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認知症アクションガイドブック
別冊 

令和 4 年 3 ⽉発⾏ 

令和「あれ、おかしいな｣と思ったら 
A-1 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。 
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000116704.html 
[電話] 0570-04-0104 [住所] 多摩区登⼾ 1803 たけやビル 2 階 
[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）、専⾨医相談は予約制 
 

●本冊⼦の掲載情報は、令和 4 年 3 ⽉現在のものです。変更される場合があ
りますので、ご利⽤の際は事前にご確認ください。 

●本冊⼦に掲載されている制度・サービスを利⽤するためには、⼀定の要件
（年齢、要⽀援・要介護度、障害者⼿帳、収⼊など）が必要な場合があり
ますので、各窓⼝に問い合わせるか、参考冊⼦・サイトをご確認くださ
い。 

●本冊⼦の内容は随時更新します。最新版は、川崎市公式ウェブサイト「認
知症に関する情報」でご確認ください。 
http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/23-14-0-0-0-0-0-0-0-0.html 

●令和４年 3 ⽉以降の組織名称で掲載しています。 
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A-2 ①地域包括⽀援センター 
⾼齢者の福祉・医療・介護全般の相談窓⼝で、市内に 49 か所あります。 
それぞれ担当地域が決まっています。 
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 [電話] 044-222-7792 [FAX] 044-222-7796 
[住所] 川崎区本町 1-1-1 [担当地域] 本町、榎町、堀之内町、
宮本町、東⽥町、砂⼦、港町、駅前本町、富⼠⾒ 1 丁⽬、宮前
町、新川通、鈴⽊町、旭町、境町 

恒春園 [電話] 044-211-6313 [FAX] 044-223-1240 
[住所] 川崎区⼩川町 10-10 [担当地域] ⾙塚、南町、⽇進町、
元⽊、池⽥、下並⽊、堤根、京町 1・2 丁⽬、⼩川町       

⼤島中島 [電話] 044-201-8831 [FAX] 044-201-8834 
[住所] 川崎区中島 2-3-2-101 [担当地域] 富⼠⾒ 2 丁⽬、中
島、⼤島、⼤島上町 

京町 [電話] 044-333-7920 [FAX] 044-333-7938 
[住所] 川崎区京町 2-15-6 神和ビル 3 階 [担当地域] ⼤川町、
⼩⽥ 2~7 丁⽬、浅⽥、京町 3 丁⽬、⽥辺新⽥、⽩⽯町 

ビオラ川崎 [電話] 044-329-1680 [FAX] 044-322-2553 
[住所] 川崎区⼩⽥栄 2-1-7 [担当地域] 渡⽥、渡⽥向町、渡⽥
東町、⼩⽥栄、渡⽥新町、渡⽥⼭王町、⼩⽥ 1 丁⽬ 

桜寿園 [電話] 044-287-2558 [FAX] 044-287-2577 
[住所] 川崎区桜本 2-39-4 [担当地域] 桜本、追分町、浜町、
鋼管通、⽥島町、浅野町、南渡⽥町、池上町、扇町、扇島 

⼤師中央 [電話] 044-270-5112 [FAX] 044-287-5562 
[住所] 川崎区⼤師駅前 1-1-5 川崎⼤師パークホームズ 104 
[担当地域] ⼤師公園、四⾕下町、四⾕上町、観⾳、池上新町、台町、中瀬 
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藤崎 [電話] 044-270-3215 [FAX] 044-270-5682 
[住所] 川崎区藤崎 4-20-1 ⽮⼝ビル 1 階 [担当地域] 川中島、
藤崎、伊勢町、⼤師駅前 

⼤師の⾥ [電話] 044-266-9130 [FAX] 044-266-9131 
[住所] 川崎区⽇ノ出 2-7-1 [担当地域] ⼤師河原、東⾨前、 
昭和、⼤師町、⼤師本町、殿町、⽥町、江川、⽇ノ出、出来
野、塩浜、⼩島町、浮島町、夜光、千⿃町、⽔江町、東扇島 

