
7 認知症の状態に合わせたサービス
　介護保険サービスを利用するには介護認定申請をして、要支援、要介護の認定を受
けることが必要です。サービスを利用するときにはケアマネジャーが本人、家族のご
希望にそいながら、心身の状況に応じて利用するサービス内容を具体的に盛り込んだ
ケアプランを作成します。
介護保険の申請や利用については市役所の高齢者支援課（30ページ）、もしくはお

住まいの地域を担当する地域包括支援センターの窓口（裏表紙）でご相談下さい。
　このページでは、介護保険サービスのうち主なものについて紹介しています。
　介護保険の詳細については小平市発行の「介護保険べんり帳」をご覧ください。
※ 65歳以上の基本チェックリストで生活機能の低下が認められる方は「事業対象者」として、利用できる訪
問サービスと通所サービスがあります。利用には地域包括支援センターでの相談と手続きが必要です。

（1）介護保険サービス

訪問介護（ホームヘルプ）
ホームヘルパーが自宅を訪問して入浴、排泄、
食事などの身体介護や、調理、洗濯などの生
活援助をします。通院などを目的とした乗車、
降車の介護や移動の介助などを行います。

訪問看護
看護師などが病気を抱えている人の自宅を
訪問して、療養上のお世話や診療の補助を
行います。

訪問リハビリテーション
自宅での生活行為を向上させるために、理学
療法士や作業療法士、言語聴覚士による訪
問リハビリテーションを行います。

訪問入浴
介護職員と看護職員が自宅を訪問し、浴槽
を提供しての入浴介助を行います。

通所介護（デイサービス）
通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活
上の支援や、生活行為向上のための支援を
日帰りで行います。

通所リハビリテーション（デイケア）
介護老人保健施設や医療機関などで、食事、
入浴などの日常生活上の支援や生活行為向
上のためのリハビリテーションを日帰りで行
います。

定期巡回・・随時対応型訪問介護看護
ホームヘルパーや看護師などが日中・夜間
を通じて、定期的な巡回と随時の通報によ
り居宅を訪問します。

小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護

通いを中心に、利用者の選択に応じて、
訪問介護や同じ施設に短期間の宿泊を
組み合わせたサービスが受けられます。
看護小規模多機能型居宅介護では、訪問
看護もあわせて受けられます。

短期入所生活介護・療養介護（ショートステイ）

介護老人福祉施設や医療施設などに短期間
入所して、日常生活上の支援や機能訓練など
のサービスが受けられます。

《自宅で受けられるサービス》



の紹介

福祉用具の貸与・特定福祉用具の販売
車椅子や歩行器などの日常生活の自立を助
けるための福祉用具を貸与します。入浴、排
泄などに使用する福祉用具を販売します。

住宅改修
手すりの取り付けや段差の解消など住宅改
修をする際、20万円を上限に7 ～ 9割の費
用を支給します。

介護予防・生活支援サービス事業
■ 訪問型サービス ■

有資格者が身体介護等を行う旧国基準サービス、一定の研修を受けた人が生活支援を行う市
独自基準サービス、看護師やリハビリ専門職が定期的に訪問し生活のためのアドバイスを
行う短期集中サービスがあります。

■ 通所型サービス ■
旧国基準サービス、市独自基準サービス、住民主体サービスと、4か月間集中的に体力の回
復に取り組む短期集中コースがあります。

認知症対応型共同生活介護
（グループホーム）

認知症の高齢者が少人数で共同生活する住
居で日常生活上の世話や機能訓練などの介
護サービスが受けられます。

特定施設入居者生活介護
（有料老人ホーム）

有料老人ホームなどに入居している高齢者
に日常生活上の支援や介護を提供します。

介護老人保健施設
（老人保健施設）

病状が安定し、治療よりは機能訓練を中心と
する看護や介護に重点を置いたケアが必要
な方が入所して、機能訓練や日常生活の介
護サービスを受けられる施設です。

介護老人福祉施設
（特別養護老人ホーム）

食事や排泄など常時介護が必要で自宅での
生活が困難な方が入所して、日常生活上の
支援や介護サービスを受けられる施設です。

〈参考〉介護保険以外の住宅について
家庭環境や住宅事情などの理由により、自宅での生活の継続が難しいときに使える住まいが
あります。必要時、訪問介護等介護保険のサービスを利用しながら過ごせます。
■ 軽費老人ホーム

