
認知症ケアパス

肝 付 町

肝付町認知症地域資源マップ

「ハイ
、チ～ズ！！」ゆ

っか

せもんそ！





—認知症にやさしいまちづくりを目指して—  

認知症を抱えながら暮らしていくこと。認知症と歩んでいくということは、本

人はもちろんのこと、家族にとっても将来への不安など悩みは尽きないでしょう。

でも、自分たちで何もかもしようとすると必ず行き詰ってしまいます。 

認知症を支援するさまざまな法制度は大きな支えになりますから、それらを積

極的に活用しながらうまく付き合っていくことが欠かせません。また、同じ悩み

を抱える方と接することで、さまざまな情報が得られたり、お互い励ましあうこ

ともできます。このような、障がいを抱える人たちを支えるさまざまな人たちや

法制度を社会資源といいます。 

認知症を抱える負担を少しでも軽くするために、社会資源を積極的に活用して

いくことが大切です。 

肝付町では、認知症になっても住み慣れた地域で安心して生活できるように、

認知症にやさしいまちづくりを目指して認知症資源マップを作成しました。 

 

 

ゆっかせもんそ！ 

『ハイ、チ～ズ!!』 

「地域の集まりに参加したいけど、どこで開催しているかわからない」「認知症

について気軽に相談したい」「介護保険のサービスを利用したいけど申請場所がわ

からない」など、さまざまな疑問にお答えするお役立ちマップです。 

「こんな時どこに相談したら・・・」 

この冊子が、わかりやすい地図と説明で、ゆっかせます!! 
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家族の不安 

・介護の仕方がわからない 

・介護する家族が体調を崩した 

 

・認知症の人が入れる施設はあるの？ 

 

・火の始末はできているかしら 

・病気の既往があるので 

何かが起こったときが心配 

・一人暮らしの母が心配 

・様子を見に行ってくれる人がいない 

・認知症のことをもっと知りたい 

その他の悩み 

・介護保険について詳しく知りたい 

・サービスを使いたいんだけど･･･ 

・なんだかよくわからないが、 

とにかく、どこかに相談したい 

・近ごろ、足腰が弱ってきた･･･ 

・できるだけ今の健康を保ちたい 

・病院の説明でわからないことがある 

・入院するほどまではないが、 

健康状態が気になって自宅の生活に不安 

・ひとの集まるところに出かけて行きたい 

・近くに知り合いがいないので寂しい 

・気がついたら、誰とも会話をしていない日がある 

交友関係の減少 

 

 

健康についての悩み 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ｐ 5 ：在宅介護支援センター 

・自動消火器 

・緊急通報システム等 

Ｐ14 ：短期入所生活介護（ショートステイ） 

Ｐ 6 ：民生委員・在宅福祉アドバイザー 

Ｐ16 ：ボランテイア 

Ｐ13 ：認知症対応型共同生活介護 

      （グループホーム） 

Ｐ14 ：介護老人福祉施設 

（特別養護老人ホーム） 

Ｐ11 ：訪問看護 

Ｐ 5 ：在宅介護支援センター 

Ｐ 4 ：認知症サポーター 

Ｐ 5 ：在宅介護支援センター 

Ｐ 8 ：居宅介護支援事業所 

（ケアマネ－ジャー） 

Ｐ 4 ：地域包括支援センター 

Ｐ10 ：通所介護（デイサービス） 

Ｐ11 ：通所リハ（デイケア） 

Ｐ14 ：短期入所生活介護 

（ショートステイ） 

Ｐ14 ：介護老人保健施設 

Ｐ16 ：ボランテイア 

：サロン活動 

Ｐ17 ：ねっかいよろ会
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Ｐ17 ：足腰ピンピン教室・ころばん体操 

      内之浦保健センター運動教室 

Ｐ11 ：通所リハ（デイケア） 

Ｐ18 ：暮らしの保健室 

・食事の材料を買いにいけない 

・誰かに手伝ってもらいたい 

・作れないので作ってほしい 

・食事を家まで持ってきてほしい 

・出かけて行って食べたい 

・家のお風呂が使いにくくなってきた 

・一人でも、もっと安全に入浴したい 

・お風呂を沸かすことができない 

・誰かに見守っていてほしい 

・体を洗うのを手伝ってほしい 

・自分では体を洗う事が出来ない 

・安全に入浴できるところに行きたい 

・誰かに手伝ってほしい 

・自分では出来ない 

・お金の支払いでいつも悩んでしまう 

・お金の出し入れができない 

・通帳や印鑑、大切な書類が心配 

・悪質な業者に、高額な品物を買わされた 

・また、同じような事がないか心配… 

・判断力が不十分になったときの 

財産の管理が心配。 

・ゴミ出しができない 

・お墓参りを頼みたい 

 

 

 

 

身の回りのことができなくなった･･･ 

○食事の仕度ができなくなってきた 

 

 

 

 

 

 

 

 

○お風呂に入れない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○家の片付けが大変 

○金銭管理が不安 

 

 

 

 

 

 

 

 

テーマ別 目次 

Ｐ 5 ：ホームヘルパー（介護保険外） 

Ｐ 9 ：訪問介護（ヘルパー） 

Ｐ 5 ：在宅介護支援センター 配食サービス 

Ｐ10 ：通所介護（デイサービス） 

Ｐ11 ：通所リハ（デイケア） 

Ｐ11 ：福祉用具 

　　　：住宅改修 

Ｐ 9 ：訪問介護（ヘルパー） 

Ｐ10 ：通所介護（デイサービス） 

Ｐ11 ：通所リハ（デイケア） 

Ｐ11 ：訪問入浴 Ｐ11 ：訪問看護 

Ｐ 9 ：訪問介護（ヘルパー） 

Ｐ15 ：福祉サービス利用支援事業 

：成年後見制度 

Ｐ16 ：ボランテイア 
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Ｐ16 ：ボランテイア 



家族の不安 

・介護の仕方がわからない 

・介護する家族が体調を崩した 

 

