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地域包括支援センター　電話
あなたの相談窓口は

元気になるための
道案内をします！

仙台市

仙台市の総合事業仙台市の総合事業

仙台市の総合事業では、いつまでも健康で生きがいをもって
暮らせるよう、その人らしい自立した生活を送るためには
何が大切かを共に考え、元気になるための支援を行います。

介護予防・日常生活支援総合事業

あなたの
元気と自立を応援しますサービス利用の流れ

健康づくりの事業に参加したい方、介護や支援が必要な方は
地域包括支援センターや区役所・総合支所にご相談ください。

豊齢力チェックリストの実施
要介護・要支援認定

まずは相談を！

25の質問項目で生活機能が低下
した状態かを判定するものです。

介護サービス

介護サービス等
が必要な場合

非該当

該　当非該当
要支援１・２

介護予防
サービス

要介護1～5

一般介護予防事業（６ページ）
地域のつながりを活かした介護予防の取り組み

介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）

区役所：高齢者総合相談窓口（各区役所障害高齢課内）
青葉区役所  ☎225-7211（代）
宮城野区役所  ☎291-2111（代）
若林区役所  ☎282-1111（代）

〒980-8701
青葉区上杉一丁目5ｰ1
〒983-8601
宮城野区五輪二丁目12ｰ35

太白区役所  ☎247-1111（代）
泉 区役 所  ☎372-3111（代）

〒982-8601
太白区長町南三丁目1ｰ15
〒981-3189
泉区泉中央二丁目1ｰ1

〒984-8601
若林区保春院前丁3ｰ1

総合支所：保健福祉課
宮城総合支所  ☎392-2111（代）〒989-3125青葉区下愛子字観音堂5 秋保総合支所  ☎399-2111（代）〒982-0243太白区秋保町長袋字大原45ｰ1

事業対象者

地域包括支援センターによるケアプランの作成 居宅介護支援
事業所等による
ケアプランの作成

・介護予防サービス計画の作成
・介護予防ケアマネジメント（３ページ）

　介護予防・生活支援サービス事業
・通所型サービス（４ページ）
・訪問型サービス（５ページ）



どうして介護予防が重要なの？
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あらＢさん、
前はなんだか元気がなかった

みたいだけど…

お久しぶり。
お元気そうで
何よりですね

Ｂさんの元気が出ないのは
閉じこもりがちな生活で体力が

低下していることが原因かもしれませんね。
今のＢさんに合った介護予防を

一緒に考えていきましょう。以前のように
元気なＢさんに戻れますよ！

やあＡさん。
自分でも驚くぐらい
元気になったよ！

実はね、半年ほど前に
元気が出なくなってきたから、

地域包括支援センター（※）に相談に行ったのさ

最初は、身の回りのことが
おっくうになってきたから、

ヘルパーに頼もうと思っていたんだ。
でもよくよく話してみると…

加 　 齢

元
気
度

健康な状態 虚弱な状態 介護が必要な状態

体力がついたことで、
昔のように元気に生活
できるようになったよ

介護予防のサービスも卒業したから
今は近所の運動グループを紹介してもらって、
仲間たちと楽しく体操に取り組んでいるんだ。

今日もこれから行くところなんだよ

地域包括支援
センターの職員の方が、
一人ひとりに合った

サービス等を利用できるように
サポートしてくれるから、

大丈夫だよ！

最近元気が
出ないよ。
どうしたら
いいのかな…

半年前…

でも、サービスとか
健康教室って、

種類がたくさんあって
何を使えばいいのか…？

サービス等の詳細な内容は、３ページ～

回想

１

そうだったん
ですね！

一人ひとりに合った健康・元気の維持
いきいきと社会参加

地域みんなでの取り組み
介護予防自主グループなど
生活のしづらさ・心身機能の低下を感じたとき
元気応援教室

ＢさんＡさん

地域包括支援センターの職員

※地域包括支援センターとは
　地域の高齢者支援の窓口で、
　市内５２箇所に設置されています

通所介護型サービスなど
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通って受けるサービス介護予防・生活支援サービス事業

４３

体力がつくと
自信が湧いてくる！

・サービスの対象となる方は要支援1・2の方と事業対象者（豊齢力チェックリスト該当者）の方です。
・地域包括支援センターが行う介護予防ケアマネジメントを通じて利用するサービスを決定します。

