
認知症になっても
住み慣れた地域で
暮らし続ける
ために認知症

ケアパス

網走市

「認知症ケアパス」
とは…

網　走　市

「認知症かな？」
「認知症とはどんな病気？」
「認知症の相談先は？受診は？」
「認知症と診断されたが、将来は？」
と思ったとき、認知症の進行状況にあわせて、いつ、
どこで、どのような医療や介護サービスなどが利用
できるかを示したガイドブックです。

Ⓒ
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　認知症とは、さまざまな原因で脳の機能が低下し、日常生活に支障を
きたす状態で、通常の老化による衰えとは違います。
　たとえば、朝ごはんに何を食べたか思い出せないのは、老化による「も
の忘れ」といえますが、朝ごはんを食べたこと自体を忘れてしまう場合
は、「認知症」が疑われます。

　認知症は、誰にでも起こりうる脳の病気です。
　厚生労働省の推計では、団塊の世代が75歳以上と
なる2025年には、認知症の人は全国で700万人に達
し、65歳以上の5人に1人を占めるといわれています。
　網走市においても、高齢化の進展に伴い、認知症の
人はさらに増加することが見込まれます。
　この「網走市認知症ケアパス」には、認知症を理解し、
認知症の人とその家族を支援するためのさまざまな情
報と、認知症の状態に応じて利用できるサービスなど
が掲載されています。
　認知症になっても住み慣れた地域で暮らしていくため
に、「網走市認知症ケアパス」をご活用ください。

　新しい体験の記
憶や、知っている
はずの記憶の呼び
覚ましが困難にな
る障がい。

　周辺症状は、適切な治療や周囲のサポートで認知症の人が
感じている精神的なストレスなどを取り除くことによって、
ある程度の予防や緩和が可能です。

●認知症は脳の病気です

　認知症になると記憶力や判断力などが衰えます。これが認知症という病気の
本質で「中核症状」といわれます。また、中核症状のために周囲にうまく適応
できなくなったり、心身が衰えたり、不安になることなどによって妄想や幻覚
などの症状が出ることがあり、これを「周辺症状」といいます。

●どんな症状が
　起こるのでしょうか

中核症状

周辺症状

　時間、日付、季
節感、場所、人間
関係などの把握が
困難になる障が
い。

　旅行や料理など
計画や手順を考
え、それにそって
実行することが困
難になる障がい。

中核症状に、不安やあせり、心身の不調、周囲の適切でない対応などが影響

記憶障害 見当識障害

実行機能障害 理解・判断力の障害ののの障障害
　2つ以上のこと
の同時処理や、い
つもと違う些細な
変化への対応が困
難になる障がい。

さ さい

●妄想　●感情の起伏が激しくなる　
●無気力　●幻覚　●徘徊
●便をいじるなど排せつの混乱
●過食など食行動の混乱　　など

はいかい

もっと認知症を知ろう

もっと認知症を知ろう …………………………………… 3

認知症に早く気づこう …………………………………… 4

状態に合わせた対応を …………………………………… 6

　① 「認知症の疑いがある」状態
　② 「症状はあっても日常生活は自立している」状態
　③ 「見守りがあれば日常生活は自立できる」状態
　④ 「日常生活に手助けや介護が必要」な状態
　⑤ 「常に介護が必要」な状態

「認知症ケアパス」一覧表 ……………………………… 8

ケアパス一覧の支援内容…………………………………10

もくじ

はじめに
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認知症に早く気づこう

　以下のチェックリストを参考に「認知症かもしれない」というサインに早めに気づき、かかり
つけ医などの医療機関や地域包括支援センターなどに相談しましょう。認知症による変化は、本
人よりも周囲の人が気づきやすいことも多いので、身近な家族などが一緒にチェックしましょう。

