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介護がつらい・・・
誰かに相談したい

体の衰えを
感じるように
なったなぁ

こんなことに
お困りではありませんか？

そんな時は‥‥

『高齢者の総合相談窓口』
地域包括支援センターへ！

Ｐ.５へ

よく来るあの
おばあちゃん最近
お店に来ないけど、
体調崩してないか
心配だなぁ・・・

訪問販売で必要のない
ものを買わされて
しまったわ・・・
どうしたらいいの？



高齢者の権利を守ります。（権利擁護）

◇金銭管理に不安を感じるようになってきた

◇悪質な訪問販売にあってしまった

◇もしかして高齢者虐待！？

高齢者に関する様々な相談に対応します。（総合相談）

◇介護保険について知りたい

◇ケアマネジャーってどんな人？

◇認知症ってなに？

『地域包括支援センター』って
どんなところ？

自立した生活が続けられるよう支援します。（介護予防）

◇今の健康を維持していきたい

◇介護保険の申請を考えているけど、どうすればいいの？

◇介護サービスを使いたい

暮らしやすい地域をつくるために支援します。（地域づくり）

◇近所に住むおとしよりが閉じこもりがちで心配

◇歳をとってもずっとこの街で暮らしていきたいけど大丈夫？

◇地域の集まりに参加したい
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地域包括支援センタースタッフ

主任ケアマネジャー 保健師等 社会福祉士

私たちは介護・医療・福祉の専門家です。

川口市で暮らす高齢者のみなさんを
さまざまな面から総合的に支援します。

・地域包括支援センターは、市から業務の委託を受けた法人
（社会福祉法人、医療法人等）が運営しております。

・地域包括支援センター職員は市から委託を受けた法人に所属して
いるものの、法人業務とは独立しており、個人情報等の取り扱いに
関して市職員と同様、厳しく制限されております。

・地域包括支援センターは市内に20箇所あります。
・お住まいの地域ごとに担当地域包括支援センターが決まっています。

（詳細はＰ.７→）
≪開所日≫
平日（月～金曜日） 午前8時30分から午後5時まで
≪休所日≫
土日・祝日・年末年始はお休み
※開所日の時間外及び休所日でも電話相談に応じております。

※ご利用にあたり料金はかかりません。
お気軽に

ご相談ください！
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お困りのときは地域包括支援

高齢者のかたを地域のみんなで声をかけながら、

見守っていきましょう。

介護保険って便利ね。
知らないことを色々
教えてもらえたわ。

保健師等

介護が大変でしたら介護サービス
を利用しませんか？
こんなものもあるんですよ。

総
合
相
談

地
域
づ
く
り

おばあちゃん、顔色

も良いし元気そうで

すね。

主任ケアマネジャー
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センターを利用しましょう！

権
利
擁
護

介
護
予
防

悪質な訪問販売に対しては契約を取
消す方法がありますよ。
消費者相談センターと連携して解決し
ていきます。

保健師等

社会福祉士

体を動かす良い習慣が
つきそうだ。

健康のため運動の教室に
参加してみませんか？

助かったわ。
これから気をつけなきゃ。



幸町１－５－１７
川口みちのくビル２階 神根福祉センター１階
２５８－１７５０  ２９７－２７７７

西川口６－７－４
２５０－４３１１ 紫水苑１階

２９８－３８２２

川口６－５－１４ 芝中田２－３１－８
２６７－２３４０

２４０－６６７７

青木会館２階 芝福祉センター１階
２５２－１３１４  ２６４－７０４０

上青木１－１０－２１ 芝富士１－９－２５
２４０－１５５７ エンゼルヘルプ川口１階

２６３－０１２０

前川３－４－５ 大字安行藤八５０１
４８５－８１１８  ２９０－２３００

末広２－１５－１９ 東川口１－５－４０
２２５－５８８８  ２９１－００３７

領家１－２４－１７ 戸塚２－２７－１８
２２６－６６１５  ４９８－２５８０

桜町６－４－５
サンテピア１階 鳩ヶ谷福祉センター１階
２８６－７６３１  ２８４－１２５０

２２９－２５１５ ベルホーム１階
２８０－５２２２

⑰戸塚地域包括支援センター

⑯安行地域包括支援センター

⑮芝西地域包括支援センター

⑪神根地域包括支援センター

⑭芝伊刈地域包括支援センター

⑬芝地域包括支援センター

⑫神根東地域包括支援センター

⑩新郷東地域包括支援センター ⑳鳩ヶ谷西部地域包括支援センター

⑲鳩ヶ谷東部地域包括支援センター

④青木地域包括支援センター

中央地域包括支援センター①

②横曽根地域包括支援センター

③西地域包括支援センター

⑤上青木地域包括支援センター

大字赤井１０５５

⑦南平地域包括支援センター

⑧南平みなみ地域包括支援センター

⑨

⑥前川地域包括支援センター

大字辻９５８

大字道合１４２１

大字峯９０１

大字石神１５６０－１

大字伊刈２０

高齢者在宅サービスセンター２階

青木３－３－１ 

新郷地域包括支援センター

⑱戸塚西地域包括支援センター
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住　　所 担当包括 住　　所 担当包括 住　　所 担当包括

