
認知症
フレンドリープログラム

（公共交通機関編）

～企業向け認知症のお客さまへの対応ガイドライン～



認知症とは？

　認知症は脳の病気であり、誰でもなり得るものです。認知症になっても、地域でこれまでのよう
に活動し、暮らしていきたいと願う人がたくさんいらっしゃいます。認知症の方は、できなくなる
ことがある一方で、できることもあり、周囲が適切な対応をすることで、これまでの生活を続けて
いくことができます。認知症の人に優しいお店となって、一緒に認知症フレンドリー社会を目指し
ませんか？

　認知症には種類があり、主には以下の４種類となります。最も多いのはアルツハイマー型認知
症で約半数を占めます。

認 知 症 の 類種

　「中核症状」と「行動・心理症状」の２種類があります。
　「行動・心理症状」は周囲の対応や環境改善によってを和らげることができます。

症 状 の 種
類

原因は不明ですが、脳
の神経細胞が小さくな
り、やがてどんどん減っ
ていくことによって起こ
ります。

脳の血管が詰まったり破
れたりすることによっ
て、その部分の脳の動
きが悪くなり、起こりま
す。

脳の神経細胞の中に、
ある種のたんぱく質が現
れることによって起こり
ます。

司令塔役の前頭葉や側
頭葉が障害されることに
よって起こります。

アルツハイマー型認知症 血管性認知症 レビー小体型認知症 前頭側頭型認知症

記憶障害

見当識障害

理解・判断力の低下

実行機能障害

錯覚

妄想・幻覚
暴力行為

中核症状中核症状 行動・心理症状行動・心理症状

対応の
ポイント

　認知症の人や認知症が疑われる人に対応する場合、特別なことをする必要はありません。まずは「３
つのない」を意識することが重要です。
　認知症の人は行動や出来事を忘れてしまっても、感情は忘れることはないので、本人の立場になっ
て丁寧に対応することで、良い印象を持ってもらい、継続的なお店の利用につなげることができます。

　認知症は高齢者でなくても発症します。高齢者となる 65 歳未満で発症した認知症は若年性
認知症と呼ばれます。お客様だけではなく、共に働く仲間や自分自身についても、違和感があ
れば、早期発見のために下記の相談先にご連絡ください。

※「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」NPO法人　地域ケア政策ネットワーク　より抜粋

若年性認知症

【福井県若年性認知症相談窓口】
〒910-0017　福井市文京 2丁目 9－1　（公益財団法人　松原病院内）

電話：0776-63-5488
HP：https://www.j-monowasure.com

困ったら、１人で対応せずに周りに助けてもらいましょう。
巻末の専門機関にもお気軽にご相談ください。

困ったら、１人で対応せずに周りに助けてもらいましょう。
巻末の専門機関にもお気軽にご相談ください。

　認知症の方への対応は次の７つのポイントを押さえることでスムーズ
になります。
　特別な技術は必要なく、相手の立場になって、本人に寄り添った支援
を目指しましょう。

７つの
ポイント

ひとり歩き

基本姿勢は３つのない。

１　驚かせない
２　急がせない
３　自尊心を傷つけない

まずは見守るまずは見守る

11
相手に目線を
合わせて
優しい口調で

相手に目線を
合わせて
優しい口調で

22
余裕をもって
対応する
余裕をもって
対応する

33
おだやかに
はっきりした
話し方で

おだやかに
はっきりした
話し方で

44

後ろから声を
かけない
後ろから声を
かけない

55
声をかけるときは

１人で
声をかけるときは

１人で

66
相手の言葉に
耳を傾けて
ゆっくり対応

相手の言葉に
耳を傾けて
ゆっくり対応

77
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認知症フレンドリープログラムについて

　認知症フレンドリープログラムは、職場でたくさんのお客様と接するみなさまに、認知
症の方がお客様として来られたときに、どのように接していただきたいかを示したもので

す。対応といっても、難しく考えずに「認知症の方がお客様として来るかもしれない」「認知症
のお客様かもしれないと気がついたら、優しく接する」といった意識を持っていただき、実際に対
応に困ったときには、該当するページを参考に専門機関等も活用してください。
　このプログラムを作成するにあたり、認知症の当事者の方、ご家族、支援者（専門職）、企業の
みなさまからの声を集め、反映させていただきました。掲載している対応事例は、企業対象のアン
ケート結果において、経験した方が多い事例を取り上げています。各場面で、認知症のお客様がお
かれている状況を記載していますので、解説部分にも注目していただき、当事者に寄り添った対応
をお願いします。

