
認知症になっても

住み慣れた津久見市で

自分らしく安心して暮らしていくために

津久見市

令和4年3月

「認知症ケアパス」とは、認知症の進行状況に合わせて、

いつ、どこで、どのような支援を受けることができるかなど

を紹介したものです。



令和4年3月

認知症とともに生きる希望宣言

１

２
自分の力を生かして、大切にしたい暮らしを続け、

社会の一員として、楽しみながらチャレンジしていきます。

３

４
自分の思いや希望を伝えながら、味方になってくれる人たちを、

身近なまちで見つけ、一緒に歩んでいきます。

５
認知症とともに生きている体験や工夫を活かし、

暮らしやすいわがまちを一緒につくっていきます。

一般社団法人 日本認知症本人ワーキングループ

自分自身がとらわれている常識の殻を破り、

前を向いて生きていきます。

私たち本人同士が、出会い、つながり、

生きる力をわき立たせ、元気に暮らしていきます。



～はじめに～

この冊子は、認知症について不安や悩みを抱えている皆さん

が認知症のことを正しく理解して、早期の発見や治療につなげ

ていけるように、「いつ」「どこで」「どのような支援」を津

久見市で受けることができるかなどの情報をまとめてみました。

ひとりでも多くの皆さんが、いつまでも住み慣れた地域で安

心して暮らし続けられるように、また認知症のことを知りたい

と思った時に開いて、道しるべになることができたら幸いです。

あなたにとって、気になるページから開いてみてください。
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２5
認知症地域支援推進員

