
若年性認知症への支援等に関する研修会次第 

 
 

 

 
１ 開会 

 

 

 

２ あいさつ    熊本県健康福祉部長寿社会局長 江口 満 

 

 

３ 講演等 
（１）若年性認知症の医学的な知識 
  講師：熊本大学医学部附属病院 神経精神科 

助教 橋本 衛 氏 
 
 
（２）若年性認知症当事者と家族からみた支援の在り方 
  講師：公益社団法人 認知症の人と家族の会熊本県支部 会員 

福本 親康 氏 
 

 

（３）若年性認知症者に対する支援の在り方について  

  講師：デイサービスセンター わだち 

特定非営利活動法人 たまな散歩道 

理事長 西村 哲夫 氏 

 

 

４ 熊本県の若年性認知症対策の取組みに関する説明 

 

 

 

５ 閉  会 

日時：平成２３年３月２８日（月） 

午後 1 時 30 分～午後 4 時 30 分 

場所：熊本テルサ テルサホール 
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若年認知症の方への支援について

【　わだちの概要　】

☆法人設立　　　特定非営利活動法人たまな散歩道として平成20年11月設立

☆法人設立趣旨

　　　　　・認知症の方が、豊かな在宅生活を維持できるための支援

　　　　　・若年性認知症の方への支援

　　　　　・地域住民への認知症の理解のための啓発活動

☆通所介護事業

　　　　　・熊本県玉名市石貫にて築80年の古民家を使って平成21年4月通所介護事業開始

　　　　　・小規模通所介護事業（利用定員10名・・・・・高齢者6名、若年性認知症の方4名）

　　　　　・現在の利用状況（利用登録者数）

　　　　　　　　　　　　高齢者・・・・・25名　　　　　　若年性認知症・・・・２名

　　　　　・1日平均利用者数・・・・約９名

　　　　　・職員数

　　　　　　　　管理者（生活相談員兼務）　　　　　１名

　　　　　　　　生活相談員（介護職兼務）　　　　　１名

　　　　　　　　機能訓練指導員（ＯＴ）　　　　 　　　１名　　　　　　機能訓練指導員（パート）　　　　　１名

　　　　　　　　介護職員　　　　　　　　　　　　　　 　3名

　　　　　・若年認知症の方の利用状況及び相談状況（利用希望）・・・・・・平成23年3月1日現在

　　　　　　　　　　　　若年認知症の方・・・・・57歳男性２名

　　　　　　　　　　　　昨年若年期から高齢期に移行された方・・・・・６５歳男性１名、６５歳女性２名

　　　　　　　　　　　　現在、相談を受けている方（利用希望も含め）・・・・・女性２名

【　わだちの介護理念　】

　　　－私たちのケアはこうありたいー

　　　　　　　　　一、私たちの考えをあなたに押し付けません

　　　　　　　　　一、あなたらしさ、あなたの人生、あなたの想い、あなたの家族の想いすべてを大切にします

　　　　　　　　　一、あなたや地域の人たちと一緒に楽しみます

【　わだちが目指すもの　】

　　　　・レクリエーションや機能訓練など活動を中心としたデイサービスに馴染まない方を受け入れる。

　　　　・若年性認知症の方への支援を一つの柱とする。

　　　　・集団的な活動ではなく個別的な活動を中心とした活動を実践する。

　　　　・介護というスタンスではなく、利用者が豊かに生きることを実感できるように支援するスタンスに立つ。

　　　　　　　　　　　　介護の臭いがしない施設作り（地域環境から外観・屋内まで）

　　　　・様々な作業を中心とした活動内容を実践する。

　　　　・過剰介護にならず、利用者が自ら動く生活リハビリを中心とすることにより、在宅生活の維持を図る。

　　　　・施設内にとどまらず、地域全体を活動フィールドとする。

　　　　・お金をかけずに、身近にあるものを最大限利用する。（地域資源の活用）・・・・・畑、竹林など
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【　わだちの活動　】

　　　　・野菜作り（二つの畑にて）

　　　　・園芸（ビニールハウス内にて）

　　　　　　　花の苗、ハーブ苗作り

　　　　・竹細工

　　　　　　　箸、箸置き、プランター、竹とんぼ　　等々

　　　　・食品作り

　　　　　　　梅干、漬物、切り干し大根、佃煮、干し柿　等々

　　　　・家事活動（料理・配膳・後片付け・・・・）

　　　　・玄関掃除　　溝掃除　　庭木の剪定

　　　　・送迎車の掃除　　　　

　　　　・奉仕活動

　　　　　　　観音様の境内掃除、独居老人宅の倉庫整理等々

　　　　　　　　　“できることすべてが活動プログラム”