【掲載事例】

○行き先を正しく伝えることができな
い場合

○お金が足りない場合

○切符売り場で困惑している場合

○同じ内容の話を繰り返しされた

○同じ場所を何度も行き来している場
合

○急に怒り出した（興奮した）

○終点（目的地）に着いても降りよう
としない場合

認知症の方の
　　 状況に注目！

21

43

タイトル

point

vo
ice

対応方法をイラストで紹介

当事者および職場の声

ポイント

こんな場面ありませんか？

事　例

解 説

各 ー
ジ

の
見

方
ペ

33
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「ヘルプカード」を持っている場合、緊急時

の連絡先が記載されていますので、本人に了

承を得て確認をしましょう。

行き先を正しく伝えることができない場合

常連のお客様が、行き先を忘れる、乗車券をなくす、
言動がおかしいという変化に気づき、会社を通じ
てご家族に相談し、自分で降車が出来るような体
調であればサポート出来るように見守る、首から
お名前や住所が分かるカードを下げてもらうこと
になりました。

point

こんな場面ありませんか？

行き先を尋ねたら、「知り合いの家に行きたい」とのことでしたが、その家がどこに
あるのか説明ができない様子でした。

vo
ice

（電車、バス、タクシー）（電車、バス、タクシー）

不安をあおらないよう、ゆっくりと
話しかけましょう。

一度、自宅へ戻ることをすすめて
みましょう。

家族へ連絡できれば、状況を伝えま
しょう。

連絡手段がなければ、専門機関に
相談しましょう。

- 本人の状況 -
　目的地を忘れたり、見当識障害によって場所の
感覚がつかめなくなったためと考えられます。

- 対応方法 -
　どうしてよいかわからず不安な状態に陥ってい
る場合がありますので、急かしたり、乗車を拒否
したりするとかえって不安が高まり、状況を悪化
させます。まずは、落ち着いてもらえるよう声か
けをしてください。

- アドバイス -
　行き先がわからない状態で出歩くと行方不明に
なる可能性が高いので、自宅への帰宅を
うながしましょう。帰宅を拒んだり、自
宅の場所を覚えていない様子であれば、
家族または、お近くの地域包括支援セン
ターや警察へ連絡してください。【ヘルプカード】【ヘルプカード】

地域包括支援センター家族の連絡先が
分からないのですが...

ご家族が
捜しているので
保護します

行き先が
　分からないようです

一度家へ
　戻るようにします

● ● ●

どちらへ行かれますか

はい

一度自宅へ
　　戻ってみましょう

家族
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各市町では見守りを実施する事業所等による

SOS ネットワークが構築されており、行方

不明者の情報共有を実施しています。ぜひ、

ご参加をお願いします。

切符を確認しようとしたところ、切符を持っていない様子であったので、乗車料金の
支払いをお願いしましたが、お金を持っていない様子でした。

vo
ice

家族に無断で外出してきてしまったり、運賃の持
ち合わせがなかったりした時に迎えに来ていただ
く、お支払いをお願いするといったことがありま
した。

point

こんな場面ありませんか？

切符の券売機や時刻表の前で立ちつくしているお客様がいます。切符の買い方がわか
らないようです。他のお客様が並んで待っています。

お金が足りない場合 切符売り場で困惑している場合

持ち物に名前が記載されている場合があり

ます。

本人の了承をもらい、確認しましょう。

vo
ice

（自動券売機等の）操作に困ったときに職員に聞き
にくいので、機械の近くに「お助けカード」を置
いて、カードを持っていったときに操作方法を教
えてほしい。

point

こんな場面ありませんか？ （電車）（電車） （電車）（電車）

相手を責めずに、様子をうかがうよう
に声をかけてください。

忘れてきた様子でなければ、乗車の目的
などを確認します。

ご家族が捜索していることを念頭に
連絡手段を探します。

対応が困難な場合には、近くの専門機関
に相談しましょう。

驚かせないように正面からゆっくり
話しかけましょう。

会話の中で、本人が困っていることは
ないか探りましょう。

目的地や持ち物、身なりに違和感が
ないか確認します。

必要に応じて、ご家族や地域包括支援
センターに連絡します。

- 本人の状況 -
　昔仕事をしていた会社のことを思い出し、「仕
事に行かなくては」と乗車してしまったなど、何
か目的があって乗車をしたが、現実的ではない場
面があります。

- 対応方法 -
　財布を家に置いてきただけなのか、お金を支払
う必要があることを認識できていないのかをさり
げなく確認しましょう。仕事に行かなくてはと
思っているので、否定せずに落ち着いてもらえる
ように声をかけましょう。

