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認知症について 

認知症とは？ 
 
脳は生きていくために必要なほとんどの働きをしている司令塔です。 

それらの働きは、脳のなかで役割分担されていますが、いろいろな原因によって
脳の細胞が死んでしまったり、縮んでしまったり、働きが悪くなったりするため、さ
まざまな障がいがおこり、生活するうえで支障が出てくる状態（およそ６カ月以上
継続）になってしまう病気が「認知症」です。 

認知症を引き起こすおもな病気 
 

もっとも多いのは、脳の神経細胞がゆっくりと死んで脳が委縮する「変性疾患」と
呼ばれる病気です。アルツハイマー病、レビー小体型認知症、前頭側頭型認知症
がこの「変性疾患」にあたります。 

続いて多いのが、脳梗塞、脳出血、脳動脈硬化などのために、神経の細胞に栄
養や酸素がいきわたらなくなり、その結果その部分の細胞が死んだり、神経の
ネットワークが壊れてしまう脳血管性認知症です。 

認知症は、いろいろな原因で脳の細胞が死んだりまたは働きが悪くなったり
することによって、記憶力や判断力に障がいなどがおこる脳の病気です。 

この「認知症安心ガイドブック」には、認知症のことを知って認知症に対する
不安を減らすことができるよう、進行に合わせて受けられる杉戸町の様々な
介護サービスやその他の支援などの情報がまとめてあります。 
もし、自分が認知症になったら、どこでどのような生活がしたいですか？ 

もし、大切な家族が認知症になったら、どこでどのような生活をしてもらいた
いと思いますか？ 

認知症になったら、どこでどのような生活ができるのか、このガイドブックを活
用して考えてみてはいかがでしょうか。 

「認知症安心ガイドブック」について 
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認知症の種類と特徴 
 

認知症の原因となる脳の病気には、いろいろなものがありますが、代表的なものは
次の４つの病気です。 

認知症の中で最も多く、全体の約５割を占める病
気です。脳の神経細胞が徐々に減尐していき、そ
れにより脳が萎縮するために起こる病気です。初
期には、もの忘れが徐々に現れ、ゆっくりと進む
のが特徴です。不安やうつ、妄想などさまざまな
症状が現れます。 

レビー小体という特殊なたんぱく質が、脳の神経
細胞の中にたまることによって起こる病気です。
パーキンソン症状や幻視を伴い、症状の変動が大
きいのが特徴です。 

脳の前頭葉や側頭葉前方で、神経細胞が減尐し、
脳の萎縮が目立つのが特徴です。初期には、も
の忘れなどの「記憶障害」は現れにくいですが、
抑制が欠如し、遠慮がなくなったり、暴力的になる
などの性格の変化が見られる「人格障害」が主な
症状として現れます。 

脳梗塞や脳出血、脳動脈硬化などによって、脳に
栄養や酸素がいきわたらなくなることで、その部
分の神経細胞が死んでしまったり、神経のネット
ワークが壊れてしまう病気です。 

特徴としては、症状が突然現れたり、その後に
なって階段状に悪化したり、変動したりすることが
あります。 

アルツハイマー病 

レビー小体型認知症 

前頭側頭型認知症 

脳血管性認知症 

変性疾患 

２ 出典 「認知症サポーター養成講座標準教材認知症を学び地域で支えよう」 



認知症の症状 
 

脳の細胞が壊れることによって直接起こる中核症状と、本人がもともと持っている
性格や環境、人間関係などさまざまな要因がからみあって、うつ状態や妄想のよう
な精神症状や、日常生活への適応を困難にする行動上の問題が起こる行動・心
理症状があります。 

記憶障害 見当識障害 

理解・判断力の障害 実行機能障害 

中 核 症 状    

うつ状態 
幻 覚 

妄 想 

興 奮 

暴 力 

徘 徊 不潔行為 

行 動 ・ 心 理 症 状 （ B P S D )    

性格・素質 環境・心理状態 

認知症かな？と思ったら 

 認知症は、めずらしい病気ではなく、誰にでも起こり得る病気です。 
 すでに６５歳以上の人の１０人に１人、８５歳以上の人では４人に１ 
 人が認知症といわれていますから、家族の誰かが認知症になって 
 も不思議ではないのです。 
 「何かがおかしいな？」「ひょっとしたら・・・」と思ったら、できるだけ 
 早くかかりつけ医や相談機関に相談し、専門家のアドバイスを受 
 けることが大切です。 
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出典 「認知症サポーター養成講座標準教材認知症を学び地域で支えよう」 