【　１日の流れ　】

　　　　　９：１５　　　　「わだち」到着　・　出勤簿捺印　　　

　　　　　　　　　　　　　バイタルチェック　・　オリエンテーション　

　　　　１０：００　　　　ラジオ体操

　　　　１０：０５　　　　正面玄関掃除　

　　　　１０：１０　　　　午前の作業開始（休憩適宜）

　　　　１１：５５　　　　午前の作業終了

　　　　１２：００　　　　昼食　・　休憩

　　　　１３：００　　　　午後の作業開始（休憩適宜）

　　　　１５：００　　　　午後の作業終了

　　　　１５：００　　　　休憩

　　　　１５：３０　　　　掃除（機能訓練室・作業場など）

　　　　１６：００　　　　入浴

　　　　１６：５０　　　　業務日誌記入

　　　　１７：００　　　　「わだち」出発

【　活動する上での留意点　】

　　　　・利用者とスタッフとの関係は？

　　　　　　　介護される人と介護する人

　　　　　　　　　　　　　　　↓

　　　　　　　自分らしく生活を楽しむ人とそれを支援する人

　　　　・活動は自由な発想で（主役は利用者）

　　　　　　　余暇活動（遊び）　→　生産活動（作業）

　　　　　　　スタッフの補助的な作業ではなく、独立した作業を

　　　　・利用者個々の得意とする（集中できる）作業の提供

　　　　・利用者個々の中核症状を考慮した上で作業手法を考える。

ビニールハウス作り

慰安旅行

出勤簿・業務日誌

ラジオ体操
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　　　　・利用者個々が「わだち」に通う目的を持ってもらう。

　　　　　　　自分の存在意義を感じてもらう。社会的役割を感じてもらう

　　　　・リスクにばかり気がとられると、活動の幅が狭くなる。

　　　　　　　ナイフ、包丁、のこぎり、ノミ、金槌、鎌・・・・・・道具を使いこなす能力を活かす。

【　わだちが考える課題　】

　　　　　　①関わり方の概念を変えなければならない。

　　　　　　　　　　　介護という概念から支援という概念への転換

　　　　　　②「働きたい」という意欲を理解し、どう具現化するかが問われる。

　　　　　　　　　　　自分たちがなにげなく行っている業務の中にヒントが隠れている。どんな細かな作業でも

　　　　　　　　　　　活動になる。

　　　　　　③地域社会との繋がりの必要性

　　　　　　　　　　　社会から隔離した支援ではなく地域社会と一体化した支援

　　　　　　④認知症高齢者以上に、中核症状をしっかり理解した対応が求められる。

　　　　　　　　　　　作業工程の理解度は、個人個人差がある。

                        中核症状の進行に合わせた支援が必要である。（進行が早い方もいるので）

　　　　　　⑤認知症を自覚されている方も多いので、本人の心理的側面を考慮した対応が求められる。

　　　　　　　　　　　できるだけ失敗体験を回避する。

　　　　　　⑥認知症高齢者以上に、家族に対する様々な支援が求められる。

　　　　　　　　　　　在宅での介護の相談・配偶者の仕事維持のための支援・子供の対する支援

【　今後のわだちの目標　】

　　　　　　・本人への支援を充実させること

　　　　　　　　　　　ただ作業をするだけではなく、作業に対する報酬の支給

　　　　　　・家族への支援のあり方を充実させること

　　　　　　　　　　　家族のはけ口場所の整備、家族の声を聴き取る耳を持つスタッフの育成

　　　　　　・地域づくりの強化

　　　　　　　　　　　地域住民の認知症への理解（自然な形で）

　　　　　　　　　　　周辺地域の他の事業所との連携作り（様々な事業所との協力体制作り）

　　　　　　・本人や家族が求める施設作り（高齢者施設ではない）

　　　　　　　　　　　泊まりや入居機能を持った施設

　　　　　　　　　　　　　　　　昼間は他の場所へ働きに行ける施設

【　最後に　】

　「わだち」は、開設してからこの２年間がむしゃらに様々なことにチャレンジしてきました。今でも試行錯誤

の連続です。しかし、この間の若年性認知症の方への取り組みの中で様々なものが見えてきた課題をひと

つひとつ検証しながら、常に柔軟な発想でチャレンジし続けていきたいと考えています。

一番大切なことは、本人やその家族がこれから人生を絶望視せず、生きていくことに希望が持てるような

支援を心掛けて、実践に結び付けていきたいと思っています。
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若年性認知症対策検討会議 最終報告

認知症対策・地域ケア推進課

平成２３年３月

１ 若年性認知症者の現状

-１-

若年性認知症対策検討会議

軽度 25.6%、
中等度 39.1％
重度 30.5%

軽度 25.2%、
中等度 34.5％
重度 36.9%

重症度

１３％程度１３％程度年齢階層（40歳未満）

①脳血管性 36.8％

②アルツハイマー型
21.1％

③頭部外傷後遺症
8.6%

④前頭側頭葉変性症
6.6%

⑤アルコール性 3.1%

①脳血管性 39.8％

②アルツハイマー型
25.4％

③頭部外傷後遺症
7.7%

④前頭側頭葉変性症
3.7%

⑤アルコール性 3.5%

疾患別の割合

約600～700人

※アンケートにおける
実数等488人

3.79万人
上記数値に基づく

推計数

61.2人
（男性69.9人、
女性52.9人)

