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Ⅰ．まつど認知症予防プロジェクトの趣旨  

１．認知症の継続的ケアマネジメントに取り組む意義 

○ 地域包括ケアシステムを構築し、高齢者が住み慣れた地域で自分らしく安

心・安全に生活し続けられるようにするためには、疾患等の利用者の状態に

即して、様々な医療・介護サービスが緊密な連携に基づき、継続的なケアマ

ネジメントを行っていくことが必要である。 

 

○ 高齢者を支える継続的ケアマネジメントの実施については、様々な疾患に

ついて取り組んでいくことが必要だが、中でも、認知症は、多くの高齢者に

関係するとともに、本人・家族・ケアに与える影響も非常に大きい。 

特に、東京圏は、全ての団塊世代が 75 歳以上になる 2025 年に向けて、急

激に 75 歳以上（後期高齢者）人口が増加し、認知症や MCI の人も急激に増

加していくことが予想されており、認知症対応の必要性が極めて大きい。 

松戸市における認知症の人は、令和 2年時点で要介護・要支援認定を受け

ている人のうち 1.9 万人であり、令和 7年には 2.3 万人～2.4 万人になると

推計される。また、令和元年度の新規認定時の主病名では 75 歳～84 歳にお

ける認知症の割合が他の年代より急増しており、特に後期高齢者の認知症は

極めて重要な課題である。 

 

○ こうした状況を受け、松戸市では、平成 28 年度より、認知症に関する継

続的ケアマネジメントに取り組むこととし、厚生労働省老人保健健康増進等

事業を活用したモデル事業としてプロジェクトを実施。幅広い実施機関にお

ける軽度認知症の把握・アセスメントを通じて、医療連携やセルフケアの推

進につなげることができるなど、一定の成果を得ることができた。さらに、

この成果を踏まえて、平成 29 年度からは、介護保険法に基づく地域支援事

業における認知症総合支援事業のうちの認知症地域支援・ケア向上事業の一

環として、松戸市の事業として実施することとした（介護保険法（平成９年

法律第 123 号）第 115 条の 45 第２項第６号、地域支援事業実施要綱（平成

18年６月９日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知）別記５の３（２））。 

 

 

 

 



 

 

２． まつど認知症予防プロジェクトに取り組む意義 
○ 認知症の早期支援に関しては、軽度認知症の把握、医療機関への受診、

セルフケアへの理解が不十分などの課題がある。 

  

○ 本プロジェクトは、軽度認知症の人を早期に把握し、認知症予防（発症

遅延）を推進すること、本人にとってのよりよい暮らしができることの２

つを目的として、このような課題の解決を図る。 

 

〇 本プロジェクトの実施によるメリットとしては、軽度認知症の人を専門

職が早期に把握し診断につなげることで、効果的ケアとサポートを行う出

発点となること、将来的な計画を行う時間を確保し、認知症を抱えながら

も最善の生活を送れること、予防策を講じてリスクを減らすことで、質の

良い生活をできるだけ長く送れることなどが挙げられる。 

 

○  本プロジェクトを効果的に実施するためには、①軽度認知症を把握する、

②かかりつけ医と緊密に連携する、③セルフケアを推進する、④幅広く事

例を取り扱えるよう、地域の実情に応じた簡素なシステムとするという４

つの条件を満たす仕組みを構築する必要がある。実施した事例のなかで、

特に本プロジェクトが有用であったと思われる事例を以下に示す。 

 

○  本プロジェクトを通して有用と思われた取り組み事例 

①軽度認知症の把握 

・妻の認知機能について相談に来た夫も認知機能の低下が疑われたた

め本プロジェクトを 2人に実施した事例 

・従業員から「社長が変だ」と相談があり、健康診断として医療受診

につながった事例 

・認知機能の低下や物とられ妄想があり食事や服薬管理ができておら

ず、介入により薬の一包化や物忘れ外来の受診、デイサービスや地

域のサロンの参加により全体的な機能が改善した事例 

②かかりつけ医との連携 

・受診を促すことにより、認知症治療薬が処方され服薬管理により服

用できた事例 

・薬の飲みすぎの是正やデイサービスでの運動により体調が回復した

事例 

・認知機能の低下の症状について、かかりつけ医と専門病院が連携し

て対応し、専門病院で「正常圧水頭症疑い」の診断により、経過観

察となった事例 
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③セルフケアの推進 

・煙草を 1日 20 本吸っていた事例では寂しさから喫煙をしていること

がわかり、近くのカラオケやサロンを紹介したことでタバコが 10 本

に減り、専門職がほめることで更にやる気になった事例 

・独居で寂しさを感じている事例では見守りを兼ねて本プロジェクト

を実施することで社会参加への重要性についての気づきを促し、通

いの場につながった事例 

 

〇 そのほかに、本プロジェクトの効果を DASC のスコアと合わせて、経時的

に検討した結果を紹介する。以下の４つの事例が象徴するように、本プロ

ジェクトの対象者は、介護保険未申請や介護予防・日常生活総合支援事業、

介護（予防）サービス利用者など様々であり、その経過もまた多様である。 

  ケース１・２・４のように、本人の意欲喚起や家族を巻き込んだ環境調

整へのアプローチを継続的なかかわりによって行える点に、本プロジェク

トのひとつの有用性がある。また、ケース３のように、認知症の症状が重

症化する前より関わりを持つことができ、介護サービスの利用拒否などの

場合にも、ゆるやかなかかわりの中で生活を見守ることができる。 

（出典：大夛賀政昭氏講演資料「まつど認知症予防 PJ の効果－制度政策のさ

らなる充実に向けた視点」2019 年 6 月 22 日） 

 

 ①ケース１：継続的に生活機能の改善がみられた事例 

 

 

  

事例番号

初回アセスメント モニタリング1 モニタリング2 モニタリング3

総得点 36 33 28 26
記憶 7 5 4 4
見当識 5 5 3 4
問題解決能力 6 6 6 4
家庭外のIADL 7 6 6 4
家庭内のIADL 5 5 3 4
身体的ADL① 3 3 3 3
身体的ADL② 3 3 3 4

事例の概要 

71 歳 女性 

心筋梗塞の既往。介護保険未申請。 

自宅に閉じこもり気味。以前は家事全般

を行っていたが、現在は夫が行っている 

短期集中予防の利用を検討したが、心

筋梗塞の既往のため見合わせる。 

散歩、できる家事を行う提案（水道の止

め忘れ、電気の消し忘れなど意識して生

活するなど。）をした。 

モニタリング１（2 か月） 

歯科治療の継続、ベランダ運動、週末教

会への参加、家事を行う、電気の消し忘

れなど意識して生活することができた。 

モニタリング３（6 か月） 

認知機能の低下に伴い、計算ドリル、漢

字ドリルを実施した。継続したセルフケア

により、生活機能の向上がみられた。 



 

 

②ケース２：実施途中で生活機能に改善がみられた事例 

  

 

③ケース３：実施途中で生活機能に改善がみられた事例 
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初回アセスメント モニタリング1 モニタリング2 モニタリング3

総得点 21 27 35 29
記憶 3 6 7 6
見当識 3 3 5 5
問題解決能力 3 6 6 5
家庭外のIADL 3 3 4 3
家庭内のIADL 3 3 6 4
身体的ADL① 3 3 3 3
身体的ADL② 3 3 4 5
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初回アセスメント モニタリング1 モニタリング2 モニタリング3

総得点 35 37 44 30
記憶 6 5 6 4
見当識 4 5 4 3
問題解決能力 6 6 8 5
家庭外のIADL 6 7 10 6
家庭内のIADL 7 8 10 6
身体的ADL① 3 3 3 3
身体的ADL② 3 3 3 3

事例の概要 

81 歳女性、脳梗塞、高血圧。総合事業を

利用。脳梗塞の既往により、左半身麻

痺。物忘れ、夫への依存あり。 

他者との交流がほとんどなく、閉じこもり

気味。 

モニタリング１（2 か月） 

通所サービスの利用を開始した。 

モニタリング３（6 か月） 

物忘れ外来を受診した。 

自分自身の振り返りを行うようになり、生

活意欲に向上が見られるようになった。 

自分自身ができることが多くなり、生活に

メリハリができるようになった。 

薬の飲み忘れが減り、夫と外出する機会

が増えた。 

事例の概要 

92 歳男性、介護保険未申請 

薬も飲んでおらず、健康に自信あり。 

毎朝暗算、毎日散歩、週一回老人福祉

センターへ 

モニタリング１（2 か月後） 

言ったことの理解が遅い、忘れてしまう、

火の消し忘れなどがでてきている 

モニタリング２（4 か月後） 

部屋が散乱し、異臭がするように。介護

保険によりヘルパー利用を調整するも利

用拒否。その後、見守りにより定期的に

医療・サービス利用を進めていくこととし

た。 

モニタリング３（6 か月後） 

歩行が安定し、やや生活が改善した。 

しかし、家の掃除ができず、被害妄想が

出てきており、引き続き見守りが必要。 



 

 

④ケース４：継続的に生活機能の改善がみられた事例 

 

 

 

○ また、実績として、国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）・認

知症研究開発事業「認知症の人の機能改善のためのエビデンスに基づくケ

ア、看護、リハビリの手法や体制に関する研究」（代表機関：公立大学法人

兵庫県立大学、研究開発代表者：公立大学法人兵庫県立大学教授筒井孝子、

実施予定期間：平成 28 年度～30 年度）によれば、軽度認知症以上（DASC-21

の点数が 31 点以上）と判定された後、本プロジェクトに１年間参加した者

について、見当識及び問題解決判断力が有意に改善していたという研究結

果が出ている。 

一般的には、加齢に伴って認知機能等の低下が進んでいくと考えられる中

で、見当識及び問題解決判断力が有意に改善したとの結果は、本プロジェク

トが、認知症の早期支援・予防に一定の効果を持つものと考えられる。 

  

事例番号

初回アセスメント モニタリング1 モニタリング2 モニタリング3

総得点 47 39 37 39
記憶 8 6 6 6
見当識 9 5 5 5
問題解決能力 8 8 6 7
家庭外のIADL 9 8 8 8
家庭内のIADL 6 6 6 7
身体的ADL① 3 3 3 3
身体的ADL② 4 3 3 5
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事例の概要 

85 歳女性、高血圧 

初回介護保険未申請 

⇒モニタリング１時 要支援１ 

（週 2 回デイサービス利用） 

ADL は自立しており痛みもないが認知

機能面の低下が見られる。 

食事・薬の内服できていない。 

モノとられ妄想あり。 

モニタリング１（2 か月後） 

内服管理：薬の一包化を行った。 

物忘れ外来を受診した。 

デイサービスに加え、食事会・サロンへ

の参加をすることができた。 

モニタリング３（6 か月後） 

全体的な生活機能の改善がみられた。 



 

 

Ⅱ．まつど認知症予防プロジェクトの基本的枠組み 

１．プロジェクトの基本コンセプト 

 ○ 本プロジェクトは、認知症が疑われるが診断を受けておらず、認知症予防

への意欲やセルフケア能力がある方、および軽度認知症以上と判定される可

能性がある方等を対象として、①軽度認知症の早期把握・アセスメントを行

う。実施機関（地域包括支援センター、かかりつけ医療機関、かかりつけ歯

科、かかりつけ薬局、介護事業所、ケアマネ事業所）の専門職により、総合

相談受付時や受診時、介護サービス利用時や訪問等の機会を活用して、把

握・アセスメントを行う。そこから、診断のための受診やセルフケアによる

改善、適切な介護サービスの利用等につなげ、定期的な②ケアマネジメント

や③モニタリングを実施する。 

〇 あわせて、このようなシステムを市内全域で構築するため、松戸市医師

会・松戸歯科医師会・松戸市薬剤師会・松戸市特別養護老人ホーム連絡協議

会・松戸市介護支援専門員協議会・松戸市通所介護事業所連絡協議会等の関

係団体と緊密な連携を図り、認知症予防の推進を図る。 

    

〔図：まつど認知症予防プロジェクトの基本コンセプト〕  

 
 



 

 

２．軽度認知症把握実施者と対象者 

○ 実施者は、軽度認知症の早期把握を行う機関の専門職とする。 

①地域包括支援センター ②かかりつけ医療機関 ③かかりつけ歯科  

④かかりつけ薬局       ⑤介護事業所      ⑥居宅介護支援事業所 

⑦フレイル予防事業実施機関 

 

〇 対象者は、松戸市在住の高齢者および認知機能の低下が疑われる以下の方。 

① 認知症が疑われるも認知症の診断は受けていない、認知症予防の意欲

やセルフケア能力のある方 

② 軽度認知症以上と判定される可能性が相当程度あると考えられる方 

※DASC による判定の結果、MCI または健常である可能性が高い（DASC-21

が 30 点以下）と判定された場合についてもアセスメント・モニタリン

グを実施する 

※既に認知症の診断がなされ、認知症に関する治療などが行われている方

については原則として対象としない。 

 

３．軽度認知症の判定⽅法（DASC-21 の活⽤） 

○ 軽度認知症の判定は、以下の理由により、DASC－21（Dementia Assessment 

Sheet in Community-based Integrated Care System：ダスク、地域で生活

する認知症の生活機能障害に係わるアセスメントツール）を用いて実施する。 

 ・ アセスメントツールとしてできるだけ簡便で、短時間で情報が収集でき、

認知症初期集中支援チームの取組を通じて、既に有用性等が比較的確立し

ている。介護職員やコメディカルでも施行可能。 

 ・ 粟田主一氏などによる「Development of the dementia assessment sheet 

for community-based integrated care system」によれば、DASC-21 は、

国際的に最もよく使われている詳細な判定ツールである CDR（臨床的認知

症尺度、Clinical Dementia Rating）と強い相関関係（※）があり、その

妥当性が報告されている。 

※ CDR total score と DASC-21 の相関係数：0.69（情報提供者である家

族同伴の場合は 0.73、家族同伴でない場合は 0.30） 

 

 



 

 

 

 

 

 
４．軽度認知症把握・ケアマネジメント実施者研修 

 ○ 実施者は、本プロジェクトの意義・内容を理解し、客観的なアセスメン

ト及び効果的なケアマネジメントができるよう、原則として、松戸市が開

催する軽度認知症把握・ケアマネジメント研修又はこれに準ずると松戸市

が認める研修（「まつど認知症予防プロジェクト実施者研修」等）を受講し

なければならない。 

 ただし、研修受講者から本研修内容の伝達を受けた者についても、実施

者として軽度認知症把握・ケアマネジメントを実施することを認める。 

 



 

 

○ 本研修のカリキュラムには、①本プロジェクトの概要・意義・実施方法、

②認知症の総合アセスメント・DASC の使用方法、③本プロジェクトにおけ

る医療連携・セルフケアの考え方と実施方法を含むものとする。 

 

 
〇 実施者は市ホームページに軽度認知症把握・ケアマネジメント実施者とし

て自身の医療機関、薬局などの事業者名を掲載することができる。市より掲

載意向の照会があった際、実施者は事業者名の公表について指定の方法で回

答すること。 
 

５．実施ケース（新規事例・継続事例）と実施スケジュール 

 ○ 実施ケースは、当該年度新規事例と前年度以前からの概ね１年後ごとを

目安としたモニタリング継続事例の２種類。 

 

 ○ 当該年度新規事例においては、同年度において、初回アセスメント及び

モニタリングを実施する。モニタリングは、３か月ごとに６か月後まで２回

実施する（モニタリング①（３ヵ月後モニタリング）／モニタリング②（６

ヵ月後モニタリング））。 

なお、初回アセスメントの時期によっては、令和 5年度前半までにモニタ

リング①及び②を実施する事例もある。 

新規事例における詳細な実施スケジュール・実施方法は、Ⅲ．において説

明する。 

 

 ○ 前年度からの継続事例については、上記スケジュールにあわせて初回ア

セスメント及び２回のモニタリングを終了した事例について、初回アセスメ

ントの概ね１年後（モニタリング②終了の概ね半年後）に、「１年後モニタ

リング」を実施する。 

  

 ○ 前々年度以前の継続事例については、前年度にモニタリングを実施した

事例について、その概ね１年後にモニタリングを実施する。 

 