- アドバイス -
　捜索している可能性があるので、ご家
族や地域包括支援センターおよび警察な
どと連絡をとりましょう。

- 本人の状況 -
　切符の購入は、目的地に行くための金額がいく
らか、券売機をどのように使用するかわからない
ことがあります。

- 対応方法 -
　困っている様子であれば、積極的に声かけをお
願いします。何度も同じ人から同じ内容の説明を
求められても、出来る限り丁寧に回答をお願いし
ます。

- アドバイス -
　荷物が少ないにもかかわらず、遠くへ行こうと
していたり、季節に合わない服装をして
いたり、財布を持ってきていないなど、
違和感がある場合には、ご家族や地域包
括支援センターに連絡をするなどして、
行方不明になるのを防ぎます。

どちらまで
行かれますか？

今、包括支援センターより
ご家族が迎えにくると
連絡がありました

安心

切符を購入して
いただきたいのですが...

今、ご家族に
連絡しているので、
少しお待ちください

どこまで行くのですか？
● ● ●お手伝いいたしましょうか

ずいぶん遠いな...
○○に行きたくて...行き先が分からず

困っている方がいます
地域包括
　支援センター
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- 本人の状況 -
　昔仕事をしていた会社のことを思い出し、「仕
事に行かなくては」と乗車してしまったなど、何
か目的があって乗車をしたが、現実的ではない場
面があります。

- 対応方法 -
　財布を家に置いてきただけなのか、お金を支払
う必要があることを認識できていないのかをさり
げなく確認しましょう。仕事に行かなくてはと
思っているので、否定せずに落ち着いてもらえる
ように声をかけましょう。

- アドバイス -
　捜索している可能性があるので、ご家
族や地域包括支援センターおよび警察な
どと連絡をとりましょう。

- 本人の状況 -
　切符の購入は、目的地に行くための金額がいく
らか、券売機をどのように使用するかわからない
ことがあります。

- 対応方法 -
　困っている様子であれば、積極的に声かけをお
願いします。何度も同じ人から同じ内容の説明を
求められても、出来る限り丁寧に回答をお願いし
ます。

- アドバイス -
　荷物が少ないにもかかわらず、遠くへ行こうと
していたり、季節に合わない服装をして
いたり、財布を持ってきていないなど、
違和感がある場合には、ご家族や地域包
括支援センターに連絡をするなどして、
行方不明になるのを防ぎます。

どちらまで
行かれますか？

今、包括支援センターより
ご家族が迎えにくると
連絡がありました

安心

切符を購入して
いただきたいのですが...

今、ご家族に
連絡しているので、
少しお待ちください

どこまで行くのですか？
● ● ●お手伝いいたしましょうか

ずいぶん遠いな...
○○に行きたくて...行き先が分からず

困っている方がいます
地域包括
　支援センター
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こんな場面ありませんか？

窓口で、お客様が「週末に親戚が訪ねてくる」という内容の話を繰り返し話しており、
次のお客様を待たせてしまいました。

こんな場面ありませんか？

駅に来たお客様が、電車が来ても乗車せず、ホームを行ったり来たりしています。
待ち合わせをしているような様子ではありません。終電の時間がせまっているので、
帰宅を促す必要があります。

同じ内容の話を繰り返しされた 同じ場所を何度も行き来している場合

（電車）（電車） （電車）（電車）

「さっきも聞いた」とはせず、傾聴しま
しょう。

会話の中で、本人が困っていることは
ないか探りましょう。

長居するようでしたら、さりげなく
声をかけましょう。

心配な様子なら、家族や専門機関へ
連絡を取りましょう。

驚かせないように正面からゆっくり
声をかけましょう。

会話の中で、本人が困っていることは
ないか探りましょう。

ご家族が捜索していることを念頭に
連絡手段を探します。

混乱している様子なら、落ち着ける
部屋へ案内します。

- 本人の状況 -
　すでに話したことを忘れて、特に、大切な用事であるときは、不安になって、何度も同じお話をす
る可能性があります。「またですか」といった態度で接すると、不安な気持ちをあおり、トラブルになっ
てしまいます。

- 対応方法 -
　まずは、落ち着いてもらえるように「分かりました。大丈夫ですよ。」などと声かけをしてください。

- アドバイス -
　話が長くなり、他のお客様への対応ができなくなる場合には、相手の尊厳を保ちつつも、「次の方が
お待ちです」という事実を伝えてください。それでも理解できない場合には、「長い時間が経過してい
ますので、少し休憩してはどうですか。」などと声かけをして、駅であれば近くの椅子に座ってもらい
見守る、電話であれば、再度かけなおしてもらうようにお願いしてみましょう。

