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はじめに 
  

 厚生労働省の発表では、平成 24 年の認知症有病者数は約 462

万人（7 人に１人）としており、２０２５（平成３７）年には、高

齢化の進展に伴い、約７００万人（５人に１人）に増加すると予想

されています。 

 今後は認知症の人が認知症とともに、より良く生きてゆくことが

できるような環境整備が必要なことから、市民が認知症について正

しい知識を身に付けて、理解を深めていただくことが重要です。 

本市では認知症の人やその家族が、地域で安心して安全に暮らし

続けることができるよう、関係者の負担を軽減するための、標準的

な認知症ケアパスを作成いたしました。 

                  

 保健福祉部 長寿社会課 
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1  認知症について 

（1）認知症とは？ 

 脳は、人間の活動をコントロールしている司令塔です。認知症とは、いろ

いろな原因で脳の細胞が死んでしまったりして、脳の司令塔の働きに不都合

が生じ、さまざまな障害が起こり、生活するうえで支障が、およそ 6 ヶ月以

上継続している状態を指します。 

 

（2）主な認知症の種類 

 ①アルツハイマー病 

  比較的早い段階から記憶障害、見当識障害のほか、不安・うつ・妄想が出

やすくなります。 

 ※約 50％を占めます 

 ②レビー小体型認知症 

  パーキンソン症状や幻視を伴い、症状の変動が大きいのが特徴です。 

 ※約 15％を占めます 

 ③前頭側頭型認知症 

  指令塔役の前頭前野を中心に傷害されるため、がまんしたり思いやりな

どの社会性を失い、「わが道を行く」行動をとる特徴があります。 

 ④脳血管性認知症 

  脳梗塞、脳出血、脳動脈硬化などのために、神経の細胞に栄養や酸素が

いきわたらなくなり、その部分の神経細胞が死んだり、神経のネットワー

クが壊れて、意欲が低下したり複雑な作業ができなくなったりします。 

 ※約 15％を占めます 

 ⑤その他 

  クロイツフェルト・ヤコブ病、ＡＩＤＳなどの感染症やアルコール中毒

も認知症の原因となる病気です。 

 ※約 20％を占めます 

 
出典：認知症サポーター養成講座標準教材（特定非営利活動法人地域ケア政策ネットワーク 全国キャ

ラバンメイト連絡協議会作成） 
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（3）認知症の症状 

  認知症の症状は大きく分けて 2 つあります。1 つは「中核症状」と呼ば

れるもの。もう 1 つは「行動・心理症状（ＢＰＳＤ）」と呼ばれるものです。 

  「中核症状」は、脳の細胞が壊れることによって直接起こる症状です。認

知症になると誰もが必ず発生する症状です。主には、新しいことが覚えら

れなくなるなどの「記憶障害」、時間や季節感の感覚が薄れてしまう「見当

識障害」、考えるスピードが遅くなったり、2 つ以上のことが同時にうまく

処理できなくなる「理解・判断力の障害」、計画を立てて、行動することが

できなくなってしまう「実行機能障害」等があります。 

  「行動・心理症状（ＢＰＳＤ）」は、本人の性格、環境、人間関係などの

要因が絡み合って、精神症状や日常生活における行動に問題が起きてくる

ものです。「中核症状」と異なり、認知症をもつ方誰にでも発生する症状で

はないです。主には、不安、焦燥感が高くなったり、興味・関心が低下する

うつ状態になったり、家までの帰り道が分からなくなったりして徘徊をし

てしまうなどの症状があります。 
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（4）認知症の診断・治療 

  認知症の早期の発見、早期の受診・診断、早期治療はその後の認知症を

もつ方の生活を左右する非常に重要なことです。認知症はどうせ治らない

から医療機関にかかっても仕方ないという誤った考え方は改めましょう。 

  認知症の症状が疑われる場合には、まず「かかりつけ医」に相談するこ

とが大切です。また、「認知症の専門医療機関」を受診する場合には、神経

科・神経内科・精神科などの医療機関に相談することをお勧めします。  

  早期診断・早期発見することで、治療が可能であり、薬で進行を遅らせ

ることもでき、様々な選択肢を選ぶことができます。 

 