 〇 実施者は、本人に対してより事業が実施しやすい協力機関にモニタリン

グの継続（引継ぎ）を依頼することができる。詳細な実施方法はⅤ.におい

て説明する。 

 



 

 

６．松⼾市との委託契約の締結、委託料 

○ 本プロジェクトの実施機関は、松戸市との委託契約を締結することによ

って、認知症地域支援推進員（本プロジェクト実施者研修を受講した者）

による軽度認知症把握・ケアマネジメント業務を実施する。 

※ 実施機関が法人の場合は、当該法人と市の委託契約。実施機関が法人

ではない場合は、実施機関の代表者と市の委託契約。 

 

○ 松戸市から実施機関に対して支払われる委託料は、実施ケースごとに、

以下のとおりとなる。 

①新規事例の場合 

・令和 5年３月 26 日頃までに、初回アセスメントが終了し、同年３月

31 日までに、松戸市が定める書類を提出した場合に、１件当たり 3,000

円（消費税非課税）の委託料を支払う。 

・令和 5年３月 26 日頃までに、モニタリング①（３ヵ月後モニタリン

グ）が終了し同年３月 31 日までに、松戸市が定める書類を提出した場合

に、１件当たり 2,000 円（消費税非課税）の委託料を支払う。 

・令和 5年３月 26 日頃までに、モニタリング②（６ヵ月後モニタリン

グ）が終了し、同年３月 31 日までに、松戸市が定める書類を提出した場

合に、１件当たり 2,000 円（消費税非課税）の委託料を支払う。 

 

③ 前年度以前からの継続事例（１年後モニタリング等）の場合 

  ・１年後モニタリングを終了した事例について、令和５年３月 26 日ま

でに１年後モニタリングを終了し、同年３月 31 日までに、松戸市が定め

る書類を提出した場合に、１件当たり 2,000 円（消費税非課税）の委託料

を支払う。 

  ・このうち、令和 2年度以前開始の継続事例については、前年度のモニ

タリングに続き、令和５年３月 26 日までにモニタリングを終了し、同年

３月 31 日までに、松戸市が定める書類を提出した場合に、１件当たり

2,000 円（消費税非課税）の委託料を支払う。 

 

 ○ 実施機関は、業務の実施に当たっては、松戸市個人情報の保護に関する

条例（昭和 63 年松戸市条例第 10 号）その他関係法令に基づき、個人情報

を適正に管理する。 

７．研究事業への参加を通じたデータに基づく成果検証 

〇 個人情報使用同意書が得られた事例については、国立保健医療科学院、静

岡県立大学、兵庫県立大学の研究者によって構成される研究班により取り組



 

 

みの効果を科学的に検証し、改善に資する検討を行う。また、全国の自治体

に還元するための報告書を作成する。 

 

８．まつど健康マイレージ マイル付与 

 ○ 健康づくりに関する事業であるため、まつど健康マイレージの５マイル券

を、対象者に毎回付与する。 

 

９．実施事例検討会について  

 ○ 本プロジェクトの質向上・効率的実施を検討するため、事例検討会の開

催を適宜行う。 

 

 

１０．雑則 

 ○ このマニュアルに定めるもののほか、本プロジェクトの実施に関して必

要な事項は、松戸市が別途定める。 

  



 

 

Ⅲ．新規事例の具体的な実施⽅法 

１．新規事例の基本的流れ 

 

※（５）モニタリング①（３ヵ月後モニタリング）以降、新たに DASC-21 の合

計点が 31 点以上となった場合は、医療機関への受診勧奨を行う。 

 

  



 

 

２．新規事例の具体的な実施⼿順 

    以下のＡ～Ｃ及び（１）～（６）は、１２ページの基本的な流れ図の

Ａ～Ｃ及び（１）～（６）に対応しており、８ページに記載したいずれ

の実施機関においても、基本的な流れは同一なので、全てのパターンに

ついて一括して記載、説明するとともに、各パターンにおいて特徴的な

事項があれば、特出して記載する。 

   

 

Ａ．初回アセスメント 

（１）アセスメントを実施する機会の設定  

 ○ 各実施機関において、DASC による軽度認知症のアセスメントを行う機会

を設定する。取組パターンごとに考えると、以下のような機会が想定され

る。なお、以下は例示であり、各実施機関における業務の実情等に応じて、

柔軟に判断することが可能である。 

  ・地域包括：総合相談実施時、総合事業基本チェックリスト実施時、介護

予防教室、認知症予防教室※など 

  ・医療機関：かかりつけ医療機関受診時など 

  ・歯科：かかりつけ歯科受診時など 

  ・薬局：かかりつけ薬局来局時など 

  ・介護事業所：介護サービス利用時など 

  ・ケアマネ事業所：利用者宅への訪問時など 

  ・フレイル予防事業：ハイリスクアプローチにかかる訪問時など 

※認知症予防教室で行う場合、初回アセスメントを教室のメニューとして実

施し、1 回目モニタリングは認知症予防教室のモニタリングと同時に行う。

2回目以降モニタリングは本人が希望しなければやらなくても良いがその場

合は、モニタリング中止理由書を起票し提出する。 

 〇 DASC によるアセスメントは、家族同伴の場合の方が精度が高くなること

から、可能な限り、家族同伴でのアセスメントを目指す。 

 

 ○ また、本プロジェクトでは、軽度認知症の早期把握及びケアマネジメン

トに主眼を置いていることから、軽度認知症以上と判定される可能性が高

そうな者についてアセスメントを行うようにする。 

なお、既に認知症の診断がなされ、認知症に関する治療などが行われてい

る者については、原則として対象者としないが、要介護認定の有無は問わな

いこととする。 

 



 

 

 

 

（２）本⼈・家族への事業内容説明 

 〇 本人・家族に対して、適宜、様式①（市民向けチラシ・事業説明書）を

用いながら、プロジェクト内容を説明する。 

 

〇 事業内容の説明の後、様式②（個人情報使用同意書）を通じて、支援者間

での個人情報の共有や本プロジェクトの成果（個人情報を除く）を報告書に

まとめることに関して、本人の同意を取得する。しかし、同意書の取得が難

しい場合には、同意書が取得できなくても本プロジェクトを実施することが

できる。 

 

（３）DASC-21 によるアセスメントの実施 
 〇 事業参加について同意が得られた場合は、様式③（DASC-21 様式）を用い

て、DASC-21 によるアセスメントを実施する。なお、DASC-21 によるアセス

メントは、把握・ケアマネジメント研修の内容に沿って、適切に実施する。 

   ※ なお、DASC-21 においては、導入の質問（Ａ・Ｂの２問）は採点の対

象外になっているので、注意が必要である 

 

（４）ケアマネジメント 

ア．情報の聞き取り 

  ○ DASC の判定結果や、DASC の実施前後で、本人・家族から聞き取った認

知機能などの心身の状況に関する情報を様式④（アセスメント・モニタ

リングシート）に記載し、支援対象者についてのアセスメントを進める。 

 

イ．本人・家族への説明 

〇 「軽度認知症以上の可能性あり（DASC-21 が 31 点以上）」と判定された

場合は、原則として、医療機関への受診を勧奨するとともに、支援対象者

の心身の状況等を踏まえて、セルフケアの取組を推進し、必要に応じて介

護サービスの利用を図る。 

 

○ こうした観点から、まずは、適宜、様式⑤（取り組みのご案内）などを

利用して、今後、行うべき取組を本人・家族に説明する。なお、様式⑤は、

使用・改変ともに自由とする 

 

〇 こうした状況説明に当たって、認知症の可能性がある旨の説明を行うか



 

 

どうか、行う場合にどのように行うかについては、本人・家族の状況を勘

案しつつ、実施担当者において適切に判断する。 

 

ウ．医療機関への受診勧奨 

○ 「軽度認知症以上の可能性あり」と判定された場合は、かかりつけ医な

どの医療機関を受診することにより、認知機能障害の鑑別診断（認知症以

外の疾患の除外診断）を受けるとともに、医師から、併存疾病や生活習慣

の的確な管理のための診断やアドバイスを受けることが重要である。 

なお、認知症早期支援におけるかかりつけ医の具体的な役割については、

松戸市医師会の川越正平副会長によれば、以下の図のように整理される。 

 

〔図：認知症早期支援におけるかかりつけ医の役割〕 

 

 

○ 「軽度認知症以上の可能性あり」と判定された場合の医療機関への受診

勧奨の手順は、実施機関ごとに異なることから、以下、実施機関ごとに分

類して説明する。 

  

認知症早期⽀援におけるかかりつけ医の役割
○ まつど認知症予防プロジェクトでは、DASCによるアセスメントの結果、「軽度認知症以上の可能性
あり」（31点以上）と判定された場合は、かかりつけ医の受診につなげることとしている。

○ かかりつけ医は、①認知機能障害の鑑別診断（認知症以外の疾患の除外診断）、②併存疾病や⽣活
習慣の的確な管理を⾏う。

○ こうした認知症の早期⽀援に関するかかりつけ医の役割について、松⼾市医師会の了解・協⼒を得
た上で、市内の医療機関に対して、協⼒を依頼している。
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※ 松⼾市医師会理事 川越正平⽒講演資料「まつど認知症予防プロジェクトにおけるかかりつけ医との連携」に基づき作成。



 

 

 （ⅰ）地域包括・歯科・薬局・介護事業所・ケアマネ事業所の場合 

 【受診勧奨する医療機関の選定方法】 

○ 支援対象者にかかりつけ医がいる場合は、認知機能に係る診断につい

て、かかりつけ医への受診を勧奨する。 

一方、支援対象者にかかりつけ医がいない場合は、様式⑤－２（認知

症対応医療機関一覧表）に掲載されたいずれかの医療機関への受診を勧

奨する。様式⑤－２は、一覧表を参照しつつ、実施担当者がアドバイス

を行う形で活用することもできるし、様式⑤－２自体を本人・家族にそ

のまま渡す形で活用することもできる。また、松戸市版認知症ケアパス

（相談窓口マップ版）等を活用して案内する。 

※ 本プロジェクトの対象者は、認知症の診断を受けていない者とし

ているため、かかりつけ医がいる場合でも、かかりつけ医に対して、

認知機能に係る診断を依頼することが必要である。 

 

○ かかりつけ医が不在である場合や機関間の連携が円滑に行えない場

合などで、医療機関の受診につながることが困難な場合は、松戸市在宅

医療・介護連携支援センターや地域サポート医において、相談支援を行

うことも可能（相談窓口：松戸市在宅医療・介護連携支援センター、電

話：047－701－7533、衛生会館２階）。 

  このように、松戸市医師会の協力の下、医療連携を円滑化するための

重層的なシステムを構築しているが、概要は下図のとおり。 

 

〔図：認知症早期支援における医療連携の円滑化〕 



 

 

【医療機関への受診勧奨の方法】 

○ これまでの他自治体で行われきた先行的な事業においては、支援対

象者に受診勧奨しても、受診につながらないケースが多かった。この

ため、実施機関（地域包括支援センター・歯科・薬局・介護事業所・

ケアマネ事業所）は、可能な限り「支援対象者の受診に同行する」、

「FAX・電話等で医療機関に連絡する」などの形で、医療機関に対して、

DASC の判定結果を参照した認知機能の診断を行うよう依頼する。 

 

○ 支援対象者（患者）自身の受診、または実施機関から医療機関への

連絡・依頼が円滑に行われるよう、様式⑥（医療機関への連絡用紙）

を適宜利用し、医療機関への DASC に関する情報伝達及び依頼を行う。

なお、様式⑥は使用自由・改変自由とする。 

 

○ 本プロジェクトでは、対象者（患者）に対して最善の対応を行う観

点から、認知症治療薬の処方が必要であると医師が判断した場合は、

認知症治療薬を処方する。あわせて、処方状況把握の観点から、医療

機関は、可能な限り様式⑥－２（認知症治療薬の処方状況）に必要事

項を記載することとされている。このため、実施機関は、医療機関へ

情報伝達や依頼を行う際は、認知症治療薬が処方された場合には、可

能な限り、様式⑥－２を作成し、実施機関へ提出するよう依頼する。 

 

【歯科への受診勧奨等の検討】 

○ 認知症発症により、自発的な清潔行動が障害されることから、口腔

衛生状況は悪化し、う歯や歯周病が多くなる。また、認知症を発症し

て歯科受診が途絶えてしまう、歯科介入の意味を理解できずに拒否し

て、治療ができなくなるケースも生じることから、こうした状態にな

る前に、予防的に口腔衛生管理を提供することが必要になる。 

 

○ このため、DASC が 31 点以上で、「軽度認知症以上の可能性あり」と

判定される場合は、歯科の受診状況を把握した上で、歯科を未受診の

場合は、歯科の受診を勧奨する、又は、医師に対して歯科受診に関す

る判断を行うよう依頼することが望まれる。 

  



 

 

（ⅱ）医療機関の場合 

  ○ 原則として、自医療機関において、認知機能障害の鑑別診断（認知症

以外の疾患の除外診断）を行うとともに、併存疾病や生活習慣の的確な

管理のための診断やアドバイスを行う。 

 

○ 本プロジェクトでは、対象者（患者）に対して最善の対応を行う観点

から、仮に、認知症治療薬の処方が必要であると医師が判断した場合は、

認知症治療薬を処方するとともに、処方状況の把握の観点から、可能な

限り、様式⑥－２（認知症治療薬の処方状況）に必要事項を記載する。 

 

○ また、歯科の受診状況を把握した上で、歯科を未受診の場合は、歯科

受診に関する判断を行うことが望まれる。 

 

エ．セルフケア 

  ○ アセスメント結果に基づき、本人・家族と相談しながら、様式⑦（セ

ルフケア取り組み状況）により、セルフケアの目標や計画を策定する。 

   セルフケアの目標設定にあたっては、参考資料として添付した「セルフ

ケアの目標例」を参考にして本人に選んでもらうのもよい。 

 

  ○ 様式⑦については、記載されたチェック項目のうち、実際に支援対象

者に対して、セルフケアを行う項目のみを取り出して使用する。具体的

には、実際にセルフケアを行う項目については、「要否」欄に「○」を付

し、取り組みを促す。一方、セルフケアを行わない項目については、「要

否」欄に斜線「/」を付す。ただし、「受診・服薬」の項目については、

必ずチェックを行う。 

 

  ○ 様式⑦のうち、目標欄に空欄がある項目については、本人・家族と相

談しながら、具体的な目標を定めて記入する。また、「その他」の項目に

ついては、チェック項目を自由に記載することができる。 

希望する対象者には、使用・改変自由の様式⑦－２（目標管理シート）

に具体的な取組内容と担当者からの応援コメントを記載した上で、対象

者に渡す。 

 

 ※ 本プロジェクトは、認知症予防に向けたセルフケアの実施を主眼とした

事業であるため、可能な限り、多くの項目についてセルフケアを実施できる

よう、計画を策定することが望まれる 

 



 

 

オ．介護サービス 

 ○ アセスメント結果に基づき、要介護・要支援認定や総合事業対象者特定

の必要性を勘案しつつ、認知症予防の観点から、以下のような介護サービ

スの利用を検討する。本人・家族と相談した上で、利用を予定する介護サ

ービスを決定し、様式⑦に記載する。 

  ・デイサービス＜要介護者・要支援者・事業対象者＞ 

  ・いきいきトレーニング（短期集中予防サービス）＜要支援者・事業対象

者＞ 

  ・地域包括支援センター主催の認知症予防教室・介護予防教室など 

  

 ○ 要介護・要支援認定や総合事業対象者特定が新たに必要となる場合は、

地域包括支援センターや市役所に連絡を行う。 

   また、介護保険サービスを使う際には、実施機関自体がケアプラン作成

を行う場合は、作成する。一方、実施機関自体がケアプラン作成を行わな

い場合は、地域包括支援センター又はケアマネジャーにつなぐ。 

 

カ．様式⑦の完成、ケアマネジメント結果の記録 

  ○ 要否や具体的な目標を記入することによって、様式⑦（様式⑦－２も

作成する場合は様式⑦－２も含む。以下同じ。）を完成させる。様式⑦の

完成版については、原本を支援対象者に渡す。 

 

