 海部郡蟹江町須成西7丁目90番地1

45 あま市木折寺田15番地2

46 海部郡大治町大字西條字柳原37-1

47 あま市七宝町下田矢倉下1433番地

48 あま市本郷郷前9番地

49 清須市鍋片1丁目81メゾン丸の内201

50 あま市七宝町桂親田2027番地

51 稲沢市稲沢町前田294-1

52 清須市土器野211-5

53

54 あま市森2丁目6番地5

55 あま市木田五反田87-4

56 稲沢市稲沢町下田91-1

57 稲沢市平和町西光坊新町73

58

59

60 あま市富塚七反地41番地2

61 愛西市赤目町山之神30番地1

62 あま市森3丁目9番5号

63 稲沢市東緑町三丁目3番地

64 あま市森3丁目13-2

65 名古屋市中村区白子町2丁目7番地

明範荘指定居宅介護支援事業所

森和心居宅介護支援事業所

やまと介護サービス

ライフケア居宅支援センターあま

楽笑苑

ほのぼのあま指定居宅介護支援事業所

ほのぼの稲沢指定居宅介護支援事業所

ほのぼの平和指定居宅介護支援事業所

マカリエ居宅介護支援事業所

丸家

美和ケアプラン

ティアレ介護支援ステーション

ハート医科介護支援センター

福祉の里稲沢営業所

福神居宅介護支援事業所

伏屋居宅介護支援事業所

プライマリケアプランセンター

さくら指定居宅介護支援事業所

セーヌ蟹江居宅介護支援事業所

清温居宅介護支援事業所

四季の里居宅介護支援事業所

宝会指定居宅介護支援事業所

たんぽぽ居宅介護支援甚目寺

ケアプランセンターりーでれ

ケアプランハウスゆう

ケアプランライナス

ケアプランナーズひさご

ケアプランみなとも弥富

在宅福祉総合サポートセンターひだまり　

ケアプラン・ニッケあま

ケアプランはるひ

ケアプランひばり

ケアプランひまわり

ケアプランセンター心彩

ケアプランセンター・花水木

Ｋライン・ケアプランセンター稲沢

Ｋライン・ケアプランセンター新川

Ｋライン・ケアプランセンター美和

ケアプランあいご

ケアプランかすみ草

けあぷらんさつき

居宅介護支援事業所みやび

居宅介護支援事業所ゆいまーる

居宅介護支援センター陽だまりの里

ケアセンターくすのき

あま市森山江端24番地6

海部郡大治町花常フケ49-1ｴﾙｼｴﾛ大治504

稲沢市北麻績町沼25

あま市蜂須賀北本郷1317-1

清須市西枇杷島町花咲7　ラ・フォーレ花咲2C

あま市本郷花の木45番地　パークサイドパレス102

名古屋市中川区春田3-132ﾗｲｵﾝｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ春田ｲｰｽﾄ801

海部郡蟹江町学戸6-130　学戸スカイマンション203
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　３　総合相談支援事業

