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１．「認知症ケアパス」とは 

自分や家族、近所の方が認知症と疑われたり、認知症になった場合に、どこでどう

いったサービスを受けることができるのかの具体的なイメージを持つことができるよう

に認知症の方の生活機能障害の進行にあわせて、『いつ』、『どこで』、『どのような』

医療・介護サービスを受けることができるのか、具体的な機関名やケア内容等を、あ

らかじめ、認知症の人とその家族等に提示するためのものです。   

 

認知症という病気に関しては、以前に比べるとよく知られるようになってきました。 

厚生労働省の発表によると、認知症高齢者は 2012 年時点で約 462 万人、認知症

には至っていない軽度認知障害（MCI）は約 400 万人とされています。また団塊の世

代が 75歳以上になる 2025年に、認知症の人が約 700万人に達すると推計されてお

り、これは 65歳以上の高齢者の 5人に 1人に当たるとされています。 

まんのう町では、平成 25 年度介護保険認定者のうち、介護保険を申請するきっか

けとなった原因疾患の第 1 位が認知症であり、介護保険認定者の 36％が認知症の

診断を受けています。 

今後、高齢化がますます進んでいくことが予想され、認知症の方とその家族をいか

に支えていくかは、まんのう町も含め、地域福祉における重要なテーマとなっておりま

す。 

認知症になっても、できる限り住み慣れた良い環境で暮らし続けることができる社

会、本人の意思が尊重され、そして、また、その家族や地域住民が安心して暮らすこ

とができる社会になることを目指して、この「認知症ケアパス」（状態に応じた適切なサ

ービス提供の流れ）を作成しました。 

まずは、認知症を正しく理解していただくために、この「認知症ケアパス」をご活用

いただければ幸いです。 

 

 

 

 

 

 このケアパスは、まんのう町ホームページのほか、まんのう町地域包括支援センタ

ー(福祉保険課内)、琴南支所、美合出張所、仲南支所、及び各公民館で閲覧するこ

とができます。 
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２．まんのう町 認知症ケアパスの概念図 

～住み慣れた地域で暮らし続けるために～ 

 

 

 

 
準備中 

 自宅・地域 

 老健施設・特養等 

予 防 
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３．認知症について 

（１）認知症とは？ 

脳は、私たちのほとんどあらゆる活動をコントロールしている司令塔です。

認知症は司令塔である脳が様々な原因で脳の細胞が死んでしまったり、働きが

悪くなったために障害が起こり、生活するうえで支障が出ている状態を言いま

す。（およそ６ヵ月以上継続） 

（２）脳の状態でみる認知症 

認知症を引き起こす病気のうち、もっとも多いのは、脳の神経細胞がゆっく

りと死んでいく「変性疾患」と呼ばれる病気です。アルツハイマー病、前頭・

側頭型認知症、レビー小体病などがこの「変性疾患」にあたります。 

続いて多いのが、脳梗塞、脳出血、脳動脈硬化などのために、神経の細胞に

栄養や酸素が行き渡らなくなり、その結果その部分の神経細胞が死んだり、神

経のネットワークが壊れてしまう脳血管性認知症です。 
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（３）認知症の症状 

脳の細胞が壊れることによって直接起こる中核症状と、本人がもともと持っ

ている性格や環境、人間関係などさまざまな要因がからみあって、うつ状態や

妄想のような精神症状や、日常生活への適応を困難にする行動上の問題が起こ

る行動・心理症状があります。 

 

 

中核症状 

記憶障害           見当識障害 

・新しいことが覚えられない  ・時間や季節の感覚が薄れる 

・経験したこと全体を忘れる  ・場所がわからなくなり迷子になる 

               ・人間関係がわからなくなる 

 

  理解・判断力の障害      実行機能障害 

・考えるスピードが遅くなる  ・段取りを立てて行動できない 

 

 

性格・素質                 環境・心理状態 

 

 

行動・心理症状（ＢＰＳＤ） 
        

うつ状態       興奮・暴力 

    ・興味・関心が低下する  ・大声をあげたり、暴力をふるう 

 

       幻覚・妄想       徘徊    その他 

    ・見えないものが見える  ・外を歩き回る    
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（４）早期診断・早期発見の大切さ 

認知症は、めずらしい病気ではなく、どなたにも起こり得る病気です。 

「認知症は治らない病気だから、病院にいっても意味がない。」という方もい

ますが、これは誤った考えです。認知症の場合でも、早期診断・早期発見する

ことで、適切な治療・内服で症状が改善したり、進行を遅らせることができま

す。「認知症かな？」と思ったら、できるだけ早くかかりつけ医や相談機関に

相談し、専門家のアドバイスを受けることが大切です。 

 

○治る病気や一時的な症状の場合がある 

正常圧水頭症、脳腫瘍、慢性硬膜下血腫などに起因する認知症の場合、脳外科

的な処置で劇的に良くなる場合もあります。甲状腺ホルモンの異常の場合は、

内科的な治療で良くなります。薬の不適切な使用が原因で認知症のような症状

が出た場合は、薬をやめるか調整すれば回復します。このように早めに受診、

治療を受けることで良くなるものもあるので、一日も早い受診が必要なのです。 

 

○早い時期に受診することのメリット 

アルツハイマー型等のように、治療しても完治することが難しい病気の場合で

も、薬で進行を遅らせることができ、健康な時間を長くすることができます。 

病気のことを理解できる時点で受診をすることで、認知症についての理解を深

めておけば、本人、家族が生活上の障害を軽減でき、その後のトラブルを減ら

すことも可能です。 

障害の軽いうちに後見人を自分で決めておく（任意後見制度）等の準備や手配

をしておけば、認知症はあっても自分らしい生き方を送ることができます。 

 

 

◎ご家族へ 

認知症と診断されても「あわてて騒がないこと」が大事です。医療機関へ 

受診・相談する場合にはご家族の冷静な情報がとても大切です。本人と 

家族が穏やかで心地よい生活を送ることを目標に冷静な対応を心がけま 

しょう。 
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(5)認知症の人と接するときの心がまえ 

 「認知症の人は何もわからない」は間違いです。認知症かもしれないと悲し

んでいるのは本人です。周囲の人が、認知症の人の障害を理解し、その人がで

きない部分を補う「杖」となれば、自分でできることも増え、おだやかに暮ら

していくことができます。偏見という心のバリアをなくし、1人でも多くの「人

間杖」を増やしていくことが重要です。 

 

☆具体的な対応の 7つのポイント☆ 

 

① まずは見守る 

認知症と思われる人に気づいたら、本人やほか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 余裕をもって対応する 

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 

複数で取り囲むと恐怖心をあおりやすいので、できるだけ 1人で声をかけま

す。 

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。唐突な声がけは禁

物。「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 

小柄な方の場合は、体を低くして目線を同じ高さにして対応します。 

⑥ おだやかに、はっきりした滑舌で 

高齢者は耳が聞こえにくい人が多いので、ゆっくりとはっきりした滑舌を心

がけます。早口、大声、甲高い声でまくしたてないこと。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。相手の反応を伺いながら会話をしましょう。たどたどしい言葉でも、

