
市町名
実施（予定）

期間・日
実施内容

実施（予定）事項の具体的内容
（テーマ・開催場所等）

担当部署名
問い合わせ先

（TEL）
担当者からの一言コメント 備考

1 神戸市 9月21日
ライトアップ・オレン
ジリングドレスアッ
プ・ガーデニング

「KOBEライトアップDAY」市内施設のライト
アップを実施

介護保険課認
知症対策担当

078-322-5259
アルツハイマーデーに合わせて、市
内各所をオレンジ色にライトアップし
ます。

（HP）
https://www.city.kobe.lg.jp/
a30028/shise/kekaku/jutak
utoshikyoku/scene/11_nigh

2 神戸市 9月19日～9月21日

ライトアップ・オレン
ジリングドレスアッ
プ・ガーデニング

ハーバーランド観覧車への文字表示を実施
介護保険課認
知症対策担当

078-322-5259
認知症に関する普及啓発のため、
ハーバーランド観覧車の文字表示
を行います。

3 神戸市 9月24日 講演会・研修 世界アルツハイマーデー記念講演会
認知症の人と家
族の会　兵庫県
支部

078-741-7707
「世界アルツハイマーデー」の啓発
と認知症への理解を促進するため、
市民向け講演会を開催します。

4 神戸市 9月1日～9月30日 図書館の活用 認知症に関する展示
介護保険課認
知症対策担当

078-322-5259
市立図書館にて、認知症に関する
本や市の取組を紹介します。

９か所の図書館にて展示予
定。展示開始日は図書館ご
とに異なります。

5 姫路市 9月21日
ライトアップ・オレン
ジリングドレスアッ
プ・ガーデニング

姫路城のライトアップを実施
ひめじ認知症啓
発協議会

079-287-3000

日没から24時まで、姫路市後援で
ひめじ認知症啓発協議会が、姫路
城をオレンジ色にライトアップしま
す。

6 姫路市 9月21日
認知症サポーター

養成講座

世界アルツハイマーデー記念として、認知
症サポート医の講義も取り入れた養成講座
を実施

ひめじ認知症啓
発協議会

079-287-3000

"進めよう！深めよう！わがまちの認知症ケ
ア"をテーマに、会場とオンラインによるハイブ
リット形式で行います。是非ご参加ください。
（市内在住、在勤、在学の方対象）

