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住み慣れた地域で支え合い、安心して暮らし続けることができるように住み慣れた地域で支え合い、安心して暮らし続けることができるように
～袖ケ浦市高齢者福祉計画・第7期介護保険事業計画を策定しました～

介護介介護護保保保険険・・介護介介護護予防予予予防防特集特特集特集特集介護保険・介護予防特集

● 問い合わせ先　介護保険課　管理班　☎0438（62）3158 ●

計画の趣旨
　本市では、これまで、3年を1期とする「高齢者福祉計画・介護保険事
業計画」を策定し、高齢者の福祉に関する施策を総合的に推進してき
ました。
　「高齢者福祉計画・第7期介護保険事業計画」では、高齢化が進行
する中で、いわゆる団塊の世代の方々が後期高齢期に入る平成37年を
見据え、国の介護保険事業の指針等を踏まえながら、第6期計画から
続く「地域包括ケアシステム」の深化・推進を図るとともに、介護保険
制度の改正に対応し、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよ
うにすることを目的とし策定したものです。

計画期間

地域包括ケアシステム
　高齢者が地域の実情に応じて、可能な限り、住み慣れた地域で自立
した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まい
及び自立した日常生活の支援が一体的に受けられる体制の充実を
図っていきます。

袖ケ浦市の高齢者人口の推計
　高齢者人口の増加が進み、平成37年には高齢化率が28.4％になる
見込みです。

要支援・要介護認定者数の推計
　高齢化の進行に伴い、介護保険サービスを利用する認定者数も増
加する見込みです。

第7期の保険給付費等の見込み額
　認定者数の増加により、総給付費や地域支援事業費が増加する見
込みです。

　（単位：人）

区分 第6期 第7期 H37年度H29年度 H30年度 H31年度 H32年度
総　　数 2,219 2,335 2,473 2,608 3,276

要支援1 287 285 302 318 397
要支援2 285 307 324 342 427
要介護1 472 466 495 521 656
要介護2 337 356 374 392 504
要介護3 314 340 359 378 485
要介護4 320 353 374 398 489
要介護5 204 228 245 259 318

（注）認定者数には第2号被保険者（40歳～64歳の方）を含む。

平成37（2025）年までの中長期的見通し

第７期計画
平成30（2018）
～32（2020）年度

第８期計画
平成33（2021）
～35（2023）年度

第９期計画
平成36（2024）
～38（2026）年度

第６期計画
平成27～29年度
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平成29年10月1日時点の住民基本台帳の人口状況等を考慮し、算出した推計人口

計画の基本理念・目標・施策

【基本理念】ふれあいとささえあい　共にはぐくむ　高齢社会
高齢者が住み慣れた地域で支え合い、安心して暮らし続けられる高齢社会の実現を目指します。
≪基本理念の実現に向け、4つの基本目標を設定し、各施策に取り組みます。≫

【 基本目標1】健康でいきいきとした暮らしの実現 【 基本目標2】住み慣れた地域で安心して暮らせる環境の整備

【 基本目標3】介護サービスの充実、福祉・介護人材の確保及び育成 【 基本目標4】地域で支え合う仕組みづくりの推進

（単位：千円）
項目 H30年度 H31年度 H32年度 第7期合計

総給付費 3,415,699 3,607,501 3,893,797 10,916,997
　介護サービス給付費 3,342,170 3,522,232 3,799,060 10,663,462
　介護予防サービス給付費 73,529 85,269 94,737 253,535
地域支援事業費 188,336 211,012 224,354 623,702
　介護予防・日常生活支援総合事業費 97,851 106,270 112,360 316,481
　包括的支援事業・任意事業費 90,485 104,742 111,994 307,221
※ 一定以上所得者の利用者負担の見直し及び消費税等の見直しを勘案する前の見込
額になります。
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● 問い合わせ先　介護保険課　管理班　☎0438（62）3158 ●