※早期受診のメリット 

  早期の受診により、少しずつ理解を深めることによって、本人と同時に

家族も生活上の負担を減らし、トラブルに備えることができます。また、  

 障害の軽いうちに後見人を自分で決めておく（任意後見制度）等の準備を

しておけば、認知症であっても自分らしい生き方を送ることが可能です。 

 

※治る病気や一時的な症状の場合もあります。 

  認知症のような症状がでる正常圧水頭症、脳腫瘍、慢性硬膜下血腫など

は脳外科的処置で改善する場合もあります。甲状腺ホルモン異常や不適切

な薬の使用が原因の場合は内科的治療や適切な薬の使用で改善されますの

で、早期受診がとても大切です。 

 

2 認知症ケアパスとは 

  「認知症をもつ方が認知症を発症したときから、生活機能障害が進行し

ていく中で、その進行状況にあわせていつ、どこで、どのような医療・介護

サービスを受ければよいのかをあらかじめ標準的に決めておくもの」とな

っています。 

  つまり、認知症ケアパスを活用することで、認知症をもつ方、認知症の

家族の方が地域で安心して、安全に生活できることを目標としています。 
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３ 各種相談窓口

 

※飯野①・・・西條町、飯野寺家町、西条一～九丁目以外  飯野②・・・①以外 

玉垣①・・・矢橋町、矢橋一～三丁目以外 玉垣②・・・①以外  

若松①・・・南若松町以外 若松②・・・南若松町

4 電話相談窓口 

名称
住所（鈴鹿市）

TEL・FAX（059）
備考

鈴鹿中部地域包括支援センター

神戸地子町383番地の1
（鈴鹿市社会福祉センター内）

TEL 382-5233
FAX 382-8015

担当地区：国府・飯野①・
玉垣①・若松①

鈴鹿西部地域包括支援センター

平田一丁目3番5号
（アルテハイム鈴鹿内）

TEL 370-3751
FAX 370-3752

担当地区：庄野・加佐登・
牧田・石薬師・井田川・
久間田・椿・深伊沢・

鈴峰・庄内

鈴鹿南部地域包括支援センター

南若松町1番地
（伊勢マリンホーム内）

TEL 380-5280
FAX 387-6887

担当地区：白子・稲生・
若松②・栄・天名・合川

鈴鹿北部地域包括支援センター

神戸三丁目12番10号
（介護老人保健施設ひまわり内）

TEL 384-4165
FAX 384-4185

担当地区：飯野②・河曲・
一ノ宮・箕田・玉垣②・

神戸

鈴鹿市社会福祉協議会

神戸地子町383番地の1
（鈴鹿市社会福祉センター内）

TEL 382-5971
FAX 382-7330

鈴鹿亀山地区広域連合
介護保険課

神戸一丁目18番18号
（鈴鹿市役所西館3階）
TEL①369-3201
TEL②369-3203
TEL③369-3204
FAX 369-3202

①給付グループ
②認定グループ
③管理グループ

鈴鹿市役所保健福祉部
長寿社会課

神戸一丁目18番18号
①（市役所本館1階17番窓口）

TEL 382-7935
FAX 382-7607

②（市役所本館5階53番窓口）
TEL382-9277

①長寿社会グループ
②地域包括ケア
推進グループ

※FAXは①，②同一

三重県認知症コールセンター 059-235-4165
平日

（祝日・年末年始を除く）
9時30分～17時30分

若年性認知症電話相談 090-5459-0960
平日

（祝日及び年末年始を除く）
9時～17時

三重大学医学部付属病院基幹型
認知症疾患医療センター電話相談

059-231-6029

平日
（祝日及び年末年始を除く）

10時～12時30分
13時30分～15時30分
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認知症の疑い 認知症を有するが日常生活は自立 誰かの見守りがあれば日常生活は自立 日常生活に手助け・介護が必要 常に介護が必要