若年性認知症とは65歳未満で発症する認知症のことです。

その原因は、アルツハイマー病等の認知症の他に、頭部外傷や、神経系の

変性疾患等で医療費助成の対象となる指定難病もいくつか含まれています。

若年性認知症は、その発症年代の早さのために様々な問題が生じます。老

年期の認知症より患者さんが少ないため、問題を共有できる身近な相手が

見つからず、家族内で悩みを抱え込んでしまいがちです。

医療費の助成や障害年金等の役立つ制度も多いので、医療や行政の専門職

への相談が大切になります。

2025年には5人に1人、2060年には4人に1人は認知症を発症すると推

計されています。

認知症はとても身近な病気です！1

2018年の時点で、65歳以上の7人に1人は認知症でした。（推計）

2025年には65歳以上の5人に1人 2060年には65歳以上の4人に1人

認
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若年性認知症について

認知症は誰もがなりうる病気です。

認知症の人と家族が安心し

て暮らせる地域をつくるこ

とが大切です。

（参考資料：厚生労働省ＨＰより抜粋）



認知症を知ろう２

認知症は脳の病気です

認知症の原因となる病気

記憶の帯 記憶の帯

体験の流れ 体験の流れ

認知症によるもの忘れ 老化による物忘れ

アルツハイマー型 脳血管障害型レビー小体型

認知症とは、さまざまな原因で脳の細胞が損傷を受けたり、働きが悪くなることで

認知機能が低下し、生活するうえで、さまざまな支障が現れる状態を指します。

認知症の原因となる病気は、主に「アル

ツハイマー病」「脳血管障害」「レビー小

体病」の３つがあり、最も多いのがアルツ

ハイマー病です。



アルツハイマー型

ご
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？

判断力の低下

人や物が分からない

言葉を忘れる

怒りっぽくなる

不安・幻覚
財
布
が
な
い
！

妄想

徘徊

拒否

不眠

異食

今の医学では

治すことはできません。

時間や場所が

わからない 意欲がなくなる

記憶障害

3 認知症の症状

適切なケアや対応
周りの人の助けがあれば

改善される症状です。

人により現れ方に差がある

誰にでも起こる症状



4 認知症に早く気づこう

（出典：公益社団法人 認知症の人と家族の会）

□ 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

□ 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

□ 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

□ 「このごろ様子がおかしい」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

□ 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

□ ふさぎ込んで何をするのも億劫がりいやがる

□ 料理・片付け・計算・調理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



5 認知症に早く気づくことが大事

早く気づくことのメリット

まずは、 へ相談しましょう

早めに相談！

認知症サポート医は、大分県が登録した

『物忘れ・認知症相談医』です。

秋岡医院

小田クリニック

金田医院

小手川内科クリニック

（大分県ホームページ掲載順：令和2年3月末現在）

※受診には家族も一緒に行きましょう！

認知症も他の病気と同じように、早期診断と早期治療が非常に大切です。認知症は、

現在完治が難しい病気とされていますが、早期に発見して適切な治療やケアを行うこ

とで、その人らしい充実した暮らしを続けることができます。

早期発見によって、症状が軽いうちに、ご本人やご

家族が認知症への理解を深め、今後の治療方針や利用

できる制度やサービスを調べる等、今後の生活の備え

をすることができ「認知症に向き合うための準備」を

整えることができます。

アルツハイマー型認知症は早い段階からの服薬等の

治療や本人の気持ちに配慮した適切なケアにより、進

行をゆるやかにすることが可能と言われています。

認知症を引き起こす病気には、早めに治療すれば改

善が可能なものもあります。（正常圧水頭症、慢性硬

膜下血腫、甲状腺機能低下症など）早期受診し原因と

なっている病気を突き止めることが大切です。

「ひょっとして…？」と思ったら、まずは

『かかりつけ医』へ相談してください。かかり

つけ医のみでは対応が難しい場合は、『専門医

療機関』と連携します。



『物忘れ・認知症相談医』です。 （大分県ホームページ掲載順：令和2年3月末現在）

