
 

 

認知症 

お役立ち BOOK 

横須賀版 

NICOT（にこっと）って？ 

認知症高齢者等（にんちしょうこうれいしゃとう） 

の頭文字をとり、「にこっと」としています。 
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認知症は誰がなってもおかしくない、 とても身近な病気です。 

そして認知症になったからといって人生が終わるわけではありません。 

不自由さや生きづらさがあっても、 自分が自分であることに変わりはなく 

困難の中にも希望、 新しい発見、 未来があります。 

 

やみくもに恐れずに、認知症を正しく知りましょう。 

置かれた状況を受け止める方法を探しましょう。 

心配なことは一人で抱え込まず、 人に話し相談しましょう。 

 

当事者の会や家族の会に参加して同じ悩みを抱えている人と 

気持ちを分かち合い、孤立しないようにしましょう。 

 

認知症であるご本人が、誰よりも一番とまどい、焦り、不安や恐怖を 

抱えているかもしれないと心に留めて。 

 

この 『認知症お役立ち BOOK』 の情報が認知症とともに生きる 

すべての方々の新しい一歩を踏み出す機会となりますように。 

認知症になっても自分らしく 

          暮らしつづけるために・・・ 
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認知症に早く気づこう 
 

「いつもと違う忘れ方…？」「もしかして認知症…？」と感じたら、 

そのままにせず、できるだけ早めに医療機関を受診しましょう。 

他の病気と同じように、認知症も早期発見がとても大切です。年単位でゆっくり 

進行する病気ですが、早い段階から症状にあった適切な治療をすることで、 

ご本人もご家族も、その人らしい暮らしを続けることができます。 

認知症とは 
 

何らかの原因で脳に病変が生じ、記憶力や判断力などの認知機能が低下し、 

日々の生活に支障をきたした「状態」をいいます。原因となる疾患は 70 種類以上

あるとされていますが、多くを占めるのが４大認知症です。 

 

現在、65 歳以上の高齢者の７人に１人が認知症といわれており、2025 年には 

５人に１人が認知症になると推測されます。 

 

認知症を正しく理解しましょう 
 

状態に合わせた上手な対応を身に付ければ、進行を和らげることができます。 

認知症の進行によって変化する病状や行動に合わせた対応を心がけましょう。 

多くを占める４大認知症 

●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 

症状に合わせてできること 

●あれ？と思ったら相談する ●住まいの環境を整える 

●居場所や仲間を増やす ●地域資源を活用する 

●医療、介護サポートを受ける 

早期発見のメリット 

●改善が期待できる認知症もある 

●進行のスピードを遅らせることができる 
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●まずは相談しましょう 

不安を感じたら、まずは誰かに相談しましょう。 

１人で抱え込むと不安は一層広がります。 

 

●介護保険サービスなどの社会資源を活用しましょう 

認知症の状態や生活環境に合わせて、日々の生活を支援できるような介護保険サ

ービスがあります。介護保険サービス以外にも、家事のお手伝いや配食、食事・

入浴・排泄介護などのサービスがあります。 

必要な制度やサービスを利用しましょう。また、地域によっては支え合いの活動

が増えてきています。 

 

 

 

 

 

 

●地域の力を活用しましょう 

当事者の会や家族の会に参加をしましょう。 

同じ悩みをもった者同士で、認知症に関する情報を共有したり、気持ちを分かち

合うことができます。ちょっと出かけてみませんか？ 

 

 

 

 

 

  

●地域包括支援センター・・・・・・・・・・・・P２、冊子裏面 

●認知症コールセンター・・・・・・・・・・・・P３ 

●若年性認知症に関する相談・・・・・・・・・・P３ 

●横須賀市福祉部地域福祉課家族支援係・・・・・P４ 

●横須賀市認知症支援事業・・・・・・・・・・・P４ 

●認知症サポーター・・・・・・・・・・・・・・P７ 

●認知症カフェ・・・・・・・・・・・・・・・・P８ 

 
困ったときは 

 