物忘れはあるが、金銭管理や買い物、書類作成等を

含め、日常生活は自立している

買い物や事務、金銭管理等にミスがみられる

が、日常生活はほぼ自立している

服薬管理ができない、電話の応対や訪問者の対

応などが１人では難しい
着替えや食事、トイレ等がうまくできない ほぼ寝たきりで意思の疎通が困難である

介護予防・悪化予防

他者とのつながり支援

仕事・役割支援

安否確認・見守り 例♢緊急通報システム㉕

生活支援

身体介護

医療

家族支援

緊急時支援
（精神症状がみられる等）

住まい
サービス付き高齢者住宅等

グループホーム、介護老人福祉
施設等居住系サービス

鈴鹿市　※介護保険サービス（☆）行政サービス（◇）社会福祉協議会事業（○）

5　社会資源シートの見方について（認知症の発祥からその進行状況に合わせて適切な支援内容が一覧表として掲載されています。）

認知症の人を支える社会資源の整理シート（地域の社会資源を認知症の生活機能障害ごとに整理する）

支援の内容

認知症の

生活機能障害

軽度 → 中度 → 重度
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社会資源シート一覧 

 

 

 

 

 

　　鈴鹿市　　　　　　

認知症の疑い 認知症を有するが日常生活は自立 誰かの見守りがあれば日常生活は自立 日常生活に手助け・介護が必要 常に介護が必要

物忘れはあるが、金銭管理や買い物、書類作成
等を含め、日常生活は自立している

買い物や事務、金銭管理等にミスがみられる
が、日常生活はほぼ自立している

服薬管理ができない、電話の応対や訪問者の
対応などが１人では難しい

着替えや食事、トイレ等がうまくできない ほぼ寝たきりで意思の疎通が困難である

介護予防・悪化予防

老人クラブ㊵
◇一次予防事業㉑
◇二次予防事業㉒

公民館講座

老人クラブ㊵
◇一次予防事業㉑
◇二次予防事業㉒

公民館講座
☆認知症対応型通所介護⑯
☆通所介護⑧・通所リハ⑨
☆訪問リハ⑤・訪問看護⑥
☆居宅療養管理指導⑦

☆小規模多機能型居宅介護⑰

☆認知症対応型通所介護⑯
☆通所介護⑧・通所リハ⑨
☆訪問リハ⑤・訪問看護⑥
☆小規模多機能型居宅介護⑰

☆居宅療養管理指導⑦

☆認知症対応型通所介護⑯
☆通所介護⑧・通所リハ⑨
☆訪問リハ⑤・訪問看護⑥
☆小規模多機能型居宅介護⑰

☆居宅療養管理指導⑦

☆認知症対応型通所介護⑯
☆通所介護⑧・通所リハ⑨
☆訪問リハ⑤・訪問看護⑥
☆小規模多機能型居宅介護⑰

☆居宅療養管理指導⑦

他者とのつながり支援

老人クラブ㊵
○ふれあいいきいきサロン㉛

◇一次予防事業㉑
◇二次予防事業㉒

公民館講座

老人クラブ㊵
○ふれあいいきいきサロン㉛

◇一次予防事業㉑
◇二次予防事業㉒

公民館講座
☆認知症対応型通所介護⑯
☆通所介護⑧・通所リハ⑨

○ふれあいいきいきサロン㉛
認知症カフェ㊹

☆認知症対応型通所介護⑯
☆通所介護⑧・通所リハ⑨

認知症カフェ㊹
☆認知症対応型通所介護⑯
☆通所介護⑧・通所リハ⑨

☆認知症対応型通所介護⑯
☆通所介護⑧・通所リハ⑨

仕事・役割支援
ボランティア活動
老人クラブ㊵

シルバー人材センター㊴

ボランティア活動
老人クラブ㊵

シルバー人材センター㊴

ボランティア活動
老人クラブ㊵

シルバー人材センター㊴

安否確認・見守り

○一人暮らし高齢者給食サービス㉜
○小地域見守りネットワーク㉝

○徘徊高齢者等のための
安心ネットワーク㉞
◇配食サービス事業㉙
◇緊急通報システム㉕

○一人暮らし高齢者給食サービス㉜
○小地域見守りネットワーク㉝

○徘徊高齢者等のための
