
  

  

 
 
 
 

事 業 名 内 容 

地域ふれあい 
デイサービス 

那覇市内 123 か所（Ｈ28.9 現在）において介護予防のための体操や運動等を実施。 
★那覇市社会福祉協議会へお問い合わせください。 

各地域包括支援センターが 
主催している介護予防教室 

那覇市 12 ヶ所の地域包括支援センターにおいて介護予防のための 
栄養・運動等について学ぶ教室（講座） 

★那覇市地域包括支援センターへお問い合わせください。 

認知症予防教室 
認知症予防の講話・脳トレ・体操等を学び実践する講座 

★那覇市地域包括支援センターへお問い合わせください。 

男性のための運動教室 男性のための運動を中心とした教室 ※2 

筋力アップ教室 生活機能の改善、転倒防止のための筋力アップ教室 ※2 

介護予防リーダー 
養成講座 

介護予防のため地域のリーダーを養成する講座 ※2 

介護予防リーダー 
実践養成講座 

介護予防リーダーのための実践講座 

ちゃ～がんじゅう体操広めたい講座  ※2 

百歳体操の実践講座 ※2 

男性のための貯筋リーダー講座 ※2 

フィットネスダンス普及員養成講座 ※2 

ちゃーがんじゅう 
ポイント制度 

高齢者がボランティア活動を通して生きがい作りと介護予防を推進することを目的

とし、その実績に応じてポイントを付与し交付金を受けることができます。※2 

平成 28 年１１月現在 
※2 ちゃ―がんじゅう課包括支援グループへお問い合わせください。その他、教室の募集については、広報誌等で行います。 

 

②一般介護予防事業 
65歳以上のすべての方及び、その支援のための活動に関わる方 

那覇市地域包括支援センター 
那覇市地域包括支援センター 

石嶺 
石嶺町、鳥堀町 

☎886-7987 首里石嶺町 2-97-1 
那覇市地域包括支援センター 

       大名 
赤平町、大名町、大中町、儀保町、久場川町、末吉町、平良町、桃原町、松島、古島  
☎886-5177 首里大名町 1-43-2 

那覇市地域包括支援センター 
      繁多川 

赤田町、池端町、金城町、崎山町、寒川町、汀良町、当蔵町、真和志町、繁多川 
☎963-6478 繁多川 3-8-13 

那覇市地域包括支援センター 
       松川 

大道、真嘉比、松川、三原、山川町 
☎882-1622 松川 301-4 

那覇市地域包括支援センター 
       識名 

上間、識名、長田、真地、仲井真 
☎987-1010 識名 3-15-2 101 

那覇市地域包括支援センター 
      古波蔵 

国場、与儀、古波蔵 
☎855-6254 古波蔵 4-10-10 ２F （※平成 28 年 12 月まで古波蔵 4-13-3） 

那覇市地域包括支援センター 
    おもろまち 

曙、安謝、天久、上之屋、おもろまち、港町、銘苅 
☎860-3747 おもろまち 3-6-3 3F 

那覇市地域包括支援センター 
       若狭 

久米、久茂地、辻、西、東町、前島、松山、若狭 
☎863-1165 若狭 2-1-10 

那覇市地域包括支援センター 
       松尾 

楚辺、樋川、松尾、寄宮 
☎864-0589 松尾 2-16-45 

那覇市地域包括支援センター 
       安里 

安里、壺屋、牧志、泊 
☎860-2211 安里 1-7-3 7F 

那覇市地域包括支援センター 
       小禄 

旭町、泉崎、壺川、奥武山町、山下町、鏡水、小禄、田原、鏡原町、垣花町 
☎858-0096 小禄 551-1 

那覇市地域包括支援センター 
       金城 

赤嶺、宇栄原、金城、具志、高良、宮城、安次嶺 
☎857-7103・857-7104 金城 2-2-7 

 

“地域の中で支えあい、高齢者がいきいきと安心して暮らせるまち” 