直前にしたことや
話したことを忘れ
てしまうように
なった。

●認知症が疑われるサイン

●「認知症かもしれない」と思ったら

おしゃれや清潔感
など身だしなみに
気を使わなくなっ
た。

同じことを何度も
言ったり、聞いた
り、したりするよ
うになった。

今まで好きだった
趣味などへの興味
や関心がなくなっ
た。

置き忘れやしまい
忘れが増えて、い
つも探しものをし
ている。

外出したり、人と
会ったりするのを
おっくうがり、嫌
がるようになった。

知っているはずの
人やものの名前が
出てこなくなった。

今までできていた
家事、計算、運転
などのミスが多く
なった。

つじつまの合わな
い作り話をするよ
うになった。

日付や時間を間違
えたり、慣れた道
で迷ったりするよ
うになった。

以前にくらべ、さ
さいなことで怒
りっぽくなった。

財布が見当たらな
いときなど、盗ま
れたと人を疑うよ
うになった。

※表は目安です。認知症かどうかを判断するものではありません。
当てはまる項目が

2～3項目以上ある場合は、
認知症のおそれがあります。

認知症が疑われる場合は、かかりつけ医
などの医療機関や地域包括支援センター
などに相談しましょう。

　認知症の原因になる病気はさまざまですが、早期に発見し早期に治療を
はじめることで、改善が期待できるものもあります。

早期治療で改善も期待できる

●早期発見による3つのメリット
メリット1

　認知症の症状が悪化する前に適切な治療やサポートを行うことによっ
て、その進行のスピードを遅らせることができる場合があります。

進行を遅らせることができる

早期発見・早期治療が大切です

メリット2

　早期発見によって、症状が軽いうちに本人や家族が話し合い、今後の治
療方針を決めたり、利用できる制度やサービスを調べたりする「認知症に
向き合うための準備」を整えることができます。

　相談しやすくなるだけでな
く、病歴や体質を把握してい
るためすばやく対応できます。

事前にさまざまな準備ができるメリット3

早めに医療機関へ受診する

かかりつけ医

専門医療機関

相談先 ＊10ページをご覧ください。

◆網走市地域包括支援センター
　ふぁみりあ
◆網走市東部・呼人・南部地区
　地域包括支援センター（あばしり東）

◆北海道立向陽ヶ丘病院
　認知症疾患医療センター・もの忘れ外来
所在地　向陽ヶ丘1丁目5番1号
電　話　44-0500（予約制）

◆桂ヶ丘クリニック・もの忘れ外来
所在地　桂町4丁目7番11号
電　話　61-6161（予約制）

相談・受診

連携

医療機関への受診が難しいときには
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状態に合わせた対応を

　認知症の気づきから生活機能障害（日常生活をおくる能力の障がい）が軽度の時期で
す。もの忘れはあっても、金銭管理や買い物、事務処理といった日常生活は自立してい
る、もしくは、それらにミスはあっても、おおむね日常生活は自立しています。

　今までと違うことに気づいたり、不安を抱え
たりすることがあれば、そのままにしないで、
かかりつけ医などの医療機関や地域包括支援
センターなどに相談しましょう。

①「認知症の疑いがある」状態、および
②「症状はあっても日常生活は自立している」状態

まずは相談する
　本人には次第に失敗することが増えていくと
いういらだちや不安があります。そんな気持ち
を穏やかに保てるように、家族など周囲の人の
適切な支援を上手に受けましょう。

本人の不安を和らげる

　認知症の進行によって変化していく症状や行動によって、在宅生活を送るために必要となる
支援やサービスは異なります。その人の状態に合わせた対応を考えましょう。

本人や家族へのアドバイス

この時期
の特徴

　認知症の生活機能障害が中度の時期です。たとえば、処方された薬を指示通りに飲ん
だかどうかの記憶があいまいになったり、来訪者への対応がひとりでは難しくなったり
しますが、周囲の適切なサポートがあればこなせる状態です。

　家族だけで支えるのではなく、民生委員や町
内会の知人や友人などにも理解を求め、日常
生活の中で積極的に見守ってくれる周囲の人の
数を増やしましょう。

③「見守りがあれば日常生活は自立できる」状態

見守る人を増やす 介護のサポートを検討する
　家族がいない時間帯などに、本人の状態に
合わせた専門家によるサポートを依頼できる訪
問介護や通所介護（デイサービス）といった介
護保険のサービスを検討しましょう。

本人や家族へのアドバイス

この時期
の特徴

　認知症の生活機能障害が中度から重度の時期です。着替えや食事、トイレなど身の回
りのことに周囲の適切なサポートが必要になってきます。外出時に道に迷ったりするこ
ともあるので、サポートする側の注意と対策が必要です。

④「日常生活に手助けや介護が必要」な状態

本人や家族へのアドバイス

この時期
の特徴

　認知症の生活機能障害が重度の時期です。認知症の進行とともに身体機能も衰え、寝
たきりになるなど日常生活のあらゆる面で常にサポートが必要になります。言葉による
コミュニケーションが困難になっている場合もあります。