安心ネットワーク㉞
◇配食サービス事業㉙
◇緊急通報システム㉕

○一人暮らし高齢者給食サービス㉜
○小地域見守りネットワーク㉝

○徘徊高齢者等のための
安心ネットワーク㉞
◇配食サービス事業㉙
◇緊急通報システム㉕

○一人暮らし高齢者給食サービス㉜
○小地域見守りネットワーク㉝

○徘徊高齢者等のための
安心ネットワーク㉞
◇配食サービス事業㉙
◇緊急通報システム㉕

○一人暮らし高齢者給食サービス㉜
○小地域見守りネットワーク㉝

◇配食サービス事業㉙
◇緊急通報システム㉕

生活支援

○一人暮らし高齢者給食サービス㉜
鈴鹿市地域権利擁護センター㊸

成年後見制度及び
鈴鹿市後見サポートセンターみらい㊷

シルバー人材センター㊴
◇徘徊探索支援サービス㉗
◇緊急通報システム㉕
◇配食サービス事業㉙

○一人暮らし高齢者給食サービス㉜
鈴鹿市地域権利擁護センター㊸

成年後見制度及び
鈴鹿市後見サポートセンターみらい㊷

シルバー人材センター㊴
◇徘徊探索支援サービス㉗
◇日常生活用具給付事業㉖
◇緊急通報システム㉕
◇配食サービス事業㉙

☆通所介護⑧・通所リハ⑨
☆訪問介護③・訪問リハ⑤・訪問看護⑥

☆居宅療養管理指導⑦
☆短期入所生活介護⑬

☆小規模多機能型居宅介護⑰
☆福祉用具貸与⑩

☆特定福祉用具販売⑪
☆住宅改修費支給⑫

○一人暮らし高齢者給食サービス㉜
成年後見制度及び

鈴鹿市後見サポートセンターみらい㊷
◇徘徊探索支援サービス㉗
◇日常生活用具給付事業㉖
◇緊急通報システム㉕
◇配食サービス事業㉙

☆通所介護⑧・通所リハ⑨
☆訪問介護③・訪問リハ⑤・訪問看護⑥

☆居宅療養管理指導⑦
☆短期入所生活介護⑬

☆小規模多機能型居宅介護⑰
☆福祉用具貸与⑩

☆特定福祉用具販売⑪
☆住宅改修費支給⑫

○一人暮らし高齢者給食サービス㉜
成年後見制度及び

鈴鹿市後見サポートセンターみらい㊷
◇紙おむつ等支給事業㉓
◇ふとん丸洗いサービス㉔
◇訪問理美容サービス㉘
◇徘徊探索支援サービス㉗
◇日常生活用具給付事業㉖

◇福祉有償運送㉚
◇緊急通報システム㉕
◇配食サービス事業㉙

☆通所介護⑧・通所リハ⑨
☆訪問介護③・訪問リハ⑤・訪問看護⑥

☆居宅療養管理指導⑦
☆短期入所生活介護⑬

☆小規模多機能型居宅介護⑰
☆福祉用具貸与⑩

☆特定福祉用具販売⑪
☆住宅改修費支給⑫

○一人暮らし高齢者給食サービス㉜
成年後見制度及び

鈴鹿市サポートセンターみらい㊷
◇紙おむつ等支給事業㉓
◇ふとん丸洗いサービス㉔
◇訪問理美容サービス㉘
◇日常生活用具給付事業㉖

◇福祉有償運送㉚
◇緊急通報システム㉕
◇配食サービス事業㉙

☆通所介護⑧・通所リハ⑨
☆訪問介護③・訪問リハ⑤・訪問看護⑥

☆居宅療養管理指導⑦
☆短期入所生活介護⑬

☆小規模多機能型居宅介護⑰
☆福祉用具貸与⑩

☆特定福祉用具販売⑪
☆住宅改修費支給⑫

身体介護

☆認知症対応型通所介護⑯
☆通所介護⑧
☆訪問介護③

☆小規模多機能型居宅介護⑰

☆認知症対応型通所介護⑯
☆通所介護⑧

☆訪問介護③・訪問入浴④
☆小規模多機能型居宅介護⑰

☆認知症対応型通所介護⑯
☆通所介護⑧

☆訪問介護③・訪問入浴④
☆小規模多機能型居宅介護⑰

☆認知症対応型通所介護⑯
☆通所介護⑧

☆訪問介護③・訪問入浴④
☆小規模多機能型居宅介護⑰

医療
かかりつけ医

神経内科・精神科等
認知症疾患医療センター㊶

かかりつけ医
神経内科・精神科等

認知症疾患医療センター㊶

かかりつけ医
神経内科・精神科等

認知症疾患医療センター㊶

かかりつけ医
神経内科・精神科等

認知症疾患医療センター㊶

かかりつけ医
神経内科・精神科等

認知症疾患医療センター㊶

