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はじめに 

認知症は高齢者がなるものと思われがちですが、65歳未満の若い方がな
ることもあります。65歳未満で発症した認知症を「若年性認知症」といい
ます。 

若年性認知症の方は高齢者（65歳以上）ではないため、高齢者福祉制度
と障害者福祉制度、雇用の継続など様々な制度に関わってきますが、どのよ
うなサービスや制度が利用できるのかわかりづらくなっています。そのた
め、これまで、「若年性認知症の人が利用できるサービスや制度をまとめた
ものを作ってほしい」という声を数多くいただいてきました。 

そこで、若年性認知症の方が、発症初期の段階から必要な支援が受けられ
るよう、相談窓口や利用できるサービス・制度などを一冊にまとめたものが
このガイドブックになります。 

若年性認知症と診断された方やそのご家族は、ぜひこのガイドブックと、
同じく川崎市が発行している『認知症アクションガイドブック（川崎市認知
症ケアパス）』を併せてご活用ください。きっと、最初の一歩を踏み出すき
っかけが見つかることと思います。 

一人でも多くの方にこのガイドブックをご活用していただければ幸いで
す。 

平成 31年 3月 

川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室  
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認知症は、様々な原因で脳の細胞が壊れたり働きが悪くなったりすることで、生活する上で支
障をきたしている状態のことをいいます。 

■認知症の主なタイプ 
原因疾患 特徴 

アルツハイマー病 脳内に溜まった異常なタンパク質により神経細胞が破壊され、発症し
ます。記憶障害や時間・場所がわからなくなるといった症状が見られ、
ゆっくり進行していきます。 

血管性認知症 脳卒中（脳梗塞、脳出血）やくも膜下出血などが原因で発症しま
す。麻痺・運動障害、言葉がうまく話せない、意欲の低下などの症
状が見られます。 

レビー小体型認知症 レビー小体という物質が脳内に沈着することにより、神経細胞が破壊
されます。パーキンソン症状や幻視などが見られます。初期にはもの
忘れが目立たないことが特徴です。 

前頭側頭型認知症 司令塔役の前頭前野を中心に傷害されるため、我慢したり思いやりな
どの社会性を失い、「わが道を行く」行動をとる特徴があります。 

65 歳未満で発症する認知症を「若年性認知症」といいます。平成 21年(2009 年)に厚生労働省
が発表した調査結果によると、全国の若年性認知症の方の人数は約37,800人と推計されています。 
また、同調査によると平成 32 年(2020 年)の本市における若年性認知症の人数は、約 400 人と推
計しています。 

高齢者の認知症は女性に多いのに比べ、若年性認知症は男性に多いのが特徴です。 
原因となる疾患は、血管性認知症が 40％と最も多く、次いでアルツハイ
マー病(約 25％)です。発症年齢は平均 51.3 歳で、約 3 割は 50 歳未満
で発症しています。発症から診断がつくまでに時間がかかる場合が多い
と言われています。 
本人や配偶者が現役世代なので、認知症になって職を失うと、経
済的に困ることになります。 また、親の病気が子供に与える心理
的影響も大きく、教育、就職、結婚などの子供の人生設計が変わる
場合もあります。 
本人や配偶者の親の介護が重なる場合には、介護負担がさらに大きくなります。 介護が
配偶者に限られることが多いので、配偶者も仕事が十分にできにくくなり、身体的にも精
神的にも、経済的にも大きな負担を強いられることになります。 

(若年性認知症ハンドブックより(P14 参照)) 

１ 若年性認知症の特徴
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「もしかして認知症かな」と感じたら、一人で悩まず介護経験者や専門職に早めに相談しましょ
う。 

認知症コールセンター「サポートほっと」 
認知症の方の介護経験を持つ相談員が、認知症や介護に関するご相談をお受けするコールセンタ
ーです。介護に悩んだり、困ったり、疲れてほっとしたいときなど、気軽にお話ができます。また、
面接相談や医師による専門相談もあります。 
0570-0-40104 

[受付時間] 月・火・木・金・日曜日 10 16 時（日曜日は第 1・第 3のみ。第 2・4木曜日は 20
時まで。祝日・年末年始除く）、専門医相談もあります。（予約制） 
[住所] 多摩区登戸 1803 たけやビル 2階
[URL] http://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000055226.html 

認知症疾患医療センター 
認知症に関する専門医療相談、鑑別診断とそれに基づく初期対応、身体合併症や精神症状の重
い方への対応、研修会の開催などを行う医療機関です。 
[URL] http://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000055736.html 

センター名称 電話・受付時間・所在地 
聖マリアンナ医科大学病院 
認知症（老年精神疾患）治療研究センター

044-977-6467
[受付時間] 月 金曜日 9時 30分 16 時 30分（祝
日・年末年始除く） 
[住所] 宮前区菅生 2-16-1 

日本医科大学武蔵小杉病院 
街ぐるみ認知症相談センター 

 044-733-2007 
[受付時間] 月 金曜日 9時 16 時（祝日・年末年
始除く） 
[住所] 中原区小杉町 1-396 

若年性認知症コールセンター
国が設置している、若年性認知症に関するご相談をお受けするコールセンターです。若年性認
知症に関する様々な情報も発信しています。 
0800-100-2707（フリーダイヤル） 

[受付時間] 月 土曜日 10時 15 時（祝日・年末年始除く）
[URL] http://y-ninchisyotel.net/ 

２ 「あれ、おかしいな」と思ったら
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若年性認知症コーディネーター
神奈川県では、若年性認知症に関するご相談をお受けするコーディネーターを設置しています。 

名称 連絡先・所在地 担当区域
国立病院機構久里浜医療
センター 
（地域医療連携室） 

 046-848-2365（直通） 
月 金 8時 30分 17時 15分 
（祝日、年末年始を除く） 
[住所] 横須賀市野比 5-3-1

川崎、横須賀・三浦、湘南
東部 

横浜市総合保健医療セン
ター診療所 
（総合相談室） 

 045-475-0105（直通） 
月 金 9時 16時 
（祝日、年末年始を除く） 
住所] 横浜市港北区烏山町 1735

横浜 

曽我病院 
（福祉医療相談室） 

 0465-42-1630（代表） 
月 金 9時 17時 
（祝日、年末年始を除く） 
[住所] 小田原市曽我岸148

相模原 県央 湘南西部 
県西 

詳しくは県のホームページをご覧ください。 
[URL] http://www.pref.kanagawa.jp/docs/u6s/cnt/f6401/p1141506.html 

区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所) 
地区健康福祉ステーション 
生活・福祉や介護保険制度などに関する行政の窓口です。 

区・地区（所在地） 担当窓口 電話 FAX 
川崎区 
(川崎区東田町 8) 

高齢者支援担当窓口 
介護認定担当窓口 
介護給付担当窓口 
障害者支援担当窓口

044-201-3080 
044-201-3282 
044-201-3282 
044-201-3215

044-201-3291 
同上 
同上 
同上

大師地区 
(川崎区東門前 2-1-1) 

高齢者支援担当窓口 
介護認定担当窓口 
介護給付担当窓口 
障害者支援担当窓口

044-271-0157 
044-271-0152 
044-271-0161 
044-271-0162

044-201-0128 
同上 
同上 
同上

田島地区 
(川崎区鋼管通 2-3-7) 