65歳以上の方の介護保険料が変わります65歳以上の方の介護保険料が変わります

平成30年度の年間介護保険料
段階 対象者 保険料率 保険料額

第1段階

・生活保護受給者の方
・市民税非課税世帯で、老齢福祉年金を受給している方
・市民税非課税世帯で、前年の課税年金収入額と合計所得金額（年金収入に係
る所得を除く）の合計が80万円以下の方

基準額×0.43 ２６,１０９円

第2段階 市民税非課税世帯で、前年の課税年金収入額と合計所得金額（年金収入に係る
所得を除く）の合計が80万円超120万円以下の方 基準額×0.73 ４４,３２５円

第3段階 市民税非課税世帯で、前年の課税年金収入額と合計所得金額（年金収入に係る
所得を除く）の合計が120万円を超える方 基準額×0.75 ４５,５４０円

第4段階 市民税課税世帯のうち本人非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額
（年金収入に係る所得を除く）を合計した額が80万円以下の方 基準額×0.90 ５４,６４８円

第5段階 市民税課税世帯のうち本人非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額
（年金収入に係る所得を除く）を合計した額が80万円を超える方 基準額×1.00 ６０,７２０円

第6段階 市民税本人課税者の方（前年の合計所得金額120万円未満） 基準額×1.18 ７１,６４９円

第7段階 市民税本人課税者の方（前年の合計所得金額120万円以上200万円未満） 基準額×1.27 ７７,１１４円

第8段階 市民税本人課税者の方（前年の合計所得金額200万円以上300万円未満） 基準額×1.50 ９１,０８０円

第9段階 市民税本人課税者の方（前年の合計所得金額300万円以上400万円未満） 基準額×1.70 １０３,２２４円

第10段階 市民税本人課税者の方（前年の合計所得金額400万円以上500万円未満） 基準額×1.75 １０６,２６０円

第11段階 市民税本人課税者の方（前年の合計所得金額500万円以上600万円未満） 基準額×1.80 １０９,２９６円

第12段階 市民税本人課税者の方（前年の合計所得金額600万円以上800万円未満） 基準額×1.85 １１２,３３２円

第13段階 市民税本人課税者の方（前年の合計所得金額800万円以上1,000万円未満） 基準額×1.90 １１５,３６８円

第14段階 市民税本人課税者の方（前年の合計所得金額1,000万円以上） 基準額×2.00 １２１,４４０円
※ 合計所得金額とは、平成30年4月から、租税特別措置法第33条の4第1項・第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、
第36条の規定の適用がある場合には、地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額から、介護保険法施行令第38条第4項に規定する特別控除額を控除して得た
額となります。

介護保険料の基準額はこのように算定されます
　65歳以上の方の介護保険料は、介護（予防）サービスに係る各種の給付費見込額と地域支援事業費見込額の合計の23％（第1号被保険者負
担分）から、調整交付金や介護給付費準備基金取崩額等を差し引いた後、65歳以上の被保険者数で割った金額が1人あたりの負担額（年間保
険料）となります。

一人ひとりの介護保険料は介護保険の大切な財源です
　介護保険は、住み慣れた地域でいつまでも健やかに暮らせるように、また介護が必要になっても、安心して生活を送れるよう、様々な介護保
険サービスを提供し、社会全体で支えていこうという仕組みです。袖ケ浦市高齢者福祉計画・第7期介護保険事業計画における、保険給付費
等の見込み額を賄うために介護保険料を改定するものです。

介護保険料の負担割合はこのようになっています
　介護保険給付費の負担割合は、50％を公費、残り50％を被保険者の保険料とす
ることと定められています。
　また、被保険者の負担分については、全国の第1号被保険者（65歳以上の方）と第
2号被保険者（40～64歳の方）の見込み数の割合に応じて、3年ごとに負担割合の見
直しが行われます。
　これにより、第7期の第1号被保険者（65歳以上の方）負担割合は22.0％から
23.0％に、第2号被保険者負担割合（40～64歳の方）は28.0％から27.0％に、それ
ぞれ変更されます。