⑤「常に介護が必要」な状態

本人や家族へのアドバイス

この時期
の特徴

　介護のプロであるケアマネジャー（介護支援
専門員）などと緊密に相談し、本人の希望や認
知症の状態に合わせながら、さまざまな介護
サービスを組み合わせて活用しましょう。

介護サービスを活用する
　生活機能が衰えると、家庭内での事故も増
えやすくなります。事故を防止し、介護にも役
立つような介護保険による住宅改修を行い、生
活環境を整えましょう。

住まいの環境を整える

　言葉による意思の疎通が難しくなってきたら、
しぐさや表情、手の甲をゆっくりさすってあげる
など言葉以外のコミュニケーションの方法を工
夫して、本人を安心させましょう。

コミュニケーションを工夫する 介護と看護を充実させる
　体力が衰えていくと、体調の管理がより大切
になります。ケアマネジャー（介護支援専門員）
やかかりつけ医と相談しながら、介護と看護の
両面を充実させましょう。
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「認知症ケアパス」一覧表

地域包括支援センター　　　網走市役所（介護福祉課）　　　認知症地域支援推進員 　　　　　認知症地域支援推進協力機関　　　認知症初期集中支援チーム　　　ケアマネジャー（介護支援専門員）　
あばしり健康ダイヤル24　　

認知症疾患医療センター　　　もの忘れ外来　　　かかりつけ医　　　かかりつけ薬局

家族介護者交流事業　　　家族介護慰労金事業　　　認知症家族の会

福祉用具の貸与費、　 購入費の支給　　　住宅改修費の支給

シルバーハウジング（高齢者等世話付き住宅）　　　　　高齢者向け優良賃貸住宅　　　　　　 サービス付き高齢者向け住宅　　　軽費老人ホーム（ケアハウス）

グループホーム　　　　　介護老人保健施設　

特別養護老人ホーム

認知症サポーター　　　緊急通報システム　　　行方不明時の連携　　　　　　　　　　　　　民生委員　　　老人クラブが行う友愛活動　　　災害時要援護者支援
食の自立支援　　　高齢者等さわやか収集支援　　　ふれあい「ほっと」コール　　　　　　　  除雪サービス　　　寝具乾燥サービス

通所介護（デイサービス）　　  通所リハビリテーション（デイケア）　　　小規模多機能型居宅介護　　　訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導　　　  短期入所生活介護・短期入所療養介護（ショートステイ）　　　訪問看護　　　訪問介護

寝たきり高齢者等介護用品支給　　　移送サービス　
訪問理美容サービス　　　日常生活自立支援　
成年後見制度相談支援

訪問入浴介護

※サービス名の前に記された数字は10～15ページの番号と一致します。

相　談

認知症はない 軽　度 中等度 重　度

健康

自立

⑤常に介護が必要③見守りがあれば
　日常生活は自立

④日常生活に手助けや
　介護が必要

②症状はあっても
　日常生活は自立

認知症の
段階

本人の
様子

認知症の方や
家族を支援する
体制

•もの忘れは多少あるが日常
生活は自立している

•認知症ではない

•気になるもの忘れはあ
るが、金銭管理や買い
物、書類作成などを含
め、日常生活は自立し
ている

•買い物や事務、金銭管
理などにミスがみられ
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、トイレなど
がうまくできない

•日常生活のほとんどに介
護が必要になる

•会話などのコミュニケー
ションが難しくなる

•ほぼ寝たきりで日常生活
のすべてに介護が必要に
なる
•意思の疎通が難しくなる

　「認知症ケアパス」は、認知症の進行状況にあわせて、いつ、どこで、どのような医療や介護サービス
などが利用できるかを示したものです。なお、認知症の状況は個人により異なります。今後、予想され
る症状や状態の変化の目安として参考にしてください。

MCI（軽度認知障害）

年齢相応のもの忘れ ①認知症の疑い

10
ページ

11
ページ医　療

14
ページ家族支援

15
ページ住まい

介護予防事業（●高齢者ふれあいの家　●らくらく健康トレーニング　
●すこやか宅配プログラム　●介護予防教室　●高齢者スポーツ趣味等の振興）　
老人クラブ　　　シルバー人材センター　

