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「認知症ケアパス」とは、認知症の人やその家族が、できる限り住み慣れた築上町で安心して

暮らし続けることができるよう、認知症の状態に応じた支援や、医療、介護サービスのガイドブッ

クです。 

 

厚生労働省は、全国 65歳以上の高齢者人口 3,078万人の内、認知症有病率推定値を

15％、認知症有病数を 462万人(平成 24年)、また全国の MCI（正常でもない認知症でもな

い中間状態の者）の有病率推定値を 13％、MCI有病者数を約 400万人(平成 24年)と推計

しています。 

 

築上町の 65歳以上の高齢者は 6,502人（平成 29年 8月末現在）で高齢化率は 34.7％

になり高齢化が進んでいます。厚生労働省の認知症有病率推定値 15％、MCI有病率推定値

13％に当てはめると認知症有病者数 972人、MCI有病者数 842人と推計されます。 

 

今後、高齢化はますます進んでいくことから、認知症の人をいかに支えていくかが大切です。

認知症の人やその家族が安心できるよう、「認知症ケアパスガイドブック」をご活用ください。 

 

「認知症ケアパスガイドブック」は築上町地域包括支援センター等の相談窓口に設置してい

ます。また、町のホームページでダウンロードができます。概要版は各戸に配布します。 
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築上町マスコットキャラクター 

「きずきのぼる」 

 

 

認知症について考えよう 
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◆認知症の症状  

  認知症の症状を引き起こす疾患には様々なものがあり、疾患によって出現しやすい症状

が異なります。また、認知症につながる主な疾患としては、アルツハイマー型認知症・レビー小

体型認知症・脳血管性認知症・前頭側頭型認知症、その他として治療可能な認知症(正常

圧水頭症・慢性硬膜下血腫など)が代表的です。 

◆認知症を引き起こす主な 4つの疾患 

疾患名 特徴 症状 

アルツハイマー型 

認知症 

もの忘れから気づくことが多く、日常

生活で出来たことが少しずつ出来な

くなります。新しいことが記憶できな

い、思い出せない、時間や場所がわ

からなくなることがあります。 

・少し前のことを忘れる 

・同じことを何度も言う 

・帰り道がわからなくなる 

・同じものを何度も買ってくる等 

レビー小体型 

認知症 

レビー小体と呼ばれる異常なたんぱ

く質の塊が脳内の神経細胞にたまる

病気。初期はもの忘れよりも本格的

な幻視が見られることが特徴です 

・実際にはいない人が見える幻視 

・夜間に寝ぼけて大声を出す 

・手足の動きが鈍くなる 

・日によって症状が変動する等 

脳血管性 

認知症 

脳梗塞や脳出血などによって発症す

る認知症。脳の場所や障がいの程度

によって、症状が異なります。 

・部分的に能力が低下する「ま

だら認知症」 

・若い時のことは覚えている 

・良い時悪い時が階段状に進む 

・急に泣いたり怒ったりする等 

前頭側頭型 

認知症 

前頭葉と側頭葉の萎縮が徐々に進

行する病気です。 

・同じ行動を繰り返す 

・言葉の意味がわからなくなる等 

◆加齢に伴うもの忘れと、認知症によるもの忘れの違い 

年齢を重ねると、例えば「印鑑をどこにしまったか忘れる」「晩御飯のメニューが何だったかを

忘れる」など年相応のもの忘れが見られます。認知症によるもの忘れとは、体験そのものを覚え

ていないため「晩御飯を食べたこと」自体を覚えていないことです。 
 

加齢に伴うもの忘れ 認知症によるもの忘れ 

もの忘れを自覚している もの忘れの自覚がない 

体験したことの一部を忘れている 体験したこと自体を忘れる 

ヒントがあれば思い出す ヒントがあっても思い出せない 

日常生活に支障はない 日常生活に支障がある 

判断力は低下しない 判断力が低下する 
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◆若年性認知症 

「若年性認知症」とは、65歳未満(18歳～64歳)で発症する認知症です。 

認知症というと、高齢者の病気と思われがちですが 65歳未満でもかかることがあります。

まだ現役で仕事をしている場合が多く、家庭や子育て等も心配になる年代です。認知症を早

期発見し、適切に対応するかどうかで、本人と家族の生活が大きく左右されます。 

「認知症かもしれない」と思ったら、早めに専門医の診察を受けましょう。認知症の初期症

状は、うつ病や更年期障害の症状と似ており、間違えられる場合があります。 

認知症は、その原因によっては治療できるもの、薬で進行を遅らせることができるものもあ

ります。早く診断を受けることにより、社会的サービス(介護保険・障害者の認定・医療保険

等)を早く利用できます。 

【若年性認知症チェックリスト】 

 認知症の初期には、もの忘れがほとんど目立たない場合があります。 

 このチェックリストで、多くの項目に当てはまる場合、認知症の可能性があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪仕事や生活の場面での変化≫ 

□スケジュール管理が適切にできなくなった 

□仕事でミスが目立つようになった 

□複数の作業を同時並行で行えなくなった 

□段取りが悪くなり、作業効率が低下した 

□取引先との約束を忘れる等、物忘れに起因するトラブルが増えた 

□物をさがしていることが多くなった 

□降りる駅を間違えるようになった 

□服の組み合わせがおかしくなった 

□家族との会話の中の意味を取り違えて険悪になった 

□お金を無計画に使うようになった 

 

