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❖羽後町と「認知症」❖

　いま羽後町は超高齢社会をむかえようとしています。
　「認知症」はだれにも起こりうる脳の病気です。85歳以上になると４人に１人は認
知症の症状が現れるといわれています。しかし、地域が助け合うことで認知症の症状
を緩和し、より豊かな人生を送ることが可能になります。羽後町住民みんなで認知症
にとりくんでいきましょう

認知症って何だろう？
　認知症は、さまざまな原因で脳の細胞が死んで
しまったり、働きが悪くなったりするために起こ
るさまざまな症状をいいます。もの忘れがひどく
なったり、いままでできていたことができなく
なったりします。

認知症の症状
○脳の細胞が死んでしまうことによって直接起こる症状（中核症状といいます）

　・新しいことを憶えられない、いままでおぼえていたことを忘れてしまう

　認知症になると、さっき聞いたことも、見たことも忘れてしまいます。忘れ
ていることにも気づかず、何度も同じことを
いったり、聞いたりしますが、認知症の人は
毎回初めて聞くことです。

　・時間や月日がわからなくなる

　日付がわからなくなり、何度も「今日は何
日」と聞かないと不安になり何度も聞いたり
します。時間もわからなくなり、待ち合わせ

「普通のもの忘れ」と「認知症が疑われるもの忘れ」との違い

（例）
「普通のもの忘れ」

　食べた食事のメニューや約束の日時を思い出せない等の、部分的なもの忘れ
　（正常な老化現象）

「認知症が疑われるもの忘れ」

　食事したことや約束したことそれ自体（そのこと全部）を忘れてしまう
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の時間も守れなくなったりします。
　・場所がわからなくなる

　認知症が進むと、買い物に出かけても、自分が行きたい場所がわからなくなり、
一生懸命歩き回ったりします。認知症が進んでくると、家のトイレの場所もわか
らなくなることがあります。

　・人がわからなくなる

　もっと認知症が進むと、自分の子どもを、自分のお兄さんやお姉さんとまち
がったりすることがあります。また自分の子どもなのに「どなたですか」と聞い
たりします。

その他の症状
　・考えるスピードが遅くなる

　考えをまとめるのに時間がかかります。急がせないでゆっくり待つことが大切
です。

　・新しい機械が使えない

　新しい機械を上手に使えません。でも、使い慣れたものなら使うことができま
す。

　・計画を立てられない、計画通りにできなくなる。

　たとえば、料理がうまく作れなくなったりします。でもだれかが手伝ってあげ
れば、作ることができます。

○環境やまわりの人の接し方で症状が変わります。（行動・心理症状）

　脳の細胞が死んでしまうことによって直接出てくる症状とは別に、性格や生活、
まわりの人の接し方等によって出る症状があります。これを行動・心理症状といい
ます。
　・元気がなくなる

　認知症の人は、何もわからない人ではありません。自分に何かおかしなことが
起こっていることはわかっています。そして、これからどうなるだろうと不安な
気持ちになっています。不安な気持ちからぼんやりしたり、投げやりになってし
まったり、怒りっぽくなったりして、ますます病
気が進んでしまいます。でも、まわりの人がやさ
しいことばをかけたり、手助けしたりすることで、
気持ちがおだやかになります。症状の進むスピー
ドもゆっくりになります。

　・「ものをとられた」と思いこむ

　もの忘れがひどくなり、大事なものをしまった
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場所を忘れ、家族のだれかがとったと思いこんで怒ったりします。大事なものが
見つからなくなることは、とても不安です。「またしまいわすれたんでしょ」な
どといわずに、認知症の人が自分で見つけられるように、いっしょに探して手助
けしてあげるといいです。

みんなで認知症の人をささえよう
　認知症の人は自分がおかしくなっていると感じ、だれよりも苦しんだり、悩んだり、
悲しんだりしています。だから、まわりの人が、認知症の人の不安な気持ちを感じ
とったり、何に困っているかを見てとり、助けてあげることが大切です。
　みんなが、やさしくことばをかけたり、手をかしたりすれば、認知症になっても安
心してくらしていくことができます。

