
東広島市 在宅医療・介護連携推進事業

桃・おばあさん 自分に合った「住まい」を考えるの巻

東広島版

「桃・太郎一家」の奮闘記・・・「住まい」について考える！

「桃・太郎一家」は、おばあさんの入院・退院をきっかけに、在宅医療や訪問看護などの利用などに

ついて知りました。そんな中おばあさんは、自分が病気になったり、これまで以上に介護が必要

になった時に、「今の家に住み続けられるだろうか…」「自分の思いや体の状態に合った住まい

とはどんな住まいだろうか…」など、これからの住まいや生活について考えるようになりました。

おばあさんはこれからの自分の人生について考え、住まいの「備え」をしておきたいと思う

ようになったのです。そこで、これから数回に分けて、おばあさんと一緒に「住まい」「住まい方」について
考えてみたいと思います。今回は、「私の住まい・住まい方」を考える“入門編”です。

発行 東広島地区医師会

■東広島市版地域包括ケアシステム「ぐるっとマルごと東広島」

桃・太郎のキャラクターは、市内在住の看護師、折川さんがデザインしてくださいました。

また、表紙の東広島市らしい酒蔵のイラストは、市内在住の作業療法士、谷口さんの作品です。

地域の皆さんに支えられ、このリーフレットは完成しています。心よりお礼申し上げます。

令和３年９月 発行

ももドットたろう

※この他にも東広島市では、皆さんの生活を支えるために様々な事業を進めています。

詳しくは、「地域包括ケア推進課」にお問い合わせください。（TEL：082-420-0984）

（※1については、「東広島市生活環境部廃棄物対策課」にお問い合わせください。（TEL：082-420-0926）

③東広島市の日常生活を支えるしくみ（生活支援サービス）

（参考）令和3年度「いきいきげんき」
【編集・問い合わせ先】（一社）東広島地区医師会地域連携室あざれあ
（TEL）082-793-7360 （FAX）082-493-7361 （URL）http://www.east-hiroshima-med.or.jp/azalea/