≪うつや体調不良ととられがちな症状≫ 

□夜眠れない          □やる気が出ない 

□自信がない          □運転が慎重になった 

□趣味への関心がうすれた    □頭痛、耳鳴り、めまいがする 

□イライラする         □考えがまとまらない 
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【若年性認知症と診断を受けた後の生活を支える社会制度】 

自立支援医療 

(精神通院医療) 

認知症で通院治療している場合、医療機関や薬局の窓口で支払う医

療費の自己負担が1割に軽減されます。詳しくは、通院中の医療機関

にお尋ねください。 

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

いる事業所にお勤めの人が、病気や業務以外のけが等で仕事を休

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ことを目

的として設けられている制度です。 

精神障がい者 

保健福祉手帳 
初診日から 6か月経過すれば申請できます。 

身体障がい者手帳  

脳血管性認知症などで身体障がいがあれば、障がいが固定あるいは

6 か月以上継続した場合に申請できます。手帳に関しては築上町福

祉課社会福祉係でお尋ねください。 

障がい年金 

病気やけがで仕事を続けることが困難となった人やその家族の生活を

支えるための公的年金です。加入中の年金で相談や請求窓口が異な

ります。国民年金は築上町住民課保険係、共済年金保険は各共済組

合、厚生年金保険は年金事務所へお尋ねください。 

【若年性認知症の相談窓口】 

 

＊ 築上町地域包括支援センター（福祉課 地域包括支援係） ☎52-0001（内線 144・145） 

＊ 福岡県若年性認知症サポートセンター ☎092-574-0196 

（火～土曜日 10時～16時） 

面談は要予約、 面談を希望する場合は、事前に電話にてご連絡ください 

＊ 若年性認知症コールセンター （通話無料） ☎0800-100-2707 

（月～土曜日 10時～15時) 年末年始・祝日を除く 

ホームページ： http：//y-ninchisyotel.net/    
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正常の老化から認知症の診断がつくまでに 5～10年の期間があります。この間の状態

を認知症軽度認知障害（ＭＣＩ）といいます。この時期に何らかの認知症予防のための

生活改善をすると、半数近くの人が正常になったという研究報告があります。ＭＣＩに

早く気づき、認知症予防を意識した生活を送ることで認知症を予防しましょう！ 

 

  

 

アルツハイマー型認知症の予防につながると考えられています。生活に取り入れましょう。 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 若い頃から生活習慣予防を心がけた生活を送ることは、脳血管性認知症やアルツハイ

マー方認知症の予防につながります。糖尿病、高血圧、高脂血症、心疾患にならないよ

うに、なっても重症化しないようにコントロールしましょう。運動不足、多飲酒喫煙、

食塩過剰摂取、肥満に気をつけましょう。定期的に健診を受けることや適切に医療を受

けることも大切です。 

 

認知症は予防できる 
 

生活習慣病予防が大事 

アルツハイマー型認知症の予防につながる因子 

魚 野菜 果物 ワイン 

 

 

 

 

ウォーキング等の

有酸素運動 

 

 

 

 

文章を読む  ゲーム 
楽器演奏  ダンス 

 

 

家族や友人等と
の交流 

 

 

食事 

運動 

知的
活動 

対人 
交流 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

囲碁 将棋 麻雀 園芸 料理 パソコン 旅行 

ウォーキング 水泳 体操 筋力トレーニング 

おススメの活動 

参考：厚生労働省資料 
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認知症は、誰にでも起こる可能性のある病気です。「最近何かおかしいな」「もしかして・・・」

と一人で悩まず、早くに相談相手を見つけることが肝心です。築上町地域包括支援センターで

は、認知症の人が、住み慣れた地域で自分らしく尊厳をもって暮らし続けられるよう、医療・介

護・住まい・生活支援・介護予防が包括的に確保される体制(地域包括ケアシステム)の構築を

推進しています。 

みなさまからの様々な相談に応じ、関係機関などと連携を図り対応・支援します。 

 

＊築上町地域包括支援センター（福祉課 地域包括支援係） ☎52-0001（内線 144・145） 

   （年末年始・祝日を除く月～金曜日 8：30～17:00） 

 

【相談しやすい場所をご利用ください】 

〈認知症・介護相談会〉 

＊日 時 毎月第 3火曜日 13：30～15：00 (予約制) 

＊場 所 役場 築城支所 第 1会議室 

＊連絡先 築上町地域包括支援センター（福祉課 地域包括支援係） ☎52-0001（内線 144・145） 

〈オレンジカフェきづき〉 

認知症の方や介護が必要な方、その家族・地域住民など誰でも集うことのできる場所で 

す。認知症地域支援推進員がいますのでお気軽にご相談ください。 

＊日 時 毎週木曜日 10：00～15：00 

＊場 所 農業公園管理棟(アグリパーク)  

＊連絡先 オレンジカフェきづき ☎56-2333 

〈在宅介護支援センター〉 

＊しいだケアプランサービス「愛」 ☎57-3312 

＊築城町在宅介護支援センター ☎52-0778 

〈居宅介護支援事業所〉 

＊愛 翠 苑 ケアプランサービス ☎56-5331 

＊ケアプランセンター福 寿 草 ☎52-2225 

＊しいだケアプランサービス「愛」 ☎57-3312 

＊誠松園居宅介護支援事業所 ☎52-3151 

＊築 上 町 社 会 福 祉 協 議 会 ☎52-2110 

＊築城町在宅介護支援センター ☎52-0778 

 