参考文献

　厚生労働省老健局高齢者支援課
　認知症・虐待防止対策推進室
　全国キャラバン・メイト連絡協議会
　認知症サポーター100万人キャラバン
　認知症サポーター中学生養成講座副読本

（例）
対応がうまくいった例

①認知症になり、うまくできないことが続く → 病気を理解し、やさしく接する 
　→ 症状が改善する、ゆるやかに進む

対応がうまくいかない例

②認知症になり、うまくできないことが続く → とがめたり、否定したりする
　→ 症状が悪化する → 対応がますます難しくなる。
　※みんなで①の対応を心がけましょう
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認知症サポーターとは
　認知症サポーターとは・・・・・・なにか特別なことをする人ではありません。
　認知症について正しく理解し、認知症の人や家族を温かく見守る応援者として、自分ので
きる範囲で活動します。友人や家族に学んだ知識を伝えること、認知症の人やその家族の気
持ちを理解しようと努めることもサポーターの活動です。
　認知症サポーターになるには「認知症サポーター養成講座」を受講していただき、受講後
にオレンジリング（認知症の人を応援しますという意思を示す目印）が配布されます。「認知
症サポーター養成講座」は自治体で養成された「キャラバン・メイト」が講師役をつとめます。
　認知症になっても安心してくらせる羽後町を目指して、あなたも認知症サポーターとして
活動に参加しませんか？

認知症サポーターとなっていただいた事業所・商店・団体など一覧
（敬称略）

・阿部時計店 ・伊藤衣料店 ・大野電気

・カネタ鮮魚店 ・木村薬局 ・くえもん

・健生堂薬局 ・柴田糸店 ・柴田酒店

・鈴木鮮魚店 ・ながや ・みなとや

・眼鏡のアンドー ・矢野洋品店 ・マルトタクシー株式会社

・上仙道繊維第二工場 ・西馬音内郵便局 ・クスノキ美容院

・アート美容院 ・ヴァンテーヌ ・パームス

・斉藤美容院 ・スミレ美容院 ・斉藤理容室

・ミドリ美容院 ・メグ美容院 ・鈴木理容室

・カットインサトウ ・小坂理容室 ・バグス

・佐藤理容室 ・菅本理容室 ・理容カトウ

・滝沢理容室 ・戸澤理容室 ・ＪＡこまち西馬音内女性部

・ヘアーサロンタカハシ ・ヘアーサロンＢＵＺＺ ・羽後町社協三輪支会

・ＪＡうご女性部
　（新成・元西・明治） ・ＪＡこまち三輪女性部 ・羽後町民生委員

・児童委員協議会

・ＪＡこまち田代女性部 ・さくら草の会 ・林崎福祉会

・羽後こころの和の会 ・羽後町社協仙道支会 ・林崎老人クラブ

・おたっしゃくらぶ ・羽後町社協明治支会 ・下仙道寿会

・羽後町社協元西支会 ・払体老人クラブ ・野町老人クラブ

・朝日町老人クラブ ・愛宕会老人クラブ ・赤袴老人クラブ

・鳥居老人クラブ ・上到米長寿会老人クラブ ・西馬音内三町老人クラブ
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地域で支え合う
町をめざして
地域で支え合う
町をめざして