「袖ケ浦市の基準額」
60,720円／年
（5,060円／月）

＝　 袖ケ浦市の介護サービス総費用のうち65歳以上の方の負担分 袖ケ浦市の65歳以上の方の人数

※介護保険料額は3年に1度見直されます。（次回の見直しは平成33年度です。）　

平成30年度の介護保険料

※ 国から交付される調整交付
金の交付率により、実質の
負担割合は変化します。

平成30年度から32年度の保険料負担割合

公費（税金）
50%

国　25％
県　12.5％
市　12.5％

65歳以上の
方の保険料
23%

40～64歳
の方の保険料
27%
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制度のここが変わります

● 問い合わせ先　高齢者支援課　高齢者福祉班　☎0438（62）3219 ●

申し込み：高齢者支援課、地域包括支援ながうらサブセンターまたは地域包括支援ひらかわサブセンターの窓口

● 問い合わせ先　介護保険課　認定・給付班　☎0438（62）3206 ●

高額介護（予防）サービス費の負担の上限額が変わります

　介護保険サービスの1ヶ月の利用者負担額が、下記の表の負担の月
額上限を超えた場合には、その差額分を高額介護（予防）サービス費
として支給しています。
　なお、表の「②一般世帯」に該当する方には、平成29年8月からの見
直しにより、1年間（8月1日～翌年の7月31日）の利用者負担額の合計
が446,400円を超えた場合についても差額分を支給します。（3年間
の時限措置となります。）
　支給対象となる方には、平成30年8月以降に、市から申請のご案内
をお送りする予定です。
介護サービスを利用した場合の負担の上限額

対象となる方 負担の月額上限
①現役並み所得者及び同一世帯の被保険者 44,400円（世帯）
②一般世帯
　（①に該当しない住民税課税世帯）

44,400円（世帯）
※年間の上限　446,400円

③住民税非課税世帯
　（合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超） 24,600円（世帯）

④住民税非課税世帯
　（合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下）

24,600円（世帯）
15,000円（個人）

⑤生活保護受給者など 15,000円（個人）

一定以上所得者の負担割合が変わります

　平成30年度介護保険制度の改正に伴い、平成30年8月から負担割
合の一部見直しが次のとおり行われる予定です。

年金収入等 280万円未満 280万円以上 340万円以上
負担割合 1割 2割 2割⇒3割

　65歳以上の方で、合計所得金額が220万円以上あり、「年金収入と
その他の合計所得金額」の合計が単身世帯で340万円、2人以上の世
帯で463万円以上ある方は、自己負担額が2割から3割負担に変更さ
れる予定です。
　なお、利用者負担には1ヶ月の上限額が定められており、上限額を超

えた場合は高額介護サービス費が支給されるため、負担割合が2割や
3割の方であっても上限額を超えて負担することがないように配慮さ
れています。

高額医療合算介護（予防）サービス費が変わります

　医療保険と介護保険における1年間（8月1日～翌年の7月31日）の自
己負担額の合計が世帯単位で自己負担限度額を超えた場合には、そ
の差額分を高額医療合算介護（予防）サービス費として支給します。
　平成30年8月1日からの自己負担限度額は、70歳以上の現役並み所
得世帯の自己負担限度額が細分化され、下記の表のとおりとなる予定
です。支給対象となる方には、医療保険者から案内が送られます。案
内が届いたら医療保険窓口に申請してください。