この立体の絵が

描けますか？ 

アルツハイマー型認知症に

なると立体的な絵が描けな

くなることがあります 
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 ～ 早期受診・早期発見が大切です ～ 

認知症は早く発見して、正しく診断されることで適切な治療が受けられる病気です。早期診

断により予防や症状の改善につながります。「何かおかしい」「ひょっとしたら？」という家族の印

象はとても重要です。今までとは違う症状や行動に気づいたら、まずはかかりつけ医に相談しま

しょう。専門医の受診が必要な場合は、認知症専門医療機関を受診しましょう。 

□今切ったばかりなのに電話の相手の名前を

忘れる 

□同じことを何度も言う・問う・する 

□しまい忘れ置忘れが増えいつも探し物をし

ている 

□財布・通帳・衣類などを盗まれたと人を疑う 

 

□料理・片付け・計算・運転などのミスが多く

なった 

□新しいことが覚えられない 

□話のつじつまが合わない 

□テレビ番組の内容が理解できなくなった 

□下着を替えず身だしなみを構わなくなった 

□趣味や好きなテレビ番組に興味を示さなく

なった 

□ふさぎ込み何をするのも億劫がりいやがる 

□些細なことで怒りっぽくなった 

□周りへの気づかいがなくなり頑固になった 

□自分の失敗を人のせいにする 

□この頃様子がおかしいと周囲から言われた 

□一人になると怖がったり寂しがったりする 

□外出時持ち物を何度も確かめる 

□「頭が変になった」と本人が訴える 

□約束の日時や場所を間違えるようになった 

□慣れた道でも迷うことがある  

 

＊かかりつけ医＊ 地域で認知症の人や家族を支援してくれる医師 

〇早期段階での発見・気づき         〇日常的な身体疾患対応、健康管理 

〇家族の介護負担、不安への理解      〇専門医療機関への受診誘導→医療連携 

〇地域の認知症介護サービス諸機関との連携→多職種連携 

 

  ＊福岡県認知症医療センター＊  

医療法人翠会 行橋記念病院内 

住所：〒824-0033 行橋市北泉 3-11-1 

電話：0930-25-2184 

受付時間：月～金曜日 8：45～17：15 

    

認知症の診断とそれに基づく初期対応、合

併症や周辺症状(BPSD)の急性期対応を行

います。認知症に関する相談も受けています。

関係機関、地域包括支援センター等と連携

し、認知症の方が地域で安心して生活できる

よう地域の支援体制づくりに努めています。 

公益社団法人 認知症の人と家族の会資料より抜粋 
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認知症初期集中支援チームを設置します 

認知症初期集中支援チームとは、複数の専門家が家族の訴えにより認知症が疑われる人や

認知症の人及びその家族を訪問し、家族支援などの初期の支援を包括的、集中的に行い自立

生活のサポートを行うチームを言います。築上町では認知症初期集中支援チームを設置し認知

症の早期支援を行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   75歳以上の方、ご存知ですか？  

 

高齢ドライバーの交通事故が社会問題となり平成 29年 3月

12日に道路交通法が改正され、75 歳以上の運転免許保有者の

認知症対策が強化されました。臨時認知機能検査と臨時高齢者

講習が設けられ、「一定の違反行為」があった場合は、臨時認知機

能検査を受けなければなりません。臨時認知機能検査の結果、認

知機能の低下が運転に影響する恐れがあるときは臨時高齢者講

習の対象になります。認知症が気になる方は、かかりつけ医又は

専門医にご相談ください。 

 

 

 

  

 

認知症初期集中支援チームのイメージ 

厚生労働省資料抜粋 
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【自分でできる認知症の気づきチェックリスト】 

最も当てはまるものに〇をつけてください                         

このチェックリストの結果はあくまでもおおよその目安で医学的診断に代わるものではありません。認知症の

診断には医療機関での受診が必要です。身体機能が低下している場合は点数が高くなる可能性があります。 

チェック① 

財布や鍵など物を置いた場
所がわからなくなることが
ありますか 

まったくない ときどきある 頻繁にある いつもそうだ 

チェック② 

５分前に聞いた話を思い出

せないことがありますか 

まったくない ときどきある 頻繁にある いつもそうだ 

チェック③ 

周りの人から「いつも同じこ
とを聞く」等のもの忘れがあ
ると言われますか 

まったくない ときどきある 頻繁にある いつもそうだ 

チェック④ 

今日が何月何日かわからな

い時がありますか 

まったくない ときどきある 頻繁にある いつもそうだ 

チェック⑤ 

言おうとしている言葉がす
ぐに出てこないことがあり
ますか 

まったくない ときどきある 頻繁にある いつもそうだ 

チェック⑥ 

貯金の出し入れや公共料金
の支払いは一人でできますか 

問題なくできる だいたいできる あまりできない できない 

チェック⑦ 

一人で買い物に行けますか 

 

問題なくできる だいたいできる あまりできない できない 

チェック⑧ 

バスや電車、自家用車などを
使って一人で外出できますか 

問題なくできる だいたいできる あまりできない できない 

チェック⑨ 

自分で掃除機やほうきを使

って掃除ができますか 

問題なくできる だいたいできる あまりできない できない 

チェック⑩ 

電話番号を調べて電話を掛

けることができますか 

問題なくできる だいたいできる あまりできない できない 

チェックしたら、①から⑩の合計を計算しましょう。       合計点        点 

20点以上の場合は、認知機能や社会生活に支障が出ている可能性があります。 

お近くの医療機関や相談機関に相談してみましょう。 

１ 点

点

 

