若年性認知症の人と
支援者のための
ガイドブック

山 形 県

は じ め に
若年性認知症は、働き盛りの40代〜50代で発症することが多く、本人や家族の心理
的な負担、生活全体への影響の大きさなど、高齢者の認知症とはまた異なる問題があ
ります。

また、このような生活全般の問題へ対応するためには、障がい者福祉、介護保険、
医療、社会保障、さまざまな社会資源など多岐にわたる制度やサービスを活用する必
要があり、広範囲にわたる知識や情報が必要となります。

そこで、このガイドブックでは、知っておきたい基本情報と、若年性認知症の方が
使うことの多い制度について説明し、それぞれの制度に関する山形県内の窓口の紹介
を記載いたしました。

一人でも多くのみなさまが安心して生活を送ることができるよう若年性認知症の当
事者とその家族、また支援をされる窓口の皆様に、このガイドブックをご活用いただ
ければ幸いです

平成29年3月
若年性認知症相談支援ガイドブック策定委員会
委員長

有 海 清 彦
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まずは病気を知ろう

若年性認知症とは？
認知症は、何らかの原因で脳の機能が持続的に障害され、記憶・判断力などが低下し、日常生活に支
障をきたす脳の「病気」です。一般的には高齢者に多い病気ですが、65歳未満で発症した場合「若年性
認知症」といいます。若年性認知症は診断される６〜７年前から様々な初期症状が目立つことがありま
す。物忘れの他に頭痛やめまい、不眠、不安感や自発性の低下、抑うつ状態が現れることがあり、うつ
病や更年期障害など他の病気にまちがわれ治療が遅れることも少なくありません。

レビー小体型認知症

3.0％

その他

17.0％

アルコール性認知症

血管性認知症

3.5％

39.8％

前頭側頭葉変性症

3.7％
頭部外傷後遺症

7.7％

アルツハイマー病

25.4％
平成21年３月19日 厚生労働省発表「若年性認知症の実態等に関する調査結果の
概要及び厚生労働省の若年性認知症対策について」より作成

血管性認知症とは
脳卒中（脳梗塞や脳出血）などに引き続いて起こります。糖尿病、高血圧、高脂
血症の予防や治療が重要になります。

アルツハイマー病とは
脳の神経細胞が徐々に減って、正常に働かなくなる病気です。多くは記憶の障害
から始まり理解力、判断力の低下、段取りが上手くできないなどの症状が徐々に
進行していきます。

前頭側頭型認知症とは
脳の前方部分（前頭葉や側頭葉）が縮むことにより起こる疾患です。初期症状は
「性格の変化」「周囲や身なりに無関心になる」「非常識な行動や同じ行動の繰り
返し」また「言葉の意味が分からなくなる」などの症状が特徴です。初期には物
忘れ症状が目立たないことが多いため認知症と理解されにくい傾向があります。
なお、重度分類に該当した場合、難病医療費助成制度の対象となります。

レビー小体型認知症とは
脳の中に、「レビー小体」というものができます。幻視やパーキンソン症状、睡眠
時の異常行動などの特徴的な症状があります。
その他に分類される慢性硬膜下血腫や正常圧水頭症などは、原因となっている病気を
治療すれば、症状が改善することもあります。
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若年性認知症の原因となる疾患は様々あり、それぞれ症状や適切なケアに違いがあります。国の調査で
は、脳血管性型とアルツハイマー型の2つが圧倒的に多く見られます。前頭側頭葉型やレビー小体型、事
故などで脳に損傷を受けたために起こる頭部外傷後遺症や、多量のアルコールを飲む事で脳が委縮する、
アルコール性の認知症なども見られ、高齢期の認知症に比べ原因が多様であるという特徴があります。

若年性認知症の特徴
若年性認知症は以下のような特徴があるといわれています。

発症年齢が若い
発症年齢は平均で51歳くらいです。

男性に多い
女性が多い高齢者の認知症と違い、男性が女性より多くなっています。

経済的な問題が大きい
働き盛りで一家の生計を支えている人が多く、休職や退職により、経済的に困窮する可能性があ
ります。

主介護者が配偶者に集中する
高齢者の場合は、配偶者とともに子ども世代も介護を担うことが多いのですが、若年性認知症の
世代では、子どもはまだ若く、場合によっては未成年のこともあり、介護者は配偶者に集中しが
ちです。

時に複数介護となる
若年性認知症の人やその配偶者の親は、要介護状態になるリスクの高い世代であり、また、家庭
内に障害者を抱えている場合もあり、複数介護になることもあります。

介護者が高齢の親である
子どもが若年性認知症になった場合、高齢の親が介護者になることもあります。

受診や治療開始の遅れ
今までとは違うと変化には気づくものの、初期症状が認知症特有のものではないこともあり、認
知症と思わず受診が遅れる。また受診しても誤った診断のまま時間が過ぎ、認知症の治療が遅れ
てしまう場合があります。

家庭内での課題が多い
夫婦間の問題、子どもの養育、教育、結婚など親がもっとも多く必要とされる時期に、認知症に
なり、介護者になることは、家庭内に大きな問題を起こします。
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こんな症状にこころあたりはありませんか？
〜認知症チェックリスト〜
認知症の症状は、原因となる病気により異なり、個人差もありますが、主に次のチェックリスト
にあるような兆候が見られます。その人の以前と比べての変化が重要です。一つでも当てはまるこ
とがあれば、専門機関にご相談下さい。

職場で

□ よく知る取引先の人の名前や商談の日時を忘れるだけでなく、その人が取引先
の人であることや、商談の約束をしたこと自体も思い出せないことがある。
□ 自分の担当にも関わらず話しについてゆけない、書類が作れない。
□ パソコンや電話など、意識することもなく使えたはずのなれた道具の使用に戸
惑うようになった
□ 通勤経路や行き慣れた道でも、どこにいるかわからなくなり、道に迷ったこと
がある。
□ 仕事の途中で投げ出し最後まで集中できない。
家庭で

□ 今日が何月何日か思い出せないことが多くなった。
□ 寒いのに薄着してしまったり、暑いのに厚着をしてしまったりと季節に応じた
服装の調整ができなくなった。
□ 探し物が多くなり、たとえば冷蔵庫で探し物が見つかるなど、普通の生活で考
えられない所で見つかることがある。
□ キャッシュコーナーで、ATMの使い方がわからなくなった。
□ 前に買ったことを忘れ、同じものを何度も買ってくるようになった
□ 以前と比べて性格が変わった。（怒りっぽい、周囲への関心配慮がなくなる、
猜疑心が強くなる、気分がふさぎ心配性になった等）
□ 仕事や家事、趣味への意欲がなくなり、ボーっとしている時間が長くなった。
□ 突然、甘いものが好きになるなど、食べ物の好みが大きく変わった
□ 万引きなど軽犯罪を繰り返すが、反省したり説明したりできず、同じ違法行為
を繰り返す。
□ 日常使っていた簡単な言葉が出にくい。言葉の意味が分からなくなった。
□ 運転に支障が出る（ルールを守らない、方角が分からない、車庫入れが下手になる）
□ 同じ行動を決まった時間に繰り返すことにこだわる。
□ 実際にはないものが見える（人や動物、虫など）と言う。
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認知症は早期発見・早期治療が大切です
「認知症は治らない病気だから受診してもしようがない」と言う人がいますが、それは誤った考え方
です。家族や職場に深刻な影響を及ぼす若年性認知症に対処するには、初期の段階で発見し、早期に治
療を開始するとともに、治療に適した環境を整えることが非常に大切です。
早めに家族が病気について理解することで、症状に対する対処法を身につけ、生活上のトラ
ブルを少なくすることができます。
早期の治療開始で病気の進行を遅らせたり、症状を改善できるものもあり、原因疾患によっ
ては、治療で治るものもあります。
早期の比較的に理解力判断力が保たれている時期に、本人と家族の今後の生活設計を考える
ことができます。
早期に専門家とつながり相談ができるのでゆとりをもった対応が可能となります。
介護保険、障害者の認定、医療保険などの社会的サービスを利用するには、医師の診断書や
意見書が必要です。また、障害年金の最低請求など、診断から一定期間経ないと、社会的
サービスを利用する手続きができないものがあるため、できるだけ早く診察を受けることが
重要となります。

若年性認知症で誤診されやすい病気
似たような症状や病気の中で、特に間違われやすいのが「うつ病」や「統合失調症」
「更年期障害」で
す。症状が似ているため、認知症の専門ではない病院で「うつ」「更年期障害」と診断された後、症状が
進行して初めて認知症とわかることも少なくありません。レビー小体型認知症も幻覚から「統合失調
症」と誤診し、不適切な投薬で症状を悪化させるなどがみられます。また、家庭内でのんびり過ごして
いる姿からは異常がみられないため、家族が症状に気づけないケースも多くあります。そうした場合で
も、職場では普段と違う様子が現れていることもありますので、職場と家庭との連携や専門医の受診が
重要となります。

受診する医療機関の種類

〜何科を受診したらよいのでしょう？〜

認知症の初期には確定診断が難しい場合もあり、できるだけ認知症の専門医を受診します。受診する科
は「物忘れ外来」など、認知症を専門に診ている科をお勧めします。
神経内科、精神科、脳神経外科でも診てもらえますが、なお、前もって電話などで病院に確認すると良
いでしょう。

受診のポイント
①普段の様子を知っている人が付き添って
受診する。
②本人の様子や変化を記録し、受診時に持
参すると診断の参考となる。
③告知の方法について希望があれば事前に
伝えておく。

受診のときに持ってゆくもの
●保険証
●お薬手帳
●かかりつけ医の紹介状
●相談したいことをまとめたメモ
など
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病院によっては予約が必要な場合があります。事前に確認しましょう。診察は医療保険をつかって受
診することができます。

● 物忘れ外来の診察の流れ（例）
初診

・本人や家族、周囲の方から日常の様子を詳しくお聞きします。
・検査（血液検査など）
・画像検査、神経心理学検査など必要な検査の予約

・画像検査（頭部CT／MRI／SPECT）

検査来院

脳に血腫や腫瘍、梗塞、出血、萎縮、機能低下などがないかどうか調べ
ます。

・神経心理検査
認知機能障害の有無などを判断するために、記憶力、計算力、図形の描
画力などを調べる検査をします。

確定診断

・患者さんとご家族に検査の結果の説明
・治療方針の決定
・必要ならば連携病院や福祉機関の紹介

◆本人が受診に前向きになれない時は…
本人が病院に行きたがらないのは、認知症は治らない病気、あるいは怖い病気と思って
不安になっているためかもしれません。そのような気持ちを十分に受け止めて、受診をす
すめましょう。産業医やかかりつけの医師に相談し本人に働きかけてもらったり、本人が
信頼している上司や同僚、同居していない娘さんやお孫さんなどが進めるとすんなり受診
する場合もあります。

山形県内の認知症医療疾患センターでは、
最寄りの医療機関を紹介することができます。
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※県内の認知症医療疾患センター 50
ページ
連絡先はこちら→
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日常生活について

あなたの街のカフェや家族会「つどい」に行ってみませんか？
認知症カフェや家族会のつどいなどでは、同じ立場にある本人や家族同士が集まり、経験者にしかわか
らない介護の体験や悩みを話し合ったり、励ましあったりして、一緒に悩みを共有することができます。
また、相談員や同じ悩みをもつ仲間から、生活の工夫をきいたり、さまざまなサービスなどの情報を
得たりすることもできます。お近くのカフェや家族会の集いに参加してみてはいかがでしょうか。

認知症カフェってなあに？
認知症カフェとは、認知症の人やそのご家族をはじめ、認知症の人に関
わる専門職や、地域住民の誰もが気軽に集い、参加することができる居
場所のことです。

ご本人の

言葉から

仲間は大事。
誰かと会うことは
仲間から支えてもらえると
笑顔のチャンス。
認知症と診断されたとき
思うと気が楽になる。
カフェもいいと思う。
自分のことより家族のことが心配でした。
人と関わることで、
はじめて家族の会に行ったときに、
進行が遅くなる気がする。
この若さで認知症だといっても
すんなり受け入れてもらえた。
そこから前向きになれました

お店や病院などで広く活用していただくために、このカードはインターネットから取り寄せることができます。
【山形県ホームページ】http://www.pref.yamagata.jp/kenfuku/iryo/byoin/7090002sakuranbo-cafe.html
9

山形県内の家族会・カフェの紹介

●山形県認知症相談・交流拠点さくらんぼ・カフェ●
認知症の人と家族の会山形県支部が運営している認知症の方や家族の方、支援する方たちがお茶や
コーヒーを楽しみながら、日ごろ感じる悩み事の相談や楽しい話題など、気軽にお話できる交流の場
です。また県内の家族会の集いに関する情報もこちらにお問い合わせください。
開催日：月曜日〜金曜日（祝日・年末年始を除く）
時

間：昼12時〜午後４時

電

話：023-687-0387

E-mail： kazokunokai@camel.plala.or.jp

●若年性認知症の人と家族のつどい「なのはな」●
認知症の人と家族の会山形県支部と認知症疾患医療センター（篠田総合病院内）が共同で実施して
いる会です。
実施日については山形県認知症相談・交流拠点さくらんぼ・カフェにお問合せください。