お申込みが必要です。
詳しくはホームページをご覧く
ださい。
http://h-294.com/orange/

7 姫路市 9月 テレビ・ラジオ
世界アルツハイマー月間及びアルツハイ
マーデーライトアップについて、ラジオやモ
ニター等でお知らせを実施

地域包括支援
課

079-221-2451

8 姫路市 9月 広報誌掲載
広報誌「広報ひめじ」9月号に、認知症並び
に世界アルツハイマー月間及びアルツハイ
マーデーライトアップに関する特集を掲載

地域包括支援
課

079-221-2451

兵庫県と兵庫県認知症希望大使の
協力により、希望大使の顔写真とコ
メントを県ホームページより引用し
掲載しています。

9 姫路市 9月 その他
姫路市総合福祉会館福祉情報コーナーに、
認知症に関するコーナーを新設

地域包括支援
課

079-221-2451
認知症に関する図書等を閲覧でき
るコーナーを新たに常設しました。

10 尼崎市 9月21日 認知症カフェ
同じ立場同士（認知症の人・家族）の交流や
認知症の理解を深めるための基礎講座
（尼崎市立小田北生涯学習プラザ）

包括支援担当 06-6489-6356
チームオレンジ尼崎のサポーターが
中心となり、開催します。

11 明石市 9月1日～11日,21日 ライトアップ
明石市立天文科学館のオレンジライトアッ
プを実施

高齢者総合支
援室高年福祉
係

078-918-5288
期間中、日没から21：00まで認知症
支援のオレンジ色にライトアップして
います。

12 明石市 9月1日～8日 展示
あかし市民図書館において、認知症につい
ての理解を深めるためのパネル展示及び
関係図書の展示

高齢者総合支
援室高年福祉
係

078-918-5288
期間中、大人向けに加え、子ども向
けの認知症関連図書を展示します。

13 明石市 9月19日
認知症サポーター

養成講座
あかし市民図書館で一般市民向けの認知
症サポーター養成講座を開催

高齢者総合支
援室高年福祉
係

078-918-5288
認知症の理解を深めるためJR明石
駅前の図書館で認知症サポーター
養成講座を開催します。

14 明石市 9月21日 講演会・研修
認知症についての理解を深める講演会の
開催（パピオスあかし）

高齢者総合支
援室高年福祉
係

078-918-5288

認知症と診断され、心配事や不安
が募っている方とともに、未来に向
けて家族にできることをエピソードを
もとに一緒に考える講座です。

15 西宮市 9月10日 広報誌掲載
認知症について、市の認知症施策について
の普及啓発（市広報誌での広報）

地域共生推進
課地域福祉推
進チーム

0798-35-3286

16 洲本市 9月1日～30日 図書館の活用
認知症に関する図書のコーナー及び世界ア
ルツハイマーデーリーフレットの設置

洲本市地域包
括支援センター

0799-26-3120

17 芦屋市 9月15日～28日
ポスター掲示・懸垂

幕・のぼり旗
ポスターコンテスト最優秀賞作品を市内掲
示板および公共施設に掲示

高齢介護課高
齢福祉係

0797-38-2044
主に市内小学生から応募いただい
たポスターから最優秀賞作品を選
考し、掲示します。

ポスターコンテスト応募期
間7/1-8/31
審査員に当事者がいます。

18 伊丹市 9月１５日（木） 講演会・研修
認知症疾患医療センター医師を講師に、認
知症について理解を深める講演会を開催

伊丹市地域包
括支援センター

０７２－７８７－６７９７

認知症の症状を理解したうえで、本
人の思いを尊重して接することの大
切さを学びます。

19 伊丹市 9月１５日（木）
相談会・体験会・交

流会
医師・認知症地域支援推進員等による個別
相談を実施

同上 同上
普段から気になっていること等お気
軽にご相談ください。

20 伊丹市 9月１５日（木）
ポスター掲示・懸垂

幕・のぼり旗
認知症に関する相談先一覧等の社会資源
に関する資料や書籍等を展示

同上 同上
ご自由にお持ち帰りいただける資料
も多数ご用意しています。

21 相生市 9月1日 広報誌掲載
オレンジガーデニングプロジェクトの広報誌
掲載

相生市
地域包括支援セ
ンター

0791-23-7260
広報あいおい９月号に記事を掲載
(9月1日頃広報配布)

22 相生市 9月21日 その他
オレンジガーデニンプロジェクトに参加。
市内でプロジェクト内容を周知した。

相生市
長寿福祉室

0791-22-7124

令和4年6月にコスモスの種を植え、
9月に見ごろになるようにしました。
種の収穫を後日行い、来年度のオ
レンジガーデニングプロジェクトに使
います。

6月から7月上旬に市内にコ
スモスの種とチラシを配布
しました。

23 豊岡市 ９月 テレビ・ラジオ
認知症の理解を深めるため地元ラジオによ
る情報発信（１か月間30秒時報放送と15分
間放送を２回）

高年介護課
高齢者支援係

0796－29－0055

24 豊岡市 ９月 図書館の活用
市立図書館にて認知症に関する図書やチ
ラシなどを展示（コーナーを設置）

高年介護課
高齢者支援係

0796－29－0055

25 豊岡市 ９月２５日発行 広報誌掲載
認知症の相談先、認知症カフェの記事を掲
載

高年介護課
高齢者支援係

0796－29－0055

１～３を実施するイベント
「いたみオレンジフェア～認
知症、1人で悩まず共に繋
がろう～」を市立伊丹病院
認知症疾患医療センターと
地域包括支援センター、市
介護保険課が共催で開催

します。
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26 豊岡市 9月1日
認知症サポーター

養成講座
市民向け講座開催

高年介護課
高齢者支援係

0796－29－0055

27 豊岡市 9月30日
認知症サポーター

養成講座
市役所職員へ講座開催

高年介護課
高齢者支援係

0796－29－0055

28 加古川市 9月13日 講演会・研修
認知症について理解を深めるためのイベン
ト（講演会）の開催

認知症の人と家
族、サポーター
の会

090-9862-2170

29 加古川市 9月15日 講演会・研修
認知症について理解を深めるためのイベン
ト（講演会）の開催

加古川認知症
連携協議会

079-441-8500

30 赤穂市 9月29日 講演会・研修
市民向け認知症サポーター養成講座の開
催

赤穂市地域包
括支援センター

0791-42-1201

31 赤穂市 9月中
ポスター掲示・懸垂

幕・のぼり旗
認知症に関する相談機関等を掲示

赤穂市地域包
括支援センター

0791-42-1201

32 赤穂市 ９月中 グッズ・チラシ配布
認知症相談センターのちらし、相談機関啓
発グッズの配布

赤穂市地域包
括支援センター

0791-42-1201

33 赤穂市 9/13～9/30
ポスター掲示・懸垂

幕・のぼり旗
市立図書館にて認知症の理解を深める掲
示

赤穂市地域包
括支援センター

0791-42-1201

34 赤穂市 9/13～9/30 グッズ・チラシ配布
市立図書館にて認知症相談センターのちら
し、相談機関啓発グッズの配布

赤穂市地域包
括支援センター

0791-42-1201

35 赤穂市 9月21日（予定）
ライトアップ・オレン
ジリングドレスアッ
プ・ガーデニング

赤穂城跡のライトアップを実施 地域の輪 0791-42-1201
地域の輪（ボランティアグループ）が
赤穂城跡を認知症支援のオレンジ
色にライトアップします。

36 西脇市 ９月中 グッズ・チラシ配布
認知症の人と家族の会兵庫支部作成のア
ルツハイマーデーリーフレットの設置と配布

長寿福祉課
0795-22-3111
(内線1139)

