
平塚市地域包括支援センターとよだ　　 令和元年度事業計画書及び評価表

１　介護予防ケアマネジメント事業等

方針
番号 内容(何を、どのように） 実施時期・回数 場所 担当者

前期
評価 実績・評価理由 市確認結果

年間
評価 実績・評価理由 市確認結果

①介護予防把握事業の
推進
　(フレイル状態像の把
握)

4

サロン・通いの場・地域行事参加の際
に、出張フレイル講座を開催し、対象者
のフレイル状態像を把握し、フレイルセミ
ナーやフレイル測定会等への参加を促
していく。

随時
サロン会場、公民館、
対象者宅

看護師 C

サロン・通いの場・地域行事の会場にてフレイル予防の講話と指
輪っかテスト、フレイルチェックを行いフレイル状態の把握に努め
た。通いの場にフレイル出張講座とフレイル測定会・食事会のチラ
シを配布し、参加を呼びかけた。

計画どおり。 B

通いの場10箇所のうち6箇所訪問し出張フレイル講座を開催。残り
4箇所は次年度開催予定。地区サロンにおいては全サロン訪問し
フレイルについての講話を行い、フレイルチェックを行い状態把握
を行った。簡単な運動を指導したりフレイル測定会のチラシを配布
する等して予防・改善に努めた。2/25に第4回一人暮らし高齢者昼
食会の会場にて講話予定。また、2月より毎月開催する介護予防
教室を計画調整中。

当初の予定にはなかった介護予防
教室を、地域の介護事業所の協力を
得て２月から実施しているためB評
価とした。

②サロンの開催支援 2

（1）担当地区サロン（11箇所）に参加し、
認知症や権利擁護や介護予防等に関す
る講話を行う。
（2）サロン訪問を通し、地域の実態把握
を行い、必要に応じ、講座、地域ケア会
議開催に繋げる。

（1）随時
（2）年1回以上

サロン会場
看護師を主に
全職員

C

（1）サロン８箇所に訪問し、よろずの周知・認知症推進員・権利擁
護・コグニサイズ・フレイル予防についての講話・骨密度測定を行
い、健康維持と健康相談・医療受診の案内チラシを配布。
（２）サロン８箇所や体操教室２箇所を訪問し、参加者の状態把握
や地域の情報交換等を実施。

計画どおり。 C

（1）前期と合わせ全地区サロンに訪問。よろずの周知・認知症推進
員・権利擁護・コグニサイズ・フレイル予防についての講話・骨密度
測定を行い、健康維持と健康相談・医療受診の案内チラシを配
布。
（2）全地区サロン・体操教室2箇所に訪問し、参加者や地域の情報
収集・交換を行い必要時には参加者に地域の方をサロンへ連れ
出してもらい総合相談に乗ったり包括主催の健康講話や体操教室
への案内を実施。

計画通り。

〇サロンや体操教室等の会場までの移動困難で通えない等、閉じこもり
になっている高齢者の実態把握が困難である

〇地域関係者（民生委員・福祉村等）と連携し、閉じこもり状態と
なっている高齢者の実態把握を行う。

〇地域の関係団体（民生委員、福祉村、サロン、体操教室等）とは、地域の実態把握の為、情報交換の機会は
確保できている。必要時には、高齢者宅への訪問・情報提供等が行えている。

〇地域の関係団体（民生委員・福祉村・サロン・体操教室等）への訪問・会議出席等を継続し、
　地域の実態把握を実施し、必要に応じ、高齢者宅への訪問や情報提供等が行えている
〇新たな取組として、関係機関と調整し、２月より包括主催の介護予防教室を計画中。

（４）今年度の取り組み・重点事項 （５）取り組み実績（前期） （７）取り組み実績（年間）

（８）取り組みに対する全体評価（年間）

（１）前年度の取り組みに対する評価・実績

〇サポート医や薬局と連携を図り、地域で講演会等を開催した。医療機関との関係形成・維持の為、定期訪問を実施した。
〇サロンと体操教室（併せて13箇所）が定期的に開催されており、包括も参加し、介護予防・認知症・権利擁護等の普及啓発活動を実施し
た。

（２）主な地域課題 （３）主な地域課題の改善策・解消策 （６）取り組みに対する全体評価（前期）
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③介護予防、健康長寿等
に関する講座、講演会の
開催

4
包括サポート医を講師として健康長寿に
向けた講演会を行う。

年1回 公民館等
看護師・主任介護支
援専門員

C
後期10月30日に久保田内科医院へ「健康長寿の講演会」を依頼
し、開催予定。

計画どおり。 C
10/30豊田公民館にて久保田医院に依頼し健康長寿の講演会を
実施。30名参加。

計画通り。

④適正な介護予防ケアマ
ネジメントの実施

3

基本チェックリスト実施やアセスメントで
の結果を基に、介護予防を念頭に置い
た、適正なケアプラン（サービス種別、利
用内容・回数等）を作成し担当者会議に
て、利用者・関係者間で内容を共有す
る。実施後の評価を行う。

随時、
評価は、状態変化時
やケアプラン作成後1
年間以内に実施。

対象者宅 看護師 C
利用者のアセスメントを行い、適正なサービスが受けられるよう必
要時チェックリストを実施。

計画どおり。 C

本人からの話やご家族、地域の方からの情報をもとにアセスメント
を行い適正なサービスが受けられるよう必要時にチェックリストを
実施。サービスを提供する事業所にも意見聴取を行い適切なサー
ビス提供ができるよう努めた。

計画通り。

⑤通所型サービスCの利
用者の利用後のフォロー
について

3
相談時や利用後のアセスメント、評価を
行い必要に応じた日常生活の情報提供
を行う。

相談随時、年1回評価
時

センター、対象者宅 看護師 C 対象となる方は探せず、今回は利用に至らなかった。

圏域内の医療機関、薬局などにチラ
シを配り、周知。
福祉村やサロンにも呼び掛けていた
が、対象となる方は今回はいなかっ
た。前年度以前の対象者のフォロー
は行っていることを確認した。

C
後期の通所型サービスCに2名参加。1/8-3/25まで通所予定。定
期的なモニタリング、通所終了後のフォロー実施予定。

計画通り。

⑥総合事業における多様
なサービスの利用促進

3
基本チェックリスト実施やアセスメントで
の結果内容に応じた総合事業利用支援
（情報提供や利用調整等）を行う。

随時（相談・アセスメ
ント・ケアプラン評価
時等）

対象者宅 看護師 C 利用者の状態を確認するため、基本チェックリストを実施。
チェックリストを実施し、その後必要
な方にはアセスメントからサービス利
用に繋げていることを確認した。

C
利用者の状態を確認するため、基本チェックリストを実施。
チェックリストに沿い相談者の状態把握を行い、必要なサービスの
利用調整を実施している。

計画通り。

⑦加齢による機能低下の
改善

4

（1）サロン・地域行事参加の際に、加齢
による機能低下の改善の啓発活動（講
話や骨密度測定等）を行う。
（2）担当地区へ介護予防や健康長寿の
関連情報を掲載した便りを発行し、健康
関連の情報提供を行う。

（1）講話は随時。骨密
度測定は、年４回以
上実施。
（2）年2回以上

サロン会場、公民館、
対象者宅

看護師を主に
全職員

C
（1）サロン3箇所44人・地域行事参加し20人に骨密度測定を行い、
骨密度を高めるための生活習慣を伝えた。
（２）骨密度測定の開催後、開催予定の情報を便りに掲載した。

計画どおり。 B

（1）前期と合わせ9箇所合計85名の骨密度測定を実施。測定後に
は骨密度を高める生活習慣を伝えたり、測定結果Tスコアが低い
方には医療機関を紹介し受診を勧めた。
（2）毎月便りを発行し地域で行う介護予防のための健康講話や体
操教室等の情報を記載し情報提供を行った。（合計年10回発行）

当初の計画を上回る実績で活動して
いるため、B評価とした。

⑧外出の促進（閉じこもり
高齢者の把握等）

4
福祉村・サロン・通いの場訪問時、総合
相談等で参加できなくなった方の状態把
握に努める。

随時
サロン会場、公民館、
対象者宅

看護師を主に
全職員

C
家族から連絡を受け、退職後に自宅に引きこもり傾向の方のかか
わりが1件あり、総合事業につなげた。

事業対象者の方で、機能訓練型の
デイサービスの利用に繋がったこと
を確認した。

C
地区サロン訪問時に家族からの相談や、病院からの相談があり退
院後閉じこもりになりそうな方に地域での体操教室を紹介したり通
所型サービスCへつなげた。

計画通り。
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２　相談支援業務

方針
番号 内容(何を、どのように） 実施時期・回数 場所 担当者

前期
評価 実績・評価理由 市確認結果

年間
評価 実績・評価理由 市確認結果

①多様化する相談内容
に対応できる体制づくり

1

（１）毎日ミーティングを実施し、新規等の
相談・対応内容を職員間で共有する。対
応困難ケースは、職員間で対応方法の
検討を実施する。
（２）他機関との連携会議に出席し、必要
時の連携を図れる様にする。

（１）毎日
（２）高齢者・障害者虐
待防止ネットワーク協
議会（８・１月）、成年
後見ネットワーク協議
会（６・２月）等への出
席

（１）事業所内
（２）各会場

主任介護支援専門員 C

（１）毎日ミーティングを実施し、職員間での支援に関する情報共有
や検討等が行えている。
（２）成年後見ネットワーク協議会（6月）や高齢者・障害者虐待防止
ネットワーク協議会（8月）に参加している。

計画通り実施 C

（１）毎日ミーティングを実施。職員間で支援に関する情報共有・
検討等が行えている。
（２）成年後見ネットワーク協議会（２月予定）、高齢者・障害者
虐待防止ネットワーク協議会（１月）、市医療介護連携推進会議
（１１月）に出席。

計画どおりに実施

②認知症地域推進員に
よる専門的な相談支援と
ＭＣＩ（軽度認知障害）の
方を把握するためのタブ
レットの活用

6
(2)

＜年間実施目標30名＞

１）タブレットを利用し、脳の健康チェック
相談会を開催する。
２）相談者で必要と判断した方に対し、タ
ブレットによる脳と健康チェックの説明を
し希望者に実施する。

１）タブレットレンタル
期間中、適宜
２）必要時

１）福祉村・事業所内
２）利用者宅・事業所
内

認知症地域支援推進
員 B

1）脳の健康チェック相談会のチラシを自治会回覧板・福祉村・公民
館などで周知をし呼びかけ、16回開催した。現在42名実施。
2）個別相談では対象者はなし。

認知機能評価事業について、年間
目標人数を大幅に上回る実施を評
価

B

1）脳の健康チェック相談会を前期報告後から9/9までの1期で2回3
名。10/30～12/27までの2期で14回開催し、18名実施。前期後期
で合計63名。
63名中、リピーターは1名。脳いきいき講座へ1名繋いだ。
2）総合相談では上記合計数のうち1名。

認知機能評価事業について、年間
目標人数を大幅に上回る実施を評
価。
認知機能チェックの結果、必要な方
をフォロー講座につなげて講座開催
中や講座終了後も支援継続できて
いる。今後も認知機能低下の方の潜
在的な発掘・早期からの支援につい
て期待している。

〇疾患（認知症、精神疾患等）や課題（身寄り無、親族と絶縁状態等）を
抱えた一人暮らし等高齢者が、緊急対応が必要な状況になってから、関
わりが開始となる事がある。

〇包括支援センターの周知活動を継続する。
〇民生委員・福祉村等の地域関係者との日頃からの連携を実施。

〇地域の関係団体(民生委員、福祉村、医療機関等）とは、必要時の連携を図り、高齢者支援が実施出来てい
る。

〇地域・医療・介護・行政等の関係機関とは、必要時に連携を図り、支援を行う事が出来た。
〇今後も関係形成・維持が図れる様、定期的な訪問・会議出席等は継続する必要あり

（４）今年度の取り組み・重点事項 （５）取り組み実績（前期） （７）取り組み実績（年間）

（１）前年度の取り組みに対する評価・実績

〇地域団体や関係機関との会議等には、可能な限り出席し、関係形成・維持に努めている。

（２）主な地域課題 （３）主な地域課題の改善策・解消策 （６）取り組みに対する全体評価（前期） （８）取り組みに対する全体評価（年間）
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③支援における地域包括
ケアシステムのネットワー
クの構築・活用

2
・
5

地域ネットワークの構築・活用が図れる
様、関係機関等との関係作りを重視した
業務を行う。
（１）地域：サロン・体操教室・行事・会議
等への出席。
（２）インフォーマル団体：会議等への出
席、サービス利用時の調整・連携の実
施。
（３）医療：定期訪問や対応相談等の実
施。
（４）介護：地域ケア会議やサービス担当
者会議等の開催。

（１）サロン(11箇所）・
体操教室（2箇所）へ
の訪問（年1回以上）、
昼食会（年1回以上）・
敬老会（9月）・民児協
定例会議（年1回以
上）等への出席。
（２）福祉村総会（4月）
や定例会等に出席。
（３）地区内の医療機
関訪問（年2回）。
（４）随時

（１）各会場
（２）各会場
（３）病院・薬局
（４）対象者宅

主任介護支援専門員 C

（１）サロン（８箇所）と体操教室（２箇所）への定期訪問実施。地区
行事には後期に出席予定。
（２）金田・豊田地区の総会には出席（4月）。豊田福祉村の役員会
と生活支援部定例会には毎月出席。金田・豊田地区共に、福祉村
との随時の利用調整・連携を図る事が出来ている。
（３）地域内の医療機関（５箇所）を訪問し、連携依頼を実施してい
る。ポート医を講師として、健康長寿講演会を後期に開催予定。
（４）介護サービス利用調整等の際は、関係事業所との連携や会
議開
催を行う事が出来ている。

計画どおり実施 C

（１）サロン（１１箇所）と体操教室（２箇所）への定期訪問実施。
一人暮らし昼食会（２月予定）、民児協定例会（１月）、公民館祭
（３月予定）等へ出席。
（２）金田地区・・・協議体会議出席（１１月）。福祉村への定期訪問
継続。
豊田地区・・・福祉村の役員会議（毎月）・生活支援部会議会議
（毎月）に出席。
（３）地域内の医療機関（５箇所）を訪問し、連携依頼は継続実施。
１０月２４日、サポート医（内科久保田医院）を講師として、健康
長寿講演会開催。参加３０名
（４）介護サービス利用調整等の際は、関係事業所との連携や
会議（担当者会議や地域ケア会議）開催が出来ている。

計画どおり実施

④センター職員のスキル
アップ

1

（１）各種制度や社会資源（フォーマル・
インフォーマル）等に関する情報を職員
間で共有し、活用できる様にする。
（２）必要な研修には出席し、出席後は、
職員間で内容を共有する。①認知症②
権利擁護③介護予防④各種制度

（１）毎日のミーティン
グ
（２）随時

（１）事業所内
（２）各会場

（１）主任介護支援専
門員
（２）①認知症地域支
援推進員②社会福祉
士③看護師④主任介
護支援専門員

C

（１）日々のミーティング時など、各種制度や社会資源等について、
情報共有を図る事が出来ている。
（２）包括職員研修（４月）、認知症（６・７月）と権利擁護（６月）に参
加し、参加後の情報共有を図る事が出来ている。

計画どおり実施 C

（１）ミーティング時など、各種制度や社会資源等について、職員
間での情報共有を図る事が出来ている。
（２）包括職員研修（１月）、認知症（１１・１月）、権利擁護（２月
予定）に参加。参加後、職員間での情報共有を図る事が出来てい
る。

計画どおり実施

⑤地域包括サポート医の
活用（事例の相談、介護
意見書の作成協力、講演
会講師）

4
・
5

（1）圏域の医療機関へ訪問し、包括のチ
ラシの掲示や対象者への配布等の依頼
をする。
（2）包括サポート医を講師として講演会
を実施。

（1）年2回
（2）年1回

（1）医療機関
（2）公民館等

看護師・主任介護支
援専門員

C

（１）宮尾内科、川井医院、鈴木外科内科の3件に訪問し、包括の
チラシ・サービスC事業の案内チラシの掲示や対象者への配布等
の依頼を行った。
（２）後期10月30日に久保田内科医院へ「健康長寿の講演会」を依
頼し、開催予定。

計画どおり実施 C

（1）宮尾内科、鈴木外科内科医院の2件を訪問し、包括のチラシ、
通所型サービスCの後期開催のチラシを配布。対象者がいた場合
の案内や包括への連絡を依頼した。
（2）10/30久保田医院による健康長寿の講演会を実施。参加者30
名。
また、2月から毎月公民館にて包括主催で介護予防教室を開催。

健康長寿の講演会は豊田公民館に
て実施。また、毎月包括主催で行う
事となった介護予防教室は２/６金田
公民館にて参加者４４名。今後豊田
公民館と会場を交互に開催すること
となっている。継続した開催を期待し
ている。

