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北永山

永山

●環状通り眼科

●三愛病院

●大雪病院

永山腎泌尿器科
クリニック
●

●高桑整形外科永山クリニック

●こぐれ眼科

●なかむら
整形外科クリニック

●
永山皮フ科クリニック

博愛内科
胃腸科医院
　 ●

●今本内科
　医院

●
高畑整形外科医院

●
永山池田クリニック

　　道北勤医協
　●ながやま医院

ながやま一番通りクリニック
●

●
都丸内科クリニック

旭川大学

●
上川総合振興局
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永山包括支援センター圏域・
入居・通所系施設マップ
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老人ホーム・介護
施設をさがす本。

フォーマット制作・協力は
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老人ホーム・介護
施設をさがす本。

フォーマット制作・協力は



































◆訪問介護事業所 ＴＥＬ ＦＡＸ
株式会社 ニチイ学館
ニチイケアセンター永山
極東警備保障株式会社
キョクトウ在宅介護サービスセンター
旭タクシー株式会社
あさひケアアテンダント
有限会社 たいせつ介護サービス
たいせつ介護サービス
社会福祉法人 旭川水芝会
サンライズ ヘルパーステイション
株式会社 明るい介護
ヘルパーステーションひまわり
株式会社 シェスタ
指定訪問介護事業所 しぇすた
株式会社 わたぼうし
ヘルパーステーションわたぼうし
株式会社 ハッピーワークス
ヘルパーステーション ハッピーライフ
株式会社 想逞社
ヘルパーステーション まひる
リアルケア株式会社
ヘルパーステーション リアルケア
株式会社 旭信館
ピース
株式会社 グレイス・ケア
指定訪問介護事業所 グレイス永山
株式会社 北海道光健康社
訪問介護あさひ
合同会社 絆
ヘルパーセンター 笑（えみ）
合同会社 レジリエント
ファインリィケア
大和健康産業株式会社
訪問介護大和

◆訪問看護事業所 ＴＥＬ ＦＡＸ
東光ヘルパーステーション有限会社
訪問看護ステーション みのり
株式会社 明るい介護

訪問看護ステーション たんぽぽ

リアルケア株式会社

訪問看護ステーション さくらんぼ

◆福祉用具貸与事業所 ＴＥＬ ＦＡＸ
株式会社 ハピネス
介護ショップ元気サポート
極東警備保障株式会社
極東警備保障株式会社福祉用具レンタルサービス

◆訪問入浴介護事業所 ＴＥＬ ＦＡＸ
株式会社 訪問入浴介護サービス黒田
株式会社 訪問入浴介護サービス黒田
株式会社 ルクスト

訪問入浴介護サービスほっとライフ

◆短期入所生活介護事業所 ＴＥＬ ＦＡＸ
社会福祉法人 湯らん福祉会
ショートステイ 永山園
社会福祉法人 旭川水芝会

サンライズ短期入所生活介護

2 旭川市永山８条１３丁目８番２３号 40-2020 40-0076

3 旭川市永山４条１３丁目１番１３号 48-1222 48-1223

1 旭川市永山町１５丁目１１６番地４ 48-3033 40-0130

2 旭川市永山北１条１０丁目１１番１９号 47-2636 48-5632

2 旭川市永山町１０丁目２６３番地１ 40-1215 46-5571

1 旭川市永山９条１４丁目４番２４号 47-4203 48-4779

2 旭川市永山６条２４丁目４番１２号 56-8217 56-7719

3 旭川市永山北２条９丁目１３番地の５ 48-3327 48-0153

1 旭川市永山８条１９丁目４番１７号 40-3870 40-3873

2 旭川市永山北１条１０丁目１１番１９号 46-0055 48-5632

4 40-1080 40-1082旭川市永山１条２３丁目２番１９号

6 40-2040 40-0076旭川市永山８条１３丁目８番２３号

5 旭川市永山町１０丁目２６３番地１ 40-1215 46-5571

48-4347

7 旭川市永山８条１８丁目１番２０号 40-0525 40-0526

8 旭川市永山３条１３丁目２番１４号 48-4348

10 85-7429 85-7553

9 旭川市永山１条２０丁目５番１８号 85-6602 85-7232

旭川市永山４条１３丁目１番１４号

48-1223

12 旭川市永山1条１１丁目２番１１号 74-7170

40-2315

74-7215

11 旭川市永山４条１３丁目１番１３号 48-1222

40-231613 旭川市永山1条１１丁目２番２９号

-17 旭川市永山2条15丁目4番3号屯山ハイツ101 32-7177

1 旭川市永山４条２４丁目３番１４号 49-1222 49-1223

旭川市永山２条１８丁目２番３０号 73-4167 73-4168

16 旭川市永山１０条１２丁目１番１８号 73-5453 73-5453

47-818147-0036

14

15 旭川市永山３条２４丁目２番２号

1 旭川市永山２条１７丁目１番１１号 73-5577 48-2190



各種相談窓口／認知症家族の会

1

①
地域包括支援セン
ター

市内に１１包括があり、住所によって担
当地域包括支援センターが決まっていま
す。

※別紙一覧あり
開設日：月曜日～金曜日（祝日、１２月３０日～１月４日を除
く）
開設時間：午前９時～午後６時

②
介護１１９番
（介護総合相談）

介護や医療、保健、福祉などに関する情
報提供や支援を行っています。

電話：２５－９１１９

開設場所：旭川市６条通９丁目
旭川市総合庁舎２階　長寿社会課内
開設日：月～金曜日（祝日、年末年始を除く）
開設時間：午前８時４５分～午後５時１５分

2

① こころの健康相談

心の健康に不安をお持ちの方、依存症、
自殺に関すること等で困っている方やそ
のご家族からの相談を電話・面接（予約
制）で相談に応じます。

健康推進課
こころの健康係
２５－６３６４

相談日：月～金曜日(祝日、年末年始を除く）
時間：午前８時４５分～午後５時１５分

② 難病相談
難病をお持ちの方やそのご家族から療養
等に関する相談を電話・面接で応じま
す。

健康推進課
健康推進係

２５－６３１５

相談日：月～金曜日(祝日、年末年始を除く）
時間：午前８時４５分～午後５時１５分

3

①
ボランティアに関す
る相談

② 愛情銀行

③
ボランティア振興基
金

④ 介護用品の貸出

問い合わせ先：
旭川市社会福祉協議会
旭川市５条通４丁目８９３番地１　旭川市ときわ市民ホール1階
電話：２３－０７４２

4

①

旭川市消費生活センター
旭川市１条通８丁目フィール旭川７階
相談日：月～金曜日(祝日、年末年始を除く）
時間：午前９時～午後５時
電話：２２－８２２８

5

① 一般市民相談
日常生活の悩みごとなどの相談を受け、
必要に応じて関係機関を紹介し、問題解
決へのアドバイスを行っています。

相談日：月～金曜日
（祝日、年末年始を除く）
時間：午前８時４５分～
午後　　５時１５分

② 無料法律相談
弁護士による日常生活全般の無料法律相
談を実施しています。ご相談を希望され
る方は事前に電話でお申込ください。

相談日：毎月第１～第４
木曜日（祝日、年末年始
を除く）時間：午後１時

～午後４時

◎

電話：９０－１４４９

電話：５２－７７６０

永山地域包括支援センターでは、毎月１
回認知症の方を介護されている方の集ま
りを開催しています。

毎月1回開催
問い合わせ先
永山地域包括支援センター　　電話４０－２３２３

介護中の方や認知症に関心と理解のある方が参加し、情報の交換や
話し合いをしつつ、支援しています。

ほっとひととき

やまびこの会

ほほえみの会（永山）

市民相談センター

市民相談センター
旭川市７条通１０丁目　旭川市第二庁舎２階
電話：２６－１９９８

認知症家族の会

介護している方が集まり、同じ立場で語り合うほか、介護の情報提
供や研修会も実施しています。

問い合わせ先：
旭川市社会福祉協議会内　旭川市ボランティアセンター
旭川市５条通４丁目８９３番地１　旭川市ときわ市民ホール内
電話：２１－５５５０

愛情銀行に寄付していただいた物品を活用し、高齢者・障害者等へ
の介護用品の無料一時貸出を行っています。

消費生活相談

悪質商法による被害や電話勧誘等による契約トラブル、商品事故の苦情等といった消費生
活に関する相談に応じ、問題解決のための助言やあっせん等を行っています。

市民の皆さまから寄付（預託）いただいた金銭を、ボランティア情
報の発信や福祉教育の推進、災害時のボランティア活動に関する備
蓄品の用意などに活用しています。

高齢者に関わる相談

健康相談

旭川市ボランティアセンター

ボランティア活動をしたい方や、ボランティアを必要としている方
などの、ボランティアに関する相談を受け付けています。またボラ
ンティア養成研修等を行っています。

市民の皆さまから善意で寄せられる日用品や介護用品などの物品の
「橋渡し」をしています。寄付していただいた物品は、寄付者の意
向に沿って、福祉施設や福祉関係団体、市内の福祉向上のために活
用しています。



