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１ 事業評価全体像 

地域包括支援センター運営状況調査票 
（市町村調査票・センター調査票） 
●地域包括支援センターの実態把握● 

【国事業評価】 
市及び地域包括支援センターの評価指標 
●地域包括支援センター機能強化● 

市町村指標 
センター指標 

【豊田市の事業評価】

事業評価の目的 
評価指標を活用し、地域包括支援センターの人員体制および事業の状況を定
期的に把握・評価し、その結果を踏まえて、センターの設置者及び市町村が事
業の質の向上のために必要な改善を図る。 

関連法令 
介護保険法 第 115条の 46第 4項 
「地域包括支援センターの設置者は、自らその実施する事業の質の評価を行う
ことその他必要な措置を講ずることにより、その実施する事業の質の向上を図
らなければならない」 

介護保険法 第 115条の 46第 9項 
「市町村は、定期的に、地域包括支援センターにおける事業の実施状況につい
て、評価を行うとともに、必要があると認められるときは、次条第一項の方針
の変更その他の必要な措置を講じなければならない」

包括的支援事業以外の事業 

重複する 
項目

保険者機能強化推進交付金に 
かかる評価指標 
●地域課題に対する地域の実情
に応じた様々な取組の推進等を
目指した保険者機能の強化● 
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２ 国の事業評価結果（令和元年度取組） 

（１）市（保険者）の取組結果

3事業間連携（社会保障充実分事業）に加え、2-(3)包括的・継続的ケアマネ
ジメント支援、2-(4)地域ケア会議においても、全項目に取り組むことができた。 
2-(2)権利擁護、2-(5)介護予防ケアマネジメント・介護予防支援については、
事業担当課との調整を行い、実施に向けて検討していく。
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1 組織運営体制等

2-(1) 総合相談支援

2-(2) 権利擁護

2-(3) 包括的・継続的ケア

マネジメント支援
2-(4) 地域ケア会議

2-(5) 介護予防ケアマネ

ジメント・介護予防支援

3 事業間連携（社会保

障充実分事業）

R1取組

H30取組

 項目 評価 
項目数

達成度
R１取組 H30取組 H29取組

1 1 組織運営体制等 19 94.7% 100.0% 78.9%
2 2-(1)総合相談支援 6 83.3% 83.3% 66.7%
3 2-(2)権利擁護 4 75.0% 75.0% 75.0%

4 2-(3)包括的・継続的ケアマネジメント支援 6 100.0% 83.3% 16.7% 

5 2-(4)地域ケア会議 13 100.0% 61.5% 30.8%

6 2-(5)介護予防ケアマネジメント・介護予防支援 6 50.0% 50.0% 16.7% 

7 
3 事業間連携（社会保障充実
分事業） 5 100.0% 100.0% 100.0% 
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（２）市と地域包括支援センターの自己評価結果比較

※地域包括支援センター数＝28 

全２８地域包括支援センターの内、未実施が多い項目とその対応
項目 内容 未実施数 対応

2-(3)
包括的・継
続的ケア
マネジメ
ント支援 

介護支援専門員を対象にした
研修会・事例検討会等の開催計
画を策定し、年度当初に、指定
居宅介護支援事業所に示して
いるか。

14 介護支援専門員対象の研修予定に、各ブロ
ックや包括の事例検討会等の開催予定を
加えた年間計画を事前に示すことで、介護
支援専門員が計画的に参加できるよう支
援する。

介護支援専門員から受けた相
談事例の内容を整理・分類した
上で、経年的に件数を把握して
いるか。

8 地域包括支援センターシステムの統計手
法を周知し、各包括で相談内容・件数を把
握できるようにすることで、介護支援専門
員のニーズ把握や適切な支援につなげる。

2-(4)
地域ケア
会議 

センター主催の地域ケア会議
①運営方針を会議参加者等に
対して周知しているか。 
②議事録等を参加者間で共有
しているか。

①９
②５ 

「地域ケア会議運用マニュアル」を毎年度
当初に周知して会議の運用ルールの理解
を深めることで、適切に会議が運用できる
ようにする。 

0.0%
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40.0%

60.0%

80.0%

100.0%
1   組織運営体制等

2-(1) 総合相談支援

2-(2) 権利擁護

2-(3) 包括的・継続的ケアマ

ネジメント支援
2-(4) 地域ケア会議

2-(5) 介護予防ケアマネジメ

ント・介護予防支援

3 事業間連携（社会保障

充実分事業）

R1市

R1地域包括支援センター平均

 項目 
市 地域包括支援センター(平均)※

R1達成度 評価項目数 R1達成度 評価項目数
1 1 組織運営体制等 94.7% 19 97.4% 19
2 2-(1)総合相談支援 83.3% 6 91.1% 6
3 2-(2)権利擁護 75.0% 4 92.9% 5

4 2-(3)包括的・継続的ケアマネジメント支援 100.0% 6 81.0% 6 

5 2-(4)地域ケア会議 100.0% 13 85.3% 9

6 
2-(5)介護予防ケアマネジメン
ト・介護予防支援 50.0% 6 80.0% 5 

7 3 事業間連携（社会保障充実分事業） 100.0% 5 90.7% 5 
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３ 豊田市の事業評価の概要 

（１）事業評価の目的

地域型包括支援センター（以下「地域型センター」という。）は、担当地区の
課題や状況を分析し、それぞれの地域に適した事業計画を立て、地域課題の解
決を目指す。また、基幹型包括支援センター（以下「基幹型センター」という。）
は、地域型センターの後方支援と認知症初期集中支援チームの業務において事
業計画を立て、地域型センターの統括機関として、機能強化を目指す。 
このように地域型センター及び基幹型センターが自ら計画を立て実施した事 
業について、地域型・基幹型包括支援センターと市の双方で評価を行い、取組
内容について精査、改善をすることにより螺旋状に事業の質を高め、市民サー
ビスの向上を図ることを目的としている。 

（２）事業評価の特色

①考え方 
（１）地域特性や地域課題を踏まえ、３年後を見据えた長期的な目標設定する。 
（２）地域の特性に合った目標を職員全員で検討し、設定するまでのプロセス

を重視する。 
（３）予定された取組が行えない状況になった場合に、職員全員で対処してい

くプロセスを重視する。 
（４）目標を達成するために、取組内容の変更を可能とする。 
（５）取り組んだ結果から改善点を見つけ、次年度へのつながりを設定する。 
（６）地域型センターを基幹型センターが支援する。 

②実施方法 
（１）包括支援センターが、地域課題等を解決するために重点的に取り組む事
業目標、目標を達成するための具体的な取組等を設定する。 

（２）事業実施後、自己評価と市評価を行う。 
※資料 2（p56）及び資料4（ｐ58）参照 

（３）長期的な目標達成に向け、今年度の取組をどのように次年度へとつなげ
ていくのか、次年度の展望を記載する。 
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③事業計画・評価書の内容 
【活動目標】 
３年程度の長期的視点を持った目標を各包括支援センターで設定するもの 
【今年度の目標と成果】 
活動目標を達成するために、今年度実施する具体的な取組とその成果 
【令和２年度へのつながり】 
今年度の成果を受け、次年度の取組へのつながりを明確にするもの 

（３）事業評価の流れ 

事業を継続的に改善していくために、ＰＤＣＡサイクルの考えで計画と評価
を繰り返す。このサイクルを繰り返すことにより、事業は毎年改善を繰り返し、
螺旋状に事業の質を高め、市民サービスの向上を図る。 

【事業評価の流れ】ＰＤＣＡサイクルにおける評価 

（４）評価方法

①各包括支援センターの自己評価 
・各包括支援センターは自ら設定した事業目標について、取組プロセス、結果
から自己評価を行う。 

②基幹型センターによる報告 
・各地域型センターによる自己評価を受け、基幹型センターが、第三者の視
点から取組内容等について、市に報告する。 

③市の評価 
・①、②、事業効果等のヒアリング結果、令和２年度へのつながりを受けて
市が総評を作成する。 

④地域包括支援センター運営協議会※にて報告 
・最終的な評価を行う。 

※地域包括支援センター運営協議会…豊田市社会福祉審議会・高齢者専門分科会
メンバーで構成

Plan 

(計画立案) 

Do 

 (実施) 

Check  

(点検・評価) 

Action 

(見直し・改善) 
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４ 令和元年度地域包括支援センター事業評価結果 

（１）全体結果と評価
令和元年度は、３か年計画の２年目となり、前年度の成果や改善点を受けて
目標を設定したことで、平成３０年度に設定した３年後を見据えた長期的な目
標の達成に向けて、取組内容の改善につなげることができた。その結果、地域
型センター業務の質が向上し、地域住民への支援が充実したと考えられる。 
基幹型センターは、地域型センターへの年２回の訪問や、事業実施への支
援・相談支援等を行い、地域型センターが事業に取り組みやすい環境となるよ
う後方支援を実施した。 

全包括支援センターが、自ら設定した３つの目標をすべて達成した。 
資料４「豊田市地域包括支援センター運営事業 事業評価表」の項目につい
ては、令和２年２ ３月に実施した基幹型センターによる全地域型センターへ
の訪問と、平成３１年度地域包括支援センター事業計画・評価書により確認し
た。基幹型センターについては、市が訪問し確認した。 
地域型センターは、地域課題から導き出した事業計画の必要性を認識した上
で主体的に取り組み、また、職員全員が話し合いを重ねながら、計画的に事業
に取り組むことができた。 
また、事業を実施する上で不可欠な地域や関係団体等の協力が得られたのは、
日頃から積極的に地域等へ足を運び、顔の見える良好な関係を築いてきた地域
型センターの取組による成果である。   

各地域型センターが設定した３つの目標を以下のとおり５項目に分類した。 

全８４の目標のうち、「認知症に関する支援」が一番多く、次いで「総合相
談支援事業」であった。地域型センターの多くは、認知症高齢者が増加する社
会に対応していくため、地域住民の認知症への理解を深める活動に注力した。 

目 標 目標数（Ｎ=84） 

１地域におけるネットワークづくり 21 

２総合相談支援事業 22 

３権利擁護事業 3 

４包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 10 

５認知症に関する支援 28 
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（２）項目別評価 
①項目１ 地域におけるネットワークづくり
支援を必要とする高齢者を把握し、保健・医療・福祉サービスを始めとする
適切な支援につなぐとともに、継続的な見守りを行い、更なる問題の発生を防
止するために、地域における様々な関係者が高齢者の見守り支援をするための
ネットワークを構築する。ネットワークの構築に当たっては、地域特性を理解
し、関係機関等と連携し、情報共有や社会資源の把握を行う。把握した社会資
源は、相談時や包括的・継続的ケアマネジメントの環境整備等、多様な場面で
活用する。 

ａ結果 
 全地域型センターが事業目標を達成した。 

ｂ全体の取組内容 
 関係機関等へ積極的に足を運んで顔の見える関係を築き、地域課題の共有や
解決に努めた取組が、地域の連携支援体制の強化につながった。 
また、地域住民からの情報を元に社会資源ガイドブックを作成し、関係機関
等で情報共有することで、社会資源の有効活用を図る取組もあった。 

ｃ今後の取組 
地域住民や関係機関等への訪問や情報交換会等の開催により、地域課題の共
有を行うことで、高齢者の見守り支援のためのネットワーク強化を進める。 
地域で自立した生活をおくれるよう、地域の社会資源の後方支援をするとと
もに実際の活用につなげる。

②項目２ 総合相談支援事業
高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくことが
できるよう、関係者とのネットワークを構築するとともに、高齢者の心身の状
況や生活の実態、必要な支援等を幅広く把握し、相談を受け、適切なサービス、
機関又は制度の利用につなげる等の支援を行う。 

ａ結果 
 地域型センターが事業目標を達成した。 
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ｂ全体の取組内容 
 ひとり暮らし登録のある高齢者等、今後支援が必要となる可能性のある高齢
者の訪問を積極的に行い、実態把握に努めることで必要な支援につなげること
ができた。また、高齢者に対しアンケートを実施し、把握した高齢者の困りご
とから、講座や勉強会の開催につなげる等、地域の声を反映した取組ができた。 

ｃ今後の取組 
 介護予防教室や地域に出向いて実態把握の強化を図り、早期の支援につなげ
るとともに、多職種と連携しながら社会資源を活用した支援を行う。 

③項目３ 権利擁護事業
地域生活に困難を抱えた高齢者が、安心して尊厳のある生活を行うことがで
きるようにするため、日常生活自立支援事業や成年後見制度の活用促進、高齢
者虐待への対応、消費者被害の防止に関する諸制度を活用するなど、専門的・
継続的な視点からの支援により高齢者の生活の維持を図る。 

ａ結果 
 全地域型センターが事業目標を達成した。

ｂ全体の取組内容 
 消費者被害防止の啓発については、実際に届いた消費者被害のはがきを用い
て、高齢者クラブ等高齢者が集まる場所で出前講座を実施したり、市内で多く
みられる詐欺等をテーマに寸劇を行ったりするなど、啓発を行った。 
また、権利擁護に関する内容を季刊誌に掲載し、定期的に啓発を行うととも
に、地域型センターが消費者被害や権利擁護に関する相談窓口であることを地
域住民に周知した。 

ｃ今後の取組 
 地域住民が消費者被害等を自分ごととしてとらえられるよう、注意喚起のチ
ラシの配布や講座を引き続き開催していく。 
 また、高齢者にとって身近な存在である民生委員に向けた権利擁護に関する
勉強会の開催などにより、未然に被害を防ぐよう働きかけていく。 
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④項目４ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業
高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、個々の高齢者の
状況や変化に応じた包括的・継続的なケアマネジメントを実現するため、介護
支援専門員・主治医・地域の関係機関等の連携、在宅と施設の連携等、地域に
おける関係機関の連携・協働の体制づくりや個々の介護支援専門員に対する支
援等を行う。 

ａ結果 
 全地域型センターが事業目標を達成した。 

ｂ全体の取組内容 
介護支援専門員への勉強会や情報交換会等を開催し、地域型センターと介護
支援専門員・介護支援専門員同士で顔の見える関係を構築するとともに、相談
しやすい環境づくりを行った。 
また、介護支援専門員に地域の社会資源や慣習等を情報提供したり、事例検
討会においては介護支援専門員の関心が高い内容を取り扱うことで、介護支援
専門員の資質向上につなげた。 

ｃ今後の取組 
介護支援専門員が自分ひとりで問題等を抱え込まないよう、ケース検討会議
等を通して支援ネットワークを構築することで、早期に連携し協働できる体制
づくりを行う。 

⑤項目５ 認知症に関する支援
認知症の方やその家族のニーズの把握、認知症に関する広報・啓発活動及び
関係機関との連携などを行う。また、地域において、認知症に関する講座等を
実施することで、地域住民の認知症への理解促進を図り、地域での見守り体制
を構築する。 
介護支援専門員が、認知症高齢者やその家族を支援する中で抱えている問題
や課題を把握するとともに、認知症に関する介護支援専門員の資質向上を図る。 

ａ結果 
 全地域型センターが事業目標を達成した。 
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ｂ全体の取組内容 
家族介護交流会や認知症カフェの開催等により、気軽に相談したり出掛けら
れる場所を確保し、認知症の方とその家族に対する支援を行った。 
認知症サポーター養成講座・認知症サポーターステップアップ講座・徘徊高
齢者等捜索模擬訓練等、幅広い世代への認知症に関する啓発活動を通じ、認知
症に対する理解が深まったとともに、地域住民による見守りの意識が向上した。 
また、認知症サポーター養成講座とステップアップ講座の連続開催や、グル
ープホームと連携して地域住民と入居者の交流の場を設ける等の工夫もあり、
地域住民の認知症に対する理解を深めることができた。 

ｃ今後の取組 
 幅広い世代に対し、認知症サポーター養成講座や徘徊高齢者等捜索模擬訓練
を通じ、認知症に対する理解を深めるとともに、見守り体制の強化を図る。 
 ステップアップ講座の受講者が、地域の支援者として活躍できるよう働きか
ける。 
 家族介護交流会や認知症カフェの開催地域の偏りをなくし、すべての地域で
開催できるように進める。 
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（３）各包括支援センターの評価
各項目の説明 
○事業目標
包括支援センターが設定した３項目の目標に対する達成結果 