 
幸区 

名称 連絡先・所在地・担当地域 
幸⾵苑 [電話] 044-556-4355 [FAX] 044-511-3511 

[住所] 幸区都町 64-1 [担当地域] 幸町、中幸町、堀川町、 
柳町、⼤宮町、南幸町、都町、神明町 

夢⾒ケ崎 [電話] 044-580-4765 [FAX] 044-742-8040 
[住所] 幸区南加瀬 1-7-14 [担当地域] ⼩倉（⼩倉 1-1 以外）、
南加瀬 

かしまだ [電話] 044-540-3222 [FAX] 044-540-3220 
[住所] 幸区新塚越 201 ルリエ新川崎 6 階  [担当地域] 古川
町、新塚越、下平間、⽮上、北加瀬、⿅島⽥ 

しゃんぐりら [電話] 044-520-3863 [FAX] 044-520-3861 
[住所] 幸区東⼩倉 6-1 [担当地域] 遠藤町、⼾⼿本町、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 

[電話] 044-520-1905 [FAX] 044-520-1906 
[住所] 幸区東古市場 116-12 [担当地域] ⼩向、⼩向東芝町、
⼩向仲野町、⼩向町、⼩向⻄町、東古市場、古市場、古市場
１･2 丁⽬ 

さいわい東 [電話] 044-555-1411 [FAX] 044-555-1412 
[住所] 幸区⼾⼿ 4-1-9 [担当地域] ⼾⼿、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 [電話] 044-455-0980 [FAX] 044-455-0883 
[住所] 中原区⽊⽉祗園町 2-1 [担当地域] ⽊⽉、⽊⽉住吉町、
苅宿、⼤倉町、⻄加瀬、⽊⽉⼤町、⽊⽉伊勢町、⽊⽉祗園町、
井⽥三舞町 

こだなか [電話] 044-798-2332 [FAX] 044-755-5656 
[住所] 中原区上⼩⽥中 3-21-20-101 [担当地域] 新城、下新
城、新城中町、上新城、上⼩⽥中 

ひらまの⾥ [電話] 044-544-4012 [FAX] 044-544-3961 
[住所] 中原区上平間 611-1 [担当地域] 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 [電話] 044-740-2814 [FAX] 044-740-2816 
[住所] 中原区宮内 1-25-1 [担当地域]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 [電話] 044-751-6661 [FAX] 044-751-6385 
[住所] 中原区井⽥ 2-27-1 [担当地域] 井⽥中ノ町、井⽥、井
⽥杉⼭町、下⼩⽥中 

とどろき [電話] 044-281-3666 [FAX] 044-281-3616 
[住所] 中原区今井南町 8-5 アイテック武蔵⼩杉 101  
[担当地域] 新丸⼦東、市ノ坪、⼩杉町、今井南町、今井仲町、
今井⻄町、今井上町 

 
 
 
 
 



55 

⾼津区  
名称 連絡先・所在地・担当地域 

わらく [電話] 044-799-7951 [FAX] 044-799-7952 
[住所] ⾼津区千年 141 [担当地域] 千年新町、千年、⼦⺟⼝、
明津 

すえなが [電話] 044-861-5320 [FAX] 044-861-6194 
[住所] ⾼津区末⻑ 1-3-13 [担当地域] 末⻑、新作 

陽だまりの園 [電話] 044-814-5637 [FAX] 044-814-5636 
[住所] ⾼津区諏訪 2-10-15 [担当地域] ⼆⼦、瀬⽥、諏訪、
北⾒⽅、下野⽑ 

溝⼝ [電話] 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  
[担当地域] 溝⼝、久本、坂⼾ 

ひさすえ [電話] 044-797-6531 [FAX] 044-797-6540 
[住所] ⾼津区久末 410 エムアール久末１階  
[担当地域] 蟹ヶ⾕、久末、東野川、北野川 

樹の丘 [電話] 044-820-8401 [FAX] 044-820-8402 
[住所] ⾼津区久地 4-19-8 ３階 [担当地域] 宇奈根、久地、
下作延 