旭川市内　地域包括支援センター

名称 住所/電話番号/ＦＡＸ番号 担当地域

中央 6条通４丁目旭川勤労者福祉会館内
地域包括支援センター

電話．23-6022／ＦＡＸ．23-6033

豊岡 豊岡３条３丁目5番10号東部まちづくりセンター内

地域包括支援センター
電話．35-2275／ＦＡＸ．35-2276

東旭川・千代田 東旭川北1条6丁目2番3号東旭川支所内
地域包括支援センター

電話．36-5577／ＦＡＸ．74-7220

東光 東光５条２丁目２番６号東部住民センター内

地域包括支援センター
電話．76-6020／ＦＡＸ．76-5852

新旭川・永山南 永山2条５丁目44番地
地域包括支援センター

電話．40-3003／ＦＡＸ．40-3008

永山 永山3条19丁目永山市民交流センター内
地域包括支援センター

電話．40-2323／ＦＡＸ．40-2340

末広・東鷹栖 東鷹栖4条3丁目636番地東鷹栖地域センター内

地域包括支援センター
電話．76-5065／FAX．58-3002

春光・春光台 春光5条4丁目1番16号北部住民センター内

地域包括支援センター
電話．54-1165／ＦＡＸ．54-1101

北星・旭星 川端町6条10丁目2番16号
地域包括支援センター

電話．46-6500／ＦＡＸ．54-7580

神居・江丹別 神居2条10丁目3番8号
地域包括支援センター

電話．76-5511／ＦＡＸ．60-2266

神楽・西神楽
緑が丘東３条１丁目１０番3０号
緑が丘地域活動センター内

地域包括支援センター
電話．66-5351／ＦＡＸ．66-5352

永山1～10条11～24丁目、永山北全域、永山町6～16丁目

宮前1条1丁目、宮前2条1・2丁目、亀吉全域、曙全域、曙北全域、常盤公
園、中常盤町全域、上常磐町全域、常盤通全域、宮下通～10条通1～17丁
目、2条通～11条通18～25丁目（11条通23丁目は朝日団地を除く）、2条
西～9条西1～９丁目

11条通23丁目（朝日団地）、豊岡1～15条1～4丁目、豊岡3条7丁目、豊
岡4・5条5～7丁目（豊岡4条5丁目は3～8番、豊岡4条6丁目は2番～8
番）、豊岡6～15条5～9丁目（豊岡14条9丁目は1、2番、豊岡15条8丁目
は1番）、豊岡16条7丁目

豊岡1・2条7～10丁目、豊岡3～5条8～11丁目、豊岡6～12条10・11丁
目、豊岡14条9丁目（3番）、豊岡15条8丁目（3、4番）、豊岡16条8丁
目、東光1～27条7～10丁目、工業団地全域、東旭川北・南全域、東旭川町
下兵村・上兵村・桜岡・瑞穂・倉沼・東桜岡・日ノ出・米原・豊田・旭正・
共栄・忠別全域

宮前1条2～5丁目、宮前2条3丁目、宮下通18～26丁目、1条通18～25丁
目、南全域、豊岡1～4条5・6丁目（豊岡4条5丁目は1、2、9～11番地、
豊岡4条6丁目は1、9～13番）東光1～25条1～6丁目

金星町全域、東全域、新富全域、パルプ町全域、新星町全域、大雪通全域、
秋月全域、流通団地全域、永山1～10条1～10丁目、永山11～14条1～4丁
目、永山町2～5丁目

春光1条9丁目（14、15番）、春光5・6条9丁目（北斗町内会地区）、末広
1～7条1～15丁目、末広8条1～3丁目（末広8条2、3丁目は1番地）、末広
東全域、東鷹栖全域、東鷹栖東全域、緑台全域、柏木全域、東山全域

春光1～7条1～9丁目（春光1条9丁目は14・15番以外、春光5・6条9丁目
は北斗町内会地区以外）、春光町全域、春光台全域、住吉全域、花咲町４～
７丁目（４丁目は2272番地）、末広８条２～１２丁目（２、３丁目は１番
地を除く）

旭町全域、大町全域、本町全域、緑町全域、錦町全域、北門町全域、近文町
全域、川端町全域、旭岡全域、花咲町1～4丁目（4丁目は2272番地を除
く）

神居全域、忠和全域、神居町雨粉・共栄・御料・春志内・上雨粉・神岡・神
華・神居古潭・西丘・台場・忠和・富岡・富沢・豊里全域、高砂台全域、台
場全域、台場東全域、南が丘全域、江丹別町共和・春日・清水・西里・拓
北・中園・中央・富原・芳野・嵐山全域

神楽全域、神楽岡全域、神楽岡公園、旭神全域、旭神町全域、緑が丘全域、
緑が丘東・南全域、西御料全域、西神楽全域、西神楽南・北全域、新開全域



《永山圏域　病院》

医療機関名 診療科 電話番号 FAX番号 相談窓口

今本内科医院 内科・循環器科 48-2562 47-4037 院長

高桑整形外科永山クリニック 整形外科・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 48-5276 48-6277 受付で可

高畑整形外科病院 整形外科・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 47-3311 48-9771 受付で可

