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はじめに

　このガイドブックは、町民の皆さんに認知症の概要について理解していただくとと

もに、ご自身やご家族が認知症になったときの不安を少しでも軽減していただけるよ

うに、認知症の進行状況に応じて、芽室町でどのようなサービスや支援を利用するこ

とができるか、情報をまとめたものです。

　もし、認知症になったときにどのような生活ができるのか、また、家族や大切な人

が認知症になった時にどのような生活ができるのか、認知症について知り、考えるき

っかけとして、このガイドブックをご活用いただければ幸いです。

芽室町の認知症に関する統計

　認知症は誰にでも起こりうる脳の病気です。厚生労働省の発表によると、平成24

（2012）年で、約462万人、65歳以上の約7人に1人と推計されていますが、正

常と認知症との中間の状態である軽度認知障害（MCI）と推計される約400万人と

合わせると、65歳以上の約４人に１人が認知症の人またはその予備軍と言われてい

ます。

　芽室町において、後期高齢者医療制度被保険者のうち、医師が認知症と診断した

方は、令和２年９月時点で５６９人です。

　国によると、高齢になるほど認知症の有病率が上昇します。芽室町では平均寿命

が延びていること、また、高齢者人口が増えていることから、今後も認知症の方が

増えると予測されます。
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後期高齢者の医療・介護突合状況

から当該月で認知症と判定したレ

セプト数を実人数として計上。KDB

では、65～74歳の認知症の状況

は把握できません。R2.9月におけ

る減少は、過去一年間で新たに認

知症と診断された人数を死亡者数

が上回ったもの

算出方法

①65～74歳：認知症の有病率

を3.5％（全国の平均）とし、芽

室町の当該年齢人口に乗じて

算出

②R2.9まで：後期高齢者医療

被保険者の認知症者実人数と

上記①の合計

③R3.9から：後期高齢者医療

被保険者の認知症の有病率

を19.7（芽室町の直近）とし、

75歳以上人口に乗じて算出し

た値と上記①の合計
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家族がつくった「認知症」早期発見のめやす

　日常の暮らしの中で、認知症の始まりではないかと思われる言動を、「家族の会」の会員

の経験からまとめたものです。医学的な診断基準ではありませんが、暮らしの中での目安と

して参考にしてください。いくつか思い当たることがあれば、かかりつけ医などに相談して

みることがよいでしょう。

●もの忘れがひどい

□１　今切ったばかりなのに、電話の相手の名前を忘れる。

□２　同じことを何度も言う・問う・する

□３　しまい忘れ置き忘れが増え、いつも探し物をしている

□４　財布・通帳・衣類などを盗まれたと人を疑う

●判断・理解力が衰える

□５　料理・片付け・計算・運転などのミスが多くなった

□６　新しいことが覚えられない

□７　話のつじつまが合わない

□８　テレビ番組の内容が理解できなくなった

●時間・場所がわからない

□９　約束の日時や場所を間違えるようになった

□10　慣れた道でも迷うことがある

●人柄が変わる

□11　些細なことで怒りっぽくなった

□12　周りへの気づかいがなくなり頑固になった

□13　自分の失敗を人のせいにする

□14　「このごろ様子がおかしい」と周囲から言われた

●不安感が強い

□15　ひとりになると怖がったり寂しがったりする

□16　外出時、持ち物を何度も確かめる

□17　「頭が変になった」と本人が訴える

●意欲がなくなる

□18　下着を替えず、身だしなみを構わなくなった

□19　趣味や好きなテレビ番組に興味を示さなくなった

□20　ふさぎ込んで何をするのも億劫がりいやがる

公益社団法人認知症の人と家族の会のホームページより抜粋
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１．認知症とは…

