
大野城市 

認知症ケアパス 

～認知症になっても 

住み慣れた地域での暮らしをめざして～ 

大野城市すこやか長寿課 

地 域 包 括 支 援 センター 

令和元年９月(第２版) 



はじめに 

「病気になったら、自分はどうなるのだろう・・・」これは誰もが心配することです。 

特に「もし、認知症になったら・・・」ということは、老後の最大の不安となっています。

今後、2025 年(平成 37 年)には、65 歳以上の約 5 人に 1 人が認知症になると 

の推計もあり、認知症の方を支えるための効果的な医療や介護、福祉サービスなど 

の充実が求められています。 

「認知症」になったら、「自分らしく生きること」を諦めなくてはならないのでしょうか？そ

うではありません。いろんなサポートを受けながら、住み慣れたわが家、わがまちで生活

していくことが可能です。認知症は、病気の進行とともに、症状や困りごとも変化してい

きますので、その状況に応じて適切なサポートを受ける事が大切です。 

そこで、認知症のどのような時期に、どのようなサポートを受けられるのか大まかな目

安を示したものが「認知症ケアパス」です。「認知症ケアパス」では、介護保険や福祉

サービスなどの情報に加え、地域のサービスも紹介しています。 

認知症を正しく理解し、たとえ認知症になったとしても、自分らしく生活するために、

この「認知症ケアパス」をご活用ください。 
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【１】認知症とは 

認知症とは、さまざまな原因で脳の働きが悪くなり、記憶力が低下し、社会生活や日
常の生活に支障がでてくる病気です。例えば、時間や場所が分からなくなる、人の区別
がつかなくなる、数分前のことを思い出せなくなります。 
認知症は、単に加齢によるもの忘れがひどくなった状態ではなく、誰にでもおこりう
る「脳の病気」なのです。 

【２】加齢によるもの忘れと認知症のちがい 

加齢によるもの忘れ 認知症 

□ 経験したことが部分的に思い出せない □ 経験したこと全部を忘れる 

□ 目の前の人の名前が思い出せない □ 目の前の人が誰なのかわからない 

□ 物の置き場所を思い出せないことがある □ 置き忘れ、紛失が頻繁になる 

□ 何を食べたか思い出せない □ 食べたこと自体を忘れる 

□ 約束をうっかり忘れてしまう □ 約束したこと自体を忘れる 

□ 物覚えが悪くなったように感じる □ 数分前の記憶が残らない 

□ 曜日や日付を間違えることがある □ 月や季節を間違えることがある 

□ 人柄に大きな変化はない □ 人柄が変わることがある 

【３】認知症の４つのタイプ（主なもの） 

―１―

１．もっと知ろう認知症

アルツハイマー型認知症  

・認知症の中で最も多く占める病気 
・緩やかに進行する 
・脳の萎縮が画像診断で分かることがある 
・比較的社会性が保たれ、話を合わせたり、
取り繕うことができる 
・麻痺など身体症状はあまりない 
・昔の記憶は残っているが、最近のこと 
を忘れる 

脳血管性認知症 

・脳梗塞や脳出血が原因となって起きる 
・脳血管障害を起こすたびに、階段的に進
行する 
・脳血管障害が起こった場所によって、症
状がさまざまである 
・麻痺を伴いやすい 
・もの忘れは強いが、判断力や理解力は保
たれる 

レビー小体型認知症 

・原因は不明、レビー小体というたんぱく
質が、脳の神経内にたまる病気 

・実際にはないものが見える「幻視」、壁
のシミが虫に見える「錯視(さくし)」など
がみられる 

・手足のふるえ、身体や表情が硬くなる等
が現れる 

・薬に過剰に反応する 
・時間によって症状が変動する 

前頭側頭型認知症 

・前頭葉、側頭葉が萎縮して起こる病気 
・感情のコントロールができず、他者への
配慮ができなくなる 
・万引きや無銭飲食など、以前の本人では
考えられない反社会的な行動がある 
・同じ行動、言葉を繰り返す 
・一日中何もせず寝ていたり、意欲低下が
みられる 
・記憶や方向感覚は比較的保たれるため、
認知症とわかりにくい 



【４】軽度認知障害(MCI)とは 

健常者と認知症の人の中間段階(グレーゾーン)のことを指します。まだ、認知症になって
いない段階です。日常生活に大きな支障がないため、本人も周囲も気づきにくく、そのま
まにしていると認知症になってしまいます。 
軽度認知障害(MCI)と診断された人のうち、半数はアルツハイマー型認知症などへの進行
がみられるというデータもあります。しかし、適切な対応（21ページを参照）をすること
で、回復する可能性もあります。 

軽度認知障害の症状 

・昔から知っている物の名前が出にくい、「アレ・ソレ」など代名詞を使って話すことが増える。 
・最近の出来事を忘れることがある。みんなで経験した共通の出来事を一人だけ忘れることがある。
・好きな習い事に行くのを嫌がる、理由をつけて休もうとするなど積極性が低下する。 
・料理に時間がかかったり、物事の段取りが悪くなる。

【５】もし、認知症かな？と思ったら･･･早期発見・早期治療が大切です 
早期受診のメリット 

①治る病気や一時的な症状の場合があります

脳の病気は脳の外科的な処置をすることで劇的に良くなる場合や、薬の不適切な使用を改善する

ことで、症状の進行が緩やかになることがあります。 

②進行を遅らせて穏やかな時間を長くすることができます 

薬による治療を行うことで、認知症の症状を抑えたり、生活上の障害を軽減でき、その後のトラ

ブルを減らすことも可能です。 

③自分らしい生活への備えができます 

早い時期で病気が見つかることで、症状が軽度のうちに家族や周囲の方と話し合い、今後の生活

や治療内容を自分で決めたり、準備や手配をしておけば、認知症であっても自分らしい生き方を全

うすることが可能です。 

【６】受診するとき準備すること 
認知症かな？と不安を感じたら、まずはかかりつけ医に相談しましょう。かかりつけ医
がいない場合は、１４ページの「７）医療を受ける」を参考にしてください。  
病院を受診する時は、認知症が気になり始めてから今までの様子を医師に伝えましょう。
家族と一緒に受診するのも良いでしょう。病院での検査は、問診・記憶や認知機能低下を
調べる簡単なテスト、MRI や CT などの画像検査、血液検査などが行われることがありま
す。 