7 認知症への理解を深めましょう

〇最近、物忘れが少し出てきた。

〇買い物や事務作業、お金の管理などに少し不安があるが、
日常生活は自立。ミスはあっても、おおむね一人でできる。

（認知症かも…）

そのままにしないで！

〇適度な運動をしましょう

〇バランスの良い食事を

〇気になる時はかかりつけ医に

〇十分な睡眠をとりましょう

心がけましょう

相談しましょう

〇今までと何か違うような気がする

〇心配や不安を抱え込んでしまう

〇ひょっとしたら認知症かもしれない

〇趣味や地域の活動、ボランティア

〇外出する機会は今までと変わら

〇地域との関わりを

続けていきましょう

〇できるだけグループ活動に
参加しましょう

ひとりで買い物が

できます。

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

活動などを続けていきましょう

ないようにしましょう

地域包括

支援センター



〇薬を飲んだか分からない時がある

〇来訪者への対応がひとりでは難しいこともある

周りの人の手助けがあれば

薬飲んだっけ？
誰か来たみたいやけど

〇家族に定期的に電話をしましょう

〇家族だけで支えるのではなく

民生委員や地域の知人、友人など

理解してくれる人を増やしましょう

〇かかりつけ医の受診は継続しましょう

〇定期的な受診と服薬を行いましょう

〇市役所 長寿支援課や地域包括支援センターに相談しましょう

〇本人の望む生活が続けられるように、介護保険のサービスの利用を

8

考えてみましょう

〇専門医を紹介された時には受診しま

しょう

こなせる状態です

どうしよう…



〇着替えやトイレ、食事など身の回りのことが

ひとりでは難しい

〇外出時に道に迷ったりすることもある

声かけや誘導など

周りの人の手助けがあればできます

〇ケアマネジャーと相談しましょう

〇本人の希望や認知症の状態に合わせなが

らサービスを活用しましょう

〇お金の管理や様々な契約などに

不安がある時には、社会福祉協議

会や地域包括支援センター、消費

者生活センターに相談しましょう

〇認知症の症状により居場所が分からなくなった場合に備えGPS機能付きの

携帯用品などを準備しましょう

〇認知症見守り緊急ネットワークの事前登録をしておきましょう

〇症状が悪くなってきた時には、かかりつけ医や専門の医師と相談しましょう

9



〇認知症の進行とともに身体機能も衰え
寝たきりになる場合もある

〇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る

日常生活のあらゆる面で周りの

手助けがあれば

大丈夫

〇食事、入浴、排泄、着替えなどの

〇定期的に受診する支援を受けましょう

〇介護と看護の両面を充実させましょう

〇しぐさや表情、スキンシップなど言

支援を受けましょう

葉以外のコミュニケーション方法を

工夫し本人を安心させましょう

〇安全な環境を整えましょう

〇可能な範囲で外出の機会を

〇生活上必要な契約や金銭管理は

家族や後見人の支援を受けましょう

〇本人や家族の事情を考慮しながら

今後も自宅で過ごすのか施設等で

過ごすのかを検討しましょう

〇選択にあたっては、家族や後見人

からの支援を受けましょう

10

〇日常生活全般に生活しにくい場面が多い

人の手助けがあれば安心です

つくって、楽しみましょう

認知症になっても生活を続けられる！



本人の健康状態や持病などを把握し

てくれているので、相談がスムーズに

行えます。

高齢者の方が医療や介護が必要になっ

ても、住み慣れた地域で生活することが

できるよう、医療や介護関係者の連携を

支援するため、「在宅医療・介護連携に

関する相談窓口」を設置しています。

高齢者の総合支援を行うための拠点

として設置されている総合機関です。

主任ケアマネ、保健師、社会福祉士な

どの専門スタッフに、認知症の相談だ

けでなく、介護相談をはじめ、あらゆ

る相談ができます。

一人で悩まず

11
認知症になっても生活を続けられる！

目的別の主な支援内容

まずは相談しましょう

介護保険の手続きやその他の福祉

サービスなどについて相談できます。

地域住民の立場から生活や福祉全般

に関する相談、援助活動を行っていま

す。支援を必要とする住民と行政、専

門機関をつなぐパイプ役を務めます。



歩いて通える範囲で体操を行うこ

とで健康づくりに取り組みます。地

区の方であれば誰でも参加できます。

総合事業の申請をされた総合事業対象者

と介護保険の申請をされた要支援1・2の方

を対象に、怪我や病気などで衰えを感じて

いる方が利用できます。一人一人に合った

運動メニューを、理学療法士が指導します。

短期間での運動機能向上を目指します。

介護保険の認定を受けていない

65歳以上の方を対象に、足腰の筋

力を保つために、家庭でもできる運