　認知症とは、考えたり、思い出したりすることが難しくなってくる脳の病気です。

さまざまな原因から、脳の細胞が壊れることで、脳の働きが悪くなり、日常生活や

人間関係に支障が出ている状態をいいます。（およそ6カ月以上継続）

認知症ともの忘れの違い

加齢によるもの忘れ 認知症によるもの忘れ

認知症の「中核症状」と「行動・心理症状」

　認知症には、脳の細胞が壊れることによって直接起こる中核症状と、本人の性格や

環境など様々な要因が絡み合って起こる妄想や幻覚などの症状および日常生活への対

応が困難になる行動・心理症状があります。

●体験の一部を忘れる。

例）約束したことや、通

帳をしまったことは覚え

ている。

●体験や出来事すべてを忘れ

る。

例）約束したこと自体や、通

帳をしまったこと自体を忘れ

る。

脳の細胞が壊れる

中核症状（治すことはできませんが、治療やケアによって進行を遅らせることは可能です）

記憶障害
新しいことが覚えられない。

覚えているはずの記憶を

思い出せない。

見当識障害
時間、日付、季節感、場所、

人間関係などの把握が困難に

なる。

理解・判断力の障害
考えるスピードが遅くなる。

同時に２つ以上のことができ

ない。

実行機能障害
旅行や料理など、計画や手順

を考え、行動することが困難

になる。

行動・心理症状（精神的なストレスなどを取り除くことで症状を緩和することが可能です）

性格・素質 環境・心理

●妄想（現実には起きない思い込み） ●過食など食行動の混乱

●幻覚（その場にないものが実際にあるように見えたり聞こえたりすること）

●道に迷う ●無気力 ●便をいじるなどの排泄の混乱 ●攻撃的な言動 など
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２．認知症の種類

３．若年性認知症とは

　６５歳未満で発症する認知症を「若年性認知症」といいます。

　若年性認知症は、なんらかの症状があっても、その原因が「認知症」であるとは

思いにくいため、医療機関の受診が遅れがちです。早期に受診した場合でも、更年

期障害、うつ病など別の病気と診断され、認知症が進行した状態になって初めて診

断されることが少なくありません。また、本人や配偶者が現役世代であるために、

就労、子育て、介護など、複合的な問題が発生することが考えられます。

出典：認知症介護研究・研修大府センターホームページより抜粋

記憶力や判断力の障害は起こります
が、脳の障害を受けた場所が人によっ
て異なるため、個人差があります。発
作を起こすたびに階段を降りるように
進行します。

1日のうちで、記憶障害や判断力の障
害がみられない時間帯と、混乱した時
間帯があります。実際にないものが
はっきり見える幻視という症状や「動
きが遅い」「転びやすい」などパーキ
ンソン症状が現れます。

人柄が変わってしまう「人格変化」、
わが道を行く衝動的な行動をする「抑
制の欠如」、毎日同じものを食べたり
決まった時間に同じコースを散歩した
りする「常同行動」などが現れます。

原　因

アルツハイマー型認知症 脳に特殊なたんぱ
く質がたまること
で、徐々に脳細胞
が破壊され、脳が
委縮していきま
す。

著しい記憶障害と判断力の障害、実行
機能障害などが現れます。症状はゆっ
くり進み、確実にスロープを降りてい
くように進行します。周囲が気づいた
ときには、かなり進行していることが
多いです。