高齢者支援担当窓口 
介護認定担当窓口 
介護給付担当窓口 
障害者支援担当窓口

044-322-1986 
044-322-1990 
044-322-1996 
044-322-1984

044-322-1995 
同上 
同上 
同上

幸区 
(幸区戸手本町 1-11-1) 

高齢者支援担当窓口 
介護認定担当窓口 
介護給付担当窓口 
障害者支援担当窓口

044-556-6619 
044-556-6655 
044-556-6689 
044-556-6654

044-555-3192 
同上 
同上 
同上
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中原区 
(中原区小杉町 3-245) 

高齢者支援担当窓口 
介護認定担当窓口 
介護給付担当窓口 
障害者支援担当窓口

044-744-3217 
044-744-3179 
044-744-3136 
044-744-3382

044-744-3345 
同上 
同上 
同上

高津区 
(高津区下作延 2-8-1) 

高齢者支援担当窓口 
介護認定担当窓口 
介護給付担当窓口 
障害者支援担当窓口

044-861-3255 
044-861-3263 
044-861-3269 
044-861-3325

044-861-3249 
同上 
同上 
044-861-3238

宮前区 
(宮前区宮前平 2-20-5) 

高齢者支援担当窓口 
介護認定担当窓口 
介護給付担当窓口 
障害者支援担当窓口

044-856-3242 
044-856-3245 
044-856-3238 
044-856-3304

044-856-3163 
同上 
同上 
同上

多摩区 
(多摩区登戸 1775-1) 

高齢者支援担当窓口 
介護認定担当窓口 
介護給付担当窓口 
障害者支援担当窓口

044-935-3266 
044-935-3185 
044-935-3187 
044-935-3302

044-935-3396 
同上 
同上 
同上

麻生区 
(麻生区万福寺 1-5-1) 

高齢者支援担当窓口 
介護認定担当窓口 
介護給付担当窓口 
障害者支援担当窓口

044-965-5148 
044-965-5198 
044-965-5146 
044-965-5159

044-965-5206 
同上 
同上 
同上

地域包括支援センター
介護保険制度や成年後見制度、高齢者虐待、消費者被害の防止など、高齢者（若年性認知症の
方を含む）の福祉・医療・介護全般に関する相談をすることができます。市内に 49か所あり、そ
れぞれ担当地域が決まっています。 
[URL] http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/23-1-11-2-5-0-0-0-0-0.html

■川崎区
名称 連絡先・所在地 担当地域

しおん  044-222-7792 
[FAX] 044-222-7796 
[住所] 川崎区本町 1-1-1 

本町、旭町、砂子、駅前本町、榎町、境
町、新川通、鈴木町、東田町、堀之内
町、港町、宮前町、宮本町、富士見 1
丁目

恒春園 044-211-6313  
[FAX] 044-223-1240 
[住所] 川崎区小川町 10-10

小川町、池田、貝塚、京町 1・2丁目、
下並木、堤根、日進町、南町、元木

大島中島 044-201-8831 
[FAX] 044-201-8834 
[住所] 川崎区中島 2-3-2

富士見 2丁目、中島、大島、大島上町

京町  044-333-7920
[FAX] 044-333-7938 
[住所] 川崎区京町 2-15-6 神和ビル 3階

大川町、小田 2~7丁目、浅田、京町 3
丁目、田辺新田、白石町
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ビオラ川崎 044-329-1680 
[FAX] 044-322-2553 
[住所] 川崎区小田栄 2-1-7

小田栄、小田 1丁目、渡田山王町、渡
田新町、渡田東町、渡田、渡田向町

桜寿園 044-287-2558 
[FAX] 044-287-2577
[住所] 川崎区桜本 2-39-4

浅野町、池上町、追分町、扇町、扇島、
鋼管通、桜本、田島町、浜町、南渡田町

大師中央 044-270-5112
[FAX] 044-287-5562 
[住所] 川崎区台町 26-7

台町、大師公園、中瀬、四谷下町、四谷
上町、観音、池上新町

藤崎  044-270-3215 
[FAX] 044-270-5682 
[住所] 川崎区藤崎 4-20-1 矢口ビ
ル 1階

川中島、藤崎、伊勢町、大師駅前

大師の里  044-66-9130 
[FAX] 044-266-9131 
[住所] 川崎区日ノ出 2-7-1  

浮島町、江川、小島町、塩浜、大師河
原、田町、千鳥町、出来野、殿町、東扇
島、日ノ出、水江町、夜光、東門前、昭
和、大師町、大師本町

■幸区
名称 連絡先・所在地 担当地域

幸風苑 044-556-4355
[FAX] 044-511-3511 
[住所] 幸区都町 64-1

幸町、中幸町、堀川町、大宮町、柳町、
南幸町、都町、神明町

夢見ケ崎 044-580-4765 
[FAX] 044-742-8040 
[住所] 幸区南加瀬 1-7-14

小倉（小倉 1-1 以外）、南加瀬

かしまだ 044-540-3222 
[FAX] 044-540-3220 
[住所] 幸区新塚越 201 
ルリエ新川崎 6階

古川町、新塚越、下平間、矢上、北加
瀬、鹿島田

しゃんぐりら 044-520-3863 
[FAX] 044-520-3861 
[住所] 幸区東小倉 6-1

遠藤町、戸手本町、塚越、紺屋町、新小
倉、新川崎、東小倉、小倉 1-1

みんなと暮ら
す町 

044-520-1905 
[FAX] 044-520-1906 
[住所] 幸区東古市場 116-12

小向、小向東芝町、小向仲野町、小向
町、小向西町、東古市場、古市場

さいわい東 044-555-1411
[FAX] 044-555-1412 
[住所] 幸区戸手 4-1-9

戸手、河原町
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■中原区
名称 連絡先・所在地 担当地域

すみよし  044-455-0980 
[FAX] 044-455-0883 
[住所] 中原区木月祗園町 2-1

木月住吉町、苅宿、大倉町、西加瀬、木
月、木月大町、木月伊勢町、木月祗園
町、井田三舞町

こだなか 044-798-2332 
[FAX] 044-755-5656 
[住所] 中原区上小田 3-21-20-101

上小田中、上新城、新城、新城中町、下
新城

ひらまの里 044-544-4012 
[FAX] 044-544-3961 
[住所] 中原区上平間 611-1

上丸子山王町、上丸子、下沼部、中丸
子、上平間、田尻町、北谷町

みやうち 044-740-2814 
[FAX] 044-740-2816 
[住所] 中原区宮内 1-25-1

上丸子八幡町、新丸子町、丸子通、上丸
子天神町、宮内、等々力、小杉陣屋町、
小杉御殿町

いだ 044-751-6661 
[FAX] 044-751-6385 
[住所] 中原区井田 2-27-1 かわさ
き総合ケアセンター内

井田中ノ町、井田、井田杉山町、下小田
中

とどろき  044-281-3666 
[FAX] 044-281-3616 
[住所] 中原区今井上町1-37 常田
ビル 201

新丸子東、市ノ坪、小杉町、今井南町、
今井仲町、今井西町、今井上町

■高津区
名称 連絡先・所在地 担当地域

わらく  044-799-7951 
[FAX] 044-799-7952 
[住所] 高津区千年 141

千年新町、千年、子母口、明津

すえなが  044-861-5320 
[FAX] 044-861-6194 
[住所] 高津区末長 1-3-13

末長、新作

陽だまりの園  044-814-5637 
[FAX] 044-814-5636 
[住所] 高津区諏訪 2-10-15

二子、瀬田、諏訪、北見方、下野毛

溝口 044-820-1133 
[FAX] 044-822-0500 
[住所] 高津区溝口 1-6-10 てくの
かわさき3階

溝口、久本、坂戸

ひさすえ 044-797-6531 
[FAX] 044-797-6540 
[住所] 高津区久末 453

蟹ヶ谷、久末、野川
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樹の丘 044-820-8401 
[FAX] 044-820-8402 
[住所] 高津区久地 4-19-1