47.6人
（男性57.8人、
女性36.7人）

18-64歳人口における

人口１０万人あたりの
患者数

熊本県全国項目

(2) 本人・家族アンケートにおいて要望が多い事項
(2) 本人・家族アンケートにおいて要望が多い事項

①経済的困難・不安

②若年性専用施設、若年者に

対応できる施設の整備

③医師をはじめとした専門職の

充実（若年者に対応できる人材の育成）

④情報不足（特に役所の窓口での

制度の紹介や説明が乏しいとの訴え多

数）

⑤治療薬の開発要望

⑥支援制度の不足

(1) 若年性認知症の実態と対応の基盤整備に関する研究の調査結果
(1) 若年性認知症の実態と対応の基盤整備に関する研究の調査結果

厚生労働科学研究費補助金（長寿科学総合研究事業）H18～H20
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２ 若年性認知症対策の現状

-２-

主に雇用・就労の継続に関する支援 主に認知症介護に関する支援

疑い 確定診断 退職

医
療

介
護

雇
用
支
援

障
が
い
者
福
祉

地域障害者職業センターでの相談・職業評価等支援

障害者就業・生活支援センター等での職業生活に関する相談支援

職場適応援助者（ジョブコーチ）支援
（必要な時期に、必要に応じて実施）

精神障害者保健福祉手帳取得後の法定雇用率へのカウント

助成金制度の活用による職場環境の整備

障がい福祉サービスの活用
（グループホーム等）

障がい福祉サービスの活用
（就労継続支援等の日中活動事業、移動支援等の社会参加支援、グループホーム等）

対
本
人

対
企
業

介護サービスの活用
（例：若年性認知症対応型デイサービス）

かかりつけ医 ●早期発見 ●日常の管理

専門医療機関 ●確定診断 ●ＢＰＳＤへの対応 ●身体症状への対応

連携

(1) 施策体系
(1) 施策体系

高齢化

☆精神障害者保健福祉手帳の取得、障害年金の受給、特別障害者手当の受給

２ 若年性認知症対策の現状（参考資料）

北海道・北海道若年認知症の人と家族の会資料-３-

(2) 病状のステージごとの支援策のイメージ
(2) 病状のステージごとの支援策のイメージ
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［１］検討会議設置の経緯 ［２］検討のポイント

○全国に先駆けた「熊本モデル」認知症疾患医療セン

ターの整備等、本県は、認知症対策を重点的に進めては

いるものの、若年性認知症対策については、これまで、ほ

とんど手つかずの状況。

○若年性認知症者の現状としては、適切な診断が遅れ、

その後の介護等、家族の負担が非常に大きく深刻な状況。

特に、家族支援という観点からの対策検討が必要。

○若年性認知症者に対する支援策については、医療、雇

用支援、障がい福祉サービス、介護保険サービスの４つ

に大別できるが、それぞれの所管部局が異なり、連携でき

ていないケースも多く、行政自体が支援策の全体像を把

握できていない場合もある。

○本県における若年性認知症者に対応できる介護保険

サービスの事業所は少数と推定。若年性認知症に対応で

きる事業所が不足。すなわち、障害福祉サービスを含め

た若年性認知症者の「居場所づくり」は喫緊の課題。

＜課題＞

○今回、所管する担当部局が一堂に会し、課題につい

て共通認識を持った上で、今後の施策について検討。

（１）他の自治体にはない「熊本モデル」認知症

疾患医療センターを活用した若年性認知症対

策の検討

（２）若年性認知症に関する県民の正しい理解

の促進

（３）行政の窓口機能の強化

（４）若年性認知症者に対する障がい福祉サー

ビス、介護保険サービスの円滑な利用と両

サービスの連携、協働等

３ 若年性認知症対策検討会議の設置及び検討のポイント

-４-

○検討会議について

開催回数 ３回

主なメンバー 認知症疾患医療センター、認知症対応強化型
地域包括支援センター、認知症コールセンター、デイサービスわ
だち、天寿園、障害者就業・生活支援センター「がまだす」「結」、
熊本労働局、熊本市、八代市他

-５-

（１）検討の方法（１）検討の方法

○医療、雇用支援、障がい福祉サービス、介護保険サービス、当事者団体からみた若年性認知症に関
する課題を提出してもらい、その後、課題を「診断」、「情報・相談」、「支援・介護」の３つに分け、それぞ
れ施策を検討。

○医療、雇用支援、障がい福祉サービス、介護保険サービス、当事者団体からみた若年性認知症に関
する課題を提出してもらい、その後、課題を「診断」、「情報・相談」、「支援・介護」の３つに分け、それぞ
れ施策を検討。