２点 ３点 ４点 

１ 点

点

 

２点 ３点 ４点 

１ 点

点

 

２点 ３点 ４点 

１ 点

点

 

２点 ３点 ４点 

１ 点

点

 

２点 ３点 ４点 

出典：東京都福祉保健局高齢社会対策部在宅支援課「知って安心認知症」（平成 27年 7月発行） 

１ 点

点

 

２点 ３点 ４点 

１ 点

点

 

２点 ３点 ４点 

１ 点

点

 

２点 ３点 ４点 

１ 点

点

 

２点 ３点 ４点 

１ 点

点

 

２点 ３点 ４点 
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 高齢化に伴い認知症高齢者等の増加が見込まれる中、認知症高齢者が権利侵害を受け

ていることが少なくありません。住み慣れた地域で自分らしく尊厳をもって暮らし続けること

ができるよう支援します。 

〇 日常生活自立支援事業 

福祉サービスの利用や日常的な金銭管理に不安がある人が、安心して暮らすために支援

する事業です。契約などの判断に不安な方や、お金の管理に困っている方などが利用できま

す。福祉サービスの利用申し込みや契約の手続き、日常的なお金の出し入れ、預貯金通帳の

預かりなどを行います。  

＊この事業を利用する意思があり、必要な契約内容の理解ができる方が対象です。 

 相談は無料ですが、契約後は利用料が必要です。 

 

   問い合わせ：築上町社会福祉協議会(自愛の家) ☎56－2223 

 

〇 成年後見制度について 

認知症により判断能力が低下すると、契約内容を理解して契約を結ぶことや財産管理など

が難しくなります。そのため悪質な訪問販売に狙われたり詐欺にあう危険性が高くなります。 

成年後見制度は、認知症高齢者・知的障がい者・精神障がい者などの精神上の障がいに

よって判断能力が十分でない人たちの判断能力を補い、権利や財産を保護し、本人やその家

族が安心して生活できるように支援する制度です。 

 成年後見制度には「任意後見制度」と「法定後見制度」の二つの制度があります。 

 

   

 将来、判断能力が不十

分となった場合に備え

て支援者や支援内容を

契約によって決めてお

きます 

本人の判断能力が不十分な人に対する制度です。判

断能力の程度により、「後見」「保佐」「補助」の 3つが

あります 

 

 

対象と 

なる方 
判断能力はある 

判断能力が 

不十分な方 

判断能力が 

著しく不十分な方 

判断能力が

全くない方 

区分 任意後見 補助 保佐 後見 

成年後 

見人等 

の権限 

本人の判断能力が不

十分になってから、本

人との契約に定めた行

為を行います 

申立ての範囲内

で家庭裁判所が

定める法律行為

を行えます 

基本的に法律上

に定められた重

要な行為の同意

権が付与されます 

すべての法

律行為を行

えます 
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【成年後見制度利用支援事業】 

   成年後見制度の申立ては本来「本人・配偶者・四親等以内の親族など」が行いますが、

何らかの理由で本人、親族などによる申立てができないときに、町長が代わって申立てを行

うことができます。 

 

相談・問い合わせ 

◆築上町地域包括支援センター（福祉課 地域包括支援係） ☎52-0001（内線 144・145） 

◆ぱあとなあ福岡（福岡県社会福祉会） ☎092-483-2941 

◆（社）成年後見センター・リーガルサポート福岡支部（福岡県司法書士会）  

☎092-738-1666 

◆高齢者・障害者総合支援センター「あいゆう」（福岡県弁護士会）       

☎092-724-7709 

 

〇消費者被害について 

   悪徳な業者は、一人暮らしの高齢者に近づきます。悪徳業者による消費者被害にあった

ときは、まず相談しましょう。また、本人は被害にあったことに気づいていない場合や被害に

あっても人に相談しないこともあります。周囲の人の日頃の声掛けや見守りが、消費者トラ

ブルを未然に防ぐ手立てにもなります。 

 

 

 

 

 

 

 

○高齢者虐待について 

高齢化に伴い認知症高齢者等に対する虐待が問題となっています。高齢者の安心安全を

保障する支援体制だけでなく、認知症の高齢者を介護する家族にも、外からはわからない悩

みや心身のストレス、孤立感や貧困の実態によって虐待をしてしまう介護者のケアも大切です。

高齢者に対する虐待を見たり、聞いたり、虐待なのでは？と思われたときはすぐに築上町地

域包括支援センターまで連絡をしてください。通報した人の「個人情報」は厳守しますのでご

安心ください。 

 

       相談・問い合わせ 

◆築上町地域包括支援センター（福祉課 地域包括支援係） ☎52-0001（内線 144・145） 

 

  

相談・問い合わせ 

◆築上町地域包括支援センター（福祉課 地域包括支援係） ☎52-0001（内線 144・145） 

◆築上町消費生活相談窓口（商工課） ☎52－0001（内線 182） 

◆行橋市広域消費生活センター ☎23－0999 



12 

 