- 本人の状況 -
　目的地に着く方法、帰り方がわからなくなってしまうことがあります。

- 対応方法 -
　混乱していたり、疲れていたりすると会話がスムーズにいかないこともあるので、ゆっくり対応し
ましょう。できないことや認知症であることを周囲に知られたくないことに配慮して、尊厳を持って
対応しましょう。

- アドバイス -
　長時間の外出をしている場合、ご家族が探している場合があります。地域包括支援センターや警察
への連絡をとり、早期発見につなげてください。「高齢者等 SOS ネットワーク」に参加していただく
と行方不明者の捜索依頼の情報提供があります。ぜひ、ご参加ください。

電車の時間
　　　　　忘れてないかな？

孫が来るからね...

週末は娘の家族が
帰省するの

孫たちが
帰省するからね

楽しみですね

おいしいものを
食べさせてあげたくて

もうそんな時間？ そろそろ電車がきますよ 見守りが
必要な方かも
しれませんね

認知症の
専門機関を
紹介しようと
思います

地域包括
　支援センター

最近同じ話をされ
長居される方がいて
心配です

ご自宅への帰り道
分かりますか？

● ● ●

今ご家族がいらっしゃいます
安心

見かけた方は
連絡ください

○○－○○－○○

キョロキョロ

こんばんわ
何かお探しですか

えーと...
家に帰らなくては...
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こんな場面ありませんか？

窓口で、お客様が「週末に親戚が訪ねてくる」という内容の話を繰り返し話しており、
次のお客様を待たせてしまいました。

こんな場面ありませんか？

駅に来たお客様が、電車が来ても乗車せず、ホームを行ったり来たりしています。
待ち合わせをしているような様子ではありません。終電の時間がせまっているので、
帰宅を促す必要があります。

同じ内容の話を繰り返しされた 同じ場所を何度も行き来している場合

（電車）（電車） （電車）（電車）

「さっきも聞いた」とはせず、傾聴しま
しょう。

会話の中で、本人が困っていることは
ないか探りましょう。

長居するようでしたら、さりげなく
声をかけましょう。

心配な様子なら、家族や専門機関へ
連絡を取りましょう。

驚かせないように正面からゆっくり
声をかけましょう。

会話の中で、本人が困っていることは
ないか探りましょう。

ご家族が捜索していることを念頭に
連絡手段を探します。

混乱している様子なら、落ち着ける
部屋へ案内します。

- 本人の状況 -
　すでに話したことを忘れて、特に、大切な用事であるときは、不安になって、何度も同じお話をす
る可能性があります。「またですか」といった態度で接すると、不安な気持ちをあおり、トラブルになっ
てしまいます。

- 対応方法 -
　まずは、落ち着いてもらえるように「分かりました。大丈夫ですよ。」などと声かけをしてください。

- アドバイス -
　話が長くなり、他のお客様への対応ができなくなる場合には、相手の尊厳を保ちつつも、「次の方が
お待ちです」という事実を伝えてください。それでも理解できない場合には、「長い時間が経過してい
ますので、少し休憩してはどうですか。」などと声かけをして、駅であれば近くの椅子に座ってもらい
見守る、電話であれば、再度かけなおしてもらうようにお願いしてみましょう。

- 本人の状況 -
　目的地に着く方法、帰り方がわからなくなってしまうことがあります。

- 対応方法 -
　混乱していたり、疲れていたりすると会話がスムーズにいかないこともあるので、ゆっくり対応し
ましょう。できないことや認知症であることを周囲に知られたくないことに配慮して、尊厳を持って
対応しましょう。

- アドバイス -
　長時間の外出をしている場合、ご家族が探している場合があります。地域包括支援センターや警察
への連絡をとり、早期発見につなげてください。「高齢者等 SOS ネットワーク」に参加していただく
と行方不明者の捜索依頼の情報提供があります。ぜひ、ご参加ください。

電車の時間
　　　　　忘れてないかな？

孫が来るからね...