家族支援

☆地域包括支援センター①
☆ケアマネージャー②
認知症の人と家族の会㊺

介護者のつどい㊻
認知症カフェ㊹

○ふれあい福祉総合相談㉟

☆地域包括支援センター①
☆ケアマネージャー②
認知症の人と家族の会㊺

介護者のつどい㊻
認知症カフェ㊹

○ふれあい福祉総合相談㉟

☆地域包括支援センター①
☆ケアマネージャー②
認知症の人と家族の会㊺

介護者のつどい㊻
認知症カフェ㊹

○ふれあい福祉総合相談㉟

☆地域包括支援センター①
☆ケアマネージャー②
認知症の人と家族の会㊺

介護者のつどい㊻
認知症カフェ㊹

○ふれあい福祉総合相談㉟

☆地域包括支援センター①
☆ケアマネージャー②
認知症の人と家族の会㊺

介護者のつどい㊻
認知症カフェ㊹

○ふれあい福祉総合相談㉟

緊急時支援
（精神症状がみられる等）

認知症疾患医療センター㊶
認知症疾患医療センター㊶
☆小規模多機能型居宅介護⑰

☆短期入所生活介護⑬

認知症疾患医療センター㊶
☆小規模多機能型居宅介護⑰

☆短期入所生活介護⑬

認知症疾患医療センター㊶
☆小規模多機能型居宅介護⑰

☆短期入所生活介護⑬

認知症疾患医療センター㊶
☆小規模多機能型居宅介護⑰

☆短期入所生活介護⑬

住まい
サービス付き高齢者住宅等

☆特定施設入居者生活介護⑭
☆地域密着型特定施設入居者生活介護⑲

有料老人ホーム㊲
サービス付き高齢者向け住宅㊳

ケアハウス㊱

☆特定施設入居者生活介護⑭
☆地域密着型特定施設入居者生活介護⑲

有料老人ホーム㊲
サービス付き高齢者向け住宅㊳

ケアハウス㊱

☆特定施設入居者生活介護⑭
☆地域密着型特定施設入居者生活介護⑲

有料老人ホーム㊲
サービス付き高齢者向け住宅㊳

ケアハウス㊱

☆特定施設入居者生活介護⑭
☆地域密着型特定施設入居者生活介護⑲

有料老人ホーム㊲
サービス付き高齢者向け住宅㊳

ケアハウス㊱

☆特定施設入居者生活介護⑭
☆地域密着型特定施設入居者生活介護⑲

有料老人ホーム㊲
サービス付き高齢者向け住宅㊳

ケアハウス㊱

グループホーム、介護老人福祉施
設等居住系サービス

☆認知症対応型共同生活介護⑱ ☆認知症対応型共同生活介護⑱
☆認知症対応型共同生活介護⑱

☆介護老人福祉施設⑮
☆地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護⑳

☆認知症対応型共同生活介護⑱
☆介護老人福祉施設⑮

☆地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護⑳

※介護保険サービス（☆）行政サービス（◇）社会福祉協議会事業（○）認知症の人を支える社会資源の整理シート（地域の社会資源を認知症の生活機能障害ごとに整理する）

支援の内容

認知症の

生活機能障害

一覧表を参考に、医療、介護、福祉様々なサービスを検討してください。 

こちらと併せて鈴鹿市の介護保険パンフレットや介護保険事業所の一覧表をごらんいただけるとより分かりやすくなっています。 

 まずは一人で悩まずに、かかりつけのお医者さんや地域包括支援センターに相談してみましょう。 
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6 各種事業内容について 

 鈴鹿市で利用できる様々なサービスについての説明となっています。その

内容については社会資源シートに認知症の程度や必要なサービス別にまとめ

てあります。また、介護保険サービスについては、介護認定が必要になりま

す。「３ 各種問い合わせ先」の鈴鹿亀山地区広域連合又は長寿社会課、地

域包括支援センター等までお問い合わせください。 

 

