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飯綱町では平成 19 年 10 月から「認知症地域支援体制構築等推進
事業」のモデル地域として指定を受け、「一人ひとりの思いや暮らしを
大切にして、認知症の本人や家族の方が穏やかに、その人らしく、な
じみの暮らしを続けられる町」を目指して、地域全体で支える体制づ
くりに取り組んでいます。

認知症の方を日頃から見守り、行方不明になった時には早期発見・
保護ができるネットワークを住民の方、町内の多種多様な機関、団体
の方々と協働し構築しています。

認知症の方とそのご家族を支え、見守る地域づくり「認知症になっ
ても安心して外出できる町」を目指します。

うんまく「ボケ」りゃいいやさ いいづな町
～認知症にやさしいまちを目指して～

「ささえ愛ネットワーク」とは、認知症の方を日
頃から見守り、行方不明になった時には早期発見・
保護ができるためのネットワークです。登録者には、
役場から FAX、メールなどで行方不明者の情報が提
供されます。

登録者は何かしなければいけないという決まりは
ありません。

「自分ができそう」と思うことでかまいません。
多くの方のご協力が必要です。

よろしくお願い致します！
登録票は右記の場所に置いてありますのでご自由

にお持ち下さい。ご記入いただいた登録票は、役場
保健福祉課までご提出下さい。（FAX：253-6887 でも可）

尚、ご不明な点などは飯綱町地域包括支援セ
ンター（役場牟礼庁舎内）☎253-2485 まで
お気軽にお問い合わせ下さい。

ささえ愛ネットワークに
ご協力ください

町では「ささえ愛ネットワーク」に
登録していただける方を募集しています！

大切なこと

①飯綱町役場との連絡体制の整備をしていただきます。
注）メールでの連絡を希望される方でドメイン指定受信を設定されている方が「＠ town.iizuna.nagano.jp」　の登録をお願い致します。

②できることをご検討いただきご協力いただきます。

　ご登録いただいた方に行っていただきたいこと

飯綱町役場保健福祉課 ☎253-4764
 FAX：253-6887

飯綱町地域包括支援センター ☎253-2485
そんなときは…

役場 253-2511（代表）へ!!

問い合わせ先・登録票提出先

認知症は誰もがなり得る脳の病気です。

「徘徊（はいかい）」も病気のために起こる症状で、慣れた場所でも道に迷ったり
します。また、徘徊（はいかい）には本人なりの理由があり、一番困ったり、不安
や恐怖を感じているのはご本人です。

見かけた時は、まずは目線を合わせて「こんにちは」と一声かけてみて下さい。
矢継ぎ早に質問すると相手を脅かしてしまいます。
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身近な人が行方不明になった！
行方不明になった人を見かけた！

●JR牟礼駅
●長電バス（株）飯綱営業所
●理容店（一部店舗のみ）
●飯綱グリーン薬局
●わかば堂薬局
●牟礼郵便局
●長野信用金庫飯綱支店
●JAながの飯綱支所
●町立飯綱病院
●仲俣医院
●丸山医院
●ながさき医院
●田村歯科医院
●丸山さとし歯科医院
●飯綱町民会館
●飯綱町社会福祉協議会
●飯綱町役場（三水庁舎、牟礼庁舎保健福祉課）

「登録票」設置場所

　同時に役場で本人に関する情報
を収集し、家族の同意を得て、ささ
え愛ネットワークにご登録いただい
た方や団体へメール等で情報発信。

○○さんがいなくなった！

認知症の人が自宅から外出。
所在不明に気づいた家族が付近を捜す
が見つからないため役場へ通報。

○○さんの家族から役場へ通報があっ
たため、家族の同意を得て全町に第
一報の防災行政無線放送を流す。

ささえ愛ネットワーク　

ささえ愛ネットワーク　

飯綱町役場

飯綱町役場

○○さんと連絡を
取りたいのですが戻りません。自宅もしくは役場までご連絡下さい。

ご登録いただいた
個人・団体等

連絡

発見

連絡

連絡

連絡

通報

情報提供

家族へ

所
在
不
明
の
方
を
捜
す
全
体
の
流
れ

見つかりましたよ！
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「安心の家（いいづなたすけあいの家）」にご協力い
ただく要件、活動内容は特に定められていませんので、
自分達のできることで結構です。

