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誰か助けて・・・ 

１．いなべ市高齢者見守りネットワーク 
いなべ市では、高齢者が住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らすこと

ができるよう、地域の福祉力を高めるようなまちづくり（いなべの輪・・・

P28参照）をめざしています。 
地域住民、関係団体、関係機関などが相互に連携協力しあいながら、地域

における高齢者へのさりげない見守りや支援の推進と、ふとした気づきの

通報及び対応体制の構築を図っています。 

 

高齢者を取り巻くさまざまな問題 
 

 

 認知症理解者の不足 
 
 

ひとり暮らし・高齢者世帯の生活不安    悪徳商法、消費者トラブル 

 

 
徘徊・行方不明事故        高齢者虐待 

 

 

★さりげない、地域における見守りの推進★ 
≪気づきの例≫ 

・「最近、外に出てくるのを見かけないなあ・・・」 

・「ずっと雨戸が閉まったままだなあ・・・」 

・「新聞や郵便物がたまっているなあ・・・」 

→（例）「心配だわ。今度訪ねてみようかしら」 

・「この頃、ゴミ出しの曜日を間違えているなあ・・・」 

→（例）「ゴミ出しの日は声かけしてみようかしら」 

・「物が壊れる大きな音がしたけど・・・」→（例）「虐待じゃないかしら？」 

・「醤油をあげると言って男の人が高齢者を集めているけど・・・」 

→（例）「悪徳商法じゃないかしら？」 

 

≪心配なこと、困ったことがあれば、下記までご連絡ください！≫ 

○福祉部 長寿介護課（P23参照）、地域包括支援センター(P22参照)、 
○農林商工部 商工観光課（悪徳商法）（P24参照） 
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２．いなべ市徘徊ＳＯＳネットワーク 
いなべ市徘徊SOSネットワークとは、認知症などで徘徊が心配な方と、そ

の家族を支援するためのネットワークです。 

いなべ市では、認知症による徘徊等で行方不明事故が発生した場合、行方

不明者の情報を広く市民の皆様へ発信することで、行方不明者の早期発見

に役立てています。なお、この行方不明者情報は、携帯電話やパソコンの

メール機能を使って発信します（いなべ市情報発信システム「まいめ

る」・・・P29参照）。 
徘徊が心配なご家族は、前もってこのネットワークに本人の特徴を詳しく

登録しておくことをお勧めします。いざ行方不明になった場合、捜索の段

階でそれらの情報を早期発見に役立てることができるからです。 

いなべ市内には、このネットワークに協力していただけるたくさんの協力

団体（協力者）があります（P16参照）。 
 

●いなべ市徘徊ＳＯＳネットワークの仕組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～協力団体は、目撃情報などを提供 

      し、協力します～ 

②市内の協力団体へ行方不明情報を 

 メール（まいめる）で送信します。 

①おじいさんがいつの間にか 

いなくなったんです。 

～警察署へ捜索依頼等の連絡をして 

ください～ 

③あっ、連絡のあったおじいさんだ！ ④無事発見され、家に帰ることができ 

ました。 

～行方不明の方を目撃した場合、すぐに 

警察へ連絡してくれます～ 

事前登録してあると安心ですね 
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経験の一部 
のみを忘れる 

経験の全体が 

抜け落ちる 

 

○事前登録の手続きは？ 

徘徊SOSネットワークの事前登録の手続きは、 

◎福祉部 長寿介護課（P23参照） 
◎地域包括支援センター(P22参照) 

それぞれの窓口で行えます。 

また、介護保険サービスをご利用中の方は、担当のケア 

マネジャーからも登録手続きの説明が受けられますのでご相談ください。 

 

３．認知症に関する基礎知識 
（１）認知症は単なるもの忘れとは違う、脳の病気です！ 
認知症とは、脳に起きた何らかの障害によって、いったん獲得された知的

機能が低下し、日常生活を送ることが困難になる病気です。 

例えば、「人の名前が思い出せない」のは単なる加齢によるもの忘れで、脳

の自然な老化現象ですが（もの忘れの自覚があります）、認知症によるもの

忘れの場合は、自分と家族との関係そのものがわからなくなるなど、周囲

の状況を把握したり、判断したりする力が衰えていくのが特徴です（もの

忘れを自覚できません）。 

 

加齢によるもの忘れ 認知症によるもの忘れ 

経験したことが部分的に思い出せない 経験したこと全体を忘れている 

目の前の人の名前が思い出せない 目の前の人が誰なのかわからない 

物の置き場所を思い出せないことがある  置き忘れ・紛失が頻繁になる 

何を食べたか思い出せない 食べたことじたいを忘れている 

約束をうっかり忘れてしまった 約束したことじたいを忘れている 

物覚えが悪くなったように感じる 数分前の記憶が残らない 

曜日や日付を間違えることがある 月や季節を間違えることがある 
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（２）認知症の主な原因には２つのタイプがあります。 
認知症の原因にはさまざまなものがありますが、その代表的なものは次の

２種類です。両者混合型の場合もありますが、高齢者の認知症のほとんど

はこのどちらかによるものです。 

 
（３）「あれ？ちょっと変だな」は大事なサインです。 
認知症の症状は、日常生活上のちょっとした変化に現れることが多いもの

です。周囲の人が気づいた時には、病状が思った以上に進行していること

が少なくありません。「ちょっと変だな」というサインを見逃さず、次のよ

うな行動がみられたら認知症を疑いましょう。 

 

○初期のサイン 
・身なりを気にしなくなった。 

・今まで好きだったことへの興味や関心がなくなった。 

・以前よりもひどく怒りっぽくなった。 

・外出や人と会うことをおっくうがる。 

・ガスの火を消し忘れる。 

・ものの名前が出てこなくなった。 

 アルツハイマー型認知症 脳血管性認知症 

原 因 

脳の神経細胞が広範囲に死滅・
変性し、結果的に脳全体が萎縮
して機能が損なわれます。 
はっきりとした原因はまだわか
っていません。 

脳梗塞や脳出血など脳の血管障
害によって、脳細胞に十分な血液
がいきわたらなくなり、脳細胞が
死滅するために起こります。 
高血圧や高脂血症、糖尿病などに
よる脳の動脈硬化が主な原因で
す。 

特 徴 

脳の変性が少しずつ進むため、
周囲が認知症に気づいた時には
かなり進行してしまっているこ
とも多い。脳全体の機能が低下
するため、重症化しやすい。 
発症年齢は７０歳以上に多く、
女性の方がなりやすい。 

発作を繰り返すたびに段階を踏
んで進行していく。発作を起こし
た部分の機能は損なわれるが、脳
全体の機能が低下することは少
ない。手足の麻痺や視力障害など
神経障害を伴うことも多い。 
発症年齢は６０～７０歳に多く、
男性の方がなりやすい。 
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開業医（かかりつけ医） 