●公益社団法人

認知症の人と家族の会 山形県支部●

開催日：月曜日〜金曜日（祝日・年末年始を除く）
時

間：昼12時〜午後４時

電

話：023-687-0387

E-mail： kazokunokai@camel.plala.or.jp

●全国若年認知症家族・支援者連絡協議会●
若年性認知症の家族会や支援機関の団体です。
連絡先：電話 03-5919-4186
ホームページ：http://www.zyakunen-ninchi.com/
その他にもお住まいの地域で相談や交流のできるカフェがあります。
問い合わせ先
県内の
認知症カフェ一覧→
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お住まいの
地域包括支援センター→

45

ページ

ほかに、認知症治療プログラムとして医療デイケアを利用している方もいらっしゃいます。こちら
は、あくまでも治療の一環となりますので主治医の診断・治療指導の上での利用となります。かかりつ
けの医療機関に相談してみると良いでしょう。
医療デイケアに関する問い合わせ先
→かかりつけの医療機関相談窓口

10

ご利用ください

認知症患者事前登録制度について
認知症になると、記憶力や判断力が低下し、道に迷ってしまうことがあります。交通事故に遭う危険
が増すほか、夜間や冬期間などは生命に関わる重大な問題です。
山形県内では認知症高齢者の情報を行政に事前登録し、行方不明になった際の早期発見と保護を支援
する制度があります。このような心配をされる方はこの制度をご利用ください。
認知症患者事前登録制度に関する問い合わせ先
お住いの
市町村窓口→

40

ページ

お近くの
地域包括支援センター→

45

ページ

車の運転について
車を運転する際には同時に複数の判断を必要とします。認知症になるとそれまでには考えられなかっ
た操作ミスなどもあり、危険を伴う場合がありますし、運転者が認知症の場合、年齢に関係なく「公安
委員会により『運転免許を取り消す』、または、『免許の効力を停止する』ことができる」と道路交通
法で定められてあります。そのようなことも考えると、できるだけ早く運転をやめてもらうのが望まし
いのですが、十分に本人の気持ちに配慮し、主治医などからお話してもらうのも良い方法です。
警察署や免許センターには、運転技能や運転免許について、運転について
全般的な相談窓口があり、認知症やその他の病気のために運転に不安がある
場合などに、免許の更新や運転の継続について相談することができます。
運転免許に関するお問い合わせ先
山形県総合交通安全センター
〒994-0068 山形県天童市大字高擶1300
TEL:023-655-2150

または最寄りの
警察署まで→

52

ページ

山形県の場合、全ての市町村（地域）で公共交通機関が発達しているとはかぎりません。自動車以外
の移動手段がないことから、日常的に自動車に頼らざる得ない状況が考えられます。運転ができなく
なった場合には、家族と一緒に外出するようにしましょう。また、家族だけでなく、地域の隣人、友人
などの協力を依頼するようにしましょう。また、移動支援サービス、宅配サービスなどを利用すること
もできます。

★うまくいった運転中止に関する対応例
① 家族が運転する車に乗ってもらうようにする
② デイサービス（カフェ）などの利用を増やす
③ 子どもなどが運転をやめてくれるよう説得する ④ 友人や近所の人に説得してもらう
⑤ 自動車販売・修理店に協力してもらう（車検・修理の機会に廃車する）
運転を無理にやめさせることが逆効果になる場合があります。
本人の運転したいという気持ちをいかに和らげることが大切です。
たとえば・・・・
・公共交通機関（バス、コミュニティバス、循環
バス、福祉バス、タクシー、電車など
・病院や福祉施設などの送迎バス

・乗り合いバス、乗り合いタクシー
・福祉有償運送サービス

公共交通や移送に関する
お問い合わせ先

40

市町村窓口→ ページ
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運転免許の自主返納とは
運転免許の有効期限のまだある方が、体力や視力に不安があるため、交通安全上から運転をとりや
め、自主的に運転免許を返納することです。
手続きのできる方
１．山形県内にお住まいの方（運転免許証の住所が山形県の方）
２．運転免許の有効期限がまだある方
※他都道府県住所の運転免許証をお持ちの方でも、
山形県への住所変更と同時に手続きをすることができます。

●次の方は自主返納手続きをすることができません。
１．運転免許の取消し基準に該当している方
２．免許停止中の方又は免許停止の基準に該当している方
３．再試験の基準に該当している方
運転免許の自主返納はご家族等による代理申請が可能な場合があります。ただし「入院中で免許の有
効期間内に手続きができない」等特別なご事情がある方に限られますので、代理申請を希望される方は
窓口にお問い合わせ下さい。
運転免許に関するお問い合わせ先
山形県総合交通安全センター
〒994-0068 山形県天童市大字高擶1300
TEL:023-655-2150

または最寄りの
警察署まで→

52

ページ

●運転免許自主返納者を対象とした支援事業について
市町村によっては、公共交通機関への補助など運転免許自主返納者を対象に支援事業を行っていると
ころもあります。支援事業の詳細は、各市町村の窓口にお問い合わせください。
公共交通や移送に関する
お問い合わせ先

40

市町村窓口→ ページ

ご参考ください！
「認知症高齢者の自動車運転を考える
家族介護者のための支援マニュアル©」
国立長寿医療研究センター 長寿政策科学研究

http://www.ncgg.go.jp/department/dgp/index-dgp-j.htm
※こちらのマニュアルはダウンロードでのみ入手可能です。
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若年性認知症の方への日常生活の工夫あれこれ
○目で見る手がかり（メモ、カレンダーなど）を活用しましょう。
○耳で聞く手がかり（タイマーなど）を活用しましょう。

〜つぶやきから〜
一回失敗しても次は
できるかもしれない。
時間がかかっても
待っていてほしい。

＊ふだんよく使うもの（メガネ、スケジュール帳など）は、
決まった場所に置きましょう。
＊引き出しに、入っているもののラベルを
貼っておきましょう。

＊外出時は、鍵や財布、携帯電話などを、
1つの袋などにまとめておきましょう。
＊外出時のリストを見やすいところに
貼っておきましょう。

＊IC乗車券はケースに入れて、
かばんにひもをつけて
入れておきましょう。
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＊カレンダーや日めくりカレンダーを
活用しましょう。
＊メモや貼り紙は、
見やすく工夫しましょう。

＊タイマーを活用しましょう。

＊薬は薬局と相談し、一包化してもらったり、
お薬カレンダーを活用しましょう。
＊服薬を忘れないように、タイマーやスマートフォンを
活用する方法もあります。

14

●その他、生活の工夫

＊何回も同じことを言うときは、
同じことを何回も
伝えましょう。

＊できることや役割をお願いしましょう。
＊やってもらったら、
「ありがとう」と伝えましょう。

＊説明しても聞かないときは、他の人から説明してもらいましょう。
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＊やってほしいことは、具体的に伝えましょう。
＊ゆっくり、分かりやすく
伝えましょう。

＊言ったことは伝わらなくても、
こちらの感情は
伝わりやすいものです。

＊記憶の保持を手助けするために、
会った人や出かけたところを
写真で記録しておく方法も
あります。
（日付が入る設定にしておく）

＊「道に迷ったら、周囲の人に尋ねる」と、
日頃から繰り返し話しておくことで、
実際に迷ったときに道を聞いて、
自宅に戻れるようにしている方もいます。

16
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仕事について

会社等に勤務している場合
いったん退職してしまうと再就職するのは難しい場合が多いので、できれば今いる職場で続けて働く
ことを考えましょう。上司の人や人事担当者、主治医とも相談し、職場の理解を得られるようにしま
す。仕事の内容にもよりますが配置転換をしてもらったり、障害者雇用の枠に入れてもらうなどの方法
もあります。
いずれにしても早期発見がポイントで、症状が軽症であれば、仕事を続けられる可能性があります。
★若年性認知症と診断された場合、「精神障害者保健福祉手帳」を取得できる場合があります。
血管性認知症やレビー小体型認知症などで、身体症状がある場合には「身体障害者手帳」に
該当することがあります。これらの手帳があれば、企業の障害者雇用枠として働き続けるこ
とが可能となる場合があります。

企業の障害者雇用について
企業の障害者雇用率制度により、一般企業では常時雇用している労働者の2.0％以上、特殊法人と国・
員会では2.2％以上の障害者
地方公共団体では2.3％、都道府県等の教育委員会では2.2％以上の障害者を雇用することが義務付けられ
ている場合は、会社に相談
ています。現在就労中で障害者手帳を取得している場合は、会社に相談します。退職後、障害者雇用を
希望する場合はハローワークに相談します。

もっと
詳しく！
精神障害者福祉手帳について

23

ページ

企業の介護休業制度について
家族を介護する人は、会社に申し出ることにより、介護休業、介護休暇、短時間勤務、時間外労働の
制限、深夜勤務の制限を利用することができます。

傷病手当金について
「全国健康保険協会（協会けんぽ）」又は「健康保険組合」に加入している事業所にお勤めの人が、病
ときに、その間の生活の保
気や業務外のケガ等で仕事を休み、給料を受けられないときに、その間の生活の保障を行うことを目的
休んだ場合、４日目から支
として設けられている制度です。病気やケガで３日以上休んだ場合、４日目から支給されます。

〜つぶやきから〜
企業の人にももっと
認知症のことを知ってほしい。

もっと
詳しく！
傷病手当金について

26

ページ
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●年金について
60歳未満の方は60歳になるまで「国民年金」に加入します。また60歳以上の方で老齢年金の需給条件
を満たしている場合は年金事務所で年金の請求手続きをすることができます。金額や詳細は個人個人の
条件で変わってきますので担当の年金事務所にお問い合わせください。
年金についての問い合わせや窓口
最寄りの日本年金機構山形事務所→

50
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退職
退後
職の
後サ
のー
サビ
ース
ビや
ス制
や度
制に
度つ
にい
つて
いて
健康保険について〜退職後は手続きが必要です〜
退職後の健康保険の加入は
①現在の保険を一定条件で継続する
③家族の健康保険に加入する

②国民健康保険に切り替える

の３つのうちのいずれかを選ぶことになります。医療費の窓口本人負

担は変わらないので、保険料の負担が少ない方を選択すると良いでしょう。

現在の保険を一定条件で継続する
「任意継続被保険者」

国民健康保険に
切り替える

家族の健康保険に加入し、
被扶養者になる

保険料

保険料は全額自己負担
（上限あり）

年収や家族の人数
によって異なる

保険料の負担は
ありません

窓 口

勤務中に加入していた
健康保険組合

お住まいの
市役所・町村役場

家族が勤務する会社

雇用保険による失業給付（基本手当）について
会社を退職した後、失業給付（基本手当）を受けるには、ハローワークに「求職の申込」を行い、受
給資格の決定を受けた後、「失業の認定」を受ける必要があります。失業給付（基本手当）の日数は、雇
用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などで決定されます。
病気などで職業に就くことができない場合は失業給付（基本手当）を受けることはできませんが、30
日以上働くことができなくなった日の翌日から１ヶ月以内にハローワークに受給期間延長の申請をする
ことにより、失業給付の受給期間である１年間に最大３年間加えることができます。
雇用保険失業給付に関する問い合わせや窓口、
県内のハローワークについて
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再就職を考えたい
退職した後も働きたい、あるいは経済的な理由などで働かなくてはならない場合は、まずは受診して
いる医療機関に相談してみましょう。
また、障害者就業・生活支援センターや、障害者手帳がある場合はハローワーク障害者専門窓口など
に問い合わせることもできます。ほかにも障害者職業センターなどでも就労のための相談からアフター
ケアまで一連の支援を行っています。

１）障害者雇用枠等で働く
障害者手帳（精神障害者福祉手帳を含む）がある場合は、企業の障害者雇用枠で働くこともできま
す。ハローワークの障害者専用窓口に相談してみましょう。障害者総合支援センターや相談支援事業
所、障害者就業・生活支援センターでも相談できます。

２）障害者総合支援法の事業所で働く
障害者総合支援法では、就労継続支援A型事業所（「労働者」として働きながら、一般企業への就職
をめざすサービス）があります。

３）就労の訓練を受ける
障害者総合支援法では、就労移行支援事業所（就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓
練、相談、支援を行う）や就労継続支援B型事業所（就労機会を提供し生産活動を通じて次のステップ
を目指す）で就労にむけた訓練を受けることができます。

相談支援事業所に相談してみませんか？
障害者の福祉サービスの中でどのようなサービスを使えるのか、また使うとよいか等わからない場合
には相談支援事業所に相談することができます。
相談支援事業所では、障がいのある方々に対して障害福祉サービス等の利用計画の作成や地域生活へ
の移行に向けた支援などをおこなっています。ほかに、障害者相談支援事業では、障害のある人の福祉
に関する様々な問題について、ご本人やご家族などからの相談に応じ、必要な情報の提供、障害福祉
サービスの利用支援等を行うほか、権利擁護のために必要な援助も行います。
お住いの市町村では地域で生活する障害のある人のニーズを踏まえ、自治体の創意工夫により事業の
詳細を決定し、効率的・効果的な取り組みを行っておりますので、相談支援事業所の情報は市町村窓口
にお尋ねください。
お問い合わせは
市町村窓口へ→