早期の診断や治療が大切なわけ 
 家族に気になる症状があった時「きっと 
 年のせいだ」「まさか自分の家族が認知 
 症になるなんて」「どうせ治らないから」 
 などと考えて、病院に行くことをためらう 
 人は尐なくないと思いますが、これは誤 
 った考え方です。 
 認知症の場合でも、早く診断し、適切な 
 治療や内朋を早い段階から行うことで、 
 症状が改善したり、進行を遅らせること 
 ができます。 

家 族 の 皆 さ ん へ  
  認知症と診断されても「あわてて騒がないこと」が第一です。 
  医療機関へ受診・相談する際には、家族からの情報がとても大切です。 
  認知症の人の行動などを一歩下がって観察し、症状や出来事のメモをとっておく 
  ことをお勧めします。 
  医療機関では、無理に専門用語を使わず、自分の言葉で具体的に困りごとを伝え 
  た方が、専門家に伝えられる情報量が多くなります。 
  本人と家族の穏やかで心地よい生活を目標に、冷静な対応を心がけましょう。 

早期診断・早期発見が大切！ 

治る病気や一時的な症状 
の場合があります 

 正常圧水頭症、脳腫瘍、慢性 
 硬膜下血腫は、手術などの脳 
 外科的な処置で劇的に良くな 
 る場合もあります。 
 甲状腺ホルモン異常の場合 
 は、内朋など内科的な治療で 
 良くなります。 
 副作用など、薬の使用が原因 
 で認知症のような症状が出た 
 場合は、主治医と相談の上で 
 薬をやめるか調整すれば回 
 復します。 
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認知症の人への接し方 
  
認知症の症状には、本人が最初に気付くことが多いようです。 
認知症が進むと、段取りがうまくできないため、今までできていたのに 
できなくなることが徐々に増えてきます。 
また、認知症特有の「言われても思い出せないもの忘れ」が重なると、多くの人は何 
かが起こっているという不安を感じ始めます。 
        「認知症になったのではないか」という不安は、健康な人の想像を絶する 
        ものでしょう。誰よりも心配し、苦しみ、悲しんでいるのは認知症になった 
        本人だということを考えながら接することが大切です。 

具体的な対応の７つのポイント 

① まずは見守る 
認知症と思われる人に気づいたら、本人や
ほかの人に気づかれないように、一定の距
離を保ち、さりげなく様子を見守ります。 

近づきすぎたり、ジロジロ見たりするのは禁
物です。 

⑤ 相手の目線に合わせて 
小柄な方の場合は、体を低くして目線を同じ
高さにして対応しましょう。 

② 余裕をもって対応する 
こちらが困惑や焦りを感じていると、相手に
も伝わって動揺させてしまいます。 
自然な笑顔で応じましょう。 

③ 声をかけるときは１人で 
複数で取り囲むと恐怖心をあおりやすいので、
できるだけ１人で声をかけます。 

④ 後ろから声をかけない 
一定の距離で相手の視野に入ったところで
声をかけます。唐突な声かけは禁物です。 

「何かお困りですか？」「お手伝いしましょう
か？」など優しく声をかけましょう。 

⑥ おだやかに、はっきりと 
高齢者は耳が聞こえにくい人が多いので、
ゆっくりとはっきりした滑舌を心がけましょう。 

早口、大声、甲高い声でまくしたてないこと、
その土地の方言でコミュニケーションをとる
ことも大切です。 

⑦ 相手の言葉に耳を傾けて、 
         ゆっくり対応する 
認知症の人は急がされるのが苦手です。
同時に複数の問いに答えることも苦手です。
相手の反応をうかがいながら会話をしま
しょう。 

たどたどしい言葉でも、相手の言葉をゆっく
り聴き、何をしたいのかを相手の言葉を
使って推測・確認していきましょう。 
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出典 「認知症サポーター養成講座標準教材認知症を学び地域で支えよう」 



