
  

•日頃の診察や健康管理をす

る地域の身近な医師です。

•認知症の早期発見や治療な
どの相談に応じます。

•症状が進んだ時のことも考
え、普段から相談できるかか
りつけ医を持つことが大切で
す。

かかりつけ医

•一人一人の状態にあった歯

と口の健康を支援します。

•定期的な受診・健診により、
いつまでもおいしく食べる
ことができます。

かかりつけ
歯科医

•残っている薬を整理したり、
たくさんの薬を1回分にまと
めたりなど、薬について支

援します。

かかりつけ
薬局

•認知症に関する詳しい診断、
認知症に関する症状や身体
の合併症への対応、相談、
医療機関の紹介、地域の保
健・医療・介護関係者への
研修・連携などを行います。
⇒詳しくは13ページ

認知症疾患
医療センター

•認知症の人や疑いのある人
で、継続的な医療サービス
を受けていなかったり、適
切な介護サービスに結びつ
いていなかったりする人を

訪問し、支援します。

認知症初期集中
支援チーム

•各地域の公民館や公共施設

などで行っています。

•体操を続けることで、膝や
腰の痛みが軽くなったり、
気分が明るくなったりしま
す。

楽だら
体操教室

•自宅から歩いて行けるよう
公民館や公共施設などで行
っています。地域の人々が
気軽に楽しく集まれる場所
です。

•季節を感じる行事などを月
１回程度行っています。

いきいき
サロン

•「居場所」は自由な通いの
場です。誰もが気軽に立ち

寄れてくつろげます。

•ベンチが市内各所に置かれ
ています。一休みしたり、
おしゃべりしたり、地域の
憩いの場となっています。

居場所・ベンチ
コミュニティ

•介護や支援を必要とする人や
その家族からの相談に応じま

す。

•適切な介護保険サービスが受
けられるよう、ケアプラン
（介護サービス計画書）を作
成し、関係機関との連絡や調

整などを行います。

介護支援専門員

(ケアマネジャー)

•日帰りで食事・入浴などの
日常生活上の支援を行いま
す。

•身体を動かすことや仲間づ
くりができる場に通うこと
で、筋力の低下や閉じこも
りを防ぐことができます。

通所介護

(デイサービス)

•身体の機能を保つことや良
くすること目的とし、日帰
りでリハビリテーションの
指導を行います。

•食事や入浴などの日常生活
上の支援も行います。

通所リハビリ
テーション
(デイケア)

 色のことに関する問合せ 

 

市役所  

保健福祉・こども・子育て 

相談センター 

電話：0558-76-8010 
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•理学療法士や作業療法士な
どが自宅を訪問し、その人
に合ったリハビリテーショ
ンを行います。

•生活をするために必要な身
体の機能を保つことや良く
するために行います。

訪問リハビリ
テーション

•日常生活上の支援や機能訓
練を行います。

•介護老人福祉施設、介護老
人保健施設で行っています。

短期入所生活介護

短期入所療養介護

(ショートステイ)

•車いす、電動ベッド、歩行
器などの福祉用具を貸し出
します。
※「要支援1・要支援2・要
介護１」の人は、原則とし
て保険給付の対象外となる
福祉用具があります。

福祉用具の
貸与(レンタル)

•「通い」を中心に「訪問」
や「泊り」を組み合わせて

サービスを提供します。

•住み慣れた家や地域での生
活を継続することができる
ように、柔軟に対応をして
いきます。

小規模多機能型
居宅介護

•認知症の人が一緒に生活す
る住宅で、食事・入浴・排
泄などの日常生活上の支援
や機能訓練を行います。

•認知症があり、支援の必要
がある方が入居できます。
要支援2、要介護1～５の人
が対象です。

認知症対応型
共同生活介護
(グループホーム)

•食事・入浴・排泄などの
身体に直接触れる介助や、
掃除・洗濯・調理などの
生活支援を行います。

•手伝いが必要になってきて
も、ヘルパーの支援で、自
宅での生活が続けられます。

訪問介護
(ホームヘルプ)

•医療処置があったり、医療
機器を使ったりしていても、
自宅で過ごすことができる
よう支援します。

•主治医が必要性を認めた人
が利用できます。

•退院前から相談に応じます。

訪問看護

•着替えから入浴後の身体の
状態まで、入浴の支援をし

ます。

•自宅のお風呂に入ることが
難しくなってきた人が利用

できます。

•浴槽を持って訪問します。

訪問入浴介護

•日常生活上の支援や介護を
行います。

•常に介護が必要で自宅での
生活が困難になってきた人
が入所できます。

•新規入所は原則として要介
護３～５の人が対象です。

介護老人福祉
施設(特別養護
老人ホーム)

•状態が安定している人が在
宅へ戻ることを目指し、リ
ハビリテーションや介護を

行います。

•原則65歳以上で要介護１
～５の人が対象です。

介護老人保健
施設

•急性期の治療は終わったも
のの、医学的管理の下で長
期療養が必要な人のための
医療施設です。

•医療、看護、介護、リハビ
リテーションなどを受けら
れます。

介護療養型
医療施設

色のことに関する問合せ 

 

