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≪生活のお手伝い≫　
※利用には条件があるのでそれぞれお問い合わせください

  食事 
■ふれあい型食事サービス
（配食型）週2回、昼食または夕食を届けます。
（会食型）三鷹駅前コミュニティ・センター（毎週木曜日）

費用 ：1食400円
申込・お問い合わせ ： 三鷹市高齢者支援課　 

TEL:0422-45-1151 
（内線2626）

■事業団の食事サービス
昼食・夕食を 365 日休みなく希望日に配達、
手渡し。安否確認も行います。

対象 ：�三鷹市在住の高齢・障がい・病弱等で、日
常生活に手助けを必要とする方

利用会員会費 ：�1世帯　月300円
費用 ：1食810円〔メニューは管理栄養士作成〕

申込・お問い合わせ ：  三鷹市社会福祉事業団 
在宅福祉サービス 
TEL:0422-43-8804

  ゴミ出し 
■ふれあいサポート事業

収集日に合わせ、ゴミを搬出するゴミ出し支援
をします。希望者には安否確認を行います。

対象 ： 介護保険の区分が要介護2以上である者の
みで構成される世帯や身体障害者手帳の
交付を受け、障がいの程度が1級又は2級
である者のみで構成される世帯

申込・お問い合わせ ： 三鷹市ごみ対策課 
TEL:0422-45-1151 
（内線2535）

  家事など 
■訪問介護

ホームヘルパーが訪問して、食事、入浴、排泄
の介助や、炊事、掃除、洗濯といった家事など
の日常生活の手助けを行います。
お問い合わせ ：  各地域包括支援センター（裏表紙参照）

■協力会員による日常生活のお手伝い
対象 ：�三鷹市在住の高齢、障がい、病弱等で、

日常生活に手助けを必要とする方
費用と内容 ：�利用会員会費　1世帯　月300円

・生活支援サービス　
　1時間1,000円〔家事、通院の付き添い等〕
・短時間サービス　
　15分300円〔ゴミ出し、洗濯物の取り込み、
　水遣り等〕
申込・お問い合わせ： 三鷹市社会福祉事業団　 

在宅福祉サービス　 
TEL:0422-43-8804

【くらしの研究会】
認知症がある人だけが分かる、やりづらさ、とまどい、暮らしの変化があり
ます。認知症がある人同士、そして専門のスタッフとともに話し合う中で
ちょっとした工夫の情報交換や、発想の転換が生まれます。それが、研究会
です。認知症がある人、サポートする人、これから認知症とつき合う人・・・
全ての人に役立てる研究に、あなたの参加をお待ちしています。

【認知症にやさしいまち三鷹】
三鷹市では、認知症の人や家族を温かく見守っていける
地域をつくる「認知症にやさしいまち三鷹」の取組を推
進しています。

＜毎年イベントを開催しています＞

三鷹市が目指す「認知症にやさしいまち」の具体的な情報を発信するほか、専門家による講演や多職
種・地域の人たちのお話を直接聞くことができます。

＜認知症サポーター養成講座＞
三鷹市では「認知症サポーター養成講座」を随時開催しています。認
知症サポーターとは、何か特別なことをする人ではなく、認知症につ
いて正しい知識を持ち、認知症の人や家族を温かい目で見守る「地域
の応援者」です。認知症サポーターは、講座で得た知識を友人や家族
に伝えたり、認知症になった人やその家族の気持ちを理解するように
努めるなど、自分ができる範囲で活動しています。

町会や自治会、商店会や老人クラブ、会社の研修など地域の
集まりへ認知症サポーター養成講座の講師を派遣します。
 参 　 加 　 費 ：無料
 所 要 時 間 ：1時間〜2時間
 お問い合わせ ：三鷹市高齢者支援課　TEL:0422-45-1151

（内線2621〜2624）
 各地域包括支援センター（裏表紙参照）

 イベントの主旨 
＊誰もが「認知症」を身近なこととして感じる。
＊ためらわずに医療につながる。
＊気軽に周りの人や相談機関に打ち明けられる。

認知症や
介護を学ぶ

困ったときの
手助けがほしい

≪その他≫
■高齢者等位置情報確認システム

位置情報の確認ができる所在確認用端末機を貸
し出します。月額 220 円です。
申込・お問い合わせ ： 三鷹市高齢者支援課 

TEL:0422-45-1151（内線2626）

■電話訪問
週 1 回電話をかけ、安否の確認やお話し相手をします。
お問い合わせ ： 三鷹市社会福祉協議会 

地域福祉推進係 
みたかボランティアセンター 
三鷹市上連雀8-3-10 
TEL:0422-76-1271

■傾聴ボランティアの派遣
介護サービスを利用しているひとり暮らしの高
齢者等を対象に月に 1 〜 2 回訪問し、1 時間
程度お話をお聴きします。
申込・お問い合わせ ： 三鷹市地域福祉課地域ケア推進係 