 認知症に早く気づくための 

  チェックリスト  

日常の暮らしの中で、認知症ではないかと思われる言動をまとめたものです。 
医学的な診断基準ではありませんが、暮らしの中での目安として参考にしてください。 
いくつか思い当たることがあれば、一応専門家に相談してみることがよいでしょう。 

６ 

もの忘れがひどい 

□ １ 今切ったばかりなのに、電話の相手の名前を忘れる 

□ ２ 同じことを何度も言う・問う・する 

□ ３ しまい忘れ置き忘れが増え、いつも探し物をしている 

□ ４ 財布・通帳・衣類などを盗まれたと人を疑う 

判断・理解力が衰える 

□ ５ 料理・片付け・計算・運転などのミスが多くなった 

□ ６ 新しいことが覚えられない 

□ ７ 話のつじつまが合わない 

□ ８ テレビ番組の内容が理解できなくなった 

時間・場所がわからない 

□ ９ 約束の日時や場所を間違えるようになった 

□１０ 慣れた道でも迷うことがある 

人柄が変わる 

□１１ 些細なことで怒りっぽくなった 

□１２ 周りへの気づかいがなくなり頑固になった 

□１３ 自分の失敗を人のせいにする 

□１４ 「このごろ様子がおかしい」と周囲から言われた 

不安感が強い 

□１５ ひとりになると怖がったり寂しがったりする 

□１６ 外出時、持ち物を何度も確かめる 

□１７ 「頭が変になった」と本人が訴える 

意欲がなくなる 

□１８ 下着を替えず、身だしなみを構わなくなった 

□１９ 趣味や好きなテレビ番組に興味を示さなくなった 

□２０ ふさぎ込んで何をするのも億劫がりいやがる 

出典 公益社団法人認知症の人と家族の会作成 
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医   療  

さいたま市長指定認知症疾患医療センター 

埼玉精神神経センター さいたま市中央区本町東6-11-1 048-857-6817 

埼玉県知事指定認知症疾患医療センター 

秩父中央病院 秩父市寺尾1404 0494-22-9366 

武里病院 春日部市下大増新田9-3 0120-8343-56 

西熊谷病院 熊谷市石原572 048-599-0930 

毛呂病院 入間郡毛呂山町毛呂本郷38 049-276-1486 

戸田病院 戸田市新曽南3-4-25 048-433-0090 

埼玉県済生会鴻巣病院 鴻巣市八幡田849 048-501-7191 

久喜すずのき病院 久喜市青柳1366-1 0480-23-6540 

８ 

医療機関名 住   所 電  話 担 当 科 

堀中病院 幸手市東3-1-5 0480-42-2081 内科（物忘れ外来） 

東武丸山病院 幸手市南2-2-13 0480-42-0710 精神科（外来） 

 
 
認知症疾患医療センター

武里病院 

 
 

春日部市下大増新田9-3 

 
0120-8343-56 
048-733-5111 

精神科（認知症） 
認知症専門外来 
（完全予約制：月～土） 

※神経内科医、精神保健
指定医による診察 

認知症疾患医療センター 

久喜すずのき病院 久喜市青柳1366-1 
0480-23-6540 
0480-23-3300 

精神科・物忘れ外来 

認知症は、早期に発見し適切な治療やケアを行うことで、進行を遅らせることができます。気になる症
状が見られたら放置することなく、できるだけ早い段階で、医療機関で相談することが重要です。 

認知症相談医等 
神経内科では認知症の早期診断・治療、精神科では認知症による困っ
た行動に関する相談・治療を行います。 
受診方法など詳しくは、お近くの医療機関に直接お問合せください。 

認知症疾患医療センター 
事前に予約が必要で、かかりつけの先生がいる場合は紹介
状も必要です。 
詳しくは認知症疾患医療センターへお問い合わせください。 

杉戸町の介護保険サービスやその他の支援 
「認知症の進行に合わせて受けられる介護保険サービスやその他の支援の例」に 
掲載されている杉戸町の各種サービス内容についてのご紹介です。 
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町 内 医 療 機 関 一 覧  

内：内科、外：外科、小：小児科、整：整形外科、脳：脳神経外科、皮：皮膚科、循：循環器科、泋：泋尿器科、眼：眼科、耳：耳鼻咽喉科 
ﾘﾊ：ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科、ﾘｳﾏﾁ：ﾘｳﾏﾁ科、気：気管食道科、ｱﾚ：ｱﾚﾙｷﾞｰ科、呼：呼吸器科、神内：神経内科 