週末は娘の家族が
帰省するの

孫たちが
帰省するからね

楽しみですね

おいしいものを
食べさせてあげたくて

もうそんな時間？ そろそろ電車がきますよ 見守りが
必要な方かも
しれませんね

認知症の
専門機関を
紹介しようと
思います

地域包括
　支援センター

最近同じ話をされ
長居される方がいて
心配です

ご自宅への帰り道
分かりますか？

● ● ●

今ご家族がいらっしゃいます
安心

見かけた方は
連絡ください

○○－○○－○○

キョロキョロ

こんばんわ
何かお探しですか

えーと...
家に帰らなくては...
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こんな場面ありませんか？

車内で通常どおりの接客をしていたところ「なぜ、私だけ雑に接するのか！」とお客
様が急に怒り出しました。「そんなことない」となだめましたが、聞き入れてもらえ
ません。

こんな場面ありませんか？

終点（目的地）に着いたものの、座席にすわったまま動こうとしません。（アナウンスで）
降車をうながしても、気が付いていない様子です。

急に怒り出した（興奮した） 終点（目的地）に着いても降りようとしない場合

（電車、バス、タクシー）（電車、バス、タクシー） （電車、バス、タクシー）（電車、バス、タクシー）

説得するのではなく、傾聴しましょう。
必要があれば、場所を移動して対応
しましょう。

対応する人を交代してみましょう。
場合によっては、ご家族や専門機関に
連絡をします。

安心してもらえるよう、優しく声を
かけましょう。

行き先を訪ね、行き方をゆっくり説明
します。

行き先を答えられないような場合、
別室に誘導しましょう。

ご家族や専門機関へ連絡を取りましょう。

- 本人の状況 -
　相手の言葉や周囲の状況を正確にとらえることができず、理解できないことへの不安やイライラが
態度として現れます。

- 対応方法 -
　怒られても困るといった対応ではなく、本人の困っていることに寄り添うように傾聴して、落ち着
いてもらえるようにしましょう。

- アドバイス -
　複数人で対応すると、恐怖心を与えて興奮することがあります。対応する人が代わるなどして、1
対１で対応し、不安を与えないようにしましょう。本人や周囲への気遣いとして、また、周囲の騒音
が本人に混乱をもたらしていることもあるので、別室での対応も検討しましょう。

- 本人の状況 -
　終点になっても降りないのは、降りる駅を逃してしまって途方に暮れている、目的地がどこかを忘
れている、終点であるということがわからないなどの理由があります。

- 対応方法 -
　降りないと困るといった態度で接すると、自尊心を傷つけ、興奮やパニックを起こす原因になります。
本人は思わぬ場所に来てしまったことで混乱している可能性が高いので、落ち着いてもらえるような
声かけをしてください。

- アドバイス -
　行方不明になる可能性があるので、本人が自力で目的地に行ける状況ではないとき、目的地が遠く
現実的ではない場合には、ご家族と連絡がとれないか本人に伺いましょう。ご家族が捜索している可
能性がありますので、ご家族と連絡が取れない場合には、地域包括支援センターや警察にご
連絡ください。

私だけ雑に接している！

そんな言い方
わからない！

分かりにくい説明
だっただろうか...

お話をゆっくり
うかがいたいのでこちらへ

ありがとう

お茶をどうぞお茶をどうぞ

駅長です
先ほどは失礼しました

今駅にいらしており、
　迎えに来て
　　　いただけますか

家族家族

本日はご乗車
ありがとうございます

どちらまで
　行かれますか？

こちらで休憩できますよ

ご家族に
お知らせします

行き先が分からない
お客様がいらっしゃるのですが

地域包括
　支援センター

わかりました。
話しかける時は
ゆっくり

お願いします
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こんな場面ありませんか？

車内で通常どおりの接客をしていたところ「なぜ、私だけ雑に接するのか！」とお客
様が急に怒り出しました。「そんなことない」となだめましたが、聞き入れてもらえ
ません。

こんな場面ありませんか？

終点（目的地）に着いたものの、座席にすわったまま動こうとしません。（アナウンスで）
降車をうながしても、気が付いていない様子です。

急に怒り出した（興奮した） 終点（目的地）に着いても降りようとしない場合

（電車、バス、タクシー）（電車、バス、タクシー） （電車、バス、タクシー）（電車、バス、タクシー）

説得するのではなく、傾聴しましょう。
必要があれば、場所を移動して対応
しましょう。

対応する人を交代してみましょう。
場合によっては、ご家族や専門機関に
連絡をします。

安心してもらえるよう、優しく声を
かけましょう。

行き先を訪ね、行き方をゆっくり説明
します。

行き先を答えられないような場合、
別室に誘導しましょう。

ご家族や専門機関へ連絡を取りましょう。

- 本人の状況 -
　相手の言葉や周囲の状況を正確にとらえることができず、理解できないことへの不安やイライラが
態度として現れます。

- 対応方法 -
　怒られても困るといった対応ではなく、本人の困っていることに寄り添うように傾聴して、落ち着
いてもらえるようにしましょう。

- アドバイス -
　複数人で対応すると、恐怖心を与えて興奮することがあります。対応する人が代わるなどして、1
対１で対応し、不安を与えないようにしましょう。本人や周囲への気遣いとして、また、周囲の騒音
が本人に混乱をもたらしていることもあるので、別室での対応も検討しましょう。