道北勤医協ながやま医院 内科 46-2211 46-2108 受付で可

なかむら整形外科クリニック
整形外科・リウマチ科
リハビリテーション科

旭川市永山7条16丁目2-17 49-5777 49-5333 受付で可

永山池田クリニック　 内科・アレルギー科 40-1230 40-1236 事務長

博愛内科クリニック
内科・糖尿病内科・
内分泌内科・甲状腺内科

48-5111 47-1180 受付で可

永山皮膚科クリニック 皮膚科 40-4112 47-1241 院長

こぐれ眼科医院 眼科 47-5516 46-0050 受付で可

《永山圏域　歯科医院》

医療機関名 住所 電話番号 FAX番号

藍歯科クリニック 旭川市永山2条21丁目2-18 48-0648 48-0648

青木歯科クリニック
旭川市永山3条12丁目2-11
イオン永山3F

49-7600 49-7610

いとさか歯科医院 旭川市永山4条12丁目5-2 49-2720 49-2721

岩田谷歯科 旭川市永山2条24丁目1-11 47-1833 47-3088

おおさき歯科クリニック 旭川市永山3条22丁目3-2 49-1182 49-1180

ケンほのぼの歯科 旭川市永山2条18丁目2-30 73-7067 73-7067

河野歯科医院 旭川市永山3条15丁目1-2 47-0606 47-1686

シーナデンタルクリニック
旭川市永山3条15丁目1-7
コープさっぽろ旭川シーナ店2階

74-4644 74-4645

なかつぼ歯科医院 旭川市永山4条16丁目1-1 47-0050 47-0231

長谷川歯科医院 旭川市永山3条19丁目3-3 47-2811 47-2811

ヒロ歯科・口腔外科クリニック 旭川市永山7条16丁目2-15 46-1888 46-1887

宮田歯科医院 旭川市永山2条18丁目2-19 48-1615 48-1615

森田歯科医院 旭川市永山9条13丁目1-2号 40-1818 40-1828

ライフ歯科クリニック 旭川市永山2条18丁目2-25 47-9372 47-9372

《永山圏域　薬局》

薬局名 住所 電話番号 FAX番号

オーベル薬局 旭川市永山3条22丁目3-4 40-2270 40-2271

永山中央薬局 旭川市永山2条20丁目7-11 47-5372 47-5373

なの花薬局 旭川市永山6条11丁目6-16 46-1189 46-1093

ハート薬局ながやま店 旭川市永山5条11丁目1-9 46-0863 46-0840

パルム薬局　永山店 旭川市永山3条13丁目2-1 85-6037 85-6038

惠愛調剤薬局永山店 旭川市永山2条16丁目5-14 74-5115 74-5116

やまざき調剤薬局 旭川市永山3条16丁目3-3 40-1954 40-2932

レント永山調剤薬局 旭川市永山3条11丁目1-3 48-3606 73-4481

ロータリー調剤薬局せせらぎ店 旭川市永山7条16丁目2-16 49-5050 47-9333

旭川市永山3条14丁目3-2

旭川市永山3条16丁目3-4

旭川市永山2条16丁目5-11

住所

旭川市永山2条20丁目7-10

旭川市永山3条11丁目1-30

旭川市永山3条22丁目2-5

旭川市永山5条11丁目2-20

旭川市永山3条22丁目3-5



《個別移動販売》　　

名称 住所 営業日 情報

旭川市神楽岡12条7丁目1-1

電話：６０-５５１４

FAX：６０-５５１４

「戸別移動販売マーケットみのり」

《配達範囲》

市内全域・比布町

《配達時間》

10:00～17:00

《取扱商品》　　　　　　　　　　　　　お

弁当・惣菜・肉・鮮魚・果物・日用雑貨

※1品からでも予約が可能です。

営業日

月～土

お休み

日、正月三が日

そば茶屋「季」

みのり



《配食サービス》　　

名称 住所 営業日 料金

宮下通り１６丁目３－１

オスパーコート宮前

電話：２５―３２１０

FAX：２５－３２０１

末広2条13丁目７－４

電話：５７－７８００

FAX：同上

永山北１条１０丁目

電話：０１２０－３９－８９８１

FAX：４０－２５８５

営業日

年中無休

配達

正月三が日のみお休み

◎普通食

５９４円（おかずのみ５４０円）

◎味噌汁　１０８円

◎カロリー・塩分調整食、たんぱく調整食、　やわら

か食、ムース食、消化にやさしい食

８２０円（おかずのみ７７７円）

《備考》

◎１食から配達可能。

◎昼食・夕食の配達。

◎希望される方には安否確認も対応します。

◎治療食を申し込み場合は、余裕をもって

（３週間程度）ご注文下さい。

営業日（電話）

土日祝日以外

配達

年中無休

◎なごみ御前（おかずのみ）

朝食：５５０円　昼食・夕食　６５０円

◎はなやか御前（おかずのみ）

（夕食のみ）５５０円

◎ごはん　５０円

◎低たんぱく米　１００円

◎刻み・ミキサー　１５０円

《備考》

◎夕食配達時に、朝食昼食分を配達します。

◎申込の基本は、４日前の午前中まで。禁止

食、治療食の場合は、余裕をもって申し込ん

でください。

◎希望される方には安否確認も対応していま

す。

◎平成３１年３月から、簡単な野菜カットや

弁当容器の洗浄等については、「障害者就労

継続支援事業所ChaChaCha」に委託（施設外

就労）しています。調理、パック詰め、配達

については、フレアサービスが担当していま

す。

宅配クック

１・２・３

フレアサービス

ＧＥＮＫＩＹＡ

営業日

月～金曜日

お休み

土日祝日、年末年始

６００円

《備考》

◎2食以上からの配達。

◎昼食の配達。

※夕食は要相談



名称 住所 営業日 料金

旭川市豊岡１２条５丁目

４－１８

電話：６４－６２５４

FAX：８２－２３６４

旭川市秋月２条１丁目

９番１号

電話：４６―３７７３

FAX：４６－３７７３

《おかずのみ》

◎普通食

５８１円（量が少なめ）

７１１円（栄養重視）

８６２円（ボリューム大）

《サイドメニュー》

◎白飯　　９３円 ◎玄米ご飯 　１４１円

◎サラダ

・千切り、いろどり、大根　１０３円

・１０品目　　　　　　　　１３８円

《配達》

１２時３０分～１７時の間にお届けします。

《健康管理食》

◎カロリー１４４０調整食
◎タンパク４０ｇ調整食
◎タンパク６０ｇ調整食
｟やわらか食｠
◎やわらか食 ◎きざみ食　◎ムース食

《配達》　本社からクール便にて、週１回土曜

日の指定時間に、ご自宅にお届けします。

◎普通食

おかずのみ　５１２円　おかずとご飯　５６２円

◎低カロリー・低塩分食

小町大　　　４８６円　小町　     　　４３２円

◎ムース食

おかずのみ　６４８円  おかずとご飯　７０２円

◎カロリー調整食

おかずのみ　７０２円  おかずとご飯　７５６円

◎たんぱく調整食

おかずのみ　８１０円    おかずとご飯　８６４円

◎おかゆ・刻みは無料

《備考》

◎３分サービス（無料）実施

　門の施錠、電球交換、ゴミ捨て、電子レンジでの

弁当あたため、服薬確認など

◎クレジットカードでの支払いが可能です。

COOP

コープさっぽろ

電話：

０１２０－２７９－９４９

営業日

月～土曜日

お休み

日曜日

正月三が日お休み

配食のふれ愛

営業日

年中無休

配達

正月三が日のみお休み

まごころ弁当
営業日・配達

正月三が日はお休み

◎普通食

おかずのみ　４９０円　おかずとご飯　５５０円

◎まごころ食小町

おかずとご飯 ３９０円　小町（大）４７０円

◎ムース食

おかずのみ ５９０円 　おかずとご飯　６５０円

◎カロリー調整食

おかずのみ ６９０円 　おかずとご飯　７５０円

《備考》

◎無料安否確認サービス～お弁当は原則手渡しでの

お届けます。また、弁当を注文頂かない日でも、昼

のみ、夜のみ、昼夜2、回ご自宅に訪問し安否確認

だけでも承ります。



名称 住所 営業日 料金

旭川市秋月２条１丁目４番

３号１０１号

電話：５６－０５７２

FAX：０２０－４６６５－９２９０

旭川市東光７条４丁目シティスク

エアビル１F

電話：３４-８８９２

旭川市永山２条１１丁目３９

電話：４９-２６７０

FAX：４９-２６７０

ライフデリ旭川店

営業日

年中無休

配達

正月三が日のみお休み

普通食～カロリー・塩分控えめ

◎おかずのみ　４３０円

◎ご飯セット　５８０円

◎おみそ汁等の日替わり汁物　　８０円

その他メニュー

◎カロリー調整食～糖尿病の方向け

◎腎臓病～（透析治療前）の方向け

◎透析食～透析中の方向け

◎やわらか食・ムース食

～嚥下が困難な方向け

《備考》

◎１食から配達可能。

◎配達は昼食時、夕食時の２回。

◎７００種以上の豊富なおかずを取り揃え、

毎日日替わりのメニューをお届けします。

◎ご希望の方には部屋までお届けなどのサー

ビスを行っています。

◎その他出来るかぎりのお手伝いを行ってい

ますので、ご相談下さい。

しろふくろう

東光店

営業日

火曜日～日曜日