平成30年8月以降の自己負担限度額※太線枠内が見直しされた自己負担限度額
＜70歳未満の方＞ ＜70歳以上の方＞

所得区分 自己負担
限度額 所得区分 自己負担

限度額

基準所得901万円超 212万円

現役並
み所得
世帯

課税所得690万円
以上

212万円
（新設）

基準所得600万円超901万円
以下 141万円 課税所得380万円

以上
141万円
（新設）

基準所得210万円超600万円
以下 67万円

課税所得145万円
以上 67万円

一般所得世帯 56 万円

基準所得210万円以下 60万円 住民税世帯非課税 31万円

住民税世帯非課税 34万円 住民税世帯非課税
（所得が一定以下） 19万円

※基準所得とは、前年の総所得金額等から基礎控除を差し引いた額です。

認定有効期間が延長されます

　要介護認定の有効期間の上限について、現行の24ヶ月から36ヶ月
に延長されます。
　平成30年4月1日以降に申請のあった更新申請が対象となります。

変わります

平成30年度はり・きゅう・マッサージ施術利用券を配布しています
　市に登録のある施術所で利用できる券（1枚につき800円助成）を、年間12枚
を限度に交付します。申請月により交付枚数が異なりますので、ご利用の方はお
早めに申請をお願いします。
対象者：市内在住の65歳以上の方

生活をささえるサービスを紹介します生活をささえるサービスを紹介します

【緊急通報システムの貸与】
　緊急通報システムとは、病気や
ケガなどの緊急時に自分でボタン
を押した場合や一定時間トイレの
利用がない場合などに警備会社に
通報が届き、警備員がかけつけて
対応するという設備です。

【生活支援用具の給付】
・ 対象用具　火災警報器（寝
室）、ガス警報器、電磁調理
器、漏電ブレーカー等
※ 既に自宅に用具が設置され
ている方は給付の対象とな
りません。

もしもの時に、一人暮らしの高齢者の方へ
生活支援用具の貸与・給付を行っています。

・対象者　おおむね65歳以上のひとり暮らしの高齢者等
（緊急通報システムについては、所得による制限があります。）
・費用　無料

住宅の新築費用などに最大30万円を
助成しています！

～袖ケ浦市世代間支え合い家族支援事業～
　市では、離れて暮
らしている高齢者と
子などが市内で同
居または近隣に居
住するために、新
築・購入・増改築を
した場合は最大30
万円、持家に同居するために引越しのみをした場合
は最大5万円を助成しています。
　また、本助成の対象者のうち、子育て世帯は、住宅
ローン「フラット35」を利用する際に、借入金利の引
下げを受けることができるようになりました。
フラット35についてのお問い合わせ先
・住宅金融支援機構コールセンター
　☎0120-0860-35
　その他の要件などの詳細は、市ホームページまた
は高齢者支援課までお問い合わせください。
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● 問い合わせ先　高齢者支援課　地域包括支援センター　☎0438（62）3225 ●

介護予防について…P5へ 認知症について相談したいときは…P6へ

　この取組のひとつとして、最期まで
住み慣れた場所で自分らしく暮らし続
けるために、どんな準備や心構えが必
要なのかを住民の皆様に考えていただ
くために、「在宅医療と介護を考える
シンポジウム」を開催しました。 
　100名を超える方にご参加いた
だき、皆さん熱心に耳を傾けてい
ました。 

 市では切れ目のない医療と介護の提供体制の構築に取り組んでいます 

●離れて住む親のことが心配です。
●退院したあとの家での生活に不安があります。
● 介護保険のサービスにはどんなものがあります
か？使うにはどうしたらいい？

● 家族の介護をしていますが、ついいらだってしま
い、落ち込みます。

● 高齢者の生活や介護に役に立つ制度やサービス
にはどんなものがありますか。

介護や生活のこと
● 一人暮らしのお年寄りの家のポストに
新聞や郵便物がたまっていて心配で
す。

● 近 所のお年寄り
が、介護している
家族から怒鳴られ
たり叩かれたりし
ているようで気に
なります。

気になる高齢者のこと

　5名以上の参加で講座開催します。日程や場所は応相談にて
調整します。 
　健康のこと、介護のことなど、ご要望
に応じた テーマで、保健師・社会福祉士
等がお話しします。 
※詳しくは地域包括支援センターにお問合せください。