一般：一般歯科、小児：小児歯科、矯正：矯正歯科、口腔：口腔外科、ｲﾝﾌﾟﾗ：ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ 

No. 医療機関名 住所 電話 診療科目 

1 朝尾整形外科 下高野1197 33-5380 整、リハ、リウマチ 

2 井上小児科皮フ科 高野台西2-6-3 33-8690 小、皮、アレ 

3 今井病院 杉戸3-11-1 32-0065 内、神内、消、呼、循 

4 えぐち眼科 清地4-10-24 37-1730 眼 

5 小島内科医院 杉戸4-2-2 32-0336 内、消 

6 後藤クリニック 高野台西1-11-24 37-2151 耳 

7 杉戸クリニック 下高野1760-1 33-0088 内、外、整、リハ、放 

8 杉戸耳鼻咽喉科医院 杉戸4-15-8 32-2841 耳、気 

9 清地クリニック 清地5-1-2 37-2511 内、脳、整 

10 高野台クリニック 高野台東1-4-5 35-1110 内、小 

11 高橋内科医院 内田2-8-18 35-2317 内、循、小、皮 

12 玉井医院 清地1-2-30 33-2464 婦、内、小 

13 鳥居整形外科医院 内田1-1-20 32-4433 整、外、リハ、内 

14 長岡産婦人科医院 杉戸2-3-10 33-3325 産、婦、内、小 

15 宮城内科クリニック 清地4-10-24 37-2525 内、リウマチ、アレ 

16 医療法人山根医院 高野台南2-3-12 33-3314 内、小、アレ 

病院・診療所 

No. 施設名 住所 電話 診療科目 

1 稲葉歯科医院 杉戸3-9-20 32-0321 一般 

2 岩上歯科医院 杉戸3-12-18 
32-1100 

090-3010-1100 一般、小児、矯正 

3 内田いわかみ歯科 内田2-12-15 34-3352 一般 

4 えいすけ歯科クリニック 高野台東2-2-20 33-6480 一般、小児、矯正、口腔 

5 江村歯科医院 杉戸2-7-17 33-3133 一般 

6 かめい歯科医院 高野台南2-12-15 32-5708 一般 

7 黒川歯科医院 宮前72-7 38-0159 一般 

8 近藤歯科医院 高野台東1-9-5 32-4781 一般、小児 

9 杉田歯科医院 杉戸3-2-3 32-0049 一般 

10 杉戸サン歯科医院 杉戸2-9-20 36-1002 一般、小児、口腔、矯正、インプラ 

11 たむら歯科クリニック 高野台西5-10-11 35-1118 一般、小児 

12 辻歯科医院 清地2-4-5 33-4522 一般 

13 医療法人新風会パール歯科 高野台南1-1-7 33-4044 一般、口腔、矯正（小児のみ） 

14 ファミリー歯科岩崎 高野台南1-12-11 32-7070 一般、小児、矯正 

15 みるく歯科クリニック 内田2-4-4 33-8000 一般、小児 

16 山口歯科医院 倉松5-1-25 33-4850 一般、インプラ 

歯科診療所 

「埼玉県医療機能情報提供システム」   http://www.iryo-kensaku.jp/saitama/  埼玉県のホームページで県内の医療機関や薬局を検索することができます。 

埼玉県内の医療機関 

http://4.bp.blogspot.com/-WC6l6tBIFg4/VEETUpU74GI/AAAAAAAAodU/wCFeOqrUXsU/s800/doctors_people.png


介護保険サービ ス  

１０ 

※介護保険の利用には、申請が必要です。 
主な介護保険サービスのご紹介です。 

申請の窓口は、杉戸町役場（高齢
介護課）です。申請は、本人のほか
家族でもできます。 

申請を地域包括支援センター等に
依頼することもできます。 

ケアマネジャー（CM） 
介護が必要な方に状態に応じて、介護保
険サービス等の利用を支援します。 

訪問看護 
看護師が自宅を訪問し、医師の指示に基
づいて療養上の世話や必要な治療の補助
を行います。 

訪 問 介 護  
ホームヘルパーが自宅を訪問し、食事や入
浴、排せつの介助などの生活を支援します。 

訪問入浴介護 
移動入浴車で自宅を訪問し、ベッドのすぐ
横で入浴を行います。 

通 所 介 護  
・通所介護（ディサービス） 

デイサービスセンターで、食事・入浴など
の介護や機能訓練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） 

