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はじめに

超高齢社会を迎え、高齢者や認知症の人をいかに支
えていくかは、地域社会における重要なテーマとなって
います。

松前町では認知症の人ができる限り住み慣れた自宅
で暮らし続け、認知症の人やその家族が安心できるよ
う認知症施策を推進しています。

この手帳は、町民の皆さんに、少しでも認知症の病気
を正しく理解していただき、認知症を発症した人やその
家族が、病気を隠すことなく、地域での生活を笑顔で、
安心して続けていけるようにしたいという願いをこめて
作成しました。

③



松前町の現状
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介護保険認定者 認知症数 高齢化率

松前町の人口
（H26.12.31現在）

総人口：31,153人
高齢者人口：8,670人

松前校区人口：13,934人
高齢者人口：3,501人

岡田校区人口：9,559人
高齢者人口：2,816人

北伊予校区人口：7,660人
高齢者人口：2,353人
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物忘れのチェックシート

★もの忘れがひどい★
□今切ったばかりなのに、電話の相手の名前
を忘れる

□同じことを何度も言う・問う・する
□しまい忘れ置き忘れが増え、いつも探し物を
している

□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★
□料理・片付け・計算・運転などのミスが
多くなった
□新しいことが覚えられない
□話のつじつまが合わない
□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★

□約束の日時や場所を間違えるようになった
□なれた道でも迷うことがある

★人柄が変わる★

□ささいなことで怒りっぽくなった
□周囲への気づかいがなくなり頑固になった
□自分の失敗を人のせいにする
□「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★

□ひとりになると怖がったり寂しがったりする
□外出時、持ち物を何度も確かめる
□「頭が変になった」と本人が訴えるに

★意欲がなくなる★

□下着を着替えず、身だしなみを構わなくなった
□趣味や好きなテレビ番組に興味を示さなくなった
□ふさぎ込んで何をするのも億劫がり嫌がる

（「認知症の人と家族の会」パンフレットより）
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認知症ってどんな病気？NO.1

物忘れと認知症の違いは？主な認知症のタイプ

【 アルツハイマー型認知症】
・嗅覚からの衰え、悪臭に気がつかない
・最近のことを忘れる
・ゆるやかに進行する
・本人が楽観的であまり気にしない
・事実と異なることを話すことがある（作話）

【 脳血管性認知症】
・脳血管障害が起こるたびに、段階的に進行する
・気分が落ち込んだり、何かしようとする意欲が下がる
・悲しくないのに泣いたり、おかしくないのに笑ったりする（感情失禁）
・記憶障害は軽く、人格や判断力は保たれていることが多い
・脳血管障害の再発を防ぐことで進行を予防できる

【 前頭側頭型認知症】
・興味、関心が薄れると、会話中でも立ち去ってしまう

・抑制がきかなくなり、万引きや信号無視など社会ルールに違反することが
ある
・交通事故の危険性があり、早い段階から注意が必要である
・同じパターンを繰り返す

【 レビー小体型認知症】
・人物や動物、昆虫など、詳細な幻視や妄想を見る
・初期では手が震えるが、進行すると筋肉が固くなって振るえが止まる
・歩行が小刻みになり、転倒しやすくなる
・たちくらみや失神等を引き起こす「自律神経障害」を伴うことがある
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認知症ってどんな病気？NO.2

早期診断・早期発見が大切です！

家族に気になる症状があったとき「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、病院にいくことをためらう人は少なくない
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、適切な治療や内服を早い
段階から行うことで、症状が改善したり、進行を遅らすこと
ができます。

正常圧水頭症や脳腫瘍、慢性硬膜下血腫などの場合、手
術などの脳外科的な処置で改善する場合もあります。

甲状腺ホルモン異常の場合は、内服など内科的治療でよく
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
改善します。
いずれの場合も、1日も早く受診することが重要です。

早期の診断や治療が大切なわけ 治る病気や一時的な症状の場合

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」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。普段の生活状況やできごとなどメモをとっておくことを
お勧めします。（最終ページに物忘れ相談シートがあります）

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。
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認知症かな？と思ったら・・・
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気軽に相談してみたい
→9.10ページ

病院に相談してみたい
→11～15ページ

認知症の予防教室や集
いの場に参加したい
→16.17.21～23ページ

状
態
が
少
し
ず
つ
悪
化
し
て
き
た
・・

介護保険サービスを
利用したい
→24～44ページ

権利や財産を守る制度
を知りたい
→19.20ページ

同じ立場の人と話した
い
→18ページ
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松前町地域包括支援センター

