認知症の高齢の方や障害のある方
などを支援します
〜川崎市あんしんセンターを設立しました〜

川崎市社会福祉協議会壁義彰会長

川崎市あんしんセンター
石川惠美子担当理事兼所長

市内福祉関係者約80名の出席を頂きました

日 本 社 会 事 業 大 学
若穂井透教授

今月の特集

本部･中部事務所は川崎市中小企業･婦人
会館の３階にあります

川崎市社会福祉協議会は､ 自分では福祉サービスの利用契約や日
常的な金銭管理などに不安のある高齢の方や障害のある方などの財
産や権利を守り､ 安心して日常生活を送れるように支援を行なう
｢川崎市あんしんセンター｣ を平成18年４月１日に設立いたしました｡
(関連記事：２面)
４月18日の開所式では壁義彰会長のあいさつの後､ 川崎市健康福
祉局長､ 横浜家庭裁判所川崎支部統括主任調査官､ 神奈川県社会福
祉協議会会長からごあいさつを頂きました｡
続いて石川惠美子担当理事兼所長から概要について説明を行なっ
た後､ ｢川崎市における権利擁護事業〜これまでの歩みとこれからの
課題〜｣ として日本社会事業大学若穂井透教授に講演頂きました｡

●川崎市あんしんセンターの紹介
●新設施設を紹介します 〜フレンド神木〜
潜在実数10万人､

若年認知症
今年４月から厚生労働省が ｢若年認知症｣ の実態調査に入っ
ています｡
｢若年認知症｣ とは65歳未満で発病する認知症で､ 診断が
ついている人だけでも数万人､ 潜在実数は10万人に上るとも
いわれています｡
高齢者の認知症と違い､ ４, 50代の働き盛りで発症するた
め問題は深刻です｡
又､ 家庭内でも役割の大きい世代であるため発症時期によっ
ては介護､ 子育て､ 経済面などの負担が急激に増加するとい
う生活背景があります｡
受け皿となる施設や公的支援が遅れていて､ 若く身体機能
の良好な当事者が､ 高齢者中心のデイサービスに行かざるを
えません｡
高津区の認知症の家族会 ｢なつめ｣ で､ 若年認知症のご家

族の苦しみを伺っていくうちに､ 若年認知症の家族を支える
支援の必要性を感じました｡
そこで昨年３月､ 川崎認知症ネットワークと協働で若年認
知症を支える ｢ぐるーぷ麦｣ を発足させました｡
心から楽しむことが､ 当事者､ 家族の健康に良い影響を与
える効果があるのではないでしょうか？
｢参加して楽しかった､ 心が晴れた｡｣ と思っていただけ
るプログラム中心に､ 毎月１回､ 川崎中部､ 北部でサポーター
とサロン活動を展開しています｡ 麻雀､ カラオケ､ ボーリン
グは､ 当事者に好評を得ています｡
病気の無理解で社会生活を阻まれ孤立することのない環境｡
地域から､ 地域の人達で若年認知症を支える活動を前進さ
せていきたいのです｡
家族だけで問題を抱え込まず一度 ｢麦｣ に参加してみませんか｡
認知症介護家族の会 ｢なつめ｣
若年認知症を支える会 ｢ぐるーぷ麦｣
代表 吉田 歌子
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川崎市あんしんセンターの紹介
川崎市あんしんセンターとは…
川崎市あんしんセンターでは､ 高齢の方や障害のある方などの､ 権利擁護にかかわる相談を受け
るとともに､ 地域福祉権利擁護事業や法人後見などの事業をおこなっています｡
同事業は､ (財)川崎市在宅福祉公社でおこなっていましたが､ 平成18年３月31日に公社が解散し､
川崎市社会福祉協議会に事業の統合がされました｡ 本会への移行に伴い､ 権利擁護センターとして
再編されました｡ 川崎市あんしんセンターでは､ 従来の事業に加えて､ 成年後見制度の利用に向け
た相談や支援､ また家庭裁判所や各法人後見団体､ 行政などとの連携をより一層､ 図っていきます｡
今回は､ 川崎市あんしんセンターの権利擁護にかかわる事業を紹介します｡

地域福祉権利擁護事業

法人後見業務

川崎市にお住まいの､ 高齢の方や障害のある方などで､
ご本人だけでは福祉サービスの利用契約や､ 金銭管理に
不安がある方に次の支援をおこないます｡ なお､ このサー
ビスは川崎市あんしんセンターと契約をすることによっ
てサービス提供が開始されます｡ 判断能力が十分でなく
契約ができない場合は､ 成年後見制度をご利用ください｡
①福祉サービス利用援助・日常的金銭管理サービス
福祉サービスの情報提供や利用手続きの支援､ また生
活費の出金や公共料金・家賃の支払いなど､ 日常的な
金銭管理の支援をおこないます｡
利用料は､ 月額2,500円です｡
②書類等預かりサービス
定期や定額の預貯金通帳､ 保険証書や年金証書などの
証書､ 実印などの預かりをおこないます｡ なお､ この
サービスでは､ 預貯金の預け替えなどの資産運用はお
こないません｡ あくま
でも､ 紛失などの予防
を目的としています｡
また､ 現金や貴金属な
どはお預かりできませ
ん｡
利用料は､ 年額3,000円
または6,000円です (預
かり物の金額によって
いずれかになります)｡