件 件 件 件

　◎新規相談者（ 990  件）内訳

1 件

2 件

3 件

4 件

5 件

6 件

7 件

8 件

9 件

10 　関係委員 件

11 　金融機関 件

12 件

13 件

件

　◎新規相談対応状況内訳（複数回答）

令和4年2月末現在

1 件

2 件

3 件

4 件

5 件

6 件

7 件

8 件

9 件

10 件

11 件

件

　その他 10 1.0%

　介護関連説明・紹介

　その他 1

合 　計 1,268

　権利擁護・成年後見 8

　苦情 2

　行政サービス・制度の活用 34

　支援困難 9

　地域資源の活用 61

　病院関係説明・紹介 55

　認知症支援 85

　独居生活支援 63

692

　状況確認 258

合 　計 990 100.0%

相　談　内　容 件　数

2 0.2%

1 0.1%

　社会福祉協議会等 22 2.2%

　知人・友人 12 1.2%

　民生委員・児童委員 44 4.4%

　介護保険事業所 34 3.4%

　医療機関 104 10.5%

　ケアマネジャー 86 8.7%

　行政機関 174 17.6%

　本人 107 10.8%

令和4年2月末現在
相　談　者 件　数 構成割合

　家族・親族 394 39.8%

令和3年度 5,925 2,947 1,095 9,967

  高齢者に対するワンストップサービスの拠点として、地域に住む高齢者の様々な相談を受
け止め、適切な機関、制度、サービスにつなぎ、継続的に支援する。

令和4年2月末現在

年　度 電　話 来　所 訪　問 合　計

　警察 0 0.0%
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　４　権利擁護事業

ケース検討会

毎月、高齢福祉課職員と虐待事案の評価や処遇困難事例の検討・報告等を行う。

※虐待事案の評価件数に関しては、虐待対応件数とする。

　５　包括的継続的ケアマネジメント支援事業

　（１）サービス事業者連絡会

※原則奇数月第３火曜日　午後開催

人

人

人

中止

延期

第５回 1月20日
講座「あま市の健康課題と取組」
　　「認知症サポーター養成講座」

甚目寺総合福祉会館 20

第６回 3月10日 講義「高齢者の感染症対策」 甚目寺総合福祉会館 予定

第３回 9月22日 講義「高齢者の感染症対策」 甚目寺総合福祉会館

第４回 11月18日 演習「介護実践に必要な観察のポイント」 甚目寺総合福祉会館 17

第１回 5月18日
あま市の健康課題と取組～自分ででき
るフレイル予防～

美和総合福祉センター
すみれの里

第２回 7月20日
講義「介護職員のための栄養管理入
門」

甚目寺総合福祉会館 17

　地域の関係機関と連携・協働の体制をつくり、個々の状況や変化に応じて、高齢者を包括的かつ継続
的に支援する。

　サービス事業者間のネットワークづくり及び適切なサービス提供について研修するとともに、介護保
険制度や社会資源についての情報提供や情報交換を行い、介護に携わる人々のスキルの向上を目指す。

※参加事業者については、市内のみでなく、市民に介護保険サービス等を提供している事業者も対象と
して、参加を促す。

回 数 日 程 内 容 場 所 参加人数

令和4年2月末現在

令和4年2月末現在
令和3年度

検討会回数 11回

処遇困難ケース 40件（延べ206件）
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　（２）居宅介護支援事業所交流会

※原則偶数月第３火曜日　午後開催

人

人

人

人

　（３）地域包括ケア会議（介護給付適正化事業を含む）

回 件

　（４）地域ケア個別会議

回 回

延期

個別ケースの課題検討を行い、その中で地域課題の発見等につなげていき、他の会議と連動させてい
く。

中止

令和4年2月末現在

年　度 社協包括 高齢福祉課

令和3年度 14 0

　居宅介護支援事業所に対して、介護保険のケアプランが利用者本位であるか又は自立支援の視点で作
成されているか等を見直し、利用者にとって最適な生活上の支援につながるように、市が実施する会議
に参加する。

令和4年2月末現在
年　度 実施回数 検討ケース

令和3年度 2 10

第５回 12月14日
演習「介護支援専門員のための事例検
討の進め方」

甚目寺総合福祉会館 33

第６回 2月15日
あま市認知症施策と認知症初期集中支
援チームについて講義と事例検討会

甚目寺総合福祉会館

第３回 8月17日
講義「生活困窮者自立支援制度につい
て」

甚目寺総合福祉会館 31

第４回 10月29日
講義「認知症高齢者についての事例検
討」

甚目寺総合福祉会館 31

第１回 4月20日
事業所間交流会
生活支援体制整備事業について

甚目寺総合福祉会館 45

第２回 6月15日
講義「高齢者に必要な栄養について」
「管理栄養士の介護施設での仕事につ
いて」

甚目寺総合福祉会館

　居宅介護支援事業所の介護支援専門員を対象に、ケアマネジャーのネットワークづくり及びケアプラ
ン･介護予防プラン作成勉強会を通して情報提供や情報交換を行い、スキルの向上を目指す。「ケアマ
ネットあま」と協力し交流会を実施。