介護老人保健施設や病院・診療所で、
日帰りの機能訓練などが受けられます。 
 
・認知症対応型通所介護 

認知症の方を対象にした食事や入浴、
日常生活動作訓練などが受けられる日
帰りのサービスです。 

福祉用具・住宅改修 
車椅子や歩行器など日常生活の自立を助
ける用具が貸与できます。※介護度による 

介護老人福祉施設 
（特別養護老人ホーム） 

在宅生活が困難な常時介護が必要な方が
利用できます。 

短期入所生活介護 
（ショートステイ） 

短期間施設に宿泊しながら介護や機能訓
練などを受けることができます。 

介護老人保健施設 
病状が安定した方がリハビリや介護を受け
る施設です。 

認知症対応型共同生活介護 
（グループホーム） 

認知症の方が尐人数で共同生活をする入
所施設です。 



まいにち体操教室 
西公民館・すぎとピア・深輪産業団地地区セ
ンターにて座ったままできる簡単な体操と介
護予防等の講話を行います。 

ハツラツ応援教室 
基本チェックリスト該当者に対し、運動・栄養・
口腔に関する教室を行います。 

げんきＳＵＧＩ体操 
サポーター養成講座 

げんきＳＵＧＩ体操を指導するボランティアを
養成する講座です。研修後は、地域や所属 
団体で、参加者へ指導を行います。 
 

げんきＳＵＧＩ体操とは？ 
げんきＳＵＧＩ体操は、住民運営の通いの場
を充実させていく介護予防です。 
容易に通える範囲で定期的に行うことにより、
活動的な生活の維持を目指します。 
また、住民主体の活動とすることで、地域の
つながりや活性化も期待されます。 
重さを変えられる重錘バンドを使った簡単な
体操なので、高齢や虚弱な方でも参加する
ことが可能です。 

 
げんきＳＵＧＩ体操、

  
げんきＳＵＧＩ体操は、３か月を１クールとして
行います。事前と事後には体力測定を行い、
理学療法士が効果を検証します。 
 

出前型らくらくかんたん体操教室 
自治会館や集会所等に講師を派遣し、座っ
たままできる簡単な体操と介護予防等の講
話を行います。 

杉戸町の事業  

１１ 

介護予防 

申込・相談 すぎと地域包括支援センター 0480-36-2620 

申込・相談 高齢介護課 高齢者福祉担当 0480-33-1111㈹内線317・318 

杉戸いきいきアップサポーター 
養成講座（出前いきいき体操教室） 
介護予防のための体操を指導するボランティ
アを養成する講座です。 

研修後は自治会館や集会所等に出向き、
座ったままできる簡単な体操「出前いきいき
体操教室」をボランティアとして指導します。 

給食サービス 
高齢者向けの昼食（お弁当）を１食２５０円
で提供いたします。 

なお、利用回数等については、訪問調査
後、決定いたします。 

緊急通報システム 
急病や災害時等に緊急ボタンを押すと、
緊急通報センターの看護師につながり、
速やかな救急活動等が行われます。相談
ボタンで健康相談等もできます。 
レンタル料月８６４円（税込） 

紙おむつ等の支給 
介護保険で要介護３・４・５と認定され、常
時排泄の介護を必要とする方に支給しま
す。毎月１回、ご自宅に委託業者が配達し
ます。杉戸町指定ごみ袋（中）の支給有 

緊急情報キット 
災害や緊急時に必要な情報を指定の 
用紙に記入し、ペットボトルに入れ冷 
蔵庫で保管しておきます。 
対象者は町内在住の方で、無料で、 

作成方法・共通シール・指定用紙を配布し
ています。 

在宅福祉サービス 



その他の公的機関  
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あんしんサポートねっと 
（日常生活自立支援事業） 