高齢者の介護、健康、福祉、医療、生活に関する総合相談窓口として地域の様々

な資源と結びつくためのお手伝いをしています。主任ケアマネジャー、保健師・

看護師、社会福祉士が、それぞれの専門性を活かしてアドバイスをします。 

悩みなどの相談もお受けでき、相談には費用がかかりません。1人で悩まず 

まずは、お住まいの地域の地域包括支援センターにお気軽にご相談下さい。 

詳しくは、冊子の裏面をご覧ください。 

 
地域包括支援センター 
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若年性認知症とは65歳未満で認知症を発症した場合をいいます。 

神奈川県は、若年性認知症の人が適切な支援を受けられるよう若年性認知症支

援コーディネーターを配置しています。若年性認知症コーディネーターは、ご本

人やその家族などからの相談に対して、解決に向けた支援（訪問、サービス利用

支援、関係機関との連携等）をします。 

若年性認知症の人や家族が利用する関係機関や雇用する企業などからの各種相

談や必要な支援制度、サービスなどを紹介するとともに関係機関の連携調整を行

うこともできます。 

 

名称 電話番号 受付時間 

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 
月～金 
８時30分～17時15分 
（祝日、年末年始を除く） 

 

 

神奈川県では、認知症の方や介護をしている家族などからの電話相談窓口とし

て、「家族の会」の人たちが運営する「認知症コールセンター」を開設していま

す。日常生活のちょっとした変化に気が付いたら、早めにご相談ください。 

 

 親や配偶者が認知症になったかも・・・ 

 介護が辛い、話を聞いて欲しい 

 利用できるサービスについて知りたい 

 医療機関を紹介して欲しい 

 成年後見制度、日常生活自立支援事業などを利用したい 

 同じ悩みを持つ仲間同士の交流会に参加してみたい 

 

名称 電話番号 受付時間 
 
かながわ認知症コールセンター 
 

0570-０-78674 月・水 10 時～20 時 
土 10 時～16 時 

 
よこはま認知症コールセンター 
 

045-662-7833 火・木・金 10 時～16 時 

 
若年性認知症コールセンター 
 

0800-100-2707 月～土 10 時～15 時 
（祝日、年末年始を除く） 

 
認知症コールセンター 

 
若年性認知症に関する相談 
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事業名 事業内容 担当 

専門医によるもの忘れ相談 
専門医がもの忘れについて相談に応じます。 
※予約制、月２回 

健
康
長
寿
課 

介
護
予
防
係 

横須賀にこっとパス 
（認知症ケアパス） 

 

若年性認知症のつどい 
若年性認知症の人とその家族が集まる場です。 
隔月（総合福祉会館） 

認知症高齢者介護者の集い 
介護者に関する介護の苦労・悩みを語り合える場です。 
偶数月１に回（総合福祉会館） 地

域
福
祉
課 

家
族
支
援
係 

高齢者・介護者のためのこころ
の相談 

悩みや不安に思うことを臨床心理士に相談することができま
す。※予約制、月３回 

横須賀にこっと SOS ネットワーク 

認知症により道に迷って自宅に帰れなくなってしまった時、地
域の関係機関の協力を得て、一刻も早くご家族のもとへ帰る
ためのネットワークです。事前登録制度があり、随時受付可
能です。 

問合せ先：地域福祉課家族支援係（電話：046-822-8291） 

または 地域包括支援センター（P２、冊子裏面） 

「にこっとチーム」 
（認知症初期集中支援チーム）をご存じですか？ 

「にこっとチーム」は、専門職が訪問をして、認知症のご本人とご家族と一緒にこれからの

ことを考えていくチームです。認知症になってもご本人の意思が尊重され、できる限り住み

慣れた環境で生活するために、認知症のご本人とご家族と一緒にこれからのことを 

考えていきます。対象者は主に、医療や介護サービスを受けていない 

認知症の人や、認知症の疑いがある人です。 

横須賀市は認知症になってもならなくても、その人らしく生活できるために、 

以下のような認知症支援を行っています。 

●健康長寿課介護予防係（電話：046-822-8135） 

●地域福祉課家族支援係（電話：046-822-8291） 

 
横須賀市の認知症支援について 

発症初期から後期までの症状に合わせて、
どのような医療や介護サービスが受けられる
かなどがまとめられたものです。市役所、 
各行政センター、役所屋などに置いてありま
す。ホームページからダウンロードもできます。 
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要介護 3 の夫の介護をしている方 