⑥在宅支援拠点薬局の
活用

5

（1）拠点薬局、近隣の薬局へ訪問し、包
括のチラシの掲示や対象者への配布等
の依頼をする。
（2）拠点薬局を講師として講演会を実
施。

（1）年2回
（2）年1回

（1）薬局
（2）公民館等

看護師 C

（１）フジミ薬局、クリエイト入野薬局の2件へ訪問し、包括のチラシ・
サービスC事業の案内チラシの掲示や対象者への配布を依頼し
た。
（２）8月30日に、望星大磯薬局（拠点薬局からの紹介）に「かかりつ
け薬局の講話」と「骨密度測定」を依頼し開催。参加者２９名フレイ
ルサポーター6名

計画どおり実施 C

（1）フジミ薬局に訪問し、包括のチラシ、通所型サービスCの後期
開催のチラシを配布。対象者がいた場合の案内や包括への連絡
を依頼した。
（2）前期に望星大磯薬局（拠点薬局からの紹介）にかかりつけ薬
局の講話・骨密度測定を実施した。参加者29名+フレイルサポー
ター6名。

計画どおり実施

⑦地域住民へのかかりつ
け医（医療機関）や在宅
医療に関する普及啓発
の実施

5
サロン・地域行事参加の際に、リーフレッ
トを活用してかかりつけ医や在宅医療の
情報提供を行う。

随時 サロン、公民館等 看護師 C
サロン・地域行事参加時にリーフレットを配布し、情報提供を行っ
た。

計画どおり実施 C
地区サロン、地域行事の参加者にかかりつけ医、かかりつけ薬局
について尋ねかかりつけを持つことの必要性を呼びかけ地域の医
療機関の情報提供を行った。

計画どおり実施

⑧医療機関や介護関係
機関との連携強化に向け
た包括独自の取組み

5

（１）圏域の医療機関へ訪問し、包括の
チラシの掲示や対象者への配布等の依
頼をする。
（２）介護機関とは、利用者支援に際して
の担当者会議や地域ケア会議の開催等
を通して、連携強化を図っていく。

（１）年2回
（２）随時

（１）医療機関
（２）利用者宅等

（１）看護師
（２）主任介護支援専
門員

C

（１）宮尾内科、川井医院、鈴木外科内科、フジミ薬局、クリエイト入
野薬局の5件へ訪問し、包括のチラシ・サービスC事業の案内チラ
シの掲示や対象者への配布を依頼した。
（２）サービス利用調整や担当者会議開催等、必要時、介護関係
機関との連携を図り、利用者支援を実施している。

計画どおり実施 C

（１）宮尾内科、川井医院、鈴木外科内科、フジミ薬局、クリエイト入
野薬局の５件へ訪問し、包括のチラシ・サービスC事業の案内チラ
シの掲示や対象者への配布を依頼した。
（2）サービス利用調整や担当者会議を開催する等して必要時、連
携を図り利用者支援を行っている。また、2月より毎月包括主催で
開催する介護予防教室では地域の福祉用具貸与、通所介護事業
所に呼びかけし協力依頼。介護予防教室に講師として参加いただ
き日頃から地域住民との関わりや包括と連携を図れる体制づくりを
行っている。

毎月包括主催で行う事となった介護
予防教室は、地域の福祉用具貸与・
通所介護事業所の協力で毎月講師
を替えて実施できることとなった。連
携を図れる関係づくりから進み、協
力して事業を実施できるようになっ
た。継続した開催を期待している。
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３　権利擁護事業

方針
番号 内容(何を、どのように） 実施時期・回数 場所 担当者

前期
評価 実績・評価理由 市確認結果

年間
評価 実績・評価理由 市確認結果

①認知症ケアパスの普及
6

(1)

１）認知症の相談時に説明し配布する。
２）地区サロンや認知症サポーター上級
者研修で活用する。
３）民生委員、福祉村などへ普及啓発を
図る。

１）随時（相談時）
２）随時
３）随時

１）利用者宅・事業所
内
２）地区サロン・養成
講座開催場所
３）福祉村など

認知症地域支援推進
員を中心に全職員

C
1）相談時に3ケースで説明・配布。
2）使用なし。後期で開催予定の上級者研修で使用予定。
3）使用なし。

３）についてケアパスは配布しなかっ
たが、普及啓発は実施した

C
1）相談時に4ケースで説明・配布。
2）上級研修で9冊、認知症予防教室で35冊で使用。
その他）新人職員用で2冊使用。

計画どおり実施

②認知症サポーター養成
講座の開催

6
(1)

１）一般市民向け講座の開催（輪番）
２）小学校向けの講座の開催依頼
圏域内の2校（豊田小・金田小）へアプ
ローチを行なう。（豊田小は前年度は1月
に開催の為、継続開催依頼をする）
３）その他、各関係機関に講座の周知を
行い、講座の認知度を上げ、開催に繋
げる。

１）5/16（木）開催予定
２）7月頃まで
３）年1回以上

１）公民館
２）各小学校
３）各関係機関

認知症地域支援推進
員を中心に全職員

C

1）5/16一般認サポ開催で25名参加。
2）金田小へ4月に文章でアプローチをし7/8に資料を持参し訪問を
して校長へ説明をした。教職員への研修での認サポ講座の提案も
行なったが現時点での回答はなし。
豊田小へ6/24に資料を持参し訪問をして校長へ説明をした。今月
に4年生の担任の先生より連絡があり、11/29開催予定。
3）各団体長へアプローチをし、5月の一般認サポへの参加依頼を
した。

計画どおり実施 C

1）開催なし。
2）金田小は現時点での回答はなし。豊田小は11/29に4年生45
名、教職員5名で開催。
3）とよだだよりへ受講募集を掲載し回覧や、サロンや地域団体の
集まりの時に周知を行ったが、各団体所属者は既に受講済みの
方が多数で、数名参加。

計画どおり実施

③企業向け認知症サ
ポーター養成講座

6
(1)

１）金融機関・コンビニ・介護事業所など
に開催の呼びかけを行い、開催に繋げ
る。

１）年1回以上 １）各関係機関
認知症地域支援推進
員を中心に全職員

C
1）コンビニ・介護事業所・企業へ呼びかを行ない、メディケアより依
頼があり、4/11に開催し18名参加。

計画どおり実施 C
1）3月頃に企業や事業所へ再アプローチ予定。
　輪番で7/26にセブンイレブンジャパン4名参加。

計画どおり実施

④認知症サポーター養成
講座修了者の育成事業

6
(1)

１）認知症サポーター養成講座修了者で
圏域内の方や専門職でボランティア活
動を希望される方、サロンなどで活動さ
れている方を対象とし、認知症サポー
ター上級者研修を開催する。（１０名以上
の参加を目標）

１）年1回 １）公民館
認知症地域支援推進
員を中心に全職員

C 1）11月開催を目標に調整中。 計画どおり実施 C 1）11/12の午前午後で開催し9名修了。
９名の修了者とは、今後の具体的な
活動時に協力してもらえる関係づくり
ができている。

⑤認知症カフェの実施
6

(3)

１）既存のボランティア団体による年2回
の認知症カフェの継続支援。
２）認知症カフェの開催に向け、既存の
各地域団体へ理解と協力の働きかけを
行い、カフェ開催や開催に向けた話し合
いが出来るように進めていく。

１）年2回
２）適宜

１．２）公民館・自治会
館・福祉村・事業所内

認知症地域支援推進
員を中心に全職員

C

1）7/3に回転木馬の会1回目を開催した。認知症当事者は2名、家
族1名、一般18名の21名参加。
2）豊田福祉村の会長へアプローチをし、話し合いを経て定例会で
承認を得て、10月より毎月1回開催予定。

計画どおり実施 C

1）12/4に回転木馬の会で2回目を開催。認知症当事者は3名、家
族1名、一般14名。
2）10月開始予定が遅れた為、10/25・11/22は仮）認知症カフェとし
て開催した。豊田オレンジカフェとして、豊田福祉村主催で12/27～
毎月第4金曜開催で確定した。12/27参加者合計8名。

計画どおり実施

〇小学校向け認知症サポーター養成講座の未開催校がある。
〇開催や継続に向けてのアプローチを実施する。 〇学校（２か所）に、認知症サポーター養成講座開催依頼を実施。うち１校は、１１月開催予定となる。

〇学校ので認知症サポーター養成講座や認知症カフェ等、今後も開催が継続できる様、関係機関等
　への働きかけを行っていく。
〇権利擁護に関しては、内容に応じ、関係機関等と連携を図り、支援を行う事が出来た。

（４）今年度の取り組み・重点事項 （５）取り組み実績（前期） （７）取り組み実績（年間）

（１）前年度の取り組みに対する評価・実績

〇認知症については、サポーター養成講座・予防教室・上級者研修の開催、サロンでの講話等、普及啓発を実施した。
〇サポート医や薬局の協力を得て、地域での講演会等を開催した。

（２）主な地域課題 （３）主な地域課題の改善策・解消策 （６）取り組みに対する全体評価（前期） （８）取り組みに対する全体評価（年間）
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⑥身近な場での認知症
予防教室の開催

6
(1)

１）地区サロンなどの人が集まる場で、
認知症予防についての講話やコグニサ
イズを行い、認知症予防の大切さを発信
する。
２）地域内で認知症の理解が深まり、適
切な対応がとれる様、地域団体を対象と
した個別の予防教室を開催する。

１）年10回
２）必要時

１．２）公民館・自治会
館・福祉村・事業所内

認知症地域支援推進
員を中心に全職員

C
1）現在、7/11ヶ所の地区サロンで開催をした。
2）公民館事業の高齢者学級で豊田・金田で認知症予防教室を開
催した。各団体への周知は行なっているが、個別での開催はなし。

計画どおり実施 C
1）4/11ヶ所の地区サロンで開催をし、予定の11ヶ所で開催。
2）各団体へ訪問時に、15分程度コグニサイズ体験をして頂くが、
事前に予定を決めての開催はなし。

計画どおり実施

⑦認知症初期集中支援
事業の対象者把握

6
(2)

１）相談者からの相談の内容を精査し、
対象者を選定をする。
２）地域へ普及啓発を行い、地域からの
情報提供依頼や情報収集を行う。

１．２）随時

１）利用者宅・事業所
内など
２）福祉村・地区サロ
ン・イベント開催時・回
覧版など

認知症地域支援推進
員を中心に全職員

C

1）認知症の相談時に受診を促し、受診へ繋げられない方を対象と
しているが、受診へ繋げる事が出来ている為に現時点で対象者の
選定はなし。
2）地域で講話をする時には、毎回周知を行なっている。

本事業を念頭に置きながら支援をす
すめている。本事業につながなくても
適切な支援・サービスにつなげてく
れているために、本事業への件数と
しては上がっていないので、C評価と
する。

C

1）認知症の相談者で対象となる方はなし。昨年度に選定され終了
した方を再依頼し1名繋いだ。
2）地域より認知症疑いの方の情報を頂き、アプローチをして関わり
を行っている。

２月に相談ケースを上げ、支援対象
者となった。
必要時に事業の活用ができている。

⑧成年後見制度の利用
相談体制の充実

7
(1)

相談者への対応が可能となる様、勉強
会等を通して、全職員が制度に関する
理解を深めていく。

4月 事業所内 社会福祉士 C 職員内で、成年後見制度に関する勉強会を実施。 計画どおり実施 C ４月に職員内で、成年後見制度に関する勉強会を実施済。 計画どおり実施
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⑨成年後見制度の普及
啓発の取り組み
　＊実施時期・回数欄に対象
者、開催回数、受講者数を記入
ください。

7
(1)

地域活動（サロン・教室・会議・行事等）
への出席時や講座開催時等に、参加者
向けに講話を実施する。

各サロン・体操教室
（13箇所）で年1回以
上。その他は随時。

各会場 社会福祉士 C
サロンを訪問（８箇所）し、成年後見制度に関する講話を実施して
いる（後見制度の類型、相談窓口等）。

実施できていないサロン、体操教室
には後期に実施予定

C
前期に実施できなかったサロン訪問（５箇所）し、成年後見制度に
関する講話を実施している（後見制度の類型、相談窓口等）。

計画どおり実施。
サロンを活用した普及啓発に力を入
れている。

⑩高齢者虐待の相談体
制の充実

7
(2)

（１）相談者への対応が可能となる様、勉
強会等を通して、全職員が高齢者虐待
防止法に関する理解を深めていく。
（２）対応困難の際などは、平塚市高齢
福祉課を通しての弁護士への法律相談
を活用する。

（１）4月
（２）必要時

（１）事業所内
（２）事業所内

社会福祉士 C
（１）職員内で、高齢者虐待防止法に関する勉強会を実施。
（２）虐待疑いの相談に関しては、関係機関での情報共有等の対
応が実施出来ており、弁護士への法律相談に至る事例無。

（１）計画通り実施
（２）については、必要に応じて活用
を検討する。

C
（1）職員内で、高齢者虐待防止法に関する勉強会を実施済。
（2）虐待疑いの相談に関して、関係機関での情報共有等の対応が
実施出来ており、弁護士への法律相談に至る事例無。

計画どおり実施

⑪高齢者虐待防止の普
及啓発に関する取り組み
　＊実施時期・回数欄に対象
者、開催回数、受講者数を記入
ください。

7
(2)

地域活動（サロン・教室・会議・行事等）
への出席時や講座開催時等に、参加者
向けに講話を実施する。

各サロン・体操教室
（13箇所）で年1回以
上。その他は随時。

各会場 社会福祉士 C
サロンを訪問（８箇所）し、高齢者虐待に関する講話を実施してい
る（虐待種別、相談窓口等）。

実施できていないサロン、体操教室
には後期に実施予定

C
前期に実施できなかったサロン訪問（５箇所）し、高齢者虐待に関
する講話を実施している（虐待種別、相談窓口等）。

計画どおり実施

⑫虐待を受けた高齢者に
対するケア体制の充実

7
(2)

高齢者虐待対応マニュアルや一時保護
ガイドに基づき、関係機関等と連携を図
り、虐待解消までの支援を実施する。

随時 事業所内 社会福祉士 C
虐待疑いの相談はあったが、虐待対応マニュアルや一時保護
ガイドの活用までに至る事例無。

計画どおり実施 C
虐待疑いのケースが有、1件高齢者虐待対応マニュアルを活用し、
関係機関等と連携を図り、支援を実施している。

計画どおり実施

⑬養護者に対するケア体
制の充実

7
(2)

再発予防の為、必要に応じて、養護者
のケア（介護サービス利用提案、傾聴
等）を実施する。

随時 対象者宅 社会福祉士 C
虐待疑い相談での経過観察中の養護者については、介護サービ
ス事業所に対話等の継続支援を依頼している事例あり。

計画どおり実施 C
虐待疑い相談での経過観察中の養護者については、介護サービ
ス事業所に対話等の経過支援を依頼している事例有。

計画どおり実施
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４　包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

方針
番号 内容(何を、どのように） 実施時期・回数 場所 担当者

前期
評価 実績・評価理由 市確認結果

年間
評価 実績・評価理由 市確認結果

①ケアマネジャーへの支
援

2

（１）ケアマネージャーを対象とした研修
会と事例検討会を開催する。
（２）ケアマネージャーからの相談には、
内容により、情報提供・同行訪問・地域
ケア会議開催等の支援を行う。

（１）６・１１月
（２）随時

（１）公民館等
（２）対象者宅等

主任介護支援専門員 C

（１）６月２６日１３：３０～１５：３０、研修会（秦野厚生病院認知症看
護認定看護師による講演）＋事例検討会を開催。参加者１８名。
（２）ケアマネージャーからの相談については、地域の社会資源等
の情報提供や同行訪問等、内容に応じた対応を随時実施してい
る。

（１）は計画どおり。
（２）については、月１～２件程度の
相談や同行訪問を行っていることを
確認した。

C

（１）１１月２７日研修会開催（他包括と合同）。　薬剤師による
講演会「より良い連携の為に知って欲しい薬剤師の事」。
参加１４名
（２）相談内容に応じ、地域資源等の情報提供、同行訪問、個別
地域ケア会議開催（１件）を行っている。

計画通り。

②地域ケア会議（個別ケ
ア会議、小地域ケア会
議）を開催する

2

（１）個別ケア会議・・・ケアマネージャー
等からの相談内容により、開催していく。
（２）小地域ケア会議・・・金田・豊田地区
で、開催する。

（１）随時
（２）各地区で年1回以
上

（１）対象者宅等
（２）公民館等

主任介護支援専門員 D （１）（２）共に前期では、対象者や議題も挙がらず、未開催。

ケアマネジャーからの相談ケースは
あるが、会議開催に至らずに解決し
ているため、今後は自立へ向けた方
を対象とする等、アプローチの方法
を変えて行うことを確認した。

D

（１）１１月２５日個別地域ケア会議開催。１月に２回目を開催
予定。認知症一人暮らし高齢者の支援について検討。
（２）金田地区・・・実施できず
豊田地区・・・１月１５日開催。地域の体操教室（２団体）との
課題検討等実施。今後も継続開催予定

（１）について、１月に行う予定だった
個別ケア会議については、キーパー
ソンの入院により行えていない。（２）
について、金田地区で地域協議体と
同時開催しており、協議体での議題
が多く、小地域ケア会議の内容を行
えなかった。