ア 青木１～５丁目 青　木 サ 在家町 神　根 ハ 榛松１～３丁目 新郷東

赤井１～４丁目 新　郷 幸町１～３丁目 中　央 大字榛松 新郷東

大字赤井 新　郷 栄町１～３丁目 中　央 大字蓮沼 新　郷

大字赤芝新田 神根東 坂下町１～４丁目 鳩ヶ谷東部 八幡木１～３丁目 鳩ヶ谷東部

大字赤山 神根東 桜町１～６丁目 鳩ヶ谷東部 鳩ヶ谷本町１～４丁目 鳩ヶ谷東部

朝日１～６丁目 南　平 差間１～３丁目 戸塚西 鳩ヶ谷緑町１～２丁目 鳩ヶ谷西部

大字新井宿 神根東 大字差間 戸塚西 原町 西

新井町 南　平 大字里 鳩ヶ谷西部 ヒ 大字東内野 神　根

荒川町 西 シ 芝１～５丁目 芝 大字東貝塚 新郷東

大字安行 安　行 大字芝 芝　西 東川口１～６丁目 戸　塚

大字安行北谷 安　行 芝下１～３丁目 芝 東本郷１～２丁目 新　郷

大字安行吉蔵 安　行 芝新町 芝 大字東本郷 新　郷

大字安行小山 安　行 芝園町 芝　西 東領家１～５丁目 南平みなみ

大字安行慈林 安　行 芝高木１～２丁目 芝伊刈 フ 舟戸町 中　央

大字安行藤八 安　行 芝塚原１～２丁目 芝　西 ホ 本町１～４丁目 中　央

安行出羽１～５丁目 安　行 芝中田１～２丁目 芝 本蓮１～４丁目 新　郷

大字安行西立野 安　行 芝西１～２丁目 芝　西 本前川１～３丁目 前　川

大字安行原 安　行 芝東町 芝伊刈 マ 前上町 前　川

大字安行吉岡 安　行 芝樋ノ爪１～２丁目 芝 前川１～４丁目 前　川

大字安行領家 安　行 芝富士１～２丁目 芝　西 前川町４丁目 前　川

大字安行領在家 神　根 芝宮根町 芝伊刈 大字前田 鳩ヶ谷西部

大字安行領根岸 神　根 ス 末広１～３丁目 南　平 大字前野宿 新郷東

イ 飯塚１～４丁目 西 チ 長蔵１～３丁目 戸　塚 ミ 大字道合 神　根

飯原町 西 大字長蔵新田 戸　塚 三ツ和１～３丁目 鳩ヶ谷東部

大字伊刈 芝伊刈 ツ 大字辻 鳩ヶ谷西部 緑町 横曽根

大字石神 神根東 ト 大字藤兵衛新田 戸　塚 南町１～２丁目 横曽根

エ 江戸１～３丁目 新　郷 戸塚１～６丁目 戸塚西 南鳩ヶ谷１～８丁目 鳩ヶ谷西部

江戸袋１～２丁目 新　郷 戸塚境町 戸　塚 南前川１～２丁目 前　川

オ 大字大竹 新郷東 戸塚鋏町 戸　塚 大字峯 新郷東

カ 金山町 中　央 戸塚東１～４丁目 戸　塚 宮町 横曽根

上青木１～６丁目 上青木 戸塚南１～５丁目 戸塚西 モ 元郷１～６丁目 南平みなみ

上青木西１～５丁目 上青木 ナ 中青木１～５丁目 青　木 ヤ 柳崎１～５丁目 芝伊刈

川口１丁目 中　央 仲町 横曽根 柳根町 芝伊刈

川口２～６丁目 西 並木１～４丁目 横曽根 弥平１～４丁目 南　平

キ 大字木曽呂 神　根 並木元町 横曽根 リ 領家１～５丁目 南平みなみ

北園町 芝伊刈 ニ 大字新堀 新郷東

北原台１～３丁目 戸塚西 新堀町 新郷東

大字久左衛門新田 戸　塚 西青木１～５丁目 青　木

大字行衛 戸塚西 大字西新井宿 神根東

ケ 大字源左衛門新田 神根東 西川口１～６丁目 横曽根

コ 大字神戸 神根東 大字西立野 戸塚西

大字小谷場 芝　西

住所別担当地域包括支援センター一覧
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「地域包括支援センター」
についてのＱ＆Ａ

Ａ１ ご本人様がいらっしゃらなくても大丈夫です。まずはお電話下さい。

その後必要に応じて職員がご自宅まで伺います。

なお、お電話の際に日程調整させていただく場合がございます。

Ｑ１ ７８歳の母のことで相談したいのですが、センターへは本人と一緒に

行ったほうがいいですか？ 本人歩くのが大変なのですが・・・

Ａ２ 地域包括支援センター職員には法律により守秘義務が課せられて

います。また、支援に必要な関係者へ情報提供を行う際は、事前に

ご本人・ご家族のかたの同意を得るようにしております。

Ｑ２ 相談内容が他の人に知られてしまうことはありませんか？

Ａ３ 地域包括支援センターでは在宅生活に向けてのご相談にも対応

致します。また必要に応じて介護保険の紹介・代行申請も致します。

Ｑ３ 現在入院している父が近く退院する予定です。入院により足腰も

弱くなり、自宅での生活に不安があります・・・

「川口市地域包括支援センター」は、介護や医療・
福祉に携わる民間の事業者が川口市から業務の委託
を受け運営する公的な施設であり、介護保険法改正
により平成18年に設置されました。

川口市地域包括支援センター 検索