特　徴

前頭側頭型認知症
（ピック病など）

原因不明。脳の中
でも前頭葉と側頭
葉が委縮します。

脳血管性認知症 脳梗塞や脳出血、
くも膜下出血など
の脳血管障害によ
り、脳に機能しな
い部分ができてし
まいます。

レビー小体型認知症 脳の神経細胞に、
レビー小体という
異常たんぱく質が
多く集まり、神経
伝達ができなくな
ります。

若年性認知症

コールセンター
☎０８００-１００-２７０７（通話無料）

月～土 １０:００～１５：００

（年末年始・祝日除く）

社会福祉法人 仁至会

認知症介護研究・研修大府センター

アルツハイマー病, 

52.6%

血管性認知症, 17.1%

前頭側頭型認知症, 

9.4%

外傷による認知症, 

4.2%

レビー小体型認知症/パーキ

ンソン病による認知症, 

4.1%

その他, 12.6%

若年性認知症（調査時65歳未満）の

基礎疾患の内訳
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４．早期発見・早期対応の必要性

　 　認知症に初めに気づく可能性が高いのは、医師ではなく、いつ

もそばにいる家族です。認知症は誰もがかかる可能性のある病気

です。「もしかして認知症？」と思ったら、早めにかかりつけ医

や専門機関、地域包括支援センターに相談しましょう。早期に受

診し、認知症に早く気付くことが大切です。

生活習慣病など様々なリスク要因が認知機能低下のリスク要因として挙げら

れています。微細な認知機能の低下がある場合でも、周囲から指摘を受けるこ

とは少なく、日常生活や社会活動には影響しない自立した状態のため、これま

で多くの場合見落とされてきました。

認知機能の維持・向上のためには、もの忘れの訴えのない時期からのリスク

要因の管理や生活習慣の改善が推奨されています。ご自身の認知機能の定期的

チェックによる状態把握と経時的な変化への気づきを認知機能低下の予防活動

を始めるきっかけとしましょう。

町では、微細な認知機能の低下を早期発見し、早期に生活習慣の改善に取り組

めるよう、気軽に認知機能を確認できるあたまの健康チェックを行っています。

職員と対面して実施し、結果はその場で確認することができます。

≪問い合わせ先≫ 高齢者支援課 介護予防係

☎ ６２－９７２４

★あたまの健康チェックやっています！
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５．認知症の進行と生活上のポイント　※症状には個人差があります

　　　　○物忘れが出てきた ○約束を忘れることがある
　　　　　○会話に「あれ」「これ」が増える
　　　　　○「あれがない」「これがない」と探すことが増える
　　　　　○「盗まれた」などのトラブルが増える
　　　　　○同じことを言う

　　
○食事の内容を忘れる

　　　　 　　　　　　 　　
○今までできていた家事がうまくいかない

　　　　　○買い忘れが増える

　　　　　　　　　　　　　

排泄 　　　　

　　　　 ○趣味やテレビ番組に興味を示さなくなる
　　　　 ○外出がおっくうになる、気分が沈む

　　　　 　　 　　

認知症の人を介護する家族の気持ちには４つの段階があるといわれています。

 　　　健康　　     軽度認知障害（ＭＣＩ）

○薬の飲み忘れがたまにある

家族の
心構え

□「いつもと様子がちがう…」など気にな
　ることがあったら、早めにかかりつけ医
　や包括支援センターに相談する
□物忘れが心配になったら、認知症
　専門医を受診する
□家庭や地域の中で
　役割を持ってもらう

□今後の生活や介護について本人と一
　緒に考える
□接し方の基本やコツを理解しましょ
   う。
□車の運転について話し合い、返納後
　の生活についてに考える。
□火の元に注意し電磁調理器などに変え
　る。

　●「なんだかおかしい」、「認知症になったのでは
　　  ないか」
　●「しっかりして」と言われると苦しい…

家族の気持ち

認知症は少しずつ進行し、症状が変化していきます。家族や周囲が認知症を理解し、
進行に合わせて対応していくことが大切です。

認知症があるけれど生活は自立

会話など

金銭管理
買い物

食事
調理

着替え

服薬

外出など

本人の思い

対応の
ポイント

認知症の進行例

本
人
の
様
子

認知症の疑い

★適度な運動やバランスの良い食事を心
　がけましょう
★趣味や人との交流を楽しみましょう
★高血圧症や糖尿病等の生活習慣病の
　重症化を予防しましょう。

★本人の話をよく聞く
★同じ話でも親切に対応する
★短い言葉でわかりやすく話す
★メモに書いて目のつくところに貼る
★時計やカレンダーを近くに置き、日時
　の検討がつく工夫をする

悔しい

不安

苦しい

※これまでと違うことに最初に気づくのは本人です。

初 期認知症発症

・訴えを無視したり否定する

・急がせる

・間違いを指摘する

戸惑い・否定 怒り・拒絶
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○時間や日にちがわからなくなる
○同じ話を何度もしたり、聞いたりする
○ついさっきのことも忘れてしまう
○暴力を振るうようになる
○怒りっぽくなる

○食事したことを忘れる ○食べられない物を口に入れる
○鍋を焦すことが多くなる
○同じ料理が多くなる

○入浴を嫌がる ○入浴や着替えがうまくできなくなる
○季節や場所に合わない服を選ぶ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　○お金の出し入れや支払いが難しくなる
○通帳などの保管場所がわからなくなる

○尿や便で下着を汚す事がある　　　　　　○トイレの失敗が増える ○尿意や便意を感じにくくなる

○たびたび道に迷う ○時間・日時・季節・場所がわからなくなる
○車の運転が難しくなる ○家の中や外を歩き回る

★本人の訴えを受け入れて否定しない
★物がなくなった時は一緒に探し、普段からしまう場所を確認
　しておく
★衣類や持ち物に連絡先を記入しておく

★体調の変化に注意する
★安心感を与えられるよう
　に笑顔やスキンシップを
　大切にする
★表情などのサインを見逃さ
　ず、本人のペースに合わせる

□介護者自身の生活・休息を大事にし、
　健康管理に気をつける
□介護サービスを有効に利用する
□自分の気持ちを話せる場所を作って
　おく
□お金の管理や契約についての制度利
用を確認しておく