※参加事業所については、市内の居宅介護支援事業所、予防プランを委託している市外の事業所を対象
とし、介護支援専門員の参加を促す。

回 数 日 程 内 容 場 所 参加人数

令和4年2月末現在
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　６　生活支援体制整備事業

　（１）相談・活動件数

　（２）周知啓発活動

出張講座

人

出前講座

人

　（３）協議体

七宝産業会館

576

花長寿会ボランティア従事者

12月2日

・社協だより（まるっとあま）の中で、あま市支えあい情報～生活支援コーディネーターだより～を掲
載　年3回

第３回

社会福祉協議会 高齢福祉課 生活支援コーディネーター

あま市母子及び寡婦福祉会 遠島地区民生委員 シルバー人材センター

七宝老人福祉センター

＊構成員の内訳

6月29日

七宝地区宝会連合会 沖之島地区コミュニティ推進協議会 伊福地区民生委員

第１回 4月27日 構成員の活動紹介について

第２回 地域のお宝について

七宝老人福祉センター
３地区協議体合同交流会振り返り、地域の取材内容につい
て

・ホームページで生活支援体制整備事業の周知

対　象　者 場　所

　単身や夫婦のみの高齢者世帯や、認知症の高齢者が増加する中、医療・介護のサービスの提供のみな
らず、市が中心となって、生活支援・介護予防サービス（以下「生活支援等サービス」という。）を担
う多様な事業主体と連携しながら、日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を
一体的に図っていくことを目的とする。

令和４年2月末現在

年　度 電　話 来　所 訪　問 メール 合　計

令和3年度 286 95 126 69

参加人数

日　程 内　容

七宝地区協議体

参加人数

4月20日

場　所

日　程

12月3日

居宅介護支援事業所　介護支援専門員 甚目寺総合福祉会館

日　程

45

16

場　所

花長公民館

対　象　者

　生活支援等サービスの体制整備に向け、多様な主体間の情報の共有、連携及び協働による資源開発等
を推進するための話し合いの場

第２層　(七宝地区・美和地区・甚目寺地区)
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３地区協議体合同連絡会

　（４）地域資源の把握

地域ケア会議

回

42人

愛知県生活支援体制整備推進に係る助言者派遣を利用し、ご近所福祉クリエーター酒井保氏を講師に招
き「コロナ禍での地域のお宝発表」を開催する。

日　程 内　容 場　所

あま市役所甚目寺庁舎

場　所

10月12日

・第2層協議体と生活支援コーディネーター活動報告
・講演「生活支援体制整備事業の本質の話」
・地域のお宝発表
　金岩地区コミュニティ協議会のクリーン活動
　伊福地区コミュニティ推進協議会の伊福お助け隊
　上萱津地区ふるさとクラブのラジオ体操

11月12日

令和3年度

実施回数

2

参加人数

七宝焼アート
ヴィレッジ

３地区協議体合同交流会の振り返り、情報交換、甚目寺プロギングに参加第３回

　地域ケア会議で把握した地域の課題や資源の情報を協議体や生活支援コーディネーターが受け取るこ
とで、住民や団体・企業を中心した地域づくりに活かすことができるように、市が実施する会議に参加
する。

萱津地区・實成寺

生活支援コーディネーター

あま市サクサク盛り上げ隊 武田新聞店 介護サービス事業者

シルバー人材センター 社会福祉協議会 高齢福祉課

6月30日 プロギング体験会の振り返りと今後の活動について

＊構成員の内訳

甚目寺老人クラブ連合会
あま市身体障害者福祉協会
ＮＰＯ法人　いち・たすい

あまちゃんの会

第４回 12月12日 プロギング（萱津地区）・實成寺玄米みんなの食堂に参加

あま市役所甚目寺庁舎

高齢福祉課 生活支援コーディネーター

甚目寺地区協議体（まちかどかつや～くネットワーク甚目寺）

第１回 4月10日 プロギング体験会・意見交換

第２回

第５回 1月28日 美和地区のマップについて(まん延防止等重点措置の為中止)