４ 若年性認知症対策検討会議の検討（中間まとめ）

（２）対応策について（２）対応策について

【課題 早期受診・診断につながらない】
①県民に対する若年性認知症に関する情報発信の強化
②かかりつけ医等の若年性認知症に関する知識の向上等
③医療機関と行政機関等との連携強化

【課題 支援等に関する本人・家族の情報不足】
①県民に対する若年性認知症に関する情報発信の強化
③医療機関と行政機関等との連携強化
④行政機関における若年性認知症に関する相談機能の強化

【課題 若年性認知症に対応した適切なサービスが不足（居場所づくりが必要）】
⑤若年性認知症者の利用状況の把握
⑥障がい福祉サービスの利用の促進
⑦事業所等への支援強化

【課題 早期受診・診断につながらない】
①県民に対する若年性認知症に関する情報発信の強化
②かかりつけ医等の若年性認知症に関する知識の向上等
③医療機関と行政機関等との連携強化

【課題 支援等に関する本人・家族の情報不足】
①県民に対する若年性認知症に関する情報発信の強化
③医療機関と行政機関等との連携強化
④行政機関における若年性認知症に関する相談機能の強化

【課題 若年性認知症に対応した適切なサービスが不足（居場所づくりが必要）】
⑤若年性認知症者の利用状況の把握
⑥障がい福祉サービスの利用の促進
⑦事業所等への支援強化

※詳細は別紙参照

（３）中間とりまとめ以降の作業（３）中間とりまとめ以降の作業

上記（２）対応策の実施に向け、平成23年度から本格的に、若年性認知症対策に取り組むこととし、そ

のため、先進地調査、（２）⑤若年性認知症者の利用状況調査、必要な予算の確保を実施。

上記（２）対応策の実施に向け、平成23年度から本格的に、若年性認知症対策に取り組むこととし、そ

のため、先進地調査、（２）⑤若年性認知症者の利用状況調査、必要な予算の確保を実施。
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若年性認知症対策検討会議での課題と対応策について（別紙）

--

項目

診断

情報・相談

支援・介護

課題 対応策

◆本人、家族、職場等の「気づき」の遅れによる
診断遅れの結果、社会生活が事実上困難となる
ケースあり。
◆専門医以外の医師、医療機関の若年性認知症に
対する認識不足による診断の遅れ。
◆認知症疾患医療センター、かかりつけ医、精神
科病院との連携が不十分。
◆専門機関の周知不足。

①県民に対する若年性認知症に関する情報発信の強化
（同 上）

③医療機関と行政機関等との連携強化
（同 上）

④行政機関における若年性認知症に関する相談機能の強化
・行政窓口用相談対応マニュアルの作成、研修会等の開催

◆本人、家族等が公的な支援や経済的な支援の全
体像が分からず、必要な支援等を受けていないケー
ス。
◆本人・家族の多様なニーズに柔軟に応えられる相
談体制が必要。
◆行政窓口が所管外の制度を理解しておらず相談
対応が不十分。
◆地域包括支援センターに若年性患者の情報が集
まらない。仕組みがない。
◆障害年金が活用されないケースがある。

◆若年性認知症者に対応した適切なサービスが不足、
利用できない。（実態が不明。）
◆特に、軽度な段階での障がい福祉サービス（就労支
援等）が活用されていない。
◆それぞれの人に合わせた支援が必要。診断後の仕事
の継続。自営業者に対する支援がない。
◆認知症デイサービス等の若年性認知症に係る固有の
サービス自体の確立、若年性認知症者に適確に対応で
きる事業所の不足。
◆介護家族への支援が十分ではない。

⑤若年性認知症者の利用状況の把握
・障がい福祉サービス及び介護保険サービスにおける利用状況の
把握、利用における課題等の抽出。

⑥障がい福祉サービスの利用の促進
・若年性認知症者への同サービス利用に関する普及啓発
・医療や介護保険サービスとの連携強化

⑦事業所等への支援強化
・個々の状況に応じたケアプランの質の向上（インフォーマル含む）
・支援プログラム等の作成、研修会の実施等
・ケア（支援）に関する相談窓口の設置

-６-

①県民に対する若年性認知症に関する情報発信の強化
・啓発リーフレットを作成し、認知症サポーター養成講座の中で配布
説明。併せて、県ホームページの作成（認知症コールセンター、認
知症疾患医療センター等の相談等の相談窓口の周知含む）