□介護者自身の生活・休息を大事にし、健康管理に気を
　つける
□普段の生活の中でできないこと（食事・排泄・入浴）が
　増え、合併症を起こしやすくなることを理解する
□どのような最後を迎えるか家族間で話し合っておく
□必要に応じて施設の利用を考えておく

○薬の飲み忘れが目立つ　　　　　　　　　　　○薬の管理ができなくなる

●症状が進んでも、何もわからない人では
　ありません。相手の言葉ではなく、言っ
　た時の感情が伝わります。笑顔、笑い
　声、ぬくもりに安心します。

●「迷惑をかけ申し訳ない」「もっと役に立ちたい」
●新しいことや初めての場所は戸惑う●できない事も
　増えるけれど、できる事は続けられる

○食事に介助が必要になる
○飲み込みが悪くなる

○同じ食材を買い込む

誰かの見守りがあれば生活は自立 日常生活に手助けが必要 常に介護が必要

○質問に答えられない ○表情が乏しくなる
○家族の名前がわからな
　くなる

○会話が成り立ちにくくなる
○家族を認識できなくなる

●右に行くほど発症から時間が経過し、進行している状態

やり場のない怒り・悲しみ申し訳ない ちゃんと話しを

聞いてほしい

中 期 後 期

・強い口調で怒る

・無理強いする

・ひとりは危ないので家に閉じ込める

・介護者の都合で介護をする

・会話が難しいので話しかけ

ない

割り切る 受 容
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６．認知症の人と家族を支えるサービス

相談

安否確認
見守り

権利擁護

消費者被害

※上記は認知症の状態に応じたサービスの目安です。認知症の状態によっては、必ずしもサー
ビスを利用できるとは限りません。詳しくは10ページ以降を参照ください。

㉖軽費老人ホーム、㉙有料老人ホー
ム、㉗サービス付き高齢者向け住宅

⑮特別養護老人ホーム

住まい

⑯介護療養型医療施設

⑬グループホーム

⑭介護老人保健施設

㉘養護老人ホーム

仕事
役割支援

①芽室町包括支援センターあいあい、④担当ケアマネジャー、㉚オレンジカフェ（認知症カフェ）

介護予防
悪化予防 ㊶かがやきサロンひまわり

㊶いきいきリハビリ教室

㉝ボランティアセンター
㉞シニアワークセンター
㉟ハローワーク

集いの場

㉛老人クラブ、町内会
㉜地域交流サロン
㊱めむろ町民活動支援センター

通所系サービス（⑩デイサービス、⑪デイケア）、⑰小規模多機能型居宅介護

通所系サービス（⑩デイサービス、⑪デイケア）
⑰小規模多機能型居宅介護

㊳介護予防ポイント

㉚オレンジカフェ（認知症カフェ）

㊴めむろたすけ愛（住民互助組織）

生活支援

⑤訪問介護、通所系サービス（⑩デイサービ
ス、⑪デイケア）、⑥訪問看護、⑧訪問リハビ
リ、⑦訪問入浴、⑨福祉用具貸与・販売

身体介護

③民生委員、⑱緊急通報システム、㉒SOSネットワークシステム、⑲食事サービス

㉓成年後見支援センター、㉕日常生活自立支援事業

㉔芽室町消費生活センター

⑤訪問介護

㉑通院移送サービス

⑳家族介護用品支給事業

食事サービス（自費） ⑲食事サービス（助成あり）

㊵生活支援体制整備事業「ちょこっとサポート」

かかりつけ医、②認知症疾患医療センター（大江病院）、病院（精神科、神経内科、脳外科）
医療

⑥訪問看護

㉚オレンジカフェ（認知症カフェ）

⑫ショートステイ

⑳家族介護用品支給事業

家族支援

⑫ショートステイ

医療機関入院、㉒帯広警察署

緊急時
支援

⑱緊急通報システム

健康