○力を注いだ取組に対する評価
包括支援センターが、特に力を注いだ取組に対する市の評価 
○令和２年度へのつながり
平成３１年度の事業計画における成果に対し、令和 2年度の取組へのつながり

【地域型センター】 
【ひまわり邸地域包括支援センター 崇化館地区】
○事業目標 目標達成

○力を注いだ取組に対する評価 
認知症に対する理解・協力者を拡げ、活躍の場を作る  
 徘徊高齢者等捜索模擬訓練では、前年度の認知症サポーター養成講座受講者
が、徘徊者への声掛けや通報役で参加したことや、社会福祉協議会が初参加し
て多機関での実施となったことにより、連携を強化することができました。 
支える側や若い世代の担い手を増やす活動 
医療機関との連携体制づくりや介護支援専門員への支援等により、支援がつ
ながる体制づくりができました。また、地域住民（若い世代）への地域包括支
援センターの PRや、地域のお助け隊の立ち上げに関する支援などは、継続的に
取り組むことで担い手の増加につながることが期待できます。 
地域住民と地域とのつながりを保ち、健康寿命を延ばす 
 交流館が主催する「居場所づくり」に前年度から継続して毎回参加し、来館
者から物忘れや腰痛、健康相談、介護相談等を受けた際には、必要な機関につ
なげる等、地域とのつながりを保つことができています。高齢者にとって、よ
り魅力的な居場所となるような工夫を期待しています。 

○令和２年度へのつながり 
・徘徊高齢者等捜索模擬訓練をきっかけに学校、民生委員、各種委員が関わる
事業を実施する。 
・多世代に向けて地域課題を提案し、解決につながる機会をつくる。 
・住民が地域とのつながりを保つための機会を作り、いつでも相談しやすい地
域型センターを目指す。 
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【豊田地域ケア支援センター 梅坪台地区】
○事業目標 目標達成

○力を注いだ取組に対する評価 
地域における顔の見えるネットワークづくり 
地域の行事等に積極的に出向いて地域型センターの周知を地道に行うこと
で、気軽に相談ができる関係構築ができました。地域住民や関係機関と顔の見
える関係づくりで得た人脈が今後の活動に生かされることが期待できます。 
権利擁護に対する意識啓発 
担当エリアの弁護士と民生委員との勉強会を開催したことで、顔の見える関
係を築くことができました。また、地域住民に向けて最新の詐欺を取り扱った
勉強会を開催したことで、住民に身近な問題として捉えてもらうことができ、
大変有意義な勉強会になったと考えます。 
認知症高齢者とその家族が安心して暮らせる場所づくり 
豊田地域医療センターの医師との共同開催である認知症カフェは、医師がい
る魅力と参加者の意見を取り入れた内容にすることで、毎回参加の方や新たな
参加者の増加につながりました。参加者にとって安心できる場所になっており、
継続的な取組を期待します。また、参加者に若年性認知症本人家族会への案内
も行い、更なる居場所の提供もできました。 

○令和２年度へのつながり 
・地域包括ケアシステム構築のため、地域との顔の見える関係づくりをさらに
強化していき、今後も地域と医療系のささえあいネット登録機関を巻き込ん
で介護予防活動に力を入れていく。 
・認知症カフェの定期開催を継続し、若年性認知症の方の居場所を作る仕組み
を構築していく。 
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【豊田厚生地域包括支援センター 浄水地区】
○事業目標 目標達成

○力を注いだ取組に対する評価 
高齢者の居場所づくりに向けた実態把握・地域とのつながりづくり 
閉じこもりがちな高齢者が地域とつながるきっかけとなるよう、サロンや高
齢者クラブ、民生委員、地域住民からの情報を元に、社会資源ガイドブックを
作成することができました。実際に活動している方々に監修していただくこと
で、地域の生の声を反映したものができ、今後の活用が期待されます。 
見守りの目を増やすための認知症に関する啓発 
前年度に認知症サポーターステップアップ講座でサポーターボランティアに
登録していただいた方々を、介護者のつどいやスイカフェ（認知症カフェ）の
イベント講師等の活動につなぐことで、受講後のフォローができています。 
セルフケアに取り組む高齢者を増やす 
例年座談会のみで開催していた家族介護者交流会に、おやつ作りや工作、脳
トレを取り入れたことで、参加者を増やすことができました。また、エリア内
の趣味特技をお持ちの方々に、講師として活躍していただく機会をつくったこ
とで高齢者の社会参加につながり、介護予防に寄与していると考えます。 

○令和２年度へのつながり
・社会資源ガイドブックを活用することで、閉じこもりがちな高齢者が一人で
も多く地域とつながることができたかを把握する。 
・認知症サポーター養成講座を開催していない自治区向けに開催し、どの自治
区にも見守りの目を増やすことを目指す。 
・講座・講演会などに「もしバナゲーム」を取り入れ、将来に向けた心構えに
ついて考えるきっかけづくりを増やす。 
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【社協包括支援センター 朝日丘地区】
○事業目標 目標達成

○力を注いだ取組に対する評価 
地域の事業所等に対する高齢者見守りの働きかけ 
ささえあいネット登録機関や商店団体への地道な訪問により、地域に高齢者
への見守り意識が根付いてきていると考えます。また、ボランティアグループ
のメンバー等に認知症ステップアップ講座を実施し、活動時における高齢者の
異変への気づきを促したことは、早期発見につながる取組です。 
高齢者の居場所づくりに向けた実態把握 
サロン等の活動グループへ訪問し、活動状況等の情報収集や参加している高
齢者の実態把握を行うことができました。今回把握された情報を取りまとめ、
介護支援専門員等に提供することで、今後の課題解決・支援体制が強化される
ことを期待します。 
連携支援に向けた関係機関との情報共有の場づくり 
継続的に開催している民生委員と介護支援専門員の連携を強化するための情
報交換会において、介護支援専門員が企画やファシリテーターの役割を担うこ
とで、介護支援専門員の資質向上にもつながる取組になりました。また、情報
交換会は、介護支援専門員同士の交流の場ともなり、介護支援専門員の情報収
集等の支援にもつながっています。
○令和２年度へのつながり 
・地域の見守り力向上のために、周知や講座等の開催を継続実施する。 
・高齢者のニーズに応えられるよう、集いの場等の情報収集や関係者とのつな
がりづくりを継続実施する。 
・複合的な課題を抱える世帯を各関係機関が連携して支援できるよう、介護支
援専門員や民生委員等との交流を継続実施する。 
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【ほっとかん地域包括支援センター 逢妻地区】
○事業目標 目標達成

○力を注いだ取組に対する評価 
継続的な高齢者支援に向けた地域とのネットワークの構築 
ささえあいネット登録機関をはじめとした地域の協力機関を積極的に訪れ、 
見守りネットワークがより強固なものになるよう取り組んだ結果、地域ケア個
別会議に様々な協力機関の方の参加があったことは、大きな成果です。 
認知症の知識向上・介護者の負担軽減 
ささえあいネット登録機関に対する認知症サポーター養成講座実施後、「認知
症の方への関わり方についての考え方が変わった」等の評価をいただけたこと
から、今回の取組が地域の認知症への理解促進に寄与していると考えます。 
介護支援専門員のニーズに応じた情報提供とネットワークの構築 
 個別に居宅介護支援事業所を訪問して顔の見える関係づくりを進めたり、地
域の介護支援専門員を集めた情報交換会において、介護支援専門員のニーズに
応じた情報が提供できました。また、西部ブロックにおいても、介護支援専門
員の知識や資質の向上につながる情報を提供し、地域の介護支援専門員に対す
る支援の充実を図ることができました。 
○令和２年度へのつながり 
・ささえあいネットワークを強固なものとし、見守り体制の構築を図る。 
 ・認知症サポーター養成講座や、認知症サポーターステップアップ講座を開催
し、認知症本人やその家族の応援者を増やす。 
 ・介護支援専門員と地域、介護支援専門員同士の橋渡し役となれるよう、地域
ケア会議や意見交換会を開催する。 
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【トヨタ地域包括支援センター 豊南地区】
○事業目標 目標達成

○力を注いだ取組に対する評価 
地域のネットワークづくり  
消防署・介護支援専門員・訪問看護事業所・訪問介護事業所・病院等の多職
種による情報交換会において、各機関の役割を認識し合えたことや、新たに交
番への訪問を行い、顔の見える関係づくりを行ったことなど、様々な関係機関
と連携する機会を積極的に設けたことで、ネットワークの強化を図ることがで
きました。 
住民が認知症を理解し、お互いに支え合う街づくり 
幅広い世代に対して認知症の理解を深めるための働きかけを行った中で、交
流館祭において小中学生に向けた徘徊高齢者等捜索模擬訓練を実施したこと
は、若い世代に対して認知症の理解を深めることにつながりました。 
また、前年度から継続して介護支援事業所と共催で実施している認知症カフ
ェは、地域住民の居場所として確立しており、今後の拡がりを期待します。 
介護予防で元気に暮らせる街づくり 
住民にとって関心の高いフレイル予防をテーマに、理学療法士と保健師によ
る講話を実施することで、参加者の意欲が高めることができ、介護予防に寄与
したと考えます。 

○令和２年度へのつながり 
・生活に必要な社会資源が選択できるよう情報提供するとともに、関係機関と
のネットワーク体制を維持していく。 
・認知症サポーター養成講座等を継続実施し、多世代に認知症の理解を促し、
本人が社会参加できる場所を創出する。 
・介護予防教室の継続開催と地域の実態把握をし、必要なアプローチをする。 
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【地域包括支援センターくらがいけ 高橋地区】
○事業目標 目標達成

○力を注いだ取組に対する評価 
認知症を理解する支援者の増加 
 徘徊高齢者等捜索模擬訓練を開催するために、何度も地域へ足を運んで必要
性を伝える働きが実を結び、結果として地域の理解が得られ、開催につなげる
ことができました。 
また、県営住宅で開催した認知症サポーターステップアップ講座でゴミ出し
をテーマにした寸劇を行った結果、ゴミ出しを住民同士が助け合うようになり、
支援者を増やすことができました。 
支援が必要な高齢者の早期発見 
 新規相談について、自治区ごとに相談内容等をグラフでまとめたことで、地
域課題の分析ができました。今後分析結果をもとに、地域課題に合わせた出張
講座等を開催することで地域の課題解決に寄与することが期待されます。 
多職種連携による利用者支援 
民生委員と介護支援専門員の情報交換会の実施において、グループワークで
民生委員と介護支援専門員を同じグループにする等工夫をすることで、顔の見
える関係を築くことができました。また、介護支援専門員からの要望に応える
形で地域ケア個別会議を開催し、地域での見守りの仕組みづくりと役割分担が
できました。 

○令和２年度へのつながり 
・自治区に働きかけて、認知症に関する出張講座等を実施する。 
・地域課題に合わせた講座等を開催し、地域での見守り強化、支援が必要な方
の早期発見につなげる。 
・ケース会議や交流会等を通して、多職種のネットワークを強化し、困難ケー
スにおける役割分担をスムーズに行えるようにする。 
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【地域包括支援センターとよた苑 美里地区】
○事業目標 目標達成

○力を注いだ取組に対する評価 
地域の実態把握 
毎月定期開催の介護予防教室は、高齢者が興味を持てるように内容を工夫す
ることで、継続して楽しく過ごせる居場所になりました。これは、高齢者の外
出を習慣化させることにつながり、継続的な介護予防に寄与しています。 
認知症高齢者とその家族が安心して暮らせる街づくり 
徘徊高齢者等捜索模擬訓練は、地域の要望で開催したこともあり、若い世代
を含む地域住民の主体的な訓練となりました。また、認知症カフェにおいては、
様々な活動を準備して自主的に気軽に参加できるよう工夫したこともあり、認
知症の方と地域住民の活発な交流の場となりました。これらは、地域の認知症
への理解を深め、見守り強化につながる取組です。 
地域住民同士の助け合いネットワークづくり 
 定期的にささえあいネット登録機関に足を運んで顔つなぎをすることで、連
携強化が図られています。実際に、これまで相談のなかった医療機関や郵便局
からも連絡や相談が入り、取組の成果が表れていると考えます。 

○令和２年度へのつながり 
・令和元年度に介入できた地域との連携を継続し、より実態把握ができるよう
にしていく。 
・医療系関係者と連携し、地域づくりを行う。 
・サロンや元気アップ教室等に参加できない人の実態把握と個別支援を強化す
る。
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【地域包括支援センター益富の楽園 益富地区】
○事業目標 目標達成

○力を注いだ取組に対する評価 
介護予防、健康づくりの実現を目指す介護予防教室 
介護予防教室として、フラダンスの要素を取り入れた「フラトレ」を実施す
るにあたり、体力測定を事前事後に行い、教室の効果を見える化したり、目標
をもって参加できるように発表会を開催することで、参加者の意欲を高め、継
続的な活動につなげることができました。また、次年度に向けて、継続活動を
望む参加者を支援するため、交流館と話し合いを重ね、自主グループ活動の立
ち上げにつなげることができました。 
早期相談につなげる地域・居宅との情報共有 
平成３１年４月開所の地域包括支援センターであり、積極的に地域に出向い
て地域包括支援センターの周知活動や顔の見える関係づくりに努められまし
た。その中で、改選後の新任民生委員と介護支援専門員との情報交換会を開催
し、情報共有や地域のネットワークを強化することができました。 
幅広い世代への認知症の理解促進 
認知症サポーター養成講座に精力的に取り組み、学生や企業等の地域の幅広
い層において、認知症への理解が進んでいると考えます。また、講座受講者の
中からボランティアとして認知症カフェで活動されている方もあり、地域での
見守り力の強化につながる取組です。 

○令和２年度へのつながり 
・認知症カフェや介護予防教室の開催地域の偏りをなくし、すべての地域で開
催できるようにする。       
・地域ケア会議の開催、協議体への参加によって地域の現状を把握し、地域力
の向上につなげる。 
・認知症サポーター養成講座の開催と地域との関係強化によって、徘徊高齢者
等捜索模擬訓練の開催につなげる。
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【地域包括支援センターかずえの郷 上郷地区】
○事業目標 目標達成

○力を注いだ取組に対する評価 
認知症予防のための介護予防教室 
サロンや高齢者の集いの場で介護予防教室を実施するにあたり、法人内の多
職種（音楽の先生による音楽療法、言語聴覚士による口腔機能訓練、理学療法
士による体操、作業療法士による脳トレ）と協働することで、参加者の介護予
防に対する意識を高める工夫ができました。 
スムーズな対応につなげる職員間の情報共有 
代行申請や相談事例を専用のファイルで見える化することで、対応した職員
以外でも、連絡時にスムーズに対応ができるようになり、業務改善が進みまし
た。また、相談内容を自治区ごとに集計し、地域ケア会議等で共有することで、
地域課題の理解促進に役立てられています。 
高齢者の実態把握 
サロン等に定期的に足を運び、実態把握を行うことで、支援が必要な高齢者
の発掘につながりました。また、地区全体での見守り体制が出来ているため、
心配な高齢者がいれば民生委員等から情報が入り、早期の実態把握や支援開始
につながっています。 

○令和２年度へのつながり 
・新任の民生委員児童委員をはじめ、多世代の方に認知症を理解して頂ける機
会を引き続き作っていく。       

・自治区の活動に訪問することで、地域との関係を深め、早期発見につなげる。
・これまでのネットワークと共に上郷地区以外の事業所とのつながりが持てる
よう取り組んでいく。 
・実態把握や関わりが必要な高齢者に対し、業務の流れで関わるのではなく、
個々の状態、ニーズを把握しながら相談を受け、提案等が出来るよう取り組
んでいく。 
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【ひまわりの街地域包括支援センター 竜神地区】
○事業目標 目標達成