通所型サービス

元気になる・生活しやすくなるための道案内
介護予防ケアマネジメント

通所型サービスの上手な使い方

「元気がでない」「生活がしづらい」などの原因
を確認します。また、得意なことや好きなこと、
これからしていきたいことなども伺い、元気に
なるための方法を一緒に考えます。

元気になるための“道しるべ”となるケアプラン
を作成します。ケアプランには、元気になる目標
や目標の達成に向けてご自身が取り組むこと、
サービスで支援する内容などを記載します。

本人・家族のほか、サービス事業所の担当者や
地域の方など、支援に関わる皆さんで集まり、
ケアプランの目標や各々の役割等を共有したう
えで取り組みを開始します。

目標達成に向けて、サービスの利用やセルフケ
アに取り組みます。

定期的に取り組みの効果
を確認し、目標の達成度
合いや生活の変化等にあ
わせて、ケアプランの見
直しを行います。

①アセスメント 今の生活を確認

②ケアプラン作成 元気になるための“道しるべ”

④取り組みの開始

⑤振り返り 効き目の確認 終了

３カ月間教室に通って、専門職の指導による
ストレッチや筋力トレ̶ニング、口腔ケア・栄
養指導のプログラムを集中的に行います。

体力がつき、サービス終
了後は近所で活動して
いる運動グループで、仲
間と楽しく体操に取り
組んでいる！

❶目標・期間を決めて利用しましょう。
❷通い先で取り組んだ成果は、普段の生活の中に取り入れて、自立し
た生活を送るために役立てましょう。

運動する機会がなくなり、
体力の低下が気になっていたが…

食事はコンビニの
出来あいのもので済ますBさん

◯○スーパー 長く
歩くのが
しんどい…

24h
24h

◯○スーパー
24h

24h

体力をつけて、
買い物・料理が
できるように
しましょう

③サービス担当者会議 支援チームで目標の確認

スーパーまで行って買い物を行い、
自分で料理ができるようになった

今度はその先の
野球場まで
行けるように
なりたい！

M
IL
K

5

介護予防に
取り組んで
良かった！

通所型短期集中予防サービス
（元気応援教室）

無　料サービス利用料

他者交流や社会参加を目標に、通いの場に
おける趣味活動や軽運動などを行います。

生活支援通所型サービス

所得に応じ、サービス費用の
１割～３割が自己負担

所得に応じ、サービス費用の
１割～３割が自己負担

サービス利用料

食事や入浴などの介護に加え、日常生活で
支障となっている動作の機能訓練等を行い
ます。

通所介護型サービス

サービス利用料

サービスの利用例

家にこもって過ごすことが多く、
人との交流も希薄だったが…

サービスの利用例

足元のふらつきがあり、
転倒に対する不安のため
遠くまで出かけられなかったが…

サービスの利用例

通い先で人との
交流が増えたこ
とがきっかけと
なり、地域の活
動へ積極的に
参加するように
なった！

歩行・階段昇降の訓
練を行うことで、バ
スに乗って出かけら
れるようになった！



通って受けるサービス介護予防・生活支援サービス事業

４３

体力がつくと
自信が湧いてくる！

・サービスの対象となる方は要支援1・2の方と事業対象者（豊齢力チェックリスト該当者）の方です。
・地域包括支援センターが行う介護予防ケアマネジメントを通じて利用するサービスを決定します。

通所型サービス

元気になる・生活しやすくなるための道案内
介護予防ケアマネジメント

通所型サービスの上手な使い方

「元気がでない」「生活がしづらい」などの原因
を確認します。また、得意なことや好きなこと、
これからしていきたいことなども伺い、元気に
なるための方法を一緒に考えます。

元気になるための“道しるべ”となるケアプラン
を作成します。ケアプランには、元気になる目標
や目標の達成に向けてご自身が取り組むこと、
サービスで支援する内容などを記載します。

本人・家族のほか、サービス事業所の担当者や
地域の方など、支援に関わる皆さんで集まり、
ケアプランの目標や各々の役割等を共有したう
えで取り組みを開始します。

目標達成に向けて、サービスの利用やセルフケ
アに取り組みます。

定期的に取り組みの効果
を確認し、目標の達成度
合いや生活の変化等にあ
わせて、ケアプランの見
直しを行います。

①アセスメント 今の生活を確認

②ケアプラン作成 元気になるための“道しるべ”