37 西脇市 ９月中
認知症サポーター

養成講座
必要に応じて各地域で認知症サポーター養
成講座の開催

長寿福祉課
0795-22-3111
(内線1139)

38 西脇市 １０月中 講演会・研修
必要に応じて各地区のサロン等で高齢者向
け認知症予防講座の開催

長寿福祉課
0795-22-3111
(内線1139)

39 西脇市 １０月中
ポスター掲示・懸垂

幕・のぼり旗

アルツハイマーデーのポスターを市役所
（市民交流施設）のデジタルサイネージで表
示

長寿福祉課
0795-22-3111
(内線1139)

40 西脇市 ９月15日～21日
ライトアップ・オレン
ジリングドレスアッ
プ・ガーデニング

市役所（市民交流施設）のLEDサインをオレ
ンジで点灯

長寿福祉課
0795-22-3111
(内線1139)

41 西脇市 ９月２５日～３０日 その他
町ぐるみ健診にて物忘れチェックコーナーを
設置

長寿福祉課
0795-22-3111
(内線1139)

42 宝塚市 9月21日
認知症サポーター

養成講座

主催・場所：長尾地域包括支援センター
　　　　　　　宝塚市山本東2丁目8-20
　　　　　　　0797-80-2941

高齢福祉課 0797-77-0505
長尾地域包括支援センターが主催
の認知症サポーター養成講座を開
催します。

43 宝塚市 9月20日～22日 展示
主催・場所：長尾地域包括支援センター
　　　　　　　宝塚市山本東2丁目8-20
　　　　　　　0797-80-2941

高齢福祉課 0797-77-0505
長尾地域包括支援センターにおい
て、認知症啓発用のポスター等を展
示します。

44 宝塚市 9月25日 映画・動画上映会
映画「毎日がアルツハイマー」の上映
主催・場所：宝塚市立中央図書館
　　　　　　宝塚市清荒神1丁目2番18号

高齢福祉課 0797-77-0505
宝塚市立中央図書館では、通年で
“認知症にやさしい図書館”の取り
組みを行っています。

45 宝塚市 9月（期間未定） 図書館の活用
認知症についてのポスター掲示
主催・場所：宝塚市立中央図書館
　　　　　　宝塚市清荒神1丁目2番18号

高齢福祉課 0797-77-0505

46 三木市 9月1日～21日
ライトアップ・オレン
ジリングドレスアッ
プ・ガーデニング

市役所前オブジェのライトアップを実施
介護保険課
地域包括支援セ
ンター

0794-89-2337
期間中、市役所前のオブジェを認知
症支援のオレンジ色にライトアップし
ます。

47 三木市 9月1日 広報誌掲載
９月号の広報巻頭に、認知症についての特
集ページを掲載

介護保険課
地域包括支援セ
ンター

0794-89-2337

認知症カフェ、カフェの運営者のイン
タビュー、認知症当事者・家族のイ
ンタビュー、相談窓口を掲載してい
ます。

48 三木市 9月7、14、21、28日 その他 認知症について館内放送を実施
介護保険課
地域包括支援セ
ンター

0794-89-2337
認知症の理解、相談窓口について、
市役所にて館内放送を行います。

49 高砂市 ９月中
ポスター掲示・懸垂

幕・のぼり旗

・ポスター掲示
・リーフレット配布
・のぼりの設置

高砂市地域包
括支援センター

079-443-3723
福祉交流センター入り口にてのぼりを設
置し、地域包括支援センター前にてポス
ター掲示、リーフレット配布します。

50 高砂市 ９月いっぱい 展示 行政モニターでの啓発
高砂市役所
地域福祉課

079-443-9026
市役所の行政モニターにて、アルツ
ハイマー月間、オレンジガーデニン
グプロジェクトの紹介をします。

51 高砂市 9/15～9/19 展示
イオン高砂店にて、認知症の人と家族の会
のパネル展示

高砂市地域包
括支援センター

079-443-3723
イオン高砂店セントラルコートにて、
家族会の紹介パネルを展示し、リー
フレットを設置します。

52 高砂市 ９月１６日～２２日 図書館の活用 認知症の本の紹介、リーフレット設置
高砂市地域包
括支援センター

079-443-3723
市立図書館にて、認知症の人と家
族の会推薦の図書コーナーを設置
し、リーフレットを配布します。
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53 高砂市 ９月１５日、１６日、３０日
認知症サポーター