顔なじみの医師であれば、本人も抵抗

なく、日頃の健診や投薬を受けて、 

認知症の治療を続ける 

ことができます。 
 
・詳しい検査が必要と 
される場合には、 
専門病院への紹介が 
受けられます。 

認知症疾患医療センター 

県から指定を受けた専門機関では、 

かかりつけ医と連携して、急性期で 

の対応や、入院の受け 

入れなどを行います。 

 

・鑑別診断 

(東員病院) 

○さらに進行すると・・・ 
・今までできていた家事や作業ができなくなった。 

・買い物などのお金の間違いが多くなった。 

・同じことを何度もたずねる。 

・最近のできごとを忘れてしまう。 

・ドラマなどの内容が理解できない。 

・慣れている場所で道に迷った。 

・時間や日付、自分の居場所がわからなくなった。 

・「財布が盗まれた」と言って騒ぐ。 

 

○周囲の人の、こんな思い込みが認知症を進行させてしまいます。 
・「年だから、この程度のことはよくあることだ」 

・「あんなにしっかりした人が、認知症になるわけがない」 

・「あの時はたまたま体調が悪かっただけだ」 
 
 

早期発見・治療のチャンスを逃し、認知症が進行する原因になります 
 

（４）早期に正しい診断を受けましょう。 

認知症は、早期に発見して治療や適切なケアを行えば、症状を軽減したり、

悪化を防ぐことのできる病気です。また、ほかの病気が原因で認知症の症

状が出ている場合は、治療によって劇的に改善することもあります。早期

発見・治療の大切さは、認知症も他の病気と同じです。 

現在では、地域の開業医（かかりつけ医）と認知症疾患医療センター（P24
参照）が連携し、認知症の人が抵抗なく、専門的な治療を受けられるよう

連携の構築をすすめています。「認知症かもしれない」と思ったら、早めに

医療機関へ受診しましょう。 
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≪医療機関へ受診する際のポイント≫ 
★受診の目的を明確に伝えましょう。 
（鑑別診断が必要であるか、既に他院で診断を受けているか、投薬調整

の必要性、入院希望の有無、介護保険の申請意思など） 
★認知症の経過を伝えましょう。 
（いつ頃から、どのように症状が出現したか。性格の変化など） 
★生活状況、本人の状態などを伝えましょう。 
（家族構成、介護者の有無など） 
★受診の際、家族や本人の普段の様子をよく知っている人が付き添えない

場合は、書面にして持参するようにしましょう。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（５）認知症の人を介護している家族の気持ちを理解しよう。 
家族の誰かが認知症になったとき、誰しもショックを受け、戸惑い、そし

て混乱に陥ります。認知症の人を介護している家族には大きな負担がかか

っており、その家族を応援することによって家族の負担が軽くなれば、 

認知症の人にも良い影響になります。 
 

≪介護者の心理的ステップ≫ 

○第１ステップ とまどい・否定 
異常な言動にとまどい、否定しようとします。他の家族にも 

打ち明けられずに悩みます。 

○第２ステップ 混乱・怒り・拒絶 
認知症に対する理解の不十分さから、どう対応してよいかわからず混乱

し、ささいなことに腹を立てたり叱ったりします。精神的にも身体的に

も、疲労困憊・拒絶感・絶望感に陥りやすい最もつらい時期です。虐待

等の問題が起こりやすいのはこの段階です。 

○第３ステップ 割り切り 
次第に「怒ったり、イライラしても何もメリットはない」と思い始め、

割り切るようになる時期です。症状は同じでも、介護者にとっての「問

題」としては軽くなります。 

○第４ステップ 受容 
認知症に対する理解が深まって、認知症の人の心理を介護者自身が考え

なくてもわかるまでになります。認知症である家族の「あるがまま」を

受け入れられるようになる時期です。 

但し、気持ちの揺り戻しがあり、誰もがこのステップ通りに進むという

ことではありません。割り切ったつもりがまた腹が立つこともあります。 
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（６）認知症の人への対応のポイント！ 

認知症が進行すると、日常生活動作が困難になったり、言葉で自分の意思 

を表すことができなくなったりするため、「認知症の人は何もわからない、 

何もできない」と思いがちですが、それは間違いです。 

認知症であっても、適切な関わりによって心身の力が引き出され 

ること、感情やその人らしさは終末期まで豊かに残っていること 

が近年の研究で明らかにされています。 

認知症の人が安心して、その人らしい生き方をまっとうできるた 

めには、家族や地域の人の理解と支援が必要です。 
 

① まずは見守る 

認知症かな？と思われる人に気づいたら、本人や他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。 

② 余裕を持って対応する 

こちらが困惑や焦りを感じていると、相手にもそれが伝わって動揺させ

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 

複数でその人を取り囲むと恐怖心をあおる恐れがあるため、できるだけ

1人で声をかけるようにしましょう。 

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？」「どうな

さいました？」「こちらでゆっくりどうぞ」など。 

⑤ 相手に目線を合わせてやさしい口調で 

小柄な人の場合は、身体を低くして、相手と目線の高さを同じにして対

応しましょう。 

⑥ おだやかに、はっきりした滑舌で 

 高齢者は耳が遠い人が多いため、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てはいけません。 

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 

認知症の人は急か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 

会話していきましょう。 



 10 

４．いなべ市内の医療機関 
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地区 NO 医療機関名 住 所 電話番号 
認知症 

