
１．概要

　　

２．行政評価の結果

○評価票（基本点）

○重点事業等（成果点）

○総合計点

３．行政評価結果の推移

○新高根・芝山、高根台地域包括支援センター

○前原地域包括支援センター ※平成３１年４月１日開設
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　令和３年度第３四半期終了時に各地域包括支援センターより提出された事業報告書に基づき、行政評
価を実施した。
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○三山・田喜野井地域包括支援センター

○習志野台地域包括支援センター

○塚田地域包括支援センター ※平成３１年４月１日開設

○法典地域包括支援センター
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○二和・八木が谷地域包括支援センター ※平成３１年４月１日開設

○豊富・坪井地域包括支援センター
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事業報告書に係る評価について 
 

１．実施者 

 市（地域包括ケア推進課）が行います。 
 

２．評価項目 

（１）評価票（基本点） 

各大項目の中に小項目があり、小項目は４段階評価としています。Ａ評価は４点、Ｂ評価は３

点、Ｃ評価は２点、Ｄ評価は１点とし、それ以外の評価はないものとしています。各項目の配点

（小計）は下表のとおりです。なお、事業報告書（評価票）中、☆印がある小項目については、

２倍の配点となっています。 

大項目 配点 

（１）運営体制 ６４点 

（２）重点項目 ４４点 

（３）介護予防ケアマネジメント １２点 

（４）総合相談支援 ２０点 

（５）権利擁護 ２０点 

（６）包括的・継続的ケアマネジメント １６点 

（７）地域ケア会議 １２点 

（８）その他 ２４点 

合 計 ２１２点 

 

（２）重点事業等（成果点） 

  ①重点事業（市で設定）、②センター事業（センターで設定）の２項目について評価を行いま

す。各項目の配点は下表のとおりです。 

区分 大項目 配点 小計 

重点事業 

（権利擁護業務） 

早期発見・早期対応 １０点 

３０点 
関係機関との連携及び役割分担 １０点 

センター内の体制 ５点 

その他  ５点 

センター事業 事業の効果 １０点 

２０点 先進性・波及  ５点 

その他  ５点 

合 計 ５０点 

 

３．評価結果の取り扱い 

 まず各地域包括支援センターが自己評価を行います。その後、地域包括ケア推進課職員及び同一

圏域にある地域包括支援センター職員にて行政評価を行います。 

評価結果について、地域包括支援センター運営協議会に議題として報告し、意見を集約した後、

最終評価を確定いたします。 

 

 



実施基準 評価 自己 行政 自己 行政 自己 行政 自己 行政 自己 行政 自己 行政 自己 行政 自己 行政

①
職員の適正配置
とバランス

仕様条件どおり三職種が配置さ
れており、かつ三職種がバランス
よく配置されている

配置職員（変更含む）は事前に報告することを仕様条件として
いるため行政評価のみ A A A A A A A B

②
職員の安定的な
雇用

年度の途中に職員を変更しない
よう、利用者等に配慮することが
できている

配置職員（変更含む）は事前に報告することを仕様条件として
いるため行政評価のみ A A A A B B A B

③ ☆事業計画
年度の事業計画を目標とし全員
で取り組んでいる

Ａ：事業計画を全職員が共通理解し、計画遂行に向け積極的に
取り組んでいる
Ｂ：事業計画を全職員が共通理解したが、計画遂行に向けた取
り組みが不十分である
Ｃ：事業計画を全職員が共通理解したが、日々の業務を単純に
遂行している
Ｄ：事業計画を全職員で共通理解することなく、日々の業務を単
純に遂行している

A A A A A A A A A A A A A A A A

④
提出物の期日内
提出

仕様条件どおり報告書等が期限
内に提出できている

Ａ：報告書等が期限内に提出できており、かつ工夫して分かり
やすい報告等を行うことができている
Ｂ：報告書等が期限内に提出できている
Ｃ：報告書等がおおむね期限内に提出できている
Ｄ：あまりできていない

A A A A A A A A A A A A A A A A

⑤ 専門性の確保

①職員の研修履歴を記録し、
②今後の研修計画を立て、
③研修結果をセンター内で報告・
共有する機会を設けている

Ａ：①②③いずれもできている
Ｂ：①②③のうち、いずれか２つをできている
Ｃ：①②③のうち、いずれか１つをできている
Ｄ：①②③いずれもできていない

A A A A A A A A A A A A A A A B

⑥
職員の公正・中
立性の確認

公益的な機関としての認識を持
ち、公正・中立性に留意して業務
を行っている

Ａ：職員一人ひとりが、公益的な機関としての認識を持ち、かつ
客観的に公正・中立性に留意して業務を行っている
B：職員一人ひとりが、公益的な機関としての認識を持ち、公
正・中立性に留意して業務を行っている
Ｃ：職員全員が公正・中立性に留意して業務を行っているとはい
えない
Ｄ：できているとはいえない

A A A A A A A A A A A A A A A A

⑦
☆職員の資質の
向上

①研修会等に積極的に参加し、
②研修の成果等を他の職員に適
切に伝達し、
③センター内でＯＪＴ体制を確保
し、経験の浅い職員などへのフォ
ローができている

Ａ：①②③いずれもできている
Ｂ：①②③のうち、いずれか２つをできている
Ｃ：①②③のうち、いずれか１つをできている
Ｄ：①②③いずれもできていない

A A A A A A A A A A A A A A A A

⑧
緊急時等の体制
整備

24時間365日対応できる体制が
整っている

Ａ：市へ登録した緊急連絡体制のとおり随時対応することがで
きている
Ｂ：市へ登録した緊急連絡体制のとおり対応したが、一部留守
番電話等の対応となり随時対応できない場合があった
Ｃ：市へ登録した緊急連絡体制の変更届け出が原因日以降の
届け出となった
Ｄ：市へ登録した緊急連絡体制の変更届け出が市からの指摘
により判明した

A A A A A A A A A A A A A A A A

センター別事業評価結果一覧（基本点）
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習志野台 塚田 法典 二和・八
木が谷

豊富・
坪井

項目

⑴
運
営
体
制



実施基準 評価 自己 行政 自己 行政 自己 行政 自己 行政 自己 行政 自己 行政 自己 行政 自己 行政

センター別事業評価結果一覧（基本点）

新高根
・芝山、
高根台

前原 三山・
田喜野井

習志野台 塚田 法典 二和・八
木が谷

豊富・
坪井

項目

⑨
業務マニュアル
の整備及び運用

各種業務マニュアルの整備状況
及び運用について

Ａ：市等のマニュアルに加え独自のマニュアルを作成し、全職員
共通理解のもと業務にあたっている
Ｂ：市等のマニュアルに加え独自のマニュアルを作成したが、全
職員共通理解に至っていない
Ｃ：市等のマニュアルを全職員共通理解のもと業務にあたって
いる
Ｄ：市等のマニュアルを理解できていない

A A A A A A A A A A A A A A A A

⑩ 苦情対応

①苦情があればその内容と対応
結果を記録に残している
②その内容及び対処方法等をセ
ンター職員で共有するとともに再
発防止に努めている
③苦情処理の対応についてマ
ニュアルなどが整備されている

Ａ：①②③いずれもできている
Ｂ：①②③のうち、いずれか２つをできている
Ｃ：①②③のうち、いずれか１つをできている
Ｄ：①②③いずれもできていない

※市側に寄せられた苦情等は、行政評価項目で評価する

A A A A A A A A A A A A A A A A

⑪
介護予防支援に
おける介護予防
ケアマネジメント

介護予防ケアマネジメントを三職
種が行わず本来業務に専念でき
ている

Ａ：三職種が介護予防ケアプラン業務に従事せず、本来業務に
専念している
Ｄ：三職種が介護予防ケアプラン作成業務を行ったことがある
※該当する場合は、作成件数及び理由を「評価の理由や根拠」
欄に記載すること

A A A A A A A A A A A A A A A A

⑫ 建物設備等
仕様条件どおり建物及び設備が
整っている

建物設備等は仕様条件としているため行政評価のみ A A A A A A A A

⑬
相談者に配慮し
た相談スペース

仕様条件どおり相談者に配慮し
た相談スペースが確保されてい
るか

相談室及び会議室等の配置は仕様条件としているため行政評
価のみ

A A A A A A A A

⑭ 周知
地域包括支援センターの周知を
パンフレットやホームページ等で
行っている

Ａ：センターの周知を独自のパンフレットで行い、かつ、別に工
夫して周知している
Ｂ：センターの周知を独自のパンフレットで行うか、又は、別に工
夫して周知している
Ｃ：センターの周知を市のパンフレットで行い、かつ、別に工夫し
て周知している
Ｄ：センターの周知を市のパンフレットで行っている

A A A A A A A A A A A A A A A A

64 64 64 64 63 63 64 61

① ☆地域課題 地域の課題を把握している

Ａ：地域課題を把握し、独自に分析を行い課題を明確にして、次
年度の事業計画に反映させることができている
Ｂ：地域課題を把握し、独自に分析を行い課題を明確にしてい
るが、次年度以降の活用は未定である
Ｃ：地域課題を把握に留まっており、今後工夫する余地がある
Ｄ：地域課題の把握に着手していない

A A A A B B A A A A A A A A A A

⑵
重
点
項
目

⑴
運
営
体
制



実施基準 評価 自己 行政 自己 行政 自己 行政 自己 行政 自己 行政 自己 行政 自己 行政 自己 行政

センター別事業評価結果一覧（基本点）

新高根
・芝山、
高根台

前原 三山・
田喜野井

習志野台 塚田 法典 二和・八
木が谷

豊富・
坪井

項目

②
☆地域資源の状
況

地域資源の状況を把握している

Ａ：地域資源の状況を把握し、独自に地域の関係機関のリスト
を作成の上活用している
Ｂ：地域資源の状況を把握し、独自に地域の関係機関のリスト
を作成したが、活用に至っていない
Ｃ：地域資源の状況把握に留まっており、今後工夫する余地が
ある
Ｄ：地域資源の状況把握に着手していない

A A A A A A A A A A A A A A A A

③
☆高齢者の生活
実態把握

高齢者の生活実態を把握してい
る

Ａ：高齢者の生活実態を把握し、リストを作成するなど、情報を
整理のうえ、ケース支援に有効に活用できている
Ｂ：高齢者の生活実態を把握し、リストを作成するなど、情報を
整理しているが、工夫の余地がある
Ｃ：高齢者の生活実態の把握に留まっている
Ｄ：高齢者の生活実態の把握に着手していない

A A A A A A A A A A A A A A A A

④
☆必要なサービ
スの導入

高齢者の生活実態を把握し必要
なサービスを導入している

Ａ：高齢者の生活実態を把握し、必要なサービスを導入している
Ｂ：高齢者の生活実態を把握し、必要なサービスの導入は一部
に留まっている
Ｃ：高齢者の生活実態の把握に留まっており、必要なサービス
の導入に至っていない
Ｄ：高齢者の生活実態の把握に着手していない

A A A A A A A A A A A A A A A A

⑤
☆住民主体の活
動支援

住民主体の活動に対する支援が
できている

Ａ：住民主体の活動に対して、地域の状況を把握し、適切に支
援ができている
Ｂ：住民主体の活動について、地域の状況を把握できている範
囲で、適切に支援ができている
Ｃ：住民主体の活動について、地域の状況は把握できている
が、必要な支援をするには至っていない
Ｄ：住民主体の活動について、地域の状況の把握に着手してい
ない

A A A A A A A A A A A A A A A A

⑥
地区民協への参
加

地区民協に参加し、民生委員と
の連携ができている

Ａ：原則毎回出席し、民生委員と相互に情報交換を行うことがで
きている
Ｂ：原則毎回出席し、必要に応じて民生委員への情報提供を
行っている
Ｃ：市からの依頼・報告事項及びセンターからの情報提供等が
ある場合のみ出席している
Ｄ：市からの依頼・報告事項がある場合のみ出席している

A A A A A A A A A A A A A A A A

44 44 42 44 44 44 44 44

⑵
重
点
項
目



実施基準 評価 自己 行政 自己 行政 自己 行政 自己 行政 自己 行政 自己 行政 自己 行政 自己 行政

センター別事業評価結果一覧（基本点）

新高根
・芝山、
高根台

前原 三山・
田喜野井

習志野台 塚田 法典 二和・八
木が谷

豊富・
坪井

項目

①
基本チェックリス
トの実施

相談者の意向や状態を適切に把
握するとともに、総合事業の趣旨
と手続き、要介護認定等の申請
について十分に説明した上で基
本チェックリストを適切に実施し
ている

Ａ：相談者の意向や状態を適切に把握するとともに、総合事業
の趣旨と手続き、要介護認定等の申請について十分に説明し
た上で基本チェックリストを適切に実施している
Ｂ：総合事業の趣旨と手続き、要介護認定等の申請について十
分に説明した上で基本チェックリストを適切に実施している
Ｃ：総合事業の手続きや要介護認定等の申請について説明し
た上で基本チェックリストを実施している
Ｄ：基本チェックリストを実施するにあたり、十分な制度説明等を
行っているとはいえない

B B A A A A A A A A A A A A A A

③

事業対象者の妥
当性及び適切な
サービスへの判
定検討の実施

基本チェックリストに加え船橋市
版アセスメントシートを用いてセ
ンターが行う検討会において適
切にできている

Ａ：基本チェックリストに加え船橋市版アセスメントシートを用い
てセンターが行う検討会において適切にできている
Ｂ：基本チェックリストに加え船橋市版アセスメントシートを用い
てセンターが行う検討会において概ね適切にできている
Ｃ：どちらともいえない
Ｄ：あまりできていない

B B A A B B A A A A A A A A A A

③
介護予防ケアマ
ネジメント

利用者（要支援者及び事業対象
者）の状況にあった適切な介護
予防ケアマネジメントができてい
る

Ａ：アセスメント、サービス担当者会議、モニタリング、評価を適
切に行うことができている
Ｂ：アセスメント、サービス担当者会議、モニタリング、評価を概
ね適切に行うことができている
Ｃ：どちらともいえない
Ｄ：あまりできていない

A A A A A A A A A A A A A A A A

10 12 11 12 12 12 12 12

① 総合相談
個別の相談者に適切な対応がで
きている

Ａ：適切なサービス、機関又は制度の利用に繋げている
Ｂ：サービス、機関又は制度の利用に繋げている
Ｃ：どちらともいえない
Ｄ：あまりできていない

A A A A A A A A A A A A A A A A

② 実態把握 実態把握を適切に行っている

Ａ：適切な実態把握を行っている
Ｂ：実態把握を行っている
Ｃ：どちらともいえない
Ｄ：あまりできていない

A A A A A A A A A A A A A A A A

③ 事後確認
必要な事後確認を行い、期待さ
れた効果の有無を確認している

Ａ：必ず確認している
Ｂ：概ね確認している
Ｃ：どちらともいえない
Ｄ：あまりできていない

A A A A A A A A A A A A A A A A

④
ネットワークの構
築

適切な支援のためのネットワーク
構築が図れている

Ａ：独自のネットワーク作りが行われており、具体的な形となっ
ている
Ｂ：各関係機関の会議等に参加しネットワーク作りに努めている
Ｃ：各関係機関の会議等に参加しているが、ネットワーク作りを
目的としていない
Ｄ：あまりできていない

A A A A B B A A A A A A A A A A

⑷
総
合
相
談
支
援

⑶
総
合
事
業
の
介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト



実施基準 評価 自己 行政 自己 行政 自己 行政 自己 行政 自己 行政 自己 行政 自己 行政 自己 行政

センター別事業評価結果一覧（基本点）

新高根
・芝山、
高根台

前原 三山・
田喜野井

習志野台 塚田 法典 二和・八
木が谷

豊富・
坪井

項目

⑤
必要な情報の整
理

フォーマル及びインフォーマル
サービス等の各関係機関・制度
の情報が整理されている

Ａ：フォーマル・インフォーマルサービスを独自に整理し、相談対
応に活用している
Ｂ：市のマニュアル等に補足する形で整理し、相談対応に活用
されている
Ｃ：どちらともいえない
Ｄ：あまりできていない

A A A A A A A A A A A A A A A A

20 20 19 20 20 20 20 20

① 成年後見制度
成年後見制度の相談に適切に
対応し、利用を支援できている

Ａ：全職員が自己研鑽し、適切な相談対応や支援ができている
Ｂ：全職員が十分に対応できるとはいえないが、センター内で連
携して適切な相談対応や支援ができている
Ｃ：一部の職員（社会福祉士等）のみできており、当該職員に依
存している
Ｄ：あまりできていない

A A A A A A A A A A A A A A A A

② 市長申し立て
市長申し立てのための必要書類
の準備ができる

Ａ：必要書類の把握ができており、迅速に公用申請等の依頼を
直営センターへ依頼している
Ｂ：必要書類の把握はできているが、直営センターへ応援を依
頼し、共同で準備している
Ｃ：必要書類の把握が不十分であり、直営センターからの指示
がないと準備できない
Ｄ：あまりできていない

A A A A A A A A A A A A B B A A

③ 虐待対応
虐待の対応を適切に行うことが
できる

Ａ：センター内で対応方針を迅速に取り決め、対応検討会等に
臨むことができる
Ｂ：センター内である程度対応方針を取り決め、対応検討会等
に臨むことができる
Ｃ：基本的に直営センター等に指示を仰いでいる
Ｄ：あまりできていない

A A A A A A A A A A A A A A A A

④
地域の関係機関
との情報の共有

個別の事例について地域の関係
団体等と適切に情報を共有でき
ている

Ａ：地域ケア会議等で、地域の関係団体等と情報の共有ができ
ている
Ｂ：関係団体等とは情報の共有ができている
Ｃ：積極的に情報の共有は行っていない
Ｄ：共有ができているとはいえない

A A A A A A A A A A A A A A A A

⑤
やむを得ない措
置

やむを得ない措置を行う必要が
ある場合などの緊急の場合に対
応できる

Ａ：やむを得ない措置を行う場合を含め、危機管理体制が整え
られており適切に対応できる
Ｂ：ある程度できる
Ｃ：どちらともいえない
Ｄ：あまりできていない

A A A A A A A A A A A A A A A A

20 20 20 20 20 20 19 20

⑷
総
合
相
談
支
援

⑸
権
利
擁
護



実施基準 評価 自己 行政 自己 行政 自己 行政 自己 行政 自己 行政 自己 行政 自己 行政 自己 行政

センター別事業評価結果一覧（基本点）

新高根
・芝山、
高根台

前原 三山・
田喜野井

習志野台 塚田 法典 二和・八
木が谷

豊富・
坪井

項目

①
関係機関との連
携・協働体制

関係機関との連携・協働体制が
構築できている

Ａ：独自のネットワークを構築し、連携・協働体制を整備している
Ｂ：多職種との連携の場を設けている
Ｃ：介護支援専門員に関係機関の情報提供ができている
Ｄ：あまりできていない

A A A A B B A A A A A A B B A A

②
介護支援専門員
の資質の向上

地域の介護支援専門員の資質
の向上に努めている

Ａ：地域の介護支援専門員の資質の向上のため独自に研修会
や勉強会を行っている
Ｂ：圏域ごとの集まりの中で直営センターが実施する研修に積
極的に協力している
Ｃ：市や他団体の研修等への参加を促している
Ｄ：あまりできていない

A A A A A A A A A A A A A A A A

③
介護支援専門員
に対する個別相
談・指導

地域の介護支援専門員に対して
個別に相談を受け、又は指導で
きている

Ａ：地域内の相談体制を整備している
Ｂ：相談体制は整備していないが、個別の相談には積極的に応
じている
Ｃ：必要に応じて相談は受けているが、積極的には行っていな
い
Ｄ：あまりできていない

A B A A A A A A A A A A A A A A

④
困難事例につい
て支援方針の検
討、指導助言

介護支援専門員が抱える個別困
難事例について、支援方針の検
討や指導助言を行っている

Ａ：センター内でのカンファレンス等を通じて三職種全体で個別
困難事例の支援方針を検討し、指導助言を行っている
Ｂ：複数の職員により、支援方針を検討し、指導助言を行ってい
る
Ｃ：一部の職員のみ事例を把握し、他の職員は必要な場合のみ
ケースファイルで確認している
Ｄ：あまり行っていない

A A A A A A A A A A A A A A A A

15 16 15 16 16 16 15 16

①
地域ケア会議の
周知

関係機関や地域住民への地域
ケア会議の普及啓発に努めてい
る

Ａ：独自の啓発チラシの作成や講演会を開催するなど、工夫し
て普及啓発に努めている
Ｂ：講演会やイベントなどの機会を捉え、普及啓発に努めている
Ｃ：要請があった場合のみ、事業の説明を行っている
Ｄ：あまり行っていない

A A B B A A A A A A A A A A A A

② 地域課題の解決

地域ケア会議として、当該地域
の地域課題を抽出し、解決に向
けた具体的な取り組みを行って
いる

Ａ：地域課題を抽出し、解決に向けた具体的な取り組みを地域
ケア会議として行っている
Ｂ：地域課題を抽出し、解決に向けた具体的な取り組みを検討
している
Ｃ：地域課題の抽出ができている
Ｄ：地域課題の抽出が十分にできていない

A A A A A A A A A A A A A A A A

③ 個別ケア会議

個別ケア会議で検討すべき事案
を的確に把握の上、適時適切に
会議を開催し、その積み重ねか
ら地域課題の抽出につなげるこ
とができている

Ａ：個別ケア会議で検討すべき事案を的確に把握の上、適時適
切に会議を開催し、その積み重ねから地域課題の抽出につな
げることができている
Ｂ：個別ケア会議で検討すべき事案を的確に把握し、適時適切
に会議を開催している
Ｃ：個別ケア会議で検討すべき事案の把握に努めているが、開
催に至っていない
Ｄ：あまりできていない

A A A A A A A A A A A A A A A A

12 11 12 12 12 12 12 12

⑹
包
括
的
・
継
続
的
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

⑺
地
域
ケ
ア
会
議



実施基準 評価 自己 行政 自己 行政 自己 行政 自己 行政 自己 行政 自己 行政 自己 行政 自己 行政

センター別事業評価結果一覧（基本点）

新高根
・芝山、
高根台

前原 三山・
田喜野井

習志野台 塚田 法典 二和・八
木が谷

豊富・
坪井

項目

①
消費者被害への
啓発や対応

①消費者被害の情報を専門機
関等から把握している
②知り得た情報を民生委員やケ
アマネジャー等に提供している
③消費者被害防止の啓発をして
いる

Ａ：①②③いずれもできている
Ｂ：①②③のうち、いずれか２つをできている
Ｃ：①②③のうち、いずれか１つをできている
Ｄ：①②③いずれもできていない

A A A A A A A A A A A A A A A A

②

地域包括支援セ
ンター運営協議
会その他の審議
会等への参加

地域包括支援センター運営協議
会その他の審議会等に参加でき
ている

Ａ：仕様にある審議会等へは必ず参加している
Ｂ：概ね参加している
Ｃ：どちらともいえない
Ｄ：あまりできていない

A A A A A A A A A A A A D B A A

③ 個人情報の保護
個人情報を適切に管理できてい
る

Ａ：市の条例や関係法令（以下、「条例等」という）を熟知し、か
つ、独自のマニュアル等を整備し適切に管理している
Ｂ：条例等は理解しているが、マニュアル等は整備していない
Ｃ：センター職員全員が条例等を熟知していない
Ｄ：あまりできていない

A A A A A A A A A A A A A A A A

④
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企
画したり、キャラバン・メイトとして
地域に出向いているか

Ａ：独自に企画を１回以上行い、かつ、市からの依頼に応じて
キャラバンメイトとして延３回以上出向いている
Ｂ：独自に企画を１回以上行い、かつ、市からの依頼に応じて
キャラバンメイトとして１回以上出向いている
Ｃ：企画はしていないが、市からの依頼に応じてキャラバンメイト
として1回以上出向いている
Ｄ：出向いていない

C C A A A A A A A A A A B B B B

⑤
在宅介護支援教
室の実施

在宅介護支援教室を行っている

Ａ：独自に在宅介護支援教室を企画し、実施している
Ｂ：地域からの要請に基づき、在宅介護や介護予防に資する教
室に協力している
Ｃ：行政や地域の在宅介護や介護予防に資する教室の紹介は
行っている
Ｄ：行っていない

B B A A A A A A A A B B A A A A

⑥

指定介護予防支
援事業所（以下、
「事業所」という）
としての業務

事業所として適切に業務を行い、
かつ、地域内の他の居宅介護支
援事業所の適切な管理・指導等
を行っている

Ａ：事業所として業務を公正中立に行い、かつ、他の事業所に
適切に管理・指導等を行っている
Ｂ：事業所として業務を公正中立に行っているが、他の事業所
への管理・指導等が十分とはいえない
Ｃ：事業所として業務が公正中立とは言えず、かつ、他の事業
所への管理・指導等が十分とはいえない
Ｄ：事業所としての業務、及び他の事業所への管理・指導等の
いずれも適切ではない

A A A A A A A A A A A A A A A A

21 24 24 24 24 23 22 23

206 211 207 212 211 210 208 208合計

⑻
そ
の
他



■重点事業：権利擁護業務

項目 配点 考え方 高芝 前原 三山 習台 塚田 法典 二八 豊坪

早期発見・
早期対応

１０点

高齢者虐待の防止という観点か
ら、虐待通報だけではなく、虐待等
が疑われるような事例について、適
切に把握できているか。
また、そのような事例が虐待等へ

発展しないように、迅速な対応や地
域と連携して見守り体制の構築を
行っているか。

9点 9点 9点 9点 9点 9点 9点 8点

関係機関と
の連携及び
役割分担

１０点

関係機関からの虐待通報及び虐待
が疑われる事案等の相談に対して、
通報機関や相談者等と十分な連携が
取れ、役割分担が整理されている
か。
また、直営地域包括支援センター

と必要な情報共有、連携体制が確立
されているか。

9点 9点 9点 9点 10点 9点 9点 9点

センター内
の体制

５点

　センター内の職員で情報が共有さ
れ、特定の職員に負担が集中するこ
となく、チームで対応できている
か。
　また、職員の研修、ＯＪＴの機会
が確保されているとともにメンタル
ヘルスについて十分配慮されている
か。。

5点 5点 4点 5点 4点 4点 5点 4点

その他 ５点
上記項目以外に、総合的に判断して
当該地区の取り組みが優れている
か。

4点 5点 5点 4点 4点 5点 4点 4点

合　計 ３０点 27点 28点 27点 27点 27点 27点 27点 25点

■センター事業

項目 配点 考え方 高芝 前原 三山 習台 塚田 法典 二八 豊坪

事業の効果 １０点
意識向上やセンターのＰＲなど、地
区にとって効果的な事業となってい
るか。

8点 10点 10点 10点 10点 10点 10点 9点

先進性・波
及

５点
着眼点、運営方法など先進性がある
か。また、他地区への波及（転用）
が望めるか。

4点 5点 5点 4点 5点 5点 4点 5点

その他 ５点
上記項目以外に、総合的に判断して
当該地区の取り組みが優れている
か。

4点 5点 5点 4点 5点 5点 5点 5点

合　計 ２０点 16点 20点 20点 18点 20点 20点 19点 19点

■合計点

43点 48点 47点 45点 47点 47点 46点 44点

センター別事業評価結果一覧（成果点）

重点事業及びセンター事業の合計点数



船橋市新高根・芝山、高根台地域包括支援センター 

事業報告書（概要） 

（令和 3年度：第 3四半期終了時） 

総合相談支援業務（介護保険法 115条の 45第 2項第 1号） 

誰もが住み慣れた地域で安心して、尊厳あるその人らしい生活が送れることを基本 

理念として、相談業務にあたっている。対応においては、適切な医療・介護・福祉サー

ビスや地域のインフォーマルサービス等、個々の問題に必要な支援に過不足なく繋げる

ことを心掛けている。今年度は新型コロナウイルスのワクチン接種が進んだことにより

昨年度よりも支援をする上での緊張感は緩和された感はあった。しかし、感染状況とし

ては減少傾向が続いているものの、変異株も出てきているところであり、今後も引き続

きアセスメントや訪問、対面時の基本的な感染予防対策を徹底し、支援に関わる専門職

として感染の予防・拡大防止を念頭に置き対応していく。 

地域包括支援センターは高齢者の相談窓口として、日々様々な相談を受けている。 

時に関係機関も含め、高齢者であれば、何でも包括にという傾向は否めない。 

今後も当センターでは相談の内容を吟味し、関係機関とも共有を図るとともに、ファー

ストコールをワン・ストップサービスとして対応することを念頭に置き、個だけでなく、

地域に安心と信頼を提供できるセンターを目指していく。 

 今年度は入院中の面会制限が緩和され、退院後に家族からの SOS を受けて対応する 

ケースはあまり見受けられなかったが、本来退院調整のソーシャルワークの範疇と思わ

れる相談を受ける例が多く見られた。問題ケースとして病院側から事前に情報提供を受

けることが少なかった半面、個別ケースの支援において在宅の視点が弱いと感じる場面

が多くあった。今後も同様の傾向は続くものと思われる。退院調整がスムーズにされる

か否かで予後や、ＱＯＬが左右されるものと思われ、利用者の立場に立った支援を念頭

に置き、関係機関との連携を図っていく。 

 また、自粛期間が続いたことにより、活動量の低下や交流の機会がなくなり、認知面

の低下や身体機能面が低下したと思われる相談が一定数続いている。今年度は徐々に 3

密を避ける形での活動が再開されているが、当面感染の状況を見極めながらの実施が継

続するものと思われる。感染予防や健康維持に関する取り組みは、個々の価値観もあり、

一概に押し付けることはできないが、表面的な情報に惑わされず、より適切な情報に基

づいて選択できるよう支援に心掛けていく。これまで以上に自立支援として自分達が出

来ることは何かを考え、お互いに取り組んで行ける地域を目指し関係性の強化、普及啓

発に努めていく。                      

 相談内容は介護保険制度に関すること、在宅医療、経済生活問題の順に多く、これら

の問題が単独でなく、複数絡んでいることが少なくない。さらに家族関係の希薄化や、

8050問題、アルコール依存や精神疾患など、背景の複雑・多様化の傾向は続いている。

今年度も迅速に対応をするため、適宜ミーティングや情報共有を行い、センター全体で

支援できる体制を継続していく。また複雑化した問題に対処するために、行政や専門職、

関係機関が一同に会しての会議の場も必要に応じて開催し、スムーズな連携と関係構築

を図り、対応力を強化していく。 
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権利擁護業務（介護保険法 115条の 45第 2項第 2号） 