・認知症の人が入れる施設はあるの？ 

 

・火の始末はできているかしら 

・病気の既往があるので 

何かが起こったときが心配 

・一人暮らしの母が心配 

・様子を見に行ってくれる人がいない 

・認知症のことをもっと知りたい 

その他の悩み 

・介護保険について詳しく知りたい 

・サービスを使いたいんだけど･･･ 

・なんだかよくわからないが、 

とにかく、どこかに相談したい 

・近ごろ、足腰が弱ってきた･･･ 

・できるだけ今の健康を保ちたい 

・病院の説明でわからないことがある 

・入院するほどまではないが、 

健康状態が気になって自宅の生活に不安 

・ひとの集まるところに出かけて行きたい 

・近くに知り合いがいないので寂しい 

・気がついたら、誰とも会話をしていない日がある 

交友関係の減少 

 

 

健康についての悩み 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ｐ 5 ：在宅介護支援センター 

・自動消火器 

・緊急通報システム等 

Ｐ14 ：短期入所生活介護（ショートステイ） 

Ｐ 6 ：民生委員・在宅福祉アドバイザー 

Ｐ16 ：ボランテイア 

Ｐ13 ：認知症対応型共同生活介護 

      （グループホーム） 

Ｐ14 ：介護老人福祉施設 

（特別養護老人ホーム） 

Ｐ11 ：訪問看護 

Ｐ 5 ：在宅介護支援センター 

Ｐ 4 ：認知症サポーター 

Ｐ 5 ：在宅介護支援センター 

Ｐ 8 ：居宅介護支援事業所 

（ケアマネ－ジャー） 

Ｐ 4 ：地域包括支援センター 

Ｐ10 ：通所介護（デイサービス） 

Ｐ11 ：通所リハ（デイケア） 

Ｐ14 ：短期入所生活介護 

（ショートステイ） 

Ｐ14 ：介護老人保健施設 

Ｐ16 ：ボランテイア 

：サロン活動 

Ｐ17 ：ねっかいよろ会
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Ｐ17 ：足腰ピンピン教室・ころばん体操 

      内之浦保健センター運動教室 

Ｐ11 ：通所リハ（デイケア） 

Ｐ18 ：暮らしの保健室 



と に か く ど こ か に 相 談 し た い … 

身 近 な 相 談 窓 口 
 

 

◎肝付
きもつき

町
ちょう

地域
ち い き

包括
ほうかつ

支援
し え ん

センター 

介護や健康、福祉、虐待相談、権利擁護など高齢者の暮らしにかかわる相談窓口です。認知症

が心配になったり、認知症介護や医療機関受診のアドバイスなど、できるだけ住み慣れた地域で 

生活できるためのお手伝いをします。 

事業所名 住所（下記事業所内にあります。） 電話番号 

肝付町地域包括支援センター 
肝付町役場 

肝付町新富 98  
65-8419 

東部 サブセンター 
老春苑 

肝付町新富５２５番地 
65-1126 

西部 サブセンター 
肝付町社会福祉協議会高山事業所 

肝付町前田 3690 番地 
65-5670 

内之浦サブセンター 
肝付町役場総合支所2Ｆ

肝付町南方２６４３番地  
31-6388 

 

例えばこんなことをしています 

●必要なサービス等につないでいく窓口になります。 

●保健師や看護師、社会福祉士、ケアマネージャーなどが連携して対応します。 

●介護予防ケアプランを作成し、高齢者が自立して生活できるように支援します。 

●高齢者の人権や財産を守る権利擁護や高齢者虐待防止の拠点です。成年後見制度の活 

用支援もおこないます。→ 成年後見制度については P 15 をご覧ください。 

 

◎ 認知症サポーター養成講座 

 認知症サポーターは認知症について正しく理解し、偏見を持たず、認知症の人や家族の身近な

「応援者」で、誰でもなることができます。具体的な援助はできなくても多くの方々の理解と協

力は認知症を抱える方々の「生活の大きな支え」となります。 

■認知症サポーターになるには？ 

 基礎知識や本人や家族への支援の方法など９０分程度の研修を受けていただきます。少人数で

も開催することができます。 

なりたい方が数人集まったら肝付町地域包括支援センターにご連絡ください。 

 

サポーター養成講座受講者の声 

○自分には関係ないことではないと思った。 

○人が人として生きることの大切さが心に残りました。 

○対応の仕方が少しわかった気がします。 

○「認知症の人は何もわからない」は間違いだと知りました。 
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◎在宅
ざいたく

介護
か い ご

支援
し え ん

センター 

肝付町より委託されている「動く相談窓口」です。役場に行かなくても相談でき、介護保険外

で利用できるサービス紹介や申請（下記のサービス）手続きのお手伝いをします。また、高齢者

のお宅へ実態調査の家庭訪問も行います。 

事業所名 住所 電話番号 

在宅介護支援センター 老春苑 
介護老人保健施設老春苑内 

肝付町新富５２５番地 
65-7500 

西部地区在宅介護支援センター 
肝付町社会福祉協議会高山事業所内 

肝付町前田 3690 番地 
68-8188 

内之浦地区在宅介護支援センター 
肝付町役場総合支所内

肝付町南方 2643 番地  
31-6333 

 
◎ 初めての介護、どうしていいか、わからない時 

◎ 近所に一人暮らしの高齢者の方、ちょっと心配なんだけど･･･ 

介護保険外で利用できる在宅福祉サービス 

            

 

 

申請後、会議でそれぞれに応じた必要回数を決定します。 

課税状況によって自己負担が必要となります。 

◎ 肝付
きもつき

町
ちょう

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

 