リ・ケア向ヶ丘 [電話] 044-865-6238 [FAX] 044-865-6239 
[住所] ⾼津区向ヶ丘 130-9 [担当地域] 梶ヶ⾕、上作延、向
ヶ丘 
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宮前区 
名称 連絡先・所在地・担当地域 

みかど荘 [電話] 044-777-5716 [FAX] 044-777-1193 
[住所] 宮前区⻄野川 3-39-11 [担当地域] 梶ヶ⾕、南野川、
野川台、野川本町、⻄野川 

鷲ヶ峯 [電話] 044-978-2724 [FAX] 044-976-6470 
[住所] 宮前区菅⽣ヶ丘 13-1 [担当地域] ⽔沢、潮⾒台、菅⽣、
菅⽣ヶ丘、初⼭ 

富⼠⾒プラザ [電話] 044-740-2883 [FAX] 044-777-3239 
[住所] 宮前区南野川 1-8-11 [担当地域] 有⾺、東有⾺ 

レストア川崎 [電話] 044-976-9590 [FAX] 044-976-9591 
[住所] 宮前区⽝蔵 2-25-9 [担当地域] 鷺沼、⼟橋、⽝蔵 

フレンド神⽊ [電話] 044-871-1180 [FAX] 044-877-2800 
[住所] 宮前区神⽊本町 5-12-15 [担当地域] 五所塚、⽩幡台、
平、神⽊本町 

宮前平 [電話] 044-872-7144 [FAX] 044-852-3377 
[住所] 宮前区⾺絹 6-20-4 [担当地域] ⼩台、宮前平、宮崎 6
丁⽬、⾺絹 

ビオラ宮崎 [電話] 044-948-5371 [FAX] 044-948-5372 
[住所] 宮前区宮崎 2-8-32 コスモ宮崎台 102  
[担当地域] けやき平、南平台、神⽊、宮崎、宮崎 1 丁⽬~5 丁⽬  
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多摩区 
名称 連絡先・所在地・担当地域 

⻑沢壮寿の⾥ [電話] 044-935-0086 [FAX] 044-935-0093 
[住所] 多摩区三⽥ 1-18-11 パート 8 １階 
[担当地域] 東⽣⽥、枡形 5~7 丁⽬、⻑沢、東三⽥、三⽥ 

多摩川の⾥ [電話] 044-935-5531 [FAX] 044-935-3511 
[住所] 多摩区中野島 6-13-5 [担当地域]和泉、布⽥、中野島、
⽣⽥ 1~3 丁⽬ 

太陽の園 [電話] 044-959-1234 [FAX] 044-959-1233 
[住所] 多摩区栗⾕ 2-16-6 [担当地域] 南⽣⽥、⻄⽣⽥、栗⾕ 

菅の⾥ [電話] 044-946-5514 [FAX] 044-946-3432 
[住所] 多摩区菅北浦 3-10-20 [担当地域] 菅、菅野⼾呂、菅
稲⽥堤、菅⾺場 1・2 丁⽬、菅城下、菅北浦 

しゅくがわら [電話] 044-930-5151 [FAX] 044-930-5911 
[住所] 多摩区宿河原 6-20-19 [担当地域] 宿河原 3~7 丁⽬、
堰、⻑尾 3~7 丁⽬ 

よみうりラン
ド花ハウス 

[電話] 044-969-3116 [FAX] 044-969-3160 
[住所] 多摩区菅仙⾕ 4-1-4 [担当地域] 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 

登⼾ [電話] 044-933-7055 [FAX] 044-933-7077 
[住所] 多摩区登⼾ 1891 第３井出ビル３階 [担当地域] 登⼾、 
登⼾新町、宿河原 1・2 丁⽬、⻑尾 1・2 丁⽬ 
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⿇⽣区 
名称 連絡先・所在地・担当地域 

柿⽣アルナ園 [電話] 044-989-5403 [FAX] 044-988-9774 
[住所] ⿇⽣区上⿇⽣ 5-19-10 [担当地域]王禅寺⻄ 5~8 丁⽬ 
⽩⼭、上⿇⽣、上⿇⽣ 5~7 丁⽬、下⿇⽣ 1 丁⽬ 