―２―

診察に備えて準備する情報 

□困っていることは何か？：もの忘れ、家事や仕事でミスが多い、意欲低下など 

□具体的な症状：記憶力低下、幻覚、被害妄想(〇〇が△△を盗ったなど)、不眠など 

□今までの経過：症状が気になり始めた時期 □今までにかかった病気

□現在、服用している薬：お薬手帳を持参  □家族の協力状況



【７】認知症の症状

認知症の症状は、「中核症状」と「行動・心理症状」の2種類に大きく分けられます。 
「中核症状」は脳の病気により、共通して起こりやすい症状です。記憶や判断力、問題

解決力、時間や場所の見当識など認知機能が損なわれます。 
「行動・心理症状」は、本人の性格や周囲とのかかわり方、環境などが絡み合って起こ

るため、人それぞれ現れ方が違います。 

―３―

時間、日付、場所、
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新しいことを覚え

られない、覚えて

いたことを忘れる 

考えるスピードが遅く

なる 

２つ以上の事が重なる

と上手くできない 

理解･判断力低下 

計画を立て手順どおり 

にすることができない 

実行機能障害 

中 核 症 状
(治すことがむずかしい) 

不安やストレスな

ど本人なりの目的

で歩き回る 

徘徊 

気持ちが落ち込む 
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えたりする 

行 動 ・ 心 理 症 状
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認知症の症状は、時間の経過とともに変化し、その症状に応じて生活の中での困り事も変化していきます。 

認知症の程度や先の見通しを確認し、その人にあった対応策を考えましょう。

気づき～軽度 中等度 重度 最重度 

認知症の人の 

様子 

最初に物忘れやミスが目立ちはじめ、何か
を計画し、順序立ててやり遂げることが難しく
なってきたり、意欲や自信の低下がみられま
すが、まだまだ出来ることもたくさんあります。

例えば 
□約束を忘れてしまうことがある 
□物や人の名前が出てこなくなり「アレ・ソレ」
という言葉が増える 

□物を失くしたり、失敗が増え、それを人のせ
いにする 

□同じ話を繰り返す

いつ、どこで、何をしたのか出来事そのもの
を忘れるようになります。また、時間や季節の
感覚が薄れたり、自分がいる場所がわからな
くなったりします。会話が困難になってきます。

例えば 
□日にち、曜日だけでなく、季節や年もわかり
にくくなる 

□自宅から離れたところ（慣れていない場所）
で道に迷う 

□家事の手順や物の使い方がわからなくなる

直近のことだけでなく、古い記憶も曖昧にな
ってきます。家族の顔がわからなくなり、コミュ
ニケーションがさらに困難になります。自発的
な発言や行動が減ります。 

例えば 
□家族が誰かわからなくなる 
□物を見ても、それが何かわからない 
□近所（慣れた場所）でも道に迷ったりする 
□自宅内でもトイレの場所がわからない

言葉によるコミュニケーションが難しく、意思
疎通が困難になります。活動性は失われ、ほ
ぼ寝たきりの状態になります。 

例えば 
□言葉が減ってくる 
□話しかけた言葉が理解できず、会話ができ
ない 

□表情が乏しくなる 

暮らしの中で 

困ること 

今までできていた家事などでミスが増えま
す。また、今まで興味を持って取り組んでいた
ことに興味を示さず、何をするにも億劫になり
ます。 

例えば 
□これまでできた簡単な調理はできるが、手
の込んだ料理は難しくなってくる 

□一人でいるのが不安になったり、外出する
のが億劫になる 

□趣味や好きなテレビ番組に興味を示さなく
なる 

□いらいらして怒りっぽくなる 
□身だしなみを気にしなくなる 

家事全般で支援が必要になります。また、
着替えや入浴など、身の回りのことにも支援
が必要になってきます。 

例えば 
□食事したことを忘れる 
□ガスの消し忘れがあり、鍋を焦がすことが
多くなる 

□薬やお金の管理ができなくなる 
□季節にあった衣類を選べなくなる 
□とうてい歩けない距離を歩いてでかけようと
する 

□買い物に行くと同じものばかり買ってくる 
□お葬式や入院などいつもと違う出来事で混
乱する                 

横になっていることが多くなり、活動性が低
下します。身の回りのこと全般に支援や介護
が必要になります。 

例えば 
□配偶者や子どもの顔がわからなくなる 
□服を上手く着ることができない（前後や表
裏、上下、順番がわからない） 

□入浴するのを嫌がったり、身体が上手く洗
えず清潔が保ちにくくなる 

□排泄の失敗が増えてくる 
□会話や笑顔が減る

病気によっては寝たきりになるなど、常に介
護が必要な状態です。言葉による意志表示は
できず、しぐさや表情でのコミュニケーションが
主になります。 

例えば 
□寝たきりになり、排泄や入浴など、身の回り
のこと全般に介護が必要になる 

□食事が飲み込みにくくなり介助に時間がか
かる 

□日中も眠っている時間が多くなる 

本人・家族向け

アドバイス 

○本人が認知症の症状を自覚し、不安に思っ
ていることもあります。ミスや失敗を責め
ず、本人の不安をやわらげましょう。 

○急がせたり、口を出しすぎたりせず、気長に
見守りましょう。 

○家族は、本人の行動を見守り、どの部分が
でき、どの部分ができないのかを見極め、
できない部分をさりげなく支援します。 

〇昔の経験をもとにできることは大切にしま 
す。 

○火の不始末や道に迷うなど、思いがけない
事故に備え、安全対策を考えましょう。 

○本人の役割を取り上げず、出来ない部分を
支援しましょう。ちょっとした声かけや手助
けがあれば、役割や目的を果たすことがで
きます。 

○家族は、本人の行動の変化に戸惑いや不
安を感じることが増えてきます。本人に振り
回され、疲弊する前に親族や近所の方など
に状況を伝え、理解してもらいましょう。 

○本人から目が離せなくなり、家族の介護負
担が増えてきます。相談しながら、医療や
介護サービスを上手に使いましょう。 

○危険が予測できず、転倒や誤飲など家庭内
での事故が増えます。危ない場所、物はな
いか確認し、生活環境を整えましょう。 

○体の不調を訴えることができないため、病
気に気付かなかったり、重症化することが
あります。肺炎など他の合併症の症状や予
防対策について学びましょう。

○家族は言葉以外のコミュニケーション（話し
方や表情・しぐさから気持ちをくみ取るなど）
やスキンシップを心がけましょう。 

○医療や介護の専門職と、看取りに備えた相
談をしておきましょう。

２．認知症の経過と症状

―
４
―



認知症によるもの忘れはあっても感情やその人らしさは残っています。また、周りの方

の関わりしだいで症状の多くを和らげることができます。 

―５―

認知症の人への対応は「４つの“ない”」を心がけましょう 

①驚かせ“ない”      ②急がせ“ない” 