シルバー人材センター 社会福祉協議会

甚目寺総合福祉会館

内　容

パールの会

日　程

第１回 4月23日 美和地区の地域活動表について

＊構成員の内訳

花正地区コミュニティ推進協議会 金岩地区コミュニティ推進協議会 花長地区コミュニティ推進協議会

第４回 12月14日 美和地区のマップについて

美和地区協議体（ささえ愛❤美和～笑顔あふれる美和の郷～）

日　程 内　容 場　所

令和４年2月末現在

年　度

9月9日 美和地区のマップについて(緊急事態宣言の為中止)
美和総合福祉センター

すみれの里

第２回 6月24日 美和地区のマップについて

第３回
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地域活動（地域のお宝）の取材

6月

妙勝寺
（上萱津地区）

4月

場　所 内　容

金岩地区

鷹居地区
自宅近くに食材等を乗せた専用車が来て、自身
で商品を見て購入することができる。買い物の
際に近所の方との交流の場となっている。

あま市のひとり親家庭の子どもたちに笑顔を届
けたいと開催している。キッチンカーを呼び、
たこやき50食をプレゼントした。

日常のお付きあいや地域の集まりの中で、お互いに気にかけあい、支えあっている場面がたくさんあ
る。
地域へ出向き取材をし、顔の見える関係性をつくり、地域資源の把握を行う。

ニコニコたこ配便
（たんぽぽ親子会）

好きな歌でボランティアを行おうと結成。慰問
活動は中止中だが、歌うことが美容と健康に繋
がっており、月2回の練習に励んでいる。

伊福地区
伊福地区の住民のちょっとした困りごとに対
し、伊福在住のボランティアがお助け隊として
生活支援活動を実施している。

コーラスぷらす・りたん
ず
(NPO法人いち・たす・い
ち)

甚目寺公民館

伊福お助け隊

5月

クリーン活動
(金岩地区コミュニティ
協議会)