＊高齢者虐待関係以外（判断能力を欠く常況にある人への支援、消費者被害防止等） 

成年後見制度の啓発・周知として、今年度もコロナ禍により、地域包括支援センター

として地域へ成年後見制度を啓発する機会を作ることが少なかった。しかし、地域ケア

会議の構成員になっている行政書士と一緒に地域ケア会議の場で相談会の情報提供や、

制度についての周知・啓発を行った。また、市発行のエンディングノートを求める声は

多く、配布時に成年後見制度についての情報提供を行った。 

個別相談では、複数の問題を抱え、すぐに成年後見制度へ繋ぐことができない方が 

多く、適切なアセスメントを行い、関係機関と連携して支援を行うことができた。また、

申立てを行うタイミングや申立人をどうするか等についても慎重に検討して申立てす

ることができている。後見人へ引き継いだ後、大きな問題は聞かれておらず、後見人か

らの相談は少ない。関係機関からの相談では、昨年同様に適切なアセスメントや親族へ

のアプローチもなく、市長申立ての相談を受けることが多い。本人申立てや、親族申立

ての可能性について、関係機関から状況を聞き取りながら判断し、可能性があれば、ま

ずは関係機関で働きかけて頂くよう促している。他の支援者にも成年後見制度について

深く理解していただくよう支援している。 

成年後見申立て件数については、本人申立て 1件、親族申立て 2件、市長申立て 1件

（継続中）行っている。市長申立てのケースは、親族申立てで進める方向性であったが、

突然親族より精神面の体調不良等の理由で申立て支援を拒否されてしまったため、迅速

に直営地域包括支援センターと連携し、市長申立ての手続きを行っている状況である。

また、もう 1件市長申立ての手続きを開始していたが、突然他界してしまい、取り下げ

ている。 

毎年、身内がいない高齢者の支援で、当包括支援センターも対応に苦慮している現状

であることを報告しているが、今年度地域ケア会議の書面会議にて、身内がいない高齢

者の対応について「どうしたら良いのか？」と、地域としても対応に苦慮している声が

多数聞かれた。高齢者支援の機関のみならず、地域としてもどう対応して良いか分から

ず、手を差し伸べている方がいないため、民生委員が不安を抱えながら対応せざるを得

ない状況である。 

消費者被害については、昨年に引き続き啓発の場が少ない状況であったが、民協  

定例会参加時に新型コロナウイルス予防接種関連の詐欺の最新情報を伝えることや、定

期的に発行している「地域ケア会議新聞」にて注意喚起を行っている。また、個別相談

時などでも情報提供や注意喚起を行っている。また、家族から詐欺被害を心配される声

は聞かれており、状況に合わせて成年後見制度や介護サービス利用に繋げている。 
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包括的・継続的ケアマネジメント支援業務（介護保険法 115条の 45第 2項第 3号） 

 地域の高齢者が可能な限り在宅で生活できるよう、介護支援専門員への支援を中心に

行っている。介護支援専門員が苦慮するケースについて、事業所の管理者が介入してい

ないケースも見られるため、居宅介護支援事業所内でもケース検討を行う必要性などに

ついても、提案している。 

 主任ケアマネの状況については、資格期間の延長情報など随時発信するようにしてい

る。また、コロナ禍においては参集しての研修は難しいため、船橋市介護支援専門員協

議会の協力もあり、地区の主任ケアマネ連絡会としての事例検討会もオンラインで開催

することができた。多少の通信トラブルがあったものの、介護支援専門員のオンライン

システムの積極的活用に繋がった。 

 直営地域包括支援センター、介護支援専門員協議会との協働で行う、「介護支援専門

員地区研修」については、参集とオンラインのハイブリット方式で実施した。今までは

参集のみであり、35名前後の参加者であったが、オンラインを取り入れたことで 50名

ほどの参加となった。居宅介護支援事業所だけでなく、介護支援専門員配置のある介護

保険事業所に参加を募ったが、オンラインであることから参加しやすい面があったので

はと考えられる。今後も、内容だけでなく参加しやすい研修を考えてゆく。 

 介護予防プランについての研修については、現時点では未開催となっている。上記同

様にオンラインでの開催を目指している。 

 

地域ケア会議推進業務（介護保険法 115条の 48） 

○全体会議（定例会）について 

 令和 3年度は、年 4回の定例会の開催を予定していたが、新型コロナウィルスの感染

拡大に伴い自粛せざるを得ない状況となり、現在まで 2回の対面形式と 1回の書面会議

を開催した。 

 構成員についても概ね変更はなく、地域の民生委員や地区社協に加え、商店会の会長

や法律関係者、自治連、生活支援コーディネーター、グループホームの管理者、薬剤師、

歯科医師など地域で暮らしている、もしくは活動している、地域に密接した関係者で進

行している。加えて今年度は、ＵＲが医療福祉拠点として周知したサービス付き高齢者

住宅の施設長にも、他構成員の承認を得て新たに構成員になって頂いたところであり、

第 4回より正式な構成員として参加いただくこととなった。 

 生活支援コーディネーターからも、会議の活動報告の中でボランティア活動などの地

域の情報をくださり、オブザーバー等で参加されている専門職と地域を上手く繋いでく

ださっている。地域ケア会議の要的な存在であることは確かであり、今後もアドバイス
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を頂きながら勧めていく。 

今年度も対面式の会議に於いては、介護支援専門員にオブザーバーとして参加いただ

いている。地域の課題は、地域のケースを担当している介護支援専門員がより実感して

いる事と思われ、具体的な意見を聴取できるようにと思っているが、課題の発掘という

よりは、地域の実情を知っていただくことの方が多いように感じた。まずは、地域を知

って頂き、そこから具体性が出てくるのかと思われるため、今後もオブザーバーとして

の参加を仰いでいく。また、まだ声かけはできていないが、介護支援専門員や民生委員

に限らず、地域の介護サービス事業所等でも関心のある方々には、参加いただけるよう

にしたいと思う。 

顔の見える関係性ということで介護支援専門員に限らず、民生委員にもオブザーバー

として参加いただき、民生委員と介護支援専門員との連携を深めていくことも目的の一

つであり、徐々に双方から「介護支援専門員を教えてほしい」「民生委員を教えてほし

い」という声や、包括を通さずとも互いに連絡し合うなど、少しずつではあるが連携が

図れてきている。顔見知りになった関係者達が地域で（道端で偶然）会った際に互いに

気楽に声を掛け合える町づくりは、今後も地域ケア会議で担っていきたい。 

今回、新型コロナウィルスの予防接種もあったことから、書面会議に於いて構成員だ

けでなく、民生委員からもそのことについてアンケートという形を取り、地域の動きを

確認した。回答率は 60％弱であり、結果的には、専門職よりも地域の方々の相談を受

け、それに対してしっかり対応していたことが分かり、地域は自分達の力で動けること

を確認した。逆に、我々包括も含め専門職側への相談は然程でもなく、地域の方々は身

近な民生委員等地域の方々を頼られていた。ただ、噂が噂を呼んできちんとしていない 

情報が錯綜するなどあり、地域包括支援センターの役割は、そういった噂で地域が不安

にならないよう、確実な情報を伝えていくことが大切だと実感した。ここで役割 分担

が明確になってきたように感じた。 

○個別ケア会議について 

 個別ケア会議が必要なケースについては、今まで通り必要性の有無について適切に 

判断した上で開催することと開催前の情報収集を必ず行い、三職種で方向性の検討を行

って会議に臨んでいる。 

今年度は、現時点で 6 件の個別ケア会議を開催した、どれも対象者は認知症の方で 

あった。独居の方だけでなく同居者に精神疾患がある、要介護状態であるなど背景は

様々であるが、地域の方々に入っていただくことで、当事者や家族関係などのその人の

生活歴を知ることができ、方向性を検討するヒントとなることが多かった。支援者の知

らない一面を知ることで、間違った方向性の支援を回避することができるため、地域の

方々を交えた個別ケア会議は、ケースの新たな支援の展開に必要不可欠である。 
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個別会議の開催理由が、今年度は今までと違ってきていると感じる。 

初期の頃は、ケース本人の問題をどう地域と連携しながら支援していくかという所で 

あったが、これが、本人の問題に対してどう地域を納得させるか、理解してもらえるか

という趣旨に代わり、今年度に関しては、担当している介護支援専門員に「どうしたら

本人を、家族や地域との関りを理解してもらえるか」という介護支援専門員の支援に趣

が変わっている。 

専門職であるが故に大変な部分もあり、本人や家族、地域の方々よりも言葉や提案事項

などは気を付けて対応している。 

○現状の課題及び今後の取り組みについて 

 地域ケア会議の周知については、会議の都度発行している「地域ケア会議新聞」を  

発行・配布し、地域の方々への啓発を図っているが、地域ケア会議を積極的に知りたい

という関係者は、未だ少ない現状であることから、今年度もオブザーバーとして定例会

を見ていただけるよう積極的に仕掛けていくこととする。 

 そして、地域課題として挙げている認知症の理解と対応については、末端の一般市民

や商店、銀行や郵便局など、高齢者が赴く場への方々への周知も図っていきたい所では

あったが、コロナの影響で全く出来なかった状況である。認知症の対応に困っている 

近隣住民からは、最初は温かく対応できても本人の症状が酷くなるに連れ、地域での 

暮らしを拒む発言も見られたことがあり、今後はそういった少人数であっても、困って

いる現状であれば、認知症サポーター養成研修などの対応をリアルタイムに行うことも

検討していければと思う。 

 地域は既に介護支援専門員との連携を望んでいるが、介護支援専門員との温度差は、

なかなか埋まらない。連携できる介護支援専門員は、いつも決まっている傾向である。

また、時には地域の民生委員等と連携を望まない声もあり、今後も、どのように地域と

介護支援専門員と結びつけるか、介護支援専門員の意識を変えていくか、センター内で

も継続し検討していくこととする。 

 

認知症総合支援業務（介護保険法 115条の 45第 2項第 6号） 

○関係機関との連携・ネットワークの構築 

認知症の方の相談に関しては、情報共有や協力体制の構築等、関係者が 1つのチーム

として活動できるよう意識して対応している。 

地区の様々な催し物（ミニデイサービスやボランティア講座等）で互いに元気でいる

事や状況を確認していた事もあり、コロナ感染症予防の為、開催が出来なくなった事に

対して心配の声が多く聞かれた。しかし認知症症状の見られる方や、症状が無くても、

認知症にならない様に、民生委員や町会役員、医療機関、介護事業者等、互いに今まで
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以上に気にかけるようになったと感じる。 

地域住民の加齢に伴い、地域住民が問題に直面する機会が急に増えており、認知症状

を意識し、対応しなければならない場面が増えている。その実践の場の中で自ら考え 

対応してくれており、今まで民生委員等に協力いただきながら、一緒に個別対応を丁寧

に行ってきた成果の表れではないだろうか。実際、今年度、警察からの徘徊通報票が増

えており、内容を見ると市民の方からの通報が多い。 

個々のケース対応、個別ケア会議等の様々な会議で地域住民や民生委員、介護支援専

門員等の専門職等がチームとなり、情報を持ち寄り、多方面の視点で見る事により、気

付かなかった事が分かったり、関係調整をしてくれたり、連携する事で様々なアプロー

チが出来、良い方向に向ける事が出来ることを体験した。組織としての名称は無いがそ

れぞれの個の問題に対してチームとなりそれを連携させ、そのネットワークを明文化す

る事が、コロナにより交流が難しい今だからこそ、必要なのではないかと考える。 

○認知症への理解を深めるための普及・啓発（認知症カフェの立ち上げ支援を含む） 

地域内には４か所の認知症カフェの開催予定があったが、新型コロナウイルス感染症

予防の為、昨年度から引き続き開催が出来なかった。それでも高根公団のエプロンカフ

ェは、日常はレストランとして営業している事から、若い人向けの介護教室を開催して

おり、その時は包括として資料提供を行う等間接的に関わってきた。 

「感染予防」という名において、自粛生活が始まり２年が過ぎようとし、スーパー等

は以前と変わりなく賑わい表面的には、大きな変化は見られていない。 

しかし、人によっては廃用や認知症症状が顕著になる人が見られる。コロナ予防によ

る他者との交流や運動量の減少が原因である方もいるが、それだけではなく、加齢に伴

うと老衰・老化が原因である方もいる。加齢が原因でも、ご本人や家族としては、コロ

ナを原因と考えたい人たちが多く、この騒動が終息すれば、また以前の様に活動的にな

れると考えている。自粛生活が原因であるならば、生活を少し刺激のあるものにすれば、

改善は見込めるが、認知症の場合、加齢に伴うものだと、その改善はなかなか難しい。 

様々な情報が流れ、「認知症」がよりポピュラーになってきて、受診し診断を受ける事

は以前より心理的には容易になっているが、受診後、症状に対してどの様に対応すれば

良いのか、どの様な心持ちで対応すれば良いのか、介護保険サービスを利用していても、

日常はそれだけではない為、分からず介護者や介護支援専門員自身の悩み相談が増えて

いる。そのような事から、介護者や支援者を少人数ずつ募り、悩みや不安を共有し、1

人で悩まず、皆で考える時間が必要だと思う。3月までには是非、皆で話せる場を開催

したい。 

○地域での見守り体制の構築（徘徊模擬訓練の実施支援を含む） 

 認知症徘徊模擬訓練のメイン会場として、開催を検討していたが新型コロナウイ  
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ルス感染症の収束が見えず今年度も中止に至った。 

徘徊模擬訓練は実際に声掛けを互いに体験することが大切であり、地域の方々    

との相談にはなるが、命を守るという観点において、先行きが見えない現状では開催 

は難しいと考えている。高齢者の多い地域ということもあり、迷っていそうな人が  

いれば、中学生でも高齢な方でも、声をかけてくれている実態がある。その意味では、

見守りの体制は出来てきている。町会役員の方からは、以前、新高根公民館で開催   

された、徘徊模擬訓練を見て、今は難しいが、いずれは町会で開催してほしいとの嬉し

い話も頂いた。 

興味と危機感を感じている今だからこそ、情勢を見極め開催準備していきたい。 

 

 

総合事業の介護予防ケアマネジメント（介護保険法 115条の 45第 1項第 1号ニ） 

○事業対象者を判定するための基本チェックリストの実施 

 今年度内で、基本チェックリスト実施は無い。新型コロナウイルス感染症拡大防止  

対策の一環としての「延長更新」の積極的活用があったこともあり、問い合わせも来て

いない。感染拡大防止のため、今後はオンラインでの面接も必要になるのではと、考え

られる。 

○多様なサービスの活用 

 コロナ禍もあり、地域のサービスは休止していた時期が長く、積極活用は難しい状況

であった。自立支援型介護予防ケアマネジメントの一環として行われる予定であった

「リハ職の同行」については、当センターのプランナーが活用することができた。 

また、総合相談の中で住宅改修の相談があった際には、市の理学療法士、作業療法士に

同行をお願いすることで、適切な支援に結び付けることができたと考えている。 

公民館主催の「福寿大学」においても、「アクティブシニア手帳」を配布し、介護予防

についての啓発もできたと考えている。 

○総合事業の普及啓発 

 計画で挙げている「研修会」を開催できていないため、普及啓発は行えていない。  

また、認定期間のいわゆる「コロナ延長」もあったため、要支援者の事業対象者への  

積極的切り替えが進まなかった面もあると考えている。コロナ禍において、新たなこと

よりも現状を維持してゆくことが、利用者、介護支援専門員にとって重点となっている

ことも考えられる。 
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事業報告書（重点事業等） 

（令和 3年度：第 3四半期終了時） 

重点事業：権利擁護業務（介護保険法 115条の 45第 2項第 2号） 

※高齢者虐待関係 

○早期発見・早期対応 

 一包括だけでは、早期発見・早期対応は厳しいところがあり、地域の要である民生

委員と連携をしながら、一番発見しやすい立場にある、近隣に住む地域住民など地域

全体に対して、相談、通報、見守り体制が築けるようネットワークを作り、早期発見・

早期対応に努めている。また、高齢者の福祉に職務上関係ある者は、医療を含め高齢

者虐待を発見しやすい立場にあり、高齢者虐待の早期発見に努めなければならないと

あるも、実際にそれを自覚されている専門職は残念ながら少ない。 

今一度、専門職に対しての自覚の有無等を改めて確認し、必要に応じて啓発をしてい

くことも検討する。 

直に警察への通報は敷居が高いのか、通報を躊躇う地域の方も専門職も少なからず

おり、相談内容、状況に寄っては躊躇することなく警察通報することを促している。 

認知症などの病気のある者からの暴力や暴言等での通報も多く、虐待認定していない

が家族等や専門職と連携しながら対応を図った。地域包括支援センターが相談しやす

い場所としての認識を持って頂けてきているが、虐待の疑いがあった場合に、すぐに

相談、通報できる場所としてまた、地域も専門職も、それぞれに通報義務があること

を自覚していただけるよう、今後も周知、説明を図っていく。 

○関係機関との連携及び役割分担 

 虐待が疑われる案件については、リアルタイムでの対応が重要であると考えている

ため、情報もリアルタイムでもらえるよう、行政などの関係機関とは密に連携を取り

合う関係性はできている。 

 しかしながら、やはり相談は「何でも包括」となっている状況は変わらず、益々増

えているようにさえ感じている。一般市民であれば理解できるが、専門職に関しては、

事象だけに捕らわれず、少なくても最低限の情報やアセスメントをきちんとしてから

の相談であってほしいと思っている。サービス事業所から介護支援専門員へ相談が入

り、自分達が何をすべきか考えることが少なく、そのまま伝言してくる方も少なくな

い。まずは、どのような状況であったのか 事実確認作業が必要であることなど、何を

すべきかを説明していく支援がほとんどであった。いくら早期対応を心掛けたいと思

っていても、一からの情報収集を専門職に指示しながら対応していくのは時間を費や

されていることが多い状況であった。 

 同時に虐待を把握した場合には、速やかに直営包括へ高齢者の状況や虐待者の状況

を報告及び相談し、必要に応じて市とも連携。指示を仰いだ。 
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 また、虐待対応については市や直営、委託包括支援センターだけでの対応が望まし

いとは思っておらず、高齢者及び虐待者を取り巻く関係者が支援チームとなって対応

していくことが重要と思っている。基本的に、地域包括支援センターは養護者支援の

対応に当たるが、介護支援専門員が付いている方に関しては、介護支援専門員と養護

者との関係性も考慮し、介護支援専門員にも確認しながら、時には、養護者支援に回

って頂く方がスムーズにいく場合はお願いするなど、ケースバイケースで役割分担し

た。介護支援専門員が関わりたくないとある場合は、無理強いはしていないが、ほと

んどの介護支援専門員は、地域包括支援センターが一緒であればと快く対応下さって

いた。 

 養護者に専門の支援機関がある場合は、ケース会議や地域住民の関わりがあれば、

個別ケア会議を開催し、情報収集及び共有して役割分担をして対応もした。 

 

 

センター事業 

今年度においても新型コロナウイルス感染症の拡大により、10 月の緊急事態宣言

が解除されるまでの間、事業計画及び地域活動がやむなく中止されることとなった。 

その後の感染症の拡大は、ワクチン接種及び感染予防に徹する国民性の効果から抑止

される日々が続いている。しかし、新たな変異株の出現などもあり、地域関係者も  

今後の第６波への不安も強い状況のなか、少しずつ地域活動も再開となっている。 

事業計画に基づいた、事業展開が行えて来ていないことが地域との接点も薄れてし

まう懸念もあったが、地域ケア会議の書面開催や民生児童委員協議会への出席や個別

ケース対応を通じて、地域との接点が保たれたことは大きな成果と捉えたい。 

地区社協や地域イベント活動においては、地域も慎重な対応を取りながら参集する 

開催は規模を縮小しながら、適切な感染症対策を講じた上での再開となっている。 

センター事業においては、研修企画を計画していたがコロナ禍ではあるため活動を

自粛せざることがやむをえ得なかったのが現状である、地域の方々との小さな交流な

どには出向く方向で、地域の支援関係者への情報発信を基軸にした活動を行う状況と

なった。センター自らの活動展開を積極的に行えなかった現実を踏まえ、地域の小さ

な交流の場から地域組織としての融合に向けた基礎となる、インフォーマル支援へ 

発展できるチームづくりに対しては、地域ケア会議の開催及び民生委員協議会へ出席

させて頂き、相談事業として地域の声を拾いながら、センターからの活動報告や地域

情報発信を心掛けながら展開した。例えば、団地自治会での独居高齢者が集う中へ 

参加させていただきながら、外出抑制に伴うフレイル対策や認知症予防に対した予防

講座を開催することはできた。また、新高根公民館とのコラボレーションした介護予

防をテーマとした、健康体操を地域の介護事業所と協働にて実施することができた。 
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残念ながらコロナ禍による自粛によって、現在センター独自の研修などの事業展開

が行えなかった結果となっているが、陽性者発生率が低下している中、地域活動への 

再開に向けた積極的なアプローチには迷う不安も強い所である。今は既存の相談支援

の取組を活かしつつ 8050 問題となどにも、制度などの分野を超えての重層的支援を

関係機関と連携深化を行いながら、地域で起きている問題一つ一つを個別に丁寧に 

検討し、課題解決に取り組むことを先ずは優先していきたい。研修会やイベント開催

に向けては、慎重に地域の声も聴きながら企画開催を検討してゆきながら、中核的な

機能を果たす身近な相談機関として、地域住民や町内会、自治会等の地域住民組織、

民生児童委員、地区社協を巻き込んだ地域共生社会の支援が展開できる地域ケアシス

テムの強化を目指したい。 

地域力の向上を目指す目標を今後も継続しながら、介護予防ケアマネジメント研修会

や定例開催の顔の見える化会議の開催を新型コロナウイルス感染症の状況を見なが

ら開催を検討していきたい。 
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事業報告書（概要） 

（令和 3年度：第 3四半期終了時） 

総合相談支援業務（介護保険法 115条の 45第 2項第 1号） 

総合相談としては、新型コロナウイルス感染症予防による緊急事態宣言やまん延防止

等重点措置などによるものか、昨年度より相談件数の減少があり、11 月ごろからは増

加している。11 月前までは公民館やサークル活動の中止などの活動場所の不足と、外

出自粛による筋力低下や認知症の悪化の相談が多く見られた。予防的支援であればでき

るだけ地域から離れないよう、地域の活動している資源に繋げるようにも努めた。介護

保険申請に至る方や入院中は家族が面会できないことなどにて、退院後の生活に対する

不安があり、連携して支援すること、また県外別居家族が高齢者の安否や認知症の進行

を気にしての相談も多かった。 

相談の中に、障害の子供を抱える高齢の親が障害の子供からの虐待を受けた案件もあ

り、家族全体の支援が必要となるケースも多く、障害、精神疾患、子供の引きこもり経

済困窮など多様な問題が絡み合い、重度化している相談も見られている。このような相

談には、他制度他機関と連携し、ケース会議を開催し、協働して支援にあたっている。 

個別相談に対し、情報提供や自宅訪問による実態把握をし、必要な支援に繋いでいく。

センター内では、新規相談に対し、三職種で相談の主訴と課題を明確にし、支援の方向

性や具体的なアプローチ方法などを検討し、職員のスキル向上と効果検証している。ま

た相談対応後の事後確認を行う事や継続フォローの必要性についても共有している。 

相談受付したケースは全ケース、フェイスシートを作成し、支援が長いケースは年度

更新時に要約した中間サマリーを作成し、支援経過を見やすくしている。そのため、三

職種全員が、担当者不在時も対応ができるようになっている。 

状況に応じて支援に繋げた後も後方支援を継続するなど、連携支援を行うこともあ

る。困難ケースに関しては、新たに計画書を作成し、課題・目標、支援内容を検討し、

月 1回評価会議にて、モニタリングし、計画の見直しを行い多角的な視点でケースを見

立て、相談援助技術の向上に努めている。 

今年度は待ちの姿勢だけでなく、地域の相談場所として、7月より奇数月の第１木曜

日に UR 団地の野外スペースに、ブースを設置し、気軽に寄れる出張窓口を開催してい

る。じっくり相談という形にはなっていないが、後日の相談に繋がることや介護予防や

感染予防、認知症についての理解のリーフレットを配布しており、普及啓発になってい

る。今年度は密をさけつつも、介護支援（予防）教室として、高齢化率の高いマンショ

ンの集会場でミニ講話と体力測定、運動等の実施を 2か所で午前、午後の 2回に分け、

計 4回実施し、意識啓発に努めた。 
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また、ミニデイやサロンなどの地区社会福祉協議会の活動の停止もあり、ミニデイ参

加者にウォークラリーの案内などを配布するなどし、予防と相談先の周知に努めた。 

 

権利擁護業務（介護保険法 115条の 45第 2項第 2号） 

＊高齢者虐待関係以外（判断能力を欠く常況にある人への支援、消費者被害防止等） 

成年後見制度の相談は今年度 4件あり、任意後見人との関係の相談や親族申立て支援

を行い、虐待などに絡む市長申立てはなかった。100 歳母と 70 代の精神疾患がある娘

世帯では、母の判断や指示にて生活が成り立っていたが、母の老衰にて、意思決定者が

不在となり、更に母の看取りとなった。医療、ケアマネジャーやサービス事業者と前原

地域包括支援センター（以下「前原包括」）とで母と娘の気持ちに寄り添い支援するこ

とで、娘の精神的不安も落ち着き、遠方に住む親族の協力を得て親族申立て支援を行い、

母の死後に娘の補助人がついた。 

消費者被害防止の周知については、消費者センターのホームページやふなばし情報メ

ールなどの情報を、独自に事例も交えたリーフレットを作成し、月 1回以上更新し、前

原包括の外掲示板で最新の情報を発信している。また、公民館の外にも掲示依頼してい

る。 

また、「地域住民だからこそ出来ることを始めてみよう」と題した、地域の見守り支

援のポイントリーフレットも地域の回覧板や掲示板を通じて周知した。 

徘徊高齢者の情報提供は 18 件あり、その内 4 件は介護サービス利用も 2 件は徘徊を

繰り返す状況があり、ケアマネジャーと連携し、支援体制の調整を行った。内 1件は徘

徊を制止するために虐待につながっている状況や本人の周辺症状もあり、家族とケアマ

ネジャーとの信頼関係も崩れていた状況もあった。本人および家族の意向確認とサービ

スや医療からの情報確認を行い、周辺症状に対し認知症疾患医療センターへの入院支援

し、その後グループホーム入居に至った。介護保険未申請も 8件あり、サービスの必要

性があるが繋がらず、認知症初期集中支援チームのアウトリーチ機能を活かし、医師に

訪問してもらった方もいる。医師の前ではサービス利用に応じたが、なかなか結び付か

ず、ケアマネジャーと連携して安否確認など行っているが、コロナ禍による家族の収入

減少により、サービス利用を拒んでいる状況が発覚。課題が複雑化する中で、高齢者の

安全や権利を守るために、提案や見守りを継続している状況にある。また独居にて、食

事や金銭管理などの生活自体が困難なケースもあり、緊急対応にて受診や施設入所など

に繋ぐ方もあった。 

また、独居高齢者で、徘徊はないが、認知症が疑われる方の経済面で、浪費なのか消

費者被害なのか判断が難しい方もおり、親族とも協力し金銭の流れの把握や受診を調整

中であり、今後権利侵害の予防として、成年後見制度も視野に動いている。上記のよう
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に、徘徊高齢者の中には、認知症高齢者だけの問題だけでなく、介護者の問題や支援者

の問題などが絡み、解決に時間かかることが多くなっている状況が増えており、今後も

早期発見や早期相談に結び付くよう、地域への周知啓発は重要と考えている。  

 

包括的・継続的ケアマネジメント支援業務（介護保険法 115条の 45第 2項第 3号） 

１.ケアマネジャーからの相談支援と連携 

ケアマネジャーからの相談は 18 件あり、ケアプランや制度の関する相談が 6 件、認

知症周辺症状による近所トラブルやケアマネジャーとのトラブル相談が 4件、医療の問

題や権利擁護の相談 2件、ケアマネジャーに対する不信や交代の相談が 6件であった。

ケアマネジャーに対する不信に関しては、本人や家族の意向がケアマネジャーの価値観

により相違となることやアセスメント不足、寄り添う姿勢や対話の問題などあり、対人

援助技術やケアマネジャーとアセスメントを一緒に行うなどの振り返りを実施するな

どしているが、再構築はできず、交代に至るケースが多い。コロナ禍にて、ケアマネジ

ャ―の研修や交流機会もなく、少人数の事業所など相談ができない状況などもありケア

マネジャー自身が悩みを抱えている状況もある。また、長引くコロナ禍にて介護者や家

族の情報不足や在宅勤務などによる家族の密によるストレスや不和が高齢者の介護に

も影響している状況も見られた。 

2. ケアマネジャー勉強会と共有 

気軽に情報共有や相談ができるよう、今年度はオンラインで事例検討会を前原地区主

任ケアマネ連絡会のメンバーと実施。ネグレクト疑いのある事例検討を行い、16 名の

参加があった。また、新型コロナウイルス感染者が地区内でも増加する中で、オンライ

ンで「前原ほのぼのケアマネサロン」を開催し、コロナ禍の予防対応や濃厚接触者の対

応やまた家族の感染などによる介護者不在時の対応などを情報交換した。（14名参加）

また、オンラインが困難な事業所もあり、後日ケアマネサロンの報告と内容を地区の居

宅支援事業所に配布し、共有した。10月にはオンラインにて、「予防ケアプランの作成

のポイント」として勉強会を開催し、20 名の参加があった。船橋市の「介護予防ケア

プラン記載ポイント」の内容に沿いながらも、具体的な目標の考え方や記載ポイント、

課題に対する具体的な例示を示しながら、共有した。終了後に前原包括独自で作成した

資料提供を求める声が多くあり、事業所に配布もした。 

3．地域の関係機関との連携 

11 月に、医療と居宅支援事業所の連携を深める目的で、オンライン勉強会を開催。

津田沼・地域の医師と訪問看護や薬局の 43 人が参加し、医師からの助言や連携につい

て議論した。 

 コロナ禍において、民生委員の戸別訪問の自粛や民協定例会の開催も 11 月から開催
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にて、民生委員の方々も高齢者への介入に関して、不安を抱える声も多々聴かれた。気