　
「認知症サポーター養成講座」などの勉強会を受け、認

知症のことを理解していただいている方であれば、どな
たでもご協力いただくことができます。

「こどもを守る安心の家」と同じように、「安心の家（いいづなたすけあいの家）」は
認知症の方が道に迷うなど困っている時に声をかけたり、
話を聴いてくれたり、立ち寄らせてくれる場所となります。

●たすけあいの家のぼり旗

私は声ならかけられる！
私達のお店では家族の人達が迎えに来るまで、
休憩してもらえることはできる！など。

例えば

飯綱町地域包括支援センター ☎253-2485
 FAX：253-6887

問い合わせ先・登録票提出先

「安心の家（いいづなたすけあいの家）」に
登録ご協力いただける皆様へ

●たすけあいの家ステッカー

ご協力いただける方は、
飯綱町オリジナルの「ステッカー」もしくは

「のぼり旗」を設置していただきます。

「安心の家（いいづなたすけあいの家）」の申し込
みは個人でも団体でもかまいませんので、多くの方
にご協力いただきたいと思います。

ささえ愛ネットワークにご協力いただいた関係機関
施設名 活動内容

1 牟礼郵便局
全社員は、認知症サポーター養成講座を受講しており認知症の方に優しい接客を心
がけています。
行方不明者発生時、郵便局のネットワークを利用し管内に情報の収集・提供を行います。
休憩所では認知症啓発DVDを常時放送しています。

2 三水有線放送電話協会 行方不明者発生時、独自の判断により迅速に管内に放送致します。

3 長野信用金庫飯綱支店
行方不明者発生時、渉外担当の職員により情報の収集・提供を行います。
認知症が疑われる方と相談窓口をつなぎ、職員一人ひとりが、認知症サポーターと
して気軽に相談できる優しい店づくりを目指しています。
困った時に、いつでも立ち寄れる休憩所（お茶サービス）も設置しています。

4 JA ながの飯綱支所 行方不明者発生時、渉外担当の職員により情報の収集・提供をします。
渉外担当により認知症が疑われる方と相談窓口をつなぎます。

5 わかば堂薬局
常時、認知症の方への温かい接客を全社員心がけています。
また、認知症が疑われる方、そのご家族とのコミュニケーションを大切にしています。
行方不明者発生時には、情報の収集・提供を行います。

6
丸山俊樹

司法書士事務所

判断能力の低下による財産管理の不安などの相談に対応し、権利擁護のための助言
を致します。
認知症に関するシステム構築をする機関から要望があった時に助言を致します。

7
司法書士

髙野哲浩事務所

判断能力の低下による財産管理の不安などの相談に対応し、権利擁護のための助言
を致します。
認知症に関するシステム構築をする機関から要望があった時に助言を致します。

8 飯綱町交番
困り事相談の受理。通常勤務での徘徊者の発見保護をします。
巡回連絡の際、家族に対して防犯、交通事故防止などについて指導を行います。有
事の際、各機関と連携して捜索保護活動を実施致します。

9 鳥居川消防署
行方不明者に応じ警察、消防団及び地元住民などと連携をとり、機を失せず人員及
び車両などの機材を投入し捜索にあたります。
防災行政無線及び各地区の有線放送を活用し、住民などに協力の依頼を行います。
バス会社などの交通機関及び大型店舗などに協力を依頼致します。

10 飯綱町公民館 住民の要望をうけ脳の活性化などを目的とした出前講座を提供致します。

11 飯綱町理美容組合 行方不明者発生時には、組合の連絡網を通じて情報の収集・提供を行います。日頃
より、認知症について学ぶように、組合員全体で努力しております。

12 飯綱グリーン薬局
認知症に関する冊子、ささえ愛ネットワーク登録票などを置いたコーナーを常設し、
認知症に関する情報を提供致します。
営業時間に行方不明者が出た場合、お茶を飲んで休んでいただけるような場所を提
供致します。

13 民生児童委員協議会
地域の皆様とは信頼関係をもとに情報を共有しており、行方不明者発生時には当該
家族との相談に応じると共に、関連情報を提供致します。また、民生児童委員協議
会の連絡網を活用した情報収集・提供・捜索なども行います。

14 保健補導委員会 認知症について勉強し、学んだことを身近なところから普及していきます。

15 長電バス株式会社 行政から行方不明者についての照会があった場合、情報収集・提供を行います。

16 飯綱町消防団 行方不明者発生時、一斉捜索を行います。

17 飯綱町商工会女性部 加盟商店間で情報共有し、行方不明者発生時に情報の収集・提供を行います。



 