TEL:0422-45-1151（内線2665）

  問い合わせ ：のぞみメモリークリニック  TEL:0422-70-3880お問い合わせ

＊種類別ではなく、目的別（使う場面ごと）にまとめておくようにした。
＊�テニス用のサングラスとサンバイザーはテニス用品と一緒にまとめる、
　ハイキング用のメガネと帽子はハイキングのものと一緒に置いておく、など。
＊必要なものが一度に揃い、慌てなくなったし忘れ物が減った。
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　　　：�毎月第3木曜日　13時30分〜16時
　　　： みたかボランティアセンター　上連雀8-3-10
　　　　： 茶菓代100円
　　　　　  　：みたか・認知症家族支援の会（みたかNFS）TEL:080-6627-3551（担当：石村）

日時
場所
参加費

●認知症家族のサロン

　　　：�毎月第4火曜日　14時〜 16時　　　　
　　　： そんぽの家Ｓ 三鷹丸池公園　新川3-21-12
　　      ： 飲み物代100円　　　　　　 　
            ：そんぽの家Ｓ 三鷹丸池公園　 TEL：0422-40-1171

日時
場所

お問い合わせ

●Cafe 丸池

　　　：茶菓代100円
　　　　　 ：みたか・認知症家族支援の会（みたかNFS）

TEL:080-6627-3551（担当：石村）

認知症当事者の方（ご本人）のおいでを歓迎します。
ご家族はもとより、どなたでもおいでください。

参加費
お問い合わせ

①昼どきオレンジカフェ
日時 ：�毎月第1水曜日　14時〜16時　 場所 ：グループリビング　みたかの家　下連雀4-5-19

②駅前オレンジカフェ
日時 ：�毎月第4水曜日　14時〜16時　 場所 ：みたかスペースあい　下連雀3-28-20　三鷹中央ビル

●みたか・オレンジカフェ

認知症の方や家族が
ほっとできる場

  参加費 ： 無料（「介護者カフェ 星と風」「介護者カフェ 大沢」を除く。）
  お問い合わせ ： 三鷹市社会福祉協議会 在宅サービス係　TEL:0422-79-3505

介護する家族のための場

　　　：�毎月第3木曜日　13時30分〜15時30分
　　　： 三鷹市高齢者センターけやき苑　1階食堂 

深大寺2-29-13

日時
場所

●介護者ひろば　けやき苑

　　　：�毎月第3金曜日　10時〜12時
　　　： 三鷹市特別養護老人ホーム恵比寿苑 

1階会議室　牟礼1-9-20

日時
場所

●介護者ひろば　恵比寿苑

　　　：�毎月第3水曜日　13時30分〜15時30分
　　　： 星と風のカフェ　下連雀3-8-13
　　　　： 100円

日時
場所
参加費

●介護者カフェ　星と風

　　　：毎月第1火曜日　13時30分〜15時30分
　　　： 喫茶ショップ オーソレミオ　大沢1-6-3
　　　　： 100円

日時
場所
参加費

●介護者カフェ　大沢

認知症の方や家族が参加できる場

　　　：�毎月第4火曜日　13時〜15時
　　　： みたかボランティアセンター
日時
場所

●認知症介護者談話室

　　　：�毎月第2木曜日　13時30分〜15時30分
　　　： 元気ひろば　おれんじ　中原3-1-65
日時
場所

●介護者ひろば　おれんじ新中

　　　：�毎月第4水曜日　10時〜12時
　　　： ピアいのかしら　井の頭2-13-6
日時
場所

●介護者ひろば　ピアいのかしら

　　　：偶数月の第1木曜日　13時〜15時
　　　： 男性介護者、男性介護経験者
　　　：  おむすびハウス　下連雀1-10-20

日時
対象
場所

●男性介護者交流会

　　　：�毎月第1水曜日　14時〜15時（1月〜3月は休み）
　　　： みたか紫水園　新川5-6-31
　　　　：  100円
　　　　　   ：みたか紫水園　 TEL：0422-40-7201

日時
場所
参加費
お問い合わせ

●むらさき・カフェ 

お問い合わせ

参加費



https://chiiki-kaigo.casio.jp/mitaka

※�詳細はチラシ及び広報紙等でお知らせいたします。

〈地域ケアネットワーク（ケアネット）とは〉
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●ほのぼのネット