1,536人
（平成23年３月末現在）

羽後町の認知症サポーターの人数

・大久保老人クラブ ・赤袴寿会 ・柏原町内会

・那智会老人クラブ ・若竹元気くらぶ ・まめちゃん

・柏原福寿会 ・安心・安全な街づくりパト
ロール隊

・グループホーム西の森運営
委員会

・田代小学校５・６年生
　（平成21年度）

・西馬音内小学校６年生
　（平成22年度）

・羽後高等学校（ボランティア
部、２年生、読みきかせ

　（平成21年度））

・羽後明成小学校６年生
　（平成22年度）

・高瀬中学校３年生
　（平成21・22年度）

・仙道小学校５・６年生
　（21年度）

・三輪中学校１年生・２年生・
３年（平成22年度）

・三輪中学校４年生
　（平成22年度）

あなたも認知症サポーターになって地域を支えよう！

くわしくは羽後町地域包括支援センター　(62−5312へ

田代
19人

明治
10人 新成 5人

三輪 19人

西馬音内
69人

元西
10人

仙道
17人

★

認知症サポーターの拠点
キャラバンラジオや　　

羽後町のキャラバンメイトの人数
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おぼえておきたい各種制度・手当など
制　　　度 説　　明　　１ 説　　明　　２ 問い合わせ先

福祉医療費
受給者証
（マル福カード）

高齢身体障害者
・65歳以上で、身体障害者

手帳４級～６級の所持者
・対象者等の所得が所得制

限基準額以下

　医療機関にかかるときに
保険証と一緒に提示する
と、医療費の自己負担分を
町で負担するので、本人の
負担はありません。

羽後町役場 
町民課 
医療給付担当

高額療養費貸付 　１ヶ月の医療費の自己負担分が高額療養費の支給対象
となる方に医療費をお貸ししています。

羽後町役場 
町民課 
医療給付担当

人工透析
通院援護費

　羽後町に居住する方で、その世帯主に支給します。
　人工透析のため通院している方に援護費を支給
・最寄のバス停留所からの運賃が6,000円までの場合は、

6,000円
・最寄のバス停留所からの運賃が6,000円を超える場合

は、運賃の相当額

羽後町役場 
町民課 
医療給付担当

治療用装具を
作成した

　医師の診断により治療用の装具を作成した場合、か
かった費用の一部（７～９割）が申請により保険者から支
給されます。
　福祉医療費受給者の方は、かかった費用の自己負担割
合分（１～３割）が申請により町から支給されます。

羽後町役場 
町民課 
医療給付担当

在宅介護慰労金 　在宅で要介護３以上の方を常時介護している低所得世
帯（町県民税非課税・均等割課税）の家族に慰労金を支給
する。支給額は、要介護度や介護保険サービスの利用率
に応じて、5,000円～20,000円になります。

羽後町役場 
福祉保健課 
高齢者福祉担当

特別障害者手当
等給付制度

　精神又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障害のある20
歳以上の者。（施設入所者は除く）　
　特別障害者手当 １人月額26,440円
　受給資格者、配偶者、扶養義務者に政令で定める額以
上の収入がある時は非該当となる場合があります。

羽後町役場 
福祉保健課 
社会福祉担当

生活保護制度 　生活保護は、病気や高齢のため働くことができなく
なったり、働いていた方が亡くなったことなどにより生
活に困っている人に対し、国が最低限度の生活を保障し
ながら、自分たちの力で生活できるように援助する制度
です。
  生活保護を受けたい場合には、福祉事務所又は町村の
福祉担当課に申請しなければなりません。申請があれば、
福祉事務所ではケースワーカーが家庭を訪問して、生活
に困っている状況など、生活保護を受けるための要件が
満たされているかなどの必要な調査をおこないます。

羽後町役場 
福祉保健課 
社会福祉担当

平成23年３月１日現在
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生活福祉資金
貸付制度

　低所得者世帯などに対し
て、低金利または無利子で
の資金の貸付と必要な援助
指導を行うことにより、経
済的自立や生活意欲の助長
促進、在宅福祉や社会参加
を図り、その世帯の安定し
た生活を確保することを目
的としています。

貸付対象
　低所得者世帯・障がい者
世帯・高齢者世帯・失業者
世帯
・不動産担保型生活資金
　ご相談・お申し込みは、
お住まいの地区の民生委員
または羽後町社会福祉協議
会が窓口です。

羽後町社会福祉
協議会

長寿祝金 　町では、多年にわたり町の発展に尽力された高齢者を
敬愛し、長寿を祝うとともに、福祉の増進に寄与するた
め、長寿祝金を支給しております。
支給対象者：88歳、100歳の誕生日を迎えられた方
支 給 金 額：２万円（88歳）　・10万円（100歳）

