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専門用語や相談窓口を知りたい
そんな時は熟年相談室（裏表紙）に
お問い合わせください

日中は、「かかりつけ医」や「なごみの家（Ｐ18参照）」にご相談ください。

①熟年相談室（地域包括支援センター）
主任ケアマネジャー・社会福祉士・保健師などの専門職が、熟年者の方やご家族の方からの介護や
認知症などあらゆる相談を受け支援を行います。

⑥介護ホットライン
介護によるストレスや、介護のことで悩んだら、気軽にお電話ください。

　①安心生活サポート事業
　「どんな福祉サービスを利用したらいいのか、わからない」「以前は自分でもできたのに、手続き
　ができなくなってきた」「銀行での払い戻し手続きが不安なので、一緒に行ってほしい」「通帳や年
　金証書などをなくさないか不安なので、預かってほしい」など、もの忘れや認知症状のある熟年者
　などが、適切な福祉サービスを選択し、円滑に利用するための手続きや支払いなどを支援します。

　②成年後見制度
　判断能力が衰え、お金の管理ができなくなったときに預貯金や年金などの財産を管理したり、入
　院、入所の契約を行ったり、悪徳商法にだまされそうなとき契約を取り消すなど後見人が法的　
　に保護する制度です。

②認知症地域支援推進員
熟年相談室に配置されており、認知症の人にとって効果的な支援を行うため、地域の実情に応じて、
医療機関や介護サービス及び地域の支援機関との連携の支援や、認知症の人やその家族を支援す
る相談業務などを行っています。

③認知症ホットライン
もの忘れがひどくなられた方、医療機関をお探しの方、認知症への対応・介護の仕方がわからない
などでお悩みのご家族の方、気になることがあればお気軽にご相談ください。精神保健福祉士等が
対応いたします。

④認知症支援コーディネーター
江戸川区では、認知症早期発見のために、認知症支援コーディネーター（看護師）を配置していま
す。認知症の疑いのある方の相談を受け、状況により訪問し、必要な医療や介護サービスにつなげ
ます。（P20 2 認知症初期集中支援チーム参照）

⑤２４時間介護電話相談
日曜、休日、夜間のご相談はこちらへお電話ください。

江戸川区消費者センター

問い合わせ先 電話番号住　所

5662-7637
（月～金曜 午前９時～午後4時）

江戸川区松島1-38-1
グリーンパレス1階

社会福祉法人 江戸川区社会福祉協議会
安心生活センター

問い合わせ先 電話番号住　所

3653-6275
（月～金曜 午前 8時 30分～午後5時）

江戸川区松島1-38-1
グリーンパレス1階

5662-7690
（月～金曜 午前 9時～午後4時）

中央 熟年相談室 江戸川区医師会

専用電話配置場所 電話番号住　所

3652-2300
（月～土曜 午前 9時～午後6時）

江戸川区中央4-24-14

西瑞江 熟年相談室 江戸川区医師会一之江

認知症支援コーディネーター配置場所　 電話番号住　所

5667-7676
（月～土曜 午前9時～午後6時）江戸川区西瑞江5-1-6

介護ホットライン　　　　 　電　話：5662-0400（月～金曜 午前8時30分～午後5時）

成年後見なんでも相談ダイヤル

相談電話：局番なしの１８８（消費者ホットライン「いやや」）
江戸川区民の方が188をダイヤルすると、

江戸川区医師会では、看護師による在宅療養に関する相談を行っています。

（夜間・早朝　　　　　　午後9時～翌朝6時）
（月曜・祝日・年末年始　午前9時～午後5時）

問い合わせ先 電話番号

6240-5535

・平日は江戸川区消費者センター、
・土曜日は東京都消費生活総合センター、
・日曜・祝日は国民生活センター

につながります。

西葛西　熟年相談室　なぎさ和楽苑　電　話：3675-7676
東小岩　熟年相談室　泰山   　　　　電　話：5622-0556

問い合わせ先　熟年相談室（裏表紙参照）

A 相 談・家 族 支 援

夜間・休日在宅療養相談窓口

1 認知症について相談したい、介護保険サービスを利用したい

2 悪質商法の被害にあってしまったので相談したい　　

　被害にあったり、不安を感じたときは以下の窓口に相談してください。

3 福祉サービスの利用やお金の管理の相談をしたい

4 在宅療養に関する相談がしたい
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サービス付き高齢者向け住宅 ケアの専門家が日中常駐して安否確認や生活相談のサービスを提供
する、バリアフリーの賃貸住宅です。

福祉用具貸与

特定福祉用具購入

車いす、介護ベッド、歩行補助つえなど日常生活の自立を助けるための

福祉用具が借りられます。

（要支援１・２、要介護１の方は用具品目に制限があります。）

貸与になじまない特定福祉用具（入浴補助用具など）を指定福祉用具販
売事業者から購入した場合、福祉用具購入費の対象となります。（同一年
度につき10万円を限度額とします。）