●ケアネットで開催している地域サロン

　日常生活でお困りの方々が住み慣れた地域でより安心して快適に暮らせるように、同じ地域に住
む住民が「ほのぼのネット員」となって“支え合いのまちづくり”を進めるボランティア活動です。

主な活動は
・ 高齢者や子育て中の方などを対象としたお茶会、お食事会、バスハイク
・身近なテーマで講座（講演会）、講習会を開催
・お話や相談相手、見守りなど

　　　　　  ： 三鷹市社会福祉協議会 
地域福祉推進係 
みたかボランティアセンター　 
三鷹市上連雀8-3-10 
TEL:0422-76-1271

お問い合わせ

地域で元気に
過ごしたい

地域にはサロンや自主グループ等がいろいろあります。
認知症の有無に関わらず積極的に地域に出かけて自分に
合う仲間や場を見つけましょう。

●介護予防自主グループなど

生活支援コーディネーターが地域の中でお
互いを支えあえるような地域づくりに取り
組んでいます。地域包括支援センターや地
域の方々が行ってい
る介護予防などの自
主グループが市内に
はたくさんあります。

　　　　　  ： 各地域包括支援センター（裏表紙参照） 
三鷹市社会福祉協議会 
地域福祉推進係 
みたかボランティアセンター　 
三鷹市上連雀8-3-10　TEL:0422-76-1271

お問い合わせ

●介護予防教室

◆はつらつ体操（市内７地域で全12回の教室を年3回実施しています。）
　イスを使ってできる体操や筋力アップトレーニングなど、転倒予防や認知症予防を目的とした介
護予防教室です。日常生活の中で習慣的に介護予防できることを目指します。

◆その他の教室
　認知面をトレーニングする教室や、お口の機能向上のためのお話や体操、低栄養を予防する食事
のとり方などの教室です。

  　　　　　：三鷹市健康推進課　TEL：0422- 45-1151（内線 4222・4224・4225）お問い合わせ

　市周辺にある医療機関や介護サービス提供事業所、通いの場やサロン等を誰でも簡単にパソコン
やスマートフォンで検索できます。介護予防自主グループの活動内容や場所等も掲載しています。
※医療機関については令和3年 4月 1日より掲載予定

　　　　　  ： 三鷹市高齢者支援課 TEL:0422-45-1151（内線2621〜2624）お問い合わせ

スマートフォンからはこちら（QRコードを読み込んでください）︎︎︎
へアクセス！

パソコンからはこちら

●三鷹市介護・医療・地域資源情報検索サイト「三鷹かよおっと」
　（令和2年10月1日開始予定）

サロン実施予定 開催時間はいずれも午後1時30分～ 3時30分

曜日 場所

ふれあいサロン・井の頭 奇数月の第1火曜日 井の頭コミュニティ・センター

しんなかサロン 第4木曜日 新川中原コミュニティ・センター

地域のほっと・スペース
よってらっしゃい・にしみたか 第4月曜日 井口コミュニティ・センター

ひだまりサロン・東部 第1水曜日 牟礼コミュニティ・センター

連雀サロン 第3火曜日 連雀コミュニティ・センター

駅前　風のサロン 原則第3木曜日（年10回） 三鷹駅前コミュニティ・センター

サロンおおさわ 不定期 大沢コミュニティ・センター

　　　　　  ： 三鷹市地域福祉課地域ケア推進係（市役所2階22番窓口） 
TEL:0422-45-1151（内線2662〜2664）

お問い合わせ

 子どもから高齢者まで、誰もが住み慣れた地域で安心していきいきと暮らせる共助のまちづくり
を目指し、7 つのコミュニティ住区ごとに活動しています。各地域で活動している住民協議会、
町会・自治会、老人クラブ、民生・児童委員、ほのぼのネットやボランティア団体等と専門・行
政機関がゆるやかに連携し、地域サロンや見守り・支え合い、多世代交流等さまざまな活動に取
り組んでいます。

サロン名

　7つの地域ケアネットワークでは、各コミュニティ・センターで、地域の皆さんが気軽にお茶
やお菓子、おしゃべりを楽しめる居場所としてサロンを開催しています。各ケアネットのサロン
実施日程は下表のとおりです。ぜひ、お気軽にお越しください。
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仕事を続けたい