③自尊心を傷つけ“ない”  ④否定し“ない” 

さみしくさせ

ないようにし

ましょう

やさしく接し

ましょう

できる事をひ

とつずつ

やってもらい

ましょう
本人のペース

に合わせまし

ょう

聞き上手に

なりましょう

本人が好きな

事やなじみが

ある事を話題

にしましょう

相手の言葉に

耳を傾けて

ゆっくり接し

ましょう

一人の人とし

て、普通に接

しましょう

笑顔でうなず

き不安を取り

除きましょう

スキンシップ

を大切にしま

しょう

怒ったり否定

したりしない

ようにしまし

ょう

「認知症の人は自覚がない」というのは間違いです。

最初にもの忘れに気づくのは本人で、誰よりも不安

で、悩んだり、苦しんだりしています。 

 周りの人は、認知症を病気として正しく理解しつ

つも「認知症の人」と特別扱いするのではなく、今ま

でどおりに、さりげなく、自然に、つきあっていきま

しょう。 

３．認知症の人への接し方



気づき～軽度 中等度 重度

認知症ではないが
もの忘れが気になる

症状はあっても
日常生活は自立している

見守りがあれば
日常生活は自立できる

日常生活に
手助けや介助が必要

常に介護が必要

(P８)

(P９)

　(P10)

(P11)

(P12)

５）生活を支援する
(調理・洗濯・掃除など)

１）相談する

２）予防する・
　　悪化を防ぐ

３）他者とつながる
　（仕事・役割をもつ）

４）見守る
　（安否確認・見守り）

通所介護・認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護

まどかｽｸｰﾙ・足元気教室・音楽ｻﾛﾝ・健康づくりﾐﾆﾃﾞｲ・健康増進教室・男性料理教室

公民館活動・コミュニティセンターサロン活動

介護予防ボランティア・シニア大学

地域包括支援センター(基幹型・地区)

徘徊高齢者等位置探索サービス

民間宅配食・民間ヘルパー

緊急まどかコール

認知症ケアパスは、認知症の発症から、進行とともに変化していく状態に応じて、どのような医療や介護などの支援を受けられるのか大まかな目安を示したも
のです。なるべく早い時期から適切な対処方法を知っておくことは、認知症の人の理解やケアに役立ちます。

認知症カフェ

市配食サービス

市のサービス

介護保険サービス

地域のサービス

その他のサービス

かかりつけ医・専門医療機関・ものわすれ相談医・ケアマネジャー

地域包括支援センター(認知症初期集中支援チーム)・長寿支援課(介護サービス相談員)・すこやか長寿課

民生委員・福祉委員

健康診断・定期受診

こころの健康相談・健康相談・栄養相談

シニアクラブ・シルバー人材センター

行政区・民生委員・福祉委員・認知症サポーター

市配食サービス

訪問介護・訪問型サービス・小規模多機能型居宅介護

シルバー人材センター・使ってバンク・ごきげんお届け便

夜間対応型訪問介護

４．認知症ケアパス一覧

―
６
―



気づき～軽度 中等度 重度

認知症ではないが
もの忘れが気になる

症状はあっても
日常生活は自立している

見守りがあれば
日常生活は自立できる

日常生活に
手助けや介助が必要

常に介護が必要

(P13)

　(P14)

　　(P15)

　　(P1６)

(P17)

訪問看護 通所リハビリ（デイケア）

６）身体を介護する
　　(入浴・排泄など)

７）医療を受ける

８）家族を支える

9)もしものとき
　(緊急時支援・その他)
　権利を守る

10)住まいを考える

訪問介護（ヘルパー） 通所介護（デイサービス）

【介護保険ｻｰﾋﾞｽの例】

訪問看護・通所リハビリ

地域包括支援センター(基幹型・地区)・介護者教室

緊急まどかコール

認知症カフェ・家族の会

かかりつけ医・もの忘れ相談医・認知症サポート医・専門医療機関

訪問介護・訪問型サービス・訪問入浴・夜間対応型訪問介護・小規模多機能型居宅介護介護

通所介護・通所型サービス・認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護介護

介護手当

夜間対応型訪問介護

徘徊高齢者等位置検索サービス

日常生活自立支援事業 成年後見制度

消費生活相談センター

春日署・防災メールまもるくん

福祉用具貸与・購入、住宅改修

介護付有料老人ホーム・特定施設入居者生活介護・グループホーム

特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設

住宅型有料老人ホーム・高齢者向け住宅・軽費老人ホーム・ケアハウス

―
７
―



認知症の人やその家族を支える制度やサービスにはさまざまなものがあります。もの忘

れなど気になる症状があれば、一人や家庭内で抱え込まず、まずは相談することから始め

ましょう。

－８－

名称 内容 問い合わせ先 

基幹型 

地域包括支援センター

高齢者の総合的な支援を行うための拠点とし

て設置されている相談機関 

認知症初期集中支援チーム事業を実施

092(501)2306 

地区 

地域包括支援センター

基幹型地域包括支援センターと連携しなが

ら、各地区において高齢者の総合相談に対応

認知症地域支援推進員を配置 

南地区  092(589)2632

中央地区 092(595)6802

東地区  092(504)5858

北地区  092(501)3838

長寿支援課 

介護保険申請や介護保険サービスの利用に関

すること 

介護サービス担当  

092(580)1860 

介護保険料、後期高齢者医療に関すること 
長寿支援担当  

092(580)1859 

すこやか長寿課 健康診断、健康づくりに関すること 
健康長寿担当  

092(501)2222 

ものわすれ相談医 
筑紫医師会では、認知症の早期発見と早期治療を目的に「ものわすれ相談医」による「も

のわすれ相談事業」を実施 ※詳しくは１４ページを参照 

かかりつけ医 
認知症になる以前からの本人の健康状態や持病などを把握しており、必要に応じ専門医

療機関の紹介も可能 

民生委員・児童委員 

福祉委員 

地域の身近な相談相手として、相談・支援を

行ったり、行政や関係機関とのパイプ役とし

て活動 

各公民館 

介護支援専門員 

(ケアマネジャー) 