動や体操、レクリエーションなどを

行います。見学や1日有料体験も実

施しています。

一人暮らしや、外出の機会が少なく

なっている高齢者などが、地域住民と一

緒に自宅から歩いて行ける場所につどい、

おしゃべり、レクリエーション、趣味、

体操など「気軽に」「無理なく」「楽し

く」活動し、和気あいあいとした時間を

過ごす場所です。

心身機能を

【お問い合わせ】

地域包括支援センター社協（82-4124）

【お問い合わせ】

維持・向上させましょう

地域包括支援センター社協（82-4124）

病気の治療のために通院していても、体全体の健康管理が行き届いている

とは限りません。定期検診は、必ず受けましょう。また、お口のケアと認知

症は大きく関係しています。悪い所がなくても、定期的に歯科医院を受診し

ましょう。



認知症の当事者やご家族、地域の方、専門職など、誰もがゆっくりと過ごせ

る場所です。「認知症のことについて知りたい」「認知症で困っている方の何

かお手伝いがしたい」などと思っている地域の皆さんの交流の場所としても利

用できます。市民ふれあい交流センターにて毎月1回、開催しています。

60歳以上の市内在住者の参加者で、健康や一般教養といったテーマに沿って

講師を招き、明るくたくましい高齢者としての生きがいを想像することを目的と

して毎月1回、開催されています。

文化・教養・スポーツ等を通じ、社会

的自立や孤独感の解消などを図り、明る

い生活を営んでいただくための施設です。

仲間づくりを通して生活を豊かにす

る活動を行うとともに、自らの生きが

いを高め、健康づくりを進める活動や

知識や経験を生かしてボランティア活

動をはじめとした地域を豊かにする活

動に取り組んでいます。

家族や友人とおしゃべりをして

活動内容

臼津地域シルバー人材センター・津久見事務所（82-3805）

津久見市地域包括支援センター社協（82-4124）

津久見市 生涯学習課（85-0080）

津久見市盛人クラブ連合会（82-1561）

【お問い合わせ】

【お問い合わせ】

【お問い合わせ】

【お問い合わせ】

楽しんだり笑ったりすることは

脳の一番の活性化！

ゲートボール・ペタンク・グランドゴル

フ・カラオケ・将棋・囲碁・短歌・編

物・合唱・ハワイアンダンス など
※おおむね60歳以上の方なら誰でも入会で

きます。

豊富な知識・経験・技能をもつシルバー世代が仕事や社会奉仕活動を通じて生き

がいのある生活を送り、高齢者の能力を生かした活動力ある地域社会に貢献するこ

とを目的として臨時的かつ短期的または軽易で高齢者に向いた安全な仕事を紹介し

ています。



臼津地域シルバー人材センター・津久見事務所（82-3805）【お問い合わせ】

認知症などによって、突然自宅からいなくなり、ご家

族から捜索依頼があった場合に警察と連携しネットワー

ク協力機関等の協力を頂いて早期に発見する仕組みです。

認知症について正しく理解し、認知症の人やその家族をあたたかく見守り、支

援する応援者のことです。津久見市には令和3年8月現在、認知症サポーター養

成講座を受講した延べ３，８９６名の認知症サポーター・キッズサポーターが地

域に根ざしています。 （令和4年1月末現在）

日常生活の中で

◎徘徊等の心配のある方は、事前登録をおすすめします。

【お問い合わせ】
津久見市地域包括支援センター社協（82-4124）

思いがけない異変にも対応
できるような見守りの体制
づくりをしましょう

地区社会協議会（地区社協）が中心となり、高齢者等が地域で安心した生

活が送れるよう独居の高齢者や高齢者世帯等に声かけ・見守り等を行い、行

政や社会福祉協議会・地域包括支援センター社協との情報の共有と連携を行

い、緊急時の対応に備えるネットワークです。

事前登録をされた方を対象に、GPS端末の貸出（津久

見市行方不明高齢者等位置情報提供サービス事業）の利用

ができます。

◎申請、月額利用料の負担等が必要です。

65歳以上の方や障がいのある方などが、緊急

時にご自身の命の情報を支援者に伝えるための

ものです。元気な方、お子さんと同居されてい

る方でも、いざという時に備えて登録しておく

と安心です。
【お問い合わせ】 津久見市 長寿支援課（82-9533）



毎日の食事のための食材の調達や調理が困難な方などを

対象に、自宅へお弁当を届けます。毎日の食事を届ける際、

同時に安否確認を行うので、特に家族と離れて暮らす高齢

者には安心のサービスです。

暮らしの中でのちょっとした困りごとのある方（利用者）と

ちょっとしたお手伝いのできる方（協力者）が、ご近所さん同

士で行う、有料の助け合い活動です。

支援内容…・日常のゴミ出し・電球交換など

津久見市社会福祉協議会（82-5000）【お問い合わせ】

※当面の間は、一般申し込みは受付けないため、お問合せください。

日々の生活に支障をきたす