②かかりつけ医等の若年性認知症に関する知識の向上等
・かかりつけ医認知症対応力向上研修(ステップアップ編）や産業
医研修における説明等

③医療機関と行政機関等との連携強化
・認知症疾患医療センター等の専門医療機関と行政機関との連携
を強化する仕組みづくり（地域ごとに連絡会議等の設置）

-７-

４ 先進地調査（滋賀県、奈良県）について

（１）もの忘れカフェ
（滋賀県守山市 運営：医療法人藤本クリニック）

（１）もの忘れカフェ
（滋賀県守山市 運営：医療法人藤本クリニック）

デイサービスの利用者を認知症の進行状況に合わせて３段階に分類。

【もの忘れカフェの概要】
・H23.2現在 23名、平均年齢は63.1歳（50～69歳）、若年性認知症者は半数。

・きっかけ 利用者の意見「仕事をしたい」、「役割をもちたい」
・活動原則は「社会参加を心がける。実行機能障害やエピソード記憶障害などの中核症状に配慮
し、できるだけ自主活動になるようにする。（自立型デイサービス）」

デイサービスの利用者を認知症の進行状況に合わせて３段階に分類。

【もの忘れカフェの概要】
・H23.2現在 23名、平均年齢は63.1歳（50～69歳）、若年性認知症者は半数。

・きっかけ 利用者の意見「仕事をしたい」、「役割をもちたい」
・活動原則は「社会参加を心がける。実行機能障害やエピソード記憶障害などの中核症状に配慮
し、できるだけ自主活動になるようにする。（自立型デイサービス）」

若年・軽度 自立型

参加者 ２０名程度

うち若年 １０名程度

軽度～中等度

参加者 ３０名程度

うち若年 １０名程度

中等度～重度

参加者 ３０名程度

うち若年 １０名程度

ユニット３（もの忘れカフェ）ユニット２ユニット１

その人の症状・ニーズに合わせ、
自分たちで活動内容を決め、自主的な活動を展開。
パーソン・センタード・ケアに沿ったデイサービスが展開
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-８-

４ 先進地調査（滋賀県、奈良県）について

（２）若年認知症サポートセンター絆や
（奈良県奈良市 運営：グループホーム「古都の家 学園前」）

（２）若年認知症サポートセンター絆や
（奈良県奈良市 運営：グループホーム「古都の家 学園前」）

利用者の「働きたい」という考えに沿った独自のサービス。
障がい福祉サービスの「就労継続支援Ｂ型事業に近い」

○利用者は３名。設立のきっかけは上記施設に若
年性認知症者の利用。

○現在は草むしり等の仕事を受注し、利用者に「働
く場所」を提供。

（介護保険サービスのデイサービスではない。）

○利用者は３名。設立のきっかけは上記施設に若
年性認知症者の利用。

○現在は草むしり等の仕事を受注し、利用者に「働
く場所」を提供。

（介護保険サービスのデイサービスではない。）

［１］調査内容等

①調査の目的
若年性認知症者の利用状況及び利用時の課題の把握

②調査対象
障がい福祉サービス 305事業所
介護保険サービス 1,413事業所 合計1,718事業者

③調査時期 H22.12.28～H23.2.28
（調査基準日はH23.1.1）

④回答率 77％（障がい福祉サービス68％、介護保険
サービス78%）

○調査結果Ⅰ
【事業所ベース】
現在利用がある 115事業所
（障がい福祉サービス8、介護保険サービス107）

【利用者ベース】
現在利用がある 160名
（障がい福祉サービス17、介護保険サービス143）
介護保険サービスの中で、「現在利用」の
通所系は70名（53%）、入所系56名(46%)。

（相談事業を除いた133名に占める割合）

○今後の受け入れに関する考え方
受け入れ可能が493。その中でもこれまで受入実績がある
事業所は116、受入実績がない事業所は377。
○利用者への支援（過去利用含む）
支援内容は個別支援が35%。（利用者ベース）
○受け入れ時の課題（受入実績がある事業所の意見を分析）
認知症高齢者と同じ環境、ケアは若年性認知症者には適当
ではないとの意見が多数。（心理的抵抗感、集団的ケアの
問題、働きがい、役割、同性介護）
進行が早いので、進行状況に合わせたケアの必要。
○対策に関する意見
研修会の開催等の県からの支援を望む意見が大半。

ⅰ）障がい福祉サービス事業所の利用促進
ⅱ）若年性認知症に対する事業所職員の知識の

向上
ⅲ）事業所への支援強化

ケア・支援の基本的な考え方（プログラム）の作成
研修会の実施、相談窓口の開設。

ⅳ）事業所の意向の再確認

５ 若年性認知症者の利用状況調査

-９-

○調査結果Ⅱ

［２］まとめ
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-１０-

６ 今後の熊本県における若年性認知症対策について（案）

これまでの検討会議における４回の審議、先進地調査、若年性認知症者の利用状況調査等を踏まえ、平成２３
年度から若年性認知症対策事業（国庫補助）に取り組むなど、以下のように施策を展開する。特に、医療、労働、
障がい福祉サービス、介護保険サービスの関係者からなる若年性認知症自立支援ネットワーク会議（仮称）を設
置し、施策の着実な推進を図る。