専門職による無料講座「おらが出張講座」

地域包括支援センターにご相談ください！地域包括支援センターにご相談ください！

ご相談・お問合せはお近くの窓口へ（市内６か所あります）ご相談・お問合せはお近くの窓口へ（市内６か所あります）

住み慣れた地域で最期まで安心して暮らし続けるために住み慣れた地域で最期まで安心して暮らし続けるために

介護・医療・福祉等の関係機関や地域の方などと協力して、解決のお手伝いをします

● 離れて暮らす親が、お金の管理ができ
なくなってきたようです。悪質商法の被
害も心配です。

● 認知症の親に代わっ
て銀行で手続きをし
ようとしたら、後見
人を立てるように言
われました。

お金の管理や成年後見のこと

業務時間 月～金
午前8時30分～午後5時15分
（祝日・年末年始12月29日～1月3日を除く）
※ 高齢者虐待の通報など緊急性のある相
談は、☎62-3225にご連絡ください。

～介護マークの配布を始めました～
介護マークとは
　認知症の人など外見では症状が分から
ない人とトイレに同行するときや、男性が
女性用下着を購入するときなどに誤解や
偏見を避けるために表示するマークです。
平成23年から使用されるようになり、現在では全国にひろがりつつ
あります。市では、介護しやすい環境づくりを進めるため、平成30
年4月より『介護マーク』の配布を開始しました。
・配布対象者　高齢者や障がい者などを介護する方
・費用　無料
・サイズ  縦6.9cm×横9.7cm（首からかけられるストラップ付き

ケースなどでご利用いただけるサイズです。）
・配布場所  高齢者支援課、地域包括支援ながうらサブセンターま

たは地域包括支援ひらかわサブセンターの窓口にて
お申し込みください。また、市のホームページでもダ
ウンロードが可能です。

このマークを見かけたら温かい見守りをお願いします新

 【ブランチとは】 
　24時間365日相談受付が可能な窓口です。 
　地域の身近なところで相談を受け、地域包括支援セ
ンターへつなぎます。 
　また、担当地区の高齢者のお宅へ訪問し、生活や介
護についてのお困りごとや万一の場合の連絡先等をお
伺いしています。 ※電話等による事前連絡は行いま
せん。 

地域包括支援センター
袖ケ浦市役所　高齢者支援課内（窓口11番）
0438-62-3225【昭和・根形地区】

地域包括支援
ながうらサブセンター
長浦おかのうえ図書館1階
0438-64-2100【長浦地区】

地域包括支援
ひらかわサブセンター
平川公民館1階
0438-75-3344【平岡・中川・富岡地区】

休日・夜間の相談はブランチへ

昭和・根形地区ブランチ
袖ケ浦菜の花苑
袖ケ浦市神納4181-20
特別養護老人ホーム
袖ケ浦菜の花苑内　☎62-6151 室橋相談員

長浦地区ブランチ
サニーヒル
袖ケ浦市久保田857-9
特別養護老人ホーム
サニーヒル内　☎63-0058 茅野相談員

平岡・中川富岡地区ブランチ
袖ケ浦瑞穂
袖ケ浦市野里1452-4
特別養護老人ホーム
袖ケ浦瑞穂内　☎60-5566 河名相談員
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● 問い合わせ先　高齢者支援課　地域包括支援センター　☎0438（62）3225 ●

身近な場所で仲間と取り組みたい…袖ケ浦いきいき百歳体操
　専用のおもりを手や足に装着し、なじみの歌に合わせて動かすトレーニングです。参
加グループは、地域の公会堂などに集まり、概ね週1回この体操をおこなっています。
基本のトレーニングの他に、新たな運動を取り入れたりお茶会をしたりする団体もあり
ます。仲間と励まし合いながら笑顔で集う活動・・・それが「いきいき百歳体操」です。

リハビリのプロに教わる！袖ケ浦市短期集中型介護予防教室
　何歳になっても元気で活動的な
生活を送ることができるよう、リハ
ビリの専門職による短期間集中型
の介護予防教室を開催しています。自宅訪問に
よる支援も合わせて行い、
自宅での生活環境にあっ