市役所 長寿福祉課 

電話：0558-76-8009 
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•3日に1本、乳酸菌飲料を配

達します。

•配達の時、声掛けをして安
否確認を行います。

•65歳以上の一人暮らし、ま
たは高齢者だけの世帯が対象
です。

•自己負担はありません。

おはよう
サービス

•病院受診や冠婚葬祭、行事
などに参加する際、福祉車両
を貸し出します（運転手が確
保できる人のみ）。

•車いすを必要とする高齢者
や障がいのある人が対象です。

•車両の利用料は無料です。

•燃料費・通行料・駐車料は
自己負担です。

福祉車両の
貸し出し

•月～土曜日の昼食時、食事を
配達します。

•配達の時、安否確認も行いま
す。

•65歳以上の一人暮らし、また
は高齢者だけの世帯で、病気な
どのために調理が困難な人が対
象です。

•自己負担は1食450円です。

食の自立支援
事業(配食サービス)

•寝具類の洗濯・乾燥や消毒
を行います。

•65歳以上の一人暮らし、ま
たは高齢者のみの世帯で、衛
生管理が難しい場合が対象で
す。

•自己負担はありません。

•年1回、１人2枚までです。

寝具等洗濯乾燥
消毒サービス

•紙おむつ購入費助成券を交付

します。

•要介護1以上の概ね65歳以上
の人と重度障がい者で排泄等に

介助が必要な人が対象です。

•要介護1・2は1,000円分×
利用決定月数。
要介護3～5、障害者1・2級は
1,500円分×利用決定月数。
要介護4・5で非課税世帯は
2,500円分×利用決定月数。

家族介護用品
購入費助成

•通院のとき、車で送迎をし
ます。

•65歳以上の人や重度心身障
がい者で、常に車いすを使用
していたり寝たきりだったり
などで、公共交通機関の利用
や家族による送迎が困難な人
が対象です。

•自己負担はありません。

•週1回まで利用できます。

外出支援
サービス

•要介護3～5の高齢者と自宅で同居し、６か月
以上継続して介護している人に支給します。

•要介護者1人につき、1回あたり3万円を年2回
(基準日は7月1日及び1月1日)支給します。

•介護保険のサービスを利用していない場合は、
1回6万円支給します。

•入院・入所が通算４５日以上の人は対象外です。

•申請が必要です。

介護者手当の支給

•手すりの取り付け、段差の解消、滑り防止、
移動をしやすくするための床材の変更、引き戸
などへの扉の変更、和式から洋式便器への変更
など及び、これらの工事に付帯する工事が対象
です。

•事前の申請が必要です。

•２０万円が上限です（介護保険サービス利用
者負担分が差し引かれます）。

住宅改修費の支給

     色のことに関する問合せ   

 

市役所 長寿福祉課 

電話：0558-76-8011 
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•認知症などにより、判断能力が十分でない
人が不利益を被ることがないように、援助し
てくれる人（後見人）をつけてもらう制度で
す。

•家庭裁判所によって後見人が決定されます。

•相談先：静岡家庭裁判所 沼津支部

（☎055-931-6044）

成年後見制度

•認知症高齢者・知的障害者・精神障害者など
で判断能力が不十分な人が、地域において自立
した生活が送れるよう、福祉サービスを利用す
るための援助や金銭管理などを行います。

•本人との契約によって支援します。

•相談先：社会福祉協議会 くらし相談窓口

（☎0558-76-8012）

日常生活自立支援
事業

•精神疾患で通院・治療をしてい
る場合、医療機関や薬局で支払
う自己負担が1割に軽減されま
す。

•世帯の所得や病気により、自己
負担の支払限度額が異なります。

•受給者証に書かれた医療機関
（薬局などを含む）での医療費
が対象となります。

•問合せ先：障がい福祉課

（☎0558-76-8007）

自立支援医療

•1か月に支払った介護サービス
費が、自己負担額の上限以上で
あった場合、上限を超えた分が
支給されます。

•上限額は世帯によって異なり
ます。医療費や同世帯における
複数人の介護サービス費を合算
し、利用できる制度もあります。

•問合せ先：長寿福祉課

（☎0558-76-8009）

高額介護
サービス費

•75歳以上の人や重度障害者の
人に、タクシー・バス・伊豆箱
根鉄道の利用券を支給します。

•問合せ先：
長寿福祉課

（☎0558-76-8011）

障がい福祉課

（☎0558-76-8007）

福祉タクシー等
利用料金助成

•職場の医療保険に加入している
人が、病気やけがなどで仕事を
休み給料がもらえない場合に、
現金が給付される制度です。
（国民健康保険に加入している

人は対象になりません）

•認知症の症状で連続して休みを
取らなければならない時、給付
される場合があります。

•問合せ先：
①職場の福利厚生担当課
②協会けんぽ

（☎054-275-6601）

傷病手当

•若年性認知症の診断を受けた人
が、認知症の症状により就労が
できなくなったり、日常生活に
大きな支障をきたしたりしてい

る場合に支給されます。

•問合せ先：
国民年金⇒国保年金課

（☎055-948-2905）

厚生年金⇒三島年金事務所

（☎055-973-1166）

共済組合⇒静岡県市町村職員共
済組合

（☎054-202-4847）

障がい年金

•雇用保険に加入している人が、
会社を退職した場合、再就職に
向けて活動できるよう支給され

ます。

•問合せ先：ハローワーク三島

（☎055-980-1300）

雇用保険
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•自宅に、緊急通報機器を設置し
ます。ボタンを押すと警備会社
などに連絡が行き、緊急時の連
絡や安否確認を行います。