羽後町役場 
福祉保健課 
社会福祉担当 

羽後町で独自に行っているサービス
生活支援ハウス 　概ね60歳以上の一人、ま

たは二人暮らし高齢者で、
高齢のため独立して生活す
ることに不安のある場合
や、家族等による援助を受
けることが困難な場合に利
用できる施設で、町には高
瀬ケアセンター内にありま
す。（定員15名）

利用等に関しては、
・福祉保健課高齢者福祉担当
・羽後町地域包括支援センター
・高瀬ケアセンター
 
までご相談ください。
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介護保険サービスを利用するためには、
介護認定を受ける必要があります。

介護認定の流れ
１．介護認定の申請をする。（65歳以上の方が申請できます）

申請書の設置・提出先
・羽後町役場福祉保健課高齢者福祉担当窓口
・五輪坂ケアセンター窓口
・高瀬ケアセンター窓口

※40～64歳の方については、若年性認知症、
脳血管疾患などの特定疾病により、要介護・
要支援状態となった方に限り申請することが
できます。

申請に必要なもの
・介護保険被保険者証（紛失した場合は被保険者の住所、生年月日等がわかるもの）
・医療機関名及び主治医氏名がわかるもの（申請書に記入するところがあります）

２．調査が行われます。

認定調査 医師の意見書

　調査員が自宅等を訪問し、心身の状況・介護の
状況等を本人・家族から聞き取りをします。

　主治医に現在の心身の状態について意見書を作
成してもらいます。
　医師への意見書作成依頼は町が行います。

３．審査、判定を行います。

認定調査結果および主治医意見書をもとに介護認定審査会で審査、判定を行います。

４．認定が決定となります。

認定は次の状態区分判定され、結果通知及び新しい被保険者証が郵送で届きます。

非該当（自立）

介護保険制度を利用してのサービ
スを受けることはできません。

要介護１～５

介護サービスを受けることができ
ます。

要支援１～２

介護予防サービスを受けることが
できます。

５．介護予防事業の参加 ５．介護サービス計画（ケアプラン）の作成
町が行う介護予防事業を利用す
ることができます。
詳しくは羽後町地域包括支援セ
ンター又は羽後町役場福祉保健
課高齢者福祉担当へご相談くだ
さい。

実際に介護（予防）サービスを利用する場合は、本人の希望や状態に応
じたケアプランを作成してもらう必要があります。

要介護１～５

居宅介護支援事業所又は入所施設
のケアマネジャーが作成します。

要支援１～２

羽後町地域包括支援センターの職
員が作成します。

６．介護（予防）サービスの利用開始
介護保険サービスの内容についての相談は　担当ケアマネジャー又は
羽後町地域包括支援センター、羽後町役場福祉保健課高齢者福祉担当
へ相談ください。
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介護保険サービスの種類
　介護保険には、自宅での介護を支援する在宅サービスと、施設に入所してサービスを利用す
る施設サービスがあります。

相談窓口（まずは相談を！）

羽後町地域包括支援センター (0183−62−5312

高瀬ケアセンター (0183−58−7620
羽後町役場福祉保健課
高齢者福祉担当 (0183−62−2111　内線124、125

居宅介護支援事業所
居宅において介護保険で受けられる指定居宅サービスなどの紹介、いろ
いろなサービスの調整、居宅支援サービスにかかる費用の計算や請求な
どを要介護者の代わりに行う事業所です。

○在宅サービス

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、食事、入浴、排泄などの身体介護や、
炊事、掃除などの家事援助を行います。