安心して生活が送れるように、定期的に訪
問し、福祉サービスの利用や暮らしに必
要なお金の出し入れのお手伝いをします。 

家事援助サービス 
すぎと・まごころとどけ隊 

日常生活で何らかの援助を必要とする方（利用
会員）と家事援助サービス を提供する方（協力
会員）が、それぞれ登録し、 お互いに助け合う最
も身近な有償の在宅福祉サービスです。  
≪サービスの主な内容≫ 
住居の掃除、軽易な身の回りの世話、食事の支
度、話相手、買い物 朗読・代筆など 

社会福祉法人杉戸町社会福祉協議会（すぎとピア内） 
・地域福祉・在宅福祉推進のために  
 一人暮らし高齢者や障がい者（児）、ひとり親家庭などを対象としたふれあい交流事業や友愛訪 
 問、リフト付車両の貸出、訪問理容サービス、ふれあい家事援助サービス、福祉サービス利用援 
 助事業など地域のさまざまな福祉に関する支援を行っています。  
・ボランティア活動の推進のために  
 ボランティアを必要としている人、したい人の相談や各種ボランティア講習会などさまざまなボラン 
 ティアに関する支援を行っています。  
・介護保険等事業の実施  
 居宅介護支援（ケアマネジャー）や訪問介護（ホームヘルプサービス）などを行っています。  

申込・相談 杉戸町社会福祉協議会 0480-32-7402 

公益社団法人杉戸町シルバー人材センター 
・高齢者にふさわしい仕事を企業・家庭・公共団体等から引き受け、会員に提供する都道府県知
事許可の公益法人です。 
・自主的な会員組織です。会員は自分たちで役員を選び、組織や事業の運営に参画します。 

会員が働いた仕事の内容に応じて「配分金」を支払います。就業の保証はありませんが、各人の
希望と能力に応じた働き方が出来ます。 
・会員の技能、技術を高めるため各種の講習を実施しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

技術分野 教育に関すること・経理事務・免許を必要とするもの 

技能分野 大工工事・塗装作業・植木作業・障子張り・襖張り 

事務分野 一般事務 

管理分野 駐輪場管理・施設管理・建物管理 

折衝外交分野 チラシ配布 

一般作業分野 屋内外軽作業・屋内外清掃作業・除草作業（手取り・機械使用） 

サービス分野 家事援助サービス（掃除・洗濯・買い物） 

お問い合わせ 杉戸町シルバー人材センター 0480-31-1855 

サービスの一部を 
ご紹介します！ 



その他の支援  

認知症サポーター養成講座 
認知症を正しく理解し、認知症の人や家族を見守る「認知症サポーター」を養成しています。  

「認知症サポーター」は何か特別なことをする人ではありません。認知症を理解し、認知症の方や家
族を温かく見守り、支援する「応援者」です。 
認知症になっても安心して暮らせる地域を築くために、あなたもサポーターになってみませんか。 
 
○１０名以上の人が集まる、町内会や会社、サークルなどの団体にあわせて講座を開催 
○受講者には「認知症の人を支援します」という意思を示す「オレンジリング」を配布 
○認知症に関する基礎知識の紹介、認知症の人や家族に対する支援の在り方等 
  ビデオとテキストをもとにした９０分の講座 
○受講料は無料 

 

お問い合わせ 高齢介護課 高齢者福祉担当 0480-33-1111㈹ 内線317・318 

杉戸町彩の国いきいきセンターすぎとピア 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

階 施設名称 利用人数 施 設 案 内 

２ 
階 

多目的ホール ４５０名 各種集会、講演会、作品展示等に利用できます。 

ミーティングルーム ５名 多目的ホール利用者の控え室等として利用できます。 

 
 
１ 
 
階 

集会室 ６０名 親睦、各種集会等に利用できます。 

趣味活動室 １５名 囲碁、将棋等の趣味活動に利用できます。 

創作室 ３０名 手芸、工作等のサークル活動に利用できます。 

講座室 ６０名 会議、研修、講習会等に利用できます。 

談話室 ２０名 親睦、団らん等に利用できます。 

一般浴室 各１５名 男・女別の浴室です。 

ふるさと元気村 60歳以上の町民の方が利用できる筋力トレーニングルームです。 

利 用 時 間 ・ 料 金 

団体利用 午前９時 ～ 午後９時 

個人利用 

午前９時 ～ 午後４時３０分 
※入浴は午前１０時～午後４時まで（水曜日は午後２時まで） 

町内在住の６５歳以上の方は無料で利用できます。 

休館日 
国民の祝日 ・ 年末年始（12月28日～1月4日） 
全館清掃日（月に4日程度） 

お問い合わせ  すぎとピア 0480-33-8192 

※詳しい利用時間・料金につきましては、すぎとピアへ直接お問い合わせください。 

１３ 



老人クラブ（３０クラブ） 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
               シニアサロン  ※埼玉県や杉戸町の補助金を受けているサロン 