42
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障害者就業・生活支援センター
就業及びそれに伴う日常生活上の支援を必要とする障害者等に対し、就業支援担当者と生活支援担当
者が協力して、雇用、福祉、保健、教育など様々な機関と連携して就労の支援を行う機関です。
障害者手帳のある方もない方も、また事業所の方も相談をすることができます。ほかにも相談や職場
あるいは家庭訪問などにより一体的な指導・相談を行います。
相談をしてみたい方は、予約が必要な場合もありますので、一度お電話でお尋ねください。
お問い合わせは
県内の障害者就業・生活支援センターへ

51
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障害者職業センター
障害者の雇用促進と職業の安定を図るため、障害者や事業主に対し、ハローワークや関係機関と連携
し、就労のための相談からアフターケアまでさまざまな支援を行っている機関です。
●職業評価・職業相談●
就職の希望等を把握した上で職業適性を評価し、必要な相談・指導を行い、これらを基
に就職して職場に適応するために必要な支援内容・方法等を含む個々人の状況に応じた
「職業リハビリテーション計画」を策定します。
●職業準備支援●
就職又は職場適応に必要な職業上の課題の把握とその改善を図るための支援、職業に関
する知識の習得のための支援、社会生活技能等の向上を図るための支援を行います。
職業相談・職業評価、職業準備支援などは、はじめに面談が必要です。まずは事前にお電話でご相談ください。

山形障害者職業センター
〒990-0021

山形市小白川町２丁目３番６８号
TEL023-624-2102 FAX023-624-2179

働く意欲を保つために、障害者総合支援法の中の
中の
継続
サービスである就労継続支援事業を使い、就労継続
もひ
支援事業所（障害者福祉サービス）で働くこともひ
とつの方法です。

〜つぶやきから〜
人生は認知症になっても
作り直すことができる。

20

もっと
詳しく！ 障害者総合支援法
就労継続支援事業について

22

ページ

4

様々な制度について

障害者総合支援法について
障害者総合支援法に基づく福祉サービスは、個々の障害のある人々の障害程度や勘案すべき事項を踏
まえ、個別に支援決定が行われる「障害福祉サービス」と、市区町村の創意工夫により利用者の状況に
応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。

障害者福祉サービス
介護給付〜介護に関するサービス〜
●居宅介護（ホームヘルプ）：自宅で入浴、食事、家事等の介護を行います。
●重度訪問介護：重度の肢体不自由で常に介護を必要とする人が対象です。
●行動援護：自己判断能力が制限されている人が行動するときに危険を回避するために外出支援
をします。
●重度障害者等包括支援：常時介護が必要な人に居宅介護などの福祉サービスを包括的に行います。
●短期入所（ショートステイ）：自宅で介護する人が病気などの場合、短期間夜間も含めて施設
に入所して介護します。
●療養介護：医療と常時介護を必要とする人に医療機関で機能訓練、療養管理、看護、介護など
を行います。
●生活介護：常に介護を必要とする人に、日中、入浴・食事等の介護を行うとともに創作的活動
や生産活動の機会を提供します。
●障害者支援施設での夜間ケア等（施設入所支援）：施設に入所している人に、入浴・食事等の
介護を行います。
●共同生活援助（介護サービス包括型）：夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴・食事・排
泄等の介護を行います。

訓練等給付〜訓練に関するサービス〜
●自立訓練（機能訓練・生活訓練）：自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、身体
機能または生活機能向上のために必要な訓練を行います。
●就労移行支援：一般企業等へ就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識や能力の向上
のために必要な訓練を行います。
●就労継続支援（A型、B型）：一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、
知識や能力向上のために必要な訓練を行います。
●共同生活援助（グループホーム）：夜間や休日、共同生活を行う居住で、相談や日常生活上の
●共同生活援助（グル
援助を行います。

さらに
詳しく！

就労移行支援・就労継続支援（A型、B型）については次ページにて
就労移行
説明しております。
説明して
21

地域生活支援事業
●移動支援：障害のある人が円滑に外出できるよう、移動を支援するガイドヘルパーを利用でき
ます。
●地域活動支援センター：創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流を行います。
●福祉ホーム：住居を必要としている人に定額で居室等を提供し、日常生活に必要な支援をします。
●福祉ホ
ム

さらに
詳しく！

就労移行支援とは
就労移行支援
就労を希望する65歳未満の障害のある方に対して、生産活動や職場体験などの機会の提供を通じた就
就労を希望する
労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練、就労に関する相談や支援を行います。このサービス
では、一般就労に必要な知識・能力を養い、本人の適性に見合った職場への就労と定着を目指します。
対象者：就労を希望する65歳未満の障害のある方であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見
込まれる方。

就労継続支援Ａ型とは（雇用型）
「労働者」として働きながら、一般企業への就職をめざすためのサービス。
企業等に就労することが困難な障害のある方に対して、雇用契約に基づく生産活動の機会の提供、知
識および能力の向上のために必要な訓練などを行います。
このサービスを通じて一般就労に必要な知識や能力が高まった方は、最終的には一般就労への移行を
めざします。
対象者：企業等に就労することが困難な方であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが
可能な65歳未満の方（利用開始時65歳未満の方）

就労継続支援Ｂ型とは（非雇用型）
就労機会と生産活動を通じて、次のステップを目指すためのサービス。
通常の事業所に雇用されることが困難な就労経験のある障害のある方に対し、生産活動などの機会の
提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行うサービスです。
このサービスを通じて生産活動や就労に必要な知識や能力が高まった方は、就労継続支援（Ａ型）や
一般就労への移行を目指します。
対象者：就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない方や、一定年齢に達し
ている方などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維
持が期待される方

22

障害者福祉サービスの申請と利用
障害者福祉サービスを利用するためには、まずは障害者支援区分判定が必要になります。

① 利用したいサービスの申請をする
② 社会活動能力や心身の状態を調査する
③ 調査の結果をもとに審査会で判定区分が決定する
④ サービス利用意向に添ったサービス等の利用計画案の作成を提出する
⑤ 障害福祉サービス受給者証の交付
⑥ サービス事業者と契約し利用開始
サービス利用料の自己負担金は原則として1割となります。
障害者福祉サービスに関する
申し込み及びお問い合わせは
お住まいの市町村まで→

41

ページ

精神障害者保健福祉手帳について
認知症などの精神疾患があり、日常生活に支障を来す場合、必要なサービスを受けるための条件があ
ることを示す手帳であり、1級から3級まであります。医療機関に該当する疾患で始めてかかった日（初
診日）から6ヶ月経過した時点での障害の程度で決められます。また、２年ごとに更新が必要です。

精神障害者福祉手帳が交付されると、税金の控除・免除等の優遇措置があったり、交通費・公共交通
の助成が合ったりなど利用できる制度が数多くあります。
ただし級数や市町村によって条件が異なるので、お住まいの市町村に問い合わせをしてみると良いで
しょう。
精神障害者保健福祉手帳に関する問い合わせは
受診している医療機関または市町村まで
市町村窓口の連絡先→

41

ページ
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介護保険制度について
介護保険制度では、介護サービスを利用したときは、かかった費用の原則１割（一定所得者の場合は
２割）を自己負担します。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（現行では39歳以下の人は対象となりません）
。

介護保険のサービス
自宅で介護している場合に利用できる介護保険のサービスは以下のようなものがあります。この他に
施設で暮らしながら受ける介護サービスもあります。

自宅で受けるサービス
●ホームヘルプサービス（訪問介護）
ホームヘルパーなどが家庭を訪問して、
介護や家事の援助を受けられます。
●訪問看護
医師の指示のもと、看護師などが家庭
を訪問し、療養上のお世話を受けられ
ます。

施設に通って受けるサービス
●デイサービス（通所介護）
食事や入浴などの日常生活上の支援や、
生活機能向上のための機能訓練や口腔機
能向上サービスなどが日帰りで受けられ
ます。
●デイケア（通所リハビリテーション）
介護老人保健施設などで、理学療法士や
作業療法士がよりリハビリテーションが
受けられます（日帰り）。

施設に短期入所して受けるサービス
●ショートステイ（短期入所生活介護、短
期入所療養介護）
短期間、介護老人福祉施設や老人保健施
設などに入所して日常生活の介護やリハ
ビリなどを受けられます。

小規模多機能型居宅介護
施設へ通ったり、自宅への訪問を受けた
り、家庭的な環境と地域住民との交流の下
で日常生活上の支援が受けられ必要時宿泊
もできます。

24

入所施設について
●介護老人保健施設
●特別養護老人ホーム
●認知症対応型共同生活介護
（グループホーム）
●他に有料老人ホーム、サービス付き高齢
者向け住宅、介護療養型医療施設など

申請からサービスを利用するまでの流れ
介護保険は、市町村がどの程度の介護が必要かを認定し、必要性に応じてサービスが受けられます。

❶ 認定申請
ご本人または家族（地域包括支援センターなどによる代行も可）が、住民票のある市町村
の担当窓口に要介護認定の申請をします。

❷ 訪問調査、主治医意見書
調査員が家庭を訪問して、ご本人の自立度合いや心身の状態などを調査します。また、市
町村はかかりつけ医等に意見書の記入を依頼します。

❸ 審査・判定
保健、医療、福祉の専門家からなる介護認定審査会の審査を経て、介護度（介護の必要に
応じた区分）が認定されます。

❹ 通知
申請から原則として30日以内に、認定結果がご本人に通知されます。要支援１〜２、要
介護１〜５と認定された人がサービスを利用できます。

❺ サービス計画（ケアプラン）の作成
調査員が家庭を訪問して、ご本人の自立度合いや心身の状態などを調査します。また、市
町村は医師に心身の障害の原因である病気などに関して、意見書の記入を依頼します。

❻ サービスの利用開始
ケアプランに基づいて、自宅や施設でサービスを利用します。要介護の認定は一定期間ご
とに見直されます。また、期間の途中でも、心身の状況が変化した場合は、認定の変更を
申請できます。
介護保険のサービスは、高齢者を対象としたサービス内容であることが多く、求めて
いるサービスと異なる場合があります。申請の際は市町村または地域包括支援セン
ターへ相談しましょう。

介護保険の申請・問い合わせは
お住まいの市町村または
地域包括支援センターへ

市町村窓口

43

ページ

地域包括支援センター

45

ページ
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5

経済的な問題に関する制度について

傷病手当金
傷病手当金は、全国健康保険協会（協会委けんぽ）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。
※健康保険に加入していない事業所にお勤めの人、自営業の人、退職後に健康保険に任意加入している
「任意継続被保険者」は、傷病手当をうけることができません。

傷病手当金の支給条件（協会けんぽの場合）
①
②
③
④

病気やケガで療養中であること
仕事に就けないこと（労務不能である医師の証明が必要です）
連続して４日以上仕事を休んでいること…
給料が支払われていないこと

【待機期間の考え方】
働けなくなった日から起算して、連続して休んだ３日間を「待期期間」といいます。
療養のために労務不能であれば、欠勤・公休・有給休暇など、いずれも「待期期間」に算入すること
ができますが、「待期期間」は傷病手当金は支給されません。

❶

休

出

休

休

出

出

休

休

出

休

休

休

連続して３日間休んでいないため、
「待機期間」になりません。

❷

休

休

休

待機期間

休

休

休

休

休

傷病手当金受給

１年６か月
支給
待機

支給開始
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欠勤

出勤

出勤して給与支払があった
期間も1年6か月に含まれます

支給

不支給

欠勤

欠勤

退職後、引き続き傷病手当金を受けられますか？
退職日（資格喪失の前日）まで、被保険者期間が継続して1年以上あり、退職日に傷病手当金を受けて
いるか、受けられる状態であれば、退職後も引き続き傷病手当金を受けられます（資格喪失後の継続給
付といいます）。
老齢厚生年金を受給しているときは、傷病手当金は受給できません。ただし、年金額が低いときは、
その差額が支給されることがあります。
一旦仕事に就くことができる状態になった場合は、その後さらに仕事に就くことができない状態に
なっても、傷病手当金は支給されません。
１年６か月
支給
待機

支給

欠勤

支給開始

仕事に就くことができない状態

資格喪失日

１年６か月

待機

支給開始

支給

支給

欠勤

仕事に就くことが
できない状態

不支給
仕事に就くことが
できる状態

資格喪失日

仕事に就くことが
できない状態

資格喪失後の継続給付は
継続して受けられません
（協会けんぽ資料）

傷病手当金に関する申請やご質問等窓口
現在加入している健康保険組合、
全国健康保険協会、共済組合へ

国民健康保険と
後期高齢者医療制度
加入の方は市町村窓口へ→

40

ページ

雇用保険失業給付（基本手当）
会社を退職したあと、失業給付（基本手当）を受けるには、ハローワークに「求職の申し込み」を行
い、受給資格の決定を受けた後、「失業の認定」等を受ける必要があります。
失業給付（基本手当）の日数は、雇用保険の被保険者であった期間および離職の理由などで決定され
ます。
病気などで職業に就くことができない場合は、失業給付（基本手当）を受けることはできませんが、
30日以上働くことができなくなった日の翌日から1か月以内にハローワークに受給期間延長の申請をする
ことにより、失業給付の受給期間である１年間に最大３年間加えることができます。
雇用保険失業給付に関する
問い合わせ先：ハローワーク→