高齢者が住みなれた自宅や地域で生活できるよう、様々な相談をお受けし
ています。認知症、介護サービス、高齢者の各種教室など高齢者の総合相
談を担っています。

（※5ヶ所の在宅介護支援センターでも相談を受け付けています。）

松前町地域包括支援センターの場所は？

★住所：松前町筒井７１０－１
松前町総合福祉センター２階

★電話：９８５－４２０５
★８時３０分～１７時１５分
★月曜～金曜

⑨

【健康に関する相談窓口】

松前町健康課 保健センター係
★住所：松前町筒井７１０－１

松前町総合福祉センター２階
★電話：９８５－４１１８



鶴寿荘
松前町鶴吉６３５－１
９８５－０４０５
◎サービス提供日
月曜～日曜
※休日、夜間は施設職員が対応

◎利用時間
８時３０分～１７時３０分

松前町在宅介護支援センター

みどり
松前町筒井７１０－１
９８５－２１２１
◎サービス提供日
月曜～土曜

◎利用時間
８時１５分～１７時１５分

菜の花
松前町神崎５７８－１
９８４－７３６６
◎サービス提供日
月曜～土曜
※休日、夜間は施設職員が対応

◎利用時間
８時３０分～１７時３０分

エンゼル
松前町北川原３３－１
９８４－６４０７
◎サービス提供日
月曜～金曜
※休日、夜間は施設職員が対応

◎利用時間
９時～１７時

のどか
松前町北黒田１７３番地１
９６１－６３５３
◎サービス提供日
月曜～土曜

◎利用時間
８時３０分～１７時３０分

⑩



※50音順

松前校区の関係医療機関

医療機関名 住所 電話 診療科目 認知症の治療

おひさまファミリー
クリニック

筒井399-1 984-0088
内科・循環器科
呼吸器科・アレルギー科

河辺整形外科 浜858 985-0500
整形外科
リハビリテーション科

古泉クリニック 筒井850
エミフMASAKI1階

985-2302
眼科

たけだ内科クリニック 筒井947-7 985-0003
内科
リウマチ科

Dr.盛次診療所 筒井1540 961-6262
内科
精神科

友澤外科 北黒田173-1 985-0511
外科
整形外科
内科

西尾眼科医院 北黒田185-5 985-2122
眼科

松前病院 筒井1592-1 984-1300
内科・外科・整形外科
リハビリテーション科
麻酔科

宮内ひふ科 浜400 984-0902
皮膚科

専門医紹介
経過観察
投薬

投薬・治療

軽度のみ
投薬・治療

専門医紹介
経過観察
投薬

軽度のみ
投薬・治療
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岡田校区の関係医療機関

医療機関名 住所 電話 診療科目 認知症の診療体制

木口内科・麻酔科 西高柳110-1 984-3729
内科
麻酔科

しのざき医院 西高柳246-4 985-2000
内科・外科
胃腸科・循環器科

武智ひ尿器科・内科 恵久美711 960-3555
泌尿器科
内科

西原耳鼻咽喉科 恵久美811-1 985-2511
耳鼻咽喉科

東岡整形外科 恵久美670-1 985-2522
整形外科
リハビリテーション科
リウマチ科

松野内科クリニック 大間166-1 961-6677
内科
循環器科

※50音順

専門医紹介
経過観察
投薬

投薬・治療

専門医紹介
経過観察
投薬

専門医紹介
経過観察
投薬

投薬・治療
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北伊予校区の関係医療機関

医療機関名 住所 電話 診療科目 認知症の診療体制

おち内科循環器科 大溝508-12 960-3620
内科
循環器科

梶原クリニック 出作1-1 960-3197
外科・胃腸内科
肛門科
リハビリテーション科

北伊予緩和ケア
クリニック

神崎69 985-2591

麻酔科
ペインクリニック
内科

くろだ病院

※認知症専門外来
神崎586

984-1201

※要予約

心療内科
精神科
内科

心療内科

兵頭クリニック
中川原456 985-3311

内科
心療内科
精神科

高瀬内科胃腸科 出作539-1 984-8980
内科
胃腸科

※50音順

鑑別診断 投薬・治療

軽度のみ
投薬・治療

投薬・治療

専門医紹介

軽度のみ
投薬・治療

鑑別診断 投薬・治療

⑬
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〈愛媛県の認知症疾患医療センター〉
中核センター
愛媛大学医学部附属
病院
地域拠点センター
四国中央病院
十全第二病院
正光会今治病院

砥部病院
真網代くじらリハビリテーション病院
正光会宇和島病院

（１）専門医療相談 （２）鑑別診断・初期対応 （３）合併症周辺症状の急性期対応
（４）事例検討会・研修会 （５）認知症疾患医療福祉連携協議会 （６）情報発信

急速な高齢化社会の到来で、予想以上のスピードで認知症患者が増加しています。

認知症が早期発見・早期治療され、よい医療・介護を受け、ご本人やご家族が認知症と向き合いながら、安心して、健康な生活を送るた
めには、医療・介護・行政など多くの関係者の関わりと連携が必要です。
認知症疾患医療センターは認知症専門医療機関としてご本人、ご家族、そしてそこに関わる関係者を支えることを期待されています。
松山圏域の愛媛県認知症疾患医療センターは砥部病院です。

〈認知症疾患医療センターの役割〉

認知症疾患医療センターをご存知ですか？ ⑭



愛媛県認知症疾患医療センター砥部病院 ⑮
認知症をあきらめない

〜あなたとともに歩む〜

まずは相談を
認知症に関して心配な事、なんでも気軽にお電話ください。

TEL（０８９）９５７−５５３８
FAX（０８９）９０５−０３７５
〈愛媛県認知症疾患医療センター受診について〉

受診は予約制になっています。電話・FAXでの予約をお願い致します。
また、診療情報提供書、もしくはアセスメントシートが必要となります。

詳しくは当院ホームページをご参照ください。
↓

http://www.tobebyouin.com

認知症をあきらめないで下さい。

認知症の中には、きちんとした診断と治療で治るものがありま
す。
たとえ治らなくてもその進行を遅らせることができたり、
予防が可能であったりするものもあるのです。

私たちの思い



松前町介護予防事業

事業名 内容 実施場所 参加料

はつらつ元気大学院
運動・口の健康、認知症予防について学ぶ教室です。運動では転倒、肩こり・
腰痛予防のための運動を行い、口の健康では健口体操、誤えん性肺炎予防
など、認知症予防では様々な作業活動を通して脳の活性かも行います。

集会所・公民館 無料

ニコニコ笑みステップ

運動

ステップ台を使用し、昇降運動を主にした有酸素運動と筋力トレーニングを行
います。

フィッタエミフル
ＭＡＳＡＫＩ

２４００円
（１２回）

訪問型介護予防事業
各種事業への参加が難しい方を対象に、ご自宅に専門職（理学療法士、作業
療法士、歯科衛生士）が訪問し、状態を確認してその人に応じたプログラムで
個別に指導を行います。