夫の介護をするようになってから、もう１０年になります。最近では、デイサー

ビスを週に５日、訪問看護を週に１日利用しています。自己負担があり費用が掛か

りますが、お互いに歳をとっていくので、無理をしないようにと利用しています。  

 認知症の人には、笑顔が１番良いようで、長男の嫁がニコッとすると嬉しそうに

しています。私の言う事は聞いてくれなくても、嫁の言う事は聞いてくれます。 

今更、ニコッとする事は、なかなか出来ずにいますが、お互いが気持ちよく生活

するために、ニコッとしてみようかと思っています。 

 

 

 80 歳代の夫を介護している方 

夫は、アルツハイマー型認知症と診断されました。夫は、きちんとした性格であ

りましたが、最近は、探し物や物を出したままにすることが多くなり、トイレの水

を流さないことがあります。夫の介護をしていて、なぜ自分がこんなことをしなく

ちゃいけないのかと思うこともあります。でも、今はそんな夫を受容しようと努め

ています。 

 夫を褒めて笑顔で対応すれば、笑顔が返ってきます。逃げられない立場であるこ

とにプレッシャーを感じることもありますが、過去のことを繰り返し話す夫と、い

つまでこんな風に会話をすることができるのだろうという気持ちで接しています。 

 

 

60 歳代の妻を介護している方 

 妻は医師からアルツハイマー型認知症と言われていますが、自分が認知症である

という受け入れができていません。妻はもの盗られ妄想が激しく、物を盗られない

ように隠しますが、隠した場所を忘れてしまうため、物が無くなったのは全部私の

せいになってしまいます。私の職場に電話をかけてくることもあります。薬局の人

から、「物が無いと探し物をしている時、夫一人で探し物を見つけてしまうと、夫が

盗って隠したと思われてしまうため、一緒に探した方がいいですよ。」とアドバイス

をもらいました。そのため、妻が探し物をしている時は、一緒に探すようにしてい

ます。妻の気分には波があり、一緒に探してうまくいく時もあれば、「お前が盗った

んだろ。」と口悪く言われるときもあります。 

 今は私だけではなく、第３者の人にも関わって 

もらうことで、去年より妻の症状は落ち着いたように感じます。 

 

 
介護者の集いでのお話を紹介します 
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65 歳未満で発症する若年性認知症は働き盛りが多く、高齢期の認知症とは異な

る様々な問題を抱えています。そのため、若年性認知症の方の社会参加には周囲の

配慮やサポートが必要です。若年性認知症のつどいでは、本人たちを中心に自分た

ちでやりたいことを一緒に考えて活動しています。 

 

名称 内容・開催月 

よこすか若年性 
認知症の会・タンポポ 

本人自身がやりたいことを支援者とともに一緒に考え、買い物や
散歩、歌、創作、歓談などを行います。 
４月・８月・12 月に開催 

認知症の人と家族の会 
共催：神奈川県支部 

日頃の介護の問題や悩み、思いをそれぞれ話すことで共有し合
い、制度やサービスの情報交換、体験者から介護についてアドバ
イスを得ます。本人もご参加ください。 
６月・10 月・２月に開催 

会場 横須賀市立総合福祉会館５階(本町２-１)汐入駅から徒歩６分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳しい開催日時については、 
お問い合わせください。 

 
問合せ先：健康長寿課 介護予防係 

（電話：046-822-8135） 

 

●家族が認知症と診断されたので運転をやめさせたい 

●運転免許の自主返納 

 

などの認知症に関連した運転について相談することができます。 

安全運転相談ダイヤル ♯8080 

カレー作りの時の様子 

 
運転免許について 

 
若年性認知症のつどい 
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認知症サポーターとは、認知症の人とその家族が 

安心して暮らせるよう、地域で支援して見守る応援者です。 

 