 

 

にご協力ください 
 

うんまく「ボケ」りゃいいやさ いいづな町～認知症にやさしいまちを目指して！！～ 

 

飯綱町では昨年１０月に国から「認知症地域支援体制構築等推進事業」のモデル地域として指

定を受け、「一人ひとりの思いや暮らしを大切にして、認知症の本人や家族の方が穏やかに、その

人らしく、なじみの暮らしを続けられる町」を目指して、地域全体で支える体制づくりに取り組

んでいます。 

 認知症の方を日頃から見守り、行方不明になった時には早期発見・保護ができるネットワーク

を住民の方、町内の多種多様な機関、団体の方々と協働し構築しています。 

認知症の方とそのご家族を支え、見守る地域をつくり「認知症になっても安心して外出できる

まち」を目指します。 

 
【ご登録いただいた方に行っていただきたいこと】 

① 飯綱町役場との連絡体制の整備をしていただきます。 
注）メールでの連絡を希望される方でドメイン指定受信を設定されている方は「＠town.iizuna.nagano.jp」

の登録をお願い致します。 

② できることをご検討いただきご協力いただきます。 
【所在不明の方を捜す全体の流れ】 

○○さんがいなくなった！   認知症の人が自宅から外出。 

                   所在不明に気づいた家族が付近捜すが見つからないため役場へ通報。 

        通 報       ○○さんの家族から役場へ通報があったため、家族の同意を得て全町に第一報の防災 

                   行政無線放送を流す。「○○さんと連絡を取りたいのですが戻りません。自宅もしくは役 

                   場までご連絡下さい。」 

        連 絡       同時に役場で本人に関する情報を収集し、家族の同意を得て、ささえ愛ネットワークに 

                   ご登録いただいた方や団体へメール等で情報発信。 

 

 

 

 

 

 

 

    連 絡 

家族へ      ささえ愛ネットワークへ 

 
 

ご記入いただいた登録票は、役場保健福祉課へご提出ください。（ＦＡＸでも可） 

登 録 票 

記入日                   年        月         日 

氏名  

住所  

電話  

メールアドレス 

注） 

ドメイン指定受信を設定されている 

方は｢＠town.iizuna.nagano.jp」を受

信できるよう設定をお願い致します。

 

できることにチェック☑をしてください。  

□優しい関わり 

□安心の家（いいづなたすけあいの家）の登録 

安心の家：認知症の方を見かけたら声を掛けたり、話を聴いてくれたり、困った時に立寄らせてくれる家 

□学習会（サポーター養成講座等）への参加 

□やすらぎ支援員の登録                                                  

やすらぎ支援員：認知症の方を介護するご家族が外出することが必要な時間帯又は休息が必要な時間帯に訪問して 

見守りや話し相手をします。 

□知り得た情報の提供 

□徘徊模擬訓練への協力 

徘徊模擬訓練：身近な人が行方不明になった時あるいは行方不明の人を見かけた時の声の掛け方や連絡先の周知、

ささえ愛ネットワークの機能を検証し、反省点等を今後に生かし早期発見・保護へ繋げるための訓練。 

□その他 

 

 
 

 
【問い合わせ先・登録票提出先】 

飯綱町役場保健福祉課     TEL ２５３－４７６４

               FAX ２５３－６８８７

飯綱町地域包括支援センター  TEL ２５３－２４８５

き

 

り

 

と

 

り

飯綱町役場 

ささえ愛 

ネットワーク 
ご登録いただいた個人・団体等 

発  見 

飯綱町役場 

情報提供 

き り と り 

個人用 

☆大切なこと☆ 
１．認知症は誰もがなり得る脳の病気です。 
２．「徘徊（はいかい）」も病気のために起こる症状で、慣れた場所でも道に迷ったりします。また、徘徊（はい

かい）には本人なりの理由があり、一番困ったり、不安や恐怖を感じているのはご本人です。 
３．見かけた時は、まずは目線を合わせて「こんにちは」と一声かけてみて下さい。矢継ぎ早に質問すると相手

を脅かしてしまいます。 

身近な人が行方不明になった！

行方不明になった人を見かけた！

ときの連絡先は・・・ 

役場 253－2511(代表)へ！！ 



 