になる高齢者に関しては個々の民生委員の方と共有し、地域の見守り体制を調整してい

る。民生委員の方々との共有や協力のお願いとして、連携による効果や役割分担など、

連携のイメージがつきやすい事例をまとめ配布し、具体的なイメージが持てるようにし

た。また、民生委員の困りごとや勉強したい内容を知るためにアンケートを実施してお

り、今後の勉強会やケアマネジャーとの連携に関して、活かしていきたい。 

 4.地域環境情報提供 

 民生委員とケアマネジャーの連携がスムーズに行くよう民生委員別の担当地区を一

覧表示し、居宅支援事業所に配布した。 

 今年度は町会や各団体の活動自粛も多く、集える場所や活動場所が少ない現状があ

り、コロナ禍の中での新たな地域活動や外での体操やウォーキング倶楽部などの情報も

更新し、資源マップの更新や前原地区地域資源一覧表も作成し、地域居宅介護支援事業

所や地域の方に情報提供している。 

 

地域ケア会議推進業務（介護保険法 115条の 48） 

○全体会議（定例会）について 

 年 6回の予定で、3回対面と 1回書面開催した。 

         

○個別ケア会議について 

 今年度 2事例あり。1事例は独居の聴覚障害のある認知症高齢者が財布を無くした 

など何度も消防署に出向くケース。不安解消や財産管理、今後の生活支援について検討

した。介護保険申請、サービス利用から施設入所に至ったが、近隣住民との関係の希薄

さも地域課題として捉えられたケースであった。 

もう 1事例も独居、認知症疑いあり、お金の管理が難しいのか、預貯金や生活費も目減

りがあり、今後の生活困窮が予測されるケースを 12/24に開催。 

 

○現状の課題及び今後の取り組みについて 

（地域課題） 

① コロナ禍での生活面への影響  

② 防災に対する自助・共助の更なる普及と救護体制の不安がある。 

（課題に対する取り組み） 

① に関しては、感染リスクを抑えつつ、地域活動を行うことを目標として、集団で活

動せずに個々の介護予防として、「まえばら健康ウォークラリー」を開催。 

5 月から開催予定も 5 月は雨天となり、6 月・7 月・9 月 11 月・12 月と開催した。
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11月より地域活動が少しずつ再開も、地域の要望はあり、3月まで実施予定。 

② に関しては、前原地区に病院前救護所がなく、市民レベルでの応急救護所の設置に

ついて議論した。応急救護所の協力者の確保や運営体制、設置場所など議論する中

で、病院前救護所に医師が参集され、医師の不在と物資がない中で、トリアージの

問題や一時処置が市民レベルでは困難との結論となり、前原地区の一次救急に関し

て、10 月に「災害時等の救急体制整備についてのお願い（要望書）」を保健所の方

と面談にて提出した。 

また、市民レベルの防災意識と救護力をつけていくことを目的に災害を我が事とし

て考え、個人の防災力の向上を図る講演会を 3月に予定している。 

 

認知症総合支援業務（介護保険法 115条の 45第 2項第 6号） 

○関係機関との連携・ネットワークの構築 

 認知症が疑われるケースや認知症周辺症状が疑われるケースなどは、地域の医療機関

やサポート医、薬局、訪問診療、訪問看護、ケアマネジャー、警察などと連携し、早期

発見に努める事や専門医や認知症疾患医療センターと相談し、治療に繋げられるよう連

携している。認知症の周辺症状により、虐待が起こっていることもあり、専門医への相

談が急がれることが多かった。 

 また、徘徊を繰り返すも介護者の認知症理解不足により介護保険利用に繋がらないケ

ースと他者の介入を拒否する娘が認知症疑いのある両親の介護をするケースで別居の

家族の相談として計 2件を認知症初期集中支援チームにて、オンラインで医師との面談

に繋げた。専門医の助言を受けることで家族の理解や前原包括の支援の方向性を検討で

きた。認知症の早期発見と対応および予防に努められるよう、地区の自治会の方に新聞

配布を通じて、状況確認していくことや、民生委員の方とは個々のケースでの連携や民

協定例会を通じて連携を図っている。気になる高齢者の報告や前原包括からの依頼もフ

ットワークよく訪問してくださり、事後の報告や連携もスムーズに図られている。 

 

○認知症への理解を深めるための普及・啓発（認知症カフェの立ち上げ支援を含む） 

・出張相談での認知症理解啓発として、包括の車に展示やチラシ配布 

・認知症の方と家族の声を七夕短冊に記入していただき、前原包括の外掲示板に展示 

・認知症本人及び家族の声と認知症ケアの具体例などを記載した「私にとってのより良

い暮らし」という冊子を作成。認知症ふれあい交流会に参加されていた方や地区のケア

マネジャーを通じ、認知症介護者に配布 

・認知症サポーター養成講座は、公民館にて市民向けに開催し、2校の小学校にてはオ

ンラインにて実施 

・地域包括支援センター新聞にオレンジページとして介護のワンポイントコーナーを掲

載 
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○地域での見守り体制の構築（徘徊模擬訓練の実施支援を含む） 

 地域住民向けに、地域の見守り支援のポイントのリーフレット「地域住民だからこそ

出来ることを始めてみよう」を地域の掲示板や回覧板を通じて周知した。 

 認知症の方の見守りや支援として、前原地区の 1自治会と公団、民生委員と前原包括

にて、「ケア連絡会」を発足した。気になる高齢者の支援について、個々で対応をして

いるが、共有することで、認知症や虚弱などの介護予防と早期発見、地域での生活継続

に繋がることを認識しており、3ヶ月に 1回会合していく。地域が自然に共同して活動

できるチームオレンジとして発展していけるよう協働していく。 

 今年度、認知症ステップアップ講座指導者養成研修（2名）千葉県認知症コーディネ

ーター研修（1 名）認知症地域支援推進員研修（1 名受講、受講予定 1 名）を受講して

おり、他市や他県の活動も学び、地域資源の活用や関わりを更に重視している。 

総合事業の介護予防ケアマネジメント（介護保険法 115条の 45第 1項第 1号ニ） 

○事業対象者を判定するための基本チェックリストの実施 

 総合相談の中で、本人の状況を把握し、制度説明、意向確認により、今年度新規事業

対象者は 2名。また、昨年度事業対象者になるも、サービス未利用であったが、改めて

サービスに繋がった方は 2名いた。ケアプラン点検時に自立支援に資するケアプランや

視点に目を向けられるよう支援している。 

 

○多様なサービスの活用 

 ケアマネジャーから地域のインフォーマルサービスがわからない、介護保険卒業後の

場がないなどの声も聴く。地域の体操教室やラジオ体操、買い物支援や清掃支援などの 

資源マップ情報を更新し、配布した。 

 コロナ禍で市の一般介護予防事業やシルバーリハビリなどの休止、地域の自治会や公

民館などの活動も中止となり、介護予防事業の受け皿が狭まれた。その中で地域の活動

の再開状況の確認と公園でのラジオ体操などの推奨をしてきた。一般介護予防事業再開

後はパワーリハビリなどや生き生きと若々しく過ごすための教室などの短期集中コー

スの案内を行った。 

 昨年度、コロナ禍で開始したマンション住民のラジオ体操の支援と他地区に新聞を通

じて活動紹介をした。また 10 年来、公園でのラジオ体操を毎日実施している地区の取

材をさせていただいている。地区住民主体の活動を紹介することで、地域の更なる活性

化に努めている。 

 

○総合事業の普及啓発 

予防ケアプランにおいて、利用者の自立支援を資するケアプランを目指すも、サービ

スのためのケアプランとなり、目標が変わらない状況や事業対象者などへの移行も難し

い現状がある。ケアマネジャー向けに「予防ケアプランの作成のポイント」として、オ

ンライン勉強会を開催し、船橋市の「介護予防ケアプラン記載ポイント」の内容に沿い
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ながらも、課題の背景や ICFの視点に基づき、本人の能力を高める支援として、具体的

な目標の考え方や記載ポイント、課題に対する具体的な例示を示しながら、インフォー

マルな視点や利用者が行動変容できるような具体例も共有した。 

 地域住民向けにも包括新聞にて一般介護予防教室や総合事業の周知を図った。 
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事業報告書（重点事業等） 

（令和 3年度：第 3四半期終了時） 

重点事業：権利擁護業務（介護保険法 115条の 45第 2項第 2号） 

＊高齢者虐待関係 

○早期発見・早期対応 

 長引くコロナ禍にて、地域活動や地域の交流が少ない中で、虐待の早期発見が懸念

され、虐待は様々な要因により、いつどの家庭においても起こりうる身近な問題とし

意識してもらえるよう、「地域住民だからこそ出来ること始めてみよう」というリー

フレットを作成し、全町会に回覧と掲示を依頼した。前原包括の外掲示板、公民館な

どに掲示した。民生委員にも民協定例会にて配布し、見守り活動の意識向上に努めた。 

 家族の就労状況の変化や家族が密になることで、家族関係のバランスが崩れること

やストレスが起こり、介護高齢者や認知症高齢者への影響も予測され、徘徊通報があ

ったケースにおいて、介入することで虐待を発見することもあった。 

 

○関係機関との連携及び役割分担 

 虐待通報連絡を受けた際は、早急に事実確認と関係機関からの情報を確認し、三職

種で検討会議し、情報整理と虐待の有無とリスク検討、緊急性の判断を行っている。

分離や措置など対応方針を共有し、直営包括支援センターと地域包括ケア推進課に、

助言や判断を仰ぎ、連携している。また、緊急分離ではないが、リスクが高いケース

などは早めに報告をし、支援の方向性を共有している。 

今年度は現在 8件あり、昨年度末の件数に値する。昨年度からの継続支援ケース 10

件と合わせ対応し、5 件の終結。その内施設入所等にて養護者との関係の再構築が図

れたケースは 4件となっている。 

今年度新規ケースは精神疾患を有する子供からの身体的虐待が 2件、認知症高齢者

に対する認知症が疑われる高齢者からの身体的虐待や介護放棄が 2件、認知症高齢者

の周辺症状による介護者への身体的虐待 2件、介護者の認知症理解不足により身体的

虐待と介護放棄が 1 件、癌末期高齢者の介護者への身体的虐待 1 件であった。1 件の

身体的虐待・介護放棄は養護者からの介護相談を 1度きりで終わらせず、その後の状

況確認で発せられた言葉で虐待が発見できた。分離・保護の必要性が高いと判断し、

早急に直営地域包括支援センターに報告、地域包括ケア推進課とも共有し、自宅より

救急搬送し、受診後に中間保護施設を経由し、措置ショートステイと措置変更にて入

所となった。養護者の介護知識や危機感の低さが虐待へと発展したケースであるが、

養護者支援の観点に注意し、養護者の想いを傾聴しつつ、高齢者の権利や制度説明を

丁寧に行ったことで、養護者との関係は良好で、今後面会等に繋げていき、終結にむ

けての支援をしていく。また、分離保護にて後見人がついているケースにおいても今
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後の身上監護の点も踏まえ、後見人や入所施設、裁判所の判断を経て、家族面会を予

定している。 

養護者の未治療や養護者が問題を抱えていること、認認介護、生活困窮など複合的

な課題がある。また、認知症介護に伴う虐待が多く、認知症の理解不足や周辺症状の

コントロールの問題も多い。さーくるや医療機関・障害者施設・生活支援課・ケアマ

ネジャーやサービス事業所等とも連携し、関係機関と役割を担い、養護者や高齢者を

医療に繋ぐことや生活基盤整備などにも努めている。 

 

○センター内の体制 

虐待通報や困難事例での相談において、権利侵害の恐れがある場合は、担当者を 2

人以上とし、常に三職種で情報共有している。随時の検討会議以外にも月 1回評価会

議として、オリジナルシートを用いて、対応計画の協議とモニタリングを行い、計画

の見直し、終結に向けても検討し、終結の判断も会議で行っている。この評価会議で

は、虐待認定していないが、虐待に発展する恐れのある困難ケースについても同様に

対応計画の協議やモニタリングを実施している。 

また、職員の精神的負担も考慮し、状況に応じて担当者の調整変更や支援の分担を

図っている。 

 職員の資質向上に関しては、千葉県高齢者虐待防止対策研修や、地域包括支援セン

ター職員課題別研修（高齢者虐待対応のプロセスや事例を見立てる）にオンラインで

参加し、その後センター内での伝達により学習機会を持ち、研鑽に努めている。 

 

 

センター事業 

〇コロナ禍での地域の交流・健康づくり 

① 地域包括支援センター新聞による介護予防と感染防止と濃厚接触予防 

（5月）感染予防とフレイル進行予防 

（7 月）まえばら健康ウォークラリーと出張相談紹介・オレンジページ（認知症介護

ワンポイント） 

（9月）コロナに負けずに介護予防・家族が感染疑われる場合の注意点 

（11月）前原・中野木地区の地域活動紹介と介護予防事業の紹介・オレンジページ 

② まえばら健康ウォークラリー  

前原包括から御嶽神社（約 1.2Km）又は海松台公園から御嶽神社（400ｍ位）を密

にならずに歩いて、有酸素運動と神社でのラジオ体操実施。当初は前原包括主催

で検討も、地域ケア会議に賛同得られ、社協と合同で 6月～計 6回実施。 

③ 動画配信（YouTube）による介護予防 
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 （5月）元気アップ体操 Voｌ.3 ：約 15分位の体操を紹介 

④ 地域の自主活動支援 

昨年度誕生したマンション住民のラジオ体操は自主活動として、現在も継続され

ている。前原包括も月 1 回参加し、カレンダー配布をしている。また、この活動

をセンター新聞に掲載し、地域の活動立ち上げ支援の呼びかけや地域活動の活性

化や実際に参加している方のモチベーションアップにも繋がるとの声も上がって

いる。 

 

〇地域ボランティア参加への啓発 

 コロナ禍にて、積極的にボランティアを募ることはできなかったが、まえばら健康

ウォークラリーや出張相談などを通じて、認知症の方や要支援の方などと一緒に参加

することなども見られた。互いに声をかけ合うことができたことも地域の力となって

いる。 

 また、まえばら健康ウォークラリーのゴールとして、神社を参拝させていただいて

おり、雨の日では社務所やテントの利用にも御協力いただいた。なお、社務所内で参

加者の要望にて、介護保険講座も開催し、皆さんの積極的な質問も多くあり、意識啓

発となった。 

 ボランティアが作成したポーチやカードケースなどもまえばら健康ウォークラリ

ー参加者の楽しみとなっている。 

 

〇災害や感染への対応力の向上 

 県内・市内及び関東近県の感染状況を踏まえ、感染予防や感染者・濃厚接触者とな

った際に入院やホテル利用が困難となり、自宅隔離の危機が予測され、自宅での対応

について地域包括支援センター新聞にて周知し、不安緩和や備えに努めた。 

 施設での感染拡大や濃厚接触によりサービス利用不可のケースや介護者の感染に

より残された高齢者に対する支援についての相談があり、協力支援した。また、サー

ビス事業所や居宅支援事業所の一時休止もあり、高齢者の安否確認や請求業務などの

支援も行った。また、ケアマネジャーの業務に関しても、地域在宅連携を深める会の

医師などより、医療情報を収集し、ケアマネサロンを開催し、情報共有や情報提供に

努めた。 

 

〇出張相談 

 7月から奇数月の第一木曜日の 1時間、UR団地の屋外スペースにて、気軽に立ち寄

れる相談窓口を開設。認知症の理解啓発や介護予防、感染予防対策などのちらし配布

も行い、啓発の場となっている。 
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事業報告書（概要） 

（令和 3年度：第 3四半期終了時） 

総合相談支援業務（介護保険法 115条の 45第 2項第 1号） 

総合相談は、地域に住む高齢者に関する様々な相談をすべて受け止め、センターの担

う相談業務につなげていくと同時に、当センターだけでは担えないと判断した場合は、

適切な機関と協働して対応している。地域の高齢者が安心して生活を継続していくこと

ができるようにワンストップ相談及び断らない相談を行っている。当地域では昨年度か

ら新型コロナの影響で、認知症に対する不安やフレイルの状態も含め、これまで以上に

複合化した相談が増えることが予測されるため、三職種が協働して相談に対応できる体

制をより強固に築いていく。基本的に専門性を保ちながらどのような業務も特定の職種

に限定して行うという方法ではなく、三職種全員がセンター業務にたずさわる体制をと

り、職員間の日々のコミュニケーションが効果的にできるよう常にチームアプローチを

実践している。総合相談支援業務においては、相談受付・主訴の確認後に検討会議を行

い、緊急性の判断・主担当の決定を経て継続的支援を行うが、その過程において必ず三

職種が関わり、常にチームで取り組む体制をとっている。 

今年度 4月から 11月までの相談件数は延べ 5,761件(月平均約 720件)、実人数(新規

相談件数)は 842件(月平均約 105件)。特に、認知症相談者数が 1,691件(月平均約 211

件)になり、総数の約 29％つまりほぼ 3人に 1人が認知症に関係する相談である。これ

までと同じく認知症相談が増加しており、コロナ禍の影響からか軽度認知症の方から重

度の方まで全体的に件数が増えてきていることと関連している。 

相談内容としては、独居高齢者の男性でガン末期や精神疾患などを患い、他者に対し

SOSを出せない、または支援が受けられることもわからずに生活困難に陥っているケー

スが特に増えてきている。また、そういったケースは生活資金が足りないといった複合

化した課題があり、生活困窮に対しての支援や医療・介護サービスの支援などを並行し

て進めている。 

虐待についての相談延べ件数は昨年度一年間で 578 件だったが、今年度 4 月～11 月

までの時点で相談延べ件数が 225 件と半減している。しかし 8050 ケースや、生活困窮

の課題も抱えている世帯など分野を横断したケースが増えているため、他機関との連携

が重要になっている。 

 出張相談室のたきのい・おでかけ相談室やならしの相談室を、このコロナ禍において

昨年度より実施できない状況にあったが感染防止対策を徹底しながら、10 月よりなら

しの相談室は再開し、たきのい・おでかけ相談室は民生委員・児童委員と各町会・自治

会役員などと情報交換会というかたちで再開した。地域に対してのアウトリーチ機能を
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発揮し、地域住民や民生委員・児童委員との連携を今まで以上に密に図っていく。 

 

権利擁護業務（介護保険法 115条の 45第 2項第 2号） 

＊高齢者虐待関係以外（判断能力を欠く状況にある人への支援、消費者被害防止等） 

【1. 成年後見制度】 

総合相談から関わる権利擁護に関する業務の実施にあたり、担当地区内において認知

症の方や独居高齢者からの相談が多い。生活状況などの確認、見守り体制の構築など難

題はあるものの、町会・自治会と民生委員・児童委員との密な連携が不可欠であり、具

体的な体制構築を進めている。 

相談件数として、4 月から 11 月までの実人数（新規相談件数）が 2 件、延べ件数で

は 50 件になっている。市長申立は相談なし。昨年よりも相談件数は減っているが、さ

らに独居高齢者は増えてきている状況なので、今後も相談が増えることが予想される。 

また認知症の方など自己決定支援のために個別ケア会議を随時開催し、民生委員・児

童委員、町会・自治会、医療関係者、介護サービス事業所などの関係者により高齢者の

残存能力を確認し、本人の権利を守りながら自己決定を尊重していく。虐待や消費者被

害などで権利侵害を受けた、または受ける可能性が高いと考えられる場合は、権利侵害

の予防や対応を専門的に行うことは職務であると考えている。具体的には、権利擁護の

サブシステムである成年後見制度の活用促進、日常生活自立支援事業の利用支援、消費

者被害に関する相談対応などを行う。 

【2. 消費者被害防止】 

 訪問販売による詐欺や特殊詐欺などの相談が増えているなか、コロナ禍においてふれ

あい・いきいきサロンやミニデイサービスなどの普及・啓発する場が少なくなっており、

個別訪問時に消費者被害の内容を聞きこみながら支援し、また周辺の地域へ注意喚起を

行った。 

 

包括的・継続的ケアマネジメント支援業務（介護保険法 115条の 45第 2項第 3号） 

【１．包括的・継続的ケアマネジメントの体制の構築について】 

主治医と介護支援専門員との連携や、他職種との協働及び多機関との連携体制構築を

行ってきたが、今年度は昨年度と同様、コロナ禍において対面によるグループワークな

どができず、4 月に予防プランの改定による説明会を zoom 研修にて 2 回、みたなら医

療連携勉強会を web研修にて行った。介護報酬改定においては、地域の介護支援専門員

からも疑問点などが多くあげられており、知識向上や業務の標準化を図ることができ

た。 
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個別事例においては、特に 8050 事例のように地域包括支援センターだけでは対応で

きないケースが多く、フラットやさーくるなどの他機関との連携を図ってきた。障害を

持っている事例が多く、障害福祉サービスの利用など障害福祉課との連携が多かった。

また、生活困窮者の相談も多く、生活支援課との連携が頻繁にあった。 

【２．地域における介護支援専門員のネットワークの活用】 

医療・介護関係者、民生委員・児童委員等が地域課題を中心に検討し、地域を支える

仕組み作りとして、独自のネットワークとしてみたならネットワーク勉強会を行ってき

た。内容としては、地域課題に対して情報共有や支援方法の共有、介護保険制度や他制

度や BCPの説明など多岐にわたって企画している。このネットワークを機能的に動かし

ていくために、より多くのケアマネジャーや専門職、地域の方々にネットワークへ参加

していただけるよう働きかけている。 

【３．介護支援専門員に対する個別支援】 

介護支援専門員からの相談については、丁寧に受け止め適切な指導を行っている。改

めて個別指導が必要と思われる相談に対しては、ケアマネジメントプロセスに沿って状

況を確認し、よりよい解決策を一緒に検討している。 

 

地域ケア会議推進業務（介護保険法 115条の 48） 

○全体会議（定例会）について 

全体会議（定例会）について、地域ケア会議が中心となって開催する医療講演、防災

訓練、徘徊模擬訓練、社会資源マップの作成など、地域の実情に合わせて、医療・介護・

地域の関係者が意義ある協働ができるよう、会議の中心となり取り組みを進めている。 

 コロナ禍において、今年度上半期においてオンライン会議を実施することも検討した

が、構成員の半数以上のインターネット環境が整わず困難であったため、集会会議は行

わず書面会議とし、上記の 4つの事業について実施可能な状況になった際の取り組み方

法を検討した。書面では地域課題の抽出が難しく、また新しい意見も出にくかった。11

月の会議では感染対策を徹底した上で集会形式での会議を再開した。チームオレンジの

進捗状況の報告や、コロナ禍で実施できていない医療講演、防災訓練、認知症徘徊模擬

訓練について、それぞれの事業内容に合わせた啓発活動としてチラシを各町会に配布・

掲示することになった。 

 

○個別ケア会議について 

支援困難なケースに対する関係者間での情報共有や役割分担について、認知症高齢者

の徘徊後の支援など、特に地域の中で地域住民と協力しながら見守り体制を構築してい

くほか、深刻化しリスクの高いケースについては積極的に個別ケア会議を実施してい



三山・田喜野井地域包括支援センター 

る。今年度 2件開催し、2件とも独居で 1件はガン末期で自立生活が困難な状況である

にもかかわらずセルフネグレクトの状態の方の対応をした。1件は認知症により被害妄

想が強く介入困難で、金銭管理が難しく成年後見制度の活用が必要なケースであった。

個別ケア会議の中で、それぞれ関係者間で役割分担をし、今後の支援の方向性を一致さ

せることにつながり、見守り体制の構築を図ることができた。 

 

○現状の課題及び今後の取り組みについて 

地区内において認知症による徘徊者の増加や、家族の多問題などに関わる虐待対応件

数の増加などの地域課題が挙げられるなか、地域ケア会議において具体的な地域の現状

と課題を共有し、住みやすい地域作りを進めるコアメンバーであるということが構成員

全体に十分に浸透してきている。また地域の支え合いの会やボランティア活動をしてい

る方々に、例年は認知症徘徊模擬訓練や医療講演、防災訓練などの活動に積極的に参加

していただき、地域課題についての共有を図っている。今後も、関係機関との連携を深

めていくとともに、地域の方々が地域づくりに参加してもらえるよう働きかけていく。

また地域ケア会議の周知についても、関係機関などに対し継続的に進めていき、各機関

からも地域課題などが抽出できるよう様々な方法や手段をもってネットワークを広げ

ていく。 

 

認知症総合支援業務（介護保険法 115条の 45第 2項第 6号） 

○関係機関との連携・ネットワークの構築 

認知症における相談件数は、令和元年度から令和２年度にかけて約 600件以上増えて

いる。コロナ禍におけるひきこもり生活の影響からか認知症が発症し、進行してしまう

ケースが以前よりも増加。専門医による受診につなげ、必要なサービスの利用により家

族介護者の負担軽減を図ることが今後も大いに必要になってくる。民生委員・児童委員

や地域住民、ケアマネジャーなどと連携し情報共有をしながら、初期段階から認知症状

悪化防止のための支援を行い、終末期までその人らしく暮らしていけるように支援して

いる。近年医療受診が困難になるケースが目立つことから、医療機関との連携を密に迅

速に支援していく。 

 

○認知症への理解を深めるための普及・啓発（認知症カフェの立ち上げ支援を含む） 

 他機関への認知症総合支援事業としては、地区社協、民生委員・児童委員、町会、自

治会、老人クラブなど顔の見える関係作りのためにも各機関の会議などに参加し、今年

度はコロナ禍で中止となった認知症徘徊模擬訓練やオレンジカフェなど認知症への理

解を深めるための普及・啓発する機会を今後増やしていく。認知症サポーター養成講座

については民協など地域で 2回実施し、小学校にて 3回実施した。センター事業の健康

相談室で脳トレなど実施し、認知症について啓発活動を行った。 
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○地域での見守り体制の構築（徘徊模擬訓練の実施支援を含む） 

チームオレンジ事業について、三山地区にある学園台自治会支え合いの会の協力のも

と、モデル地区として活動推進とともに事業実施に向けて進めている。以前より見守り

活動を実施しているが、既存のマンパワーでは見守り体制の構築が困難な状況もあり、

サポーターの新規発掘が難しい他、高年齢化していることが課題となっている。 

認知症徘徊模擬訓練については、地域ケア会議で検討しているなか、再開できる状況

になれば、田喜野井町会にて実行委員会を立ち上げて実施する予定。 

 

総合事業の介護予防ケアマネジメント（介護保険法 115条の 45第 1項第 1号ニ） 

○事業対象者を判定するための基本チェックリストの実施 

相談を受け十分なアセスメントを行い、総合事業や要介護認定についての説明を丁寧

に行い、必要な場合は随時事業対象者を判定するための基本チェックリストを実施して

いる。介護事業所による既存のサービスに加え、地域住民を含めた様々な主体による多

様なサービスが提供されるように、市の計画に基づきケアマネジメントの流れに沿って

業務を実施している。またセンター事業の場や地域活動の場において、総合事業につい

て説明し、地域の方への理解も深めてもらえるよう普及・啓発活動に努めている。 

 

○多様なサービスの活用 

 みたならネットワーク勉強会が独自に作成した、みたなら地区ハートページや地域ケ

ア会議で作成中の社会資源マップを用いて、フォーマルサービスの情報整理ができてい

ることに加え、地区社協の生活支援コーディネーターと連携してインフォーマルサービ

スの把握に努め、活用できている。 

 

○総合事業の普及啓発 

今年度センター作成と委託した数を合わせて、毎月 280件以上の要支援者のプラン作

成を実施。利用者との新規契約時、定期的な計画見直し時、また利用者に何らかの変化

が生じた場合など、センター職員が適切に担当ケアマネジャーと連携、情報共有を行い、

ともにケアマネジメントを実施する姿勢で取り組んでいる。 

要支援者が可能な限り、要介護状態とならないよう自立支援に向けたケアマネジメン

トを徹底し、地域において自立した日常生活を継続するということを実現できるよう支

援していく。 
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事業報告書（重点事業等） 

（令和 3年度：第 3四半期終了時） 

重点事業：権利擁護業務（介護保険法 115条の 45第 2項第 2号） 

＊高齢者虐待関係 

○早期発見・早期対応 

 総合相談や地域からの通報など、さまざまな情報をもとに虐待案件を把握してい

る。今年度、虐待通報の通報者別報告件数として警察 2 件、介護支援専門員 1 件、被

虐待者 1 件、民生委員・児童委員 1 件の計 5 件。この 5 件は全て虐待認定された。介

護支援専門員からの通報ケースは、認知症高齢者の夫婦で介護サービス利用していた

が、在宅生活の継続が困難で生命の危機があると判断し分離したケースである。早期

発見、早期対応をするためにも、日頃から地域の介護支援専門員を含む関係機関との

連携を密にしていることで、虐待の疑いが発生した時にも迅速な連携対応ができるよ

うにしている。今後も虐待対応について適宜ケアマネジャーなどへ虐待防止等の研修

会をセンター独自研修として企画する。 

 