相手の言葉をゆっくり聴き、何をしたいのかを相手の言葉を使って推測・確

認していきます。 
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４．チェック！！ 

まずは下記のチェックシートでチェックしてみましょう！なお、このチェック

表は認知症の診断をするものではありませんのでご了承ください。 

 

□物の名前が出てこなくなった。 

□同じことを何回も言ったり、聞いたりする。 

□ささいなことで怒りっぽくなった。 

□財布を盗まれたと騒ぐ。 

□慣れている道で迷ってしまう。(いつも降りる駅がわからなくなる) 

□夜中に突然起き出して騒ぐ。 

□置忘れやしまい忘れが目立ってきた。 

□以前に比べ、だらしなくなる。 

□簡単な計算ができなくなった。 

□テレビの内容が理解できなくなった。 

 

香川県健康福祉部長寿社会対策課 

                   かがわの認知症高齢者支援サイトより 

 

ひとつでも思い当たる場合はまず相談！ 

かかりつけ医や地域包括支援センターにこれからのことを 

早めに相談してみましょう。 

次ページからは進行状況にあった各種サービスを示しています
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認知症の
生活機能障害

認知症の疑い
認知症を有するが日常生活は自

立

誰かの見守りがあれば
日常生活は自立

日常生活に手助け・介護が必要 常に介護が必要

支援の内容
物忘れはあるが、金銭管理や買

い物、書類の作成等を含め、生

活は自立している

買い物や事務、金銭管理等にミ

スがみられるが、日常生活はほ

ぼ自立している

服薬管理ができない、電話の応

対や訪問者の対応などが１人で

は　難しい

着替えや食事、トイレ等が
うまくできない

ほぼ寝たきりで意思の疎通
が困難である

介護予防・悪化予防

他者とのつながり支援

仕事・役割支援

安否確認・見守り

生活支援

身体介護

医療 例
家族支援

まんのう町地域包括支援
センター㊱

緊急時支援
（精神症状がみられる等）

住まい
サービス付き高齢者住宅

グループホーム、老人福祉
施設等居住系サービス

5．ケアパス一覧表の見方（内容は発症からその進行状況に合わせて適切な支援内容が一覧表として掲載されています

軽度　　       　　⇒　　       　　中度　　　      　　⇒　 　  　   　　重度

この表を参考に医療や介護サービス、その他様々なサービスを検討してください。
ただ、一番大事なことは、まずは相談をすることです。かかりつけのお医者さんや地域包括支援センターに相談してみましょう！

「認知症の疑い」から「常

に介護が必要」までの生

活機能障害に応じて対応

するサービス等が記載さ

生活に必要な支

援やサービスを

各種支援サービスの内容やお問い

合わせ先は「6．ケアパス一覧表各

種サービスの内容」に記載していま

す。

例えば、まんのう町地域包括支援

センターのことであれば、番号㊱に

その説明がされています。
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６．ケアパス一覧表 

 認知症の疑い 認知症を有するが日常生活は
自立 

誰かの見守りがあれば日
常生活は自立 

日常生活に手助け・介
護が必要 

常に介護が必要 

 

支援の内容 

物忘れはあるが、金銭管理や
買い物、書類作成等を含め、

日常生活は自立している 

買い物や事務、金銭管理にミ
スがみられるが、日常生活は

ほぼ自立している 

服薬管理ができない、電話
の対応や訪問者の対応な

どが１人では難しい 

着替えや食事、トイレ
等がうまくできない 

ほぼ寝たきりで意思の
疎通が困難である 

 

 

介護予防・悪化予防 

介護予防運動教室① 

生きがいデイサービス② 

未楽来運動教室③ 

栄養相談④ 

脳の健康教室⑤ 

公民館活動⑥ 

健康福祉推進事業㊿（仲南地区） 

介護予防運動教室① 

生きがいデイサービス② 

未楽来運動教室③ 

栄養相談④ 

脳の健康教室⑤ 

公民館活動⑥ 

健康福祉推進事業㊿（仲南地区） 

 

 

認知症対応型通所介護⑦ 

通所介護⑧ 

通所リハビリテーション⑨ 

 

 

認知症対応型通所介護⑦ 

通所介護⑧ 

通所リハビリテーション⑨ 

 

 

認知症対応型通所介護⑦ 

通所介護⑧ 

通所リハビリテーション⑨ 

訪問リハビリテーション⑩ 

 

他者との 

つながり支援 

老人クラブ⑪ 

いきいきふれあいサロン⑫ 

小地域ふれあいサロン⑬ 

公民館活動⑥ 

民間サロン㊸（琴南地区） 

老人クラブ⑪ 

いきいきふれあいサロン⑫ 

小地域ふれあいサロン⑬ 

公民館活動⑥ 

民間サロン㊸（琴南地区） 

 

認知症対応型通所介護⑦ 

通所介護⑧ 

小地域ふれあいサロン⑬ 

 

認知症対応型通所介護⑦ 

通所介護⑧ 

 

仕事・役割支援 仲善広域シルバー人材センター⑭ 仲善広域シルバー人材センター⑭    

 

安否確認・見守り 
緊急通報装置の設置⑮ 
給食サービス⑯ 
傾聴ボランティア⑰ 
見守り・声かけほっと安心⑱ 

緊急通報装置の設置⑮ 
給食サービス⑯ 
傾聴ボランティア⑰ 
見守り・声かけほっと安心⑱ 

 
緊急通報装置の設置⑮ 
給食サービス⑯ 
見守り・声かけほっと安心⑱ 
徘徊高齢者家族支援⑲ 
福祉用具貸与⑳ 

 
緊急通報装置の設置⑮ 
給食サービス⑯ 
徘徊高齢者家族支援⑲ 
福祉用具貸与⑳ 

 
緊急通報装置の設置⑮ 
給食サービス⑯ 
徘徊高齢者家族支援⑲ 
福祉用具貸与⑳ 

 

 

 

 

生活支援 

生活管理指導員派遣㉑ 
給食サービス⑯ 
民間配食サービス㉒ 
家事支援有償サービス㉓ 
あいあいタクシー㉔ 
運転免許自主返納支援㉕ 
福祉タクシー券助成㉖ 
日常生活用具給付㉗ 
福祉サービス利用援助㉘ 
地域生活支援㊹（琴南地区） 
あいあいマーケット㊺（琴南・仲
南地区） 
買い物支援事業㊻ 
民間移動販売店㊼（琴南地区） 