認知症サポーターは、「認知症サポーター養成講座」を受け、認知症を正しく理解し

たうえで、認知症の人や家族との関わり方や、自分にできることを考え、それぞれ

の出来る範囲で手助けをします。横須賀市内では 26,214 人（令和２年３月末現在）

のサポーターがいます。今後、認知症サポーターの活躍が期待されています。 

 

講座の受講者には、「認知症の人を支援します」という意思を示す目印の、 

「オレンジリング」が渡されます。 

 

 

問合せ先：健康長寿課介護予防係 

（電話：046-822-8135） 
 

 
認知症サポーター 

会員募集中です！！ 

一緒に認知症について考えたり 

活動をしませんか？ 

年会費 1000 円（個人会員） 

問合せ先：事務局 046-874-4470 

認知症について 

みんなで考えてみたり 

夢実現企画で登山したり 

RUN 伴で走ったり 

 

認知症フレンドリーよこすか（DFY）は、認知症になっても 

安心して暮らせる地域をつくることを目的として、様々な活動を行っています。 

 

＜活動内容＞ 

●認知症らんらんカフェ（P11） 

●会員向け勉強会 

●地域の方と認知症について考える機会 
（BASE CAMP と呼んでいます） 

●関係団体への協力 
（RUN 伴や認知症フェスタなどへの協力） 

●認知症の方とのスポーツの会 

 
認知症フレンドリーよこすか 
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【開催場所】鶴が丘２-３-９ 
【開催日時】月・火・木・金 
      11 時～15 時 
【予  約】不要 
【参 加 費】無料 
【連 絡 先】046-884-8844 

・お茶を飲みながら、ゆったりした気分で 

おしゃべりや音楽を楽しむことができます。 

・認知症について勉強したり、相談を受けつけ

ています。 

 

ひとこと 

認知症カフェとは、 認知症の人と

その家族、 認知症について気にな

る人、 地域住民、 医療やケアの

専門職など、誰もが気軽に集まり、

情報交換・相談・交流ができる場

です。地域の人が認知症について

認知症の人から学ぶ場でもありま

す。 

 

認知症カフェは月に 1～2 回開か

れている所が多く、開催時間は平

均 2 時間くらいです。認知症カフ

ェの一部をご紹介いたしますの

で、 お近くのカフェを訪れてみま

せんか？ 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６① 

６② 

６③ 

６④ 

７ 

８ ９ 

10 

11① 

11② 

11③ 

11④ 

１ 

・三輪医院の医師・看護師・管理栄養士・ケアマネジャーなど 

・ボランティアの方たち 

 

運営スタッフ 

 

 

 

 
認知症カフェ 
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【開催場所】中島内科クリニック ３階 

（米が浜通り１-17 YM ビル） 

【開催日時】３､4 か月に１回 

     第１または第 3 日曜日 

     13 時～15 時 

【予    約】要予約 

【参 加 費】100 円／回 

【連 絡 先】046-829-1091 

お茶を飲みながら、ゆったりとおしゃべ

りを楽しんだり、音楽を聞いたり、認知

症について学んだりする場です。専門職

が相談にも応じます。 

ひとこと  

ゆったりと ゆっくりと のんびりと 一人で抱えないで 
スワヒリ語で「ら」は食べる、「らら」は寝る、の意味です 

【開催場所】グリーンハイツ５-５棟前 
【開催日時】毎月第３土曜日 
      13 時半～15 時 
【予    約】不要 
【参 加 費】100 円／回 
【連 絡 先】080-8839-4699 

２ 

中島カフェ ３ 

当クリニックは糖尿病や甲状腺治療をメ

インにしています。患者さんの注射薬の打

ち忘れや、お薬の飲み忘れ等が頻繁にな

り、その対応として認知症カフェを開きま

した。 

認知症が心配な方やそのご家族が、楽しみ

ながら悩みを相談できるカフェです。 

ひとこと  

中島内科クリニック医療・介護スタッフ 

運営スタッフ 

 

ゆいの広場のスタッフ 

運営スタッフ 
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若年認知症の会タンポポが設置者、市が養成

した若年認知症サポーター、オレンジパート

ナー、認知症の人、家族が協働し、汐入メンタ

ルクリニックの全面支援をいただき運営して

います。 

運営スタッフ 

 