 ●60歳以上の方の社会参加 
高齢になっても仕事をしたい方や、地域のボラン
ティア活動に関心がある方の相談をお受けしてい
ます。

お問い合わせ
三鷹市シルバー人材センター 
TEL：0422-48-6721

 ●治療費について心配な方 
自立支援医療制度（精神通院医療）によって、精神科通院医療費の負担軽減
が図れます。詳しくは下記窓口へお問い合わせください。

  　　　　　　 ：三鷹市障がい者支援課  障がい者医療・給付係（市役所1階14番窓口）
TEL：0422-45-1151（内線2616）

 ●生活費について心配な方 
生活や就労等でお困りの方に、相談員がご相談に応じます。詳しくは下記窓口へお問い合わせください。

  　　　　　　 ：三鷹市生活・就労支援窓口（市役所2階23番窓口）  
 　　  TEL：0422-45-1151（内線2678・2679）

 ●お金の管理について心配な方 
下記の制度があります。詳しくは下記窓口へお問い合わせください。

  　　　　　　 ：三鷹市社会福祉協議会　権利擁護センターみたか　TEL：0422-46-1203

◎地域福祉権利擁護事業
判断能力が一定程度あるものの、必ずしも十分でない方（契約のできる判断能力は必要です。）に、
福祉サービスを適切に利用できるような援助、利用者の日常的な金銭
管理など、有料で支援を行います（生活保護世帯に減免制度あり）。�
相談（面接・調査）や支援計画の作成は無料です。

◎成年後見制度
認知症などによって判断能力が低下した方の援助（財産管理など）を、
成年後見人などが行う制度です。

 ●消費者被害について心配な方 
消費者と事業者との間に生じた契約上のトラブルや商品・サービスについての相談など、消費者相談
員が様々な消費生活に関する相談をお受けします。詳しくは下記窓口へお問い合わせください。

  　　　　　　 ：三鷹市消費者活動センター消費者相談室
（月〜金　午前10時〜正午／午後1時〜4時）　TEL：0422-47-9042

お問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

専門相談（無料）
・司法書士が、成年後見制度の説明や利用のための専門的な相談に応じます。
（毎月第2金曜日　午後1時～4時　※事前予約制）
・�弁護士が、判断能力が不十分な方に関する権利擁護相談や、福祉サービス利用に際しての苦情な
ど専門的な相談および一般的な法律の問題にも応じます。
（毎月第3金曜日　午後1時～4時　※事前予約制）

お金のことが心配
自分のことを自分で決めたい

●健康づくり出前講座
　市民10人以上で構成するグループに、希望するテーマに合わせた講師を派遣します。
テーマ （例）：�転倒・骨折予防（講師：健康運動指導士など）�

誤嚥性肺炎の予防法やお口の機能向上について（講師：歯科衛生士）�
低栄養予防や健康寿命を延ばす食生活（講師：管理栄養士）

  　　　　　　 ：三鷹市健康推進課　TEL：0422- 45-1151（内線4224・4225）お問い合わせ

●いきいき健康講座
　運動や口腔の健康増進、認知機能低下、フレイル予防に関するさまざまなテーマで講座を行います。
  　　　　　　 ：三鷹市健康推進課　TEL：0422- 45-1151（内線4224・4225）お問い合わせ

●健康栄養歯科相談
　より健康で過ごせるために、生活の見直しに関する個別の相談を行います。食べること（意欲や食
べ方）や体重が減ること、お口の機能（むせ・口渇・滑舌低下）に関する相談も受付けています。
  　　　　　　 ：三鷹市健康推進課　TEL：0422- 45-1151（内線4224・4225）お問い合わせ

●介護保険のサービス【デイサービス／通所リハビリ／訪問リハビリ／認知デイなど】

　介護保険の申請又はみたか日常生活チェックシートを行って利用できるサービスもあります。ご
本人の身体状況や生活状況に合ったサービスを選ぶことができます。認知デイについては、認知症
の人を対象に、専門的なケアを提供する通いのサービスです。 
  　　　　　　 ：�三鷹市介護保険課　TEL:0422-45-1151（内線2684〜2685） 

各地域包括支援センター（裏表紙参照）
お問い合わせ



要介護3

20 21

その他

福祉用具貸与・購入
介護認定を受けていて、心身機能が低下した方に日常生活の自立を助ける用具を貸し出します
（福祉用具貸与）。排泄や入浴に使われる再利用に心理的抵抗感が伴うもの、使用により形態・品
質が変化するものは「特定福祉用具」として購入対象になります（福祉用具購入）。要介護度に
よって介護保険で使用できる種目に制限がありますのでご注意ください。
お問い合わせ ：担当のケアマネジャーにお問い合わせください。

住宅改修給付　改修の前に市役所へ事前申請をして承認を受けなければ、給付は受けられません。
●介護認定を受けている場合
　介護保険を利用して行う場合、20万円の費用まで対象になります。