相談医 

在宅口腔 

ケア 

在宅訪問 

診療 

1 いなべ総合病院 北勢町阿下喜771 72-2000    

2 日下病院 北勢町阿下喜680 72-2511 
認知症 

サポート医 
  

3 北勢病院 北勢町麻生田1515 72-2611 ○   

4 水野眼科 北勢町麻生田3597-1 82-1002    

5 斉藤医院 北勢町阿下喜2062-1 72-2013 ○   

6 桑原医院 北勢町中山9-1 72-3163 ○   

7 林医院 北勢町阿下喜1054 72-2288 ○   

8 羽場内科クリニック 北勢町阿下喜1881-1 72-6119 ○   

9 アゲキ歯科医院 北勢町阿下喜717-3 72-5688    

10 おぎた歯科クリニック 北勢町阿下喜3519-1 82-1700    

11 近藤歯科医院 北勢町阿下喜1058 72-2027  ○ ○ 

12 たなか歯科 北勢町阿下喜824 72-7800    

13 西岡歯科医院 北勢町阿下喜256-9 72-2776    

14 二之宮歯科医院 北勢町東村280-5 72-8001    

15 六石歯科医院 北勢町麻生田3315-1 72-6601    

北勢町 

16 稲垣眼科 北勢町阿下喜2014 72-4077    

17 杉山医院 藤原町志礼石新田96 46-2012 ○   

18 中井医院 藤原町日内375-1 46-8855 ○   

19 藤井内科 藤原町川合954-1 46-8833 ○   

20 いとう歯科 藤原町川合1035-5 46-3977  ○ ○ 

藤原町 

21 森歯科クリニック 藤原町下野尻419 46-4103    

22 大安病院 大安町梅戸732-2 77-0311 ○   

23 岡本医院 大安町大井田949 77-0138    

24 川崎医院 大安町石榑東1076 78-0037 ○   

25 萩原クリニック 大安町門前583-2 77-0154 ○   

26 みなみ整形外科 大安町石榑下225-2 88-0688    

27 おかもと歯科 大安町石榑東1853-7 78-4141   △（応急） 

28 門脇歯科 大安町梅戸668 77-0086    

29 とまと歯科 大安町丹生川久下1712-2 78-4618  ○ ○ 

大安町 

30 ハギノ歯科 大安町平塚1814-2 78-1777    

31 因田医院 員弁町楚原781-1 74-3101    

32 田中外科胃腸科 員弁町東一色843-1 74-4661    

33 わたなべ整形外科 員弁町大泉新田5 84-1700 ○   

34 小笠原内科 員弁町大泉新田55-1 84-2233 ○   

35 いなべ歯科 員弁町東一色977 74-6471    

36 太田歯科医院 員弁町上笠田1678-5 74-3188  ○ ○ 

37 中尾歯科いなべ診療所 員弁町笠田新田51-1 74-6480    

38 二井歯科医院 員弁町石仏1906-4 74-4885    

39 いなべ眼科 員弁町東一色939 74-6668    

員弁町 

40 おおた医院 員弁町松之木148-3 84-1035    
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５．いなべ市内の介護サービス事業所 

 

 

地区 NO 事業所名 住 所 電話番号 分類 

1 アイリス居宅介護支援センター 北勢町阿下喜3728-2 72-7722 ケアマネジャー 

2 ケアマネステーション わかば 北勢町畑毛670-1 72-6540 ケアマネジャー 

3 和 いなべ 居宅介護支援事業所 北勢町田辺字北山304‐1 72-7762 ケアマネジャー 

4 介護支援センター 治田の里 北勢町東村42 82-1555 ケアマネジャー 

5 アイリス デイサービスセンター 北勢町阿下喜3728-2 72-7722 デイサービス 

6 あげきデイサービスセンター みんなの家 北勢町阿下喜1924-1 82-1166 デイサービス 

北 
勢 
町 

7 和 デイサービス いなべ 北勢町田辺字北山304‐1 72-7762 デイサービス 
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8 デイサービスセンター なでしこ 北勢町其原2044 82-1011 デイサービス 

9 デイサービス シルバークラブ山郷 北勢町大辻新田287-1 72-7165 デイサービス 

10 デイサービス シルバークラブ大正堂 北勢町大辻新田288-2 82-0204 デイサービス 
11 デイサービスセンター ピアノ いなべ 北勢町大辻新田43 82-1165 デイサービス 
12 デイサービス 治田の里 北勢町東村42 82-1555 デイサービス 
13 癒しのわ いなべ 北勢町別名203-2 37-2239 デイサービス 

14 デイサービス ゆかり 北勢町別名709-1 72-3429 デイサービス 

15 ナーシングホームもも・いなべ 北勢町阿下喜3514 72-3530 デイサービス 

16 モモ・いなべ 北勢町阿下喜3514 72-3530 認知症デイサービス 

17 介護老人保健施設 銀花 北勢町阿下喜680 72-6811 デイケア 

18 日下病院 北勢町阿下喜680 72-2511 デイケア 

19 アイリス ホームヘルパーステーション 北勢町阿下喜3728-2 72-7722 ヘルパー 

20 介護ステーション 絆 北勢町塩崎822 82-1136 ヘルパー 

21 いなべ訪問看護ステーション のぞみ 北勢町阿下喜771 72-7784 訪問看護 
22 ナーシングホームもも・いなべ 北勢町阿下喜3514 72-3530 訪問看護 
23 訪問看護ステーション わかば 北勢町畑毛670-1 72-6540 訪問看護 

24 アイリス ショートステイ 北勢町阿下喜3728-2 72-7722 ショートステイ 
25 有限会社 恵敬グループホーム 北勢町垣内482-2 72-3733 グループホーム 

26 特別養護老人ホーム アイリス 北勢町阿下喜3728-2 72-7722 特養 

27 介護老人保健施設 銀花 北勢町阿下喜680 72-6811 老健 

28 介護老人保健施設 オアシス 北勢町阿下喜3732 82-1211 老健 

北 
勢 
町 

29 ハーモニーハウスいなべ 北勢町阿下喜3698 82-1144 特定施設入居者生活介護 

30 JAいなべ癒いの里 居宅介護支援センター 藤原町石川953-1 46-9011 ケアマネジャー 

31 RKサポート 中里デイサービスセンター 藤原町上相場1985-1 46-6046 デイサービス 

32 いなべ市ふじわらデイサービスセンター 藤原町市場494-2 46-8007 デイサービス 

33 JAいなべ癒いの里デイサービスセンター  藤原町石川953-1 46-9011 デイサービス 
34 デイサービス せせらぎ 藤原町本郷693 37-2333 デイサービス 

35 翠明院 ショートステイ 藤原町上之山田1433‐3 46-4678 ショートステイ 

藤 
原 
町 

36 特別養護老人ホーム 翠明院  藤原町上之山田1433‐3 46-4678 特養 

37 居宅介護支援事業所 みえのえみ 大安町石榑下113-4 88-0567 ケアマネジャー 

38 居宅介護支援事業所 ひばり 大安町丹生川中2109-1 88-1100 ケアマネジャー 

39 居宅介護支援事業所 あおい 大安町大井田2836 88-0900 ケアマネジャー 
40 居宅介護支援事業所 「夢眠」だいあん 大安町南金井2608-1 87-0058 ケアマネジャー 
41 デイサービスセンター ひばりの里 大安町丹生川中2109-1 88-1100 デイサービス 
42 てのひらデイサービス 大安町石榑東2841-5 78-0751 デイサービス 

43 デイサービスセンター ひだまり 大安町石榑下113-6 88-0727 デイサービス 

44 宅老所 みさと苑 大安町高柳1038 78-0298 デイサービス 

45 いなべ市大安デイサービスセンター 大安町大井田2704 78-3522 デイサービス 

46 デイサービスセンター ふくろう 大安町大井田242 77-2585 デイサービス 

47 デイサービスセンター 大安にじ 大安町大井田336-1 87-0040 デイサービス 
48 デイサービス あおい 大安町大井田2836 88-0900 デイサービス 