ようになった場合は適切なサ

ポートを受けられます

近くにお店がなくて困っている… お店に行くための移動手段がない…

移動店舗販売車 お買い物サポート

冷蔵設備を完備した専用車両が生鮮食

品やお惣菜、日用・雑貨品など、ご利用

される皆さまのニーズや季節の移ろいに

合わせて選定・積載し、運行・販売して

います。

お買い物に行く手段がなくてお困りの

方に、ご自宅からお店まで送迎するサー

ビスや、電話でほしいものを伝えると、

ご自宅まで届けてくれるサービスがあり

ます。

【お問い合わせ】津久見市地域包括支援センター社協（82-4124）



施設への「通い」を中心に、利用者

の希望などに応えて短時間の「宿泊」

や自宅への「訪問」を組み合わせて、

生活支援や機能訓練を一つの事業所で

受けられます。

自宅のお風呂での入浴が難しい

人のために、簡易浴槽を積んだ訪

問入浴車で自宅を訪問して、看護

職員や介護職員から入浴介護を受

けられます。

看護師・保健師・准看護師等が

自宅を訪問し、主治医の指示に基

づいて療養上の世話や診療の補助、

排泄・入浴などの介助などが受け

られます。

食事・入浴などの日常生活の支援

や、機能訓練などの支援、レクリ

エーションなどが送迎付きで日帰り

で受けられます。

自宅にホームヘルパーが訪問し、

調理・洗濯・掃除などの「生活援

助」や入浴・排泄・食事などの

「身体介護」が受けられます。

かかりつけ医やケアマネジャーなどの

（デイサービス）（ホームヘルプ）

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

介護保険のサービスで食事・入

浴などの日常生活の支援や、理学

療法士や作業療法士の指導による

リハビリ（機能訓練）などが送迎

付きで日帰りで受けられます。



けられます。

介護保険のサービスで、症状の急変などに備え、

看護師・保健師・准看護師等が自宅を訪問し、主

治医の指示に基づいて療養上の世話や診療の補助

などが受けられるサービスです。

認知症に関する詳しい診断、行動・心理症状（ＢPSD）

や身体の合併症への対応、専門医療相談などを行う医療機

関です。かかりつけ医や介護・福祉施設、地方自治体とも

連携し、地域の中で認知症の方やその家族に、適切な専門

医療を提供する役割を担っています。

津久見中央病院の物忘れ外来は津久見市

内で認知症の専門診療が可能な病院です。

かかりつけ医の紹介状が必要です。

認知症医療の研修を修了した医師を大分

オレンジドクター（物忘れ・認知症相談

医）として登録し、相談窓口とする取り組

みを平成25年1月から開始しています。

かかりつけ医は、身近な存在で本人や家族との信頼関係

ができており、早期の受診に結びつきやすいです。ちょっ

とした変化にいち早く気づいてくれる可能性があります。

かかりつけ医が認知症の専門でなくても、必要に応じて専

門医への紹介もしてくれます。

認知症においても

日常生活で異変を感じたら、
早期発見・早期治療が大切です！

なるべく早く医療機関を受診しましょう。



自宅で高齢者等を介護している方を対象に、

介護者同士の交流や気分転換を目的として開催

しています。

介護保険のサービスで、施設に短期間だけ入所して、

食事や入浴といった生活援助や機能訓練を受けられます。

本人の自立支援ももちろんですが、介護をしている家族

の身体的・精神的な休息や、何日か家を空ける用事（冠

婚葬祭・出張・旅行）のためにも利用することができま

す。

認知症の方を介護している家族の方がつどい、介護に関する

情報交換や悩みの共有等を図る介護者同士の交流の場です。

認知症の当事者やご家族、地域の方や専門職など、コーヒーやお茶を飲みな

がら誰もがゆったりと過ごせる場所です。また、認知症のことを知りたいと思

われる地域の方々の情報交換の場所です。

介護する人に余裕が生まれれば

※毎月1回（第3火曜日）ふれあい交流センターで実施しています。

※毎月1回、市民ふれあい交流センターで開催しています。

津久見市 長寿支援課（82-9533）

津久見市地域包括支援センター社協（82-4124）

【お問い合わせ】

介護される人にも伝わりお互いの

信頼や安心につながります。

【お問い合わせ】



周辺症状や合併症などで病状が急変する恐れもあります。

「もしものとき」に備えて、かかりつけ医などと事前に相

談し、訪問看護ステーションなどと連携した緊急時の医療

体制を整えておきましょう。

判断能力が低下した場合に備え元

気なうちに契約し守ってもらう
すでに判断能力が

低下した人を守る

成年後見制度とは、認知症などにより判断能力が低

下した人や知的障害のある人などの財産を管理し不当

な契約などから守る制度です。

認知症の高齢者は振り込め

詐欺をはじめ、犯罪に巻き込

まれやすい傾向にあります。

「おかしいな」と思ったら、