お休み

月曜日

正月、１月２日など

◎市内全域

◎デリバリー受付時間

・午後１３時～午後２１時

・メニューが豊富です

・使い捨て容器

◎個人宅にも配達しています。

◎現金払い　その他方法に関しては相談

《備考》

◎１月の給料日付近、ゴールデンウイーク付

近に、４日程度お休みの日有。

ベントス

永山２条店

営業日

正月以外

お休み

正月

◎2個以上のご注文から配達サービスをご利用

いただけます。

◎午前９時～午後１１時までにご連絡くださ

い。

◎既存のお弁当を頼む、又は、金額を指定し

てお弁当を頼むこともできます。

◎おかゆ対応も可能です。

◎使い捨て容器を使用

◎現金払い



名称 住所 営業日 料金

電話：７３-７１７１

FAX：２６-７３４８

旭川市流通団地２条３丁目４４番

地

電話：４６－４７５５

《個別移動販売》　　

名称 住所 営業日 情報

旭川市神楽岡12条7丁目1-1

電話：６０-５５１４

FAX：６０-５５１４

そば茶屋「季」

みのり

営業日

月～土

お休み

日、正月三が日

「戸別移動販売マーケットみのり」

《配達範囲》

市内全域・比布町

《配達時間》

10:00～17:00

《取扱商品》

お弁当・惣菜・肉・鮮魚・果物・日用雑貨

※1品からでも予約が可能です。

とんかつ井泉旭川

出前センター

受付時間

午前９時～

◎旭川市内全域

◎都度現金払い

◎回収容器か使い捨て容器のどちらか選べま

す。

◎配達のご注文は１つから承ります。

レストラン

ほのぼの

営業日

月～金

お休み

土・日・祝祭日

◎注文：朝９時～１１時３０分まで

◎配達：昼頃

◎配達区域：流通団地近郊　※永山地域も配

達していますが、詳細には問合せをし、確認

してください。

◎各種お弁当５００円（味噌汁付き）

・しょうがやき定食

・カツ定食

・ハンバーグ定食

・ヘルシー弁当（数量限定）

◎「こんなお弁当作ってほしい」等のリクエ

ストも受け付けています。その際は、事前に

ご連絡ください。

◎配達料は無料

◎都度現金払い

◎個人宅は回収容器、会議などのイベント時

はプラスチック容器等を使用します。

《備考》

◎事前に相談いただければ、土曜日・祝日に

お弁当を配達することも可能です。

◎社会福祉法人　鷹栖共生会　旭川ヒューマ

ンサービスセンター



◎インフォーマルサービス（生活支援サービス等） 

業者名 住所 電話番号 備考 

訪問介護事業所 

しぇすた 

永山９条１８丁

目１番２０号 
４０－０５２５ 

【内容】 

・庭の手入れ（草刈り等）、除雪、外出付き添い等 

【利用料金】 

・生活支援中心 １０分/３００円（税込） 

・身体支援中心 １時間/２，５００円（税込） 

For you ステーション・

セラ 

永山１１条２丁

目２番１２号 
２５－１２８８ 

【内容】 

・買い物、外出付き添い、等 

【利用料金】 

内容により異なりますが 

・午前 ６０分まで/２，０００円（税込） 

以降３０分ごと/８００円（税込） 

・午後 ６０分まで/１，５００円（税込） 

以降３０分ごと/５００円（税込） 

キョクトウ在宅介護サー

ビスセンター 

永山北１条１０

丁目１１－１９ 
４６－００５５ 

【内容】 

・買い物、部屋掃除、外出付き添い等 

【利用料金】 

・生活支援 １時間/１，２００円（税込） 

 以降３０分ごと/６００円（税込） 

・身体介護 １時間/１，４００円（税込） 

 以降３０分ごと/７００円（税込） 

ニチイケアセンター永山 
永山８条１９丁

目４-１７ 
４０-３８７０ 

【内容】 

・買い物、部屋掃除、外出付き添い、除雪、 

ゴミ出し、部屋の模様替え等 

【利用料金】 

・１回のみ１時間 /５，5００円（税込） 

・週１回以上１時間/２，８６０円（税込） 

・月１回以上１時間/３，６３０円（税込） 

・６：００～８：００/１８：００～２２：００は

２５％増（早朝夜間料金） 

・２２：００～６：００は５０％増 

（早朝夜間料金） 

旭川ファミリーサポート

センター「介護型」 

（旭川市社会福祉協議

会） 

５条通４丁目 

ときわ市民ホール

１階 

６０－１７１０ 

【内容】 

・有償ボランティア 

・食事の準備や後片付け、部屋の掃除、通院付き

添い、買い物等 

【利用料金】 

・平日：１時間/７００円（税込） 

以降３０分ごと/３５０円（税込） 

・土・日・祝日・年末年始 

１時間/８００円（税込） 

以降３０分ごと/４００円（税込） 

・交通費：２００円 



旭川認知症サポートセン

ター 

（旭川市社会福祉協議

会） 

〃 ６０－１７７０ 

【内容】 

・有償ボランティア 

・認知症高齢者の見守り、話し相手、外出支援（散

歩）、趣味活動等 

【利用料金】 

・１時間/５００円（税込） 

 以降３０分ごと/２００円（税込） 

・交通費：２００円 

旭川市福祉除雪サービス 

（旭川市社会福祉協議

会） 

〃 ６０－１７７８ 

【内容】 

・有償ボランティア 

・概ね１５㎝以上の降雪時に生活通路の確保を目

的とし、玄関先から公道までの概ね１.５m で、

安全に歩行が行えるよう除雪を実施。 

【利用料金】 

・３０分ごと/５００円 

（３０分増す毎に５００円加算） 

・交通費：２００円 

生活支援体制整備事業 〃 ２３-０７４２ 

【内容】 

・お話や趣味活動のお話し相手 

・転居する際の大掃除の支援 

・介護保険で対応できない家事の支援 

           （草刈り、窓ふきなど） 

・ペットのお世話（短期間） 

【備考】 

ボランティアによる支援であるため、介護等の

専門性を要する援助や危険を伴う援助はできま

せん。また、活動者が見つからない場合もありま

すのでご了承願います。 

※詳細な内容等につきましては、各事業所へ直接お問い合わせください 



老人クラブ（高齢者いこいの家）一覧 

名 

称 

 

永山きずなの会 

（永山いこいの家） 

 

永山みずほ永寿会 

（永山みずほいこいの家） 

会 

館 

 

永山神社社務所 

 

みずほ団地町内会館 

住 

所 

 

永山 4条 18丁目 48-1638 

 

永山 6条 16丁目 1-7 

活 

動 

内 

容 

■毎週火・木 １０時～１６時 

        茶話会、カラオケ、麻雀、囲碁、花札 

■毎月２回（夏期） パークゴルフ 

 

◎年間行事 

■奇数月（年６回） 誕生会 

■地域住民の世代間交流 

              （永山第２地区市民委員会） 

・旭川スーパーエイジ防火クラブ活動に参加 

 

■毎週（月～金）１０時～１２時 卓球 

■毎週（水）    １０時～１２時 健康体操 

■毎週（月・木） １３時～      カーリンコン 

■毎週（火）    １３時～      カラオケ 

■毎週（水・金） １３時～      麻雀 

■６月～１０月（月１回）９時～  パークゴルフ 

     ※開催日はその都度調整 

 

◎年間行事 

■年５回 懇親会 

        ・総会、新年会、ミニ運動会など 

名 

称 

 

永山 3区百寿会 

（永山百寿いこいの家） 

 

永山さくら老人クラブ 

（永山さくらいこいの家） 

会 

館 

 

永山 3区会館 

 

永山さくら会館 

住 

所 

 

 

永山 3条 15丁目 1-43 

 

永山２条２０丁目 

活 

動 

内 

容 
■毎週（火）１０時～１２時 カーリンコン 

■毎週（水） ９時（冬期 10時）～15時 麻雀 

■毎週（木）１３時～１５時 カラオケ 

■毎週（金）１０時～１２時 健康ダンス 

（月４回/毎月１,５００円） 

■毎週（金）１３時３０分～１５時 せせらぎ体操 

（月４回/毎月１００円） 

※地域包括支援センターと連携して実施 

■偶数日（空いている時間） 卓球 

■毎月（第２火） パークゴルフ 

  （年６回/送迎付き/ひがしかぐら森林公園） 

■友愛訪問 女性部 

■奉仕活動 （５月、８月、９～１０月） 

 

◎年間行事 

■年２～３回 研修会 

■年２回（春・秋） 旅行 

■毎週（火）   １３時～ ダンスサークル 

■第２・４（水） １３時～ 体操・茶話会 

■春～秋（随時）      パークゴルフ 

 

◎年間行事 

■１月 新年会  

■５月 花見 

■９月 旅行 

■年２回 研修会 ※地域包括支援センターと相談  

        ・交通安全教室 

        ・セミナー 

 



老人クラブ（高齢者いこいの家）一覧 

名 

称 

 

新永長寿会老人クラブ 

（新永長寿いこいの家） 

 

永山永楽老人クラブ 

（家楽いこいの家） 

会 

館 

 

第２永山団地集会所 

 

永楽会館 

住 

所 

 

永山６条１５丁目 

 