栗⽊台 [電話] 044-987-6505 [FAX] 044-380-7970 
[住所] ⿇⽣区栗平 2-1-6 ⼩⽥急マルシェ栗平１階  
[担当地域] 細⼭、⾦程、向原、栗平 2 丁⽬、栗⽊台、栗⽊、南
⿊川、⿊川、はるひ野 

虹の⾥ [電話] 044-986-4088 [FAX] 044-986-1027 
[住所] ⿇⽣区王禅寺 963-26 [担当地域] 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 [電話] 044-986-4986 [FAX] 044-986-4987 
[住所] ⿇⽣区⽩⿃ 1-9-20 [担当地域] ⽚平、⽩⿃、五⼒⽥、
古沢、岡上、栗平 1 丁⽬ 

百合丘 [電話] 044-959-6522 [FAX] 044-712-0202 
[住所] ⿇⽣区東百合丘 3-17-4 るーむら⿇⽣２階  
[担当地域] ⾼⽯ 4〜6 丁⽬、東百合丘、百合丘 

新百合 [電話] 044-969-3388 [FAX] 044-969-0200 
[住所] ⿇⽣区上⿇⽣ 3-14-20 つくしの⾥内 
[担当地域] 王禅寺⻄ 1~4 丁⽬、王禅寺東 1・2 丁⽬、上⿇⽣ 1~4 丁⽬  

⾼⽯ [電話] 044-959-6020 [FAX] 044-959-6021 
[住所] ⿇⽣区千代ヶ丘 1-2-9 [担当地域] ⾼⽯ 1~3 丁⽬、多
摩美、万福寺、千代ヶ丘 
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A-2 ②若年性認知症サポートデスク 
若年性認知症サポートデスクでは、若年性認知症⽀援コーディネーターが、ご
本⼈やご家族、企業等からのご相談を受付、⽀援に関わるネットワークの調整
などを⾏っております。 
[電話] 044-400-7060   [住所] ⾼津区下作延 6-4-3 エムズヒル 3 階 
[受付時間] ⽉〜⾦曜⽇ 9 時〜16 時（祝⽇・年末年始除く） 
 

A-2 ③認知症地域⽀援推進員 
地域における認知症の普及啓発、認知症カフェ等の運営⽀援や、認知症疾患医
療センター等の医療関係や介護サービス及び地域包括⽀援センターなど、地域
の医療と介護の連携体制の構築に取り組んでいます。各区役所地域⽀援課に配
置されています。詳しくは、A-3 までお問合わせください。 
 

A-3 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)・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。 

担当窓⼝ 電話 FAX 
川崎 ⾼齢・障害課 ⾼齢者⽀援係 

障害者⽀援係(⾝･知) 
精神保健係 

044-201-3080 
044-201-3215 
044-201-3213 

044-201-3291 
 

地域⽀援課 地区⽀援係 
地域サポート係 

044-201-3214 
044-201-3206 

044-201-3293 

⼤師 ⾼齢・障害担当 ⾼齢者⽀援担当 
障害者⽀援担当 

044-271-0157 
044-271-0162 

044-201-0128 

地域⽀援・ 
児童家庭担当 

地区⽀援担当 044-271-0145 

⽥島 ⾼齢・障害担当 ⾼齢者⽀援担当 
障害者⽀援担当 

044-322-1986 
044-322-1984 

044-322-1995 
 

地域⽀援・ 
児童家庭担当 

地区⽀援担当 044-322-1978 
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担当窓⼝ 電話 FAX 
幸 ⾼齢・障害課 ⾼齢者⽀援係 