お問い合わせ
必ず工事の前に、各地域包括支援センター又は担当ケアマネジャーにご相談ください。
（裏表紙参照）

●介護認定が非該当となった場合、介護保険で限度額を超えた場合
　 �自立支援住宅改修として住宅改修給付が受けられます。ただし、一定の条件を満たし
た方が対象となります。

お問い合わせ ：必ず工事の前に、条件などを三鷹市高齢者支援課にご相談・ご確認ください。
　　TEL:0422-45-1151（内線2621〜2624）

要介護3

利
用
に
介
護
認
定
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な
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設

介護老人保健施設

医療ケアやリハビリを必要とする要介護状態の高齢者（65歳以上）を受け入れています。在宅復帰を目的とし
たもので、自宅などに戻るためのリハビリが中心の支援です。�
お問い合わせ ：各施設に直接お問い合わせください。

特別養護老人ホーム

寝たきり状態など常時介護を必要とする要介護者の「生活の場」であり、食事や排泄介助などの介護サービス
を中心に各種レクリエーションなども提供しています。基本的に申請は要介護度3以上で65歳以上の高齢者
が対象となります。
お問い合わせ ：各施設に直接お問い合わせください。

小規模多機能型
居宅介護

介護保険の認定を受けた利用者の状況に応じて、訪問、通い、
宿泊をさまざまに組み合わせて利用する事が出来ます。食事、
入浴、排泄などの日常生活支援が受けられます。費用は定額制
です。
お問い合わせ ：

各地域包括支援センターにお問い合わせください。（裏表紙参照）

看護小規模多機能型居宅介護
（複合型サービス）

医療ニーズの高い要介護者が通い、訪問、宿泊と訪問看護などを組み合わせて利用することができます。
費用は定額制です。�
お問い合わせ ：各施設に直接お問い合わせください。

要介護1

要介護1

自立 要介護5

認知症があっても、ご本人やご家族様が安心して
暮らせる住まいについてご紹介いたします。
各施設の情報は各地域包括支援センターにご相
談ください。（裏表紙参照）

サービス付き高齢者向け住宅

バリアフリー対応の賃貸住宅で、主に自立（介護認定なし）あるいは軽度の要介護状態の高齢者を受け入れて
います。生活相談員が常駐し、入居者の安否確認や様々な生活支援サービスを受けることができます。介護が
必要な場合は、施設外の介護保険で行われているサービスなどを利用しながら生活できます。
お問い合わせ ：各施設へ直接お問い合わせください。

有料老人ホーム

食事や清掃、身体介護から、リハビリ、サークル活動、レクリエーションなど、施設のスタッフによる幅広い
サービスが受けられる介護施設です。そのため認知症以外の方も入居しています。主に民間事業者によって運
営されています。
お問い合わせ ：各施設へ直接お問い合わせください。

自立 要介護5

要支援2

認知症があっても、住み慣れたご自宅で介護保険を利用しながら、ご本人とご家族が安心し
て過ごす方法をご紹介します。
ご利用についてはケアプランが必要です。各地域包括支援センターにご相談ください。

（裏表紙参照）

住まいや施設
のこと

市営高齢者福祉住宅

都営シルバーピア

高齢者を対象とした公的賃貸住宅です。緊急通報装置のついたバリアフリー構造で、自立した生活ができる方
が対象となります。収入に応じた家賃が適用されます。空室募集は「広報みたか」及び「三鷹市ホームページ」で
お知らせします。

お問い合わせ   福祉住宅：三鷹市高齢者支援課　TEL:0422-45-1151（内線2627）
　※ただし、都営シルバーピアのお問い合わせについては 
　　三鷹市都市計画課　TEL:0422-45-1151（内線2813） 
　 （市役所本庁舎5階52番窓口）

要介護3

要支援

利
用
に
介
護
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認知症グループホーム
（認知症対応型共同生活介護）

認知症のある高齢者が少人数で共同生活を送りながら、
専門スタッフによる身体介護や機能訓練など、レクリ
エーションなども受けられる施設です。入所するには介
護保険の認定が必要です。
お問い合わせ ： 各施設に直接お問い合わせください。

　　　　　    （P22〜23参照）
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スマートフォンからはこちら（QRコードを読み込んでください）︎︎︎
へアクセス！パソコンからはこちら︎ https://chiiki-kaigo.casio.jp/mitaka

三鷹市介護・医療・地域資源情報検索サイト「三鷹かよおっと」も
ご活用ください。(P16 参照 )
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