永山１条２２丁目 ４番２号 

活 

動 

内 

容 

■毎週（木）１０時～ カラオケ 

 

◎年間行事 

■新年会 

■敬老会 

 

◎その他 

■毎週（火）午前 サークル（大正琴） 

■毎週（金）午後 サークル（民謡） 

■毎週（土）午前 ちびっこ活動 

■会場を使用していない曜日・時間は、自治会

活動や催し等を行う際に活用されている。 

 

 

■毎週（水土日） ９時～１６時   麻雀 

■毎週（木）１０時～１６時３０分  カラオケ 

茶話会（女性） 

■５月～１０月 ６時３０分～      ラジオ体操 

                      ※あすなろ公園で実施 

■１１月～翌３月 毎週（月）１０時～１２時 

健康体操（ボランティアによる指導） 

 

◎年間行事 

■１２月 お楽しみ会（食事をしながらの交流） 

■１２月 友愛訪問（プレゼントを持参） 

 ※１人暮らし高齢者（老人クラブ会員）の 

見守り活動 

      ※状況に応じて電話での見守り活動実施 

名 

称 

 

永山むつみ青空会 

（永山むつみいこいの家） 

 

しらゆきシルバー会 

（しらゆきいこいの家） 

会 

館 

 

永山むつみ会館 

 

しらゆき町内会館 

住 

所 

 

 

永山１０条１１丁目 

 

永山８条１４丁目 

活 

動 

内 

容 

■毎月第２・４（火）９時～１２時 カラオケ 

■毎週（火・金）１３時～１７時 卓球 

■毎週（水・土） ９時～１２時 花札 

■毎週（水・土） ９時～１７時 麻雀 

■毎週（木）   １０時～１１時半 健康体操 

※第４（木）は、「ふまねっと」を実施 

■毎週（土）   １３時～１５時 詩吟  

■友愛活動（独居高齢者の見守り） 

 

◎年間行事 

■年２回 日帰り旅行 

■収穫祭 

 

■第３（火）毎週（水） カーリンコン 

■第３（月） 麻雀勉強会             

■第２・４（木）茶話会 

■月末（土日のどちらか） 卓球  

                      ※世代間交流の一環 

 

◎年間行事 

■年６回 勉強会、お楽しみ会 等 

 

 



老人クラブ一覧 

名 

称 

 

永山 13区親和会 

 

永山１１区老人クラブ 

会 

館 

 

永山 13区会館 

 

１１区町内会館 

住 

所 

 

永山町１２丁目 

 

永山町 16丁目３番線 

活 

動 

内 

容 

■毎月 友愛訪問を実施 

  ※会長・副会長で訪問する（年３回） 

※各班長が簡易見守りを行う 

■老人クラブの活動は不定期 

 

◎季節行事 

■６月～１０月は１５日 ＊８月のみ１３日 

花壇の花上や手入れ（会館周り、３番線沿い） 

 

◎年間行事 

■ ６月   運動会  

※あすか保育所と交流（世代間交流） 

■ ７月   日帰り旅行 

■１０月末 宿泊旅行 

■１１月   収穫祭 

■１２月   忘年会  

※あすか保育所と交流（世代間交流） 

■年３回程度（※食事を含む） 研修会 

 

◎記念行事 

■３月 永山１３区親和会５０周年記念式 

 

 

 

 

 

 

◎冬季（１１月～翌３月）のみ活動 

  ※農村地域の為、夏場は畑や草取り等行う。 

 

■第３（木） １０時～１５時 茶話会・DVD鑑賞 

■週２～３回 麻雀勉強会 

 ※認知症予防のために実施 

※曜日・時間(3 時間程度）は、参

加者と話し合って決める。 

■年１～２回 地域包括支援センターとの活動 

           （内容は未定） 

 

※友愛訪問（検討中） 

 以前の冬期は、大根や漬物、仲人が近隣住宅

を回るのが日常的でした。今現在は、家庭訪問

することが普通ではなくなってきています。プライ

バシーを侵害せず、快く訪問ができる方法を検

討しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



老人クラブ一覧 

名 

称 

 

みどりシルバー会老人クラブ 

 

永山ことぶき老人クラブ 

会 

館 

 

 

 

永山１４区高齢者いこいの家 

住 

所 

 

永山 7条 16丁目 3-20 

 

旭川市永山町 7丁目 

活 

動 

内 

容 

■毎週（水）９時～ 清掃・廃品回収 

 

◎年間行事 

■７月末～８月   ラジオ体操 

■９月           ミニ運動会 

■春・秋         日帰り旅行（温泉） 

■不定期        カラオケ・茶話会 

 

◎年間行事 

■ ６月・８月     日帰り旅行（温泉） 

■１２月         宿泊旅行（温泉） 

■ ７月・１月・２月 勉強会 

名 

称 

 

8区老人クラブ 

 

会 

館 

 

8区会館 

 

住 

所 

 

永山町 15丁目 

 

活 

動 

内 

容 

■毎月 10日、20日、30日 茶話会 

 

◎年間行事 

■交流事業 

忘年会、総会、懇親会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



高齢者いこいの家一覧 

名 

称 

 

永山ことぶきいこいの家 

（そよかぜクラブ） 

 

永山あずまいこいの家 

会 

館 

個人宅 

※オーナーのご厚意で、今は住んで          

いない個人宅を活用している。 

 

あずま会館 

住 

所 

 

永山２条２３丁目 

三幸食堂さん隣り 

 

永山４条２２丁目 

活 

動 

内 

容 

■毎週（火）９時～１５時 カラオケ、麻雀など 

 

◎年間行事 

■ ６月 春の日帰り旅行 

■ ７月 （検討中） 

■ ９月 社会奉仕活動 、 ジンギスカン 

■１０月 秋の日帰り旅行 

■１１月 おいなりの会 

■１２月 忘年会 

 

■第２・４（月）１３時～１５時 カラオケ 

■毎週（水金日） ９時３０分～１５時３０分 

                               マージャン 

■毎週（木）１０時～１１時３０分 体操 

名 

称 

 

朝日いこいの家 

 

会 

館 

 

朝日町内会館 

 

住 

所 

 

永山 4条 17丁目 

 

活 

動 

内 

容 
■毎週（月～土）１３時～１６時 麻雀 

■不定期（午前中） 茶話会 

 

 



【三区せせらぎ会】
永山三区会館（永山3条15丁目1-43）
毎週金曜日13：30～15：00（月4回）
体操
会費：月100円

【だんらん倶楽部】
第2永山団地集会所（永山６条15丁目1-4）
毎週月曜日(祝日は休み) 
①13：30～14：30 ②14：30～15：30
体操
会費：月1,200円