  ○ 上記イ～オの内容を整理し、様式④の「ケアマネジメント」欄に記載

する。 

 

キ．認知症予防のための取組の実施 

  ○ 完成した様式⑦に基づき、支援対象者は３ヶ月間、医療機関への受診

やセルフケア等を実施し、その取り組み状況を様式⑦に記入する。 

  



 

 

Ｂ．モニタリング①（３ヵ⽉後モニタリング） 

（５）モニタリング① 

 ○ 初回アセスメントから概ね３ヵ月後に、モニタリング①（３ヵ月後モニ

タリング）を実施する。 

 

 ○ モニタリングは対面で行う。モニタリングにおいては、再度、DASC-21

によるアセスメントを実施するとともに、様式⑦を通じて、受診やセルフ

ケア等の実施状況を把握する。なお、本人・家族が様式⑦に取組状況を記

載していない場合は、モニタリングの際に聞き取って記載する。 

 

 ○ モニタリングの結果を踏まえて、再度、今後３ヶ月間に向けてのセルフ

ケア等の目標を立てるため、チェック項目の要否や具体的な目標を記載す

ることにより、今後３か月のための様式⑦を完成させる。様式⑦の完成版

については、原本を支援対象者に渡す。 

※なお、仮に、DASC－21 の点数が、初回アセスメントでは 30 点以下（「MCI

又は健常の可能性」）だったものの、モニタリング①（３ヵ月後モニタ

リング）では 31 点以上（「軽度認知症以上の可能性あり」）となった場

合は、Ａ（４）ウに沿って、医療機関への受診勧奨を行う（モニタリン

グ①以降も、同様に受診勧奨を行う）。 

 

 ○ モニタリング結果を様式④に記入する。 

 

 ○ 完成した様式⑦に基づき、支援対象者は、３ヶ月間、セルフケアを実施

し、その実施状況を当該様式に記入する。 

 

Ｃ．モニタリング②（６ヵ⽉後モニタリング） 

（６）モニタリング② 

 ○ モニタリング①（３ヵ月後モニタリング）から概ね３ヵ月後（初回アセ

スメントから概ね６ヵ月後）に、モニタリング②（６ヵ月後モニタリング）

を実施する。モニタリングの実施方法は、「Ｂ．モニタリング①」と同じ。 

 

 

 



 

 

３．市役所への書類提出、今年度のプロジェクトの成果検証等 

（１）初回アセスメント実施時の書類の提出 

 ○ 初回アセスメント実施時に作成した各支援対象者に係る様式の写しを、

初回アセスメントを実施した月の翌月 10 日までに、市役所地域包括ケア推

進課 地域支援担当室又は地域包括支援センターへ提出する。地域包括支

援センターは、他の実施機関（医療機関、歯科、薬局、介護事業所、ケア

マネ事業所）から提出された書類も含めて、市役所へ提出する。 

  【必須様式】 

   ・様式⑨（提出シート） 

   ・様式③（DASC-21 様式） 

   ・様式④（アセスメント・モニタリングシート） 

   ・様式⑦（セルフケア取り組み状況） 

   【任意様式】 

    ・様式②（個人情報使用同意書） 

    ・様式⑦－２（目標管理シート） 

    ・様式④－３（引継ぎ票） 

  

〇 初回アセスメント終了後、本人に対してより事業が実施しやすい協力 

機関に引継ぎを依頼する場合、Ⅴ.を参考に引継ぎを行う。 

 

（２）モニタリング（①及び②）実施時の書類の提出 

○ モニタリング（①及び②）実施時に作成した各支援対象者に係る様式の

写しを、モニタリングを実施した月の翌月 10 日までに、市役所地域包括ケ

ア推進課 地域支援担当室又は地域包括支援センターへ提出する。地域包括

支援センターは、他の実施機関（医療機関、歯科、薬局、介護事業所、ケア

マネ事業所）から提出された書類も含めて、市役所へ提出する。 

 

  【必須様式】 

   ・様式⑨（提出シート） 

・様式③（DASC-21 様式） 

   ・様式④（アセスメント・モニタリングシート）    

   ・様式⑦（セルフケア取り組み状況） 

  【任意様式】 

・様式⑥－２（認知症治療薬の処方状況） 

・様式⑦－２（目標管理シート） 

・様式④－３（引継ぎ票） 



 

 

〇 モニタリング終了後、本人に対してより事業が実施しやすい協力機関に

引継ぎを依頼する場合、Ⅴ.を参考に引継ぎを行う。 

  



 

 

Ⅳ．１年後モニタリングの実施⽅法 

１．１年後モニタリングの基本的流れ 

 

 

２．１年後モニタリングの具体的な実施⼿順 

（１）説明と同意取得 

○ 初回アセスメント及び２回のモニタリングを終了した事例について、初

回アセスメントの概ね１年後に、「１年後モニタリング」を実施する。なお、

初回アセスメント及び２回のモニタリングの全てが実施されていない場合

は、原則として、１年後モニタリングの対象事例とすることはできない。 

以後のスケジュールの関係上、１年後モニタリングは、令和 5年４月～

令和 5年 3月末までに実施・提出する。 

 

○ １年後モニタリングに際しては、本人・家族に対して、適宜、１年後モニ

タリングの内容を説明する。 

 

  



 

 

（２）１年後モニタリングの具体的実施⽅法 

○ １年後モニタリングは対面で行う。モニタリングにおいては、再度、

DASC-21（様式③）によるアセスメントを実施するとともに、様式⑦（セル

フケア取り組み状況）を用いたヒアリングを通じて、前回モニタリング後

の受診やセルフケア等の実施状況を把握する。 

様式⑦においては、半年前、１年前のモニタリング時のアドバイスや、

現時点での心身の状況等を踏まえて、各項目のチェックの要否を判断した

上で（必要な項目には「○」を、不必要な項目には「/」を付す）、必要な

項目について、半年間、１年間の取組状況等をチェックする。 

 

 ○ アセスメント結果に沿ってケアマネジメントを行い、医療機関受診、セ

ルフケア、介護サービスの利用など、必要な対応を本人・家族に対してア

ドバイスする。 

※なお、仮に、DASC-21 の点数が、前回までは 30 点以下（「MCI 又は健常

の可能性」）だったものの、今回は 31 点以上（「軽度認知症以上の可能

性あり」）となった場合は、医療機関への受診勧奨を行う。 

 

３．市役所への書類提出、プロジェクトの成果検証等 

（１）１年後モニタリング実施時の書類の提出 

 ○ １年後モニタリング実施時に作成した各支援対象者に係る様式の写しを、

１年後モニタリングを実施した月の翌月 10 日までに、市役所地域包括ケア

推進課 地域支援担当室又は地域包括支援センターへ提出する。地域包括

支援センターは、他の実施機関（医療機関、歯科、薬局、介護事業所、ケ

アマネ事業所）から提出された書類も含めて、市役所へ提出する。 

【必須様式】 

   ・様式⑨（提出シート） 

   ・様式③（DASC-21 様式） 

   ・様式④－２（（ ）年後モニタリングシート） 

   ・様式⑦（セルフケア取り組み状況） 

  【任意様式】 

   ・様式⑥－２（認知症治療薬の処方状況） 

   ・様式④－３（引継ぎ票） 

  



 

 

Ⅴ．引継ぎ、⽀援終了について 

 １. 実施機関の引継ぎについて 

〇 初回アセスメントやモニタリング終了後、本人に対して、より事業が実

施しやすい協力機関がある場合には、支援対象者と引継ぎ先機関の承諾を

得たうえで、円滑に引継ぎが行われるよう、支援対象者に対し、両機関で

同行訪問を行うなどの方法により、顔つなぎや引き継ぎをする。 

 

〇 引継ぎ時に、様式④－３（引継ぎ票）及び今までに使用した様式一式の

写しを引継ぎ先機関へ渡す。また、様式④－３（引継ぎ票）を引継ぎ実施

月の翌月 10 日までに、市役所地域包括ケア推進課 地域支援担当室又は

地域包括支援センターへ提出する。地域包括支援センターは、他の実施機

関（医療機関、歯科、薬局、介護事業所、ケアマネ事業所）から提出され

た書類も含めて、市役所へ提出する。 

 

２. ⽀援終了について 

〇 モニタリング時に対象者より事業中止の申し出があった際には、様式⑧

（モニタリング中止理由書）に必要事項を記入・選択し、終了日の翌月

10 日までに、市役所地域包括ケア推進課 地域支援担当室又は地域包括

支援センターへ提出する。地域包括支援センターは、他の実施機関（医療

機関、歯科、薬局、介護事業所、ケアマネ事業所）から提出された書類も

含めて、市役所へ提出する。 

 

 

  



 

 

 

  



様式・参考資料
【様式一覧】

様式番号 略称 使用方法

様式① 市民向けチラシ・事業説明書 使用するかどうか自由。配布自由。

様式② 個人情報使用同意書 使用任意。改変不可。

様式③ DASC-21様式 使用必須。改変不可。

様式④ ｱｾｽﾒﾝﾄ･ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｼｰﾄ 使用必須。改変不可。

様式④－２ ｱｾｽﾒﾝﾄ･ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｼｰﾄ（　）年後 使用任意。改変不可。

様式④－３ ケース引継連絡票 引継ぎ時使用必須。改変不可。

様式⑤ 取り組みのご案内 使用するかどうか自由。改変も自由。

様式⑥ 医療機関への連絡用紙 使用するかどうか自由。改変も自由。

様式⑥－２ 認知症治療薬の処方状況 可能な限り使用。改変不可。

様式⑦ セルフケア取り組み状況 使用必須。改変自由。

様式⑦－２ 目標管理シート 使用するかどうか自由。改変も自由。

様式⑧ モニタリング中止理由書 終了時に必須。改変不可。

様式⑨ 提出シート 使用必須。改変不可。

※既に前年度までの様式を使用し始めている場合は、前年度までの様式を継続的に

使用しても構わない。

【参考資料】
参考資料①

参考資料② 実施時の声かけの工夫

参考資料③ アセスメント・モニタリングシート記入例

参考資料④

参考資料⑤ 元気応援くらぶ一覧

セルフケア目標例

松戸市認知症カフェ一覧・マップ



“物忘れが多くなった”
“何かがおかしい”
“違和感がある”

と感じるあなたへ

看護師・薬剤師・ケアマネ・介護職員などの
専門職が、あなたの話を聞き、
あなたにあった生活習慣を一緒に考えます。

専門職がお手伝いします

“雰囲気が変わった”
“好きだったことを

しなくなった”
と感じる家族の方へ

私たちに話してください

まつど認知症予防プロジェクト

認知症？

様式①
（使用自由・改変自由）



ひとりで、家族だけで、立ち向かおうとしないでください。

専門家に相談することで、あなたはあなたの人生を自分で選択することがで
きます。
理解ある人に出会えたり、病気を治療したりすることができます。

相談することで、あなたの人生をよりよく生きる時間とヒントを得ることが
できます。

前向きに歩む可能性が広がります。

①認知機能チェック
②結果に応じてセルフケ
ア、介護サービスの利⽤、
受診について⼀緒に考え
ます。

①認知機能チェック
②セルフケア、介護サー
ビスの利⽤、受診状況を
確認します。

①認知機能チェック
②セルフケア、介護サービ
ス利⽤、受診状況を確認し
ます。
③今後もご⾃分で⾏ってい
ただくためのアドバイスを
受けます。

初回 3ヶ⽉後 6ヶ⽉後

実施機関
⾼齢者いきいき安⼼センター、
かかりつけクリニック・病院、⻭科医院、薬局、
介護事業所など

まつど認知症予防プロジェクト
専⾨職がサポートし、
⽇々の⽣活にもとづいた認知機能についての変化をとらえながら、
セルフケア（⾃分で⾏うこと）、サービスの利⽤、診療の必要性
などを⼀緒に考えていきます。

まつど認知症予防プロジェクト 検索
実施機関の詳しい情報を知りたい⽅は…

【お問合せ】松⼾市 地域包括ケア推進課 地域支援担当室
　　　　　　　　　　TEL︓047-702-3652



 

「認知症を予防できるまち💛まつどプロジェクト」

（軽度認知症把握・ケアマネジメント事業）における 

個人情報使用同意書 

支援者代表

（機関名）

（役職・氏名） 様

○使用の目的

軽度認知症把握・ケアマネジメント事業（認知症を予防できるまち💛まつど

プロジェクト）（以下、認知症予防事業）は、軽度認知症の早期把握及びケア

マネジメントを行い、事業参加者の認知症予防を推進することを目的としてい

ます。この目的のために個人情報を用います。 

また同時に、本認知症予防事業においては、取組みの効果を科学的に検証し、

改善に資する検討を行うこと、この取組みを全国の自治体に還元するための報

告書を作成することを予定しており、このために個人情報を除く本認知症予防

事業のデータを活用します。 

○情報共有を行うもの

本認知症予防事業において、高齢者の認知症予防を支援する松戸市、松戸市

高齢者いきいき安心センター（地域包括支援センター）、医療機関、歯科診療

所、薬局、介護事業所、居宅介護支援事業所等の支援者（以下、支援者）が、

本認知症予防事業の参加に同意した高齢者（以下、支援対象者）の支援に係る

情報を共有します。 

また、個人情報を除く、本認知症予防事業のデータを国立保健医療科学院、

静岡県立大学、兵庫県立大学の研究者によって構成される研究班（以下、研究

班）に提供いたします。 

○使用にあたっての条件

支援者は、支援対象者の個人情報について、前述した目的の範囲内で活用す

るものであり、情報共有において関係者以外に漏れることのないよう適切に管

理します。 

○報告書・学術論文への掲載内容

本認知症予防事業のデータを分析した内容は、研究班によって作成される

様式② 
（使用任意・改変不可） 



報告書や学術論文に掲載されます。ただし、個人が特定される情報（個人名、

住所、生年月日等）は掲載されません。 

○同意の確認

私は、本認知症予防事業に参加し、認知機能のアセスメント（評価）、医療

機関受診・介護サービス利用・セルフケアに関するケアマネジメントなどの支

援を受けること、セルフケアの実施状況等に関するモニタリングを受けること、

それに伴い支援者間で個人情報を共有すること、研究班に個人情報を除く本認

知症予防事業に関わるデータを提供することに同意します。 

支援対象者 

同意年月日 令和 年 月 日 

氏名（自署） 

ふりがな 

生年月日 
大正・昭和 

年 月 日 
性別 男 ・ 女 

住所 

連絡先 

※原本は説明し、同意を得た実施機関が保管するものとします。

※コピー１部を支援対象者にお渡しします。

※本事業に必要な範囲内で、支援者に本同意書のコピーを渡します。

※なお、本認知症予防事業に参加いただいた後でも、理由に関係なく中止を希

望する場合や継続が難しい場合は、いつでも参加を取りやめることができま

す。



認知症総合アセスメント DASC-21 様式③ 

（使用必須・改変不可） 

 



 

まつど認知症予防プロジェクト アセスメント・モニタリングシート

実施機関名 

  実施担当者

対応月日 令和 年    月    日 (  ) 
男 

女 
 T ・ S     年   月     日生 （   歳） 

フリガナ

電話 
本人氏名 

本人住所 主治医 

医療機関名 

医師名 

家族構成 独居 ・ 同居家族（ ） 疾患名 

協力者 既往歴 

介護保険 
自立 ・ 未申請 ・ 申請中 ・ 

事業対象者 ・ 要支援(  ) ・ 要介護（  ） 

治療 

処方 

障害 

自立度 

自立 ・ J1 ・ J2 ・ A1 ・ A2 ・ B1 ・ B2 

C1 ・ C2 

認知症 

高齢者 
Ⅰ ・ Ⅱa ・ Ⅱb ・ Ⅲa ・ Ⅲb ・ Ⅳ ・ M 

備考 

初回アセスメント     月   日 訪問 ・ 来所 ・ その他（      ） 家族同伴： 有 ・ 無 

記憶 

本人について 

・認知機能

・心身の状況

見当識 

問題解決判断力 

家庭外の IADL 

家庭内の IADL 

ケアマネジメント

・受診勧奨

・セルフケア

・サービス利用

身体的 ADL① 

身体的 ADL② 

総得点 

DASC31 点 

以上の場合 

受診予定医療機関名 

医療機関への連絡方針 実施機関が受診同行 ・ 実施機関が FAX ・ 電話等で連絡 ・ その他（ ） 

今後の予定 継続 ・ 引継ぎ（引継ぎ機関： ） ・ 終了（終了理由：   ） 

様式④ 
（使用必須・ 

改変不可）

初回アセスメント ・ モニタリング① ・ モニタリング② 

同意： 有 ・ 無 



 