【開催場所】汐入メンタルクリニック３階 

（汐入町 2-7-1 山下ビル） 

【開催日時】毎月第４木曜日 

13 時～15 時 

【予   約】不要 

【参 加 費】100 円／回 

【連 絡 先】m-kishi@zc4.so-net.ne.jp 

診療所と併設の介護事業所職員が担当してい

ます。お気軽にお問合わせください。  

運営スタッフ 

 

・仲間とお茶しましょう 

・気軽に語りましょう 

・お得な情報は広めましょう 

・とにかくゆったり過ごしましょう 

ひとこと  

・ 認知症についての学習と相談を中

心にしています。 

・ お茶とお菓子を用意し、お待ちして

います。 

 

認知症が心配な方、認知症のご家族を

介護していらっしゃる方、認知症の方

のサポートをしている方などなど…。 

申込不要ですので、ちょっと 

おしゃべりしませんか? 

ひとこと  

【開催場所】神奈川みなみ医療生協 

衣笠診療所（平作 7-10-27） 

【開催日時】3 ヶ月に１回 第３水曜日 

14 時～15 時 

【予   約】不要 

【参 加 費】無料 

【連 絡 先】046-851-1062（担当 関） 

認知症カフェ・タンポポ ４ 

５ 
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ローズカフェ 
【開催場所】 

① ローズハイツ内（光風台 35-33） 

第３日曜日 （046-845-0720） 

② ローズハット内（日の出町 3-12-8） 

第２日曜日（046-821-0080） 

③ ローズハウス内（長沢 1-27-27） 

第４日曜日（046-847-0700） 

④ ローズホーム内（長瀬 1-13-3） 

第３水曜日（046-843-0706） 

 

【時   間】13 時～15 時 

【予   約】不要 

【参 加 費】100 円／回 

認知症のことでお悩みの方、外

に出る機会がない方、認知症介

護に興味のある方・・・等々、

どなたでもお気軽にお立ちより

ください。 

ひとこと  

【開催場所、日時】 

① Cool Clan URAGA （毎月第２土曜日） 

浦賀１-８-３ 

② 中島内科クリニック（毎月第４土曜日） 

米が浜通り１-17 

 

【開催時間】10 時～12 時 

【予   約】不要 

【参 加 費】 

① Cool Clan URAGA・・・ワンドリンク制 

② 中島内科クリニック ・・100 円／回 

【連 絡 先】070-7514-5548 

６ 黄色い建物
が目印です 

優しい木のぬくもりと自宅のようなや

すらぎの空間です。 

地域の方たちが外出のきっかけになり、

脳トレや手遊びをして、気軽にお茶を飲

みながら会話を楽しむ憩の場です。 

家族の方には、認知症や介護について情

報交換や悩みを相談される場として、い

らしてください。 

ひとこと  

ローズグループの職員です。 

(介護福祉士、看護師、栄養士、他)  

運営スタッフ 

 

らんらんCafé ７ 

認知症フレンドリーよこすかなどのボランティア 

運営スタッフ 
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どんな小さな悩み、困りごと、気になること、

思っていることを、お茶やコーヒーを飲みなが

らゆっくりお話ししませんか？老人ホームの

太陽の家からケアに関わっている職員や地域

包括支援センターの職員も参加します。お気軽

にご参加ください。 

地域の方々と認知症ケアについて語らい、情報を

交換して明るく楽しい時間を過ごしましょう。 

ひとこと  

ひとこと  

老人ホーム「太陽の家」職員 

浦賀地域包括支援センター 

運営スタッフ 

 

【開催場所】 ツクイ横須賀森崎 

（森崎 1-2-30） 

【開催日時】 毎月第４木曜日 

18 時～19 時半 

【予   約】 要予約 

【参 加 費】 無料 

【連 絡 先】 046-833-1777 

【開催場所】 鴨居ラボ（旧金谷医院） 

（鴨居 2-19-2） 

【開催日時】 毎月第１火曜日 

14 時～15 時 

【予   約】 不要 

【参 加 費】 100 円／回 

【連 絡 先】 046-846-5133 

 