○関係機関との連携及び役割分担 

 セルフネグレクトのケースについて、本人との連絡が取れず意思確認が困難であっ

たが、さーくるや親族、警察や不動産会社とも連携し措置入所することができた。本

人が不安定な精神状態のなか、安否確認をすることは困難であったが、今後は老人福

祉法に基づく措置（やむを得ない事由による措置）も考えながら対応していきたい。 

 引き続き、警察署、保健所、医療機関、地区社会福祉協議会、民生委員児童委員協

議会、自治会などと密に連携をとりながら、虐待の疑いが発生した時に迅速な連携対

応ができるようにしておく。また、直営包括である東部地域包括支援センター、地域

包括ケア推進課との連携の在り方について先般いただいたフローの通りに実施して

いく。 

 

○センター内の体制 

虐待通報及び虐待が疑われる事案等の相談に対しセンター内では、三職種が合同で

検討して必要な情報の収集や対応方針を決定している。虐待の内容によって役割分担

を行い、医療的な関わりが必要な場合は保健師相当の職員の協力を得ながら社会福祉

士が対応するなど、柔軟で迅速な対応を行った。職員全員で共有し、役割分担に関し

ても特定の職員に偏らないようにし、必ず職員二人体制で支援するチームとしての体

制を作った。 

職員の資質向上として、千葉県高齢者虐待防止対策研修を受講し、高齢者虐待対応

について理解を深めた。 
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センター事業 

 今年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からセンター事業があまり実施

できなかった。そのため地域におけるアウトリーチ機能が不十分になってきている。

その点においては、今まで要支援者に関わってきた地域住民や民生委員・児童委員と

の連携を今まで以上に密に図り、必要に応じ訪問実施、電話にての状況確認をするこ

とで、状態変化があるもしくは介護者の状況も変わってきている様子など、随時情報

共有を行い対応している。特に、介護が必要になってから相談を受けるのではなく、

まず介護が必要とならないように、予防事業を中心とした地域づくりに力を入れてき

た。介護予防の中では、虚弱高齢者が機能低下しないように、閉じこもり防止に焦点

を当てている。 

 

○出張相談「たきのい・おでかけ相談室」 

目的：見守り、支え合い体制を作り、高齢者が陥りやすい孤立を防ぐと共に必要な支

援に繋げていく。 

場所：コープみらい集会所 

日時：毎月 1回 第 3木曜日 午後 1時から 4時まで 

方法：包括職員、民生委員・児童委員などが、ボランティアで来訪者の相談に対応し、

レクリエーションを提供する。 

内容：地区担当の民生委員・児童委員と協力し、地域における高齢者の状況の把握と

相談を行い、必要時には居宅訪問へ繋げていく。開催当日は、血圧測定、脳トレ・体

操、保健・福祉の情報提供などを行い、高齢者に気軽に利用していただく。包括職員

が脳トレなど工夫して提供している。 

 新型コロナウイルス感染拡大予防のため、令和 2 年 4 月により開催中止していた

が、コロナ禍の対応においてこれまで「たきのい・おでかけ相談室」に参加していた

高齢者の中で、孤立しやすく見守りが必要な方をピックアップし、民生委員・児童委

員との情報交換会として田喜野井地区にて 2回実施し、次回三山地区においても実施

予定。 

 

○出張相談「ならしの相談室」 

目的：見守り、支え合い体制を作り、高齢者が陥りやすい孤立を防ぐと共に支援が必

要になった場合は、早急に必要な支援に繋げていく。 

場所：習志野 1丁目集会所 

日時：2ヶ月おきに第 1火曜日 午後 1時 30分から 3時 30分まで 

方法：包括職員、習志野 1丁目町会長、副会長、民生委員・児童委員などが、ボラン
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ティアで相談対応を行う。 

内容：担当地域における独居の高齢者および介護が必要となる恐れのある高齢者の確

認、必要時には訪問へ繋げていく。独自に地域の高齢者リストを作成し、開催時に状

況の確認を行って更新している。また、相談方法としては、住民が当日直接相談に来

所することもできる。確認作業の中で、気になる高齢者には包括職員、民生委員・児

童委員と一緒に居宅訪問をして実態把握をしている。 

 昨年度は実施できなかったが、今年度は感染対策を徹底しながら 4月より再開。ま

たコロナ禍の対応において、「ならしの相談室」の構成委員が随時連絡を取り合い、高

齢者リストの中から生活状況の確認が必要な高齢者へは電話連絡をし、居宅訪問を行

った。 

 

○みたならネットワーク勉強会 

目的：三山・田喜野井・習志野の 3地域のケアマネジャー、地域ケア会議構成員、医

療・介護サービス従事者、民生委員・児童委員などの関係者が一堂に集まり、地域課

題の把握やその解決に向けて協働して取り組むことを目的としている。 

場所：三山市民センター 

日時：年 3回 午後 6時 30分から 8時 30分まで 

内容：それぞれの回ごとに、テーマを決めて実施。今年度は「介護」をテーマにして

行った。ケアマネジャーや地域住民、介護サービス事業所及び医療機関などが繋がっ

て、介護を受けるだけではなく自立した生活にするために、講演やグループワークを

行う。 

 新型コロナウイルス感染拡大予防のため、令和 2年 4月より開催中止。民生委員・

児童委員などが Web 開催について困難な状況があり、今後再開に向けて検討してい

く。 

 

○みたなら地域医療介護連携ミーティング 

目的：三山・田喜野井・習志野の 3地域のケアマネジャー、地域ケア会議構成員、医

療・介護サービス従事者などの専門職が一堂に集まり、疾患に関する地域課題の把握

やその解決に向けて取り組むことを目的とする。 

場所：三山市民センター 

日時：不定期、午後 6時 30分から 8時 30分まで 

内容：地域でよく見られる疾患について専門職が共通理解をして、地域住民を支える

ことを目的とする。 

 昨年度は新型コロナウイルス感染拡大予防のため開催中止していたが、コロナ禍の

対応として、4 月 10 日に WEB 研修を実施した。当地域で多く見受けられる「糖尿病 
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セルフケアについて考える」とし、治療だけでなく運動、栄養など幅広く学ぶことが

できた。 

 

○健康相談室 

目的：地域における介護予防を推進する企画として、虚弱高齢者に対して、要支援・

要介護状態にならないようにいろいろな観点から、健康維持を図る事を目的としてい

る。また、支援が必要になった場合は、迅速に必要な支援に繋げていけるように地域

住民の輪を広げていく。 

場所：まちかど相談室（三山・田喜野井地域包括支援センター隣） 

日時：毎月１回 午後 1時 30分から 3時 30分まで 

方法：包括職員、薬剤師（ボランティア）などが講師となり、情報提供する。 

内容：地域における独居の高齢者および介護が必要となる恐れのある虚弱高齢者に対

して、健康維持の観点から必要な情報を提供する。また、参加者同士の交流を深め、

コミュニケーションを活性化して健康維持を図っていく。継続的に様子を把握できる

ので、支援が必要になったときには迅速に動けるように対応する。 

 10月より感染防止対策を徹底し、活動再開した。今後も、コロナ禍にあってもフレ

イル予防や閉じこもり防止のための情報を、パンフレットなどを用いて地域住民に周

知し、人数制限をしながら事業継続して行く。 

 

○園芸教室 

目的：地域における閉じこもり防止を図る企画として、園芸教室を開催。一緒に作業

し交流していくことで健康維持を図る。また、支援が必要になった場合は、早急に必

要な支援に繋げていく。 

場所：まちかど相談室（三山・田喜野井地域包括支援センター隣） 

日時：不定期 午後 1時 30分から 3時 30分まで 

方法：包括職員、地域住民等がボランティアで企画指導の参加。 

内容：地域における独居の高齢者および介護が必要となる恐れのある虚弱高齢者に 

対して、閉じこもり防止の観点から、住民に人気がある園芸教室を開催し参加してい

ただく。また、参加者同士の交流を深め、会話の機会を増やすように工夫することで

認知能力の維持を図る。 

 11月より感染防止対策を徹底し、活動再開した。密な状態を避けられるような会場

レイアウトを検討し、人数制限をしながら事業継続して行く。 

 

〇 ケアマネジャー研修会 

目的：地域におけるケアマネジャーの資質向上のために、WEB 研修を企画し、利用者
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の自立支援に役立てる。今年度は、予防プランにおいて中間評価他、プランに加算の

記載等の周知のため、WEB 研修会を 4 月に実施。また、年度末までに BCP の勉強会を

東部地区全体で行う予定。 

場所：まちかど相談室（三山・田喜野井地域包括支援センター隣） 

日時：年間 2回予定 

方法：ZOOM研修など感染対策に留意した方法を検討 

内容：ケアマネジャー相談から見えてくる地域で抱える課題について、必要な情報や

解決方法などを一緒に検討する研修にする。介護関係における新しい知識や技術を習

得できる研修にする。 

・令和 3年 4月 1日（土）「令和 3年度介護報酬改定について」ZOOM研修 

・令和 3年 4月 23日（金）「令和 3年度介護報酬改定について」ZOOM研修 
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事業報告書（概要） 

（令和 3年度：第 3四半期終了時） 

総合相談支援業務（介護保険法 115条の 45第 2項第 1号） 

地域の高齢者が、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ため

に、本人の能力や可能性を共に探り、発揮できる環境を整えていく視点を持つとともに

本人の自己決定を尊重し本人の状況に応じた自立への支援をする事が求められている。 

総合相談支援について、新型コロナ感染症ワクチン接種が進み、今年度、昨年の同期

間と比較すると延べ総数は（11月まで）6,642件から 7,016件で若干増えている。また、

10月から緊急事態宣言の解除後に伴い民生委員からの相談が増えた。 

フレイル、孤立などからくる相談に加え、認知症に関連する内容はもとより、身寄り

のない高齢者夫婦に認知症の進行や疾患などをきっかけに共倒れしたケース、猫の多頭

飼育問題、8050 問題、義務教育の孫を含み 3 世帯で家庭崩壊を起こしたケースなど、

相談内容が複雑化し虐待に繋がる要素が懸念され高齢者に対する支援だけでは解決が

困難なケースが増えている。困難事例の場合は、アセスメントや目標がブレないよう三

職種で話し合いの機会を持ち、多様な相談内容、ニーズや緊急性を判断し、医療、介護

をはじめとして「さーくる、ふらっと船橋、警察、生活支援課、UR、民生委員、自治会」

必要に応じては児童相談所、学校など適切な機関・制度・サービスと連携を取り対応し

てきた。 

今年度、個別ケア会議を 5ケース実施。地域の中で上がっている詐欺被害や閉じこも

りや孤立に対して地域で課題を共有し可能な範囲の見守りなどの役割に参加していた

だいている。 

今年度もコロナ禍で地域での活動の多くが中断され、地域へ発信する機会が減り、老

人会への参加も数回となり、地域共生社会に向けた包括的な支援体制構築が必要とされ

る中、地域でこれまで築かれた地域資源のボランティアがコロナ中断を機会に次世代へ

の引継ぎが出来ず終了した地区もある。介護予防教室や、地域での認知症サポーター養

成講座を通し地域へ発信する機会もコロナの為減ったことに対し、地域ケア会議で、地

域包括支援センターが地域高齢者の相談窓口としてある事、その時の地域の課題などに

ついて、予防的対応に繋がるよう個人や地域への発信の 1つとして情報誌「ならだい に

しなら通信」を 12 月に発行しているが、今後も継続していく。地域の高齢者や家族が

手に取る機会のある関係機関、出張所、図書館、地区社協と理事会を通し各自治会役員、

団地自治会、銀行、郵便局、病院、調剤薬局などに設置する事でネットワークの構築に

もつなげるようにしている。地域小学校や日本大学薬学部 1年生に対して実施した認知

症サポーター養成講座は地域共生社会の実現に向け地域に根差した新たなネットワー
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クの構築の 1歩として実施し関心を持つ学生もみられている。 

 

 

権利擁護業務（介護保険法 115条の 45第 2項第 2号） 

＊高齢者虐待関係以外（判断能力を欠く常況にある人への支援、消費者被害防止等） 

【自己決定支援】 

高齢者への権利侵害の発生を未然に防げるよう必要な情報収集や体制作りを迅速に

行い高齢者本人の主体性が尊重されるよう総合相談から繋がる全てのケースにおいて

高齢者虐待の視点を持って支援を行っている。 

【チームで判断】 

権利侵害が疑われる案件についてはセンター内で検討会議を開催し、チームで対応を

協議し三職種それぞれの役割を遂行している。支援過程においても情報共有の機会を設

定し、支援方法の確認や修正、進捗状況を把握している。また、適時、地域包括ケア推

進課や基幹型地域包括支援センターに相談・報告を行っている。 

【成年後見制度の利用】 

本年度も地域ケア会議（令和 3 年 12 月現在 4 回開催）の場で「住み慣れた地域で尊

厳ある生活と人生を維持することが出来る」という当たり前の願いを支えていく重要性

について民生委員・介護支援専門員・地区社会福祉協議会・町会自治会・老人会・医療

関係者・介護サービス事業者・法律関係者等に対して周知・啓発活動を行った。 

高齢者の判断能力等の低下から、高齢者本人・家族・親族に適切な意思決定を行える

人がいない案件や虐待案件等に対して、成年後見制度スクリーニングシートを活用して

成年後見制度利用の検討及び提案を行った。本年度はこれまでに 4件の相談があり、本

人申立てに至る案件は 0件、親族への制度説明を経て親族申立てに至った案件も 0件、

市長申立て案件としては 4件対応した。市長申立て案件の相談経路は全て総合相談から

であった。申立て案件については認知症による判断能力の低下はもちろんのこと、生活

困窮、高齢者虐待、希薄な家族関係といった課題を複合的に有しており当センター単独

で対応するのではなく地域包括ケア推進課や基幹型地域包括支援センターはもちろん

のこと関係機関との連携、医師や弁護士からも専門的な助言を受けながら手続きを進め

た。また、後見人のサポートについても取り組んだ。選任された後見人も支援チームの

一員として捉え、高齢者本人やその家族への理解等が高まるよう当センターが有する情

報（高齢者本人の病状や認知症状等）を共有した。また、後見業務が開始された後も後

見人から相談があった際には支援を行っている。高齢者本人を支援する中では家族に対

する支援も重要との認識で対応している。 

認知症高齢者が所有する特定空家に指定された不動産処理を目的とした後見申立て
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に係る相談を同居人から受けた案件について、今年度も引き続き支援を行った。同居人

では申立てができないため市長申立てを進めることとなった。状況把握の過程で同居人

による介護の抱え込みが明らかになり、当該高齢者に対する身上保護についてもその必

要性が明らかになったが、当該高齢者と婚姻関係を結ぶので後見申立てを取り下げるよ

う同居人が訴えるようになった。当センターとしては、当該高齢者への不利益を回避す

るため地域包括ケア推進課や基幹型地域包括支援センター、専門家への相談を行いなが

ら対応した。後見人は選任されることとなったが、その後、夫と後見人の協議により複

数後見を行うこととなった。最終的には家庭裁判所の判断にはなるが後見人を解任し、

夫が当該高齢者の面倒を見ていくこととなることで調整が行われる可能性があると聞

いている。本事案を経験し当センターとしても三職種全体で権利擁護業務のスキルを向

上していく必要性を再認識した。 

【徘徊高齢者への対応】 

高齢者の徘徊について、警察からの連絡（27 件：昨年同時期より 10件増）を受けた。

高齢者宅を訪問して認知症の疑いが認められたときや何らかの生活課題を有する場合

は高齢者、家族、関係者と協議し適切な治療や介護サービス導入に向けた支援を行った。 

【消費者被害への対応】 

高齢者の消費者被害については、消費生活センター主催の研修会に参加し最新の情報

を当地域包括センター内で共有した上、総合相談支援や地域ケア会議をはじめとした会

議の中で、関係機関から提供された被害状況や防止策を参加した地域住民や関係者に対

して周知・啓発を行った。また、詐欺（疑いを含む）被害については警察への相談に繋

げることへの周知・啓発を行った。警鐘ポスターをセンター内に掲示、来所者への注意

喚起も継続的に行っている。 

本年度、原野商法詐欺に遭っている認知症高齢者に対する情報提供が消費生活センタ

ーからなされた。当該高齢者はこれまでも 3回同じ手口の詐欺に遭っており、消費生活

センター担当者も当センターとの間での情報共有に積極的であった。本人、民生委員、

自治会長、当センター職員で個別ケア会議を開催し支援の方向性について検討した。（消

費生活センターに参加を依頼したが消費生活支援センターについては個人情報保護の

観点から個別性の高い会議への職員参加は困難であるとの回答を受けた）。個別ケア会

議の結果も踏まえ親族に現状を伝え成年後見制度や船橋市が無料で貸与している「電話

詐欺防止機器」の設置を案内することが出来た。後見制度の利用については本人が望ま

なかったが「電話詐欺防止機器」の設置については同意が得られた。後日、設置状況を

モニタリングすると当該高齢者からは「設置して良かった」との感想を聞くことが出来

た。今後も関係機関と連携しながら詐欺被害を未然に防止する取り組みを継続するだけ

ではなく、様々な研修に参加しセンター全体としての対応力を向上させていく。 
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包括的・継続的ケアマネジメント支援業務（介護保険法 115条の 45第 2項第 3号） 

地域の高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることが出来るよう、また本人の機能や

能力を最大限に生かし、その人らしい自立した生活を継続するために、必要な社会資源

を切れ目なく活用できるよう実践してきた。そのために地域において多職種相互の協働

を図りながら、包括的・継続的ケアメネジメントを実現するための体制作りが必要と考

えており、その環境整備と介護支援専門員等への支援を重点的に今後も継続する。 

地域共生社会の実現に向けては多機関との連携が求められる。地域包括支援センター

職員が一丸となり、高齢者がその人らしい自立した生活を継続できるよう包括的・継続

的ケアマネジメントチームで支援を展開してきた。 

1． 地域の介護支援専門員等のネットワークの構築と実践力向上に向け、包括的・継続 

的ケアマネジメント支援の環境整備を行うと共に、地域の介護支援専員を中心にサ

ポート体制を整備し支援してきた。 

①船橋市自立支援型介護予防ケアマネジメント事業においては、介護予防ケアマネ

ジメントのプランを立てる際に可能な限り地域に応じて自立した日常生活を自

立支援の視点をもちながら、どのような目標をたててケアマネジメントを行って

いくか等をテーマとする勉強会を企画し、地域の居宅支援事業所の介護支援専門

員等に声をかけ実施を計画している。 

②基幹型地域包括支援センター・船橋市介護支援専門員協議会地区担当役員と協働

し、感染対策を配慮し 8月にオンラインを用い「利用者と家族の意向を踏まえた

プランの立て方」と題し基本に立ち返りケアマネジメントのプロセスの研修会を

開催した。 

③包括的・継続的ケアマネジメント実践の環境を整備するために、「地域包括支援

センターとの連携に関する」アンケート調査を実施に向けて準備をしている。連

携に関する地域の介護支援専門員のニーズを把握し課題を明らかにし業務に活

かしていきたい。 

④介護支援専門員の資質向上を目的とする事例検討会をこれまでに２回開催した。

感染対策に配慮した少人数での事例検討会は、担当介護支援専門員のみならず、

参加者が共に学べる機会となり介護支援専門員同士のネットワーク作りの場と

なった。また管理者が参加することで、スーパービションの機能の一つである、

管理的機能を発揮できることが期待できる。これからも、地域力の向上に向け継

続していきたい。 

⑤介護支援専門員等と民生委員等のネットワークの場となっている地域ミ―ティ

ングを地域ケア会議の全体会として開催を予定していたが、昨年度同様コロナ禍

で開催を見送った。地域の高齢化が進むなか、顔のみえる関係づくりがコロナ禍
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にあっては、さらに必要性が増していることから個別ケア会議を活用しながら地

域の体制づくりを目指している。 

2. 『東部地区主任ケアマネ連絡会』で地域の主任介護支援専門員の連携が深められる

よう積極的に参加し、地域の主任介護支援専門員等が課題に感じている部分を積極

的に吸いあげて地域の体制づくりに生かせるようにサポートした。今年度は、BCP

（業務継続ガイドライン）の研修を計画している。 

また地域の主任介護支援専門員が地域での役割と管理者としての役割をもちなが

ら、自主的に活動を促進する場として情報共有や意見交換の場になるよう支援して

いく。 

 

 

地域ケア会議推進業務（介護保険法 115条の 48） 

〇全体会議（定例会）について 

年度内 4回開催を予定し、11月末日現在 4回開催。 

5月は習志野台公民館講堂にて感染予防対策に留意して開催。今年度の活動計画の確

認と個別ケア会議の報告を行った。8月は新型コロナウイルス感染防止対策により書面

での開催。議事内容を構成員へ郵送して意見を募り、いただいた意見をまとめて返送す

る形で行われた。 オンライン会議が開催できる環境が整い 10月はオンライン形式の臨

時会議を開き、構成員の活動の中で体感しているコロナ禍の影響及びその対応策につい

て意見を伺う機会とした。 11月は習志野台公民館講堂にて感染予防対策に留意して開

催。地域ケア会議主体で企画していた活動のほとんどが中止となる中、会議を重ねるこ

とで新たな課題を共有し、新たな活動について議論を交わした。 

全体会議では地域ケア会議を主体とした講演会の企画運営や地域課題を明らかにし

て課題解決に向けた対策を協議する場となっているが、9月に予定していた地域ケア会

議を主体とした研修会及び 10 月に開催を予定していた「習志野台地域ミーティング」

も新型コロナウイルス感染防止の観点から中止となった。 

会議に参加する構成員それぞれの活動の中で、コロナ禍で活動を自粛した影響なの

か、ご高齢者の病状悪化・身体機能低下・認知機能低下が進んでしまうケースが多くな

っていることが報告されている。また、当センターにおいてもフレイルの状態となって

いる相談が多く見受けられる中、虐待通報の件数が昨年度同月期 11 件だったのに比べ

6件と減少している傾向から、支援者側の『早期発見・早期対応』の機能が低下してい

る状態であると捉えている。 

昨年度より創刊した情報紙について、構成員の中で民生委員と地区社会福祉協議会、

地域包括支援センターがコアメンバーとなり定期発行に向けて協議を重ねている。 
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○個別ケア会議について 

11月末日現在 5回開催。独居高齢者の案件が 3件、子のいない高齢者夫婦の案件が 1

件、父と子（子が介護者）の案件が 1件の計 5件。 

案件の解決すべき課題は、「認知症高齢者による多頭飼育状態で高齢者の心身状態の

悪化から生活・飼育が困難となった」「病状の悪化から自動車運転が困難となった高齢

ドライバー」「原野商法詐欺の消費者被害を繰り返してしまう」「老々介護で介護者であ

った妻の病状が悪化しているが支援者からの提案を頑なに拒む」「介護サービス導入を

受け入れない介護者」など様々である。それぞれ課題は異なるが、関係者が集い課題整

理、情報や支援方針の共有、役割分担などを行うことで参加者相互の理解を深め支援チ

ームの強化を図ることが出来た。 

会議参加者について、案件によりメンバーは異なるが対象高齢者、親族、民生委員、

自治会関係者、介護支援専門員、サービス事業者、行政職など多くの方に参加をいただ

き、新たな課題が生じた際に連携して対応できる土台作りにつながった。 

個別ケア会議を開催した後に、全体会議及び民生児童委員協議会での報告を行い、関

係機関間で多様な問題や課題が当該地域で生じている事実を共有し、地域全体の支援対

応力の向上に努めると共に、更なる個別ケア会議開催に向けた周知・啓発を行っている。 

 

○現状の課題及び今後の取り組みについて 

『令和 3年度事業計画で掲げていた課題 1～4について』 

「課題 1.地域情報の停滞」に対して、計画通り 12月に情報誌「ならだい にしなら通

信」の第 2号を発行、今年度中に第 3号の発行を予定している。 

「課題 2.認知症対策」について、日本大学薬学部での認知症サポーター養成講座はオ

ンライン形式で予定通り実施され講師を務めた。講座の中でボランティアに関心が

ある学生を募ったところ数名の学生から申し出を受け、生活支援コーディネーター

につなげた。9月に予定していた地域ケア会議を主体とした講演会及び子供向け認

知症高齢者徘徊模擬訓練についてはいずれも中止。チームオレンジに関しては、11

月の全体会議にて船橋版チームオレンジの説明を行い構成員の理解を得た。 

「課題 3.新型コロナウイルス感染蔓延に伴う会議・イベント運営のあり方」について、

地域ケア会議の事務局として新型コロナ感染症予防対策に対して、参集型・オンラ

イン会議・書面など情勢に応じた形式で開催できるよう、船橋市が示すガイドライ

ンの順守、Zoomアカウントの取得など必要な対応を行った。 

 「課題 4.包括的・継続的ケアマネジメント事業、権利擁護事業の促進」について、

10月に予定していた習志野台地域ミーティングは中止となった。 
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『新たな課題及び今後の取り組み』 

①「同一テーマの取り組みを継続して実施することが重要である」との共通課題の下、

「認知症の人が地域で安心して暮らし続けるために」を目指して、研修会等を毎年

実施してきた。習志野台地域ミーティングは、昨年度に引き続き新型コロナウイル

ス感染予防の理由により中止となっている。昨年度・今年度と実施予定であった外

部講師によるコグニサイズ、内部講師でオーラルフレイルの講演について、来年度

こそ実施できるよう講師と調整を図っている。 

高郷小学校での小学生向け認知症高齢者徘徊模擬訓練も同様の理由により中止と

なったが、来年度は再開できるよう小学校と調整を図っている。 

②コロナ禍の影響と思われる病状悪化・身体機能低下・認知機能低下が進んでしまう

高齢者が増加している中で、虐待通報の件数が例年より減少傾向にあることから、

根拠に乏しい面はあるが支援者側の『早期発見・早期対応』の機能が低下している

状態であると当センターでは捉えている。11月の全体会議で改めて高齢者虐待対応

について説明を行い、今後は民生委員をはじめ各機関・団体に対しても高齢者虐待

対応の周知・啓発を進めていきたいと考えている。 

③令和 5年度に習志野台地区チームオレンジ発足に向けて、地域ケア会議に参加して

いる機関・団体との協働が必須であることから、11月の全体会議にて「船橋版チー

ムオレンジ」の説明を行っている。今後、地域ケア会議を中心に形作っていくのか、

又は別の組織を立ち上げて進めていくかについて検討する。 

 

 

認知症総合支援業務（介護保険法 115条の 45第 2項第 6号） 

○関係機関との連携・ネットワークの構築 

『認知症であっても安心して暮らせる地域の基盤づくり』を目指し『地域ケア会議』

が主体になり取り組んでいる。今年度もコロナ感染予防のため、『地域ケア会議を主体

とした講演会』が中止になったが、10 月に臨時で地域ケア会議をオンライン開催し、

構成員間でコロナ禍におけるフレイルや認知症の課題を検討することを通して、医療・

介護・福祉・地域の関係機関との連携意識を高めた。また、11 月の第 4 回地域ケア会

議では次年度以降の習志野台地区チームオレンジ立ち上げについて意見交換し、地区社

会福祉協議会や団地の助け合いの会、見守り活動を行っている町会・自治会、地域の介

護施設、中学校や大学等の教育機関、商店街との連携やネットワークの構築がこれまで

以上に必要であることが課題として明確化された。 

さらに 12 月開催の習志野台地区社会福祉協議会理事会において、当センターの認知症

地域支援推進員 2名が習志野台地区のチームオレンジ立ち上げについて説明を行い、地
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区社会福祉協議会、町会自治会、民生委員等で協力連携を図りながら立ち上げていくこ

と、体制づくりとして病院・薬局、商店街スーパー、郵便局、銀行など生活関連企業に

も協力を呼び掛けていくことについて理解を図った。 

今年度開催した個別ケア会議 5 ケースから今年度の地域課題を集約した結果におい

ても、『地域資源のネットワークの構築』や『認知症対策の充実』が挙がっていること

から、チームオレンジの立ち上げを通じてこれらの課題に取り組んでいく必要性を確認

した。 

『ならだい にしなら通信』は第 2号の発行ができ、地区の公民館、図書館、郵便局、

薬局、認知症カフェ等に配布したことで、関係機関とのネットワークを継続していく機

会となった。 

個別支援では、地域のクリニックや訪問診療の医師・看護師・精神保健福祉士、薬剤

師と、当センターや介護支援専門員との医療連携が適時行われたほか、初期集中支援チ

ーム員会議を活用し、認知症本人や家族への適切な支援に繋げた。また、精神科専門病

院とは、認知症による精神症状や認知機能低下とアルコール依存症が重なるケース等を

通じて連携が継続強化された。 

コロナ禍の影響が 2年に渡り、高齢者の活動性の低下により認知症が進行したケース

が散見されているが、地域の認知症専門医、専門病院の予約が取りにくく、家族が困惑

するケースがある。適宜、予約が必要ない脳神経内科と連携を図ったり、法人内の脳神

経内科外来を活用し医師との連携を継続的に行ったりと、早期発見、早期診断につなげ

ることに努めた。 

介護支援専門員と民生委員との連携強化のための習志野台地域ミーティングは、今年

度も新型コロナ感染予防のために中止となった。経験が浅い民生委員 20 名程が、関係

機関との連携意義や対応方法について知識を深め、自信をつけて頂けることにより支援

のネットワークが構築できるよう、今後も連携強化に取り組んでいく。 

 