【永山むつみ青空会】
むつみ会館（永山10条11丁目9-7）
毎週木曜日10：00～11：30
体操、第4木曜はふまねっと
会費：青空会入会 年1000円

ふまねっとは月300円

サークルの参加申し込みは
永山地域包括支援センター
電話 ４０－２３２３にご連絡ください。

きらく くらぶ

【お気楽来楽部】
グループホーム「ファミリー」
（永山1条11丁目2-38）
毎週金曜日13：30～15：00（月4回）
体操
会費：月100円

2021.11.1改正

永山地域のサークルマップ （11丁目～16丁目まで）

2番線

【れいわ会】
場所未定・不定期

カーリンコン、講話,クラフト作り、演奏会など

会費：1回100円



第1永山団地

【あずま元気体操】
あずま会館（永山4条22丁目1-9）
毎週木曜日10：00～11：30
体操
会費：無料

【ながやま元気クラブ】
第1永山団地1階コモンスペース
（永山1条17丁目1-1）
毎週水曜日13：00～15：00
カーリンコン、ヨガ
会費：年1,000円

ヨガ参加は月＋500円
カーリンコンは無料

【愛郷クラブ】
九区愛郷会館（永山北2条11丁目）
毎週火曜日10：00～11：30
体操
会費：月400円

【さくらストレッチサークル】
永山さくら会館（永山2条20丁目5-3）
毎週水曜日19：00～20：30
ストレッチ体操
会費：月500円

【脳力活性サークル】
永山市民交流センター
（永山3条19丁目4-15）
毎週火曜日13：30

～15：00

体操・脳トレ
会費：月1,000円

その他のサークルは公民館へ

サークルの参加申し込みは
永山地域包括支援センター
電話 ４０－２３２３にご連絡ください。

永山地域のサークルマップ （17丁目～）

37
号線

2021.11.1改正

1番線

【元気サークル】
永山市民交流センター
（永山3条19丁目4-15）
毎週月曜日13:30～15:00

体操（体操指導士います）
会費：未定



種別 団体名 活動日 活動時間 種別 団体名 活動日 活動時間

コンピュータ パソコンサークルJUPITER 毎週木曜 10:00～12:00 短歌 短歌サークルきさらぎ会 第2水曜 13:00～17:00

コンピュータ パソコンサークルMEGA 毎週水曜 10:00～12:00 茶道 茶の湯を楽しむ会 第2・4土曜 10:00～12:00

絵画 永彩サークル 第2・4木曜  9:00～12:00 茶道 煎茶サークル 第1・3火曜 13:00～17:00

絵画 永山絵画サークル 毎週木曜 13:30～16:00 茶道 茶道サークル 毎週木曜  9:00～12:00

絵画 永山水墨画同好会 第1・3水曜
 9:00～16:00
13:00～16:00

卓球 永山婦人卓球サークル 毎週金曜  9:00～12:00

書道 書道サークル 第１～４水曜 13:00～17:00 バレーボール うすばきちょう 毎週木曜 18:00～21:30

その他の美
術・書道

絵手紙サークル　カタクリの
会

第1・3・4火曜 13:00～17:00 その他の球技
永山公民館
ミニテニスサークル

毎週火曜 13:00～17:00

陶芸 永山陶芸サークル 第2火曜 13:00～15:00 空手 日本空手道北武拳 毎週月曜 18:00～22:00

籐工芸 籐サークル 第1・3・4水曜  9:30～12:00 健康・美容体操 元気体操クラブ 毎週火曜  9:00～12:00

コーラス 旭川たいせつ合唱団 毎週水曜 19:00～21:00 健康・美容体操 骨盤力ヨガサークル 毎週火曜 19:00～20:30

コーラス 合唱サークル童謡会 第2・4土曜 10:00～11:30 健康・美容体操 ヨガリラックス 毎週水曜 10:00～12:00

歌謡 土謡会 第1～4土曜 13:00～16:00 健康・美容体操 永山健康ダンス 第1～4水曜 13:30～15:30

民謡 民謡クラブ金謡会
毎週金曜
（月３回）

13:00～16:00 健康・美容体操 ながやま脳力活性サークル 毎週火曜日 13:00～15:30

洋器楽 旭川マミーズバンド 毎週火曜  9:00～12:00 健康・美容体操 コグニサイズ永山サークル
第2・3・4・5  月
曜

10:00～12:00

洋器楽 せせらぎウィンドアンサンブル 毎週火曜 18:00～21:45 健康・美容体操
永山スポーツウエルネス
吹矢クラブ

毎週日曜 13:00～17:00

要楽器 旭川市吹奏楽団 毎週土曜日 18:00～22:00 太極拳 永山太極拳サークル 毎週金曜  9:00～12:00

邦器楽 <箏>幸友会
第2・4火曜

13:00～17:00
その他の体力
づくり

永山高齢者体育会 毎週木曜 13:00～17:00

邦器楽 箏音（箏・尺八） 不定期 13:00～17:00 和裁 和裁サークル 毎週月曜 13:00～17:00

邦器楽 大正琴　大雪永山サークル 第1・2・3火曜  9:00～12:00 着付け さくらんぼの会 第2日曜 13:00～17:00

邦器楽 都山流邦楽尺八研修会 第1・2・3金曜  9:00～12:00 一般料理 旭川そば同好会
不定期（年6
回、日曜）

 9:00～16:00

邦器楽 旭川市永山屯田太鼓保存会 毎週日曜 18:00～22:00 囲碁 永山囲碁サークル 毎週水曜 13:00～17:00

邦器楽
永山屯田まつり実行委員会
永山屯山太鼓部会

毎週月曜 18:30～21:45 外国語 楽しい中国語クラブ 毎週水曜 18:30～20:30

社交ダンス
社交ダンススポーツ
永山Ⅱｉｎサークル

毎週金曜 13:00～17:00 手話 永山手話きらら会 毎週木曜日  9:00～12:00

社交ダンス
永山公民館社交ダンス同好
会

第1～5火曜 13:00～17:00 手話 永山手話学習会 毎週金曜 18:00～21:30

社交ダンス
永山公民館
社交ダンスサークル

毎週金曜 19:00～21:00

フォークダン
ス

永山中央
フォークダンスサークル

第1～3月曜 13:00～15:30

その他舞踊 ハワイアンフラ愛好会 第1・3・4土曜 13:00～17:00

その他舞踊 北辰乱舞（よさこい踊り） 毎週水曜 18:00～22:00

連絡先等は永山公民館（48-1659）までお問い合わせください。

令和３年９月発行



※65歳以上　永山版 基本チェックリスト
生年
月日

電話

NO．

2

④不満

3 ０．はい １．いいえ

4 １．はい ０．いいえ

5

6 １．はい ０．いいえ

7 １．はい ０．いいえ

8 １．はい ０．いいえ

9 １．はい ０．いいえ

10 ０．はい １．いいえ

11 １．はい ０．いいえ

12 １．はい ０．いいえ

13 あなたはたばこを吸いますか １．はい ０．いいえ

　　　 ①ほとんど外出しない

行き先はどこですか？（あてはまるものすべてに〇をつけてください）

）

外出する際の移動手段は何ですか（あてはまるものすべてに、（　）内も〇をつけてください）

17 １．はい ０．いいえ

（外出を控えている方のみ）理由は何ですか？（あてはまるものすべてに〇をつけてください）

　）

18 ふだんから家族や友人と付き合いがありますか ０．はい １．いいえ

19 体調が悪い時に身近に相談できる人がいますか ０．はい １．いいえ

20 はい いいえ

④あまりよくない ⑤よくない

　 　　①満足　  　②やや満足 ③やや不満  

②週１回　 　 ③週２～４回　  　④週５回以上

1．BMI=18.5未満

 ⑥病院・施設のバス　　　⑦タクシー　　　 ⑧その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　

身長　　　　　　　㎝　　体重　　　　　　㎏　　BMI＝体重（㎏）÷身長（m）
2

⑥交通手段がない　　　⑦その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

介護保険の要介護認定を受けていますか？

今日が何月何日かわからない時がありますか

外出を控えていますか

15

いずれかに○を
つけてください

※本チェックリストは，介護保険法に基づく事業に利用します。

記入日  　　年　　月　　日

16  ①徒歩　　②自転車　　③自動車（自分で運転・人が運転）　　④電車　　　 ⑤バス　　

 ①病気（病名：　　　                                   　　　　　　　）　　　②足腰などの痛み　 

大正     昭和　　  　 年　  　月　　  日

周りの人から「いつも同じ事を聞く」などの物忘れがあると言われますか


質　　問　　項　　目

　　    　　  ― 　　  　　   　―    

あなたの現在の健康状態はいかがですか（①～⑤どれか1つに〇をつけてください）

毎日の生活に満足していますか（①～④どれか1つに〇をつけてください）

③トイレの心配（尿もれなど）　　④耳・目の障害　　　⑤外での楽しみがない　　 

週に１度以上は外出していますか（①～④どれか1つに〇をつけてください）

⑤老人クラブ・サークルなど運動・趣味活動の場　 ⑥その他（ 

　　①よい　　②まあよい　　③ふつう

この１年に転んだことがありますか（自転車での転倒も含む）

半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか

お茶や汁物等でむせることがありますか

 ①友人の家 　  　②家族・親戚の家 　  　③買い物   　　④病院 　

回答欄の、色がついているところに多く該当する場合、改善に向けての方法を一緒に考えてい
きたいと思いますので、永山地域包括支援センターにご相談ください（☎４０－２３２３）。