訪問看護 看護師が訪問して、主治医と連絡をとりながら病状を観察したり、療養
の世話、診療の補助を行います。

訪問入浴介護 移動入浴車などで訪問し、入浴の介助を行います。

通所介護
（デイサービス）

デイサービスセンターにおいて、食事・入浴・レクリエーション・機能
訓練などが日帰りで受けられます。

通所リハビリテー
ション（デイケア）

介護老人保健施設などで、入浴・食事などを楽しみながら、作業療法士
等によるリハビリが日帰りで受けられます。

短期入所生活介護
短期間だけ施設に入って、排泄や入浴、食事などの日常生活の世話を受
けたり、心身の機能を維持・回復させるための訓練などを受けたりする
サービスです。

短期入所療養介護
療養の必要な高齢者が、介護老人保健施設に短期間入所し利用するサー
ビスです。看護・医学的管理の下における介護、機能訓練その他の必要
な医療や日常生活の世話等のサービスを受けることができます。

認知症対応型通所介護 認知症高齢者を対象に、食事や入浴、専門的なケアが日帰りで受けられ
ます。

認知症対応型
共同生活介護
（グループホーム）

認知症の高齢者が、介護スタッフの支援を受けながら少人数で共同生活
し、家庭的な雰囲気の中で、食事、買い物、入浴などの日常生活の支援
や趣味活動、機能訓練などが受けられます。

小規模多機能型
居宅介護

平成18年４月から始まった地域密着型サービスのひとつで、事業所に登
録している利用者に対して、通い・訪問・泊まりのサービスを柔軟に一
体的に提供するというサービスです。
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福祉用具貸与
福祉用具購入

在宅での日常生活を支援し、リハビリに用いるための福祉用具や、介護
者の負担軽減を図る福祉用具を貸し出ししたり、販売したりします。

○施設サービス（要介護１以上の方が利用できます。）

介護老人福祉施設
（特別養護老人ホーム）

寝たきりや痴呆症状などのため、常時介護が必要で、自宅での介護は困
難な利用者が入所する施設です。食事、入浴、排泄などの日常生活介護
や療養上の世話が受けられます。

介護老人保健施設 病状が安定している利用者に対し、医学的管理のもとでの看護、介護、
リハビリを行う施設です。

介護療養型医療施設
急性期の治療が終わり、医学的管理のもとで長期にわたる療養が必要な
利用者のための医療機関の病床で、医療、看護、介護、リハビリなどが
受けられます。

○その他の介護保険サービス
　生活する環境を整えるサービスです。利用には一定の制約があります。利用前に地域包括支
援センターや担当ケアマネージャーに必ず相談して下さい。

住宅改修費の支給

心身機能の低下した高齢者の在宅での安全を確保するため、また介護す
る家族の負担の軽減を図るための改修に対して、20万円を上限額として、
費用の９割が支給されます。
対象となるもの　○てすりの取付け　○段差の解消　○床材の変更
　　　　　　　　○扉の取替え　　　○便器の取替え　など

福祉用具購入費の
支給

下記の福祉用具を、指定された事業者から購入した時、購入費として、
10万円を上限に費用の９割が支給されます。
○腰掛け便器　○簡易浴槽　○特殊尿器　○移動用リフトのつり具
○入浴補助用具

福祉用具をレンタル
する

日常生活の自立を助けるための福祉用具（下記の品目）をレンタルする
サービスです。
○◆車いす　○◆特殊寝台　○◆床ずれ防止用具　○◆体位変換器
○てすり（工事をともなわないもの）
○スロープ（工事をともなわないもの）　○歩行器　○歩行器補助つえ
○◆認知症老人徘徊感知器　○◆移動用リフト
◆印の福祉用具は、原則として要支援１・２要介護１の人は利用できま
せん。　
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（介護保険サービス）

