
利用できる支援の内容

 認知症の進行段階に応じて、認知症の方とそのご家族が利用できる様々な支援が 

あります。 

以下のページでは、標準的な支援の流れに沿って、さいたま市で利用できる支援の

内容をまとめています。見開きページの「認知症の進行に応じて利用できる支援の例」

の図も参考にしながらご覧ください。 

※ 上図はあくまでモデル的な支援の流れであり、各個人の認知症の進行段階によっ

て、実際の支援の流れは異なります。 

◎ ご覧になる前に 

以下のページには、市や認知症の人と家族の会、さいたま市社会福祉協議会

等が提供する、市内全域で利用できる支援について掲載しています。 

◎ 各支援・サービスのご利用にあたっては 

利用について要件・制限がある場合があります。 

利用料が必要な場合があります。 

利用をご希望の場合は、各支援・サービスの問合せ先にご相談ください。 

標準的な支援の流れ
①相談する 
（21ｐ） 

②早期発見
早期対応 
（27ｐ） 

③診断・治療 
（29ｐ） 

④予防する 
（39ｐ） 

⑤交流する
活動する 
（42ｐ） 

⑥生活支援
身体介護 
（48ｐ） 

⑦安否確認
見守り 
（49ｐ） 

⑧家族を支える 
（53ｐ） 

⑨住まい 
（55ｐ） 

⑪権利を守る 
（59ｐ） 

⑫認知症の人や家族を 
支えたい（62ｐ）

⑩安全を守る 
（56ｐ） 
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① 相談する 
 ここでは、気軽にお問い合わせいただける相談窓口をご紹介いたします。相談を 

受けた窓口は、相談者の必要とする医療・介護・福祉など、さまざまな関係機関へ 

ご案内いたします。 

 「もの忘れかな？」と思ったときや、認知症でお困りのことがあったら、まずは 

相談窓口にご相談ください。 

 区役所高齢介護課では、高齢者の在宅福祉サービスの利用や要介護認定等に関する

業務を行っています。市の高齢者福祉サービスや介護保険サービスの利用を検討され

る方は、お住いの区の区役所高齢介護課にご相談ください。 

（市外局番は048） 

（１）区役所高齢介護課 

高 齢者福祉サービスの利用について 
区役所高齢介護課 高齢福祉係 

西区   ６２０－２６６７   桜区   ８５６－６１７７ 

北区   ６６９－６０６７   浦和区  ８２９－６１５２ 

大宮区  ６４６－３０６７   南区   ８４４－７１７７ 

見沼区  ６８１－６０６７   緑区   ７１２－１１７７ 

中央区  ８４０－６０６７   岩槻区  ７９０－０１６８ 

介 護 保 険 サ ー ビ ス の 利 用 に つ い て 
区役所高齢介護課 介護保険係 

西区   ６２０－２６６８   桜区   ８５６－６１７８ 

北区   ６６９－６０６８   浦和区  ８２９－６１５３ 

大宮区  ６４６－３０６８   南区   ８４４－７１７８ 

見沼区  ６８１－６０６８   緑区   ７１２－１１７８ 

中央区  ８４０－６０６８   岩槻区  ７９０－０１６９ 

（共通）FAX番号 

西区  Fax ６２０－２７６２   桜区  Fax ８５６－６２７１ 

北区  Fax ６６９－６１６７   浦和区 Fax ８２９－６２３８ 

大宮区 Fax ６４６－３１６５   南区  Fax ８４４－７２７７ 

見沼区 Fax ６８１－６１６０   緑区  Fax ７１２－１２７０ 

中央区 Fax ８４０－６１６７   岩槻区 Fax ７９０－０２６７ 
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 シニアサポートセンターでは、地域で暮らす高齢者の介護、福祉、医療等に関す