介護サービスの利用だけでなく、福祉サービ

スや地域のサービスなど多様なサービスに精

通し、高齢者の生活を支える専門家 

各居宅介護支援事業所 

介護サービス相談員 
介護サービスに関する苦情や不満等を聞き、

利用者と事業所や市の橋渡しをする 

長寿支援課介護サービス担当  

092(580)1860 

１）相談する 

５．目的別支援内容



家に閉じこもったり、物事を考えることが少ない生活を続けていると、認知症の発症や

進行を早めます。認知症を予防するためには、適度な運動、バランスの良い食事、趣味や

役割を楽しむ、良質な睡眠などに心がけましょう。夢中になれたり楽しめる事を見つけ、

脳の活性化を図りましょう。

介護保険サービスについては「すこやか介護保険の手引き」をご覧ください。 

－９－ 

名称 内容 問い合わせ先 

まどかスクール 
足腰が弱った方、飲み込みや栄養面が心配な方が

通うスクール 

基幹型地域包括支援センター 

092(501)2306 

足元気教室 公民館で行う転倒予防の教室 

基幹型地域包括支援センター  

092(501)2306

地区地域包括支援センター 

南地区  092(589)2632

中央地区 092(595)6802

東地区  092(504)5858

北地区  092(501)3838

各公民館 

音楽サロン 
公民館で行う音楽活動を通して口腔機能の向上

や閉じこもり予防の教室 

健康づくりミニデイ 健康づくり、介護予防に関する講座 

健康相談 

(予約制) 

健康に関する相談(保健師対応) 

来所相談 毎月第１月曜13:30～16:00 

電話相談 月～金 9:00～16:30 
すこやか長寿課健康長寿担当  

092(501)2222 こころの健康相談 

(予約制) 

認知症、精神疾患に関する相談(精神科医対応) 

毎月第３月曜 13:40～15:30 

栄養相談 

(予約制) 

生活習慣病の予防・改善に関する相談(管理栄養

士対応) 

毎月第２月曜 13:30～16:00 

初心者のための 

男性料理教室 

食の実践力を身につけ、栄養バランスのとれた健

康料理や生活習慣病予防・改善のための食生活を

学ぶ 

健康増進教室 
自転車エルゴメーター、ストレッチ体操、筋力ト

レーニングなどトレーナーが指導 

すこやか交流プラザ健康増進室  

092(501)2322 

介護保険サービス 

要支援・要介護認定をお持ちの方は、通所介護、

通所型サービス、(介護予防)認知症対応型通所介

護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護などの介

護保険サービスが受けられる 

長寿支援課介護サービス担当  

092(580)1860 

基幹型地域包括支援センター  

092(501)2306 

２）予防する・悪化を防ぐ 



認知症による生活機能の衰えのため、道に迷ったり、外出先での失敗があったりすると、

外に出かけていく自信がなくなります。また、意欲も低下してきて閉じこもり気味になり

ます。人との交流を保ち、活動的な生活を送れるよう、安心して、楽しく通える居場所を

見つけましょう。 

また、今できることに目を向け、特技や知識、経験を生かした人の役に立てる仕事や役

割を探しましょう。要支援・要介護の認定を受けている方は、デイサービスやデイケアを利用し、

他者とつながる機会をもちましょう。

名称 内容 問い合わせ先 

大野城市 

シニアクラブ連合会 

活力ある長寿社会の実現のため、会員同士の交

流、サークルや健康づくり活動、地域への貢献

活動など様々な活動を行う 

092(582)9950 

大野城市 

シルバー人材センター 

働く意欲がある 60 歳以上の方がセンターの

会員となり、依頼に応じ家事や庭仕事を行う 
092(582)0221 

サロン活動 

サークル活動 

各公民館やコミュニティセンターにおいて、

様々な趣味活動や教室を開催 

※詳細は「暮らしのもやい帳」「まなブック」

を参照 

各公民館 

または各コミュニティセンター 

南コミ  092(596)0686
中央コミ 092(573)3127
東コミ  092(504)1428
北コミ  092(513)0099

介護予防ボランティア制度

高齢者自身の健康増進と介護予防のため、介護

保険施設でのボランティア活動を行う（活動に

対して換金できるボランティアポイントを付

与） 長寿支援課長寿支援担当 

092(580)1859 

シニア大学「山城塾」 

高齢者の生きがいづくり及び生涯学習の推進

を図るため、学習機会の提供、学級活動の支援

を行う 

※幅広い分野の専門家が質の高い講座を提供 

認知症カフェ １５ページを参照 

－１０－ 

【暮らしのもやい帳とは？】 

 シニア世代の生活向上、生きがいづくり、介護予防に役立つ、地域の「社会資源情報」

をまとめた冊子。 

問い合わせ先 すこやか長寿課 ０９２(５０１)２３０６ 

【まなブックとは？】 

 大野城市の生涯学習施設(まどかぴあ・コミュニティセンター・公民館等)で開催されて

いる各講座や教室、サークル活動の情報を１冊にまとめたもの。 

 （市のホームページに掲載）

問い合わせ先 コミュニティ文化課 ０９２(５８０)１９１０

３）他者とつながる(仕事・役割をもつ)



認知症であっても一人暮らしを続ける高齢者が増えてきました。また、同居家族がいて

も日中はひとりで過ごしている場合もあります。一人でいるときに、体調不良や転倒など

思いがけない異変にも対応できるよう見守り体制を整えましょう。

また、近所の方の見守りや声かけなどちょっとした支えは大変助かります。日頃から、

隣近所の方と交流をもち、認知症になっても助け合っていける関係を築きましょう。

－１１－

名称 内容 問い合わせ先 

市配食サービス 

本人・家族による食事の調理・調達が困難な高齢

者にお弁当を配達し、栄養バランスのとれた食事

を提供する。安否確認のため、お弁当は手渡しが

原則。１食400円  

※該当しない方は民間配食サービスを紹介 

基幹型地域包括支援センター  

092(501)2306

地区地域包括支援センター 

南地区  092(589)2632

中央地区 092(595)6802

東地区  092(504)5858

北地区  092(501)3838

緊急まどかコール 

65 歳以上かつ一人暮らしの方で、心疾患や脳血

管疾患などの疾患がある場合に、万が一に備え緊

急通報装置を設置 

※要介護１以上の方は介護保険での対応 

徘徊高齢者等位置検索 

サービス 

徘徊により所在不明となった場合、家族等に現在

地情報を提供 

地区 

地域包括支援センター 

一人暮らしや高齢者のみ世帯など、ご様子伺いに

ご自宅を訪問 

認知症サポーター 

認知症サポーター養成講座を受講し認知症につい

て、正しく理解し認知症の人や家族を温かく見守

る応援隊 

長寿支援課長寿支援担当 

092(580)1859 

区長、民生委員、 

福祉委員 

住民の最も身近な相談先として各行政区に配置。

区単位での見守り活動を実施 
各公民館 

認知症サポーターの目印
「オレンジリング」

４）見守る(安否確認・見守り) 