た運動方法の提案を行います。
参加対象： 市内在住65歳以上で、要支援認定の方

または基本チェックリストを実施し事
業の該当となった方

実施時期： 年3回（4月～7月コース、8月～11月コー
ス、12月～3月コース）

通いの教室 自宅での支援
講師 理学療法士等のリハビリ専門職

内容
①自宅で行える運動の指導・助言
②機械を使ったトレーニング
③介護予防等に関する講話　等

①自宅内で行える運動の提案　　　　　
②介護予防の観点での環境整備　
　　　　　　　　　　　　　　等

回数 全10回（週1回） 全4回（月1回）
曜日 月曜日　又は　水曜日 不定期（相談の上決定）
時間 午後1時50分から2時間 30分程度

場所 袖ケ浦さつき台病院　※希望者には調整の上送迎あり 自宅

定員 各曜日　12名程度

がんばる人を応援したい…はつらつシニアサポーター
　「袖ケ浦いきいき百歳体操」に取り組
むグループへの支援や、地域での介護予
防啓発活動等に尽力いただくボランティ
アが「はつらつシニアサポーター」です。2
日間の養成講座を受講したサポーター
は、現在103名となっています。
　サポーター活動は、自分自身の健康づくり・介護予防としても有効で
す。今後も、養成講座を開催し、地域での活躍の場を広げてまいります。
※ 養成講座の実施については広報そでがうらでお知らせします。

「介護支援しあわせポイント」で介護予防につなげよう
～ためたポイントは寄付または商品券に交換できます～

　介護支援しあわせポイントは、高齢者自身の社会参加を通じた介護
予防を推進するために、市内在住で65歳以上の方が、介護支援ボラン
ティアとして市に登録し、市が指定した施設でボランティア活動を行う
と、実績により付与されます。
　そのポイントは、社会福祉協議会へ寄付、または市農畜産物直売所
「ゆりの里」の商品券に交換することができます。
　介護支援ボランティアに登録するには市が開催する研修会を受講す
る必要があります。研修会の日程については随時、広報「そでがうら」
などでお知らせします。（年3回程度）
【問い合わせ先：高齢者福祉班】

元気なうちから介護予防に取り組もう！元気なうちから介護予防に取り組もう！

参加費参加費
無料！無料！

1 飯富あおい会
2 上宿しん悠会
3 神納いきいき百歳体操
4 百目木なでしこ会
5 のぞみ野アクション
6 玉野
7 鹿島
8 中下若葉会
9 平川菜の花会
10 月下美人
11 神納一区高齢者クラブ
12 スマイル・スマイル
13 いきいき体操ひまわりグループ
14 チームみずほ
15 大曽根ときわ会
16 永地シニアクラブ
17 たちばな会
18 浜宿団地福寿会
19 花房平自治会
20 浜宿団地たいそうの会
21 高須なかよし教室
22 山中区
23 さくら会
24 飯富むらさきの会

25 レッツロコトレで元気！チーム下新田

26 高須さわやか教室
27 もみの木台
28 三ツ作千歳会
29 富岡東部
30 野里熟年いきいきクラブ
31 花みずき
32 宝寿会
33 ガッツ蔵波台
34 福王台美女会
35 今井いきいき体操なごやかクラブ
36 福王台福寿会
37 フレッシュながうら
38 上蔵えがおの会
39 勝もみじ会
40 成蔵
41 神納東シニアクラブ
42 三谷喜楽会
43 コスモスクラブ
44 下泉いずみ会
45 大鳥居
46 ゆうしん会
47 小路一区体操クラブ
48 袖ケ浦ふれあい
49 スマイルいとう
50 高齢者健康体操クラブ