障害者⽀援係(⾝･知) 
精神保健係 

044-556-6619 
044-556-6654 
044-556-6659 

044-555-3192 
 

地域⽀援課 地区⽀援係 
地域サポート係 

044-556-6648 
044-556-6693 

044-555-1336 

中原 ⾼齢・障害課 ⾼齢者⽀援係 
障害者⽀援係(⾝･知) 
精神保健係 

044-744-3217 
044-744-3382 
044-744-3297 

044-744-3345 
 

地域⽀援課 地区⽀援係 
地域サポート係 

044-861-3315 
044-861-3259 

044-861-3307 

⾼津 ⾼齢・障害課 ⾼齢者⽀援係 
障害者⽀援係(⾝･知) 
精神保健係 

044-861-3255 
044-861-3325 
044-861-3309 

044-861-3249 
044-861-3238 
044-861-3249 

地域⽀援課 地区⽀援係 
地域サポート係 

044-861-3315 
044-861-3259 

044-861-3307 

宮前 ⾼齢・障害課 ⾼齢者⽀援係 
障害者⽀援係(⾝･知) 
精神保健係 

044-856-3242 
044-856-3304 
044-856-3262 

044-856-3163 
 

地域⽀援課 地区⽀援係 
地域サポート係 

044-856-3302 
044-856-3308 

044-856-3237 

多摩 ⾼齢・障害課 ⾼齢者⽀援係 
障害者⽀援係(⾝･知) 
精神保健係 

044-935-3266 
044-935-3302 
044-935-3324 

044-935-3396 
 

地域⽀援課 地区⽀援係 
地域サポート係 

044-935-3294 
044-935-3101 

044-935-3276 

⿇⽣ ⾼齢・障害課 ⾼齢者⽀援係 
障害者⽀援係(⾝･知) 
精神保健係 

044-965-5148 
044-965-5159 
044-965-5259 

044-965-5206 
 

地域⽀援課 地区⽀援係 
地域サポート係 

044-965-5157 
044-965-5160 

044-965-5169 
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A-4 認知症疾患医療センター 
認知症に関する専⾨医療相談をお受けする医療機関です。 
ttp://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000055736.html  

市⽴川崎病院 認知症疾患医療センター 
[電話] 044-233-5521(代表)   [住所] 川崎区新川通 12-1 
[受付時間] ⽉〜⾦曜⽇ 8 時 30 分〜17 時 00 分（祝⽇・年末年始除く） 

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 
[電話] 044-733-2007 [住所] 中原区⼩杉町 1-383 
[受付時間] ⽉〜⾦曜⽇ 9 時〜16 時 

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

かわさき記念病院 認知症疾患医療センター 
[電話] 044-977-3100（直通） [住所] 宮前区潮⾒台 20-1  
[受付時間] ⽉〜⾦曜⽇ 9 時〜17 時 ⼟曜⽇ 9 時〜12 時（祝⽇・年末年始除く） 
 
A-5 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
成し各サービス事業所と連絡調整等を⾏います。 
介護保険の事業所情報はインターネットで閲覧できます。 
介護サービス情報公開 http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/ 
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正しく知る 
B-1 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、各区役所地域⽀援課地域サポート係 A-3 にお問い合わせいた
だくか、川崎市公式ウェブサイトをご確認ください。（Ｐ23 参照）
http://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000059483.html  
 
 

B-2 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」、川崎市地域包括ケアシステムポ
ータルサイトなどでお知らせしています。（Ｐ23 参照） 
https://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/23-14-4-0-0-0-0-0-0-0.html  
 
 

B-3 川崎市⽴図書館 
区 名称 住所 

川崎区 川崎図書館 [電話] 044-200-7011 
[住所]川崎区駅前本町 12-1 タワーリバーク 4F 

⼤師分館 [電話] 044-266-3550 
[住所]川崎区⼤師駅前 1-1-5 川崎⼤師パークホームズ 2F プラザ⼤師 

⽥島分館 [電話] 044-333-9120 
[住所]川崎区追分町 16-1 カルナーザ川崎 4F プラザ⽥島 

幸区 幸図書館 [電話] 044-541-3915 
[住所]幸区⼾⼿本町 1-11-2 幸⽂化センター 

⽇吉分館 [電話] 044-587-1491 
[住所]幸区南加瀬 1-7-17 

中原区 中原図書館 [電話] 044-722-4932 
[住所]中原区⼩杉町 3-1301 駅前複合ビル 5･6 階 
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⾼津区 ⾼津図書館 [電話] 044-822-2413 
[住所]⾼津区溝⼝ 4-16-3  

