
認知症サポーター活躍事例集

平成３０年１１月

千葉県

健康福祉部高齢者福祉課

チーバくん



　　白井市・・・・・・・・・・・・・・・１１ページ

目次

　　市川市・・・・・・・・・・・・・・・・１ページ

　　船橋市・・・・・・・・・・・・・・・・２ページ

　　木更津市・・・・・・・・・・・・・・・３ページ

　　松戸市・・・・・・・・・・・・・・・・４ページ

　　茂原市・・・・・・・・・・・・・・・・５ページ

　　成田市・・・・・・・・・・・・・・・・６ページ

　　市原市・・・・・・・・・・・・・・・・７ページ

　　君津市・・・・・・・・・・・・・・・・８ページ

　　浦安市・・・・・・・・・・・・・・・・９ページ

　　袖ケ浦市・・・・・・・・・・・・・・１０ページ

　　南房総市・・・・・・・・・・・・・・１２ページ

　　長柄町・・・・・・・・・・・・・・・１９ページ

　　酒々井町・・・・・・・・・・・・・・１３ページ

　　栄町・・・・・・・・・・・・・・・・１４ページ

　　神崎町・・・・・・・・・・・・・・・１５ページ

　　多古町・・・・・・・・・・・・・・・１６ページ

　　九十九里町・・・・・・・・・・・・・１７ページ

　　横芝光町・・・・・・・・・・・・・・１８ページ



市川市市町村名

事例紹介
☆認知症カフェ等でのボランティア☆

【参加までの流れ】
　○認知症サポーターステップアップ講座
　　認知症サポーターを対象に
　　「ステップアップ講座」を開催。
　　実際に活動する前に、
　　認知症の人との接し方等を学ぶ。
　　受講した方にはナンバー入り
　　修了証を交付し、名簿登録。

　◯市川市認知症サポーター活動情報
　　市公式ウェブサイトに、「認知症サポーター活動情報」ページを開設し、認知症カフェを
　　中心に、認知症サポーターがボランティアで活動できる場の情報を掲載。
　　月1回更新。ステップアップ講座の修了者はサイトを見て認知症カフェ等に参加。

　　　　　　　　　　http://www.city.ichikawa.lg.jp/wel02/1111000106.html

【活動内容】
　○認知症カフェのお手伝い、傾聴ボランティア。
　○活動報告
　　認知症カフェ等で活動した認知症サポーターは６カ月毎に市に報告し、人数・活動
  　回数を把握。※ステップアップ講座修了者はナンバーで把握。
　　※平成29年度　活動実人数　　　　４２人 （内ステップアップ講座修了者２３人）
　　　　　　　　　　　 　活動延べ回数　 １６１回 （内ステップアップ講座修了者１０８回）
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市町村名 船橋市

事例紹介
☆認知症に関するイベント参加☆

【参加までの流れ】
　○「ふなばしオレンジネット」
　　「認知症の人にやさしい船橋」を目指し、平成２８年度から、市内在住・在勤で認知症サ
　　ポーター養成講座を受講し、オレンジリングを所持している認知症サポーターを対象に、
　　メール配信を行う「ふなばしオレンジネット」を開始！
　　配信内容は認知症に関するイベント情報や認知症に関するボランティア募集等。
　　平成３０年１０月１日に船橋市のメール配信サービスが統合されたことに伴い、認知症
　　サポーターも含めた多くの方が登録し、登録者は平成３０年１０月１日時点で約１２００人。
　　今後は、認知症サポーターへのメール配信に加え、認知症サポーター以外の登録者に対
　　しても認知症関連情報を配信し、イベント等に参加していただき、認知症サポーター養成
　　講座の受講を促す。

【活動内容】
　認知症に関するイベント情報として、下記イベントの情報をこれまでに配信し、ボランティア
　や参加者として認知症サポーターの方も参加している。
　○メモリーウォーク
　　認知症の理解と病気に対する社会への啓発活動のためのパレード。市民まつりで実施。
　○ＲＵＮ伴
　　認知症になっても安心して暮らせる地域づくりを目指し、認知症の人もそうでない人も、み
　　んなでタスキをつないで日本を縦断するイベント。
　○認知症高齢者徘徊模擬訓練
　　認知症高齢者本人の気持ちに配慮した声かけや見守り方を学び、徘徊高齢者を地域で見
　　守る仕組みを作るための訓練。
　○認知症カフェ
　　認知症の人やその家族、地域住民、専門職など誰もが気軽集い交流できる場。

メモリーウォークの様子

（平成３０年７月２９日）

オレンジネット配信の様子
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市町村名 木更津市

事例紹介
☆徘徊模擬声かけ訓練☆

【活動内容】
　徘徊模擬声かけ訓練を実施し、認知症サポーターが参加。
　○徘徊している認知症の人を発見したときの声かけ訓練。
　○徘徊している認知症の人が、見守りキーホルダーを所持している場合の対応方法。
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市町村名 松戸市