○認知症への理解を深めるための普及・啓発（認知症カフェの立ち上げ支援を含む） 

『認知症サポーター養成講座』を小学校 3カ所、日本大学薬学部、老人会 1カ所で実

施し普及・啓発を図った。新型コロナ対策のために、今年度も小学校ではグループワー

クや発言が制限されたり、Zoom を利用した講座に変更となったり、大学では Web 開催

で学生の顔が見えない状態と制約が多い中の実施であったが、臨機応変に対応した。『地

域ケア会議を主体とした講演会』は、コグニサイズやオーラルフレイルを通じた認知症

予防の知識の普及・啓発を予定していたが、新型コロナで中止となったため再び次年度

実施する計画に変更した。オーラルフレイルについては『ならだい にしなら通信』で

知識普及を図った。 
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西習志野高郷町会の華凛会に対しては 2 年前の船橋市健康ポイントに取り組んだこ

とから、今年度は認知症予防の再啓発を含め支援していく計画をしたが、華凜会自体の

活動自粛が継続しており、支援は次年度に持ち越した。 

個別対応では新しい『認知症安心ナビ』を活用した説明や、『初期症状のチェックリ

ストと受診の仕方』で認知症症状を把握し、医療や介護支援など適切な行動につなげた。 

 

○地域での見守り体制の構築（徘徊模擬訓練の実施支援を含む） 

小規模認知症高齢者徘徊模擬訓練のオンライン実施や認知症サポーター養成講座と

の抱き合わせでの実施を検討したが、長時間の研修の自粛やネットワーク環境の未整備

があり実施が困難であった。 

緊急事態宣言下であっても、町会・自治会の中では訪問による見守り活動や電話での

見守りが継続されたり、民生委員の中では独自のネットワークを通じて情報収集が行わ

れたりと、見守りが継続されている地域があった。これらの見守り体制を強みとし、体

制の弱い地域への支援に取り組んでいく。高齢化により担い手不足の問題が継続的な課

題になっているが、地域ケア会議の中で、チームオレンジの立ち上げを通じて、既存の

町会・自治会の見守り活動や地区社協の見守り活動支援の体制を整理し、わかりやすい

見守り体制に整備する必要性があると意見が挙がった。今後も少ない担い手の有効活用

や、担い手の増員に繋がるよう体制整備に取り組んで行く。 

 

総合事業の介護予防ケアマネジメント（介護保険法 115条の 45第 1項第 1号ニ） 

○事業対象者を判定するための基本チェックリストの実施 

自立支援に向け、目的志向型のケアプランを作成することは専門職として重要と位置

付けている。その上で総合相談支援や介護予防ケアマネジメントの利用者が主体的に取

り組めるよう、本人が「歩きたい」「旅行に行きたい」と意欲があり、本人・支援者間

双方で目標を共有できる利用者について、基本チェックリストの実施を働きかけてい

く。 

 また、担当者のアセスメントから、買い物や身の回りのことが自立しており身体状況

も安定している利用者に対してもチェックリストの実施へ移行できるように支援者が

道筋をつけていく。さらに「興味・関心チェックシート」を活用し、利用者自身も忘れ

ていた興味・関心に気づき、それを目標にできる場合があるので積極的に活用に努めた。 
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○多様なサービスの活用 

 住民・民生委員と連携を密にとり、地域で暮らし続けるために自分たちができること

を意識するきっかけ作りを通して地域ケアシステムの構築に向けて地域課題を共有し

た。 

 独居、高齢者世帯では介護保険外の生活支援のニーズが高い。例えばベランダ掃除、

草とり、大掃除に関してや、病院への付き添いなどには地域のボランティアを活用する。

同居家族が居ても同じようなニーズは多いと思われる。 

またコロナ禍により地域の活動は限定されてきている。少数ではあるがスマートフォン 

を使い家族や友人とグループでの情報交換や安否の確認をしている現状もある。SNSを

活用した地域とのつながりを取り入れ地域の支え合いの基盤づくりを進めていく。 

 

○総合事業の普及啓発 

総合相談時や地域への情報発信時に、総合事業が介護保険の申請の方法の一つである

ことを地域住民へ伝えていく。また当センターや当法人医療機関等に掲示する。 

現在は地域の活動が限定されているが、各関係機関との会議、町会・自治会での集ま

り（再開時）において総合事業についての申請方法や利用サービスなど事例を用いて紹

介し普及啓発に努める。 
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事業報告書（重点事業等） 

（令和 3年度：第 3四半期終了時） 

重点事業：権利擁護業務（介護保険法 115条の 45第 2項第 2号） 

＊高齢者虐待関係 

○早期発見・早期対応 

虐待通報の通報機関別実績は、警察 2件、地域住民 2件、介護支援専門員 1件、関

係機関（「さーくる」）1件の計 6件。内虐待認定された案件は 0件であった。昨年同

時期の通報件数と比較すると-5 件であり、実際に虐待案件の発生件数が減少したの

か、潜在的に問題が生じている案件があるものの発見に至っていないのかは不明であ

る。 

高齢者虐待に関する通報だけに限らず、住民や民生委員、警察、医療機関、介護支

援専門員、サービス事業者など関係機関からの相談等、高齢者に関する情報が当セン

ターに集約される体制作りを進めるための取り組みとして、10月に「習志野台地域ミ

ーティング」を開催し高齢者虐待対応を題材として民生委員と介護支援専門員の交流

を行う予定であったが、コロナ禍の影響により中止となった。通報実績が減少してい

る要因として、コロナ禍の影響により地域の見守り機能が低下していることも考えら

れることから、改めて関係者に高齢者虐待対応の周知・啓発を図るためのとりかかり

として、11月の地域ケア会議全体会にてスライドを用い、実際の事例も紹介しながら

高齢者虐待の基礎知識や対応方法の説明を行った。 

地域包括支援センターの業務を通じて得た情報から、高齢者虐待のサインを見落と

さないよう、当センター内において令和 3年 2月に受講した「千葉県高齢者虐待対応

現任者研修」の伝達講習を 5月に実施した。また、毎日の朝礼で虐待通報案件に限ら

ず気になる事項が生じている案件についてセンター内職員で情報を共有し対応を検

討している。 

 

○関係機関との連携及び役割分担 

『船橋市高齢者虐待防止対応マニュアル（令和 3 年 4 月）』に基づき関係者・機関

と協力して対応にあたっている。前年度から継続対応している案件について、措置入

所を継続している 2件は、家族、施設、高齢者福祉課、地域包括ケア推進課、基幹型

地域包括支援センター等の関係機関で協議し互いの役割を確認して対応にあたって

いる。分離の対応を取った案件で、虐待者から被虐待者との面会を求められたことか

ら、虐待者の主治医、被虐待者の主治医、施設、地域包括ケア推進課、生活支援課等

と協力し高齢者の生活を考慮しつつ、虐待者の求めに対して擁護者支援の観点から支

援を行った。 

今年度の虐待認定件数は 0件であり、初動段階で虐待の事実が認められないと判断

された。それぞれの案件について、介護支援専門員の後方支援として個別ケア会議を

開催し支援力強化を図る対応をとったり、通常の相談対応から介護支援専門員のケア

マネジメントへつなげたり、家族と連携して医療機関の受診・治療へつなぐなど適切

な支援を行った。また、高齢者虐待案件ではないが、要介護者である若年性認知症の
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40代女性、その母親、子 10代男女の 3世代の家庭内で要介護者とその母親に対して

子の暴力行為が生じている案件について、要介護者とその母親への支援者として介護

支援専門員・当センター・基幹型地域包括支援センター・地域包括ケア推進課が関り、

子の支援者として船橋市家庭児童相談室・児童相談所・子の所属中学校が介入した。

要介護者・母親の問題と子の抱える問題は異なるが、それぞれ関連性があるため役割

を確認して連携できる関係性を築くため支援関係者間で合同カンファレンスを開催

し対応した。 

 この案件や 8050問題のように、多世代にわたる認知症、様々な病気、身体・精神・

高次脳機能・発達障害、経済的な生活困窮、未就労、引きこもり等々重層的な問題を

抱えた案件に対して支援していく能力が今後求められることから、センター内の支援

能力の強化を図ると共に関係機関との更なる連携強化を図りたいと考えている。 

 

○センター内の体制 

高齢者虐待に関する通報を受けた場合、高齢者虐待防止法並びに『船橋市高齢者虐

待防止対応マニュアル（令和 3 年 4 月）』に基づき、船橋市高齢者虐待対応フロー図

に沿った対応を行っている。 

担当者個人でケースを抱え込まないよう担当職員は 2名体制で行い、初動・対応・

終結段階それぞれの場面で行われる所内検討会議では必ず 3職種全職員が参加し、そ

れぞれの専門性を意識して臨んでいる。検討会議ではホワイトボードを使用して虐待

の発生要因や課題の整理を可視化し職員の意識を統一して議論を重ねることで会議

の効率化を図り適切な支援方針を決定している。検討会議の内容は後に見返すことが

できるよう記録に残し保管している。また、高齢者虐待通報票の他、日本社会福祉士

会作成の帳票やサインチェックシート・リスクアセスメントシート等を活用すること

で「客観的事実確認」「緊急性有無の判断」「法的整理」が適切に行われているか適時

確認している。 

当センターだけでケースを抱え込まないよう、緊急性が高く後に立ち入り調査や分

離保護、やむを得ない措置、面会制限などにつながるリスクが高いと判断した案件に

関しては速やかに基幹型地域包括支援センターへ報告・相談を行い適切な支援を迅速

に行っている。また、医療知識や法的根拠など専門性の高い課題が生じた場合、課題

解決に至るように高齢者虐待防止ネットワーク担当者会議や臨時会議に諮り専門家

からの助言や見解を得る機会を設けている。この会議には職員が輪番で参加し、助言

内容が今後のケース対応で活かせるよう、他職員に伝達すると共に助言内容を記録に

残し保管している。 

虐待案件と判断しても緊急性は認められない場合、介護支援専門員との連携や医療

機関との連携、家族支援など課題を整理したうえ関係者間で役割分担を行い虐待行為

の解消につながるよう適切な支援を行なった。また、虐待案件を判断されない場合も

同様に、課題を整理して適切な支援を行なった。 

知識・技術の向上（研修体制）について、高齢者虐待対応の基本的な知識を身につ

けるため、センター内において令和 3年 2月に受講した「千葉県高齢者虐待対応現任

者研修」の伝達講習を 5月に実施。虐待事案の対応に必要となる相談援助技術や精神

科領域の知識、社会保障制度の知識などを身に付けるため、虐待案件に限らず困難事
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例や他機関と連携し対応している案件など、支援を進めるプロセスを重ね知識を得る

と共に各機関の役割や働きを知り、当センターとしてのスキルアップを図っている。 

職員のメンタルヘルスについて、朝礼や所内検討会議のチームとして案件を検討す

る場を設けるなどの仕組みづくりを行う他、日頃から職員間で意見交換を行うことで

行き詰まることがないよう職場環境を整えている。また、法人により年 1回定期の健

康診断及びメンタルヘルスに関するアンケート調査を実施することで職員の心身状

態を把握し、変調の早期発見・早期対応が行える体制を整えている。 

 

 

センター事業 

〇住み慣れた地域で生活し続けることを目標に「自立した生活を送るための健康づく

り」として地域ケア会議を主体とする講演会として「認知症の人が地域で安心して

暮らし続けるため」をテーマに、「オーラルフレイル」、認知症予防運動プログラム

「コグニサイズ」について講演会を 9月に予定していたが、新型コロナ感染症の拡

大で今年度も開催を見送った。長引くコロナ禍の社会的な影響を受け、認知症高齢

者の増加、軽度認知症やフレイルを抱えている相談が後を絶たず、予防的な視点は、

ますます重要であると考える。来年度以降終息した時期に講演等の開催を計画して

いる。 

 

〇地域の課題として、地域活動の機会が減少しており、これまでのように情報がいき

届かなくなっている現状が続いていることから、習志野台地区地域ケア会議発信の

情報誌「ならだい にしなら通信」を発行してきた。構成員の専門性を活かした視

点のコラムを掲載し、また地区社会福祉協議会と連携し町会、自治会等地域の状況

を把握し、地域ケア会議の場で共有し今後も継続していくこととしている。 

 

〇介護支援専門員との事例検討会について、支援の振り返り、権利擁護に視点におい

たケースの事例検討をそれぞれ開催している。 

①8 月には、千葉県指導者を講師に招き、主任介護支援専門員に向けての事例検討

会（スーパービション）を開催した。当センターが依頼したケースの振り返りを

通しての相互に学び合うことができた。今後も当センターとのネットワークの構

築を目的に今後も継続する。 

②相互の理解が進むことを目指した実践を目標に、担当の介護支援専門員と管理者

と伴に三者間の立場から、課題の整理、今後の方針について検討した。開催後は

センター内で共有し、対人援助技術の向上を目指し共有している。 

 

〇包括ケアシステムの構築のために、医療と介護の連携を積極的に遂行していきたい

と考えている。現在同法人の認知症の初期診断を目的に脳神経内科の医師の外来診

察の地域包括支援センター枠を設けてもらい総合相談から早期に医療へ繋げてい

る。認知症等の相談から、初期診断を中心に早期発見・早期治療の体制の基盤づく

りをすすめている。それによって、介護保険の申請もスムーズに行うことができて
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いる。 

 

〇地域共生社会の構築に向けた高齢者支援機関と小学校とのネットワーク構築を図

る機会として、認知症の理解を深める講座・訓練の実施を通じて地域社会で共に生

活を送る多世代で交流を図ることを企画していたが、新型コロナウイルス感染症の

拡大で見送った。                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 



塚田地域包括支援センター 

事業報告書（概要） 

（令和 3年度：第 3四半期終了時） 

総合相談支援業務（介護保険法 115条の 45第 2項第 1号） 

当センターが関わった相談者は誰一人として支援の手から取りこぼさないという基

本姿勢で対応し、誰もが住み慣れた地域で自分らしく安心した生活を維持できる街をつ

くるために、様々な相談に対してワンストップで対応ができる総合相談窓口としての機

能強化を図ってきている。 

〇上半期の相談統計の特徴について 

今年度 9月までの相談についての統計報告をする。新規の相談人数は、4月 137人（継

続新規含む）、5月 48人、6月 21人、7月 39人、8月 27人、9月 32人で合計 304人で

ある。地区別では行田・行田町が 81 人で全体の 26.6％を占め、次に北本町が 65 人

（21.4％）、旭町、山手、前貝塚町は約 15％程度であった。やはり約 1500 戸の行田団

地を抱える行田・行田町の相談が多いことがわかる。 

その他の特徴としては、認知症を主訴とする相談（例 医療機関に関する情報や BPSD

への対応方法などの相談）は 38件で全体の 12.5％となっている。また高齢者虐待の新

規相談人数は合計で 15 人（そのうち 4 月は 9 人であり継続者を含む）、権利擁護が 11

人（4 月は 10 人）となっている。上半期は権利擁護や高齢者虐待に関する相談が少な

かったことが特徴である。毎年 4月に継続相談者を新規扱いとしてカウントして月報の

報告を行うため、統計処理がずれるが、当センターの概ねの傾向である。 

〇センター内の相談対応の体制について 

毎朝のミーティングで新規・継続を問わず、相談支援の経過報告を実施し、支援につ

いての検討と方向性を確認し共有するようにしている。更に毎月の職員会議では現在支

援中の全ケースの検討を行い、進捗状況や支援方針について確認を行い、担当者のみの

判断ではなく、多職種の視点で検討しその都度支援方針を確認する体制をとっている。

さまざまな課題を抱えるケースへの支援については、医療機関、船橋警察署、さーくる、

消費生活センター、市役所関係課、福祉サービス公社などとの各種関係機関との連携を

スムーズに図るように強化している。 

職員の OJT研修については業務状況を見ながら、虐待案件だけではなく、総合相談の

面談や訪問を複数人で行うように心掛け、さまざまなケースを多職種で診立て、支援方

針の検討やケアマネジャーのアセスメントを実践することにしている。職員間の技量や

能力の平準化を図ることもさることながら、忌憚のない意見交換を実践するようにして

いる。 
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権利擁護業務（介護保険法 115条の 45第 2項第 2号） 

＊高齢者虐待関係以外（判断能力を欠く常況にある人への支援、消費者被害防止等） 

〇セルフネグレクトへの対応について 

独居高齢者が認知症や精神疾患になり、生活能力が維持できなくなる、ライフライン

まで止まり、生命や健康が脅かされてしまうセルフネグレクトという状態に陥るケース

への対応が課題である。そこで当センターでは同法人の認知症専門医の医師に協力を求

め、病院受診に連れ出せない利用者 3名に対して訪問診療を実施した。その 3名のうち、

1名は命と健康が危ぶまれているという助言の下、施設入所をすぐに調整し、成年後見

人選任の支援を行った。残り 2名については、介護保険制度を利用し在宅生活を維持で

きているが、ケアマネジャーへの支援を継続している。当センターが支援をするうえで、

早期に医師の訪問診療が可能であることは大変意義があり、緊急性の判断および地域で

の生活を支えるために、多職種で方針を定めてアプローチを展開する基盤となってい

る。 

〇徘徊高齢者への対応について 

警察署から徘徊高齢者に関する情報提供書が届いた場合は、担当ケアマネジャーがい

る高齢者についてはケアマネジャーに最近の様子を確認し、家族との相談で対策や介護

負担軽減などができているかどうかを聞き取っている。加えて民生委員や地域住民との

協力や見守り体制が必要であれば、個別ケア会議を開催することが可能であると助言し

ている。また、介護保険未利用者の場合は、家族へ電話して介護保険の制度説明や代行

申請のための自宅訪問、認知症専門医受診や GPSやアプリなどのツールを紹介し、安全

を確保するように助言している。 

〇消費者被害対策の周知  

「家に入り込んできて貴金属を安価で買い取られ、その後連絡が取れなくなった」「裁

判所から身に覚えのない訴訟のはがきが届いた」「携帯を無くした。警察や駅から電話

が行くので応対してほしいと電話がきた」など、消費者被害や詐欺についての相談は上

半期 8件であった。消費生活センターを紹介し、電話に取り付ける迷惑電話対策装置を

市民安全推進課に借りてきて設置を援助した高齢者もいる。民生委員から怪しい電話が

来た高齢者からの相談があると聞き、すぐに詐欺に気づくことや詐欺にあってもしかる

べき相談場所がわかるように、当センターでチラシを作成した。地域ケア会議、民生委

員協議会や社会福祉協議会、自治会などの関係団体をはじめとして、認知症カフェ、認

知症サポーター養成講座、在宅介護支援教室などの地域活動の開催時に配布した。塚田

だよりやホームページのブログに注意喚起の記事を掲載している。 
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包括的・継続的ケアマネジメント支援業務（介護保険法 115条の 45第 2項第 3号） 

〇西部地区でのケアマネジャー研修について 

圏域の他センターとも連携し、研修テーマの選定や講師との打ち合わせに参加し、ケ

アマネジャーが興味を持つ内容になるように意識している。 

主任ケアマネ連絡会では積極的な活動ができていない現状がみられたため、圏域の他

センターと相談し、ケアマネジャーの法定研修が概ねオンライン研修となっている現状

を踏まえ、ZOOM操作の研修を企画している。当センターが事務局の役割を担うことで、

世話人の負担を軽減することとした。 

〇塚田地区での研修について 

すべての居宅介護支援事業所と介護サービス事業所が協働して、研修・勉強会を実践

している「塚田の会」という組織がある。世話人（特に主任ケアマネジャー）がリーダ

ーとしてまとめており、全部で 33 事業所が参加し、当センターは後方支援として活動

に参加している。今年度は「塚田の会」を地域での連携基点と位置付けて積極的に研修

企画に加わることとし、5 月に打ち合わせを実施し、年間スケジュールを策定した。7

月に「高齢者虐待について～8050のケース支援について」の動画（講師赤川和弘医師）

を視聴する勉強会を実施し、9月には成年後見制度の理解を深める研修として、行政書

士を講師に招いて研修を開催した。12 月には多職種連携をテーマとした事例検討会を

実施し、ケアマネジャーとサービス事業所、当センターからのそれぞれの立場や役割に

ついての理解が深まる 3 事例の報告が行われた。更に 10 月から BCP 策定に関する勉強

会を開催し、5 回シリーズのうち 2 回が終了している。この「塚田の会」では毎回 25

～30 名程度の参加があり、アンケートにおいて好評との回答を得ている。約 2 時間で

はあるが、定例研修・勉強会を連続して行うことで、より他機関との連携が図れている。

「塚田の会」で特定事業所加算を算定している主任ケアマネジャーが世話人となること

で、他法人との研修企画という算定要件を担保している。 

〇ケアマネジャーからの相談について 

相談時には早期対応し、ケアマネジャーの不安を取り除くことを心掛け、管理者との

情報共有ができているのかなども聞き取るようにしている。ケースの重要度によって

は、電話での相談受理だけでなく、センター職員が事業所に直接出向いて、ひとりで抱

え込ませないように配慮している。また、当センターからケアマネジャーに依頼した問

題を抱えるケースについては、タイミングを図りつつ、ケアマネジメント支援が円滑に

展開できているか、他に課題が発生していないかなどを、ケアマネジャーにモニタリン

グするようにしている。 

〇要支援認定の利用者のケアマネジャーについて 

 要支援認定で外部へ委託している高齢者は約 180 人であり、居宅介護支援事業所は
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39 か所である。提出される介護予防計画書の点検時において、それぞれのケアマネジ

ャーの個性を把握し、ケアマネジャーのアセスメントを行い、力量を把握するようにし

ている。しかし、委託を受けてくれるケアマネジャーがおらず、ケアマネジャー探しは

難航している。最近では要介護のケースにおいても 20 件目でようやく担当を受けても

らったが、この時間と労力が業務に負荷をかけているのは事実である。 

 

 

地域ケア会議推進業務（介護保険法 115条の 48） 

○全体会議（定例会）について 

今年度 4 回の会議を計画し、12 月末現在で 3 回目を終了している。開催時期のコロ

ナの感染状況を鑑み、リモートや書面を活用しての会議であった。会議の開催方法は、

第 1回目は会場での参集とリモートでの参加を合わせたハイブリッド方式、第 2回目は

緊急事態宣言に伴い書面会議、第 3回目はようやく構成員全員が参集し、対面による会

議を行うことができた。なお、ハイブリットでの開催時にはパソコン操作に不慣れな構

成員に対して、個別に接続や操作方法の説明を行い、不測の事態に備えた対応を行った。 

新しく今年度から地域の行政書士が構成員として参加し、権利擁護の専門職として法

律に基づいた見解や経験を通しての実践的な意見を構成員間で共有ができている。 

第 2回の書面会議において構成員に対し、実施したアンケート結果から把握できた課

題がある。コロナ禍という活動や対面制限が長く続いてきたことによる弊害でもある。

すなわち地域の各関係機関のネットワークの強化と地域包括支援センターの周知活動

をいかにして再開していくかという課題である。そこで、第 3回の会議では、基本に立

ち戻り、各団体の活動や状況報告、今後の予定などの意見交換を実施した。その中で次

年度には地域の福祉関係者の交流会を開催していきたいという提案をいただいている。 

○個別ケア会議について 

12月末現在、個別会議は 5回（4名）を開催している。いずれのケースも認知症・独

居であり、家族・民生委員をはじめ、各町内自治会やマンションの管理組合、介護保険

関係者などが集まり開催した。 

1名については本人の拒否が強く、介護保険サービスを導入できなかったために見守

り体制を強化していたが、集合住宅の自治会や互助会などの地域住民関係者から寄せら

れた情報で本人の状態悪化を早期にキャッチすることができ、2回目の開催に至り、介

護保険利用に繋がっている。また、もう 1名については、当センターの開設以来、初め

て行田団地で開催することができ、民生児童委員だけでなく自治会関係者の参加があ

り、有意義な会議となった。行田団地の医療福祉課拠点事業の着手に向けた「行田団地

ケア推進会議」において報告をしている。当センターでは今後も認知症を有する独居高
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齢者に対する個別ケア会議を重ねていくことで、孤立・閉じこもり対策に加えて地域住

民の意識向上を図っていきたい。 

○現状の課題及び今後の取り組みについて 

①構成員が所属する各団体と介護保険事業者が集まる交流会を地域ケア会議で企画

し、顔の見える関係づくりの再構築を目指していきたい。そのため地域ケア会議で来年

度事業として計画していきたい。 

 ②構成員に入っていなかった行田団地の自治会関係者が、今年度初めて地域ケア会議

にオブザーバーとして参加した。現在は通常の地域ケア会議とは別に、行田団地地域ケ

ア推進会議を 3か月毎に開催している。塚田地区全体がまとまり、将来的にはチームオ

レンジを見据え、この 2つの会議を統合することができないかと模索していきたい。 

③今年度の徘徊模擬訓練開催予定はないが、イオンモール船橋のイベント担当者へ認

知症徘徊模擬訓練などの実施を打診し快諾を得ている。次年度の開催を今年度中に企

画・検討することとしている。 

 

認知症総合支援業務（介護保険法 115条の 45第 2項第 6号） 

○関係機関との連携・ネットワークの構築 

今年度は開催実績のある小学校 3校に加え、新たに開校された小学校 1校と中学校 1

校の計 5校で、認知症サポーター養成講座を実施した。そのうちオンラインでの開催が

2校であり、キャラバンメイトである民生児童委員に対し、オンライン開催に伴う講座

内容や開催方法についての工夫をともに検討し、ZOOM の操作方法についてレクチャー

した。初開催の中学生対象の養成講座については、千葉県版のテキストを使用し、民生

児童委員とともに講座内容の打ち合わせを実施して開催した。そのほか、イオンモール

船橋から出前講座の依頼があり、スーパーマーケットの従業員に対し、認知症サポータ

ー養成講座を実施した。 

認知症初期集中チームは、12 月現在 1 件である。ケース概要は同居の長男から本人

の被害妄想や認知症のことで相談があり、対応を検討していた高齢者である。同居の長

男は無職で身体及び精神に障害があり、介護は期待できない状況であった。認知症初期

集中支援チームで、専門医のアウトリーチ及び受診、介護サービスの利用が可能となり、

専門医からは虐待に繋がる恐れのあるケースとして自覚して支援をするように助言を

受けていた。そのため、長男に負担がかからないように配慮することができた。 

○認知症への理解を深めるための普及・啓発（認知症カフェの立ち上げ支援を含む） 

塚田地区は 3か所の認知症カフェがあり、緊急事態宣言において閉鎖していたが、カ

フェの主催者に連絡をとり情報を共有してきた。10 月から再開したカフェには、事前

に感染対策の準備を手伝い、当日は包括の周知やミニ講座を行った。各カフェの主催者

と連携し、カフェの抱える問題や不安を聞き取り、一緒に考えていくようにしている。

また、カフェの新規開設を希望している住民には、モチベーションが下がらないように、

再開したカフェの見学を提案している。 

○地域での見守り体制の構築（徘徊模擬訓練の実施支援を含む） 
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地域での見守り体制の構築には、地域住民が認知症を理解することが必要であるた

め、地域ケア会議主体の講演会を 2月に認知症をテーマに実施する予定である。地域で

の見守り活動を促進し、早期発見、早期対応につなげていく効果を期待している。 

 

総合事業の介護予防ケアマネジメント（介護保険法 115条の 45第 1項第 1号ニ） 

○事業対象者を判定するための基本チェックリストの実施 

当センターで新たに事業対象者として認定した高齢者は 3名、継続が 2名である。事

業対象者として認定予定者もいたが、住宅改修の希望が加わり新規申請した方もいる。

また、介護保険満了時にコロナ延長を選択する要支援者が殆どであるのも実情である。 

○多様なサービスの活用 

 コロナ禍において地域におけるサークル活動や町内会活動が制限されたことで、フレ

イルになってしまった高齢者からの相談がある。自立高齢者から「出かける場所がなく

なり、デイサービスに行きたいから介護申請をしたい」というストレートな相談があり、

事業対象者を提案したが本人の希望を優先せざるをえなく、認定結果は「非該当」であ

った。現在は保健センターでの介護予防教室やシルバーリハビリ体操を案内し、参加し

ていることを把握している。介護保険サービスだけに頼らない地域での多様な社会資源

を創出することが必要である。 

〇総合事業の普及啓発 

事業対象者に関しては公民館で開催される寿大学や包括のブログ、塚田だよりで周知

活動を行っている。今後はケアマネジャーへの周知や啓蒙が必要と考えられる。 
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事業報告書（重点事業等） 

（令和 2年度：第 3四半期終了時） 

重点事業：権利擁護業務（介護保険法 115条の 45第 2項第 2号） 

＊高齢者虐待関係 

○早期発見・早期対応 

早期発見・早期対応については、センター職員の総合相談対応時における「主訴と

その背景に潜む課題の把握」に関するアンテナ感度が大きく左右するため、事業報告

書（概要）に記述したとおり、ケース検討会議を重視し、職員への OJT研修を実施し

取り組んでいる。虐待ケースに対する支援については、支援計画や方針をセンター内

で随時、話し合うことと、早期介入と早期対応を実践していくように心掛けている。

そうすることで、被虐待者への支援の枠組みを職員が常に確認し、必要な社会資源や

制度の把握と対策を行うことが可能である。あるいは予防して様子を見ていくとなれ

ば養護者支援やケアマネジャー支援の枠組みを設定する視点も必要となる。 

○関係機関との連携及び役割分担 

地域の介護関係者や住民には正しい認識と理解を促すために、板倉病院の心療内科 

赤川医師による講演「高齢者虐待について～8050のケース支援～」を撮影し、ホーム

ページに動画でアップしている。この動画については船橋市内すべての地域包括支援

センターにおいて共有し、参考にされている。 

分離や保護、緊急対応が必要な事例については、早期に直営地域包括支援センター

と連携を図り、情報共有、助言をいただき、多角的な視点での支援を展開している。

虐待対応のフローチャートを、センター内で読み合わせと検討を行い、直営地域包括

支援センターと差異が生じないようにしている。同時に養護者への支援についても、

センター内での検討結果について相談し、方針の検討を行うことで、できるだけ信頼

関係の構築に努めている。 

現在において虐待通報件数は 8件である。通報の内訳は、警察が 4件、サービス事

業所が 2件、ケアマネジャーが 2件であった。そのうち虐待として認定したケースは

2 件である。1 件は看護小規模多機能施設からの通報で、介護放棄として認定し迅速

に対応し、病院や関連機関に情報提供や連携、受診同行をすることで、命に係わる重

大な状態を未然に防ぐことができた。養護者に対しては対話を繰り返し行うことで信

頼関係の構築ができ、施設入所の際には養護者が契約者となった。もう 1件に関して

は、身体及び経済、介護放棄で虐待認定している。通報したケアマネジャーとその事

業所の管理者とともに虐待対応を行いつつ直営包括とも密に情報共有を図った。被虐

待者はやむを得ない措置の処遇で施設入所となり、生活保護申請、後見人市長申し立

ての支援を継続している。このケースでは生活困窮が虐待背景の一因になっていると

把握したため養護者、ケアマネジャーと共にさーくるへ訪問し家計改善について相談
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の上アドバイスを受けている。虐待者とは信頼関係の維持及び支援を継続しており、