個人宅 無料

介護予防出前講座
体操をしたい仲間で集まり、体操ができる身近な希望の場所に、包括職員や
理学療法士が出向き、町独自の介護予防体操である『まっさき元気体操』、
『コロバーンド体操』の指導を行います。介護予防だけでなく、仲間のづくりや
通いの場とします。

希望する場所 無料

【問い合わせ先】
松前町地域包括支援センター
電話：９８５－４２０５（直通）

６５歳以上の人を対象に、運動や口の健康、認知症予防等を行っています。これからも元気で過ごす為
に様々な事業に積極的に参加しましょう。

⑯

※事業内容は毎年変更があります。
詳しくはお問い合わせ下さい。



認知症サポーター養成講座

認知症サポーター養成講座を受講した方を「認知症サポーター」と呼びま
す。 講座を通じて、認知症について正しく理解し、偏見を持たず、認知症
の人家族を温かく支援するのが役割です。

自治会、学校、商店、職場、有志の集まりなどに講師が出向いて、認知症に
ついての勉強会を実施します。時間は1時間～1時間30分程度です。講座修
了後に、認知症サポーターの証である「オレンジリング」をお渡しします。これ
が認知症のかたを支援する「目印」となります。

松前町内に在勤・在住の方で受講生が集まれば開催可能です。
費用は無料。申込を1ヶ月前までに地域包括支援センターへご連絡ください。

⑰
●認知症サポーターとは・・・

●認知症サポーター養成講座とは・・・

●サポーター養成講座を開催するには・・・



同じ立場の人と話したい・・・

• 認知症の人と家族の会 愛媛県支部

電話相談(月・水・金9：00～16：00) ☎923-3760

つどい（松山） 第2月曜日 13：00～15：00

場所：松山市道後町2-11-14

• 認知症カフェ

有料老人ホームTo-Bｅ１Ｆいきがい室

場所：砥部町麻生40

月～金 13：00～15：00

• 高齢者無料相談

愛媛県高齢者相談センター ☎921-8789

⑱



高齢者の権利や財産を守る制度NO.1

お金の管理や手続きに不安があるときは・・・

認知症などによってものごとを理解したり、判断したりすることが難しくなった人でも、自立した生活を送れる
ように、お金や印鑑などの管理、福祉サービス手続きのお手伝いをしてくれる制度です。
※ただし、契約能力がある人が対象です。

■福祉サービスの利用援助
・福祉サービスの利用の支払いなどを代行

■日常的な金銭管理
・税金や公共料金、医療費などを支払う手続き
・年金や福祉手当の受け取りに必要な手続き

■書類などの預かり
・預貯金通帳・証書（年金証書、権利書、契約書、保険証書）
・実印、銀行印

■その他

・定期的に生活支援員が訪問し、未然にトラブルを防いだり、困りごとの相談に応じたりしま
す。
■利用料金
※下記の連絡先に問い合わせください。

福 祉 サ ー ビ ス 利 用 援 助 事 業

お問い合わせ先：松前町地域包括支援センター電話：９８５－４２０５
松前町社会福祉協議会 電話：９８５－２１２１

⑲



高齢者の権利や財産を守る制度NO.2

認知症などで理解力や判断力が不十分となった人に代わって財産管理、契約の締結や取り
消しなどを代わりに行ってくれる（後見）制度です。

相談先：松前町地域包括支援センター 電話：９８５－４２０５
法テラス 電話：０５０ー３３８３ー５５８０

成 年 後 見 制 度

任意後見制度 将来に備え、元気なうち
から自分が信頼できる人
（家族や友人、弁護士な
ど）に対して後見人をお願
いしておく制度。

法定後見制度 判断能力や理解力が低下した
場合、家庭裁判所への申し出によ
り、法定後見人が選任されます。

契約行為等の補助から代理まで
本人の判断能力に応じて支援して
くれる制度。

認知症高齢者を狙った悪質な商法が増えています。よく分からないままに契約させられても、契約をしたこと自
体を忘れてしまうなど、その被害は深刻です。業者は、優しい顔をして近づき言葉巧みに高齢者の気持ちをつか
みます。もし被害にあったときは、すぐに警察や消費者相談窓口に相談し、クーリングオフ制度などを活用して解
約しましょう。
このような場合に備えて、成年後見制度の活用を検討しておくことが大切です。

相談先：松前町消費者相談窓口 電話：９８５－４１２０
伊予警察署 電話：９８２－０１１０

認知症高齢者が狙われている！
注意
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松前校区 ふれあい・いきいきサロン一覧
サロン名 会場 開催日時 参加費 内容

いきいきサロン
南黒田

南黒田
公民館

随時
13：00～15：00

200円
おしゃべり、歌、健康体操、レクリエーション、手芸、お
花見紅葉狩りなど

よりあいサロン
北黒田

北黒田
公民館

毎月第４水曜
13：00～15：00

200円
レクリエーション、紅葉、遠足、おしゃべり、食事など

北黒田サロン
ほほえみ

北黒田
公民館

毎月第2火曜
10：00～12：00

100～
200円

おしゃべり、レクリエーション、食事会、遠足など

だんだんサロン
宗意原

総合福祉
センター

毎月第3月曜
12：00～14：00

200円
おしゃべり、食事、レクリエーション、研修会、旅行、花
見、絵手紙、手芸など

なかよしのサロン
宗意原
集会所2階

随時
13：30～15：30

100円
おしゃべり、講話など

新立ともだち
サロン

新立
公民館

毎月第3木曜
13：00～15：00

300円
おしゃべり、ゲーム、体操、昼食会など

ほのぼのサロン
筒井

筒井
公民館

随時
10：00～13：00

200円
お食事をしながらの談話交流、折り紙、ゲーム、バ
ルーンアート、合唱など

さくら草サロン本村
本村
集会所

毎月第2・４木曜日
9：30～11：30

無料
まっさき・コロバンド・手芸・ゲーム等

にこにこ子育て
サロン筒井

筒井
公民館

第1・3月曜
9：00～11：30

無料
3世代交流を目的に子育て中の家族と子どもたちと集
まり、お茶を飲みながら語り合い、ゲームや遊びなど

【サロン活動の問い合わせ】
松前町社会福祉協議会
電話：９８５－３２００
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岡田校区 ふれあい・いきいきサロン一覧
サロン名 会場 開催日時 参加費 内容