51

ページ
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障害年金
病気やけがをして、障害の状態になってしまったときに受け取ることができます。初診日に加入して
いる年金により、受給できる年金が異なります。初診日とは、障害の原因になった傷病について、初め
て医師の診断を受けた日をいいます。

障害基礎年金

障害厚生年金

国民年金加入者

厚生年金保険加入者

（自営業など、20歳以上60歳未満のすべての人）

（会社員・公務員など）

市区町村役場
年金事務所

年金事務所
公務員は各共済組合

年金名

該当者

申請先
いつから
申請できるか

初診日から起算して１年６ヶ月経過した日
または１年６ヶ月以内に症状が固定した日

★条件があります★
公的年金の受給資格があり、保険料納付要件を満たしていることが必要。また、請求しないとも
らえません。受給資格や納入要件など詳しい内容はそれぞれの申請先にお問い合わせください。

障害年金に関する相談は
受診している医療機関、
または申請先へ

市町村窓口

42

ページ

年金事務所

50

ページ

特別障害者手当
精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者
に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給す
ることにより、特別障害者の福祉の向上を図ることを目的にしています。

支給要件：
精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状
態にある在宅の20歳以上の者に支給されます。
支給月額：26,830円
支払時期：
特別障害者手当は、原則として毎年２月、５月、８月、11月に、それぞれの前月分までが支給され
ます。

28

★受給できない方★
・本人が日本国内に住所がないとき
・本人、配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定額以上ある場合
・本人が障害者支援施設等に入所しているとき
・病院又は診療所に３か月を超えて入院しているとき

特別障害者手当に関する
問い合わせは市町村まで
市町村窓口の連絡先→

42

ページ

国民年金保険料免除・納付猶予制度
国民年金第１号の被保険者は、毎月の保険料を納めていただく必要があります。しかしながら、所得
が少ないなど、保険料を納めることが難しい場合もあります。
そのような場合は、未納のままにしないで、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行って
ください。
保険料免除や納付猶予になった期間は、年金の受給資格期間（25年間）には算入されます。ただし、
年金額を計算するときは、保険料免除は保険料を納めた時に比べて２分の１（平成21年３月までの免除
期間は３分の１）になります。
※納付猶予になった期間は年金額には反映しません。
受給する年金額を増やすには、保険料免除や納付猶予になった保険料を後から納める（追納する）
必要があります。
国民年金保険料免除・納付猶予制度について
問い合わせ：
50
最寄りの年金事務所→ ページ

申請：市町村窓口→

40

ページ

各種税金の支払いが難しいとき
健康保険税や住民税などを納めるのが難しい場合は、お住まいの市町村へ相談しましょう。支払い方
法などの相談にものってくれますし、障害者手帳（Ｐ23参照）をお持ちであれば障害者控除を受けるこ
とができる場合があります。
各種税金の支払いについて
問い合わせは
市町村窓口へ→

40

ページ
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高額療養費制度
高額療養費とは、同一月（１日から月末まで）にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、
一定の金額（自己負担限度額）を超えた分が、あとで払い戻される制度です。70歳未満の方で、医療費
が高額になることが事前にわかっている場合には、「限度額適用認定証」を提示する方法が便利です。
窓口での負担
自己負担限度額

高額療養費
（払い戻し）

療養の給付（療養費）
医療費総額

高額療養費制度（限度額適用認定証）に関する申請やご質問等窓口
現在加入している健康保険組合、
全国健康保険協会、共済組合へ

国民健康保険と
後期高齢者医療制度加入の
方は市町村窓口へ→

40

ページ

自立支援医療（精神通院医療）
認知症で通院治療している場合、医療機関や薬局で支払う医療費の自己負担が１割に軽減される場合
があります。なお、世帯の所得や疾病等に応じて自己負担額の上限がさだめられています。申請方法は
申請書、主治医の診断書、健康保険証等を市町村の福祉課に提出します。
自立支援医療に関する相談は
受診している医療機関か
41
市町村窓口まで→
ページ
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教育費に関する制度
経済的な理由により教育費の支払いが困難な場合に対する各種支援制度が用意されています。制度ご
とに対象となる世帯所得の要件や申請の時期が異なるため、詳しくは下記の問い合わせ先や学校等にお
問い合わせください。

授業料に関する支援制度（返済の必要はありません）
対 象

制 度

内

容

問 合 せ 先

高 校

就学支援金制度

保護者等の所得が一定未満の場合は、申
請して県の認定を受けることで、授業料
等の納付が不要になります。失業等によ
り世帯の収入が急変した場合にも授業料
等の減免があります。

＜公立高校＞
山形県教育庁総務課
☎023-630-3395
＜私立高校＞
山形県学事文書課
☎023-630-2191

高 校
（私立のみ）

山形県授業料
軽減費補助制度

私立高校に通う生徒の場合、住民税非課
税世帯を対象として、上記の就学支援金
に加え、各学校の授業料月額を上限とし
てさらに補助が受けられます。

山形県学事文書課
☎023-630-2191

授業料以外に関する支援制度（返済の必要はありません）
対 象

制 度

内

容

問 合 せ 先

小・中学校

就学援助制度

生活保護世帯、生活保護に準じる程度に
困窮している世帯を対象として、学用品
費、通学用品費、学校給食費など、就学
に係る費用の一部を助成します。

各市町村教育委員会

高 校

奨学のための
給 付 金 制 度

住民税非課税世帯を対象として、教科書
費、教材費、学用品費、通学用品費、校
外活動費、生徒会費、PTA会費、入学学
用品費など、授業料以外の教育費負担を
軽減するための給付金です。

＜公立高校＞
山形県教育庁高等教育課
☎023-630-2513
＜私立高校＞
山形県学事文書課
☎023-630-2191

奨学金制度（返済の必要があります）
対 象

制 度

内

容

問 合 せ 先

高 校

山形県高等学校
奨 学 金 制 度

経済状況に加え、学業成績の要件もあり
ます。

山形県教育庁高校教育課
☎023-630-2513

大学、大学院、
短期大学、高
等 専 門 学 校、
専修学校（専
門課程）

独立行政法人
日本学生支援
機構の奨学金

貸与型奨学金には、利息の付かない第一
種奨学金と、利息の付く第二種奨学金が
あり、経済状況に加え、学業成績の要件
もあります。返還に関しては、経済困難
等を理由とした減額返還制度や、返還期
限猶予制度も用意されています。

＜申込みに関して＞
在籍する学校の奨学金窓口
＜返還に関して＞
(独)日本学生支援機構
奨学金返還相談センター
☎0570-666-301
（ナビダイヤル）

大 学
専修学校

その他市町村
奨 学 金 等

上記以外にも、市町村や民間団体によっ
て運営されている様々な奨学金がありま
すが、それぞれ申込資格や貸与額が異な
りますので、各市町村、関係機関等にお
問い合わせください。

各市町村、関係機関等
※県ホームページに県内の奨
学金の一覧表を掲載してお
ります。（県ホームページ
で「奨学金」と検索）
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高度障害状態の認定について〜住宅ローンや民間保険金の支払いについて〜
生命保険を契約している場合、定款に定められた所定の「高度障害状態」になると、高度傷害保険金
を請求できます。
住宅ローンを契約している場合は、ローンを組む金融機関で「団体信用生命保険」の加入を条件にし
ていることが多く、「高度障害状態」に該当すると認められれば、ローンの残債務が弁済されます。ただ
し、条件は非常に厳しく「高度障害状態※」に該当すると認められるのは難しいのが現状です。障害が
重度の場合は、該当するかどうか、生命保険会社に確認してください。

※高度障害状態とは
・両眼の視力を全く永久に失ったもの
・言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
・中枢神経系・精神又は胸腹部臓器に著しい損傷を残し、終身常に介護を有するもの
・両上肢とも手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
・両下肢とも足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
・1上肢を手関節以上で失い、かつ１下肢を足関節以上で失ったか、またはその用を全
く永久に失ったもの
・１上肢の用を永久に失い、かつ１下肢を足関節以上で失ったもの

お問合せ先
→契約している生命保険会社、
ローンを組んでいる金融機関

生活福祉資金貸付制度
この貸付制度は、低所得者、障がい者または高齢者に対し、低利または無利子で資金の貸付けと必要
な相談支援を行うことにより、その経済的自立、生活意欲の助長促進、在宅福祉および社会参加の促進
を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的としています。
種別として総合支援資金（生活支援費・住宅入居費・一時生活再建費）
、福祉資金、教育支援資金（教
育支援費・就学支度費）などがあります。
生活福祉資金の
申し込みや問い合わせは
お住いの市町村社会福祉協議会まで→
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57

ページ

母子父子寡婦福祉資金
母子家庭や父子家庭のお子さんの進学のための修学資金をはじめ、お母さんやお父さんの自立のため
の技能習得資金や就職支度資金等を無利子または低利で貸し付ける制度です。
◇貸付対象
母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦の方、それに準じる方を対象としています。
また、お子さんの修学や就職のための資金はお子さん本人が借りることもできます。
一定の基準や事情を考慮してお貸しするものですので、詳しくはお住まいの市町村の窓
口にご相談下さい。
◇資金の種類について
・修学資金（お子さんの高等学校、専門学校、大学等に修学するための経費）
・就学支度資金

•技能習得資金

•就職支度資金

•修業資金

母子父子寡婦福祉資金に
ついては
40
市町村窓口まで→
ページ
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その他の制度について

自分はどのような制度が使えるかわからない。。。そんなときにご利用ください！

生活困窮者自立支援制度自立相談支援事業の利用
病気や失業などさまざまな理由で生活に困ってしまったときに、就労、医療、福祉、税、社会保障な
どさまざまな制度を横断した相談ができる窓口です。
相談者の話をお聞きして、より適した相談窓口へおつなぎする他、どのような支援が必要かを相談者
と一緒に考え、一人一人のケースに合わせて具体的なプランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支
援を行います。場合によっては就労支援もおこないます。
生活に関する困りごとや不安を抱えている場合は、まずは最寄りの地域の相談窓口にご相談ください。
生活困窮者自立支援制度自立相談
支援事業の申し込みや問い合わせ

58

ページ

生活保護制度
生活保護とは、病気や身体の障害、思いがけない事故など、様々な理由で、資産や能力等すべてを活
用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限
度の生活を保障し、その自立を助長する制度です。
生活保護の申請にあたっては、必要な書類は特別ありませんが、支給される保護費は、地域や世帯の
状況によって異なりますし、生活保護制度の仕組みや各種社会保障施策等の活用について十分な説明を
受けるためにも、生活保護担当窓口での事前の相談をしましょう。
生活保護制度に関する問い合わせや
申請については
市町村窓口まで→
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40

ページ

日常生活自立支援制度
日常生活自立支援事業とは認知症や知的障がい者、精神障害者などに該当する方で、判断能力はある
ものの、日常的な金銭管理に不安がある方が、預金の出し入れや生活に必要な利用料などの支払い手続
き等、日常生活で困ってしまうことがよくある場合、社会福祉協議会がお手伝いをするサービスです。
利用にあたっては、認知症高齢者・知的障害者・精神障害者でも利用可能ですが、本人にサービスを利
用する意思があり、契約の内容がある程度理解できる方になります。

●利用までの流れ
お近くの社会
福祉協議会へ
相談

専門員による
訪問・面談

契約書・支援
計画作成

利用契約
締結

利用開始

・専門員による相談は無料です。
・利用が始まってから生活支援員による援助は有料です。
・利用料は１回あたり1,500円（約１時間、交通費含む）
※生活保護を受けている方に利用料の負担はありません。

日常生活自立支援制度に関する
問い合わせは
お住いの市町村社会福祉協議会まで→

57

ページ

成年後見制度
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を
管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、
遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをする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、悪徳商法の被害にあ
うおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見の申立や問い合わせは
お住まいの地域を
管轄する家庭裁判所→

50

ページ

市町村の窓口→

44

ページ
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任意後見制度〜本人の判断能力が十分あるうちに〜
任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に
備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人（任意後見人）に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務
について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。
そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務につい
て、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによっ
て、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります

任意後見全般に関する相談は以下のところでもできますのでお気軽にお問合せください。

山形公証役場

〒990-0038 山形市幸町18-20 ＪＡ山形市本店ビル６階
Tel.023-625-1693，023-633-0936

鶴岡公証役場

〒997-0044 鶴岡市新海町17-68

米沢市公証役場

〒992-0045 米沢市中央3-7-6

Tel.0235-22-9996
Tel.0238-22-6886

公益法人成年後見センターリーガルサポート山形支部
〒990-0021 山形市小白川町1-16-6

Tel.023-623-3322

一般社団法人山形県社会福祉士会 成年後見センターぱあとなあ山形
〒990-0021 山形市小白川町2-3-31

Tel.023-615-6565

Fax.023-615-6521

日本司法支援センター法テラスコールセンター
電話番号：0570-078374(PHS可)
(IP電話からは03-6745-5600)
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総合相談窓口〜どこに相談してよいのかわからないときに〜
「私はどの制度を使ったらよいのだろう…」
「たくさんの悩みがあって、何をどうすればいいのかわからなくなっている…」
そんな時は、これから紹介する相談窓口に相談してみてください。
ひとりで悩まず、まずは電話で連絡してみましょう。

【総合相談窓口】

若年性認知症コールセンター
愛知県大府市半月町3-294
受付

月曜〜金曜

10：00〜15：00（日曜・祝日・年末年始休みをのぞく）

☎0800-100-2707

通話・相談ともに無料です

山形県認知症コールセンター
山形市小白川町２丁目３-30
受付

認知症の人とその家族の会

月曜日〜金曜日（祝日・年末年始を除く）

☎023-687-0387
県内の認知症医療疾患センター

50

ページ
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【参考】若年性認知症当事者の方の書籍
診断後の生活の工夫、生き方が参考になります。励まされます。

私の脳で起こったこと
レビー小体型認知症からの復活（単行本）

認知症になった私が伝えたいこと（単行本）
著 者

佐藤 雅彦

著 者

樋口 直美

価 格

￥ １,728

価 格

￥ 1,512

出版日

2011/11/20

出版日

2015/07/10

出版社

大月書店

出版社

ブックマン社

認知症の私からあなたへ
20のメッセージ（単行本）

私は誰になっていくの？（単行本）
著 者

クリスティーン ボーデン (著),

佐藤雅彦(著, 写真),

Christine Boden (原著),

巻末エッセイ 鎌田實 (その他),

桧垣陽子 (翻訳)

ハービー・山口 (写真)

価 格

￥2,160

価 格

￥ 1,296

出版日

2003/10/

出版日

2016/5/20

出版社

クリエイツかもがわ

出版社

大月書店

私は私になっていく（単行本）
著 者

クリスティーン・ブライデン (著),

ぼくが前を向いて歩く理由
−事件、ピック病を超えて、
いまを生きる（単行本）

馬籠久美子 (翻訳),
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桧垣陽子 (翻訳)

著 者

中村 成信

価 格

￥ 2,160

価 格

￥ 1,778

出版日

2012/10/20

出版日

2011/10

出版社

クリエイツかもがわ

出版社

中央法規出版

若年性認知症を理解するための書籍
ルポ 希望の人びと
ここまできた認知症の当事者発信
(朝日選書)（単行本・ソフトカバー）

旅のことば
認知症とともに
よりよく生きるためのヒント（単行本・ソフトカバー）

著 者

生井久美子

井庭 崇 (著, 編集),

価

￥ 1,620

岡田 誠 (著, 編集),

出版日

2017/20/10

慶應義塾大学 井庭崇研究室 (著),

出版社

朝日新聞出版

認知症フレンドリージャパン・

格

イニシアチブ (著)
価 格

￥ 1,404

出版日

2015/5/25

出版社

丸善出版

参考になるホームページ
わからないことがあるときに参考になるホームページです。

社会福祉法人 仁至会認知症介護研究･研修大府センター

若年性認知症コールセンター
http://y-ninchisyotel.net/callcenter/new.html
＊ダウンロードできる資料＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

「若年性認知症
ハンドブック」

「若年性認知症って
なんだろう」

65歳未満の人が認知症

若年性認知症と診断され

と診断されるといろいろな
ことが不安になります。こ
れからの仕事のこと、経済
的なこと、症状のこと、日
常生活のこと、子ども達の
こと。この冊子には、ご本
人とご家族が知っておきた
いことが記されています。

たけれど、「どうしていい
かわからない。どこに相談
したらいいのだろう…。」
若年性認知症についてわか
りやすく解説したパンフ
レットです。

公益社団法人 認知症の人と家族の会
http://www.alzheimer.or.jp/

1980年結成。全国47都道府県に支部があり、1万1千人の会
員が励ましあい、助け合って「認知症があっても安心して暮ら
せる社会」を目指しています。

３つの会＠ＷＥＢ
http://www.3tsu.jp

「つたえる」「つくる」「つながる」を通して、「認知症と生
きる時間」をかけがいないものに！を目指し、認知症当事者団
体の日本認知症ワーキンググループ（ＪＤＷＧ）が立ち上げた
サイトです。