49 デイサービス ほほえみの華 大安町平塚1775 88-1616 デイサービス 

50 デイサービス ワイワイ うめど 大安町梅戸580 77-3222 デイサービス 

51 ケアセンター「夢眠」だいあん 大安町南金井2608-1 87-0058 デイサービス 

52 デイサービス 悠庵 大安町石榑東2528－5 78-4185 認知症デイサービス 

53 ケアセンター「夢眠」だいあん 大安町南金井2608-1 87-0058 ショートステイ 

54 いなべ市社協ホームヘルパーステーション 大安町大井田2704 78-3522 ヘルパー 

55 ケアサポートひばり 大安町丹生川中2109-1 88-1100 ヘルパー 

56 福祉用具貸与 ひばり 大安町丹生川中2109-1 88-1100 福祉用具 

大 
安 
町 

57 グループホーム あおい 大安町大井田2836 88-0900 グループホーム 
58 いなべ市社協ケアプランセンター 員弁町笠田新田111 74-5828 ケアマネジャー 

59 小笠原デイサービスセンター 員弁町大泉新田1414 74-6262 デイサービス 

60 ふるさとの家 ひばりデイサービスセンター 員弁町下笠田1356 74-3971 デイサービス 

61 和デイサービス 市之原 員弁町市之原1579 84-2227 デイサービス 

62 かりんの家 員弁町下笠田1619-2 84-0007 グループホーム 

員 
弁 
町 

63 グループホーム いなべ 員弁町松之木367-1 84-0080 グループホーム 

（※分類について詳しくは P20 参照） 
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６．いなべ市内の公的機関と金融機関等 
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地区 NO 機関名 住 所 電話番号 分類 

1 いなべ市役所 北勢庁舎 北勢町阿下喜2633 72-3511 官公庁 

2 いなべ市北地域包括支援センター 北勢町阿下喜2624-2 北勢福祉センター内 82-1616 包括 

3 いなべ市社会福祉協議会 北勢支所 北勢町阿下喜2624-2 北勢福祉センター内 72-7788 社協 

4 北勢郵便局 北勢町阿下喜2069-1 72-2300 郵便局 

5 十社郵便局 北勢町畑毛672 72-2791 郵便局 

6 北勢山郷簡易郵便局 北勢町麻生田3253-2 72-4162 郵便局 

7 治田簡易郵便局 北勢町東村32-1 72-2044 郵便局 

8 みえいなべ農協 阿下喜支店 北勢町阿下喜1911 72-2008 農協 

9 みえいなべ農協 十社支店 北勢町畑毛660 72-2302 農協 

10 みえいなべ農協 山郷支店 北勢町麻生田3578-1 72-2123 農協 

11 みえいなべ農協 治田支店 北勢町東村51-11 72-2621 農協 

12 百五銀行 阿下喜出張所 北勢町阿下喜729 72-5151 金融機関 

13 中京銀行 阿下喜支店 北勢町阿下喜689 72-2383 金融機関 

14 三重銀行 阿下喜支店 北勢町阿下喜1009 72-3331 金融機関 

 
北 
勢 
町 

15 桑名信用金庫 阿下喜支店 北勢町阿下喜1918-12 72-6333 金融機関 

16 いなべ市役所 藤原庁舎 藤原町市場115 46-6300 官公庁 

17 いなべ市社会福祉協議会 藤原支所 藤原町市場493-4 ふじわら社会福祉センター内 46-5252 社協 

18 立田郵便局 藤原町篠立2471-6 46-2092 郵便局 

19 東藤原郵便局 藤原町石川927-1 46-2792 郵便局 

20 藤原上相場簡易郵便局 藤原町上相場863-1 46-2007 郵便局 

21 藤原郵便局 藤原町本郷1466-4 46-2790 郵便局 

22 みえいなべ農協 白瀬支店 藤原町市場630 46-2005 農協 

藤 
原 
町 

23 みえいなべ農協 立田店 藤原町篠立2474-1 46-2055 農協 

24 いなべ市役所 大安庁舎 大安町大井田2705 78-3501 官公庁 

25 いなべ市南地域包括支援センター 大安町大井田2705 いなべ市役所大安庁舎内 78-3520 包括 

26 いなべ市社会福祉協議会 大安支所 大安町大井田2704 大安老人福祉センター内 78-3522 社協 

27 石榑郵便局 大安町石榑南361-1 78-0792 郵便局 

28 梅戸井郵便局 大安町南金井1077-8 77-0790 郵便局 

29 大安丹生川郵便局 大安町丹生川久下1167-1 78-0793 郵便局 

30 平塚簡易郵便局 大安町平塚518-1 78-0095 郵便局 

31 みえいなべ農協 本店 大安町石榑下382-3 78-3980 農協 

32 みえいなべ農協 石榑支店 大安町石榑南434-1 78-0009 農協 

33 みえいなべ農協 梅戸井支店 大安町門前518 77-0047 農協 

34 百五銀行 大安出張所 大安町高柳1945 78-4105 金融機関 

大 
安 
町 

35 中京銀行 大安支店 大安町平塚1823-6 78-2323 金融機関 

36 いなべ警察署 員弁町宇野320-1 84-0110 警察 

37 いなべ市役所 員弁庁舎 員弁町笠田新田111 74-5801 官公庁 

38 いなべ市社会福祉協議会 員弁支所 員弁町笠田新田111 員弁老人福祉センター内 74-5828 社協 

39 員弁郵便局 員弁町石仏1988 74-2255 郵便局 

40 みえいなべ農協 大泉支店 員弁町大泉1257-1 74-2128 農協 

41 みえいなべ農協 笠田支店 員弁町宇野55 74-2014 農協 

42 百五銀行 員弁支店 員弁町北金井1871-1 74-2311 金融機関 

43 三重銀行 員弁支店 員弁町石仏1906-1 74-3611 金融機関 

員 
弁 
町 

44 桑名信用金庫 員弁中央支店 員弁町笠田新田3 84-2211 金融機関 
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７．社会資源 

（１）徘徊ＳＯＳネットワーク協力団体 
いなべ市徘徊SOSネットワーク（P4参照）の趣旨に賛同いただき、協力の
承諾をいただいた団体（個人）が徘徊SOSネットワーク協力団体（協力者）

です。 

徘徊SOSネットワーク協力団体は、いなべ市からの情報を受け取り、日常

業務の中で行方不明者らしき方がいないか周辺を見回し、発見した場合は

一声かけ、警察へ連絡していただく協力団体です。 
 

 機関名 住 所 電 話 

牧野新聞店 麻生田店 北勢町麻生田3299-2 72-2223 
中日新聞 治田専売所 中村新聞店 北勢町中山2 72-5672 

戸田新聞店 北勢町阿下喜3522 72-2285 
毎日新聞 北勢町販売店 北勢町阿下喜2002-6 72-3057 
毎日新聞 佐藤新聞店 藤原町市場59-2 46-3100 