サロンありあけ
大間集会所

２階
毎月第3水曜
13：00～15：00

100円
おしゃべり、ゲーム、体操、野外活動、昼食会など

サロン上高柳
上高柳
集会所

毎月最終水曜
12：00～14：00

200円
交流会（お茶、昼食）、手芸、ゲーム、健康チェック、野外活動、
各趣味の発表

パワフル上高柳サロン
上高柳
集会所

毎週火・木曜
10：00～11：00

無料
まっさき・コロバーンド・メタボ体操、行進、情報交換など

ラジオ体操サロン上高柳
上高柳
集会所

月～土曜日
6：30～7：30

無料
ラジオ体操第１・第２、まっさき体操など

にこにこサロン恵久美
恵久美
集会所

毎月第4火曜
13：00～15：00

100円
歌、ドリル計算、折り紙、紋きり、七夕、盆踊、秋祭り参加、レクリ
エーション、写経など

ふれあいサロン昌農内
昌農内
集会所

随時
13：00～15：00

100円
お花見、歌、軽体操、ドライブ、おしゃべり、レクリエーションなど

さざんか昌農内
昌農内
集会所

毎週水曜
13:30～15:00

無料
ラジオ体操第1・第2、まっさき元気体操、コロバーンド体操、スト
レッチ体操

ふれあいサロン西高柳
西高柳
集会所

毎月最終水曜
13：00～15：00

100円
食事、おしゃべり、移動サロン、お花見、花植え、七夕飾り、ソー
メン流し、いも炊き、文化祭出展作品づくりなど

いきいきサロンこいずみ
西古泉
公民館

毎月第3土曜
13：00～15：00

200円
コツコツ体操、お花見、ぶどう狩り、鯉のぼりづくり、七夕づくり、
夏祭り参加、月見団子作り、忘年会など季節行事など

西古泉ふれあいクラブ
西古泉
公民館

毎週月曜
9：00～12：00

無料
囲碁、将棋、血圧測定、編み物、よもやま話、外部講師による講
演など

西公会
（西古泉公民館会）

西古泉
公民館

毎週火曜
13:30～16:00

30円
まっさき・コロバーンド・ストレッチ体操、お手玉、あや取り、お
しゃべり

さわやかサロン北川原
北川原
集会所

毎月第3土曜
13：00～15：00

100円
手芸、レクリエーション、紙飛行機づくり、健康相談、お菓子づく
り、カラオケ大会、ゲーム、手編み教室、子供と交流

しおやサロン
「楽しく語ろう会」

塩屋
集会所

毎月第２・４火曜
11：00～13：00

50円
楽しい語らい、軽体操、小物作り、折り紙、脳トレ、介護予防体
操など
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北伊予校区 ふれあい・いきいきサロン一覧
サロン名 会場 開催日時 参加費 内容

サロンいこい 徳丸老人憩いの家
毎月第1月曜
13：00～15：30

100～
300円

お茶、お話、レクリエーション、ゲーム、軽度の体操など

ふれあいカフェえがお
ふれあいカフェえがお

徳丸６１８

月・火・木・金・土
10：00～16：00

月500円
談話、創作活動など

ちょこっと遊び場
ちょこっと遊び場
徳丸１１３９

随時
10:00～17:00

200～
300円

歌声、映画会、健康体操、手作り小物作りなど

子育てサロンいこい 徳丸集会所
毎月最終水曜
15:00～17:00

無料
季節のクラフト、ゲーム、簡単クッキング、3世代交流イ
ベントなど

ふれあいいきいき
サロン中川原

中川原公民館
随時

13：00～15：00
200円

お花見、お話会、食事会、健康相談、体操、ひょこたん
一座、落語、年2回子どもとの交流事業など

ちびっこサロン
いないいない・ばぁ

中川原公民館
毎月第1・3火曜日
13：00～15：00

200円
お花見、お話会、食事会、健康相談、体操、ひょこたん
一座、落語、年2回子どもとの交流事業など

いきいきサロン出作 出作集会所
毎月第1月曜
13：00～15：00

200円
談話、お茶会、レクリエーション、軽体操、お菓子作り、カ
ラオケ、野外活動、昼食会、子供とのふれあい事業など

やすらぎサロン
やすらぎの館
神崎393

月・火・木・金
10：00～17：00

200～
300円

健康相談、血圧測定、健康体操、絵手紙づくり、パッチ
ワーク、押花、雑談など

やすらぎサロン横田 横田公民館
毎月第3火曜
13：00～15：00

100～
200円

おしゃべり、歌、健康体操、レクリエーション、ゲームなど

大溝健康サロン 大溝公民館
随時

9：00～11：30
100円

軽スポーツ、郷土料理、料理の作り方、地域活動参加

サロンいなや 東古泉公民館
毎月第2水曜
13：00～15：00

100円
おしゃべり、レクリエーション、健康相談、情報交換、花
見、砥部焼き、外出行事、ぶどう狩りなど

小富士松クラブ 永田公民館
毎週木曜日

13：30～14：30
無料

まっさき元気・コロバーンド・ラジオ体操、お手玉、じゃん
けんなど

野菊の会サロン鶴吉 鶴吉公民館
毎週木曜日

13：30～14：30
無料

まっさき元気体操・コロバンド等 23
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介護保険サービスの種類