モニタリング①（3 か月後） 月  日 訪問 ・ 来所 ・ その他（ ） 家族同伴： 有 ・ 無 

記憶 

本人について 

・認知機能

・心身の状況

・受診状況

見当識 

問題解決判断力 

家庭外の IADL 

家庭内の IADL 

ケアマネジメント

・受診勧奨

・セルフケア

・サービス利用

身体的 ADL① 

身体的 ADL② 

総得点 

DASC31 点 

以上の場合 

受診予定医療機関名 

医療機関への連絡方針 実施機関が受診同行 ・ 実施機関が FAX ・ 電話等で連絡 ・ その他（ ） 

今後の予定 継続 ・ 引継ぎ（引継ぎ機関： ） ・ 終了（終了理由：   ） 

モニタリング②（6 か月後） 月  日 訪問 ・ 来所 ・ その他（ ） 家族同伴： 有 ・ 無 

記憶 
本人について 

・認知機能

・心身の状況

・受診状況

見当識 

問題解決判断力 

家庭外の IADL 

家庭内の IADL 
ケアマネジメント

・受診勧奨

・セルフケア

・サービス利用

身体的 ADL① 

身体的 ADL② 

総得点 

DASC31 点 

以上の場合 

受診予定医療機関名 

医療機関への連絡方針 実施機関が受診同行 ・ 実施機関が FAX ・ 電話等で連絡 ・ その他（ ） 

今後の予定 継続 ・ 引継ぎ（引継ぎ機関： ） ・ 終了（終了理由：   ） 



 

まつど認知症予防プロジェクト モニタリングシート

実施機関名 

  実施担当者

対応月日 令和 年    月    日 (  ) 
男 

女 
 T ・ S     年   月     日生 （   歳） 

フリガナ

電話 
本人氏名 

本人住所 主治医 

医療機関名 

医師名 

家族構成 独居 ・ 同居家族（ ） 疾患名 

協力者 既往歴 

介護保険 
自立 ・ 未申請 ・ 申請中 ・ 

事業対象者 ・ 要支援(  ) ・ 要介護（  ） 

治療 

処方 

障害 

自立度 

自立 ・ J1 ・ J2 ・ A1 ・ A2 ・ B1 ・ B2 

C1 ・ C2 

認知症 

高齢者 
 Ⅰ ・ Ⅱa ・ Ⅱb ・ Ⅲa ・ Ⅲb ・ Ⅳ ・ M  

備考 

（ ）年後モニタリング 月 日 訪問 ・ 来所 ・ その他（    ） 家族同伴： 有 ・ 無 

記憶 

本人について 

・認知機能

・心身の状況

見当識 

問題解決判断力 

家庭外の IADL 

家庭内の IADL 

ケアマネジメント

・受診勧奨

・セルフケア

・サービス利用

身体的 ADL① 

身体的 ADL② 

総得点 

DASC31 点 

以上の場合 

受診予定医療機関名 

医療機関への連絡方針 実施機関が受診同行 ・ 実施機関が FAX ・ 電話等で連絡 ・ その他（ ） 

様式④-2 
（使用任意・ 

改変不可）

（   ）年後モニタリング 

同意： 有 ・ 無 



引継ぎ先 月 日

担当 様

引継ぎ元

年 月 日

今後の支援の
方向性

引継理由

本人の意向

住 所

DASC
実施状況

※引継ぎ元ご担当者様は、引継ぎ完了後必ず本様式を市役所地域包括ケア推進課地域支援担当室宛にご提出くだ
さい

基本情報

（大正・昭和）

添付書類
（引継ぎ前にご
確認ください）

【使用必須書類】※引継時点で完了しているすべての回につき提出願います。
□様式③　DASC-21
□様式④　アセスメント・モニタリングシート
□様式⑦　セルフケア取り組み状況

【使用任意書類】
□様式②　個人情報同意書
□様式⑥-2　認知症治療薬の処方状況
□様式⑦-2　目標管理シート
□その他（ ）

備考

令和 年

担当

対象者
氏 名

生年
月日

□初回アセスメント
□モニタリング①（3ヵ月後モニタリング）
□モニタリング②（6ヵ月後モニタリング）
□（　　）年後モニタリング
※実施済みのものすべてに☑を付けてください

ケ ー ス 引 継 連 絡 票

引継ぎに
関する
同意

□本人　□引継ぎ元　□引継ぎ先

まつど認知症予防プロジェクト（DASC）を実施しておりました次の方について、引継ぎをいたします。

様式④-3
使用自由・改変不可



早期に取り組むほど、認知症予防（発症遅延）に効果があ
ると⾔われています。認知症予防に向けて、以下のような
取組を積極的に⾏ってみましょう。

認知症予防に向けた取組のご案内

▶ 医師により、疾患の鑑別診断と、薬の服⽤の仕⽅などの医療や⽣活の確
認が⾏われ、今後の対応⽅針を決められますので、まずは、かかりつけの
医師の先⽣に相談してみましょう。

▶ かかりつけの先⽣がいない場合は、認知症対応機関⼀覧表の中から受診
しましょう。

セルフケア（⾃分で⾏うケア）
▶ 認知症予防のためには、 ①⾷事や運動などの予防策、 ②脳機能トレー
ニング、③たばこやお酒などの悪化因⼦の減少、④社会参加・趣味活動、
⑤服薬管理などが効果的です。このため、⽇々のセルフケア（⾃分で⾏う
ケア）が⾮常に重要になります。

▶ ⽀援担当者と相談し、無理の無い範囲で、「セルフケア取組状況シー
ト」を活⽤して、セルフケアの⽬標を⽴てて、⽇々実践してみましょう。

介護サービスの利⽤
▶ ⼼⾝の状況によっては、認知機能向上のための教室やトレーニングに通
うことが効果的である場合もあります。

▶ ⼼⾝の状況によって受けられるサービスや通える教室が異なりますので、
⽀援担当者と相談して、認知症予防のために必要な介護サービスの利⽤を
検討しましょう。

様式⑤
（使⽤⾃由・改変⾃由）

取り組み状況の確認
▶ 取り組み状況を「セルフケア取組状況シート」に記載しましょう。

▶ ３ヵ⽉後・６ヵ⽉後に、認知機能のチェックと、セルフケアや医療機関
受診の取り組み状況について、再度お伺いします。

▶ 6カ⽉後以降も取り組み状況について専⾨職がお伺いすることがありま
す。アドバイスをもとに継続的に取り組んでいきましょう。

医療機関の受診



令和 2年 4月 1 日 

関係各位 

  松戸市医師会会長 東 仲宣 

松戸市認知症研究会会長 市場 卓 

認知症の人への松戸市内の連携に関するお願い 

 現在、認知症の人は全国で約 500 万人、65 歳以上では５人に１人と言われています。 

ここ松戸市でも認知症の人は約 2万人と推定されています。松戸市医師会は、松戸市や他の保健・

福祉・介護関係者・「家族の会」などとともに「松戸市認知症研究会」の活動を行っております。

私たちは、松戸市における認知症に関する診療とケアシステムの構築及び「認知症になっても安心

して暮らせる街づくり」を目指しております。 

松戸市医師会では各種研修会受講医療機関を別紙に掲載した「認知症対応医療機関」として認定

してきました。これは学会認定などではなく松戸市医師会独自の「緩やかな基準」に基づく認定医

療機関で、[別紙]はこれらの医院・診療所・病院の一覧表です。表中にある「認知症サポート医」

は、国立長寿医療研究センターが行っている「認知症サポート医養成研修」終了者です。「認知症

サポート医」は認知症に係る地域医療体制において中心的な役割を担います。また表の医療機関

は、より専門的な認知症診療を行う「認知症疾患医療センター」との連携をとりながら、認知症患

者の診療に取り組んでいます。 

この一覧表を利用するにあたって、以下の留意点を申し上げておきます。 

Ⅰ．認知症を疑った場合は、まずかかりつけの先生にご相談下さい。なぜなら長期間通院されてき

た認知症の人は、そのかかりつけの先生と長い信頼関係があるからです。かかりつけの先生は、

認知症以外の疾患管理に集中されており、必ずしも認知症の問題意識を持っていないかもしれま

せん。従って、かかりつけの先生に皆様からまずは「認知症かもしれない」とご相談され、その

先生が信頼関係に基づき、認知症の視点でも診察されるのが最善の道だと考えています。 

Ⅱ．上記Ⅰの手順を踏まれた後や、「かかりつけ医がいない方」に関して、[別紙]の一覧表をご活

用ください。当該医療機関は、一応以下のごとき位置づけをしております。 

① 認知症の評価や治療で一定の役割を果たす。

② 認知症の人の日常的な身体管理や病状管理を行う。

③ 見通しや対処法について説明するなど、一定の役割を果たす。

④ 介護保険に関わる主治医意見書作成を行う。

⑤ 対応困難な人では、より専門的な医療機関を紹介する。

なお、認知症で直接「専門医」や「認知症疾患医療センター」を受診されますと、当該医療機関

が大変混雑致します。認知症診療では定期的で安定した通院の継続が大切です。そこで、こうした

連携体制をご活用ください。 

この「認知症対応医療機関一覧表」の名簿は、市内のケアマネジャーなど介護保険関係者や松戸

市などでも活用されます。また「かかりつけ医認知症対応力向上研修会修了者」や「認知症サポー

ト医養成研修修了者名簿」は千葉県ホームページでも公表されております。

松戸市では、今後も市民から成る「認知症サポーター」や「オレンジ協力員」等と専門職の「地

域包括支援センター」や「認知症コーディネーター」等と協働で認知症の人への対応を進めて行き

ますので、ご理解・ご協力をよろしくお願い申し上げます。 



御中 

実施機関名：

認知機能に係る診断のお願い 

平素よりお世話になっております。 

当機関では、松戸市が実施する「認知症を予防できるまち💛まつどプロジェ

クト」に参加し、軽度認知症の早期把握及びケアマネジメントに取り組んでい

ます。 

このプロジェクトにおいては、DASC（Dementia Assessment Sheet in 

Community-based Integrated Care System：ダスク）という、地域で生活する

認知症の生活機能障害に係わるアセスメントツールを用いて、認知機能のアセ

スメントを行うことになっております（DASC では、31 点以上で「認知症の可能

性あり」と判定されます）。 

 今般、貴院をかかりつけ医療機関とする●●●●様について、DASC を実施し

たところ、別添の DASC 判定結果のとおり、認知機能の低下の可能性ありと判定

されました。 

 つきましては、●●●●様の受診の際、認知機能障害の鑑別診断（認知症以

外の疾患の除外診断）を行っていただくとともに、ポリファーマシー（１人の

患者が一度に多くの薬を服用している状況）の弊害への対策を含め、診断やア

ドバイスを行っていただきますよう、お願い申し上げます。 

DASC の判定を含め、ご不明の点については、担当までお問い合わせください。 

何卒よろしくお願い申し上げます。 

※DASC の判定結果を次ページのとおり添付いたします。

様式⑥ 

（使用自由・改変自由） 

担当：●●●● 

電話：   －    － FAX：   －    －     

E-Mail:



認知症治療薬の処方状況 

（「認知症を予防できるまち💛まつど プロジェクト」関係）

対象者（患者）氏名 

対象者（患者）生年月日 

対象者（患者）住所 松戸市 

医療機関名 

担当医師氏名 

本文書作成日 令和 年 月 日 

認知機能に関する初回診断日 

認知機能の鑑別診断の 

結果 

処方した認知症治療薬の

名称と用量 

※薬剤・用量に変化があれば変化

も記載

薬剤名 用量 処方した日付 

認知症治療薬を処方した 

理由 

認知症治療薬処方後の経

過 

※３か月後のモニタリングま

での経過を記載

備考 

○ 「認知症を予防できるまち💛まつど プロジェクト」では、対象者（患者）に対し

て最善の対応を行う観点から、仮に、認知症治療薬の処方が必要であると医師が判断

された場合は、認知症治療薬を処方してください。 

○ その上で、処方状況を把握する観点から、認知症治療薬を処方された場合は、３か

月後のモニタリングまでの状況に基づき、以下の欄に必要事項を記載の上、松戸市役

所又はプロジェクト実施機関（地域包括支援センターなど）まで提出いただきますよ

う、ご協力の程、お願いいたします。 

様式⑥－２ 

（可能な限り使用・改変不可） 



要否 目標項目 取り組み状況

食事に関する目標
　１．できた
　２．だいたいできた
　３．あまりできなかった

体重に関する目標
　１．できた
　２．だいたいできた
　３．あまりできなかった

内
容

回
数

回　／　日　・　週

睡眠に関する目標
　１．できた
　２．だいたいできた
　３．あまりできなかった

口腔衛生に関する目標
※口腔体操/入れ歯の手入れ/歯科受診など

　１．できた
　２．だいたいできた
　３．あまりできなかった

内
容

回
数

回　／　日　・　週

たばこに関する目標
　１．できた
　２．だいたいできた
　３．あまりできなかった

お酒に関する目標
　１．できた
　２．だいたいできた
　３．あまりできなかった

内容

回
数

回　／　日　・　週

内
容

回
数

回　／　日　・　週

医師の診察を受ける 　１．はい　　　２．.いいえ

正しく服用する
薬の
内容

　１．できた
　２．だいたいできた
　３．あまりできなかった

サー
ビス
内容

回
数

回　／　日　・　週

　１．できた
　２．だいたいできた
　３．あまりできなかった
　１．できた
　２．だいたいできた
　３．あまりできなかった

↑取り組みを行う項目は〇、行わない項目は斜線をひく

その他（自由記載）

セルフケア取り組み状況

受診・服薬

様

健康管理

計画日 年　　　　月　　　日　（　初回アセスメント　・　モニタリング①　・　モニタリング②　・　（　　）年後　）

確認日 年　　　　月　　　日　（　モニタリング①　・　モニタリング②　・　（　　）年後　）

社会参加・趣味活動

介護サービスを利用する
１．できた
２．だいたいできた
３．あまりできなかった

運動に関する目標
　１．できた
　２．だいたいできた
　３．あまりできなかった

認知機能低下予防のための脳トレ

目標値

社会参加
（通いの場・ボランティア・生涯学習等）

　１．できた
　２．だいたいできた
　３．あまりできなかった

介護サービスの利用

趣味活動
　１．できた
　２．だいたいできた
　３．あまりできなかった

　１．できた
　２．だいたいできた
　３．あまりできなかった

増加　・　維持　・　減少
現在　（ ｋｇ）⇒目標　（ ｋ
ｇ）

時間　／　日

様式⑦R2～
（使用必須・改変自由）



様 （　　　令和    年　　　月　　　日）からの取り組み

具体的な取り組み内容

　1)

  2)

　3）

　4）

★担当者からの応援コメント★

※不調が見られた場合には、早期に受診しましょう。

担当者（ ）
まつど認知症予防プロジェクト

目標管理シート 様式⑦－２
（使用自由・改変自由）



令和　　年度

事項 記入欄

初回アセスメント実施日 平成　・　令和　　年　　　月　　　　日

終了日時 令和　　年　　　月　　　　日

対象者氏名

住所

段階
※あてはまるものに☑

□ モニタリング①（３ヶ月後モニタリング）

□ モニタリング②（６ヶ月後モニタリング）

□ （　　　）年後モニタリング

終了の理由

終了に関する本人の同意

今後の支援の方向性

備考

モニタリング中止理由書

実施機関名： 担当者名：

様式⑧
（使用必須・

改変不可）



 