るさまざまな相談を受け付けています。各センターでは、専門知識を持ったスタッ

フが連携し、必要な機関と協力・調整して、問題解決のお手伝いをしています。 

さいたま市では、日常生活圏域という地域ごとに、市内に27の地域包括支援セン

ターを設置し、年末年始を除き毎日開所しています。認知症について不安や相談が 

ありましたら、まずはお気軽にお電話ください。 

◆実施しているサービスと業務 

○ 介護に関する相談、健康や福祉、医療に関する総合相談 

○ 成年後見制度の紹介、高齢者虐待の防止等の権利擁護業務 

○ 介護予防対象者の決定や各介護予防教室の提案等 

○ 地域のケアマネジャーの指導や支援 

○ 地域の保健・医療機関等とネットワークづくりなど 

◆シニアサポートセンター（地域包括支援センター）一覧 

シニアサポートセンター（地域包括支援センター）は、お住まいの地域によって 

担当が異なります。以下の一覧で担当のシニアサポートセンター（地域包括支援セ

ンター）を確認してください。 

西

区

北部圏域シニアサポートセンター 三恵苑 

西区中釘2162-4 星本ビル1階   048-620-1312 Fax 048-782-5751 

大字内野本郷／大字指扇／大字指扇領辻／大字指扇領別所／大字清河寺／大字高木／大字中釘／

大字西新井／西大宮１～４丁目／大字平方領々家／大字宝来／大字峰岸／三橋６丁目／宮前町 

南部圏域シニアサポートセンター くるみ 

西区西遊馬771-2  048-622-8103 Fax 048-622-8104 

大字飯田／大字飯田新田／大字植田谷本／大字植田谷本村新田／大字佐知川／大字三条町／大字

島根／（西区）大字昭和／（西区）大字塚本／塚本町１～３丁目／大字土屋／大字中野林／大字

西遊馬／大字二ツ宮／プラザ／大字水判土／三橋５丁目／湯木町１～２丁目 

北

区

北部圏域シニアサポートセンター 緑水苑 

北区吉野町1-27-13  048-662-7350 Fax 048-662-7360 

奈良町／別所町／宮原町１～４丁目／吉野町１～２丁目 

東部圏域シニアサポートセンター 諏訪の苑 

北区本郷町348-2  048-662-7600 Fax 048-662-7608 

植竹町１～２丁目／今羽町／土呂町／土呂町１～２丁目／東大成町１～２丁目／本郷町／盆栽町

／見沼１～３丁目 

西部圏域シニアサポートンター ゆめの園 

北区日進町2-813  048-653-0544 Fax 048-653-2727 

大成町４丁目／櫛引町２丁目／日進町１～３丁目 

（２）シニアサポートセンター（地域包括支援センター） 
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（シニアサポートセンター（地域包括支援センター）一覧） 