○力を注いだ取組に対する評価 
職員の情報発信力強化 
 タブレットを活用し、資料をデータ管理することで、利用者や事業所に情報
をより分かりやすく伝えることができるようになったと同時に、業務の効率化
を図ることができました。 
認知症に対する地域のサポート力向上 
 「竜神版認知症ケアパス」の配布後、車の運転に関する相談が増えたことを
受けて、免許返納の促進や移動手段の確保のために福祉用具業者と協働して「電
動カート試乗会」を計画したことは、住民の声に応えた取組であり、実施後の
効果が期待されます。 
高齢者の社会参加支援 
サポーターとして参加した「ミライシニア活躍プロジェクト」において、介
護予防教室等で把握した特技のある高齢者をマッチングして、地域のお店等で
の作品販売につながりました。これは、高齢者の生きがい創出に寄与した取組
であり、今後の展開に期待します。 

○令和２年度へのつながり 
・包括職員の情報発信力を高め、他の地域型センターへ、そのノウハウを伝え
る。（ＩＣＴの活用） 

・「竜神認知症ケアパス おでかけカレンダー」を深化。社会参加は介護予防を
キーワードに住民のボランティア参加勧奨、一般介護予防事業等社会資源の
充実を目指す。 
・人生会議、エンディングノートの活用を広め、高齢者の意思が尊重されるよ
うに支援する。（権利擁護）
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【みなみ福寿園地域包括支援センター 末野原地区】
○事業目標 目標達成

○力を注いだ取組に対する評価 
高齢者を地域の社会資源につなぐ 
地域ケア地域会議を定期的に開催し、地域の社会資源となるお助け隊の立ち
上げ支援に努められました。また、地域の防災訓練に際しては、地域住民と事
前に一人暮らし高齢者の自宅確認や避難経路の見直しを行い、必要な情報をマ
ップに落とし込んで見える化できました。次年度以降の活用を期待します。 
認知症高齢者を抱える家族に対する支援 
家族介護交流会には、現在介護をしている方だけでなく、介護が終了した方
も参加され、参加者間で情報交換や相談などを通じた仲間づくりにつながって
います。このことは、介護者の心身の疲労を和らげる効果があると考え、引き
続きの支援を期待します。 
関係機関と意見交換・情報交換を行う 
徘徊高齢者等事前登録時に必ず地域ケア個別会議を開催し、地域住民の見守
りや協力が得られるよう、働きかけることができました。また、地域ケア個別
会議時に、連絡網や自治区の徘徊マニュアルの作成・確認を行い、迅速な捜索
活動につながる取組ができています。 

○令和２年度へのつながり 
・一人暮らし、高齢者世帯等に社会資源マップ等を配布する。また支援が必要
な世帯に対して民生委員と情報交換し、支援につなげていく。 
・今後も継続して認知症カフェ、家族介護交流会を開催する。また認知症ケア
パスの活用も検討していく。 
・多職種で自立を考える会に参加することでケアプランの向上ができるように
していく。また介護支援専門員や地域も含めて、介護予防の取り組みを検討
していく。
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【わかばやし園地域包括支援センター 高岡地区】
○事業目標 目標達成

○力を注いだ取組に対する評価 
社会資源の継続支援 
地域の社会資源である「お助け隊」の隊員の活動を広く地域に周知するため
に情報誌の発行支援を行った結果、４０ ５０代の若い世代が新たに隊員に加
わることとなり、活動の充実に寄与できました。また、サロンやカフェへの巡
回訪問や運営するボランティアへの支援など、地域の社会資源に幅広く支援で
きました。 
認知症本人とその家族が孤立しない地域づくり 
毎月開催している認知症カフェにおいては、終了後にしっかりと反省会を行
い、参加者の情報の共有や、次回修正すべき点等を話し合うことで、改良を重
ねることができています。この模範的な取組が多くの参加者の確保につながり、
テレビでも一部報道される等の成果が表れています。 
高齢者の個別支援につながる現状把握 
徘徊高齢者等事前登録者に、担当の介護支援専門員と同行訪問を行い、高齢
者の現状把握を行うとともに、介護支援専門員との顔の見える関係づくりと後
方支援を行うことができました。このことは、介護支援専門員との連携強化を
深め、適切な個別支援につながる取組です。 

○令和２年度へのつながり 
・お助け隊隊員向けの福祉制度勉強会を実施し、地域の福祉力アップを図る。 
・次年度も若林西小学校や若林東小学校での認知症サポーター養成講座を実施
し地区内の子どもたちに認知症の理解を促す。 
・認知症カフェをさらに強化し、当事者が安心して参加できる認知症カフェを
継続する。
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【つつみ園地域包括支援センター 前林地区】
○事業目標 目標達成

○力を注いだ取組に対する評価 
地域の高齢者相談窓口としての支援 
 出張相談窓口を年金受給日に銀行の店内に設置し、地域包括支援センターの
PRと気軽に相談できる工夫がされました。困ったときに頼れる場所として認知
度が上がることが期待できます。 
認知症に関する支援 
認知症カフェにおいて、認知症本人や家族介護者、地域住民がそれぞれ同じ
テーブルで交流を続けることで、地域住民の認知症への理解促進を図ることが
できています。また、毎回２０名ほどが参加しており、認知症の本人と家族の
居場所として地域に認識されています。 
高齢者の集いの場の継続を支援 
サロンや認知症カフェで介護予防手帳を活用して、目標を立て、評価するこ
とで、地域住民が主体的に介護予防に取り組めるよう働きかけることができま
した。また、地域で介護予防の話し合いを行うなど普段の生活から介護予防を
意識できるように働きかけることによって、介護保険申請数が前年よりも減少
しており、今後の継続に期待しています。 

○令和２年度へのつながり 
・地域関係者や医療・介護機関との関係を強化する為に意見・情報交換を行い、
支援力の向上につなげる。        
・支援者がいない地域には出張カフェ等で出向き、支援を必要とする高齢者を
早期発見するとともに、他地域では認知症サポーター養成講座等で見守り力
の向上を目指す。 
・住民主体で介護予防に取り組めるよう介護予防手帳の活用を推進する。
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【みのり園地域包括支援センター 若園地区】
○事業目標 目標達成

○力を注いだ取組に対する評価 
地域における連携・協力体制の整備 
地域行事やサロンにおける出張相談会の実施や、スーパーの店舗入口におけ
る介護予防教室の開催等、地道に地域に足を運ぶことで、これまで地域型セン
ターの存在を知らなかった人への PRを行うことができ、気になる高齢者の早期
発見・早期対応につながることが期待できます。 
高齢者の居場所づくり・見守り体制の継続 
介護支援専門員のニーズに基づき、介護支援専門員の仕事内容や職員紹介等
を掲載した居宅支援事業所の紹介ブックを作成し、地区内の医院や診療所に配
布したことは、医師との連携のしやすさにつながる取組です。（同法人他２地域
型センターと共催） 
認知症の理解を進めるための啓発 
小中学生を対象とした認知症サポーター養成講座では、楽しく認知症を理解
できるように、ボールやネット、すごろくを使うといった工夫をすることで、
効果的に啓発ができました。今後も正しい理解を広めるために、取組の継続を
期待します。 

○令和２年度へのつながり 
・地域に出向いての相談会等を通じて地域型センターの PRを強化すると共に、
独居や閉じこもり等の未把握の高齢者を早期発見し、早期対応につなげる。 
・元気アップ教室や認知症カフェのボランティア等の高齢者の活躍の場や社会
参加活動へつなげる支援を行う。 
・講座を継続する事で、多世代への認知症の理解を広げる。また、見守り体制
を強化し事業所や地域住民と認知症の人をつなげる支援を行う。
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【こささの里地域包括支援センター 猿投台地区】
○事業目標 目標達成

○力を注いだ取組に対する評価 
高齢者を地域で見守る体制づくり 
介護支援専門員の業務に役立つ事例検討会を開催するため、あえて少人数で
実施することで、活発な意見交換がされ、有意義なものにすることができまし
た。また、住宅型有料老人ホームの施設長による住宅型有料老人ホームやサー
ビス付き高齢者向け住宅のサービス内容やケアプラン作成の考え方の講話な
ど、介護支援専門員が興味を持てる内容を取り入れたことは、介護支援専門員
の知識向上と支援体制強化につながる取組です。 
介護予防の啓発 
介護予防教室では、参加者に親しみを持ってもらえるよう、名称を「こけな
いクラブ」に変更したり、自宅でも実践できるような内容とすることで、自主
的な介護予防につなげることができました。 
認知症に対する理解を深める活動 
自治区において認知症に関する勉強会と徘徊高齢者等捜索模擬訓練を一連の
流れで開催することによって、地域で見守りを行うことに対する意識の向上に
つなげることができました。また、高齢者が安心して暮らすために必要な支援
等を地域住民が自ら考えるきっかけづくりができました。 

○令和２年度へのつながり 
・幅広い世代に地域型センターを知ってもらう活動を継続実施する。 
・認知症サポーター養成講座などで地域の認知症に対する理解を深める。 
・花本自治区での認知症サポーター養成講座を継続する。認知症カフェの周知
活動を展開する。徘徊高齢者等捜索模擬訓練を実施して理解活動に努める。
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【豊田福寿園地域包括支援センター 井郷地区】
○事業目標 目標達成

○力を注いだ取組に対する評価 
高齢者が安心して暮らせる地域ネットワークの形成 
 交流会で開催している「緑カフェ」は、地域住民が集まりやすい、世代を超
えた地域の居場所として確立しています。サービスがつながらない高齢者が外
出するきっかけにもなっており、高齢者の見守りにつながる取組であると評価
します。また、今年度は、カフェのボランティアとして学生をつなぐことがで
き、今度の活動の充実に期待しています。
認知症の方が住みやすい地域づくり 
幅広い世代に対して認知症サポーター養成講座や勉強会を行い、認知症への
理解を促すことができています。中学生が困った高齢者に声をかけ、保護につ
ながる等、高齢者へさりげなく手助けができる地域づくりができています。 
介護支援専門員の後方支援・地域住民の実態把握 
介護支援専門員からの相談ケースについて、台帳で管理して定期的な同行訪
問や地域ケア個別会議につなげるなど、充実した支援ができていることを評価
します。また、台帳管理により、職員間で情報共有ができるようになり、職員
全員でケースへの支援ができるようになりました。 

○令和２年度へのつながり 
・個別訪問や地域の方が集まる場へ出向き、地域の高齢者や住民とのつながり
をつくる。 
・研修に参加し社会資源を学び、地域の様々な相談に対応できるよう活かして
いく。      
・家族介護交流会開催に向けて、介護者の知りたいこと学びたいことの聞き取
りを行う。 
・地域ケア個別会議が必要な時に、迅速に開催できるようにする。
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【石野の里地域包括支援センター 石野地区】
○事業目標 目標達成

○力を注いだ取組に対する評価 
地域における活躍の場を確保する 
 認知症カフェでズンドコ体操を練習し、練習の成果を石野の里デイサービス
で披露する等の活躍の場をつくることで、参加者の意欲を高めることができ、
継続的な参加につなげることができました。また、この活動を季刊誌に掲載し
てカフェの PRをしたことで、新たな参加者の確保につながることが期待できま
す。 
地域におけるネットワークづくり 
 「石野地域の防災マップ」に、介護支援専門員が担当している利用者をマー
キングして可視化することで、今後の支援に役立つ情報となり、介護支援専門
員と地域で高齢者を支援していく体制を構築することができました。 
介護予防の意識づけを図る 
介護予防教室でのアンケート結果から把握した「運転ができなくなることへ
の不安」や「バスに乗車することへの抵抗感」を解消するために、運転前のス
トレッチ体操の紹介や、バス試乗体験教室を開催し、高齢者が住み慣れた地域
で住み続けられるための支援ができました。 

○令和２年度へのつながり 
・実際に地域で活動する認知症サポーターの協力を得ながら、小グループを対
象にした認知症サポーター養成講座を継続していく。 
・地域資源を見直し、地域型センターの役割を周知していく。便利帳の更新及
び利用方法の検討をしていく。 
・自主グループの課題を共有し、代表者と共に連携できるような取り組みをし
ていく。
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【地域包括支援センター猿投の楽園 猿投地区】
○事業目標 目標達成

○力を注いだ取組に対する評価 
地域におけるネットワークづくり 
高齢者クラブやふれあいサロンへの積極的な訪問により、地域型センターが
気軽に相談できる場所として地域住民の間に認識が広まりました。また、地区
の部会に定期的に参加して住民との話し合いを重ねた結果、社会資源として「見
守りの会」が立ち上がりました。今後は、高齢者の困りごとに対して、会と協
力しながら活動されることを期待します。 
認知症の方もその家族も安心して暮らせる街づくり 
中学校や高校での認知症サポーター養成講座において、中高生に馴染みのあ
る穴埋めプリントを活用することで、認知症の方への対応方法のポイントを効
果的に伝えることができ、若い世代への認知症啓発を進めることができました。
介護支援専門員への支援を通じ、高齢者の生活を支援 
介護支援専門員への支援として開催しているサロンは、出入り自由としたり、
介護支援専門員のニーズの沿ったミニ講座を取り入れるなど、継続参加を促す
工夫がされています。これは、介護支援専門員と地域型センター職員のつなが
りを深めて相談しやすい関係を構築することに加え、介護支援専門員同士の関
係構築にもつながる取組です。 

○令和２年度へのつながり 
・各種行事や地域のイベントに積極的に参加し、各種団体との信頼関係の構築
を図っていく。 
・認知症カフェや高齢者クラブで講座を行うことで、認知症についての知識や
理解を深める。 

・元気なうちからでも参加できるよう、定期的な介護予防教室を計画していく。
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【地域包括支援センター保見の里 保見地区】
○事業目標 目標達成

○力を注いだ取組に対する評価 
相談しやすい体制づくり 
サロン参加やささえあいネット登録機関への訪問を積極的に行い、顔の見え
る関係を堅実に築いています。また、ささえあいネット協力機関にラミネート
した季刊誌を配布し、待合室等に置いてもらうよう働きかけたことは、広く地
域住民に地域型センターを知ってもらう効果的な取組です。
認知症に対する支援 
新たに立ち上げた認知症カフェにおいては、初回・２回目とも４０名程度の
参加者が集まったことから、事前の周知活動が効果的であったと評価します。
また、これまで関わりのなかった当事者の方々が参加され、個別支援につなが
ったことから、今後も広く地域住民が参加できるような活動を期待しています。
交流の場のとの関係づくり 
地域の集いの場で取材した内容を季刊誌で紹介することで、地域住民に広く
周知ができました。また、これにより活動している方の励みや意欲につなげる
ことができ、社会資源の後方支援ができました。 

○令和２年度へのつながり 
・地域の相談場所として顔の見える関係ができ、認識も広まっている。個別ケ
ース対応の職員のスキルアップも求められているため、引き続き個別支援の
体制を整える。 
・認知症について、地域住民を主体とした取組みが行えるよう働きかけていく
（徘徊高齢者等捜索模擬訓練や認知症カフェ等）。    
・ブロック内での事業内容ついては必要に応じて協働していく。ブロック内だ
けでなく関係機関との顔の見える関係づくりに努め、地域資源の共有化が図
れるようにしていく。
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【笑いの家地域包括支援センター 松平地区】
○事業目標 目標達成

○力を注いだ取組に対する評価 
住民による自主的な行動の支援 
 地域の交流の場を把握するため積極的に地域へ足を運んだ結果、当初予定し
ていた以上のサロン等へ訪問することができ、地域の相談窓口として着実に認
知度を上げていると考えます。 
関係機関との連携 
 継続開催している松平医療福祉連絡会においては、豊田みよしケアネットの
活用について話し合うことで、多職種との連携を深めることができました。ま
た、日頃の良好な関係づくりの結果、地域ケア地域会議に４０名程度の参加が
あり、助け合いの地域づくりなどの関心を高めることができました。 
安全な移動手段の推進 
運転に関する家族からの相談を受け、警察と連携して自動車運転等の講座を
開催し、多くの地域住民の参加につながりました。地区の実情から、運転を止
めると移動手段に困る方が多いため、「住み慣れたまちで高齢者が安全に生活す
るために」をテーマにして当事者目線の内容にすることで、地域住民の意識を
高めることができました。 