提出日　令和　　　　年　　　月　　　日

機関名

担当者

様

（　初回アセスメント　・　モニタリング①　・　モニタリング②　・　（　　）年後　）

チェッ
ク欄

チェッ
ク欄

初回
アセスメント

モニタリング
①

モニタリング
② （　）年後 提出書式

〇 様式②（個人情報使用同意書）

〇 〇 〇 〇 様式④-3（引継ぎ票）

〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇

初回アセスメントの実施期限：最終3/26頃まで　提出期限3/31
モニタリング①の実施期限：最終3/26頃まで　提出期限3/31
モニタリング②の実施期限：最終3/26頃まで　モニタリング①の概ね３ヵ月後

提出期限3/31
１年後モニタリングの実施期限：最終1/31まで　初回アセスメントの概ね１年後

提出期限3/31
書類提出期限：実施翌月10日

まつど認知症予防プロジェクト提出シート

任意様式（提出は自由）

必須様式（すべて提出）

提出書式

様式③（DASC-21様式）

様式④（アセスメント・モニタリングシート）　

様式⑦（セルフケア取り組み状況）

様式⑥-2（認知症治療薬の処方状況）

様式⑦-2（目標管理シート）

様式④-2（（　　）年後モニタリングシート）　※（　　）年後の場合は必須

様式⑨（提出シート）

様式⑧（モニタリング中止理由書）　※モニタリング中止時は必須

様式⑨
（使用必須・改変不可）



認知症予防のためのセルフケアの目標例 

食事に関する目標例 

【食事全体】 

・１日３食、規則正しくとる

・１回の食事量はバランスよくとる

・もう少し食べたいところ（腹八分目）で食事を終わらせる

・お茶や水などで水分を摂る（1日コップ 4～5杯を目安に）

・安全な姿勢でよく噛んでゆっくり食べる

・自分で調理する

【たんぱく質】 

・毎食、たんぱく質（肉・魚・卵・ハム・ソーセージ・大豆製品等）のおかずを食べる

・青魚（サバ、イワシ、サンマ）を積極的に摂る

・毎日牛乳をコップ 1杯は飲む

【野菜】 

・緑黄色野菜を多めに食べる

・根菜・きのこなど食物繊維をたくさんとる

・生野菜は両手いっぱい、温野菜は片手いっぱいの野菜をとる

・野菜を毎食２皿以上とる

【減塩】 

・薄味を心がけ、濃い味は１品だけにする

・塩分摂取に気をつけて食事をする

・減塩しょうゆや減塩みそを利用するのもよい

・しょうゆや食塩の代わりにレモンやゆず、わさびを利用する

【外食】 

・肉料理より魚料理を選ぶ

・一品料理より定食を選ぶ

・洋食や中華より和食を選ぶ

・うどんやラーメンの汁を飲まない

参考資料① 



体重に関する目標例 

・定期的（少なくとも一週間に 1回程度）体重測定をし、体重をチェックする。

・自分の標準体重を知り、それに近づける（または維持する）。

※ＢＭＩ（ビーエムアイ）は低栄養を発見するために最も重要な指標です。

BMI（Body Mass Index）とは、体格を表す指標です。体重と身長からやせや肥満を判定する

のに用いる指標です。ＢＭＩと標準体重は下記の計算式で求めます。

ＢＭＩ＝体重（キログラム）÷身長（メートル）÷身長（メートル）  

標準体重（キログラム）＝身長（メートル）×身長（メートル）×22 

例：体重 44㎏で身長が 155㎝の人の場合、 

ＢＭＩは、44÷1.55÷1.55＝18.3（やせ）  標準体重は、1.55×1.55×22＝52.8㎏ 

ＢＭＩ判定表  

日本人の食事摂取基準（2020年版）より、目標とするＢＭＩの範囲として 

70歳以上のＢＭＩは 21.5から 24.9 とされています。 

運動に関する目標例 

・１日１回は玄関から外に出る

・今より 10分多く活動する（家事を含む）

・歩数計をつける

・1日（ ）歩を目標に歩く 

・できるだけ階段を使う

・ふだんの歩幅より少し広げて、早歩きをする

・適度な筋力トレーニングをする

・有酸素運動（ウォーキング、スロージョギング、サイクリング、水泳など）を行う

・教室やサークルに参加する

睡眠に関する目標例 

・朝は一定の時刻に起きる

・朝は太陽光を浴びる

・決まった時間に運動する（就寝前の４時間以内は避ける）

・短時間の昼寝（目安 15分程度）を取り入れ、休息をとる

・夜は室内照明を暗めにする（就寝の１時間前から暗くする）

・就寝前のＴＶゲーム、パソコン、携帯の画面操作を避ける

やせ ふつう（標準体重） 肥満 

18.5未満 18.5以上から 25.0未満 25.0以上 

運動は仲間と実施すると 

より効果的です！ 

 

 