養成講座
地域包括支援センター主催の認知症サ
ポーター養成講座開催

高砂市地域包
括支援センター

079-443-3723
地域包括支援センター主催で認知
症サポーター養成講座を開催します
（３回予定）。

54 高砂市 9/16.9/20.9/28
認知症サポーター

養成講座
依頼のあった小学校、高齢者大学、福祉委
員向けに認知症サポーター養成講座開催

高砂市地域包
括支援センター

079-443-3723
認知症を正しく理解するための講座
を開催します。

55 高砂市 9月15日 グッズ・チラシ配布
オレンジマスク、オレンジガーデニングプロ
ジェクト用の花の種（キバナコスモス）、オレ
ンジ色の風船配布

高砂市地域包
括支援センター

079-443-3723
イオン高砂店入り口にて、オレンジ
の花の種やオレンジ色の風船を配
布します。

56 高砂市 ９月２０日～２２日 グッズ・チラシ配布
・福祉交流センター内の職員全員がオレンジマス
クを着用
・福祉交流センター来館者にオレンジマスク配布

高砂市社会福祉
協議会
高砂市福祉交流セ
ンター

079-443-3723
福祉交流センター内職員全員がオ
レンジマスクを着用し、来館者にオ
レンジマスクを配布します。

57 高砂市 ９月いっぱい
ライトアップ・オレン
ジリングドレスアッ
プ・ガーデニング

オレンジガーデニングプロジェクト
高砂市地域包
括支援センター

079-443-3723

市内でオレンジ色の花がたくさん咲いて
います。
キバナコスモス、マリーゴールドの種を、
事業所・市民に配布します。

58 川西市 9/13～9/30 展示
認知症啓発パネル・認知症の方の作品の
展示等（市役所）

介護保険課中
央地域包括支
援センター

072-755-7581

59 川西市 9/13～9/30 図書館の活用 認知症関連本等の展示（中央図書館）
介護保険課中
央地域包括支
援センター

072-755-7581

60 川西市 ９月号 広報誌掲載
認知症の理解を深めるための記事を広報
誌に掲載

介護保険課中
央地域包括支
援センター

072-755-7581

61 川西市 ８、９月 展示
市内商業施設にて、認知症サポーター主催
で啓発ポスター掲示等（各月１か所ずつ）

介護保険課中
央地域包括支
援センター

072-755-7581

62 小野市 ９月中 広報誌掲載
認知症について理解を深めるため、当事者
とその家族の暮らしぶりについて９月号広
報紙に掲載する。

高齢介護課 0794-63-1060

63 小野市 ９月中 図書館の活用

認知症について知っていただくため、図書
館に認知症図書を集めたコーナーを作成
し、訪れた人に認知症図書を知っていただ
く。

高齢介護課 0794-63-1060

64 三田市 ９月1日～９月３０日 展示
～誰にも身近な”認知症”を考える～
市役所ロビーにて、認知症についてのパネ
ル展示とリーフレット配布

三田市役所いき
いき高齢者支援
課

０７９－５５９－５０７０

認知症について正しく理解し、自分
事としての認識を持ってもらうことを
目的に啓発展示を行います。

65 三田市 9月15日～22日 展示
認知症に関する正しい知識や理解について
の周知啓発をおこなうパネル展示を実施
（ウッディタウン市民センター）

ウッディ地域包
括支援センター

079-553-1077

市民センター内市民ギャラリーにて
認知症啓発パネル展示をおこない
ます。また、９月中には、市民セン
ター内の三田市立図書館ウッディタ
ウン分館において認知症啓発コー
ナーも設置します。

66 三田市 9月17日
認知症サポーター

養成講座
認知症サポーター養成講座の開催
（ウッディタウン市民センター）

ウッディ地域包
括支援センター

079-553-1077

一般向けの認知症サポーター養成
講座です。
認知症カフェボランティアグループ
による寸劇を予定しています。

67 三田市 9月18日 認知症カフェ
にこにこカフェ
（ウッディタウン市民センター）

ウッディ地域包
括支援センター

079-553-1077
誰もが気軽に日頃の気持ちを語り
合い、思いが共有できる憩いの場所
です。

68 三田市 9月25日
認知症サポーター

養成講座

下記の当事者講演会とセットで開催し、より
認知症の理解を深められるように工夫す
る。

フラワー地域包
括支援センター

079-553-3600

介護として関わる「認知症」ではな
く、誰もがなり得ることを前提に講座
を構成する。当事者視点・思いを主
軸にすることで、認知症に対する偏
見を少しでも払拭できるようにと工
夫した。