【認知症サポーターとは？】 

「認知症サポーター養成講座」を受講し、認知症を正しく理解し、認知症の方

やその家族を温かく見守る「応援者」です。大野城市には約３，０００人の認

知症サポーターが活動されており、目印として「オレンジリング」を身に付け

ています。 



認知症により日常生活に支障が出るようになった場合は、出来なくなったことを手伝っ

てもらうために介護保険などのサービスを利用しましょう。必要なサービスを利用し、適

切なサポートを受けることで、安心した生活を継続することができます。 

介護保険サービス 

サービス名 内容 問い合わせ先 

訪問介護 

訪問型サービス 

ホームヘルパーがご自宅を訪問して、調理・

洗濯、掃除などの生活援助を行う 

長寿支援課介護サービス担当 

092(580)1860

基幹型地域包括支援センター 

092(501)2306

(介護予防)小規模多機能型居

宅介護 

施設への通いを中心に、ご自宅にヘルパー

が訪問したり、短期間の宿泊を提供するな

ど、多機能なサービスを行う 

介護保険サービスについては「介護保険の手引き すこやか」をご覧ください。 

介護保険外サービス

サービス名 内容 問い合わせ先 

市配食サｰビス 

本人・家族による食事の調理・調達が困難な

高齢者にお弁当を配達し、栄養バランスの

とれた食事を提供する。安否確認のため、お

弁当は手渡しが原則。１食400円 

基幹型地域包括支援センター  

092(501)2306 

シルバー人材センター 
家事全般のお手伝い、草取り、植木の手入れ

などを行う 
092(582)0221 

使ってバンク 

暮らしのサポート事業 

生活の中のちょっとした困りごと(電球交

換、灯油入れ、植木の水やりなど)を支援す

る 

NPO法人共働のまち大野城 

南コミ  092(595)6232

中央コミ092(516)6946

東コミ 092(515)9231

北コミ 092(504)4833

買い物代行 

ごきげんお届け便 

電話または FAXで注文を受け、ご自宅へ商

品を届ける(イオン大野城店の協力) 

南コミュニティセンター内 

専用電話 

092(517)0264 

大野城市内全域対応 

－１２－ 

５）生活を支援する(調理・洗濯・掃除など) 



認知症により生活機能が衰えた人が安心して在宅生活が送れるように、介護サービスが

整備されています。かかりつけ医やケアマネジャーなどの専門家と相談しながら、認知症

の状態や生活環境などに合わせて、必要となるサービスを利用しましょう。 

介護保険サービス 

サービス名 内容 問い合わせ先 

訪問介護 

訪問型サービス 

ホームヘルパーがご自宅を訪問して、食事・入

浴・排せつなどの身体介護を行う 
長寿支援課介護サービス担当  

092(580)1860

基幹型地域包括支援センター  

092(501)2306

地区地域包括支援センター 

南地区 092(589)2632

中央地区092(595)6802

東地区 092(504)5858

北地区 092(501)3838

通所介護 

通所型サービス 

通所介護施設に通い、食事・入浴・排せつなど

の日常生活上の支援やリハビリなどを行う 

(介護予防) 

認知症対応型通所介護 

認知症の人が、通所介護施設に通い、食事・入

浴・排せつなどの日常生活上の支援やリハビリ

などを行う 

(介護予防) 

訪問入浴介護 

移動入浴車などで介護職員と看護師が自宅を

訪問し、入浴介助を行う 

(介護予防) 

小規模多機能型居宅介 

護 

施設への通いを中心に、ご自宅にヘルパーが訪

問したり、短期間の宿泊を提供するなど、多機

能なサービスを行う 

夜間対応型訪問介護 
定期巡回し排せつの援助をしたり、夜間の緊急

時に訪問する 

介護保険サービスについては「すこやか介護保険の手引き」をご覧ください。 

介護保険外サービス(福祉サービス) 

サービス名 内容 問い合わせ先 

家族介護用品(紙おむつ) 

給付サービス 

概ね６５歳以上で、要支援または要介護の認定を

受けており、在宅で生活している人に紙おむつの

支給を行う。(入院中は利用不可) 

対象者 
１ケ月上限

額 

介護保険料段階 １・２・３の人

(市民税世帯非課税の人) 
６，０００円

介護保険料段階 ４・5の人 

(市民税本人非課税) 
３，０００円

基幹型地域包括支援センター 

092(501)2306

－１３－ 

６）身体を介護する(入浴・排せつなど) 



「認知症はどうせ治らない病気だから受診をしない」という人もいますが、治る病気や

一時的な症状の場合があるので、日常生活で異変を感じたら早期に受診し、正しく診断し

てもらい、適切な治療を受けましょう。 
○かかりつけ医   
以前からの心身の状態を把握しているかかりつけ医は、本人に認知症の自覚がない場合などに
は受診をすすめやすい医療機関です。必要に応じて、専門の医療機関も紹介してもらえます。 
○ものわすれ相談医   
筑紫医師会では、認知症の早期発見と早期治療で重症化を予防するために「ものわすれ相談事
業」に取り組んでいます。一定の研修を受けた「ものわすれ相談医」が、認知症の人やその疑い
のある人、その家族の悩みを聞き、適切な認知症診断と治療を実施できる体制を整えています。 
〇訪問看護 

看護師等が自宅を訪問し、心身状況や内服状況の確認、療養上の世話を行います。 

大野城市ものわすれ相談医(2019 年 4 月 1 日現在)

筑紫地区認知症専門医療機関(2019 年 4 月 1 日現在)