生活管理指導員派遣㉑ 
給食サービス⑯ 
民間配食サービス㉒ 
家事支援有償サービス㉓ 
あいあいタクシー㉔ 
運転免許自主返納支援㉕ 
福祉タクシー券助成㉖ 
日常生活用具給付㉗ 
福祉サービス利用援助㉘ 
地域生活支援㊹（琴南地区） 
あいあいマーケット㊺（琴南・仲
南地区） 
買い物支援事業㊻ 
民間移動販売店㊼（琴南地区） 

 
成年後見制度㉙ 
給食サービス⑯ 
民間配食サービス㉒ 
家事支援有償サービス㉓ 
あいあいタクシー㉔ 
運転免許自主返納支援㉕ 
福祉タクシー券助成㉖ 
日常生活用具給付㉗ 
訪問介護㉚ 
あいあいマーケット㊺（琴南・
仲南地区） 
買い物支援事業㊻ 

 
 
 
成年後見制度㉙ 
給食サービス⑯ 
民間配食サービス㉒ 
家事支援有償サービス㉓ 
福祉用具貸与⑳ 
福祉タクシー券助成㉖ 
訪問介護㉚ 

 
 
 
成年後見制度㉙ 
給食サービス⑯ 
民間配食サービス㉒ 
家事支援有償サービス㉓ 
福祉用具貸与⑳ 
福祉タクシー券助成㉖ 
訪問介護㉚ 

認知症の 

生活機能障害 
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 認知症の疑い 認知症を有するが日常生活は
自立 

誰かの見守りがあれば日
常生活は自立 

日常生活に手助け・介
護が必要 

常に介護が必要 

 

支援の内容 

物忘れはあるが、金銭管理や
買い物、書類作成等を含め、

日常生活は自立している 

買い物や事務、金銭管理にミ
スがみられるが、日常生活は

ほぼ自立している 

服薬管理ができない、電話
の対応や訪問者の対応な

どが１人では難しい 

着替えや食事、トイレ
等がうまくできない 

ほぼ寝たきりで意思の
疎通が困難である 

 

身体介護 

  
 

認知症対応型通所介護⑦ 

通所介護⑧ 

訪問介護㉚ 

 

認知症対応型通所介護⑦ 

通所介護⑧ 

訪問介護㉚ 

認知症対応型通所介護⑦ 

通所介護⑧ 

訪問介護㉚ 

訪問入浴介護㉛ 

 

 

 

医療 

 

 

こころの健康相談㉜ 

認知症医療疾患センター㉝ 

物忘れ相談医㉞ 

かかりつけ医 

造田・美合診療所㊽（琴南地区） 

薬配達サービス㊾（琴南地区） 

 

 

こころの健康相談㉜ 

認知症医療疾患センター㉝ 

物忘れ相談医㉞ 

かかりつけ医 

造田・美合診療所㊽（琴南地区） 

薬配達サービス㊾（琴南地区） 

 

 

こころの健康相談㉜ 

認知症医療疾患センター㉝ 

物忘れ相談医㉞ 

かかりつけ医 

造田・美合診療所㊽（琴南地区） 

薬配達サービス㊾（琴南地区） 

 

こころの健康相談㉜ 

認知症医療疾患センター㉝ 

物忘れ相談医㉞ 

かかりつけ医 

造田・美合診療所㊽（琴南

地区） 

薬配達サービス㊾（琴南地

区） 

訪問看護（介護保険サービ

ス）㉟ 

 

こころの健康相談㉜ 

認知症医療疾患センター㉝ 

物忘れ相談医㉞ 

かかりつけ医 

造田・美合診療所㊽（琴南

地区） 

薬配達サービス㊾（琴南地

区） 

訪問看護（介護保険サービ

ス）㉟ 

 

家族支援 

 
まんのう町地域包括支援センター
㊱ 
家族介護者交流㊲ 

 
まんのう町地域包括支援センター
㊱ 
家族介護者交流㊲ 

 
まんのう町地域包括支援セン
ター㊱ 
家族介護者交流㊲ 

 
まんのう町地域包括支援セ
ンター㊱ 
家族介護者交流㊲ 

 
まんのう町地域包括支援セ
ンター㊱ 
家族介護者交流㊲ 

緊急時支援 

（精神症状がみられ

る等） 

 
認知症疾患医療センター㉝ 
仲多度南部消防組合１１９番あん
しん登録㊳ 

 
認知症疾患医療センター㉝ 
仲多度南部消防組合１１９番あん
しん登録㊳ 

認知症疾患医療センター㉝ 
仲多度南部消防組合１１９番
あんしん登録㊳ 
短期入所生活介護㊴ 

認知症疾患医療センター㉝ 
仲多度南部消防組合１１９
番あんしん登録㊳ 
短期入所生活介護㊴ 

認知症疾患医療センター㉝ 
仲多度南部消防組合１１９
番あんしん登録㊳ 
短期入所生活介護㊴ 

住まいサービス付き

高齢者住宅等 

 
有料老人ホーム㊵ 

 
有料老人ホーム㊵ 

 
有料老人ホーム㊵ 

 
有料老人ホーム㊵ 

 
有料老人ホーム㊵ 

グループホーム、介護

老人福祉施設等居住        

系サービス 

   
 
グループホーム㊶ 

 
グループホーム㊶ 
介護老人福祉施設㊷ 

 
グループホーム㊶ 
介護老人福祉施設㊷ 

認知症の 

生活機能障害 
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７．認知症ケアパス一覧表各種サービスの内容 

 ここでは「まんのう町認知症ケアパス一覧表」に掲載している各種サービスの内容についての説明となり

ます。サービス毎に番号を付けていますので確認しながらご覧になってください。 

 なお、介護保険サービスについては、介護認定を受けなければなりません。介護認定の申請についてのご

相談はまんのう町地域包括支援センターか各支所にお尋ねください。 

□問合わせ先 

 まんのう町福祉保険課 地域包括支援センター  TEL：0877-73-0125 

 琴南支所 住民サービス担当  TEL：0877-85-2111 

 仲南支所 住民サービス担当  TEL：0877-77-2111 

 