事例紹介
☆オレンジ声掛け隊☆

【参加までの流れ】
　○認知症サポーターによる声かけ人材の育成
　○認知症サポーターのうち認知症の方への見守り支援をする意欲のある市民は市へ
　　「オレンジ声かけ隊」の登録。

【活動内容】
　○普段の生活で手助けが必要な高齢者を見かけた際の声かけ活動。
　　（通称：あんしん一声運動）
　○毎年１回、あんしん一声運動参加者を対象に研修会を実施。
　○より充実した支援を行いたいという市民へは、「オレンジ協力員」への登録を勧めている。

☆オレンジ協力員☆
　認知症サポーターによる専門職との実践活動（認知症カフェの運営、見守りパトウォーク等）

【参加までの流れ】
　○認知症サポーターのうちボランティアに参加する意欲のある市民は市へオレンジ協力員
　　の登録し、専門職と一緒に認知症の人に関わるボランティアを行う。
　　（一部業務は市の社会福祉協議会へ委託）

【活動内容】
　○認知症カフェ
　　現在市内に１５箇所あり、カフェでのオレンジ協力員の活動内容の充実が図られている。
　○見守り活動
　　一部地域では、地域包括支援センター職員と一緒に散歩をしながら近所の子どもや
　　高齢者を見守る「見守りパトウォーク」を実施。
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市町村名 茂原市

事例紹介
☆認知症関連事業のボランティア参加☆
　認知症予防教室や認知症カフェ、啓発活動など認知症に関係した事業への参加。

【活動内容】
　○認知症予防教室の参加
　○認知症カフェの運営、傾聴ボランティア等
　○RUN伴の参加
　　平成３０年度は、認知症の人やその家族、認知症サポーター、ボランティア等
　　計　約２００名が参加。

RUN伴参加の様子
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市町村名 成田市

事例紹介
☆認知症カフェのボランティア☆

【参加までの流れ】
　○カフェの開催にあたり、参加するボランティアの皆さんに認知症サポーター養成講座を
 　  実施。その後カフェの運営スタッフとして活躍。

【活動内容】
　○カフェの内容の企画検討、傾聴、お茶出し、後片付け等。
　○カフェ終了後に反省会を行い対応方法などを検討。

　　　　　　　　　　※エプロンと名札をつけているのがボランティアの目印。

認知症カフェの様子
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市町村名 市原市

事例紹介
☆オレリン会への参加☆
　認知症サポーター養成講座を修了した人に、「オレリン会」への参加を呼びかけ、どのような取り
組みができるか、定期的に集まり検討をしている。
（「オレリン会」とは、オレンジリングを持っている人（＝認知症サポーター）が、自分のできる範囲
で、認知症の人やその家族を支援する取組みを行う会。）

【活動内容】
　○ロバ隊長の作成
　　ロバ隊長（認知症サポーター養成講座のキャラクター）の作成と、小学生の認知症サポーター
　　養成講座終了者へ配布するロバのマスコットを作成。
　○イベントへの参加
　　認知症に関するイベントで、認知症の基礎知識や脳トレを紹介するボランティアスタッフ
　　として参加。

・小学生が認サポを受け、ロバのマスコット（ロバッ

ト）やオレンジリングを身に着けることで、地域全体

で認知症への関心が高まり、高齢者の見守りに繋がる。

・小学生を通して、認知症に関心の少ない小学生の親

世代にも、認知症について知ってもらう。

・地域の介護保険施設、薬局、医

療機関の職員が、キャラバン・メ

イトとして小学校で認サポを行う

ことで、地域の施設と小学校で双

方向の見守りに繋がる。

・医療機関や介護保険関係施設、

更に、農協や郵便局、コンビニ、

スーパー等にロバ隊長が置かれ、

地域全体に認知症への関心が広が

る。

・認サポを受講した地域の人が、

ロバのマスコット（ロバット）や

ロバ隊長を作ることで、自分ので

きる範囲での認知症の人や家族を

支える活動に繋がる。

・自分の作ったロバットやロバ隊

長が、小学生が着けている姿や、

施設に置かれている様子を見るこ

とで、地域での役割を感じること

ができる。

認サポを受けて、認サポを活

用して、地域づくり

※認知症サポー
ター養成講座
→「認サポ」
と記載。

〔ロバ隊長・ロバットが生み出される仕掛け〕

①ロバ隊長を認知症イベント等で紹介（認知症の人を応援している目印に）

②ロバ隊長は材料と交換（お金を介さない仕組み）

③材料を少し多めにいただき、ロバットの材料に（了承を得て）

④ロバ隊長1体分の材料でロバットが約20個分作成できる

↑ロバット

↑ロバ隊長
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市町村名 君津市

事例紹介
☆徘徊模擬訓練の実施☆
　平成25年度～28年度まで、年度ごとに開催地区を変え、徘徊模擬訓練を開催。
　認知症の人への対応実践や声かけ訓練を実施。

【徘徊模擬訓練開始前から終了後の流れ】
　○事前学習として、開催地区にて２～３回、認知症サポーター養成講座等の研修会を実施
　○訓練終了後、自治会館等を借り、自治会、商店、警察等、参加団体に出席していただき、
　　反省会　（参加した感想や質疑応答）を開催