病院名 電話番号 住所 ｻﾎﾟｰﾄ医 心理行動

ゆう心と体のクリニック 092(584)1501 大野城市白木原1-7-5 3F ○ ○ 

牧病院(福岡県認知症医療センター) 092(922)2857 筑紫野市永岡976-1 ○ ○ 

おおりん病院 092(581)1445 大野城市中央1-13-8 ○ ○ 

太宰府病院 092(922)3137 太宰府市五条3-8-1 ○ ○ 

池田脳神経外科 092(589)0150 春日市小倉1-1 ○  

筑紫野病院 092(926)2292 筑紫野市大字天山37 ○ ○ 

原病院 092(581)1631 大野城市白木原5-1-15 ○  

ごう脳神経外科クリニック 092(951)5219 那珂川市山田1150-1 ○  

くすの木クリニック 092(921)8333 太宰府市通古賀3-11-11 2F ○ ○ 

乙金病院 092(503)7070 大野城市乙金東4-12-1  ○ 

いなば心療クリニック 092(583)7011 春日市春日原東町3-38 2F  ○ 

サポート医：認知症サポート医がいる医療機関  心理行動：心理行動症状治療をサポートする専門治療施設 

－１４－ 

病院名（医師名） 電話番号 住所 

井本内科小児科医院（井本公重） 092(581)1421 大野城市白木原3-8-16 

おおりん病院（石橋正彦） 092(581)1445 大野城市中央1-13-8 

さもと脳神経外科クリニック（佐本研） 092(595)2626 大野城市上大利5-2-12 

原病院（原文彦）(二宮寛) 092(581)1631 大野城市白木原5-1-15 

毛利外科医院（毛利雅彦） 092(571)3371 大野城市下大利1-17-1 

ゆう心と体のクリニック（瀬戸裕司） 092(584)1501 大野城市白木原1-7-5 3F 

たなか夏樹医院（田中夏樹） 092(596)4588 大野城市旭ヶ丘2-1-20 

原外科医院（原文昭） 092(591)2122 大野城市白木原5-3-11 

久冨内科医院(久冨光一) 092(589)2801 大野城市牛頸3-2-5 

池上泌尿器科クリニック(池上浩規) 092(572)0128 大野城市下大利1-16-2 

７）医療を受ける 



認知症の人を介護するのは容易なことではなく、特に在宅で介護している家族には大き

な負担がかかります。ストレスをため込んだり、無理をしすぎると介護者も余裕がなくな

り追い詰められてしまいます。介護の悩みや思いを聞いてもらったり、同じ経験をしてい

る人と交流をすることで、介護の負担を軽減しましょう。

認知症の介護相談

 ○祝日・年末年始は休み  ◎祝日も実施(お盆・年末年始は休み) 

  認知症の人および家族の交流の場

介護保険外サービス(福祉サービス) 

サービス名 内容 問い合わせ先 

在宅ねたきり高齢

者等介護手当 

在宅で６５歳以上の寝たきりや要介護４または５の人、極

めて重度の認知症の人を介護している人への手当。月額 

１４，０００円。 

※市民税所得割課税世帯の人(高齢者・介護者いずれも)、生

活保護受給中の人は対象外。（他にも要件有り） 

基幹型地域包括支援センター

092(501)2306

－１５－ 

名称 担当 ＴＥＬ 月 火 水 木 金 土 

福岡県認知症相談 

家族の会 

福岡県支部

(面談可能)

092(574)0190   ◎   ◎ 

家族の会福岡支部の電話相談 092(771)8595 
○ 

第 3休
 ○ ○  

福岡県若年性認知症サポート

センター 
092(574)0196  ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

名称 場所・問い合わせ先 内容 日時等 費用

さわやかカフェ南 

（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑさわや

かテラス大野城） 

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑさわやかテラス大野城 

牛頸 4-5-29 

092(513)7511(担当：隈本) 

認知症ｶﾌｪ。ｺｰﾋｰを飲みながら
おしゃべりし、ｾﾗﾋﾟｭｰﾃｨｯｸｹｱ
での癒しの時間を 
対象者：どなたでも参加可 

毎月第２土曜
午後２時～ 
３時 

無料

認知症カフェ悠
はるか

認知症専門なかﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 

中 2-5-5 

092(504)7060

認知症の人やその家族が集え
る場。認知症の相談や講座も
あり 
対象者：どなたでも参加可 

毎月第３土曜
午後２時～ 
３時半 

100

円 

ほっとカフェ 

悠生会地域包括ケアセンター 

中 2-3-1 

092(504)5858 
(東地区地域包括支援センター)

MCI(軽度認知障害)・家族の
方などの集いの場。認知症相
談も随時対応 
対象者：認知症が気になる方、
家族の介護をしている方など

毎月第４水曜
午後１時半～
３時半 

100

円 

家族介護教室 

（介護者教室） 

地区地域包括支援センター 

南地区 092(589)2632
中央地区092(595)6802
東地区 092(504)5858
北地区 092(501)3838

介護に必要な知識や技術を学

びます 
不定期 無料

８）家族を支える 



認知症により、日々の金銭管理や財産管理が困難になると、契約で大きな不利益をこうむった

り、ニセ電話詐欺の被害にあったりする場合もあります。そんな「もしものとき」にあわてないように、

サポート体制を整え、相談先を確認しておきましょう。 

名称 内容 問い合わせ先 

緊急まどかコール 

65歳以上かつ一人暮らしの方で、心疾患や脳血管

疾患などの疾患がある場合に、万が一に備え緊急

通報装置を設置。 

※要介護１以上の方は介護保険での対応 

基幹型地域包括支援センター  

092(501)2306

徘徊高齢者等位置検索

サービス 

徘徊により所在不明となった場合、家族等に現在

地情報を提供 

消費生活センター 

消費者のための相談や情報提供を行う機関。悪徳

商法による被害や商品事故の苦情など消費生活に

関する相談や多重債務(借金)の相談にも対応 

092(580)1968 

市役所新館４階（来所相談も可

能）または 消費者ホットライン

「１８８（いやや）」（最寄の消

費センター対応）

日常生活自立支援事業 

日常的な現金管理の支援、通帳・実印などの預かり

などのサービス。社会福祉協議会と契約を結び、有

料。本人が契約を結ぶ能力があることが前提 

大野城市社会福祉協議会   

092(572)7700 

成年後見制度 

認知症などの理由により判断能力が不十分となっ

た人が、財産管理や契約で不利益をこうむったり、

権利や尊厳が侵害されたりすることがないよう

に、家庭裁判所に選ばれた後見人によって支援す

る制度 

基幹型地域包括支援センター  

092(501)2306

地区地域包括支援センター 

南地区092(589)2632

中央地区092(595)6802

東地区092(504)5858

北地区092(501)3838

警察相談専用電話 

緊急時(110 番)以外で、事件や事故の発生には至

っていなくても、治安に関する不安や生活におけ

る心配ごと相談に対応 

＃9110 

（管轄する警察相談窓口対応） 

福岡県救急電話相談・

医療機関案内 

緊急時（119番）以外で、救急車を呼ぶべきか判

断に迷う場合や最寄りの医療機関についてアドバ

イス 

＃7119 または  

092（471）0099

防災メール 

「まもるくん」 

地震・津波、台風、大雨などの防災気象情報や避難

勧告、災害時の安否情報通知、地域の安全に関する

情報など防災に役立つ情報を提供 

登録サイト 

http://www.bousai.pref.fuku

oka.jp/mamorukun/

または「防災メールまもるく

ん」で検索 

     －１６－ 

９）もしものとき(緊急時支援)・権利を守る 



在宅生活の環境を整えるため、介護保険サービスを使って、住宅を改修したり、福祉用

具の貸与を受けることができます。また、認知症が進行し在宅での生活が厳しくなった

時には、施設入所も選択肢のひとつです。さまざまなタイプの施設があるので、施設入所

を検討する際は、費用面や受けることが可能な介護サービスなどの説明を受け、実際に

見学もして慎重に選びましょう。 

名称 内容 問合せ先 

住宅改修 

福祉用具（貸与・購入） 

手すりの取り付けや段差の解消など住宅改修をした

とき、住宅改修費が20万円（自己負担を含む）を上

限に支給。また日常生活の自立を助ける福祉用具の購

入や貸与が可能 

長寿支援課 

介護サービス担当  

092(580)1860 

(介護予防)認知症対応型共

同生活介護(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ) 