橘分館 [電話] 044-788-1531 
[住所]⾼津区久末 2012-1 プラザ橘 

宮前区 宮前図書館 [電話] 044-888-3918 
[住所]宮前区宮前平 2-20-4 宮前⽂化センター 

多摩区 多摩図書館 [電話] 044-935-3400 
[住所]多摩区登⼾ 1775-1 多摩区総合庁舎 

菅閲覧所 [電話] 044-946-3271 
[住所]多摩区菅 3-1-1 K・T プラザビル 3F・4F 

⿇⽣区 ⿇⽣図書館 [電話] 044-951-1305 
[住所]⿇⽣区万福寺 1-5-2 ⿇⽣⽂化センター 

柿⽣分館 [電話] 044-986-6470 
[住所]⿇⽣区⽚平 3-3-1  

※この他、有⾺・野川⽣涯学習⽀援施設（アリーノ）では、市⽴図書館の資料の予約お
よび予約資料の受け取りができます。詳しくは、「有⾺・野川⽣涯学習⽀援施設（アリ
ーノ）での予約本の受け取り」をご覧ください。 
 
 

B-4 家族のためのケアの講座 
川崎市では、認知症の症状を緩和するケアの⽅法を学ぶ「認知症あんしん⽣活
実践塾」を開催しています。直近の開催予定は、川崎市公式ウェブサイト「認
知症に関する情報」（Ｐ23 参照）でご確認ください。 
 
B-5 認知症⾼齢者介護教室 
認知症に関する知識を学び、介護の不安を専⾨職などと分かち合う教室です。
各区役所地域⽀援課地区⽀援係 A-３で開催しています。直近の開催予定は直接
ご確認ください。 
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仲間をつくる 
C-1 認知症のひととみんなのつながるカフェ(認知症カフェ・地域カフェ) 
認知症の⽅やその家族、地域住⺠など地域の誰もが気軽に集える場です。専⾨
職による講話、楽器演奏、体操など、カフェによって内容はさまざまです。料
⾦や参加要件などについては、直接各カフェにご確認ください。 
また、カフェの情報は随時更新いたしますのでホームページをご覧ください。 
https://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/23-14-4-2-0-0-0-0-0-0.html  
 

C-2 家族会 
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ます。詳しくは、NPO 法⼈川崎市認知症ピアサ
ポートセンター（電話：044-932-0301）までお問い合わせください。 
 

認知症の⼈と家族の会神奈川県⽀部 
全国に⽀部があり、神奈川県⽀部は横浜市内にあります。 
[電話] 045-548-8061 
[住所] 横浜市神奈川区反町 3 丁⽬ 17 番 2 号 神奈川県社会福祉センター5 階 
[⽇時] ⽉・⽔・⾦曜⽇ 10 時〜16 時（年末年始除く）  
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役割を持つ 
 

D-1 ボランティア活動 
ボランティア活動を探したい場合は、以下にご相談ください。 

名称 連絡先 
川崎市社会福祉協議会ボランティア活動振興センター [電話] 044-739-8718 
かわさき市⺠活動センター [電話] 044-430-5566 

 

D-2 障害者地域就労援助センター 
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さまざまな⽀援を⾏います。 

名称 連絡先 
川崎南部就労援助センター [電話] 044-201-8663 
中部就労援助センター [電話] 044-739-1294 
百合丘就労援助センター [電話] 044-281-3985 

 
若年性認知症サポートデスク 
企業とともに、職務内容や雇⽤・勤務形態の⾒直し等、就労継続や再就職の⽀
援をします。詳しくは、Ａ-2-②までお問合わせください。 
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お⾦に関する制度を使う 
以下に掲載している制度について、詳しくは、『ふれあい−障害福祉の案内−』
をご覧ください。（Ｐ22 参照） 
E-1 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。 
 