○令和２年度へのつながり 
・ふれあいの場が継続できるよう支援し、一人でも多くの人が社会参加できる
ように働きかける。 
・地域の社会資源を活用できるよう支援し、自立した生活を送り地域でいきい
き暮らせるようにする。 
・地域の関係機関と連携をとり実態把握に努め、支援が必要な人に早期に対応
する。
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【ふじのさと包括支援センター 藤岡地区】
○事業目標 目標達成

○力を注いだ取組に対する評価 
地域課題を地域住民、地域の支援者の共有する 
サロン等で、ボランティアとして社会参加する意欲についてのアンケートを
実施し、手芸や話し相手等の活動への意欲的な回答が得られたことから、新た
な担い手の創出につながることを期待します。 
地域におけるネットワークづくり 
介護支援専門員から認知症に関する相談が増えてきたことから、認知症疾患
医療センターとの情報交換の場を設け、顔の見える関係づくりを図ったことは
多機関の連携につながる取組です。介護支援専門員と多機関との連携を図るこ
とは、自センターと多機関との連携を深めることにもつながっています。 
高齢者の居場所づくり・支援者の人材育成 
認知症ステップアップ講座から認知症カフェの担い手の養成につなげるため
に、講座終了後にお試しの認知症カフェを開催することで、受講者の認知症に
対する理解をより深めることができました。今後も、認知症に対する地域の理
解を深め、認知症の方が地域で安心して過ごせるように、地域住民が支援者と
して活躍できるような取組を期待します。 

○令和２年度へのつながり 
・介護予防、社会参加の観点からもサロン参加者が地域の中でできることを支
援する。 
・サロンだけでなく、健康づくり教室（行政事業）に訪問し、実態を把握する
とともに、介護予防と社会参加の意識を高める。 

・早期発見については、ささえあいネット登録機関等との情報交換を密にする。
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【豊田地域包括支援センターふじおか茜邸 藤岡南地区】
○事業目標 目標達成

○力を注いだ取組に対する評価 
地域型センターの認知度向上 
地域の様々な集まりに積極的に参加することで、地域型センターの認知度が
向上しました。特に、新たに幼稚園がささえあいネット登録につながったこと
は、若い世代からの地域の情報を得られるきっかけとなり、着実に見守りの目
の増加に結び付いています。 
地域における連携支援 
ひまわり懇談会での消費者被害等の防止に関する啓発講座において、参加者
自身が楽しめるように参加型の寸劇を行ったことは、参加者に被害等を「我が
事」として感じていただけることにつながり、啓発として有効であったと考え
ます。 
介護予防支援 
メグリアカルスポと協働し、認知症サポーター養成講座と認知症サポーター
ステップアップ講座を連続して開催できました。認知症サポーター養成講座の
終了後に、さらに学びたい内容を参加者から聴取し、認知症サポーターステッ
プアップ講座にロールプレイ学習を取り入れることで、参加者に関心をもって
参加していただけるような工夫ができました。 
○令和２年度へのつながり 
・若い世代に対して、高齢者への関心が高まるよう働きかけ、見守り支援につ
なげる。 
・住民が参加しやすいよう、各自治区の公民館で講座を開催し、地域交流を図
る。 
・専門職とのつながりを活かして、地域全体の健康意識を高める。 
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【ふくしの里包括支援センター 小原地区】
○事業目標 目標達成

○力を注いだ取組に対する評価 
地域の高齢者の実態把握 
地域ケア地域会議のグループワークで、地域の支援者が楽しみながら地域に
貢献できるような視点をもち、「あなたの“好き”を誰かの“うれしい”にしよう」
というテーマを設定して、活発な意見を引き出す工夫ができました。今後、CSW
と連携し、地域課題の解決策を地域住民と考える取組が発展していくことを期
待しています。 
地域におけるネットワークづくり 
前年度のささえあいネット会議で出た意見をもとに、社会福祉協議会と連携
して男の料理教室を立ち上げたことは、地域の声を活動に生かした取組です。
令和２年度も継続開催することで、高齢者の居場所や活躍づくりがさらに進む
と考えます。 
認知症に対する理解を深める 
家庭介護者交流会をグループホームと連携して開催し、介護者とグループホ
ーム入居者の交流の場を設けることで、介護者の認知症への理解を深めること
ができました。
○令和２年度へのつながり 
・民生委員等地域関係機関との連携による見守りネットワークの強化を図る。 
・地域住民と共に高齢者が活躍できるように、サロンや高齢者クラブ、CSWと
連携する。 
・地域住民が認知症の理解を深め、認知症の方や家族に対する支援を展開でき
るよう十分な啓発を行う。 
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【足助地域包括支援センター 足助地区】
○事業目標 目標達成

○力を注いだ取組に対する評価 
地域の見守りネットワークづくり 
 社会福祉協議会・障がい者相談支援事業所と定期的に情報交換の場を設ける
ことで、幅広い世代に対して地域型センターの理解が進み、担当地区全体で、
早期に相談できるネットワークが構築でき、高齢者になっても住みやすい町づ
くりにつなげることができたと考えます。 
認知症に対する理解を深める 
認知症サポーター養成講座と認知症サポーターステップアップ講座を連続開
催したことで、１０名以上の受講者を確保できました。認知症への理解を深め
た受講者の多くが、ボランティアとして活躍したいという意向があり、新たな
担い手の創出につながりました。 
介護支援専門員との連携に向けた関係づくり 
 多職種との合同研修から、担当地区内のゴミ出しボランティア等インフォー
マルサービスの立ち上げにつなげることができました。また、研修や事例検討
会をきっかけに介護支援専門員と多職種のネットワークが構築され、個別支援
の充実に寄与したと考えます。 
○令和２年度へのつながり 
・認知症サポーター養成講座と認知症サポーターステップアップ講座の定例化、
サポーターの活躍の場づくりを行う。 
・「集いの場（サロン・自主グループ等）」への訪問を行う。 
・ＡＣＰをテーマにした事例検討会を実施する。 
・令和元年度把握した情報を活用した地域資源マップの情報を更新する。
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【まどいの丘包括支援センター 下山地区】
○事業目標 目標達成

○力を注いだ取組に対する評価 
認知症・高齢者支援への理解を深める 
 子育てサークル向けに実施した認知症サポーター養成講座終了後、グループ
ホームと連携して交流の場を設けたことで、若い世代の認知症への理解を深め
ることができました。今後も継続して多世代による見守り体制の構築に向けた
取組がされることを期待します。 
地域の見守り体制の強化 
 地域型センターの業務内容を説明した独自のチラシやステッカーを作成し、
ささえあいネット登録機関等へ配布したことで、地域型センターに対する理解
が深まりました。支援を必要とする一人暮らし高齢者等の見守り体制の強化に
つながる取組です。 
消費者被害に関する啓発 
 多くの地域行事に出向き、市内で多くみられる詐欺をテーマに寸劇を行うこ
とで、地域住民が詐欺を身近な自分事として意識でき、啓発活動として有意義
であったと考えます。 

○令和２年度へのつながり 
・認知症高齢者への多世代からの見守り体制の拡充とつながりづくりを行う。 
・地域関係者（民生委員・行政支所・地域関係者）と、より密な情報交換を行
い、実態把握を強化する。 
・聴取した困りごと・課題を元にコミュニティソーシャルワーカーと協力し、
自治区の特性に合った支援体制を構築する。
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【ぬくもりの里包括支援センター 旭地区】
○事業目標 目標達成

○力を注いだ取組に対する評価 
気になる高齢者の早期発見・支援につなげる 
民生委員と介護支援専門員との情報交換会で、実際に気になる高齢者の情報
交換を行ったことで、顔の見える関係づくりができました。地域型センター職
員も、民生委員と連携しながら適切な支援につなげることができました。 
介護予防の啓発 
足助病院監修のもと作成した「健康体操パネル」を介護予防教室で毎回使用
することで、地域住民にとって馴染みのある、自宅でもできる体操として介護
予防に寄与したと考えます。 
地域住民の認知症の理解を深める 
中学生や商工会等を対象に計６回の認知症サポーター養成講座を実施し、幅
広い世代に認知症の理解者を増やすことができました。また、認知症予防につ
いての講座を継続して開催したことは、認知症の理解促進につながり、地域住
民が互いに助け合えるまちづくりに寄与していると考えます。 

○令和２年度へのつながり 
・地域の集いの場に参加し、実態把握を行い、高齢者の異変を早期に把握する。
また、地域の見守り意識の向上を図る。 
・引き続き「健康体操パネル」を活用した介護予防教室を行い、自主的な介護
予防につなげる。 
・認知症の理解と予防の啓発を脳いきいき講座修了者と共に行う。
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【いなぶ包括支援センター 稲武地区】
○事業目標 目標達成

○力を注いだ取組に対する評価 
関係機関との連携強化 
 今年度新たに３つの自治区で民生委員等と協力して、「高齢者支援マップ」を
作成し、連携が強化されました。また、マップとして見える化したことにより、
高齢者支援を円滑に行うことができると考えます。 
認知症に対する理解を深める 
認知症カフェ開催の周知方法として、回覧や訪問時の声かけに加え、防災ラ
ジオを活用したことで、新しい人の参加につながりました。その結果、参加者
が通常の２倍以上となり、地域住民の認知症に対する理解促進に寄与したと考
えます。 
地域におけるネットワークづくり 
積極的に地域へ足を運んだことにより、地域型センターの活動・役割の認識
が深まり、地域との連携を強化することができました。これにより、気になる
高齢者の情報を早期に得られ、必要な支援につなげられたことを評価します。
今後も、積極的に地域との連携づくり・連携強化に取り組まれることを期待し
ています。
○令和２年度へのつながり 
・地域に積極的に出向き、顔の見える関係づくりを継続しながら、地域の高齢
者の実態把握や課題の早期発見や早期対応を行う。 
・地域全体で認知症の理解を深めて、介護予防の意識啓発や事業を関係機関と
連携を図りながら行う。 
・安心して生活できる地域づくりのため、ささえあう方法や気づきポイントを
提案し、ささえあいネット登録機関や関係機関との連携強化を継続していく。
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【基幹型センター】 

【基幹包括支援センター】
○事業目標 目標達成

○力を注いだ取組に対する評価 
認知症初期集中支援チームの周知・関係機関に対する支援のノンストップ化 
 専門職部会との連携を図ることで、男性介護者交流会の開催につながり、男
性ならではの困りごとが共有できる場となったことから、参加者にとって有意
義な時間になったと考えます。また、認知症地域支援推進員が初期集中支援チ
ームに相談しやすい雰囲気づくりをするため、季刊誌を作成したり、図書の貸
出コーナーを開設する等、つながるきっかけを作ることで、実際の相談に結び
付いたことから、初期集中支援チームの役割が浸透したと考えます。 
個別支援能力の強化 
介護支援専門員に実施したアンケート結果をもとに、参加者の意見を反映し
た研修を開催したことで、支援力向上につなげることができました。また、主
任介護支援専門員の更新研修の受講要件に該当するような研修計画を立案する
ことで、主任介護支援専門員の負担軽減を図ることができました。 
地域包括支援センター職員の人材育成 
新規開設した地域型センターが事業計画を達成することができるよう、助言
や相談対応、事業計画の進捗確認を適宜実施し、必要に応じて現地での支援を
行う等、丁寧な支援ができました。また、ブロック協力事業において、まとめ
として報告会や交流会を企画したことで、ブロック間で成果を共有でき、次年
度へのつながりが明確になったと考えます。 

○令和２年度へのつながり 
・認知症初期集中支援チームと専門職との連携強化を図る。 
・多職種連携による個別支援能力を強化する。 
・人材育成による地域包括支援センターの機能強化を図る。



５ 地域型センターの具体的取組事例 



多世代・他機関参加型の徘徊模擬訓練の実施 ひまわり邸地域包括支援センター

①目指す姿・困っていたこと ②取組内容・工夫したこと

③効果（見込み）

・認知症になっても地域の理解と協力に

より、生活し続けられるような地域

・多世代交流や意見交換の機会が足りない

・認知症サポーターが活動する機会がない

●毎年自治区と共催して「徘徊模擬訓練」を実施している●
目指す姿

困っていたこと

●さまざまな世代の地域住民の方々に
対する認知症の理解や協力者を拡げて
活躍の場を作ることにつながった。

●新たに訓練を行った自治区で
ささえあいネットの登録を行うことで、
見守りの目を増やす
ことができた。

【豊田警察署との連携】
豊田警察署生活安全課と、訓練実施について事前打ち合わせを行った。
当日は家族役が豊田警察署へ連絡をして、通報の訓練を行い、実際の
場面を他の参加者にも確認してもらった。

【社協、市役所との連携】
訓練前の認知症サポーター養成講座から、社協や高齢福祉課に関わってもらい、寸劇や
当日の役割を依頼している。

【地区内のグループホーム職員の参加】
崇化館地区にあるグループホーム職員に認知症サポーター養成講座と訓練当日に参加して
もらい、講話や役割を依頼している。

【認知症サポーターの参加】
前回訓練を行った自治区で認知症サポーターとなった方に、今回の
訓練でボランティアとして活動を依頼した。

【地区小学校の認サポ】
訓練地区の小学校で訓練前に認知症サポーター養成講座を行い、認知症への
理解を深めた。また、講座実施後に訓練のチラシを配布することで、小学生だけでなく
親世代の参加にもつなげられるようにした。

【ささえあいネット登録勧奨】
訓練地区の店舗や事業所でささえあいネットに加盟していない所を調べ、
訓練のお知らせと共に、ささえあいネットへの登録勧奨を行った。
勧奨を行ったところ、全てでささえあいネットへの登録につなげることができた。

【GPS機器の使用】
高齢福祉課から事前にGPS機器をレンタルし、訓練で使用し、参加された方に実際の
使い方を確認してもらった。

認知症カフェ クローバー 豊田地域ケア支援センター

①目指す姿・困っていたこと ②取組内容・工夫したこと

③効果（見込み）

認知症の人とその家族、認知症に興
味、関心のある方、誰でも参加できる
集いの場所を提供し、美味しいコー
ヒー、お茶などがいただける場所（居
場所）を創造すること。

医療ｾﾝﾀｰもの忘れ外来の専門医の
よろず健康相談ができると良いと考え
た。

医療ｾﾝﾀｰ内にいる写真の得意な人、チラシ作りの上手な人にお願いし、チラシやポス
ターを作ってもらった。
カフェＰＲをするために医療ｾﾝﾀｰ内、外来、病棟にポスターを掲示して見やすく、参加し
やすい工夫をした。
毎月第2金曜日の14～16時と定例開催することで覚えやすくした。
カフェの前半は医師による健康講座を行い、後半には包括の季節に合った旬な話題や
座談会を行った。席を円卓にすることで初めて参加される方も入りやすいよう工夫した。
院内の喫茶店と共催しているので、季節に合ったお菓子を提供することができる。
ライバルはコメダと思い、近所のコーヒー屋さんでお茶をする感覚で参加ができるように
した。
雰囲気を出すために、先生とスタッフはカフェエプロンとキャップを身に着け、ドラマティッ
クな演出をしている。
近隣のグループホーム等の施設にもチラシを持って行きカフェのＰＲをした。

民生委員さんや認知症の方、認知機能低
下でひとり暮らしの方、施設に入所されてい
る方が集まり、参加者同士が顔なじみに
なった。お互いに声をかけあい交流が盛ん
になった。近隣や関心のある事業所からも
見学や参加があり交流が出来ておもいがけ
ない姿が見られたことがあり同席した家族
から良い反応をもらった。健康問題に関す
る相談が医師に身近に出来るため参加者
からも満足していると良く言われている。
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地域とつながるきっかけをつくる
社会資源ガイドブックの作成

豊田厚生地域包括支援センター

浄水地区は交通の便が良く、豊田
市近隣に住む子ども世帯が他県の
親を呼び寄せ、単身、高齢者のみ
世帯で新たな生活をスタートさせ
る方が多いのが特徴。新しい地域
で閉じこもりがちになっている
方々が、人や地域とつながること
で、安心して生活できるようにし
たい。