11
ページ予　防

12
ページ生活支援

14
ページ介　護

1

8

12

15 16 17 18 19 20
21

40 41 42

22 23 24 25

26 27
28 29
30

39

31
35

43

45 46 47 48

49 50

52養護老人ホーム51

44

32 33 34
36 37 38

13 14

9 10 11

2 3 4 5 6
7
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ケアパス一覧の支援内容
相　談

　地域で暮らす高齢者のみなさんを、介護・福祉・健康・医療などを総合的に支援する相談窓口です。認知症
が心配になったら、地域包括支援センターにご相談ください。認知症地域支援推進員が配置されています。

【北圏域】北東、海岸町、北西、緑町、二ツ岩、明治、向陽ヶ丘
【中央・西圏域】南東、港町、南西、錦町、台町、桂町、新町、大曲、三眺、天都山、能取、平和、卯原内、

越歳、嘉多山、二見ヶ岡

地域包括支援センター1

　認知症の人とその家族が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、医療と介護の連携強化や地域における
支援体制の構築を進めます。

認知症地域支援推進員3

　専門医と医療・介護福祉の専門職（看護師、社会福祉士、介護福祉士、保健師など）からなる認知症の
専門知識と豊富なケア経験を持つチームです。早期に専門医療機関の受診・治療につなげ、適切な医療や介
護が受けられるよう支援します。

認知症初期集中支援チーム5

　介護サービス全般を支援する専門員です。サービスの利用に関する相談や、ケアプランの作成、サービス
事業者との連絡・調整を行います。

ケアマネジャー（介護支援専門員）6

　地域における認知症の相談窓口として、認知症の専門的知識や経験を有する介護施設の職員が相談に応じます。
認知症地域支援推進協力機関4

◆網走市地域包括支援センターふぁみりあ
桂町4丁目7番11号　桂ヶ丘クリニック 内　☎45-1669所在地

担当圏域
及び地域

網走市役所（介護福祉課）2
●高齢者福祉サービスの相談……高齢者福祉係　☎44-6111（内線288・411）
●介護保険サービスの相談 …………介護保険係　☎44-6111（内線391・403）

【東・呼人圏域】駒場南、駒場北、潮見、呼人、八坂、東網走、中園
【南圏域】つくしヶ丘、鱒浦、豊郷、藻琴、昭和、山里、稲富、北浜、丸万、実豊、音根内、浦士別、栄、清浦

◆網走市東部・呼人・南部地区地域包括支援センター（あばしり東）
字呼人341番地　レインボーハイツ 内　☎48-2290

・グループホーム いこい 字天都山54番地の75 ☎61-2301
・グループホーム オホーツク館 字呼人519番地の17 ☎61-5363
・グループホーム すまいる 字呼人214番地の2 ☎48-2013
・グループホーム 花・水・木 駒場 駒場北1丁目3番地の21 ☎67-5388
・グループホーム 陽だまり 網走館 駒場南6丁目4番4号 ☎45-3140
・グループホーム ファミールみどり 緑町1番10-6号 ☎44-6282
・グループホーム めぐみ 駒場南2丁目7番28号 ☎67-4678
・グループホーム 森の灯り はまなす つくしヶ丘3丁目9番1号 ☎67-7891
・すろー・らいふ台町 台町2丁目7番4号 ☎61-6131
・ニチイケアセンター網走 潮見1丁目358番地の1 ☎61-1631
・大曲レインボーハイツ 大曲2丁目21番5号 ☎43-0155
・向陽ヶ丘レインボーハイツ 向陽ヶ丘2丁目1番7号 ☎43-6051
・みなとレインボーハイツ 南6条東6丁目8番地の3 ☎45-0700

所在地

担当圏域
及び地域

医　療医　療

　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、北海道から指定を受けた病院です。
認知症疾患医療センター8