④取り組みの開始

⑤振り返り 効き目の確認 終了

３カ月間教室に通って、専門職の指導による
ストレッチや筋力トレ̶ニング、口腔ケア・栄
養指導のプログラムを集中的に行います。

体力がつき、サービス終
了後は近所で活動して
いる運動グループで、仲
間と楽しく体操に取り
組んでいる！

❶目標・期間を決めて利用しましょう。
❷通い先で取り組んだ成果は、普段の生活の中に取り入れて、自立し
た生活を送るために役立てましょう。

運動する機会がなくなり、
体力の低下が気になっていたが…

食事はコンビニの
出来あいのもので済ますBさん

◯○スーパー 長く
歩くのが
しんどい…

24h
24h

◯○スーパー
24h

24h

体力をつけて、
買い物・料理が
できるように
しましょう

③サービス担当者会議 支援チームで目標の確認

スーパーまで行って買い物を行い、
自分で料理ができるようになった

今度はその先の
野球場まで
行けるように
なりたい！

M
IL
K

5

介護予防に
取り組んで
良かった！

通所型短期集中予防サービス
（元気応援教室）

無　料サービス利用料

他者交流や社会参加を目標に、通いの場に
おける趣味活動や軽運動などを行います。

生活支援通所型サービス

所得に応じ、サービス費用の
１割～３割が自己負担

所得に応じ、サービス費用の
１割～３割が自己負担

サービス利用料

食事や入浴などの介護に加え、日常生活で
支障となっている動作の機能訓練等を行い
ます。

通所介護型サービス

サービス利用料

サービスの利用例

家にこもって過ごすことが多く、
人との交流も希薄だったが…

サービスの利用例

足元のふらつきがあり、
転倒に対する不安のため
遠くまで出かけられなかったが…

サービスの利用例

通い先で人との
交流が増えたこ
とがきっかけと
なり、地域の活
動へ積極的に
参加するように
なった！

歩行・階段昇降の訓
練を行うことで、バ
スに乗って出かけら
れるようになった！



介
護
予
防
月
間

自宅で受けるサービス

６５

訪問型サービス

　地域で活動する運動グループの
立ち上げ支援や、介護予防運動
サポーターの養成・スキルアップ
研修を行っています。

は社会参加や生きがいづくり
就労をしたり、趣味のグループや老人クラブ・地域
の支え合い活動に参加するなど、ご自分に合った活
動の機会を増やすことも、介護予防に効果的です。
活動的な生活で、いきいきと元気に過ごしましょう！

一 般 介 護 予 防 事 業
・地域のつながりを活かした介護予防の取り組みを支援します。
・サービスの対象となる方は65歳以上のすべての方です。

　地域包括支援センターでは介護
予防教室を開催しています。
　また、仙台市では毎年11月を介
護予防月間と定め、市内各所で介
護予防のための講座や健康チェッ
ク等のイベントを実施しています。

　地域で行われているサロン等
にリハビリテーションの専門職を
派遣し、普段の活動にちょっとし
た運動を取り入れることで、健康
づくりを応援します。

鍵
それだけじゃない、介護予防！

介護予防自主グループ支援 介護予防の普及啓発

健康づくり応援

訪問型サービスの上手な使い方
❶普段の生活の中で困っていることを、サポートを受けながら一緒に
行いましょう。
❷「できないからやってもらう」だけでなく、自分に合った方法で
「○○できる」を増やすことを意識して利用しましょう。

所得に応じ、サービス費用の
１割～３割が自己負担

専門的な資格を持ったヘルパーが訪問し、
ご自宅での入浴や排せつなどの行為で支障
となっている部分の支援を行います。

訪問介護型サービス

サービス利用料

所得に応じ、サービス費用の
１割～３割が自己負担

訪問支援員（仙台市の実施する研修の修了
者など）が訪問し、日常生活で支障となって
いる掃除や買い物などの支援を行います。

生活支援訪問型サービス

サービス利用料

無　料

保健・医療の専門職（看護師・栄養士・歯科
衛生士等）が、3～6カ月の期間で訪問し、
生活改善のための助言・相談を行います。

訪問型短期集中予防サービス

サービス利用料

食欲が落ち、食事の支度もおっくうになり
体重が減ってしまっていたが…

サービスの利用例

最近ひざを曲げられなくなり、
生活に不便さを感じていたが…

サービスの利用例

浴槽のまたぎ動作が不安なため、
自宅のお風呂に入れなかったが…

サービスの利用例

訪問支援員と一緒
に掃除を行うこと
で、工夫の仕方や
体に負担のかから
ない動作が分かり、
自分で掃除ができ
るようになった！

栄養士からのアドバイスで
自分に必要な食事内容が分
かり、意欲も向上。少しずつ
体重も戻ってきた！

ヘルパーによる見守
りと、不安な部分の介
助を受けながら、安
心して自宅で入浴。

自宅で安心して
入るお風呂はいいなあ

介護予防の活動を始めてみたい、
教室や講座に参加したいという方は、

地域包括支援センターや区役所・総合支所に
ご相談ください。
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鍵
それだけじゃない、介護予防！