〇地域の関係機関等とは、報告・連絡・相談等は出来やすい環境下で
業務は行えているが、今後も関係を意識した業務を行う事が必要であ
る。

〇小地域ケア会議が継続開催出来る様、関係機関との連携強化
を意識して、業務を行う。
〇個別ケア会議が開催出来る様、ケアマネージャーへの周知活動
を行う。

〇地域ケア会議（小地域・個別）が開催できず。議題や対象者が挙がり次第、開催していく。
〇個別支援業務については、関係機関等との連携を図り、対応が行えている。

〇個別地域ケア会議開催が１名のみであったが、開催までには至らなかったケースでも、必要時は、
　地域・医療・介護の関係者等と連携を図り、支援を展開していく事が出来た。
〇地域ケア会議（小地域・個別）開催については、更なる周知活動が必要な状況である。

（４）今年度の取り組み・重点事項 （５）取り組み実績（前期） （７）取り組み実績（年間）

（１）前年度の取り組みに対する評価・実績

〇小地域ケア会議は、各地区で開催し、課題把握・検討等は実施できた。
〇個別ケア会議は対象者が挙がらず、未開催であったが、住民・ケアマネージャー・関係機関等からの相談には、サービス利用調整・同行訪
問・情報提供等の必要な対応を行っている。

（２）主な地域課題 （３）主な地域課題の改善策・解消策 （６）取り組みに対する全体評価（前期） （８）取り組みに対する全体評価（年間）
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平塚市地域包括支援センターひらつかにし　　　 令和元年度事業計画書及び評価表

１　介護予防ケアマネジメント事業等

方針
番号 内容(何を、どのように） 実施時期・回数 場所 担当者

前期
評価 実績・評価理由 市確認結果

年間
評価 実績・評価理由 市確認結果

①介護予防把握事業の
推進
　(フレイル状態像の把
握)

4

（1）自治会、地区社協、民生児童委員、
金目ふれあいサロン土沢ふれあいサロ
ン、よりみちカフェにて参加者、に対し
て、介護予防、フレイル状態について普
及啓発のために、出張フレイル講座を行
う。
（2）金目ふれあいサロン土沢ふれあい
サロン、よりみちカフェにて、また、地域
のイベントなどの参加を行い、骨密度測
定を行い、健康相談を受け付けていく。
（3）民生児童委員と交流を行い、フレイ
ル状態対象者の把握、訪問など行う。
（4）ふれあいサロン小地域ケア会議にて
フレイル、予防対象者についての課題等
抽出を行っていく。

（1）年4回
（2）年4回
（3）年2回
（4）随時

（1）（2）（4）ふれあい
サロン・よりみちカフェ
自治会館、公民館な
ど
（3）高齢者宅など

（1）（2）看護師
（3）（4）全職員

B

（1）出張フレイル講座を行った。
　　5/24片岡サロン30名、5/27北金目サロン18名、
　　7/5金目サロン32名、7/12かわまえサロン25名、
　　7/16みずほ会15名、　　　　　　　　　　計　5か所　120名。
（2）骨密度測定を行った。
　　4/10よりみちカフェ11名、4/18七国荘サロン26名、
　　5/20土沢サロン17名、5/24片岡サロン30名、
　　5/27北金目サロン17名、7/5金目サロン20名、
　　7/25吉沢福祉村12名、8/28つちやホーム32名、
　　計　8か所165名。
（3）金目民生児童委員、土沢民生児童委員からひとりくらし高齢者
調査、日中独居、高齢者世帯者の必要と判断された訪問依頼、リ
ストをもとに民生と協働して個別訪問を行った。20件
（4）ふれあいサロン小地域ケア会議にてサロンに参加しない高齢
者について、地域住民から見た心配と思われる事例の提案などが
あった。

（１）（２）計画どおり。
（３）個別訪問20件以上実施している
ことを確認した。
（３）事例として、月に1件以上あるこ
とを確認した。

B

（1）出張フレイル講座
金目地区ふれあいサロン12/18広川サロン34名金目地区歌う会
10/21　18名　計　2か所　52名
（2）骨密度測定会
9/11　一人暮らし昼食会　26名　9/16　ローズヒル文化祭　65名
9/17　土沢サロン　18名　12/18　広川サロン24名
計4か所　11/4金目収穫祭　100名　　計233名
（3）土沢民生児童委員から一人暮らし調査、戸別訪問おこなった。
18名。
（4）金目ふれあいサロン小地域ケア会議にて、男性のフレイル対
象者がサロンに行きづらい、女性は民間でも多くみられるが、男性
として目的をもって行ける場所の必要性（民生委員より男性の通う
場所がないと意見あり）について住民より上がった。対策として、中
西道場体操教室と検討を始めている。立ち上げる方向で検討を重
ねていく。
土屋地区ふれあいサロン小地域ケア会議ではサロンに遠くて行か
れない。通いの場がないことが課題と上がって来た。協議体にて
移動手段を土屋サロンに隔月で行って行く事で進めていく。

（１）出張フレイル講座は当初の計画
以上の実施、（２）骨密度測定の際
に、必ず健康相談を参加者に行って
いる。（３）独居高齢者の訪問を民生
委員と共に順次行った。（４）男性の
閉じこもりについて検討を行い、民生
委員から「体操の教室」という提案が
あり、実施に向けて準備を進めてい
る。

②サロンの開催支援 2

（1）金目地区ふれあいサロン土沢地区
ふれあいサロンにて介護予防、認知症、
フレイル、終活など普及啓発を行ってい
く。
（2）よりみちカフェにて、地域リーダーの
育成、よりみちカフェ、よりみち農園の知
名度を上げるための活動を行う。
（3）吉沢・土屋地区は認知症介護者カ
フェの立ち上げのため企画の開催を地
域住民と連携して行う。
（4）金目、土屋、吉沢地区既存の介護予
防団体の発掘、把握を行う。金目・土沢
地区通いの場の訪問、よろず相談セン
ターの把握、説明を行う。
（5）みずほ会（障がい者）むつみ会（みず
ほ会の支援する会）支援として年３回の
講話、普及啓発行っていく。

（1）年4回
（2）年4回
（3）年1回
（4）年3回
（5）年３回

（1）金目公民館各自
治会館、土屋公民
館、吉沢公民館
（2）よろず相談セン
ター金目事務所
（3）吉沢福祉村、公民
館
(4）随所
（5）金目公民館

（1）看護師
（2）全職種
（3）認知症地域支援
推進員
（4）全職種
（5）全職種

C

（1）金目地区ふれあいサロンにて　介護予防、フレイルについて
5/24片岡サロン、5/27北金目サロン、7/5金目サロン、7/12かわま
えサロン、認知症について5/28真田サロン、6/7金目サロン、終末
期について６/19金目地区全体会にて　普及啓発を行った。
（2）よりみちカフェ参加者にボランティアリーダー活動を行って頂く
ためにサポーター養成講座（8/29）、カフェの運営企画に関わって
もらった。
よりみち農園活動を普及するために出来た農作物を地域住民に渡
して行く活動、クリニック、地域の食堂、自治会掲示板でポスターの
掲示を行った。
（3）吉沢地区認知症介護者カフェを立ち上げる為に協議体、自治
連、福祉村、と共同して検討。ママの会、中学校に賛同してもらい、
9/29歩こう会を開催。
（4）通いの場、土沢地区、金目地区ふれあいサロン、むつみ会、訪
問を行い、よろず相談センターの把握説明行った。
（5）７/16むつみ会支援として、出張フレイル講座、認知症施策、高
齢者よろず相談センターの役割について講話おこなった。

（１）（２）計画どおり。
（３）カフェ立ち上げのための準備とし
て地域の特性を生かせるよう自治会
連合会と検討を進めいていることを
確認した。
（４）（５）計画どおり。

C

（1）金目地区ふれあいサロン広川サロンにて、金目地区歌う会に
て介護予防、フレイルについて説明。
（2）よりみちカフェの開催へのボランティア活動を行っていくために
ボランティア同士での話し合いを3か月おきに行うこととし、ボラン
ティア育成行っていく。ボランティアを募るためにばら色通信冬号
はボランタリーと共生というテーマでのよりみちカフェの紹介を行っ
た。
（3）吉沢地区歩いて認知症カフェを　吉沢さんぽ　という名で今年
度3回、9月,12/4もみじを見る。3月から4月にさくらを見る。で認知
症の方家族ボランティア、賛同する方で進めている。
（4）通いの場、ふれあいサロン、など訪問行い、よろず相談センタ-
の説明を行った。
（5）後期3月行っていく。

計画通り。

介護予防普及を行い、地域での通いの場への移行として、地域地形の
構造、移動の課題も含め、妥当な通いの場の提案が見つからないケー
スが多々見られた。

移動の課題は担当地区それぞれの地区単位で協議体、地区社協
との検討を行っていく。既存の活動グループやサークル活動の
検証を進めていく。介護予防民間事業者との連携も検討していく。

移動の課題について、3地区中2地区に関して、住民向けアンケート結果がまとまり、協議体内での共有をおこ
なった。アンケートの結果を住民へ向けて説明をおこなった。アンケート結果により、住民主体による移動の仕
組みが必要なことの把握はおこなったが、結果をもとに方向性を展開していく事は検討継続となった。
介護予防の普及としては、フレイル出張講座、高齢者よろずセンターの役割などを通いの場、様々な活動団体
と連携を取り、説明を行った。通いの場の展開としての既存サークル、グループ、地域活動団体との連携交流
の展開は後期に継続となった。

介護予防普及に関して土屋地区の地域地形の構造の問題に関して、協議体の中で改めて協議体の目的であ
る介護予防生活支援に関する協議体を再検討行い、アンケート結果に基づく住民主体の移動の課題をサロン
への移動という視点で具体的に進めていく事となった。金目地区は自治会ごとで移動の必要性を考え、これま
でボランティアによるふれあいサロン送迎を行っていた片岡、真田地区に加え、金目地区内独居高齢者増の
青柳地区でサロン送迎を行うこととなった。片岡地区での送迎により多くの住民の参加が実績として出てきて
いる。また、現在認定のある住民も参加できるサロン送迎で利用数が増えてきている。フレイル普及啓発は通
いの場への説明も進めながら、地区のお祭り、活動団体の場を通して説明を行う事が出来た。男性の通いの
場が少ないという意見が住民の中から出てきていて、来年度に向けて地域の体操指導を行っている事業者と
必要性についての検討を重ねている。
地区全体として土屋吉沢地区は介護予防という概念が浸透していくためにフレイル普及説明など個々人が認
識して頂く活動の必要性が見えてきている。

（４）今年度の取り組み・重点事項 （５）取り組み実績（前期） （７）取り組み実績（年間）

（８）取り組みに対する全体評価（年間）

（１）前年度の取り組みに対する評価・実績

介護予防として地域への健康講話、通いの場での個別の健康相談やフレイルなど普及啓発を行った。また医療との連携を行い、医師、訪問
看護に依頼をし、健康講話、終活、フレイルについて情報提供、啓蒙普及を行った。地域サロンの普及啓発、包括主催による認知症カフェと
合わせての介護予防サロンを実施した。適切なケアプランの実施に関して、居宅支援事業所委託に関しての自立支援を基本としたプランの
提案が浸透できていない面があった。

（２）主な地域課題 （３）主な地域課題の改善策・解消策 （６）取り組みに対する全体評価（前期）
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③介護予防、健康長寿等
に関する講座、講演会の
開催

4

（1）介護予防、健康長寿、オーラルフレ
イルに関して歯科医師との連携による講
話を行う。
（2）介護予防、健康長寿、フレイル、終
活などについて、地域サポート医、地域
かかりつけ医、介護事業所、在宅支援
薬局と連携、講話を行う。

（1）年２回
（2）年３回

（1）（2）公民館、自治
会館

（1）（2）看護師
全職員

C
（1）7/26小沢歯科副院長によるオーラルフレイル講話行った。地域
住民、地域活動団体、地域サービス事業より参加あった。
（2）後期にて予定して行く。

計画どおり。 D
（1）後期行えず。歯科医師より断られてしまった。
（2）SMC、真田クリニック理事長　2/14　ありがとうファミリークリ
ニック早坂医師　3/26　講話予定。

（１）歯科医師の予定により行えな
かった。（２）計画通り。

④適正な介護予防ケアマ
ネジメントの実施

3

（1）適正はケアプランを行うために、
チェックリストアセスメントがプランへ反
映されているか、定期的に各担当のケア
プランチェック、事例検討を行う。
（2）委託事業所 居宅支援事業所へ自立
支援視点のケアプランに関する勉強会
を地域内各居宅支援事業所ごとに行う。

（1）隔月
（2）年３回

（1）よろず事務所
（2）各居宅支援事業
所

（1）（2）主任ケアマネ
ジャー、管理者

C

（1）事例検討会を行いケアプランの妥当性について検討行った。
前期１回。
（2）委託支援事業所：地域内居宅支援事業所へ自立支援視点の
ケアプランに関する勉強会を行った。5/21ローズヒルケアセンター
居宅。

計画どおり。 C

（1）後期事例検討を毎日のカンファレンスの中でチェックリストの反
映アセスメントについて勉強会を行った。2回
（2）10月ピクシー、11/14　12/20　かもめ、ともしび居宅支援事業所
へプランの適正化について勉強会行った。

計画通り。

⑤通所型サービスCの利
用者の利用後のフォロー
について

3

(1）個別相談の中で適切なアセスメントを行い
必要なプランに基づき通所C利用モニタリング
を行い、地域の通いの場へつないでいく。
（２）地域の通いの場の発掘のために、既存の
活動グループやサークル活動、介護予防民間
事業者の検証を行い、通所Ｃ利用者修了者と
通いの場や地域との連携を図り、支援する。
（３）通いの場へ介護予防の啓発とよろずセン
ターの役割の説明を行い、通いの場へつな
がった後の連携とフォローへつないでいく。

（1）（2）随時
（3）年２回

（1）（２）（３）随所
（１）（２）全職員
（３）看護師

C

（1）個別相談の中から、通所Cへ３件モニタリング行っている。地域
の通いの場へ２件へつないでいる。
（2）地域既存活動グループの把握一覧を作成行っている。後期把
握した活動団体へ訪問等を行い、介護予防についての普及を行っ
ていく。
（3）通いの場、金目地区ふれあいサロン、土沢地区ふれあいサロ
ンへよろずセンターの説明行い、介護予防の普及について理解を
共有行った。6/17、6/19.

計画どおり。 C

（1）通所C利用中1件、地域の通いの場へ1件つないでいる。
（2）活動団体への訪問行い、介護予防の普及は行っているが、修
了者が通う場としての移動の手段が課題として挙がってきている。
（3）金目地区ふれあいサロンにて介護予防普及、通所C後のサロ
ン利用などについて説明行った。吉沢地区で、地域連携会議にて
体育振興会とも交流をとり、来年度介護予防と体育について検
討。

計画通り。

⑥総合事業における多様
なサービスの利用促進

3

（１）個別相談において適切なプランに基
づき総合的に多様な総合事業サービス
の利用を図る。
（２）地域のサロン、自治会で総合事業
の説明を行い、多様な総合事業につい
て普及を行う。
（３）居宅支援事業所へ多様な総合事業
についての説明を行う。

（1）随時
（2）年２回
（3）年２回

（1）（２）（３）随所

（1）全職員
（2）看護師
（3）主任ケアマネ
ジャー

C

（1）個別相談において、アセスメント行い、介護保険サービス、総
合事業サービスのみならず、地域の通いの場サロンや地域の活動
団体、教室などの紹介を行った。総合相談にて適切な提案を行っ
ている。
（2）5/5真田自治会、6/9金目地区ふれあいサロン運営会議、7/5
めぐみが丘自治会、7/28吉沢地区自治連にて総合事業、介護予
防、包括ケアシステムの多様性について説明行った。
（3）居宅支援事業所ローズヒルケアセンターへ5/21説明行った。
居宅支援事業所からの問い合わせに対して都度、情報提供提案
行っている。

計画どおり。 C

（1）個別相談にてインテークからアセスメントにより介護保険、総合
事業、地域活動、通いの場へつないでいくことを行った。よりみちカ
フェボランティアへつなげた。1件。
（2）福祉村、長寿会にて総合事業、介護保険、包括ケアシステム
における住民主体性について説明行った。
（3）10月ピクシー、11/14　12/20　かもめ、ともしび居宅支援事業所
へ説明行った。

計画通り。

⑦加齢による機能低下の
改善

4

(1)地域の行事へ参加し、フレイルについ
ての啓蒙普及、講話を行う。
(2)地域行事、ふれあいサロン、への参
加、骨密度測定行い、健康チェック行う。

（1）年３回
（2）年４回

（1）随所
（2）公民館、随所

（1）（2）看護師、保健
師

C

（1）5/5真田自治会、6/9金目地区ふれあいサロン運営会議、7/5
めぐみが丘自治会、7/28吉沢地区自治会連合会にて説明行った。
（2）金目エコミュージアム主催の若葉まつりにて平塚市薬剤師会よ
り骨強度測定器、血管年齢測定器を借りて、ひらつかにしにて健
康度チェック表作成行い、８０名に測定、健康度チェック行い、問題
ある住民へ通いの場の提案行った。
通いの場金目地区ふれあいサロン、土沢地区ふれあいサロンにて
骨密度測定行い、問題ある住民には健康相談おこなった。