- 本人の状況 -
　終点になっても降りないのは、降りる駅を逃してしまって途方に暮れている、目的地がどこかを忘
れている、終点であるということがわからないなどの理由があります。

- 対応方法 -
　降りないと困るといった態度で接すると、自尊心を傷つけ、興奮やパニックを起こす原因になります。
本人は思わぬ場所に来てしまったことで混乱している可能性が高いので、落ち着いてもらえるような
声かけをしてください。

- アドバイス -
　行方不明になる可能性があるので、本人が自力で目的地に行ける状況ではないとき、目的地が遠く
現実的ではない場合には、ご家族と連絡がとれないか本人に伺いましょう。ご家族が捜索している可
能性がありますので、ご家族と連絡が取れない場合には、地域包括支援センターや警察にご
連絡ください。

私だけ雑に接している！

そんな言い方
わからない！

分かりにくい説明
だっただろうか...

お話をゆっくり
うかがいたいのでこちらへ

ありがとう

お茶をどうぞお茶をどうぞ

駅長です
先ほどは失礼しました

今駅にいらしており、
　迎えに来て
　　　いただけますか

家族家族

本日はご乗車
ありがとうございます

どちらまで
　行かれますか？

こちらで休憩できますよ

ご家族に
お知らせします

行き先が分からない
お客様がいらっしゃるのですが

地域包括
　支援センター

わかりました。
話しかける時は
ゆっくり

お願いします
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乗降サポート
身体的に乗り降りが難しい方へのサポートや、認知症の方の場合、

段差や隙間が上手く認識できずに、乗り降りに時間がかかる場合がありますので、
見守りや声かけをお願いいたします。

認知症サポーター養成講座の開催
認知症サポ―ター養成講座を開催することで、

社内のスタッフに基礎的な対応方法をお話しすることができます。

画像提供：えちぜん鉄道（株）、福井鉄道（株）

お客様をサポートするための取り組み事例お客様をサポートするための取り組み事例

必要に応じて、
乗り降りのサポートをしましょう。

開催は各市町の認知症担当課にご相談ください。福井県ホームページに連絡先を記載しています。
【福井県HP】

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kourei/ninntisyoujyouhou.html
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○地域包括支援センターについて
　高齢者や認知症に関して相談にのり、必要な支援につなぐ機関です。お店だけでは対応でき
ない場合、お近くの地域包括支援センターにご連絡ください。