【活動内容】
　○訓練当日、徘徊者役の特徴を防災無線とＳＯＳネットワークＦＡＸにて送信。捜索、発見、
　　声掛け、　保護に参加。
　　※ＳＯＳネットワーク登録者数194名(平成30年5月現在）
　○110番通報訓練の実施

【訓練協力団体・協力者】
　開催地区の自治会、民生委員、商業施設、キャラバン・メイト、認知症サポーター、警察署、
　関係部署、地域住民

平成２８年度訓練の様子
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市町村名 浦安市

事例紹介
☆はいかい高齢者見守り模擬訓練の実施☆
　

　平成26年度から年１回、担当地域包括支援センターを
　中心に「はいかい高齢者見守り模擬訓練」を実施。
　認知症サポーターのうち希望者が参加。

周知活動を兼ねているので、

のぼりを持って指定エリア内

を捜索します。

はいかい役を発見したら、

警察（実施本部に警察官）へ

通報します。
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市町村名 袖ケ浦市

事例紹介
☆認知症カフェへの参加☆
　認知症カフェが市民により設立運営され、通年週1回（水）に開催されている。
　ボランティアがシフト制で参加。

コーヒーセット３００円 おにぎりセット３００円
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市町村名 白井市

事例紹介
☆認知症パートナーによる介護している家族と本人が一緒に楽しめる場
  （認知症カフェ）の立ち上げと運営☆

【参加までの流れ】
　〇認知症パートナー養成講座
　　認知症サポーターのうち、活動意欲のある人に
　　認知症パートナー養成講座を実施し、認知症
　　パートナー名簿を作成し、活動に参加できる方を募る。
　　※平成３０年度までに４４人養成。

【認知症カフェの立ち上げまでの経緯】
　○平成29年度修了者の有志メンバーと地域包括支援
　　センター職員でもの忘れの心配のある人や家族が
　　一緒に安心して来ることができ、無理なく楽しんで地域
　　とつながれる場のあり方について話し合いを繰り返し、
　　平成30年度4月より「お楽しみ処」開催に至る。

【活動内容】
　〇「お楽しみ処」の運営
　　市で月に2回、第2・4木曜日に「介護している家族と本人が一緒に楽しめる場」
　　（※「認知症」の記載はしていない）を開催しており、運営として参加。
　　下記パネルで「お楽しみ処」の目的を共有しスタート、梨トレ体操、脳トレゲーム、歌など
　　で身体を動かした後、参加者同士の小グループに入り、話（昔話・傾聴・家族同士の情報
　　交換等)をサポート、会の進行、運営方法の検討。
　　毎回の運営は、協力できる認知症パートナー3～8名、第３期介護予防推進員（任期済）
　　1～3名、地域包括支援センター職員や介護事業所有志スタッフ（委託先含む）1～3名で
　　実施。
　　お楽しみ処への参加は約6～12名の認知症当事者や家族など。

　※紙芝居風の「お楽しみ処」目的共有パネル　　　　　　　※梨トレ体操
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市町村名 南房総市

事例紹介
☆認知症サポーターによる認知症カフェの運営☆

おたがい茶間カフェ
　自主運営のボランティア団体として毎週１回、水曜日午前10時から午後3時まで認知症
　カフェを開催している。（おたがい茶間カフェ）
【活動内容】
　○お茶出し手伝い、飾りつけ、傾聴
【参加者】
　認知症の人やその家族約40名（平均）、認知症サポーター約10名程度、不定期に市役所
　保健師等1名。

おかげ茶間サロン
　自主運営のボランティア団体として毎月１回、金曜日午前10時から2時間程度認知症カフェ
　を開催している。（おかげ茶間サロン）
【活動内容】
　○お茶出し手伝い、飾りつけ、傾聴
【参加者】
　○認知症の人やその家族約40名（平均）、認知症サポーター約10名程度、
　　不定期に市役所保健師等1名。

お達者サロン
　協議体でのお達者サロン（つどいの場）開催・運営。
　市内19箇所でボランティアとして開催をしており、それぞれに開催日時・場所は設定。
【活動内容】
　○お茶出し手伝い、飾りつけ、傾聴、介護予防教室など
【参加者】
　○高齢者（認知症や要介護者等含む）10名から30名（平均）、
　　認知症サポーター2名から5名程度、不定期に市役所保健師等1名。