2月28日現在

3つのおすすめ3つのおすすめ
ポイントポイント

「安全で手軽に
できる」

　簡単な動作をゆっくりお
こなうスロートレーニング
です。専用のおもりは、体
力に合わせて調整可能で
す。どなたでも無理なく参
加できます。

「筋力アップが
期待できる」

　定期的に行っている体力
評価で、筋力の維持・向上の
結果が出ています。「 なし
で歩けるようになった」等の
声も聞かれ、生活機能向上
につながっています。

「生きがいづくりに
つながる」

　週1回外出し、体操に参
加することが自らの生き
がいとなり、地域での居場
所や参加者同士の支え合
いにもつながっています。

平成26年10月にはじまり、
3年。現在50団体が継続中。
新たなグループも誕生して
います！

  「参加したい」「知り合いと新
しいグループをつくりたい」な
どのご相談に応じます！
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● 問い合わせ先　高齢者支援課　地域包括支援センター　☎0438（62）3225 ●

認知症になった場合、どこでどんな支援を受けられるのか認知症になった場合、どこでどんな支援を受けられるのか
●認知症初期集中支援チーム
　認知症の早期診断・早期
対応を目的とした認知症初
期集中支援チームを設置し
ています。
　医療・福祉の専門職で構
成され、計8職種14名の体
制で活動しています。
　チーム員がご自宅へ訪問
し、それぞれの専門的な視
点から家族のかかわり方や
受診方法、介護保険等の利
用方法などについてアドバ
イスを行います。
【支援対象となる方】
　40歳以上で、在宅にいる認知症の人や認知症が疑われる人のうち①ある
いは②に該当する人。
① 医療や介護サービスを受けていない、または中断している人。
② 医療や介護サービスを受けているが、認知症による徘徊・妄想・暴力が強
く、対応に困っている人。

※詳しくは地域包括支援センターにお問合せください。

家族が認知症かもしれない…対応に困っている…家族が認知症かもしれない…対応に困っている…

チーム員会議の様子

●認知症サポーター養成講座
　認知症について身近に感じ、認知症の方と接
する場面を想定して「認知症ってどんな病気？」
「どのように接したらいいの？」といった内容
を、正しく気軽に学ぶことができます。
　受講修了者を「認知症サポーター」と称してい
ます。認知症サポーターには認知症を理解し応
援しているという「目印」として、オレンジリング
を配布しています。
　これまでに様々な団体・小中高等学校におい
て大勢のサポーターが誕生しました。平成30年
3月31日現在、袖ケ浦市の認知症サポーターの
数は8,083人となっています。
　5名程度お集まりいただけると、講座開催しますので自治会やサークル等のお仲間と
是非受講ください。開催希望の団体はお気軽にお問い合わせください。
費料：無料

認知症の人を見守りたい認知症の人を見守りたい

小学校での講座の様子

●徘徊高齢者等見守りシールの交付を始めます
　認知症などで徘徊するおそれのある方に、見守りシールを交付
します。
　見守りシールにはQRコードが印字されており、徘徊している高
齢者等を発見した人（主に警察官を想定）が、携帯電話などでQR
コードを読み取ると介護者等あらかじめ登録された連絡先に発見情報が自動的に通報
されるものです。
対象者：市内在住の40歳以上で、医師により認知症と診断された方　等
費用：無料（通信料など自己負担） 
配布場所：地域包括支援センター及びサブセンター

徘徊が心配…徘徊が心配…

●認知症疾患医療センター
　認知症の鑑別診断や専門医療相談を行う、地域での認知症医療の拠点となる医療
機関で、近隣では袖ケ浦さつき台病院が千葉県から指定を受けています。
　袖ケ浦さつき台病院では、週に1回『認知症外来（要予約）』を実施しており、「認知
症かも」という状態の方から「他の病院で認知症と診断されたけれども症状がひどく
困っている」という方まで、認知症に関する相談を幅広く受け付けています。
【問い合わせ先】
　袖ケ浦さつき台病院　☎0438-63-1119