69 三田市 9月25日 講演会・研修

上記の認サポとセットで開催し、認知症の
基礎知識を学んだ上で当事者（ひょうご認
知症希望大使：古屋 一之氏）の経験談を聞
く。

フラワー地域包
括支援センター

079-553-3600 上記と同様。

70 三田市 9月25日 認知症カフェ 当事者・家族の交流
フラワー地域包
括支援センター

079-553-3600 H28年より月1回実施。

71 三田市 9月1日～9月30日 図書館の活用
「認知症にやさしい図書館」を開催。認知症
関連書籍を特設コーナーに展示・貸し出し
を行う。

三田市地域包
括支援センター

079-559-5941
三田市図書館の職員全員が認知症サ
ポーター。毎年図書館にてサポーター養
成講座を開催しています。

72 三田市 9月1日～9月30日
ポスター掲示・懸垂

幕・のぼり旗

図書館にて認知症啓発ポスターの掲示。配
布用に認知症関連チラシやリーフレットを設
置する。

三田市地域包
括支援センター

079-559-5941

キャラバン・メイトから立ち上がったサー
クル「オレンジパンダ」のメンバーとともに
ポスター内容を話し合い、作成していま
す。

73 三田市
2022/9/10
2022/9/16

相談会・体験会・交
流会

エーザイ「のうKNOW」を使用した「脳の健康
度測定（タッチで脳の健康チェック）」を市内
２カ所で開催する。

三田市地域包
括支援センター

079-559-5941
タブレットを使用して「脳の健康度」を実
施するとともに、認知症予防に関連した
チラシやリーフレットを配布します。

74 三田市 9/1～9/30
ポスター掲示・懸垂

幕・のぼり旗

認知症の理解を深めるためのポスターを掲
示（藍地域包括支援センター・藍市民セン
ター）

藍地域包括支
援センター

079-568-3900

75 三田市 9月6日・12日・13日・28日・29日 グッズ・チラシ配布
地域のサロンや老人会で認知症の理解を
深めるためのチラシを配布

藍地域包括支
援センター

079-568-3900

76 加西市 ９月中
ライトアップ・オレン
ジリングドレスアッ
プ・ガーデニング

市内介護事業所等に当事者とキャラバン・
メイトが育てたオレンジフラワーを啓発パネ
ルとともに掲示

長寿介護課地
域支援係

0790-42-8728

77 加西市 ９月 広報誌掲載
相談先、ライトアップ等啓発月間について広
報誌へ掲載

長寿介護課地
域支援係

0790-42-8728
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78 加西市 ９月1日～20日 展示
地域交流センターウォールギャラリーで啓
発展示

加西市社会福
祉協議会

0790-43-1281

79 加西市 9月6日 認知症カフェ
加西市健康福祉会館で社会福祉協議会が
認知症カフェを開催

加西市社会福
祉協議会

0790-43-1281
毎月第１火曜日にきずなカフェを実
施しています。

80 加西市 9月6日
相談会・体験会・交

流会

もの忘れ相談プログラム搭載のタッチパネ
ルを用いた相談会を地域包括支援センター
で実施

加西市地域包
括支援センター

0790-42-7522 相談日以外も相談可能です。

81 加西市 ９月１０日、２４日 認知症カフェ
くいしんぼう（古坂５丁目）で認知症カフェを
開催

長寿介護課地
域支援係

0790-42-8728

82 加西市 9月14日～28日
ライトアップ・オレン
ジリングドレスアッ
プ・ガーデニング

アスティア加西(北条鉄道側)のライトアップ
を実施

長寿介護課地
域支援係

0790-42-8728

83 加西市 9月21日、22日、26日、30日 グッズ・チラシ配布
介護予防教室等でオレンジフラワーの種と
家族の会作成のチラシを配布

長寿介護課地
域支援係

0790-42-8728
家族の会作成のチラシを配布しま
す。

84 加西市 9月27日
認知症サポーター

養成講座
富合小学校でサポーター養成講座を実施

加西市社会福
祉協議会

0790-43-1281

85 加西市 9月28日 認知症カフェ 下若井町公民館で認知症カフェを開催
長寿介護課地
域支援係

0790-42-8728

86 丹波篠山市 9/1～9/30 グッズ・チラシ配布
認知症の理解を深めるためのリーフレットを
配布

長寿福祉課
高齢支援係

079-552-5346
公共機関や医療機関、金融機関、
郵便局、介護事業所、理美容店など
の民間事業所に配布。

87 丹波篠山市 9/1～9/30 図書館の活用
認知症に関する図書の紹介や、地域包括
支援センターの活動に関する展示を行い
PRする。

長寿福祉課
高齢支援係

079-552-5346
図書の選定・展示の際には、図書館
司書とも連携する。

88 丹波篠山市 9/1～9/30 展示
みんなで認知症を考える月間として、認知
症の理解を深めるための展示や市内高校
生の認知症に関する取り組みを展示

長寿福祉課
高齢支援係

079-552-5346

高校生が作ったオレンジ色のマリーゴー
ルドの鉢を市内の公共機関や民間事業
所の窓口に設置する。また、市内3校の
高校が実施した認知症に関する取り組
みを市役所に展示する。