相談先一覧相談先一覧

地域包括支援センター名 所在地 電話番号 対応時間　

福
井
市

福井明倫包括支援センター
福井市木田 1丁目 3308
（うららの家内）

0776
33-5777

8:30-17:30（平日）
8:30-12:30（土曜日）

福井あたご包括支援センター
福井市明里町 9－20
（あたごデイサ－ビス内）

0776
33-6800

9:00-17:00（月～土）

福井中央北包括支援センター
福井市文京 2丁目 12－23
（福島ビル 1階）

0776
28-7271

9:00-17:30（平日）

福井不死鳥包括支援センター
福井市日之出 4－3－12
（ふれあい公社内）

0776
20-5683

8:30-17:15（平日）
8:30-12:30（土曜日）

福井あずま包括支援センター
福井市和田中町舟橋 7－1
（済生会病院東館内）

0776
28-8511

8:30-17:00（平日）
8:30-12:30（土曜日）

福井大東包括支援センター
福井市丸山町 40－7
（愛全園 3階）

0776
53-4092

9:00-17:00（平日）
9:00-12:00（土曜日）

福井九頭竜包括支援センター
福井市高木中央 3丁目 1701
（藤島園内）

0776
57-0040

9:00-17:00（平日）

福井北包括支援センター
福井市新田塚 1丁目 42－1
（福井総合クリニック内）

0776
25-2510

8:30-17:00（平日）
8:30-12:30（土曜日）

福井みなみ包括支援センター
福井市下荒井町 20－6
（水谷ビル 1階）

0776
43-1316

9:00-17:30（平日）
9:00-12:30（土曜日）

福井社包括支援センター 福井市福 1丁目 1710
0776
36-1246

8:30-17:30（平日）
8:30-12:30（土曜日）

福井光包括支援センター
福井市大瀬町 23字 101
（東安居苑 2階）

0776
35-0313

8:30-17:30（月～土）

福井川西包括支援センター 福井市仙町 6－4
0776
97-8003

8:30-17:30（月～土）

福井東足羽包括支援センター
福井市下六条町 201
（福井厚生病院内）

0776
41-4135

8:30-17:15（平日）

【すいだに相談所】 福井市椙谷町 12－9－2
0776
90-3858

8:30-12:30（平日）

敦
賀
市

敦賀市地域包括支援センター
「長寿」

敦賀市中央町 2丁目 1－1
（敦賀市役所内）

0770
22-8181

8:30-17:15（平日）

敦賀市地域包括支援センター
「あいあい」

敦賀市東洋町 4－1
（敦賀市福祉総合センタ－
「あいあいプラザ」内）

0770
22-7272

8:30-17:30（平日）

敦賀市地域包括支援センター
「なごみ」

敦賀市公文名 1－6
（つるが生協在宅総合センタ－和内）

0770
21-7530

8:20-17:20（平日）

小
浜
市

小浜市地域包括支援センター
小浜市南川町 4－31
（小浜市健康管理センタ－内）

0770
64-6015

8:30-17:15（平日）

小浜市社会福祉協議会
地域包括支援センター

小浜市遠敷 84－3－4
（サン・サンホ－ム小浜内）

0770
56-5855

8:30-17:15（平日）
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・福井県立すこやかシルバー病院（福井市島寺町 93-6/TEL0776-98-2700）
・松原病院【嶺北認知症疾患医療センター】（福井市文京 2丁目 9-1/TEL0776-28-2929）
・敦賀温泉病院【嶺南認知症疾患医療センター】（敦賀市吉河 41-1-5/TEL0770-23-8210）

○警察について

○専門医療機関について

○認知症サポート医等について

　行方不明者の保護やひとり歩きが疑われる場合には、警察にご連絡をお願いします。緊急で
なければ、110 番ではなく、下記の警察署にご連絡ください。

　認知症の専門医療機関は下記のとおりです。受診についてや医療的な対応についての相談に
応じます。

　認知症の診断や認知症患者の対応が可能な認知症サポート医のいる病院や認知症についての
研修を受講したかかりつけ医、歯科医師、薬剤師等をホームページで公表しています。

「福井県ホームページ　認知症について」
〈https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kourei/ninntisyoujyouhou.html〉