中日新聞 藤原専売所 杉山新聞店 藤原町坂本3439 46-6622 

石原新聞店（有） 大安町門前664 77-0801 

瀬古新聞店 大安町宇賀719 78-0087 

新聞店 

牧野新聞店（有） 員弁町大泉新田43 74-2264 

クロネコヤマト 員弁東員宅急便センター 大安町石榑東1852-1 0598-50-5602 
運送関係 

三重県トラック協会 桑員支部 東員町大字山田3747-1 86-0005 

ヤクルト 三重ヤクルト販売（株） 員弁センター 員弁町大泉新田29-4 74-5061 

伊藤牧場 北勢町阿下喜1930-2 72-2546 
阿下喜ミルクセンター 北勢町阿下喜1053 72-8088 
明治牛乳 北勢販売所 藤原町市場408 46-2121 
ミルクランド 員弁町上笠田2080 84-0369 

牛乳配達店 

位田牛乳販売（株） 員弁町楚原882-4 74-2272 
伊藤石油商会 北勢町瀬木420-1 72-3688 

川瀬石油店 北勢町下平411 72-3086 

三崎石油 北勢SS 北勢町阿下喜2114 72-6262 
三国石油（株） 阿下喜給油所 北勢町阿下喜2693 72-2134 

みえいなべ農協 治田給油所 北勢町東村51-11 72-2621 

みえいなべ農協 山郷給油所 北勢町麻生田3579 72-2204 
みえいなべ農協 白瀬給油所 藤原町市場630 46-2005 
江戸徳石油（有） 大安町門前176 77-0005 

江戸徳石油 平塚給油所 大安町平塚892 78-1052 
福王興業 福王口給油所 大安町宇賀665-9 78-0371 
イビデン産業アルファン 員弁給油所 員弁町楚原1461-2 74-5566 
出光リテール販売（株） 中部カンパニー 
セルフ員弁五右エ門SS 

員弁町笠田新田385-4 74-6011 

日石員弁（有） 員弁町大泉新田42 74-2137 

ガソリンスタン
ド 

コスモ石油販売（株）三重カンパニーセル
フ＆カーケアセンターいなべ笠田 

員弁町宇野67-1 0120-717451 

ミニストップ 治田店 北勢町東村323 72-7417 コンビニエンス
ストア ファミリーマート 北勢麻生田店 北勢町麻生田3504-4 82-0909 
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コミュニティ・ストア丁子屋 北勢町麻生田3309-1 72-7100 

ミニストップ 麻生田店 北勢町麻生田1465-1 72-7190 
ミニストップいなべ阿下喜店 北勢町阿下喜1874 72-3323 
サークルK 北勢あげき店 北勢町阿下喜3522 72-8160 

サークルK いなべ藤原店 藤原町志礼石新田6-2 46-5030 
サンクス 大安店 大安町門前2434-11 77-1210 
ユートイン 大安町平塚1831-3 78-0181 
サンクス 大安いしぐれ店 大安町石榑東2822-2 88-1611 

ローソン いなべ大安店 大安町石榑東1852-14 78-4333 

ローソン 員弁町楚原店 員弁町楚原876-9 74-4911 

サークルK 員弁町大泉店 員弁町大泉新田504-1 84-1020 

ミニストップ いなべ大泉店 員弁町大泉2540 74-3278 

コンビニエンス
ストア 

ファミリーマート 員弁町宇野店 員弁町宇野33-4 84-1205 

福祉バス（北勢・藤原・員弁） 福祉バス管理室 72-3563 

福祉バス（大安） いなべ市社協 78-3543 
三岐鉄道 四日市市富田3-22-83 059-364-2141 

三重交通 北勢町麻生田1438 72-2469 

交通機関 

近鉄タクシー 北勢町麻生田3275-2 72-2727 
郵便関係 郵便事業株式会社 東員支店 桑名市中央3-43 22-0104 

マックスバリュ 北勢店 北勢町阿下喜3325-1 72-8511 
北勢ショッピングセンター 北勢町阿下喜729 72-4141 

いなべっこ 北勢町阿下喜1911 82-1147 

商工会本所 北勢町阿下喜1991 82-1711 
ジャスコ 大安店 大安町高柳1945 88-0111 
商工会員弁支所 員弁町楚原475 74-2283 

ヨシヅヤ 員弁店 員弁町石仏1902-2 84-1811 

商店 

うりぼう（農業振興課） 員弁町大泉2517 74-5826 

スギ薬局 北勢店 北勢町阿下喜3326 82-1020 

木村薬局 北勢町阿下喜1920-5 72-5520 
小寺薬品 北勢町阿下喜2018-1 72-2023 
はった薬局 北勢町東村32-10 72-2021 
ふじわら調剤薬局 藤原町日内375-4 46-8811 
エンゼル薬局 大安店 大安町門前591 87-0077 
小川薬品 大安町南金井1077-8 77-0687 
健康堂調剤薬局 員弁町松之木148-4 84-0593 
いなべ調剤薬局 員弁町大泉新田55-5 74-5593 
かわはし薬局 員弁店 員弁町畑新田520-4 84-1117 

薬局（薬品店） 

ヒシキ薬局 員弁町北金井1841 74-2140 
阿下喜パトロール隊 北勢町阿下喜 72-4143 

ボランティア 
いなべ非常通信ボランティア 大安町石榑下114 78-2006 
ヘアーサロンパピヨン 北勢町阿下喜1998 72-2192 
フラワー理容室 北勢町阿下喜2073 72-3223 
ヘアーサロン ついき 北勢町阿下喜2083-2 72-2556 
キング理容館 北勢町阿下喜2091-3 72-2585 
大西理容 北勢町阿下喜757-5 72-3190 
山水美容室 北勢町阿下喜846-4 72-2114 
原理容店 北勢町阿下喜919 72-3822 
理容 杉本 北勢町麻生田3610 72-3011 
美容室エンジェル 北勢町大辻新田1-11 72-7765 
ヘアーサロンイトウ 北勢町大辻新田87-1 72-3986 
シンガイ美容、シンガイ理容 北勢町奥村3-1 72-2076 
伊藤美容室 北勢町垣内430-1  72-5216 