計画どおり。 C

（1）青柳地区長寿会、福祉村にて講話、金目収穫祭にてフレイル
についてのパンフレット、口頭での説明行った。
（2）9月金目ひとり暮らし昼食会26名、ローズヒル文化祭65名、土
沢サロン18名、12月金目地区ふれあいサロン24名　骨密度測定と
健康相談、、11月金目収穫祭にて100名骨強度血管年齢測定と健
康相談を行った。計233名

骨密度測定に来た方には、必ず全
員に対して健康相談を行っている。

⑧外出の促進（閉じこもり
高齢者の把握等）

4

(1)小地域ケア会議を行い、閉じこもり個
別の課題の抽出を行う。
(2)地域の行事へ参加し、健康チェックを
行い、閉じこもり度の把握を行う。
(3)よろずいひらつかにし通信ばらいろ通
信を発行し、閉じこもることでのリスクの
説明と防止するためのよろずの談支援
機能を発信していく。

（1）年4回
（2）年4回
（3）年2回

（1）ふれあいサロン、
自治会館、
（2）公民館、随所
（3）随所

（1）社会福祉士
（2）看護師、保健師
（3）全職員

C

（1）5/24片岡サロン小地域ケア会議6・14かわまえサロン小地域ケア会議、
7／5金目サロン小地域ケア会議、にてサロンに参加出来ない、しない高齢
者の状況について情報の共有を行い、民生委員、サロン参加者より声を掛
けていく事について検討を行った。
（2）金目エコミュージアム主催の若葉まつりにて平塚市薬剤師会より骨強度
測定器、血管年齢測定器の貸し出し、ひらつかにしにて健康度チェック表作
成行い、８０名に測定、活動不活発状態についてもチェック行い、通いの場
の提案行った。
（3）ばら色通信春号にて認知症特集認知症予防として閉じこもらない。夏号
にてフレイル状態について閉じこもる事で悪化に繋がる事、よろずへの相談
機能の説明を発信した。

計画どおり。 C

（1）11/8かわまえサロン地域ケア会議にて閉じこもる事での運動
機能低下についての話し合いを行った。12/6金目サロンにてサロ
ン活動の必要性と参加意欲について検討。サロンの活動内容を
知ってもらう事が必要。体験してもらう事などを進めていく。移動す
ることの課題もある。金目、真田、片岡サロンは送迎を行ってい
る。住民主体の移動活動に向けて支援を行っている。
（2）⑦（2）の骨密度測定時の健康相談時に外出の度合いについて
ひらつかにし独自のチェックリストを作成し、個別相談を行い、必要
に応じてその場でまたは後日連絡訪問行い、通いの場、介護保険
に繋げる対応行った。
（3）ばら色通信秋号、冬号にて、フレイル、介護予防、ボランテイア
という介護予防について普及行った。

まずは参加してもらうことが大切であ
るが、移動の問題が大きい。現在は
事業所が車を出して、ボランティアが
運転をしているが、それをシステム
化するとなると難しい。
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２　相談支援業務

方針
番号 内容(何を、どのように） 実施時期・回数 場所 担当者

前期
評価 実績・評価理由 市確認結果

年間
評価 実績・評価理由 市確認結果

①多様化する相談内容
に対応できる体制づくり

1

（1）センター内カンファレンス／事例検
討、勉強会／研修などの参加を行い、対
応できる職員のスキルアップを図る。

（2）相談内容の重症化を防ぐためによろ
ずの役割と相談支援をばら色通信で普
及啓発することで早い段階での相談に
つなげていく。

（1）毎日／月１回
　　／年５回
（2）年４回

（1）よろず相談セン
ター
（2）随所

（1）（2）全職種 C

（1）センター内カンファレンス毎日行い、事例検討、前期１回、勉強
会は月１回、研修１２回参加行いスキルアップを図った。
（2）よろずの役割と相談内容について、自治会、地区社協、かよい
の場へ説明行い、早めの相談の提案を行った。ひらつかにし独自
通信バラ色通信春号・夏号にて、よろずの役割と早期対応と早期
相談について提案行った。

計画どおり実施。 C

（1）センター内カンファレンスは毎日、事例検討は必要時、勉強会
は2週1回おこなった。外部の研修に後期13回参加した。
（2）ばら色通信にて、繰り返し、よろず相談センターの役割を説明、
地域活動団体会議にて説明行い、早期相談につながるよう促して
いる。

計画どおり実施。職員のスキルアッ
プに重点を置き、外部研修会へ積極
的に参加し、所内勉強会を定期的に
行えている。早期把握、重症化予防
の取り組みができている。

②認知症地域推進員に
よる専門的な相談支援と
ＭＣＩ（軽度認知障害）の
方を把握するためのタブ
レットの活用

6
(2)

（1）認知症地域支援推進員の知名度を
あげるために、ばら色通信での発信、地
域の行事への参加による啓蒙普及を行
う。
（2）タブレットの活用のためにばら色通
信での発信、地域行事での参加によるタ
ブレット活用の紹介を行っていく。

（1）年４回
（2）年２回

（1）随所
（2）公民館、随所

認知症地域支援推進
員

C

（1）ひらつかにし独自通信バラ色通信春号にて認知症特集を行
い、認知症地域支援推進員、認知症施策についてまた夏号にて認
知症カフェにつて説明認知症推進としての活動の普及啓発を行っ
た。かよいの場への参加行い認知症地域支援推進員、認知症施
策について説明行った。
（2）バラ色通信春号夏号にてタブレット活用の提案、紹介。よりみ
ちカフェ（認知症カフェ）、かよいの場、サロンにて紹介行い、前期３
件実施した

計画どおり実施 B

（1）ばら色通信秋号、冬号を発行（年4回）。秋号は認知症カフェを
テーマに各地区ごと（3地区ごとに地域性を活かした内容）に認知
症カフェ内容、認知症予防、認知症推進員と認知症施策について
説明、全地区回覧を行った。冬号はボランタリーと共生社会をテー
マに認知症、ボランティアを自分のこととして介護予防として考える
内容をそれぞれの地域性を活かした内容で作成し、全地区回覧
行った。
（2）サロン、通いの場、地域活動団体会議で紹介、金目事務所前
パンフ配布にて紹介を行い、後期18件実施した。

（１）地域の関心に合わせて通信内
容を変えるなど、地域性を踏まえた
活動ができている。
（２）３９件実施。

住民主体での生活支援体制に関する積極的な話し合いや積極的なネッ
トワークへの構築は意欲的である。自助、共助の活動への理解を地域
全体へ伝えて行く事の必要性がある。
高齢者よろず相談センターの役割、認知症地域支援推進員の理解が浸
透していない。

生活支援体制作りに既存の自治会、組組織を生かしていく事の為
に住民全体へ包括ケアシステムの構築、共助の関係の必要性を普
及啓発していく。ネットワークの構築を民間事業所や自主ボランティ
アの団体ともつないでいく事を検討していく。
よろずの役割、認知症地域支援推進員の役割を自治会やサロン、
地域行事の中で説明、普及行っていく。

金目地区ふれあいサロン活動、金目地区協議体で包括ケアシステムの構築や共助の関係の必要性について
よろずの役割、国、行政の制度と方向性について説明を行い、普及啓発行った。住民側の意識として福祉村に
ついて介護予防についての関心が高まる傾向となった。
吉沢地区めぐみが丘自治会によろず相談センターの役割介護保険制度総合事業、認知症施策について説明
を行った。自治会壮年期世代に高齢者を含めた共助の関係性作りの間口としてよろず相談センターを知る機
会となった。吉沢地区民生児童委員推薦委員会にてよろずの役割、介護保険制度、認知症施策を説明おこな
い、共助の関係性の必要性について普及啓発を行い、当地区の認知症カフェを立ち上げに向けての各活動団
体との連携の必要性についての理解の賛同を得ることとなった。

金目地区においては、協議体や関連する会議を行い、住民主体の活動の必要性、また包括支援センターの役
割である地域支援について話し合い、金目に福祉村の必要性と福祉村を立ち上げる事のリスクを検討し、地
区社協が包括後方支援の元で年数をかけて独自に住民主体で立ち上げてきたふれあいサロンと包括支援セ
ンターのサロン活動を融合し、再度連携ネットワーク化を行っていく事となった。また来年度へ向けて生活支援
などの相談を住民主体側から包括へつないでいくこと事を想定したネットワーク化ともしている。吉沢地区では
吉沢さんぽというお題で介護予防と認知症普及を兼ねた活動を展開するために、地域連携会議（自治連を含
むすべての活動団体会議）、協議体、福祉村、民児協と連携ネットワークを図る事ができた。土屋地区では神
奈川大学の移転から移動の課題を協議体の中で検討し、地域社会福祉法人と自治会連合、社会福祉協議
会、との連携を行う事へと結びつけることが出来た。個々の相談体制の包括支援センターを知ってもらうため、
吉沢地区出張相談は継続して行い、担当地区全体の各自治会などで普及啓発を行っていくことを今後も継続
していく。

（４）今年度の取り組み・重点事項 （５）取り組み実績（前期） （７）取り組み実績（年間）

（１）前年度の取り組みに対する評価・実績

センター職員のスキルアップのための毎日のカンファレンスと事例検証、月1回の勉強会、研修への参加を行った。
他機関のとの連携強化を行い、相談支援を行った。サポート医、サポート薬局との連携を行い、個別事例相談支援、健康講話を行った。医
療、地域活動団体とのネットワーク構築のための地域ケア会議を行い地域住民へ終活の啓発普及、2地区民生児童委員との小地域ケア会
議を行った。3地区協議体を開催し、2地区に関して移動の課題を住民主体のしくみつくりのために市福祉総務課と協同により東海大、NPOサ
ポートセンター、地域とのネットワークの構築を図った。

（２）主な地域課題 （３）主な地域課題の改善策・解消策 （６）取り組みに対する全体評価（前期） （８）取り組みに対する全体評価（年間）
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③支援における地域包括
ケアシステムのネットワー
クの構築・活用

2
・
5

（1）相談支援を行うに当たり、市の関係
する様々な課との連携、保険所、成年後
見利用センター、など関係機関との連携
を図る。
（2）地域活動団体、自治会、民生児童委
員協議会とネットワーク構築のために協
議体への参加、連携を図る。
（3）地域介護保険サービス事業所、民間
事業所、医療機関との連携を図るため
に小地域ケア会議への参加を依頼して
いく。

（1）随時
（2）年5回
（3）年２回

（1）随所
（2）公民館など
（3）随所

（1）（2）（3）全職種 C

（1）相談支援、困難な課題について成年後見利用支援センターへ
2件相談。終末期の意思決定に関する支援において、在宅医療・
介護連携支援センターへ1件相談。予防支援における移動の課題
において平塚市福祉総務課、NPOサポートセンターと連携、吉沢
地区協議体4回開催。土沢地区協議体各月開催前期3回。
（2）協議体事務局、構成委員として、協議体へ参加、金目地区、生
活支援体制について、土屋地区、吉沢地区、介護予防支援のため
の移動の課題について検討継続。吉沢地区で認知症カフェ立ち上
げのイベントとして当事者、家族、賛同者と歩く会イベントをシリー
ズで行っていく。第１回彼岸花を見に行こう会9/29
（3）認知症高齢者地域課題において、個別地域ケア会議を実施し
た。7/31

相談支援を行うにあたって、随時適
切な関係機関へ相談を行い支援に
つなげていることを確認した。また、
協議体への出席も目標設定回数以
上にできている。

C

（1）相談支援体制において、医療介護連携支援センターと伊勢原
協同病院退院困難支援1件行った（65歳以下でがん末期患者なた
め相談拠点が定まらないケース）。成年後見利用支援センターと1
件（市民病院と困難ケース退院支援連携、患者、家族の経済的困
難を抱える家族の支援を弁護士へ相談）、を図った。双方ともサー
ビス事業所、居宅支援事業とその後も連携を図る。
（2）金目協議体3回、土屋協議体3回、事務局、構成委員として参
加。土沢地区民生児童委員協議会と事例検討を通して連携を図っ
た。吉沢地区地域連携会議へ出席、世代を超えた活動団体との連
携を図るきっかけとなった。
土屋地区協議体にて、福祉総務課、交通施策課、自治会連合、社
協、民協、NPOサポセン、などとの連携によりサロンへの送迎へ住
民主体での了承を得ることができた。
金目地区協議体にてふれあいサロンを福祉村相当とする活動へと
つなげるためによろず、長寿会、自治会などとの連携。さらに相談
体制においてよろず相談センターとの連携強化を図ることとなっ
た。
（3）11月認知症日中独居高齢者の安否についての個別地域ケア
介護を医療、訪看、地域自治会、サービス事業所で行った。

計画どおり実施。退院支援において
は、包括支援センターの枠を超えて
の支援を行っており、国が今後目指
す支援に近いことをすでに行えてい
る。

④センター職員のスキル
アップ

1

（1）センター内カンファレンス／事例検
討、勉強会／研修などの参加を行い、対
応できる職員のスキルアップを図る。
（2）個別支援において、市の関係する
様々な課との連携、保険所、成年後見
利用センター、など関係機関との連携を
図ることで、職員のスキルアップを図る。

（1）毎日／月１回
　　／年５回
（2）随時

（1）よろず相談セン
ター
（2）随所

（1）（2）全職種 C

（1）センター内カンファレンス毎日行い、事例検討、前期１回、勉強
会は月１回、研修１２回参加行いスキルアップを図った。
（2）個別の権利擁護の題について成年後見利用支援センターへ相
談。成年後見利用支援センターとしての関わりについて、理解でき
た。
終末期の支援において、在宅医療・介護連携支援センターへ相
談。サポート医と連携を行うことができ、連携センターの役割につ
いて学ぶことが出来た。予防支援における移動の課題において平
塚市福祉総務課、NPOサポートセンターと連携し、交通政策課の
関わりや市の計画の位置付などについて理解することが出来た。

目標設定回数以上に研修へ参加し、
スキルアップを図っていることを確認
した。また、各関係機関と積極的に
連携しそれぞれの役割について理
解を深めたことを確認した。

C

（1）センター内カンファレンスは毎日、事例検討は必用時、勉強会
は2週1回おこなった。研修後期13回参加、（後期残り未定）でスキ
ルアップを図る。
（2）個別相談において、医療介護連携支援センターと、成年後見
利用支援センター、市民病院、などと連携を図ることで職員のスキ
ルアップにつなげた。

計画どおり実施

⑤地域包括サポート医の
活用（事例の相談、介護
意見書の作成協力、講演
会講師）

4
・
5

（1）地域包括サポート医へ介護保険申
請意見書の依頼、未受診者、他科受診
の紹介、訪問看護など医療サービスの
指示など連携を図る。
（2）地域包括サポート医へ講演会の依
頼を行う。

（1）随時
（2）年３回

（1）随所
（2）公民館など

（1）全職種
（2）看護師

C

（1）がん末期医療に繋がらないケースの介護保険申請から看取り
までの支援の連携を行った。急性期病院からの紹介先として連携
を行った。
（2）7月26日小澤歯科副院長とオーラルフレイル講演会。後期、真
田クリニック1月、ありがとうファミリークリニック3月予定。

（２湘南真田クリニック、ありがとうみ
んなファミリークリニックへ依頼済。）
その他、１か所依頼したが断られた
ため、検討中。

C

（1）サポート医より受診時、一人にて困難な状況についてクリニッ
クより連携依頼あった（倉田クリニック、ありがとうファミリークリニッ
ク）。介護保険認定申請についての依頼を行った（10件）。
（2）後期2回依頼。実施予定。

計画どおり実施

⑥在宅支援拠点薬局の
活用

5

（1）個別相談支援、予防ケアマネジメントでの
居宅療養管理指導の依頼など連携を図る。
（2）在宅支援拠点薬局管理薬剤師へふれあ
いサロンでの講演依頼。
（3）地域の行事での健康チェックの為に薬剤
師会で血管年齢測定の貸出依頼。

（1）随時
（2）年２回
（3）年２回

（1）随所
（2）ふれあいサロン
（3）公民館など

（1）全職種
（2）保健師
（3）看護師

C

（1）個別支援ケースにて居宅療養管理指導の依頼、担当者会議
の出席など行った。
（2）さくら薬局、管理薬剤師による講演依頼　9/26
（3）4/28金目地区わかば祭りにて介護予防、加齢による機能低
下、健康チェックなどの把握の為に、市薬剤師会より、骨強度測定
器、血管年齢測定器を貸出。

計画どおり実施 C

（1）居宅療養管理指導に関して依頼（3件）。
（2）金目ふれあいサロンにて管理薬剤師にて講演3回（医師に聞き
づらい薬の話、もあしばなゲーム、終末期について）。
　　七国荘ふれあいサロンにて薬剤師会OB演奏会依頼。
(3）金目収穫祭11月、土屋3月・吉沢2月地区公民館祭りにて、薬剤
師会より測定器貸出依頼。

計画どおり実施

⑦地域住民へのかかりつ
け医（医療機関）や在宅
医療に関する普及啓発
の実施

5

（1）かかりつけ医の必要性、訪問診療の
普及啓発のために地域住民へ向けての
講演を地域サポート医へ依頼する。
（2）在宅医療、訪問診療に関する普及啓
発をよろず相談センター職員の健康講
話や通信発行で伝えていく。