89 丹波篠山市 9/1～9/30
認知症サポーター

養成講座
認知症の理解を深めるために、講座の受講
をすすめる

長寿福祉課
高齢支援係

079-552-5346
キッズサポーター養成講座の受講
が最も少なかった高校生への受講
を推進。

90 丹波篠山市 9月 広報誌掲載
9月号のトップページに認知症について・認
知症に関する市の取り組み等を掲載

長寿福祉課
高齢支援係

079-552-5346

91 丹波篠山市 9/21～9/28
ライトアップ・オレン
ジリングドレスアッ
プ・ガーデニング

市役所のライトアップ
長寿福祉課
高齢支援係

079-552-5346
本庁舎と第2庁舎を認知症支援のオ
レンジ色の装飾にライトアップしま
す。（18：30～21：00）

92 丹波篠山市 9/1～9/30
ポスター掲示・懸垂

幕・のぼり旗
みんなで認知症を考える月間の周知・啓発
を行う。

長寿福祉課
高齢支援係

079-552-5346

ポスターを公共機関や医療機関、金融機
関、郵便局、介護事業所、理美容店など
の民間事業所に配布。本庁舎に横断幕
を設置する。

93 丹波篠山市 9月2日 講演会・研修
みんなで認知症を考える月間に、ひょうご認
知症希望大使にも任命されておられる古屋
一之氏の講演会を開催。

長寿福祉課
高齢支援係

079-552-5346

94 丹波篠山市 ９月 その他

有線放送がある地域へは有線を通じて、愛
育班がある地域には愛育だよりを通して、
講演会への参加や認知症への理解を深め
るための呼びかけをする。

長寿福祉課
高齢支援係

079-552-5346

95 養父市 9月1日～30日 図書館の活用
認知症の理解を深めるための図書館の特
設コーナー

公民館 079-662-0070

96 養父市 9月1日～30日
ポスター掲示・懸垂

幕・のぼり旗
認知症の理解を深めるためのポスターの掲
示やリーフレット等の設置

介護保険課 079-662-7602

97 丹波市 9月23日 グッズ・チラシ配布
認知症の理解を深めるためのリーフレットを
作成し配布

介護保険課地
域支えあい推進
係

0795-88-5267
丹波市キャラバンメイト、認知症サ
ポーター養成講座修了者がリーフ
レットを配布します。

98 丹波市 9月1日～9月30日
ライトアップ・オレン
ジリングドレスアッ
プ・ガーデニング

（株）タンバンベルグ　ゆめタウン丹波店をラ
イトアップ、氷上住民センターのライトアップ

介護保険課地
域支えあい推進
係

0795-88-5267
期間中、認知症支援のオレンジ色
にライトアップします。

99 丹波市 9月17日～23日 展示
（株）タンバンベルグ　ゆめタウン丹波店、コ
モーレ丹波の森の2店舗で認知症に係るパ
ネル等を展示

介護保険課地
域支えあい推進
係

0795-88-5267
丹波市キャラバンメイトとメンバーが
作成した認知症啓発のパネルを展
示します。

100 朝来市 ９月中 図書館の活用 市内の図書館で認知症コーナーの設置
ふくし相談支援
課

079-672-6125
展示コーナーに認知症に関する書
籍の展示やポスター、リーフレットを
設置し、情報を発信します。

101 朝来市 ９月中 グッズ・チラシ配布 リーフレットの配布
ふくし相談支援
課

079-672-6125
通いの場や民生委員の集まりの時
にリーフレットを配布し啓発します。

102 朝来市 9月21日 その他
認知症高齢者等SOSネットワーク事業のテ
ストメール配信で周知

ふくし相談支援
課

079-672-6125
テストメールの文中にアルツハイ
マーデー、アルツハイマー月間のこ
とを入れて情報を発信します。

103 朝来市 通年
ポスター掲示・懸垂

幕・のぼり旗
公用車にマグネットを貼り、走行

ふくし相談支援
課

079-672-6125
公用車にアルツハイマーデーのマ
グネットを貼り、広く周知します。
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104 朝来市 9月12日
認知症サポーター