訪問サービス（P35～38）

◎訪問介護
◎訪問看護
◎訪問リハビリテーション

通いサービス（P28～34）

◎通所介護
◎通所リハビリテーション

泊まるサービス（P39.40）

◎短期入所生活介護
◎短期入所療養介護

環境を整える

◎福祉用具貸与
◎特定福祉用具購入
◎居宅介護住宅改修

居住サービス（P41～43 )
◎特定施設入居者生活介護
◎認知症対応型共同生活介護
◎地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護

施設サービス（P44）

◎介護老人福祉施設
◎介護老人保健施設

居宅介護支援（P25～27）

ケアマネジャーが介護が必要な方
に状態に応じて、介護保険等の利
用を支援します。

24

【介護保険に関するお問い合わせ】

松前町保険課介護保険係

電話：９８５－４１１５（直通）



居宅介護支援事業所 NO.1

事業所名 社会福祉法人松前町社会福祉協議会

住所 松前町筒井710-1 電話 985-4154

営業日時 月曜～土曜 時間 8：15～17：15

事業所PR 親切・丁寧・即対応

事業所名 居宅介護支援事業所のどか

住所 松前町北黒田173-1 電話 961-6353

営業日時 月曜～土曜 時間 8：30～17：30

事業所PR
利用者様が安心して在宅生活を送ることができるよう、各種介護サービスや地域独自のサービスを提案しま
す。また様々な不安を抱えている独居の方にも安心して頂けるよう、担当のケアマネージャーが24時間オン
コールで対応します。

【松前校区】
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居宅介護支援事業所 NO.2

事業所名 居宅介護支援事業所福家

住所 松前町北黒田680 電話 906-6027

営業日時 月～土曜 時間 8：30～17：30

事業所PR 以前スーパーマーケットだった建物内に事業所を開設し、現在も小規模ながら「ショップふくや」を営業してい
ます。何かありましたら買い物がてら気軽にご相談下さい。

【松前校区】
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居宅介護支援事業所 NO.3

事業所名 居宅介護支援事業所エンゼル

住所 松前町北川原３３番地１ 電話 984-7755

営業日時 月曜～金曜 時間 8：30～17：30

事業所PR 安心して快適な生活を送るために、在宅での生活を整えるお手伝い（介護保険を使って受けられるサービス
や個々の生活に合わせたケアプランの相談等）や様々なニーズにお応えできるよう、努めております。

事業所名 居宅介護支援事業所鶴寿荘

住所 松前町鶴吉６３５番地１ 電話 985-0405

営業日時 月曜～日曜 時間 8：30～17：30

事業所PR 住み慣れたこの街で暮らしたい。そんな地域のお役に立ちたい。

事業所名 居宅介護支援事業所菜の花

住所 松前町神崎578-1 電話 984-7087

営業日時 月曜～土曜 時間 8：30～17：30

事業所PR
住み慣れた家での生活が続けられるように、1人ひとりの困りごとを一緒に考えます。また併設しているくろだ
病院には認知症外来がありますので、物忘れかな？と感じたら遠慮なくご相談下さい。

【岡田校区】

【北伊予校区】
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通所サービス NO.１

事業所名 ケアフィット松前

住所 松前町北黒田242-1 電話 961-6606

営業日時 月曜～土曜 提供時間 9：00～15：30

事業所PR
介護予防型のﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽです。特長としては選べる利用時間（半日利用も可能）選べるサービス（なりたい自分に。目標
を持って取り組めるようサポートします。）新しい出会い（地域交流や外出レクで新しい出会い）があり生活のハリを実
感！比較的お元気な方が多い施設です。

事業所名 デイサービスセンターかおり

住所 松前町筒井1579番地1 電話 961-6900

営業日時 月曜～土曜 提供時間 9：30～16：45

事業所PR
「酸いも甘いもかみ分けて、何でも話し合える大家族を作る」という理念のもと、利用者の皆様1人ひとりを尊
重してお手伝いさせてもらっています。最期まで自宅で過ごしたいというお年寄りの願いを叶えます。

事業所名 セルフークリエイト くるみ

住所 松前町北黒田679-1 電話 916-3611

営業日時 月曜～金曜 提供時間 9：45～15：00

事業所PR 入浴サービスの提供がない分、「機能訓練」に集中して取り組めます。従来のﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽにはない「施設内空
間」にすることで「男性利用者」「若年層利用者」のみなさまから当事業所を選んでご利用頂いています。

【松前校区】
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通所サービス NO.２

事業所名 通所介護事業所スイムアンドデイ

住所 松前町南黒田428-1 電話 961-6320

営業日時 月～金曜 提供時間 9：00～12：15

事業所PR
当事業所では機能訓練でプールを使用しており、水中での歩行は陸上より歩きやすく効果的に足を鍛えることが出来
ます。機械等を使わず25メートルプールを自分のペースで歩くので、体にかかる負担も少なく運動ができます。膝や股
関節を手術（人工関節）している方も無理なく運動が出来ます。

事業所名 松前社協デイサービス 筒井の里

住所 松前町筒井246-3 電話 994-8311

営業日時 月曜～金曜 提供時間 9：00～16：15

事業所PR 利用者の方にとって、心地よい居場所になるように家庭的な雰囲気づくりを大切にしています。

事業所名 デイサービスセンターのどか

住所 松前町北黒田173番地1 電話 961-6373

営業日時 月曜～土曜 提供時間 9：00～16：30

事業所PR 「のどかで楽しくのんびり」をテーマに家庭的な雰囲気で過ごせるﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽです。小規模なﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽならでは
の機動力で利用者様のニーズに応える事ができます。一緒にのどかで楽しくのんびりしませんか。

【松前校区】
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通所サービス NO.３

事業所名 デイサービスセンター福家

住所 松前町北黒田680番地 電話 906-6027

営業日時 月～土曜 提供時間 9：15～16：30

事業所PR
「しっかり飲み物を飲む」「口から食事を食べる」「しっかり歩く」「トイレで排泄できる」ようにケアし、自宅での生活をお手
伝いしています。専門職によるリハビリや生活の楽しみ（カラオケ、外出等）にも力を入れています。併設の「ショップふく
や」で青果・日用品のお買い物もできます。