口腔衛生に関する目標例 

・安全な姿勢でよく噛んでゆっくり食べる

・こまめな水分摂取で口腔内を潤す

・毎食後歯磨き(1日１回は舌の清掃)をする

・入れ歯を毎日洗う、夜間は入れ物を決めて保管する

・摂食・嚥下体操を実施する

・歌ったり、話をしたり、声を出して本や新聞を読む

・定期的に歯科受診し、治療やクリーニングを受ける

認知機能低下予防のための脳トレ例 

・散歩や運動をしながら計算やしりとりなど（コグニサイズ）をする

・新聞など声に出して読む

・料理をする（献立を考える→買い物、調理、後片付け）

・日記をつける（昨日の出来事、食事内容、体調）

・くよくよせず、プラス思考を心がける

・若々しく、おしゃれ心を忘れない

・計算、クロスワードパズル、そろばん、そろばん、クイズ、日用大工、手芸等に取組む

・ 

たばこに関する目標例 

・たばこを持って外出しない（人前や喫煙所以外で吸わない）

・禁煙する（禁煙することを周囲の人に宣言する）

・禁煙相談を受ける（各保健福祉センター、薬局等）

・禁煙外来を受診する

お酒に関する目標例 

・休肝日を設ける

・適量（ビールなら中瓶１本、日本酒なら１合、ワインならグラス 1.5杯程度）

を守る

・就寝前のお酒はやめる



社会参加例（通いの場・ボランティア・生涯学習等） 

・外出の機会を増やす

・地域の会合やお祭り、ボランティア活動などに参加する

・週に○回以上、家族や知人等と食事をする

・通いの場やはつらつクラブに参加する

趣味活動例 

・音楽を聴いたり、歌を歌ったりする

・短歌や俳句、陶芸、絵画などの創作活動をする

・囲碁や将棋、麻雀を楽しむ

・料理に挑戦してみる

・家庭菜園、植物を育てる

・アロマオイルの香りを楽しむ

【趣味の例（平成 29年度セルフケア記載内容より）】 

（音楽）音楽鑑賞、ギター、オカリナ、カラオケ、わらべ歌、合唱 

（手芸）折り紙、編み物、裁縫、鉄道模型、ビーズ 

（スポーツ）グラウンドゴルフ、卓球、太極拳、スポーツ吹き矢、スポーツ観戦

（教養等）そろばん、読書、生け花、書道、インターネット、手話、写経、英会話、中国語 

旅行、映画鑑賞、パソコン操作 

服薬の目標例 

・医師の処方通りに服用する

・お薬手帳は１冊にし、毎回薬局に出す

・過去に処方された薬剤と現在服用している薬剤を別にして保管する

・薬に関する疑問点はその都度確認する

教室やサークルに 

参加するのも良いですね！ 



実施時の声かけの工夫 （令和元年５月実施アンケート結果より抜粋）

１．参加を促すために声をかけるとき 

２．セルフケアを提案するとき 

３．受診勧奨するとき 

１．参加を促すための声をかけるときの工夫 

〇認知症というと心配されるので、「介護予防に」「今後のために」と参加を促す 

〇対象者本人だけでなく、協力してくれそうな家族がいる場合は家族に声かける 

〇「消費者被害に引っ掛かりそうになった」「最近物忘れが気になる」等のフレーズを逃がさない 

〇「認知症予防に興味のある」「家族や他者に迷惑をかけたくない」「いつまでも自立した生活を送りた

い」等の意思表示している人に声をかける 

〇参加のメリットを説明する（認知症の発症遅延につながる。他者が介入することが刺激となり物忘れが

改善されたケースがある。物忘れの症状がでる病気が見つかって軽減したケース。積極的に外出するよう

になって表情が変わっていく。など） 

〇相談を受けた時に参加を促す 

〇地域のイベントや体操教室等の参加者に声をかける 

２．セルフケアの提案時の工夫 

〇現在行っていることを続ける、今まで行っていたことを再開させるなど身近なことから実施してもら

うように促す 

〇本人の生活リズム、趣味や特技、関心事を聞き取り、本人が無理なく取り組めることを提案する 

〇現在行っていることでまず良い点、強みを見つけて褒める。その次に望ましいプラスすべき点を加える 

〇モニタリングの中で、さらに行いたいこと、最近始めたこと等も含めてプラスしていく 

〇対象にあったセルフケアの提案を心がける。簡単すぎず、難しすぎず、少し努力することで継続が可能

で達成感を得られるように工夫する 

〇継続しやすいように負担を軽くする 

〇達成しやすい目標にする（毎日、新聞を取りに行く。一日１回２階にあがる。など） 

〇経済的な負担にならないように配慮する（脳トレのテキストの購入など） 

３．受診勧奨するときの工夫 

〇まずはかかりつけ医に受診して、かかりつけ医から専門医につなぐようにする 

〇具体的に近くの医療機関を紹介する。自分で受診予約が困難な場合、予約を代行する 

〇DASC３１点以上の方については、本人の同意を得て受診同行し、医師への情報提供や、鑑別診断を依頼

する 

〇服薬を嫌う人には受診・検査だけでも現状を知るために必須であることを説明する 

〇親族や身近な人から必要性を話してもらうことや担当民生委員と協議する 

参考資料② 



記入例１（DASC３０点以下） 

まつど認知症予防プロジェクト アセスメント・モニタリングシート 

実施機関名 〇〇地域包括 

  実施担当者 〇〇〇〇 

対応月日 令和    年   月   日 (   ) 
男 

女 
 T ・ S 年 月 日生 （  ８５  歳） 

フリガナ

電話 
本人氏名 

本人住所 主治医 

医療機関名 ○○病院

医師名 ○○先生

家族構成 独居 ・ 同居家族（ ） 疾患名 間質性肺炎、狭心症、高血圧 

協力者 長男：時々電話や訪問あり 既往歴 

介護保険 
自立 ・ 未申請 ・ 申請中 ・

事業対象者 ・ 要支援(  ) ・ 要介護（  ） 

治療 

処方 

○○

▲▲

障害 

自立度 

自立 ・ J1 ・ J2 ・ A1 ・ A2 ・ B1 ・ B2

C1 ・ C2 

認知症 

高齢者 
Ⅰ ・ Ⅱa ・ Ⅱb ・ Ⅲa ・ Ⅲb ・ Ⅳ ・ M

備考 

初回アセスメント    月   日 訪問 ・ 来所 ・ その他（ ） 家族同伴： 有 ・ 無

記憶 ３ 

本人について 

・認知機能

・心身の状況

○妻の他界後、独居。本人は認知面を心配しているが、毎日、買い物、血圧測定

をし、記録をつけている。日々の体調の変化も把握して、状況判断もできている。 

〇少し動くと呼吸苦があるため、外出時など休憩をとりながら、自立歩行で出か

けている。 

〇薬が飲めていないことがある。 

見当識 ４ 

問題解決判断力 ３ 

家庭外の IADL ３ 

家庭内の IADL ４ 

ケアマネジメント

・受診勧奨

・セルフケア

・サービス利用

○間質性肺炎があり、動作時の呼吸苦があるため運動することが難しいが、毎

日の仕事として買い物に行き、顔なじみの人と挨拶を交わす。 

〇血圧測定を 1日に 1回して記入して管理する。 

〇薬カレンダーを活用し、飲み忘れを防ぐ。 

身体的 ADL① ３ 

身体的 ADL② ３ 

総得点 ２３ 

DASC31点 

以上の場合 

受診予定医療機関名 

医療機関への連絡方針 実施機関が受診同行 ・ 実施機関が FAX ・ 電話等で連絡 ・ その他（ ） 

今後の予定 継続 ・ 引継ぎ（引継ぎ機関： ） ・ 終了（終了理由： ） 

参考資料③ 

初回アセスメント ・ モニタリング① ・ モニタリング② 

同意： 有 ・ 無 



モニタリング①（3か月後）    月  日 訪問 ・ 来所 ・ その他（ ） 家族同伴： 有 ・ 無 

記憶 ３ 

本人について 

・認知機能

・心身の状況

・受診状況

○変わらずに独居生活ができているが、他者との会話や交流がない日がある。

〇２か所の病院を受診しており、予約状況により残薬がある。薬カレンダーを利

用することで飲み忘れはなくなってきている。 

〇間質性肺炎のため動作時の呼吸苦があるが、休憩をとりながらゆっくりであれ

ば、問題ない。毎日、買い物に出かけ、体を動かすようにしている。 

〇以前、座位の姿勢が長いため仙骨部に褥瘡ができたことがあり心配している。

皮膚を確認すると皮膚状態は改善されていて問題ない状況。 

見当識 ４ 

問題解決判断力 ３ 

家庭外の IADL ４ 

家庭内の IADL ３ 

ケアマネジメント

・受診勧奨

・セルフケア

・サービス利用

○自立した生活がおくれている。買い物を続けている。

〇身体機能維持のため、座ってできる体操を日課にする。元気応援くらぶを紹介

し、無理なく参加できる内容で参加を促す。 

〇血圧測定の結果を 1日の経過を見られるように記入し、健康管理に役立てる。 

〇栄養不足の可能性もあるため、３食バランスよく食べることをすすめる。 

身体的 ADL① ３ 

身体的 ADL② ３ 

総得点 ２３ 

DASC31点 

以上の場合 

受診予定医療機関名 

医療機関への連絡方針 実施機関が受診同行 ・ 実施機関が FAX ・ 電話等で連絡 ・ その他（ ） 

今後の予定 継続 ・ 引継ぎ（引継ぎ機関： ） ・ 終了（終了理由： ） 

モニタリング②（6か月後）     月  日 訪問 ・ 来所 ・ その他（ ） 家族同伴： 有 ・ 無

記憶 ３ 

本人について 

・認知機能

・心身の状況

・受診状況

〇カレンダーを活用し、定期受診、内服できている。呼吸苦の状況についても主

治医に相談、確認ができている。 

〇狭心症・間質性肺炎があるため、入浴への不安の訴えがあった。他者に迷惑

をかけたくないとの思いがあり、介護保険の利用は躊躇している。 

○ゆったりとした 1日の時間配分で、買い物も継続できている。元気応援くらぶに

顔なじみの人がおり、○月から 2回参加。長男も定期的に電話や訪問しており、

本人も安心感が得られている。 

見当識 ４ 

問題解決判断力 ３ 

家庭外の IADL ３ 

家庭内の IADL ３ 
ケアマネジメント

・受診勧奨

・セルフケア

・サービス利用

○本人が介護サービス利用の必要性を感じたら、受診時に同行し、介護保険の

申請を行う予定。 

〇掃除では、掃除機はかけないけれど、綺麗にできる方法を本人が工夫している

ため、尊重して支援していく。買い物では、たんぱく質の摂取を促し、食材の工夫

を助言。元気応援くらぶへ参加する意味や効果を伝え、継続参加を促す。 

身体的 ADL① ３ 

身体的 ADL② ３ 

総得点 ２２ 

DASC31点 

以上の場合 

受診予定医療機関名 

医療機関への連絡方針 実施機関が受診同行 ・ 実施機関が FAX ・ 電話等で連絡 ・ その他（ ） 

今後の予定 継続 ・ 引継ぎ（引継ぎ機関：介護保険の利用まで地域包括で支援する） ・ 終了（終了理由：   ） 



記入例２（DASC３１点以上） 

まつど認知症予防プロジェクト アセスメント・モニタリングシート 

実施機関名   〇〇 地域包括 

  実施担当者 〇〇〇〇 

対応月日 令和    年   月   日 (   ) 
男 

女 
 T ・ S 年 月 日生 （  ８２  歳） 

フリガナ

電話 
本人氏名 

本人住所 主治医 

医療機関名 ○○クリニック

医師名 ○○先生

家族構成 独居 ・ 同居家族（ 夫 ：認知症疑いあり ） 疾患名※ 
糖尿病、高脂血症、中等度アルツハイマー 

※診断時追記

協力者 夫・ 長男（近隣在住・当相談者） 既往歴 高血圧（数年前より中断） 

介護保険 

※ 

自立 ・ 未申請 ・ 申請中 ・ ※認定後変更

事業対象者 ・ 要支援(  ) ・ 要介護（  ） 

治療 

処方※ 

○○、▲▲、■■

※処方時追記

障害 

自立度 

自立 ・ J1 ・ J2 ・ A1 ・ A2 ・ B1 ・ B2

C1 ・ C2 

認知症 

高齢者 
Ⅰ ・ Ⅱa ・ Ⅱb ・ Ⅲa ・ Ⅲb ・ Ⅳ ・ M

備考 

初回アセスメント   月   日 訪問 ・ 来所 ・ その他（ ） 家族同伴： 有 ・ 無

記憶 ６ 

本人について 

・認知機能

・心身の状況

○４～５年前から、火の点け放しがあり、夫がガス栓を閉めている。

本人は「家事をしている」と言うが、実際は夫が行っている。

○「◇◇はどこに行っているの？」と数分後に同じことを聞き返すことが増え、記

憶の保持が難しい。認知機能が低下し、閉じこもりがちである。 

○３～４年前、▲▲医院を受診後、病院に行きたがらず、定期受診していない。

見当識 ５ 

問題解決判断力 ６ 

家庭外の IADL ９ 

家庭内の IADL ８ ケアマネジメント

・受診勧奨

・セルフケア

・サービス利用

※ 

○医療：受診勧奨。

○セルフケア：新聞のクイズを解く。野菜を多く摂る工夫をする。毎朝のテレビ体

操を続ける。献立を考えて、買い物メモを作る。 

○介護サービス：主治医が決まり次第、介護申請代行、通所系サービスを提案

予定。 ※介護サービス必要時は、包括、ケアマネを案内

身体的 ADL① ３ 

身体的 ADL② ３ 

総得点 ４０ 

DASC31点 

以上の場合 

受診予定医療機関名 〇〇クリニック 

医療機関への連絡方針 実施機関が受診同行 ・ 実施機関が FAX ・ 電話等で連絡 ・ その他（ ） 

今後の予定 継続 ・ 引継ぎ（引継ぎ機関： ） ・ 終了（終了理由： ） 

参考資料③－２ 

初回アセスメント ・ モニタリング① ・ モニタリング② 

同意： 有 ・ 無 



モニタリング①（３か月後）    月  日 訪問 ・ 来所 ・ その他（ ） 家族同伴： 有 ・ 無

記憶 ７ 

本人について 

・認知機能

・心身の状況

・受診状況

○初回時と同様に、同じ話を数分後に繰り返すなど物忘れや短期記憶の低下が

みられる。 

○道に迷ったり、徘徊することがないよう、外出は一人で行わないようにしてい

る。夫も腰痛があり、本人と夫も閉じこもりがちで活動量が低下している。 

○認知症サポート医へ受診し、 中等度のアルツハイマー疑いと診断される。

糖尿病や便秘もあり、処方薬の内服開始。

見当識 ６ 

問題解決判断力 ６ 

家庭外の IADL ９ 

家庭内の IADL ８ 

ケアマネジメント

・受診勧奨

・セルフケア

・サービス利用

○医療：受診勧奨を継続。薬の服薬状況について確認していく。

〇セルフケア：新聞のクイズを解く。野菜を多く摂る工夫をする。毎朝のテレビ体

操を続ける。庭の手入れを続ける。 

〇介護サービス：翌月から夫と一緒にデイケアに通所予定。 

身体的 ADL① ３ 

身体的 ADL② ３ 

総得点 ４２ 

DASC31点 

以上の場合 

受診予定医療機関名 ○○クリニック

医療機関への連絡方針 実施機関が受診同行 ・ 実施機関が FAX ・ 電話等で連絡 ・ その他（ ） 

今後の予定 継続 ・ 引継ぎ（引継ぎ機関： ） ・ 終了（終了理由： ） 

モニタリング②（６か月後）   月  日 訪問 ・ 来所 ・ その他（ ） 家族同伴： 有 ・ 無

記憶 ７ 
本人について 

・認知機能

・心身の状況

・受診状況

○服薬を忘れることがあったが、薬カレンダーを活用し、服薬継続できている。

○庭の手入れ、テレビ体操は習慣になっているが、その他は寝ていることが多

い。短期記憶が低下し、会話中に取り繕うことが増えた。 

○夫とデイケアに通所するが、夫以外の人との交流が拡がらない。自宅ではヘル

パーと調理することができている。 

見当識 ６ 

問題解決判断力 ６ 

家庭外の IADL ９ 

家庭内の IADL ７ 
ケアマネジメント

・受診勧奨

・セルフケア

・サービス利用

○医療：定期的な受診・服薬管理の継続

○セルフケア：毎朝のテレビ体操を続ける。毎日庭に出て、外気浴と庭の手入れ

をする。生活リズムを整える。 

○介護サービス：夫と一緒にデイケアに通所中。社会交流を図る機会を持つた

め、認知症カフェを紹介。継続して、ヘルパーと一緒に調理・掃除を行う。 

身体的 ADL① ３ 

身体的 ADL② ３ 

総得点 ４１ 

DASC31点 

以上の場合 

受診予定医療機関名 ○○クリニック

医療機関への連絡方針 実施機関が受診同行 ・ 実施機関が FAX ・ 電話等で連絡 ・ その他（ ） 

今後の予定 継続 ・ 引継ぎ（引継ぎ機関： ） ・ 終了（終了理由：   ） 



栄町8丁目729番地の4（エールあ
い介護サービス事業所2階）
週１～２階（予約制）
10：00～15：30
各自注文した料理や飲み物代
☎090-3349-0127（エールあい
斎藤）

認知症カフェ

「おれんじ・あい」

稔台7丁目12番地の17
（輝きホーム稔台内）
第4金曜日
14：00～15：30
お茶代：無料
☎047-700-5881（明第1高
齢者いきいき安心センター）

オレンジカフェみのり台

根本393番地の8 根本第二京葉ハ
イツ101号
毎週木曜日
14：00～16：00
お茶代：２００円

☎080-6631-0662（代表：坂
本）

くるみ（Curumi）の会
（若年性認知症・高次脳機能障害）

開催場所、日程等検討中

☎047-346-2500（新松戸
高齢者いきいき安心セン
ター）

花モモカフェ

胡録台358番地の9
（デイサービスワカバ胡録台）
第4土曜日
１３：００～１５：００
お茶代：１００円
☎047-365-3885（デイ
サービスワカバ胡録台 畠山）

ワカバカフェ

上本郷2679（風早会館）
毎週水曜日
13：00～16：00
お茶代：２００円
☎047-382-6294
（明第2東高齢者いきいき
安心センター）

しゃべりば・カフェ

五香西2-35-8 斎藤ビル1階
（五香松飛台高齢者いきいき安心セン
ター隣）
第4水曜日 14：00～15：00
お茶代：無料
☎047-385-3957（五香松飛台高齢
者いきいき安心センター）

いきいき喫茶

馬橋1854-3
（馬橋東市民センター）
第1月曜日および不定日
10：00～12：00
参加費：100円
☎080-3125-7701（代表：友山）

くつろぎカフェふじ

八ヶ崎8-16-1（デイサービ
スグリーンウィズ）
第3土曜日①10：00～12：
00②13：30～16：00

お茶代：１００円
☎047-374-5533（馬橋高
齢者いきいき安心センター）

くつろぎカフェグリー
ン ウィズ

小金原4丁目38番地の6
（せらび小金原公園）
毎週水曜日
13：00～15：00
お茶代：無料
☎047-330-4165
（せらび小金原公園 ）

ぬくもりカフェ

常盤平6丁目1番地の14 ミニコー
プ常盤平店2階
第1・4火曜日
13：00～15：00
お茶代：１００円
☎047-330-6150（常盤平高齢者
いきいき安心センター）

カフェゆうかり

㉒

⑩

② ③

⑲

⑥

東部

矢切

本庁
明第１

明第２東

明第２西 馬橋

馬橋西

新松戸
小金

小金原

常盤平

六実六高台五香松飛台

⑨

常盤平団地

㉑

⑦
①

旭町1-174（シニア交流セン
ター）
不定期開催（お問い合わせくだ
さい）
お茶代：１００円
☎047-711-9430（馬橋西
高齢者いきいき安心センター）

カフェ・ド・来居所
（カフェ・どっこいしょ）

栄町6丁目443番地の9（デイサー
ビスふらわーはうす）
木曜日(月1回)
11：30～15：０0
お茶代：１００円
☎047-382-5707（明第２西高
齢者いきいき安心センター）

ほっとカフェ

久保平賀241-8
（デイサービス絆）

第4日曜日
14：00～16：00
お茶代：１００円
☎047-343-8690
（小金地区社会福祉協議会）

街カフェ ～絆～

栗ヶ沢７８９－２２ （小金原高齢
者いきいき安心センター）
毎週水曜日
13：00～15：00
お茶代：無料
☎047-383-3111（小金原高齢者
いきいき安心センター）

栗カフェ/栗カフェ・ガーデン

紙敷297-2（プレミア東松戸）
第２日曜日
14：00～16：０0
お菓子代：３００円
（お菓子不要な方は無料）
☎047-712-1165（プレミア
東松戸内）

梨の実

六高台2丁目19番地の2
第2火曜 13：30～15：00
お茶代：無料
☎047-386-6357（六高台福祉
会）

カフェ・ド・オランジュ

松寿園

⑪
⑫

⑬

⑭

⑯

⑰

上矢切293（第２町会集会所）
第1木曜日
13：30～15：30
お茶代：２００円
☎090-9848-8231

（代表：船木 佳枝）

コミニュティカフェ「えんがわ」

⑳

牧の原2丁目312番地（ひまわりの
丘デイホーム）
第2日曜日
14：00～16：00
お茶代：１００円
☎090-2471-6389(松栄会梶原)

Cafe de  ひまわり

④

⑤
㉓

栄町西3-1048-2（笑顔のおうち
クリニック松戸内）
第4土曜日 1３：00～15：30

※7、８月は夏季休業
参加費：１００円
☎047-703-1275（特別養護老
人ホーム秋桜）

珈琲Café ぶらり

松戸市認知症カ
フェ（オレンジ・カ
フェ）MAP R3.9月

上矢切299-1総合福祉会館2階
第1月曜日
※祝日の場合は第2月曜日
14：00～15：30
お茶代：無料
☎047-710-6025（矢切高齢者
いきいき安心センター）

サロンわたし

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

⑦

⑨

⑩

⑪

⑫⑬⑯⑰⑱

⑱⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

現在休止中のカフェがあります。
事前にお問い合わせください。

金ヶ作99-6
第4木曜 （祝日の場合、第5木曜へ
振替）13：00〜15：00
参加費：無料
☎ 080-1099-9447（まつど暮ら
しの保健室代表）

認知症家族サポートサロン（まつ
ど暮らしの保健室＠みんなんち）

稔台7丁目1番地の5 稔台市
民センター
第2金曜 13：30～15：00
※3金曜になることもあります。
参加費：無料 ☎ 047-
700-5881（明第1高齢者い
きいき安心センター）