養成講座
認知症キッズサポーター養成講座の開催

ふくし相談支援
課

079-672-6125
希望のあった小学校で認知症キッ
ズサポーター養成講座を開催しま
す。

105 淡路市 9月10日～30日 図書館の活用
認知症の理解を深めるため、認知症特集と
してコーナーを設ける

淡路市役所地
域福祉課

0799-64-2145

106 宍粟市 9月14日～21日
ライトアップ・オレン
ジリングドレスアッ
プ・ガーデニング

宍粟防災センターライトアップを実施 福祉相談課 0790-63-3167
期間中、防災センターを認知症支援
のオレンジ色にライトアップします。

107 宍粟市 9月15日発行 広報誌掲載
認知症支援の呼びかけ、初期集中支援
チームの紹介、オレンジカフェの紹介

福祉相談課 0790-63-3167
正しく認知症を知り、みんなで支え
合える地域づくりを目指します。

108 宍粟市 9月火・木曜日 その他
オレンジ色の物を身に着ける、ロバ隊長の
シールをマスクに貼るなどの活動

福祉相談課 0790-63-3167
市健康福祉部、市内介護保険サー
ビス事業所等で実施します。

109 加東市 9月3日 講演会・研修
・認知症についての理解を深めるイベント
（認知症ケア市民セミナー）の開催（加東市
役所）

高齢介護課地
域包括支援係

0795-43-0431

講演「地域ですすめる認知症ケア～
支えあうことが当たり前の地域社会
を目指して～」では、講師と家族の
会の方による対談も行います。

110 たつの市 9月12日～21日
ライトアップ・オレン
ジリングドレスアッ
プ・ガーデニング

龍野城のライトアップを実施
地域包括支援
課認知症支援
係

０７９１－６４－３１２５
期間中、龍野城を認知症支援のオ
レンジ色にライトアップします。

111 たつの市 9月 図書館の活用
市内4か所の図書館に認知症に関する図書
コーナーを設置

地域包括支援
課認知症支援
係

０７９１－６４－３１２５

期間中、市内４か所の図書館に認
知症に関する図書コーナーを特設し
ます。

112 たつの市 9月12日～21日 その他
龍野城のライトアップ期間中、日中も認知症
の啓発を行い、住民・観光客に安心できる
まちづくりをPR

NPO法人オレン
ジパートナー

090-7285－3867
龍野城下町オレンジキャンペーン協
力店（40数件）の軒下にオレンジ色
の提灯を下げ啓発活動を行います。

113 たつの市 9月12日～20日 展示
特別企画：脳Art.脳Life展　たつの風景シ
リーズ　市内の風景をちぎり絵等で作成し
展示。場所：ガレリアアーツ＆ティー

NPO法人オレン
ジパートナー

090-7285－3867

認知症の気になる方々が苦手に
なったことやしてみたいことなど色々
なことに挑戦しています。そのうちの
１つがちぎり絵。仲間と力を合わせ
て創った歴代作品の数々を展示し
ます。

114 たつの市 9月10日 映画・動画上映会
特別企画：認知症ゼミナール時にドキュメン
タリービデオ「毎日がアルツハイマー」総集
編上映。場所：ガレリアアーツ＆ティー

NPO法人オレン
ジパートナー

090-7285－3867

パーソン・センタード・ケアを認知症
の初期から看取りまで実際の介護
にどう取り入れたか、過去の映画
シーンを振り返りまとめ直した作品
（25分）です。

115 猪名川町 9月の水～土曜日 グッズ・チラシ配布 認知症に関するリーフレットをラック設置等 福祉課 072-766-8701
県等からいただいたチラシを活用し
ます。

116 多可町 9月1日 講演会・研修
認知症予防教室にて認知症を深めるミニ講
座を実施。

多可町地域包
括支援センター

0795-30-2525

117 多可町 9月3日
認知症サポーター

養成講座
認知症の理解を深めるための講座を実施、
テキスト配布

多可町地域包
括支援センター

0795-30-2525

118 多可町 9月6日
認知症サポーター

養成講座
認知症の理解を深めるための講座を実施、
テキスト配布

多可町地域包
括支援センター

0795-30-2525

119 多可町 9月7日
認知症サポーター

養成講座
認知症の理解を深めるための講座を実施、
テキスト配布

多可町地域包
括支援センター

0795-30-2525

120 多可町 9月10日
認知症サポーター

養成講座
認知症の理解を深めるための講座を実施、
テキスト配布

多可町地域包
括支援センター

0795-30-2525

121 多可町 9月14日
認知症サポーター

養成講座
認知症の理解を深めるための講座を実施、
テキスト配布

多可町地域包
括支援センター

0795-30-2525

122 播磨町 9月24日 映画・動画上映会 認知症を考える映画会の実施
地域包括支援セ
ンター

079-435-1841

昨年度から、認知症への理解推進
のため、実施しています。
2年連続で定員を超える申し込みが
ありますので、実施回数等は検討が
必要かと考えております。

地域包括支援センターへの
委託事業として実施（町所
管は福祉グループTEL079-
435-2361）

123 播磨町 9月1日～9月30日 展示 認知症関連書籍コーナーを設置
播磨町立図書
館

079-437-4500
期間中、認知症サポート店である播磨町
立図書館の入り口付近に認知症関連書
籍コーナーを設置し啓発に努めます。

124 神河町 ９月下旬 テレビ・ラジオ
ケーブルTVで地域の見守り支援者の笑顔
写真と町内での取り組みを紹介する。

神河町地域包
括支援センター

０７９０-３２-２４２１
地域住民への認知症啓蒙につなが
るよう町内ケーブルTVを活用する。

125 太子町 9月中
ライトアップ・オレン
ジリングドレスアッ
プ・ガーデニング

町内の各場所において、オレンジガーデニ
ングプロジェクトを実施

生活福祉部高
年介護課

079-276-6639
認知症啓発のシンボルカラーでもあ
るオレンジ色の花(マリーゴールド)を
咲かせる活動を行います。

126 太子町 9月 広報誌掲載 認知症の理解を深めるための記事を掲載
生活福祉部高
年介護課

079-276-6639
「認知症を支え合うまちへ」と題し、
認知症特集を掲載し報提供します。

127 太子町 9月 図書館の活用
図書館における認知症に関する書籍の紹
介コーナー設置

生活福祉部高
年介護課

079-276-6639
認知症に関する特集コーナーを設
け、認知症予防や、介護に関する本
など多数取り揃えています。
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128 太子町 9月1日、15日
相談会・体験会・交