介護保険サービス種別 サービス内容 

居宅介護支援 介護支援専門員(ケアマネジャー)が、ケアプランを作成しサービ

ス提供事業所と連絡調整を行いながら相談や支援を行いま

す。 

訪問介護 （＊） ホームヘルパーが居宅に訪問し入浴・排泄・食事の介護(身体

介護)及び、調理・洗濯・掃除などの家事(生活援助)、生活に

関する必要な日常生活の支援を行います。 

通所介護 （＊） デイサービスで送迎、入浴、排せつ、食事などの介護、生活につ

いて相談・助言・健康状態の確認を行い日常のケアと機能訓練

を行います。 

通所リハビリテーション 通所リハビリテーションで理学療法・作業療法などの機能訓練を

行い身体機能改善を行います。 

福祉用具貸与・販売 日常生活の自立支援を目的とした福祉用具の貸与や購入費を

支給します。 

住宅改修 日常生活の自立支援を目的とした手すりの取り付けなどの住宅

改修費を支給します。 

訪問看護 看護師が居宅を訪問し、療養上の世話や必要な診療の補助を

行い、療養生活を支援し、心身の機能維持回復を支援します。 

訪問リハビリテーション 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が居宅を訪問し、理学

療法・作業療法その他の必要なリハビリテーションを行います。 

短期入所生活療養介護

(ショートステイ) 

特別養護老人ホーム・介護老人保健施設等に短期間入所し、

入浴・排泄・食事等の介護その他日常生活上の世話や理学療

法士等による身体機能訓練を行います。 

小規模多機能居宅介護 通所サービスを中心として利用者の状態や希望に応じて随時

訪問や宿泊を組み合わせてサービスを行います。 

認知症対応型共同生

活介護 

(グループホーム) 

認知症を有する高齢者が共同生活住居で入浴・排せつ・食事

等の日常生活上の世話と、機能訓練等の介護サービスを行い

ます。 

介護老人福祉施設 

(特別養護老人ホーム) 

介護保険要介護認定が要介護３以上の高齢者等が、常時介

護が必要で、居宅のでの生活が困難な人が入居して日常生活

上の支援や介護を行います。 

介護老人保健施設 

(老人保健施設) 

病状が安定期にあり、在宅復帰を目的とし、看護医学的管理

下で身体機能訓練を行います。 
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施設名 サービス内容 

有
料
老
人
ホ
ー
ム 

介護付有料老人ホーム 

介護や食事などのサービスが付き介護が必要になっても

そのホームが提供する特定施設入居生活介護(介護保

険)を利用しながら生活を継続できます。 

住宅型有料老人ホーム 

食事や緊急時対応などのサービスがついた施設です。介

護が必要になった場合、外部の居宅介護サービスを利用

することができます。 

軽費老人ホーム(ケアハウス) 

原則として６０歳以上で低額な料金で利用でき食事の提

供等日常生活の支援を行います。本人等の課税状況で

利用料が変わります。 

サービス付高齢者向け住宅 
高齢者専用の賃貸住宅でバリアフリー構造の施設です。

安否確認・生活相談のサービスを行います。 

（＊）訪問介護・通所介護は、介護保険を申請しなくても基本チェックリストに該当すれば利用

できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

認知症になっても安心して暮

らせる地域をみんなで作ろう 
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〇 築上町徘徊高齢者等 SOS ネットワーク事業 

   徘徊の心配がある高齢者等を家族等の希望により事前登録することができる制度で

す。登録すると、町が関係機関と情報を共有し地域と連携して、高齢者等とその家族

への支援を行います。また、徘徊等で行方不明になった場合に、早期発見や保護に活

用します。 

 

 

 

 

 捜索時は防災行政無線、ホームページ掲載、SNS 、「防災メール・まもるくん」などを通じて
情報発信を行います。 
＊注 「防災メール・まもるくん」は、福岡県が運用する事前登録方式のメール配信システム

です。防災情報や地域の安全情報のほかに、徘徊・行方不明者情報も配信できます。多くの
方の登録をお願いします。 
 
問い合わせ：総務課 行政係 ☎56－0300(内線 330・321) 

 

〇 見守りメールセンサー貸与事業 
屋内(トイレなど)に設置して、感知した安否情報を定期的に登録されたご家族のメールア

ドレスにお知らせします。 

設置費:無料 （通話料は利用者負担、安否メールの受診料はご家族負担） 
 

問い合わせ：福祉課 高齢者福祉係 ☎56－0300(内線 252・254) 

 

〇 オレンジカフェ「きづき」 

   こんな場所を目指していて、どなたでも参加できます。 

◆ 認知症の方とその家族にとっての居心地の良い居場所 

◆ 認知症の正しい理解と普及啓発の場所 

◆ 認知症の方が安心して参加し自身の力を発揮する場所 

 

日 時：毎週木曜日 10：00～15：00 

場 所：築上町農業公園管理棟（アグリパーク） 

利用料：無料 （イベント等の参加費やカフェメニューは有料） 

送迎：家までの送迎有ります。利用日の 2日前正午までに福祉課高齢者福祉係(本庁内

線 252)まで予約してください。 

 

申請窓口：福祉課 高齢者福祉係 ☎56－0300(内線 252・254) 

      築上町地域包括支援センター （福祉課 地域包括支援係） ☎52-0001（内線 144・145） 
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〇 認知症サポーター養成講座 

   認知症の正しい知識と理解があり、認知症の方やその家族を暖かく見守る応援者のこ

とです。認知症サポーターになっても、特別に何かをする必要はありません。講座を受けて

友人や家族にその知識を伝えるなど、自分のできる範囲で活動することで、認知症の方や

その家族の支えになります。養成講座を受講して認知症サポーターになりませんか？ 

受講を希望される方が少人数でも出前講座を行います。受講された方には、認知症サポ

ーターの証としてオレンジリングをお渡します。 

◆対象者：築上町内の住民及び職場のグループ 

◆所要時間：1時間～1時間 30分程度（対象者に合わせて時間調整します） 

◆受講料：無料 

 
 