北海道立向陽ヶ丘病院　向陽ヶ丘1丁目5番1号　☎44-0500問合せ先

　患者さんの身近にいて、病気の相談を受け、正確に病状を説明します。また、必要な時には専門医療機関（認
知症疾患医療センター、もの忘れ外来）を紹介します。

かかりつけ医10

　薬の飲み方や管理の仕方について相談できます。
かかりつけ薬局11

もの忘れ外来9

　医療機関を受診すべきか、迷ったらまずは電話でご相談ください。
あばしり健康ダイヤル247

内容▶健康相談、医療相談、介護相談、医療機関の情報提供など

☎0120-162-004　フリーダイヤル（無料） 24時間・年中無休
※電話番号は必ず非通知設定を解除してご利用ください。

・北海道立向陽ヶ丘病院 向陽ヶ丘1丁目5番1号 ☎44-0500（予約制）
・桂ヶ丘クリニック 桂町4丁目7番11号 ☎61-6161（予約制）

予　防予　防
介護予防事業 12

●高齢者ふれあいの家

　高齢者に筋力トレーニングの機会を提供し、身
体機能の向上維持、転倒防止、閉じこもり防止を
図り、活力ある生活が送れるよう支援します。

●らくらく健康トレーニング 　高齢者の健康増進と生きが
いづくりのため、スポーツ大
会やシニア料理教室の開催、
高齢者農園の開設、陶芸教
室への支援を行います。

●高齢者スポーツ趣味等の振興

　高齢者の方が介護を必要とする状態になること
を予防できるよう、地域の集まりなどに講師を派
遣して介護予防に関する講座を開催します。

●すこやか宅配プログラム

　健康でいきいきとした生活が送れるよう、フィッ
トネス教室・転倒予防教室・食生活改善・生活
習慣改善などの介護予防に資する教室を支援しま
す。

●介護予防教室

市役所　高齢者福祉係
☎44-6111（内線288・411）

問合せ先

　おおむね60歳以上の会員で組織され、地域ごとに多様な自主活動を基盤として、健康づくりや生きがいづ
くりを目的とした活動を行っています。

老人クラブ13

網走市老人クラブ連合会事務局（網走市社会福祉協議会　内）　☎43-2472問合せ先

　高齢者が働くことを通じて生きがいを得るとともに、地域社会の活性化に貢献することを目的とした団体です。
シルバー人材センター14

公益社団法人 網走市シルバー人材センター　☎43-6688問合せ先

　高齢者の介護予防と生きがいづくりを促進する
ため、ボランティア団体（地域住民グループ）を育
成し、地域に「ふれあいの家」を開設しています。
ボランティア団体の創意工夫により多くの高齢者
が楽しく過ごしています。
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生活支援生活支援
認知症サポーター15

市役所　高齢者福祉係　☎44-6111（内線288・411）問合せ先

　認知症サポーター（認知症サポーター養成講座を受講した方）が勤務する事業所などに「認知症サポーター
のいるお店」として登録していただき、地域と連携した見守り体制の構築を進めます。

●認知症サポーターのいるお店

　認知症について正しく理解し、接することができる認知症サポーターの養成講座を地域や団体の開催希望
により実施しています。

●認知症サポーター養成講座

●網走地域徘徊・見守りＳＯＳネットワーク

　緊急時にボタンを押すだけで消防署に通報できる機器をお貸しします。
　一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯、身体障がい者のみの世帯が対象となります。

緊急通報システム16

市役所　高齢者福祉係　☎44-6111（内線288・411）問合せ先

　認知症などの症状で自宅に戻れず行方不明になった方に対して、協力機関が連携し、行方不明者の情報共
有をすることで早期発見に努めます。

行方不明時の連携17

網走警察署　生活安全課　☎43-0110連絡先

●網走そうさく助け合いネットワーク
網走市地域包括支援センターふぁみりあ　　　　　　　　　　  　☎45-1669
網走市東部・呼人・南部地区地域包括支援センター（あばしり東）　☎48-2290

連絡先

網走保健所　　　　　　　☎41-0698
市役所　高齢者福祉係　　☎44-6111（内線288・411）
市保健センター　　　　　 ☎43-8450

問合せ先

網走市老人クラブ連合会事務局（網走市社会福祉協議会　内）　☎43-2472問合せ先

市役所　高齢者福祉係　☎44-6111（内線288・411）問合せ先

　地域の身近な相談役として、相談や助言、情報提供を行い、地域の方々と行政や地域包括支援センターと
を繋ぐ役割を担っています。

民生委員18

　災害などが発生したときに、自分や家族だけでは避難が困難で、何らかの助けを必要とするひとり暮らしの高齢者
や障がい者などの要援護者を支援する制度です。あらかじめ申込みをいただき、市が管理する台帳に登録された氏
名などの情報を、行政関係機関や地域の支援関係者と共有し、日常的な見守りや災害時の支援に活用します。

災害時要援護者支援20

　食事を作ることが困難な方を対象に、バランスのとれた食事（夕食のみ）を宅配し、安否確認を行います。
（日曜・祝日除く週6日以内）
　一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯、身体障がい者のみの世帯が対象となります。