食事等日常生活上の世話が受けられます。
　A型、B型などの種類があり提供されるサービスは施設によって変わります。

■ サービス付き高齢者向け住宅
安否確認・生活相談サービス等を提供する賃貸住宅です。
　 安否確認・生活相談サービス以外のサービス提供については様々なタイプがあります。

《入所して受けられるサービス》



（2）介護保険以外のサービス

《認知症の方を見守るために》

おはようふれあい訪問サービス
週3回（月・水・金の午前中）、乳酸菌飲料
を無料でお届けし、手渡しをしてお元気でい
ることを確認します。見守りの必要な、おお
むね70歳以上で要件を満たす、ひとりぐら
しの方が対象です。（訪問給食サービスを受
けている方は除きます。）
【問合せ】 社会福祉協議会（地域包括 

支援センター中央センター内） 
☎042（345）0691

民生委員・児童委員
厚生労働大臣から委嘱された民生委員・
児童委員が、それぞれ担当地区を受け持
ち、地域住民の身近な相談相手として活動
しています。
【問合せ】 生活支援課地域福祉担当

高齢者見守り事業
担当する地域包括支援センター職員が、年4回程度、訪問・電話等により生活の様子をうかが
います。必要に応じて福祉サービス等のご案内や、ご相談をお受けします。65歳以上で、介護
保険のサービスを受けていない、単身の方、高齢者のみの世帯が対象です。
【問合せ】 お住まいの地域を担当する地域包括支援センター（裏表紙）

☎042（346）9537

訪問給食サービス
原則週4回（低栄養で栄養改善が必要な方は
週7回）を限度として、高齢者向けの昼食又
は夕食を手渡しでお届けします。
65歳以上のひとりぐらし高齢者等で、安否の
確認と低栄養の予防が必要な方が対象です。
【問合せ】 高齢者支援課地域支援担当 

☎042（346）9539

電話訪問サービス
週1回（金曜の午前中）に、電話訪問員が声
の便りをお届けします。対象者はおはようふ
れあい訪問サービスと同じです。ただし、2
つのサービスの併用はできません。
【問合せ】 社会福祉協議会（地域包括 

支援センター中央センター内） 
☎042（345）0691



認知症高齢者見守り事業
徘徊のある認知症高齢者の早期発見、保護につなげ、家族等介護者の負担を軽減するサービ
スです。対象は市内在住の徘徊のみられる高齢者を介護している家族等です。

【問合せ】 高齢者支援課地域支援担当　☎042（346）9539

学ぶ講座を行っています。
【問合せ】 地域包括支援センター中央センター　☎042（345）0691

地域福祉権利擁護事業
（日常生活自立支援事業）

認知症などで、判断能力が十分でな
いために福祉サービスの利用や日常
の金銭管理が難しい方に対して、安心
して生活が営めるように支援していく
サービスです（ただし、契約能力のあ
る方）。原則、有料のサービスです。
【問合せ】 権利擁護センターこだいら 

☎042（342）8780

成年後見制度
認知症などで、判断能力が十分でない方の権利や財
産を保護するための制度です。契約能力のない方の
金銭管理、サービスの手続き等を代理する「成年後見
人」等の選任について、裁判所で手続きを行います。
判断能力が衰える前に、支援する人と支援する内容
を決めておく「任意後見制度」と、すでに判断能力が
十分でない方を支援する「法定後見制度」があります。
【問合せ】 権利擁護センターこだいら 

☎042（342）8780

《認知症の方を介護するご家族への支援》

GPS機器の利用
認知症の方に発信機を身に付け
ていただき、行方不明になった
ときに位置情報を調べることが
できます。サービス開始時の初
期費用や利用料がかかります。

おでかけ見守りシール
徘徊高齢者を見つけた方が、徘徊高齢者の衣服など
に貼られたQRコードが印字されたシールを読みと
ることで、電子伝言板を介して直接その家族とやりと
りができるようになるサービスです。利用料は無料で
す。（別途通信費の実費がかかる場合があります。）