宇奈根、久地、下作延

リ・ケア向ヶ
丘 

044-865-6238 
[FAX] 044-865-6239 
[住所] 高津区向ヶ丘 130-9 

梶ヶ谷、上作延、向ヶ丘  

■宮前区
名称 連絡先・所在地 担当地域

みかど荘 044-777-5716  
[FAX] 044-777-1193 
[住所] 宮前区野川 1413

梶ヶ谷、野川

鷲ヶ峯  044-978-2724 
[FAX] 044-976-6470 
[住所] 宮前区菅生ヶ丘13-1

水沢、潮見台、菅生ヶ丘、菅生、初山

富士見プラザ 044-740-2883 
[FAX] 044-777-3239 
[住所] 宮前区野川 2911

有馬、東有馬

レストア川崎  044-976-9590 
[FAX] 044-976-9591 
[住所] 宮前区犬蔵 2-25-9

鷺沼、土橋、犬蔵

フレンド神木  044-871-1180 
[FAX] 044-877-2800 
[住所] 宮前区神木本町5-12-15

五所塚、平、白幡台、神木本町

宮前平  044-872-7144 
[FAX] 044-852-3377 
[住所] 宮前区馬絹 541-5

小台、宮前平、宮崎 6丁目、馬絹

ビオラ宮崎 044-948-5371 
[FAX] 044-948-5372 
[住所] 宮前区宮崎 2-8-32 コスモ
宮崎台 102号

けやき平、南平台、神木、宮崎、宮崎 1
丁目~5丁目  

■多摩区
名称 連絡先・所在地 担当地域

長沢壮寿の里 044-976-9004 
[FAX] 044-976-9672 
[住所] 多摩区長沢 2-11-1

東生田、枡形 5~7丁目、長沢、東三
田、三田

多摩川の里 044-935-5531 
[FAX] 044-935-3511 
[住所] 多摩区中野島 6-13-5

和泉、布田、中野島、生田 1~3丁目
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太陽の園  044-959-1234 
[FAX] 044-959-1233 
[住所] 多摩区栗谷 2-16-6

栗谷、西生田、南生田

菅の里 044-946-5514 
[FAX] 044-946-3432 
[住所] 多摩区菅北浦 3-10-20

菅、菅野戸呂、菅稲田堤、菅馬場 1・2
丁目、菅城下、菅北浦

しゅくがわら  044-930-5151 
[FAX] 044-930-5911 
[住所] 多摩区宿河原 6-20-19

宿河原 3~7丁目、堰、長尾3~7丁目

よみうりラン
ド花ハウス 

 044-969-3116 
[FAX] 044-969-3112 
[住所] 多摩区菅仙谷 4-1-4

菅馬場 3・4丁目、寺尾台、菅仙谷、枡
形 1~4丁目、生田 4~8丁目

登戸 044-933-7055 
[FAX] 044-933-7077 
[住所] 多摩区登戸 1763 ライフガ
ーデン向ヶ丘 2階

登戸新町、登戸、宿河原 1・2丁目、長
尾 1・2丁目  

■麻生区
名称 連絡先・所在地 担当地域

柿生アルナ園 044-989-5403 
[FAX] 044-988-9774 
[住所] 麻生区上麻生 5-19-10

白山、王禅寺西 5~8丁目、上麻生、上
麻生 5~7丁目、下麻生1丁目

栗木台 044-988-5160 
[FAX] 044-981-5020 
[住所] 麻生区栗木台 1-13-5

細山、金程、向原、栗平 2丁目、栗木
台、栗木、南黒川、黒川、はるひ野

虹の里 044-986-4088 
[FAX] 044-986-1027 
[住所] 麻生区王禅寺 963-26

王禅寺、虹ヶ丘、早野、王禅寺東 3~6
丁目、下麻生、下麻生 2・3丁目

片平 044-986-4986 
[FAX] 044-986-4646 
[住所]麻生区片平 1430金井原苑内

片平、白鳥、五力田、古沢、岡上、栗平
1丁目

百合丘  044-959-6522 
[FAX] 044-953-8485 
[住所] 麻生区東百合丘3-2-7

高石 4 6 丁目、東百合丘、百合丘

新百合  044-969-3388 
[FAX] 044-969-3322 
[住所] 麻生区上麻生 3-14-20 
つくしの里内

王禅寺西 1~4丁目、王禅寺東 1・2丁
目、上麻生 1~4丁目

高石 044-959-6020  
[FAX] 044-959-6021 
[住所]麻生区千代ヶ丘 1-2-9

多摩美、高石 1~3丁目、万福寺、千代
ヶ丘
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障害者相談支援センター
障害福祉サービスや働くこと、障害年金、成年後見制度、障害者虐待など、障害のある方（若
年性認知症の方を含む）の福祉・就労・医療・介護全般に関する相談をすることができます。市
内に 28か所あります。 
[URL] http://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000021966.html 

■川崎区
名称 連絡先・所在地

かわさき基幹相談支援 
センター

044-222-8281 [FAX] 044-589-5620 
[住所] 川崎区大島 1-4-8 ｲｰｽﾄﾌﾞﾙｰ 101

地域相談支援センター 
ふじみ

044-233-9949 [FAX] 044-246-0941 
[住所] 川崎区大島 1-8-6

地域相談支援センター 
いっしょ

044-201-6952 [FAX] 044-201-6952 
[住所] 川崎区京町 1-16-26-101

地域相談支援センター 
かわさき Life

044-201-7286 [FAX] 044-201-7266 
[住所] 川崎区新川通 5-11 金子ビル 701号室

■幸区
名称 連絡先・所在地

さいわい基幹相談支援 
センター

044- 589-5183 [FAX] 044- 589-5184 
[住所] 幸区古市場 2-91 ヴェルディ川崎

地域相談支援センター 
ラルゴ

 044- 589-5472 [FAX] 044-589-5473 
[住所] 幸区南加瀬 2-28-28 萬家ビル 102

地域相談支援センター 
りぼん

 044- 589-7933 [FAX] 044- 541-8161 
[住所] 幸区塚越 3-427 塚越ハイツ 1階

地域相談支援センター 
あんさんぶる

044- 223-8290 [FAX] 044- 223-8432 
[住所] 幸区小向西町 4-61-101

■中原区
名称 連絡先・所在地

なかはら基幹相談支援 
センター

044- 863-6251 [FAX] 044- 863-6744 
[住所] 中原区木月 2-18-6 ﾒｿﾞﾝ住吉 203号室

いまい地域相談支援 
センター

044- 299-9838 [FAX] 044- 299-9839 
[住所] 中原区今井仲町15-19

地域相談支援センター 
すまいる

044- 201-1280 [FAX] 044- 201-1280 
[住所] 中原区北谷町 12 グレースピアヤワタ 102号

地域相談支援センター 
にじ

044- 820-6609 [FAX] 044- 820-6606 
[住所] 中原区下小田中2-4-24 マリンハイツ2階
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■高津区
名称 連絡先・所在地