食の自立支援21

市役所　高齢者福祉係　☎44-6111（内線288・411）問合せ先

　家庭から排出されるごみをごみステーションに出すことが困難な世帯を対象に、戸別にごみ出しの支援を行
うとともに、声掛けによる見守りを行います。
　要介護・要支援などの認定または身体障害者手帳をお持ちの方のみの世帯が対象となります。

高齢者等さわやか収集支援22

市役所　高齢者福祉係　☎44-6111（内線288・411）問合せ先

　高齢者世帯または高齢者などを介護している家族を対象に、週1回の電話訪問により、孤独感や不安感を
解消するとともに、悩み事などの各種相談をお受けします。

ふれあい「ほっと」コール23

　老人クラブの友愛会員が、高齢者宅を訪問し、話し相手や安否確認を行います。
老人クラブが行う友愛活動19

　冬期間の除雪が困難な世帯を対象に、外出や災害などの緊急時に必要な通路確保を行う除雪サービスを提
供します。
　なお、集合住宅は対象となりません。
　一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯、身体障がい者のみの世帯が対象となります。

除雪サービス24

市役所　高齢者福祉係　☎44-6111（内線288・411）問合せ先

　寝具類の乾燥が困難な方を対象に、春と秋の年2回、自宅に特殊車両が訪問し、寝具乾燥サービスを提供
します。
　一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯、身体障がい者のみの世帯が対象となります。

寝具乾燥サービス25

市役所　高齢者福祉係　☎44-6111（内線288・411）問合せ先

　紙おむつ・尿とりパッドなどの介護用品を使用している方を対象に、購入に要する費用の一部を助成します。
前年度市民税が非課税であり、介護保険制度の要介護4又は5と認定され、かつ在宅で生活されている方が
対象となります。

寝たきり高齢者等介護用品支給26

市役所　高齢者福祉係　☎44-6111（内線288・411）問合せ先

　福祉ハイヤーなどの専用車両でなければ外出できない方を対象に、乗車及び機器使用（ストレッチャーなど）
に伴う料金の一部を助成します。介護保険制度の要介護4又5と認定され、かつ在宅で生活されている方が対
象となります。

移送サービス27

市役所　高齢者福祉係　☎44-6111（内線288・411）問合せ先

　理容院・美容院に行くことが困難な方を対象に、理美容師が自宅に訪問し、理髪します。介護保険制度の
要介護4又は5と認定され、かつ在宅で生活されている方が対象となります。

訪問理美容サービス28

市役所　高齢者福祉係　☎44-6111（内線288・411）問合せ先

　判断能力が不十分で、適切な福祉サービスを受けることができない方のために、福祉サービスの利用手続
きを援助したり、日常的な金銭管理のお手伝いなどを行い、地域で自立した生活が送れるよう支援します。

日常生活自立支援29

網走市生活サポートセンター らいと　☎67-6555問合せ先

　認知症や知的・精神障がいなどにより、判断能力が不十分な方の「生活」や「財産」に関する不安や困りごと
のほか、成年後見制度の利用等について相談できます。

成年後見制度相談支援30

網走市生活サポートセンター らいと　☎67-6555問合せ先
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介 護 詳しい内容は、担当のケアマネジャー、地域包括支援センター、市役所介護保険係にお問い合わせください。詳しい内容は、担当のケアマネジャー、地域包括支援センター、市役所介護保険係にお問い合わせください。

　食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のための支援を行うほか、認知症の状態に合わせた
サービスを提供します。

通所介護（デイサービス）31

　食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のためのリハビリテーションを行うほか、その人の目
標に合わせた選択的なサービスを提供します。

通所リハビリテーション（デイケア）32

　利用者の選択に応じて、通所を中心に、訪問や泊まりを組み合わせたサービスを提供します。
小規模多機能型居宅介護33

　理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が自宅を訪問し、生活行為の向上を目的としたリハビリテーション
を行います。

訪問リハビリテーション34

　医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士などが居宅を訪問し、医学的な管理や指導を行います。
居宅療養管理指導35

　介護老人保健施設や特別養護老人ホームなどに短期間入所し、食事・入浴などの介護や機能訓練を行いま
す。

短期入所生活介護・短期入所療養介護（ショートステイ）36

　看護師が自宅を訪問し、疾患などを抱えている人に、療養上の世話や診療の補助を行います。
訪問看護37

　ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴、排せつ、食事などの身体介護や調理、洗濯などの生活援助を行い
ます。