介護保険関係 

※問い合わせは「３ 各種相談窓口」の鈴鹿亀山地区広域連合介護保険課、

鈴鹿市長寿社会課、地域包括支援センター又はケアマネジャーまで 

 

①地域包括支援センター 

 高齢者のみなさんが住みなれたまちで安心して暮らしていけるように、介

護、福祉、健康、医療など様々な面から高齢者やその家族を支えています。

主任ケアマネジャー・社会福祉士・保健師等の専門職員が相談を承ります。 

 

②ケアマネジャー（介護支援専門員） 

 介護の知識を幅広く持った専門家です。介護を必要とする人や家族の相談

に応じたり、アドバイスを行ったり、利用者の希望にそったケアプランを作

成したり、サービス事業者への連絡や手配など様々なことを行っています。 

 

③訪問介護（ホームヘルプ） 

 ホームヘルパーに居宅を訪問してもらい、食事・入浴・排泄などの身体介

護や、調理・洗濯などの生活援助が受けられます。通院などを目的とした乗

降介助も利用できます。 

 

④訪問入浴介護 

 介護職員と看護職員に移動入浴車などで居宅を訪問してもらい、浴槽の提

供を受けて、入浴介護が受けられます。 

 

⑤訪問リハビリテーション 

 理学療法士や作業療法士、言語聴覚士に居宅を訪問してもらい、リハビリ

テーションが受けられます。 
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⑥訪問看護 

 疾患等を抱えている人が看護師などに居宅を訪問してもらい、療養上の世

話や診療の補助が受けられます。 

 

⑦居宅療養管理指導 

 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などに居宅を訪問してもらい、療養

上の管理や指導が受けられます。 

 

⑧通所介護（デイサービス） 

 通所介護施設で、食事･入浴･排せつなどの日常生活上の支援や、機能訓練

などが日帰りで受けられます。 

 

⑨通所リハビリテーション（デイケア） 

 介護老人保健施設や医療施設などで、食事・入浴･排せつなどの介護や、

生活行為向上のためのリハビリテーションが日帰りで受けられます。 

 

⑩福祉用具貸与 

 日常生活の自立を助けるための福祉用具の貸与が受けられます。 

 

⑪特定福祉用具販売 

 入浴や排せつなどに使用する福祉用具を購入したとき、購入費が支給され

ます。 

 

⑫住宅改修費支給 

 手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をしたとき、住宅改修費が支

給されます。 

 

⑬短期入所生活介護／短期入所療養介護（ショートステイ） 

 介護老人福祉施設や医療施設などに短期間入所して、日常生活上の支援や

機能訓練などが受けられます。 

 

⑭特定施設入居者生活介護 

 有料老人ホームなどに入居している人が、日常生活上の世話や機能訓練が

受けられます。 
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⑮介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

 常時介護が必要で居宅での生活が困難な人が入所して、日常生活上の支援

や介護が受けられます。 

※平成 27 年 4 月より原則要介護 3 以上の方しか利用できません。 

 

⑯認知症対応型通所介護 

 認知症を持つ方が、食事・入浴などの介護や機能訓練などを日帰りで受け

られます。 

 

⑰小規模多機能型居宅介護 

 通所を中心に、利用者の洗濯に応じて、訪問や短期間の宿泊を組み合わ

せ、多機能なサービスが受けられます。 

 

⑱認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 

 認知症を持つ方が共同生活する住居で、食事・入浴などの介護や機能訓練

などが受けられます。 

※要支援 1 の人は利用できません。 

 

⑲地域密着型特定施設入居者生活介護 

 定員が 29 人以下の介護専用型特定施設で、食事・入浴・排せつなどの介

護や、日常生活上の世話、機能訓練などが受けられます。 

※要支援 1・2 の人は利用できません。 

 

⑳地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

 定員が 29 人以下の小規模な介護老人福祉施設で、介護や機能訓練アドが

受けられます。 

※要支援 1・2 の人は利用できません。 

 

行政サービス 

※問い合わせは「３ 各種相談窓口」の長寿社会課又は地域包括支援センタ

ーまで 

 

㉑一次予防事業 

 65 歳以上のすべての方が参加できる教室となっております。運動や認知

症予防などの教室を通じて、生活機能の低下を予防し、介護状態に陥ること

を防ぐとともに、地域で活動的に生活できることを目的に実施しています。 
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㉒二次予防事業 