大
宮
区

東部圏域シニアサポートセンター 白菊苑 

大宮区天沼町1-154-1  048-658-5588 Fax 048-648-5582 

東町１～２丁目／天沼町１～２丁目／大原６～７丁目／吉敷町１～４丁目／北袋町１～２丁目／

下町１～３丁目／寿能町１～２丁目／浅間町１～２丁目／大門町１～３丁目／高鼻町１～４丁目

／土手町１～３丁目／（大宮区）仲町１～３丁目／堀の内町１～３丁目／宮町１～５丁目 

西部圏域シニアサポートセンター 春陽苑 

大宮区大成町2-397-3  048-661-8611 Fax 048-654-9212 

大成町１～３丁目／上小町／櫛引町１丁目／桜木町１～４丁目／錦町／三橋１～４丁目 

見
沼
区

北部圏域シニアサポートセンター さいたまやすらぎの里 

見沼区卸町2-21-1  048-680-3289 Fax 048-680-3230 

卸町１～２丁目／大字小深作／春岡1～３丁目／春野１～４丁目／大字深作／深作１～５丁目／

大字丸ヶ崎／丸ヶ崎町／大字宮ヶ谷塔／宮ヶ谷塔１～４丁目 

東部圏域シニアサポートセンター 敬寿園七里ホーム 

見沼区大谷2022-1  048-681-6614 Fax 048-681-6200 

大字大谷／大字加田屋新田／大字新堤／大字蓮沼／大字東宮下／東宮下１～３丁目／大字東門前

／大字膝子／大字風渡野 

西部圏域シニアサポートセンター 大和田 

見沼区大和田町2-1387-1  048-685-8791 Fax 048-685-5514 

大和田町１～２丁目／島町／島町１～２丁目／大字砂／砂町２丁目／東大宮１～７丁目／堀崎町 

南部圏域シニアサポートセンター 敬寿園 

見沼区南中野287 ｿﾚｲﾕ南中野101 048-681-5151 Fax 048-681-5152 

加田屋１～２丁目／大字片柳／片柳１～２丁目／片柳東／大字上山口新田／大字笹丸／大字新右

ェ門新田／大字染谷／染谷１～３丁目／大字中川／大字西山新田／大字西山村新田／大字東新井

／大字御蔵／大字南中野／大字南中丸／大字見山／大字山 

中
央
区

北部圏域シニアサポートセンター ナーシングヴィラ与野 

中央区本町東6-10-1  048-859-5375 Fax 048-857-8532 

円阿弥１～７丁目／大字上落合／上落合１～９丁目／桜丘１～２丁目／新都心／八王子１～５丁

目／本町西１～６丁目／本町東１～７丁目 

南部圏域シニアサポートセンター きりしき 

中央区新中里2-8-6  048-858-2121 Fax 048-858-6969 

上峰１～４丁目／大戸１～６丁目／大字下落合／下落合２～７丁目／新中里１～５丁目／鈴谷１

～９丁目 

桜

区

北部圏域シニアサポートセンター 彩寿苑 

桜区宿400  048-857-6517 Fax 048-857-6500 

大字大久保領家／大字上大久保／大字五関／大字在家／栄和２～５丁目／大字下大久保／大字宿

／大字白鍬／大字神田／（桜区）大字塚本／中島４丁目５番 ～ 最終番地 

南部圏域シニアサポートセンター ザイタック 

桜区田島5-25-8 U21ビル2階 048-836-3503 Fax 048-836-3507 

栄和１・６丁目／桜田１～３丁目／新開１～４丁目／田島１～１０丁目／大字道場／道場１～５

丁目／中島１～３丁目／中島４丁目１番 ～ ４番／西堀１～１０丁目／大字町谷／町谷１～４丁

目／南元宿１～２丁目／山久保１～２丁目 
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（シニアサポートセンター（地域包括支援センター）一覧）