理美容店 

ビューティーサロン志摩 北勢町其原2055  72-2498 
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サロンド伊都岐 藤原町石川849 46-2355 
DECO 8 hair 藤原町大貝戸2770-25 46-3881 
理容 藤 藤原町大貝戸365-1 46-3627 
理容イトウ（ヘアーサロンイトウ） 藤原町川合1484-1 46-2762 
ヘアーサロン かわさき 藤原町篠立374 46-4660 
やしま理容 藤原町下野尻307-1 46-3080 
のぎく美容室 藤原町東禅寺1127-1 46-4005 
美容室はっぴい 藤原町本郷1522-2 46-4976 
理容フジタ 藤原町山口2045 46-3513 
美容室 マチコ 藤原町山口1380 46-2585 
サクラ美容院 大安町梅戸570-1 77-0945 
バーバーズショップ ミタニ 大安町梅戸715 77-0947 
日沖理容店 大安町南金井1069 77-0258 
マジマ理容 大安町南金井996 77-0712 
太田美容室 大安町南金井1036-4 77-0149 
伊藤理容 大安町大井田1167-4 77-1328 
HAIR PRODUCE D．C．T． 大安町大井田1347-6 77-3100 
ヴェネータベーネ 大安町大井田1347-3 77-2456 
美容室 Luce 大安町平塚569-2 78-2079 
ＳＩＮ 大安町平塚1692-1 78-3200 
hair space pure 大安町高柳1900-2 78-4838 
タニザキ美容室 大安町高柳1018 78-0226 
岩花美容 大安町石榑南234-2 78-2221 
ブルーリボン 大安町石榑東2974-50 78-0151 
すずき美容室 大安町丹生川中724-1 78-1612 
みどり美容院 員弁町石仏1973 74-2333 
ひしき美容室 員弁町石仏2024 74-3062 
ヘアサロンオオツキ 員弁町大泉新田56－5 74-5464 
堀田理容 員弁町大泉新田1025-1 74-2446 
HAIR MAKE RION 員弁町大泉新田356-2 74-3711 
美容室 ASH 員弁町大泉新田62 74-2068 
理容フジノ 員弁町岡丁田1544-5 74-4628 
ヘアーサロン サチ 員弁町笠田新田905-3 74-2571 
カトレヤ理容室 員弁町上笠田2652 74-2586 
トルム 員弁町楚原1045 74-6705 
ヘアーサロン ナガタ 員弁町楚原541-8 74-2572 
サエ美容室 員弁町畑新田447-6 74-4181 

理美容店 

ザ・サロン クラタ 員弁町御薗604 74-2664 
いなべ市シルバー人材センター 北勢町阿下喜2624-2 82-1800 
阿下喜温泉 北勢町阿下喜788 82-1126 
マロン 藤原町市場141 46-4520 
養護老人ホーム 翠明院 藤原町鼎1166 46-2034 
株式会社ダイアン 大安町門前2336 77-0424 

その他 

   

 

※ P11 医療機関、P12、13 介護サービス事業所、 

P15 公的機関と金融機関等も、協力団体 

として登録いただいています。 
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（２）認知症サポーター養成講座 
2005年、みんなで認知症の人とその家族を支え、誰もが暮らしやすい地域

をつくっていく運動「認知症を知り地域をつくる10ヵ年」キャンペーンが

始まりました。 

キャンペーンの一環である「認知症サポーター100万人キャラバン」では、

認知症を理解し、認知症の人やその家族を見守る「認知症サポーター」を

1人でも増やし、安心して暮らせる町づくりを市民の手で展開していける

よう、講師役となるキャラバン・メイトをまず養成します。 

キャラバン・メイトは、学んだ知識や体験等を地域、職域、学校などで市 

民に伝え、「認知症サポーター養成講座」を開催して認知症サポーターを養 

成します。なお、講座を受講された方には、認知症サポーターの目印とし 

て「オレンジリング」が手渡されます。 

 

○認知症サポーターとは？ 

まず、認知症について正しく理解し、偏見を持たず、認知症の人やその

家族に対して温かい目で見守ることがスタートです。認知症サポーター

はなにか特別なことをする人ではありません。認知症を理解した認知症

の人への「応援者」です。 

認知症の人の気持ちに寄り添ったまわりの対応があれば、認知症の人と

その家族は穏やかに暮らしていけます。毎日の暮らしの中で、あなたに

もできるちょっとした取り組みをはじめてみませんか？ 

いなべ市では、関心のある方からの養成講座の申し込みを随時受け付け

ています。お申し込みは、福祉部 長寿介護課へ（P23参照） 
 

（３）介護保険制度 
介護保険サービスを利用するためには、市役所窓口で申請を行い、「介護や

支援が必要である」という認定を受ける必要があります。その結果、介護

の必要度合いに応じた要介護度ランクが決定され、申請者のもとへ介護保

険認定結果通知として送られます。 

※詳しい内容のお問合せは、福祉部 長寿介護課（P23参照）、または
地域包括支援センター(P22参照)へ。 
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○認知症に関連の深い主な介護保険サービス 

◆ケアマネジャー（要支援の方の場合は、地域包括支援センター） 
 ケアマネジャーは“どのようなサービスを、いつどれだけ利用するか”

という介護サービス利用計画（ケアプラン）を作成します。 

◆デイサービス・認知症デイサービス 
  朝から夕方までの日帰り介護サービスです。送迎、入浴、昼食、機能

訓練などのサービスが受けられます。 

◆ショートステイ 
  一時的に自宅での介護が困難になった場合など、短期間に限定して施

設での入所介護サービスが受けられます。 

◆グループホーム 
  認知症の人が集団生活を送る中で、それぞれ役割を持ちながら、自立

した日常生活をめざす共同生活介護サービスです。 

◆特別養護老人ホーム 
  寝たきり状態であったり、重度の認知症があるため、自宅での介護が

困難な場合、施設入所による介護サービスが受けられます。 

 

（４）二次予防事業 
要介護状態になるおそれが高い高齢者を対象に、その人が要介護状態等に

なることを予防することを通じて、１人ひとりが活動的で 

生きがいのある生活や人生を送ることができるよう支援 

します（生活の質の向上）。 
 

○通所型事業「はつらつ教室」 

「運動機能の低下」「もの忘れ・閉じこもり・うつ予防」に効果的なプロ

グラムを実施します。教室終了後も、プログラムを日常生活の中に定着

させることにより、機能の維持や向上を目指します。 
 

（５）成年後見制度 
成年後見制度には、大きく分けて「法定後見制度」と 

「任意後見制度」の２種類があります。 

認知症になったとき、あるいは認知症になる前に、 
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自分の代わりに財産を管理してもらえる人が選任されることで、安心して

その後の生活を送ることができます。 

 

○法定後見制度（後見、保佐、補助） 

認知症などで判断能力が不十分になった人に代わって、家庭裁判所から

代理権や同意・取消権を与えられた成年後見人等が、契約や手続きの代

行を行ったり、金銭や財産等の管理を行います。 

※ 手続きは、津家庭裁判所四日市支部へ。 

連絡先：059-352-7185 
所在地：四日市市三栄町 1-22 

 