・紹介した方がつどいの場に参加
することができ、閉じこもりの解
消と新たな交流機会をつくること
ができた。
・つどいの場を開催している当事
者にとっては、自分たちの活動を
地域の方に知っていただく機会と
なり、モチベーションの向上につ
ながった。

①目指す姿・困っていたこと ②取組内容・工夫したこと

③効果（見込み）

①つどいの場の情報収集
平成30年度から各高齢者クラブ、サロンを訪問。事前に
高齢者クラブ会長、サロン代表の方々にガイドブック作
成の趣旨を説明。その後、各つどいの場の代表者を通じ
て見学・体験しながら開催日、対象者、参加費等の確認
や、会の成り立ちなどをお聴きしました。

②社会資源ガイドブックの作成
各つどいの場の代表者に掲載する紹介文を依頼したものの、
包括はひな形を作成してほしい、との要望から、紹介文の
記載、写真などのレイアウトを包括が作成した後、社会資
源ガイドブック（案）を確認、修正していただきながら完
成させました。
つどいの場以外にも、ささえあいネット登録機関やフォー
マルサービス、当センターの紹介も掲載しました。

③社会資源ガイドブックの配布・設置
区長や民生委員児童委員、高齢者クラブ、ささえあいネッ
ト登録機関、ケアマネジャーなど多くの関係機関に出席し
ていただく地域ケア地域会議（ささえあいネット会議）で
配布できるよう、開催日までの完成を目標にしていました。
当日の参加者48名に配布、認知症サポーター養成講座など
の講座開催時に配布、区民会館や集会所等に設置、そして、
当センターが事前に把握していた閉じこもりがちな一人暮
らし高齢者、呼び寄せられた高齢者世帯等を訪問し配布し、
その方に合ったつどいの場をご紹介していきました。

居宅支援事業所と民生委員の連携強化を図る
情報交換会の開催

社協包括支援センター

●目指す姿
朝日丘地区の高齢者の介護に
関わる関係者が顔の見える関
係を築き、必要時にスムーズ
に対応できる体制となる。

●取り組み内容
情報交換会の開催（令和2年2月）
・民生委員、市福祉総合相談課、ケアマネ、包括の各業
務の紹介
・グループワーク、意見交換

●工夫したこと
・改選に伴う新任民生委員向けに基本的な内容を盛り込
み全員に理解しやすい内容とした。
・包括業務については民生委員を巻き込み、寸劇風の紹
介を行った。
・グループワークにおいては「買い物・送迎・電球交換
依頼や免許返納についての相談」など、身近な事例につ
いて『あなたならどうしますか？』と対応方法の意見交
換を行った。

●効果
アンケートより、各々の業務が理
解でき、互いに頼りになる存在で
あることを再認識していただけた。
ケアマネからは、次回のテーマと
して、地域資源の開発や、お助け
グループの立ち上げ・継続につい
て取り上げて欲しいとの意見があ
り、継続性のある取り組みとなっ
ている。

①目指す姿・困っていたこと
②取組内容・工夫したこと

③効果（見込み）
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様々な関係機関が参加した地域ケア個別会議 ほっとかん地域包括支援センター

①目指す姿・困っていたこと ②取組内容・工夫したこと

③効果（見込み）

認知症、視力障がいがある独居
高齢者。通行人が警察に通報、
保護されているとの情報もあり、
介入・支援が必要。

・・・しかし！本人は介入拒否をし
ている。
様々な機関を巻き込んで見守
りネットワークを構築したい。

地域ケア個別会議を開催しよう！

＜会議開催に向けての準備＞
各機関を訪問して情報収集
・マンション管理人・・・どの時間帯に本人が出歩いているか 
・交番・・・保護する時の状況は 本人の訴えは 
・金融機関、コンビニ・・・来店時の本人の様子は 
本人に関わってくれている様々な人たちで集まり、
情報共有をしたいと会議への出席依頼をした。
直接顔を合わせてお話できたことで、関係作りが

スムーズにできた。
＜会議の開催＞
参加者：自治区区長、副区長、マンション管理人、

金融機関、豊田警察署生活安全課、コンビニ、
訪問看護事業所、成年後見センター、基幹包括
（民生委員は都合つかず欠席）

※各機関が把握している、本人に関する情報を共有し、
状況整理をした。

本人の生活パターンがみえて
きた！
包括に連絡してほしいタイミン
グについて、共通認識を持っ
てもらえた！
本人に声かけをする場合、
どのような工夫をすると良いか、
みんなで考えることができた！

若年層をターゲットにした徘徊模擬訓練の実施 トヨタ地域包括支援センター

■幅広い世代に認知症の方
への理解を深め、認知症高
齢者やその家族が安心して
生活できる街づくりを行う
■自治区などに働きかけを
行ったが、徘徊模擬訓練に
つながらなかった

■就学前の子どもから高齢
者まで多世代が参加できた。
メインターゲットの小中学
生も積極的に参加できた。
徘徊高齢者への声かけの体
験の場となり、意識づくり
ができ、包括の周知の場と
なった。(参加者１７０名)

①目指す姿・困っていたこと ②取組内容・工夫したこと

③効果（見込み）

認知症啓発イベント
ひとり歩き（徘徊）おばあちゃんを探そう

日 時 Ｒ１.１０ 豊南交流館祭
対 象 小中学生をメインターゲット

多世代（子ども～高齢者）

目 的 認知症の方を身近に感じ、
困っている高齢者に声かけができる

内 容 参加者に
①声かけのポイント、対応の心得を
記載した栞を渡す。
②徘徊高齢者に扮した包括職員に、
声かけをしてもらう。
③上手にできたらシール貼付、景品を渡す。

工 夫 若い世代に抵抗なく参加してもらうため、
ゲーム感覚で行った。栞には包括の紹介、
かえるメール登録の協力依頼を掲載
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ゴミ出しに困った方への地域での支えあいづくり 地域包括支援センターくらがいけ

①目指す姿・困っていたこと ②取組内容・工夫したこと

③効果（見込み）

認知症の人や認知機能低下でひとり
暮らしの人が増えてきていた。一人の
人がゴミ出しで階段を踏み外し骨折し
た事もあり、他の方も認知機能低下と
共に体力低下でゴミ出しが困ってい
たので、地域の支えあいでゴミ出しが
出来たらと思った。

ステップアップ講座の中で、認知症サポーターになられた方々の活動事例を紹介。「くらがいけ喫
茶」と「くらがいけの認知症カフェ」でボランティアとしてイキイキとした姿を歌とスライドで紹介。ま
た包括職員で寸劇を行った後グループワークで「ゴミ捨てに困っているひとり暮らしの人」に対し
ての話合いを行った。支えあいの大切さを感じるように持っていった。

認知症の本人の参加もあり理想的な対応の仕方を真剣に取り組んだ。

区長さんや民生委員さんの参加もあり、認
知症の人や認知機能低下でひとり暮らしで
ゴミ出しの困っている人を意識していただけ
た。それによって、困っている人と同じ棟の
上に住んでいる人や近くの棟の人がゴミ出
しの際に声かけしていただき、一緒に捨て
てもらえるようになった。

認知症カフェにもお互いに声をかけあい参
加していただくようになった。初期の認知症
の人をカラオケやサロンへ誘う声掛けもさ
れるなどして上手に支えあいも出来ている。

介護予防教室の定期開催 地域包括支援センターとよた苑

地域の方の居場所のひとつ
となるよう、楽しく気兼ね
なく参加しやすい雰囲気作
りをし、継続的に参加する
ことで介護予防につなげて
います。

・とよた苑にて、毎月介護予防教室（おしゃべ
りサロン）を開催。（夏季、冬季の休みあり）
・美里中学校区の高齢者の方であれば、参加で
きる。
・自治区以外の様々な人とも交流ができる。
・毎回、脳トレや運動を行い、飽きないように
内容を工夫している。
・参加者同士で協力し、おしゃべりをしながら
楽しく過ごせるようにしている。

①楽しく簡単に自宅でもできる
運動を提案し健康意識を高める
②おしゃべりを楽しむ中で参加
者の状態を把握し早期発見、早
期対応の場としての効果
③介護サービス利用に不安のあ
る方の参加を促し適切なサービ
スにスムーズに移行できるよう
心理的抵抗を低くする場として
の効果

①目指す姿・困っていたこと ②取組内容・工夫したこと

③効果（見込み）
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包括の介護予防教室「フラトレ」から
地域での自主グループ化へ

地域包括支援センター益富の楽園

坂の多い町でのある益富地区
で生活するためには下肢筋力
を鍛え、地域の公共交通機関
を頼りに外出する傾向が考え
られるため、自立した生活が
できるようにフレイルを予防
していく必要があったため。
介護予防教室でフラトレを行
うことにした。

「フラトレ」実施の前に参加者に健康状態の問診を
行い運動負荷の調整に役立てた。また体力測定も事
前事後に行い「フラトレ」の効果を“見える化“に
して本人へのフラトレ等の有酸素運動の有効かつ必
要性を見ていただくことが出来た。それを継続して
いただくために地域の交流館と話し合いを重ね自主
グループ化をして「フラトレ」を続けていくという
ことを実現化させた。
大型の鏡に姿勢を映すことで筋力のバランス状態を
知ったり、近隣のデイサービス利用者に作成協力を
頂いたパウスカートを着用し気分も「アロハ」でい
ろいろな意見交換のしやすい環境になり仲間づくり
にも役立った。

フラトレでは「ハワイ系音
楽」に合わせ、足踏み、ス
テップを踏んで有酸素運動と
手足の違う動きを行う事が脳
トレになり、さらに筋力アッ
プや仲間作りにつながり、参
加者は今後継続して行う事の
意義を感じ、益富交流館にて
自主グループ活動を行う事に
つながった。

①目指す姿・困っていたこと ②取組内容・工夫したこと

③効果（見込み）

相談や介護保険代行申請を受けたその後についての
状況把握の方法

地域包括支援センターかずえの郷

①目指す姿・困っていたこと ②取組内容・工夫したこと

③効果（見込み）

相談や介護保険代行申請を受けた
内容を包括内で共有することで、再
度の連絡時等にスムーズに対応で
きるのではないか。

また、申請結果を把握することで、
地域の状況等の把握にも繋がると
考え取り組みを行っている。

＜介護保険代行申請＞
代行申請を受けたら一覧表ファイルに記載。変更申請は赤字で記載。

受付日 被保番 氏名 年齢 生年月日 電話 主治医 申請日 結果 受付者

住所 相談内容

相談内容には、身体状況、なぜ介護保険申請に至っ
たのか、今後どのようなサービスを希望なのか、どの
タイミングで関わっていくのか などの内容を簡潔に
わかりやすく記載。

申請結果の連絡を受けたら
記載。１ヵ月半程度経過し
ても連絡が無い場合には
包括から連絡し確認。

・項目については問い合わせがあった際にあると便利だと思う項目をピックアップ。

代行申請：介護度・申請理由・自治区別など年度で集計。
相談内容：内容・自治区別でまとめる。

毎年開催している地域ケア会議で自治区区長、副区長、民生児童委員、高連へ情報
提供し情報を共有。
ささえあいネットワーク会議時にも情報提供し担当地区の状況を共有。

＜相談＞

包括日誌に相談者・相談内容・連絡先等を記載。その後の状況把握をした際には赤
字で記載。引き続き相談を受けた際には、『○月△日相談』と関連付ける。

・代行申請の結果が出たとの連絡を
受付者以外でもスムーズに対応でき、
サービス利用等の相談にその場で繋
げる事が出来るようになっている。

・地域ケア会議で自治区の方にも
知って頂くことで、自治区でどのよう
な状況なのか、どのような事が心配
なのかなど知って頂ける機会となり、
連携が取りやすくなっている。
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ICTの活用「業務削減計画 わたし定時で帰ります」 ひまわりの街地域包括支援センター

①目指す姿・困っていたこと ②取組内容・工夫したこと
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CBCテレビでも紹介されました！
喫茶ほほえみ～認知症カフェ～の取り組み

わかばやし園

地域包括支援センター

①目指す姿・困っていたこと
②取組内容・工夫したこと

③効果（見込み）

平成２９年より地区内で認知症カフェを一緒
に立ち上げてもらえるサロンや事業所を

包括で模索。その中で、地区内唯一のグ
ループホームであるほほえみの里若林より
「もっと地域住民と繋がりたい。認知症につい
て知ってほしい。」との声が運営推進会議内
で上がっていた。立ち上げを包括より打診。
地域の民生委員やボランティアに力を貸して
もらえるよう包括が調整。
平成３０年６月に共同で立ち上げた。

立ち上げまでに入念な打ち合わせや目指す
カフェのあり方について、議論を重ねる。

地域の認知症の当事者やその家族、認知症
を学びたい地域住民をターゲットに寄り添い
型の明るいカフェを目指している。

１、役割分担を明確に・・・

ボランティアさんは、受付や飲み物の提供の手伝い、必ずテーブ
ルについておしゃべりをしてもらっています。

グループホームさんには当日のおやつの企画や準備、ゲームや
カフェ運営全体を統括してもらっています。

包括は相談やケアパス等を活用して認知症ミニ講座を担当。ま
た、毎回チラシを作成し、回覧板で周知し集客するのは包括の
役割です。

２、毎回開始前と終了後には打ち合わせや反省会を・・・

運営スタッフ全員で開始前ミーテイングを実施し、今日の流れ
や役割を確認します。

終了後には、しっかりと反省会を行い、参加者の情報を共有し
たり、次回修正すべき点等を話し合います。この反省会で改良
を重ねることでスタッフの意見を反映、集約しています。

３、認カフェちらしにも工夫を・・・

認カフェちらしには、次回の予定だけでなく、その月のカフェの
様子を写真盛りだくさんで伝えます。また、ボランティアさんを
紹介したり、匿名で参加者の思いを記事にして紹介していま
す。必ず記載する内容として、認知症カフェとは…の解説文を
毎回掲載しています。偏見なく、正しく認知症カフェが地域で
周知されるよう工夫しています。

認知症の当事者とその配偶者が複数組、
認知症の夫を介護し亡くした妻等も参加し
てくれています。ボランティアの中にも、
認知症の親の介護をしてきた方もいます。

豊田市家族介護交流会等に参加される方
の口コミ等もあり、これまでは他地区からの
参加者も多くありました。
そのきっかけから、CBCテレビでも一部取り
上げて頂きました。

認知症の当事者や介護者目線で、居心地
の良い、温かいカフェを追及しています。

４、参加者が介護への思いを語る会も企画

カフェ内で地域の方に知ってほしいと、介護者が認知症になっ
た妻への思いや介護への思いを語る会を企画。イベントは
極力少なめに、参加者がありのまま思いを共有できる場を
提供しようと努力しています。

地元の中学生も
ボランティアにいます

１、役割分担を明確に・・・

ボランティアさんは、受付や飲み物の提供の手伝い、必ずテーブ
ルについておしゃべりをしてもらっています。

グループホームさんには当日のおやつの企画や準備、ゲームや
カフェ運営全体を統括してもらっています。

包括は相談やケアパス等を活用して認知症ミニ講座を担当。ま
た、毎回チラシを作成し、回覧板で周知し集客するのは包括の
役割です。

介護予防手帳を活用した健康意識向上への働きかけ つつみ園地域包括支援センター

地域住民が主体的に介護予
防に取り組めるような仕組
みを作りたい。

自分たちで数カ月ごとに
チェックリストを行い、目
標を立て、評価することで、
意欲的に介護予防に取り組
むことが出来る。

①目指す姿・困っていたこと ②取組内容・工夫したこと

③効果（見込み）

介護予防手帳を購入し、各サロンと認知症カフェ参
加者に配布。
サロンにてチェックリストを行い、自分の目標を立
ててもらった。
また、ボランティアポイントをつける欄に、サロン
に参加したらスタンプを押してもらうよう、サロン
代表者にお願いし、サロン参加への動機づけに役立
てた。
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事業所の紹介ブック作成・配布による医療との連携 みのり園地域包括支援センター