「住まい」のこと入門編

サービス 対象者 内容

配食サービス
65歳から。食事の調理が困難なひとり暮らし

または高齢者世帯

・栄養バランスの取れた食事の配達及び利用者

の安否確認を行う

・おかゆ、きざみ食対応可能

軽度生活援助
（草刈り、剪定等） 65歳から。ひとり暮らしまたは高齢者世帯

（市民税非課税世帯）

・日常生活を安全、衛生的に保つ範囲で草刈り、剪定、

障子の張替え、網戸の張替え、ふすまの張替えなど

を行う

・原材料費、交通費等の実費は全額自己負担

寝具洗濯サービス
65歳から。ひとり暮らしまたは高齢者世帯

等で失禁がある者
・年4回利用可能
・利用料無料

緊急通報システム

65歳から。緊急性のある疾病をお持ちのひとり暮らしの高齢者等

割引乗車券の交付

70歳から。ひとり暮らし又は高齢者世帯

（市民税非課税世帯）

・社会的な行事の参加や通院等でタクシーや

バスを利用する場合に、その乗車料金の一部

を助成する割引乗車券を交付する

※利用期間は、8月1日から翌年7月31日

・タクシー、バスともに1回の利用枚数の制限

なし

日常生活用具給
（電磁調理器等

の給付）

65歳から。

（所得税

非課税世帯）

認知症高齢者等
見守りシール交付

65歳から。（介護保険第2号被保険者を含む）

徘徊行動がみられる認知症高齢者等 ・QRコード印字ラベルシール交付（30枚）

・利用料無料

・発見者がQRコードを読み取ることで、身元

確認・家族への引き渡しを円滑に行うことが

できる

※1 ふれあい収集

ゴミ出しを自力で行うことが困難なひとり暮らしの高齢者や障害のある方（要件あり）を

対象に、週1回家庭ごみ（粗大ごみ、引っ越しごみは除く）の個別回収を行う

区分 利用料

所得税非課税世帯 無料

所得税課税世帯かつ市民税非課税世帯 無料

所得税課税世帯かつ市民税課税世帯 1,529円/月

対象 給付品目

火の元の管理に不安のある症状があるひとり暮らし高齢者等 電磁調理器

在宅の寝たきり高齢者、ひとり暮らし高齢者等
火災報知器・
自動消火器

要件一覧

①介護保険法の要支援または要介護の認定を受けている方 ①から④のいずれかに
該当する方で
ア：ひとり暮らしの方
イ：①から④に該当す

る方のみの世帯
ウ：ア及びイに準ずる世帯

②身体障害者手帳の交付を受けている方（別途要件あり）

③療育手帳の交付を受けている方のうち（障害等級： A 、A）

④精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方のうち（障害等級：1級）

介護予防
バランスの良い食事や適度な運動など、長く元気でいるためには健康づくりが
大切です。地域サロンなどに通って、人とのつながりを持ち続けましょう。

日常生活支援
ゴミ出しなど日常生活で困っている人がいたら、みんなで助け合いましょう。
ご近所同士の声掛けや見守り活動も日常生活支援の一つです。

医療
病気やけがをしても、自宅など住み慣れた住まい（生活の場）で療養しながら
生活を続けることができるように、医療や看護面の支援が受けられます。

住まい
家の中でつまづきやすくなったり、階段の昇り降りがつらくなった時には、段差
解消や手すりの設置など、住まいの環境を整備する支援が受けられます。

介護
介護やリハビリが必要になった時には、ケアマネジャーなどの専門職に相談して
みましょう。専門職が連携して、介護やリハビリ面の支援を行います。

④日常生活を支えるしくみ（権利や財産を守る）

誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができるように、介護予防・日常生活
支援・医療・住まい・介護の５つの分野が連携しながら、地域で支え合うしくみを
「地域包括ケアシステム」といいます。このしくみを基盤としながら、すべての人が
役割と生きがいをもち、共に支え合う「地域共生社会」の実現を目指し、東広島市で
は「ぐるっとマルごと東広島」という愛称を付け、まちづくりを進めています。

このリーフレットでは、 「住まい・住まい方」を考えることを通して、東広島市の
「介護予防」「日常生活支援」「医療・介護連携」「住まいの環境整備」などについ
ても紹介しています。