住み慣れた地域で、安心して豊かに、暮らし続けられるまちづくりを目指しています。地域福

祉を推進する機関として，町内外の個人や町内の事業所・団体・各世帯を会員とした民間の社会

福祉法人で、ボランティア・各福祉団体等の活動支援も行っています。（Ｐ１５・１６） 

地域福祉・在宅福祉推進事業 

〇ボランティアセンター事業    〇福祉資金業務 

〇各種相談支援事業        〇日本赤十字社事業 

〇共同募金事業          〇福祉サービス利用支援事業 

〇在宅介護支援センター事業    〇地域包括支援サブセンター事業 

〇法人成年後見事業        〇その他 

介護保険事業 

〇指定居宅介護支援事業（介護計画作成） 

〇訪問介護，入浴介護事業（ホームヘルプ，入浴車派遣） 

〇通所介護事業（デイサービス） 

〇生活支援事業 / 介護予防事業 

事業所名 住所 電話番号 

肝付町社会福祉協議会 事務局 肝付町前田３６９０番地 68-8188 
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配食サービス 

緊急通報システムの貸与 

ホームヘルパー（総合事業） デイサービス（総合事業） 

日常生活用具の給付（電磁調理器・火災報知機・自動消火器） 



◎ 民生
みんせい

委員
い い ん

・児童
じ ど う

委員
い い ん

  

 

◎ 在宅
ざいたく

福祉
ふ く し

アドバイザー  

各振興会より選出され、地域福祉活動を行う地域ボランティアです。 

民生委員・児童委員はいつもあなたのそばにいます…

■活動内容 

 一人暮らしの高齢者を中心として、障害のある人や寝たきり、認知症の人がいる世帯などに対

して、定期的に見守り活動をしています。 

 見守り活動を行う中で生活課題が発見されたら、民生委員・児童委員や自治会長、最寄りの介

護事業所・肝付町社会福祉協議会等関連機関に連絡し、その課題解決を図っていくとともに、軽

微な課題であれば直接生活支援を行っているアドバイザーもいらっしゃいます。 

 なお、こうした見守り・コーディネート・生活支援の活動以外にも、サロン活動や敬老会、交

流行事等、地域における福祉活動の担い手を務めています。 

お問い合わせ 
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事業所名 住所 電話番号 

肝付町社会福祉協議会 事務局 肝付町前田３６９０番地 68-8188 

■相談
　悩み事や心配事についての相談を
受け、一緒に考え、解決のお手伝い
をします。

 ■生活支援
　ボランティアや見守り活動を
行い、お互いに助け合う体制を
つくります。 

 

■意見具申
　住みなれた地域で誰もが安心して、豊かに暮らし
続けられるよう、皆さんの声を関係行政機関に届け
ます。

■情報提供
　社会福祉制度や福祉サービスの内容や利用方法等についてご紹介します。 
　普段、地域の皆さんが抱えている福祉に関する困り事や望んでいる事は何か、常に皆さん
の声に耳を傾けています!! 

 

■調整
　要望にあった福祉サービスが利用
できるように関係機関と調整し支援
します。 
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◎ ケアマネージャー（居宅介護支援事業者） 

介護支援専門員（ケアマネージャー）は、介護や支援を必要とする人が介護保険制度を利用

して在宅で自立した生活を送れるようサポートします。どんなサービスが必要なのか、多種多

様なサービスの中から自分に合った事業所を選ぶために、介護保険制度では、「介護支援専門

門員（ケアマネージャー）」が位置づけられ、サービス利用のケアプランを作成します。 

【事業所から認知症ケアについてひとこと】 
肝付町社会福祉協議会 

居宅介護支援内之浦事業所 

住所：南方 2643 番地 電話 31-6333 

肝付町社会福祉協議会 

居宅介護支援高山事業所 

住所：前田 3690 番地 電話 65-3350 

困ったり、悩んだりしている事を一緒に感じ

て受け止め、自分で乗り越えられるように支援

します。また、その人の立場に立って、物を見

たり、考えたり、行動を理解し、安心した生活

ができるようにケアを行い、生活を支えます。 

　「明るい笑顔と思いやり、あなたのそばで共に寄

り添い支えあう」「住み慣れた家で、心のかよう生活

づくり」をキャッチフレーズに一人一人の利用者が、

思い出のある家で生活していくために、笑顔と思い

やりに満ちた支援を提供できるような、居宅支援事

業でありたいと思っています。気軽に相談ください。 

花神荘指定居宅介護支援事業所 

住所：後田 5375 番地 電話 65-4788 

在宅介護支援センター老春苑 

住所：新富 525 番地 電話 65-3633 
お一人お一人の願いや想いを、きちんと受け

止め皆様に寄り添い、一緒に考え、笑顔の日々

が続いていけるようにわたくし達が『あなたら

しい暮らしのお手伝い』を支援致します。介護

保険に関すること、お気軽にご相談ください。 

高齢者の方、認知症の方が住み慣れた地域で

家族とともに安心した生活が送れるようにスタ

ッフ一同取り組んでいきます。 

願いや思いがかなえられるよう支援していきま

す。お気軽にお問い合わせください。 

居宅介護支援事業所ワルツ 

住所：新富 6674 番地 電話 65-2533 

居宅介護支援事業所 はる 

住所：後田 2363-13 電話 65-5511 
居宅介護支援事業所ワルツでは、高齢者をはじめ認知

症の方、ご家族の不安や困りごとを理解し、受け止め、

ご本人、ご家族の立場に立ってケアを行っていきます。

ご本人様の住みなれた家や地域で明るい笑顔、希望の

ある生活が続けていけるように支えていきます。 

 認知症の方が安心して住み慣れた我が家や地

域で生活できるように支援します。本人や家族

と悩みや困り事を一緒に考え、その人らしい生

活が送れるように取り組んでいます。 

居宅介護支援事業所 結芽 

住所：後田 5568-1 電話 36-1126 

NPO 南の太陽相談センター 

住所：富山 1791-1  電話 65-6111 

お任せ下さい！利用者様の望む生活を支えます。

認知症高齢者の感情・行動の意図を思い測り、ど

うありたいか、何をしたいかを理解し、個人の価

値観を重視・尊重します。ご本人らしい生活実現

のために、多様なサービスを紹介し、円滑な利用

を支えます。望む暮らしと支援を結び、多くの幸

せが芽吹くよう努めていきます！ 

認知症の方に対して、積極的な支援を行い、認

知症であってもなくても支援の必要な方として、

地域で安心した生活が送れるよう努め、地域で生

活する誰もがいつか迎える老いをここで過ごした

いと思える街づくりに貢献したいと考えます。 
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◎ デイサービス（通所介護事業者） 