認知症の方が、日常生活の支援を受けながら共同生

活を行う 

介護保険施設 

介護保険を利用して施設に入所することが可能。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、介護療養型医療施設の３種類がある 

ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け住宅、

有料老人ホームなど 
日々の安否確認や生活相談などのサービスを提供 各施設 

高齢者の施設・住宅選びをサポートする団体 

ご本人、ご家族の希望や心身の状態にあった施設や住宅探しのお手伝いをします。 

相談から入居までのサポートを無料で行います。 

－１７－ 

名称 問い合わせ先 住所 受付時間 

高齢者住宅ご紹介デスク 
「らくらすプラザ」 

0120(725)332 
http://www.rakurasu.net

福岡市中央区天神1-7-11
天神イムズ5階 

10:00～20:00
(土・日・祝日可)

ＮＰＯ法人 
高齢者住宅情報センター 

「すまいあん」 
092(922)8110 太宰府市御笠1-5-15 

9:00～18:00 
(土日祝日休み) 

九州高齢者住宅情報センター
「老人ホーム１１０番」 

0120(968)850 福岡市中央区清川1-9-20
TenGood渡辺通２F 

9:00～17:00 
(月～金) 

九州有料老人ホーム 
紹介センター 

0120(605)290 
福岡市博多区博多駅南1-
4-5 
博多駅南ＱＲビル2Ｆ 

10:00～18:00

住まい６５ 0120(65)5071 
福岡市博多区中呉服町3-
10 
勝治呉服町ビル2F 

9:00～19:00 
(年中無休) 

「ウチシルベ」 
高齢者住宅仲介センター 

0120(253)347 
福岡市博多区博多駅東3-
1-26 
ｾﾞﾝﾘﾝ福岡ﾋﾞﾙ 108 号 

9:00～18:00 
(年中無休) 

１０）住まいを考える 



65歳未満で発症した認知症を「若年性認知症」といいます。40歳から50歳代の働き

盛りの時期に発症するため、就労や経済面の問題、子どもへの接し方など高齢者の認知症

とは異なる課題が発生し、その影響は本人だけでなく家族にも及びます。

仕事でのミスが重なったり、家事がおっくうになるなど、疲れや更年期症状と思って受

診が遅れることが多くあります。経済的な支援や制度が利用できる場合もありますので、

是非ご相談ください。 

若年性認知症に関する相談 

若年性認知症の方を支える制度 

「自立支援医療」「精神障害者保健福祉手帳」については、高齢期の認知症も対象になる場合があります。 

障がい福祉サービスについては「障がい者福祉のしおり はばたき」をご覧ください。 

―１８－

名称 内容 問い合わせ先 

福岡県 

若年性認知症サポートセンター

若年性認知症の方や家族からの相談を受

け、医療・福祉・就労などに関する支援機

関を紹介したり、情報提供を行う。

092(574)0196

火曜～土曜日の10時～16時 

(お盆、年末年始を除く) 

クローバープラザ4階(春日市原町

3-1-7)※面談は要予約 

若年性認知症コールセンター 

厚生労働省が開設した若年性認知症の電

話相談窓口。全国からの相談に対応して

いる。 

0800(100)2707 

※フリーダイヤル

月曜～土曜日の10時～15時 

(年末年始、祝日を除く) 

http://y-ninchisyotel.net/ 

大野城市 

認知症初期集中支援チーム 
１９ページを参照  

名称 内容 問い合わせ先 

自立支援医療 

(精神通院医療) 

認知症で通院治療する場合、病院や薬局で支払

う医療費の自己負担が１割負担となる。（それ

に加え、世帯の所得に応じて上限額が設定され

る。入院は対象外） 
大野城市役所福祉課 

092(580)1852 

092(580)1853

精神障害者保健福祉手帳 

認知症などの精神疾患があり、日常生活に支

障をきたす場合に、一定の障がい状態にある

ことを証明するための手帳。各種の福祉制

度・サービスを利用するために必要となる。 

傷病手当金 

「全国健康保険協会(協会けんぽ)」又は、「健

康保険組合」に加入している事業所に勤務し

ている人が、病気で仕事を休み、給料を受け

られないときに、その間の生活の保障を行う

目的として設けられている制度。 

※国民健康保険にはこの制度はありません。 

各医療保険者 

(健康保険証に保険者名が記載さ

れている) 