成年後見制度

成年後見制度は、判断能力が十分でない人の預貯金の管理、財産の管理や日常生活での様々な契約などを、

本人に代わって後見人が行うことにより、不当な契約などから本人を保護・援助するための制度です。

◆成年後見制度には、利用する人の判断能力に応じて「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。

＊詳しくは、東広島公証役場にお問い合わせください。（TEL）082-422-3733

福祉サービス利用事業「かけはし」

◆東広島市社会福祉協議会では、判断能力が不十分で日常生活に不安のある人を対象に、福祉サービスの利用

手続きや日常的な金銭管理の支援「かけはし」を行っています。（対象は契約能力及び契約i意思のある人に限定）

＊詳しくは、東広島市社会福祉協議会 地域福祉課にお問い合わせください。（TEL）082-430-8867

内容 利用料

福祉サービスなどの利用手続きや日常的な金銭管理などのお手伝い 1,500円/1回（生活保護世帯は無料）

通帳や印鑑、証書などのお預かりサービス 1,500円/月

法定後見制度

◆認知症や知的障害などによって、判断能力が不十分な人のための制度。家庭裁
判所が本人の判断能力に応じて「成年後見人」「保佐人」「補助人」を選定する。

判断能力がほとんどない人 判断能力が著しく不十分な人 一定の判断能力がある人

【成年後見人】
後見人が、本人を代理
して契約などの法律行
為を行うことができる

【保佐人】
不動産売買など、法律
で定められた一定の行
為について、保佐人の
同意を得ることが必要

【補助人】
補助人は、家庭裁判所
が定める特定の法律行
為を行うことができる

任意後見制度

◆判断能力の低下に備え、
支援者や支援内容を自分自
身で決めることができる。

判断能力はある人

【任意後見人】
本人の判断能力が不十分
になってから、本人との
契約で定めた行為を行う



これからの「私の住まい・住まい方」について考える

長寿化が進み「人生100年時代」といわれています。高齢者のひとり暮らしや高齢夫婦のみの世帯

も増え続けています。そのため、これからの「住まい・住まい方」を気がかりなことの一つと考える

今の自宅に住み続けたい場合（現状チェック！） ①住まいの環境整備

人も多いでしょう。今の自分の住まいに住み続けることも含め、自分のこれからの「住まい」や自分に適した

「住まい方」について、考えてみましょう。長寿期には、元気だと思っていても加齢により心身が衰えていくこ

ともあります。病気や介護が必要になった時のことも踏まえた対策も不可欠です。次の項目を参考にして、あな

たの考えをまとめてみましょう。 長寿期に向けた「住まい・住まい方」について
私の考え

◇まだ元気なうちに考え、

備えておいた方が良いと思う

◇ある程度高齢にならないと、

考え備えられないと思う

いつ
◇長寿期の住まい方については、

自分で考えて備えておきたい

⇒（右の「どうする」に進む！）

◇長寿期の住まい方については、

子どもに任せたい ⇒（家族

と話し合う時に使う！）

◇長寿期の住まい方については、

その時点でなるようにしかなら

ないと思う⇒（必要になった

場合の参考として使う！）

◇私は、「最期まで今の

自宅に住み続けたい」

◇私は、「元気なうちに

住み替えを考えたい」

◇私は、「介護が必要に

なったので住み替えたい」

どのように（「入門編」の使い方）
どうする

住み替えたい場合

② 医療・ 介護支援

最期まで自宅に
住み続けたい

元気なうちに
住み替えたい

介護が必要に
なったので

住み替えたい

①住まいの環境整備
・「段差が多くてつまづきやすい」「階段に手すりがないの

で昇り降りが困難」など、住まいの課題を検討しましょう。
②医療・介護支援
・医療や介護が必要になった時にはどうしたら良いのでしょ

うか。利用できる制度やサービスを理解しておきましょう。
③生活支援
・「車の運転が難しくなった」「ゴミ出しが辛くなった」…

そんな時に利用できる東広島市の支援を知っておきましょう。
④権利・財産を守る
・判断能力が低下した時のことを考えて、備えておくことも

大切です。

・高齢者向け分譲マンション
・軽費老人ホーム（ケアハウス）
・健康型有料老人ホーム
・住宅型有料老人ホーム
・サービス付き高齢者向け住宅

・軽費老人ホーム（ケアハウス）
・介護付き有料老人ホーム
・サービス付き高齢者向け住宅
・認知症高齢者グループホーム
・介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
・介護老人保健施設（老人保健施設）
・介護療養型医療施設（療養病床など）
・介護医療院

“住み替えたい場合”については、「桃・太郎一家奮闘記」第5弾
「東広島市の様々な施設紹介編」を参考にしてください！

住み続けたい場合

③ゴミ出しなど「生活する上でのちょっとした困りごとを、解決するためのしくみ」はあるのでしょうか？
④「判断能力が低下した場合」、誰に頼れば良いのでしょうか？今の自宅に住み続けるためには、「住まい・住まい方」
の現状と課題を整理しておくことも大切です。また、わからないことは地域包括支援センターなどに相談してみましょう。

①「今の自宅に住み続けたい場合」、住まいの環境は整っているでしょうか？
②「医療や介護が必要になった場合」、自宅でどのようなサービスを利用することができるのでしょうか？

自宅に住み続けるために
自己チェック！

現在の状況 チェック

1 歩行が不安定で転倒しやすい

2 布団や床からの立ち上がりが難しい

3 段差でつまづきやすい

4 玄関の段差が大きいので上がり降りが難しい

5 階段の昇り降りが難しい

6 ドアの開け閉めが難しい

7 トイレからの立ち上がりが難しい

8 浴室の床が滑りやすい

9 浴槽への出入りが難しい

10 車いすや歩行器での室内の移動が難しい

身体状況と「住まい」 医療・介護と「住まい」

現在の状況 チェック

1 体力が低下してきた

2 判断能力・認知機能が低下してきた

3 身の回りの事が徐々にできなくなってきた

4 健康や病気のことが気になっている

5
家族に介護が必要になった場合、自宅で
介護できるか不安

6
自分自身に介護が必要になった場合、
自宅での生活が続けられるか不安

7 医療・介護の費用がどれくらいかかるか不安

8
医療・介護問題をどこに（誰に）相談
したらよいかわからない

【介護保険制度】ひとくちメモ
介護保険制度は、介護や支援が必要になったときに必要なサービスが利用できるしくみです。（利用者負担あり）
※申請や要介護状態区分については、「桃・太郎一家奮闘記」第5弾「東広島市の様々な施設紹介編」をご覧ください。