① 介護予防運動教室：うきうき教室 

② 仲多度南部高齢者生きがい活動支援通所事業：いきがいデイサービス 

③ 未楽来運動教室：生活習慣病予防運動教室 

④ 栄養相談 

⑤ 脳の健康教室：まんのう寺子屋 

⑥ 各公民館の同好会活動 

⑦ 認知症対応型通所介護 

⑧ 通所介護 

⑨ 通所リハビリテーション  

⑩ 訪問リハビリテーション  

⑪ 老人クラブ 

⑫ 生きがい活動支援通所事業：いきいきふれあいサロン 

⑬ 小地域ふれあいサロン事業 

⑭ 仲善広域シルバー人材センター  

⑮ 緊急通報装置体制整備事業 

⑯ 給食サービス事業 

⑰ 傾聴ボランティア 

⑱ まんのう町見守り・声かけ・ほっと安心事業 

⑲ 徘徊高齢者家族支援事業 

⑳ 福祉用具貸与（認知症高齢者徘徊感知機器含む） 

㉑ 生活管理指導員派遣事業  

㉒ 民間配食サービス  

㉓ 家事支援有償サービス 

㉔ デマンドタクシー運行事業：あいあいタクシー 

㉕ 運転免許自主返納支援事業 

㉖ 福祉タクシー券助成事業 

㉗ 日常生活用具給付事業 

㉘ 福祉サービス利用援助事業（日常生活自立支援事業） 

㉙ 成年後見制度 

㉚ 訪問介護 
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㉛ 訪問入浴介護 

㉜ こころの健康相談 

㉝ 認知症医療疾患センター（回生病院） 

㉞ もの忘れ相談医 

㉟ 訪問看護 

㊱ まんのう町地域包括支援センター 

㊲ 家族介護者交流事業 

㊳ 仲多度南部消防組合 119 あんしん登録制度 

㊴ 短期入所生活介護 

㊵ 有料老人ホーム 

㊶ 認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 

㊷ 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

㊸ 民間サロン：香川医療生協 宅朗所すずらん 

㊹ 地域生活支援事業：ふれあいランド友の会 

㊺ 買い物支援移動販売店：あいあいマーケット 

㊻ 買い物支援事業 

㊼ 民間移動販売店 

㊽ 造田・美合診療所 

㊾ 薬配達サービス 

㊿ 健康福祉推進事業 
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①  介護予防運動教室：うきうき教室 （行政サービス） 

要介護状態となることを予防することを通じて、一人ひとりが運動習慣を身につけて、生きがいのある生

活を送ることができるように支援する事業です。 

要介護・要支援認定を受けていない６５歳以上の方で基本チェックリストの結果、介護予防事業への参加

が望ましいと認められる方に対して行います。 

□開催時期 5 月～7 月 毎週金曜日（12 回コース） 

□開催場所 毎年変更しています 

□送迎 基本的には送迎がありませんが、相談に応じています。 

□問合わせ先 

 まんのう町福祉保険課 地域包括支援センター  TEL：0877-73-0125 

 

②  仲多度南部高齢者生きがい活動支援通所事業：いきがいデイサービス （行政サービス） 

高齢者の生きがいと社会参加を促進し、孤立感を解消することを目的として、満濃荘・仲南荘で通所によ

る日常生活訓練や趣味活動などのサービス提供を行います。 

□対象者 介護保険の認定を受けていない閉じこもりがちな６５歳以上の一人暮らしの方。また、同居して

いる家族が日中仕事等で外出して一人になってしまう方。 

□利用回数   年１８回（２か月に３回程度） 

□利用料    １０００円／回 

□問合わせ先 

 まんのう町福祉保険課 地域包括支援センター  TEL：0877-73-0125 

＊申請書に民生委員の証明が必要です。 

 

③  未楽来運動教室：生活習慣病予防運動教室 （行政サービス） 

定期的な運動習慣を身につけることで、生活習慣病の予防・改善、筋力低下防止等を目的として軽運動教

室を行います。 

□対象者  全町民 

□開催場所 満濃農改センター 

□開催日  毎週木曜日 

□時間   １０：００～１１：００ 

□問合わせ先 

 まんのう町健康増進課 かりん健康センター TEL：0877-73-0126 

 

④  栄養相談 （行政サービス） 

健康の保持・増進、生活習慣病を予防するために食生活の改善に関することの相談に応じます。バランス

の取れた食事・減塩料理の作り方など管理栄養士がお答えします。生活習慣病の予防は認知症予防にもつな

がりますのでご相談ください。 

□対象者  全町民 

□開催場所 まんのう町健康増進課 かりん健康センター 

□開催日 毎月第 1 月曜日（要予約） 

□問合わせ先     

まんのう町健康増進課 かりん健康センター TEL：0877-73-0126 

 一覧表に戻る 

13 



⑤  脳の健康教室：まんのう寺子屋 （社会福祉協議会） 

高齢者ができるかぎり心身共に健康で今の暮らしを続けることができるように認知症予防を目指してい

ます。学習者が、教室ボランティアとコミュニケーションを取りながら、簡単な音読・計算を中心とする教

材を用いた学習を５か月間継続的に行います。教室ボランティアの支援を受けながら学びを通じて、学習者

たちの交流・生きがいづくりとなるような場を提供しています。 

□対象者  介護を必要としない 65 歳以上の方（事前に説明会を受講した方） 

□実施場所 吉野公民館 

□実施期間 春・秋の２コース（１コース５か月間） 

□日時   毎週火曜日 ９：３０～１１：００（うち学習時間は 30 分程度） 

□利用料  毎月１６００円 

□問合わせ先 

 まんのう町社会福祉協議会 地域福祉課 TEL：0877-77-2991 

 

⑥  各公民館の同好会活動 

各公民館では、教養・技能や健康の向上、人との交流を目的に多様なジャンルの同好会が活動しています。 

□問合わせ先 

名称 位置 問合わせ先 休館日 

まんのう町琴南公民館 中通 875 番地 0877‐85‐2221 毎週月曜日 年末年始 

まんのう町神野公民館 岸上 116 番地 0877－75－1515 毎週月曜日 祝日 年末年始 

まんのう町吉野公民館 吉野 1780番地 1 0877－79－3803 年末年始 

まんのう町四条公民館 吉野下 281番地 1 0877－56－4656 年末年始 

まんのう町高篠公民館 東高篠 288番地 4 0877－58－9077 年末年始 

まんのう町長炭公民館 炭所西 774番地 0877－79－3539 毎週月曜日 年末年始 

まんのう町仲南公民館 生間 415 番地 5 0877－77－2990 年末年始 

 

⑦  認知症対応型通所介護 （介護保険サービス） 

認知症高齢者を対象に、食事や入浴、専門的なケアが日帰りで受けられます。介護保険サービスになりま

すので、詳しい内容は担当のケアマネージャーか、町役場にお尋ねください。 

□問合わせ先 

まんのう町福祉保険課 地域包括支援センター  TEL：0877-73-0125 

 

⑧ 通所介護 （介護保険サービス） 

通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います。

介護保険サービスになりますので、詳しい内容は担当のケアマネージャーか、町役場にお尋ねください。 

□問合わせ先 

 まんのう町福祉保険課 地域包括支援センター  TEL：0877-73-0125 

 

 

 

 一覧表に戻る 

14 



⑨  通所リハビリテーション （介護保険サービス） 

介護老人保健施設や医療機関に併設する通所施設などで、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上

のためのリハビリテーションを日帰りで行います。介護保険サービスになりますので、詳しい内容は担当の

ケアマネージャーか、町役場にお尋ねください。 

□問い合わせ先 

 まんのう町福祉保険課 地域包括支援センター  TEL：0877-73-0125 

 

 