６．若年性認知症について



―１９－

名称 問い合わせ先 

基幹型地域包括支援センター ０９２(５０１)２３０６ 

地区地域包括支援センター 

南地区  ０９２(５８９)２６３２

中央地区 ０９２(５９５)６８０２

東地区  ０９２(５０４)５８５８

北地区  ０９２(５０１)３８３８

訪問、相談は無料
．．
（病院を受診した際の医療費等は自己負担です） 

料
金訪問、相談は無料

．．
（病院を受診した際の医療費等は自己負担です） 

大野城市では、もの忘れがある方や認知症の心配

がある方の生活をお手伝いする為に、専門チームを

発足しました。 

意欲低下や閉じこもり、徘徊など認知症の困った

症状に繋がらないよう、早めに対処するために、医

療と福祉の専門職でお手伝いいたします。 

もの忘れや認知症が心配な方の生活を支援します。 

もの忘れや認知症が心配な方、その家族や介護者。「病院に連れて行きたい」 

「ずっと家にいて心配だ」など困り事があれば聞かせて下さい。 

対
象

月1回程度、チーム員（2～4名程度）が自宅に訪問し、生活や介護について

本人やご家族、介護者と一緒に考えていきます。 

方
法

おおむね、4か月間。その後はケアマネジャーや地域包括支援センター（基幹

型・地区）職員による見守りなどに引き継ぎます。

期
間

料
金

７．認知症初期集中支援チーム



認知症の方が行方不明になったときは、すぐに関係機関へ連絡し、同時に警察にも相談

しましょう。通報が早ければ早いほど発見も高くなります。遠慮せずに相談してください。

また、徘徊の可能性のある高齢者を見かけたら、「大丈夫ですか？」「どちらへおでかけ

ですか？」と声をかけ、春日署生活安全課への情報提供をお願いします。 

1．事案発生 

２．所在確認 

３．関係者等への協力依頼 

４．警察への通報、捜索願の提出 

５．市役所、地域等による発見・保護活動 

６．再発防止の検討 

―２０―

名称 問い合わせ先 

大野城市危機管理課 092(580)1966

春日署生活安全課 092(580)0110 

おじいちゃんが
いない！ 

慌てずに、いつまで、どこにいたか 
思い出してみましょう。 

知人や親戚の家、お店、散歩コースなど
立ち寄る可能性がある場所を確認して
ください。 

地域包括支援センター、担当ケアマネジャー、公民
館、民生委員など関係者に情報提供を行い、所在確
認の協力を求めましょう。 

市役所危機管理課において情報の集約、防災メール
まもるくんでの配信等を行います。 
※防災メールの配信を行う場合、警察への行方不明
届けが必要です。

警察に通報後、管轄である春日署に行って、正式に行方不明届けを

提出しましょう。ご本人の情報をお聞きしますので、よく思い出し

てください。 

【ご本人の情報】 身長、体重、髪型、服装、持ち物、 

良く行く場所、認知症の有無など 

【持っていく物】 ご本人の写真、印鑑

８．認知症の人が行方不明になったら

家には
来てないわよ 

行方不明者発生時の対応 



―２１－

９．認知症の予防と悪化を防ぐ８つのポイント

運動の習慣をつけましょう 

体を動かすことで、脳への血流が増え、脳の

活性化につながります。ウォーキングなどの

有酸素運動は肥満や生活習慣病の予防にもな

ります。 

１日３０分以上、 

週３回以上の運動を！ 

バランスよく食べましょう 

「ごはんとみそ汁とお漬物だけ」といった

簡単な食事になっていませんか？毎食「ご

はん」「肉・魚などのたんぱく質」「野菜」を

食卓にそろえましょう。 

いろんな食材を食べよう。

食欲がない時はおかずだ

けでも。 

脳を活発に使いましょう 

新聞や本を読む、日記や手紙を書く、旅行を

計画し実行する、料理をする、囲碁・将棋など

頭を使い、物事を考える
．．．

活動をしましょう。 

地域活動やボランティア

活動もオススメ 

脳の休養も大事です 

体だけでなく、脳の休養も大事です。規則正

しい生活で睡眠のリズムを整え、ぐっすり寝

ましょう。１日 30 分程度の昼寝は、アルツ

ハイマー型認知症の予防に効果があると言わ

れています。 

１時間以上の昼寝は 

逆効果になり要注意 

禁煙をこころがけましょう 

タバコは動脈硬化を進め、脳血管障害を引き

起こすほか、アルツハイマー型認知症の原因

にもなります。また、高血圧や糖尿病など認

知症と関連がある疾患を悪化させます。 

徐々にタバコの本数を

減らし、禁煙をめざそう

歯みがき・お口のケアも大事です

しっかりかんで食事をすると、消化を助ける

だけでなく、脳が活性化されます。歯みがき

や義歯の手入れをして、健康な歯を保ちまし

ょう。 

よくかむことは 

立派な脳トレです 

転倒、骨折に注意しましょう 

転倒、骨折から寝たきりになったり、生活が

不活発になることが、認知症のきっかけにな

ることがあります。転びにくい服装や靴を選

んだり、家の中の段差を解消するなど転倒し

ない工夫をしましょう。 

乳製品などカルシウムを

含む食品で丈夫な骨を 

こまめな水分補給はとても大事

水分不足になると、頭がボーっとしたり、不

機嫌になったりして、認知症を悪化させます。

食事やおやつ、入浴後など時間を決めて水分

をとりましょう。1 日 1,300～1,500ml 必

要です。 

湯のみなら 

７～１０杯 

ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ

（500ml） 

3 本 



家族に介護が必要になったとき、責任感や愛情が強い人ほど「私がすべて面倒をみなければ」と

抱え込んでしまいがちです。しかし、介護保険などの公的サービスを利用しても認知症の人を家族だ

けで支えることはとても困難です。 

これまでの暮らしを維持していくには、地域に住む人たちの認知症に対する正しい理解・知識や見

守り・声かけなどのちょっとした支えがとても大切になってきます。 

認知症の人が困っている様子が見えたら「何かお手伝いすることはありますか？」と声をかけてみ

てください。それだけでも不安を取り除き、安心感を与えることができます。そして、認知症の方を介

護するご家族には「大変ですね。お互い様ですよ」とねぎらってください。それだけで、ご家族の気持

ちがぐっと楽になるでしょう。 

具体的にお手伝いすることは難しくても、まずはご近所同士で挨拶や声かけから始めてみません

か。私たちが特別なことではなく、それぞれにできることを行って、いつまでも住み慣れた地域で安心

して暮らせるようにしていきましょう。 

名称 住所/電話番号 開設時間 対象地区 

基幹型 

地域包括支援センター 

曙町 2-2-1(市役所内) 

０９２(５０１)２３０６

月～金 

8:30～17:00 

祝日･年末年始を除く

市全域 

南地区 

地域包括支援センター 

つつじケ丘 3-1-3 

０９２(５８９)２６３２

月～土 

8:30～17:30 

祝日･年末年始を除く

牛頸・若草・平野台 

月の浦・南ケ丘 1区 

南ケ丘２区・つつじケ丘 

中央地区 

地域包括支援センター 

上大利 1-3-9 

０９２(５９５)６８０２

上大利・下大利 

東大利・下大利団地 

白木原・瓦田 

東地区 

地域包括支援センター 

中 2-3-1 

０９２(５０４)５８５８

釜蓋・井の口・中 

乙金・乙金台・乙金東 

大池 

北地区 

地域包括支援センター 

仲畑 3-10-21 

０９２(５０１)３８３８

上筒井・下筒井・山田 

雑餉隈町・栄町・仲島・

畑詰 

認知症の人やその家族を支えるために地域でできること 

認知症に関するご相談は地域包括支援センターへ 
～認知症地域支援推進員が配置されています～

発行：大野城市役所 すこやか長寿課地域包括支援センター 
816-8510 大野城市曙町 2丁目 2番 1号 

TEL０９２(５０１)２３０６ FAX０９２(５７２)８４３２