なお、詳細についてはお近くの地域包括支援センターやケアマネジャーなどにお問い合わせください。

◇福祉用具の利用（チェック項目1～2）
◇住宅改修の利用（チェック項目3～10）
※福祉用具の貸与・購入や住宅改修は、介護保険を

申請し、要支援・要介護認定を受けている人が、
利用することができます。（詳細は右ページ①参照）

◇地域サロン、通いの場などの利用（チェック項目1）
◇介護保険サービスの利用（チェック項目2～8）
※介護保険制度では、利用する人それぞれに必要な

サービスを、個別に調整することが可能です。
（詳細は右ページ②参照）

介護保険で利用できる「在宅生活を支える」サービス

通所して利用する 通所介護（デイサービス）、通所リハビリテーション（デイケア）

訪問を受けて利用する
訪問介護（ホームヘルプ）、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、訪問看護、
居宅療養管理指導

居宅での暮らしを支える 福祉用具貸与、福祉用具販売、住宅改修

短期入所する 短期入所（ショートステイ）

ｚ
訪問リハビリテーション

医師
看護師

理学療法士
作業療法士
言語聴覚士

歯科医師
歯科衛生士

薬剤師

自宅でも、必要に応じて医療や介護を

受けることができます。

在宅医療では医師の指示のもと、それぞ

れの専門知識をもつ医療職が連携して自宅

を訪問することで、専門的なサービスを受

けられます。（全体の訪問計画や調整は、

ケアマネジャーが行います。）

管理栄養士自 宅

指示

訪問歯科診療

訪問看護

訪問薬剤管理 訪問栄養食事指導

訪問診療

【地域サロン・通いの場】ひとくちメモ
地域サロンや、介護予防に取り組む通いの場では、百歳体操などを通して高齢になっても地域で元気に暮らす

ための取組をしています。
◇地域サロンについてのお問い合わせ ： 東広島市社会福祉協議会 地域福祉課（TEL）082-430-8867
◇通いの場についてのお問い合わせ ： 東広島市 健康福祉部 医療保健課（TEL）082-420-0936 

訪問介護

ケアプランの作成

ヘルパー

ケアマネジャー

在宅医療・介護
在宅医療；自宅で受ける医療

病院

診療所 通院が困難となり、通院していた
方が自宅での在宅医療・介護へ

ケース
１

病状が進むなどで入院し、退院後
に自宅での在宅医療・介護へ

ケース
2

居宅での暮らしを支える

＊自宅でも医療・介護が受けられます

福祉用具貸与（レンタル） 福祉用具販売 住宅改修

日常生活の自立を助けるための
福祉用具を貸与（レンタル）

都道府県の指定を受けた事業者から購入
した場合、購入費が支給される

手すりの取り付けや段差解消などの住宅
改修をした場合、改修費が支給される

◇車いす（車いす付属品を含む）
◇ベッド（ベッド付属品を含む）
◇床ずれ防止用具
◇体位変換器
◇手すり（工事を伴わないもの）
◇スロープ（工事を伴わないもの）
◇歩行器
◇歩行補助杖
◇認知症老人徘徊感知機器
◇移動用リフト（つり具を除く）
◇自動排泄処理装置

◇腰掛便座
◇自動排泄処理装置の交換可能部品
◇入浴補助用具
◇簡易浴槽
◇移動用リフトのつり具）

※支給限度額は同年度で10万円

◇手すりの取り付け
◇段差の解消
◇滑りにくい床材への変更
◇引き戸などへの扉の取り換えや

ドアノブの取り換えなど
◇和式便器の洋式便器への取り換

え及び、その際の洗浄機能付き
便座の設置

※支給限度額は20万円（引っ越し
た場合や要介護状態区分が大き
く上がった時は、再度給付を受
けられる

次のページで現状チェックをしてみましょう！
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