認知症

の疑い
日常生活

は自立

見守りがあれ

ば生活は自立

日常生活に

手助けが必要
常に介護

が必要
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７．相談窓口

①地域包括支援センター

②認知症専門病院

③民生委員

高齢者の方が住み慣れた地域で生き生きと生活ができるよう支援を行う総合

窓口です。認知症が心配な方はご相談ください。

芽室町地域包括支援センターあいあい
芽室町東４条４丁目５番地５（芽室町保健福祉センターあいあい２１内）

☎６６－８７６７

認知症の専門的な診断や相談を行うための医療機関として、十勝で唯一北

海道から指定を受けた病院です。医療・福祉・介護の支援のため、かかりつ

け医や関係機関と連携を図ります。

認知症疾患医療センター（大江病院） 帯広市西20条南２丁目5番3号

専門医療相談 月～金 ９：００～１７：００

☎５８－２６９０

受診の予約 （診療時間 月～金 ９：１５～１２：１５ １４：００～１７：３０）

☎３６－２１００ ※休診日：土曜・日曜・祝祭日・年末年始・お盆

ご本人のかかりつけ医に相談することもできます。

身体の状態や病歴、普段の様子を把握しているため、認知症

の疑いがあると判断された場合は、専門医を紹介してもらう

ことも可能です。

地域の身近な相談役として、相談や助言、情報提供を行い、行政や地域包

括支援センターとを結ぶ橋渡し役を行っています。

≪問い合わせ先≫ 健康福祉課 社会福祉係 ☎６２－９７２3
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８．介護保険サービス

④ケアマネジャー 　⑤訪問介護
　（介護支援専門員）

⑥訪問看護 　⑦訪問入浴介護

⑧訪問リハビリテーション 　⑨福祉用具貸与・販売

⑩デイサービス（通所介護） 　⑪デイケア（通所リハビリテーション）

⑫ショートステイ 　⑬グループホーム
　　（認知症対応型共同生活介護）

状態に応じて、介護保険サービスな

どの利用を支援します。

介護老人保健施設や病院などの医

療機関に通い、食事や入浴などの

日常生活支援や、生活機能向上の

ための機能訓練を日帰りで受ける

ことができます。

ホームヘルパーが自宅を訪問し、

食事、入浴や排泄などを支援しま

す。

自宅で医療的な処置が必要な場合に

看護師が訪問して、療養上の世話や

診療の補助を行います。

介護士、看護師が浴槽を持ち込ん

で訪問し、自宅にいながら入浴す

ることができます。

デイサービスセンターに通い、レ

クリェーションや日常生活動作訓

練、食事、入浴のサービスを日帰

りで受けられます。閉じこもり予

防や生きがい支援にもなります。

特別養護老人ホームや介護老人保

健施設などに短期間宿泊し、介護

や機能訓練、食事や入浴などの

サービスを受けることができま

す。

認知症の方が少人数で共同生活を

する住まいで、日常生活の介護を

受けられます。

自宅での生活行為を向上させるた

めに、理学療法士や作業療法士、

言語聴覚士が訪問してリハビリ

テーションを行います。

日常生活の自立を助けるための福

祉用具を貸与します。入浴や排泄

などに使用する福祉用具を販売

し、一年度10万円を上限にその購

入費を支給します。
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⑭介護老人保健施設 　⑮特別養護老人ホーム