住宅改修
手すりの取り付けや段差の解消など生活環境を整えるための小規模な住
宅改修に対して、住宅改修費が利用できます。（20万円を上限額とします。）

注）保険給付の対象となるかどうかを、事前にケアマネジャーまたは熟年相談室に相談しましょう。

公益社団法人 
認知症の人と家族の会 東京都支部

相談・問い合わせ 電話番号住　所

5367-2339
（認知症てれほん相談：火・金 午前10時～午後2時）

新宿区左門町20
四谷メディカルビル２階

NPO法人 
介護者サポートネットワークセンター・アラジン

5368-1955
（事務局：火～金曜 午前11時～午後6時）

東京都新宿区新宿1-18-10
橋場コーポ302号

特定非営利活動法人 
若年認知症サポートセンター
（若年性認知症に関する知識、相談先、お近くの家族会の連絡先などの相談に応じます。）

5919-4186
（月・水・金曜 午前10時～午後5時）

東京都新宿区新宿1-9-4
中公ビル御苑
グリーンハイツ605

【運営委託法人】
特定非営利活動法人
いきいき福祉ネットワークセンター

相談・問い合わせ 電話番号住　所

3713-8205
（平日 午前９時～午後５時）

目黒区碑文谷5-12-1
ＴＳ碑文谷ビル1F・３Ｆ

電話番号住　所

3675-1201
（事務局　なぎさ和楽苑内　午前9時～午後5時）

江戸川区西葛西８-１-１

住まいを整える介護保険のサービス

問い合わせ先　熟年相談室（裏表紙参照）

りんどうの会
江戸川認知症の人と家族の会
（認知症について知りたい方も大歓迎。是非ご連絡ください。）

 

名称 電話番号問い合わせ先

世話人代表　河地

バンビの会
～認知症家族の会～

江戸川 熟年相談室 江東園

　 65歳未満で認知症を発症した場合「若年性認知症」と診断されます。
　働き盛りの世代で発症するため、ご本人だけでなく、ご家族の生活にも影響が大きいと考えられ
ます。抱え込まずに、お近くの熟年相談室（裏表紙参照）または以下の窓口に早めにご相談ください。

　①東京都若年性認知症総合支援センター
東京都が設置した若年性認知症専門の相談窓口です。専門の相談員が、ご本人やご家族、関係機関（地域包括支援センター、 
区市町村、ケアマネジャー等）からの相談に対応します。

　②江戸川区内で月に1回程度それぞれ家族会を開催しています。
　  開催日時、場所についてはお問い合わせください。

　③区外の相談窓口

　　若年性認知症家族会 あしたば会

　　②若年性認知症家族会 あしたば会
若年性認知症家族会を毎月第４土曜日（原則）になぎさ和楽苑内で開催しています。
若年性認知症の方及びそのご家族、若年性認知症に関心があり、趣旨にご賛同いただける方のご参加をお待ちしています。

3698-5800

3677-4631
瑞　江 熟年相談室 瑞江ホーム 3679-4102
篠　崎 熟年相談室 きく 5664-3080
西篠崎 熟年相談室 きく 5666-8477

問い合わせ

①介護者交流会
在宅で介護している家族の方を対象に、介護者同士で悩みを相談し合い介護疲れの軽減を目的に
開催しています。

江戸川区内の情報については、熟年相談室にお問い合わせください。

高齢者向け優良賃貸住宅
都道府県単位で認定された賃貸住宅で、主に自立あるいは軽度の要介
護状態の熟年者が入居できます。熟年者が安全に安心して暮らせるよう
にバリアフリー化され、住居内に緊急通報装置が設置されています。

介護老人保健施設 病状が安定し自宅へ戻れるようにリハビリに重点を置いたケアが必要な方が
入所し、医学管理下での介護、機能訓練などを受けられます。（要介護１以上）

常時介護が必要で、在宅での生活が困難な場合に入所できます。（原則要
介護３以上の方）

介護老人福祉施設
（特別養護老人ホーム）

主に長期にわたり療養が必要な方が対象の施設です。
医療と介護（日常生活上の世話）が一体的に受けられます。介護医療院

5 若年性認知症について相談したい

6 認知症の人の介護をしている仲間と会って情報交換や介護の相談をしたい

※新型コロナウイルスの影響等により、開催曜日・時間等が変更されている場合があります。

認知症対応型共同生活介護
（グループホーム）

有料老人ホーム

軽費老人ホーム

養護老人ホーム

認知症と診断された方が、家庭的な雰囲気の中で共同生活し、介護や支
援、機能訓練が受けられます。（要支援２以上）

介護付有料老人ホーム、住宅型有料老人ホームなどがあり、食事と日常
生活上のサービスを提供します。

食事と日常生活の支援をするA型、見守りのみのB型、自炊ができない程度の
身体機能の低下のある方が対象のケアハウス、都市型の4種類です。

経済および家族や住環境の事情により、自宅での生活が困難な方が入所
できます。（原則６５歳以上の方）
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ご自宅での生活が難しくなった時、在宅以外でも暮らせる場所があります。