訪問理・美容サービス
理容師または美容師が自宅を訪問して理・美容サービスを行います。出張費を市が負担しま
す。寝たきりや重度認知症のために要介護状態で外出が困難な65歳以上のひとりぐらしまた
は高齢者のみ世帯の方が対象です。
【問合せ】 高齢者支援課地域支援担当　☎042（346）9539

《その他のサービス》

《権利や財産を守るために》

認知症家族介護講座・講演会
認知症の方を介護している家族の方を対象に認知症の理解とストレスへの対応方法について



小平市消費生活センター
悪質商法、商品を購入する時や契約をする時のト
ラブルなど、おかしいな？と思ったら、お気軽に
ご相談ください。
専門の消費生活相談員が、秘密厳守で問題解決の
お手伝いをします。電話・来所どちらでも相談で
きます。
　住所　小平市小川町2-1333　小平市役所
　電話　042-346-9550
　相談受付　月～金曜日（祝日・年末年始を除く）
　午前9時～正午、午後1時～4時

高齢者のための消費生活相談
「高齢者被害110番」

（東京都消費生活総合センター）
消費者トラブルでお困りの高齢者の
ための東京都の相談窓口です。
悪質商法の被害にあったり、不安に
感じた時はご相談ください。
　電話　03-3235-3366
　相談受付　月～土曜日
　（祝日・年末年始を除く）
　午前9時～午後5時

障害者控除対象者認定
高齢による寝たきりや、重度の認知症など
で介護を要し、日常生活に支障のある
65歳以上の方は「障害者手帳等の交付を
受けた方」に準ずるものとして、市の認定
が受けられます。これにより、所得税・住
民税の障害者控除が適用されます。

【問合せ】 高齢者支援課認定担当 
☎042（346）9759

精神障害者保健福祉手帳
一定の精神障がいの状態にあることを証明
するものです。この手帳は交付することによ
り、様々な支援を受けやすくし、社会復帰お
よび自立と社会参加を進めることを目的と
しています。

【問合せ】 障がい者支援課サービス支援担当 
☎042（346）9542

自立支援医療費制度（精神通院医療）
精神障がいのため、通院による精神医療を継続的に必要とする場合に、原則として、保険と公
費で通院医療費の90%を負担します。世帯の所得や疾病などに応じて、月額負担上限額が異
なります。
【問合せ】 障がい者支援課サービス支援担当　☎042（346）9542

《消費生活相談》

《その他の制度》

１階



認知症サポーター養成講座
認知症サポーターとは認知症について正しい知識
をもち、認知症の方やその家族を温かく見守ること
です。定期的な開催のほか、市民2人以上の団体か
らの依頼により、出張講座も行います。
（オンライン講座可）
【問合せ】 高齢者支援課地域支援担当 

☎042（346）9539
または、お住まいの地域を担当する
地域包括支援センター（裏表紙）

認知症支援リーダー養成講座
認知症サポーター養成講座を受講し
た方を対象に、地域で認知症の方と
家族を支えるための活動をしてくれ
るリーダーを養成する講座です。

【問合せ】 高齢者支援課地域支援担当 
☎042（346）9539

運転免許証の更新、返納
安全運転の継続のために、免許証の更新を希望する方で、免許証の更新期間満了日（誕生日の
1 ヶ月後の日）の年齢が70歳から74歳までの方は、更新手続き前に高齢者講習等を、75歳
以上の方は、更新時の認知機能検査の受検と高齢者講習等を受講する必要があります。

≪更新時の認知機能検査・高齢者講習等について≫

※ なお、運転免許については、「家族から運転が心配と言われた」「運転に自身がなくなっ
た」等の理由がある場合、検査結果や年齢に関係なく免許証の返納ができます。

【問合せ】 警視庁運転免許本部 

《認知症の方を支援する地域づくり》

《交通安全を守るために》

更新時の認知機能検査
判断力、記憶力の状態を知るための簡
易な検査で、所要時間は30分程度で
す。（検査結果により、認知症のおそれ
のある方は、臨時適性検査の受検又は
認知症に関して専門的な知識を有する
医師又は認知症に係る主治医の診断書
の提出が義務付けられます。）

高齢者講習等
運転に必要な身体機能の検査等を行い、結
果を自覚してもらうとともに講習や実車に
よる運転指導を行うもので、高齢者講習、シ
ニア運転者講習、チャレンジ講習等があり
ます。（公安委員会から委託されている教習
所等で受講できますが、予約制のため、詳
しくはお問合せください。）