⑩ 訪問リハビリテーション （介護保険サービス） 

理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が居宅を訪問し、リハビリテーションを行います。介護保険サービ

スになりますので、詳しい内容は担当のケアマネージャーか、町役場にお尋ねください。 

□問合わせ先 

 まんのう町福祉保険課 地域包括支援センター  TEL：0877-73-0125 

 

 

 

⑪  老人クラブ：まんのう町老人クラブ連合会 

まんのう町内の単位老人クラブと３つの支部（琴南・満濃・仲南）から構成される地域の高齢者による自

主的な組織です。老人クラブでは、仲間づくりを通して、健康、友愛、奉仕に関する活動を行います。 

□対象者 おおむね 60歳以上の方 

□問い合わせ先 

 (事務局)まんのう町社会福祉協議会 総務課 TEL：0877-77-2991 

 

⑫  生きがい活動支援通所事業：いきいきふれあいサロン（行政サービス） 

一人暮らしで孤立になりがちな高齢者が地域の身近な施設を会場として集い、地域住民（ボランティア等）

とともにふれあい活動に取り組むことにより、介護予防・生きがいづくり・仲間づくりの輪を広げることを

目的としています。 

□対象者 介護保険の認定を受けていない 65歳以上の一人暮らしの方、高齢者のみ世帯の方 

□開催場所 満濃地区 

（長炭地区活性化センター 吉野公民館 神野婦人の家 四條公民館 高篠ふれあいセンター） 

  琴南地区 

（川奥集会場 西谷活性化センター 琴南総合センター 琴南公民館 琴南農改センター） 

□利用回数 満濃地区 毎月 2回程度 

      琴南地区 毎月 1回程度 

□利用料  ３００円／回 

□問い合わせ先 

 まんのう町福祉保険課 地域包括支援センター  TEL：0877-73-0125 

まんのう町社会福祉協議会 地域福祉課 TEL：0877-77-2991 

＊申請時に民生委員の証明が必要です。 

 

 

 

 

一覧表に戻る 
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⑬  小地域ふれあいサロン事業 （社会福祉協議会） 

地域住民の主体的な活動により、活動の必要な人等と身近な地域で集う場をつくり、社会的孤立感や精神

的圧迫の解消を図ります。地域で支え合いながら、気軽に参加できるふれあいの場づくりを目的としていま

す。サロンの登録にはいくつかの要件がありますので、お問い合わせください。 

□対象者 町内の高齢者、障害者、子育て中の親子等、サロンに参加希望する者とこれに協力する者 

□問い合わせ先 

まんのう町社会福祉協議会 地域福祉課 TEL：0877-77-2991 

 

⑭  仲善広域シルバー人材センター 

シルバー人材センターは、高年齢者を対象とした、営利を目的としない会員組織の団体です。「高年齢者

等の雇用の安定等に関する法律」により、事業を行う法人として位置づけられています。 

 高年齢者が、経験と能力を活かしながら、働くことを通じて地域社会に貢献し、生きがいと追加的収入を

得ることを目的としています。 

 入会等に関するお問い合わせは下記までお願いします。 

□問い合わせ先 

 仲善広域シルバー人材センター TEL：0877-63-1366 

 

 

 

⑮  緊急通報装置体制整備事業 （行政サービス） 

一人暮らし高齢者等に対して、満濃荘へ直通で連絡できる緊急通報装置の給付若しくは貸与することによって、

急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切に対応します。 

□対象者 おおむね 65歳以上の一人暮らし高齢者等、身体障害者のみの世帯等の方等 

□利用料 申請者世帯の課税状況によって負担金が決められています。（緊急通報装置費用負担基準）  

□問い合わせ先 

 まんのう町福祉保険課 地域包括支援センター  TEL：0877-73-0125 

 

⑯  給食サービス事業 （行政サービス） 

調理が困難な高齢者に対して、定期的に居宅に訪問して栄養のバランスのとれた食事を提供するとともに、当

該利用者の安否確認を行うものです。 

□対象者 65 歳以上の一人暮らしや高齢者のみの世帯 

□利用回数 満濃地区 週２回（火・金） 宅配型サービス 

      仲南地区 週１回（水）   宅配型サービス（年１回 通所型サービス実施） 

      琴南地区 月１回（火）   通所型サービス 

□利用料 1 回あたり３００円 

□問い合わせ先 

 まんのう町福祉保険課 地域包括支援センター  TEL：0877-73-0125 

＊申請書に民生委員の証明が必要です。 

 

 

 

 

 

一覧表に戻る 
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⑰  傾聴ボランティア （社会福祉協議会） 

一人暮らしの高齢者や子育て中の親や介護の悩みを抱える家族等、精神的に孤立になりがちな方が、でき

るかぎり精神的に安定した生活を送ることができるように、「傾聴ボランティア」が、利用者の自宅、また

は公共施設等の適切な場所において、話を聴いています。自立と自己実現を図り、充実した生活を送ること

ができるように援助しています。 

□対象者 日ごろ孤立になりがちな方で高齢者や子育て中の親、介護の悩みを抱える家族等で、傾聴を必要

とし希望する者 

□利用回数 月数回（１回 １時間程度まで） 

□利用料 無料 

□問い合わせ先 

まんのう町社会福祉協議会 地域福祉課 TEL：0877-77-2991 

 

⑱  まんのう町見守り・声かけ・ほっと安心事業 （行政サービス） 

一人ひとりの顔が見えるきめ細かな地域福祉活動を展開するため、まんのう町は、集落内のコミュニケー

ションやつながりを促進させる見守り・声かけを通して共に支え合うことを目的として実施する事業です。 

またこの事業は町民を対象としており、町が認めている集落(単位自治会又は実行組合)を一つの単位とし

て事業を実施しています。 

□事業内容の一部 

(1) 集落内での見守り・声かけ活動の実施  

(2) 集落内における地域福祉マップ作成・更新事業  

(3) 集落内の通学路・危険箇所、一時避難場所などの現地を点検巡回し、安全な避難経路を確認したり、

避難訓練や安否確認を行う事業  

(4) 見守り・声かけ活動及びコミュニティ活動についての情報交換会その他の交流事業  

(5) 福祉についての理解を深めるための研修会の開催事業  

(6) 集落内の炊き出し講習会等手作り料理の調理を伴う交流研修事業  

(7) 見守り・声かけ・支え合い帯の編成事業  

□問い合わせ先 

まんのう町社会福祉協議会 地域福祉課 TEL：0877-77-2991 

まんのう町福祉保険課 地域包括支援センター  TEL：0877-73-0125 

 