成年後見制度にかかわる相談や情報提供をおこなうと
ともに､ 法人で後見人等としての業務 (法人後見) をお
こなっています｡
※成年後見制度とは…
成年後見制度は､ 認知症や知的障害､ 精神障害など
により､ 判断能力が十分でないご本人に代わって､
家庭裁判所で法的な権限を与えられた後見人等が､
ご本人の金銭管理や身上監護をおこない､ 安心して
生活が送れるように支援する制度です｡ 川崎市あん
しんセンターでは､ 家庭裁判所の依頼があった際に､
専門的な委員による検討により要件を審査し､ 法人
として後見人等の業務を受任します｡

各種相談事業
①かわさき障害者110番事業 … 障害のある方や､ 高
齢の方などの人権についての相談をおこなっています｡
TEL・FAX：246−0130
②サポートほっと … 認知症高齢者を抱えるご家族か
らの相談を受けます｡
TEL：246−4700
(祝日を除く､ 月・火・木・金の10：00〜15：00)
③専門相談 … 弁護士､ 医師､ 学識経験者による専門
的な相談を､ 月２回ずつおこなっています｡ 予約制に
なっていますので､ 住所地のあんしんセンターにお問
い合せ下さい｡

川崎市あんしんセンターの連絡先
川崎区・幸区にお住まいの方
中原区・高津区・宮前区にお住まいの方
多摩区・麻生区にお住まいの方



南部事務所
中部事務所
北部事務所
本部事務所

TEL：245−1144
TEL：422−1611
TEL：965−2244
TEL：422−1608

FAX：244−4218
FAX：422−1670
FAX：965−2245
FAX：422−1670
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フレンド神木

新設施設を紹介します

〜ありがとう！地域に愛され､ 利用者・職員共に笑顔でフレンドリーな共同生活〜
2006年４月に宮前区神木本町の向丘中学校近く､ ＪＲ武蔵溝ノ口駅からバス10分ほどのところに特別養護
老人ホーム ｢フレンド神木｣ が開設されました｡
さんしん

｢フレンド神木｣ は社会福祉法人三神会により設置され､ 短期入所 (ショートステイ) 20名､ 入所100名
が定員となっています｡
施設について､ 理事長施設長の井田さん､ 事務長の雨宮さんにお話を伺いました｡

市内30番目(宮前区内４番目)の特別養護老人ホーム
●特別養護老人ホームとはどんな施設ですか？また利用
対象はどんな方ですか？
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●施設名の ｢フレンド｣ にはどのような思いが込められ
ているのでしょうか？
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↑市バス向丘中学校下バス停から徒歩１分です｡
全室個室で10名１ユニットごとにリビングがあります｡

[４月に開設しての状況はいかがですか？
開設に備え､ ３月から１ヶ月間研修を行いました｡ そ
の中で職員同士の和もできてきたように思います｡ 職員
一丸となって前向きに明るい笑顔で頑張っています｡
ご利用者を迎えるにあたっては､ ケアマネージャーや
生活相談員がお宅へ訪問し､ その方が輝いていらした時
代のお話を伺うなど､ その方に合ったご自宅に近い環境
を提供できるよう努めています｡ 生活の場が変わること
はご本人にとっては大きな環境の変化ですので､ 入居の
日に初めてスタッフに会うのではなく､ 担当するスタッ
フが事前に訪問をすることで､ 安心してお越し頂けるよ
うに準備を行なっています｡ ご利用者､ ご家族の ｢あり
がとう｣ の声が心のビタミン剤になっています｡
↑１階フレンドリースペース 喫茶コーナー
専用の出入り口があり､ イベント開催も可能です｡

[地域の方々へ向けてメッセージやPRがありましたら
お聞かせ下さい｡
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お問い合わせ
 



 

↑１階フレンドリースペース ステージ
講義形式で50名程度の利用が可能です｡ 会議室としても使用すること
ができます｡



2006年６月号 (No.527)

ふ く し イ ン フ ォメ ー シ ョン
ボランティア活動振興センター

TEL 244−3563・E-mail v-center@csw-kawasaki.or.jp

講座・行事等
■ 第10回たかつアルコールケアセミナー
日
場
内

■ 第12回

時
所
容

６月24日(土)13：30〜16：00
高津市民館 大会議室
｢家庭・女性・アルコール｣ をテーマに､ 妊産婦の飲酒に
関する影響についてのお話や予防活動の紹介
対 象 高津区在住・在勤・在学の方ほか (先着200名)
費 用 無料
問い合せ 川崎市高津区社会福祉協議会
Tel 812−5500 Fax 812−3549