⑯介護療養型医療施設 　⑰小規模多機能型居宅介護

９．福祉サービス

⑱緊急通報システム

⑲高齢者食事サービス 　⑳家族介護用品支給事業

症状の安定した方が、一時的に入

所してリハビリを中心とする医療

ケアを受けることができる施設で

す。機能訓練、その他必要な医療

処置を行い、在宅復帰を目指しま

す。

常時介護を必要とし、自宅での介

護が困難な方が入所する施設です。

食事や入浴、排泄や機能訓練に加

え、健康管理など日常生活の介護

を受けられます。

デイサービスのような「通い」で

のサービスを中心として、自宅で

訪問介護を受ける「訪問」や、

ショートステイを行う「泊まり」

を組み合わせたサービスを同じ職

員から受けることができます。

ひとり暮らしの高齢者、高齢者夫婦世帯、身体障がい者のいる世帯の方に、

急病や災害時の連絡手段として通報機器・ペンダントを貸与します。

※直接病院や消防につながるものではありません。

≪問い合わせ先≫ 高齢者支援課 在宅支援係 ☎６２－９７２４

食事の調理も買い物もできない高

齢者等が、自分で選んだお弁当を

受け取れるサービスです。また、

配達時に安否確認を行います。

≪問い合わせ先≫

高齢者支援課 在宅支援係

☎６２－９７２４

在宅で要介護４・５の高齢者を

介護している家族に対して、介

護用品の給付券を支給します。

介護者・要介護者のいずれも非

課税世帯に属していることが要

件となります。
≪問い合わせ先≫

高齢者支援課 在宅支援係

☎６２－９７２４

急性期の治療を終え、長期の療養

を必要とする人のための医療施設

です。
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　㉒ＳＯＳネットワークシステム

㉓成年後見支援センター

㉔芽室町消費生活センター

㉑在宅福祉通院移送サービス

成年後見に関する相談窓口です。家庭裁判所の決定に基づき判断能力が十分

でない方に対し、福祉サービスの利用や普段の生活で必要な契約、財産管理

などの法律行為全般について、制度の説明や書類作成等の助言を行います。

また、成年後見人等になる方がいない、ふさわしい方が見つからない場合は、

自らが成年後見人となり、市民後見人と連携した支援を行います。

≪問い合わせ先≫

芽室町社会福祉協議会 ☎６２－１６１６

在宅で車いすを使用している高齢

者・身体障がい者で、通院に移送

サービス車両（移動ベッド又は車

いす専用）を必要とする方に、通

院のための交通費を助成するもの

です。

≪問い合わせ先≫

高齢者支援課 在宅支援係

☎６２－９７２４

認知症などの高齢者が所在不明

になった際に、ご家族による

「事前登録情報」をもとに協力

機関に情報提供を行い、高齢者

の安全確保を推進します。

≪問い合わせ先≫

高齢者支援課 在宅支援係

☎６２－９７２４

帯広警察署生活安全課

☎２５－０１１０

消費者の相談窓口です。消費生活に関する疑問や困り事はお気軽にお問合せ

ください。契約トラブル等があれば、助言や情報提供、事業者との交渉が円

滑に行われるようにあっせんを行います。

≪問い合わせ先≫

芽室町消費生活センター（芽室消費者協会内）☎６２－6556
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㉕日常生活自立支援事業

　㉗サービス付き高齢者向け住宅

　㉙有料老人ホーム

１０．交流・生きがいづくり・生活支援

　 ㉛老人クラブ

㉖軽費老人ホーム（ケアハウス）

㉘養護老人ホーム

㉚オレンジカフェ（認知症カフェ）

北海道地域福祉生活支援センターで実施する事業で、福祉サービス利用の

手続きや生活費の管理、年金証書等の大切な書類の預かりを、芽室町社会

福祉協議会に登録している「生活支援員」がお手伝いします。

≪問い合わせ先≫ 芽室町社会福祉協議会 ☎６２－１６１６

６０歳以上で家族の援助を受ける

ことが困難な方を対象とした住宅

で、食事、入浴サービスの他、緊

急時の対応があります。

安否確認や生活相談の援助が受

けられる高齢者向けの住宅です。

環境上、経済上の理由により在宅

生活が困難な６５歳以上の高齢者

が対象の施設です。

≪問い合わせ先≫

健康福祉課 社会福祉係

☎６２－９７２3

オレンジカフェは、認知症のご本

人やご家族、地域住民、専門職な

ど、どなたでも気軽に参加できる

集いの場です。認知症に関する相

談も可能です。

≪問い合わせ先≫

高齢者支援課 在宅支援係

☎６２－９７２４

高齢者の知識と経験を活かし、生

きがいと健康づくり、社会参加活

動などを行っている自主的な組織

です。

≪問い合わせ先≫

芽室町社会福祉協議会

芽室町老人クラブ連合会事務局

☎６２－１６１６

食事や日常生活の援助が受けられ

る高齢者向けの住宅です。
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㉜地域交流サロン 　㉝芽室町ボランティアセンター