39

問い合わせ窓口
市町村窓口一覧【若年性認知症一般】
市 町 村 名

40

担

当

課

電 話 番 号

1

山形市

障がい福祉課 障がい福祉第二係

023-641-1212

内線580、621

2

米沢市

高齢福祉課 地域包括支援係

0238-22-5111（代表）

3

鶴岡市

健康課、福祉課、長寿介護課

0235-25-2111（代表）

4

酒田市

介護保険課 予防支援係

0234-26-5755

5

新庄市

成人福祉課 高齢障害支援室

0233-22-2111

内線551

6

寒河江市

高齢者支援課 地域包括支援係

0237-86-2111

内線623

7

上山市

上山市地域包括支援センター

023-673-6055

健康推進課 高齢介護係

023-672-1111

内線151

8

村山市

福祉課 介護保険係

0237-55-2111

内線143

9

長井市

福祉あんしん課 地域包括支援センター

0238-83-2127

10

天童市

保険給付課 介護支援係

023-654-1111

11

東根市

福祉課 長寿介護係

0237-42-1111（代表）

12

尾花沢市

福祉課

0237-22-1111（代表）

尾花沢市地域包括支援センター

0237-23-3660

南陽市地域包括支援センター

0238-40-3211（代表）

南陽市社会福祉協議会地域包括支援センター

0238-50-1018

内線755、756

13

南陽市

14

山辺町

保健福祉課 介護支援係

023-667-1177

15

中山町

健康福祉課 介護支援グループ

023-662-2456

16

河北町

健康福祉課 高齢者福祉係

0237-73-2111

17

西川町

健康福祉課 地域包括支援センター係

0237-74-4405

18

朝日町

健康福祉課 地域包括支援センター係

0237-67-2156

健康福祉課 福祉係

0237-62-2285

大江町地域包括支援センター

0237-62-2114

保健福祉課 介護保険担当

0237-35-2111

金山町地域包括支援センター

0233-52-3035

健康福 祉課健康係

0233-52-2111（代表）

内線166、167

19

大江町

20

大石田町

21

金山町

22

最上町

健康福祉課 地域包括支援センター

0233-43-3117

23

舟形町

健康福祉課 介護医療係

0233-32-2111（代表）

24

真室川町

真室川町地域包括支援センター

0233-64-1525

福祉課 総合福祉担当

0233-62-3436

25

大蔵村

健康福祉課 福祉係

0233-75-2111内（273〜275）

26

鮭川村

鮭川村地域包括支援センター

0233-55-2111（代表）

27

戸沢村

健康福祉課 地域包括支援センター

0233-32-0661

28

高畠町

健康長寿課

0238-52-4495

29

川西町

健康福祉課 地域包括支援センター

0238-42-6638

30

小国町

健康福祉課 地域包括支援センター

0238-61-1001

31

白鷹町

健康福祉課 地域包括支援センター係

0238-86-0112

32

飯豊町

健康福祉課 地域包括支援センター

0238-86-2233

33

三川町

健康福祉課 地域包括支援センター

0235-35-7031

34

庄内町

保健福祉課 地域支援係

0234-43-0490

35

遊佐町

健康福祉課 介護保険係

0234-28-8251

内線132

市町村窓口一覧【精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療】
市 町 村 名

担

当

課

電 話 番 号

1

山形市

障がい福祉課 障がい福祉第二係

023-641-1212

2

米沢市

社会福祉課 障がい者支援室

0238-22-5111（代表）

3

鶴岡市

福祉課 障害福祉係

0235-25-2111

4

酒田市

福祉課 障がい福祉係

0234-26-5733

5

新庄市

成人福祉課 高齢障害支援室障害福祉係

0233-22-2111

内線5４8

6

寒河江市

健康福祉課 生活福祉係

0237-86-2111

内線616

7

上山市

福祉事務所 生活福祉係

023-672-1111

内線141

8

村山市

福祉課 生活福祉係

0237-55-2111

内線146

9

長井市

福祉あんしん課 生活支援係

0238-87-0686

10

天童市

社会福祉課 障がい支援係

023-654-1111

11

東根市

福祉課 福祉相談係

0237-42-1111（代表）

12

尾花沢市

福祉課

0237-22-1111（代表）

13

南陽市

福祉課 支援係

0238-40-3211（代表）

14

山辺町

保健福祉課 福祉係

023-667-1107

15

中山町

健康福祉課 福祉子育て支援グループ

023-662-2673

16

河北町

健康福祉課 社会福祉係

0237-73-2111

17

西川町

健康福祉課 在宅支援係

0237-74-3243

18

朝日町

健康福祉課 福祉係

0237-67-2156

19

大江町

健康福祉課 福祉係

0237-62-2285

20

大石田町

保健福祉課 福祉担当

0237-35-2111

21

金山町

健康福祉課 福祉係

0233-52-2111（代表）

22

最上町

健康福祉課 福祉係

0233-43-3117

23

舟形町

健康福祉課 福祉係

0233-32-2111（代表）

24

真室川町

福祉課 総合福祉担当

0233-62-3436

25

大蔵村

健康福祉課 福祉係

0233-75-2111

26

鮭川村

健康福祉課 福祉係

0233-55-2111（代表）

27

戸沢村

健康福祉課 福祉係

0233-72-2364

28

高畠町

福祉こども課

0238-52-4473

29

川西町

健康福祉課 福祉グループ

0238-42-6635

30

小国町

健康福祉課 地域福祉担当

0238-61-1000

31

白鷹町

健康福祉課 健康推進係

0238-86-0210

32

飯豊町

健康福祉課 福祉室

0238-86-2233

33

三川町

健康福祉課 福祉係

0235-35-7030

34

庄内町

保健福祉課 福祉係

0234-42-0149

35

遊佐町

健康福祉課 福祉子育て支援係

0234-72-588４

内線580、621

内線136

内線765

内線161、162

内線133

内273〜275

41

市町村窓口一覧【特別障害者手当等】
市 町 村 名

42

担

当

課

電 話 番 号

1

山形市

障がい福祉課 障がい福祉第一係

023-641-1212

2

米沢市

社会福祉課 障がい者支援室

0238-22-5111（代表）

3

鶴岡市

福祉課 障害福祉係

0235-25-2111

4

酒田市

福祉課 障がい福祉係

0234-26-5733

5

新庄市

成人福祉課 高齢障害支援室障害福祉係

0233-22-2111

内線546

6

寒河江市

健康福祉課 生活福祉係

0237-86-2111

内線616

7

上山市

福祉事務所 地域福祉係

023-672-1111

内線147

8

村山市

福祉課 生活福祉係

0237-55-2111

内線146

9

長井市

福祉あんしん課 生活支援係

0238-87-0686

10

天童市

社会福祉課 障がい支援係

023-654-1111

11

東根市

福祉課 福祉相談係

0237-42-1111（代表）

12

尾花沢市

福祉課

0237-22-1111（代表）

13

南陽市

福祉課 支援係

0238-40-3211（代表）

14

山辺町

保健福祉課 福祉係

023-667-1107

15

中山町

健康福祉課 福祉子育て支援グループ

023-662-2673

16

河北町

健康福祉課 社会福祉係

0237-73-2111

17

西川町

健康福祉課 在宅支援係

0237-74-3243

18

朝日町

健康福祉課 福祉係

0237-67-2156

19

大江町

健康福祉課 福祉係

0237-62-2285

20

大石田町

保健福祉課 福祉担当

0237-35-2111

21

金山町

健康福祉課 福祉係

0233-52-2111（代表）

22

最上町

健康福祉課 福祉係

0233-43-3117

23

舟形町

健康福祉課 福祉係

0233-32-2111（代表）

24

真室川町

福祉課 総合福祉担当

0233-62-3436

25

大蔵村

健康福祉課 福祉係

0233-75-2111

26

鮭川村

健康福祉課 福祉係

0233-55-2111（代表）

27

戸沢村

健康福祉課 福祉係

0233-72-2364

28

高畠町

福祉こども課

0238-52-4473

29

川西町

健康福祉課 福祉グループ

0238-42-6635

30

小国町

健康福祉課 地域福祉担当

0238-61-1000

31

白鷹町

健康福祉課 福祉係

0238-86-0111

32

飯豊町

健康福祉課 福祉室

0238-86-2233

33

三川町

健康福祉課 福祉係

0235-35-7030

34

庄内町

保健福祉課 福祉係

0234-42-0149

35

遊佐町

健康福祉課 福祉子育て支援係

0234-72-588４

内線589、590

内線130

内線765

内線161、162

内線133

内273〜275

市町村窓口一覧【介護保険】
市 町 村 名

担

当

課

電 話 番 号

1

山形市

介護保険課 認定第一係、認定第二係

023-641-1212

2

米沢市

高齢福祉課 地域包括支援係

0238-22-5111（代表）

3

鶴岡市

長寿介護課

0235-25-2111（代表）

4

酒田市

介護保険課 介護認定係

0234-26-5732

5

新庄市

成人福祉課 高齢障害支援室

0233-22-2111

内線552

6

寒河江市

高齢者支援課 介護福祉係

0237-86-2111

内線621

7

上山市

健康推進課 高齢介護係

023-672-1111

内線151

8

村山市

福祉課 介護保険係

0237-55-2111

内線143

9

長井市

福祉あんしん課 長寿介護係

0238-87-0686

10

天童市

保険給付課 介護給付係、介護支援係

023-654-1111

11

東根市

福祉課 長寿介護係

0237-42-1111（代表）

12

尾花沢市

福祉課

0237-22-1111（代表）

13

南陽市

福祉課 介護管理係

0238-40-3211（代表）

14

山辺町

保健福祉課 介護保険係

023-667-1107

15

中山町

健康福祉課 介護支援グループ

023-662-2456

16

河北町

健康福祉課 高齢者福祉係

0237-73-2111

17

西川町

健康福祉課 在宅支援係

0237-74-3243

18

朝日町

健康福祉課 地域包括支援センター係

0237-67-2156

19

大江町

健康福祉課 福祉係

0237-62-2285

20

大石田町

保健福祉課 介護保険担当

0237-35-2111

21

金山町

健康福祉課 医療介護係

0233-52-2111（代表）

22

最上町

健康福祉課 保険係、地域包括支援センター

0233-43-3117

23

舟形町

健康福祉課 介護医療係

0233-32-2111（代表）

24

真室川町

福祉課 総合福祉担当

0233-62-3436

真室川町地域包括支援センター

0233-64-1525

25

大蔵村

健康福祉課 福祉係

0233-75-2111

26

鮭川村

健康福祉課 介護医療係

0233-55-2111（代表）

27

戸沢村

健康福祉課 介護係

0233-72-2364

28

高畠町

町民課

0238-52-1288

29

川西町

健康福祉課 介護支援グループ

0238-42-6638

30

小国町

健康福祉課 地域包括支援センター

0238-61-1001

31

白鷹町

健康福祉課 介護保険係

0238-86-0213

32

飯豊町

健康福祉課 福祉室

0238-86-2233

33

三川町

健康福祉課 介護支援係

0235-35-7031

34

庄内町

保健福祉課 介護保険係

0234-42-0150

35

遊佐町

健康福祉課 介護保険係

0234-28-8251

内843〜845

内線757、756

内線166、167

内線132

内273〜275

43

市町村窓口一覧【成年後見制度】
市 町 村 名

44

担

当

課

電 話 番 号

1

山形市

障がい福祉課 障がい福祉第一係

023-641-1212

2

米沢市

高齢福祉課 高齢者福祉係

0238-22-5111（代表）

3

鶴岡市

福祉課 障害福祉係、長寿介護課

0235-25-2111（代表）

4

酒田市

福祉課 障がい福祉係、地域福祉係

0234-26-5733、5731

5

新庄市

成人福祉課 高齢障害支援室

0233-22-2111

内線551

0237-86-2111

内線616、623

健康推進課 高齢介護係

023-672-1111

内線152

福祉事務所 生活福祉係

023-672-1111

内線141

0237-55-2111

内線141

0238-83-2127

6

寒河江市

7

上山市

健康福祉課 生活福祉係
高齢者支援課 地域包括支援係

8

村山市

福祉課 地域福祉係

9

長井市

福祉あんしん課 地域包括支援センター

10

天童市

社会福祉課 障がい支援係
保険給付課 介護支援係

023-654-1111

内589、590

内線765

福祉課 長寿介護係

0237-42-1111（代表）

福祉課

0237-22-1111（代表）

南陽市地域包括支援センター

0238-40-3211（代表）

南陽市社会福祉協議会地域包括支援センター

0238-50-1018

山辺町

保健福祉課 福祉係、介護支援係

023-667-1107、1177

中山町

健康福祉課 福祉子育て支援グループ

023-662-2673

16

河北町

健康福祉課 高齢者福祉係

0237-73-2111

17

西川町

健康福祉課 地域包括支援センター係

0237-74-4405

18

朝日町

健康福祉課 地域包括支援センター係

0237-67-2156

健康福祉課 福祉係

0237-62-2285

大江町地域包括支援センター

0237-62-2114

保健福祉課 介護保険担当

0237-35-2111

金山町地域包括支援センター

0233-52-3035

健康福祉課 福祉係

0233-52-2111（代表）

11

東根市

12

尾花沢市

13

南陽市

14
15

内166、167

19

大江町

20

大石田町

21

金山町

22

最上町

健康福祉課 地域包括支援センター

0233-43-3117

23

舟形町

健康福祉課 介護医療係

0233-32-2111（代表）

24

真室川町

真室川町地域包括支援センター

0233-64-1525

25

大蔵村

健康福祉課 福祉係

0233-75-2111

26

鮭川村

鮭川村地域包括支援センター

0233-55-2111（代表）

27

戸沢村

健康福祉課 地域包括支援センター

0233-32-0661

28

高畠町

健康長寿課

0238-52-4495

29

川西町

健康福祉課 地域包括支援センター

0238-42-6638

30

小国町

健康福祉課 地域包括支援センター

0238-61-1001

31

白鷹町

健康福祉課 地域包括支援センター係

0238-86-0112

32

飯豊町

健康福祉課 福祉室

0238-86-2233

33

三川町

健康福祉課 地域包括支援センター

0235-35-7031

①保健福祉課 地域支援係

①0234-43-0490

②保健福祉課 福祉係

②0234-42-0149

①健康福祉課 介護保険係

①0234-28-8251

②健康福祉課 福祉子育て支援係

②0234-72-588４

34

庄内町

35

遊佐町

内線132

内273〜275

山形県内の地域包括支援センター
〜地域包括支援センターには担当地区があります。まずはお住いの近くのセンターにお問い合わせください〜

●山形市
済生会なでしこ地域包括支援センター

990-8545 山形市沖町79-1

023-681-7450

地域包括支援センター大森

990-2231 山形市大字大森2139-1

023-685-1224

地域包括支援センター敬寿会

990-0011 山形市大字妙見寺500-1

023-634-2309

たきやま地域包括支援センター

990-2403 山形市大字岩波５

023-622-4577

地域包括支援センターふれあい

990-2321 山形市桜田西四丁目1-14

023-628-3988

山形西部地域包括支援センター

990-2367 山形市すげさわの丘46

023-646-1165

篠田好生会さくら地域包括支援センター

990-0045 山形市桜町2-68

023-635-4165

地域包括支援センターかがやき

990-0047 山形市旅篭町一丁目7-23

023-631-8020

990-0832 山形市城西町二丁目2-22

023-645-9070

990-0832 山形市城西町二丁目2-22

023-647-8010

蔵王地域包括支援センター

990-2305 山形市蔵王半郷79-7

023-688-8099

済生会愛らんど地域包括支援センター

990-0021 山形市小白川町二丁目3-1

023-679-3611

南沼原地域包括支援センター

990-2474 山形市大字沼木字下河原1129-1

023-664-3080

991-0021 寒河江市中央二丁目２-１

0237-86-2111
(内623・630)

999-3192 上山市河崎一丁目1-10上山市役所内

023-673-6055

995-0035 村山市中央一丁目5-24

0237-53-9123

天童市地域包括支援センター中央

994-0013 天童市老野森二丁目6-3

023-658-8190

天童市地域包括支援センターめいこうえん

994-0071 天童市大字矢野目150

023-664-0600

山形市社会福祉協議会
霞城北部地域包括支援センター
山形市社会福祉協議会
霞城西部地域包括支援センター

●寒河江市
寒河江市地域包括支援センター

●上山市
上山市地域包括支援センター

●村山市
村山市社会福祉協議会地域包括支援センター

●天童市
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●東根市
東根市地域包括支援センター

999-3711 東根市中央一丁目3-5

0237-42-3939

999-4224 尾花沢市新町三丁目2-5

0237-23-3660

990-0323 東村山郡山辺町大字大塚836番地1
山辺町保健福祉センター内

023-666-6565

990-0406 東村山郡中山町大字柳沢2333
中山ひまわり荘内

023-662-6637

999-3511 西村山郡河北町谷地甲2325-2

0237-84-6120

990-0702 西村山郡西川町大字海味543-8

0237-74-4405

990-1442 西村山郡朝日町大字宮宿1115

0237-67-2156

990-1101 西村山郡大江町大字左沢882-1

0237-62-2114

999-4111 北村山郡大石田町大字大石田甲574

0237-36-1520

●尾花沢市
尾花沢市地域包括支援センター

●山辺町
山辺町地域包括支援センター

●中山町
中山町地域包括支援センター

●河北町
河北町地域包括支援センター

●西川町
西川町地域包括支援センター

●朝日町
朝日町地域包括支援センター

●大江町
大江町地域包括支援センター

●大石田町
大石田町地域包括支援センター
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●新庄市
新庄市地域包括支援センター

996-0001 新庄市五日町字宮内240-2

0233-28-0330

999-5402 最上郡金山町大字金山324-1

0233-52-3035

999-6101 最上郡最上町大字向町43-1

0233-43-3117

999-4601 最上郡舟形町舟形263

0233-32-8762

999-5312 最上郡真室川町大字新町469-1

0233-64-1525

996-0212 最上郡大蔵村大字清水2528

0233-75-2111

999-5292 最上郡鮭川村大字佐渡2003-7

0233-55-2111
（内139）

999-6401 最上郡戸沢村大字古口270

0233-32-0661

●金山町
金山町地域包括支援センター

●最上町
最上町地域包括支援センター

●舟形町
舟形町地域包括支援センター

●真室川町
真室川町地域包括支援センター

●大蔵村
大蔵村地域包括支援センター

●鮭川村
鮭川村地域包括支援センター

●戸沢村
戸沢村地域包括支援センター
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●米沢市
米沢市地域包括支援センター

992-8501 米沢市金池五丁目2-25

0238-22-5111

米沢市社会福祉協議会地域包括支援センター

992-0059 米沢市西大通一丁目5-60

0238-24-4165

成島園地域包括支援センター

992-0083 米沢市広幡町成島2120-5

0238-37-6667

おいたまの郷地域包括支援センター

992-0111 米沢市大字下新田28番地

0238-36-0363

993-0001 長井市ままの上7-10

0238-83-2127

南陽市地域包括支援センター

999-2292 南陽市三間通436-1

0238-40-3211

南陽市社会福祉協議会地域包括支援センター

999-2292 南陽市三間通436-1

0238-50-1018

992-0392 東置賜郡高畠町大字高畠４３６

0238-52-4495

999-0193 東置賜郡川西町大字上小松１５６７

0238-46-5511

999-1356 西置賜郡小国町大字あけぼの1-1

0238-61-1001

992-0831 西置賜郡白鷹町大字荒砥甲４８８

0238-86-0112

999-0604 西置賜郡飯豊町大字椿３６５４-１

0238-86-2233

●長井市
長井市地域包括支援センター

●南陽市

●高畠町
高畠町地域包括支援センター

●川西町
川西町地域包括支援センター

●小国町
小国町地域包括支援センター

●白鷹町
白鷹町地域包括支援センター

●飯豊町
飯豊町地域包括支援センター
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●鶴岡市
鶴岡市社会福祉協議会地域包括支援センター

997-0045 鶴岡市西新斎町14-26

0235-29-1626

地域包括支援センターつくし

997-0035 鶴岡市馬場町1-34
社団法人 鶴岡地区医師会館内

0235-29-1256

健楽園地域包括支援センター

997-0826 鶴岡市美原町3-7

0235-25-0888

しおん荘地域包括支援センター

997-1201 鶴岡市湯野浜一丁目19-28

0235-76-3762

地域包括支援センターふじしま

999-7602 鶴岡市藤の花一丁目18-1

0235-78-2370

地域包括支援センターかみじ荘

997-0141 鶴岡市羽黒町荒川字前田元89

0235-64-8281

永寿荘地域包括支援センター

997-0011 鶴岡市宝田二丁目7-29

0235-29-2900

地域包括支援センターあさひ

997-0404 鶴岡市下名川字落合1

0235-58-1068

地域包括支援センターなかまち

998-0044 酒田市中町三丁目5-23

0234-23-5591

地域包括支援センターにいだ

998-0864 酒田市新橋二丁目1-19

0234-22-2640

地域包括支援センターはくちょう

998-0858 酒田市緑町13-38

0234-21-0818

地域包括支援センターあけぼの

998-0862 酒田市曙町二丁目26-1

0234-26-7789

地域包括支援センターかわみなみ

998-0111 酒田市黒森字葭葉山54-10

0234-92-3451

地域包括支援センターほくぶ

999-8134 酒田市本楯字地正免22-3

0234-28-2002

地域包括支援センターひがし

998-0805 酒田市関字向126-2

0234-94-2470

地域包括支援センターやわた

999-8232 酒田市市条字荒瀬115

0234-64-3777

地域包括支援センターまつやま

999-6861 酒田市字山田32-1

0234-61-4033

地域包括支援センターひらた

999-6712 酒田市楢橋字大柳1-16

0234-52-3895

997-1301 東田川郡三川町大字横山字西田85

0235-35-7031

999-7781 東田川郡庄内町余目字三人谷地70

0234-45-1030

999-8301 飽海郡遊佐町遊佐字木ノ下2

0234-71-2130

●酒田市

●三川町
三川町地域包括支援センター

●庄内町
庄内町地域包括支援センター

●遊佐町
遊佐町地域包括支援センターゆうすい
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山形県内にある認知症医療疾患センター
●篠田総合病院認知症疾患センター
〒990-0045 山形県山形市桜町2番68号
電話番号 023-623-1711（代表）