介護予防自主グループ支援 介護予防の普及啓発

健康づくり応援

訪問型サービスの上手な使い方
❶普段の生活の中で困っていることを、サポートを受けながら一緒に
行いましょう。
❷「できないからやってもらう」だけでなく、自分に合った方法で
「○○できる」を増やすことを意識して利用しましょう。

所得に応じ、サービス費用の
１割～３割が自己負担

専門的な資格を持ったヘルパーが訪問し、
ご自宅での入浴や排せつなどの行為で支障
となっている部分の支援を行います。

訪問介護型サービス

サービス利用料

所得に応じ、サービス費用の
１割～３割が自己負担

訪問支援員（仙台市の実施する研修の修了
者など）が訪問し、日常生活で支障となって
いる掃除や買い物などの支援を行います。

生活支援訪問型サービス

サービス利用料

無　料

保健・医療の専門職（看護師・栄養士・歯科
衛生士等）が、3～6カ月の期間で訪問し、
生活改善のための助言・相談を行います。

訪問型短期集中予防サービス

サービス利用料

食欲が落ち、食事の支度もおっくうになり
体重が減ってしまっていたが…

サービスの利用例

最近ひざを曲げられなくなり、
生活に不便さを感じていたが…

サービスの利用例

浴槽のまたぎ動作が不安なため、
自宅のお風呂に入れなかったが…

サービスの利用例

訪問支援員と一緒
に掃除を行うこと
で、工夫の仕方や
体に負担のかから
ない動作が分かり、
自分で掃除ができ
るようになった！

栄養士からのアドバイスで
自分に必要な食事内容が分
かり、意欲も向上。少しずつ
体重も戻ってきた！

ヘルパーによる見守
りと、不安な部分の介
助を受けながら、安
心して自宅で入浴。

自宅で安心して
入るお風呂はいいなあ

介護予防の活動を始めてみたい、
教室や講座に参加したいという方は、

地域包括支援センターや区役所・総合支所に
ご相談ください。
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地域包括支援センター　電話
あなたの相談窓口は

元気になるための
道案内をします！

仙台市

仙台市の総合事業仙台市の総合事業

仙台市の総合事業では、いつまでも健康で生きがいをもって
暮らせるよう、その人らしい自立した生活を送るためには
何が大切かを共に考え、元気になるための支援を行います。

介護予防・日常生活支援総合事業

あなたの
元気と自立を応援しますサービス利用の流れ

健康づくりの事業に参加したい方、介護や支援が必要な方は
地域包括支援センターや区役所・総合支所にご相談ください。

豊齢力チェックリストの実施
要介護・要支援認定

まずは相談を！

25の質問項目で生活機能が低下
した状態かを判定するものです。

介護サービス

介護サービス等
が必要な場合

非該当

該　当非該当
要支援１・２

介護予防
サービス

要介護1～5

一般介護予防事業（６ページ）
地域のつながりを活かした介護予防の取り組み

介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）

区役所：高齢者総合相談窓口（各区役所障害高齢課内）
青葉区役所  ☎225-7211（代）
宮城野区役所  ☎291-2111（代）
若林区役所  ☎282-1111（代）

〒980-8701
青葉区上杉一丁目5ｰ1
〒983-8601
宮城野区五輪二丁目12ｰ35

太白区役所  ☎247-1111（代）
泉 区役 所  ☎372-3111（代）

〒982-8601
太白区長町南三丁目1ｰ15
〒981-3189
泉区泉中央二丁目1ｰ1

〒984-8601
若林区保春院前丁3ｰ1

総合支所：保健福祉課
宮城総合支所  ☎392-2111（代）〒989-3125青葉区下愛子字観音堂5 秋保総合支所  ☎399-2111（代）〒982-0243太白区秋保町長袋字大原45ｰ1

事業対象者

地域包括支援センターによるケアプランの作成 居宅介護支援
事業所等による
ケアプランの作成

・介護予防サービス計画の作成
・介護予防ケアマネジメント（３ページ）

　介護予防・生活支援サービス事業
・通所型サービス（４ページ）
・訪問型サービス（５ページ）