㉞シニアワークセンター 　㉟ハローワーク

　㊲認知症サポーター養成講座㊱めむろ町民活動支援センター

希望するボランティア活動に応

じて、活動や団体の紹介をして

います。

≪問い合わせ先≫

芽室町社会福祉協議会

芽室町ボランティアセンター

☎６２－１６１６

気軽に集え、無理なく楽しく通い

続けられ、自由に参加できる場で

す。集まった人達の興味や関心に

合わせて楽しめる計画を作り、無

理のないペース（月１回以上）で

開催します。

≪問い合わせ先≫

芽室町社会福祉協議会

☎６２－１６１６

民間の職業紹介事業等では就職

へ結びつけることが難しい就職

困難者を中心に支援する最後の

セーフティネットとしての役割

を担っています。また、地域の

総合的雇用サービス機関として、

職業紹介、雇用保険、雇用対策

などの業務を一体的に実施して

います。

概ね６０歳以上で、働く意欲のあ

る方に登録いただき、技術や能力

に応じて各作業の紹介をします。

≪問い合わせ先≫

めむろシニアワークセンター

☎６６－７７５１

運動、ものづくり、文化活動、

サロン、生活支援などさまざま

な活動をしている団体をご紹

介・おつなぎして、仲間づくり

や生きがいづくりをサポートし

ています。

《問い合わせ先》

めむろ町民活動支援センター

（芽室町中央公民館１階）

☎６２－０４１３

認知症を正しく理解し、認知症の

方とその家族の身近な理解者とし

て、温かく見守りやできる範囲の

支援をしていただく認知症サポー

ターを養成する講座を開催してい

ます。

≪問い合わせ先≫

高齢者支援課 在宅支援係

☎６２－９７２４
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㊳介護予防ポイント推進事業

㊶介護予防教室

  ㊴めむろたすけ愛（住民互助組織）

㊵生活支援体制整備事業「ちょこっとサポート」

身体状況に応じて、運動やレクリエーションを行います。

１ いきいきリハビリ教室

体操や手先の運動、脳トレーニング等を行い、体力維持や口腔機能の向

上を目指します。

２ かがやきサロンひまわり

閉じこもり予防や認知症予防を目的として、脳トレーニングや体操・作

業療法等を行い、口腔機能の向上と健康で生きがいのもてる生活を送るこ

とができるよう支援します。

≪問い合わせ先≫ 高齢者支援課 介護予防係 ☎６２－９７２４

指定を受けた施設・団体等で高齢

者がボランティア活動に参加する

ことで、活動に応じたポイントを

手帳に貯め、翌年度にそのポイン

トを商品券などに交換することが

できます。

≪問い合わせ先≫

芽室町社会福祉協議会

☎６2－1616

サービス利用者とサービス提供

者が会員となり、相互扶助の心

と対等な立場で、いろいろな

サービスを行います。

内容は、掃除・洗濯・料理・買

い物・庭の草取り・ガラス拭き

等の家事一般、話し相手や留守

番、通院介助等です。

≪問い合わせ先≫

☎０８０－３５１５－９９６３

高齢者の暮らしの中のちょこっとした困りごとを「できる人が、できる

時に、できる範囲で」助け合うしくみです。利用するには事前に利用会員

登録（登録無料）とチケット購入（３０分単位２５０円）が必要です。

≪問い合わせ先≫

芽室町社会福祉協議会 ☎６２－１６１６
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11．認知症初期集中支援チーム

1.認知症初期集中支援チームとは？

2.対象となる方は？

３.相談先
　　

４.サービスの流れとチーム員

複数の専門職がチームになり、お宅を訪問して、お話を伺い、集中的に今後の

対応について考え、必要な医療・介護等のサービスにつながるよう支援します。

チームは、認知症専門医（サポート医）の協力を得ながら活動します。

※チームは芽室町役場高齢者支援課に設置しています。

４０歳以上の町民で、自宅で生活されている認知症が疑われる方や認知症の

方で、次に該当する方。

・「認知症」と診断されていない方、または治療を中断している方

・医療サービスや適切な介護サービスを利用していない方

・医療サービスや介護サービスを利用しているが、認知症による症状が強く、

どのように対応してよいか困っている方

家族、ケアマネ

ジャー、かかり

つけ医、民生委

員など
相談 依頼

芽室町役場内

高齢者支援課

在宅支援係

医療系職員福祉系職員 保健師等 サポート医

芽室町地域包括支援センターあいあい ☎６６ー８７６７

認知症初期集中支援チーム

①情報収集 ②初回訪問 ③チーム員会議

④支援の実施 ⑤チーム員会議

⑦モニタリング

●身体状態の確認

●生活状況の確認

●認知症に関する情

報提供など

⑥ケアマネジャー

等関係機関への

引き継ぎ

●支援の方向性

を検討

●医療機関への受診勧奨

●介護サービスの利用勧奨

●認知症の重症度に応じた

助言

●家族支援 など

●支援の終了

の決定

芽室町

地域包括

支援センター

あいあい
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