14

以前に比べて歩く速度が遅くなってきたと思いますか

1日3食きちんと食べていますか

ウォーキング等の運動を週に1回以上していますか

氏名

住所 旭川市永山

1

６ヵ月で２～３㎏以上の体重減少はありましたか



受診のための連携シート 

記入日： 令和  年  月  日 記入者名：            所属機関： 

受診者 
氏 名： 生年月日：（明・大・昭）  年  月  日    年 齢：    歳 

住 所： 電 話： 性 別： 男 ・ 女 

同行者 氏 名： 本人との関係： 電 話： 

１ 受診目的（当てはまる項目に☑チェックする。） 

 □ 鑑別診断 □ 専門医の診断 □ セカンドオピニオン 

 □ 入院希望 □ 要介護認定の意見書 □ ＢＰＳＤ（周辺症状）コントロール 

 □ 認知症の治療 [□ 投薬 □ 薬剤調整 □ 病気の説明 □ 予後の説明 □ 生活上の助言] 

 □ 成年後見制度の活用（診断書・鑑定書など） □ その他（             ） 

２ 認知症の経過について、症状の出現の仕方（家族や周囲の人が認知症に気づいてからの経過、対応等） 

☆ 今回の症状はいつ頃から？[ 今から約 （     ）年・（     ）ヵ月（     ）週間 ]前 

    どのように？（具体的に） 

☆ 今、困っていること（本人・家族・関係者） （当てはまる項目に☑チェックする。） 

 □ 食欲低下（疾患：□有 □無） □ もの忘れ（自覚：□有 □無） □ 物事の段取りがうまくできない 

 □ 脱水傾向 □ 尿失禁 □ 意欲低下 □せん妄  （調理・旅行計画等） 

 □ 体重の変化（□増 □減） □ 収集癖 □ 物盗られ妄想 □ 金銭管理が困難 

 □ 手足に力が入らない □ 幻視・幻覚等 □ 主治医に相談しづらい 

 □ 手足のふるえ □ こだわりのある行動 □ 服薬管理が困難 

 □ ふらつき □ 疲れやすい □ 異常な食欲（□過食 □異食） □ 介護拒否（□本人 □家族） 

 □ 転倒していないのに急に歩け □ 外出して戻れない・道に迷うなど □ 介護者の認知症の理解 

  なくなった □ 本人の暴力（対象 □特定□不特定） □ 家族関係が悪く、介護力が不足 

 □ 症状の急激な進行 □ 性格の変化  

 その他具体的に 

 

 

 

３ これまでにかかったことのある病気（認知症以外） 

 ☆ かかりつけ医 □ 有 □ 無 医療機関名:           医師名: □ 不明 

 ☆ 主な疾患 □ 有 □ 無 （内容                       ） □ 不明 

 ☆ 服薬 □ 有 □ 無 （内容                       ） □ 不明 

 ※副作用の有無 □ 有 □ 無 （内容                     ） □ 不明 

 ☆ 既往歴 

 □ 脳血管疾患（               ） □ 頭部外傷（                ） 

 □ 心疾患（                 ） □ 生活習慣病（               ） 

 □ 精神疾患（                ） □ その他（             ）□ 不明 



４ 生活状況、本人の状態について（当てはまる項目に☑チェックする。） 

 ☆ 介護者の有無 【 □あり □なし □不明 】 ☆家族構成 

 ☆ キーパーソン 【 □あり □なし □不明 】 

   氏 名（              ）続柄（      ） 

   連絡先（              ）        

 ☆介護者の状況について特記すべき点があれば記載してください。 

   理解力・判断力 

 ☆ 経済状況 （月額             円） 

 【 □不明  □国民年金  □遺族年金  □厚生年金  □無年金 □生活保護  □その他（      ）】 

 ☆ 経済状況の課題【 □あり→（具体的に                       ）□なし 】 

 ☆ 健康保険の種類 

 【 □不明 □後期高齢 □国保 □協会けんぽ □組合保険 □共済 □日雇い □その他（     ）】 

 ☆ 日常生活状況 

  食事 □ 一人で可 □ 一部介助 □ 全介助 □ その他（      ） 

  移動 □ 一人で可 □ 一部介助 □ 全介助 □ その他（      ） 

  排泄 □ 一人で可 □ 一部介助 □ 全介助 □ その他（      ） 

  掃除洗濯 □ 一人で可 □ 一部介助 □ 全介助 □ その他（      ） 

  服薬管理 □ 一人で可 □ 一部介助 □ 全介助 □ その他（      ） 

  調理 □ 一人で可 □ 一部介助 □ 全介助 □ その他（      ） 

  買物 □ 一人で可 □ 一部介助 □ 全介助 □ その他（      ） 

  入浴 □ 一人で可 □ 一部介助 □ 全介助 □ その他（      ） 

  
金銭・財産管

理 
□ 一人で可 □ 一部介助 □ 全介助 □ その他（      ） 

  
医療機関の受

診 
□ 一人で可 □ 一部介助 □ 全介助 □ その他（      ） 

 
☆ 趣味など本人が好んでいること・好んできたこと（嗜好品を含む）職歴など 

趣味【                    】職歴【                 】 

  飲酒【 □ 有：１日（   ）合  □ 無 】 タバコ【 □ 有：１日（   ）本 □ 無 】 

 ☆ 関わっている機関・関係機関のかかわりの経過（サービスを利用するまでの経過） 

  

 ☆ 要介護度 □未申請  □申請中 □非該当 

        □要支援１ □要支援２ □要介護１ □要介護２ □要介護３ □要介護４ □要介護５ 

 ☆ 現在利用中のサービス 

 ・公的サービス  □訪問介護 □通所介護 □通所リハビリ □福祉用具貸与 □短期入所生活介護 

          □短期入所療養介護   □住宅改修   □その他（              ） 

 ・非公的サービス □民生委員 □隣人 □友人  □その他（                   ）                    

 ☆ 担当事業所（地域包括支援センター・居宅介護支援事業所） 

  ・地域包括支援センター（              ℡         ）担当者（        ） 

   ・居宅介護支援事業所 （               ℡         ）担当者（        ） 

５ その他、何か特にお伝えしたい内容などありましたら 

ご自由にご記入下さい。別紙に記載【□あり □なし】 

自由記載欄 

 

 

受診時の持ち物チェック 

□ お薬手帳 

□ 保険証 

□ 生活歴 

□ かかりつけ医の紹介状 
一緒に持参されると良いでしょう！ 



認知症かな？ チェックシート
このチェックシートは、「認知症」早期発見の目安です。
日常の暮らしの中で認知症ではないかと思われる言動について、
家族などの経験からまとめられたものです。医学的な診断基準では
ありませんが、暮らしの中での目安として参考にしてください。

いくつか思い当たることがあれば、医療機関や地域包括支援センターなどにご相談
ください。

今切ったばかりなのに、電話の相手
の名前を忘れる
同じことを何度も言う・問う・する
しまい忘れ置き忘れが増え、いつも
探し物をしている
財布・通帳・衣類などを
盗まれたと人を疑う