○任意後見制度（将来型、移行型、即効型） 

判断能力が不十分になった場合にそなえて、あらかじめ公正証書により、

本人が後見人となるべき人を選んでおき、委任したいことなどを任意後

見契約を締結して決めておきます。 

※ 手続きは、四日市公証人合同役場へ。 

連絡先：059-353-3394 
所在地：四日市市朝日町 1-9 
 

○手続き代行団体 
成年後見制度の手続きの仕方がわからない場合や、成年後見人になって

もらう人のあてがない場合、次の専門機関が手続きの代行や相談に応じ

ています。 
 

 ★三重弁護士会 

  ・連絡先：059-352-1756（四日市支部） 
  ・所在地：四日市市三栄町 2-11 三栄ビル 2階 
 
★（社）成年後見センター・リーガルサポート三重支部（司法書士） 

  ・連絡先：059-224-5171 
  ・所在地：津市丸之内養正 17-17 
 
○手続き相談機関 
 

★ＮＰＯ法人 三重成年後見サポートセンター（行政書士） 

  ・連絡先：059-256-6333 
  ・所在地：津市川北町 532-19 
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★一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター三重県支部（行政書士） 

  ・連絡先：059-226-3137 
・所在地：津市広明町 349-1 いけだビル 2階  
 

★権利擁護センター ぱあとなあ みえ（社会福祉士） 

  ・連絡先：059-228-6008 
  ・所在地：津市桜橋 2丁目 131 三重県社会福祉会館 4階 
 

（６）地域福祉権利擁護事業（日常生活自立支援事業） 

判断能力が低下したことなどにより、自分で金銭管理等を行うことが難し

くなった場合、地域の生活支援員が本人の代わりに日常的なお金の管理を

行ったり、福祉サービスの利用支援等を行います。 

   ●書類等の預かりサービス・・・・月額 250円（年額 3,000円） 
   ●福祉サービスの利用援助等・・・1回 1,000円（1時間程度） 

※ 手続きは：いなべ地域権利擁護センターへ。 
  連絡先：72-8077 
  所在地：北勢町阿下喜 2624-2（いなべ市社会福祉協議会内） 

 

（７）地域包括支援センター 

地域包括支援センターは、高齢者の総合的な相談窓口として、 
介護サービスなどの利用支援のほか、「要支援 1・2」と認定された 
方の介護予防ケアプランの作成を行っています。 
また、地域の関係機関や医療との連携を図りながら、認知症や介護予防な

どに関する普及啓発を通じて、悪徳商法からの被害防止や高齢者虐待の早

期発見等に努めています。 

名 称 いなべ市北地域包括支援センター 

所在地 いなべ市北勢町阿下喜 2624-2（いなべ市社協 北勢支所内） 

連絡先 82-1616（北勢地区及び藤原地区の方） 
 
名 称 いなべ市南地域包括支援センター 

所在地 いなべ市大安町大井田 2705（いなべ市役所 大安庁舎内） 

連絡先 78-3520（員弁地区及び大安地区の方） 
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（８）いなべ市社会福祉協議会関係課 
いなべ市社会福祉協議会では、児童、障がい者、高齢者等に関する様々な 
事業やサービスの実施のほか、各種相談に応じたり、いなべ市からの委託 
事業など、幅広く活動を行っています。 

 
○地域福祉課  
 各種団体事務局、ボランティアセンター事業、共同募金・地域福祉推進

事業、相談支援事業などを行っています。 

   ・連絡先：72-7788 
   ・所在地：いなべ市北勢町阿下喜 2624-2（北勢福祉センター内） 
 
○居宅第１課 居宅介護支援係 
いなべ市社協ケアプランセンターとして、ケアプラン作成事業を行って

います。 

・連絡先：74-5828 
・所在地：いなべ市員弁町笠田新田 111（員弁老人福祉センター内） 

 
○居宅第２課 地域支援係 
 一人ひとりの生きがいづくりや心身機能および生活の質の向上を図るた

め、青空デイサービス・はつらつ教室を行っています。 

・連絡先：78-3522 
・所在地：いなべ市大安町大井田 2704（大安老人福祉センター内） 

 
 

（９）いなべ市役所関係課 
○長寿介護課 

 介護保険の申請受付及び認定審査事務のほか、高齢者の 
福祉全般に関する事業を行っています。 
   ・連絡先：78-3518（いなべ市役所・大安庁舎内） 
 

○社会福祉課 
 各種障がい者手帳の交付や、障がい者福祉施策の利用に関することのほ 
か、生活保護の相談など、経済的困窮者への支援を行っています。 
・連絡先：78-3511（いなべ市役所・大安庁舎内） 
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○健康推進課 
 乳幼児訪問のほか、健康相談や各種検診の受付など、生活習慣病の予防 
対策を行っています。 
   ・連絡先：78-3517（いなべ市役所・大安庁舎内） 
 
○家庭児童相談室 
 家庭内での夫婦間の問題から生じるＤＶ被害や児童の発育環境の相談に

応じています。 

   ・連絡先：78-3535（いなべ市役所・大安庁舎内） 
 
○保険年金課 
健康保険や年金のことのほか、各種医療費の助成や後期高齢者医療に関

することの相談を行っています。 
・連絡先：72-3829（いなべ市役所・北勢庁舎内） 
 

○商工観光課 

 消費生活に関する相談、多重債務に関する相談を行っています。 
   ・連絡先：46-6309（いなべ市役所・藤原庁舎内） 
 

（１０）認知症疾患医療センター（東員病院） 

平成 21年 4月、東員病院は三重県から認知症疾患医療センターに指定さ 
れ、認知症に関する相談のほか、認知症が心配される方の専門的な診断を 
行っています。 
   ・連絡先：76-2345 
   ・所在地：員弁郡東員町穴太 2400 
 

○認知症相談電話（東員病院内） 

介護や看護の相談は、認知症相談電話もご活用ください。 
   ・電話番号：41-2383 

・開設日時：月曜～金曜（年末年始・祝日除く）9：00～16：00 
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（１１）基幹型認知症疾患医療センター

（三重大学医学部付属病院） 

平成 24年 4月、三重県から基幹型認知症疾患医療センターの指定を受け、
物忘れ、認知症に関する介護の悩み、認知症の医療、介護サービスの利用

方法など、様々な相談を受け付けています。1人で悩まずにご相談くださ

い。 

なお、相談は保健師、社会福祉士が対応しています。 

・電話番号：059-231-6029 
・開設日時：毎週 月曜日と水曜日 10：00～15：30 

（年末年始・祝祭日は除く） 
 

（１２）三重県認知症コールセンター 
認知症に関する介護の悩み、認知症の医療、介護サービスの利用方法など、

様々な相談を受け付けます。“1人で悩まず”“抱え込まず” 

お電話ください。 

なお、相談は認知症の介護経験者等が受け付けます。 

・電話番号：059-235-4165 
・開設日時：月曜～金曜(年末年始・祝日除く) 9：30～17：30 

             