運転者教育課　高齢者対策係　☎03（6717）3137 (  代表)
5813 (直通)

警視庁ホームページhttp：//www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp



8 認知症に関する相談機関
（1）公的機関

（2）医療機関

小平市地域包括支援センター
　 地域包括支援センターは、高齢者のみなさんが住み慣れた地域で安心した生活を続けられ
るように支援を行う総合機関です。介護や日常生活、認知症などのご相談に応じます。お住
まいの地域を担当する地域包括支援センターへお気軽にご相談ください。相談費用は無料
です。

※地域包括支援センターの詳細については37ページをご参照ください。

小平市高齢者支援課 地域支援担当
　認知症に関する相談や、認知症予防講座・講演会などを行っています。

　住所　小平市小川町2-1333　小平市健康福祉事務センター
　電話　042-346-9539　　月～金曜日　午前8時30分～午後5時（祝日を除く）

東京都多摩若年性認知症総合支援センター
　 東京都が設置した若年性認知症専門の相談窓口です。専門の相談員が、ご本人やご家族、
関係機関からの相談に対応します。
　社会福祉法人マザアス　　電話　042-843-2198
　月～金曜日　午前9時～午後5時
　日野市大阪上1-30-18　大竹ビル2階（JR中央線「日野駅」改札より徒歩3分）

かかりつけ医
　 日頃から受診しているかかりつけ医は、普段の状況をよく知っている身近な相談窓口です。
ご家族が“認知症かな？”と感じた時にもご相談ください。必要があれば、かかりつけ医が
専門病院を紹介します。

認知症疾患医療センター（地域連携型）国立精神・神経医療研究センター病院
　認知症の専門医療相談や認知症の鑑別診断、行動・心理症状への対応等を行っています。
　また、小平市の認知症の人の支援に携わる関係者のネットワークづくりを行っています。

　住所　小平市小川東町4-1-1
　電話　042-341-2711　月～金曜日　午前9時～午後5時（祝日を除く）

認知症疾患医療センター（地域拠点型）薫風会　山田病院
　 認知症の専門医療相談や認知症の鑑別診断、行動・心理症状への対応等を行っています。
　また、二次保健医療圏の認知症に関するネットワークづくりや研修等を行っています。
　　　住所　西東京市南町 3-4-10
　　　電話　042-461-0622（相談専用ダイヤル）
　　　月～金曜日　午前 9時～午後 5時（祝日を除く）



もの忘れチェック会
簡単な質問票で認知症の疑いがあるかの確認や、認知症予防の講話をします。国立精神・
　神経医療研究センター病院との共催です。開催日時は、市報等でお知らせします。

　【問合せ】高齢者支援課地域支援担当　☎042（346）9539

認知症初期集中支援チーム等による専門相談
 「認知症かなと思うけれど、病院に行きたがらない」「サービスの利用を嫌がる」などの認
知症に関わる困りごとについて相談を行っています。必要に応じて、認知症を専門とする
医師や看護師等が訪問し、助言等行います。

　【問合せ】お住まいの地域を担当する地域包括支援センター（裏表紙）

コラム4 早めに備えておきましょう

　認知症のために、大事なことがわからなくなってしまったり、考えて決めることが
できなくなるときが来る可能性もあります。しかし、認知症になったら、すぐにその
ような状態になるわけではなく、初めのうちは自分のことは自分で決められます。
　認知症が進行しても自分らしい生活を続けるために、できるうちに家族や大切な人
に自分の思いや大切なことを伝えておくとよいでしょう。

【まとめておくといいことの例】
･ 保険証や年金手帳の番号や保管場所など財産のこと
･ 親戚や友人などとの関係と連絡先
･ かかっている病院や治療の方針、受けている介護サービスについて

【伝えておくといいことの例】
･ 自分が大事にしたいこと
･ 自分にとって嫌なこと
･ どのように暮らしていきたいか
･ 受けたい医療、受けたくない医療　　

医師によるもの忘れ相談会
　 認知症について、医師による相談を行っています。対象はもの忘れ等、認知症の症状があ
る本人または家族等です。小平市地域包括支援センターが実施します。開催日時は、市報
等でお知らせします。　　
　【問合せ】高齢者支援課地域支援担当　☎042（346）9539