送迎にてデイサービスセンター等の施設に通い、日帰りで入浴・食事の提供とその他の日常生

活上の世話や機能訓練等を行います。 

【事業所から認知症ケアについてひとこと】 

銀河の里デイサービスセンター 

 住所：北方５８８ 電話 67-3313 

デイサービスきしら 

住所：岸良 392－１ 電話 45-6776 
利用者一人ひとりの「できること」「やりたい

こと」に着目し、その方に応じた対応や活動によ

り、明るく笑顔の絶えない楽しい事業所を目差し

て努力していきます。、楽しさの中で他者との交

流と心身の活性化を図ります。 

 「少しでも長く住み慣れた岸良で暮らしたい」そ

の思いを大切に認知症があっても安心して暮らせ

るよう、地域での声かけを大事に職員が顔見知りの

関係づくりをしています。誰でも気軽に立ち寄れる

笑顔になれる場所づくりを皆でめざしています。 

デイサービスセンター国見園 

 住所：新富 4585－２ 電話 65-1550 

デイサービスあい 

 住所：新富5674－4 電話 65-2468 
 ご利用いただく皆様が、人生の実りの時を地域で

穏やかに過ごせるよう、ご利用様のペースに合わせ

た個別ケアを重視したサービスの提供を心がけて

います。利用問い合わせや見学なども歓迎いたしま

す。お近くにお越しの際はぜひお立ち寄り下さい。 

※本人の大切にしている生き方を尊重し、チームケアで支援していま

す。やる気満々のスタッフ紹介 ・介護支援専門員４名 ・看護師５

名・介護福祉士６名 ・フットケアの実施（巻き爪ケア・水虫爪切り

ケア・オイル足マッサージ実施）・車椅子で入浴ができる特殊浴槽導

入・３B 体操・音楽体操と個性あふれるレクレーション実施 

花神荘デイサービスセンター 

住所：後田５３７５番地 電話 65-4744 

デイサービス 幸芽 

 住所：後田 5568－1 電話 65-5733 
個々に合わせた活動で心身機能の維持を図る

ことで、ご高齢の方やご家族が安心して生活を送

れるようにお手伝いいたします。相談や見学もい

つでも受け付けています。 

 今ある能力を把握し、何が出来るのかを理解

し、興味・関心を探ります。出来ることを引き出

し、活かします。家庭的な雰囲気の中でほっこり

とした気持ちでお過ごし下さい。 

デイサービスセンター こころ 

住所：新富 4390 番地 電話 45-5900 

ミニデイ 南の星 

 住所：富山 1791－１ 電話 45-6120 
家族的な雰囲気の中で、毎日が笑いの絶えない

「こころ」です。計算問題や色塗り、テレビ体操、

DVD を利用してのリハビリ体操等を実施し、認

知症の悪化対策にも努めています。 

 日常生活に必要なお手伝いを明るく家庭的な

雰囲気の中で行っております。今どうありたいの

か、何をしたいのか。いつでもご相談をお待ちし

ております。 

デイサービス あゆみ   住所：新富 5183－1 電話 65-1565 

接遇に努め、質の高い介護をしております。介護に関するご相談もうけたまわっております。 

地域にとけ込んだデイサービスです。お気軽にお越しくださいませ。 
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◎ ホームヘルプ（訪問介護事業者） 

ホームヘルパー等が家庭を訪問し、入浴・排泄・調理などの介護や、その他日常生活の支援を

行います。 

【事業所から認知症ケアについてひとこと】 

肝付町社会福祉協議会 

訪問介護内之浦事業所 

住所：南方 2643 番地 電話 31-6333 

肝付町社会福祉協議会 

訪問介護高山事業所 

住所：前田 3690 番地 電話 65-3376 
その人らしい生活ができるように、できる事を大

切にし、困難な事に対して支援していきます。価値

観を尊重して、その人に合わせた支援ができるか

日々研鑽し、スタッフの質向上の為、研修を確保し

ご家族に対しても適切な支援を心がけます。 

その人らしい生活を送るため、ご本人と一緒にできるこ

とを探し、できないことへの援助を行います。利用者様

が笑顔で毎日を過ごせるように、職場で研修機会を設け、

スタッフ一同日々研鑽に努めています。ご本人はもとよ

り、ご家族に対しても適切な支援を心がけます。 

花神荘ヘルパーステーション 

住所：後田 5375 番地 電話 65-4831 

有限会社セントロメディコ 

 住所：新富 563－１ 電話 31-5311 
安心して自宅で過ごしていけるよう温かく見

守る応援団の一員として利用者様に寄り添い、よ

り良いサービスを提供できるよう取り組んでお

ります。 

様々な理由が原因で、誰かの助けが必要になった…病院の先

生や役場にはなんとなく言いづらい…こんな時は、どこに相談

したらいいの？そんな時には、私たちに声をかけて下さい！

「いつまでも自分の家で暮らしたい」という思いを私たちセン

トロメディコのヘルパーが応援します!!! 