（1）年２回
（2）年２回

（1）公民館など
（2）随所

（1）（2）全職種 C

（1）後期、地域内科クリニック、訪問診療クリニックへ依頼予定。
（2）後期、バラ色通信にて在宅医療、訪問診療に関して普及啓発
おこなっていく。9/17つちやサロンにてセンター職員による終末期
のお話しとして在宅医療、訪問診療に関する講話を行う。

計画どおり実施 C
（1）2/14　3月に　訪問診療、かかりつけ医について講演予定。
（2）ばら色通信冬号にて在宅医療と訪問診療にて説明と普及啓発
行った。

計画どおり実施

⑧医療機関や介護関係
機関との連携強化に向け
た包括独自の取組み

5

（1）サポート医、地域介護保険事業所と
連携を図り、終活に関する普及啓発を行
う小地域ケア会議の開催を行う。
（2）歯科医師と地域の介護保険事業所
と連携による住民へ向けてフレイルにつ
いての普及啓発、健康講話を行う。

（1）年１回
（2）年１回

（1）随所
（2）随所

（1）（2）看護師、保健
師

C
（1）後期にて3月ありがとうファミリークリニック、介護保険事業所に
て開催予定。
（2）7月26日小澤歯科副院長オーラルフレイル講演会実施。

（１）R２年３月に実施予定。
（２）７／２６開催済。

C
（1）2/14　3月に　訪問診療、かかりつけ医について講演予定。
（2）前期行い、後期は行えず。

計画どおり実施
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３　権利擁護事業

方針
番号 内容(何を、どのように） 実施時期・回数 場所 担当者

前期
評価 実績・評価理由 市確認結果

年間
評価 実績・評価理由 市確認結果

①認知症ケアパスの普及
6

(1)

（1）認知症個別相談にて配布行う。
（2）上級者研修にて配布行う。
（3）認知症地域支援推進員による認知
症講話にて配布行う。

(１）随時
（2）年１回
（3）年２回

（1）随所
（2）公民館
（3）公民館など

（1）（2）（3）認知症地
域支援推進員、全職
種

C

（1）個別相談８部配布
(２)後期日程にて予定。
（3）認知症予防教室にて講話、１２部配布行った。
真田自治会にて認知症講話行いケアパスの説明を行った（50
名）。

計画どおり実施 C

（1）個別相談にて5部配布
（2）11月、昼食を交えて1日日程にて実施。ともに食すことでの一
体感もあり良い上級者研修となった。11名参加
（3）福祉村ボランティア研修にて認知症地域推進員より認知症講
話行った。20名ケアパス配布。

計画どおり実施

②認知症サポーター養成
講座の開催

6
(1)

（1）市民向け講座を上級者研修修了者
協力により行う。
（2）認知症カフェにて地域住民へ向けて
の講座をよりみちカフェボランティア協力
により行う。
（3）みずほ小、金目小、吉沢小、土屋
小、金目中、土沢中学校へ行う。

(１）年１回
（2）年１回
（3）全6回

（1）吉沢公民館
（2）よろず金目事務所
（3）各小中学校

（1）（2）（3）認知症地
域支援推進員、全職
種

C

（1）上級者研修修了者の協力を得ての開催は出来なかったが、市
民向け講座開催、８名受講。
（2）よりみちカフェにて地域住民へ8/29認知症サポーター養成講
座開催。9名参加。
（3）小中学校6校後期日程で調整。
　吉沢小学校学童保育にて養成講座行った。8/22児童５０名指導
員４名

計画どおり実施 C

（1）市民向け講座での協力はなかったが交流会を重ね、認カフェ
でのボランティアの会立ち上げに向けて話し合いを重ねている。
（2）前期実施、後期行わず。
（3）金目小　吉沢小、土屋小、金目中、土沢中にて実施。

計画どおり実施

③企業向け認知症サ
ポーター養成講座

6
(1)

（1）地域通所サービス事業所
（2）コンビニ、スーパーへ働きかける

(１）（2）年１回
（1）サービス事業所
（2）随所

（1）（2）（3）認知症地
域支援推進員

C

（1）地域通所介護サービス事業所で企業向け認知症サポーター養
成講座を行った。小学生向け認知症サポーター養成講座でサポー
ターを受けたしるしとしてオレンジリングとともに配布しているロバ
のマスコットを通所に通う認知症高齢者や賛同して頂ける高齢者
に社会参加としてレクリエーションでマスコット作りに参加して頂く
活動を支援する職員へ行った。
(2)北金目ヨークマートへ依頼。コンビニに依頼していく。

計画どおり実施 C
（1）前期実施
（2）ヨークマートへ働きかけ来年度予定。 計画どおり実施

④認知症サポーター養成
講座修了者の育成事業

6
(1)

（1）認知症上級者研修を行う。１１月
（2）昨年度までの上級者修了者へ交流
会を２地区に分けて行う

（1）年１回
（2）年２回

（1）公民館
（2）公民館他

（1）（2）（3）認知症地
域支援推進員

C
（1）後期日程にて調整行う。
（2）交流会土沢地区前期を後期11月に変更。金目地区10月予定。

（２）金目地区では１０／１２で開催予
定。

C

（1）11月実施11名参加。昼食を交えての1日で実施。
（2）金目地区にて10月1月実施。金目地区にて上級者終了後、修
了者グループで自宅で認知症に良い食事として食事会の開催を
行っている。土沢地区交流会は来年度へくり越となった。

（２）吉沢地区では認知症に関する活
動はされているが、声掛けするも受
講につながらず。土屋地区は、開催
を提案することも難しい状況にある。

認知症サポーター養成講座の企業向け講座が進んでいない。地域の中
で受け入れが厳しい。
認知症地域支援推進員の働きの理解が少なく、認知症に対する偏見が
まだある地域である。

企業向け認知症サポーター養成講座を引き続き、地域の中で受け
入れて頂けるよう働きかけていく。
認知症地域支援推進員の役割や、施策に関してを、地域の公民館
祭りや行事の際に普及啓発を行っていく。

地域通所介護サービス事業所で企業向け認知症サポーター養成講座を行った。ひらつかにしで行っているよ
りみちカフェの活動である、小学生向け認知症サポーター養成講座でサポーターを受けたしるしとしてオレンジ
リングとともに配布しているロバのマスコットを当事者である通所に通う認知症高齢者や賛同して頂ける通所に
通う高齢者に社会参加としてレクリエーションでマスコット作りに参加して頂く活動を支援する職員へ行った。
認知症地域支援推進員の役割、認知症施策を普及啓発を行うために吉沢地区で自治会連合に説明や、地域
の連携会議へ出席、また地域で認知症を理解する活動として歩く会をシリーズで行っていく。

企業向け認知症講座、来年度、地域大手スーパーにお願いできることとなった。
認知症地域支援推進員の役割、施策に関して、金目エコミュージアム主催の収穫祭で啓発活動を行った。公
民館祭りは吉沢、土屋で行う。
認知症施策、認知症の理解などについて高齢者のみならず、介護を行っている世代へ伝えていくためにばら
色通信にて認知症カフェ特集を組み、全地域回覧にて、また、各活動団体に啓発活動行った。
認知症サポーター養成講座は3小学校2中学で行い、児童生徒の保護者へお手紙を通して認知症施策普及啓
発を行った。
今年度までは実施することを目標として行ってきたが、実施した結果の評価として相談に繋がっているか、理解
されているかについては次年度の課題となる。

（４）今年度の取り組み・重点事項 （５）取り組み実績（前期） （７）取り組み実績（年間）

（１）前年度の取り組みに対する評価・実績

認知症サポーター養成講座を福祉村ボランティア、民生児童委員協議会、地区内全小中学校に行う事が出来た。認知症上級研修を行い、ボ
ランティアの育成、認知症カフェのボランティアとしての活動へつながった。高齢者虐待防止法、個人情報保護法、プライバシーの保護、幸福
権について地区内小中学校やその他の認知症サポーター養成講座で権利擁護として啓発を行った。成年後見利用支援に関して、個別事例
の申し立て相談支援、居宅支援事業所と成年後見利用支援センターと弁護士による個別相談を行った。虐待を受けた高齢者へ、高齢者虐
待マニュアルに基づき、一時保護マニュアルを利用して３件の支援を行った。虐待とは至らない権利侵害とみなされる高齢者を高齢福祉課、
生活福祉課と連携、地域医療、サービス機関、と協力、保護、権利擁護支援を行った。

（２）主な地域課題 （３）主な地域課題の改善策・解消策 （６）取り組みに対する全体評価（前期） （８）取り組みに対する全体評価（年間）
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⑤認知症カフェの実施
6

(3)

（1）金目地区はよろず相談センター事務
所で行う。
当事者のつどい、認知症予防、の会
当事者と介護者の参加でのロバマスコッ
ト作りの会、当事者と家族のための農園
作業を通して認知症予防と交流の会、
介護者の集いの会を実施する。
（2）吉沢地区は福祉村とコラボ行いなが
ら、吉沢に合った企画による動員を行
う。協議体で検討する。

（1）月4回
（2）年２回

（1）よろず相談セン
ター北金目事務所他
（2）随所

（1）（2）（3）認知症地
域支援推進員

B

（1）ひらつかにし金目にて月５回認知症カフェ開催。前期迄、述べ
約２００名参加。地域グループホーム利用者職員ともに月１回参
加。介護者カフェにて毎月１．２名の新規利用があった。
（2）吉沢地区認知症カフェ開催のために、平塚八景の場所に指定
された地域性を活かし、認知症普及の為、認知症高齢者と介護者
の集いの為地域の方による認知症活動の賛同を目的に吉沢地区
歩こう会を３回シリーズで展開。第１回9/29彼岸花を見に行く会を
開催11名参加。

（１）計画以上の回数で開催できてい
る。（２）地域性を生かした取組みを
具体的に進め、自治会と共催で開催
につなげられたため。歩こう会の１回
目は、包括職員含め１１名が参加。１
２月とR２年３月に開催予定。内容は
吉沢八景を１時間歩き、休憩。

C

（1）月5回実施、後期延べ約220参加。
　農園への参加、ロバの会の参加が増えてる。介護者は定着し自
主的な活動となっている。
（2）福祉村サロンルーム活用し、吉沢さんぽ歩いて認知症を理解
伝えて行く事をテーマに認カフェ実施。サロンルームにて認知症の
理解と座談会行った。次回、後期3月もしくは来年度4月予定。

計画どおり実施
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⑥身近な場での認知症
予防教室の開催

6
(1)

（1）市民向け講座を地域サービス事業
所にて７月に開催する。
（2）ふれあいサロン、みずほ会（障碍者
の会）長寿会、通いの場で行えるように
ばら色通信で予防教室の開催を促して
いく。

（1）年１回
（2）年２回

（1）サービス事業所
（2）随所

（1）（2）（3）認知症地
域支援推進員

C

（1）市民向け講座を特別養護老人ホームローズヒルにて開催。１０
名参加。
（2）ばら色通信春号で認知症特集を行い、予防教室の開催を促し
た。次回ばら色通信、通いの場へ呼びかけていく。

計画どおり実施 C

（1）前期実施
（2）後期もばら色通信にて認知症カフェ特集行った。
　金目地区は上級者交流会で話し合いを重ね、認知症カフェで、ボ
ランティアによるコグニサイズを実施している。土沢サロンで、コグ
ニサイズ研修修了者によるコグニサイズを実施している。

ボランティアの活躍により、包括職員
の支援は必要ない状況となってい
る。

⑦認知症初期集中支援
事業の対象者把握

6
(2)

（1）個別相談の中から毎日のカンファレ
ンスを行う中で選定選出をして初期支援
選定会議へ提出、相談をかけていく。
（2）ばら色通信で平塚市の認知症施策
を発信していく。

（1）随時
（2）年２回

（1）よろず相談セン
ター
（2）随所

（1）（2）（3）認知症地
域支援推進員

C

（1）事業所内の毎日のカンファレンス、事例検証により選定を検
討。継続して総合相談を行っていたケースなどについても検証を
行い選定を行い事例を提出行った。前期２ケース。
（2）ばら色通信春号で認知症特集、認知症施策について発信行っ
た。秋号、冬号で認知症地域支援推進員について発信していく。

計画どおり実施 C

（1）前期2ケースに続き後期選定提出に向けて1ケース検討、アプ
ローチを行っている。
（2）ばら色通信秋号にて認知症カフェ特集、認知症施策について
自治会、各活動団体へ説明行った。

計画どおり実施

⑧成年後見制度の利用
相談体制の充実

7
(1)

（1）センター職員の成年後見制度対応
のスキルアップのために権利擁護の視
点で捉えることが出来るように勉強会を
行う。成年後見にかかわる事例の検証
を日々のカンファレンスにて事例検討を
行う。
（2）成年後見利用支援センターなど関係
機関との連携を図る。

（1）毎日、月1回、随
時
（2）随時

（1）（2）随所
社会福祉士、その他
全職種

C

（1）困難ケース、虐待、権利擁護が関係するケース動きの中でとら
え、法や制度と照らし合わせながら勉強会を実施した。
（2）成年後見利用支援センターへ権利擁護困難事例の相談行っ
た。2事例。

計画どおり実施 C

（1）毎日のカンファレンスの中で勉強会を実施。実際の事例を通し
て、成年後見制度、人権と権利侵害について行った。
（2）成年後見利用センターへ1事例相談。前期に申し立て支援を
行った事例の中で、困難事例についても1事例相談を行った。（計2
件）

計画どおり実施

⑨成年後見制度の普及
啓発の取り組み
　＊実施時期・回数欄に対象
者、開催回数、受講者数を記入
ください。

7
(1)

（1）自治会、社会福祉協議会、民生児童
委員協議会、地域居宅支援事業所へ成
年後見制度普及啓発の勉強会を行う。
（2）制度の講話に関して成年後見利用
支援センターと連携をとりながら行う。
（3）バラ色通信にて、成年後見制度につ
いての普及啓発を行う。

（1）年1回
地域住民対象
ケアマネジャー対象
（2）年1回
サービス事業所対象
など
（3）年1回
地域住民対象

（1）公民館、随所
（2）公民館、随所
（3）随所

社会福祉士、その他
全職種

C

（1）7/28吉沢地区自治会連合会主催地域活動団体連絡会にて成
年後見普及啓発勉強会行った。
（2）5／21居宅ローズヒルケアセンター勉強会実施。成年後見制度
について啓蒙普及行った。
（2）ばら色通信秋号にて成年後見制度について普及啓発を行う予
定。

計画どおり実施 C

（1）土沢民児協連絡会、福祉村ボランティア研修会にて、説明、普
及啓発を行った。金目民児協連絡会は次年度持ち越し行う。
（2）ｹｱﾏﾈ勉強会、3居宅支援事業所（ローズヒルｹｱセンター、ﾌｨ
ｵｰﾚともしび、ピクシー）へ講話、啓蒙普及を行った。
（3）ばら色通信秋号にて普及啓発は行えず、次年度繰り越しとな
る。ふれあいサロンにて2月に講話を行った。

計画どおり実施。通信（紙面）での普
及啓発は繰り越しとなったが、地域
住民を対象に講話が実施できた。

⑩高齢者虐待の相談体
制の充実

7
(2)

（1）虐待事例に対して、複数の職員で関
わる。ケース検討は全員で行う。全員が
虐待事例をタイムリーに理解でき、迅速
な対応が出来る体制を整える。
（2）センター職員の虐待対応のスキル
アップのために権利擁護の視点で捉え
ることが出来るよう日々のカンファレンス
を通して事例検証を行う。
虐待終了したケースについて勉強会を
行う。（3）個人情報保護法、プライバシー
保護に留意し、関係機関との連携を図り
支援を進める。
（4）虐待対応に関して、虐待ネットワーク
市弁護士相談を活用して対応を行う。

（1）（2）(3)（4）随時 （1）（2）(3)（4）随所
社会福祉士、その他
全職種

C

（1）毎日のカンファレンス後勉強会として虐待事例の制度をふまえ
た事例の検討。
（2）虐待ケース、権利擁護困難ケースについて情報の共有と人
権、権利侵害など法を意識した視点とそれぞれの専門性の倫理を
照らし合わせながらの検討会を行った。
（3）困難ケース、虐待ケースなど、情報の共有に関して、必要最低
限の情報を必要な機関へ必要な情報を検討し、包括内で話し合い
を持ちながらすすめた。
（4）虐待に関しての市弁護士の活用にはいたらなかったが、権利
擁護困難ケースに関して、成年後見利用支援センター弁護士相談
行った。

計画どおり実施 C

（1）毎日のカンファレンスにて実際の事例を通しての勉強会の実
施。
（2）職員スキルアップの為、虐待マニュアルに基づく会議などの参
加を複数の職員で行った。権利擁護の視点での事例検証実施。
（3）必要最低限の情報収集と必要な情報を関係機関に繋いでいく
ことを職員間で認識し連携を図った。また、個人情報、プライバ
シーなどについて、地域支援連絡会実施の弁護士による講義に職
員5名参加。認知症サポーター養成講座にて虐待防止法とともに
小学校、中学校の児童生徒に説明普及を行った。（金目小、土屋
小、土沢中）
（4）弁護士相談様式にての相談は行えなかったが、権利擁護とし
ての相談を大森弁護士へ行った。