みのり台オレンジサロン⑮

⑧

⑧

⑭

⑮



松戸市認知症カフェ（オレンジ・カフェ）
一覧

2021.8月版

現在休止や内容を変更している場合があります。
事前にお問い合わせください。

カフェ名称 活動内容

⓵カフェ・ド・来居所

（カフェ・どっこいしょ）

参加費用 開催日時

⓶花モモカフェ

参加費用 開催日時

⓷街カフェ　～絆～

参加費用 開催日時

⓸ぬくもりカフェ

参加費用 開催日時

⓹くつろぎカフェ

グリーンウィズ

参加費用 開催日時

検討中

以前は、病院1階にある喫茶店の一角で

ゆっくりおしゃべりできる場を開いてい

ましたが、喫茶店の閉鎖に伴い、休止中

です。

花モモカフェの開催場所等、現在検討準

備中です。

問い合わせ先

047-346-2500

新松戸高齢者いきいき安心センター

住所

旭町1-174（シニア交流センター）

四季折々の食べ物や飲み物で季節感を感

じてもらえる様に演出し、地域の方々と

の交流の機会を提供しています。

平均参加人数：30名

問い合わせ先

047-711-9430

馬橋西高齢者いきいき安心センター

お茶代

100円
不定期開催

無料
毎週水曜日

13：00～15：

00

お茶代

100円

第３土曜日

10：00～

13：30～

久保平賀241-8（デイサービス絆）
H30.６月にオープンしたカフェ。

こどもから高齢者まで誰でも気軽に集え

る場所を目指している。おしゃべりを中

心としてるが、今後は参加者の希望を取

り入れながら活動していく予定。

平均参加人数：30名

問い合わせ先

047-343-8690

小金地区社会福祉協議会

お茶代

100円

第4日曜日

14：00～16：

00

小金原4丁目38番地の6

（せらび小金原公園） 施設のリビングで開催されている。参加

者はお茶を飲みながらおしゃべりした

り、貼り絵をして楽しい時間を過ごして

いる。

平均参加人数：5名

問い合わせ先

047-330-4165せらび小金原公園

八ヶ崎8-16-1

（デイサービスグリーンウィズ
デイサービスのスペースを借りて開催さ

れる、ゆったり落ち着いた雰囲気のカ

フェ。誰でも参加が可能で、気軽なお

しゃべりの場所として開催中。介護の困

りごと、ちょっとした世間話も。希望者

には近所の洋菓子屋さんから仕入れたプ

チ菓子の販売も行っている。

平均参加人数：10名

問い合わせ先

047-374-5533

馬橋高齢者いきいき安心センター

⓺くつろぎカフェふじ

参加費用 開催日時

⓻栗カフェ

（栗カフェ・ガーデン）

参加費用 開催日時

⓼認知症家族サポートサロ

ン（まつど暮らしの保健室

＠みんなんち）

参加費用 開催日時

⑨カフェゆうかり

参加費用 開催日時

⑩カフェ・ド・オランジュ

松寿園

参加費用 開催日時

問い合わせ先

080-3125-7701

代表：友山

栗ヶ沢789-22（小金原高齢者いきいき安心

センター） お茶を飲みながら、囲碁・将棋・編み物

など好きなことをする場所となってい

る。

みんなでおしゃべりでき、楽しい時間を

過ごしている。

平均参加人数：7名

問い合わせ先

047-383-3111

小金原高齢者いきいき安心センター

参加費

100円

第1月曜日および不

定日

10：00～1２：

00

無料
毎週水曜日

13：00～15：

00

お茶代100円
第1・4火曜日

13：00～15：

00

無料
第2火曜日

13：30～15：

00

常盤平6丁目1番地の14

（ミニコープ常盤平店2階）

金ヶ作99-6

・認知症当事者の居場所（コミュニケー

ション・役割の創出）

・認知症家族の相談会

・認知症予防教室

※ケアマネジャー、介護福祉士、理学療

法士、そして、現役介護者や介護経験者

がいます。

平均参加人数：　４名

問い合わせ先

☎ 080-1099-9447

（まつど暮らしの保健室代表 松村）

無料

第4木曜（祝日の場

合、第5木曜へ振替）

13：00〜15：00

誰でも参加が可能で、お話中心のテーブ

ル、手芸中心のテーブルが用意されてい

るので、好みに合わせて参加ができる。

男女ともに楽しい時間を過ごしている。

平均参加人数：13名

問い合わせ先

047-330-6150

常盤平高齢者いきいき安心センター

六高台2丁目19番地の2

（特別養護老人ホーム松寿園） 施設の1階で認知症の方や家族、地域の方

など誰でも参加でき、集う場所として平

成28年から開催。専門職からの情報提供

から始まり、脳トレやハーモニカの演奏

に合わせて楽しく歌う。コーヒータイム

にはお茶菓子が提供され、交流。

平均参加人数：20名

問い合わせ先

047-386-6357　六高台福祉会

馬橋1854-3（馬橋東市民センター）

地域の拠り所として気軽に何でも話せ

て、誰でも参加できる団らんの場所。地

域のボランティアや民生委員が主体と

なって開催している。参加者はおしゃべ

りしながらお茶を飲んだり、折り紙をし

て指先の運動を楽しんでいる。

平均参加人数：16名弱

カフェ名称 活動内容住所



現在休止や内容を変更している場合があります。
事前にお問い合わせください。

⑪いきいき喫茶

参加費用 開催日時

⑫Café de　ひまわり

参加費用 開催日時

⑬梨の実

参加費用 開催日時

⑭オレンジカフェみのり台

参加費用 開催日時

⑮みのり台オレンジサロン

参加費用 開催日時

⑯しゃべりば・カフェ

参加費用 開催日時

上本郷2679（風早会館）

地域交流カフェとして誰でも参加が可

能。会館が休止期間中は、運動公園での

ラジオ体操やウォーキングに変えて活動

再開。

平均参加人数：20名

問い合わせ先

047-382-6294

明第２東高齢者いきいき安心センター

月曜9時から1時間

参加者は認知症や介護に限らず、健康長

寿に関する話題、さらには自分史や人生

の話題で盛り上がる。自律神経を整える

簡単な体操やハンドセラピーが好評。予

約不要、菓子なしで無料でも参加でき

る。子どもや中高生の参加も歓迎。　平

均参加人数：7名

問い合わせ先

047-712-1165　プレミア東松戸

稔台7丁目12番地の17（輝きホーム稔台） 施設のスペースを借りて開催している。

一人暮らしの方、認知症の方や家族、地

域の方など色々な方が参加している。

日頃の悩み、情報交換、介護に関する事

などお茶をのみながらおしゃべりしてい

る。サロンのような雰囲気で歌やハーモ

ニカ演奏などレクリエーションを開催す

る日もある。

　平均参加人数：20名弱

問い合わせ先

047-700-5881

明第１高齢者いきいき安心センター

五香西2-35-8 　斎藤ビル1階　（五香松飛

台高齢者いきいき安心センター隣）
H30.６月にオープンしたカフェ。

少人数だから気兼ねなく落ち着いて話が

できる場所。

お茶を飲みながら世間話をしたり、介護

に関する相談ができる雰囲気がある。

平均参加人数：5人

問い合わせ先

047-385-3957　五香松飛台高齢者いきい

き安心センター

牧の原2丁目312番地（ひまわりの丘デイホー

ム） デイホームを借りて地域の高齢者が毎月

集まっている。

地域のボランティアが主体となって運営

しており、アットホームな雰囲気の中、

交流を楽しんでいる。

平均参加人数：6～７名

問い合わせ先

090-2471-6389　松栄会　梶原

第2日曜日

14：00～16：

00

紙敷297-2

（特別養護老人ホームプレミア東松戸）

無料
第4金曜日

14：00～15：

30

無料
第４水曜日

14：00～15：

00

お茶代

100円

第2日曜日

14：00～16：

00

お菓子代

300円

稔台7丁目1番地の5　稔台市民センター お一人暮らしの方、認知症の方やその家

族、地域の方など、どなたでもご参加い

ただける集いの場です。日ごろの悩み、

情報交換、介護に関することなど、お話

をしましょう。

平均参加人数：　８名

写真なし
提供があり次第

掲載します

問い合わせ先

 047-700-5881

明第1高齢者いきいき安心センター

無料

第2金曜日　※第3金

曜の場合もあり。

13：30～15：00

⑰ワカバカフェ

参加費用 開催日時

⑱サロンわたし

参加費用 開催日時

⑲コミニュティカフェ「え

んがわ」

参加費用 開催日時

⑳くるみ（Curumi）の会

（若年性認知症・高次脳機

能障害）

参加費用 開催日時

㉑ほっとカフェ

参加費用 開催日時

根本393番地の8　根本第二京葉ハイツ101

号 若年性認知症や高次脳機能障害の方が集

える場所として、松戸市役所すぐ隣の建

物１階にH29年オープン。居住地や年齢

は不問。相談したり、世間話をしたり楽

しい時間を過ごしている。体操や歌、手

話たまにイベント（落語など）を実施。

平均参加人数：8名

問い合わせ先

080-6631-0662　代表：坂本

栄町6-443-9

（デイサービスふらわーはうす）
H30.6月にオープン。認知症の方やご家

族、地域の方もふらっと気兼ねなく参加

できる。オカリナ演奏を聴いたり、歌を

歌ったり、普段とは少し違った時間を過

ごせるカフェを目指す。平均参加人数：

30名

問い合わせ先

047-382-5707

明第2西高齢者いきいき安心センター

お茶代

100円

木曜日（月1回）

11：30～15：

00

お茶代

200円

毎週木曜日

14：00～16：

00

上矢切299-1総合福祉会館2階

誰でも参加でき、地域住民の交流の場と

なっている。参加人数も多く、おしゃべ

りの他、口腔体操やキーボードに合わせ

て5～７曲ほど歌い、楽しく盛り上がって

いる。

平均参加人数：25名

問い合わせ先

047-710-6025

矢切高齢者いきいき安心センター

上矢切２９３（第２町会集会所） 地域住民に限らず、どなたでも参加可

能。ご縁を結び会える交流の場で、その

時の最新情報をＰＣ・プロジェクター使

用で取り入れ、年齢を問わず気軽に参加

出来る様に参加者の希望を入れながら、

元気に楽しんでいる。

問い合わせ先

090-9848-8231代表：船木佳枝

胡録台358番地の9

（デイサービスワカバ胡録台） デイサービス内で開催している。認知症

の方や家族、地域の方も参加が可能。開

催時にはイベントとして懐かしい給食や

押し花教室を実施することもある。

平均参加人数：10名

問い合わせ先

047-365-3885

デイサービスワカバ胡録台　畠山

お茶代

無料

第1月曜日（祝日の

場合は第２月曜）

14:00～15:30

お茶代200円
第1木曜日13：30

～15：30

お茶代

100円

第4土曜日

13:00～15:00

カフェ名称 活動内容住所 カフェ名称 活動内容住所



現在休止や内容を変更している場合があります。
事前にお問い合わせください。

㉒おれんじ・あい

参加費用 開催日時

㉓珈琲Caféぶらり

参加費用 開催日時

紹介による会員制として、予約制で週1～

2回開催。食事やお茶をしながら、認知症

予防等の勉強会を開いたり、カフェや畑

で交流をしている。

問い合わせ先

090-3349-0127

エールあい介護サービス　斎藤

栄町西3-1048-2

（笑顔のおうちクリニック松戸内）
のんびり、ぶらりと誰でも立ち寄ること

ができるカフェ。おしゃべりOK、読書

OK、勉強OK、居眠りOK　そんな集い

の場。

毎月イベント開催中（イベントへの参加

費は別途）。

“ぶらり”と遊びにきてほしい。

平均参加人数：２５名

問い合わせ先

047-703-1275

特別養護老人ホーム秋桜

各自注文した料理や飲

み物代
週１～２（予約制）

お茶代

100円

第４土曜日

13：00～15：

30

栄町8丁目729番地の4（エールあい介護サー

ビス事業所２階）

カフェ名称 活動内容住所



全75団体（2022年6月30日現在）元気応援くらぶ一覧(詳細）
明第１

くらぶ名 場所 日時 活動内容 利用料 利用方法 連絡先 備考

A1 松戸新田クラブ
胡録台155-3
松戸新田第5町会集会所

毎週土曜・又は木曜
10時から正午

グ ラ ウ ン ド ゴ ル フ 、ス トレッ チ体操、お茶会
、 その他

300円（月額）
事前にお問い合わせ く
ださい

090-4450-
9688

第1期

A2
ハーブガーデンからふみ
出そう！

岩瀬22
土曜または日曜の午後 ※季
節やイベントによって変更あり

①植物の世話、②イベント：地元自治会や医 療
・介護等専門職との連携活動（体操、食生 活、
薬、音楽等に関する内容）※SNSや自治 会掲
示板で案内

無 料 ※200  
円（イベント
時のみ）

事前にお問い合わせ く
ださい

080-3390-
8933

第2期前期

A3
倶楽部in岩瀬自治会グ
ランドゴルフクラブと麻
雀クラブ

岩瀬38 岩瀬自治会集会所
（いわぽんホール）他

①毎週火曜9時30分から11時
30分
②毎週火曜午後1時から午後5 
時

①グラウンドゴルフ②健康麻雀 200円
事前にお問い合わせ く
ださい

090-4067-
9813

第2期前期

A4 くるみ（Ｃｕｒｕｍｉ）の会
根本393-8根本第二京葉ハイ
ツ101号

毎週木曜
午後2時から午後4時

認知症と高次脳機能障害の方の居場所と
情報収集の場としてカフェを開催し、ご本人 が
役割を担える場を構築していく

200円
事前にお問い合わせ く
ださい

080-6631-
0662

第2期前期

A5 キラキラいこいの場 稔台2-43-9
毎週金曜
午後1時30分から午後3時30分

介護予防、閉じこもり防止、認知症予防 100円
直接会場へお越しくだ さ
い

047-364-
2383

第2期前期

A6
稔台わかば会歓談
サークル

稔台７丁目1-5
稔台市民センター他

毎週火曜
10時から正午

茶話会、カラオケ 200円
事前にお問い合わせ く
ださい

047-364-
2751

第2期前期

A7 旭ヶ丘Ｇ．Ｇクラブ
松戸2290 旭ヶ丘第二公園、
岩瀬620 旭ヶ丘第三公園 他

毎週月曜・水曜・金曜
①4月～10月 9時から11時
②11月～3月 9時30分から

11時30分

グラウンドゴルフ 月間100円
直接会場へお越しくだ さ
い

047-364-
2886

第3期

A8
ライオンズマンション松戸
第3元気応援くらぶ

根本49 ライオンズマンション松
戸第3集会室

毎月①第1木曜②第1土曜
①午後1時から午後4時
②正午から午後3時

茶話会、体操、脳トレ、ゲーム等介護予防に 資
する活動

200円
事前にお問い合わせ く
ださい

047-364-
8141

第4期

A9 松戸太極拳倶楽部 根本8-11 松戸市勤労会館
毎週土曜
午後2時から午後5時

陳式太極拳
月間3,500円
入会金3,000
円

事前にお問い合わせ く
ださい

047-342-
3491

第5期

A10
松戸ケアトレーナーズ
クラブ

稔台7-1-5 稔台市民センター
毎週火曜
10時から12時

認知症予防脳活性体操、転倒予防・失禁予
防体操、その他

200円
直接会場へお越しくだ さ
い

070-3300-
0012

第1期



明第２西
くらぶ名 場所 日時 活動内容 利用料 利用方法 連絡先 備考

B1 みんな・de・あい
栄町8の729の4（エールあい 介
護サービス事業所）

毎週月・火・水・木・金曜
11時から午後2時

農業体験、編み物、押花、音楽+体操、その
他

無料～200円
事前にお問い合わせ く
ださい

047-308-
6400

第1期

B2 すまいるクラブ
①青少年会館樋之口分館
②古ヶ崎新田町会会館

毎週水曜・木曜
10時から正午

体操、脳トレ、ボードゲーム 100円
事前にお問い合わせ く
ださい

047-364-
8422

第2期後期

B3 健操・楽笑会
①青少年会館樋之口分館
②根本7-6(根本天満宮 根
本倶楽部)

毎週水曜
午後1時から午後3時

ラジオ体操、ス トレッ チ、踊りなどの健康体
操

500円
事前にお問い合わせ く
ださい

047-364-
4746

第4期

くらぶ名 場所 日時 活動内容 利用料 利用方法 連絡先 備考

C1 しゃべりば 上本郷2679 風早会館
毎週水曜
10時から正午

茶話会、手芸や編み物、作品作り、体操スト レ
ッチ

200円
事前にお問い合わせ く
ださい

047-312-
4881

第2期後期

明第２東

本庁
くらぶ名 場所 日時 活動内容 利用料 利用方法 連絡先 備考

D1 出前盆おどり隊
本庁・矢切地区内（松戸市男女共
同参画センター・勤労会館・市民
活動サポートセンター等）

第2・4水曜、第1・3木曜
午後1時から午後3時

健康体操、盆踊りの練習、施設・イベントで の
披露

1000円（6ヶ
月）

事前にお問い合わせ く
ださい

090-3576-
2979

第2期前期

D2 ボナわくわくクラブ
松戸1139-2 ライオンズステー シ
ョンタワー松戸 ア ラ イ フ ア ラ イ ブ
内

毎週火曜
10時から正午

茶話会、地域の情報交換、体操、脳トレ、手
品、英会話、パン作り、料理

300円
事前にお問い合わせ く
ださい

047-360-
0908

第3期追加

D3 和太鼓クラブ生きる
小山523-5 松戸南保育園分園1  
階

毎週土曜
午後2時半から午後4時半

健康体操と和太鼓 200円
事前にお問い合わせ く
ださい

047-366-
1995

第4期

D4 料親会 松戸1389-1 松戸市民会館
毎月第2木曜
午前10時から午後2時

料理を通じて親睦をはかる(男性メイン) 1,000円(１回)
事前にお問い合わせ く
ださい

047-384-
5677

第4期



矢切

くらぶ名 場所 日時 活動内容 利用料 利用方法 連絡先 備考

E1 矢切元気体操と歌う会
①下矢切矢切神社会館
②三矢小台3-11-10

①第1・3土曜
10時から正午
②第2金曜・第4火曜
10時から正午

①体操教室（ス トレッチ、筋力づくり、転倒予
防、認知症予防） ②歌う会（合唱、歌を通じ
た健康運動プログラム）

①150円
②500円から
1000円

事前にお問い合わせ く
ださい

047-362-
4365又は
090-7234-
2795

第2期後期

E2 サロンわたし
上矢切299-1 総合福祉会館2階
第3ボランティア室

第1月曜
午後1時半から午後3時半

口腔体操、キーボード伴奏による季節の
歌、お茶、コーヒーを飲みながらおしゃべりタ イム
、レクリエーション体操 など

200円
直接会場へお越しくだ さ
い

090-2919-
1145

第3期追加

E3
コミニュティカフェ「えんがわ
」

上矢切293 上矢切第2町会集会
所

第1木曜
午後1時半から午後3時半

体操、口腔体操、交流(談話)、脳トレ、歌、
ゲ ー ム など

200円
事前にお問い合わせ く
ださい

090-9848-
8231

第4期

E4
健康マージャン・パイクラブ
柿ノ木

三矢小台5-16 柿ノ木台町会集
会所

①毎週木曜
午後1時から午後4時半
②毎週金曜
午後1時から午後4時半

健康麻雀、体操
(①初心者が中心 ②麻雀経験者が中心)

月間500円
入会金1,000 
円

事前にお問い合わせ く
ださい

047-364-
2212

第4期

E5
矢切健康づくりグループ 上矢切299-1 総合福祉会館 4階

ホール
毎週木曜
10時から正午

健康に関する活動、体操、ゲーム、介護予 防
やその他健康に関する研修

年間1,200円
事前にお問い合わせ く
ださい

080-3708-
9201

第4期

E6
矢切ノルディックウォーキン
グクラブ

上矢切168-5
矢切富士見公園

第4日曜
午前10時から正午

ノルディックウォーキング 500円
事前にお問い合わせ く
ださい

090-8772-
0564

第5期

E7 イキイキ運動矢切教室
上矢切299-1 ま つ ど 市民活動サ
ポートセンター

毎週月曜
午前9時半から午前11時半

高齢者向健康運動教室

2,000円/月2 
回
3,000円/月4
回

事前にお問い合わせ く
ださい

04-7192-
1759

第5期

Ｅ8 松戸音楽活動同好会
矢切公民館ホール
（他にまつど市民活動サポートセ ンタ
ーなど）

毎週金曜日午前10時から正午
又は
毎週金曜日午後1時から午後3
時

皆で仲良く楽しく元気にをモットーに合唱を
主とした地域活動を行い部員たちの生き甲 斐
と仲間作り及び健康作りに寄与する

900円/月4回
事前にお問い合わせ く
ださい

047-365-
5236

第6期



Ｅ9 ハイクコーラス 上矢切239-2 毎週金曜9時半から11時半
フレイル予防の散歩の会とフレイル予防の
コーラスとストレッチを組み合わせた会の運 営 年間1,000円

