４．認知症対策・成年後見制度を利用する
認知症対策・成年後見
１ 認知症サポーター養成講座
地域福祉課［地域包括ケア推進室］ 電話（0568）85－6187
認知症について正しく理解し、認知症高齢者やその家族を地域で見守る「認知症サポータ
ー」を養成する講座を開催します。
また、認知症サポーター養成講座の受講を希望する団体に対しては、講師を派遣します。
※ 会場は利用者で用意してください。
● 対象者
市内在住、在勤、在学の方
● 問い合わせ先
地域福祉課地域包括ケア推進室、認知症地域支援推進員
または担当区域の地域包括支援センター
※ 認知症地域支援推進員 電話（0568－85－4321）
（春日井市社会福祉協議会地域活動支援課）
※ 担当の地域包括支援センターは、１・２ページの「◇ 市内の地域包括支援センター」を
参照してください。

２ 高齢者・障がい者権利擁護センター

本文中の問い合わせ先へご連絡ください

認知症、知的障がい、精神障がい等により、判断能力が十分でない方の成年後見制度の相
談や利用支援等を行います。弁護士、司法書士による専門職相談（予約制）、一般相談のほ
か、市民後見人育成研修等も行います。
● 利用時間
月～金曜日（祝休日・年末年始を除く）
、午前８時 30 分～午後５時
● 場所
総合福祉センター内
● 問い合わせ先
高齢者・障がい者権利擁護センター 電話（0568）82－9232（運営：春日井市社会福祉協議会）

３ 成年後見制度利用支援

地域福祉課

電話（0568）85－6364

判断能力が不十分な高齢者等の成年後見制度の利用を支援するため、老人福祉法に基づ
いて市長が後見等の申立てを行うとともに費用を助成します。
● 対象者
認知症等により判断能力が不十分な高齢者で、次のいずれにも該当する方
・ 春日井市の介護保険の要支援か要介護の認定を受け、サービスを利用している方、または利
用予定の方
・ ２親等以内の親族がいない方や、２親等以内の親族があっても申立てを期待することが困難
な方（３、４親等の親族が申立てをする場合を除く）
・ 成年後見制度の利用が必要な方
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４ 認知症高齢者等見守り支援事業
地域福祉課［地域包括ケア推進室］ 電話（0568）85－6187

◇ＧＰＳ端末購入費等の助成
認知症の方が安心して地域で暮らせるよう、行方不明となった場合に居場所を特定する
ＧＰＳ端末の導入に要する費用を助成します。
●

対象者
市内に住所を有する要介護・要支援認定を受けている認知症のある方又はその方を介護
しているご家族
● 助成金額
高齢者１人につき１回限り上限１万円
● 助成対象
登録事業者のＧＰＳ端末を利用する際に必要となる端末購入費用等の導入に要する費用
◇みまもりあいステッカー及びみまもりあいプロジェクト
認知症の方が行方不明となった場合に身元を特定するステッカーを配付し、スマートフ
ォンのアプリケーションを利用して捜索依頼を配信します。
●

対象者
市内に住所を有する要介護・要支援認定を受けている認知症のある方又はその方を介護
しているご家族
● 費用負担
２年目以降は年会費 3,600 円が必要です。
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５ 日常生活自立支援事業

本文中の問い合わせ先へご連絡ください

認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等判断能力の不十分な方が、自立した地域生
活が送れるよう、福祉サービスの利用援助を行います。
● 事業内容
福祉サービスについての情報提供、福祉サービス利用に関する相談、福祉サービス利用料等の
支払い、日常的な金銭管理、苦情相談、大切な書類等の預かり。
● 利用料
相談は無料、上記の援助を利用する場合は、原則として利用料が必要です。
● 問い合わせ先
春日井市社会福祉協議会 電話（0568）86－9228

６ 家族介護者支援センター

本文中の問い合わせ先へご連絡ください

認知症の方や家族、地域住民のための介護相談、関係機関とのコーディネートを行います。
● 利用時間
火～日曜日、午前 7 時 30 分～午後４時
● 場所
篠木町 2－1281－1 ポプラハウス１Ｆ
● 問い合わせ先
家族介護者支援センターてとりんハウス 電話（0568）41－8844
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７ 認知症カフェ「かすがい おれんじ プラスカフェ」
地域福祉課［地域包括ケア推進室］ 電話（0568）85－6187
認知症の方、その家族が住み慣れた地域に安心して過ごせる場ができるよう、認知症に理
解のある店舗等を認知症カフェとして登録しています。
登録している店舗等には登録証があります。

◇ 定期的に交流会を開催しているかすがいおれんじプラスカフェ
交流会は、認知症の方やその家族、地域住民の誰もが気軽に集まり、思いや悩みを語り
合ったり、認知症や生活の工夫などの情報交換を行ったりする場です。
店舗名