事業所名 ベストケア デイサービスセンター松前

住所 松前町北黒田242-5 電話 961-6363

営業日時 月曜～土曜 提供時間 8：30～16：30

事業所PR 利用者様の「こうなりたい」という姿に少しでも近づけるよう、リハビリプログラムを考えて取り組んでいる事業
所です。

事業所名 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ未来まさき

住所 松前町筒井361番地1 電話 985-4400

営業日時 月曜～金曜 提供時間 9：00～12：00,13：30～16：30

事業所PR 機能訓練に特化したリハビリ専門のﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽです。

【松前校区】
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通所サービス NO.４

事業所名 松前社協デイサービスセンターみどり

住所 松前町筒井710-1 電話 985-4150

営業日時 月曜～土曜 提供時間 9：00～16：15

事業所PR
利用者の方の有する能力に応じ、できる限り在宅で自立した生活ができるよう、その方にあった日常生活上の支援や
機能訓練を行い、社会的孤立感の解消及び心身機能の維持を図るとともに、そのご家族の身体的、精神的な負担を軽
減します。

事業所名 デイサービスセンター玉泉

住所 松前町北川原33番地1 電話 984-6407

営業日時 月曜～日曜 ※年末年始は除く 提供時間 9：15～16：30

事業所PR
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽセンター玉泉では、一般浴・家庭浴・機械浴といったお一人お一人に合った入浴を提供しています。また中庭に
は足湯もありくつろぎとリフレッシュをご提供させていただいております。土・日・祝日も営業いたしておりますので、ご相
談いただければと思います。

事業所名 こころ

住所 松前町大間225 電話 985-4533

営業日時 月曜～金曜 提供時間 9：00～16：30

事業所PR
民家で小さいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽだからこその雰囲気で家族間あふれるスタッフのデイになっています。「食べる喜び＝生きる喜
び」、生涯口から食べる！これがこころの目標です。お食事の時間を大切にしています。機能訓練も楽しみを持って達成
感が味わえるようにしています。

【岡田校区】
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通所サービス NO.５

事業所名 デイサービスセンターこだま

住所 松前町大間314番地 電話 985-0124

営業日時 月曜～金曜 提供時間 9：00～16：30

事業所PR 古民家改修型の小さなﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽです。「利用者様お一人お一人を大切に」をモットーに日々活動しておりま
す。

事業所名 有限会社デイサービスさくら

住所 松前町恵久美546-6 電話 985-4611

営業日時 月曜～土曜 提供時間 9：00～16：30

事業所PR
10人定員の小規模通所介護事業所です。1人ひとりにあった介護を心がけています。笑いのある、家庭的な
雰囲気づくりに努めています。

事業所名 デイサービスセンターたかやなぎ

住所 松前町西高柳258番地 電話 985-3222

営業日時 月曜～土曜 提供時間 9：30～16：40

事業所PR 認知症予防をコンセプトとしたレクリエーションやアクティビティーの実践に力を入れています。

【岡田校区】
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通所サービス NO.６

事業所名 指定通所介護事業所鶴寿荘

住所 松前町鶴吉635-1 電話 985-0170

営業日時 月曜～日曜 提供時間 9：30～16：30

事業所PR
温泉のようなゆったりとしたお風呂があり、その方々にあった入浴サービスや、手作りでできたお食事の提供を行ってい
ます。季節の創作物や外出行事、最新のカラオケを使った認知症予防のプログラム、リズム体操で介護予防に取り組
んでいます。来られる方々の総合的な幸せを目指します。

事業所名 デイサービスセンターエンゼルなかがわら

住所 松前町中川原168番地1 電話 984-7666

営業日時 月曜～金曜 提供時間 9：15～16：30

事業所PR デイサービスセンターなかがわらでは、将棋や習字、手芸など様々な趣味活動や専用のカラオケ室、花壇や菜園なども
あり、お一人お一人に合ったサービスを提供できるよう、支援させて頂いております。

事業所名 医療法人光佑会 老人保健施設菜の花

住所 松前町神崎578番地1 電話 984-7087

営業日時 月曜～土曜 提供時間 9：30～15：30

事業所PR
入浴やお食事の提供、専門スタッフによる身体機能の維持向上を目的としたリハビリを行うと共に、レクリエーションで
は季節感ある活動や楽しみながらできる運動などを提供できるように目指しています。利用者様のご自宅での生活がよ
り豊かになるように、お手伝いさせて頂きたいと思います。

【北伊予校区】

【デイケア】【北伊予校区】
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通所サービス NO.７

事業所名 重度認知症デイケア かおりの家

住所 松前町筒井1540 電話 961-6900

営業日時 月曜～土曜 提供時間 9：30～16：45

事業所PR
診療所に併設しており、古民家をリフォームした認知症対応のデイケアです。高齢者もご家族も安心して生活
でき、最期の瞬間まで一緒に過ごすことができるよう支援しています。医療保険施設ですので、利用には受
診が必要となります。

事業所名 心療内科 兵頭クリニック

住所 松前町中川原456 電話 985-3311／985-3741

営業日時 月曜～土曜 提供時間 10：00～16：00

事業所PR 特養、老健、認知症専門病棟の嘱託医を経験した精神科専門医が毎日診療している認知症デイケアです。
他の介護保険施設と併用もでき、相談員が患者様とご家族の方々の在宅生活を適宜支援しています。

【医療保険対応デイサービス】
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訪問介護サービス NO.１