湯沢雄勝郡内で利用できる事業所一覧
平成23年３月１日現在  

番
号相談窓口（まずは相談を！）

事 業 所 名 住　　　　　所 電 話 番 号 備考

１
五輪坂ケアセンター

（羽後町地域包括支援
センター）

羽後町林崎字五林坂21番地１ 0183−62−5312

２ 高瀬ケアセンター
（高瀬在宅介護支援センター） 羽後町下仙道字風平97番地１ 0183−58−7620

３ 羽後町役場福祉保健課
高齢者福祉担当 羽後町西馬音内字中野177番地 0183−62−2111

内線124、125

　居宅介護支援事業所

事 業 所 名 住　　　　　所 電 話 番 号 備考

４ （福）羽後町社会福祉協議会
指定居宅介護支援事業所 羽後町林崎字五林坂21番地１ 0183−62−5313

５ 五輪坂居宅介護支援事業所 羽後町林崎字五林坂21番地１ 0183−62−5312

６ 高瀬居宅介護支援事業所 羽後町下仙道字風平97番地１ 0183−58−7620

７ （福）なごみ会いさみが岡
居宅介護支援事業所 湯沢市山田字勇ヶ岡50番地 0183−79−5753

８ 介護プラザすずらん
居宅介護支援センター 湯沢市愛宕町二丁目６番22号 0183−78−1294

９ 居宅介護支援センター
あかつき 湯沢市字下山谷228番地 0183−72−0606

10 ＪＡこまち指定
居宅介護支援事業所 湯沢市佐竹町９番39号 0183−78−2040 注１

11 秋田県厚生連雄勝指定
居宅介護支援事業所

湯沢市山田字勇ヶ岡25番地　
雄勝中央病院内 0183−73−6062 注１

12 ぱあとなあ指定
居宅介護支援事業所 湯沢市字両神15番地１ 0183−72−8107 注１

13 指定居宅介護支援事業所
さわやかサポート

湯沢市千石町四丁目１番18号
　千石町ビル２Ｆ 0183−73−4570 注１

14 湯沢ゆうあい介護支援
センター

湯沢市古館町４番５号
湯沢市福祉センター内 0183−73−8696 注１

　注１：一部地域においては対応できない場合もあります。
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　訪問介護（ホームヘルプサービス）

事 業 所 名 住　　　　　所 電　話　番　号 備考

15 （福）羽後町社会福祉協議会
訪問介護事業所 羽後町林崎字五林坂21番地１ 0183−62−5313

16 訪問介護センターあかつき 湯沢市字下山谷228番地 0183−72−0606

17 福祉センター夢こまち 湯沢市佐竹町９番地39号 0183−78−2020

18 指定訪問介護事業所
さわやかサポート

湯沢市千石町四丁目１番18号
千石町ビル２Ｆ 0183−73−4570 注１

19 湯沢ゆうあい訪問センター 湯沢市古館町４番５号
湯沢市福祉センター内 0183−73−8696 注１

　訪問看護

事 業 所 名 住　　　　　所 電　話　番　号 備考

20 厚生連雄勝訪問看護
ステーション

湯沢市山田字勇ヶ岡25番地　
雄勝中央病院内 0183−72−1591

　訪問入浴介護

事 業 所 名 住　　　　　所 電　話　番　号 備考

21 羽後町指定訪問入浴介護
事業所 羽後町林崎字五林坂21番地１ 0183−62−5313

22 湯沢ゆうあい訪問入浴介護
センター

湯沢市古館町４番５号
湯沢市福祉センター内 0183−73−8696 注１

　通所介護（デイサービス）

事 業 所 名 住　　　　　所 電　話　番　号 備考

23 五輪坂デイサービス
センター 羽後町林崎字五林坂21番地１ 0183−62−5313

24 高瀬デイサービスセンター 羽後町下仙道字風平97番地１ 0183−58−7620

25 紫雲閣
デイサービス倶楽部 湯沢市横堀字小正寺16番地１ 0183−78−6076

26 有限会社ふくろう 湯沢市横堀字小正寺18番地２ 0183−78−6660

27 デイサービスふぁみーゆ 湯沢市愛宕町３丁目２番30号 0183−73−4563 注１

28 老人デイサービスセンター
ぱあとなあ 湯沢市両神15番地１ 0183−72−8107 注１
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　通所リハビリテーション（デイケア）