これまでの検討会議における４回の審議、先進地調査、若年性認知症者の利用状況調査等を踏まえ、平成２３
年度から若年性認知症対策事業（国庫補助）に取り組むなど、以下のように施策を展開する。特に、医療、労働、
障がい福祉サービス、介護保険サービスの関係者からなる若年性認知症自立支援ネットワーク会議（仮称）を設
置し、施策の着実な推進を図る。

-１０-

課 題 施策 事業名 

（１）県民に対する若年性認知症に関する情報発信の強化 

・啓発リーフレットを作成し、認知症サポーター養成講座等で配

布説明。作成においてはネットワーク会議において関係機関と

内容を調整。 

・県ホームページにおける若年性認知症に関する情報の掲載。作

成においてはネットワーク会議において関係機関と内容を調

整。 

 

若年性認知症

自立支援ネッ

トワーク事業 

新規 

 

（２）かかりつけ医等の若年性認知症に関する知識の向上等 

・かかりつけ医認知症対応力向上研修(ステップアップ編）や産業

医研修における説明等 

認知症疾患医

療センター運

営事業等 

早期受診・診

断につなが

らない 

（３）医療機関と行政機関等との連携強化 

・認知症疾患医療センター等の専門医療機関と行政機関との連携

強化（地域ごとに連絡会議等の設置） 

認知症疾患医

療センター運

営事業等 

 

-１１-

課 題 施策 事業名 

（１）県民に対する若年性認知症に関する情報発信の強化 

  （再掲） 

若年性認知症

自立支援ネッ

トワーク事業 

（３）医療機関と行政機関等との連携強化（再掲） 

 

認知症疾患医

療センター運

営事業等 

支援等に関

する本人・

家族の情報

不足 

（４）行政機関における若年性認知症に関する相談機能の強化 

・行政窓口用相談対応マニュアルの作成、研修会等の開催。内容

については、ネットワーク会議において関係機関と内容を調

整。 

若年性認知症

自立支援ネッ

トワーク事業 
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-１２-

課 題 施策 事業名 

若年性認知

症に対応し

た適切なサ
ービスが不

足（居場所づ

くりが必要） 

（５）若年性認知症者の利用状況の把握 

・平成 22 年度に実施した調査結果をネットワーク会議において精

査。 
・若年性認知症者に適切なサービスが提供可能な事業所の公表 

若年性認知症者のニーズや症状に対応したサービスを提供でき

る事業所について調査し、事業所名を県ホームページ等で公表
し、若年性認知症者及びその家族への情報提供を行う。方法につ

いては、ネットワーク会議において検討する。 

（６）障がい福祉サービスの利用の促進 

・若年性認知症者への同サービス利用に関する普及啓発及び医療や
介護保険サービスとの連携強化。実施内容については、ネットワ

ーク会議において検討し、実施。 

（７）事業所等への支援強化 
・ケア（支援）の基本的な考え方（プログラム）の作成。 

先進的な取組を行っているモデル事業所（２か所）に委託し、作

成。プログラムの内容等については、ネットワーク会議において
精査、審議。 

・事業所に対する研修会の実施 

上記プログラム等に関する研修会の実施。 
・若年性認知症のケアに関する相談窓口の設置（事業所向け） 

若年性認知症のケアに関する事業所向けの相談に関する業務を
モデル事業所に委託。 

 

若年性認知症

自立支援ネッ

トワーク事業 
 

 

 
 

 

若年性認知症

ケア・モデル事
業 新規 

 

若年性認知症
自立支援ネッ

トワーク研修

事業 新規 

 

-１３-

７ 若年性認知症対策事業の事業体系

Ⅰ 若年性認知症自立支援ネットワーク事業

Ⅱ 若年性認知症ケア・モデル事業

Ⅲ 若年性認知症自立支援ネットワーク研修事業

行 政

相談体制の強化

対応マニュアル等の配布
研修の実施

若年性認知症に関する啓発
認知症サポーター養成講座にお
ける説明
リーフレットの配布

若年性認知症自立支援ネットワーク会議
・若年性認知症対策に関して、関係機関が協議し、施策を検討する場
※メンバーは基本的には検討会議の構成員（一部見直し）

県 民

モデル事業所（２か所）
・通所系の介護保険サービスの事業所
・若年性認知症者の利用があり、個別支援を行うなど、
質の高いケアを提供

業務委託

支援プログラム等の作成

助
言
等

支
援
内
容

等
の
報
告

支援プログラム等に関す
る研修、情報発信、支援
に関する相談対応

障がい福祉サービス事業所介護保険サービス事業所

ケアの質の向上

利用者（若年性認知症者・認知症高齢者）

県
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認地第１１５０号  
平成２３年３月２８日  

 
 関係事業所代表者 様 
 

熊本県健康福祉部長寿社会局 
認知症対策・地域ケア推進課長 
 
 