事業所名 ヘルパーステーションのどか

住所 松前町北黒田173番地1 電話 961-6354

営業日時 月曜～金曜 時間 8：30～17：30

事業所PR
利用者様お一人お一人の生活スタイルに合わせ訪問介護員が自宅に伺い、家事や介護のお手伝いをさせ
て頂きます。慣れ親しんだ家や地域でいつまでも生活する事ができるよう、「ちょっとしたお手伝い」をさせて
下さい。

事業所名 松前社協 ヘルパーステーションみどり

住所 松前町筒井710番地1 電話 985-4152

営業日時 ３６５日 時間 8：15～17：15

事業所PR
３０代～４０代の男性ヘルパーが４名、女性ヘルパーも２０代～６０代と幅広い年齢層のスペシャリストがきめ
細かなサービスを提供しております。

【松前校区】
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訪問介護サービス NO.２

事業所名 ヘルパーステーション玉泉

住所 松前町北川原33番地1 電話 984-6407

営業日時 ３６５日 時間 8：30～17：30

事業所PR 利用者様が自分らしさを大切にし、できる限りご自宅で安心して過ごしていただけるよう、日々皆さまのご要
望にお応えしてまいります。

事業所名 訪問介護事業所 鶴寿荘

住所 松前町鶴吉635番地1 電話 985-0170

営業日時 ３６５日 時間 8：30～17：30

事業所PR 生活援助、身体介護を経験豊かなヘルパーが対応させていただきます。訪問中に「破顔一笑」がみられます
ように、ヘルパー一同がんばっています。

【岡田校区】

【北伊予校区】
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訪問看護サービス NO.１

事業所名 訪問看護ステーション くるみ

住所 松前町北黒田679-1 電話 906-5722

営業日時 月曜～金曜 時間 9：00～17：30（緊急時24時間対応あり）

事業所PR
看護師、理学療法士、作業療法士がお住まいを訪問し、療養生活を送っておられる方の看護やリハビリを
行っています。ご本人様や、ご家族の意見、ライフスタイルを尊重し、生活の質が向上するよう予防的支援か
ら看取りまで支えます。

事業所名 訪問看護ステーション れもん

住所
松前町筒井960-4
グランフィールド松前町舎前105号

電話 994-6676

営業日時 月曜～金曜 時間 8：30～17：30

事業所PR
看護師常勤4名在籍し、24時間対応、ターミナル対応も致します。訪問看護総数12名で、他事業所とも連携を

とり、小児から高齢者および認知症ケアまで利用者様に寄り添った訪問看護を提供していきます。お困りに
なっている事があればお気軽にご相談下さい。

【松前校区】
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訪問看護サービス NO.２

事業所名 訪問看護ステーション 花みかん

住所 松前町上高柳503番地4 電話 960-3277

営業日時 ３６５日 時間 ２４時間対応

事業所PR

事業所名 訪問看護ステーション 菜の花

住所 松前町神崎578番地1 電話 984-7388

営業日時 月～土曜 時間 24時間対応

事業所PR
「病気や障がいがあっても住み慣れた自宅で生活を続けたい」と希望される方々、その人らしい人生を送って
いただくために優しさと笑顔を大切に利用者の皆さまやご家族の皆さまとの信頼関係をもとに、心身両面に
わたる看護を、誠意をもって愛にみちた幸せを、在宅生活のために和の心でお届けします。

【岡田校区】

【北伊予校区】
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泊まるサービス NO.１

事業所名 介護付き有料老人ホーム笑歩会松前

住所 松前町筒井317番地2 電話 985-1210

事業所PR
定期的なご利用の他に緊急の受け入れ、又は入所施設へ入所するまでの間、様々なニーズに合わせて柔軟
に対応いたします。

事業所名 指定短期入所生活介護事業所玉泉

住所 松前町北川原33番地1 電話 984-6407

事業所PR

ご家族様のご都合や計画に合わせて、宿泊・介護サービスをご利用いただけます。個室・多床室等ご希望の
タイプのお部屋で安心な楽しい時間をお過ごしいただきます。またエンゼル幼稚園に隣接しており、園児との
交流も図ることができます。広々とした中庭では四季折々の風情を満喫しながら、ご利用者様の交流を目的
とした古民家調の喫茶コーナー《おも屋》もご利用いただけます。

【松前校区】

【岡田校区】

【ショートステイとは？】

家族の都合で過程での介護が一時的にできない場合、短期入所施設
などで、短期的に介護を受けることができます。
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泊まるサービス NO.２

事業所名 ショートステイこより

住所 松前町神崎586番地3 電話 985-5411

事業所PR
私たちは、ご利用者とご家族・職員スタッフ・地域社会が「和」で結ばれ、信頼関係を築くことにより、ご利用者
が日々安心して和やかな生活を送ることができるもう一つの家として、お一人お一人の生活に寄り添う施設
づくりを目指しています。

事業所名 指定短期入所生活介護事業所鶴寿荘

住所 松前町鶴吉635番地1 電話 985-0170

事業所PR ヒノキ風呂を新しく設置しており、一人でゆっくりのんびり、入浴を楽しんでいただけます。

事業所名 医療法人光佑会 老人保健施設菜の花

住所 松前町神崎578番地1 電話 984-7087

事業所PR 皆様の心身の特性をふまえ、個性を尊重したきめ細かいサービス提供を目的とし、在宅生活が長く続けられ
るように、ご利用者様、ご家族様のお力になれるように目指しています。

【北伊予校区】 【ショートステイ】
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認知症対応型共同生活介護

事業所名 グループホーム浜っ子

住所 松前町浜858 電話 984-2001

事業所PR 病院併設のため定期的な受診ができる施設。職員の定着率が高いため、入居者様のご状態の把握が十分
にできています。

事業所名 グループホームひまわりのたね

住所 松前町昌農内347-1 電話 985-3003

事業所PR 「焦らず、怒らず、あきらめず」をモットーに、お一人おひとりに合ったケアを心がけています。また１日１回でも
大声で笑えるような生活を送っていただきたいと考えています。