計画どおり実施。児童・生徒への普
及啓発を実施する上で、小学校・中
学校との連携を深めることができた。

⑪高齢者虐待防止の普
及啓発に関する取り組み
　＊実施時期・回数欄に対象
者、開催回数、受講者数を記入
ください。

7
(2)

（1）ケアマネジャーとの勉強会の中で個
人情報保護法、プライバシーの保護と合
わせての普及啓発を行う。
（2）自治会、地区社協、民児協へ個人情
報保護法、プライバシーの保護と合わせ
ての普及啓発を行う。

（1）年1回
ケアマネジャー対象
（2）年1回
地域住民対象

（1）居宅支援事業所
など
（2）公民館など随所

社会福祉士、その他
全職種

C

（1）5/21居宅ローズヒルケアセンター勉強会実施。個人情報保護
指針プライバシーについて勉強会啓蒙普及行った。
後期、居宅介護支援事業所ピクシー10月予定。その他2居宅事業
所普及予定。
（2）7/28吉沢地区自治会連合会主催地域活動団体連絡会にて個
人情報指針について勉強会行った。

計画どおり実施 C

（1）3居宅支援事業所（ローズヒルｹｱセンター、ﾌｨｵｰﾚともしび、ピ
クイー）へ勉強会にて普及啓発を行った。
（2）土沢民生児童委員連絡協議会にて10月普及啓発実施。
　　ふれあいサロンにて実施、2月にl講話を行った。金目民児協連
絡会は次年度持ち越し行う。

計画どおり実施

⑫虐待を受けた高齢者に
対するケア体制の充実

7
(2)

（1））虐待事例に対して、複数の職員で
関わる。ケース検討は全員で行う。全員
が虐待事例をタイムリーに理解でき、迅
速な対応が出来る体制を整える。
（2）個人情報保護法、プライバシー保護
に留意し、関係機関との連携を図る。

（1）（2）随時 （1）（2）随所
社会福祉士、その他
全職種

C

（1）虐待事例に関して、チーム体制で行うために情報の共有を
日々確認行い、全員で対応が可能な体制、それぞれが自分と専門
性だけでなく権利擁護の視点で動けるよう日々カンファレンスを
行った。
（2）個人情報保護、プライバシー保護に留意し、情報は最小限必
要な機関へ連携、共有行った。

法解釈を深め、プライバシー保護に
留意しながら対応していることを確認

C

（1）チームで行うために、全員で把握、直接かかわらない職員でも
現状を理解するよう、情報交換を常に行った。
（2）情報が漏れないよう、必要最低限の情報の収集と取り扱いと、
必要な情報の取り扱いによる連携についての理解を、センター職
員で共有を行った。

計画どおり実施。法解釈を深め、プ
ライバシー保護に留意しながらの対
応を強化している。

⑬養護者に対するケア体
制の充実

7
(2)

関係機関とのカンファレンスを行いなが
ら、個人情報保護法、プライバシー保護
に留意し、対応できる機関との連携、自
治会や民児協との連携を図りながら支
援を行う。

随時 随所
社会福祉士、その他
全職種

C

養護者に対しての支援として、高齢福祉課と連携を図りながら役
割分担を検討し、地域の状況を踏まえて対応、必要に応じて、個
人情報保護、プライバシー保護に留意して、民生委員に情報収集
や協力依頼した。

法解釈や行政の役割について民生
委員と共有を図り、支援方法等の助
言を行っていることを確認した。

C

虐待ケース終了後の養護者の生活支援について地域住民や民生
委員などで見守れているケースの把握、またよろずとしてよりみち
カフェなどのボランティアとしての提案。養護者からの相談につい
て継続して受けている。引き続き地域との連携を図っていく。

計画どおり実施

15 / 57 ページ ひらつかにし



４　包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

方針
番号 内容(何を、どのように） 実施時期・回数 場所 担当者

前期
評価 実績・評価理由 市確認結果

年間
評価 実績・評価理由 市確認結果

①ケアマネジャーへの支
援

2

（1）委託ケアマネジャーへ自立支援を促
すケアプラン、プランの適正化の勉強会
を担当地域の居宅支援事業所ごとに行
う。
（2）主任ケアマネジャー更新要件となる
研修をとよだ、おおすみと合同で行う。
（3）個別支援を通して、ケアマネ支援、
個別ケア会議の開催、同行にての支援
を行う。

（1）年３回
（2）年１回
（3）随時

（1）（2）公民館居宅支
援事業所など随所
（3）随所

（1）主任ケアマ
ネャー、管理者
（2）主任ケアマネ
ジャー
（3）全職種

C

（1）5/1ローズヒルケアセンター居宅とケアプラン適正化について勉
強会行った。後期、10月居宅介護支援事業所ピクシー、その他2居
宅予定。
（2）6/26とよだ、おおすみと合同で認知症者への理解、支援として
秦野厚生病院認知症認定看護師を講師に委託先居宅対象に研修
を行った。
（3）地域で身寄りがいない独居高齢者の医療的課題について、居
宅ケアマネサービス事業所とカンファレンス行った。ケアステーショ
ン野いちご
同居家族全員に介護力判断力不足が見られる認知症高齢者の医
療的課題について病院、訪問診療、ケアマネ、サービス事業所とカ
ンファレンス行った。フィオーレ湘南真田ともしび居宅支援事業所。

（１）（２）計画どおり。
（３）ケアマネ支援として、カンファレ
ンスの開催を行ったことを確認した。

C

（1）10月11月12月3居宅支援事業所へ実施。
（2）11月　おおすみ豊田と合同で薬剤師を招いてのケアマネジャー
勉強会を実施。
（3）10月、日中独居となる認知症高齢者の支援に関していなほクリ
ニック、さち訪問看護、デイサービス事業所、居宅、地域住民（長寿
会連合会長）、居宅、よろずで個別ケア会議実施。

計画通り。

②地域ケア会議（個別ケ
ア会議、小地域ケア会
議）を開催する

2

（1）地域のケアマネジャーへ個別支援と
して個別ケア会議に提案と開催を行う。
（2）小地域ケア会議を各ふれあいサロン
ごとに行い、個別課題、地域課題の抽出
を行う。
協議体へ事務局と構成委員として参加
し、地域自治会連合、長寿会連合、民生
児童委員連絡会、地区社協、福祉村と
連携しネットワークの構築、課題の検討
を行っていく。
（3）地域ケア会議や協議体の活動内容
を地域住民へ理解していただくために公
民館便りなどで周知していく。

（1）年２回
（2）年１０回
（3）年2回

（1）随所
（2）公民館など随所
（3）公民館など随所

（1）主任ケアマネ
ジャー、他全職種
（2）管理者、他全職種
（3）全職種

C

（1）認知症高齢者地域課題において、個別地域ケア会議を実施し
た。7/31
（2）金目地区13回、土沢地区1回ふれあいサロン小地域ケア会議
を行い、地域の個別課題について検討行った。
3地区協議体へ出席、各々の地区の課題、移動、生活支援体制に
ついて検討行った。金目地区3回、土屋地区3回、吉沢地区3回。
（3）金目地区公民館便りで周知。ばら色通信で周知していく。

計画どおり。 C

（1）10月、日中独居となる認知症高齢者の支援に関していなほクリ
ニック、さち訪問看護、デイサービス事業所、居宅、地域住民（長寿
会連合会長）、居宅、よろずで個別ケア会議実施。
（2）金目地区10回、土沢地区1回ふれあいサロン小地域ケア会議
実施。協議体金目3回、土屋地区3回実施。
（3）公民館だよりとしては公民館として内容についての詳しい状況
は掲載できないこととなり、協議体の中で通信物を作成し、回覧し
て行く事となった。

計画通り。

介護予防ケアマネジメント委託に関するケアマネジャーの支援、自立支
援のプランに関する働きかけが必要。
個別のケア会議の理解は分かりやすいが、小地域ケア会議や協議体の
理解が、地域の住民に出来ていないため、住民側から何が行われてい
るのかをわかりたいなどの要望がある。

介護予防ケアマネジメント委託に関するケアマネジャーの支援、とし
ては自立支援のプランに関するプランの適正化をケアマネ勉強会で
働きかける。
小地域ケア会議や協議体で話し合われている内容と、進めている
活動についてを公民館便りへ掲載することで地域の住民に理解し
て頂く。

介護予防ケアマネジメント、総合事業、地域通いの場、プランの適正化について、また、権利擁護、虐待などに
ついて、地域内居宅で勉強会行った。金目サロン小地域ケア会議で、包括ケアシステム、介護予防、介護保
険、ケア会議、協議体について、説明行った。また、多くの住民が　活動の理解を行えるように、公民館便りへ
後期掲載していく。

介護予防ケアマネジメント委託に関するケアマネジャーへ、プランの適正化、総合事業の進め方などについて
各居宅支援事業所ごとに行う事が出来た。1事業所は次年度持ち越しとなった。
小地域ケア会議、協議体を行う事の必要性と話し合われている内容について地域の公民館だよりでは伝える
ことはできず、協議体としての便りを回覧していくことを協議体で検討し実施していくこととなった。

（４）今年度の取り組み・重点事項 （５）取り組み実績（前期） （７）取り組み実績（年間）

（１）前年度の取り組みに対する評価・実績

地域の居宅支援事業所へ３包括合同によるケアマネジャーへの勉強会を行った。主任ケアマネジャーの更新要件となる研修企画を主任ケア
マネジャーとともに地域の在宅医療を検討する研修会を地域ケアマネジャーへ向けて行った。
よろずセンター内研修とカンファレンス、事例検討を行い、ケアマネジャー支援に対するスキルアップを図った。
個別ケア会議を行い、ケアマネジャーの抱える問題に対応を行った。
小地域ケア会議を金目地区は各サロンごとに開催し、小さい自治会単位での個別の課題や、地域の課題を抽出することを行った。
小地域ケア会議で出てきた課題とニーズを協議体で話し合い、仕組みづくりを検討した。土屋、吉沢地区は、移動の課題に取り組み、住民主
体の移動の仕組みへと進めている。
金目地区は生活支援体制を自治会組組織の見直しを行うことをよろずも含めて取り組んでいる。

（２）主な地域課題 （３）主な地域課題の改善策・解消策 （６）取り組みに対する全体評価（前期） （８）取り組みに対する全体評価（年間）
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平塚市地域包括支援センター富士白苑　　　 令和元年度事業計画書及び評価表

１　介護予防ケアマネジメント事業等

方針
番号 内容(何を、どのように） 実施時期・回数 場所 担当者

前期
評価 実績・評価理由 市確認結果

年間
評価 実績・評価理由 市確認結果

①介護予防把握事業の
推進
　(フレイル状態像の把
握)

4

地域のサロンの情報一覧に掲載の通い
の場に対し、出張フレイル講座を実施す
る。フレイル状態にある方は、フレイル
チェック測定会に案内する。

前期１０ｹ所
後期１０ｹ所

サロン開催場所
看護師を中心に全職
種

C

①4/3(10名）②5/8（13名）健康ﾁｬﾚﾝｼﾞあっﾊﾟﾚ
③4/15花水ミニデイ（28名）　　　　④4/26 黒西ｼﾆｱの会（11名）
⑤5/16 にこにこ予防教室(26名）⑥6/12 ｼﾆｱ学級（34名）
⑦6/25さくら会（19名）⑧6/26 ふくしむらおしゃべりサロン（12名）
⑨7/12 (45名）⑩7/13（38名）なでしこお楽しみ会
⑪７/25 ペタンクサロン（12名）　　⑫8/7 麻雀サロン（6名）
⑬8/14 カラオケサロン（12名）　⑭8/26女のゲームサロン（11名）
⑮8/28 認知症なでしこサロン（6名)　⑯9/2楽笑会(12名）前期16か所
・4/9包括職員でフレイル予防のパンフレットを利用し勉強会を行った。
フレイル予防の普及啓発と、測定会の案内をした。また、個別にﾌﾚｲﾙｻﾎﾟｰ
ﾀｰの案内、ﾌﾚｲﾙの状態に応じたサロンへ案内した。

計画どおり。
4/9包括職員勉強会で使用した冊子
は、出張フレイル講座使用のパンフ
レットを用いた。

B

○フレイル予防のパンフレットを使用し、普及啓発と、測定会の案
内をした。また、個別にﾌﾚｲﾙｻﾎﾟｰﾀｰの案内、ﾌﾚｲﾙの状態に応じ
たサロンへ案内した。

①10/5　花老連女性部リズム体操（５名）
②10/7 グランドゴルフサロン（5名）
③10/22 袖ヶ浜サロン（12名）今後、8ケ所予定あり。

出張フレイル講座について、年間予
定回数を上回る実施を評価。その他
にも、年間を通じて個別にフレイル
サポーターの案内を行うなどフレイ
ル予防の普及啓発に努めることがで
きたことからＢ評価としている。

②サロンの開催支援 2

＜なでしこ地区＞
①うたごえサロンは福祉村が主体で活
動しているため、包括は後方支援をして
いく。

＜花水地区＞
②健康ﾁｬﾚﾝｼﾞあっﾊﾟﾚ（後方支援）
③ふくし村おしゃべりサロン（後方支援）
④袖ヶ浜サロン　（講話・コグニサイズ）
⑤龍城ケ丘サロン（主催：包括/共催：東
急ｺﾐｭﾆﾃｨ）住民が主体に移行できるよ
う、支援していく。

①うたごえサロン
（年4回）

②健康ﾁｬﾚﾝｼﾞあっﾊﾟ
ﾚ（月１回　第１水曜）
③ふくし村おしゃべり
サロン（月１回　第4水
曜）

④袖ヶ浜サロン
（月１回　第4火曜）

⑤龍城ケ丘サロン
（年4回）5/29・7/31
10/30・/1/29

①なでしこ公民館
②パレ菫平集会所
③花水公民館
④袖ヶ浜会館
⑤市営龍城ケ丘住宅
　集会所

看護師・認知症地域
支援推進員を中心に
全職種

C

①うた声サロン5/15(35名）7/19(32名）9/18(22名）ﾘﾋﾟｰﾄ参加が多
い。コグニサイズを取り入れ、認知機能向上を意識した内容になっ
ている。
②健康ﾁｬﾚﾝｼﾞあっﾊﾟﾚ　4/3(11名）5/8(14名）6/5骨密度測定(27
名）7/3第一興商（19名）8/7(11名）9/4(16名）健康ﾁｬﾚﾝｼﾞﾘｰﾀﾞｰが
2名になる。認知症上級研修受講者2名が開催に携わっている。
③ふくし村おしゃべりｻﾛﾝ4/24(14名）5/22(14名）6/14（12名）
7/24(13名）8/28 (7名）9/25（14名）声掛けによりｻﾛﾝﾍ継続参加し
ている。
④袖ヶ浜ｻﾛﾝ4/23(9名）5/28(9名）6/25(12名）7/23（18名）8月休み
9/24 介護予防教室（１８名）包括が介護予防体操を行う。。介護度
のついている方が、講話をしたり、地域のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱがﾊｰﾓﾆｶ演奏
を行うなど、ｻﾛﾝの内容が充実してきている。
⑤龍城ヶ丘ｻﾛﾝ5/29 (18名）7/31休み　介護予防の講話、コグニサ
イズ等の後方支援を継続している。後半は茶話会を行う。⑤以外
は、ｻﾛﾝが自主開催出来てきている。

計画どおり。 C

○サロンは継続開催支援出来ている。
①は自立されており、広報活動の支援を共催で行った。1月、3月に開催予
定。
②は健康ﾁｬﾚﾝｼﾞﾘｰﾀﾞｰを受講後の支援も行い、サロンの内容等の相談に
乗っている。参加者の方が、脳と体の健康にﾘｰﾀﾞｰを受講し、コグニサイズ
を行っている。
③は、認知症の方が3名参加内2名は独居の為、包括・ボランティア・参加者
が声掛けや、送迎を協力している事で、継続参加が出来ている。
④は、包括が介護予防の講話や、体操を行い、地域のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱがﾊｰﾓﾆｶ
演奏を行う。今後も、サロン運営の支援を依頼されている。
⑤は、声掛けを行うと茶菓子の準備は協力を得られるようになっている。継
続した支援が、今後も必要である。1月開催予定。

①11/8　うた声サロン (37名）
②10/2　健康ﾁｬﾚﾝｼﾞあっﾊﾟﾚ (10名）11/6(12名）12/4 (10名）
③10/23　ふくし村おしゃべりｻﾛﾝ(13名）11/27(13名）12/25（17名）
④10/22　袖ヶ浜ｻﾛﾝ(12名）11/26(12 名）12/24(29名）
⑤10/30　龍城ヶ丘ｻﾛﾝ (20 名）

計画どおり実施

○地域のサロンは増えてきているが、参加者が固定化している。また、
男性の参加が少ない。退職後に地域との関わりを持たず、閉じこもりに
なっている方が多い事を把握した。また、民生委員より、独居・日中独居
も増えている事を把握した。
○徒歩圏内にサロンが無く、送迎の問題で閉じこもりになっているケー
スも多い。