ヘルパーステーションはる 

住所：後田 2363－１３ 電話 65-5511 

ヘルパーステーションワルツ 

住所：新富 6674－2 電話 65-2533 
 

暮らしの町の１軒、１軒を訪問させて頂きます。

人権を尊重し、サービスを行います。 
有料施設の中で認知症の方又利用者の方が住

みなれた環境の中でお互いに助け合い信頼し合

っていけたらとスタッフ一同取り組み支援を行

っています。 

訪問介護 NPO 南の太陽    住所：富山 1791－1   電話 45-6118 

今まで生活してきた我が家での“暮らし”を大事にして、決して出来ない部分を否定せず、出来る事

をのばしていけるようにサポートさせて頂いております。何気ない会話やいつもと違う環境、身体の変

化に『気づける目』・家族的な目線に立ち、あたたかみある訪問介護を目指しております。性格や生活習

慣…ひとりひとりに合った“向き合い”を大切に、利用者様の笑顔が今日も見る事ができますように！ 
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◎ デイサービス（通所介護事業者） 

送迎にてデイサービスセンター等の施設に通い、日帰りで入浴・食事の提供とその他の日常生

活上の世話や機能訓練等を行います。 

【事業所から認知症ケアについてひとこと】 

銀河の里デイサービスセンター 

 住所：北方５８８ 電話 67-3313 

デイサービスきしら 

住所：岸良 392－１ 電話 45-6776 
利用者一人ひとりの「できること」「やりたい

こと」に着目し、その方に応じた対応や活動によ

り、明るく笑顔の絶えない楽しい事業所を目差し

て努力していきます。、楽しさの中で他者との交

流と心身の活性化を図ります。 

 「少しでも長く住み慣れた岸良で暮らしたい」そ

の思いを大切に認知症があっても安心して暮らせ

るよう、地域での声かけを大事に職員が顔見知りの

関係づくりをしています。誰でも気軽に立ち寄れる

笑顔になれる場所づくりを皆でめざしています。 

デイサービスセンター国見園 

 住所：新富 4585－２ 電話 65-1550 

デイサービスあい 

 住所：新富5674－4 電話 65-2468 
 ご利用いただく皆様が、人生の実りの時を地域で

穏やかに過ごせるよう、ご利用様のペースに合わせ

た個別ケアを重視したサービスの提供を心がけて

います。利用問い合わせや見学なども歓迎いたしま

す。お近くにお越しの際はぜひお立ち寄り下さい。 

※本人の大切にしている生き方を尊重し、チームケアで支援していま

す。やる気満々のスタッフ紹介 ・介護支援専門員４名 ・看護師５

名・介護福祉士６名 ・フットケアの実施（巻き爪ケア・水虫爪切り

ケア・オイル足マッサージ実施）・車椅子で入浴ができる特殊浴槽導

入・３B 体操・音楽体操と個性あふれるレクレーション実施 

花神荘デイサービスセンター 

住所：後田５３７５番地 電話 65-4744 

デイサービス 幸芽 

 住所：後田 5568－1 電話 65-5733 
個々に合わせた活動で心身機能の維持を図る

ことで、ご高齢の方やご家族が安心して生活を送

れるようにお手伝いいたします。相談や見学もい

つでも受け付けています。 

 今ある能力を把握し、何が出来るのかを理解

し、興味・関心を探ります。出来ることを引き出

し、活かします。家庭的な雰囲気の中でほっこり

とした気持ちでお過ごし下さい。 

デイサービスセンター こころ 

住所：新富 4390 番地 電話 45-5900 

ミニデイ 南の星 

 住所：富山 1791－１ 電話 45-6120 
家族的な雰囲気の中で、毎日が笑いの絶えない

「こころ」です。計算問題や色塗り、テレビ体操、

DVD を利用してのリハビリ体操等を実施し、認

知症の悪化対策にも努めています。 

 日常生活に必要なお手伝いを明るく家庭的な

雰囲気の中で行っております。今どうありたいの

か、何をしたいのか。いつでもご相談をお待ちし

ております。 

デイサービス あゆみ   住所：新富 5183－1 電話 65-1565 

接遇に努め、質の高い介護をしております。介護に関するご相談もうけたまわっております。 

地域にとけ込んだデイサービスです。お気軽にお越しくださいませ。 
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◎小規模多機能ホーム 

利用者の状態や状況に応じて施設への「通い」を中心に「泊り」「訪問」の３つのサービスを

一つの事業所で提供できます。 

【事業所から認知症ケアについてひとこと】 

小規模多機能ホーム  南の空   住所：富山 1791－1  電話 45-6115 

住み慣れた地域で心身の状況に合わせ、通い・訪問・泊まりの介護サービスを柔軟に受けられます。 

なじみの職員の介護で、特に認知症の方は環境の変化に伴う負担を抑える事が出来ます。季節行事の外

出・外食、買い物など柔軟に行い、地域交流も大切にしています。隣の保育園との交流もあり、皆さん

喜ばれています。 
 

◎有料老人ホーム（住宅型）  

住宅支援等のサービスがついた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となった場合、入居者自

身の選択により、地域の訪問介護等の介護保険サービスを利用しながら生活することが可能です。 
【事業所から認知症ケアについてひとこと】 

有料老人ホーム あい 

 住所：新富 6674－4 電話 65-7560 

有料老人ホーム ワルツ 

住所：新富 6674－2 電話 65-2533 
 住み慣れた地域の中で、地域の人や友人、親戚、

家族など今まで築いてきた人間関係を維持しなが

ら家庭的なホームを目指します。 

高齢者・認知症の利用者様が、これからの人生がい

きいきとして生活を過ごされるよう、お手伝いいた

します。認知症の方をサポートしていきます。 

住宅型有料老人ホーム はる 

 住所：後田 2363－13 電話 65-5511 

住宅型有料老人ホーム 芽生（めい） 

 住所：後田 5568－1 電話 45-6736 

我が家で過ごすような 

やすらぎとスタッフがいつでもそばにいる 

安心感の中で暮らしの提供を行います。 

大切にします！入居者さまの望む暮らし。認知症に

なっても大丈夫。自立から要介護状態の方まで、必

要に応じて介護保険各種サービスを利用しながら、

ご入居頂けます。全室個室対応で、プライバシーも

守られます。豊な自然に囲まれ、のんびりと笑顔の

芽をふかせ、穏やかに生活してみませんか。みんな

で支えていきます！ 

有料老人ホーム 南の海    住所：富山 1791-1   電話 45-6117 

 