○19 徘徊高齢者家族支援事業 （行政サービス） 

徘徊高齢者に対して、まんのう町が借り上げた専用の携帯端末機及び附属品(以下「端末機」という。)を

貸与します。徘徊高齢者が徘徊により所在不明になったときは、その者の家族又は関係機関が位置情報を管

理するセンターに連絡し、現在の位置情報の提供を受けることにより、徘徊高齢者を早期に発見し、保護を

することを目的としています。 

□対象者 介護保険要介護 1から要介護 5の認定を受けた徘徊高齢者 

□利用料 保守管理費  位置情報提供費  緊急対処員急行費等 

＊端末機等を破損、紛失した場合において原状回復に要する費用は、利用者の負担となります。 

□問い合わせ先 

 まんのう町福祉保険課 地域包括支援センター  TEL：0877-73-0125 
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○20 福祉用具貸与（認知症高齢者徘徊感知機器含む） （介護保険サービス） 

日常生活の自立を助けるための福祉用具をレンタルするサービスです。また、認知症高齢者が徘徊された

場合にお知らせする機器等もあります。介護保険サービスになりますので、詳しい内容は担当のケアマネー

ジャーか、町役場にお尋ねください。 

□問い合わせ先 

まんのう町福祉保険課 地域包括支援センター  TEL：0877-73-0125 

 

○21 生活管理指導員派遣事業 （行政サービス） 

身体的におおむね自立しているものの、日常生活を営むのに支援が必要な在宅の高齢者等に対し、日常生

活に関する支援・指導等を行うために生活管理指導員（ヘルパー）の派遣を行うものです。 

□対象者 介護保険認定を受けていない６５歳以上の一人暮らし世帯、高齢者のみの世帯 

□サービス内容 

食事・食材の確保、寝具類等の洗濯、家屋内の整理・整頓等軽易な日常生活上の援助 

□利用回数 週２回まで（各１時間程度） 

□利用料 １回あたり負担金１４０円 

□問い合わせ先 

まんのう町福祉保険課 地域包括支援センター  TEL：0877-73-0125 

＊申請書に民生委員の証明が必要です。 

 

○22 民間配食サービス 

有料にて食事の配達を受けることができます。業者により１食の料金、配達エリアなど違いがありますの

で、まずは町役場にご相談ください。 

□問い合わせ先 

まんのう町福祉保険課 地域包括支援センター  TEL：0877-73-0125 

 

○23 家事支援有償サービス 

有料にて掃除等の家事支援を受けることができます。業者によりサービスの内容、料金等に違いがありま

すので、町役場にご相談ください。 

□問い合わせ先 

まんのう町福祉保険課 地域包括支援センター  TEL：0877-73-0125 
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○24 デマンドタクシー運行事業：あいあいタクシー （行政サービス） 

公共施設、医療機関、商店等への外出に不便をきたしている交通弱者の移動手段を確保し、交通不便地域

の解消を図るため、電話予約により自宅から町内の目的地までご利用いただける乗合型のタクシーで平成２

１年からサービスを行っています。  

 満濃地域、仲南地域、琴南地域の各地域内の移動なら１回の乗車で移動できます。  

 目的地が地域外の場合は、役場本庁（満濃地域と仲南地域）と琴南支所（満濃地域と琴南地域）にてタク

シーを乗り継いで利用できます。 

□対象者 全町民 

＊事前に「まんのう町デマンドタクシー利用登録票」を申請する必要があります。 

（酒に酔っている方、重篤な方、ペット同伴の方、自ら乗降できない方、車いすを使用して乗降する方、大

きな荷物を持参の方は乗車できません） 

□利用料 1回の利用につき３００円の乗車券 

＊現金での支払いは出来ませんので、事前に回数券・定期券を購入してご乗車下さい。 

□利用方法 利用しようとする 30 分前までに、希望する乗降場所及び乗車時間帯を予約センターに電話等

により申し込む必要があります。 

予約申し込み時間は、月曜日から金曜日 午前 8時 15分から午後 4時 30分まで。 

□問い合わせ先 

  まんのう町企画政策課 TEL：0877-73-0106 

  まんのう町商工会 TEL：0877-73-3711   

あいあい予約センター TEL：0877-58-8080 

 

○25 運転免許自主返納支援事業 （行政サービス） 

交通事故の減少及び公共交通の利用促進を図るため、自主的に高齢者の運転免許証の返納を行った方に対

してあいあいタクシーの定期券を支給する事業を実施しています。 

□対象者 町内に住む運転免許証を全部返納した６５歳以上の方 

□提出書類 ①運転免許証自主返納支援事業申請書 

②「申請による運転免許の取消通知書」又はその写し（取消通知日より１年以内のもの） 

□問い合わせ先 

 まんのう町総務課 TEL：0877-73-0100 

 

○26 福祉タクシー券助成事業 （行政サービス） 

高齢者又は心身に重度の障がいがある方に対し、医療機関への通院に要するタクシー料金の一部を助成す

る事業です。 

□対象者 75歳以上の方、 身体障害者手帳 1級又は 2級の方 療育手帳Ⓐ又はＡの方  

□問い合わせ先 

 まんのう町 企画政策課 TEL：0877-73-0106 
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○27 日常生活用具給付事業 （行政サービス） 

 心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要な一人暮らしの高齢者に対して、電磁調理器等日常生活用具を

給付することにより、日常生活を維持することを目的としています。 

□対象者 65歳以上の方であって、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要な一人暮らし、低所得の寝た

きり高齢者等 

□利用料 所得に応じて自己負担があります 

□問い合わせ先 

まんのう町福祉保険課 地域包括支援センター  TEL：0877-73-0125 

＊申請書に民生委員の証明が必要です。 

 

○28 福祉サービス利用援助事業（日常生活自立支援事業） （社会福祉協議会） 

 認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由により判断能力が十分でないために、日常生活を営むのに必

要なサービスの選択や利用を適切に行うことが困難な方に対し、専門員がご本人の希望を伺いながら支援計

画を作成し、安心して自立した地域生活を送れるように生活支援員がサービス提供いたします。この事業は、

契約に基づいてサービスを提供しますので、契約内容について判断し得る能力を有していることが必要です。 

□支援内容 

・福祉サービスの利用のお手伝い 

・日常生活に必要な手続きのお手伝い 

・日常的なお金の出し入れのお手伝い 

・大切な書類などのお預かり 

 

相談は無料。サービスは有料。 

1 回（1 時間程度）1,500 円 

 

＊「大切な書類などのお預かりサービス」のみの利用はできません。 

＊生活保護を受けている方は補助されるので無料です。 

□申し込み・問い合わせ先 

まんのう町社会福祉協議会 介護福祉課 TEL：0877-77-2997 

 

○29 成年後見制度  

 認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力の不十分な方々は、財産の管理や介護サービスに

関する契約などを自分ですることが難しい場合があります。また、悪徳商法などの被害にあうおそれもあり

ます。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。成年後見人等の選任

は家庭裁判所の審判によって決まります。法的な手続きが必要な制度のため、まずは相談機関にご相談くだ

さい。 

□問い合わせ先 

まんのう町福祉保険課 地域包括支援センター  TEL：0877-73-0125 

高松家庭裁判所丸亀支部  TEL：0877-23-5184㈹ 

＊その他詳しいことがお知りになりたいときは、弁護士、司法書士にご相談ください。 

 