○民生委員の担当地区ごとにマップを作成し、独居・日中独居
閉じこもり高齢者の把握を民生委員と一緒にﾘｻｰﾁする。また、集会
所など、地域ごとの徒歩圏内でサロン等が実施可能な場所を把握
していく。
○閉じこもり高齢者が外出できるよう、（仮名）散歩のサロンを包括
主催で立ち上げる。また、福祉村でも同様のサロンを検討しており、
連携していく。

○なでしこ地区（主任ＣＭ）、花水地区（看護師）で分担し、Ｈ３０年度独居高齢者調査のデータを元に閉じこもり
傾向のリスクがある男性を抽出。民生委員の担当地区ごとに、閉じこもり高齢者のマップを作成中。
サロンについては、包括主催のサロンを立ち上げることが出来た（南部にこにこ予防教室）.。花水地区では4ヶ
所新規のサロンが立ち上がっている。なでしこ地区のお楽しみ会（食事会）は、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱや、近隣住民による送
迎が行われている。毎年、通いの場冊子に掲載のｻﾛﾝへﾘｻｰﾁを継続している。また、ｻﾛﾝの参加者には介護
度がついている方もおり、介護予防・地域参加・閉じこもりの改善の場となっている。ただ、サロンの参加者に
は固定化が目立ち、複数のサロンへ同じ方が参加されている状況がある。
○リサーチした独居高齢者（男性）に対し、9月から電話でのアプローチを行い、（仮）散歩サロンの参加を募
る。最初は、個別に対応し、福祉村の散歩サロンへ参加出来るように支援することを計画中。

〇民生委員の担当エリアと、独居高齢者（男性の）マップは作成した。自治会館は、なでしこ地区、1ヶ所・花水
地区2ヶ所あり、サロンの利用は可能である。
○なでしこ地区の民生委員へ電話かけをし、閉じこもりと思われる方の情報を共有した。個別の対応では、包
括との関りのみとなってしまうため、最初に閉じこもりの方を受け入れられるお散歩サロンをﾎﾞﾗﾝﾃｨｱと立ち上
げ、地域の方と関われる土台を整備することにした。認知症上級研修受講後の方に、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱを依頼中。ま
た、対象者の地域ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ、近隣住民をお散歩サロンに参加を依頼し、地域の方と顔見知りになれるよう設定
していく予定。2月にﾎﾞﾗﾝﾃｨｱに趣旨の説明、対象者の選定、コースを検討し、支援者で、お散歩サロンを開催
して行く。閉じこもりの方の支援は必要と感じていてもどこから手を付けて良いのか、手探りな状況である。まず
は、土台となるお散歩サロンを開催し、展開していく予定でいる。

（４）今年度の取り組み・重点事項 （５）取り組み実績（前期） （７）取り組み実績（年間）

（８）取り組みに対する全体評価（年間）

（１）前年度の取り組みに対する評価・実績

○通いの場冊子に掲載されているサロン活動の把握をした。福祉村、民生委員、地域のボランティアが運営するサロンに参加し、内容・参加
者の状況・主催者の考えや思いの把握をした。
○サロン参加に繋がらない方や、介護保険のサービスを利用されていない方に基本チェックリストを37名実施（20名通所Ｃ対象/脳いきいき1
名参加）地域のｻﾛﾝへ17名案内した。なでしこ・花水地区共にサロン活動（介護予防体操）が活発になっている。
○通所Ｃ・健康ﾁｬﾚﾝｼﾞ教室へ繋ながらないのは、継続して利用できない事が原因の1つになっている。

（２）主な地域課題 （３）主な地域課題の改善策・解消策 （６）取り組みに対する全体評価（前期）
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③介護予防、健康長寿等
に関する講座、講演会の
開催

4

①にこにこ予防教室にて、専門職（看護
師・管理栄養士・ＳＴ・認知症地域支援推
進員）による介護予防の講話を行う。
②健康長寿の講演会をサポート医・拠点
薬局（薬剤師）へ依頼し、地域住民に対
し、介護予防の普及啓発を行う。
③ｻﾛﾝ、福祉村、自治会、民生委員など
依頼時健康長寿・介護予防の講話を行
う。

①にこにこ予防教室
（年6回奇数月１回
第３木曜）

②年1回

③依頼時

①富士白苑2階ﾗｳﾝｼﾞ

②・③依頼場所

看護師・認知症地域
支援推進員を中心に
全職種

C

①5/16看護師の講話「フレイル予防」（26名）
7/18管理栄養士の講話「脱水予防・水分補給について」（32名）
9/19社会福祉士の講話「消費者被害に遇わないためには」（28名）
②11/17富士白カフェにて拠点薬局・ひかり薬局薬剤師より「認知
症の薬について」講話を依頼済み。骨強度の測定会も企画してい
る。後期に、サポート医の講話を企画中。
③4/15花水ﾐﾆﾃﾞｲ（28名）・6/14チューリップの会（12名）・5/17すみ
れ会（23名）・7/9はつらつ教室（17名）・7/13ふれあいの会（36名）・
7/23袖ヶ浜ｻﾛﾝ（15名）にて「脱水予防」の講話を行う。

計画どおり。 C

○様々な専門職に講話を依頼する事で介護予防の普及啓発は、行えた。フ
レイル予防の講話や、コグニサイズ、を行い自身の健康に関心が持て、健
康長寿の必要性を伝える事が出来た。
①1月言語聴覚士の講話・３月認知症地域支援推進員の講話を予定してい
る。
②３月にｻﾎﾟｰﾄ医の講話を調整中

①11/21 管理栄養士の講話「免疫を高める食事」（23名）
③・「フレイル予防」の講話後に、骨密度測定会を行った。
10/8 はつらつ教室（19名）  10/22　袖ヶ浜サロン（12名）
・「インフルエンザ予防」講話し、予防接種の案内を行った。
11/12 はつらつ教室（15名）
・「フレイル予防」の講話　10/25 黒西シニアの会（9名）
・ 「インフルエンザ予防」の講話　11/29 黒西シニアの会（14名）
・「かかりつけ薬局を持っていますか」～ｼﾞｪﾈﾘｯｸ医薬品の説明～を行った。
11/29 (42名） 11/30(57名） なでしこお楽しみ会

計画どおり実施
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④適正な介護予防ケアマ
ネジメントの実施

3

自立支援、要支援状態の改善を目的と
したケアマネジメントを実施するため、包
括内職員研修・委託先居宅支援事業所
を対象に勉強会を開催し、情報共有を
図る。

包括プランナー研修
　　　　　　　　　年２回
居宅事業所勉強会
　　　　　　　　　年１回

包括富士白苑

居宅事業所

主任介護支援専門員
を中心に全職種

C

(包括内研修)
・7/10 包括プランナー向け、ケアプラン作成に係る注意事項につ
いて情報共有を行った。　（委託先居宅支援事業所対象勉強会）
・5/21障害福祉制度の概要について、認知症初期集中支援事業
について参加者29名　講師：平塚市障がい福祉課　吉田氏、包括
水口認知症支援推進員
・8/20課題整理総括表の活用について参加者36名講師：横浜市踊
場地域ケアプラザ毛呂氏

計画どおり。 C

〇適正な介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの実施、介護保険制度の情報共有を目的と
し、包括ﾌﾟﾗﾝﾅｰ向け勉強会を年2回、居宅支援事業所向け勉強会を年4回
実施した。2月18日、前回事例検討会で検討をした事例をもとに支援困難事
例の支援の方法・多職種連携勉強会を開催予定。

（包括プランナー研修）
・10/10　包括ﾌﾟﾗﾝﾅｰ対象、基本ﾁｪｯｸﾘｽﾄを活用したｹｱﾌﾟﾗﾝ作成について
・11/8　ﾌﾟﾗﾝﾅｰ対象、令和元年度運営の手引きについて情報共有
（委託先居宅支援事業所勉強会）
・11/19　支援困難事例・多職種連携をテーマに事例検討会を開催。23名出
席。

計画どおり実施

⑤通所型サービスCの利
用者の利用後のフォロー
について

3

①介護予防として、30年度から開催して
いる包括主催のにこにこ予防教室を継
続開催していく。
②健康ﾁｬﾚﾝｼﾞﾘｰﾀﾞｰ・ボランティアの育
成を行い、介護予防が行える（仮名）出
張にこにこ予防教室をを立ち上げ、通所
Ｃ後の通いの場を整備していく。

①年６回　奇数月
（第３木曜）
②ｻﾛﾝ立ち上げ1ｹ所
年５回　偶数月
（第３木曜）

①富士白苑
②南部福祉会館

看護師・認知症地域
支援推進員を中心に
全職種

B

①は5/16（26名）7/18 (32名）9/19 （28名）継続開催されている。昨
年のｱﾝｹｰﾄで富士白苑が遠いとの声があり、7月・9月は花水公民
館での開催とした。
②南部にこにこ予防教室を南部福祉会館2階老人福祉ｾﾝﾀｰで開
催した。上級研修受講後にﾎﾞﾗﾝﾃｨｱを希望された3名の方が、健康
体操を行っている。通所Ｃ利用後の方が、会場運営・受付・コグニ
サイズの10か条を伝えている。その他、にこにこ予防教室・富士白
カフェでのﾎﾞﾗﾝﾃｨｱも行っている。参加者の中で、健康ﾁｬﾚﾝｼﾞﾘｰ
ﾀﾞｰになれそうな方には、案内を個別に行っている。

南部にこにこ予防教室の立ち上げ、
ボランティアの育成からB評価として
いる。通所C利用後の対象者に通い
の場等の声掛けもしている。

B

○継続開催されている。①、②共に上級研修受講後のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの方が、運
営に協力をしている。活動を通し、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの育成も行えた。参加者の中
に、ｻﾛﾝを立ち上げたいとの声もあるため、健康ﾁｬﾚﾝｼﾞﾘｰﾀﾞｰの受講を薦
め、サロン立ち上げの協力も行えている。
〇通所Cの対象者は4名いた。継続利用出来ない事が、不参加の理由。そ
の為、にこにこ予防教室に誘い2名来ている。通所C対象の方が通える場の
整備は行えている。

①11/21 にこにこ予防教室（23名）
②10/17(34名）12/19 （27名）　南部にこにこ予防教室

通所Cを利用できない方が、にこにこ
予防教室を利用して介護予防に努
めることが出来ている。ボランティア
の方々と協力しての運営や、ボラン
ティアによるサロン立ち上げと、ボラ
ンティアの育成が事業の充実につな
がっていることからＢ評価としてい
る。

⑥総合事業における多様
なサービスの利用促進

3
福祉村の活動内容や、地域・社会資源
に関する情報収集を行い、多様なサー
ビスをケアプランに位置付ける。

前期：花水地区
後期：なでしこ地区
随時：福祉村、民生委
員

自治会
民生委員
地域住民
なでしこ福祉村
花水福祉村

主任介護支援専門
員・
看護師中心に全職種

C

介護保険申請相談時に、事業対象者や福祉村のサービスの情報
提供、提案をしている。8月末時点で事業対象者10名。ケアマネジ
メントBにおける訪問型A委託は6名、訪問Ｂ（福祉村）1名がサービ
スの利用をされている。

計画どおり。 C

〇介護保険申請相談時や居宅ＣＭから相談を受けた際に、事業
対象者や福祉村のサービスの情報提供、提案をした。

申請希望者が多く、12月末時点で事業対象者７名。ケアマネジメン
トBにおける訪問型A委託は5名、訪問Ｂ（福祉村）は新規1名、継続
１名がサービスの利用をされている。

計画どおり実施

⑦加齢による機能低下の
改善

4

地域のサロンへ、骨密度の測定会・健康
相談会を実施する。チェックリストを実施
し、機能低下の項目による相談先を案
内し機能低下の予防、改善が行えるよう
に案内する。

前期５ヶ所
後期５ｹ所

サロン開催場所
看護師を中心に全職
種 C

①6/5 なでしこカフェ相談会（21名）②6/5健康ﾁｬﾚﾝｼﾞあっﾊﾟﾚ（27
名）
③7/12 チューリップの会（10名）④黒西ｼﾆｱの会（15名）
⑤9/13 撫子楽笑会（17 名）
骨密度測定会は、毎回3名で実施した。測定結果・問診表を元に看
護師と個別の健康相談を行い必要な情報提供を行った。身体の機
能低下・健康診断・がん検診を受けていない方が多い。測定結果
はやや低下・かなり低下が同等。実際に受診したとの声も聞かれ、
自身の健康に目を向けるきかっけが出来ている。

計画どおり。地域サロン等で対象と
なる方には声掛けしてチェックリスト
を実施している。

B

○後期5ケ所に、測定会と看護師による個別の健康相談を行った。また、測
定結果・問診票を集計し分析すると、出張の相談会を継続する必要があり、
検診の必要性についての予防啓発が必要となる事が分かった。
＜測定者＞前期延べ（90名）・後期延べ（92名）　通期合計182名
かなり低下（64名）・やや低下（70名）・正常範囲内（38名）と低下している方
が多く、問診票からは身体の衰えを感じるが1番多く（132名）、次いで、ガン
検診を未受診（95名）・身体の心配がある（95名）・検診を受けていない（42
名）・物忘れの自覚がある（37名）

（骨密度測定会・健康相談会）
10/8 はつらつ教室（19名） 10/22 袖ヶ浜サロン（12名）
10/30 龍城ヶ丘ｻﾛﾝ（15名） 11/16 ふれ愛なぎさ祭り（48名）
骨強度測定（手首） 11/17 富士白カフェ（25名）

骨密度測定会をサロンで実施し、
データ分析したところ、健診（特にが
ん検診）につながっていないことがわ
かった。骨密度測定だけでなく、地区
診断のデータとして活用するなどか
らＢ評価としている。

⑧外出の促進（閉じこもり
高齢者の把握等）

4

①なでしこ地区・花水地区の民生委員の
担当エリアごとにマップを作成する。
独居・日中独居・閉じこもり・地域の集会
所（ｻﾛﾝが行えそうな場所）を民生委員と
ﾘｻｰﾁし、地域の状況の把握を行う。
②包括主催で（仮名）お散歩サロンを行
い、閉じこもりの改善を実施していく。花
水地区福祉村も同様のサロンを検討し
ている為、連携する。

①前期：花水地区把
握
後期：なでしこ地区把
握（12月まで）
②前期は福祉村と連
携
後期：毎月1回

エリア内
公民館

看護師を中心に全職
種 C

①花水地区（看護師）なでしこ地区（主任ＣＭ）担当。30年度の一人
暮らし高齢者調査から、男性の方にﾀｰｹﾞｯﾄを絞り、閉じこもりのリ
スクが高い方に9月から電話でのリサーチを行う。民生委員の担当
エリアで、マップを作成中。
②「お散歩ｻﾛﾝ」（仮）を開催するため、地域のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱを募ってい
る。花水福祉村がﾎﾞﾗﾝﾃｨｱで散歩の付き添いを行っているためリ
サーチで9/11に主任CMが同行をする。①のリサーチから閉じこも
り傾向にある方へ、包括が個別の対応で散歩を提案していく。地
域との関りが作れるよう福祉村が行う散歩ｻﾛﾝﾍ繋げるよう検討
中。

対象者の把握を富士白苑で行い、民
生委員等からの情報を合わせてマッ
プを作成中。福祉村ボランティアの
お散歩（3回/月）へ同行し状況を把
握する予定もあり。富士白苑で把握
している閉じこもりの男性の状況など
からまず個別対応での散歩を考えて
おり、対象者にアプローチしていく予
定である。

B

○なでしこ地区独居・男性に電話かけををするも、閉じこもりの状
況であるかの把握は出来ず、担当エリアの民生委員へ連絡し、エ
リアごとの困りごとを情報収集した。
花水地区へは、民生委員会長に閉じこもりの対策の計画を相談
し、12月以降の民生委員交代の時期後、1月の会議で包括が協力
の依頼し、高齢者調査と同時にﾘｻｰﾁの予定。
○お散歩のサロンは、上級研修受講後の方が協力したいと声が上
がっている。支援体制を整え、先に常設のお散歩サロンを立ち上
げ、閉じこもりの方の受け皿を整備する予定。お散歩サロンのリ
サーチの為11/25なでしこ福祉村主催の歩こう会へ包括2名が参加
した。2月にﾎﾞﾗﾝﾃｨｱとのお散歩を企画予定。

なでしこ地区では個別にフレイルの
状況など把握できたので、今後外出
するための手段としてお散歩サロン
を予定している。マップ作成やお散
歩サロンの実施にあたり、地域との
連携やボランティアの協力を得なが
らの取り組みが出来ていることから
Ｂ評価としている。
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２　相談支援業務

方針
番号 内容(何を、どのように） 実施時期・回数 場所 担当者

前期
評価 実績・評価理由 市確認結果

年間
評価 実績・評価理由 市確認結果

①多様化する相談内容
に対応できる体制づくり

1

包括職員として、様々な相談に対応でき
るように、包括内研修でケースの情報共
有を図り、チームで支援する体制を強化
する。行政・医療・介護・保健・司法関係
者との連携を強化し、多様な相談に対応
できる体制づくりを進めていく。