認知症になっても、今までと変わらず子ども達とふれあい、季節を感じ、家での暮らしと変わらない

日々を過ごして頂けるよう、お手伝いさせていただきます。 
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診療の補助を行います。 

◎ デイケア（通所リハビリテーション事業者） 

介護老人保健施設や病院・診療所に通い、理学療法士や作業療法士等が心身の機能の回復を図る

ためのリハビリテーションを行います。 
【事業所から認知症ケアについてひとこと】 

高山クリニック 

 住所：新富 818－１ 電話 65-1111 

老春苑 通所リハビリテーション 

住所：新富５２５ 電話 65-1500 

要支援・要介護者の方々の 

機能回復訓練や集団での交流を通じて、 

認知症の進行を防止し、 

自宅での自立した生活が維持できるように 

手助けいたします。 

日常生活に必要な運動機能向上や心身の健康回復

を目標とし、家庭で自立した生活を送れるように支援

しています。医師、看護師、理学療法士、作業療法士、

管理栄養士、介護福祉士等、専門スタッフを揃えてい

ます。なお、担当医師は、厚生労働省の定める認知症

リハビリテーション研修を修了しています。 

山内クリニック       住所：前田 4816－2 電話 65-8181 

後方医療機関（脳神経外科・精神科など）と連携し、認知症診療を行っています。診断から治療、介

護（ケア）等まで身近なかかりつけ医としてご相談下さい。認知症になっても安心して暮らせるようご

家族共々支援できればと思っています。在宅支援診療所として訪問診療も行っています。 

             

                 

 

高山訪問看護ステーションたんぽぽ 

住所：新富５５０－１ 電話 65-1555 

肝付町社会福祉協議会 

訪問入浴介護高山事業所 

 住所：前田 3690 番地 電話 65-3376 

認知症があっても、住み慣れた環境で在宅生活が継

続できるように、療養者と家族をサポートする体制

を取っていきます。 

寝たきり等で自宅での入浴が困難な方に対し、自

宅へ浴槽付きの入浴車を派遣します。入浴により、

身体の保清、血行促進、皮膚状態の観察が行えます。 

◎ 福祉用具貸与・特定福祉用具販売・住宅改修相談

特殊寝台や車いす、床ずれ防止用具などの福祉用具の貸しや出しや入浴・排泄などに使用する

福祉用具の販売を行います。また、生活環境を整えるための小規模な住宅改修（手すり取り付け、

段差解消など）の相談も行います。 

愛ケアサービス   住所：前田９1８番地 電話 65-1326 

当社は、ベッドや車いす、歩行器や杖、電動カー等福祉用具を通じて、地域の皆様の在宅介護のお手

伝いをさせて頂いております。様々な福祉用具を展示しておりますので是非お立ち寄り下さい。尚、住

宅改修も承っております。ちょっと長めの頑丈な木製ベンチも、皆様のお越しを心よりお待ちしており

ますので、茶１杯の気持ちで気兼ねなくお立ち寄り下さい。 
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◎ 訪問看護事業者 ◎ 訪問入浴介護事業者 
介護職員等が移動入浴車等で家庭を訪問

し、入浴の介助を行います。 
看護師等が家庭を訪問し、療養上の世話や 



◎小規模多機能ホーム 

利用者の状態や状況に応じて施設への「通い」を中心に「泊り」「訪問」の３つのサービスを

一つの事業所で提供できます。 

【事業所から認知症ケアについてひとこと】 

小規模多機能ホーム  南の空   住所：富山 1791－1  電話 45-6115 

住み慣れた地域で心身の状況に合わせ、通い・訪問・泊まりの介護サービスを柔軟に受けられます。 

なじみの職員の介護で、特に認知症の方は環境の変化に伴う負担を抑える事が出来ます。季節行事の外

出・外食、買い物など柔軟に行い、地域交流も大切にしています。隣の保育園との交流もあり、皆さん

喜ばれています。 
 

◎有料老人ホーム（住宅型）  

住宅支援等のサービスがついた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となった場合、入居者自

身の選択により、地域の訪問介護等の介護保険サービスを利用しながら生活することが可能です。 
【事業所から認知症ケアについてひとこと】 

有料老人ホーム あい 

 住所：新富 6674－4 電話 65-7560 

有料老人ホーム ワルツ 

住所：新富 6674－2 電話 65-2533 
 住み慣れた地域の中で、地域の人や友人、親戚、

家族など今まで築いてきた人間関係を維持しなが

ら家庭的なホームを目指します。 

高齢者・認知症の利用者様が、これからの人生がい

きいきとして生活を過ごされるよう、お手伝いいた

します。認知症の方をサポートしていきます。 

住宅型有料老人ホーム はる 

 住所：後田 2363－13 電話 65-5511 

住宅型有料老人ホーム 芽生（めい） 

 住所：後田 5568－1 電話 45-6736 
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認知症になっても、今までと変わらず子ども達とふれあい、季節を感じ、家での暮らしと変わらない
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 ◎ グループホーム（認知症対応型共同生活介護事業者））【地域密着型サービス】  

認知症の高齢者が共同生活を営む住居において、入浴・排泄・食事などの介護その他の日常生
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   ○ゆとりある雰囲気を大切に 

   ○地域の方と交流をはかり、心と心のふれあ
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◎ 特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設） 

・・・施設サービス，短期入所生活介護（ショートステイ） 
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【事業所から認知症ケアについてひとこと】 
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伝いします）。認知症は、そん人の個性ち考え、そ

ん人の人生やうっちょかれちょい（そのままにされ

ている）状況（心身状態／生活環境）を知る事から

始め、施設でも『その人らしさ』を尊重した生活が

しがないごん。かしょ（お手伝い）をします。 

ご利用者の意思及び人格を尊重し、 

常にご利用者の立場に立った福祉サービスの提供

に努めるとともに、ご利用者及びそのご家族の 

ニーズを的確に捉え、ご利用者が必要とする適切な

サービスを提供します。 

 