（3）もの忘れ相談会・相談事業



（4）認知症の診療を行っている医療機関（もの忘れ相談医  一覧）
●  受診できる時間帯、曜日などについては、各医療機関にお問い合わせください。 
また、予約が必要な医療機関があります。事前にご確認ください。

●かかりつけ医をお持ちの場合は、まず、かかりつけ医にご相談ください

沖クリニック 042-348-8282 たかの台43-6
ウェリントンズビル1階 内科、呼吸器科、アレルギー科

今鷹医院 042-343-8058 小川町1-932-2 内科、循環器科

ゆずるクリニック 042-348-8515 小川町1-972-7 2階 内科､外科､東洋医学一般

こだいら小川町内科 042-341-0654 小川町2-1317-11 内科 ､小児科

さわだ内科クリニック 042-345-7000 小川町2-1858 内科

医療法人社団 修恵会 
新小平クリニック 042-312-1185 小川町2-1975-8 内科､心療内科､皮膚科､アレルギー科

漢方内科､糖尿病内科､泌尿器科､精神科  

古坂医院 042-341-0555 小川西町1-23-13 内科､消化器科､小児科､皮膚科

高野外科胃腸科 042-342-5303 小川西町2-25-20 内科､外科､胃腸科

加賀美クリニック 042-341-0655 小川東町5-5-1 内科、小児科、皮膚科､循環器科
泌尿器科

皮フ科いちかわクリニック 042-322-8655 上水本町3-3-7
上水本町クリニックモール

皮膚科一般（物忘れの相談は
要予約または金曜午前）

湯川医院 042-344-1118 学園西町1-25-23 内科、リウマチ科、小児科
アレルギー科

鈴木小児科内科医院 042-341-0353 学園西町2-11-28 小児科、内科、皮膚科
アレルギー科

学園西町2-13-37　
カミデビル3階

宮村クリニック 042-342-5588 内科､消化器､循環器､呼吸器
皮膚科､心療内科､漢方、理学療法

学園診療所 042-347-5005 学園西町2-14-19 
富栄ビル2階 内科､外科､皮膚科

けぶかわ医院 042-348-1300 学園西町2-15-1 内科､循環器内科

足利クリニック 042-344-1510 学園西町3-21-17 内科､小児科

幸（さいわい）クリニック 042-312-1776 学園西町3-25-17 内科､皮膚科､心療内科､形成外科

番号 医療機関名 TEL 住　所 科　目

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

学園東･ひらぐりクリニック 042-349-0820 学園東町3-6-34　
ウィンシャトー1階

内科､呼吸器科､アレルギー科
皮膚科、外科

山之内整形外科 042-341-0451 仲町241-16 整形外科､外科､内科



鈴木町クリニック

井上内科クリニック 042-342-0056 仲町268-6　
サライ仲町101 内科､呼吸器内科､アレルギー科

小平仲町クリニック 042-346-0888 仲町652-1 精神科､心療内科

みその診療所 042-342-7270 美園町1-2-16 内科､呼吸器内科､糖尿病代謝内科
リハビリテーション科､訪問診療

西尾クリニック 042-329-8833 鈴木町1-416-1 消化器内科､内科

大林医院 042-461-7677 鈴木町2-242-4 内科､小児科

矢口内科クリニック 042-349-1168 大沼町7-3-2 内科､血液内科､アレルギー科

浜田内科クリニック 042-451-5106
花小金井南町1-18-25 
NR花小金井駅前2階A 内科、消化器科

タムラクリニック 042-451-5533 花小金井南町1-18-25
NR花小金井駅前2階D 心療内科、神経科

しみず内科
循環器クリニック 042-450-5288 花小金井南町1-26-35 

アクティオス1階 内科、循環器科

吉元医院 042-461-5975 花小金井1-21-3 内科、糖尿病・内分泌科

花小金井
ハートクリニック 042-450-6050 花小金井1-4-29 

クレアール103 内科、循環器内科

比留間医院 042-461-1636 花小金井1-9-15 内科、小児科

花小金井3-2-5樹神内科クリニック 042-460-8777 内科、呼吸器内科、脳神経外科
(もの忘れ外来は木・土曜午前、予約制）

松清医院 042-463-8128 花小金井3-5-40 内科、小児科