事 業 所 名 住　　　　　所 電　話　番　号 定員

29 介護老人保健施設照隅苑 羽後町床舞字軽内198番地１ 0183−78−7200 20

30 老人保健施設昭平苑 湯沢市柳田字中嶋227番地の１ 0183−72−1117 20

　認知症対応型通所介護

事 業 所 名 住　　　　　所 電　話　番　号 定員

31 グループホームみわディ 羽後町貝沢字拾三本塚55番地
５号 0183−78−4157 ３

　認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

事 業 所 名 住　　　　　所 電　話　番　号 定員

32 グループホーム西の森 羽後町西馬音内字本町102番地 0183−78−7138 ９

33 グループホームみわ 羽後町貝沢字拾三本塚55番地
５号 0183−78−4157 ９

34 グループホームやまびこ 羽後町下仙道字風平97番地１ 0183−58−7620 ９

　短期入所生活介護

事 業 所 名 住　　　　　所 電　話　番　号 定員

35 特別養護老人ホーム松喬苑 羽後町林崎字五林坂７ 0183−62−0115 ８

36 ショートステイ高瀬 羽後町下仙道字風平97番地１ 0183−58−7620 20

37 湯沢市サン・グリーンゆざわ
指定短期入所生活介護事業所 湯沢市裏門一丁目２番19号 0183−72−6688 10

38 湯沢市健寿苑指定短期入所
生活介護事業所

湯沢市駒形町字八面寺下谷地
75番地４ 0183−42−4832 ５

39
（福）いなかわ福祉会ケアセ
ンターいなかわ指定短期入
所生活介護事業所

湯沢市駒形町字八面狐塚58番地 0183−42−2557 20

40 医療法人せいとく会短期入
所生活介護事業所 湯沢市小野字東堺77番地１ 0183−52−2000 ３

41 有限会社ふくろう 秋田県湯沢市横堀字小正寺
18番地２ 0183−78−6660 20
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事 業 所 名 住　　　　　所 電　話　番　号 定員

42 短期入所生活介護事業所
いさみが岡 湯沢市山田字勇ヶ岡50番地 0183−79−5753 20

43 老人短期入所事業「平成園」 湯沢市小野字大沢田221番地 0183−52−5210 15

44
特別養護老人ホームシャイ
ントピアみなせ指定短期入
所生活介護事業所

湯沢市皆瀬字小野188番地１ 0183−58−4004 10

45 東成瀬村短期入所生活介護
事業所幸寿苑

雄勝郡東成瀬村田子内
字二階野206番地 0182−47−3261 10

46 ショートステイ花みずき 湯沢市清水町四丁目460番５ 0183−55−8585 30

　短期入所療養介護（老人保健施設で行う短期入所）

事 業 所 名 住　　　　　所 電　話　番　号 備考

47 介護老人保健施設照隅苑 羽後町床舞字軽内198番地１ 0183−78−7200

48 老人保健施設昭平苑 湯沢市柳田字中嶋227番地の１ 0183−72−1117

49 医療法人せいとく会介護老
人保健施設ゆーとぴあ神室 湯沢市小野字東堺76番地 0183−52−5111

50 医療法人せいとく会菅医院
短期入所療養介護 湯沢市小野字東堺77番地１ 0183−52−2000

　小規模多機能型居宅介護

事 業 所 名 住　　　　　所 電　話　番　号 定員

51 羽後町田代福祉センター 羽後町上到米字高橋39番地６ 0183−67−2177 25

52 小規模多機能ケアセンター
みわ 羽後町貝沢字拾三本塚43番地6 0183−55−8367 25

　介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

事 業 所 名 住　　　　　所 電　話　番　号 定員

53 特別養護老人ホーム松喬苑 羽後町林崎字五林坂７ 0183−62−0115 85

54 特別養護老人ホームたかせ 羽後町下仙道字風平97番地１ 0183−58−7620 30
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　介護老人保健施設