料理・片付け・計算・運転などの
ミスが多くなった
新しいことが覚えられない
話のつじつまが合わない
テレビ番組の内容が理解できなく
なった

約束の日時や場所を間違えるように
なった
慣れた道でも迷うことがある

ささいな事で怒りっぽくなった
周りへの気づかいがなくなり頑固に
なった
自分の失敗を人のせいにする
「このごろ様子がおかしい」と周囲
から言われた

ひとりになると怖がったり寂しがっ
たりする
外出時、持ち物を何度も確かめる
「頭が変になった」と本人が訴える

下着を替えず、身だしなみを構わ
なくなった
趣味や好きなテレビ番組に興味を
示さなくなった
ふさぎ込んで何をするのも億劫が
りいやがる

□

□
□

□

□
□

□
□

もの忘れがひどい 人柄が変わる

判断・理解力が衰える 不安感が強い

時間・場所がわからない 意欲がなくなる

□

□
□
□

□

□
□

□

□

□

□

□

出典：公益社団法人認知症の人と家族の会作成



「あれっ？」「どうしたのかな？」
という小さな気づきが必要です。

上記のような様子があったら、
情報提供をお願いします。

（４０－２３２３）
永山地域包括支援センター
緊急の場合は、警察等への
連絡をお願いします。

参照：東京都健康長寿医療センター研究所

□ ① 外出しているのを見かけなくなった（外出頻度が週1回未満）

□ ② 昨年と比べて外出回数が減っている

□ ③ 身なりの乱れ（服装が汚い、夏も冬も同じ服、臭い、髪がぼさぼさ）

□ ④ 今まで挨拶をしていた人が挨拶をしなくなった、表情が硬い

□ ⑤ 買い物の際、小銭がたくさんあるにもかかわらず、毎回、紙幣を出す

□ ⑥ ゴミをうまく分別できなくなった、ゴミを出さなくなった

□ ⑦ 最近、痩せてきた、具合が悪そう、歩く姿が危なっかしい

□ ⑧ 家事や買い物がつらい、食欲がないと言っていた

□ ⑨ 姿を見かけなくなった

□ ⑩ 昼間でも電気がつけっぱなし、または、夜に電気がつかない

□ ⑪ 怒鳴り声がする

□ ⑫ 暑い日や寒い日、雨の日なのに、長時間家の外にいる

□ ⑬ 新聞や郵便がポストに溜まっている

□ ⑭ 同じ洗濯ものが何日も干してある

見守りチェックシート

① ② は『閉じこもりから要介護になる可能性』

③ ④ ⑤ ⑥ ⑫ は『認知症の可能性』

⑥ ⑦ ⑧ ⑨ は『体調不良の可能性』

⑪ ⑫ は『虐待の可能性』

⑩ ⑬ ⑭ は『屋内で倒れている可能性』



生活支援コーディネーターをご存知ですか？

生活支援コーディネーターは、高齢者が安心して住みやすい地域づくりを目指し、身近

な地域の住民や高齢者支援の関係団体と連携して、支え合い活動や生活支援の充実を図り

ます。また、高齢者の方がこれまでの経験を活かしていただけるような取組を充実してい

きます。

旭川市では、平成３０年度から市内に４人の第２層生活支援コーディネーターが配置さ

れています。

お問合せ先
旭川市第２層生活支援コーディネーター
〒070-0035
旭川市5条通4丁目893-1 旭川市ときわ市民ホール１階
社会福祉法人旭川市社会福祉協議会内
E-mail seikatsu-shien@asahikawa-shakyo.or.jp

TEL      23-0742 ／ FAX 23-0746

担当地域
（地域包括支援
センター圏域）

ふりかな
氏名

ご挨拶

Ｂ地域（３圏域）
中央
新旭川・永山南
永山

ふじい だいすけ
藤井 大介

令和３年４月から着任しました。
高齢者の方が日常生活を営む上で「困り

ごと」や「あったら助かるなぁ」と思うこ
となど、沢山聞かせてください。その声を
基に地域の皆さまと一緒に支え合い上手・
支えられ上手な地域づくりを進めて行きた
いと思います。
どうぞよろしくお願いいたします！

よろしくお願い
します

関係機関と連携しながら、高齢
者の皆さんが安心して住める地
域づくりを進めます。

旭川信金各支店及び地域包括支援センターと連携した、高齢者支援に係る意見交換の様子



コロナ禍におけるボランティア活動事例の紹介

【 依頼者 】一人暮らし７０代女性（要介護１）
【相談内容】依頼者は抗がん剤治療により、１～

２週間おきに入退院を繰り返し、体力
が低下しているため、担当ケアマネ
ジャーから、退院のタイミングに合わ
せて自宅玄関前の除雪を行ってくれる
ボランティア調整の相談がありまし

た。
【調整結果】退院時のタイミングに合わせ自宅玄

関前の除雪をボランティアの方に月２
～３回程度支援していただいていま

す。

① 退院時における自宅玄関前の除雪ボランティア

短期間の除雪支援も調整しています。
byコーディネーター

【除雪活動中の様子】

② ごみ捨てボランティア

【 依頼者】一人暮らし８０代女性（要支援１）
【相談内容】対象者の方が両手指の関節の痛みがあ

り、ごみを収集場所まで運ぶことが難し
くなってきたため、担当ケアマネジャー
からボランティアによるごみ捨て支援の
ご相談がありました。

【調整結果】ごみ捨ての支援は活動頻度が多いので、
２人のボランティア活動者を調整し、対
応していただいています。

ボランティアさんの活動できる曜日に
合わせて調整を行っています。

byコーディネーター

【事前顔合わせの様子】

生活支援コーディネーターは、高齢者でボランティアの支援を必要とされる方と活動者

を調整しています。コロナ禍においては、感染予防に配慮し通常行っている活動の一部を

休止しておりますが、接触を避けて実施できる活動や非接触の活動（ゴミ出しや草刈りの

支援）等については、感染状況に応じて適宜検討します。

※まん延防止等重点措置や緊急事態宣言下では、高齢者の方やボランティアの安全を確保

するために活動を自粛又は延期する場合がございます。詳細はお問い合わせください。



コロナ禍の高齢者状況の変化について、聞き取り調査を行いました！！

生活支援コーディネーターは、新型コロナウイルスの影響により高齢者の方が受ける変化や影響等について把

握するため、市内の福祉専門職や、高齢者支援に関わる地域活動者を対象とした聞き取り調査を行いました！調

査結果の概要を次のとおりお知らせいたします。（調査は令和３年５月～６月に実施しています。）

【調査対象者】

地域包括支援センター、介護保険サービス事業所、障がい領域の専門職、地区社会福祉協議

会、

地区市民委員会、民生委員児童委員、老人クラブ、ボランティア団体の方等 計４９名

以下、意見があった項目ごとに件数をグラフにしてまとめました。

3

21

12

20

3

11

5

12

11

生活困窮

自粛生活のストレス

趣味活動ができない

楽しみが無い

特殊詐欺被害

デイサービス利用控え

買い物ができない

家族等のサポートが受けられない

その他

14

22

4

16

25

3

9

物忘れや認知症の進行

体力の低下

受診控えによる持病の悪化

気力の低下

ワクチンの申請

医療に関する相談窓口

その他

31

10

24

19

9

交流機会の減少

話相手がいない

家族に会う機会の減少

自宅に閉じこもりがち

その他

人との交流・かかわりで生じた変化

今回のヒアリング結果では、コロナ禍により会話や交流の減少が目立った変化として挙げられます。また自粛生活が

続くことで楽しみが無くストレスが溜まる生活となっています。健康面では、サロン等の休止により運動の機会が減少

し、気力や体力の低下、認知機能の低下にもつながっていること、そして福祉専門職や地域活動者等がコロナワクチン

接種に関する問い合わせを受けていることも分かりました。

この結果を受けて、今どのような支援が必要とされているのか、コロナ禍でもできることは何があるか、生活支援

コーディネーター間で協議を重ね、今後の取組につなげていきたいと思います。

ヒアリングにご協力をいただいた皆様、ありがとうございました。

コロナ過で生じている高齢者ニーズの変化について（関りの中で把握していること）

生活・暮らしの中で生じた変化

健康に関する変化



協議体（地域支え合い活動に関する懇談会）の紹介！

協議体は、高齢者が安心して暮らしやすい地域を目指して、住民組織やボランティア、高齢

者に関する団体などが集まり、地域課題の共有や地域づくりの目的や方針等について認識を共

通のものにしたり、協働して資源開発等を進めていくための懇談会です。

令和元年度末から永山第三地区内にある「第２永山団地」と「第３永山団

地」にお住いの方及び「永山７区第３町内会」の協力を得て、『高齢者の生活

に関するアンケート調査』を永山地域包括支援センター等と連携して実施して

います。アンケート調査で得られた結果は団地にお住いの方や町内会等に報告

する機会をつくると共に、アンケート結果から得られた高齢者に関する困りご

とを基に、団地や町内会等で取り組めそうなことについて、一緒に考えていき

たいと思います。

また、永山地域にお住いの皆さまには、『高齢者を支えるためのネットワー

ク会議』という協議体（地域ケア推進会議）があることを、ぜひ知っていただ

きたいと思います。そして、皆さまからご連絡・ご相談いただいた高齢者に関

する「心配ごと」や「困りごと」に関する情報の共有や、「あったら助かる

なぁ」と思う仕組みづくりの実現に向けて話合いを進めて行きたいと思いま

す！

高齢者を支えるためのネットワーク会議

永山圏域の協議体
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※ご不明な点がございましたら上記までご連絡ください。 

https://www.facebook.com/nagayama.houkatsu/ 

http://jinyukai.jp/nagayamahoukatsu/ 