流会

認知症になった本人同士で語り、本人視点
に立ってより良い施策や支援を一緒に考え
ていく場を開催

生活福祉部高
年介護課

079-276-6639

本人同士が出会い、つながっていく
ことで、一人ひとりが生きがいを持っ
てよりよく暮らしていくきっかけに
なっています。

129 太子町 9月1日
相談会・体験会・交

流会

本人ミーティングの場において、認知症の
人、家族ともに参加していただき、互いの思
いを共有し合う場を開催

生活福祉部高
年介護課

079-276-6639

認知症の人、家族ともに参加する場
で、互いの思いを共有し、関係調整
を行うことで、家族の介護負担感や
本人の意欲向上、良好な家族関係
の維持を図ります。

130 太子町 9月8日、22日 認知症カフェ
オレンジカフェBloomにおいて、第2・4木曜
日開催

生活福祉部高
年介護課

079-276-6639
気軽に話をしたり、映像を使い昔の
経験や思い出を語り合う「回想法」
などを行っています。

131 太子町 講演会・研修

132 太子町 映画・動画上映会

133 太子町 展示
講演会と映画上映会の会場において、本人
ミーティング(オレンジ広場)で制作した作品
を展示

生活福祉部高
年介護課

079-276-6639
認知症の人本人が作った切り絵＆
貼り絵等の作品を展示します。

134 太子町 グッズ・チラシ配布
講演会と映画上映会の会場において、チー
ムオレンジメンバーによる認知症啓発チラ
シの配布及びコグニサイズの体験実施

生活福祉部高
年介護課

079-276-6639
チームオレンジのメンバーが認知症
啓発活動を行います。

135 太子町 9月12日～21日
ライトアップ・オレン
ジリングドレスアッ
プ・ガーデニング

庁舎のライトアップ及びプロジェクションマッ
ピング（庁舎壁面投影）を実施

生活福祉部高
年介護課

079-276-6639

期間中、庁舎北側外壁を認知症サ
ポーターの証と同じオレンジ色にラ
イトアップと同時に、プロジェクション
マッピング（庁舎壁面投影）を行いま
す。

136 太子町 9月21日
相談会・体験会・交

流会
オンラインによる「認知症介護家族の集い」
の開催

生活福祉部高
年介護課

079-276-6639

認知症への認識を高め、接し方・介
護の方法を知るとともに、介護の中
で感じる悩みや疑問を話し合う集い
の場を開催します。

137 太子町 9月21日・22日
認知症サポーター

養成講座
認知症サポーター養成講座を町内小学校
で実施

生活福祉部高
年介護課

079-276-6639
キャラバン・メイトと一緒に小学生を
対象に講座を開催します。

138 太子町 9月28日 講演会・研修
認知症サポーター養成講座修了者を対象
に、認知症の理解を深めるための講座を開
催

生活福祉部高
年介護課

079-276-6639

認知症の理解を深め、認知症サ
ポーターとして地域でできることを考
える内容になっており、意欲のある
方は受講後チームオレンジとして活
動していただけます。

139 上郡町 9月21日 グッズ・チラシ配布
認知症の理解を深めるためのリーフレットを
配布

国保介護支援
課
地域包括支援
係

0791－52－1152
包括職員とチームオレンジのメン
バーがリーフレットを配布して啓発し
ます。

140 上郡町 9月1日～30日 その他

世界アルツハイマー月間中に、オレンジ色T
シャツを着用
（包括職員のほか、RUN伴参加事業所職
員）

上郡町地域包
括支援センター

0791－52－1152
期間中、包括職員及び町内事業所
職員のみなさんに協力を依頼し、オ
レンジ色Tシャツを着用します。

141 佐用町 ９月 広報誌掲載
認知症の理解を深めるために広報誌に「認
知症について（ちょっとした変化の気づきの
ポイント等）」掲載。

高年介護課
地域包括支援セ
ンター

0790-82-2079
広報誌を通して、皆様が認知症につ
いて考える機会になってほしいで
す。

142 佐用町 ８月・９月 グッズ・チラシ配布
民生委員会や町で行っている認知症家族
の会で、アルツハイマー月間のリーフレット
を配布。

高年介護課
地域包括支援セ
ンター

0790-82-2079
リーフレットを見ていただき、改めて
認知症について考える機会になって
ほしいです。

143 新温泉町 9/21前後数日
ライトアップ・オレン
ジリングドレスアッ
プ・ガーデニング

庁舎の一部をライトアップ実施
健康福祉課
地域包括支援セ
ンター

0796-82-5623

144 新温泉町 9月中 図書館の活用
町立図書館で認知症書籍コーナーを設け
る。書籍コーナーにリーフレットも配布する。

健康福祉課
地域包括支援セ
ンター

0796-82-5623

145 新温泉町 9月8日 その他

　介護予防サポーター自主グループ「もりあ
げ隊HIRARA」による認知症サポーターキャ
ラバンのマスコット「ロバ隊長の製作」
　

健康福祉課
地域包括支援セ
ンター

0796-82-5623

9月11日

認知症について理解を深める講演会と映画
上映会の開催（丸尾建築あすかホール・大
ホール）

生活福祉部高
年介護課

079-276-6639
認知症に関する講演会と映画上映
会「ぼけますから、よろしくお願いし
ます。」を同時開催します。
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