迷わず相談しましょう。

消費者のための相談や情報提供を行う機関で、津久見市では、

市役所市民生活課が相談窓口となっています。悪質商法による

被害や商品事故の苦情など消費生活に関する相談に応じていま

す。悪質商法の被害にあいやすい認知症の高齢者には頼りにな

る機関です。

「もしもの時」にあわてないように

津久見市 市民生活課（82-9511）

大分県消費生活センター（アイネス）（097-534-4034）

法定後見制度 任意後見制度

津久見市地域包括支援センター社協（82-4124）

【お問い合わせ】

【お問い合わせ】

サポート体制を整え、相談先を
確認しておくと安心です。

臼杵津久見警察署

津久見幹部交番（82-2131）

離れて暮らす高齢者に万が一のことが起こった時

に役立ちます。急激な体調変化や転倒、火災発生と

いった緊急事態に、専用端末から受信センターへ通

報が行きます。通報を受けた受診センターは必要に

応じて救急車の手配や近所の協力員による安否確認

や緊急連絡先への連絡などの対応をします。

津久見市 長寿支援課（82-9533）【お問い合わせ】



介護保険の要支援2以上の要介護認定を受けた人が入所

できる介護保険適用施設です。認知症の高齢者が、共同

生活する住宅で、スタッフの介護を受けながら、食事・

入浴などの介護や支援、機能訓練が受けられます。

自宅での生活が難しい場合は、介護保険を利用して施

設に入所することができます。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（老人保健施設）、

介護療養型医療施設（療養病床）があり、介護が中心か

治療が中心かなどによって入所する施設を選びます。

自立度が比較的高い単身高齢者や高齢夫婦世帯が安心

して居住できるバリアフリーの賃貸等の住宅です。安否

確認や生活支援が受けられます。入居条件は60歳以上の

高齢者・介護保険の認定を受けた60歳未満の方です。細

かな条件は施設によってさまざまなので、入居できるか

どうかは個別の確認が必要です。

介護保険のサービスで、日常生活の自立を助ける福

祉用具の貸与（レンタル）が受けられます。利用でき

る介護用品には一定の定めがあり、その中でも利用者

の要介護度によって利用できる品目は変わってきます。

また、貸与に適さない入浴や排泄などに使用する福祉

用具の購入の場合は、10万円を上限に支給されます。

ケアマネジャーに相談が必要です。

介護保険のサービスで、手すりの取り付けや段差の

解消など、介護のために住宅改修する際に、住宅改修

費が20万円を上限に支給されます。

ケアマネジャーに相談が必要です。

認知症による生活機能の

状況に合わせて住まいの環境を

整えていく必要があります。



12 認知症の人を支えるために

認知症の人は、急がせたり、失敗を責められて自尊心を傷つけられる

ことで不安やパニックになり症状が悪化する可能性があります。

認知症の人は「何もわかっていない」は間違いです。物忘れが増えたり、今ま

でできていたことができなくなったりする変化に誰よりも本人が一番混乱してい

るのです。「どうせ本人は分からないのだから」という乱暴なものの言い方や態

度、子ども扱いなどは、認知症の人の自尊心を傷つけ、感情が不安定になり、攻

撃的な行動へのきっかけになることがあります。認知症の人が不安を感じながら

生活していることを十分に理解して接することが大事です。

例えば、長年料理をしてきた人が、認知症になり上手く段取りができなくなった

り、火の不始末が増えてきたりすることがありますが、危ないからといって料理を

全くさせないようにするのではなく、食材を切ったり混ぜたり、盛り付けをしたり、

本人ができることをしてもらい、さりげなく手助けしましょう。



13 津久見市 知っておきたい制度

※条件があります。

【お問い合わせ】 津久見市 長寿支援課（82-9533）

◎手当額：年間2万（基準日10月1日）

高齢者と家族が同居でき、好ましい関係が生まれることを目的とします。

〈対象者〉
◎60歳以上の高齢者と同居している方

◎高齢者の専用居室等を真に必要とする方

◎自己資金では困難な方

◎増・改築の住宅整備を行う方

※貸付金額：150万円以内（無利子）

☆その他、基準等があります。詳しくはお問い合わせください。

【お問い合わせ】 津久見市 長寿支援課（82-9533）

〈対象者〉
◎寝たきりの高齢者や身体に障がいがある方（その他条件があります）

※・助成額：1回1セット（ふとん1組、毛布1枚）

・利用回数：年2回 ・利用者負担：無料

【お問い合わせ】 津久見市 長寿支援課（82-9533）

tte

65歳以上の方に、健康維持のため市内のはり・きゅう・マッサージ店で使用で

きる割引券を発行しています。（年間24枚、1回につき500円の割引です）