たかつ基幹相談支援 
センター

044- 543-9812 [FAX] 044- 543-9813 
[住所] 高津区溝口 3-13-5

くさぶえ地域相談支援 
センター

044- 863-9744 [FAX] 044- 853-6901 
[住所] 高津区末長 3-25-8

地域相談支援センター 
ゆきやなぎ

044- 819-5812 [FAX] 044- 819-5813 
[住所] 高津区二子2-18-10 グロービル高津 101号室

地域相談支援センター 
いまここ

044- 819-4304 [FAX] 044- 819-4304 
[住所] 高津区二子6-3-3 グランドール栄A-202

■宮前区
名称 連絡先・所在地

みやまえ基幹相談支援 
センター

 044- 750-0581 [FAX] 044- 750-0582 
[住所] 宮前区宮崎 2-6-11 宮崎台バースビレッジA棟 106

地域相談支援センター 
ポポラス

 044- 870-5236 [FAX] 044- 870-5237 
[住所] 宮前区宮崎2-13-35 モア・宮崎 101

地域相談支援センター 
れもん

044- 740-9043 [FAX] 044- 740-9143 
[住所] 宮前区神木本町5-1-4 エスペランサ宮前 203

地域相談支援センター 
シリウス

044- 920-9105 [FAX] 044- 920-9106 
[住所] 宮前区鷺沼1-2-1 安藤マンション 403

■多摩区
名称 連絡先・所在地

たま基幹相談支援 
センター

044- 819-5788 [FAX] 044- 819-5789 
[住所] 多摩区登戸 495-3 アミニティミシマ第５ビル１階

地域相談支援センター 
いろはにこんぺいとう

044- 299-6510 [FAX] 044- 299-7985 
[住所] 多摩区中野島 4-19-14 プリメーラ SS101

地域相談支援センター 
ドルチェ

 044- 819-4510 [FAX] 044- 819-4511 
[住所] 多摩区中野島 2-6-7 豊栄レジデンス 103

地域相談支援センター 
アベク

 044- 948-9890 [FAX] 044- 948-9892 
[住所] 多摩区長沢1-19-1-101

■麻生区
名称 連絡先・所在地

あさお基幹相談支援 
センター

044- 299-8895 [FAX] 044- 299-8896 
[住所] 麻生区万福寺 2-4-7 才沢第 2ビル 102

地域相談支援センター 
柿生

 044- 987-1794 [FAX] 044- 987-1510 
[住所] 麻生区五力田 2-20-10

地域相談支援センター 
ひまわり

044- 322-9591 [FAX] 044- 322-9592 
[住所] 麻生区百合丘 1-20-7 白井ビル 2階

地域相談支援センター 
それいゆ

 044- 969-7447 [FAX] 044- 951-0071 
[住所] 麻生区万福寺 1-1-1 新百合丘シティビル 304
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精神保健福祉センター
地域の精神保健福祉活動の中核施設として、調査研究、普及啓発、相談支援、組織育成、電話
相談等を行います。また、継続的支援が必要な方への対応や区役所地域みまもり支援センター(福
祉事務所・保健所支所)等の技術指導援助なども行います。
[URL] http://www.city.kawasaki.jp/shisetsu/category/34-3-0-0-0-0-0-0-0-0.html

名称 連絡先・所在地
精神保健福祉センター  044-200-3195,3196 

[FAX] 044-200-3974 
[住所] 川崎区東田町 8パレールビル 12階

分
室

南部地域支援室 044-200-0834 
[FAX] 044-200-3974 
[住所] 川崎区東田町 8パレールビル 12階

井田障害者センター  044-750-0686 
[FAX] 044-750-0671 
[住所] 中原区井田 3-16-1

百合丘障害者センター  044-281-6621 
[FAX] 044-966-0282 
[住所] 麻生区百合丘 2-8-2
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 認知症に関しては、誤解や偏見もまだまだ少なくありません。認知症に関する冊子を読んだり、
講座を受けたりすることにより、正しい知識を得ることが大切です。 

認知症アクションガイドブック 
川崎市では、認知症とともによりよく生きることを人生の「新しい旅」（新たなスタート）と捉
え、前向きに生活していくためのガイドブックを用意しています。各区役所地域みまもり支援セ
ンター(福祉事務所・保健所支所)・各地区健康福祉ステーションや各地域包括支援センターなど
で配布しているほか、川崎市公式ウェブサイトからダウンロードすることもできま
す。 
[URL] http://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000087024.html 

高齢者福祉のしおり／こんにちは介護保険です 
川崎市が発行している、高齢者福祉や介護保険制度に関する案内です。各区役所地域みまもり

支援センター(福祉事務所・保健所支所)・各地区健康福祉ステーションで配布しているほか、川
崎市公式ウェブサイトからダウンロードすることもできます。
[URL] http://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000049639.html  

介護サービス事業者ガイドブック ハートページ
川崎市が監修している、介護サービス事業者のリストを掲載した冊子です。各区役所地域みま
もり支援センター(福祉事務所・保健所支所)・各地区健康福祉ステーションで配布しています。 

ふれあい－障害福祉の案内－
川崎市が発行している、障害福祉に関する案内です。各区役所地域みまもり支援センター(福祉事

務所・保健所支所)・各地区健康福祉ステーションで配布しているほか、川崎市公式ウェブサイト
からダウンロードすることもできます。
[URL] http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/23-2-33-1-0-0-0-0-0-0.html

若年性認知症ハンドブック
認知症介護研究・研修大府センターが発行している、若年性認知症と診断された方やそのご家族向

けのハンドブックです。認知症介護情報ネットワークのサイトからダウンロードすることができま
す。
[URL] http://www.dcnet.gr.jp/support/research/center/list_center_2.php

３ 正しく知る
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認知症に関する情報（川崎市公式ウェブサイト）
認知症の基礎知識、相談窓口、研修・講座など、認知症に関するさまざまな情報を発信してい

ます。 
[URL] http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/23-14-0-0-0-0-0-0-0-0.html

成年後見制度（川崎市公式ウェブサイト）
成年後見制度の概要や研修情報などを発信しています。 

[URL] http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/23-15-0-0-0-0-0-0-0-0.html