◎ 介護老人保健施設・・・施設サービス，短期入所生活介護(ショートステイ)

病状が安定し入院治療をする必要はないが、リハビリテーションや看護・介護を必要とする要介

護者に、看護や医学的管理下での介護、機能訓練などの必要な医療、日常生活上の世話を行います。 
短期間の入所（ショートステイ）の利用もできます。 

【事業所から認知症ケアについてひとこと】 

介護老人保健施設 老春苑   住所；新富 525 番地 電話 65-1500 

医師による健康管理の下、専門的な個別リハビリやレクレーション、介護・看護等を提供します。利用

される方々は誇りと個性を生かしながら、心身の健康回復や生活意欲の向上を図り、自立を目指して頂け

るよう支援いたします。なお、当苑医師は、厚生労働省の定める認知症リハビリテーション研修を修了し

ています。 

◎ 養護老人ホーム 

おおむね 65 歳以上の高齢者で、身体の都合、環境上又は経済的な理由によって在宅での生活が

困難な方に対し、養護老人ホームへの入所措置をおこない、適切な保護を図る施設です。 

養護老人ホーム 国見園       住所；新富 4585－２ 電話 65-2302 

運営主体：肝付町       

入所申し込み等のお問い合わせ   肝付町役場 福祉課 65-8413 
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◎いきいきサロン活動 ～いろんなつながり

・ ・ ・ ・

～ 

 お一人暮らしの方や家で閉じこもりぎみ、話し相手が少なくなってきて寂しいなどといった不

安や悩みを抱えている方々も含めて、集会所や公民館など身近な場所に集まり、会食や健康体

操・創作活動やレクリエーションなど、参加者さんたちの自由な発想で企画し、自主活動の 1

つとして『高齢者いきいきサロン活動』があり、地域での“仲間つながり”の場となっています。 

 

■サロンの機能や効果！ 

 

 

 

 

 

 

                  

 

『サロンを始めてみたい』そんな方も応援します！ 

 

問い合わせ 

肝付町包括支援センター 住所：肝付町新富 98 番地    電話：65-8419 

◎ ボランティアセンター 

 「ボランティア活動をしたい」という皆さまと「ボランティア活動を必要としている」皆さま

たちの相談窓口として、地域の皆さまを結び付ける活動をしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【赤い羽根共同募金助成金事業】 

町内で活動するボランティアやサロングループ等に対して、赤い羽根共同募金助成事業から 

活動資金の一部を助成し、グループの活動を支援します。 

【ボランティア活動保険】 

  ボランティア活動中のケガや賠償事故を保証するもので、みなさんの安心を支えます。 

 問い合わせ 

肝付町社会福祉協議会  住所：肝付町前田 3690 番地 電話：68-8188 

 

仲間づくり 

孤独感の解消 
健康づくり 

健康管理 

生活の質の向上 

 社会参加の促進 

いきがい・自己実現 

経験が役立ち みなさんが主役 

支え愛の輪 

  出会いや相談 

情報が入る 

 役立つ情報交換の場 
介護予防 

寝たきりや認知症予防 

実際の相談内容として 

 ○話し相手がほしい。(話しを聞きたい・聞いてほしい) 

 ○買い物やゴミ出し、布団干しやお墓参りなど手伝ってほしい。 

 ○ズボンのゴム通しやボタンつけ、すそ上げなど簡易な補修。 

 ○広報きもつきをＣＤやテープで聞きたい。 

 ○ちょっとした草取りや障子の張替えなどお願いしたい。 

 ○台風時の雨戸の開け閉めや災害時の土砂撤去などお願いしたい。  などなど 
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◎福祉サービス利用支援事業 

 住み慣れた地域で安心して暮らしていただくために日常生活を支援するサービスです。 

高齢者や障がい等の方で自らの判断能力に不安のある方、福祉サービス利用の手続き、 

日常生活の金銭の支払い等にお困りの方を対象としています。不安を一緒に解決し、地域 

で安心して暮らしていただけるよう支援するサービスです。 

■福祉サービス利用の手続きをお手伝いします 

１）福祉サービス利用に関する情報の提供，相談，申込，解約の手続き 

２）福祉サービス利用料金の支払い代行 

   〇医療費，公共料金，税金等の支払い / 日用品購入代金の支払い 

   〇預貯金の出し入れ，また解約等の手続き 

３）印鑑や証書など重要書類の預かり 

■利用料金 

 相談は無料です。契約後の支援は有料で，１回の支援につき１，２００円です。 

 ただし，生活保護受給者は無料です。 

◎成年後見制度 

「福祉サービス利用支援事業」を利用していく過程で，「成年後見制度」の利用が望ましい状況

が生じたらこの制度を検討していくことになります。 

 成年後見制度とは，認知症，知的障害，精神障害などで，判断能力が不十分な方の権利を擁

護するための制度です。 

 後 見 保 佐 補 助 

対象となる方 
判断能力が全

くない方 

判断能力が 

著しく 

不十分な方 

判断能力が 

不十分な方 

■成年後見制度を利用すると 

〇同意権 

本人ご行為に成年後見人等が同意することにより，法律的に効果が認められ同意を得ないで行

った行為契約は取り消すことができます。 

〇代理権 

本人に代わって契約などの行為を成年後見人等が行う権限をいいます。成年後見人が行った行

為は，本人がした行為としてみなされます。 

 お気軽にお問合せください。 

                   

問い合わせ 

肝付町包括支援センター 住所：肝付町新富 98 番地    電話：65-8419 

肝付町社会福祉協議会  住所：肝付町前田 3690 番地 電話：68-8188 

ほか，家庭裁判所，（社）成年後見センター・リーガルサポート 
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◎  ころばん体操・・・年齢にかかわらず参加できます。【送迎】なし 