オレンジカフェ ８ 

ツクイ職員 

運営スタッフ 

 

９ 
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ん さ わ フ カ ふ ら 

見晴らしの良い施設から海を一望する

だけでも一見の価値があります。 

そんな環境で地域住民や専門家と共に

認知症に関する幅広いテーマを用意し

て活動を行っています。 

ひとこと  
【開催場所】 さんふらわぁデイサービス 

（野比 3-10-21） 

【開催日時】 年に２回、日曜日 

13 時～16 時 

【予   約】 不要 

【参 加 費】 100 円／回 

【連 絡 先】 046-839-2115 

sunflower.info@jcom.home.ne.jp 

あ 

０縁（まるえん）カフェ 
【開催場所】 

① SOMPO ケア ラヴィーレ久里浜 

（久村 672-1） 046-833-6501 

② トレクォーレ横須賀 

（西逸見町 1-38-30） 046-829-1165 

③ SOMPO ケア ラヴィーレ横須賀 

（安浦町 2-23-1） 046-828-4165 

④ SOMPO ケア ラヴィーレ衣笠山公園 

（小矢部 4-8-15） 046-850-6541 

 

【予   約】不要 

【参 加 費】10 円 

 

※詳細はお問合せください。 

地域の方々が気軽に集まることが

でき、認知症の方、認知症のご家族

が参加をして、周りの方々とのつ

ながりを支援していけるカフェに

していきます。 

ひとこと  

10 
ェ 

11 

SOMPO ケア職員等 

運営スタッフ 

 

地域の方々およびボランティア等 

運営スタッフ 

 



 
 

地域包括支援センター名 担当地区 

追浜地域包括支援センター 鷹取・追浜本町・夏島町・浦郷町・追浜東町・浜見台・ 

☎865-5450 追浜町・追浜南町・湘南鷹取 

田浦・逸見地域包括支援センター 船越町・港が丘・田浦港町・田浦町・田浦大作町・ 
田浦泉町・長浦町・安針台・吉倉町・西逸見町・ 

☎861-9793 山中町・東逸見町・逸見が丘 

本庁第一地域包括支援センター 坂本町・汐入町・本町・稲岡町・泊町・小川町・大滝町・ 

☎828-3830 緑が丘・若松町・上町・不入斗町・鶴が丘・平和台・汐見台 

本庁第二地域包括支援センター 日の出町・米が浜通・平成町・安浦町・三春町・富士見町・ 

☎824-3253 田戸台・深田台・望洋台・佐野町 

衣笠第一地域包括支援センター 衣笠栄町・金谷・池上・阿部倉・平作・ 

☎851-1963 小矢部２、４丁目 

衣笠第二地域包括支援センター 公郷町・小矢部１、３丁目・衣笠町・大矢部・森崎 

☎838-4774  

大津地域包括支援センター 根岸町・大津町・馬堀海岸・走水・馬堀町・桜が丘・池田町 

☎842-1082  

浦賀地域包括支援センター 吉井・浦賀・浦上台・二葉・小原台・鴨居・東浦賀・浦賀丘・ 

☎846-5160 西浦賀・光風台・南浦賀 

久里浜地域包括支援センター 久里浜台・長瀬・久比里・若宮台・舟倉・内川・内川新田・ 

☎843-3112 佐原・岩戸・久村・久里浜・神明町・ハイランド 

北下浦地域包括支援センター 野比・粟田・光の丘・長沢・グリーンハイツ・津久井 

☎839-2606  

西第一地域包括支援センター 山科台・太田和・荻野・長坂・佐島・芦名・秋谷・子安・ 

☎857-9939 湘南国際村・佐島の丘 

西第二地域包括支援センター 林・須軽谷・長井・御幸浜・武 

☎857-6604  

月～金／8：30～17：00 土／8：30～12：00（日曜・祝日・年末年始は休み） 

発行 令和 2 年４月 

編集 横須賀市福祉部健康長寿課 

介護予防係 

〒239-0835 

神奈川県横須賀市小川町 11 番地 

電 話 ：046-822-8135 

F A X ：046-827-3398 

協力 横須賀市医師会 

誰も一人に 

させないまち 
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