毎月、月の最終日、寿会の方たちが神社掃除を
行う。掃除が終わると集会所でお茶を飲み一服
している。

伊福集会所
伊福お助け隊活動について、ボランティア同士
で情報共有を行い、より良い活動になるよう定
期的に話し合いを実施している。

子ども・高齢者・障がいのある方・地域の人含
め、誰もが立ち寄れる地域食堂を始めた。

栄南集会所
地域住民がいつでも誰でも利用できるよう毎日
開いている集会所。気にかけ合う関係性が自然
と築かれている。

花長公民館前の畑 花長公民館前の畑
花長公民館で行事があると、畑の持ち主と参加
者が自然に集う。花が共通の話題となり、気の
掛け合う関係になっている。

栄南集会所

あま食堂　ふらっと

伊福生活支援部会

月 名　称

移動スーパー　とくし丸

木田地区

中橋寿会　神社掃除 中橋神明社

2ヶ月に1回地域のゴミ拾いを行うことで、世代
を超え住民同士がつながり、支え合い、防犯・
防災にも繋がっている。

32 ページ



環境美化活動
（上萱津地区）

上萱津防災セン
ター

地域の憩いの場である広場の除草を、年2回地
域の行事として行っている。世代間で情報交換
をし、交流の機会となっている。

7月

なごやか会（徳実地区） 徳実公民館
今年度で8年目、夏休みや冬休みは子ども達に
も参加してもらいやすい企画を実施し、子ども
と高齢者が交流する機会になっている。

桂公民館
今年度で9年目を迎え、スタッフが若い世代へ
交代した。思いを引き継ぎ、楽しく参加しても
らえるよう取り組んでいる。

ほっとな桂・いきいきサ
ロン・太陽

老若男女問わずお風呂・カラオケ・マッサージ
機を利用して自由に過ごせる居場所。多世代交
流の場となっている。

ラジオ体操
（ふるさとクラブ）

上萱津第１ちびっ
こ広場

AMASHI　PLOGGING

名古屋西福音自由
協会

みんなが楽しく集まれる場所を作りたいとの思
いで、平成18年よりスタート。『喜ぶ事は健康
を作る』をモットーに取組んでいる。

コミュニティプラザ萱津
コミュニティプラ
ザ萱津

旧七宝庁舎周辺
ゴミ拾いをしながらウォーキングをするプロギ
ング。週1回、会話を楽しみながら体力作り、
さらに地域が綺麗になる活動。

活動を開始して11年目。継続することで、健康
増進につながっており、お互いに気にかけあう
関係性が生まれている。

ジョイジョイサロン（沖
之島地区）

地域の皆さんが気軽に集まれる場所を作りたい
と思い地域で始められた。多くの方に参加して
もらえるよう方法を考えている。

いこい・しのだ
(篠田地区)

篠田第二集会所

小学生の夏休み期間中、寿会と子供が神明社に
集い、一緒にラジオ体操を行うことで、多世代
の繋がりになっている。

花長寿会
(花長地区)

中橋神明社

あま市内
70～80代の方々が中心となり、働くことを通し
て、社会参加・仲間づくり・健康の維持・地域
貢献を行っている。

月刊全老連で、コロナ禍において新しい手法や
アイデアで取り組みを行っている老人クラブ活
動として花長寿会が掲載された。

ラジオ体操
（中橋地区）

8月 花長地区

いきいきサロン沖之島

9月

沖之島公民館

コロナの影響で半年ぶりにサロンを再開した。
再開したことで改めてサロンを通しての繋がり
があることを実感する。

除草班
(シルバー人材センター
美和地区)

サロン木田 木田公民館
サロン活動。サロン終了後、参加者同士で喫茶
店やランチに行く人もおり、第2の居場所に繋
がっている。
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上萱津地区内

上萱津地区第１回ウォーク
ラーン（上萱津地区コミュニ
ティ協議会・上萱津自主防災
会）

五条川河川敷及び
堤防

センター利用者がコロナ禍で運動不足解消のた
め外を歩くようなり、犬の散歩や親子で散歩し
ている人が仲間になり、輪が広がった。

コロナ禍でも地域住民が集い楽しめることはな
いかと役員内で話し合い、歩いて学ぶイベント
として開催。

お友達数人で体を動かす機会がほしいと10年ほ
ど前から始まった。筋トレ＋脳トレの運動を毎
日続けることで介護予防になっている。

毎日利用する公園を奇麗にするために、地域の
高齢者と小学生が一緒に花壇作りを行い、高齢
者の知恵を小学生に伝授している。

育った地域への恩返しとして18年前に開始。長
く続けることが大事で、毎月無理をせず、でき
る時にできる範囲で行っている。

伊福地区集会所

七宝老人福祉センター周
辺散歩

遠島地区集会所

10月

結の市～いきいきマルシェ～
（セルカホール結葬かとう）

セルカホール甚目
寺

住民が楽しく参加してもらえるイベントを企画
し、葬儀会社のイメージ払拭・身近な相談先と
なるようマルシェを開催。

伊福サロンひだまり

甚目寺総合体育館
周辺の広場や公園

地域清掃活動
（二五六会）

遠島友愛チーム打ち合わ
せ

一人暮らしの方や高齢者のみ世帯を対象に、友
愛チームが安否確認を行っている。定期的に情
報共有し、勉強会を開催している。

上萱津第１ちびっ
こ広場

犬の散歩仲間
甚目寺総合体育館
付近

20年以上毎朝散歩を行っている。散歩以外に野
菜のおすそ分けや携帯電話の操作方法を教え
あったり、お互いさまで助け合っている。

ご近所会

七宝老人福祉セン
ター周辺

金岩サロンのぞみ
(金岩地区)

長福寺

花壇づくり

サロン活動。サロン参加者が、美和東小学校の
生徒に美和音頭の盆踊りを伝える等、地域の活
動に参加している。

始まる前にラジオ体操をみんなで行い、小物作
りやボランティアの発表など企画を検討。住民
同士で交流を楽しんでいる。
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今年の節分は、恵方「北北西」に位置する甚目
寺観音。伝統ある行事を地域住民が大切にし、
多くの方で賑わっていた。