を目指す地域包括ケアシステム構築の柱のひとつとして、 

65 歳以上のすべての高齢者を対象に介護予防を目的とした 

「那覇市介護予防・日常生活支援総合事業」がはじまります。 

この事業では、1 人ひとりの状態に合わせた介護予防や生活支援の 

サービスを利用することができます。また、これまで介護保険で 

「要支援 1・2」と認定された方に提供していた介護予防サービスの 

一部（介護予防訪問介護・介護予防通所介護）が総合事業に  

移行されます。高齢者が住み慣れた地域で、支え合い、いきいきと 

暮らせるように、積極的に利用して介護予防にとりくみましょう。 

（TEL 直通：862-9010）              

平成 28 年  発行 

 

皆で支え合う 

まちづくりを 

目指して！！ 

 
元気はつら つ 

ちゃーがんじゅう！ 



 

サービス名 サービス内容 

訪
問
型
サ
ー
ビ
ス 

訪問型介護サービス 
(現行の訪問型介護サービス） 

ヘルパー（訪問介護員）による 

身体介護と生活援助のサービス 

生活支援型訪問サービス 
（基準を緩和したサービス） 

指定を受けた事業所・団体等で 

一定の研修を受けた者による生活支援サービス 

60 分以内/回 

地域支えあい型訪問サービス 
住民主体の自主活動として行う生活支援サービス 

30 分以内/回 

短期集中訪問相談サービス 
栄養士・作業療法士・歯科衛生士が自宅に訪問し、

専門的なアドバイス等を受けるサービス 

通
所
型
サ
ー
ビ
ス 

通所型介護サービス 
（現行の通所型介護サービス） 

通所において生活機能向上のための 

機能訓練や介護専門職による 

身体介護を要する方へのサービス 

住民ボランティア主体 
通所型サービス 

ボランティアによる体操・運動などの 

介護予防のための通いのサービス 

短期集中 
サービス 

プール運動教室 
水中浮力を利用し効率よく運動することで、 

運動不足等による下肢機能低下予防、向上を 

図るサービス 

地域リハビリ教室 
理学療法士等による専門的な 

機能訓練を 3～6 カ月の 

短期集中的に行うサービス 

会 食 事 業 
（近くで会食・ユンタク会） 

対象者が集って食事をし、栄養改善と 

閉じこもりを改善するサービス 

平成 28 年 11 月現在 

要支援 1・2の方 事業対象者（基本チェックリスト該当者） 

①介護予防・生活支援サービス事業 65歳以上のすべての方 

那覇市地域包括支援センターまたはちゃーがんじゅう課にご相談ください 

＜介護予防・日常生活支援総合事業の利用の流れ＞ 

要介護認定 

介護保険 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 

介護予防 

サービス 

を利用 

 

利用できる事業の判定 
 

基本チェックリスト※1 で、 

生活機能が低下しているかどうかを 

判断し、利用できる事業を判定 

要支援 1・2 

の方 

非該当 

の方 

介護予防サービスや、

介護予防・生活支援サ

ービス事業を受けるため

のケアプランを作成 

介護予防・生活支援 

サービス事業対象者 

（事業対象者） 

介護予防・生活支援サービス 

事業を受けるためのケア 

プランを作成 

介護予防・生活支援 
サービス事業を利用 

基本チェックリスト 

非該当の方 

一般介護予防事業を利用  ②をごらん下さい 

①をごらん下さい 

※1 基本チェックリストとは・・・ 

厚生労働省が作成した「基本チェックリスト」により、65歳以上の方のうち、生活機能に

低下がみられる方が「介護予防・生活支援サービス事業」を利用することができます。 

基本チェックリストは 25 項目からなり、「階段を昇る時、手すりが必要」「椅子

から立ち上がる時、支えが必要」「15分くらい続けて歩けない」などの生活動作や運動、

食事などに関する項目があります。 

と 

元 

気 

な 

高 

齢 

者 

サ ー ビ ス 検 討 会 議 の 実 施 