浦
和
区

北部圏域シニアサポートセンター かさい医院 

浦和区針ヶ谷3-13-18  048-823-3031 Fax 048-823-3032 

大原１～５丁目／上木崎１～８丁目／北浦和１～３丁目／皇山町／針ヶ谷１～３丁目／元町１～

３丁目 

東部圏域シニアサポートセンター スマイルハウス浦和 

浦和区領家4-13-3  048-813-7710 Fax 048-813-7731 

木崎１～５丁目/駒場１～２丁目／瀬ヶ崎１～５丁目／大東１～３丁目／大字三崎／領家１～７

丁目 

中部圏域シニアサポートセンター ジェイコー埼玉 

浦和区北浦和5-2-7  048-834-3782 Fax 048-834-3794 

北浦和４～５丁目／高砂１～４丁目／常盤１～１０丁目／(浦和区)仲町１～４丁目／針ヶ谷４丁

目 

南部圏域シニアサポートセンター 尚和園 

浦和区東岸町８-８  048-813-8915 Fax 048-883-8696 

岸町１～７丁目／(浦和区)神明１～２丁目／東岸町／東高砂町／東仲町／前地１～３丁目／本太

１～５丁目 

南

区

東部圏域シニアサポートセンター 社協みなみ 

南区南浦和3-46-10 ﾆﾁｴｲﾏﾝｼｮﾝ 1階 048-871-1230 Fax 048-883-2760 

大字円正寺／（南区）大字大谷口／大谷場１～２丁目／大字太田窪／太田窪２・４・５丁目／大

字広ケ谷戸／南浦和１～４丁目 

中部圏域シニアサポートセンター ハートランド浦和 

南区別所３-１６-１１-101 048-836-2929 Fax 048-836-2333 

鹿手袋１～３丁目／鹿手袋４丁目１番～１３番、１６番～１７番２号、１７番１６号～２３番／

鹿手袋７丁目６番～９番／白幡１～３丁目／(南区)神明１～２丁目／関１～２丁目／辻１～８丁

目／根岸１～５丁目／文蔵１～５丁目／別所１～５丁目／別所６丁目１番～１６番、１７番７号

～１９番１０号、１９番２１号～１９番最終号、２０番１４号～２０番２８号／別所７丁目１番

～１１番９号、１１番２５号～１１番最終号、１５番～１５番４号、１５番２７号～１５番最終

号／南本町１～２丁目 

西部圏域シニアサポートセンター けやきホームズ 

南区四谷2-10-17 寺本ビル１Ｆ 048-710-7555 Fax 048-710-6555 

内谷１～７丁目／鹿手袋４・７丁目の南区中部以外の地番／鹿手袋５・６丁目／白幡４～６丁目

／沼影１～３丁目／別所６・７丁目の南区中部以外の地番／曲本１～５丁目／松本１～４丁目／

四谷１～３丁目 

緑

区

北部圏域シニアサポートセンター リバティハウス 

緑区松木3-29-5  048-875-3111 Fax 048-875-3112 

大字大崎／大字上野田／大字北原／大字玄蕃新田／道祖土１～４丁目／芝原１～３丁目／大字下

野田／大字新宿／大字大門／大字代山／大字高畑／大字寺山／大字中野田／大字南部領辻／馬場

１～２丁目／東大門１～３丁目／松木１～３丁目／大字間宮／美園１～６丁目／大字見沼／大字

三室／宮本１～２丁目／山崎１丁目 

南部圏域シニアサポートセンター 浦和しぶや苑 

緑区中尾925  048-876-1770 Fax 048-876-1821 

大字大牧／大字大間木／大間木1～3丁目／（緑区）大字大谷口／大字下山口新田／太田窪１・

３丁目／大字中尾／大字蓮見新田／原山１～４丁目／東浦和１～９丁目 
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（シニアサポートセンター（地域包括支援センター）一覧）