1月

使用済みカイロで水をき
れいに

あま市市民活動セ
ンター

八百小 八百小
食材の配達について、野菜と果物を、市内一律
500円で個人宅へ配達している。

2月 甚目寺観音の節分会 甚目寺観音

ちぎり絵教室
(武田新聞店）

武田新聞店

使い捨てカイロを再利用し河川等の水をきれい
にするプロジェクトにTreeRingとあま市de学生
まちづくりが賛同し、市内にカイロの回収BOX
を設置して、市民活動センターでカイロの中身
を袋に詰め替える作業を実施している。

11月 沖之島　収穫祭

沖之島地区

伊福お助け隊　役員打ち
合わせ

伊福地区集会所

いきいきサロン安松 安松集会所

コロナ禍で減っている地域の方が集まる機会を
作りたいと新聞を使ったちぎり絵教室を開催。
楽しい雰囲気の中、行われていた。

萱津保育園さつま芋堀体
験

稲作体験でとれたもち米を住民に振る舞う行事
として実施。花の苗販売や喫茶コーナーを設け
住民が交流できる場になっている。

保育園の年長が年に１回さつま芋堀の体験を行
う。土を触る喜びと虫との出会いもあり、園児
にとって貴重な体験である。

コロナ禍で住民の方が安心して参加できるよ
う、春は屋外で開催したり、飲み物はペットボ
トルで提供するなど工夫している。

沖之島　神明社

高齢になった際に身近に近所の方と集える場が
ほしいと立ち上げられた。体操やお茶を飲みな
がら楽しく過ごしている。

沖之島歩け歩け大会
コロナの影響もあり2年ぶりの開催。子どもた
ちも楽しめるようスタンプラリーを実施。多世
代の参加があり、情報交換の場となっている。

下之森公民館下之森元気クラブ

金岩文化講演会
(金岩地区)

美和こども園
毎年、金岩夏祭りを開催していたが、コロナ禍
でできなくなったため、金岩住民に対し講演会
を行う。

渡邊さんの畑

12月

中橋寿会
(こども会クリスマス会)

中橋集会所
こども会のクリスマス会に、寿会の方が参加し
プレゼントを贈る。また、紙飛行機作りの講師
も務める。

あま市美和地区寿会総代
会活動発表

すみれの里

コロナ禍により、寿会が行っている例年の活動
を行うことが困難となった。コロナ禍でも活動
した寿会の情報を共有することで、活動できな
かった他の寿会が参考にし、活動できるように
した。

伊福生活支援部会で出た課題について、役員間
で解決策の検討を行っており、よりよい支え合
い活動になるよう話しあっている。
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＊評価

●あま市社会福祉協議会地域包括支援センターは、市より包括的支援事業(第１号介護予防支援事業、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)と指定介護予防支援事業に加え、生
活支援体制整備事業を受託し、行政はじめ多様な事業主体、住民と連携してきた。生活支援体制整備事業で
は、第２層協議体の運営強化に努め、社協ホームページや社協だより（まるっとあま）等で周知すると共に、生
活支援コーディネーターが地域に出向き、地域住民とつながる中で地域包括支援センター、生活支援体制整備
事業の周知啓発を行った。
長引くコロナ禍で、感染拡大防止に配慮する中での事業展開であり、計画通りとはいかない部分はあったが、
感染状況に応じて活動のかたちを変え、高齢者を含む地域住民が健康的な生活を送ることができるように、関
係機関と協力しながら、介護予防や地域のつながりについて伝え、相談に対応してきた。
増え続ける介護・高齢者相談に加え、複合的な課題を抱える人や家族からなる支援困難事例も増加し、他機
関、多職種、地域の方々と情報共有、話し合い、勉強会等を行うことで、ネットワークの構築、地域の実態把
握、ケアマネジャーの質の向上を図っているが、地域包括支援センター職員の更なる資質向上も目指し、今後
も地域の状況を見据え経験を活かしながら、対応していく。
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