①目指す姿・困っていたこと ②取組内容・工夫したこと

③効果（見込み）

ケアマネの声収集『主治医の先生と
もっと！ぐっと！繋がりたい！！』

連絡票が戻って来ない。医療系サービス
について相談したかったがよろしくのみ
だった。個人医院は診察中が多く上手く
連携できない。等などの声多数。

～こうなると連携しやすいはず～

連携の仕方が見える。
顔の見える関係。

内容の検討から作成まで
参加事業所12ヶ所 オブザーバー参加2ヶ所

（医師に知って欲しい！掲載内容のポイント）
・ケアマネの仕事の説明
（連絡票依頼やプラン交付など）
・居宅と包括の違い
・事業所のPR（強み、ウリ、事業所母体全体の事業など）
・職員紹介（写真、イラスト、氏名、基礎資格、コメントなど）

各事業所が同じ
ひな形で作成し
見やすくする。

配布先は若園、高岡、前林地区内の
医院、診療所11ヶ所

同行希望のケアマネと一緒に医師へ
直接手渡し。

ケアマネ事業所紹介ブックの完成

（医師からこんな声をいただきました）
・診療時間内に電話をください。相談の時間を打ち合わせしたいです。
・まだ十分に介護保険のサービスを受けられていない方がみえますので
申請を含め紹介していきたいと思います。

（配布同行のケアマネさんからは）
・直接お話しする機会がなかったので挨拶でき良かった。

・配布時に得られた、医師と連絡が取れ
る時間や方法等を一覧にしてケアマネ
へ配布し利用効果を集約中。
・市外病院のワーカーからも紹介ブック
の希望有。

・顔の見える関係へ一歩近付いた。
・年に1回の内容更新を継続。
・参加事業所、配布先の医院診療所が同
じ内容の紹介ブックを備えており情報
の共有化の一歩になった。

近隣の居宅介護支援事業所を対象とした事例検討会の実施 こささの里地域包括支援センター

居宅介護支援事業所のケア
マネさんの業務に役立つ事
例検討会を開催する

・大人数での事例検討会を毎年開催していたが、広く浅
くになりがちになっていたので少人数での事例検討会を
企画した

・事例の内容も包括が関わっているものでなく、今現在
ケアマネさんが悩んでいる事例をケアマネさんから提供
してもらい実際の業務に直接関わる話し合いができるよ
うにした

・ケアマネさんが興味を持てる内容の情報提供として、
住宅型有料老人ホームの施設長に来ていただき、住宅
型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の
サービス内容やケアプラン作成の考え方などの講話を
していただいた

・少人数だったのでより深
い話し合いができたり、今
後困った事があったら聞き
合える関係づくりの場の提
供ができた
・時間配分や情報提供の内
容に課題が残った

①目指す姿・困っていたこと ②取組内容・工夫したこと

③効果（見込み）
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介護支援専門員の後方支援台帳 豊田福寿園地域包括支援センター

・ケアマネから相談があっ
た時に誰もが状況把握がで
きる。
・一緒に情報を整理し、題
を抽出する。
・必要であればｹｰｽ検討や
地域ケア個別会議に繋げる。 ・平成28年度より支援台帳を開始。

・毎年、更新をしている。
・エクセルシートにて管理。

★この支援台帳を有効的に活用するためには、項目
の追記や内容の変更が必要である。
例えば…

相談内容の項目を追記→内容に対して具体的な支援
内容を記入→その都度、問題点を抽出→問題点が多
く浮彫されたものについてはｹｰｽ検討会や地域ケア
個別会議などに繋げる

支援台帳を活用することで、
個々の問題から地域の問題
の抽出に繋がる→井郷地区
の把握ができる

①目指す姿・困っていたこと ②取組内容・工夫したこと

③効果（見込み）

高齢者の活躍の場となっている「サロン石野」 石野の里地域包括支援センター

認知症カフェ：サロン石野
昨年度参加者の減少が見ら
れたため、参加者の増加を

見込む必要あり。

サロン石野にてズンドコ体操を練習し、石野の里デ
イサービスでの発表（11月）を行うことで参加者
の増加を図った。
体操を分かりやすくするために、スタッフが踊って
いる写真を大きく貼り出して図解。また踊りに使用
する小道具に華やかな装飾をし、参加者の気分の盛
り上げを図った。
認知症サポーターぷらすさんにも協力してもらい、
飾りつけなど高齢者だけでは大変な作業に協力して
もらい、華やかな会場づくりを手伝ってもらった。
冬の季刊誌に踊りを発表した際の様子や行事の様子
の写真を載せ、サロン石野のPRを図った。

行事の様子を季刊誌に乗せ
ることで、今まで参加して
いなかった認知症高齢者、
またその家族に興味を持っ
てもらい、参加者人数の増
加見込みであったが、コロ
ナ禍のため判定できず。

①目指す姿・困っていたこと ②取組内容・工夫したこと

③効果（見込み）
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ケアマネサロンによる後方支援 地域包括支援センター猿投の楽園

居宅介護支援事業所のケア
マネジャーとのつながりを
深め、相談しやすい関係つ
くりを目指す。
また、一人ケアマネ会も支
援しており、一人ケアマネ
が孤立しないよう困りごと
や悩み事を共有する。

Ｒ1.6は、「介護医療院について」 参加者31名

Ｒ2.2に「ケアマネのお悩み事～ワールドカフェ方式～」
を予定していたが、新型コロナウイルス拡大のため中止。

純粋にサロンだけではなく、ミニ講座も行い一人でも多い
参加を呼びかけた。ミニ講座後に包括職員が各テーブルに
着き、交流や相談など行っている。サロン構成としては、
ミニ講座とサロンタイムと半々くらい。出入り自由。

開催時期としては、毎月の給付業務が始まる前くらいが、
参加しやすい。

①目指す姿・困っていたこと ②取組内容・工夫したこと

③効果（見込み）

・ケアマネジャー向けの研修
が多く、業務に密着した内容
をミニ講座に持ってくること
で、楽しみにしていただいて
いる。

・アンケート結果から～ケア
マネジャー同士の交流の場と
して活用してもらえた。

季刊誌による地域の集いの場の周知 地域包括支援センター保見の里

1.近所にあった喫茶店が閉店
した
2.そもそも出かける先が無い
（少ない）
3.離れたお店へは、マイカー
が無いと、行く手段が無い
4.高齢者が家に閉じこもりがち

家にこもらず外出できる

1. 社会資源を調査
*区長、高齢者クラブ会長、地域の方などに聞き取り調査

2.現在活動中のグループや「集いの場」、新しく活
動を始める「集いの場」を取材

3.季刊誌で紹介

4.自治区回覧板で周知

気軽に出かける場所を知っ
てもらうことで、新たな仲
間を作り、楽しみを見つけ
る。
＊取材をしたことにより、地
域の高齢者の実態把握、個別
相談につながった事例があっ
た。

①目指す姿・困っていたこと ②取組内容・工夫したこと

③効果（見込み）

目指す姿
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住み慣れたまちで高齢者が安全に生活するために
（警察との連携による講座） 笑いの家地域包括支援センター

＜困っていたこと＞
・高齢者が運転する自動車事故の増加によ
り、家族は運転を止めさせたいが、本人が
納得できず止めることができないという相
談が増加。
・巧妙な詐欺やその予兆電話の相談の増加。

＜目指す姿＞
・判断能力や身体機能が低下しても事故や
詐欺で本人や家族が困らないように生活し
たい。

①目指す姿・困っていたこと ②取組内容・工夫したこと

③効果（見込み）

・講師は、事故やその指導、詐欺被害の実情を把握している、
豊田警察の交通安全課、生活安全課に依頼した。

・警察 事前打ち合わせを2回行う。松平の現状を伝え、
運転を止めると移動手段に困る方が多い為、積極的に
免許返納や運転を止める内容ではなく、当事者の立場で
話していただけるように依頼した。

・包括内 事前打ち合わせを行い、各役割分担を決めた。
準備、司会、受付、駐車場係、報告書等。

・地域住民37名、他包括4名の参加があり、
テーマへの関心の高さを感じることができた。
・アンケートでは、自分の運転をふり返る
きっかけになった、自分は大丈夫と過信しな
いよう注意していきたい等の感想があった。
・質問では、後付け安全装置の助成について
や免許返納時のアクセスが悪かったこと、市
内の右折車線をもっと充実させて欲しい等、
住民の具体的な意見を伺うことができた。
・参加された他包括も今後講座を検討したい
と言われ、警察に交渉をされていた。
・参加者が家族や周りの方々にも講座内容を
周知していただけるよう期待したい。

・講座チラシでは、当事者目線で分かりやすい言葉を使用
し、身近な問題として感じてもらえるような内容にした。
（消費者被害よりも分かりやすい「詐欺被害」等）

・チラシは回覧板を利用し、その他参加していただきたい
方には個別に配布を行う。回覧板は1/1付として、帰省中
等の家族も見ていただき、関心を持っていただけることを
期待した。

・生活圏域が重なることが多い、同じブロック内包括にチ
ラシを配布し、講座を周知した。

・当日は質問時間をしっかり取れるように進行予定に配分
時間を記載し、二つの講座終了後にまとめて質問をいただ
く形にした。

ボランティアとして社会参加する意欲についての
アンケート実施

ふじのさと包括支援センター

①目指す姿・困っていたこと ②取組内容・工夫したこと

③効果（見込み）

介護保険を利用するまでではないが
少し体力気力が低下している高齢者
を訪問する中で、「わたしにも何かで
きればなあ」という声が数名から聞か
れた。その中で社会参加意欲がどれ
位の方にあるのか把握するために、
主にサロンに参加している高齢者の
方に向けアンケートを実施した。

サロン参加者の高齢者に向けて下記左のアンケートを実施。（５５名回収）
アンケートの結果、４２名（７６％）の高齢者が社会参加意欲を示された。
結果は下記右参照。

運転はできなくとも、自分にできる
ちょっとしたことならしたい、という声
が多く聞かれた。

まだまだ元気で参加意欲のある高齢
者がマンパワーとして眠っていること
に気が付いた。

今後、地域の声を聞きながら、ＣＳＷ
とも連携し、町単位でのお助け隊や
お助け人材バンクなど検討していき
たい。
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メグリアカルスポでの認知症サポーター養成講座の開催 地域包括支援センター藤岡の楽園

■困っていたこと
レジを通らず、カートのまま出ていく
認知症の客への対応にあたっていた

■目指す姿
• 認知症でも安心して買い物できる
• 客同士で見守り、支え合える

■効果
① ロールプレイにより、認知症のか
かわり方の理解が深まる（アン
ケートより）

② 5名の認知症支援協力に賛同いた
だく。今後認知症カフェなどの事
業展開の際に協力を依頼。

③ 包括と店舗との関係性が強化。何
かあれば連絡いただき、早期に対
応することが可能となった。

①目指す姿・困っていたこと
②取組内容・工夫したこと

③効果（見込み）

＜取り組み内容＞
• 地域の生活拠点であるメグリアで、認知症サポーターを開催。
• 認知症サポーター養成講座とステップアップ講座の2回セッ
トで開催。

• 案内チラシを店内入り口に掲示、持ち帰り用に配置。

＜工夫したこと＞
• 認知症サポーター養成講座後、受講者に学びたい内容を意見
聴取

• 「対応について学びを深めたい」という意見をステップアッ
プ講座に反映。寸劇形式のロールプレイを実施。

• 受講後アンケートで、認知症支援への協力賛同者を募る

社協との連携による男の料理教室の開催 ふくしの里包括支援センター

①目指す姿・困っていたこと ②取組内容・工夫したこと

③効果（見込み）

集まる
場所

男性が
楽しめる
場所

料理
教室

ささえあいネット会議のグループ
ワークで「自分の望む暮らしをする
ために地域に何があれば良いか」を

みんなで考えた。

『男性の居場所』として今年も活動継続決
定 加えて、健康意識の向上も目指し、R2
年度からは、ヘルサポと共催にて開催予定。

目指す姿・望むもの

①アンケート実施
H30年に介護認定がない65歳以上のひとり暮らし、
配食サービス利用者に実施。
結果 『85歳以上の外出減、

女性より男性の幸福感、健康意識が低い』

②ささえあいネット会議 開催
＊①の目指す姿・困っていたこと参照

③男性の料理教室 実施（①・②の結果より）
ささえあいネット会議で出た意見をまとめ、『男性の料理教室』の
開催を社協 地域福祉担当に提案。話し合いの結果、開催を決定 

回数 日時 参加者数
第1回 R1年6月28日 9名
第2回 R1年10月30日 11名 増加 

一部抜粋

〈周知方法〉
ちらしを全戸配布

ささえあいネット会議出席者（男性のみ）に手紙配布
一人暮らしの男性に電話・訪問
ふくしの里の施設内に掲示

①参加者の増加 
第1回開催時「また来たい」「みんなで食べ
るとおいしい」と好評にて、第2回開催 
第1回の人が誘い合い、新しい参加者が増え
ました。

②ヘルサポと共催
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社協との定期的な連携会議をきっかけに
社協を含めた地域関係機関の連携強化に繋がる

足助地域包括支援センター

■問題意識
同じ地域の中で様々な機関が似たような
内容の会議や事業を行っていて各機関の
連携が不十分
■目指す姿
限られた地域資源の中で、行政、社協、
包括、地域住民が地域課題解決に向けて
話し合う場がある。

社協足助支所地域福祉担当、社協障がい相談支援事業所の
職員と定期的（１回/３か月）な打ち合わせを実施。

＜打合せ内容＞
・社協、包括が地域に対して行っている事業の情報共有
・高齢者の困りごとに対する有償ボランティア等の検討
・足助中学校での福祉総合教育について
・サロン訪問の打合せ（同行訪問やサロンの課題等）
・複合課題を抱える世帯に対する支援について情報共有

＜打合せまでの経緯とその後＞
以前から包括と社協で話し合いは行っていたが、頻度は年１回、内
容はサロンの情報共有が主だった。
①に挙げたように各機関がどの様なビジョンでどの様な動きをして
いるのかあまりわかっておらず、顔を合わせて話し合う事が必要だ
と感じて、社協職員へ相談。
定期的な打ち合わせの機会を持つこととなった。
話し合いはあまり形式的なものでなく、ざっくばらんに話し合う形
で行った。
その結果、③に挙げた効果に繋がるきっかけとなったことや、ケー
スや実施事業について日常的な相談がしやすくなる等、距離が近く
なったことも効果の一つ。

■効果
①高齢者地域課題検討会議発足
行政支所、地域保健課、社協、民間
（たすけあいプロジェクト）、地域住
民（区長）、包括が参加。限られた地
域資源の中で地域課題解決に向けて話
し合い、実際に取り組むことができる
ようにする。
②有償ボランティアの創出
ゴミ捨てや草取り等が難しい等の課題
を抱える高齢者の情報共有。社協が中
心となり包括・ケアマネが連携して地
域住民や障がいサービス事業所が有償
ボランティアのマッチングを行った。

①目指す姿・困っていたこと
②取組内容・工夫したこと

③効果（見込み）

消費者被害に関する啓発・寸劇の実施 まどいの丘地域包括支援センター

地域住民・高齢者が消費者被
害に遭わないために啓発を行い、
地域で安心して過ごしてもらう。

サロンや高齢者クラブ、ボラン
ティア連合会・民生委員が主催す
る交流会、シルバー人材センター
会員会合、地域のお祭りにて具体
的に流行りの手口を再現した寸劇
を実施することで、増加傾向と
なっている高齢者消費者被害防
止・啓発が行えた。

①目指す姿・困っていたこと ②取組内容・工夫したこと

③効果（見込み）

消費者被害に関する流行りの手口を伝えるため、寸劇を実
施した。分かりやすい言葉（方言）で台本を作成する他、リ
アリティーを持たせるために仮装を行う等の工夫をした。規
模に応じて、民生児童委員など地域住民が知っている人に配
役に加わってもらった。
サロンでの寸劇後、これまでに怪しい電話や訪問が無いか

情報共有する時間を設けた。自地区で実際にあった手口（社
協職員を名乗る者から電話があったこと等）を参加者へ紹介
し、注意喚起を行った。
民生児童委員と連携する上で、民生児童委員会時に寸劇へ