医療法人篠田好生会 篠田総合病院

FAX番号 023-635-4393

●佐藤病院認知症疾患医療センター
〒999-2221 山形県南陽市椚塚948-1

社会医療法人公徳会 佐藤病院

電話番号 0238-40-3170（代表） 0238-43-6040（直通）
FAX番号 0238-43-2076
●日本海総合病院認知症疾患医療センター
〒998-8501 山形県酒田市あきほ町30番地
地方独立行政法人 山形県・酒田市病院機構 日本海総合病院
電話番号 0234-26-2001（代表）
●新庄明和病院認知症疾患センター
〒996-0053 新庄市大字福田806
電話番号 0233-22-2125

医療法人社団清明会 新庄明和病院

FAX番号 0233-23-5586（代表）

県内の年金事務所
寒河江年金事務所

991-0003 寒河江市大字西根字石川西345-1

電話0237-84-2551
FAX.0237-86-6129

街角の年金相談センター酒田

998-0044 酒田市中町2-5-19酒田本町ビル1F

電話0234-22-4554

新庄年金事務所

996-0001 新庄市五日町字宮内225-2

電話0233-22-2050
FAX.0233-23-4329

山形年金事務所

990-9515 山形市あかねヶ丘1-10-1

電話023-645-5111
FAX.023-647-5501

米沢年金事務所

992-8511 米沢市金池5-4-8

電話0238-22-4220
FAX.0238-21-3829

山形県内家庭裁判所一覧
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山形家庭裁判所

山形市旅篭町2-4-22

代表 023-623-9511

山形家庭裁判所新庄支部

新庄市住吉町4-27

代表 0233-22-0265

山形家庭裁判所米沢支部

米沢市中央4-9-15

代表 0238-22-2165

山形家庭裁判所鶴岡支部

鶴岡市馬場町5-23

代表 0235-23-6666

山形家庭裁判所酒田支部

酒田市日吉町1-5-27

庶務課 0234-23-1234

山形家庭裁判所赤湯出張所

南陽市赤湯316

代表 0238-43-2217

山形家庭裁判所長井出張所

長井市四ツ谷1-7-20

代表 0238-88-2073

山形県内のハローワーク・公共職業安定所
山 形

〒990-0813 山形市桧町2-6-13

電話 023-684-1521(代)
FAX 023-684-2448

米 沢

〒992-0012 米沢市金池3-1-39 米沢地方合同庁舎内

電話 0238-22-8155(代)
FAX 0238-22-8158

酒 田

〒998-8555 酒田市上安町1‐6‐6

電話 0234-27-3111(代)
FAX 0234-27-3575

鶴 岡

〒997-0013 鶴岡市道形町1‐13

電話 0235-25-2501(代)
FAX 0235-25-2504

新 庄

〒996-0011 新庄市東谷地田町6-4 新庄合同庁舎内

電話 0233-22-8609(代)
FAX 0233-22-7849

長 井

〒993-0051 長井市幸町15-5

電話 0238-84-8609(代)
FAX 0238-84-2342

村 山

〒995-0034 村山市楯岡五日町14-30

電話 0237-55-8609(代)
FAX 0237-53-3138

寒河江

〒991-8505 寒河江市大字西根字石川西340

電話 0237-86-4221(代)
FAX 0237-86-7723

公共職業安定所

管

轄

区

域

山

形

山形市、上山市、天童市、東村山郡

米

沢

米沢市、南陽市、東置賜郡

酒

田

酒田市、東田川郡のうち庄内町、飽海郡

鶴

岡

鶴岡市、東田川郡（酒田公共職業安定所の管轄区域を除く。
）

新

庄

新庄市、最上郡

長

井

長井市、西置賜郡

村

山

村山市、東根市、尾花沢市、北村山郡

寒 河 江

寒河江市、西村山郡

山形県内の障害者就業・生活支援センター
村山障害者就業・生活支援センター

〒990-0861 山形市江俣1-9-26

Tel 023-682-0210
Fax 023-682-0211

置賜障害者就業・生活支援センター

〒993-0016 長井市台町4-24

Tel 0238-88-5357
Fax 0238-88-5368

庄内障害者就業・生活支援センター

〒998-0865 酒田市北新橋1-1-18

Tel 0234-24-1236
Fax 0234-43-0511

最上障害者就業・生活支援センター

〒996-0085 新庄市堀端町8-3

Tel 0233-23-4528
Fax 0233-32-0250
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山形県内の警察署一覧
署