事前にお問い合わせ く
ださい

047-362-
5746

第7期

東部

くらぶ名 場所 日時 活動内容 利用料 利用方法 連絡先 備考

F1 すこやかライフ
二十世紀が丘市民センター
※会場の都合により変更有

毎週金曜
午後1時から午後3時

身体の歪みを改善させるゴムバンド運動
500円（初回
体験無料）

事前にお問い合わせ く
ださい

090-7178-
3545

第1期

F2 ＮＰＯ法人アイギス
高塚新田494-13①10号棟
103②7号棟1階（梨香台団地
集会所）

①第2・4日曜
10時から12時半
②毎週土曜
10時から12時半

①腰痛・膝痛・認知症予防、元気体操教室
②サロン

150円
第2・4（日）の
み

直接会場へお越しくだ さ
い

047-392-
6055

第2期前期

F3 手あみの里
高塚新田494-13 梨香台団
地10-103

毎週木曜
10時から12時半

手あみ 無料
事前にお問い合わせ く
ださい

047-392-
6055

第4期

F4 南山カフェ
河原塚165-7 河原塚南山自
治会館

毎週木曜
13時から15時

①毎週木曜日／茶話会＆おしゃべり
②原則第5木曜日／「男カフェ」

100円(イベン
ト時は別途
徴収)

直接会場へお越しくだ さ
い

047-392-
5841

第4期

F5 オカリナ茜

松戸愛光園
東部市民センター
梨香台団地集会室

毎月第1～3土曜日
午前10時から正午

オカリナ演奏及び発表
月3000円(別
途会場費）

直接会場へお越しくだ さ
い

047-391-
2056

第5期

F6
20世紀が丘・健康マー
ジャンクラブ

二十世紀が丘市民センター
ながいき室

毎週水・金曜13時半から16時
半 健康マージャン

月200円（入
会費1000円）

直接会場へお越しくだ さ
い

047-391-
1459

第7期



常盤平

くらぶ名 場所 日時 活動内容 利用料 利用方法 連絡先 備考

G1 げんきかい？ 八柱市民センター
毎週金曜
10時から正午

体操、短歌・俳句、コーラス・楽器・フラダン ス、
英会話、その他

無料（変更す
る可能性あ
り）

満員のため募集を一
時中断しています

047-384-
0804

第1期

G2 紫陽花 森 のサロン
金ヶ作203（松戸市地域福祉
事務所あじさい）

月1回以上 日曜
9時から正午、午後2時から午
後5時

美術、音楽、スマートフォン、足ツボ健康法 他
300円

事前にお問い合わせ く
ださい

070-6468-
8201

第2期前期

G3
明尽苑元気サポートク
ラブ

金ヶ作296-1（特別養護老人
ホーム明尽苑内）

毎週木曜
午後2時30分から午後4時30分

スポーツ吹き矢 100円
事前にお問い合わせ く
ださい

047-385-
2220

第2期前期

G4 kinari 元気くらぶ
金ヶ作419-2
テラス五香Ｃ号 コミュニティカ
フェChoshiYa内

毎週土曜
10時から午後4時

将棋、ゲーム、手芸、機織り、脳トレ、調理、 健
康体操、もぐもぐタイム他

300円
事前にお問い合わせ く
ださい

047-386-
2976

第2期後期

G5
みんなんち元気応援くら
ぶ

金ケ作99－7
毎週金曜
午後1時30分から午後3時30分

ちょっとした体の不調や介護の相談 転
ばないための体づくり

無料
事前にお問い合わせ く
ださい

047-710-
7450

第1期

G6 コミュスポときわだいら
常盤平松葉町1-3 常盤平体
育館

原則第3月曜
午後1時から午後3時

ボッチャ、風船バレーボール、ソフトバレー
ボール、クッブ

200円
事前にお問い合わせ く
ださい

047-701-
5350

第3期

G7 あるき隊
常盤平松葉町1-3 常盤平体
育館（プレイルーム）

毎週金曜
午後1時から午後3時

全身ストレッチ、有酸素運動、筋トレ、ウォー キ
ング、体力測定

月間1,600円
入会金1,000
円

直接会場へお越しくだ さ
い

047-388-
0773

第3期

G8
河原塚ことぶき会
グ ラ ウ ン ド ゴ ル フ の 会

日暮4-6 日暮公園
毎週木曜
午前9時から午前11時

グラウンドゴルフ(練習や合宿、地域の試合 に参
加)

無料
事前にお問い合わせ く
ださい

047-392-
2877

第4期



五香松飛台

くらぶ名 場所 日時 活動内容 利用料 利用方法 連絡先 備考

H1 元山ガンバ
五香南2の25の7（スタジオガ ン
バルーム）

①毎週火曜
午後1時から午後5時
②毎週水曜
10時30分から正午（サ ロ ン 11  
時から午後4時）

①（火）健康マージャン・囲碁・将棋②（水）ガ
ンバルーンボー ル体操・吹き矢・おしゃべり サ
ロン和

①1000円
②300円

事前にお問い合わせ く
ださい

090-2758-
2307

第1期

H2
お元気サロン「ラ・サンテ」 五香西2の35の8 齋藤ビル1  

階「ラ・サンテ」

①第2・4月曜②第1・3火曜③
第1・3水曜④第2・4木曜⑤第
2・4金曜
10時から午後4時

①健康麻雀②書道教室と認知症予防等③
折り紙④体操教室⑤おしゃべりサロン

100円
事前にお問い合わせ く
ださい

047-385-
2220（明尽
苑）

第2期前期

H3 いとうさん・ち 松飛台66の3
毎週金曜
午後0時30分から午後4時

体操、当番制の食事作り・お茶会、囲碁・将
棋、その他

200円
事前にお問い合わせ く
ださい

047-385-
0697

第1期

H4
ゴールデンスタークラブ 五香西3-15-2 五香西町こど

もの遊び場

毎週水曜・土曜
午後0時30分から午後3時

グラウンドゴルフ 年間1,000円
事前にお問い合わせ く
ださい

047-386-
9367

第3期

H5 五香西集いのひろば
五香西2-40-10 もとやま会
館

毎週水曜
午後0時30分から午後4時

講話、健康体操、健康チェック、談話、歌、麻
雀、囲碁、将棋、脳トレ、手芸、ゲ ー ム 、グ ラ
ウンドゴルフ、ボーリング、パソコン等

300円
直接会場へお越しくだ さ
い

047-387-
5176

第3期

H6 ほっこり笑いヨガクラブ
五香2-35-5 五香市民セン
ター

第2金曜午後1時から午後3時
笑いヨガ（笑いの健康体操と呼吸法を組み 合
わせた運動）

300円
事前にお問い合わせ く
ださい

047-385-
9311

第7期

六実六高台

くらぶ名 場所 日時 活動内容 利用料 利用方法 連絡先 備考

I1 思いやり体操教室 六高台3の77
毎週水曜
9時30分から11時30分

健康チェック、体操、ストレッチ、歌 100円
直接会場へお越しくだ さ
い

047-393-
8934

第1期

I2
地域で楽しく過ごそう
会

六高台2の19の2（特別養護
老人ホーム松寿園）

毎週月曜
9時30分から11時30分（第5月
曜は除く）

健康寿命を延ばす介護予防の講和と実践、 お
話、団らん、体操、脳トレ、合唱、その他

第1月曜のみ
100円

事前にお問い合わせ く
ださい

047-386-
3457

第1期

I3 サンシルバー元気かい
六高台7の116（六高台サンハ イ
ツＢ棟集会所）

毎週日曜
10時から正午

健康体操、カラオケ、茶話会、ウォーキン グ、
ゲーム、認知症、介護予防勉強会

100円
直接会場へお越しくだ さ
い

090-1041-
7421

第2期前期

I4 介護予防元気倶楽部
六実3-20-12 デ イ サ ー ビ ス
六実2Fリハビリ室

毎週月曜～金曜
10時から正午

体操倶楽部（毎週月曜～金曜）
地域食堂（毎月1回）

300円
入会金600  
円、年会費
1,000円

直接会場にお越しい
ただいても、事前にご 連
絡をいただいても、 どち
らでも構いません

047-710-
0058

第3期追加

I5 ひまわり体操教室 六実2-38-7
毎週火曜
午前9時から正午

健康体操 １回200円
事前にお問い合わせ く
ださい

080-6780-
3112

第6期



小金

くらぶ名 場所 日時 活動内容 利用料 利用方法 連絡先 備考

J1 元気サロン二ツ木
二ツ木714-1グ ラ ン メ ー ル 101  
号室（二ツ木第二町会集会
所）

毎週木曜
午後1時30分から午後4時

脳トレ、茶話会、映画・音楽会、カラオケ、健 康
マージャン、その他

200円
直接会場へお越しくだ さ
い

047-342-
0633

第1期

J2 中金杉きくの会 小金北市民センター
毎週金曜
午後2時から午後4時

日本舞踊、お茶会、体操
500円（1か
月）

事前にお問い合わせ く
ださい

047-343-
0432

第2期後期

J3
和みのオアシス「あけぼ
の」

中金杉4-199-2
和みのオアシス「あけぼの」

毎週水曜・金曜
午前11時から午後2時

茶話会、指体操、手話ダンス、指圧法、情報
交換

100円
直接会場へお越しくだ さ
い

現在休止中 第4期

雨天以外の毎平日

J4 富士川練功の会
東平賀661番地先
富士川親水広場

午前5時30分から午前7時30分
（夏） 陳式太極拳、練功 4,000円(1年)

直接会場へお越しくだ さ
い

047-342-
3491

第5期

午前6時から午前8時（冬）

小金原
くらぶ名 場所 日時 活動内容 利用料 利用方法 連絡先 備考

K1 小金原6-7元気くらぶ
小金原6の7の19（小金原6-7 
会館）

毎週金曜
午後2時から午後4時

簡単ストレッチ、脳トレ＆ゲーム、合唱、楽し い
おしゃべり、その他

50円
直接会場へお越しくだ さ
い

047-342-
7304

第1期

K2 リリッシュくらぶ

栗ヶ沢789-1
（旭神経内科リハビリテーショ ン
病院内）

月1回第2火曜日
午後1時から午後4時

健康講話、軽体操、朗読 無料
事前にお問い合わせ く
ださい

047-384-
3708

第6期



新松戸

くらぶ名 場所 日時 活動内容 利用料 利用方法 連絡先 備考

L1 アゼリア健康体操くらぶ
新松戸3の3の2 新松戸アゼ
リ ア パ ー ク ハ ウ ス 管理セン タ
ー ２F大集会室

毎週木曜
午前の部10時から11時30分、
午後1時30分から午後3時00分

中高老年期を迎えた参加者の健康力アップ と
健康寿命の延伸、QOLの向上を目指した 体
操教室の定期的開催

300円
事前にお問い合わせ く
ださい

事務局047-
341-3930

第1期

L2 ぱそこん119
新松戸3の327の1（コミュニ テ
ィーサロン胡桃）

毎週金曜
午後1時30分から午後3時30分

パソコンやスマホの利用啓発、合唱、太極 拳
、その他

500円
事前にお問い合わせ く
ださい

090-4428-
8931

第1期

L3 悠々
新松戸3の28（松戸くらしの
助っ人事務所内）

毎週月曜～金曜（毎月開催日
は異なる）
10時から正午

イベント（10種類以上）を開催し元気になれ
る場を提供

300円
事前にお問い合わせ く
ださい

047-340-
3314

第2期前期

L4
いってみよう・やってみよう
会

新松戸6-168（新松戸6丁目
会館）

毎週水曜
10時から正午

脳活トレーニング、体操、読み語り、茶話会 300円
事前にお問い合わせ く
ださい

090-8507-
8092

第2期前期

L5 どんぐりの会

新松戸7の222
新松戸西パークハウス管理 セ
ンター内 他

毎週火曜
午後1時30分から午後4時 他

卓球、体操、趣味、文化活動、居場所作り 100円（卓球）
事前にお問い合わせ く
ださい

047-342-
3463

第2期後期

L6 Betty'sシニア英会話
新松戸3の327の1（コミュニ テ
ィーサロン胡桃）

毎週水曜日
10時から正午

英会話 体操

3,200円/月(サ
ロ ン 使用料及
びコピー代を
含む）

直接会場へお越しくだ さ
い

第2期後期

L7
健康サークルstudioスパ
ークジョイ

ター又は新松戸7-192-1 松
戸市市民交流会館（すまい

第2・4水曜
10時から正午

体操教室（ストレッチ、筋力づくり、ウォーキ
ング、軽いダンス）、茶話会、歌、遠足、卓球 な
どのイ ベント や 勉強を兼ねた講演会 他

500円
事前にお問い合わせ く
ださい

047-345-
7361

第3期追加

L8 「ステップの会」
新松戸3-27 新松戸市民セン
ター

毎週月曜（月3回）
午後7時から午後9時

社交ダンス 500円
直接会場へお越しくだ さ
い

047-345-
3982

第4期

L9 ホワイトハーブの会

栄町8-729-4 「おれんじ・あ
い」
新松戸3-296 サ ン ラ イ ト パ ス
トラル壱番街集会所 外

毎週火曜又は木曜
午後1時から午後3時

ハーブの栽培・体験・勉強、体操 無料
事前にお問い合わせ く
ださい

090-9833-
8066

第4期

L10
サイクル☆ウォーキング五

新松戸7-63
サ ン ラ イ ト パ ス ト ラ ル 五番街
D  棟集会場前

第4土曜
午前9時から午前11時30分

サイクリング、ウォーキング 100円
直接会場へお越しくだ さ
い

047-343-
2635

第4期

L11 壱番街・健康体操クラ
ブ

新松戸3-296
サンライトパストラル壱番街 集
会所

第1・3～5水曜、第2金曜
午前10時から正午

メタボ予防・ロコモ予防・介護予防を目的とし た
体操

1,000円（月）
直接会場へお越しくだ さ
い

047-343-
2839

第4期

L12 サン壱太極拳
サンライトパストラル壱番街 集
会所

毎週月曜午前9時から午前11
時
毎週木曜午後7時から午後8時

太極拳 2000円（月）
事前にお問い合わせ く
ださい

047-347-
1880

第6期



馬橋西

くらぶ名 場所 日時 活動内容 利用料 利用方法 連絡先 備考

M1 こみか元気くらぶ 西馬橋相川町124
毎週火曜
10時から正午

認知症予防のためのゲーム、囲碁・将棋、 指
のヨガ、合唱、その他

100円
直接会場へお越しくだ さ
い

047-312-
0124

第1期

M2
ユーカリ・ステップアップ
健康体操クラブ

新松戸南2-25 ユ ー カ リ パ ー
ク集会室

毎週水曜
午後1時半から午後3時半

健康寿命延伸のための体操 300円
直接会場にお越しくだ さ
い

090-9964-
5995

第5期

馬橋

くらぶ名 場所 日時 活動内容 利用料 利用方法 連絡先 備考

N1 いきがいクラブ
中根517 ㈲元気介護支援
サ ー ビ ス わいわい豊夢内

毎週土曜
午後1時30分から午後4時

脳活性化問題の実施、ラジオ体操、体操器
具（バ イ ク 、ウ ォ ー キ ン グ マ シ ン 、ス テ ッ パ
ー 他）による体操、茶話会

300円
入会金200円

現在休止中
047-368-
1477

第3期

N2
まつど☆笑いヨガクラブ 馬橋1854-3 馬橋東市民セ

ンター
第1日曜、第3金曜 午
後1時から午後3時

笑いヨガ（笑いの健康体操）
300円
入会金200円

事前にお問い合わせ く
ださい

090-3130-
2019

第3期追加

N3
通いレク くらしのリズ
ム

馬橋1854-3 馬橋東市民セ
ンター

第1・3木曜
午後1時から午後3時

認知症予防のダンス、カラオケ、ゲーム等の レクリ
エーション

無料
直接会場へお越しくだ さ
い

090-4432-
2596

第3期追加
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