常時介護を要する寝たきり状態の高齢者（要介護4～５）を1年以上在宅て介護

している家族の方に、介護者手当を支給しています。

寝たきり等により、寝具の選択乾燥消毒が必要（衛生管理が困難）な方に、

その費用を助成します。

津久見市 長寿支援課（82-9533）【お問い合わせ】



【お問い合わせ】 津久見市 長寿支援課（82-9533）

〈対象者〉

【お問い合わせ】 津久見市 長寿支援課（82-9533）

〈対象者〉

◎認知症や知的障がい、精神障がいにより判断能力に不安のある方
◎親族等の援助が得られない方

【お問い合わせ】 津久見市社会福祉協議会（82-5000）

【お問い合わせ】 津久見市社会福祉協議会（82-5000）

次のいずれにも該当される方

在宅で寝たきりの高齢者や障害がある方に

理美容師を派遣して整髪を行います。
☆社協より、理美容師に出張料を支払い、

利用者は理美容の店内料金を支払います。

一人暮らしの高齢者世帯へ、ボラ

ンティアより月に2回、電話による

安否確認の声掛けを行います。

認知症や知的障がい、精神障がいにより、日常生活を営むのに支障があ

る方に対し、福祉サービスの利用手続きやそれに伴う日常定期な金銭管理

等を行い、在宅や施設・病院における日常生活を支援する事業です。

高齢者が日常生活を営むのに障がいをなくすために住宅の小規模な改造を行う

経費について、助成金を交付します。

住宅改造が必要と認められる、65歳以上の在宅高齢者で、介護保険の要

介護、要支援と認定された高齢者がいる世帯または、高齢者のみの世帯。

または75歳以上の高齢者が同居している世帯。

※世帯の生計中心者の前年の所得金額が200万円未満の世帯。

津久見市に住所があり1年以上住んでいる方。

例えば…
・施設や病院に入院や入所しており、一時的に在宅へ戻る場合

・旅行に行くために一週間だけ車いすを借りたい など

◎・車いす・ポータブルトイレ・シャワーチェアなどの貸出を行っています。

津久見市社会福祉協議会（82-5000）【お問い合わせ】

※短期間の貸出となります。



14 津久見市認知症初期集中支援チーム
活動しています！！

『認知症初期集中支援チーム』の利用対象者について、チームで

判断を行い、医療・介護の専門職が無料で訪問しています。

『初期集中支援チームとは』
・認知症が疑われる方や認知症の方、その家族を看護師・社会福祉士が訪問します。

・医師・看護師・社会福祉士で初期集中支援チーム員会議を行います。

津久見市地域包括支援センター社協

津久見中央病院連携室 へご連絡ください。
まずは

認知症地域支援推進員

認知症になっても住み慣れた「津久見市」で暮らし続けたい…

そんな思いを実現するため、地域の支援体制づくりに取り組んでいます！

ひとりで抱え込まず

まずは相談を！！

津久見市地域包括支援センター社協に配置されています。

【お問い合せ】 津久見市地域包括支援センター社協（82-4124）

包括マスコットキャラクター

ハツさん

認知症が疑われるかたや認知症の方、その家族に対して専門職が自宅を訪問しま

す。早期に認知症の診断が行われ、速やかに適切な医療・介護等が受けられるよう、

あらゆる症状の方への対応にチーム一丸となって全力で取り組んでいきます。

認知症の人が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるためには、認知症の状態の

変化に応じて、医療・介護等関係機関、地域の人々が連携し認知症の人の支援を効

果的に行うことが重要です。そのため、認知症地域支援推進員は、医療機関や介護

サービスおよび地域の支援機関の連携を図るための支援を行っています。
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困ったら、まずここへ連絡を！

〈関係機関名〉 〈所在地・備考〉〈電話番号〉

☎ 097-593-3888

大分市丹生1747番地

緑ヶ丘保養院大分県認知症疾患

医療センター

（緑ヶ丘保養院内）

津久見市地域包括

支援センター社協
☎ 82-4124

津久見市中央町

760番地133

津久見中央病院 ☎ 82-1123 津久見市大字千怒

6011番地

津久見市 長寿支援課 ☎ 82-9533
津久見市宮本町

20番15号

臼杵津久見警察署

津久見幹部交番 ☎ 82-2131

津久見市中央町

760番地156

認知症電話相談（津久見市外）

〈関係機関名〉 〈電話番号〉 〈所在地・備考〉

若年性認知症支援

コーディネーター

認知症の人と家族の会

大分県支部

☎ 097-552-6897
認知症電話相談

若年性認知症の相談

火～金曜（祝日除く）

10時～15時

専門医療相談

月～金曜（祝日除く）

9時～17時

大分市明野東3丁目4番1号

大分県社会福祉介護研修

センター

認知症の人と家族の会

大分県支部
認知症の人と家族の会

大分県支部