•65歳以上の一人暮らし、また
は高齢者のみの世帯で、緊急時
の対応が困難な人が対象です。

•自己負担は1か月最大800円で
す。通話料は自己負担です。

緊急通報システム
利用事業

•緊急時に必要な情報を書いて冷
蔵庫へ入れておくための救急医
療情報キットを配布します。

•キットの情報は、救急時に活用
します。

•65歳以上の一人暮らし、また
は高齢者のみの世帯や身体障害
者・療育・精神保健福祉手帳の
交付を受けている人が対象です。

救急医療情報
キット配布

•どこかへ行ってしまうおそれの
ある人に、発信機能を持つ端末
を持ってもらい、行方不明時の
探索を行います。

•加入料は500円、付属品代は
200円（初回のみ）、基本利用
料金は50円/月です、情報量
費・人件費・機器管理費は自己
負担です。

はいかい高齢者
探索事業

•行方が分からなくなってしまっ
た人の早期発見につなげるサー

ビスです。

•発見者が衣類や持ち物に貼られ
たQRコードを読み取り、インタ
ーネット上の伝言板に書き込む
ことで、ご家族にメールが送信

されます。

どこシル伝言板

•「こちらは広報いずのくにで
す。」でおなじみの同報無線に
連動し、放送された行方不明者
のお知らせを、携帯電話などへ
メールで届けます。

•izunokuni-entry   
@tokyoanpi.sbs-infosys.com
へ、空メールを送信し、案内に
沿って登録します。

メール配信登録

•行方不明となるおそれのある人
が家へ帰れなくなった時、遠く

へ行く前の発見につなげます。

•事前に名前・住所・連絡先など
を登録し、1分でも早く捜索を始
めるためのサービスです。

はいかい高齢者等
ＳＯＳネットワーク
事前登録サービス

•認知症の正しい知識や認知症の
人への接し方、地域で認知症の
人を見守る方法を学びます。

•少人数のグループ・地域の集ま
り・職場内の研修などへ出向き
ます。

•受講者には、認知症サポーター
の証として「オレンジリング」
をお渡しします。

認知症サポーター
養成講座

•自宅で介護している家族が集ま
り、日々の悩みや感じているこ
となどをお話しています。

•同じように介護をされている方
とことばを交わすことで、気持
ちが和らぎます。

•月1回開催しています。

伊豆の国
介護の会

•ボランティアが施設や個人宅に
訪問し、お話しをうかがいます。

•人に話すことで、心の負担を減
らして元気になるお手伝いをし
ます。

•自己負担はありません。

傾聴ボランティア

色のことに関する問合せ 

 

市役所 

長寿福祉課 

電話：0558-76-8011 
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０ 

いずのんカフェ：『韮山福祉・保健センター』にて開催

毎月第1火曜日（１０：００～１２：００）

問い合わせ先：韮山地域包括支援センター

☎０５５－９４９－９２１３

和みカフェ：『長岡寮 湯の家 』にて開催

毎月第２木曜日（１３：３０～１５：００）

問い合わせ先：長岡寮湯の家

☎０５５ー９４８－０７２２

ぶなカフェ：『韮山・ぶなの森』にて開催

毎月第３水曜日（１３：３０～１５：００）

問い合わせ先：韮山・ぶなの森

☎０５５－９４０－００３６

ながおかふぇ：『ウエルシア伊豆長岡店』にて開催開催

毎月第3水曜日（１０：００～１２：００）

問い合わせ先：市役所 保健福祉・こども・子育て相談センター

☎０５５８－７６－８０１０

ちょっくらカフェ：『プレーゲおおひと』にて開催

毎月第3木曜日（１３：３０～１５：３０）

問い合わせ先：大仁地域包括支援センター

☎０５５８－７６－７３１１

カフェいちご：『いちごの里』にて開催

毎月第４月曜日（１３：３０～１５：３０）

問い合わせ先：長岡地域包括支援センター

☎０５５－９４６－０６９２

カフェ行くべ～：『高齢者温泉交流館（旧めおと湯の館）』にて開催

毎月第３金曜日（１０：３０～１４：３０）

問い合わせ先：韮山地域包括支援センター

☎０５５－９４９－９２１３

認知症の方やその家族、地域の人など、誰もが気軽に 

つどい、ゆっくり会話を楽しんだり、その場所で過ごす 

ことを楽しんだりする認知症カフェを開催しています。 

【認知症カフェの内容】 

 ・介護の方法の相談 

 ・ミニ講座 

 ・お茶を飲みながらおしゃべり 

 ・歌や楽器の生演奏 

 ・脳トレ、体操、  ．．．など 
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