 
 
 
 
 
 
 
 

シニアサロン、老人クラブ、サークル活動など 

お問い合わせ 高齢介護課 高齢者福祉担当 0480-33-1111㈹ 内線317・318 
              杉戸町社会福祉協議会 0480-32-7402 

地域の方と交流を続け
ることは、認知症の予
防になったり進行を遅ら
せたりします。 

地域の行事に積極的に
参加してみましょう。 
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西地区 

下野ふれあいサロン 下野集会所 

フレンド槇の会 中志集会所 

サロンさらい さくら会館 

サロン大栄 大栄団地集会所 

高野サロンかわせみ 高野団地集会所 

中央地区 

ふれ愛フレッシュサロン フレッシュ会館 

上田サロンいこいの会 上田集会所 

いきがいサロン 大字杉戸2797-4 

豊サロン２１ 豊後集会所 

東地区 

いきいきサロン東 大蓮会館 

ふれあいサロンさくら 並塚集会所 

泉地区 

千歳サロン木野川 木野川会館 

みどりサロン 緑ヶ丘自治会館 

ちとせサロン 堀口集会所 

南地区 

すぎとピアサロン すぎとピア談話室 平成28年4月1日現在 

西地区 

松竹会 安楽会 

常磐会 大栄朊友会 

げんき会 さくら会 

同友会むさし 

中央地区 

楽生会 上田福寿会 

若寿クラブ 長寿友愛クラブ 

清寿クラブ 三和老人クラブ 

倉寿会 本島寿クラブ 

しあわせ会 内田すばる会 

東地区 

並塚三九楽会 和光クラブ 

才羽千歳会 大蓮睦会 

南地区 

行楽会 寿会 
平成28年4月1日現在 

公民館サークル団体 
 

・中央公民館サークル（４５団体） 
・西公民館サークル（４７団体） 
・東公民館サークル（１５団体） 
・泉公民館サークル（１５団体） 
・南公民館サークル（２１団体）    平成28年5月19日現在 
 

※各サークル団体の詳細については、中央公民館へ 

お問い合わせ 中央公民館 0480-34-6840 

泉地区 

椿の会 八千代会 

千歳第一老人クラブ 千歳第二老人クラブ 

豊郷豊友会 緑ヶ丘老人クラブ 

http://1.bp.blogspot.com/-G6pfObCOorQ/UgsxheFlD_I/AAAAAAAAXZA/oRPE7tECqwo/s800/roujin_egao.png
http://4.bp.blogspot.com/-P3uhF28tf6o/U-8HDUlvv7I/AAAAAAAAk-g/efCV83zF3eQ/s800/fuladance_obaasan.png
http://4.bp.blogspot.com/-P3uhF28tf6o/U-8HDUlvv7I/AAAAAAAAk-g/efCV83zF3eQ/s800/fuladance_obaasan.png
http://4.bp.blogspot.com/-P3uhF28tf6o/U-8HDUlvv7I/AAAAAAAAk-g/efCV83zF3eQ/s800/fuladance_obaasan.png


杉戸町要援護者あんしん見守りネットワーク 
このネットワークの基本は、『声かけ・見守り』です。 
ご近所やお知り合いの高齢者もしくは障がい者などが 
  「ここ数日、洗濯物が干しっぱなし。」 
  「新聞や郵便物がたまっている。」 
  「体に傷やアザが見られる。」 
  「悪徳商法や詐欺にあっているかも知れない。」 
  「毎日散歩に出かけているひとり暮らしの高齢者を最近見かけない。」  など 
 

  「気になる」「心配」と感じたときは、 
     地域包括支援センターにご連絡ください。 

 
杉戸町すぎと地域包括支援センター 
〒345-8502 杉戸町清地2-9-29 杉戸町役場内 
電話 ０４８０－３６－２６２０（緊急時２４時間対応） 

 
 