相談のできる関係性が構築できている。 

権利擁護に関しては、前年度からの引継ぎケースとして、市長申し立てが 3件、親

族申し立て支援（法テラスとの連携など）が 2件あり対応してきたが、いずれも後見

人が決まり、滞りなく引継ぎが完了している。 

○センター内の体制 

三職種に限らず、センター内全職員でのチームアプローチを重視し、定期のケース検

討に加え必要時に随時検討を行い支援方針や対応方法の確認を行っている。また、虐

待者や養護者に対する支援方法、関係機関との連携についての OJTを行っている。当

法人のストレスチェックについてはすでに行われ、今回産業医との面談を希望する職

員はいなかった。しかし常に緊張を伴う支援がいつ起きるかわからないという職場で

あるため、職員のストレスケアに気配りをしている。 

 

センター事業 

月一回の職員会議において、年間計画を基に作成したロードマップを活用し各事業

の進捗状況を定期的に確認している。 

〇行田団地への取組みについて 

 UR都市機構行田団地は約 1,500戸、交通の利便が良く、保証人不要のため入居しや

すいメリットがあり、ほぼ空き家がない人気の団地である。その特徴として、今年度

当初の 65 歳以上の高齢者が世帯主となっている住戸は約 42.5％であり、孤独死や孤

立・閉じこもりが指摘されている。UR 行田団地の自治会組織は精力的に活動してお

り、今までも当センターから体操教室などへの講師派遣を行ってきた。しかし、行田

団地の自治会は連合自治会に加入しておらず、地域ケア会議に行田団地の高齢者福祉

関係者が参加していない。行田団地そのものが塚田地区において孤立している状態で

はないかと当センターでは危惧し、今後の取り組みについて模索をしていたところで

ある。 

 5 月に UR 都市機構と UR コミュニティから行田団地を、令和 3 年度中に「地域医療

福祉拠点化事業」に着手したいという申し出があり、地域ケア会議への参加希望を受

けた。しかし、上記の特殊な事情を踏まえ、行田団地独自の「行田団地ケア推進会議」

を医療・福祉団体の関係者で新たに設置することとした。各団体関係者に事情説明を

実施ししたうえで、事務局は当センターとし、自治会役員はじめ、民生委員や行田ク

リニックなどが参加する会議を開催している。今年度は 8月、12月とすでに実施し、

内容は地域ケア会議に準じている。今後も 3か月に一回のペースで定期開催の予定で

ある。 

なお、12 月の塚田地区地域ケア会議には行田団地の自治会関係者がオブザーバー
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として参加しており、いずれは塚田地区の全体会議に参加したいという声も聞こえて

いる。なお、会議を実施した月には「行田団地 地域包括ケア推進だより」のチラシ

を作成し、関係機関に配布及び各棟に掲示している。令和 4年度に配置される予定と

なっている「生活支援アドバイザー」との連携を強化していきたい。 

そのような行田団地において、11 月には当センターの周知活動を目的に高齢者見

守り訪問を実施した。75歳以上の独居・高齢者世帯をターゲットとして、把握のない

世帯約 250戸を訪問したのである。その結果、個別に総合相談や介護保険、任意後見

制度の利用に繋がった世帯が 6世帯であった。孤独死が多く、孤立・閉じこもりのイ

メージがあったが、実際に行った訪問活動においては、相談先として当センターが認

識されている効果が実感できたのも事実である。 

 なお、行田団地では船橋市の安心登録カードに関して、塚田地区社会福祉協議会及

び行田団地自治会での話し合いが行われ、当センター、UR関係者も同席した。その中

で行田団地では独自の安心登録カードがあるため、混同を避けたいという要望があ

り、今回の希望者すべてを自治会加入に関わらず、団地自治会が引き受けることとな

っている。 

〇生活支援コーディネーターとの連携   

生活支援コーディネーターは昨年就任されたばかりだが民生委員との兼務であり

以前から顔の見える関係であったため、定期的に情報交換の場を設けている。地区社

会福祉協議会のミニデイやサロン、老人会等の地域の高齢者が集まる場所の情報をい

ただき活用している。活動の制限も徐々に緩和されてきたため、今後は連携をより強

化していきたい。 

〇各関係団体との連携について 

緊急事態宣言に伴い開催は限定であったが、各種団体の会議へ積極的に参加するこ

とができたことで、当センターが各関係機関から把握した地域情報やニーズを、フィ

ードバックすることに繋がり、情報の共有ができた。 

民生児童委員協議会では要望のあった「高齢者施設の種類や特徴について」という

テーマでの勉強会を 12 月の会議において実施することができた。当センター職員が

講師となり開催している。 

塚田地区社会福祉協議会の理事会は、今年度 5回の開催予定で第 1回は書面会議、

第 2 回、3 回は参集にて参加した。理事会の開催月以外においても、地区社協活動だ

より等をいただくことになっており定期的に情報の共有が可能な関係性となってい

る。さらに、安心登録カード事業のブロック長会議に参加し、進捗状況について定期

的に確認する機会としている。また、本年度は先にも記入したように行田団地の希望

者への対応についての対応方法について協議することができた。 

今年度は旭町・前貝塚町エリアに移動販売車が導入されたが、導入にあたっての会
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議に参加したことで、自立した生活を営みたいという地域住民の声を聞く機会が持て

た。今後もチラシ配布やブログにて周知していきたい。 

〇オンライン等の活用による周知活動について 

「塚田だより」を年 4 回（4 月・7 月・10 月・1 月）発行している。地域ケア会議

の報告だけでなく、新型コロナウイルスのワクチン接種についての情報や認知症サポ

ーター養成講座、台風・豪雨時の避難情報の変更点について、エンディングノート、

消費者被害、虐待対応についての動画を紹介してきている。また、成年後見制度につ

いてはミニ講座をシリーズ化して掲載してきた。また遠方に暮らす家族でもアクセス

しやすいように、ホームページを充実するように工夫を行い、動画の配信やブログを

定期的にアップするようにしている。 

〇職員の資質向上に向けて 

職員の知識や技術向上のために、センター内において研修を毎月実施してきた。 

4 月は相談対応の基本とロールプレイ、介護予防計画書の変更点の確認、5 月はすこ

ちゃん手帳・地区状況の把握（町探検）、介護報酬改定、6月は LGBT ガイドライン、

障害者差別解消法と合理的配慮、災害マニュアル、8 月は成年後見制度や市長申立て

事務、給付管理業務、9 月は初期集中チーム員会議、虐待対応やフローチャート（西

部版）、10月は事故対応マニュアル、11月感染症マニュアル、12月虐待現任者研修の

伝達研修である。 

〇マニュアルの更新について 

当センターのマニュアルの更新作業を実施し、特に総合相談の入り口であるインテ

ーク面接の相談受付票を改定し、緊急度や事業対象者の選定、高齢者福祉の利用など

のスケールを取り入れ、対応に漏れが生じないようにした。そして「相談対応の基本

について」のマニュアルを新たに整備し、今年度の採用した職員については、ロール

プレイ研修を行うことでニーズ（主訴）を正確に把握できる面接技術とコミュニケー

ション能力の向上を意識させるように努めた。 

また、その他に改訂を行った当センターのマニュアルは、「新人オリエンテーショ

ン業務マニュアル」「災害・防災時の対応マニュアル」「感染症対応マニュアル」「事故

対応マニュアル」「相談苦情対応マニュアル」「窓口対応・接遇マニュアル」である。 
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事業報告書（概要） 

（令和 3年度：第 3四半期終了時） 

総合相談支援業務（介護保険法 115条の 45第 2項第 1号） 

今年度の新規の総合相談の傾向としては、コロナの感染状況が落ち着き始めた 9月頃 

から除々に件数が増え始めました。内容としては介護保険の申請手続きや、サービスの 

利用再開に向けた相談などが主です。また時期を同じくして、虐待や徘徊などのケース 

も増えてきた傾向も見受けられます。現時点の個別ケア会議の開催回数も 5件となって 

おり、既に昨年度の 6件に迫る勢いであり、必然的に地域の民生委員等の協力を必要と 

する見守り支援のケースが増えてきた印象です。 

法人内では地域共生支援部が新設されたことに伴い、地域の窓口としてより一層、相 

互に連携、協力が行えるよう、公正・中立性を担保しながらも包括的な相談支援体制の 

構築に向けて取り組んでいます。地域共生支援部ではケアマネジャーや相談支援専門員 

と共に定期的な制度理解や情報交換、または事例検討などを通じて、資質向上を目指し 

ています。12月の勉強会では千葉市における「8050を考える会の取り組み」の報告や、 

ひきこもりのケースについてグループワークを行いました。 

また総合相談の受付後は、実態把握を経て毎月 1回、開催される三職種会議・虐待検 

討会議のほか、適宜行われるケース会議や虐待関連のコア会議など情報を速やかに三 

職種間で共有し、支援の方針を決定していきました。 

センターより遠方地区の地域住民に対しては、これまでも出張相談会を定期的に開催 

してきましたが、今年度もコロナ禍の影響から、集合形式での開催は実施できておりま 

せん。そこで今年はこれまで参加された方との関係性を維持するため、広報誌などを活 

用し、情報提供を行なっています。 

また働き世代（40 歳代～50 歳代）に向けて、早い段階から地域包括支援センターの

機能や役割、介護保険制度などの情報を発信していく目的のもと、大型スーパーや圏域

内の小中学校、医療機関、薬局などに依頼を求め「仕事と介護の両立を目指すガイドブ

ック」を配布・設置の拡大を図りました。 

 

権利擁護業務（介護保険法 115条の 45第 2項第 2号） 

＊高齢者虐待関係以外（判断能力を欠く常況にある人への支援、消費者被害防止等） 

〇成年後見制度の利用、活用支援 

成年後見制度が必要な場合、適宜行われるカンファレンスや、月 1回の三職種会議に

て、その必要性や今後の対応方法などを検討いたしました。普段から地域でお世話にな

っている行政書士、司法書士に助言を仰ぎ、対応に当たることもありました。また、後

見人選任後も後見人のバックアップを行っています。 

今年度 12 月までで、市長申立て手続きを 6 件行っています。そのうち、虐待を含ま

ない市長申立てが 3件で、現在も手続継続中です。直営センターと連携を図りながら必
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要書類を整え、申立て事務を行っています。 

〇消費者被害の防止、注意喚起 

消費者被害を未然に防止する取り組みとして、法典ほうかつ便りや啓発ツールを使っ

て地域に向けて注意喚起を行っています。 

センター広報誌‘法典ほうかつ便り 12 月号’では任意後見制度の正しい理解と活用

を促すため、「事例でみる成年後見 part3」と題し、事例をもとに地域住民に向けて発

信いたしました。 

法典地区で起こった消費者被害を中心に紹介する「号外」では、オレオレ詐欺やキャ

ッシュカード詐欺、還付金詐欺など身近に起こった被害を掲載し、センター前にて‘立

ち読みお役立ち情報’として張り出し地域住民に注意を促しました（4 月、6 月、9 月

の計 3回掲示）。立ち止まって記事を読む姿も多く見られました。 

 

包括的・継続的ケアマネジメント支援業務（介護保険法 115条の 45第 2項第 3号） 

１．関係機関との連携体制の構築 

地域での暮らしや生きがいを共に作り、高め合うことができる地域共生社会の実現に

向けて、具体的に連携できる仕組みづくりを検討するため、地域ケア会議の開催や民生

児童委員協議会定例会への出席、「法典地区多職種ネットワーク」開催等により関係者

との対話の機会を持ち、また当センターの取り組みを発信していきました。 

チームオレンジについて、コロナ禍により取り組みが難しいところはありましたが、

地区社会福祉協議会と連携して認知症サポーター養成講座を開催し、また周知を進めて

います。3月には認知症サポーターステップアップ講座を開催できるよう計画を進めて

います。 

個別ケア会議、地域ケア会議全体会議については感染拡大状況を踏まえつつ、計画的

に開催してきました。また保健と福祉の総合窓口「さーくる」、ふらっと、生活支援課

等とも積極的に連携を図り、同行訪問や関係者との会議の開催を行いました。 

 

２．介護支援専門員を支える仕組み作り 

 地域の介護支援専門員からの個別の相談について、継続した支援が必要なケースにつ

いては毎月の会議内で意見交換しながら支援を行いました。介護支援専門員と民生委員

ら地域の方々との連携が必要なケースについては個別ケア会議を開催しました。 

法典地区の介護支援専門員が、気軽に情報共有や相談が行えるように毎月開催してき

た「ケアマネサロン」は、昨年度に引き続きオンラインにて月1回継続しています。ま

た各事業所のメールアドレス情報の共有を進めることで、必要な情報交換が速やかに行

えるようになりました。 

西部圏域においては、介護支援専門員協議会地区役員と協力し、2月に研修会を開催

する予定です。またコロナ禍により休止状態であった西部地区主任介護支援専門員連絡

会については、再開に向けて世話役である地域の主任介護支援専門員と協議を行いまし
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た。１月にオンラインで連絡会を開催するよう計画しています。 

 

地域ケア会議推進業務（介護保険法 115条の 48） 

○全体会議（定例会）について 

地域ケア会議全体会議は、引き続き地域関係者や幅広い専門科と共に地域課題とその

取り組み状況を毎回確認しながら進めています。年度 4回の開催予定のうち 3回を終え

ています。新型コロナウイルス感染拡大状況を踏まえ、時間の短縮、オンラインの活用

などして開催してきました。毎回地域資源の情報共有や個別ケア会議の報告も行い、地

域課題の現状について確認しています。また広報誌「法典ほうかつ便り」に会議内容を

掲載し、会議の振り返りができるようにしています。 

第 1回では今年度の活動計画を確認しました。また「チームオレンジ」の報告やステ

ップアップ講座の開催について検討しました。 

第 2 回はオンラインにて開催しました。「法典地区多職種ネットワーク」や地域ケア

会議を主体とした講演会について、意見交換をしながら進捗を確認していきました。ま

た、次年度の講演会についても意見交換を行いました。 

第 3回では講演会の振り返りを行い、また次年度の企画案について意見交換を行いま

した。 

 

○個別ケア会議について 

個別ケア会議については、新型コロナウイルス感染拡大防止を念頭に、当センター会議

室に飛沫防止シートを設置するなど対策をとった上で、これまでに 5回開催しました。 

民生委員や近隣住民、ケアマネジャー、介護事業所等に参加いただいています。内容に

ついては①独居で精神疾患があり、近隣住民が苦情を訴えているケース、②夫から妻へ

の暴言、暴力があるケース、③妻が重度障害を負うも夫の介護力が懸念されるケース、 

④独居で徘徊があるケース、⑤認知症の進行があるも家族の協力が得られないケース 

となっています。会議で抽出された社会資源の不足としては、「閉じこもり・孤立化対

策の充実」が 5件、「相談体制の充実」が 4件となっており、前年度と同様の傾向です。

孤立化している方への積極的な相談体制の確立が必要と感じています。 

 

○現状の課題及び今後の取り組みについて 

 新型コロナウイルス感染予防を念頭に置き会議を実施してきました。集合形式では時

間を極力短くし、グループワークは引き続き控えています。自由で活発な意見交換が以

前に比べると難しくなっており、議事進行に工夫が必要と感じています。オンラインで

の開催も行いましたが、オンライン環境が無い方、苦手意識が強い方も一定数おり今後
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の実施に当たっては配慮が必要です。 

 

認知症総合支援業務（介護保険法 115条の 45第 2項第 6号） 

○関係機関との連携・ネットワークの構築 

今年度からの新たな取り組みとして始動した「チームオレンジ」は、まずは体制整備 

の基盤づくりのために、自治会や地区社協、民生委員等へ事業の理解と協力いただく 

ため各団体との個別の打ち合わせや地域ケア会議の場を活用するなどして、相互理解 

を深めてきました。また一方で認知症施策推進会議においても、「チームオレンジ」作 

業部会を通じて認知症サポーターステップアップ講座の開催に向けて準備を進めてき 

ました。特に地区社協との連携の部分においては、ステップアップ講座を協働で実施す 

る関係上、打ち合わせを重ねています。 

認知症の疑いのある方の相談は、ご家族からの相談はもちろん、関係機関（警察、金

融機関、民生委員、ケアマネジャーなど）や、地域住民からの相談がありました。適切

にアセスメントし、専門医療機関や認知症初期集中支援チーム等についての情報提供、

受診の支援、家族支援等を行いました。受診や介護保険サービス利用に至るまでに時間

を要する事も多く、家族や地域住民、関係機関と連携をとりつつご本人を支援しており

ます。 

○認知症への理解を深めるための普及・啓発（認知症カフェの立ち上げ支援を含む） 

認知症カフェの立ち上げ支援に関しては、今年度もコロナ禍の影響により各所とも開

催を見合わせておりますが、来年からはコロナ禍の状況に応じてカフェの再開を検討し

たと考えているカフェもあることから、チームオレンジの体制づくりと合わせて、地域

住民への周知と普及活動のフォローアップを図りたいと考えています。また総合相談業

務において認知症ケアパスのパンフレットなどを活用し、認知症の知識普及・啓発に努

めています。 

○地域での見守り体制の構築（徘徊模擬訓練の実施支援を含む） 

今年度も小学生を対象とした認知症サポーター養成講座を実施しており、圏域内の小 

学校 4校と中学校１校で開催しました。また民生委員との連携を密にし、地域での見守 

り体制を強化する必要があると考え、民生委員向けに認知症に関する知識・見守り力向 

上を目的としたパンフレットを作成し、12月の民協にて内容の説明を行なった上で配 

布をしました。今後も必要に応じ、個別の質問も受け付け、理解を深めるきっかけとな 

るように努めます。 

総合事業の介護予防ケアマネジメント（介護保険法 115条の 45第 1項第 1号ニ） 

○事業対象者を判定するための基本チェックリストの実施 

基本チェックリストの実施にあたっては、本人の意向や生活を送る上での困りごとな

どを把握し、総合事業のメリットや介護申請の趣旨説明などを丁寧に行いました。基本

チェックリスト該当者は船橋市版アセスメントシートにより詳細に状態を把握し、所内

で迅速に検討会を実施しました。検討会においては総合事業でのサービスの妥当性、目

標達成へプロセスを中心に話し合いました。今年度はこれまでに基本チェックリストを
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7 名実施し、2 名が非該当になり、5 人のうち 4 人が事業対象者として通所型サービス

を中心とした総合事業のサービス利用に繋がりました。 

 

○多様なサービスの活用 

今年度は 4 月頃から野外でのグランドゴルフの再開やシルバーリハビリ体操への参

加などが始まりましたが、新型コロナウイルスの第 5波の襲来とともに、公民館の利用

制限などによる影響で地域活動が縮小することとなりました。7月頃は生きがい福祉事

業団やたすけあいの会などの草むしりなどの有償ボランティアによるサービスを取り

入れました。またコロナ禍が落ち着き始めた 10 月頃からは一般介護予防事業を始め、

公民館主催の講座や市民大学、サークル活動に参加する利用者も増えてきました。その

他のサービスの活用としては、ふれあい収集事業（3件）や布団乾燥サービス、スーパ

ーの配達サービスなどをケアプランに取り入れています。 

 

○総合事業の普及啓発 

 通常は総合相談業務における窓口対応の際に、相談者の意向や状態を適切に把握した

上で、介護申請以外にも総合事業があることの説明を行っています。また介護保険サー

ビスの未利用者宅への訪問時にご家族を含めて総合事業のメリットについて周知を図

っています。 

12 月には丸山公民館において、久しぶりに出前講座を開催することができ、地域包

括支援センターの機能と役割の説明の中で総合事業の選択肢について触れる機会を設

ける事もできました。 
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事業報告書（重点事業等） 

（令和 3年度：第 3四半期終了時） 

重点事業：権利擁護業務（介護保険法 115条の 45第 2項第 2号） 

＊高齢者虐待関係 

○早期発見・早期対応 

12 月現在で、虐待案件 21 件（令和 2 年度：15 件）、うち虐待認定が 15 件（令和 2

年度：9 件）となっています。新型コロナウイルス感染拡大の防止のため、外出自粛

や、普段利用しているデイサービスやショートステイの利用制限や利用控えなどによ

り、多くの高齢者の方々が、外出を控え、自宅で長い時間を過ごすようになりました。

その上、家族がリモートワークなどで家にいることが多くなり、家族の不安やストレ

スの増加など、高齢者を取り巻く家庭内での人間関係、家族の介護疲れなどが影響し、

高齢者虐待が増加したと思われます。 

法典ほうかつ便り 9 月号において、「新型コロナが高齢者虐待を増加させる？？」

と題し、高齢者を取り巻く家庭内での人間関係の変化などが影響し、高齢者虐待の発

生・深刻化が懸念されていること、その対応の仕方などを掲載いたしました。 

 

○関係機関との連携及び役割分担 

市の関係部署を始め、社会福祉協議会、医療機関、ケアマネジャー、サービス事業

者、警察、民生委員の他、地域住民などとも連携を図り、センターが中心となって情

報を取りまとめ、チームアプローチにて迅速な対応に努めてまいりました。女性相談

室が強力にバックアップしてくれた事例もありました。 

今年度は 12 月までで、新規の市長申立て手続きを 6 件（昨年度 0 件）行っていま

す。そのうち、虐待による市長申立てが 3件で、現在も 2件が手続き継続中です。直

営センターと連携を図りながら必要書類を整え、申立て事務を行っています。 

 

○センター内の体制 

虐待対応会議をセンター内で月 1回定期開催し、虐待ケースにおける支援の進捗状

況の確認と終結へ向けた見通しなどを計画的に協議いたしました。 

虐待の通報や相談を受け付けたら、まずはセンター内で協議し、受け付けた相談や

通報内容を直営の地域包括支援センターや本課との間で共有、相談いたしました。 
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センター事業 

〇ケアマネサロン 

法典地区の介護支援専門員が気軽に情報共有や相談が行える場として、毎月開催

しています。コロナ禍を踏まえ、引き続きオンライン開催となっていますが、毎回

ほぼ全ての事業所が参加しています。コロナ禍や法改正に伴う対応の相談や、事例

検討などが行われました。今年度から司会を参加事業所での輪番制で行うことと

し、よりケアマネジャーが主体となる会となりました。ケアマネサロンを基盤とし

て、事業所主催での事例検討会や「法典地区多職種ネットワーク」の実行委員会も

開催されています。 

〇情報の発信 

センターの広報誌「法典ほうかつ便り」の発行を年度 4 回予定しており、12 月まで

に 3 回発行しています。各職種の経験を活かし、時事の話題も盛り込みながら地域

住民へ伝えたい内容を記事としています。地域ケア会議の内容も掲載し、センターや

地域ケア会議の周知に役立てています。 

・6 月発行：新型コロナ予防ワクチンについて/ヤングケアラーについて/地域ケア会

議開催報告 

・9月発行：秋バテについて/コロナ禍での虐待について/地域ケア会議開催報告 

・12月発行：寒さに負けない体づくり/成年後見制度について/地域ケア会議開催報告 

○出張相談 

 今年度も出張相談会（もりおかさん家）を計画していましたが、コロナ禍の影響に 

より、開催を見合わせています。代替案として、12月にこれまでに参加して頂いた 

方へセンターの応報誌や啓発チラシ等を配布することで、包括との関係性を維持でき 

るよう努めました。今後はコロナ禍の情勢をみながら出張相談会の開催に向けて準備 

を進めて参ります。 

○法典地区多職種ネットワーク 

 地域で活動する方同士をつなぐ場である「法典地区多職種ネットワーク」は、昨年 

度コロナ禍の影響により中止としましたが、今年度は 9月にオンラインにて開催しま 

した。地域課題「地域資源ネットワークの構築」への取り組みでもありますが、実行 

委員である地域の主任介護支援専門員の意欲も高く、計 5回の打ち合わせ（オンライ 

ン）を行った上での開催となりました。オンライン環境の無い方や聴覚障害をお持ち 

の方など、個別に相談し、出来る限り多くの方に参加いただけるよう準備しました。 

 当日は介護保険事業所の他、民生委員や社会福祉協議会、医療機関、特別支援学校 

や幼保園など 47名が参加し、ダブルケアについての事例検討を行った他、医師や市・ 

地区社会福祉協議会からコロナ禍での取り組みをお話いただきました。 

○介護離職防止の取り組み 

仕事と介護の両立に関する情報や介護保険制度の仕組みについて掲載した小冊子
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「仕事と介護の両立を目指すガイドブック」に関しては、今年度、新たに小中学校や

医療機関、薬局などに配布することができました。今後も設置箇所を拡大するなどし

て、地域の方々に介護や福祉の情報を、身近な話題として、早期に提供できるような

工夫や取り組みを進めていきたいと考えています。 

○ICTの活用（オンライン講座や Zoom相談の整備） 

今年度は依頼があった場合に備え、オンライン用の認知症サポーター養成講座の資

料（パワーポイント）を作成しましたが、まだ開催までには至っていません。またセ

ンターからのイベントや講演会などを関係者間へ迅速に届ける目的で、SMS を活用し

た情報提供ツールを運用することを検討しており、1 月より試験的に開始する予定と

なっています。 
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事業報告書（概要） 

（令和 3年度：第 3四半期終了時） 

総合相談支援業務（介護保険法 115条の 45第 2項第 1号） 

 今年度も地域の高齢者がセンターに気軽に立ち寄り、住み慣れた地域で安心してその

人らしい生活が送れるよう、身近な相談窓口としての機能を果たせるよう取り組んでき

た。そして一人一人の尊厳と権利が守られるように、総合相談に丁寧に対応をしてきた。

また、商店街にある立地を活かし、センター屋外壁面を活用して消費者詐欺や新型コロ

ナウイルス感染症関連、介護保険情報等、地域住民に役に立つ情報をいち早く掲示する

と共に、商店街の小売店や個人医院へパンフレットなどを配置させいただくことで、そ

れらを利用する地域住民に対して地域包括支援センターの存在と役割の周知活動を継

続した。 

 

《新型コロナウイルス感染症による影響と今後の支援》 

今年度は総合相談においてもコロナの感染状況、マスコミの報道、近隣医療機関のワ

クチン接種の状況により、相談内容や相談数に影響が大きくあった。 

 長引く自粛生活と自宅内での生活が増えた高齢者やその家族から、住宅改修の相談が

増えた。ADL が低下し、屋内移動に不安を持つ高齢者の相談が多かった。6 月下旬の第

4波の時期は、ワクチン接種後の高齢者から体を動かす機会を希望する相談が増えたが、

地域の介護予防につながる活動はまだ再開されておらず、インフォーマルな資源へつな

ぐのは困難であった。むしろ、身体状態は介護申請をした方が良いぐらい ADLが落ちて

いる高齢者の相談も相次いだ。来訪者数の減少は見られなかった。この時期職員は、増

え続ける感染者数に危機感を持ち対応をしていたが、ワクチン接種後の安堵感を持つ高

齢者との間で温度差を感じていた。マスクをせずに歩く高齢者の姿もこのころから見ら

れ始めた。第 5波においても、医療機関は引き続き感染対策を厳重に行っていたが、ワ

クチン接種後の安堵感と長引く自粛による心身の状態変化を打開しようとする高齢者

の相談もあった。高齢者一人一人の価値観の違いがより顕著に表れた。感染を警戒し外

出・人との接触を自粛する方や、変化する心身状況をこれ以上悪化させないために何ら

かの支援へのつながりを求める方など、一人一人の置かれた状況や価値観、環境の違い

や基礎疾患により、目指したい生活の在り様の違いがみられた。一人一人の価値観に寄

り添う対応を心掛けてきたが、テレビ報道に影響を受ける様子も見られた。例えば、通

所利用希望があり訪問をすると、前日のテレビで「ワクチン接種をしても感染する可能

性がある。医療機関がひっ迫しており自宅療養せざるを得ない」との報道を見て、「や

はりもう少し自粛する」と気持ちを変えるなど、テレビを中心とした報道による影響が

度々見られた。 

 また子ども孫世代と同居する高齢者は、自身がワクチン接種をしても同居家族への感

染を恐れ、自粛生活を継続する方も多くいた。 

 

《世帯としての支援の視点》 
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 8050 世帯のように家族丸ごととらえ支援を要する事例は増えている。コロナ禍の影