川崎市地域包括ケアシステムポータルサイト
川崎市における地域包括ケアシステムに関する情報を広く発信しています。 

[URL] https://www.kawasaki-chikea.jp/ 

介護情報サービスかながわ
神奈川県内の介護サービス事業所を検索できるサイトです。 

[URL] http://www.rakuraku.or.jp/kaigonavi/  

障害福祉情報サービスかながわ
神奈川県内の障害福祉サービス事業所を検索できるサイトです。 

[URL] https://www.rakuraku.or.jp/shienhi/

認知症サポーター養成講座
認知症について正しく理解し、認知症の方やその家族を温かく応援する講座です。開催情報
は、各区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)お問い合わせいただくか、川
崎市公式ウェブサイトをご確認ください。 
[URL] http://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000059483.html  

認知症に関する講演会・研修など
市内で開催される認知症に関する講演会・研修などの情報は、市政だよりや川崎市公式ウェブ
サイト「認知症に関する情報」（上記参照）、川崎市地域包括ケアシステムポータルサイト（上記
参照）などでお知らせしています。 
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 認知症だと思うと、出かけることに不安を感じるかもしれません。けれども家の中ばかりでは気
が滅入ってしまいます。日々の楽しみも少なくなります。出かけるための仲間を作り、出かける機
会を増やしていきましょう。 

若年認知症グループどんどん 
川崎市内で活動する若年性認知症のご本人とご家族のグループで、毎月 1回レクリエーション
や家族懇談、自主製品制作・販売、認知症カフェなどを行っています。詳細は認知症コールセン
ター「サポートほっと」（4ページ参照）までお問い合わせください。 
[URL] https://dondonkawasaki.wordpress.com/ 

川崎市認知症ネットワーク 
川崎市内の各地に家族会があり、「川崎市認知症ネットワーク」という緩やかなネットワークを
作っています（若年認知症グループどんどんもネットワークの一員です）。お近くの家族会を知り
たい場合は、認知症コールセンター「サポートほっと」（4ページ参照）までお問い合わせくださ
い。 
[URL] http://k-ninchi-net.blog.so-net.ne.jp/ 

ぐるーぷ麦
川崎市内唯一の若年性認知症専門デイサービスや家族交流会などを行っています。 

[URL] http://bcafemugi.webcrow.jp/index.html 

若年認知症の人家族の会 ひまわり会 
若年認知症の人とご家族の集まりを定期的に開催しています。ミニ講座や臨床心理士・看護師
が同席する家族交流会、ご本人が楽しく行えるプログラムなどをご用意しています。詳細は日本
医科大学 街ぐるみ認知症相談センター（4ページ参照）までお問い合わせください。 

あさお もの忘れ 仲間の会（本人会議） 
仲間と日々の暮らしや出来事や自分の想いを自然に話したり、仲間の話に耳を傾けたりしなが
ら学び合い、時には外出企画も自分たちで計画します。もの忘れとうまく付き合い、前向きに過
ごすことを一緒に応援します。 
[URL] http://kurikidai-houkatsu.com/archives/239 

４ 仲間をつくる
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若年認知症家族会・彩星の会
若年性認知症のご本人とそのご家族を支援しています。 

[URL] http://star2003.mdn.ne.jp/ 

認知症の人と家族の会神奈川県支部
認知症のご本人とご家族による全国組織です。神奈川県支部の事務所は川崎市内にあります。 
044-522-6801 

[受付時間] 月・水・金曜日 10 16時（年末年始除く） 
[住所] 幸区南幸町 1-31 グレース川崎 203号
[URL] http://www.alzheimer.or.jp/?page_id=377 
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 認知症と診断された場合、一定の要件に該当すれば精神障害者保健福祉手帳を申請できます。
また、血管性認知症やその他の病気・怪我などで身体的障害があれば、身体障害者手帳を申請で
きる場合があります。これらの手帳を持っていると、様々な税金・料金の控除・割引を受けられ
ます。 

精神障害者保健福祉手帳 
[対 象 者] 初診日より 6か月以上精神障害の状態にあり、日常生活または社会生活に何らかの制
約のある方で、手帳の交付を希望する方 
[窓 口] 区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)障害者支援担当窓口（5
6ページ参照） 
[手続方法] 申請書に手帳用診断書または精神障害による障害年金の証書等（特別障害給付金受給
資格者証も含む）の写しを添えて、区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)
障害者支援担当窓口に提出します。申請時には、ハンコとマイナンバーの確認に必要な書類を持
参して下さい。手帳の有効期間は2年間で、有効期限の 3か月前から更新申請が可能です。手帳
交付時には本人の写真（縦 4ｃｍ×横 3ｃｍ）が必要になります。 
なお、自立支援医療（精神通院）と同時に申請される場合で、手帳用診断書で手続きされる場合
は、自立支援医療の診断書も兼ねることが出来ますので、主治医に記載を依頼する前にご相談下
さい。詳しくは『ふれあい－障害福祉の案内－』（14ページ参照）をご覧ください。 
[U R L] http://www.city.kawasaki.jp/shisetsu/category/34-3-4-1-0-0-0-0-0-0.html

身体障害者手帳
[対 象 者] 身体に永続的な障害があり、その障害程度が障害程度等級に該当する方。年齢による
制限はありません。 
[窓 口] 区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)障害者支援担当窓口（5
6ページ参照） 

[手続方法] 必要書類を添えて、区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)障害
者支援担当窓口に申請します。 
詳しくは『ふれあい－障害福祉の案内－』（14ページ参照）をご覧ください。 
[U R L] http://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000025660.html

５ 障害者手帳
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 若年性認知症は「働きざかり」で発症する場合が多く、仕事を継続できるかどうかが重要な問題
になってきます。もの忘れなどで仕事に支障が出てきたら、職場の上司や同僚、人事担当者、産業
医などと話し合い、配慮をしてもらいましょう。例えば、勤務時間を短縮してもらう、柔軟な労働
形態を認めてもらう、より単純な仕事に変えてもらう、障害者手帳（18ページ参照）を取得して障
害者雇用の枠に入る、などの方法が考えられます。 
また、これまでの仕事はやめざるを得なくなった場合でも、自分に合った仕事やボランティア

活動などをするなど、「役割を持つ」ことが大切です。

公共職業安定所（ハローワーク）
一般企業に就労可能な方を対象に、専門の担当官、障害者職業相談員が就職の世話からアフタ

ーケアまで一貫したサービスを手行っています。 
[URL] https://www.hellowork.go.jp/

名称 連絡先・所在地 担当区域
川崎公共職業安定所 
（ハローワーク川崎） 

 044-244-8609 
[住所] 川崎区南町 17-2 

横浜市鶴見区 
川崎区、幸区 

川崎北公共職業安定所 
（ハローワーク川崎北） 

 044-777-8609 
[住所] 高津区久本 3-5-7 
新溝ノ口ビル 4F

中原区、高津区、宮前区、
多摩区、麻生区 

就労援助センター
一般就労が困難な障害のある方の就労を促進するため、障害特性に応じた就労相談と職場定着

のための様々な支援を行います。 
[URL] http://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000078503.html 

名称 連絡先・所在地
川崎南部就労援助センター  044-201-8663 

[FAX] 044-201-8668 
[住所] 川崎区砂子 1-7-5 タカシゲビル 6F 

中部就労援助センター  044-739-1294 
[FAX] 044-739-1295 
[住所] 中原区小杉町 3-264-3 富士通ユニオンビル 3F

百合丘就労援助センター  044-281-3985 
[FAX] 044-281-3987 
[住所] 麻生区百合丘 2-8-2 川崎市北部リハビリテーション
センター内 3F