E-2 ⼿当・年⾦ 
認知症と診断された⽅のうち⼀定の要件に該当する⽅は、特別障害者⼿当や障
害基礎年⾦、障害厚⽣年⾦などを受給できる場合があります。 
 

E-3 障害者⼿帳 
認知症と診断された⽇から 6 か⽉経過で、精神障害者保健福祉⼿帳を、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。 
 

E-4 控除・割引 
障害者⼿帳を持っていると、①所得税および住⺠税の控除、②少額預⾦等利⼦
の⾮課税、③NHK 放送受信料の減免措置、④携帯電話利⽤料⾦の割引サービス、
⑤美術館・博物館・遊園地などの料⾦の割引など、さまざま税⾦・料⾦の控
除・割引を受けられます。 
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交通に関する制度を使う 
F-1 交通に関する制度 

   名称 内容 参照 
⾼齢者特別乗⾞
証明書 

満 70 歳以上の⽅にお送りしている「⾼齢者
特別乗⾞証明書」を提⽰することにより、市
内の路線バスの料⾦が割引になったり、フリ
ーパスを購⼊することができます。 

『⾼齢者福祉
のしおり』 

ふれあいフリー
パス 

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）は、川崎市内の路線バスに乗
⾞できる「川崎市ふれあいフリーパス」の交
付を受けることができます。 

『ふれあい−
障害福祉の案
内−』 

タクシー料⾦の
割引 

障害者⼿帳をお持ちの⽅は、（社）神奈川県タ
クシー協会および神奈川県個⼈タクシー事
業連合会に加盟するタクシーの料⾦が割引
になります。 
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内−』 
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神奈川県警察
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今までの⽣活を続ける 
 

G-1 認知症等で⾏⽅不明となりそうな（なった）場合のサービス 
専⽤端末を持っていただき、⾏⽅不明になったときにその電波をキャッチして
現在地を家族にお知らせするサービスです（⾼齢者等緊急通報システム事業）。
事前に登録して頂くことにより、⾏⽅不明になったときに、ご家族から提供さ
れた届出書をもとに関連機関に情報を提供し、本⼈の安全確保と家族への⽀援
を図ります。（認知症等⾏⽅不明 SOS ネットワーク事業）。詳しくは、各区役所
⾼齢者⽀援係（A-3 参照）までお問い合わせください。 
https://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/23-1-22-1-0-0-0-0-0-0.html    
     
 

G-2 災害時緊急連絡カード 
災害時をはじめとした緊急時に、救護活動や治療のために必要な情報を伝える
ことができます。カードは、各区役所⾼齢者⽀援係の窓⼝に置いてあるほか、
下記ホームページからもダウンロードすることができます。 
http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/15-9-0-0-0-0-0-0-0-0.html  
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G-3 ⾃⽴⽀援・⽣活⽀援サービス 
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』などをご覧ください。（Ｐ22 参照） 

名称 内容 
ホームヘルプサー
ビス 

ホームヘルパーに訪問してもらい、⾝体介護や家事援助をし
てもらうことができます。 

福祉⽤具の貸与・
購⼊ 

⼼⾝の機能が低下し、⽇常⽣活に⽀障のある⽅は、福祉⽤具
を借りたり、購⼊したりすることができます（⼀定の⾃⼰負
担あり）。 

排泄に関するサー
ビス 

65 歳以上の在宅の⾼齢者で、介護保険の要介護・要⽀援認定
が要介護 3〜5 の⽅は、紙おむつの給付や寝具の乾燥・丸洗
いのサービスを受けることができます。令和 2 年 10 ⽉から
40〜64 歳の若年性認知症の⽅にも対象が広がりました。詳
しくは、各区役所⾼齢者⽀援係 A-３まで。 

住宅の改修・改造 ⾝体機能の低下により介護・⽀援を必要とする⾼齢者が、住
宅の改修・改造を⾏う場合に、その費⽤の⼀部を助成しても
らえる場合があります。 

 
 