響か、騒音トラブルの相談が複数寄せられた。確認をすると支援を要する子どもが同居

をしている事例もあった。同居の子どもはすぐに支援機関に繋ぐほどには至ってはおら

ず、個別ケア会議を開き関係機関や地域から見守りをしながら支援機関に繋ぐタイミン

グを計る方針を取ることとした。また、近所のみまもり支援互助団体から寄せられた事

例に関しても、個別ケア会議を開いた上で、障害を抱えている子ども支援機関に繋げた

が、結果継続的な支援に繋がらず、地域包括支援センターと見守り支援互助団体とで見

守りを継続している。このように高齢者への支援の継続をする中で、子ども世代の相談

機関へ繋ぐタイミングを図る伴走支援が継続する事例が増加している。 

こういった事例は地域ケア会議等に報告し、地域の支援者の見守りやつながりを求め

てきたが、感染対策で民生委員の訪問も自粛、社協の活動も休止している状況であり、

厳しい状況でもあった。とは言えそのような状況下であっても、緊急性が高い事例が発

生した場合は即座に連携を図り地域と共に支援を展開した。例えば地域で倒れていた高

齢者を発見した民生委員が救急搬送を手配し、その後すぐに民生委員会長や担当地域の

民生委員、地域包括支援センターへと情報を繋ぎ、その後の治療、生活上の課題の把握、

介護サービス支援に繋がった事例があった。 

 

《アウトリーチ活動》 

今年度もコロナ禍において困難を抱えていながらも SOS を発信できない世帯を発見

するために、民生委員と「気になる人」の懇談を行った。コロナ禍のため民生児童委員

協議会が開催されない時期もあったが、民生児童委員協議会が開催される月には毎回開

催前の時間を用い、1時間程民生委員 3人前後と社会福祉協議会会長、生活支援コーデ

ィネーターとセンター職員で懇談を行い、気になる高齢者の情報交換を行った。 

 社協も活動は停止しているが、地域で活動している有志団体は活動を継続しておりそ

の支援の過程で気になる情報なども確認することができた。現在、民生委員自体も高齢

者宅への訪問を控えているが、高齢者への電話での状況確認は継続しており、必要に応

じてセンターと情報共有してきた。このようなやり取りを重ねることで、民生委員も気

軽にセンターへ連絡を下さるようになっている。また、独居の高齢者を民生委員とセン

ターとで協力し救急搬送を行ったことがきっかけとなり、その後その民生委員が数名の

独居高齢者の訪問の依頼をして下さり、民生委員とともに訪問をするなど、一つ一つ丁

寧に対応することが後に生きてくる繋がりとなっていることを実感している。 

 

《専門性の向上と自己研鑽に向けて》 

総合相談に対する対応力を高めるため、所内で三職種が持ち回りでテーマを担当し、

他の職種に対するレクチャーを重ねた。三職種の専門性を生かし学びあい、実践力を高

めてきた。昨年度は法人内で事例検討を重ねてきたが、感染状況が悪化し参集が厳しく

なったため、今年度は講義形式ではなく双方向の事例検討を WEBで企画実施した。結果

WEBでは事例提供者や参加者の顔が見えづらく、質問の意図が伝わらない事や、発言の

機会を作ることが難しいなどの課題が多数生じたため再度環境調整を行っている。今後
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は法人を超えての研修を企画する予定である。 

 利用者やその世帯への理解を深めアセスメント力を高めるため、「生活アセスメント

研修」も実施し、利用者一人一人を丸ごととらえる知識・技術を共有し学びを重ねてき

た。利用者の生活背景や価値観、生活史を把握し、社会経済の歴史と共に利用者の現在

を構成している価値観を捉えられるよう心掛けている。引き続き自己研鑽や所内での学

び合いを通し、職員一人一人が実践力を身に着けていきたいと考えている。 

 

 

権利擁護業務（介護保険法 115条の 45第 2項第 2号） 

＊高齢者虐待関係以外（判断能力を欠く状況にある人への支援、消費者被害防止等） 

《判断力を欠く常況にある人への支援》  

昨年度から継続支援していた本人申立支援 2件のうち、1件は生活保護のため、法テ

ラスの制度を利用しての申立てを実施し現在も支援が続いている。今年度に入り、本

人・親族申し立て等の支援 2 件、本人・親族、支援者等への制度の助言や情報提供が

10 件、任意後見の情報提供が 4 件、相談支援は 2 件、市長申し立てが 1 件となってい

る。 

お金が無くても、親族がいなくても、判断力が低下しても、権利と尊厳を守り、最期

までその人らしい生活が守られるように支援をしていくよう一つ一つ事例に対応して

きた。 

今年度は、今後判断力に欠く可能性があり、他に頼る家族がいない事例の任意後見の

利用検討をするケース相談が複数あった。子どものいない世帯や独居身寄りなし世帯な

ど今後も家族のみでは対応困難なケースは増えると考えられるため、早期に任意後見も

含めて権利擁護の視点でケースに関わる事例は増えると思われる。 

その他、相談につながり権利擁護の支援を開始するが、後見人が選任されるまでの間

の金銭管理は引き続きの課題である。ご本人が認知症、家族も判断力を欠く状態や障害

がある事例では、手続き相談中にご本人が逝去され、残された家族は死後事務も含めて

できなくて困惑をした。また、ご本人が判断能力を欠き同居の家族も金銭管理ができな

い事例は、後見手続き中も未払いのため電気ガスが止まるなど、支払いが困難であった。

相談を受けてから世帯全体の課題を情報収集して手続きを開始するまで、更に手続き後

も一定の時間を要する。権利擁護センターも混み合っており 4か月程度の待機期間があ

るため、この間の金銭管理は引き続きの課題である。 

今年度行った市長申し立てケースは、当初親族はいるが、これまでの本人との関わり

の経過からご本人の支援をする方がおらず、認知症がありながらも介護保険サービスや

金銭管理で権利擁護センターの「ぱれっと」を活用する等、様々なサービスを利用し独

居生活をしていた。その後徐々に認知症が進行し、判断能力が不十分な状態になったた

め、市長申立てに至った。 

センター開所から、初めての市長申立であり、直営包括から随時助言をいただき、申

立てを行った。 
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《消費者被害》 

消費者被害の典型的な事例についてはタイムリーな話題としてセンターの立地条件

を活かし、毎週カラーで大きく印刷し、屋外壁面へ掲示し広報を継続的に行った。 

 地域ケア会議メンバーに対しては会議ごとに最新の詐欺に関する情報を提供し、周知

を図ってきた。 

 

 

包括的・継続的ケアマネジメント支援業務（介護保険法 115条の 45第 2項第 3号） 

一人一人の高齢者の状況に応じた包括的・継続的ケアマネジメントを実現していくた

めに地域における連携、協働ができる関係性づくりや、介護支援専門員に対する支援を

行ってきた。 

 社会資源マップにはインフォーマル資源情報を更新し、介護支援専門員に配布した。

地域の情報については把握していない事業所もあったため好評であった。こうしたイン

フォーマル資源との結びつきや民生委員とのつながりを作るため、今年度は地域ケア会

議に介護支援専門員のオブザーバー席を設けた。感染状況により書面会議となった会も

あったため、参集した会議でオブザーバー参加ができたのは 6月になったが、参加した

介護支援専門員からは、今後もぜひ連携を図りたいと前向きな意見をいただいた。参加

希望は複数の介護支援専門員から出されており、民生委員等もつながりを希望してい

る。参集会議にオブザーバー参加が増えると密になるため、参加してほしいが感染対策

も必須であり、葛藤しながらではあるが、感染状況を鑑みつつ毎回少人数でも参加でき

るよう追求していく。 

 圏域内の直営地域包括支援センターと介護支援専門員協議会の地区担当役員と協働

して行う地区の介護支援専門員研修会の計画にも参加し、地域の介護支援専門員ととも

に学ぶ企画を行った。 

民生委員をはじめとする地域の支援機関と介護支援専門員から顔の見える関係、連携

できる関係づくりをしていきたいと両者より要望を受けて、WEBによる地域と介護支援

専門員交流会を開催した。 

また、個別ケア会議を開催し、個別ケース課題の共有、課題解決に向けた支援、連携

をはかった。 

 

 

地域ケア会議推進業務（介護保険法 115条の 48） 

○全体会議（定例会）について 

今年度 6回開催を予定したが、新型コロナウィルス感染症の感染状況を鑑み、８月は

書面会議とした。 

 毎回の会議ではアクションプランを掲げ、その進捗状況を記載しケア会議として確認

をしてきた。掲げたアクションプランと進捗状況は以下のとおりである。 

【アクションプラン】 
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（１）介護支援専門員、民生委員、地域機関とのつながりの強化  

具体策： 

①民児協前の事例懇談   

感染状況を鑑みて、実施する。 

②可能な範囲で WEBを使用した、「地域とケアマネジャーの交流の場」の企画  

7月 12日に実施した。 

③双方向のやりとりが可能となる地域ケア会議広報の工夫  

 介護支援専門員にオブザーバー参加をしてもらう。 

④ 8050の権利擁護、虐待の気づき、対応、つなぐ  

具体的な事例をケア会議で毎回伝える。 

（２）高齢者を支えるまちづくり 

 具体策： 

①災害に関する講演会の開催（感染状況を鑑みて企画） 

②災害時情報共有に役立つ「あんしん登録カード」をケアマネジャーにも広げる 

7月 12日交流会にて民生委員会長、地区社協会長から告知していただいた。 

③災害用社会資源マップを活用し災害を想定した対応策の勉強会など 

マイタイムラインを作成し、民生委員・地域ケア会議構成員へ活用方法について意見を

募った。 

④地域ケア会議構成員の災害ネットワークづくりの検討 

地域ケア会議を主体とした学習会を予定していが現在延期。  

○個別ケア会議について 

個別ケア会議は二和地区で 6件、八木が谷地区で 3件開催した。総合相談として関わり、

八木が谷在宅介護支援センターとともに支援をし、個別ケア会議開催の側面的支援をし

てきた事例が複数あった。 

 個別ケア会議は市の指針により必要性がある場合は参集も可能とされたが、実際民生

委員へ声をかけたところ、参集への不安が寄せられ延期となった回もあった。その後さ

らに感染が広がったため延期の判断は振り返るとやむを得ないと考えられたが、事例の

進捗状況と、感染対策と両面で常に葛藤がある状況は継続している。緊急事態宣言解除

後も必要に応じ感染対策を行い開催していく。 

 

○現状の課題及び今後の取り組みについて 

新型コロナウィルス感染症の流行や緊急事態宣言により 8 月は書面会議とせざるを得

なかった。また、事業所として独自の感染対策基準を用いているため参集会議への参加

が難しい団体もある。厳しい条件下ではあるが、昨年度は書面会議が 6回のうち 3回を

占め、タイムリーな地域状況の情報共有が難しかった経験もあり、できるだけ少人数で

も開催できるように環境を整えて開催を目指していく。 

 今年度介護支援専門員のオブザーバー参加を検討していたが、人数が増えることによ

り感染リスクが上がるため、制限せざるを得ない状況である。地道な広報を続けること

で地域ケア会議への理解を促すことができるため、「地域ケア会議だより」はたとえ書
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面会議であっても毎回作成し、地域や居宅介護支援事業所へ情報提供をしてきた。引き

続き地域ケア会議だよりを活用して、民生委員、介護支援専門員、地域の医療機関、薬

局等に広報を行っていく。 

地域ケア会議において抽出された地域課題に対しては、地域ケア会議の中で課題解決

を協議していくが、高齢化の進んだ地域では地域だけでは解決しえない課題も多い。後

者においては必要に応じて行政へ報告し、公的な課題として提言していけるよう協議の

中身を充実させていく。 

 

 

認知症総合支援業務（介護保険法 115条の 45第 2項第 6号） 

○関係機関との連携・ネットワークの構築  

《認知症サポーター養成講座》 

① 船橋北図書館 

 船橋北図書館主催の認知症サポーター養成講座において、当センター職員が講義を行

った。所定の講義資料を基にパワーポイント資料を作成し、船橋市の現状を踏まえた統

計資料も用いながら、わかりやすい講義となるように努めた。 

 船橋北図書館を管轄地域の住民の方々が多く利用されている為、今後は全世代向けに

連携をしながら、認知症啓発に関わる活動を実施していくことを北図書館の館長を含め

た職員の方々と共有することができた。 

② 小学生向け 

来年 1月に予定しており、順次準備を進めている。 

③ 普及啓発活動 

当センターで作成した認知症サポーター養成講座のご案内を各自治会に配布し、広く

講座について知っていただけるように努めた。あいにく現在のところまだ問い合わせは

ないが、今後も啓発活動を実施していきたい。 

○認知症への理解を深めるための普及・啓発（認知症カフェの立ち上げ支援を含む） 

１．認知症カフェ 

①オレンジカフェ二和 

・新型コロナウィルスの感染拡大する中、カフェ参加者の方々の ADLが低下され、施

設入所やご逝去されるなど変化があった。それ以外の方々には個別に当センターよ

り連絡を取り、認知症に関する資料や市主催の家族交流会のご案内をするなど、支

援を行った。 

・出席人数が減少している為、総合相談で対応している方などに認知症カフェを提案

し、参加希望をいただくなど、参加人数を増やすように努めている。 

・カフェ主催者と今後について話し合い、感染者数の減少やワクチン接種状況を鑑み

てカフェ開催の可否を検討する方向となっていた。しかし、デイサービスを運営し

ながらの開催であった為、感染リスクやボランティアスタッフがデイサービスを兼

ねているため開催は難しいと主催者より返答あり。 

②やぎさんカフェ 
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・カフェは再開できないが、紙ベースで少しでも交流を図ろうと、八木が谷在支職員が

支援者と共に作成した『カフェ通信』を地域ケア会議や地域の交流会の場で配布した。 

 ③かけはしカフェ 

・医療機関内で実施していることから、緊急事態宣言が明けたと言っても直ぐに再開で

きるわけではない為、感染状況を見ながら実施を検討していく。 

２．地域密着企業との連携 

 地域住民への認知症啓発活動としては、近隣のドラックストアを利用する多世代の中

で、主に小学校低学年親子を対象にした催しものを計画した。4か月ほど前より店長初

め、地域担当者、県の認知症関連の担当者と懇談し、行う方向で周知活動を行い、認知

症に関するクイズや資料提供等準備していた。コロナの緊急事態宣言もある中で、特定

の対象ではなく、買い物客が関わる為、店舗への影響も考えられることから延期の形を

とらせていただいた。この企画は次年度に改めて計画とした。 

３．近隣他市との連携 

 船橋市内だけではなく、当センターは鎌ヶ谷や白井市と他市隣接しているため、認知

機能低下で受診希望者がいた際の医療機関情報を一覧にまとめた。その後、掲載する各

医療機関に内容照会して、認知症を見ることができる医療機関情報をまとめた。この一

覧表は鎌ヶ谷市地域包括支援センターにも情報共有を行った。 

○地域での見守り体制の構築（徘徊模擬訓練の実施支援を含む） 

1、徘徊模擬訓練 

 徘徊模擬訓練を計画するも、新型コロナウィルス感染拡大の影響により、中止してい

る状態である。しかし、感染リスクを軽減しながら小規模の徘徊模擬訓練を令和 4年 2

月に開催予定である。 

①介護予防教室 

・令和 4年 2月に開催予定であり、順次準備を行っている。北図書館にご協力をいた

だき、図書館利用者向けに徘徊模擬訓練を 10 名程度の少人数で開催する予定。感

染が拡大した場合は、訓練方法を傍聴方式に変更する予定。 

②ミニ徘徊模擬訓練（グリーンハイツ、ミニデイ二和） 

・地域ケア会議にて承認を得ているが、新型コロナウィルス感染状況を見ながら、開

催を再検討予定。 

2、地域支援者の構築 

 包括だよりや地域ケア会議だよりを通して、地域ケア会議等に参加する方は勿論、地

域包括センターや在宅支援センターのパンフレットを置かせていただいている、近隣の

薬局・整骨院・ドラックストア・郵便局・や自治会等への周知を行うために、定期的に

声をかけて補充し、今後は銀行、商店街等の生活関連企業を新規対象として力をいれて

いく。 

 

総合事業の介護予防ケアマネジメント（介護保険法 115条の 45第 1項第 1号ニ） 

○事業対象者を判定するための基本チェックリストの実施 
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 今年度チェックリスト実施サービスを利用した方は 3件あった。 

総合事業のサービスを希望する方に対し、事業対象者に該当するとアセスメントの上で

判断した場合、事業対象者としてサービス利用をする際のメリットとデメリット、必要

に応じて介護保険申請が可能であることを十分に説明したうえで、ご本人の自己決定を

尊重し、利用につなげてきたが、今年度はコロナ禍の長引く自粛生活が原因か、ADL等

が落ちてしまい、アセスメントの上介護認定申請をした方が良いと判断するケースが多

かった。 

 

○多様なサービスの活用 

社会資源マップの更新の他、新たに移動困難地区の医療機関受診困難な地域に対し

て、各病院が独自にバスを走らせているためそれらをまとめて情報としてお伝えする

「移動マップ」の着手をしている。 

これらの情報は、「ケアマネカフェ（ケアマネジャーの情報交換）」や「地域とケアマ

ネ交流会」等を通しても発信をしてきた。 

 

○総合事業の普及啓発 

北部地域には介護サービス事業所自体も多くはなく、総合事業に対応するサービス事

業所も人材不足もあり受け入れ事業所を探すには厳しい状況にある。介護支援専門員か

ら相談を受けた際には共に受け入れ先を探す等して努力しているが、介護予防支援・介

護予防ケアマネジメント業務の委託先居宅支援事業所自体を探すことも困難な現状が

ある。圏域の地域の人口動態を見ると、今後も高齢化率の上昇とともに、特に後期高齢

者の増加が見込まれており、ますますサービス需要は高まることが予測される。早期に

総合事業を利用し自立した生活を送ることにより、要介護状態への悪化を防ぐことがで

きる大切な時期であるため、引き続き地域の介護支援専門員とともに受け入れ先を探せ

るよう取り組んでいく。 
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事業報告書（重点事業等） 

（令和 3年度：第 3四半期終了時） 

重点事業：権利擁護業務（介護保険法 115条の 45第 2項第 2号） 

＊高齢者虐待関係 

○早期発見・早期対応 

《センターにおける虐待対応》 

虐待通報及び虐待疑い連絡の際には所内にいる複数職員で対応を協議し、事実確認

を行った。コロナ禍の影響下、もともと関係性が良くない夫婦・家族が外出の機会が

減少したことにより家庭内で衝突することが増え、通報に至る事例が複数見られた。 

 また今年度地域の介護支援専門員向けに権利擁護について学習会を実施したこと

がきっかけで、その直後に介護支援専門員からの相談に繋がった事案があった。土曜

日の通報であったが、その日の内に訪問し状況を把握。介護支援専門員と連携し早期

分離対応を図ることができた。このように、緊急性が高い事案は職員間で協力し迅速

な対応を図るよう心掛けている。 

 

《直営センターへの相談と連携》 

 対応に苦慮し委託センターのみでは対応が困難な事例に対しては、直営センターに

随時相談した。昨年からの措置事例は、今年度長期入所に伴い措置解除となり、セン

ターとしては初めてのことであったため直営センターと連携し対応方法を事前に協

議し措置解除に向けて対応した。 

また、これまで緊急性が高い事案に対しセンター内で様々な対処を講じた結果、や

むを得ない措置入所や緊急 SS ネットワーク利用以外の選択肢の手配が困難と判断と

された場合は、速やかに直営地域包括支援センターへ報告して対応を協議し、適切な

対応ができるよう努めてきた。 

 

○関係機関との連携及び役割分担 

《早期発見に向けての対応》 

 長引く自粛生活、地域活動の中止、民生委員等の訪問中止により、地域の気づきの

機会が減少している。今年の事例では、被虐待疑い者が「家族が家の中で怒鳴り合い

をしているので近所にも聞こえているはずだ」と言っていたが、個別ケア会議を開催

したところ、民生委員も近隣住人もほとんど気が付いていないことが判明。防音性・

密閉性の高い戸建て住宅の外からの見守りには限界はあることが、改めて浮き彫りに

なった。そのような中でも、日頃の生活の中で出会う繋がりを通じて気づきのアンテ

ナを上げてもらえるよう、昨年度地域ケア会議で作成した虐待啓発パンフレットを今

年度も民生委員へ再度配布すると共に、今年度は自治会に回覧配布した。八木が谷在

支においても八木が谷地域ケア会議にて独自に虐待啓発パンフレットを作成し、八木

が谷地域の民生委員へ配布した。 

 参集開催ができた二和地区、八木が谷地区各地域ケア会議においては権利擁護や虐

待に関する事例を報告し、虐待に対する気づきの視点を説明し早期発見と早期通報相
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談に繋がるよう促した。 

 コロナ禍において介護支援専門員自身の訪問も制限される中、専門職としての早期

発見・早期対応を意識する必要性が高まってきたことを踏まえ、介護支援専門員に対

しても、虐待・権利擁護に関する研修を WEBにて開催した。実施後すぐに介護支援専

門員から相談事例が持ち込まれた。介護支援専門員によると以前より気になっていた

が研修がきっかけで相談に踏み出せたとのことで啓発活動を続けることの大切さを

実感する出来事であった。 

 

《最近の傾向》 

 もともと高圧的な夫のもとで過ごしていた夫婦は、自宅内での会話がきっかけにな

り暴力に発展した。過去にも何度か別居を想定していたが、今回別居を実行し、妻自

身の生活を支えるために介護認定申請、介護サービスを利用し、生計は別にすること

になった。また、別の事例では、現在に至るまで家族間では衝突もあったが、様々な

要因により別居はできず、見守りを継続している。 

 若いころから夫から妻に DV があり、どちらかの心身機能低下に伴い虐待通報に至

る事例も増えた。その反面、通報を受けたものの夫婦が養護する・されるの関係には

無く DV であると判断に至った事例や、高齢者は自立しておりその家族に支援を要す

る心身状況がある事例も増えた。高齢者に対し虐待に類する行為があるとまずは包括

に通報が入るが、センターで高齢者も家族も丁寧にアセスメントを行い、適切な支援

に繋げる必要性を実感している。 

 

○関係機関との連携及び役割分担 

《他機関との協働》 

 高齢者だけではなく同居の子ども世代への支援が必要である事例も多い。8050 世

帯において、80 代の親が 50 代の子から威圧的な暴言を受けた事例では、子への経済

支援、福祉制度支援のためふらっと船橋と連携した。また、親世代を担当した介護支

援専門員とも連携し、随時家族のパワーバランスの変化や親の心身の変化を確認し、

必要時に連携して支援を行った。 

また、コロナ禍において生じた親子間の葛藤から生じた心理的虐待案件においては

児童虐待の可能性もあり、見守りの担い手として民生委員も含めた個別ケア会議を実

施し、高齢者、子ども世代、孫世代の三世代を世帯として見守るネットワーク体制を

作り対応をした。子ども世代は民生委員が緩やかに見守り、必要に応じて支援機関へ

つなぐことも想定している。 

依存症の子と共依存関係にある親子への支援については、ふらっと船橋と協働し支

援にあたった。また未診断だが発達障害の疑いがある子世代についてはさーくると協

働し、親子に対して役割分担を行い連携して支援した。 

障害を抱える子どもを持つ親を担当する介護支援専門員と連携し、障害の計画相談

員と介護支援専門員と世帯全体の担当者会議を実施するなど、様々な機関と連携を行

った。 
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《介護支援専門員へ支援》 

 地域の介護支援専門員が早期に虐待に気づき、センターへ早期に相談ができるよう

に、「介護支援専門員向け WEB 研修」などで、虐待通報・相談窓口としての包括の機

能を告知、早期相談の呼びかけを行った。また、「地域とケアマネジャー交流会」など

で顔の見える機会を作り、気軽に相談をしてもらえるように関係づくり、啓発活動を

行った。 

 

《地域住民、自治会へのアプローチ》 

 地域ケア会議・民生委員・自治会に対し虐待啓発パンフレットを配布して広く普及

啓発活動を行った。 

 

《多世代への啓発》 

近隣の中学校に独自のパンフレットを持参して訪問し包括の説明とともに啓発活

動を行った。おりしもダブルケア、ヤングケアラーの把握を中学校も取り組んでおり、

虐待の可能性につながるリスクがある、課題を抱えた世帯への支援のつなぎ先として

の地域包括支援センターについて理解を図った。 

また、多くの人が通る商店街に面した壁面に、虐待の啓発パンフを拡大して掲示し

た。 

 

《地域の支援者への啓発活動》 

八木が谷在宅介護支援センターとともに民生委員や地区社会福祉協議会役員に向

けて「包括、在支合同だより」を発行した。個人が特定されない形で具体的に地域の

支援者から連絡を受け、在支・包括が地域と連携して対応をした事例を掲載し、連携

を図る機会が少ない民生委員にもどのように連携をしながら対応をするのか、具体的

に見えるように情報発信をした。 

 

○センター内の体制 

《職員体制》 

 虐待通報を受理した際には、三職種で協議し複数でチームを組み特定の職種、職員

に負担が集中しないように職員全体で役割分担を行った。対応方針はセンター内で協

議共有し、統一した対応ができるように取り組んでいる。 

 警察からの通報に対しても、照会については必ず折り返し連絡を取り個人情報の取

扱いに十分注意をし、対応を行った。 

 ケース支援の場面において随時支援対応方針の検討を行うほか、毎月の三職種の打

ち合わせで状況、進捗確認を行い定時確認も行ってきた。 

 

《心身の健康管理》 

 毎年、年 1回職員の定期検診を行っている。またメンタルヘルスに関しては年 1回

のストレスチェックのほか、カウンセリングの案内も随時実施し、自由に受けられる

ようにしている。また、所内で保健師が職員と面談し特にコロナ感染に関する不安感
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などの聞き取りを行った。また法人が作成したコロナ禍におけるメンタルヘルスに関

する考え方や対処方針に関する文章の配布、読み合わせなども行った。 

 その他年に 1回管理職との面接も年末に実施した。 

 

 

センター事業 

《地域とケアマネジャー交流会》 

 昨年は参集形式を企画したが、新型コロナウィルス感染症が蔓延し実施できなかっ

た。今年度 7 月に WEB にて実施。地域の方々は IT 利用が難しいため当センターに民

生委員会長、地区社協会長、生活支援コーディネーターにお越しいただき、介護支援

専門員が各事業所から WEBにて交流を行った。 

 

《潜在的ニーズ把握のための民生委員懇談会》 

 昨年に引き続き民生児童委員協議会の前に少人数の民生委員と地区社協、生活支援

コーディネーターとともに「気になる方」について情報共有をして連携を図ることと

した。しかし民生児童委員協議会自体が開催できないことが続いた。 

 10月から再開し、少数懇談会を実施している。民生委員としても感染予防のため訪

問できないが気になる事例が出され、センターとして訪問を行い総合相談につながっ

た。 

 

《介護支援専門員向け学習会・ケアマネカフェ》 

WEBにて 5月に介護支援専門員向け学習会を開催した。権利擁護をテーマに後見 

業務をしている社会福祉士に講師を依頼。質疑応答では、介護支援専門員が悩む後見 

業務との狭間の事柄についての関心が高かった。1月に介護支援専門員の要望を反映 

したテーマで第 2回目の学習会を予定している。 

またコロナ禍で退院支援や入院連携において病院側もカンファレンスの開催が困

難となり、これまで以上に医療連携の難しさが浮き彫りになった。その為八木が谷在

宅介護支援センターと共催し、「医療連携学習会」を WEB にて開催した。講義を短く

し参加した介護支援専門員とのやり取りを多く取ることで、一人一人の介護支援専門

員が主体的に参加する学習交流会となった。反響も大きく、今後も継続的な開催を検

討していきたい。 

  

《社会資源マップの展開》  

 昨年まで作成をした社会資源マップ（生活支援、相談先、防災、配食、買い物、認

知症）を一冊化し、地域ケア会議構成員、民生委員、介護支援専門員へ配布した。介

護支援専門員には実際の業務に使用できるか効果測定のためアンケートにて意見を

求めた。おおむね好評であり、特にインフォーマルな資源は役に立つとの返答を得た。 

 3 年計画で策定する防災マップは、個人が記載する「マイタイムライン」を作成。

10 月の地域ケア会議主体講演会にて実施予定だったが、感染への不安が地域より寄

せられ延期とした。代わりに参集開催ができた際に地域ケア会議や民児協の会議にて
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配布し、活用方法についての意見を募った。地域ケア会議には介護支援専門員もオブ

ザーバー参加をし、介護支援専門員からの意見も聴取し、災害対応という共通課題を

きっかけに個別ケースごとに民生委員との関係性を構築できる機会を作れるように

していく。 

 

《地域アセスメントの展開》 

 地域分析を深めるために、生活支援コーディネーターと懇談会を開催し、これまで

の自治会、民生委員からの情報をもとに地域アセスメントを行った。 

1、二和地区 

歴史、地域の成り立ち、地域の支援者などの地区情報を当センター開設当初からヒ

アリングを続け、取り纏めている。二和地区の助け合いの会においては、様々なニー

ズに地域の方々が応えている。多様な地域の支援者がいるため、インフォーマルな支

援として地域住民や介護支援専門員からの需要は多いが、人材が限られる中多くのニ

ーズに応えるため、公的サービスまでのつなぎとしての役割を発揮できるよう、支援

の見通しを介護支援専門員と共有していくことが必要である。 

2、八木が谷地区 

地区社協副会長と生活支援コーディネーター、当センター職員、在支職員で今年 6

月に懇談の席を設けた。懇談の中で、『後継者育成』が地域課題としてあげられた。地

域で活躍する世代が高齢化し、若い世代の取り込みをしようとする地域もあるが、全

体数としては若い世代が少ないのが現状であることがわかった。地区全体として同様

の課題を抱えている可能性がある為、自治会関係者の方へのヒアリングを検討した。

八木が谷地区には 47 自治会があり、全ての自治会にヒアリングすることは現実的で

はない為、懇談候補先を生活支援コーディネーターに相談し、感染状況が落ち着いて

から懇談する予定である。 

今後の予定として、複数の自治会との懇談を検討している。自治会ごとに差がある

ことが想定され、各自治会へのヒアリングする中で抱えている課題や強みを情報収集

する予定。地区全体で共通する課題は、地区支援者の方々と共有し、課題への対応策

を住民の方々と検討する場を設定したいと考えている。 
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事業報告書（概要） 