○30 訪問介護 （介護保険サービス） 

 ホームヘルパーが居宅を訪問し、食事や掃除、洗濯、買い物などの身体介護や生活援助をします。通院な

どを目的にした乗降介助も利用できます。介護保険サービスになりますので、詳しい内容は担当のケアマネ

ージャーか、町役場にお尋ねください。 

□問い合わせ先 

まんのう町福祉保険課 地域包括支援センター  TEL：0877-73-0125 
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○31 訪問入浴介護 （介護保険サービス） 

 介護職員と看護職員が居宅を訪問し、移動入浴車などで入浴介護をします。介護保険サービスになります

ので、詳しい内容は担当のケアマネージャーか、町役場にお尋ねください。 

□問い合わせ先 

まんのう町福祉保険課 地域包括支援センター  TEL：0877-73-0125 

 

○32 こころの健康相談 （行政サービス） 

ストレスで食欲がなく気分がすぐれない、お年寄りの物忘れが心配、思春期の不安や悩み、引きこもり、

アルコール問題等の相談に精神科の医師が応じます。 

□対象者 本人、家族、関係者等 

□利用料 無料 

□開催日 月 2 回（木曜日午後）要予約 

□開催場所 かりん健康センター、琴南農改センター、仲南農改センター等 

□問い合わせ先 

まんのう町健康増進課 かりん健康センター TEL：0877-73-0126 

 

○33 認知症医療疾患センター （回生病院） 

 認知症のあるご本人やその家族が、住み慣れた地域で安心して暮らせるための施策のひとつとして、厚生

労働省の認可、県の指定を受けた医療機関のことです。香川県中讃地区の認知症疾患医療センターは、坂出

市にある回生病院となっています。専門の相談窓口を設けており、ご本人やご家族、その他地域の方からの

相談を受けたり、医療・保健・福祉の連携を図るため、連携担当者も配置されていますので、安心してご相

談ください。 

□問い合わせ先 

 認知症医療疾患センター回生病院   センター直通電話 TEL：0877-46-1630 

 

○34 もの忘れ相談医 

香川県では、認知症の早期発見・早期診断体制の充実を図るため、適切な認知症診断の知識・技術や家族

からの話や悩みを聞く姿勢を修得するための研修を修了した内科等の医師を「もの忘れ相談医」として登録

し、相談窓口とする取り組みを行っています。「認知症」は脳の病気です。受診して、正しい治療を受けれ

ば、症状を改善したり、進行を遅らせることもできますし、原因によっては治ることもあります。ご本人や

ご家族の方で、もの忘れや認知症が気になるなと思ったら、早めにお近くのもの忘れ相談医へご相談くださ

い。 

相談・受診にあたっては保険診療となりますので、受診時は保険証を持参してください。また、診療時間・

診療内容等につきましては、医療機関により異なりますので、詳細は、直接医療機関へお問合せください。 

 もの忘れ相談医は、香川県のホームページに掲載されています。 

（香川県医師会が開催した「かかりつけ医認知症対応力向上研修」を修了した医師のうち、公表の同意が得

られた医師のみ掲載しています） 

□問い合わせ先 

まんのう町福祉保険課 地域包括支援センター  TEL：0877-73-0125 

 香川県健康福祉部 長寿社会対策課  TEL：087-832-3270 
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○35 訪問看護 （介護保険サービス） 

 疾患などを抱えている方について、看護師などが居宅を訪問し、療養上の世話や診療の補助をします。介

護保険サービスになりますので、詳しい内容は担当のケアマネージャーか、町役場にお尋ねください。 

□問い合わせ先 

まんのう町福祉保険課 地域包括支援センター  TEL：0877-73-0125 

 

○36 まんのう町地域包括支援センター 

 高齢者に関する総合相談窓口です。介護や健康、お金や財産の管理のことなど様々な相談に対応します。

また、体調不良等により地域包括支援センターに行けない場合は、電話で相談を受けることもできますので

お気軽にご相談ください。 

□問い合わせ先 

まんのう町福祉保険課 地域包括支援センター  TEL：0877-73-0125 

 

○37  家族介護者交流事業 （行政サービス） 

この事業は、高齢者を介護している家族等に対して、介護から一時的に解放し、心身のリフレッシュを図

るため、宿泊研修及び施設見学等を活用した介護者相互の交流会を開催しています。 

□対象者 町民で、高齢者を現在介護している家族等 

□利用料 日帰り旅行の場合：１５００円（宿泊の場合：２５００円） 

□時期 毎年１１月下旬 

□問い合わせ先 

まんのう町福祉保険課 地域包括支援センター  TEL：0877-73-0125 

 

○38  仲多度南部消防組合１１９あんしん登録制度 

あんしん登録制度は、高齢者や身体に障害のある方々が事故や災害に遭われた時少しでも早く、また、安

全に救護されるように、事前に身体状況や通院状況、緊急時の連絡先などを仲多度南部消防組合に登録申請

しておく制度です。 

□対象者 まんのう町に住んでいる方で次のような方々です。 

①自分の家が火災になったり災害に遭った時、独りでは逃げ出せない方 

②身体的理由により、緊急時に十分な通報ができない方等 

□問い合わせ先 

仲多度南部消防組合通信指令課 TEL：0877-73-4972 

 

○39  短期入所生活介護 （介護保険サービス） 

 特別養護老人ホームなどに短期間入所して、日常生活上の支援（食事、入浴、排泄せつ等）や機能訓練等

が受けられます。介護保険サービスになりますので、詳しい内容は担当のケアマネージャーか、町役場にお

尋ねください。 

□問い合わせ先 

まんのう町福祉保険課 地域包括支援センター  TEL：0877-73-0125 
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○40  有料老人ホーム 

 有料老人ホームは、高齢者が暮らしやすいように配慮した「住居」となっています。有料老人ホームでの

サービス内容や入居に際しての条件等は有料老人ホームによって違いますので直接お問い合わせください。 

□問い合わせ先 

まんのう町福祉保険課 地域包括支援センター  TEL：0877-73-0125 

 

○41  認知症対応型共同生活介護（グループホーム） （介護保険サービス） 

 認知症高齢者が、共同生活をする住宅で、スタッフの介護を受けながら、食事・入浴などの介護や支援、

機能訓練を受けられます。介護保険サービスになりますので、詳しい内容は担当のケアマネージャーか、町

役場にお尋ねください。 

□問い合わせ先 

まんのう町福祉保険課 地域包括支援センター  TEL：0877-73-0125 

 