の参加を依頼して、内容は意見を聞きながら改善を行った。
また、寸劇練習が負担にならないような時間帯に調整をした。

サロンで実施した寸劇の内容 イラスト作／愛知警察
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足助病院監修の健康体操パネルをつかった介護予防教室 ぬくもりの里包括支援センター

①目指す姿・困っていたこと

③効果（見込み）

筋力アップ体操が習慣化し、
いつまでも畑仕事ができる。

・畑仕事をすると、腰痛、膝痛
が出る。

・畑仕事をして体を動かしてい
るので、運動はできていると
思っている。

・介護予防の知識習得

・毎月、繰り返し体操を行う
ことで、自宅での体操が習
慣化し、筋力の維持向上に
つながる。

・病院監修のパネルを使うこ
とでわかりやすく、有効的な
体操ができる。

足助病院理学療法士、地域保健課保健師と
連携した取組（2年目）

【取組のきっかけ】
野菜を出荷しているグループ
からの依頼
いつまでも元気で生きがいを
持って野菜づくりが行いたい。
毎月、野菜づくりの講習会を
しているが、その時に、健康
づくりの講座を開いて欲しい。

【取組内容】
講座は月に1回
毎回健康体操を行う。
・体力測定の実施
・測定結果説明
・地域保健課元気アップ教室
・フレイル予防講座
・お口の健康、口腔体操講座
・1年間の振り返り

②取組内容・工夫したこと

高齢者支援マップの作成による民生委員等との連携強化 いなぶ包括支援センター

地域に潜在している要支援
者の早期発見・早期対応を
行う

■自治区単位で情報交換会を開催した。自治
区長、民生委員、保健所、障がい担当、地域
福祉担当、包括が参加して、ひとり暮らし高
齢者・障がい者・気になる世帯について情報
の共有を行った。

■関係者が代わっても活用できるよう、情報
交換会ででた要支援者を色分けし高齢者支援
マップを作成。

■関係機関が連携した支援ができるよう確認
し、具体的な支援に繋がるような意見交換を
行った。

①複合的な問題を抱えている
世帯への関わり②ごみ屋敷に
なっているひとり暮らし高齢
者の支援③問題がある高齢者
への見守り支援などに繋げる
ことができた。

①目指す姿・困っていたこと
②取組内容・工夫したこと

③効果（見込み）
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６ 今後の取組 

令和２年度は、３か年計画の最終年度であるため、従来の単年度における評
価に加えて、平成３０年度に設定した長期的な目標に対する評価を実施する予
定である。３年間の取組に対する成果を踏まえ、次期の取組へつなげていく予
定。 



７ 関係資料 



令和元年度事業評価スケジュール
資料１

H31 R1 R2

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

市

地
域
型
セ
ン
タ
ー

運営協議会

R1事業計画

ヒアリング

H30事業評価

結果公表、

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

H30事業評価

事例報告

【Plan】計画

R1事業計画

策定

基
幹
型
セ
ン
タ
ー

【Check】 点検・評価

Ｒ2予算要求・

実施方針・委託仕様内容検討

R2実施方針・委託仕様書・

事業評価様式決定

運営協議会

評価結果共有

情報共有

H30事業評価

結果提出

ヒアリングの報告

改善方策の共有

地域型センターの後方支援（取組内容や進捗状況等に対する助言・支援）

R1事業

計画提出

・センター毎に事業計画の策定

・事業計画について３者でヒアリングを

実施し、必要に応じ修正

・運営協議会にて全体概要を報告

・事業計画に即した事業の実施

・必要に応じ、基幹型センターが支援

・事業実施後、各センターは自己評価

を行い、事業評価表を提出

・市が最終評価決定

・運営協議会にて全体結果を報告、

評価

・各センターに評価をフィードバック

・自己評価による改善点を翌年度計画
に生かす

・各センターの資質向上につながるよう、
センターの取組情報を共有し、課題

解決に向けた取組みを促進

・事業評価制度の改善

【Action 】 見直し・改善【Do】 実施【Plan】 計画

R1事業評価

事前提出

R1事業計画

変更期限

地域型センターへ

定期訪問

実績のヒアリング

内容精査

地域型センターへ

定期訪問

計画ヒアリング

内容精査

随時、状況報告

5
5



○○年度 地域包括支援センター事業計画・評価書（例） 資料２
センター名 担当地区

１ 活動目標（地域特性や地域課題を踏まえ、３年後を見据えた長期的な目標） □計画提出時 地区概況・地区把握表添付

２ 今年度の目標と成果

時期 実施時期

① 通年 通年（○件）

○月 ○月○日

○月 ○月○日

冬頃 ○月

○月 ○月○日
○月 ○月○日
通年 通年
○月 ○月○日
通年 通年

通年 ○ ○月開催

② 毎月 毎月開催
○月 ○月○日

○月 ○月○日
○月 ○月○日
○月 ○月○日
年2回 ○月、○月

○月 ○月○件登録

③ 通年
通年

○月
○月○日、○
月○日

○月 ○月○日、○
月○日

通年 通年

○月
○月

①②平均○○名の参加があり、認サポ修了者の活躍の場、地
域の自主グループの芸能発表・社会参加の場、グループホー
ム入居者には地域住民との交流の場になっている。参加して
いる民生委員からはカフェに来れない地域住民のために出張
カフェをしてほしいと要望があった。民生委員と協力するこ
とで、地域住民へ気がかりな高齢者について周知することが
できた。
④「エンディングノートについて講座を開いてほしい」とい
う住民からの声で開催に至り、住民に認知症について理解が
あるため必要性を感じての要望である。認知症に対する理解
が広がっている結果でもあり、元気なうちから準備できるこ
と・制度について正しく理解することに繋がっている。

②住民に関心の高い内容で介護予防教室を開催している。ま
た、サロン等では包括職員が毎回血圧・体重測定を行い、日
頃の悩みを聞いたり、測定に加え、地域住民とのコミュニ
ケーションの機会になっている。
また、あらかじめ市の健診結果を持参を呼びかけて、自身の
結果と照らし合わせて講座を聴くことで住民の介護予防に対
する意識を高めることに繋がっている。
③記録帳を作成し、可視化することで、個人の介護予防のへ
の関心を高めることに繋がっている。

④記録帳を継続し、活動的な生活が送れるようにする
⑤○○サロンの体力測定や記録帳の行動記録の内容分析を行う

①自主化した元気アップ教室を訪問し、運営の状況や悩みを把
握する

⑤ささえあいネットワーク登録店訪問（○件）
⑥ささえあいネットワーク登録勧奨

②健康講座開催

③体力測定を行い、個人結果表を作成し、体力の維持向上を図
る

①認知症カフェ開催 ○○交流館 ア 全て予定通り実施。 イ 該当なし。
ウ ①②③⑤⑥認知症に対する偏見の軽減に加え、「認知症があるなしではなく、その場を楽し
く共有すること、話を丁寧に聞くこと」の重要性を理解してもらえた。①②心配な方を見つけ出
し、介護保険申請や家族へ連絡した方が3件。認知症サポーター養成講座受講者の活躍の場に
なっている。グループホームの方も参加し、地域住民の方との交流の場になっている。④元気な
うちに準備できること、制度について正しく理解してもらえた。
エ ①地域の自主グループによる発表などを盛り込み、カフェの周知と同時に自主グループ社会
参加の場として利用できるようした。②民生委員に協力をお願することで、地域住民への説明や
準備がスムーズにできた。
オ ②サロンや高齢者クラブのない地域では気がかりな方が埋もれがちなため、地域へ出向く出
張カフェの開催が必要と感じた。③⑥認知症に対する支援者を地域で増やし見守り力の向上が必
要と感じた。

ァ 全て予定通り実施。
ィ 該当なし。
ゥ ②、③によって介護予防への関心が高まり、体力の維持の必要性を意識してもらえた。
ェ ②自分の検査結果と照らし合わせて聞いてもらった。③個人・地区別・年度別の結果表を作
成し、年代別平均を自分のグラフで確認できるようにした。
オ ②これまでは講義形式で、疾患やその予防方法について周知啓発してきたが、今後はもっと
住民が自主的に介護予防について考え、住民同士で協力して介護予防に取り組めるようにしてい
く必要がある。

 ・○○女性会

⑩包括内の事例検討会開催

目標 成果（自己評価） 取組内容等の報告
標題 内容 （取組プロセス・結果（→改善点）・効果）

各機関との情報交換の場を作
り、気軽に相談できる関係づ
くりを行うことで、ネット
ワークの構築を行う。また、
地域の高齢者相談窓口とし
て、個別ケースに丁寧に対応
することで、適切な機関につ
なぎ、ワンストップサービス
としての役割を果たす

②地域の自主グループと協働し、生活サポートブックの作成

③区長、民生委員との懇談会で地域特性について共有する

⑧出張相談で能動的に動き、個別ケースを対応することで、
早期発見と早期で丁寧な対応に繋げることができている。能
動的に動くことで潜在化している支援が必要な個別ケースを
早期に支援できるとともに、包括としての役割を地域に周知
できる。
⑩包括内で事例検討を行い、３職種の専門性を踏まえた見方
で支援を継続することができる。また、包括職員の資質向上
に繋がっている。

ァ 全て予定通り実施。 ィ 該当なし
ゥ ② ⑥のような関連機関との会議等の実施や事業所訪問した事で、顔の見える関係づくり、
包括の活動や役割の周知や地域課題の共有ができた。このような関係づくりが、「気軽に相談で
きる包括支援センター」に繋がっていくと実感している。①、⑦ ⑩により個別ケースを丁寧に
対応したことで、地域住民が困った時には包括に相談しようという安心感を与え、地域における
包括に対する信頼の積み重ねができた。
ェ ①電話ではなく、可能な限り訪問による実態把握を行った。⑥市外医療機関との連携強化が
できた。⑧ふれあいサロンと元気アップ教室の開催日に重ねて相談しやすい日時を設定した。⑨
新規相談を担当者ごとで書き出し、抱えているケースの可視化を行った。可視化することで、終
結までの丁寧な対応と職員間の情報共有ができた。⑩事例検討会の時間を設定して実施すること
で、普段の悩み相談ではなく、専門職同士が意見交換したり一緒に支援方法を検討することがで
きた。
ォ ⑤実施後も繋がり継続することが難しい。福祉委員と民生委員を兼任している方も多く、来
年度以降どのように地域住民との繋がりを強化していくかを検討していく必要あり。⑥開催後、
ケアマネから次回開催を望む声が多く、医療関係者との関わり方などの情報交換会や事例を通し
て共通認識できるような場を作っていくことが必要と感じる。⑨⑩は包括職員の資質向上につな
がるため、今後も継続と手法の検討が必要。

変更日（  年  月  日）

⑦地域ケア個別会議開催
⑥医介連携をテーマに事例検討会開催

認知症に関連する講座や認知
症カフェを開催し、地域にお
ける認知症の理解を広げる

変更日（  年  月  日）

高齢者が集まる場に参加し、
住民と一緒に介護予防に取り
組んだり、継続の悩みを聞き
ながら、集いの場の継続を支
援する。

変更日（  年  月  日）

③認知症サポーター養成講座

 ・○○福祉委員
④住民向け成年後見センターの周知と権利擁護の勉強会

②認知症カフェ出張 ○○町

活動目標

次年度への
つながり

・住民が自発的に介護予防に取り組めるよう、住民参加型の介護予防教室を開催する。

・既存の社会資源を活用した見守りや医介連携によるネットワークを広げ、相談しやすい包括支援センターとして地域に浸透させる。
・認知症への理解を広げ、認知症の方や認知症の方を介護する家族への支援を行い、地域の方に関心をもってもらえるよう働きかける。
・高齢者が気軽に集まれる場があり、住民同士で健康意識を高め合いながら地域で活躍できる。

・情報交換会等の開催により、多職種との連携を強化するとともに、個別ケースに丁寧に対応する。
・サロンや高齢者クラブのない地域では、気がかりな方が埋もれがちになってしまうため、地域へ出向いて出張カフェを開催すること
によって、認知症に対する支援者を地域で増やし見守り力向上を狙う。

⑨電話や来所での相談者のフォロー

①ひとり暮らし登録者や高齢者世帯への訪問等による実態把握
及び、消費者被害防止等の啓発（○件）

市総評

 包括の情報誌発行(2回/年）
 虐待や消費者被害の早期発見に努める
⑤福祉委員会との情報交換会

○○地域包括支援センター ○○

④エリア内サービス事業所や委託先居宅の訪問

（基幹包括支援センター記載欄）

⑧○○自治区にて出張相談窓口開催

【成果（自己評価）の書き方】

ア 内容が予定通りに行われたか

イ 予定通りに行えない状況となったものがあった場合、どのように対処したか

ウ 内容に取り組んだ結果として、標題に対してどのような成果があったか

エ 取組内容で工夫した点

オ 取組内容で改善が必要な点（どのように改善するか）
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○○中学校区　　豊田市地域包括支援センター地区把握表（例） 包括名：　○○地域包括支援センター 資料３

区ＮＯ
地区・
自治区名

地域の概要 地域の強み 地域の弱み 地域の見守り体制 老人クラブ活動 ふれあいサロン活動
ふれあいサロン
以外のサロン

区民会館サークル
活動等

高齢者が集まっ
ている場所

△△△ ○○地区

①○○は自治区を挙げて災害時の要支援者や高齢者
の見守り体制の構築に力を入れており他地区にも発信
している。また各町のふれあいサロンも活発で健康や
介護への意識が高い。しかし地区内には徘徊高齢者等
事前登録者が○名あり益々の認知症への理解が必
要。高齢化率は２０.８％②○○は高齢者クラブの活動
が盛んで趣味活動やクラブが活発な地区であるがメン
バーが固定化されており新規の参加は難しい。ふれあ
いサロン等も無く、高齢者クラブ以外の人の参加の場
が乏しいのが課題。高齢化率は２２.２％
○○中学校区全体としては、殆どの自治区で歩いて行
けるスーパー等が無く、車がないと生活に困る地域。高
齢化率は２０％

・高齢者クラブなど地域活動が盛ん
な地区で、高齢者が気軽に集まる場
がある地区（○○町・○○町・○○
町・○○町・○○町・○○町）
・地縁、血縁者が多く、見守り体制や
血縁者からの支援が受けやすい地
区（○○町・○○本町・○○町）
・防犯隊など地域をあげての見守り
体制がある地区（○○町・○○町・○
○町・○○町）

・高齢者クラブや地域活動などが少なく気
軽に集まる所が少ない地域（○○町・○○
本町・○○町・○○）
・ひとり暮らし高齢者、高齢者世帯の増加
や、地域との孤立化の可能性が高い地区
（○○町・○○町・○○町・○○町・○○）
・○○に1名、○○町に1名、○○町に２名
の徘徊登録高齢者がいる。○○町では1
名、徘徊登録はされいないが徘徊をして捜
索となった事例がある。

△△△ ○○町

・グループホームあり。運営推進会議に区長・民生委員
が出席している。高齢化率（２０．８％）

・昔からの住民が多く連携も良い。
・高齢者クラブも会員○名以上で活
動も盛ん。

・○○会 ＜名称＞○○自治区ふれ
あいサロン
＜活動日＞第１・３月　13：
00～15：00
＜活動場所＞○○町区民
会館

＜名称＞○○町元気
アップ教室（自主グルー
プ）
＜活動日＞第１・３水
＜活動場所＞区民会館

△△△ ○○

・○年前にできた新興住宅街(○○団地）がある。徐々
に一人暮らし等が増えてきている。高齢化率（○○町：
２１．２％、○○本町：１４．６％、○○：２５％）

・高齢者クラブが活発で地域の情報
交換ができている。

・徘徊登録者○名
・老人クラブの参加者の減少。（憩いの家
まで歩いてこられない人が多く参加者が少
ない）

・区長を中心とした自主防犯隊あり、
見守りパトロールを実施している。

・○○第一○○会
・○○第二○○会
・○○第三○○会

＜名称＞○○女性会
＜活動日＞
＜活動場所＞

＜名称＞○○体力アッ
プ教室（自主グループ）
＜活動日＞第１・３月
＜活動場所＞区民会館

＜名称＞○○交流館

△△△ ○○町

・グループホームあり。運営推進会議に区長・民生委員
が出席している。高齢化率（２６．８％）

・自主グループでの活動が活発。 .・○年程前にできた住宅街があり高齢世
帯が増えてきている。
・世帯数が増えてきており地域でのコミュニ
ケーション不足の心配が出てきている。