訪問介護38

　移動入浴車などで自宅を訪問し、入浴の介助を行います。
訪問入浴介護39

　家族を介護されている方を対象に、同じ悩みや体験などを話し合える場として、交流会を開催します。
家族介護者交流事業40

市役所　高齢者福祉係　☎44-6111（内線288・411）問合せ先

　要介護3以上の認定を受けた高齢者などを、介護保険サービスを利用せず在宅で1年以上（入院期間を除く）
介護している家族を対象に、慰労金を支給します。

家族介護慰労金事業41

市役所　高齢者福祉係　☎44-6111（内線288・411）問合せ先

　主に在宅で介護に携る家族同士が、思いや悩みを共有し、様々な情報交換を行うことにより、精神的な安
定や介護に向かう活力を得る交流の場です。

認知症家族の会42

網走市ケアマネジャー連絡協議会事務局（網走市地域包括支援センターふぁみりあ 内）　☎45-1669問合せ先

家族支援

　在宅介護に必要な福祉用具の貸与（レンタル）および、貸与になじまない入浴（いす・手すり）や排せつ（便座）
などの補助用具購入に対して、申請により貸与費および購入費の9割（または8割）を支給します。

福祉用具の貸与費、購入費の支給43

市役所　介護保険係　☎44-6111（内線391・403）問合せ先

　自宅で生活している要支援・要介護に認定されている人の生活環境を整えるために施工する小規模な住宅
改修に対して、申請により住宅改修費の9割（または8割）を支給します。

住宅改修費の支給44

市役所　介護保険係　☎44-6111（内線391・403）問合せ先

　緊急通報システムなどが設置され、保健・医療・福祉の各機関との連携を図るため生活援助員がいる市営
住宅・道営住宅です。単身高齢者、高齢者夫婦、障がい者と高齢者の世帯等の方が対象になります。

シルバーハウジング（高齢者等世話付き住宅）45

市役所　住宅管理係　☎44-6111（内線293・313）
オホーツク総合振興局 建設指導課　主査（建築住宅）　☎41-0643

問合せ先

市役所 高齢者福祉係　☎44-6111（内線288・411）問合せ先

　民間企業などが、バリアフリー仕様や緊急通報装置の設置など一定の整備基準を満たして供給する高齢者
向けの賃貸住宅です。

高齢者向け優良賃貸住宅46

　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。その他の生活支援や介護・医療サービ
スの内容は事業者によって異なります。

サービス付き高齢者向け住宅47

　身体機能の低下により独立した生活に不安があり、家族の援助を受けることが困難な高齢者を対象に、入
所により日常的な便宜の供与や生活相談などのサービスを提供する施設です。

軽費老人ホーム（ケアハウス）48

　認知症のための介護を必要とする人が、共同生活をする住宅で、家庭的な雰囲気のもとに日常生活上の世
話や機能訓練などのサービスを受けられます。

グループホーム49

　病状が安定している人に対し、医学的管理のもとで看護、介護、
リハビリテーションを行う施設です。医療上のケアやリハビリテー
ション、日常的介護を一体的に提供し、家庭への復帰を支援します。

介護老人保健施設50

　原則として65歳以上で、身寄りがないか、家族と一緒に生活でき
ない理由（心身または環境上の理由および経済的な理由）のある方
を対象としています。

養護老人ホーム51

　日常生活において常に介護が必要で、自宅では介護が困難な人
が入所します。食事、入浴、排せつなどの日常生活の介護や療養上
の世話が受けられます。

特別養護老人ホーム52

住まい



環境に配慮し、古紙配合率80％以上・グリーン購入法
総合評価値80以上の用紙及び植物油インキを使用しています

禁無断転載ⓒ東京法規出版
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見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

認知症の人やその家族を支えるために

地域にできること
　認知症の人とその家族は、病気の進行や日々の生活・介護、また将来の
ことについて、大きな不安を抱えながら生活しています。
　認知症の人とその家族から、協力を求めることが難しい場合もありますの
で、認知症について正しく理解し、偏見を持たず、
地域で温かく見守ることが大切です。
　認知症の人とその家族が困っていたら、「最近、
どう？」、「何か手伝えることはある？」など一声か
けてみましょう。具体的な援助はできなくても、理
解者であることを示すことで、認知症の人とその家
族の気持ちは楽になります。

発行元　網走市