○42  介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） （介護保険サービス） 

 寝たきりや認知症で日常生活において常時介護が必要で、自宅では介護が困難な方が入所します。食事、

入浴、排せつなどの日常生活介護や療養上の世話が受けられます。介護保険サービスになりますので、詳し

い内容は担当のケアマネージャーか、町役場にお尋ねください。 

□問い合わせ先 

まんのう町福祉保険課 地域包括支援センター  TEL：0877-73-0125 

 

○43  民間サロン：香川医療生協 宅朗所すずらん 

 寝たきり予防、認知症予防を目的として、住民の自宅にてサロンを実施しています。 

□対象者 65歳以上の方（医療生協の組合員になることが条件です） 

□開催日時 月 1回（１０：００～１４：００） 前月の開催時に翌月の開催日を決めます 

□内容 善通寺診療所の看護師による健康チェック（血圧測定、塩分検査、尿検査など） 

    食事（ボランティアスタッフの手作り）、足湯、音楽療法、軽い体操 

 ＊送迎あり（ボランティアスタッフが行います） 

□利用料 年２回（５月・１１月）一口１０００円の出資金 

□問い合わせ先 

谷森様 TEL：090-4505-8750 

＊谷森様宅でサロンを行っており、体験・見学は随時可能です。お気軽にご連絡ください。 

 

○44  地域生活支援事業：ふれあいランド友の会 

 琴南地区に住んでいる、外出の手段がなく孤立しがちな高齢者等に対して、外出・買い物・受診の支援を

行い、お互いの親睦を深められるような場を提供しています。 

□対象者 ６５歳以上の方で一人暮らし、高齢者世帯の方。また、同居している家族が日中仕事等で外出し

て一人になってしまう方等。 

□利用内容 送迎、親睦、昼食、外出買い物支援、受診支援（美合診療所）、健康機器利用等 

□利用日時 毎週木曜日（年末年始１２月２９日～１月３日を除く） ９：３０～１４：００ 

□利用料金 ５００円（昼食を食べられた方のみ） 

□問い合わせ先 

 琴南高齢者ふれあいランド TEL：0877-84-2210 
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○45  買い物支援移動販売店：あいあいマーケット （まんのう町商工会） 

まんのう町商工会では、地域商業者と連携して食品や日用品等の様々な商品を乗せた移動販売車で、仲南

地域・琴南地域の集会場・公民館などを巡回して移動販売や宅配等の買物支援事業を実施しています。また、

買い物代行サービスも行っていますので、お気軽に連絡ください。 

□移動販売場所 仲南地域：毎週火・水・金（各曜日で巡回コースが違います） 

        琴南地域：いきいきふれあいサロン開催場所（西谷地区・勝川地区・川奥地区） 

□問い合わせ先 

今川商店（買い物支援事業連携実施事業者） TEL：0877-77-2048 

まんのう町商工会 TEL：0877-73-3711 

 

○46  買い物支援事業（宅配サービス） 

香川県健康福祉部長寿社会対策課が「一人暮らし高齢者等対策事業」として、近隣の店舗が廃業したり、

身体機能が衰えて外出が困難になる等の理由により日用品や食料品の買物が困難な一人暮らし高齢者等が

日常の買物に困らないよう、民間事業者等に補助金を交付し、買い物支援事業を実施しています。これは、

高齢者等が住み慣れた自宅で暮らし続けられるよう支援を行うものです。地域住民への声かけや見守り、外

出のきっかけやコミュニケーションの場となる居場所づくりのための地域支え合い活動を推進しています。 

□対象者 身体機能が衰えて外出が困難になる等の理由により買い物が困難な一人暮らし高齢者等 

□サービス内容  

 a)惣菜宅配サービス 利用登録者から電話等で注文のあった惣菜等を軽自動車で自宅に配達する。 

 b)買物代行サービス（平成 27年度から実施予定） 

 利用登録者の希望する食料品、日用品等を購入し、惣菜と併せて配達する。 

 c)買物付き添いサービス（平成 28年度から実施予定） 

 利用登録者から大型スーパー等での買物の希望があった際、車両での輸送、買物の付添い、荷物の運搬等

を行う。 

 d)安否確認サービス（平成 29年度から実施予定） 

 利用登録者の親族等から利用者の見守りの希望があった際に、惣菜宅配日以外にも定期的な見守りを行い、

親族等に状況の報告を行う。 

□問い合わせ先 

株式会社アールキューブ「おてがるカモ宅食便」 TEL：0877-43-3455 

 

 

○47  民間移動販売店 

県内外より、琴南地域等に食品や日用品等の様々な商品を乗せた移動販売車が来ています。地域によって

日時など違いがありますので、まずは町役場にご相談ください。 

□問い合わせ先 

まんのう町福祉保険課 地域包括支援センター  TEL：0877-73-0125 

 

 

 

 

 

 

一覧表に戻る 

24 



 

○48  造田・美合診療所 

  まんのう町では、国民健康保険の被保険者に対し療養の給付及び保険事業を行うため国民健康保険法（昭

和 33年法律第 192号）第 82条第 1項の規定により、診療施設としてまんのう町国民健康保険診療所を設置

しています。 

住民の医療確保、疾病の予防、住民の健康保持・増進、公衆衛生の向上等を目的としています。 

内科診療所 診療日 診療時間 

造田診療所 毎週月・水・金曜日 午前 9時から午後 6時まで。ただし、水曜日は午前中まで。 

（水午後、日、祝日は休診） 

美合診療所 毎週火・木・土曜日 

 

午前 9時から午後 5時まで。ただし、土曜日は午前中まで。 

（土午後、日、祝日は休診） 

＊身体状態に応じて、往診することもできますのでご相談ください。 

□問い合わせ先 まんのう町国民健康保険造田診療所 TEL：0877-85-2318 

        まんのう町国民健康保険美合診療所 TEL：0877-84-2411 

 

 

 

○49  薬配達サービス 

 町内にある調剤薬局の中で、造田・美合内科診療所で診察を受けて薬を処方してもらう場合、薬を配達し

て頂ける薬局があります。 

□配達可能な調剤薬局の問い合わせ先 

 アインスマンノウ薬局 TEL：0877-75-2013 

 わかば調剤薬局仲南店 TEL：0877-56-4312 

 

○50  健康福祉推進事業 （行政サービス） 

健康づくり及び生きがいづくりを実践する自治会を主体とした住民組織が、まんのう町民の健康増進を図

る活動や高齢者の福祉向上を図る活動を幅広く展開し、明るく健康で生きがいのある地域づくりを目指すこ

とを目的として健康福祉推進事業を実施しています。各地域の集会所・公民館等で、町民の健康保持、増進

に係る活動、高齢者の福祉に係る活動、町民の保健予防に係る活動等を開催しています。 

□対象者 65歳以上の高齢者等 

□問い合わせ先 

まんのう町健康増進課 かりん健康センター TEL：0877-73-0126 
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【お問い合わせ】 

まんのう町 福祉保険課 地域包括支援センター 

☎ 0877-73-0125（直通） 