 
杉戸町良宝園地域包括支援センター 
〒345-0014 杉戸町大字才羽2108-1 特別養護老人ホーム良宝園内 
電話 ０４８０－３８－１１２０（緊急時２４時間対応） 

あ な た の 地 域 の 包 括 支 援 セ ン タ ー へ  
お 気 軽 に ご 相 談 く だ さ い  

１５ 

公益社団法人 
認知症の人と家族の会 

認知症介護の情報交換やつらい気持ちを共
有できる場です。 
埼玉県支部 
【住所】さいたま市北区日進町1-709  
【電話】048-667-5553【FAX】048-667-5953 
     電話相談（月･火･金10時～15時） 

成年後見制度 
家庭裁判所が、認知症などにより判断能力
が十 分でない人の権利を守る援助者（成年
後見人等）を 選ぶことで、本人を法律的に支
援する制度です。 制度を利用するためには、
本人または４親等以内 の親族による家庭裁
判所への申立てが必要です。  

申込・相談 高齢介護課 高齢者福祉担当 0480-33-1111㈹内線317・318 

担当地区 
西地区（下野・下高野・大島・茨島・高野台東・高野台南・高野台西） 
中央地区（杉戸・内田・清地・倉松・本島） 

担当地区 
東地区（大塚・北蓮沼・才羽・佐左エ門・遠野・並塚・広戸沼） 
泉地区（木津内・鷲巣・木野川・宮前・目沼・屏風・深輪・椿） 
南地区（堤根・本郷） 



高齢介護課       住所 杉戸町清地2-9-29 電話 0480-33-1111㈹ 

担  当 内  容 内  線 

高齢者福祉担当 在宅福祉サービス・シニアサロンなど ３１７ ・ ３１８ 

介護保険担当 介護保険の利用の仕方・申請など ３１３ ・ ３１４ 

地域ケア担当 新しい地域支援事業など ３１９ 

介護保険担当 介護保険料など ３１５ ・ ３１６ 

すぎと地域包括支援センター 総合相談など  直通0480-36-2620 ３０２ ・ ３０３ 

施 設 等 名 称 住  所 電  話 

中央公民館 杉戸町杉戸3-9-5 0480-34-6840 

杉戸町社会福祉協議会 杉戸町大字堤根4742-１ 0480-32-7402 

すぎとピア 杉戸町大字堤根4742-1 0480-33-8192 

杉戸町シルバー人材センター 杉戸町大字堤根3831-1 0480-31-1855 

良宝園地域包括支援センター 杉戸町大字才羽2108-1 0480-38-1120 

認知症相談医等 

医 療 機 関 名 住   所 電  話 

堀中病院 幸手市東3-1-5 0480-42-2081 

東武丸山病院 幸手市南2-2-13 0480-42-0710 

武里病院 春日部市下大増新田9-3 0120-8343-56 

久喜すずのき病院 久喜市青柳1366-1 0480-23-6540 

埼玉県の認知症疾患医療センター 

さいたま市長指定認知症疾患医療センター 

埼玉精神神経センター さいたま市中央区本町東6-11-1 048-857-6817 

埼玉県知事指定認知症疾患医療センター 

秩父中央病院 秩父市寺尾1404 0494-22-9366 

武里病院 春日部市下大増新田9-3 0120-8343-56 

西熊谷病院 熊谷市石原572 048-599-0930 

毛呂病院 入間郡毛呂山町毛呂本郷38 049-276-1486 

戸田病院 戸田市新曽南3-4-25 048-433-0090 

埼玉県済生会鴻巣病院 鴻巣市八幡田849 048-501-7191 

久喜すずのき病院 久喜市青柳1366-1 0480-23-6540 
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認知症ガイドブック掲載施設等一覧 



「認知症安心ガイドブック」 発行 杉戸町役場 高齢介護課 
詳しくは、高齢者福祉担当・地域包括支援センターへ 

町ホームページ（http://www.town.sugito.lg.jp/）でもご覧いただけます。 

認知症になっても安心して暮らすために 
「認知症安心ガイドブック」を活用しましょう。 

http://www.town.sugito.lg.jp/
http://www.town.sugito.lg.jp/
http://www.town.sugito.lg.jp/