G-4 デイサービス、ショートステイなど 
   名称 内容 相談先 

デイサービス デイサービスセンターにおいて、⼊浴、⾷
事、レクリエーションや機能訓練などを⽇
帰りで⾏います。 

ケアマネジャー
（A-5 参照） 

ショートステイ 特別養護⽼⼈ホームや介護⽼⼈保健施設な
どに短期間⼊所して、⽇常⽣活上の介護や
機能訓練などを⾏います。 

ケアマネジャー
（A-5 参照） 
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できないことを助けてもらう 
H-1 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。 
http://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000022325.html 
 
H-2 成年後⾒制度 
認知症などの理由で判断能⼒が不⼗分な⽅に対して、家庭裁判所から選任され
た成年後⾒⼈などが財産管理や⾝上監護を⾏います。 
http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/23-15-0-0-0-0-0-0-0-0.html  
川崎市成年後⾒⽀援センター 
[電話] 044-712-8071 [FAX] 044-739-8738 
[住所]川崎市中原区上⼩⽥中6-22-5 川崎市総合福祉センター6階 社会福祉法
⼈川崎市社会福祉協議会 川崎市あんしんセンター内 

 
H-3 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。 
http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/16-6-8-0-0-0-0-0-0-0.html 
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将来の計画を考える 
I-1 任意後⾒制度⼿続きについて 
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。 

名称 連絡先 
川崎公証役場 [電話]044-222-7264 

[住所]川崎区駅前本町 3-1 川崎東⼝三信ビル 11 階 
溝の⼝公証役場 [電話]044-811-0111 

[住所]⾼津区溝⼝ 3-14-1 ⽥中屋ビル 2 階 

⾃宅での⽣活が難しくなったら 
J-1 ケアを受けて暮らすための住まいの場 
各施設の詳細は、『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』などをご覧ください。（Ｐ22 参照） 

名称 内容 
サービス付き⾼齢
者向け住宅 

ケアの専⾨家による安否確認や⽣活相談サービスなどを提
供するバリアフリー構造の⾼齢者⽤住宅です。 

住宅型有料⽼⼈ホ
ーム 

⾷事サービスや緊急時⽀援などが提供される⽼⼈ホームで、
介護が必要な場合は外部の介護サービスを利⽤することが
できます。 

有料⽼⼈ホーム ⼊浴・⾷事・排泄の介護や⾷事の提供などを受けながら⽣活
することができる施設です。 

グループホーム ⽐較的安定した認知症の⽅が少⼈数で共同⽣活を送りなが
ら、⼊浴・⾷事などの介護や機能訓練などを受けることがで
きます。 
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特別養護⽼⼈ホー
ム 

⾝体的、経済的理由等から⽇常⽣活を送るために常時介護
を必要とし、介護保険の要介護・要⽀援認定において、原
則要介護 3 以上の認定を受けた⽅を対象とした⽼⼈ホーム
です。 

介護⽼⼈保健施設 ⾷事や⼊浴・排泄などの⽇常⽣活のサポートや、療養上の
ケアを受け、リハビリなどの機能訓練を通して家庭での⽣
活に戻れるように⾃⽴復帰を⽬指す施設です。 

 

参考になる冊⼦ ※本誌に掲載していない情報もあります。 
●『⾼齢者福祉のしおり』『こんにちは介護保険です』（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)・健康福祉ステーシ
ョンで配布）https://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』（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)・健康福祉ステー
ションで配布）https://kawasaki.heartpage.jp/ 

●『正しく知ろう認知症』（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)・健康福祉ステーションで配布） 
https://www.city.kawasaki.jp/350/cmsfiles/contents/0000128/128073/tadasiku   

●『若年性認知症ガイドブック』（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)・健康福祉ステーションで配布）
https://www.city.kawasaki.jp/350/cmsfiles/contents/0000128/128073/jyakunenn 

●『ふれあい−障害福祉の案内−』 
http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/23-2-33-1-0-0-0-0-0-0.html  
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参考になるサイト 
●認知症に関する情報（川崎市公式ウェブサイト） 
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） 
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 
https://www.kawasaki-chikea.jp/ 
 

●介護情報サービスかながわ 
http://www.rakuraku.or.jp/kaigonavi/  
 
●認知症介護情報ネットワーク 
https://www.dcnet.gr.jp/ 
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