 さいたま市が地域の認知症疾患対策の拠点として指定した、認知症に関する診

断、行動・心理症状と身体合併症に対する急性期治療、電話による専門医療相談等

を実施するセンターです。 

 認知症は早期発見・早期対応が大切です。認知症に関する、特に医療的な側面の 

不安・相談がありましたら、お気軽にお電話ください。 

※ 専門の相談担当者への相談は無料ですが、診察等の医療行為は医療保険による自己負担が 

あります。 

岩
槻
区

北部圏域シニアサポートセンター 松鶴園 

岩槻区古ヶ場11  048-795-2653 Fax 048-793-3155 

大字相野原／愛宕町／大字岩槻３４６番地 ～１５２７番地、４９５３番地 ～５００９番地、５

１１３番地 ～５１９０番地、５２０５番地 ～５２０７番地、５２４３番地 ～５２４４番地、

５２５９番地 ～５３１８番地３、５３２７番地 ～７２７９番地１／大字上野／上野１～６丁目

／大字裏慈恩寺／大字表慈恩寺／大字掛／大字金重／大字鹿室／大字古ヶ場／古ヶ場１～２丁目

／大字小溝／大字慈恩寺／諏訪１～５丁目／大字徳力／西町１丁目４番 ～ ６番／西町４～５丁

目／日の出町／大字平林寺／大字本宿／大字馬込／大字南辻／大字南平野／（岩槻区）宮町１～

２丁目／美幸町 

中部圏域シニアサポートセンター 社協岩槻 

岩槻区本町3-2-5 ワッツ東館3階 048-758-4395 Fax 048-758-8099 

大字岩槻３１６８番地 ～４９５２番地１１、５０１０番地 ～５１１２番地、５１９１番地 ～

５２０４番地、５２０８番地 ～５２４２番地、５２４５番地 ～５２５８番地、５３１９番地 

～５３２６番地／太田１～３丁目／大字加倉１５６２番地 ～１７１８番地／加倉１～４丁目／

城町１～２丁目／（岩槻区）仲町１～２丁目／並木１～２丁目／西原／西原台１～２丁目／西町

１丁目１番 ～ ３番、７番／西町２～３丁目／（岩槻区）東町１～２丁目／本町１～６丁目／本

丸１～４丁目／大字箕輪 

南部圏域シニアサポートセンター 白鶴ホーム 

岩槻区東岩槻4-5-10  048-790-3311 Fax 048-790-3312 

大字飯塚／大字浮谷／大字大口／大字大戸／大字大野島／大字大森／大字大谷／大字尾ヶ崎／大

字尾ヶ崎新田／大字釣上／大字釣上新田／大字加倉１番地 ～１５０４番地、１９３６番地 ～７

７４９番地／加倉５丁目／大字柏崎／上里１～２丁目／大字黒谷／大字笹久保／大字笹久保新田

／城南１～５丁目／大字真福寺／大字末田／大字高曽根／大字長宮／大字新方須賀／大字野孫／

原町／東岩槻１～６丁目／府内１～４丁目／大字増長／美園東１～３丁目／大字南下新井／南平

野１～５丁目／大字村国／大字谷下／大字横根 

◆相 談 先： さいたま市認知症疾患医療センター 

中央区本町東６-１１-１ 

（社会福祉法人シナプス）埼玉精神神経センター内 

 048-857-6811 （音声ガイダンスが流れたら「1」をプッシュ） 

（３）さいたま市認知症疾患医療センター 
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 認知症の方や、認知症の方を介護しているご家族に対し、認知症地域支援推進員

等の専門職が電話相談に応じるとともに、必要に応じて、月２回実施している専門

の医師による個別相談におつなぎいたします。 

※ 医師による個別相談の日程、会場等につきましては、上記のさいたま市社会福祉協議会在宅

サービス課大宮サービスセンターにお問い合わせください。 

 在宅の支援を必要とする高齢者やその家族などに対し、日常生活上の不安や介護 

サービスなどに関する総合的な相談、高齢者や介護者のニーズに応じた各種の保

健・福祉サービスが総合的に受けられるように関係各機関との連絡調整などを行う

ため、市内に在宅介護支援センターを設置しています。在宅介護支援センターの連

絡先については、各区役所高齢介護課（21ｐ）にお問い合わせください。 

 要介護認定を受けた人が介護保険サービスを利用する際に、介護全般の専門家で 

ある介護支援専門員（ケアマネジャー）に相談します。介護支援専門員は、本人や  

家族などからの相談に応じて、その人の状況に合わせた「ケアプラン」を作成し、  

関係機関との調整を行います。利用している介護保険サービスに見直しが必要な場

合も、担当の介護支援専門員にご相談ください。 

 ひとには話せないような悩みごとやグチでも、介護体験のある「家族の会」の 

世話人がお話を伺います。家族のことを知られたくない方や、日中家を空けられな

い方も、電話で日ごろの悩みを話すことができます。 

 また、同支部に、若年性認知症の相談を専門で受け付ける若年性認知症サポート

センター（17ｐ）を配置しています。 

◆問 合 先： 公益社団法人 認知症の人と家族の会埼玉県支部 

 048-814-1210 （月火水金土 午前 10時～午後3時） 

Fax 048-814-1211 

（７）認知症の人と家族の会 埼玉県支部 

◆相 談 先： さいたま市社会福祉協議会在宅サービス課大宮サービスセンター 

 048-782-6839  Fax 048-782-6840 

◆医師による個別相談： 

毎月２回 ／ １日定員２名まで（予約制） 

◆費  用： 無料 

（４）認知症相談 

（５）在宅介護支援センター 

（６）介護支援専門員（ケアマネジャー）
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