事 業 所 名 住　　　　　所 電　話　番　号 定員

55 介護老人保健施設照隅苑 羽後町床舞字軽内198番地１ 0183−78−7200 100

56 老人保健施設昭平苑 湯沢市柳田字中嶋227番地の１ 0183−72−1117 100

57 介護療養型老人保健施設
菅医院 湯沢市小野字東堺77番地１ 0183−52−2000 12

58 医療法人せいとく会介護老
人保健施設ゆーとぴあ神室 湯沢市小野字東堺76番地 0183−52−5111 100

　介護療養型医療施設

事 業 所 名 住　　　　　所 電　話　番　号 備考

59 医療法人湯沢内科循環器科
クリニック 湯沢市沖鶴215番地１ 0183−72−1112

60 医療法人小野崎医院 湯沢市表町３丁目１番29号 0183−73−2540

　福祉用具貸与・福祉用具購入

事 業 所 名 住　　　　　所 電　話　番　号 備考

61 介護プラザすずらん 湯沢市愛宕町二丁目６番22号 0183−78−1294

62 有限会社ケア・フレンド 湯沢市倉内字熊ノ堂22番地１ 0183−72−6557

63 県南福祉レンタルセンター 湯沢市倉内字下川原52番３号 0183−72−7020

64 福祉センター夢こまち 湯沢市佐竹町９番39号 0183−78−2020
他市町村の事業所でも一部の介護サービス利用が可能です。詳しくは担当のケアマネジャー又は
羽後町地域包括支援センターへ相談ください。
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五輪坂ケアセンターはこんなところ
五輪坂ケアセンターにあるもの

羽後町地域包括支援センター 高齢者の方の相談などを受けます。

62−5312
五輪坂居宅介護支援事業所 五輪坂居宅のケアマネージャーへの連絡はこ

ちらへ

羽後町社会福祉協議会事務所 羽後町社協の事務所です。福祉に関する様々
な相談を受けます。

62−5313

五輪坂ディサービスセンター デイサービスの利用や変更などの連絡はここ
で受け付けています。

羽後町社協居宅介護支援事業所 羽後町社協のケアマネージャーへの連絡はこ
ちらへ

羽後町社協ヘルパー事務所 羽後町社協のヘルパーへの連絡はこちらへ

羽後町社協訪問入浴事務所
羽後町社協で行っている訪問入浴事業の事務
所があります。予定の変更などはここで受け
付けます。

シルバー人材センター事務所 依頼に対応した要介護者の移送サービスや、
各種作業の手配および事務を行っています。

高瀬ケアセンターはこんなところ
高瀬ケアセンターにあるもの

高瀬在宅介護支援センター 高齢者の方の相談などを受けます。

58−7620

高瀬居宅介護支援事業所 高瀬居宅のケアマネージャーへの連絡はこち
らへ。

特別養護老人ホームたかせ 定員30人の全個室の特別養護老人ホームで
す。

ショートスティ高瀬 １日20人の方が短期入所できます。

高瀬ディサービスセンター デイサービスの利用や変更などの連絡はここ
で受け付けています。

グループホームやまびこ 認知症の方が共同生活する施設です。定員９
名です。

高瀬生活支援ハウス 町運営の高齢者１人・２人世帯の自立した方
が利用できます。

羽後町社協ヘルパーサテライト
事業所

羽後町社協の田代仙道地域におけるヘルパー
への連絡はこちらへ
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（平成　　 年　　 月　　 日作成）
（平成　　 年　　 月　　 日変更）

緊急連絡票
私 の こ と
ふりがな

氏 名

住 所 羽後町

性 別 男 性 ・ 女 性 血 液 型 型

生年月日 明 ・ 大 ・ 昭　　　　　年　　　　月　　　　日生

緊急時の連絡先

連絡先①
お名前 私との関係

電話番号

連絡先②
お名前 私との関係

電話番号

担当ケアマネージャー

氏　名
事業所名

電話

かかりつけの病院（医院）
病院（医院） 担当医名 電話番号

持病等 お薬手帳のある所は？

　平成　　　年　　　月　　　日
　　ここに記載している内容を、私の緊急時に利用することに同意します。

氏 名