八木メディカルクリニック 042-460-3861 花小金井6-17-5 内科、小児科

番号 医療機関名 TEL 住　所 科　目

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

令和４年１月現在

コスモスこころの
クリニック花小金井

042-452-7506
花小金井1-10-11
875ビル4階 心療内科、精神科

042-401-1170 鈴木町2-865-97 内科、消化器内科､ 外科



9 認知症の方や家族の地域で集う場所

（1）オレンジカフェ、認知症本人交流会、認知症介護者交流会・認知症家族支援会





家族会 場　所　等 電話・FAX・URL等

認知症の人と家族の会
東京都支部

（東京家族の会）

〒160-0017
新宿区左門町20

四谷メディカルビル2階
アルツクリニックPETラボ内

電話･FAX：03-5367-8853
  認知症てれほん相談
   電話：03-5367-2339
（火・金10～14時祝祭日を除く）

レビー小体型認知症
サポートネットワーク

交流会の開催
（ホームページにて告知） http://www.dlbsn.org

〒160-0022 電話：03-5919-4185
Fax：03-6380-5100
（月・水・金 11時～15時）

若年認知症家族会
彩星の会

新宿区新宿1-9-4
中公ビル御苑グリーンハイツ605

若年性認知症の家族会
かえるの会

（西東京市 高齢者支援課の主催）

西東京市にて交流会の
開催(市外の方も参加可能) 電話：042-420-2811

前頭側頭葉変性症
つくしの会

電話：042-564-4539
（9～20時）

http://yamatosakura2016.
東京近郊において

定例会や交流会の開催
blog.fc2.com/

（3）その他の家族会

（2）地域の居場所

地域の方が安心して気軽に集うことが出来る場所（サロンやカフェ等）があります。
詳しくは担当の地域包括支援センターに問い合せください。
また、下記の小平市医療・介護情報検索サイトでも確認できます。

小平市内の
介護保険サービス事業所、 病院・診療所、地域の居場所・通いの場は 

「小平市医療･介護情報検索サイト」
＜https://chiiki-kaigo.casio.jp/Kodaira＞

で検索ができます。ご利用ください。



小平市地域包括支援センター（詳細）

地域包括支援センターでは、認知症についての相談ができます。
お住いの地域を担当する地域包括支援センターへご相談ください。

相談受付時間

月～金　８：３０～１７：１５
土　　８：３０～１７：１５（けやきの郷は９：００～１７：００）

出張所  相談受付時間
月～金　9：0０～１７：00

※土曜日は各種申請受付と緊急時の相談のみ

※ただし緊急対応時などは不在となることが
あります

休業日 ： 日・祝日・年末年始（１２月２９日から翌年１月３日まで）　※日・祝　緊急時の電話による相談のみ

（シティホーム鷹の台♯４ １階）
小平市花小金井１－１７－１
（花小金井R－CourtⅡ  ４階）

小平市上水南町2－23－20 
（フェアヴュー　１階）

休業日 ： 土・日・祝日・年末年始（１２月２９日から翌年１月３日まで）



小平市地域包括支援センター連絡先

名　称 電話番号・FAX番号 担 当 地 域

けやきの郷 TEL.042-349-2321
FAX.042-345-5348

栄町、中島町、小川町1丁目
たかの台、津田町1丁目
上水新町、上水本町1丁目

小川ホーム TEL.042-347-6033
FAX.042-347-5900

小川西町、小川東町1～ 5丁目
津田町2～ 3丁目、学園西町、
上水本町2～ 6丁目

中央センター
（基幹型）

TEL.042-345-0691
FAX.042-345-0697

小川東町、小川町2丁目
学園東町1丁目

多摩済生
ケアセンター

TEL.042-349-2123
FAX.042-342-1535

美園町、大沼町、仲町
学園東町2～ 3丁目、学園東町
喜平町、上水南町

小平健成苑 TEL.042-451-8813
FAX.042-452-7702

花小金井、天神町、鈴木町
花小金井南町、回田町、御幸町

地域包括支援センターでは、認知症についての相談ができます。
お住まいの地域を担当する地域包括支援センターへご相談ください。

開所時間等の詳細については、37ページをご覧ください。

令和４年３月発行
編集・発行/小平市健康福祉部高齢者支援課