６ 仕事をする、役割を持つ
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就労移行支援／就労継続支援
障害福祉サービスの一種で、一般企業への雇用又は在宅就労を目指す方、あるいは通常の事業

所に雇用されることが困難な方に対し、就労の機会を提供し、生産活動などを通じ、必要な知識
及び能力の向上のための訓練を行います（28ページ参照）。 
[URL] http://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000069560.html 

NPO法人 マイWaｙ
若年性認知症の方々は、社会的な役割が大きい世代であり、働き盛りの人も多く、でも、やむ

を得ず仕事を辞めなければならない方もいます。社会とのむすびつきを継続して、これからも生
き生きと自分らしく暮らしていただく「就労」という形で支援を行い「働ける場」「居場所」「役
割」それぞれの場を提供します。 
044-833-5886

[受付時間]９時３０分 １7時３０分（土・日・祝日を除く） 
[住所]高津区下作延6-4-3 エムズヒル２階 
[URL] http://my-way.jp/ 

ボランティア活動 
ボランティア活動を探したい場合は、以下の窓口にご相談ください。 

名称 電話

川崎市社会福祉協議会ボランティア活動振興センター  044-739-8718 

かわさき市民活動センター  044-430-5566 
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 若年性認知症と診断された場合、様々な経済的支援を受けることができます。詳しくは『ふれ
あい－障害福祉の案内－』（14ページ参照）をご覧ください。 

自立支援医療（精神通院医療） 
認知症などで継続して通院治療をしている場合、指定医療機関や指定薬局などの窓口で支払う

通院医療費の自己負担が軽減される場合があります。 
[対 象 者] 通院により、継続的に精神医療を受ける必要がある方 
[費 用] 原則 1割の定率負担がありますが、市民税の課税状況に応じて利用者負担上限月額を
設けています。 

[窓 口] 区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)障害者支援担当窓口（5
6ページ参照） 

[手続方法] 申請書、健康保険証の写し、ハンコ、自立支援医療（精神通院医療）用診断書、基準
日に川崎市内に住民票がある方は専用同意書、それ以外の方は市民税額の確認できる所得確認書
類等を用意して窓口で申請手続きをしてください。詳しくは『ふれあい－障害福祉の案内－』（14
ページ参照）をご覧ください。 
※自立支援医療用診断書は、2年に一度提出していただきます。 
[U R L] http://www.city.kawasaki.jp/shisetsu/category/34-3-4-2-0-0-0-0-0-0.html

難病医療費助成制度 
認知症のうち前頭側頭葉変性症は、難病医療費助成制度の対象になっており、支給認定を受ける
と治療に係る医療費の一部が助成されます。制度の概要は以下のサイトをご覧ください。 
[U R L] 
●厚生労働省  
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nanbyou/

●難病情報センター ※「FAQ代表的な質問と回答例」をご参照ください。 
http://www.nanbyou.or.jp/ 

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ご本人（被保険者）が、若

年性認知症などの病気や業務外のけがで仕事を休み、給料がもらえないときにその間の生活保障
をするための「現金給付制度」です。病気やけがで 3日以上休んだ場合、4日目から支給されま
す。  

７ お金に関する制度
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雇用保険（失業給付） 
会社を退職したあと、失業給付を受けるには、公共職業安定所（ハローワーク）（19ページ参
照）に「求職の申し込み」を行い、「求職活動」をして、「失業の認定」を受ける必要があります。 
病気などで求職活動がすぐにはできない場合には、ハローワークに届け出ることにより、受給期間
を延長することができます。 

雇用保険による傷病手当 
会社を退職し、求職中の方が病気やけがで働くことができない状態が 15日以上続いた場合に支
給されます。なお、健康保険における傷病手当や労災による休業補償給付を受けている期間は、雇
用保険による傷病手当は受給できません。手続きは公共職業安定所（ハローワーク）で行います。 

障害年金 
障害年金は、病気やけがで仕事を続けることが困難となった方やその家族の生活を支えるため
の公的年金です。若年性認知症と診断された場合、障害年金を受給できる場合があります。 

■障害基礎年金
[対 象 者] 初診日(障害の原因となった病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日）にお
いて 
(1) 国民年金に加入している人 

(2) 日本国内に住所があり、国民年金に加入したことのある 60 歳以上 65 歳未満の人（老齢
基礎年金を繰上げ請求している場合を除く） 
上記(1)又は(2)の人が障害認定日（初診日から 1 年 6か月を経過した日、または1年 6か
月以内に症状が固定したときはその固定した日）に国民年金法で定める障害等級の1級ま
たは 2級の障害の状態にあるときに支給されます。 
ただし、初診日の属する月の前々月までに保険料を納めた期間（保険料免除期間、納付猶予
期間、学生納付特例期間を含む）が被保険者期間の 3分の 2以上であることが必要です。 
なお、2026年 3月 31日までに初診日がある傷病による障害については、初診日の属する月
の前々月までの直近の 1 年間に保険料の未納がなければ、障害基礎年金が支給されます。 

(3) 20 歳前に初診日がある場合については、20歳に達したとき（障害認定日が 20歳以後の場
合は、その障害認定日）に国民年金法で定める障害等級の1級または 2級に該当する障害の
状態にあれば支給されます。ただし、本人の前年（申請月によっては前々年）の所得により
全額または半額の支給停止となる場合があります。 

[年 金 額] 平成 30年度  1 級 974,125 円（年額）、2級 779,300 円（年額） 
※18 歳未満（障害者は20 歳未満）の子がいる場合 
1 人目、2人目について  1 人につき  224,300 円 
3 人目以降        1 人につき   74,800 円 が加算されます。 

※年金は 2、4、6、8、10、12 月の 6 回に分けて支給されます。 
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[窓 口]
(1) 初診日において国民年金の第1号被保険者（自営業者、フリーターなど）だった方及び 20
歳前に初診日のある方は、お住まいの区の区役所保険年金課・支所区民センター保険年金係 

(2) 初診日において国民年金の第3号被保険者（サラリーマンの妻など）だった方は、お住まい
の区を管轄する年金事務所 

[U R L] http://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000029188.html 

■障害厚生年金
[対 象 者] 障害厚生年金は、厚生年金保険の被保険者が病気やけがによって障害者になり働けな
くなったとき、または働く能力が普通より低下した場合に国民年金の障害基礎年金に上乗せする
形で支給されます。 
国民年金法で定める障害等級の 1級または2級の障害の状態よりも軽い障害者には、国民年金の
障害基礎年金は支給されませんが、厚生年金保険独自の 3級障害厚生年金または障害手当金（一
時金）が支給されます。 
支給要件 
(1) 障害の原因となった病気やけがの初診日において、厚生年金保険の被保険者であること 

(2) 障害認定日（初診日から 1年 6か月を経過した日、または１年６か月以内に症状 が固定
したときはその固定した日）に障害等級表に定める 1級 3級に該当すること 