若年性認知症ケア・モデル事業に係る企画コンペの実施について（通知） 
熊本県の高齢者保健福祉施策の推進につきましては、平素より、御理解と御協力をいた

だき感謝申しあげます。 

 さて、県においては認知症対策を県政の重点的な施策と位置づけ、取組みを積極的に進

めています。その中で、６５歳未満で発症する若年性認知症は、その患者の数は本県で６

百人強とその数は認知症高齢者数に比べ少数ではあるものの、いわゆる「働き頭」が罹患

するため、本人や家族に与える影響は、経済的な問題を含め非常に深刻なものとなってい

ます。そのため、県としては平成 23 年度から本格的に若年性認知症対策の取り組むことと

し、中でも、若年性認知症者の介護保険サービスの円滑な利用を促進するため、若年性認

知症ケア・モデル事業を実施することとなりました。 

つきましては、別添要領のとおり、モデル事業所を募集することとしましたので、企画

コンペに参加希望の事業所におかれては、企画提案書等を提出いただくようお願いします。 

 

【担当者】 
熊本県 健康福祉部 長寿社会局 

認知症対策・地域ケア推進課 認知症対策班 
担 当：太 田 

〒862-8570   熊本市水前寺６－１８－１ 
    電話０９６－３３３－２２１６  
  FAX ０９６－３８４－５０５２ 
  電子メール ota-h@pref.kumamoto.lg.jp 
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若年性認知症ケア・モデル事業に係る企画コンペ実施要領 

 

１ 事業の目的 

若年性認知症者の特性に応じた支援（ケア）に関する基本的な考え方（プログラム）

を作成し、介護保険サービス事業所等への普及を行い、若年性認知症の人の介護保険サ

ービスの円滑な利用を促進する。 

 

２ 委託事業名 

（１）委託事業名  

若年性認知症ケア・モデル事業 

（２）委託期間 

    契約の日（平成 23 年６月１日を予定）から平成 24 年３月 23 日 

（３）委託する業務内容 

    別添「若年性認知症ケア・モデル事業業務委託仕様書」のとおり 

 

３ 委託先の要件 

  委託先は、若年性認知症の人に対し、個々の症状に応じた先進的な支援（ケア）を行

っている事業所（以下「モデル事業所」という。）とし、次に掲げる（１）から（５）

の要件をすべて満たすものとする。 

（１） 介護保険法（平成９年 12 月 17 日法律第 123 号）第８条第７項に規定する「通所

介護」、同条第８項に規定する「通所リハビリテーション」、同条第 11 項に規定す

る「特定施設入居者生活介護」、同条第 16 項に規定する「認知症対応型通所介護」、

同条第 17 項に規定する「小規模多機能型居宅介護」、同条第 18 項に規定する「認

知症対応型共同生活介護」、同条第 19 項に規定する「地域密着型特定施設入居者生

活介護」、同条第 20 項に規定する「地域密着型介護老人福祉施設」、同条第 22 項に

規定する「介護保険施設」に該当する事業所であること 

（２） 法人格を有しており、県内に事業所を有していること 

（３） 介護保険法施行令（平成 10 年政令第 412 号）第２条第６号に規定する初老期の

認知症の人（以下「対象者」という。）に対し支援を実施していること。 

（４） モデル事業の実施に当たり、若年性認知症ケア責任者として、認知症介護リーダ

ー研修修了者や精神保健福祉士等若年性認知症に対し専門的知識を有する者を１

名配置し、事業を実施するに足り介護職員を１名以上確保することができること。 

（５） モデル事業を実施するに当たって十分な広さの設備を有し、モデル事業以外の事

業に利用者のサービスの低下を来さないよう配慮するとともに、モデル事業所を

実施する事業所全体として、消火設備その他非常災害に際して必要な設備を有し

ていること。 

 

４ モデル事業所の選定方法  

  県内の３（１）に掲げる全事業所に対し、郵送等で広く公募し、５（４）①に規定

する企画提案書に記載されている若年性認知症の人への支援内容等を総合的に審査し、

県で定めた選考基準に基づき、一定の評点を超えた事業所の中で、優れた２事業所を

モデル事業所として選考するものであり、最低見積価格を提示した者を選定するもの

ではない。 

  なお、選考結果については、応募があった事業所に対し、平成２３年５月３１日
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（火）まで通知。 

 

５ 企画コンペの実施内容等 

（１）提出期限    

平成２３年４月２２日（金） 

（２） 提出先     

熊本県健康福祉部長寿社会局認知症対策・地域ケア推進課 認知症対策班 

（３）提出方法    

持参達 

（４）提出書類 

  ① 企画提案書 ７部 

※ 様式は県ホームページに掲載。 

http://www.pref.kumamoto.jp/site/ninti/zyakunen-ninti.html 

（ 県庁トップページ⇒検索コーナー「県庁の組織で探す」⇒健康福祉部長

寿社会局「認知症対策・地域ケア推進課」⇒認知症対策班「熊本県認知症

のページ」⇒本県における認知症対策の概要「若年性認知症対策」⇒「若

年性認知症対策」 ） 

② 見積書 １部 

③ 事業所（法人）の全体の事業概要の説明書 １部 

 