専門家に相談したい専門家に相談したい

●成年後見制度をご利用ください
　成年後見制度とは、認知症などにより判断能力が十分でない方が不利益
を被らないように、家庭裁判所に申し立てをして、その方を援助してくれる人
（後見人等）をつけてもらう制度です。
例えば…
　「認知症の両親を悪質商法から守りたい」、「お金の管理ができなくなっ
た」、「医療や介護のサービスを受ける手続きを1人でできない」
　このような際には制度の利用をご検討ください。
　後見人等が財産の管理や契約の代理・取り消しなどを行うことで、ご本人
の財産や権利を守ることができます。
　また、将来判断能力が不十分になってしまうことに備えて、事前に取り決
めを行うことも可能です。
　制度の利用・説明については、地域包括支援センターまでお問い合わせ
ください。

認知症の方の権利を守りたい認知症の方の権利を守りたい

●頭の元気度測定会
　認知症予防のためのアドバイスを行う機会として、下記のとおり、頭の元気度測定会
を実施します。
　画面の指示に従って、画面をタッチするだけです。計算や複雑な記憶のテストではあ
りません。
　また、サークル、お仲間等5人以上の集まりで測定会を希望される場合は出張測定も
行います。詳しくはお問い合わせください。

会場 日付 場所
①市役所
（地域包括支援センター） 4月9日（月） 地域包括支援センターにお越しくだ

さい。
②ながうらサブセンター 4月17日（火） 長浦おかのうえ図書館1階
③ひらかわサブセンター 4月24日（火） 平川公民館1階
※毎月実施
受付時間：午前9時30分～11時、午後1時～3時
　　　　（測定と結果説明で20分程度です。）
参加費：無料
申し込み：事前予約制です。
　　　　  各会場に電話でお申し込みください。

この頃ちょっと物忘れが気になるこの頃ちょっと物忘れが気になる

●認認知症カフェ
　認知症カフェとは、認知症の
人やその家族、地域の方や専門
家など様々な方が集う場で、お
互いに交流したり、情報交換を
したりすることを目的として開
催されています。
　市内では2か所運営されています。

名称 住所 連絡先 開催日 対象者
認知症カフェ
きみさんち

坂戸市場
1315

070-4021-
4802

毎週水曜日
10時～15時 どなたでも可

ケアラーズ
カフェ
のぞみの

のぞみ野
51-8

090-7414-
6873

毎週火曜日
10時～12時
第2・4火曜日
は代表者宅
（長浦駅前）

認知症の方を介護さ
れている方・されてい
た方、専門職、関係者
等

●認知症家族のつどい
　認知症の方を介護している家族としての悩みなどを語り合い、時には専
門職からの助言も受けながら、参加者のみなさまがお互いに思いを分かち
合う場として「つどい」があります。家族だけで抱え込まずに、ぜひこの場
を利用してみませんか？
　なお、当日は職員のほか、袖ケ浦さつき台病院認知症疾患医療センター
医師や認知症デイケア職員も同席します。
第1回 平成30年 6月16日（土）
第2回 平成30年 9月 1日（土）
第3回 平成30年12月 1日（土）
第4回 平成31年 3月 9日（土）
時間：いずれも10時から12時
場所：袖ケ浦市保健センター
参加費：無料
申し込み：不要（当日、会場にお越しください。）

同じ想いをしている人と話をしたい同じ想いをしている人と話をしたい

ケアラーズカフェのぞみの
認知症カフェきみさんち

　「認知症ケアパス（認知症ガイドブック）」は、認
知症になった場合、どこでどういった支援を受ける
ことができるのか等、認知症の方やご家族の不安
や負担を軽減するため、市の取り組みや介護保険
サービスをはじめ、住民相互の助け合いの活動や民
間企業における活動・サービスなどについても幅広
くまとめたガイドブックとなっています。
配布場所： 地域包括支援センター及びサブセンター

認知症ケアパスを発行しました認知症ケアパスを発行しました

新