   

〇介護予防サービス 

サービス種別  サービス内容 

元気はつらつ教室 

福祉課 高齢者福祉係 

☎ 56－0300 

通所型施設で運動器機能向上・口腔機能向上・栄養改善を

行い、身体機能低下を予防します。送迎があります。 

利用：毎火曜日(3か月間)利用料:昼食代のみ 550円/1回 

脳トレ運動教室 

福祉課 高齢者福祉係 

☎ 56－0300 

65歳以上の方を対象にマットを使った運動や頭の体操で身体

と脳を鍛える教室です。1回あたり 1時間 30分の内容です。 

利用:全 8回  受講料：無料 

貯筋運動教室 

福祉課 高齢者福祉係 

☎ 56－0300 

65 歳以上の方を対象に筋肉を強化し足腰を丈夫にする体操

教室です。座ったままやその場でできる体操・ストレッチを行い

ます。利用:全 12回（年 2回開催） 受講料：無料 送迎あり。 

高齢者生きがい教室 

福祉課 高齢者福祉係 

☎ 56－0300 

閉じこもりがちなひとり暮らしの高齢者等の社会的孤立感を

解消するための生きがい教室です。陶芸・表装・フラダンス・書

道・ヨガの教室を行っています。 

ふれあい健康サロン 

住民課 健康増進係 

☎ 52－0001 

サロンを通じて健康相談と健康教育を目的としている。血圧測

定・体調変化の有無、口腔ケア等、介護予防を実践している 

52自治会にて月 1回～2回行っています。 

 

 

申し込み：築上町地域包括支援センター （福祉課 地域包括支援係） ☎52-0001（内線 144・145） 

包括支援係） ☎ 52－0001 
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〇高齢者福祉サービス 

問い合わせ：福祉課 高齢者福祉係   ☎56－0300(内線 252・254) 

 

サービス種別 サービス内容  

「食」の自立支援事業 

（配食サービス） 

（＊） 

老衰、心身の障害及び傷病等の理由

で、調理が困難なひとり暮らしの高齢者

や高齢者世帯に対し、栄養のバランスの

とれた食事(夕食)を配達するとともに利

用者の安否確認をします。 

利用可能日：1月 1日～3

日を除く毎日 

利用料:平日 350円/食 

土・日・祝・盆・年末は 

400円/食 

外出支援サービス事業 

（タクシー利用券給付） 

介護保険で「要支援」と認定され、住民

税非課税世帯の高齢者に対し、通院時

に利用するタクシー料金の初乗運賃に

相当する額を助成します。生活保護受給

者、福祉タクシー利用者は対象外です。 

利用回数:月 2回以内 

助成額:小型タクシー初乗

運賃相当額(超えた料金は

利用者負担) 

緊急通報装置 

利用事業 

緊急事態の発生が予想される虚弱なひ

とり暮らしの高齢者等に対し、機器を貸

与するサービスです。相談・緊急のボタン

があり緊急ボタンを押せば京築広域圏

消防本部(119番)に通報が届きます。 

設置費：無料（電池代・通

話料は利用者負担） 

在宅介護支援事業 

紙おむつ等給付券 

給付事業 

介護保険で「要介護」と認定され、紙お

むつ等を必要とする方(要介護 1～3の

方については、医師の意見書が一定基

準以上で、尿失禁状態の為、常時紙お

むつを必要とする判定のある方)に対し

紙おむつ券を支給します。入院・入所中

の方、生活保護受給者は対象外です。 

住民税非課税の方が対象 

給付額：紙おむつ等給付券 

住民税非課税世帯 

6,000円/月額 

本人非課税・課税世帯 

3,000円/月額 

在宅寝たきり介手当

支給事業 

在宅寝たきりの者(介護保険の認定で要

介護3～5の状態にある者、又は重度の

障害で寝たきりにある者)を住居または

居所において 6か月以上にわたり常時

介護する方に支給します。ただし無収入

に限ります(年金受給者を除く) 

支給額：20,000円/月額  

(4月・10月支給) 

＊在宅介護した日数が 1

か月につき 15日未満の場

合、当月分は支給しない 

訪問理美容 

サービス事業 

理髪店や美容院に出向くことが困難な

高齢者等に対し理美容業者が居宅まで

訪問して理美容サービスを提供します。 

利用回数:年 4回以内 

助成金：出張料金 

(理美容代は利用者負) 

（＊）民間の配食サービスについては、わかる範囲で情報提供を行います。 

 

 



17 

 

サービス種別 サービス内容  

寝具類等洗濯乾燥 

消毒サービス事業 

老衰、心身の障害及び疾病等の理由で

寝具類の衛生管理が困難な高齢者等に

対し、寝具を洗濯・乾燥・消毒することに

より、清潔で快適な生活が過ごせるよう

支援するサービスです。 

利用回数：年 2回以内 

利用料:実費の 1割 

住宅改造資金 

助成事業 

介護保険の認定で「要支援・要介護」と認

定された方、又は重度身体障害者等の高

齢者世帯が、安心して過ごせるように、住

宅改修費用の一部を助成します。住民税

非課税世帯であり、介護保険住宅改修費

上限額を使用した方が対象です。 

助成額：対象工事の 30

万円を上限とし 1回限り 

生活管理指導 

短期宿泊事業 

基本的生活習慣が欠如し対人関係が成

立しない等、社会適応が困難で生活習慣

の指導、体調調整をしなければならない

高齢者で介護保険の認定を受けていない

方に対し介護保険老人福祉施設等に一

時的に保護し、日常生活に対する指導や

支援を行います。 

利用期間： 7日以内 

(利用料：1日：910円) 