ホームページアドレス

所在地

電話番号

交流会開催予定日

開催時間

１ 家族介護者支援センターてとりんハウス http://tetorin.jimdo.com/
春日井市篠木町 2-1281-1
ポプラハウス１階
２ どんぐりの森 どんぐり喫茶
春日井市高森台 5-6-1

0568-418844

毎月第 3 土曜日

10:00～12:00

http://www.me.ccnw.ne.jp/donguri/index.htm
0568-915656

毎月第３金曜日

13:00～16:00

３ 神領リハビリ＆リラクゼーションセンター 懐メロサロン
春日井市神領町 2-29-1
神領ステーションビル１階
４ IZUMI Café
春日井市大泉寺町 136-3

0568-865151

毎月第３又は第４土曜日
※不定期でサロン開催

13:00～15:00

https://www.izumicafe.com/
0568-296123

毎月開催
15:00～17:00
※店舗へお問合せください

５ アイセイ薬局かえで店 おれんじ＋かふぇ～あいせい～ https://www.aisei.co.jp/
春日井市大留町 9-3-5

0568-534077

毎月第２水曜日

14:00～16:00

６ はるカフェ（特別養護老人ホーム第２春緑苑） https://douen.or.jp
春日井市下津町 500

0568-569171

毎月第３又は第４金曜日
14:00～16:00
※施設へお問合せください
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◇ かすがいおれんじプラスカフェ登録店舗
かすがいおれんじプラスカフェは、認知症の方やその家族、地域住民の誰もが気軽に利用
でき、認知症サポーター養成講座を受講したスタッフがいる店舗です。
店舗名

ホームページアドレス

所在地

電話番号

１ モンパパ
春日井市西高山町 2-14-24
２ 珈琲ブラシア 坂下店
春日井市坂下町 4-613
３ 一服亭かちがわ
春日井市妙慶町 121

営業時間

定休日

http://monpapa1989.com/
0568-33-3392

9:00～20:00
※カフェは
月曜日・第３火曜日
10:00～18:00

http://coffee-brasia.com/
0568-29-9412

7:00～18:00

無休

http://www.geocities.jp/ippukuteikatigawa/
0568-29-7094

10:00～17:00

土曜日・日曜日・祝日

0568-91-3890

10:55～17:35

土曜日・日曜日・祝日

0568-85-8648

7:00～17:00

４ ウィズ・ティー
春日井市藤山台 6-4-19
５ 珈琲ショップ 豆の木
春日井市中央通 2-103

月曜日

６ Café du Lapin(カフェドゥラパン) https://cafedulapin.shopinfo.jp/
春日井市高森台 6-2-7

0568-91-2384

9:00～18:00

不定休

0568-95-0077

9:00～17:00

月曜日・
祝日のある週の火曜日

７ グリーンピアおおくら
春日井市細野町 3249-1

８ Café du Refuge 岳(カフェドゥルフュージュ がく) http://www.mb.ccnw.ne.jp/̴aa24291/
春日井市廻間町下巳新田 65-1
９ 和菓子所 松の家道宗
春日井市松本町 502

0568-88-8710

9:00～17:00

火曜日・水曜日

http://www.matsunoyadousou.com/
0568-51-0411
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9:00～18:00

水曜日・第２火曜日

店舗名

ホームページアドレス

所在地

電話番号

営業時間

定休日

10 coffee ＆ liquor むらくも https://m.facebook.com/c.l.murakumo0715/
春日井市如意申町 7-9-1

080-36470814

8:00～18:00

火曜日

0568-33-2888

7:00～14:00

水曜日

0568-83-3027

7:00～14:00
※土曜日は
11:00 まで

月曜日

11 かつ昇
春日井市美濃町 3-201
12 レストラン アロン

春日井市小野町 4-8-16

13 春日井市役所 12 階展望レストラン オガッシ http://www.tenbou-restaurant.com/
春日井市鳥居松町 5-44

0568-85-6574

9:00～17:00

土曜日・日曜日・祝日

14 健康ごはん 春カフェ https://ameblo.jp/omusubi-maruya/
春日井市東野町 5-12-1

0568-56-2065

11:30～16:00

土曜日
(ＨＰを確認してくださ
い)

090-6076-6811

7:00～17:00

金曜日

11:00～19:30
※水曜日(祝日
以外)は 17:00
まで

サンマルシェ南館休業
日

15 くつろぎ処「天海」
春日井市桃山町 2-187-16
16 イタリアンカフェ・ダン
春日井市中央台 1-2-2 サンマ
0568-92-2168
ルシェ内南館 B1
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