（令和 3年度：第 3四半期終了時） 

総合相談支援業務（介護保険法 115条の 45第 2項第 1号） 

 令和 3 年 12 月 1 日現在の総合相談対応として、電話や来所による新規の相談が、計

284件。継続ケースの支援も含め、延 887件の相談対応を実施した。 

受け付けた相談に対しては、三職種で共有し、緊急性を判断の上で支援方針を決め、

速やかに対応している。他機関へつないだケースは、その後の結果を確認し、つなぎが

適切であったかも振り返った上で、対応終結としている。 

また対応の結果、関係機関やサービス利用へつなぐ必要が無く解決に至ったケース

は、「保留」扱いとして、一定期間が経過した後に、その後の状況を把握した上で、継

続フォローの要否を判断している。 

当圏域は広域に及び、交通の便が悪い地区も多いことから、個々の高齢者の生活実態

の把握には、積極的な戸別訪問や小規模な住民活動への参加が欠かせない。待つだけで

なくこちらから地域へ出ていくことで、総合相談窓口としての存在を浸透させて、その

役割が果たせるように努めている。 

当年度も、引き続くコロナ禍において各種地域活動の休止が続く中、相談窓口につな

がり難い高齢者へのアウトリーチに努めた。 

そのひとつとしては、過去のサロンにおける相談記録や団地高齢者の見守りリストか

ら抽出した虚弱傾向のある高齢者に対して、電話や訪問で個別に状況を把握。要見守り

の方については、民生委員等とのメールや電話による連絡で、情報共有を続けている。 

また、市内の買物不便地域に赴いている民間訪問販売の場へ、毎月定期的に顔を出し

て、声掛けや希望者への血圧測定・健康相談を行っている。小室地区では、民生委員の

方が、ボランティアで毎回訪問販売の手伝いに出られていることから、その場で気にな

る高齢者についての情報交換なども行っている。 

また、豊富地区社協の小室活動拠点(分室)「きらら」での、生活支援コーディネータ

ーによる「困りごと相談」から、必要随時当センターへ相談がつなげられており、小室

地域における出張相談窓口的な連携が築かれている。 

様々な機会や連携を活かし、個別ニーズの掬い上げに努めている。 
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権利擁護業務（介護保険法 115条の 45第 2項第 2号） 

＊高齢者虐待関係以外（判断能力を欠く常況にある人への支援、消費者被害防止等） 

権利擁護に係る相談業務として、成年後見関係相談対応（訪問等により継続的な支援

を行ったケース）が、現在までに実人数で 10件。うち市長申立てケースは 2件であり、

直営センターと適宜連携の上で手続きを進めた。 

権利擁護に関する相談対応においては、当該高齢者の尊厳保持を優先した上で、関係

専門機関との連携協働に努めている。 

成年後見制度につなぐ際は、困難事情を伴うケースであっても、市長申立てのみに頼

らず、可能な限り本人申立てや専門機関への申立て依頼の可否を検討し、速やかに利用

に至るよう対応している。予め後見人候補者を定めて申立てることで、利用者側も安心

してその後の管理を任せられ、後見人側も支援を円滑に進めやすいことから、包括とし

て制度の入り口を丁寧に検討することの意義は大きいと考えている。 

当年度の具体例としては、認知症の方で、これまで近くに居た兄妹が家族に引き取ら

れ離れてしまったケースについて、今後の金銭面を含む生活管理が危ぶまれたことか

ら、本人を説得の上、司法書士へ相談を掛け、本人申立てにつないでいる。 

地域住民へ向けた後見制度の周知や消費者被害防止の取組みについては、老人会や民

協などにおいて、新しい情報の提供に努めている。 

加えて当年度は、当地区地域ケア会議としてチラシを発行し、コロナワクチン詐欺被

害防止を呼び掛けたり、講演会を行って、高齢者の意思や権利を尊重するための制度利

用について、弁護士の話を聞く機会を設けたりと、広く地域へ権利擁護に関する啓発を

図った。 

 

包括的・継続的ケアマネジメント支援業務（介護保険法 115条の 45第 2項第 3号） 

令和 3年 12月 1日現在の居宅介護支援事業所（ケアマネジャー）からの相談件数は、

37件。必要に応じ、同行訪問を含めた継続的なフォローを行っている。 

ケアマネジャーへの個別支援としては、利用者ごとの関係者の支援ネットワークづく

りの積み重ねに努めている。ケアマネジャーと地域の関係者を随時結び付けるため、民

生委員や生活支援コーディネーター等から情報が上がったケースがあれば、大きな問題

が無くても、担当ケアマネジャーへ積極的にアプローチして、情報を共有している。そ

れにより、民生委員等とケアマネジャーが、以降は必要に応じて直接連絡を取り合うケ

ースも増えてきている。 

地域のケアマネジャーとのネットワーク強化としては、11/27に行った地区講演会の

際に、圏域内及び近隣エリアの居宅介護支援事業所各所へ、講演会の主旨を伝えて参加
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の呼びかけを行い、15名のケアマネジャーの参加が得られた。 

豊富・坪井地区ケアマネ勉強会については、今後年度内に、オンラインで実施するこ

とを企画している。 

一方、前年同様であるが、ケアマネジャーに関連する地域課題として、小室地域の「ケ

アマネ不足」がある。市内ながら、小室地域は遠方で対応困難というケアマネ事業所は

少なくない。近隣の病院から、ケアマネが見付からないと、問合せが入ることも多い。

まして予防プランとなると、近隣市を含めても、委託先が見付つからない状況にある。 

小室地域は優先的に自前プランで対応したり、近隣市のケアマネ事業所と関係構築を

図ったり等、現場レベルで対応に努めてはいるが、行政へも上げていくべき課題かと捉

えている。 

地域ケア会議推進業務（介護保険法 115条の 48） 

○全体会議（定例会）について 

当年度は第 1・3回を対面会議とし、9月の第 2回は書面会議で実施した。 

各地域課題については、以下のように継続的に取り組んでおり、会議の場で、報告・

共有・検討を行っている。 

 ＊課題① 小室団地の高齢化と団地高齢者の孤立傾向。 

・対策‥団地高齢者の見守りマップと見守り体制づくり。 

・目的‥地域とのつながりが希薄な高齢者が、相談につながらないまま深刻な事態 

   に陥ることを防ぐ。 

・取組み‥Ａ棟（賃貸棟）及びＢ棟（分譲棟）について取り組みを継続中。    

居住高齢者をマップ化し、情報を集約し随時更新。 

Ａ・Ｂ棟それぞれ、見守りメンバー（民生委員及び町会関係者）と、高齢者 

の個別情報を随時共有し、必要に応じて介入。  

・経過‥メンバーとの情報交換は、コロナ禍にて、メール等によることが多い。 

Ａ棟は、閉じこもりがち高齢者の地域参加の受け皿として、町会と共催の介 

護予防教室を実施しており、当年度は 12月から再開。その際も改めて、町会 

長と見守り体制を確認した。 

Ｂ棟についても、メンバーの方と、随時の情報交換を行っている。  

・今後について‥上記の体制に加え、小室団地は Ａ・Ｂ・Ｃ棟とも必要随時、各管

理事務所と一定の情報を共有できる状況にある。また、小室に唯一あるスーパ

ーマーケットや、その隣にある「小室活動拠点 きらら(生活支援コーディネー

ターが駐在するサロン)」は、日常的に高齢者の立ち寄りが多くあり、団地居

住者に限らず「気になる高齢者」の見守りに連携が図れている。その他、郵便

局・銀行・コンビニ等へも、必要に応じて個別ケースの見守り協力を求めてい
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る。     

＊課題② 独居や高齢世帯で暮らす認知症高齢者の増加。 

・対策‥幅広い世代の地域住民に認知症の理解を広げる。 

・目的‥認知症高齢者を含め、支え合いで暮らし続けることができる地域づくり。 

・取り組み‥全体会議において認知症事例の報告や検討を重ね、皆で問題意識を共有 

して、各所属団体における対策検討の推進を図る。また当年度実施した講演会 

では、当該課題へスポットを当て、相談できる家族が身近にいない高齢者にと

っての生活の安心に役立つよう、身近なトラブルへの法的な対応策や心構えに

ついて、地域全体で学べる機会を設けた。       

 ・経過‥個別事例の検討においては、活発な意見交換がなされ、今後の当地区の一層 

の高齢化を見据えて危機意識が共有されていると感じられる。講演会も、構成

員の協力の下、住民及び幅広い関係者の参加が得られ、内容も概ね好評であっ

た。またプログラムの中で、ケア会議の存在や当地区の地域課題について、発

信することもできた。また、参加者アンケートにおいて、当地区の地域課題に

関する地域の声を集めることができた。 

・今後について‥講演会アンケートでは、これまでに会議の中で抽出してきた地域 

課題と重なる意見が多く挙がる結果となり、優先すべき課題の再確認ができた。

今後も、その解決に向けた取り組みを拡充させていく方針を共有している。 

小室地域においては、コロナ禍を経て、若い世代の新しい町会とも繋がりが増 

している模様であり、今後の連携が期待できる。  

＊課題③‥圏域では総合病院を利用する高齢者が多く、身近な医療が希薄。 

・対策‥総合病院・在宅医療・リハビリとの連携強化。 

・目的‥圏域における地域包括ケアシステムの推進。受診難高齢者を減らす。 

・取り組み‥圏域の総合病院等との連携を強める。 

 ・経過‥当圏域には個人医院が殆ど存在しないことから、個別のケース支援において、 

病院・包括間での密な連携に努めており、今後も継続する。 

＊課題④‥コロナ禍における、高齢者の心身の機能低下・‘情報弱者’の潜在。 

・対策‥状態変化の見守りや早期の個別フォロー。活用できる資源の情報発信。 

・目的‥廃用性の心身の衰えを食い止める。高齢者が必要な情報を入手できる。 

・取り組み‥第 1回の全体会議の中で委員の方より提案があり、コロナワクチン詐欺 

防止・高齢者の散歩や自転車の交通事故防止を呼び掛けるべく、ケア会議とし 

てチラシを発行した。6月中の配布を目指して仕上げ、各構成団体の協力の下、 

各戸配布や病院窓口への配架等により、広く地域住民へ啓発を行った。 
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その他、高齢者見守りチェックリストの地域への配布による見守り活動のお願 

い等についても、関係団体の協力を得た。第 3回の全体会議では、シルパーリ 

ハビリ体操の再開等、地域の関連情報を共有した。 

・経過‥高齢者の内でも、当人の意識や手段の有無によって、必要な生活情報につい 

て情報格差が見られる。ことコロナ禍においては、情報が届いていない高齢 

者への、個別対応の必要性が強く感じられた。今後も、「必要な情報を分かる形 

で届けること」について、関係機関で連携していく。 

☆会議後には、構成員所属団体に対するケア会議周知の一助として、会議の要旨をま

とめた「豊富地区地域ケア会議だより」を発行している。 

 

○個別ケア会議について 

 コロナ禍においては、気になる高齢者へ早期に介入し、丁寧な個別支援を行っていく

ことに一層注力する必要性を感じ、必要随時の個別ケア会議の実施に努めた。 

当年度は、現在までに 6件実施した。 

 コロナ禍での活動自粛により、定期的に顔を合わせる機会が減り、感染予防への配慮

から気軽に声を掛け合いづらくなったとの声も地域から聞かれる中、高齢者の見守りが

希薄になっている現状がある。その中で、地域の見守りを可能なかぎり保つべく、個の

支援ネットワークづくりに努めている。 

会議後には、民生委員へのフィードバックを漏れなく行うと共に、地区民協でも個別

ケア会議の活用を常にアピールしている。 

当年度の事例の一つとしては、介護サービスを含む他者との関わりを好まない高齢独

居のケースについて 8 月に個別会議を行い、12 月の全体会議では、その報告と検討を

実施。当人より庭の草取りの依頼が生じたことから関わる人が少し増えたという、当該

ケースのエコマップを共有した上で、各委員から様々な意見が出され、地域の同様な事

例の対応策にも話が及んだ。当人の意思の尊重と周囲の見守りのあり方については、ケ

ースバイケースではあるが「近隣地域が、とにかくその人の存在を知っておくことが、

万一の際の命綱となる」という意見に賛同が集まり、改めて、地域の理解と連携が、独

居高齢者の生活のセーフティネットであるという認識が共有できた。 

 

○現状の課題及び今後の取り組みについて 

地域課題に対する取り組みは、前述のとおりである。 

豊富エリアは、高齢者施設が多く点在していることから、高齢化率が局所的に高い等、 

在宅高齢者の実際の動態が把握しづらい面がある。エリアの中でも、町ごとに規模や風

土に違いがあるため、きめ細やかな実態把握の上で、集落的なコミュニティにアプロー
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チしていく必要がある。特に、高齢者施設が無いにも関わらず高齢化率が高いエリア（楠

が山町や鈴身町等）については、注視の必要性が高いと捉えている。 

 小室エリアは、実感として高齢化の進行は著しいものの、一角には子育て世帯の流入

が目立ち、町の姿は今後も変化していくと推測される。地理的な状況からも、小室エリ

アとして、一つのコミュニティが形成されているような実情があり、地域の密なネット

ワークを活かした地域づくりが求められる。 

 

認知症総合支援業務（介護保険法 115条の 45第 2項第 6号） 

 ○関係機関との連携・ネットワークの構築 

＊認知症支援における医療との連携が一層求められる中で、開業医の少ない当圏域に

おいては、近隣の各病院等と、次のような連携を図っている。  

［船橋北病院］［千葉病院］［市内のメンタルクリニック］ 

・認知症等ケースの受診・入院等の対応に際して、適宜連携を図っている。 

［セコメディック病院］ 

・認知症高齢者が受診した際など、病院側から包括の関わりについて照会が入ること

も多く、その後の対応も随時連携が図れている。 

［近隣市の病院］ 

・北総白井病院、白井聖仁会病院、千葉白井病院等とは、認知症を含む困難ケース等

の対応に際して、随時連携を図り協力を得ている。特に小室地域のケースは、隣市の総

合病院等との丁寧な連携に努めている。 

＊地域の関係諸団体との連携について 

地区社協や、町会・自治会・老人クラブ・地域の自主サロン、地元スーパーやコンビ

ニ、ふなばしメグスパ、団地管理事務所、金融機関等と、顔の見える関係を維持してい

く活動に重きを置いている。 

個別ケースの支援において、関係先へこまめに顔を出して声を掛けることで、包括の

存在や役割の理解の浸透に努めている。 

 

○認知症への理解を深めるための普及・啓発（認知症カフェの立ち上げ支援を含む） 

＊認知症サポーター養成講座 

昨年に続くコロナ禍で、これまで恒例で実施してきた子育てサロンや船橋北病院職員

向けの講座は、実施できず。下記の「豊富小室認サポ通信」においては、養成講座が気

軽に受けられることを周囲の方へお勧めしていただけるよう呼び掛けている。 

＊認知症カフェ 

コロナ禍で休止が続いていたが、三咲地区のカフェより 10 月から再開との案内を受

け、職員が参加した。 

また 7月に、圏域内（古和釜）でコミュニティカフェを運営している方より問い合わ

せが入り、現地を訪問。主宰者の思いを伺った上で、市の認知症カフェに関する情報を
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提供した。12月の認知症カフェ交流会にも、声を掛けて参加していただいた。  

＊認知症サポーターのフォロー 

小室地区の登録サポーター（過去の講座受講者）約 100 名に対し、12 月に「豊富小

室認サポ通信」第 13 号(通算)を発行。通信の裏面には、昨年に続き「高齢者見守りチ

ェックリスト」を掲載し、コロナ禍での高齢者の見守りに対して、改めて協力を求めた。

サポーターの方へ提供できる新たな資料として、市の「若年性認知症ガイド」を同封し

ている。 

通信最新号は、将来的な発足を見据えて、チームオレンジにも若干触れる内容とし、

認知症の方の応援者としての意識を持ち続けてもらえるよう、情報発信に努めている。 

 

○地域での見守り体制の構築（徘徊模擬訓練の実施支援を含む） 

報告書（概要）の中の「地域ケア会議推進業務」に記載したとおり、団地高齢者の見

守り体制づくりを進めている。 

また徘徊訓練については、8月に豊富エリアの一自治会において、講話の依頼に抱き

合わせて、声掛け訓練を行った。参加者は 13 名と小規模であったが、日頃から自主サ

ロンを定期開催されるなど結びつきが強い自治会であり、近隣地域における支え合いの

一助となるよう、理解の浸透に努めた。 

 

総合事業の介護予防ケアマネジメント（介護保険法 115条の 45第 1項第 1号ニ） 

○事業対象者を判定するための基本チェックリストの実施 

圏域における総合事業の第一の窓口として、その機能を充分に果たすべく、適宜迅速

に一連の手続きや必要な援助を行うこととしている。  

該当の可能性のある方に対しては、基本チェックリストを適切に行い、ケアマネジメ

ントの実施においては、三職種及び介護支援専門員で充分な情報共有と支援方針の確認

を行い、適切な目標設定やサービス選定を行う体制としている。 

 当年度これまでに、該当ケースは発生していない。実情として、住宅改修や福祉用具

の利用に備えたいと考える方や、(交通の便の悪い地域性から)タクシー券を希望される

方が多く、相談の結果、認定取得を希望されることが殆どである。 

 

○多様なサービスの活用 

コロナ終息後には、社協のサロンや地区の住民自主サロン、老人会活動、シルバーリ

ハビリ体操教室などの地域のインフォーマルサービスへ、対象者が自主的につながって

いけるよう、活動再開等に関する最新情報の収集に努めている。 

地域のケアマネジャーにも、各種インフォーマルサービスが再開された折には、積極

的にプランに取り入れてもらえるよう働きかけていく。 

住民に対しては、センターだより等による周知の他、当年度は講演会イベントにおい

て、地区社協の方から当地区の様々な地域活動について発表していただいたことで、地

域の社会資源情報の発信ができた。講演会後のアンケートでも、「地域の色々な活動を
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知ることができた」等の声が寄せられた。 

 

○総合事業の普及啓発 

コロナ禍の現況では、虚弱高齢者が閉じこもりの果てに要介護状態に陥ることを、個

別に水際で食い止めていく支援の重要性が一層増しており、そのための有効な方策のひ

とつとして、地域や関係者に向けた総合事業の周知に取り組んでいる。 

具体的には、当年度 5月に、小室地区のふたつの老人クラブの会報へ、センターから

の記事を掲載してもらい、介護保険制度や介護予防に関する啓蒙と共に、総合事業の周

知を行っている。その他、老人会での講話や地区民協などの場面でも、事業について説

明している。 

要支援利用者に関しては、認定満了時に、担当ケアマネジャーと更新申請の必要性や

妥当性を都度確認し合っていくこととしているが、当年度はコロナ禍にて、利用者側に

も漠然とした不安感があり、認定の自動延長を希望する方が殆どであったため、事業対

象者へ切り替えるケースは生じていない。 
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事業報告書（重点事業等） 

（令和 3年度：第 3四半期終了時） 

重点事業：権利擁護業務（介護保険法 115条の 45第 2項第 2号） 

＊高齢者虐待関係 

 虐待相談対応件数は、当年度これまでのところ実人数で 13件。 

○早期発見・早期対応 

豊富地区は、多世代同居世帯の高齢者が比較的多い一方、近所や親戚の目を気にし

て家庭内に問題を抱え込む風土が根強いことから、隠れた虐待が進行するリスクも高

いと捉えている。そのため、地域住民に高齢者の介護等に対する理解を広め、気にな

る高齢者が早期に発見できる地域づくりを進めている。 

具体的には、介護サービスの利用に対する抵抗をなくし、気軽に窓口に相談しても

らえるよう、介護保険等の制度の分かりやすい説明や相談窓口の周知浸透に努めてい

る。センターの存在を知らせるのみに終わらせず、相談内容の秘密が守られることや、

包括として実際に何の支援ができるのかなど、相談したい当事者の不安や不信がなる

べく払拭されるよう、丁寧な説明を心掛けている。 

コロナ禍での虐待の早期発見には、特に民生委員との密な連携が欠かせないことか

ら、毎月の地区民協において、虐待予防の見守りへの協力を呼び掛け、高齢者見守り

チェックリストを配布した。 

地域住民に向けても、同チェックリストを各町会自治会へ配り、コロナ禍で高齢者

の相談が増えていることを知らせ、周囲の高齢者の見守りに関心を払ってもらえるよ

う、意識啓発に努めた。 

虐待の疑いや心配があるケースについては、迅速な個別ケア会議の実施も含め、個

人情報に配慮した上で関係者との情報共有を適切に行い、注意深く継続的な見守りや

フォローを行うこととしている。養護者支援を含めた虐待予防アプローチにあたり、

常に職員間でケースの状況変化と支援方針を共有している。 

 

○関係機関との連携及び役割分担 

虐待通報を受理した際は、まずは当センターとしてでき得る情報の確認や対応の役

割分担を迅速に行った上で、適宜直営センター及び本課へ報告を行い、必要に応じて

個人情報の提供を仰ぐと共に、対応方針についての助言を求めている。 

当年度の具体的な連携の例を以下に挙げる。 

・坪井地区のケースにおいては、警察からの通報に基づき、在支専従相談員と協働。

訪問診療を行う医療機関と連携を図ると共に、地区民生委員の協力により、地域から
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速やかに情報収集を行うことができた。 

・数年前に、虐待予防の観点から支援を行い、小規模多機能型サービスへつないだケ

ースについて、認知症の進行により、改めて虐待リスクが増していることが、事業所

との連携により判明。事業所の協力のおかげで、心配な状況下で本人を在宅に戻すこ

となく、ご家族と包括とが確りと話し合えた上で、別施設の入所へつなげることがで

きた。 

・過去に分離保護を行ったケースの配偶者に支援が必要となった事例では、虐待者で

あった家族との関係性を再構築し、本課の助力を得ながら、家族による後見申立てを

サポート。以降は、家族の気持ちの揺らぎに添いながら、家族の支援を行う障害関係

支援機関や、当該高齢者の後見人等と連携を図り、最終的に当該高齢者は施設入所に

至った。 

・その他、ケアマネジャーが抱えている虐待リスクの高いケースについては、包括と

担当ケアマネジャーとの間で、支援方針を明確に共有した上で、役割を分担しながら

関わることを意識すると共に、担当ケアマネジャーの所属する事業所の管理者・主任

ケアマネジャーとも、一連の対応をなるべく共有していくことで、互いの今後に活か

せる関わりに努めている。 

虐待ケースに限らず、養護者が介護以外の様々な課題を抱える世帯への関わりが増

えており、医療・精神保健・障害福祉・家計管理・引きこもり等に関する支援機関と

の幅広い協働が欠かせない。包括として関係機関へつなぐ役割は果たすとして、以降

の支援においては、各機関に主体的に関わってもらえるような全体の体制づくりが求

められると感じている。 

 

○センター内の体制 

当センターの人員体制として、虐待対応に関する職員の経験値やスキルに差がある

状況を踏まえ、まずは日頃の総合相談の中で、認知症等の介護負担や家族の関係性な

どを適切に把握した上で、虐待リスクについても漏れの無いようアセスメントを行う

ことを徹底している。対応結果を所内で共有する際は、足りない視点がないかの検証

も含めたカンファレンスを、短時間でも行うようにしている。 

コロナ禍で研修の機会も限られるため、前年度同様、OJT により職員のスキル向上

を図ることに注力し、虐待対応の際は、職員皆で関わるべく、経験に応じた役割分担

やペア体制に配慮した。 

職員のメンタルヘルスについては、精神的な負担は避けられない業務であるが故

に、それが過重となることを極力避ける体制づくりに努めている。担当者が困難を抱

え込まないためのチーム体制に加え、管理者側は職務分担の流動的な調整に努め、職



豊富・坪井地域包括支援センター 

3 

 

員どうしも声を掛け合う意識が浸透している。状況に応じ、管理者と職員で個別の面

談も行い、サポートやフォローの不足を把握した場合は、所内で話し合って、従前の

やり方を見直す等、ひとつずつ改善を図っている。 

 

 

センター事業 

 ◇地区における介護予防教室について 

圏域内でも特に交通の便が悪く、介護予防のための社会資源が限られる地区（小室

の二地区）において、地域住民とセンターの協働にて、当年度も介護予防教室を計画。 

内容としては、これまで圏域の総合病院（セコメディック病院）のリハ職の協力を

得てきたが、加えて前年度より、圏域の老人保健施設（ふなばし光陽）からも専門職

が出向いてくれることとなり、地域多職種連携が拡充。具体的には、作業療法士・理

学療法士による運動プログラムと、管理栄養士による栄養プログラムを盛り込んで、

計画を立てた。 

当年度も、コロナにより計画どおりには開催できていないが、随時情勢に応じて世

話役の住民と調整を図り、できる範囲で実施している。詳細は以下のとおり。 

 

＊小室第一自治会地区 

【計画と実施状況】有志の世話役住民と共に企画運営。自治会のご理解の下、会場（自

治会館）提供等の協力を頂いている。毎回行うプログラムとして、自彊術という体操

の講師も、世話役のうちのお一人が、担当してくれることになっている。開催時の周

知は、世話役住民による案内チラシのポスティングの他、当該地区の老人会会報にも、

お知らせが掲載されることとなっている。 

計画段階において、当年度内のコロナが収まったタイミングで開始することとした

が、実際のところは未だ再開できていない。世話役住民とは、5月と 10月に、今後に

向けた打合せを行っている。 

【課題及び今後に向けて】当該地区は、自治会住民の入れ替わりが少なく、全体の高

齢化もあって、コロナ禍で継続開催が一旦途絶えたことで、再開後の参加者の減少が

懸念される。世話役の方も年齢を重ねていく地域の現状の中、住民側の活動意欲をい

かに支えていけるかも課題である。 

 

＊小室団地Ａ棟地区（小室さざんか町会） 

【計画と実施状況】町会と包括の共催として、公民館で実施。会場確保及び案内チラ

シの作成から掲示・配布までを町会長が行い、各種プログラムの提供は、包括と協力
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機関の専門職が担当する計画とした。 

当年度、当初は年 4回の実施計画としたが、コロナの影響により 1・2回目(6・9月)

を中止。12月の回より、感染対策を講じた上で再開した。少人数ではあるが、開催を

喜ぶ声が聞かれている。 

12月の回は、協力老健の作業療法士が、運動プログラムを提供してくれた。 

次回は、来年 3月に(状況が許せば）、運動プログラムの第二弾もしくは栄養プログ

ラムにて、教室を開催する予定。 

当教室は、予てより「小室団地の見守り体制づくり」と連動しており、高齢者の閉

じこもりや孤立を防ぐための受け皿のひとつとなっている。 

【課題及び今後に向けて】A棟は「UR高齢者向け賃貸住宅」であることから、地域と

交流が浅い高齢者が多い傾向にあり、ひとりでも多くの方に興味を持って参加しても

らえる予防活動を、地元で展開していくことの意義は大きい。 

A 棟の町会は、長年に渡り町会長の交代が無いことにより、安定した連携が図れて

いるが、今後の活動継続には、新たな協力者を巻き込むことが鍵となると考えている。 

 

◇地域でのイベントの開催 

事業計画書（概要）の「地域ケア会議推進業務」にも記載のとおり、当年度はケア

会議主体講演会を実施した。 

コロナ禍で参加人数を絞っての開催となったが、当初の定員 50 名を超える、63 名

の参加が得られた。住民の方からの直接の申込みも見られ、幅広い関係者に参加して

もらうことができ、皆で豊富地区の地域課題を共有する機会となった。 

終了後の参加者や関係者からの感想として、「今回のような講演会は、地域のもっ

と多くの人に参加してもらいたい」という声が多く聞かれ、今後の地域づくりのため

の企画に活かしていけるものと考えている。 

 

◇地域活動との連携 

コロナ禍にて、地区社協のさわやかサロン・ミニさろんやミニデイは、中止中。 

でき得る代替活動として、事業計画書（概要）の「総合相談支援業務」に記載のと

おり、民間の訪問販売への顔出しや、地区社協の小室活動拠点(分室)「きらら」等に

おいて、高齢者の個別の状況把握に努め、地域との連携を保つよう努めている。 

 その他、定例で講話を依頼される老人会（小室白鷺会、小室みどり会）や自主サロ

ン（豊明台ふれあいサロン）等があり、当年度はこれまでに 3回、コロナ禍の介護予

防等をテーマに講話を行った。 

 地域との繫がりがあってこそ、個別ケースの発見や円滑な支援に繋がることから、
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「顔の見える包括」として、引き続き各種の地域活動と連携を保っていきたい。 

 

◇豊富・坪井地区ケアマネ勉強会 

昨年に続き、Zoomによる勉強会（情報交換会）を、年度内に企画している。 

 

◇広報紙及びその他の地域の媒体による情報発信 

広報紙「地域包括支援センターだより」を発行し、圏域の町会・自治会への回覧・

掲示及び関係団体への配布や、住民への直接配布等を行っている。 

当年度は、6 月はケア会議としてチラシを発行したため、センターだよりは 12 月

に、通算第 31号を発行。内容としては、主に 11月の講演会の報告や、コロナ禍での

高齢者の見守りのお願いとした。  

また、その他の情報媒体として、地区社協の「生活支援コーディネーター便り」に

包括を相談先として掲載してもらったり、町会や老人会の広報紙などに、包括からの

お知らせ等を掲載していただいたりしている状況にある。 

地域へ情報がなるべく行き渡るよう、関係団体との連携により、色々な媒体を通し

て住民へ情報を届けている。 

 

 