６ 予算額 

  ３，５００千円（消費税込み、１事業所あたりの委託に係る予算額） 

 

７ その他 

  コンペに関する費用は、参加者負担とする。 
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若年性認知症ケア・モデル事業業務委託仕様書 
 

１ 目 的 
若年性認知症者の特性に応じた支援（ケア）に関する基本的な考え方（プログラ

ム）を作成し、介護保険サービス事業所等への普及を行い、若年性認知症の人の介護

保険サービスの円滑な利用を促進する。 
 
２ 委託業務の内容 

「若年性認知症対策総合推進事業実施要綱」及び「若年性認知症ケア・モデル事業実

施要項」に基づき、次に掲げる業務を実施する。 
（１）次に掲げる事項に関する基本的な考え方及び手法等のプログラム等の作成すること。 

① 若年性認知症の特性に配慮した介護及び生活の援助 
② 若年性認知症の人の自立支援に関する生活指導及び作業指導 
③ 家族介護者に対する支援 
④ その他若年性認知症の人の自立に資すると認められる支援 

（２）介護保険サービス事業所等からの若年性認知症の人への支援（ケア）に関する相談

に対し、適確な助言や現地指導を行うこと。 
 
３ 契約期間 
  契約締結の日（平成 23 年６月１日を予定）から平成２４年３月２３日（金） 
 
４ 成果物の提出等 
（１）提出時期 平成２４年３月２３日（金） 
（２）場所  熊本県健康福祉部長寿社会局 

認知症対策・地域ケア推進課 認知症対策班 

（３）提出書類等   
２に記載した業務に関する内容を記載した書類。詳細については、別途指示。 

 
５ その他 
（１）委託業務の履行に際し、他の者の著作権を有するものを使用し、問題が生じたと

きは、委託者に不利益が生じないように受託者の責任においてこれを処理するもの

とする。 

（２）成果物に関する著作権等の権利は、熊本県に帰属するものとし、県が行う研修や

広報等施策での活用を妨げないものとする。 

（３）委託業務の詳細な内容については、受託者からの提案に基づき、県と協議のうえ決

定する。 

（４）本業務を第三者に再委託することはできない。 

（５）その他、委託業務内容の効果的な実施のために必要な事項については、県と協議の

うえ定めることとする。 

 

-17-



平成２３年２月２２日作成

熊本県警察地域連携高齢者等見守りネットワークシステム 説 明 資 料
件 名

（略称 シルバー見守りネット）の構築 （計画案） 熊 本 県 警 察

１ 名称

熊本県警察地域連携高齢者等見守りネットワークシステム （略称シルバー見守りネット）

２ 目的～高齢者や自救能力のない障がい者・年少者（以下「高齢者等」という。）の安全

安心を確保することを目的とする。

○行方不明者（認知症高齢者等）の早期発見・保護

○地域が連携した高齢者等に対する見守り活動の促進による事故・犯罪被害抑止

３ 概要

警察署等のパソコンから,登録者の携帯電話やパソコンにメールで

○行方不明となった高齢者等の手配 ○高齢者等の安全に関する情報発信

を行う。

４ 特徴～高齢者等に係る情報を、必要とする人に、タイムリーかつ確実に伝達

(1) 県内全域において運用可能

他管内への手配や情報共有が可能

(2) 24時間対応可能

警察署のパソコンから送信するため、24時間情報発信が可能

５ 登録（予定）者～高齢者等や高齢者等の安全安心のために協力していただける方々が主体

① 自治体・行政機関関係者 ② 民生委員・区長・社会福祉協議会等

③ 高齢者関連施設・団体（地域包括支援センター・ケアセンター・老人会等）

④ 障がい者関連施設・団体（養護学校等） ⑤ 消防団

⑥ 企業（タクシー・コンビニ等） ⑦ 地域ボランティア ⑧ その他一般住民

６ 発信する情報の内容（予定）

①高齢者等にかかる行方不明事案

②高齢者等の交通事故情報

③悪徳商法・振り込め詐欺その他高齢者等対象犯罪被害防止のための情報

④安全運動・高齢者対策イベント情報

⑤災害発生時の避難・救援関係情報

７ その他

(1) 警察署単位で送信し、受信者側は必要な地域を複数選択可

(2) 情報発信の適否は警察で判断

(3) 発信する情報は、文字で２００字以内 写真・画像は原則送信しない

(4) 情報を発信する時間帯については、特に緊急を要する場合を除き、原則午前８時から

午後９時まで

８ 運用開始予定（目標）

平成２３年５月頃 登録開始 同年６月頃 運用開始

※ 現段階では計画案であり、実際には内容が変更になる可能性もあります
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