・○年度から、老人クラブを辞め、自
主グループのような形で憩いの家ク
ラブを立ち上げ。
・自主防犯隊あり。

＜名称＞○○町ふれあい
サロン
＜活動日＞第４金　9:30～
11:30
＜活動場所＞○○町区民
会館

＜名称＞○○の会
＜活動日＞毎週水
9：30～12：00
＜活動場所＞○○ふ
れあい会館

＜名称＞○○花クラブ

△△△ ○○町

・地域密着型デイサービスあり。運営推進会議に区長・
民生委員が出席している。高齢化率（１８．９％）

・ふれあいサロンはできたが、その場に出
てこれない人をどうするかの問題が出てき
ている。

＜名称＞○○サロン
＜活動日＞第２火　10：00
～12：00
＜活動場所＞○○区民会
館

＜名称＞○○元気アッ
プ教室（自主グループ）
＜活動日＞第１・３火
＜活動場所＞○○区民
会館

＜名称＞○○愛好会

△△△ ○○町

・高齢化率（１７．２％） ・地縁、血縁者が多い。 ・高齢者世帯が増えてきている。 ＜名称＞○○元気倶楽
部（自主グループ）
＜活動日＞第１・３木
＜活動場所＞児童館

△△△ ○○町
・高齢化率は高い（２３．８％）が、ふれあいサロンがな
く、包括への相談も少ない。

・地縁、血縁者が多い。 ・気軽に集まれる場がない。

△△△ ○○町

・スーパーの閉店により買い物をする場所がない。
・地域密着型特養あり。運営推進会議に区長・民生委
員が出席している。高齢化率（２３．１％）

・区民運動会等地域ぐるみの活動が
活発。

・県営等アパートに暮らしている人は地域
の方とのふれあいが少なく状況把握が難し
い。
・ひとり暮らし登録者以外にもたくさんのひ
とり暮らしの高齢者がいる。
・商店の閉店が続いており、高齢者の買い
物難民が増えている。

・地区全体の大運動会は世代を超え
てふれあいの場となっている。
・自主防犯隊あり。

・○○新生会
・○○新生会
・○○新生会

＜名称＞ふれあい会
＜活動日＞毎週水　9：30～
11：30
＜活動場所＞○○町区民
会館

＜名称＞○○（自主グ
ループ）
＜活動日＞第２・４火
＜活動場所＞区民会館

＜名称＞元気アップ
○○教室
＜頻度＞第２・４木

△△△ ○○町

・地縁血縁の強い地域。○○地区で高齢化率が一番高
い。（２７％）

・地縁血縁の強い地域。子世帯と同
じ敷地で生活する高齢者も多く、見
守り体制ができている。

○○地区で高齢化率が一番高い。（２７％） ＜名称＞○○ふれあいサロ
ン
＜活動日＞第３金　13：00
～15：00
＜活動場所＞○○児童館

＜名称＞おしゃべり
サロン
＜活動日＞第１月

・H30年度元気アップ教
室予定

＜名称＞喫茶○○
＜頻度＞

△△△ ○○町

・○年前にできた新興住宅地（○○）がある。
・○○地区では高い高齢化率（○○：２５．８％、○○：１
６．９％、○○：２５．１％）

・住民の健康や介護への意識の高さ
がうかがえる地区。

・徘徊登録者○名
・徘徊者1名有（登録は無し。GPS利用中）
・ふれあいサロンはできたが、その場に出
てこれない人をどうするかの問題が出てき
ている。

・ラジオ体操（週1回）
・75歳以上の見守り体制（要支援者
ﾌｫﾛｰ会議）
・○○町では、ごみ出し支援等状況
に応じて有志で行っている。
・○○地産品の朝市（第1.3土）
・防犯パトロール

・○○会 ＜名称＞○○さくら会
＜活動日＞第３火（奇数月）
9：30～11：30
＜活動場所＞○○憩の家

＜名称＞○○会
＜活動日＞第２・４土
＜活動場所＞区民会館

△△△ ○○

・○年前にできた新興住宅地がある。マンションあり。高
齢化率（２２．２％）

・趣味活動や、高齢者クラブの活動
が盛ん。

・独居高齢世帯が増えている。
・大きなマンションには細かくフォローでき
ていない。
・まだ若く元気な高齢者が集まる場所がな
い。

・○○会
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資料４

令和元年度豊田市地域包括支援センター運営事業 事業評価表

（１）活動目標
タイミング 項目 評価内容

□地域特性や地域課題が整理され、職員全員が共通理解している。
□地域特性や地域課題を踏まえた（根拠が明確な）長期目標（３年程度）になって
 いる。
□前年度までの取組からのつながりが整理されている（改善点についても活かされ
 ている）。
□職員全員での話し合い等により目標が設定されている。
□職員全員が目標内容を共通理解している。
□今年度の目標につながっている。
□成果を踏まえ、次年度へのつながりが明確になっている（改善策が活かされてい
 る）。
□職員全員が次年度へのつながりを共通理解している。

（２）今年度の目標と成果
タイミング 項目 評価内容

□目標が簡潔にわかりやすく記載されている。
□取組内容が具体的に定められている。
（数値が定められるものは数値も定められている。）
□職員全員での話し合い等により目標が設定されている。
□職員全員が目標内容を共通理解している。
□無理のない取組スケジュールが組まれている。
□取組の進捗を適切に管理している。必要に応じてスケジュールを変更している。
□予定された内容（数値目標含む）が予定通りに行えない状況となった場合、なぜ
 そうなったかを整理し、基幹包括支援センターとの話し合い等により取組を変更
 している（変更内容を追記）。
□取組を変更した場合、その内容を職員全員が共通理解している。
□どのように取組んだか、そのプロセスが明確になっている。
□予定通りに行えない状況となった場合、どのように対処したか等が明確になって
 いる。
□取り組んだ結果がわかりやすく記載されている。
□取り組んだ結果からどのような効果が生まれたかが記載されている。
□改善が必要な点について、改善策が記載されている。
□成果の内容について、職員全員が共通理解している。

評価時

目標

成果

計画時 活動目標

評価時
次年度への
つながり

計画時 目標
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資料５

59 

平成３１年度 豊田市地域包括支援センター事業運営方針 

地域包括支援センター（以下「地域型センター」という。）、基幹包括支援センター（以
下「基幹型センター」という。）の運営上の基本的な考え方や理念、業務推進の指針等を明
確にし、地域型センター及び基幹型センターの業務が円滑かつ効率的に実施できるように
運営方針を定める。

《重点方針》 
介護・福祉・保健・医療など様々な相談を受ける高齢者の相談窓口として、引き続き個
別支援に注力し、より市民に密着し、迅速かつ継続的に対応する。 
 ○個別支援に関する能力の強化（ケアマネジメント能力の向上及び知識・技術の補完に
よる能力強化） 
○業務マネジメント力の向上（職員及び管理者の業務管理能力の獲得）

《方針項目》
１ 地域包括ケアシステムの構築方針 
２ 地域型センター及び基幹型センター基本方針 
３ 担当地区ごとのニーズに応じた事業運営方針 
４ 介護事業者・医療機関・民生委員・ボランティア等の関係者とのネットワーク（地
域社会との連携及び専門職との連携）構築方針 

５ 介護予防に係るケアマネジメント(第 1号介護予防支援事業等)の実施方針 
６ ケアマネジメント支援の実施方針 
７ 地域ケア会議の運営方針 
８ 認知症に関する取組方針
９ 市との連携方針 
10 地域型センターと基幹型センターとの連携方針 
11 公平性・中立性確保のための方針 
12 運営協議会において提言された内容への対応 
13 苦情対応に関する方針
14 相談者の個人情報及び情報セキュリティ等に関する方針 
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１ 地域包括ケアシステムの構築方針
高齢者等が要介護状態になっても、可能な限り住み慣れた地域において継続して生活
ができるよう、医療、介護、介護予防、住まい、生活支援サービスの５つの高齢者ニー
ズに合わせて、切れ目のない支援に努める。

２ 地域型センター及び基幹型センター基本方針
地域型センター及び基幹型センターは、地域の高齢者等が住み慣れた地域で安心して
過ごすことができるよう、包括的及び継続的な支援を行う地域包括ケアを推進する。
基幹型センターは、地域型センターのニーズを把握し、地域型センターが円滑に事業
の実施ができるように適切な支援を実施する。なお、基幹型センターの主な機能として
は、「後方支援」「企画・研修機能」「目標管理機能」「課題集約・提言機能」等を有する
ものとする。
○市の方針である、第７期豊田市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に基づき事業
を遂行する。
○公益的な機関として、公正で中立性の高い事業運営を行う。[公益性] 
○担当地区の特性や住民特性等の実情に応じた対応を行う。[地域性] 
○保健師等、社会福祉士、主任介護支援専門員が専門知識等を生かしてチームで活動す
る。[協働性] 
○住民の相談に懇切丁寧に対応し、関係者等とのネットワークを活用し、支援する。
○高齢者に包括的にサービス等が提供されるネットワークを構築する。
○高齢者本人の選択を重視するとともに、本人や家族の心構えを理解して支援を行う。
○生涯現役のまちづくりを目指した介護予防を推進する。
○住民や高齢者を含め多様な担い手による支え合いの体制づくりを推進する。
○切れ目のない医療・介護の連携を推進する。

３ 担当地区ごとのニーズに応じた事業運営方針
地域型センターは、担当地区の介護・福祉サービスの提供体制を支える中核的な機関
として、地区の実態やニーズ、そこから把握される課題を踏まえた適切かつ柔軟な事業
運営を行う。
○関係機関等と協力し、担当地区の実態やニーズを常に把握できる体制を整備する。
○認知症及びひとり暮らし高齢者・高齢者世帯の実態とニーズの把握に重点的に取組む。
○把握した担当地区のニーズや課題等に沿った事業計画を策定し、事業に取組む。

４ 介護事業者・医療機関・民生委員・ボランティア等の関係者とのネットワーク（地域
社会との連携及び専門職との連携）構築方針

  地域型センター及び基幹型センターは、高齢者を取り巻く多種多様な課題に対応する
ため、あらゆる機会を通じて関係機関等との連携強化を意識し、高齢者を支援するため
のネットワークの構築を行う。
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○ネットワーク構築のために、地域住民や関係機関と担当地区の実態や課題等の情報共
有を行う。 
○地域ケア会議の開催や多職種が集まる研修会への積極的な参加などにより、ネットワ
ークの構築を図る。 
○関係機関等と連携・協力し、重層的な課題を抱えている世帯を支援する。 

５ 介護予防に係るケアマネジメント(第1号介護予防支援事業等)の実施方針
  地域型センターは、高齢者の介護予防及び日常生活支援のため、その心身の状況や置
かれている環境などに応じて、適切なサービスが包括的かつ効果的に提供されるよう、
必要な援助を行う。
○介護保険制度による公的サービスのみならず、多様な社会資源を活用したケアマネジ
メントを行う。
○研修への参加などにより、ケアマネジメント能力の向上に努める。

６ ケアマネジメント支援の実施方針
地域型センター及び基幹型センターは、介護支援専門員等のニーズや課題を把握し、
介護支援専門員等が包括的・継続的ケアマネジメントを実践できる環境を整備するとと
もに、介護支援専門員等の個別ケアマネジメントに対する支援を行う。 
○介護支援専門員等への関係機関や多職種に関する情報提供や、意見交換の場等を活用
した介護支援専門員等と関係機関・多職種との関係づくりなどを行い、連携体制の構
築を支援する。 
○介護支援専門員同士のネットワーク構築のため、定期的に情報交換会を開催する。 
○介護支援専門員等の実践力向上のために必要な研修や事例検討会、地域ケア個別会議
等を開催する。 
○介護支援専門員等が相談しやすい環境や体制を確保する。 
○介護支援専門員等の個別事例に対し、ニーズに沿って必要な支援を行う。 
○介護支援専門員に対する支援・指導能力の向上に努める。 

７ 地域ケア会議の運営方針
地域ケア会議は、地域型センター主催の地域ケア個別会議と地域ケア地域会議、市主
催の地域ケア推進会議から構成される。
地域型センター主催の地域ケア会議は、地域包括ケアの実現に向けた重要なツールの
一つであることを認識して運営する。
基幹型センターは、地域型センターが把握した地域課題等を取りまとめ、地域ケア推
進会議における提言につなげる。
○医療・介護の専門職と関係機関・地域支援者が連携して、ケアマネジメント支援や地
域支援ネットワークの構築につなげる。
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○個別ケースの課題分析等の積み重ねにより地域課題を把握し、課題解決に向けた取組
を実施する。
○ケーススタディの積み重ね等により、高齢者の自立支援に資するケアマネジメント力
の向上に努める。 

８ 認知症に関する取組方針
地域型センター及び基幹型センターは、認知症の人（若年性認知症を含む）やその家
族が、生きがいを持って地域で安心して生活を送ることができるよう、認知症地域支援
推進員として、認知症に関する取組を行う。
○認知症に関する啓発と相談支援を行う。 
○関係機関とのネットワークを構築する。
○認知症高齢者等の見守り支援を行う。 
○認知症の人の家族に対する支援を行う。 

９ 市との連携方針
 市と地域型センター及び基幹型センターは、あらゆる業務において連携する。
○地域型センター及び基幹型センターは、その運営において常に市との連携を意識し、
「報告・連絡・相談」を徹底し情報の共有を行う。 
○地域型センター及び基幹型センターは、行政機関の権限行使（措置、成年後見制度市
長申立て、高齢者虐待防止法による立入調査、警察への援助要請等）と連携する。 
○地域型センター、基幹型センターは、業務実施にあたり必要な個人情報の共有の方針
や共有する情報の範囲について、市と協議・確認する。
○市は、業務実施に必要な情報提供や支援を行う。

10 地域型センターと基幹型センターとの連携方針
  地域型センターは、基幹型センターと情報を共有し、相互に連携することで、効果的
な取組を推進する。
○地域課題や目標等を共有し、課題解決に向けた連携を行う。
○支援困難ケース、地域ケア会議、運営上の困りごと等に関する情報共有と連携を行う。

11 公平性・中立性確保のための方針
地域型センター及び基幹型センターは、高齢者保健福祉行政の一翼を担う「公的な機
関」として、包括的支援事業のみならず、第１号介護予防支援事業・指定介護予防支援
においても、常に地域社会、その他関係機関からの信頼を損なうことがないよう、事業
の実施にあたっては公正・中立性の立場を確保しなければならない。
 ○公平性・中立性に配慮して、介護サービス事業所等の紹介や指定介護予防支援業務の
委託先を選定する。なお、経緯については記録に残すものとする。
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○介護予防ケアマネジメント及び介護予防支援の委託先が、正当な理由なく特定の指定
居宅介護支援事業所に偏らないようにする。

12 運営協議会において提言された内容への対応
市、地域型センター及び基幹型センターは、地域包括支援センター運営協議会におい
て提言を受けた場合は、その内容を真摯に受け止めて、適切な事業の実施に努める。

13 苦情対応に関する方針
地域型センター及び基幹型センターは、住民等からの苦情に対応するための適切な体
制を確保する。苦情を受け付けた場合は、その内容や対応について記録をするとともに、
関係者間で情報を共有し、再発防止に努める。

14 相談者の個人情報及び情報セキュリティ等に関する方針
地域型センター及び基幹型センターは、個人情報の取扱い及び情報セキュリティを確
保するため、別に市が示す「個人情報の取扱い及び情報セキュリティに関する特記」を
遵守しなければならない。また、適切な相談スペースの確保やプライバシーに配慮した
対応に努める。