手先を使った教室の様子

（塗り絵や縫い物など）

各地域で開催されているお達者サロン

での様子（介護予防の体操）
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市町村名 酒々井町

事例紹介
☆地域包括支援センターが行う認知症カフェでのボランティア活動☆
　認知症サポーター養成講座を受講した方で、ボランティアスタッフとして意欲のある方が
　認知症カフェに参加。

【開催頻度】
○月に１回、土曜日に認知症カフェを開催

【参加者】
○運営スタッフ：地域包括支援センター職員、民生委員、認知症サポーター、町職員等。

【活動内容】
○お茶出し、傾聴、飾りつけなど。

認知症カフェの様子開催チラシ
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市町村名 栄町

事例紹介
☆認知症カフェの運営☆
　町で月に１回、第３金曜日に認知症カフェを開催しており、サポーターは運営として参加。

【参加までの流れ】
　〇認知症サポーターのうち、ボランティアに参加する意欲のある人にフォローアップ講座を
　　実施し、名簿を作成。

【活動内容】
　○認知症カフェ
　　お茶出し手伝い、準備、片づけ、傾聴。

【参加者】
　○認知症の人とその家族２～５名、委託事業者２名、認知症サポーター１～３名。
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市町村名 神崎町

事例紹介
☆認知症カフェでのボランティア☆
　月に1回神崎ふれあいプラザにおいて認知症カフェを開催。　参加料は無料。

【参加までの流れ】
　○認知症サポーター養成講座を実施した際に、アンケートで認知症カフェについての説明
　　を書いた上で、ボランティアをやってみたいかの問をつくり、希望があった方には、個別に
　　相談をしてカフェに参加。
　
【活動内容】
　○認知症カフェのお手伝い
　　カフェに来た方とのコミュニケーション、参加者同士が話ができるよう間に入るなど、良い
　　雰囲気作り。
　　お茶だし。
　　運動等をする際のサポート等。
　○実績報告
　　年に１～2回程度認知症カフェのボランティアを行っている認知症サポーターの方を対象
　　にカフェの実績報告会のようなものを行い、相互の交流ができる機会を設けている。
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市町村名 多古町

事例紹介
☆認知症カフェの開催☆
　概ね月に１回、認知症カフェを開催しており、認知症サポーターは運営協力として参加。

【活動内容】
　○お茶出し手伝い、傾聴ボランティア

【参加者】
　○認知症の人とその家族、認知症サポーター２～３名、地域包括支援センター職員、
　　地域住民、認知症に興味のある方。

　

　　　　※カフェの中では、リフレッシュ体験を設けている。
　　　　　ピラティス実施、サポーターは補助・支援。

認知症カフェの様子
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市町村名 九十九里町

事例紹介
☆認知症サポーターによる、認知症カフェの運営☆
　認知症カフェや通いの場づくりに意欲のある認知症サポーターが中心となり自主的に実施。
　
【活動場所】
　○認知症サポーター提供の民家

【日時】
　○毎週火曜日10：00～14：00

【参加者】
　○認知症サポーター、周辺地区の住民10数名。

【活動内容】
　○参加者協働によるカフェの開催。
　○バイタルの自主計測等、参加者相互の健康観察。
　○生活や健康の困りごとの相談に乗る等見守り。
　○地域包括支援センター等関係機関との連携。
　○興味のあるテーマに応じ、専門職（薬剤師、警察官など）を招いた講話会の開催。

認知症カフェの様子
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市町村名 横芝光町

事例紹介
☆認知症カフェへの参加☆
　地域包括支援センターで月に１回、第１土曜日に認知症カフェを開催しており、希望する
　認知症サポーターが運営として参加。

【参加者】
　認知症の人とその家族等　他　計約１０名
　町担当者１名
　認知症サポーター　　１名
　ボランティア　　　　2～3名
　地域包括支援センター職員　５名

【活動内容】
　お茶出し手伝い、飾りつけ、傾聴など。

開催通知

認知症

カフェの様子
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市町村名 長柄町

事例紹介
☆介護予防教室などへの参加☆

【参加者】
　認知症サポーター３８名中、現在活躍しているサポーターは３３名。

【活動場所】
　各地区の集会所、町福祉センター等。

【実施回数】
　介護予防出張教室（１１か所）は毎月１回
　元気はつらつ♪教室は毎月２回
　いきいきながら♪体操は毎週１回

【活動時間】
　1回約１時間30分～２時間

【活動内容】
　○各地区の参加者に向けて認知症に関する講話
　○認知症予防の為の脳トレ（歌・指の運動）
　○転倒予防の為のおもりの体操
　○毎月定例会で各地区の情報交換・実技練習
　○年３回スキルアップ研修（知識や技術の習得）

棒体操

ストレッチ

おもりの体操
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