 

〇その他 

問い合わせ：総務課 行政係 ☎56－0300 （内線 335・330） 
 

高齢者運転免許 

自主返納支援事業 

満 70 歳以上の高齢者が運転免許を自主

返納した方に対して支援します。 

対象者：次の全てに該当する方 

① 築上町在住で満 70歳以上の方 

② 運転免許を自主返納した日から３月以 

内の方 

支給内容 

① 築上町コミュニティバス 

乗車券(2年間有効) 

② 補助金(5,000円) 

① ②の両方の支援が得ら 

れます。1回限り 

 

問い合わせ：福祉課 高齢者福祉係 ☎56－0300(内線 252・254) 
 

老人クラブ 
明るい長寿社会を作るために、高齢者の知識と経験を生かし、生きがいと

健康づくり、社会活動参加などを行っている自主的な組織です。 

 

問い合わせ：公益社団法人 築上町シルバー人材センター ☎57-4800 
 

ワンコイン手助け 

安心サービス 

満 65 歳以上の一人暮らし又は高齢

者世帯の方、身体に障害をお持ちの

一人暮らしの方を対象にチョットしたお

手伝い(30分以内)のサービスです。 

料金:一律 500円 

布団や洗濯物干し・取り込み、

植木の水やり、電球の交換、買

い物代行、精米等々。 
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〇医療機関 

 施 設 名 住  所 電話番号 

病
院
・診
療
所 

あないクリニック 西八田 2426番地 5 56-5888 

うえだ内科クリニック 椎田 903番地 1 56-0041 

片山医院 安武 183番地 52-0505 

古賀整形外科内科医院 椎田 846番地 1 56-1730 

椎田クリニック 湊 185番地 1 56-0030 

永尾医院 安武 150番地 1 52-0502 

二見医院 築城 661番地 1 52-0002 

宮崎リハビリテーション医院 東八田 845番地 1 56-1035 

宮部病院 湊 336番地 56-0038 

歯
科
診
療
所 

有本歯科医院 築城 862番地 1 52-0063 

おおまる歯科医院 坂本 124番地 1 56-5077 

神歯科医院 伝法寺 400番地 1 53-3000 

高田歯科医院 椎田 797番地 56-4858 

たかむら歯科・小児歯科 安武 100番地 1 52-1205 

松延デンタルクリニック 椎田 973番地 1 56-5256 

宮部歯科医院 湊 335番地 4 56-5001 

森山歯科医院 西八田 2451番地 4 56-4879 

保
険
薬
局 

しいだ調剤薬局 椎田 845番地 5 56-1571 

新吉富調剤薬局築城店 安武 184番地 4 52-3565 

そうごう薬局椎田店 椎田 909番地 1 56-1481 

タカサキ薬局築上店 西八田 2425番地 1 56-1001 

まどか薬局 築城 663番地 52-0885 

湊調剤薬局 湊 181番地 57-5006 

安武調剤薬局 安武 151番地 52-3427 
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〇介護サービス事業所 

 施 設 名 住  所 電話番号 

居
宅
介
護
支
援
事
業
所 

愛翠苑ケアプランサービス 上ノ河内 1048番地 56-5331 

ケアプランセンター福寿草 築城1410番地1‐B6 52-2225 

しいだケアプランサービス「愛」 湊 1275番地 57-3312 

誠松園居宅介護支援事業所 安武 990番地 52-3151 

築上町社会福祉協議会居宅介護支援事業所   上別府 73番地 52-2200 

築城町在宅介護支援センター 安武 844番地 2 52-0778 

訪
問
介
護 

愛翠苑ホームヘルプサービス 上ノ河内 1048番地 56-5331 

築上町訪問介護事業所 陽だまり 上別府 73番地 52-2110 

やすらぎホームヘルプステーション 湊 1275番地 56-1562 

通
所
介
護 

誠松園デイサービスセンター 安武 990番地 52-3151 

デイサービスセンターうらら 築城 1005番地 1 52-1325 

デイサービス太陽 下別府1533番地1 52-2126 

デイサービス花みずき 東築城 113番地 1 52-2720 

デイサービスセンターやすらぎ荘 湊 1275番地 57-3311 

通
所
リ
ハ 

青海山荘デイケア 湊 1277番地 3 57-1110 

ピア・ハート 安武 844番地 2 53-1688 

老
健 

介護老人保健施設 青海山荘 湊 1277番地 3 57-1110 

介護老人保健施設 ピア・ハート 安武 844番地 2 53-1688 

介護老人保健施設 ピア・ハートⅡ 安武 844番地 2 53-1688 

特
養 

特別養護老人ホーム 愛翠苑 上ノ河内 1048番地 56-5331 

特別養護老人ホーム 誠松園 安武 990番地 52-3151 

特別養護老人ホームナーシングホームあかり 築城 165番地 1 31-7216 

有
料
老
人
ホ
ー
ム 

有料老人ホーム うらら園 築城 884番地 1 52-0811 

有料老人ホーム 桜(住宅型) 東八田 814番地 56-5211 

サービス付き高齢者向住宅 桜Ⅱ番館 東八田 802番地 56-5510 

介護付き有料老人ホーム ピースハウス 湊 1035番地 2 57-4188 

介護付き有料老人ホーム やまぼうし 東築城 135番地 1 31-7226 

そ
の
他 

軽費老人ホームケアハウス向日葵荘 湊 1276番地 4 57-4820 

グループホーム 浜の宮 高塚 763番地 3 56-0577 

 