 65 歳以上の方で介護が必要になるおそれが高いと思われる方を対象に 3

ヶ月間の短期集中の運動教室や口腔教室を実施しています。 

 

㉓紙おむつ等支給事業 

 40 歳以上で認知症・寝たきり等の症状により、常時失禁状態にある方に

対して支給します。配達・回収も行います。 

 

㉔ふとん丸洗いサービス 

 40 歳以上で寝たきり等の症状により、寝具の衛生管理が困難な方のふと

んを丸洗い、消毒、乾燥します。1 年に 2 回、それぞれ募集時期があります。 

 

㉕緊急通報システム 

 65 歳以上の方、要介護・要支援と認定されている方、40 歳以上で 1･2

級の身体障害者手帳の交付を受けている方のうちひとり暮らしの方やこれに

準ずる世帯の方が緊急通報システムを利用する場合、初度経費を給付しま

す。複数のサービスから 1 つを選択していただきます。 

 

㉖日常生活用具給付事業 

 要介護・要支援と認定されている方で、心身機能の低下により、防火等の

配慮が必要な 65 歳以上のひとり暮らしの方、又は 65 歳以上のみの世帯の

うち、それぞれ世帯の構成員全員が所得税非課税の方又は生活保護世帯の方

に対して、特に必要となる用具を給付します。 

 

㉗徘徊探索支援サービス 

 認知症による徘徊の問題行動のある方が位置情報提供サービスを利用する

場合、初度経費を給付します。 

 

㉘訪問理美容サービス 

 要介護 3・4・5 と認定されている方もしくは 40 歳以上で下肢又は体幹

機能障害が原因で 1・2 級の身体障害者手帳の交付を受けている方が居宅で

行う訪問理美容サービスを利用した場合に 2、000 円を上限に出張経費を

負担します。利用は年間最高 4 回までで、申請月によって回数が異なりま

す。 

 

 

 



 

  

11 

 

㉙配食サービス事業 

 在宅で生活している市内の高齢社宅への食事の戸別配達を行い、配達時に

高齢者の安否確認を行うとともに、緊急時にはあらかじめ登録された緊急連

絡先に連絡します。 

 

㉚福祉有償運送 

 寝たきり等により通院等の移動が困難な在宅で生活する高齢者を対象に、

福祉車両を用いかつ運転手以外に介護職員等が同乗して行う福祉有償運送事

業に対する補助を行います。 

 

社会福祉協議会事業 

※問い合わせは「３ 各種相談窓口」の鈴鹿市社会福祉協議会まで 

 

㉛ふれあいいきいきサロン 

 小地域で活動を行う団体やグループが、高齢者、障害者、子供と保護者を

対象に集う場所を提供し、支援活動を行っています。 

 

㉜一人暮らし高齢者給食サービス 

 市内在住の 1 人暮らし高齢者に対し(地区によっては老々世帯もあり)食事

を配食することで、地域との交流を深め孤立を防止するために実施地区市民

センターの協力を得て、地区社会福祉協議会が実施主体となっています。民

生委員を中心に地域のボランティアにも協力してもらっています。 

 

㉝小地域見守りネットワーク 

 地区社会福祉協議会を中心に地域の支援を展開しています。主に、給食サ

ービス、友愛訪問、ふれあいサロン、1 人暮らし高齢者の集いなどを行って

います。 

 

㉞徘徊高齢者等のための安心ネットワーク 

 徘徊高齢者等を対象に、鈴鹿警察署と協力し、行方不明になられた方の家

族等からの捜索依頼を受け、市内の店舗事業所に発見通知の依頼を 24 時間

対応にて、FAX 送信して行っています。 

 

㉟ふれあい福祉総合相談 

 いろいろな悩みで困っている方への公証人相談、司法書士相談、福祉相談

などの各種相談を受け付けています。なお、公証人相談及び司法書士相談は

予約が必要となります。 
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その他 

 

㊱ケアハウス 

入居者の生活や心身機能の特性を考慮した住宅と、食事・入浴といった生

活サービスの提供を考慮した福祉の機能をあわせもった施設。老人福祉法に

おける経費老人ホームのひとつ。 

 