事業所名 グループホームエンゼルなかがわら

住所 松前町中川原168番地1 電話 984-7666

事業所PR
小規模な生活の場で、共同生活を営んでいます。食事の支度、掃除など、みんなで共同で行い、１日中、家
庭的な雰囲気の中で生活を送っております。地域の行事などにも参加しつつ、地域に密着した生活が送れる
ように援助させていただいております。

事業所名 グループホームひなたぼっこ

住所 松前町西高柳267-1 電話 984-0022

事業所PR 入居者さんも職員もゆったりとしたホームの空気の中、毎日を生き生きと生活されております。
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地域密着型サービス

事業所名 小規模多機能ひまわりのたね

住所 松前町昌農内347-1 電話 985-3003

事業所PR
思いのままに・・・自分らしく・・・ここちよく・・・生活していただけるよう支援させていただきます。通いを中心
として、訪問、泊まりをその方の必要に応じて柔軟に組み合わせ、在宅生活が継続できるよう支援いたし
ます。

事業所名 介護老人福祉施設こより

住所 松前町神崎568番地3 電話 985-5411

事業所PR
私たちは、ご利用者とご家族・職員スタッフ・地域社会が「和」で結ばれ、信頼関係を築くことにより、ご利用者
が日々安心して和やかな生活を送ることができるもう一つの家として、お一人お一人の生活に寄り添う施設
づくりを目指しています。

【小規模多機能居宅介護とは？】

小規模な居住型の施設への「通い」を中心に、自宅に来てもらう「訪
問」、施設に「通う」「泊まる」サービスを柔軟に受けられます。

【地域密着型介護老人福祉施設とは？】

定員３０人未満の小規模な介護老人福祉施設で、食事・入浴などの介護
や健康管理が受けられます。
※要支援の方はご利用できません。
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居住系サービス

事業所名 介護付き有料老人ホーム笑歩会松前

住所 松前町筒井317番地2 電話 985-1210

事業所PR 「心が動けば体が動く 笑顔をはぐくみ共に歩む」を法人理念として、温かい家庭的な環境の中でサービスに
努めます。

事業所名 ケアハウスひまわり苑

住所 松前町鶴吉635番地1 電話 985-0180

事業所PR 認知症予防のため、クラブ活動や創作活動、レクリエーションをたくさん行っています。また体力維持を図るた
め、リハビリ体操にも力を入れております。

【介護付き有料老人ホームとは？】
24時間体制で介護スタッフが常駐し、ケアマネージャーの介護サービス計画に沿っ

て、食事・入浴・排泄などの身体介護や、掃除・洗濯などの生活援助を始め、健康
相談や機能訓練などの介護サービスを提供している。

【ケアハウスとは？】
60歳以上の方で、身体機能の低下や高齢のため自立した生活に不安があり、家族

による援助を受けることが困難な方が、比較的定額な料金で自立した生活が送れ
るように工夫された施設です。

43



施設サービス

事業所名 特別養護老人ホーム玉泉

住所 松前町北川原33番地1 電話 984-6407

事業所PR

利用者様が元気な毎日を送れるように、玉泉では「自立支援介護」に力を入れています。「自立支援介護」と
は、水分・食事・排泄に着目したケアを行い、残存能力の活用と併せて利用者様一人一人の自立、生活を高
めていく取り組みです。従来型の施設ではありますが、ゆったりとした広さのある空間で生活介護を提供して
います。

事業所名 特別養護老人ホーム鶴寿荘

住所 松前町鶴吉635番地1 電話 985-0170

事業所PR 鶴寿荘では、入居者様の視点に立ち、入居者様の幸せを追求することを一番に考えております。家庭的な雰
囲気で、職員も一緒に楽しみながら、お世話させて頂いています。

事業所名 医療法人光佑会 介護老人保健施設 菜の花

住所 松前町神崎578番地1 電話 984-7087

事業所PR 利用者様の心身の特性をふまえ、個性を尊重したきめ細かいサービス提供を目的としています。利用者様の
一言一言を心に留め、和やかに穏やかに過ごして頂ける施設を目指しています。

【特別養護老人ホーム】

【介護老人保健施設】
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私の「大切なこと」メモ
ご自身の考えを周りの人にきちんと理解してもらい、自分らしい生活を続けていくには、自分の「想い」として書き残しておくと、周囲
の人が課題に対処しやすくなります。大切にしていること、人にわかってほしいことをメモしましょう。

呼び名
（こう呼んでほしい）

私の大切な人・存在

私のふるさとや
なつかしい土地

私の大切な思い出

私の楽しみ・喜び

好きな食べ物・飲み物
嫌いな食べ物・食べ物

不安や心配ごとは

病名や病状に関する
告知の希望

終末期医療の希望

（意識がなかったり判断力

がないとき）

※終末期医療の希望について□にチェックしてください⇒□希望しない □希望する
※具体的にどの治療を希望するか □にチェックしてください。
□点滴による水分補給 □中心静脈栄養 □経管栄養（胃ろう含む）
□人工呼吸器 □蘇生術 □その他（ ）

介護や暮らしの支援に
ついての願い・要望

その他、私が伝えたい
こと、知ってほしいこと

ばあさ
ん、元気
なときに
書いとこ
や。
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物忘れ相談シート

最後のページの相談シートを利用
して、相談したいことを書いてみま
しょう。

このシートに記入し相談に行くと、
普段の生活状況などが相談時に
伝えやすくなります。
（わかる部分だけでかまいません）
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終わりに・・・

【お問い合わせ】

松前町役場 健康課 地域包括支援センター
電話：０８９－９８５－４２０５（直通）
ＦＡＸ :０８９－９８５－４２０６

初版 平成２７年４月
第２版 平成２７年１１月
第３版 平成２９年１月
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