７月８日(土)13：00〜16：50
９日(日) ９：00〜12：40
会 場 川崎市産業振興会館
メインテーマ
｢難聴を生きる｣ 〜私らしさを失わず〜
内 容 ・分科会 (①社会の中で〜分かり合えるコミュニケーション
の保障を〜②家庭の中で〜家族との関係〜)・記念講演
｢私らしさを失わず｣ 講師：田中 清 氏 (NHK手話
ニュースキャスター・手話通訳士)・全難聴女性部定期総会
参加費 4,000円 (2日間) ※当日受付でお支払いください｡
申 込 申込不要・参加自由
問い合せ 川崎市中途失聴・難聴者協会 女性部
実行委員長 源島 Fax 833−4782
大会事務局 野村 Fax 533−5690

■ 障害者支援講座〜正しく知ろう知的障害〜

日

日

時

場

所

内

容

６月28日〜７月12日 (毎週水曜日 全３回)
10：00〜12：00 ※作業体験日のみ９：30〜
川崎授産学園 ふれあい館３階 研修室他
(小田急線新百合ヶ丘駅よりバス ｢千代ヶ丘行｣ 千代ヶ丘
下車徒歩10分)
※定時間のみ新百合ヶ丘駅から送迎バスを運行
(要事前申込)
６月28日

川崎授産学園ってどんな施設？〜施設探索〜

７月５日

・正しく知ろう障害〜知的障害を中心に〜
・〜将来のゆめ〜 ｢ログショップゆめ｣ の
就労者を迎えて

７月12日

ふれあい作業体験 (川崎授産学園つばき寮・
つつじ工房)・まとめ

日

高校生ワークキャンプ

・オリエンテーション ８月７日(月)午後２時〜４時
・宿泊研修 ８月23日(水)午前10時〜25日(金)午後４時
会 場 川崎授産学園 (知的障害者複合施設) 麻生区細山1209
対 象 原則として市内在住・在学の高校生20名 (応募多数の場合
は抽選)
参加費 5,000円 (食費・宿泊費)
申し込み・問い合せ 参加希望者は保護者の同意を得た後に①氏名
②住所③電話番号④学校名・学年を明記し､ ハガキ・FAX・
e-mailにて申し込み｡
＊７月30日(日)必着
川崎市社会福祉協議会 ボランティア活動振興センター
〒210−0024 川崎区日進町５−１
川崎市福祉センター３階
Tel 244−3563・Fax 233−7605
e-mail v-center@csw-kawasaki.or.jp

福 祉 人 材 求 人 情 報

時

問合せ先

※当広報紙の発行日から皆様がご覧になるまでの間に､ 採用決定または
取消しになっている求人もありますのでご了承ください｡ 下記の求人
に関しましては､ まず当人材バンクまでお電話下さい｡
種

時

■ 第23回

費 用 無料
定 員 20名
申 込 電話・FAX・来所にて申込 (６月23日締切)
問い合せ 川崎授産学園
麻生区細山1209
Tel 954−5011・Fax 954−6463

職

全国難聴女性研究大会−川崎大会−

電話 ０４４−２１１−０２１１(直通)
川崎市福祉人材バンク

(土曜・日曜・祝日・年末年始・就職相談会開催日はお休みです｡)
開所時間や地図等につきましては川崎市社会福祉協議会ホームペー
ジをご覧下さい (ＨＰアドレスは当広報紙１面上に掲載しています)｡

就業場所

就業時間

基本給(円)

年齢

求人数

介 護 職 員
( 正 規 )

川崎区小川町

８:45〜17:15

177,640〜

20〜45

2

高齢者デイサービス｡ 土日休み｡ 介護職員(パート) も別条件
で募集中｡ その他同法人地域包括支援センターで保健師等､ な
らびに特別養護老人ホームで正・准看護師と介護職員も募集中｡

看
護
師
( 常 勤 )

幸区河原町

８:30〜17:00

230,000

55歳まで

1

高齢者デイサービス｡ 看護業務｡ 正・准看護師必要｡ 土日祝休
み｡ 短大卒以上｡ 年度ごとの契約 (更新有り)｡

世
話
人
(非常勤)

中原区上平間

16:00〜19:30

時給

20〜60

1

精神障害者グループホーム｡ 買い物･食事作り等｡ 週2〜3日勤
務｡ 年度ごとの契約 (更新有り)｡

介 護 職 員
( 正 規 )

宮前区白幡台

８:30〜17:30

170,000〜

年齢不問

1

高齢者デイサービス｡ 介護職リーダー及び管理者補佐｡ 普通自
動車運転免許必要 (ＡＴ限定可)｡ 休日はローテーション｡
この他介護職 (パート) を別条件で募集中｡

運
転
手
(パート)

多摩区中野島

９:00〜17:00

時給

63歳まで

2

特別養護老人ホーム｡ ショートステイ利用者の送迎業務｡ 普通
自動車運転免許必要 (ＡＴ限定可)｡ 週3日勤務｡ 年度ごとの契
約 (更新有り)｡

900

920

備

考

※なお､ 上記の求人以外にも多数求人情報を扱っております｡ 川崎市社会福祉協議会ホームページをご覧いただくか､ 電話でお問合せ下さい｡

この広報誌は､ 一部共同募金の配分金によって作成されています｡