元気な時期から認知症の疑い
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

●もの忘れがあり、買い物や金銭管
理、書類作成に時々ミスが見られる
●着替え、食事、トイレ等の日常生活
は自立している
●表情が乏しく、会話が少なくなった

●買い物や金銭管理等にミスが見ら
れる
●新しいことがなかなか覚えられない
●料理の準備や手順を考えるなど、
状況判断を必要とする好意が難しくな
る

●時間・日付・季節が分からなくなる
●服薬管理ができない
●電話の対応や訪問者の対応等
が、一人では難しい
●たびたび道に迷う
●今までできていたことに失敗が目
立つ

●着替えや食事、トイレ等がうまくで
きない
●財布等を取られたと言い出す
　（物盗られ妄想）
●自分が分からなくなる
●夜眠れなくなる
●大声をあげたり、暴力を振るう

●言葉によるコミュニケーションが難
しい
●声かけや介護を拒む
●飲み込みが悪くなり食事に介助が
必要
●ほぼ寝たきりで意思の疎通が難し
い

□医療や介護について
　勉強しましょう

□失敗しないように
　手助けしましょう

□介護保険サービスなどを
　利用しましょう

ふれあい健康サロン(　52自治会：健康づくりと介護予防　）

　　　　　

20 21

　　住まい

認
知
症
の
人
や
家
族
を
支
援
す
る
体
制
等

自宅で、食事などの生活支援や入浴介助等の身体介護サービス【　訪問介護・訪問リハビリ・訪問入浴　】

長期にわたり療養が必要な時【介護療養型医療施設】

　　生活支援

　訪問活動【民生委員】　一人暮らし高齢者等見守りネットワーク【社会福祉協議会】　緊急通報システム【福祉課】　行方不明への備え【徘徊高齢者等ＳＯＳネットワーク】

　家事援助・庭仕事や大掃除などの依頼【シルバー人材センター・民間業者】　要支援と認定された人の移動支援【外出支援サービス】　介護が必要な人の移動支援【介護タクシー・福祉タクシー】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　介護する人の急な用事等で宿泊サービスが必要な時【　生活管理指導短期宿泊・ショートステイ　】

　認知症について勉強したり家族同士の情報交換や交流する場　【　認知症サポータ養成講座　・オレンジカフェきづき　】

　見守りつきの住宅【軽費老人ホーム・養護老人ホーム】

　                     見守りつきの住宅【有料老人ホーム・軽費老人ホーム・サービス付高齢者向き住宅】

　判断能力が十分でない人の権利や財産を保護し安心して生活ができる【　日常生活自立支援事業　成年後見制度　】

　　　　　　　　　まずは【　かかりつけ医　】に相談　　　必要に応じて診断・治療病院を受診　　　認知症医療センター【　行橋記念病院　】

　　　　　　　　　ひょっとして？と思ったときの相談窓口　　　【　地域包括支援センター・認知症介護相談会・在宅介護支援センター・最寄りの居宅介護支援事業所　】

自宅まで医師や看護師が来てくれる【　訪問診療・訪問歯科・訪問看護　】

通所でリハビリやレクリエーション・入浴・食事などのサービス【　デイケア・デイサービス　】

　　予防

元気はつらつ教室(運動器機能向上・口腔機能向上・栄養改善）

脳トレ運動教室(脳を鍛える講座）

貯筋運動教室(筋肉を強く足腰を丈夫にする体操教室）

高齢者生きがい教室(陶芸・表装・フラダンス・書道・ヨーガ）

　　医療・介護・
　　相談窓口

【この表の見方】認知症の症状は左から右に向かって進行します。｢本人の様子｣の行を見て、
当てはまる列の下方を見ると適切な支援の内容や利用できるサービスが分かります。

介護保険制度などを上手く利用して、介護する人が過度な負担にならないようにしましょう。また、同じ立場の人の集
まり（家族会等）など、話しを聞いたり、自分の気持ちを話したりできる場を持つことも重要です。

認知症を引き起こす病気の種類によって、今後の経過や介護の方法が異なります。間違った対応は本人の症状を悪
化させる原因にもなります。周囲が適切に対応することで、穏やかな経過をたどることも可能です。

今までできていたことが少しずつできなくなり、失敗が増えていきます。失敗体験は本人の自信を喪失させ、症状を悪
化させることもあるので、できるだけ失敗しないよう、または失敗を最小限にするようさりげないフォローをしましょう。

本人の様子
(見られる症状や行動の例）

やっておきたいこと・
決めておきたいこと

（家族等へのお願い）

□認知症を予防するため規則正しい 

 生活を心がけましょう 
 

□認知症に関する正しい知識や理

解を深めておきましょう 
 

□今後の生活設計（介護、金銭管理 

 等）について考えてみましょう  

家庭的な環境と地域との交流のもとで共同生活する住宅【認知症高齢者グループホーム】 

介護 介護を受けられる施設【老人保健施設・特別養護老人ホーム】 

～軽度→重度までの対応
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