（１３）若年性認知症コールセンター 
働き盛りの年代でも認知症になることがあります。「若年性認知症」とは、

65歳未満で発症する認知症の総称です。 

もしも家計を支える働き盛りの家族が認知症になってしまったら、経済的

な問題や心理的ストレスはとても大きいものです。自分たちだけで抱え込

まず、電話でご相談ください。 

・電話番号：0800-100-2707（無料）／認知症大府センター 
・開設日時：月曜～土曜（年末年始・祝日除く）10：00～15：00 
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（１４）若年性認知症コーディネーター 
若年性認知症コーディネーターが、認知症の本人やその家族が抱える不安

や問題に対し、相談や支援を行います。 
“最近のことが思い出せない”“仕事で大きなミスをよくする”“めまいや 
頭痛が多い”などの心配ごとや、家族による若年性認知症への対応の仕方

など、疑問やお悩みのことがございましたら、お気軽にご相談ください。 
   ・連絡先：090-5459-0960（若年性認知症コーディネーター 伊藤氏） 
   ・所在地：鈴鹿市安塚 638-16 ㈲イトーファーマシー 
   ・受 付：月曜～金曜（祝日除く）9：00～17：00 

 

（１５）認知症の人と家族の会 

会員であるかないかにかかわらず、認知症に関心のある方ならどなたでも、 
家族の立場で電話相談や面談に応じています。 
   ・連絡先：059-370-4620（三重県支部代表 下野氏） 
    ※留守番電話の時は、連絡先などの伝言を。 
   ・所在地：鈴鹿市算所 5-3-38-B-1 
 

（１６）いなべ市内のボランティア団体 
いなべ市市民活動センターには、たくさんのボランティア団体が登録され

ています。その中でも認知症の方やその家族にやさしい登録団体をご紹介

します。 

 

○いなべ市在宅介護者家族の会 だいふくの会 
在宅で高齢者等を介護している家族介護者などが集い、 
家族介護者同志の交流を通じた情報交換や心身のリフ 
レッシュを図り、互いに支え合う活動を通じて在宅介護 
を継続することを目的としています。 

 
○認知症予防ボランティア かのん 
認知症の進行をくいとめ、悪化を先送りすること、認知症になっても不

安のない長寿社会の福祉に貢献すること、また認知症予防の啓発、情報

発信を図ることを目的としています。 
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（１７）心配ごと相談 
地区の福祉センターなどで、民生委員さんや弁護士、司法書士等が、財産、 
法律、住宅、家族問題など、あらゆる心配ごとや悩みごとの相談に応じて 
います。個人の秘密は固く守られ、相談費用も一切かかりません。弁護士 
相談及び司法書士相談の場合は事前に予約が必要です。 

・問合せ先：いなべ市社会福祉協議会 地域福祉課 （電話：72-7788） 
       

（１８）法テラス（日本司法支援センター） 

法的トラブルを抱えた方々に、解決へのきっかけとなる情報やサービスを 
提供しています。電話予約の上、本人による来所相談が原則です。 
   ・連絡先：0503383-5470 

0570-078374（コールセンター） 
   ・所在地：津市丸之内 34-5 津中央ビル 6階 

（法テラス三重） 
 

（１９）三重県消費生活センター 
認知症によって判断能力が低下している人や、1 人暮らしをしていて相談
できる相手がいない人などは、うまく言い寄ってくる悪徳商法に騙されや

すい傾向があります。 
消費生活センターでは、このような悪徳商法への対処方法やクーリング・

オフの仕方など、消費生活に関する専門的な相談に応じています。 
   ・連絡先：059-228-2212 
   ・消費生活相談：月曜～金曜(年末年始・祝日除く)9：00～16：00 
   ・所在地：津市栄町１丁目 954 三重県栄町庁舎３階 
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（２０）徘徊感知器等サービス 
徘徊が心配される方に、普段からGPS機能（人工衛星を利用した位置決定

システム）付き携帯電話等を携帯させることによって、もしもその方が行

方不明になった場合、パソコンや携帯電話で居場所を確認できるサービス

があります。 

 

 

○いなべ市徘徊高齢者家族支援サービス 
上記のような、徘徊高齢者を早期に発見できるような 

システム端末機を購入した場合、その購入費用の一部を補助金として受

け取ることができます。ただし、携帯電話の場合は補助の対象にはなり

ません。 

   ・問合せ先：福祉部 長寿介護課 （P23参照） 
 

○認知症老人徘徊感知器 
介護保険サービスの中の福祉用具貸与品目の1種です。ケアマネジャー

が作成するケアプランに基づく利用により、月額1割の利用料でレンタ

ルが受けられます。 

家族が目を離したすきに認知症の方が屋外に出ようとした場合など、本

人が携帯する送信機からの電波送信や、ベッド横や玄関の床に敷いたマ

ットセンサーからの電波送信によって、家族や周囲の人にチャイムで知

らせたり、あらかじめ指定された携帯電話に知らせるものです。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
いなべ市における地域の福祉力を高
めるまちづくりスローガンです 
 

いなべの輪とは 
 

いつでも見守り支えあい 

なかまで見守り支えあい 

ベスト(最適)な見守り支えあい 

のんびり見守り支えあい 

わたしたちのまちの福祉力を高

めます 
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※1｢まいめる｣登録用アドレス http://mymail.city.inabe.mie.jp/mymail/index.php 

パソコン  市ホームページ http://www.city.inabe.mie.jp トップページ→左上の「メール配信」ボタン 
携帯電話 モバイルサイト http://www.city.inabe.mie.jp/m/u/ 「まいめる」登録ボタン 

 
「まいめる」のＱＲコード 

 
 

④まで終了したら待ち受け画

面に戻り、メールを受信でき

る状態にしてください。 

⑤⑥はあなたのメールアドレ

スに送信される内容です。 

（２１）まいめるに登録しよう！ 

 いなべ市「まいめる」では、徘徊等により行方不明になったときの情報

発信も行っております。いなべ市徘徊ＳＯＳネットワーク事業では、この

機能を活かして、行方不明者の早期発見に努めます。 

是非、徘徊ＳＯＳネットワーク事業にご協力をお願いします。まずは、

いなべ市「まいめる」に登録を！登録方法はとても簡単です。皆さんで、

認知症の方やその家族等を地域で見守りましょう！ 
 

※「まいめる」登録方法  

携帯電話・パソコンとも登録方法は同じです。登録料は無料ですが、配信の登録・削

除、メール受信にかかる通信料・パケット通信費は登録された方の負担になります。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① ② ③ 

⑤ ⑥ 

④ 

イ ンター ネ ットに
接続したパソコン

からでも登録でき

ます！ 
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（注）このマップは、平成 24 年 9 月現在の状況に基づいて作成しています。 