㊲有料老人ホーム 

 老人福祉法に規定された高齢者向けの居住施設。入居者に食事の提供、入

浴・排泄・食事の介護、洗濯・掃除等の家事、健康管理のいずれかのサービ

スを提供している施設。 

 

㊳サービス付き高齢者向け住宅 

 安否確認や生活相談の提供が必須とされていて、介護などのサービスは、

住宅の運営主体や外部の事業者と別に契約を結ぶことで提供される施設。 

 

㊴シルバー人材センター 

 豊富な知識・経験技能を持った原則 60 歳以上のシルバー世代に仕事を通

じて、社会参加しながらいきいきとした生活を送ることを目的として活動し

ています。具体的な仕事として、掃除、買い物、洗濯、食事の介助、話し相

手になるなどの仕事があります。 

■問い合わせ先 

 鈴鹿市シルバー人材センター 

 鈴鹿市神戸一丁目 17 番 5 号 

 059-382-6092 FAX059-382-6093 

 

㊵老人クラブ 

 おおむね 60 歳以上の方を対象とし、各地域で基本的に 1 クラブ 30 名以

上の会員で成り立っています。活動の目的としては、仲間づくりを通して、

生きがいと健康づくり、生活を豊かにする楽しい活動を行うとともに、その

知識や経験を生かして、地域の諸団体と共同し、地域を豊かにする社会活動

に取り組み、明るい長寿社会作り、保健福祉の控除に勤めることを目的とし

ます。 

■問い合わせ先 

鈴鹿市老人クラブ連合会事務局  

 鈴鹿市神戸地子町 383 番地の 1 社会福祉協議会内 

059-382-6496  
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㊶認知症疾患医療センター 

 認知症患者とその家族が住み慣れた地域で安心して生活ができるための支

援の一つとして、都道府県及び政令指定都市が指定する病院に設置するもの

で、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、地域における医療機関等の紹介、問題行動への対応等についての相談

受付などを行う専門医療機関です。 

■問い合わせ先 

 

圏域 施設名 住所 電話 

基幹

型 

三重大学医学部附属

病院 
津市江戸橋 2 丁目 174 

059-231-

6029 

北勢 東員病院 
員弁郡東員町大字穴太

2400 

0594-76-

2345 

 

㊷成年後見制度及び鈴鹿市後見サポートセンターみらい 

 認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が不十分になり、自分

ひとりでは契約や財産の管理などをすることが難しい人が、住みなれた地域

で安心して暮らしていけるように、成年後見制度の利用について支援を行い

ます。相談や市民の方への広報・啓発活動、市民後見人の育成・支援なども

行います。 

■問い合わせ先 

鈴鹿市後見サポートセンターみらい 

 鈴鹿市神戸地子町 383 番地の 1 鈴鹿市社会福祉協議会内 

059-373-5737 FAX059-382-7330 

 

㊸鈴鹿市権利擁護センター 

 判断能力に不安のある方で、サービス利用をするための情報の入手や理

解、判断、意思表示が本人のみでは適切に行うことが困難な方が自立して地

域生活を遅れるよう、日常生活上の消費契約や金銭管理を行います。 

■問い合わせ先 

 鈴鹿市権利擁護センター 

 鈴鹿市神戸地子町 383 番地の 1 社会福祉協議会内 

059-382-7707 
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㊹認知症カフェ 

 認知症をもつ方と家族、地域住民、専門職等の誰もが参加でき、集う場で

す。 

 

㊺認知症の人と家族の会 

 全国 47 都道府県に支部があり、1 万 1 千人の会員が励ましあい、助け合

って「認知症があっても安心して暮らせる社会」を目指して活動を行ってい

ます。 

■問い合わせ先 

 認知症の人と家族の会 三重県支部 

 059-370-4620 

 

 認知症の電話相談 

 0120－294－456 

 

㊻介護者のつどい 

 介護者の身体的負担を少しでも軽減できるような介護方法を学んだり、集

いを通じて、介護者同士の交流により、日々介護をしている方の心の負担を

少しでも減らすことを目的に開催しています。開催場所や日時、内容は、広

報すずかに折り込みの『包括支援センターだより』で随時お知らせします。 

■問い合わせ先 

 各地域包括支援センター Ｐ4 3 各種相談及び問い合わせ窓口参照 
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