名

所

管轄地域

山形警察署

〒990-2412 山形市松山一丁目1-23
TEL：023-627-0110（代）

山形市、山辺町、中山町

上山警察署

〒999-3134 上山市矢来三丁目7番50号
TEL：023-677-0110 Fax：023-673-2511

上山市

〒994-0014 天童市糠塚二丁目4番1号
TEL：023-651-0110 Fax：023-653-0112

天童市

〒991-0003 寒河江市大字西根字上川原228-1
TEL：0237-83-0110 Fax：0237-86-9662

寒河江市、河北町、
西川町、大江町、朝日町

村山警察署

〒995-0035 村山市中央一丁目2番5号
TEL：0237-52-0110 Fax：0237-55-6448

村山市、東根市

尾花沢警察署

〒999-4229 尾花沢市横町二丁目4番1号
TEL：0237-24-0110 Fax：0237-23-3468

尾花沢市、大石田町

新庄警察署

〒996-0078 新庄市新町5番19号
TEL：0233-22-0110 Fax：0233-22-7564

新庄市、最上町、舟形町、
金山町、真室川町、鮭川村、
戸沢村、大蔵村

〒999-7781 東田川郡庄内町余目字滑石8-1
TEL:0234-45-0110

庄内町

酒田警察署

〒998-0011 酒田市上安町一丁目1番地の1
TEL：0234-23-0110 Fax：0234-26-7062

酒田市、遊佐町

鶴岡警察署

〒997-0013 鶴岡市道形町20番40号
TEL：0235-28-0110 Fax：0235-23-4840

鶴岡市、三川町

長井警察署

〒993-0014 長井市小出3743-3
TEL：0238-84-0110

長井市、白鷹町、飯豊町

小国警察署

〒999-1363 西置賜郡小国町大字小国小坂町1-49
TEL：0238-62-0110 Fax：0238-62-2006

小国町

南陽警察署

〒999-2221 南陽市椚塚1618番地
TEL：0238-50-0110 Fax：0238-40-2284

南陽市、高畠町

米沢警察署

〒992-0051 米沢市城北二丁目3-19
TEL：0238-26-0110（代）

米沢市、川西町

天童警察署

寒河江警察署

庄内警察署
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住

山形県内の認知症カフェ開設状況一覧
平成28年12月10日現在（健康長寿推進課調べ）

●山形市
名

称

実施主体

住

所

電話番号

認知症カフェ（季節ごとの名称） 山形市西部地域包括支援センター

990-2367 山形市すげさわの丘46

023-646-1165

ケアセンターとこしえあこや町

990-0025 山形市あこや町3-12-7

023-631-7888

あいらぶ末広 楽市楽茶

地域包括支援センターふれあい

990-2321 山形市桜田西4-1-14

023-628-3988

オレンジカフェ「とかみ」

とかみふれあいセンター

990-2342 山形市富神前6

023-647-5262

オレンジカフェ・はたご

地域包括支援センターかがやき

990-0047 山形市旅籠町1-7-23

023-631-8020

喫茶あもーれ

グランドホーム樫の木

990-0813 山形市桧町1-10-10

023-665-0511

オレンジカフェみのり

愛和ケアセンター

990-2161 山形市漆山1835

023-686-9034

コミュニティーカフェすみれ

NPO法人 すみれ会

990-0832 山形市城西町5-1-7

023-664-0168

脳いきいきカフェ

公徳会 若宮病院

990-2451 山形市吉原二丁目15-3

023-643-8236

あこやカフェ
認知症サロン はじめの一歩

オレンジカフェ

●米沢市
名

称

実施主体

住

所

電話番号

なごみカフェ

㈲なごみの部屋

992-0039 米沢市門東町2-8-38

0238-22-7557

茶飲み場「よってくだい」

NPO法人フューチャー倶楽部

992-0056 米沢市直江町8-5

090-6458-5690

認知症カフェ花はな

株式会社花はな

992-0038 米沢市城南1-5-2

0238-49-7676

楓カフェ

緑愛会楓の家

992-0012 米沢市金池6-8-26

0238-21-7222

お茶っこカフェ

米沢市立病院

992-8502 米沢市相生町6-36

0238-22-2450

オレンジカフェ

楽らくケアセンター

992-0031 米沢市大町5-5-14

0238-24-0087

●鶴岡市
名

称

実施主体

住

所

電話番号

オレンジカフェ

グループホームふじの花荘

999-7602 鶴岡市藤の花1-18-1

0235-64-5880

ほっこりかふぇつるおか

鶴岡市長寿介護課

997-0034 鶴岡市本町1-6-7

0235-29-4180

●酒田市
名

称

実施主体

住

所

電話番号

もしぇのん・あののん

酒田市

998-0044 酒田市中町1-4-10

0234-26-5755

オレンジかふぇ

多機能施設かたばみ荘

998-0061 酒田市光ヶ丘2-3-19

0234-35-1453

グリーンカフェ

山容病院

998-0074 酒田市浜松町1-7

0234-33-3355
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●新庄市
名

称

実施主体

住

所

電話番号

七色カフェ

認知症の人と家族の会

996-0027 新庄市本町2-15

023-687-0387

まちなか認知症カフェ オレンジカフェ

新庄市地域包括支援センター

996-0001 新庄市五日町宮内240-2

0233-28-0334

●寒河江市
名

称

実施主体

住

所

電話番号

認知症ハートフルカフェ三泉

ケアセンターとこしえ三泉

991-0005 寒河江市中河原158-14

0237-85-6870

認知症ハートフルカフェえがお

デイサービスみ〜んなえがお

991-0003 寒河江市西根石川西269-1

0237-85-1201

●上山市
名

称

実施主体

住

所

電話番号

上山カフェ（ながすず）

小規模多機能型居宅介護ながすず

999-3232 上山市長清水2-5-19

023-666-7780

上山カフェ（とこしえ上山北）

ケアセンターとこしえ上山北

999-3161 上山市弁天1-9-8

023-673-5527

上山カフェ（とこしえ上山南）

ケアセンターとこしえ上山南

999-3248 上山市高松字向里868-3

023-695-5777

●村山市
名

称

実施主体

住

所

電話番号

おしゃべりカフェ「集い」

在宅介護を支える家族の会

995-0041 村山市河島乙389

工藤方

カフェＫＡＫＯＵ

緑愛会 香紅の里

995-0037 村山市楯岡俵町20-19

090-2844-1150
0237-52-1001

●長井市
名

称

実施主体

住

所

電話番号

つつじカフェ

あら町ケアセンター

993-0006 長井市あら町4-23

0238-84-7577

あやめカフェ

とこしえあやめ通り

993-0081 長井市緑町12-50

0238-88-9800

●天童市
名

称

実施主体

住

所

電話番号

あったかフェ 天童

天童市保険給付課

994-8501 天童市老野森1-1-1

023-654-1111

Ｍカフェ

明幸園 地域支援室

994-0071 天童市大字矢野目150

023-653-3071

●東根市
名

称

ソーレカフェ

実施主体
グループホームソーレ東根

住

所

999-3702 東根市温泉町2-5-15

電話番号

0237-43-7727

●尾花沢市
名
おれんじカフェ
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称

実施主体
尾花沢市地域包括支援センター

住

所

999-3711 尾花沢市新町3-2-5

電話番号

0237-23-3660

●南陽市
名

称

実施主体

住

所

電話番号

オレンジカフェ（佐藤病院）

公徳会佐藤病院

999-2221 南陽市椚塚948-1

0238-40-3170

オレンジカフェ（とこしえ）

ケアセンターとこしえ二色根

999-2231 南陽市二色根73

0238-50-1420

オレンジカフェ（あすなろ）

グランデージあすなろ川樋

999-2205 南陽市新田577

0238-43-5566

オレンジカフェ（ござっと家）

小規模多機能施設ござっと家

992-0472 南陽市宮内2383-9

0238-59-1255

●山辺町
名

称

きらりカフェ

実施主体
山辺町保健福祉センター

住

所

990-0323 東村山郡山辺町大塚836-1

電話番号

023-667-1177

●中山町
名

称

認知症わいわいカフェ

実施主体
中山町健康福祉課・中山町地包括セ

住

所

990-0406 東村山郡中山町柳沢2336-1

電話番号

023-662-2456

●河北町
名

称

ひいなカフェ

実施主体
特別養護老人ホームひいなの里

住

所

999-3511 西村山郡河北町谷地字月山堂1217-5

電話番号

0237-71-1880

●西川町
名

称

カフェとこしえ

実施主体
ケアセンターとこしえ西川

住

所

990-0702 西村山郡西川町大字海味1288-22

電話番号

0237-85-1518

●朝日町
名

称

ほっとカフェ

実施主体
朝日町

住

所

990-1442 西村山郡朝日町大字宮宿1115

電話番号

0237-67-2156

●大江町
名

称

日本一くんカフェ

実施主体
グループホームあじさい

住

所

990-1163 西村山郡大江町本郷丁10-1

電話番号

0237-83-4177

●大石田町
名

称

地域交流カフェ「かぜ」

実施主体
特別養護老人ホーム 仁風荘

住

所

999-4111 北村山郡大石田町大石田甲574

電話番号

0237-35-2126

●金山町
名
ホットさろん

称

実施主体
金山町地域包括支援センター

住

所

999-5402 最上郡金山町大字金山324-1

電話番号

0233-52-3035
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●最上町
名

称

カフェやまびこ

実施主体
グループホームやまなみ

住

所

999-6101 最上郡最上町向町5-10

電話番号

0233-43-3606

●高畠町
名

称

実施主体

住

所

電話番号

オレンジカフェ はとぽっぽ

特別養護老人ホームはとみね荘

992-0351 東置賜郡高畠町大字高畠303

0238-51-0001

おれんじかふぇ とこしえ

ケアセンターとこしえ相森

東置賜郡高畠町大字相森630-1

0238-51-1511

●川西町
名

称

実施主体

住

所

電話番号

西大塚カフェ

ケアセンターとこしえ西大塚

992-0601 東置賜郡川西町大字西大塚2308-9

0238-42-3555

認知症カフェ

川西町地域包括支援センター

999-0193 東置賜郡川西町大字上小松1567

0238-46-5511

きらきらカフェ

グループホーム新緑の丘

999-0145 東置賜郡川西町下奥田3796-65

0238-54-0081

茶処そよ風

介護老人保健施設そよ風の森

999-0144 東置賜郡川西町時田1417

0238-46-2121

●小国町
名

称

カフェ満天

実施主体
（緑愛会）満天の家

住

所

999-1354 西置賜郡小国町大字幸町6-1

電話番号

0238-62-3311

●白鷹町
名

称

のどかカフェ

実施主体
白鷹町地域包括支援センター

住

所

992-0831 西置賜郡白鷹町大字荒砥甲488

電話番号

0238-86-0112

●飯豊町
名

称

茶屋よっとごえ

実施主体
飯豊町地域包括支援センター

住

所

999-0604 西置賜郡飯豊町大字椿3651-1

電話番号

0238-86-2233

●三川町
名

称

にこにこカフェ

実施主体
三川町地域包括支援センター

住

所

997-1301 東田川郡三川町大字横山字西田85

電話番号

0235-35-7031

●庄内町
名

称

ほっとひと息カフェ

実施主体
庄内町

住

所

999-7781 東田川郡庄内町余目字三人谷61-1

電話番号

0234-42-0176

●遊佐町
名
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ゆうすいカフェ

称

実施主体
特別養護老人ホームゆうすい

住

所

999-8301 飽海郡遊佐町遊佐字木の下2

電話番号

0234-71-2133

山形県内の社会福祉協議会
施 設 名

所

在

地

電話番号

山形市社会福祉協議会

〒990-0832 山形市城西町2-2-22

023-645-9230

米沢市社会福祉協議会

〒992-0059 米沢市西大通1-5-60

0238-24-7881

鶴岡市社会福祉協議会

〒997-0033 鶴岡市泉町5-30

0235-24-0053

酒田市社会福祉協議会

〒998-0864 酒田市新橋2-1-19

0234-23-5765

新庄市社会福祉協議会

〒996-0001 新庄市五日町字宮内240-2

0233-22-5797

寒河江市社会福祉協議会

〒991-0021 寒河江市中央2-2-1 ハートフルセンター内

0237-83-3220

上山市社会福祉協議会

〒999-3135 上山市南町4-5-12

023-695-5095

村山市社会福祉協議会

〒995-0035 村山市中央1-5-24

0237-52-0321

長井市社会福祉協議会

〒993-0011 長井市館町北6-19

0238-88-3711

天童市社会福祉協議会

〒994-0013 天童市老野森2-6-3

023-654-5156

東根市社会福祉協議会

〒999-3711 東根市中央1-3-5

0237-41-2361

尾花沢市社会福祉協議会

〒999-4224 尾花沢市新町3-2-5

0237-22-1092

南陽市社会福祉協議会

〒999-2211 南陽市赤湯215-2

0238-43-5888

中山町社会福祉協議会

〒990-0406 東村山郡中山町大字柳沢2336-1

023-662-4361

山辺町社会福祉協議会

〒990-0323 東村山郡山辺町大字大塚836-1

023-664-7982

大江町社会福祉協議会

〒990-1101 西村山郡大江町大字左沢887-2

0237-83-4122

朝日町社会福祉協議会

〒990-1442 西村山郡朝日町大字宮宿1115

0237-67-2465

西川町社会福祉協議会

〒990-0702 西村山郡西川町大字海味543-8

0237-74-5677

河北町社会福祉協議会

〒999-3511 西村山郡河北町谷地字甲2325-2

0237-72-7800

大石田町社会福祉協議会

〒999-4111 北村山郡大石田町大字大石田丁92-2

0237-35-3383

舟形町社会福祉協議会

〒999-4601 最上郡舟形町舟形263

0233-32-2733

大蔵村社会福祉協議会

〒996-0212 最上郡大蔵村大字清水2528

0233-75-2111

戸沢村社会福祉協議会

〒999-6401 最上郡戸沢村大字古口270

0233-72-2112

鮭川村社会福祉協議会

〒999-5202 最上郡鮭川村大字佐渡893

0233-55-3653

真室川町社会福祉協議会

〒999-5312 最上郡真室川町大字新町127-5

0233-64-1515

金山町社会福祉協議会

〒999-5402 最上郡金山町大字金山561

0233-52-2099

最上町社会福祉協議会

〒999-6101 最上郡最上町大字向町43-1

0233-43-3180

高畠町社会福祉協議会

〒992-0351 東置賜郡高畠町大字高畠454-4

0238-52-4486

川西町社会福祉協議会

〒999-0121 東置賜郡川西町大字上小松2918-2

0238-46-3040

白鷹町社会福祉協議会

〒992-0831 西置賜郡白鷹町大字荒砥甲488

0238-86-0150

飯豊町社会福祉協議会

〒999-0604 西置賜郡飯豊町大字椿3642

0238-72-3353

小国町社会福祉協議会

〒999-1352 西置賜郡小国町大字岩井沢604-2

0238-62-2825

三川町社会福祉協議会

〒997-1301 東田川郡三川町大字横山字西田85-2

0235-66-4410

庄内町社会福祉協議会

〒999-7781 庄内町余目字大塚1-2

0234-43-3066

遊佐町社会福祉協議会

〒999-8301 飽海郡遊佐町大字遊佐町字田子1

0234-72-4715
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山形県内生活困窮者自立支援事業自立相談支援窓口一覧
●山辺町・中山町にお住いの方
東南村山地域
生活自立支援センター

山形市小白川町二丁目3-31

023-615-6565

●河北町・西川町・朝日町・大江町にお住まいの方
西村山地域
生活自立支援センター

西村山郡河北町谷地己56-8
（地域活動支援センターういんず内）

0237-73-3240

村山市中央一丁目5-24

0237-53-3787

●大石田町にお住まいの方
北村山地域
生活自立支援センター

●金山町・最上町・舟形町・真室川町・大蔵村・鮭川村・戸沢村にお住まいの方
生活自立支援
センターもがみ

新庄市堀端町8-3

0233-32-1585

東置賜郡高畠町大字高畠454-4
（高畠町社会福祉協議会内）

0238-51-1008

東置賜郡川西町大字上小松2918-2
（川西町社会福祉協議会内）

0238-46-3040

西置賜郡白鷹町大字荒砥甲488
（白鷹町社会福祉協議会内）

0238-86-0150

西置賜郡小国町大字岩井沢604-2
（小国町社会福祉協議会内）

0238-62-2825

西置賜郡飯豊町大字椿3642
（飯豊町社会福祉協議会内）

0238-72-3353

鶴岡市馬場町9-25（鶴岡市役所内）

0235-29-1729

酒田市新橋二丁目1-19
（酒田市地域福祉センター内）

0234-25-0350

●高畠町にお住いの方
東置賜地域
生活自立支援センター
●川西町にお住いの方
東置賜地域生活自立支援
サブセンター
●白鷹町にお住まいの方
西置賜地域
生活自立支援センター
●小国町にお住まいの方
西置賜地域
生活自立支援サブセンター
●飯豊町にお住まいの方
西置賜地域
生活自立支援サブセンター
●三川町にお住まいの方
鶴岡地域
生活自立支援センター
●庄内町・遊佐町にお住まいの方
生活自立支援
センターさかた
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●山形市にお住まいの方
山形市生活
サポート相談窓口

山形市城西町二丁目2-22

023-674-0680

米沢市西大通一丁目5-60

0238-21-7867

鶴岡市馬場町9-25（鶴岡市役所内）

0235-29-1729

酒田市新橋二丁目1-19

0234-25-0350

新庄市堀端町8-3

0233-32-1585

寒河江市中央二丁目2-1
（ハートフルセンター内）

0237-86-2111
（内線617）

上山市南町４番5-12

023-695-5095

村山市中央一丁目5-24

0237-53-3787

長井市館町北6-19

0238-87-1822

天童市老野森二丁目6-3

023-654-5156

東根市中央一丁目3-5

0237-41-2361

尾花沢市新町三丁目2-5

0237-22-1092

南陽市赤湯215-2

0238-43-5888

●米沢市にお住まいの方
米沢市
生活自立支援センター
●鶴岡市にお住まいの方
鶴岡地域
生活自立支援センター
●酒田市にお住まいの方
生活自立支援
センターさかた
●新庄市にお住まいの方
生活自立支援
センターもがみ
●寒河江市にお住まいの方
寒河江市
生活自立支援センター
●上山市にお住まいの方
上山市
生活自立支援センター
●村山市にお住まいの方
村山市
生活自立支援センター
●長井市にお住まいの方
生活相談窓口
●天童市にお住まいの方
天童市
生活自立支援センター
●東根市にお住まいの方
生活自立支援相談窓口
●尾花沢市にお住まいの方
尾花沢市
生活自立支援センター
●南陽市にお住まいの方
南陽市
生活自立支援センター
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表紙と背表紙の写真は若年性認知症ワーキングチームのメンバーであり、若年性認知症当
事者でもある及川昌秀さんが撮影した写真です。
もともと、写真が趣味でしたが、日々の思い出、こころに残った景色など、３千枚を超える
写真をＰＣに残しています。
お気に入りのコーヒー。青い空に大きな雲。いつも通る会社までの並木道。
今年は「おれんじドア山形（当事者ミィーティング）」を開設したいと考えているそうです。

若年性認知症相談支援ガイドブック策定委員会
有海 清彦

山形県精神保健福祉センター

峯田 幸悦

山形県地域包括・在宅介護支援センター協議会

鈴木ひとみ

山形県相談支援専門員協会

佐藤 裕邦

山形県認知症高齢者グループホーム連絡協議会

横倉 孝司

山形公共職業安定所

金山 裕之

山形県弁護士会 高齢者障がい者に関する委員会

山名 康子

公益社団法人 山形県認知症の人と家族の会

髙木 知里

一般社団法人 山形県社会福祉士会

若年性認知症相談支援ガイドブック作成ワーキングチーム
遠藤 里美

山形県認知症疾患医療センター・篠田総合病院精神科

及川 昌秀

公益社団法人 認知症の人と家族の会山形県支部

草苅さえ子

公益社団法人 認知症の人と家族の会山形県支部
若年性認知症支援コーディネーター

清野 敏秀

一般社団法人 山形県作業療法士会

髙木 知里

一般社団法人 山形県社会福祉士会

竹田 征子

山形市北部認知症初期集中支援チーム

東海林かおり

南沼原地域包括支援センター

山形県相談支援専門員協会

事 務 局

一般社団法人 山形県社会福祉士会

発

平成29年３月
山形県 健康福祉部 健康長寿推進課

行