 

 

にご協力ください 
うんまく「ボケ」りゃいいやさ いいづな町～認知症にやさしいまちを目指して！！～ 

 

飯綱町では昨年１０月に国から「認知症地域支援体制構築等推進事業」のモデル地域として指

定を受け、「一人ひとりの思いや暮らしを大切にして、認知症の本人や家族の方が穏やかに、その

人らしく、なじみの暮らしを続けられる町」を目指して、地域全体で支える体制づくりに取り組

んでいます。 

 認知症の方を日頃から見守り、行方不明になった時には早期発見・保護ができるネットワーク

を住民の方、町内の多種多様な機関、団体の方々と協働し構築しています。 

認知症の方とそのご家族を支え、見守る地域をつくり「認知症になっても安心して外出できる

まち」を目指します。 

 
【ご登録いただいた地区、機関、団体の方に行っていただきたいこと】 

① 飯綱町役場との連絡体制の整備をしていただきます。 
注）メールでの連絡を希望される方でドメイン指定受信を設定されている方は「＠town.iizuna.nagano.jp」

の登録をお願い致します。 

② 各関係機関内、団体内での連絡体制の整備をしていただきます。 
③ 各関係機関内、団体内でできることをご検討いただき捜索にご協力いただきます。 
【所在不明の方を捜す全体の流れ】 

○○さんがいなくなった！   認知症の人が自宅から外出。 

                   所在不明に気づいた家族が付近捜すが見つからないため役場へ通報。 

        通 報       ○○さんの家族から役場へ通報があったため、家族の同意を得て全町に第一報の防災 

                   行政無線放送を流す。「○○さんと連絡を取りたいのですが戻りません。自宅もしくは役 

                   場までご連絡下さい。」 

        連 絡       同時に役場で本人に関する情報を収集し、家族の同意を得て、ささえ愛ネットワークの 

                   各団体へＦＡＸ、メール等で情報発信。 

 

 

 

 

 

 

 

    連 絡 

家族へ      ささえ愛ネットワークへ 

 
 

ご記入いただいた登録票は、役場保健福祉課へご提出ください。（FAX でも可） 

登 録 票 

記入日                    年        月         日 

名称（機関名・団体名など）  

代表者氏名  

所在地  

電話  

ファックス  

メールアドレス  

役場からの連絡方法（いずれか１つに○）     メール    ・    ファックス   ・    電話 

各関係機関内、団体内で、できることにチェック☑をしてください。  

□優しい関わり・接客 

□職場内の連絡体制の整備 

□外部機関との連絡体制の整備 

□安心の家（いいづなたすけあいの家）の登録 

 安心の家：認知症の方を見かけたら声を掛けたり、話を聴いてくれたり、困った時に立寄らせてくれる場所 

□学習会（サポーター養成講座等）の開催 

□相談や連絡の窓口を持つ 

□知り得た情報の提供 

□徘徊模擬訓練への協力 

 徘徊模擬訓練：身近な人が行方不明になった時あるいは行方不明の人を見かけた時の声の掛け方や連絡先の周知、

ささえ愛ネットワークの機能を検証し、反省点等を今後に生かし早期発見・保護へ繋げるための訓練。 

□情報の発信（チラシの配備・チラシの掲示） 

□その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先・登録票提出先】 

飯綱町役場保健福祉課     TEL ２５３－４７６４

               FAX ２５３－６８８７

飯綱町地域包括支援センター  TEL ２５３－２４８５

き

 

り

 

と

 

り

飯綱町役場 

ささえ愛 

ネットワーク 
ご登録いただいた個人・団体等 

発  見 

飯綱町役場 

情報提供 

団体用 

☆大切なこと☆ 
１．認知症は誰もがなり得る脳の病気です。 
２．「徘徊（はいかい）」も病気のために起こる症状で、慣れた場所でも道に迷ったりします。また、徘徊

（はいかい）には本人なりの理由があり、一番困ったり、不安や恐怖を感じているのはご本人です。

３．見かけた時は、まずは目線を合わせて「こんにちは」と一声かけてみて下さい。矢継ぎ早に質問する

と相手を脅かしてしまいます。 

身近な人が行方不明になった！

行方不明になった人を見かけた！

ときの連絡先は・・・ 

役場 253－2511(代表)へ！！ 

き り と り 