(3) 障害基礎年金の保険料納付要件を満たしていること 

[年 金 額] 年金額は、次の式によって算出した額となります。 
(1) 障害厚生年金（1級） 
（報酬比例の年金額）×1.25＋配偶者の加給年金額 
(2) 障害厚生年金（2級） 
（報酬比例の年金額）＋配偶者の加給年金額 
(3) 障害厚生年金（3級） 

（報酬比例の年金額） ※最低保障額 584,500 円 
※年金は 2、4、6、8、10、12 月の 6 回に分けて支給されます。 

[窓 口] 年金事務所等
名称 連絡先・所在地

川崎年金事務所  044-233-0181 
[住所] 川崎区宮前町 12-17 

高津年金事務所  044-888-0111 
[住所] 高津区久本 1-3-2

街角の年金相談センター 
溝ノ口 

 044-850-2133（電話による年金相談は受け付けていません。）
[住所] 高津区溝口 1-3-1 ノクティプラザ 1・10F

ねんきんダイヤル  0570-05-1165（電話）
 03-6700-1165（IP 電話・PHS）
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特別障害者手当 
[対 象 者] 精神または身体に著しく重度の障害があるため日常生活において常時特別の介護を必
要とする状態にある 20 歳以上の方。ただし、次のいずれかに該当するときは、支給されません。 
(1) 施設入所している方（特別養護老人ホーム等） 
(2) 病院、診療所に 3か月を超えて入院している方 
(3) 本人又は扶養義務者等の所得が一定の額を超える方 
（認定後に入所・３か月を超えての入院をした場合は資格喪失となります。） 

[支給方法] 月額 26,940 円（2018年 4月現在）の手当が 5月、8月、11月、2月に分けて、指
定された障害者本人の金融機関の預金口座に支払われます。 
[窓 口] 区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)障害者支援担当窓口（5
6ページ参照） 

[手続方法] 身体障害者手帳、療育手帳、普通預金の通帳、ハンコ、戸籍謄本または住民票、所定
の様式の診断書、マイナンバーの確認に必要な書類等 
[U R L] http://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000023019.html 

所得税及び住民税控除 
精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けていると、所得税及び住民税から一定の金額が控除さ
れます。 

■所得税
[対 象 者] 本人、控除対象配偶者又は扶養親族が精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けている
方。なお、障害者であるかどうかはその年の12月 31日の現況で判定します。 
[控 除 額] 所得税額の計算上、障害者控除として、27万円（障害者）又は 40万円（特別障害
者）が所得金額から差し引かれます。なお、控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者で、常に
同居している場合には、障害者控除として 40万円に 35万円を加算した金額が所得金額から差し
引かれます。 
[窓 口] 税務署（確定申告をする場合）又は勤務先の給与担当（年末調整をする場合）
[手続方法] 確定申告書または扶養控除等申告書に記載して申告してください。 

■住民税（市民税・県民税） 
[対 象 者] 所得税の障害者控除に準じます。 
[控 除 額] 控除額は障害者 260,000 円、特別障害者 300,000円です。控除対象配偶者や扶養親
族が特別障害者で、同居している場合には、特別障害者控除の金額に 23万円を加算した金額を控
除することができます。 
※本人が障害者で前年の合計所得金額が 125万円以下の場合は、住民税は非課税になります。 
[窓 口]
(1) 各市税事務所市民税課市民税係・こすぎ市税分室市民税担当 
(2) 住民税を給与から差し引かれている場合は、勤務先の給与担当係または(1)の市民税担当係 
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少額預金等利子の非課税
[対 象 者] 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をもっている方 
[内 容] 金融機関で必要な手続を行うと、少額預金（郵便局、銀行等の預貯金）の利子及び少
額公債の利子が、それぞれ元本または額面 350万円（合計 700万円）まで非課税になります。 
[窓 口] 預入れしているゆうちょ銀行、郵便局、銀行等の金融機関 

NHK放送受信料の減免措置
[対 象 者]
全額免除 精神障害者保健福祉手帳等をお持ちの方がいる世帯で、世帯全員が住民税（市民税）

非課税の場合 
半額免除 精神障害者保健福祉手帳等をお持ちで、障害等級が重度の方が世帯主で、かつ放送受

信契約者である場合等 
[窓 口] 区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)障害者支援担当窓口（5
6ページ参照）またはNHKかながわ東営業センター（全額免除はお問い合わせください。） 

名称 連絡先・所在地
NHKかながわ東営業センター  044-712-1100（月 金 10時~17時）

[住所] 中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレス６階 

[手続方法] 区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)障害者支援担当窓口で障
害の要件について証明してもらいます。手続に必要なものは、手帳・ハンコです。 

携帯電話利用料金の割引サービス 
通信会社により、割引等、様々なサービスを行っています。詳しくは、通信会社に直接お問い
合わせください。 

公共施設の利用料割引 
精神障害者保健福祉手帳等を提示することにより、川崎市内の公共施設（市民館、スポーツセ
ンター、市民ミュージアム、日本民家園、岡本太郎美術館、川崎市藤子・F・不二雄ミュージアム
など）の利用料が減免になります。また、市外も含め様々な美術館、博物館、遊園地など公共施
設で障害者割引の制度があります。 
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 若年性認知症と診断されると家に閉じこもりがちになる方も多いですが、次のような交通に関
する制度をうまく利用して、外出する機会を増やしましょう。詳しくは『ふれあい－障害福祉の
案内－』（14ページ参照）をご覧ください。 

ふれあいフリーパス 
[対 象 者] 精神障害者保健福祉手帳や身体障害者手帳（等級に一定の制限あり）をお持ちの方
（70歳未満に限る） 
[内 容] 川崎市内の路線バスや乗車する停留所または降車する停留所が本市区域内の停留所で
ある場合は市外を跨ぐ運行系統の路線バスが無料で利用できます。（一部利用できない路線バス等
があります。）  
※「70歳以上の方」、「福祉タクシー利用券」や「市バス特別乗車証」が交付されている方は受け
られません。  
※毎年３月に新年度分を交付いたします。(交付開始日が決まり次第、市政だより及び市ホームペ
ージに掲載予定) 
[窓 口] 区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)障害者支援担当窓口（5
6ページ参照） 

[手続方法] ハンコと身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳（２つ以上の障害
者手帳をお持ちの方は、すべての障害者手帳を持参してください。）を持参してください。 
[U R L] http://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000038223.html

タクシー料金の割引 
[対 象 者] 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 
[内 容] 料金の 1割引き（10円未満切り捨て） 
[窓 口] 次に加盟する各タクシー 

（社）神奈川県タクシー協会     045-241-3577
神奈川県個人タクシー事業連合会   045-262-5241

[手続方法] 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を乗車になる前に乗務員に 
提示し、割引適用となるタクシーであるか確認してください。

運転経歴証明書 
運転免許証を自主返納して希望すると、「運転経歴証明書」を交付してもらうことができます。
特定の企業などで証明書を提示すると、購入商品の割引や施設利用料金の割引など
の特典を受けることができます。
[U R L] https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf0224.htm 