福井警察署
☎（0776）52-0110

福井南警察署
☎（0776）34-0110

大野警察署
☎（0779）65-0110

勝山警察署
☎（0779）88-0110

あわら警察署
☎（0776）73-0110

坂井警察署
☎（0776）66-0110

坂井西警察署
☎（0776）82-0110

鯖江警察署
☎（0778）52-0110

越前警察署
☎（0778）24-0110

敦賀警察署
☎（0770）25-0110

小浜警察署
☎（0770）56-0110

地域包括支援センター名 所在地 電話番号 対応時間　
大
野
市
大野市地域包括支援センター

大野市天神町 1－19
（多田記念大野有終会館内）

0779
65-5046

8:30-17:15（平日）

勝
山
市
勝山市地域包括支援センター

勝山市郡町 1－1－50
（福祉健康センタ－すこやか内）

0779
87-0900

8:30-17:15（平日）

鯖
江
市

鯖江市基幹型
地域包括支援センター

鯖江市西山町 13－1
（鯖江市役所内）

0778
53-2265

8:30-17:15（平日）

地域包括支援センターさばえ
鯖江市旭町 4丁目 4－9
（木村病院内）

0778
51-0112

8:30-17:30（平日）
8:30-12:30（土曜日）

鯖江市社会福祉協議会
地域包括支援センター神明

鯖江市水落町 2丁目 30－1
（鯖江市社会福祉協議会内）

0778
51-2840

8:30-17:30（平日）

鯖江西地域包括支援センター
鯖江市吉江町 31－7－1
（エレガントセニールガ－デン内）

0778
53-2776

8:30-17:30（月～土）

鯖江東地域包括支援センター
鯖江市中野町 33－20－1
（鯖江ケアセンタ－みどり荘内）

0778
54-0513

9:00-17:00（平日）

越
前
市

越前市社会福祉協議会
地域包括支援センター

越前市矢船町 8－12－1
0778
22-6111

24 時間

しくら地域包括支援センター 越前市妙法寺町 413・414
0778
29-1188

24 時間

あいの樹地域包括支援センター 越前市中央二丁目 9－40
0778
42-5725

24 時間

地域包括支援センター
メゾンいまだて

越前市東樫尾町 8－38
0778
43-1888

24 時間

地域包括支援センター和上苑
越前市瓜生町 33－12－2
（エスポア－ルわかたけ内）

0778
23-5255

24 時間

地域包括支援センター
丹南きらめき

越前市家久町 49
0778
22-7776

24 時間

あ
わ
ら
市
あわら地域包括支援センター

あわら市市姫三丁目 1－1
（あわら市役所内）

0776
73-8046

8:30-17:15（平日）

坂
井
市

坂井市三国地域包括支援センター 坂井市三国町北本町二丁目 6－65
0776
82-1616

8:30-17:15（平日）

坂井市丸岡地域包括支援センター 坂井市丸岡町西瓜屋 15－12
0776
68-1130

8:30-17:15（平日）

坂井市春江地域包括支援センター 坂井市春江町江留上昭和 119
0776
43-0227

8:30-17:30
（平日・祝日）

坂井市坂井地域包括支援センター
坂井市坂井町下新庄 18－3－1
（坂井市社会福祉協議会内）

0776
67-5000

8:30-17:30（平日）

永
平
寺
町

永平寺町社会福祉協議会
地域包括支援センター

吉田郡永平寺町松岡春日 1－4
（永平寺町役場本庁内）

0776
61-6166

8:30-17:15（平日）

池
田
町
池田町地域包括支援センター

今立郡池田町薮田 5－3－1
（池田町総合保健福祉センタ－内）

0778
44-8008

8:30-17:15（平日）

南
越
前
町

南越前町地域包括支援センター
南条郡南越前町東大道 29－1
（南越前町役場内）

0778
47-8009

8:30-17:15（平日）

南越前町社会福祉協議会地域
包括支援センター

南条郡南越前町今庄 86－5－2
（今庄福祉センタ－内）

0778
45-1170

8:30-17:30（平日）

南越前町社会福祉協議会
地域包括支援センター　河野支所

南条郡南越前町甲楽城 7－31－1
（河野保健福祉センタ－内）

0778
48-2260

8:30-17:30（平日）

越
前
町
越前町地域包括支援センター

丹生郡越前町西田中 13－5－1
（越前町役場内）

0778
34-8729

8:30-17:15（平日）
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・福井県立すこやかシルバー病院（福井市島寺町 93-6/TEL0776-98-2700）
・松原病院【嶺北認知症疾患医療センター】（福井市文京 2丁目 9-1/TEL0776-28-2929）
・敦賀温泉病院【嶺南認知症疾患医療センター】（敦賀市吉河 41-1-5/TEL0770-23-8210）

○警察について

○専門医療機関について

○認知症サポート医等について

　行方不明者の保護やひとり歩きが疑われる場合には、警察にご連絡をお願いします。緊急で
なければ、110 番ではなく、下記の警察署にご連絡ください。

　認知症の専門医療機関は下記のとおりです。受診についてや医療的な対応についての相談に
応じます。

　認知症の診断や認知症患者の対応が可能な認知症サポート医のいる病院や認知症についての
研修を受講したかかりつけ医、歯科医師、薬剤師等をホームページで公表しています。

「福井県ホームページ　認知症について」
〈https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kourei/ninntisyoujyouhou.html〉

福井警察署
☎（0776）52-0110

福井南警察署
☎（0776）34-0110

大野警察署
☎（0779）65-0110

勝山警察署
☎（0779）88-0110

あわら警察署
☎（0776）73-0110

坂井警察署
☎（0776）66-0110

坂井西警察署
☎（0776）82-0110

鯖江警察署
☎（0778）52-0110

越前警察署
☎（0778）24-0110

敦賀警察署
☎（0770）25-0110

小浜警察署
☎（0770）56-0110

地域包括支援センター名 所在地 電話番号 対応時間　
美
浜
町
美浜町地域包括支援センター

三方郡美浜町郷市 25－25
（美浜町役場内）

0770
32-6704

8:30-17:15（平日）

高
浜
町
高浜町地域包括支援センター

大飯郡高浜町和田 117－68
（保健福祉センタ－内）

0770
72-6120

8:30-17:15（平日）

お
お
い
町
おおい町地域包括支援センター

大飯郡おおい町本郷 92－51－1
（保健福祉センタ－なごみ内）

0770
77-2770

8:30-17:15（平日）

若
狭
町
若狭町地域包括支援センター

三方上中郡若狭町市場 20－18
（若狭町役場内）

0770
62-2702

8:30-17:15（平日）
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