公民館や集会所、自宅など地域の身近な場所で、地域のみなさまと楽しく体操を行います。 

・参加者はやってみたい方！年齢は問いません！ 

・最初の５回は、行政が運動指導を支援します。 

その後は住民のみなさまで続けます。最初と３ヶ月後に体力測定をします。 

・体操は週 1 回集まって実施。 

・歌を歌いながら、おもりを使ってゆっくりと身体を動かす、誰でも簡単に 

できる体操です。おもりは参加者の身体の負担度に応じて調整します。 

・体操で筋力アップ、みんなで顔を会わせることで元気アップになります。 

     

問い合わせ 

肝付町包括支援センター 住所：肝付町新富 98 番地    電話：65-8419 
 

65 歳以上の方を対象に・・・【送迎】必要に応じて実施 

◎足腰ぴんぴん若返り教室  地区公民館単位   

 

 

 

 

 

◎内之浦保健センターで運動教室

 

 

 

 

 

◎ねっかいよろ会 内之浦地区の公民館（乙南、上北、北方、岸良） 

    

 

 

 

問い合わせ 

肝付町役場健康増進課 健康増進係 住所：肝付町新富 98 番地   電話：65-2564 
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介護予防事業の紹介 

【内容】月１回、午前中に開催。レクリエーション、歌、簡単な体操、口腔の手入れ、

栄養教室など高齢者同士の交流をはかっています。 

【参加】広報や民生委員を通じて、参加者を募集しています。 

医師から運動を制限されていない方、移動やトイレ等で介助の必要のない方なら 

どなたでも参加できます。健康運動指導士が指導します。 

【内容】椅子やマットを使ったストレッチ、リズムに乗って体を動かすなど。週に 1 回、 

６回コースで実施しています。運動する習慣をつけたい方にお勧めです。 

要介護状態になる可能性のある方を対象に、専門職が状態を確認し、個別計画を立て、 

心身および生活機能を高める運動を行い、要介護状態になることを予防します。 

 【内容】運動マシンを使い、負担の軽い運動を週２回、３ヶ月間実施します。  

口腔の機能向上や栄養改善のサービスも行っています。 



包括支援センターこんなこともしています・・・ 

◎  暮らしの保健室 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
 

 

 

 

◎◎  地地域域支支ええ愛愛隊隊事事業業・・・・・・結結成成ググルルーーププにに対対ししててのの補補助助事事業業 

  グループの構成員が 65 歳以上の方が 3 名以上もしくは半分以上を 

含む方々でグループをつくり、地域を支える活動に対し、商工会商品券 

に交換できるポイントと寄与して、地域の助け合い活動を活性化し、 

“地域社会の担い手”として高齢者を地域全体で支えあい（愛） 

ながら地域活性化や健康寿命をのばすことを目的とする事業です。 

※この事業を受けるためには、事前相談・審査などが必要になります。 

 

◎◎  介介護護相相談談員員派派遣遣事事業業  
 

介護経験のある相談員を、ご家族またはご本人のご依頼に合わせてご自宅や入所先に派遣し、

介護に関わる相談や傾聴を行う事業です。 

 

◎◎介介護護やや認認知知症症のの方方のの家家族族もも支支ええ愛愛のの会会  

介護や認知症について話を聞いてみたいご本人やご家族のための語り合える会を開催してい

る事業です。 

 

問い合わせ 

肝付町包括支援センター 住所：肝付町新富 98 番地    電話：65-8419 
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３ヵ所で実施しています。 

・岸 良 地区：毎週水曜日 １０時～１６時 場所 「肝付町岸良の家」    

・新 富 地区：毎週火曜日 １４時～１６時 場所 マチラボ「おじゃんせ仲町」 

・内之浦地区：毎週木曜日 １０時～１６時 場所 「内之浦保健センター」 

携帯：０８０－６４６２－１８７２（開設時間で対応しています。） 

＊地域にお住まいの方々の、暮らしと健康、医療介護のご相談をお受けします。 

地域の医療と介護状況を、よく知っている看護師・介護従事者が相談を受け、病院

と地域のお医者さんの橋渡しをします。 

＊医療コーディネーターとしての機能を持ちます。 

誰に話していいかわからないとき、聞いてほしいとき、お気軽にどうぞ！ 

相談だけでなく、時間内であれば、いつ来ても！いつ帰っても！良いルールです。 
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県内の認知症疾患医療センター（８か所）

 

認知症失疾患医療センターは、保健医療・介護機関等と連携を図りながら、認知症疾患に関

する鑑別診断（症状にかかる原因等を究明するために実施する検査・専門医の診察）、周辺症状

と身体合併症に対する急性期治療、専門医療相談等を実施するとともに、地域保健医療・介護関

係者への研修等を行うことにより、地域において認知症に対して進行予防から地域生活の維持ま

で必要となる医療を提供できる機能体制の構築を図ります。 

 

医療機関名 住   所 電話番号 

谷山病院 鹿児島市小原町 8 番 1 号 099-269-4119 

パールランド病院 鹿児島市犬迫町２２５３番地 099-238-0168 

ウエルフェア九州病院 枕崎市白沢北町１９１番地 0993-72-4747 

宮之城病院 薩摩郡さつま町船木３４番地 0996-53-1005 

荘記念病院 出水市高尾野町下水流８６２番地１ 0996-82-2955 

松下病院 霧島市隼人町真孝９９８番地 0995-42-8558 

栗野病院 姶良郡湧水町北方１８５４番地 0995-74-1140 

奄美病院 奄美市名瀬浜里町１７０番地 0997-52-0034 

 

 

○主な業務内容 

（１）認知症疾患に関する専門医療相談 

 

（２）鑑別診断とそれに基づく初期対応 

 

（３）合併症・周辺症状への急性期対応 

 

（４）かかりつけ医等への研修会の開催 

 

（５）認知症疾患医療連携協議会の開催 

 

（６）情報発信 
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