８ 交通に関する制度
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 介護保険サービスを利用できるのは、一般的には 65歳からですが、認知症と診断された場合は
40歳から利用できます。39歳以下の方は介護保険サービスは利用できませんが、障害福祉サー
ビス（28ページ参照）を利用できる場合があります。 

介護保険サービス利用の流れ 
①要介護・要支援認定の申請 
本人や家族が住所地の区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)介護認定
担当窓口（5 6 ページ参照）で申請。 

②要介護・要支援認定 
心身の状態を調べるために認定調査員による聞き取り調査を行います。主治医の意見書の内
容も踏まえて、どのくらい介護・支援が必要か審査・判定を実施。 

③認定区分の決定 
要介護・要支援・非該当の認定区分が決定。 

④介護保険サービスの利用 
要支援 1・2の場合は地域包括支援センター（6 10 ページ参照）等と相談し「介護予防プラ
ン」を、要介護 1 5 の場合は居宅介護支援事業所のケアマネジャー（下記参照）と相談し
「ケアプラン」を作成し、サービスを利用します。 

ケアマネジャー（居宅介護支援専門員） 
要支援・要介護認定を受けた方やその家族からの相談を受け、ケアプランを作成します。
[U R L] http://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000031729.html 

主な介護保険サービス
各サービスの詳細は、『高齢者福祉のしおり』や『介護サービス事業者ガイドブック ハートペー
ジ』（14ページ参照）をご覧ください。 

名称 内容 
訪問介護 
（ホームヘルプサービス） 

ホームヘルパーが家庭を訪問し、身体の介護や家事の援助を行いま
す。 

通所介護 
（デイサービス） 

デイサービスセンターにおいて、入浴・食事等のサービスや機能訓
練を行います。 

通所リハビリテーション 
（デイケア） 

介護老人保健施設や医療機関において、理学療法士等によるリハビ
リテーションを行います。 

短期入所生活介護 
（ショートステイ） 

特別養護老人ホーム等の施設に短期間入所して、日常生活上の介護
や機能訓練を行います。 

９ 介護保険サービス
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40 歳以上の若年性認知症の方は、原則として介護保険サービス（27ページ参照）を利用する
ことになりますが、介護保険では受けられない外出支援サービスや就労継続支援などは、障害者
総合支援法に基づく障害福祉サービスを利用することができます。 
また、39歳以下の若年性認知症の方は介護保険サービスを利用できませんが、障害福祉サービ
スを利用できる場合があります。 

障害福祉サービス利用の流れ 
① 申請 
本人や家族が住所地の区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)障害者
支援担当窓口（5 6 ページ参照）で申請。 

②障害支援区分認定 
心身の状態を調べるために認定調査員による聞き取り調査を行います。主治医の意見書の内容も
踏まえて、どのくらい介護・支援が必要か審査・判定を実施。 

③障害支援区分の決定 
区分 1 6・非該当の障害支援区分が決定。 

④障害福祉サービスの利用 
特定相談支援事業所等（下記参照）の相談支援専門員と相談して「サービス等利用計画」を作成
し、サービスを利用します。 

相談支援専門員 
障害支援区分認定を受けた方やその家族からの相談を受け、サービス等利用計画を作成します。
障害福祉情報サービスかながわ（15ページ参照）で検索することができます。

主な障害福祉サービス 
各サービスの詳細は、『ふれあい－障害福祉の案内－』（14ページ参照）をご覧ください。 

名称 内容 
居宅介護 
（ホームヘルプサービス） 

ホームヘルパーが家庭を訪問し、身体の介護や家事の援助を行いま
す。 

短期入所 
（ショートステイ） 

障害福祉施設等において短期間、必要な介護などの支援を行いま
す。 

就労継続支援 通常の事業所に雇用されることが困難な方に対し、就労の機会を提
供し、生産活動などを通じ、必要な知識及び能力の向上のための訓
練を行います（20 ページ参照）。 

移動支援 安全かつ円滑に外出（社会生活上必要な外出、余暇活動など社会参
加のための外出）できるよう、移動についての支援を行います。 

１０ 障害福祉サービス
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日常生活自立支援事業
認知症などの理由で自分自身では金銭管理や重要な書類の保管が困難な方が、福祉サービスの
利用援助や金銭管理などの支援を受けることができます。 
[U R L] http://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000022325.html 

名称 連絡先・所在地
川崎区あんしん 
センター 

044-245-1144 [FAX] 044-211-8741 
[住所] 川崎区富士見 1-6-3 読売川崎富士見ビルB-1 棟 6階

幸区あんしん 
センター

044-556-5082 [FAX] 044-556-5577 
[住所] 幸区戸手本町 1-11-5 さいわい健康福祉プラザ 福祉パルさいわい内

中原区あんしん 
センター

044-722-6122 [FAX] 044-711-1260 
[住所] 中原区今井上町1-34 和田ビル 1階 福祉パルなかはら内

高津区あんしん 
センター

 044-812-5833 [FAX] 044-812-3549 
[住所] 高津区溝口 1-6-10 てくのかわさき 3階 福祉パルたかつ内

宮前区あんしん 
センター

 044-856-5788 [FAX] 044-852-4955 
[住所] 宮前区宮崎 2-6-10 宮崎ガーデンオフィス 4階 福祉パルみやまえ内

多摩区あんしん 
センター

 044-933-2411 [FAX] 044-911-8119 
[住所] 多摩区登戸 1763 ライフガーデン向ヶ丘 2階 福祉パルたま内

麻生区あんしん 
センター

 044-952-5711 [FAX] 044-952-1424 
[住所] 麻生区万福寺 1-2-2 新百合 21ビル 1階 福祉パルあさお内

川崎市あんしん 
センター

 044-739-8727 [FAX] 044-739-8738 
[住所] 中原区上小田中6-22-5 川崎市総合福祉センター6階

成年後見制度
認知症、知的障害、精神障害などの理由により、判断能力が不十分な方々は、財産・金銭の管
理や、さまざまな法的手続きを行う必要があっても、自分でこれらのことを行うのが難しい場合
があります。また、自分に不利益な契約であっても、よく判断ができずに契約を結んでしまい、
悪徳商法等の被害にあう恐れもあります。このような判断能力が不十分な方々の財産や権利を保
護し、生活を支援することを目的とした制度が成年後見制度です。 
法定後見制度の申立ては、本人・配偶者・四親等内の親族等法律で定められた申立権者の方
が、本人のお住まいの地区を管轄する家庭裁判所に対して行います。川崎市にお住まいの方は、
横浜家庭裁判所川崎支部が管轄の家庭裁判所となります。 
[U R L] http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/23-15-0-0-0-0-0-0-0-0.html

１１ 権利擁護
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任意後見制度 
自分自身で任意後見人になってくれる人と後見してもらう内容について任意後見契約を結んで
おくことにより、自分の判断能力が不十分になったときに、契約に従って任意後見人が援助して
くれます。任意後見契約は、公証人による公正証書で作成し、登記する必要があります。 
[U R L] http://www.koshonin.gr.jp/business/b02 

消費者行政センター
商品・サービスの契約トラブルなど、消費生活に関する相談をすることができ、問題解決のた
めの助言や斡旋などを行います。 
[U R L] http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/16-6-8-0-0-0-0-0-0-0.html
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