包括内研修・毎月１回
包括富士白苑

包括職員全員 C

毎月１回包括内研修を実施し、研修に参加した職員の伝達研修や
包括主催の研修の計画づくりを行い、職種を超えて包括職員とし
ての意識向上を図った。
・4/9　神奈川県介護予防従事者研修伝達研修（CM）
・5/15　地域ケア会議の運営について（管理者）
・6/11　成年後見制度診断書の書式改定（CM・管理者）
・7/10　総合相談入力・活動報告の集計について（管理者）
・8/21　ＣＭ勉強会反省会（主任ＣＭ）、介護予防支援集団指導講
習会（管理者）
・9/18　なでしこ地区小地域ケア会議打ち合わせ（主任ＣＭ）
　　　　 虐待事例の共有（管理者）

全員参加での研修を月１回（２時間）
テーマを決めて計画的に実施し、情
報共有が図られている。また必要に
応じ個々のケース対応については伝
達の場を設定するなど、多職種が意
見交換をしながらの業務遂行や組織
的な対応ができている。小地域ケア
会議は１０月１日に変更あり、毎日の
ミーティングの中で情報共有を図っ
ている。多職種が意見交換をしなが
ら業務改善や必要に応じカンファレ
ンスも開催するなど組織的な対応が
図られている。

B

〇毎月１回包括内研修を実施し、研修に参加した職員の伝達研修
や包括主催の研修の内容、役割分担等の打ち合わせを行い、全
職員で共有を図り、包括チームとして支援をする体制を作ることが
出来た。

・10/10　基本チェックリストを活用した予防プランの作成（主任CM）
             前期ヒアリング報告（管理者・看護師）
・11/8 　包括プランナー対象、令和元年度運営の手引きについて
情　　　報共有、CM勉強会について（主任CM）
・12/10 本人ミーティングの実施について（認知症地域支援推進
員）

毎月1回の包括内研修を計画的に実
施するだけでなく、4職種で事前にケ
アマネ勉強会の企画検討会を実施
するなど、全体でのスキルアップや
成功体験の共有ができる取り組みが
ある。また、関係機関と連携し、本人
ミーティングを取り入れるなど、新し
い取り組みがある。

②認知症地域推進員に
よる専門的な相談支援と
ＭＣＩ（軽度認知障害）の
方を把握するためのタブ
レットの活用

6
(2)

①定期的に地域に出向き相談会を開催
する。
②訪問面談や相談会でｉｐａｄを活用す
る。
③ｉｐａｄ体験会を開催し、ＭＣＩ対象者を
把握する。（年2回）

①毎月2回（なでしこ
地区1回、花水地区1
回）
②随時
③前期１回、後期１回
②③合計 年３０人
※ケアプラン数（２件
／認知症の方・アル
コール依存の方）

①なでしこ公民館
　 南部福祉会館
②相談場所
③なでしこ公民館
　 南部福祉会館

認知症地域支援推進
員を中心に全職種

C

①相談会の開催
昨年度からなでしこ、花水地区で月１回定期開催し、継続してい
る。各会館を利用する高齢者となじみの関係になってきたことで、
変化に気づき、支援開始に繋がったり、継続して相談に応じるなど
の効果があった。
・なでしこ地区（福祉村カフェにて）　・・・延べ24人（4～8月）
・花水地区（南部福祉会館ｴﾝﾄﾗﾝｽ）・・・延べ55人（　同 　 ）
②ipadの活用
地域のサロン、予防プランの利用者に広報を行い、希望者やＭＣＩ
の疑いがある方には、サロンや自宅に訪問してiｐａｄによる認知症
機能評価を実施した。（8月末現在　9人）
③ｉｐａｄ体験会の開催
なでしこ地区2回、花水地区3回、計5回ｉｐａｄ体験会を設け、自治会
回覧にて広報する。（8月末現在 　8人実施、6人予約）前期２９名
実施した。

iPad実施者１７名。
計画どおり。

B

〇定期的に相談会は実施できている。その中で、認知機能評価の体験会を
企画し、自治会、地域のｻﾛﾝ、予防ﾌﾟﾗﾝの利用者に広報した。検査希望の
反響があり、体験会を当初計画より両地区で1回づつ開催日を増やした。こ
の広報により、包括に認知症の専門的な相談窓口があること、予防活動を
行っていることの周知にもなった。地域の催事での相談会も定着し、今年度
は、なでしこ地区でｶﾌｪも併設して開催した。
〇ＭＣＩの把握について、対象者には、脳いきいき講座や予防教室、認知症
関連イベントへの参加や受診、申請を勧めフォローした。

①相談会
・なでしこｶﾌｪ相談会…10/12(10名),11/14(9名),12/11(5名),12/12 (5名)
・南部健康相談会…10/16(8名).11/20(15名).12/4(4名),12/18(6名)
・10/27　なでしこ公民館・福祉ふれあいひろば(24名)
・11/16　南部福祉会館・ふれ愛なぎさまつり （8名）
②ｉｐａｄ実施者…後期（23名）、年合計（52名）
③MCI対象者…後期(7名）把握
・対応…脳いきいき教室 (1名/次回参加希望3名）、にこにこ予防教室やｶﾌｪ
への参加(3名）

認知機能評価事業について、年間
目標人数を大幅に上回る実施を評
価。
認知機能チェックの結果、必要な方
をフォロー講座につなげて講座開催
中や講座終了後も支援継続できて
いる。今後も認知機能低下の方の潜
在的な発掘・早期からの支援につい
て期待している。

○花水地区は、協議体会議が開催されていない。包括管理者が自連会
長や民児協会長、福祉村会長に協議体会議開催について、意向を伺っ
ているが、開催には至っていない。
○認知症の相談窓口の周知について、サロン・通いの場参加者、民生
委員、福祉村等一部には浸透したが、自治会単位での周知活動が必要
である。
○自覚症状がないと受診しない・薬の自己調整をする・健康診断未受診
など、介護予防や治療に対しての意識が高いとは言えない。
かかりつけ医・薬局･歯科を持つことの必要性があまり理解されていな
い。

○小地域ケア会議を定期的に開催し、地域の関係団体が相互理解
を進め、連携を図ることが出来るように働きかけていく。
○自治会ごとにＩｐａｄ体験会のお知らせを行い、ＭＣＩを把握する。
○健康診断･がん検診・歯科定期健診等の介護予防の必要性と、
かかりつけ医・薬局･歯科の予防の普及啓発をする。

○なでしこ地区は地域ケア個別会議を４ケース開催、９月に小地域ケア会議を開催予定だったが、業務都合に
より１０月１日に延期となった。協議体会議で情報共有が出来ている。花水地区は地域ケア個別会議は行って
いないが、認知症や独居ケースで包括が対応しており、民生委員や自治会長も理解している。協議体会議は
開催に至っていない。
○認知症の早期発見早期対応、認知症の相談窓口の周知を含め、自治会回覧でＩｐａｄ体験会のお知らせを
行った。体験会に足を運べない方には、自治会単位のサロンや通いの場に出向き実施した。後期、体験後の
フォローを行っていく。
〇かかりつけ医・薬局・歯科医の普及啓発はチラシを使いサロン・相談会で行った。がん検診に関しては、症状
がないのにいく必要性や癌にかかった後の精神的なストレスがかかることを不安に思っている方が多い。日頃
の予防をしていくことで健康寿命が延伸することを伝えていった。

〇地域ケア会議の開催…なでしこ地区は地域ケア個別会議を4件開催し、課題解決に向けて、多職種の連携
を図った。小地域ケア会議で事例を共有し、地域関係機関と居宅CMとのネットワークづくりを行うことが出来
た。協議体会議は定期的に開催され課題共有が出来ている。花水地区は、個別会議の開催は無かったが、小
地域ケア会議で居宅CMと地域関係機関の課題共有を行う予定となっている。協議体会議は開催されていない
が、福祉村が関係団体に働きかけ、進めていく予定である、
○認知症の相談窓口の周知について、認知症地域支援推進員が定期的にサロンなど通いの場に参加した
り、自治会回覧でＩｐａｄ体験会のお知らせを行った。自治会に広報したことで、体験会に60代以下の申し込みが
2割あり、早期に包括とつながることができるツールとして成果があった。体験後のフォローとして、認知症に関
するイベント（認ｻﾎﾟ等）、にこにこ予防教室、脳いきいき教室への参加を促すことができた。
〇かかりつけ医・薬局・歯科医に関しては、医師・薬局・歯科医師へ講話を依頼し地域の方にかかりつけ医・薬
局・歯科の必要性は普及啓発を行えた。また、エリア内の歯科17ヶ所に挨拶に伺い包括のチラシ・ポスターの
依頼をした。顔の見える関係性が築け、講話の依頼へ繋がった。

（４）今年度の取り組み・重点事項 （５）取り組み実績（前期） （７）取り組み実績（年間）

（１）前年度の取り組みに対する評価・実績

○地域ケア会議の開催…地域ケア個別会議を開催。なでしこ地区で３事例、花水地区で２事例開催し、障害関係機関、医療関係者の参加
や、主治医の意見聴取を行い、医療、介護、福祉が連携して、地域課題の解決を図った。小地域ケア会議をなでしこ、花水２地区で開催、地
域の関係団体（自治連、地区社協、町内福祉村、民生委員）が参加し、「地域の力を発見しよう」というテーマで個別ケア会議の事例共有と地
域で出来ていることとやりたいことについてグループワークを行った。活発な意見交換が行われ、地域の連携強化が図れた。自治会とも関係
づくりが良好に進んでおり、なでしこ地区は代表者が８名、花水地区は８自治会全ての自治会長が参加され、包括の活動や地域ケア会議に
ついて理解が得られたことの成果は大きい。福祉村の定例会やなでしこ地区協議体会議、花水地区団体長会議に包括が出席することで、包
括と地域の良好な関係づくりが進んでおり、実績に繋がっている。
○定期的に地域（公民館や集会所、自治会館等）に出向き、相談会（毎月2回）を開催したり、サロン・通いの場（毎月4か所以上）に参加して、
よろずと相談場所の周知を図った。顔の見える関係づくりが行え、認知症カフェや認知症サポーター養成講座、講演会、介護予防教室などへ
の参加につながった。また、希望者にはｉｐａｄを実施（14名）、介護申請や医療機関受診につながったケースもあった。
○エリア内の医院、薬局へよろずと認知症地域支援推進員の周知のため、あいさつ回りを行った。相談し合える医院、薬局の関係作りが進
んている。
○ｻﾎﾟｰﾄ医以外の地域のクリニックにも挨拶に伺い、包括が相談しやすい環境を整えている。チラシ・ポスター掲示の協力も得られている。医
療機関とは、各職種とも病棟カンファレンス参加・受診対応等、連携が取れ、タイムリーな支援に繋げている。また、ｻﾎﾟｰﾄ医と、ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑを
行い、包括の事例から在宅の他職種連携、地域の資源を講話し、在宅かかりつけ医の普及啓発を行った。
・在宅支援拠点薬局は、認知症サロンに毎月参加し、情報共有が行えている。また、かかりつけ薬局を持つ事の大切さをサロンで講話・ｼﾝﾎﾟ
ｼﾞｳﾑ（南部福祉会館）で行った。

（２）主な地域課題 （３）主な地域課題の改善策・解消策 （６）取り組みに対する全体評価（前期） （８）取り組みに対する全体評価（年間）
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③支援における地域包括
ケアシステムのネットワー
クの構築・活用

2
・
5

①地域ケア会議の開催
地域やｹｱﾏﾈからの課題解決のために、
地域ケア個別会議を開催し、地域関係
機関とｹｱﾏﾈｼﾞｬｰの連携強化を図る。ケ
ア会議には医療関係者を出席依頼を行
い、医療・介護の連携を図り、地域包括
ｹｱｼｽﾃﾑの構築を進める。
地区ごとに小地域ケア会議を開催し、個
別ケア会議の課題共有を行い、ﾈｯﾄﾜｰｸ
づくりを進める。
②地域関係団体の会議への出席
民児協、福祉村、団体長会議、自治会
等の会議に出席し、地域関係機関の活
動を把握し、ﾈｯﾄﾜｰｸづくりを進めていく。
③協議体会議の参加
協議体会議に定期的に参加し、生活支
援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄﾁｰﾑと連携を図り、住民主
体で支え合える体制づくりを支援する。

①地域ケア個別会議
…必要時開催
小地域ケア会議…各
地域１回以上
②民児協会議…各地
区前期後期１回以上
福祉村定例会…なで
しこ偶数月、花水不
定期
団体長会議…なでし
こ不定期、花水年６回
自治会…不定期
③協議体会議
なでしこ偶数月、花水
未開催

公民館・南部福祉会
館等

管理者を中心に４職
種

C

①・地域ｹｱ個別会議（4事例）
（なでしこ）　4/25成年後見制度が必要な親子　7/29虐待措置事例
高齢者夫婦…双方の担当者が出席し多職種連携を図り課題解決
を行った。4月の事例は弁護士も参加し司法関係者との連携が強
化できた。4事例とも主治医からの面談等で意見聴取を行い医療と
の連携を図っている。　（花水)個別事例がなく未実施。
・小地域ｹｱ会議
（なでしこ）9/17に開催予定だったが、10/1に延期となった。個別ｹ
ｱ会議の事例を通して、地域の関係団体と居宅CMの連携を図る予
定。
（花水）後期に開催予定だが日程は未定。
②地域関係団体会議に定期出席しﾈｯﾄﾜｰｸ作りが出来ている。
・民児協会議…なでしこ（9/9）、花水(9/11)
・福祉村定例会…なでしこ（4/13･6/8・8/10)、花水（5/8）
・団体長会会議…なでしこ（8/21)、花水（6/17・8/19）
③協議体会議…なでしこ（4/13･6/8・8/10)は偶数月に包括も参加
し情報共有を図っている。花水は地域の関係団体の意向で未開催
だが、団体長会議に包括が参加して情報共有を図っている。

計画どおり。 B

〇地域ｹｱ会議を個別ケア会議、小地域ケア会議を計画どおり実
施し、介護、医療、地域との連携を強化し、地域包括ケアシステム
の構築を進めることが出来た。花水地区は3月に開催予定となって
いる。地域関係団体の会議に定期的に出席し、包括の活動を評価
して頂き、新たになでしこ地区で新春のつどい、公民館まつりに参
加することになった。

①・地域ｹｱ個別会議
（なでしこ）　（花水)個別事例がなく未実施。
・小地域ｹｱ会議
（なでしこ）10/1に開催。個別ｹｱ会議の事例を通して、地域の関係
団体と居宅CMの連携を図った。
②地域関係団体会議に定期出席しﾈｯﾄﾜｰｸ作りが出来ている。
・福祉村定例会…なでしこ（12/14)
・団体長会会議…花水（10/21・12/16）
③協議体会議…なでしこ（12/14)
花水…未開催だが、団体長会議で情報共有を図っている。

日頃の活動を評価していただき、公
民館や団体などの地域との関係性
は良好で、事業への声かけをいただ
くことなどから評価。

④センター職員のスキル
アップ

1

包括職員として、専門分野のスキルアッ
プを図るとともに、保健・医療・権利擁護
など他分野の研修にも積極的に参加す
る。研修に参加した職員は包括内研修
で伝達研修を行い、自身の振り返りと職
員間で情報共有を図り、包括職員全員
が相談支援のスキルアップを図って行
く。

外部研修…各職員前
期、後期各１回以上
参加
包括内研修…月１回

研修会場
包括富士白苑

包括職員全員 C

･外部研修に全職員が積極的に参加しｽｷﾙｱｯﾌﾟを図っている。
4/4高齢者よろず相談ｾﾝﾀｰ職員向け研修（4職種）
5/17ﾌﾚｲﾙ予防ｾﾐﾅｰ（管理者・主任CM・CM2名）
5/22 成年後見制度の診断書の書式改定等説明会（CM2名）
6/10成年後見制度利用促進研修（基礎編）（管理者）
6/14ｹｱﾏﾈｶﾌｪ「認知症を自分事として考えるということ」
（認知症推進員・主任CM）
6/26第1回認知症地域支援推進員研修（認知症推進員）
6/13ｷｬﾗﾊﾞﾝﾒｲﾄト養成研修（CM）
7/18認知症機能評価研修（認知症推進員）
8/5VR認知症ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ～認知症の１人称体験～（管理者・CM）
・8/8・9認知症予防のｺｸﾞﾆｻｲｽﾞ研修会（主任CM、CM）
9/3・12生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ等養成研修事業（看護師）
9/17介護予防のための地域ｹｱ個別会議（認知症推進員）
9/27第2回認知症地域支援推進員研修（認知症推進員）
・包括内研修で伝達研修を行い、職員間で情報共有を図った。
4/9神奈川県介護予防従事者研修伝達研修（CM）
6/11成年後見制度診断書書式改定について（CM・管理者）

計画どおり。月1回の包括内研修で
伝達研修を行い、スキルアップを
図っている。

C

〇専門性を深めることに加え、他分野の研修にも積極的に参加
し、包括職員としての意識向上、スキルアップを図ることが出来て
いる。1月に認知症、2月に成年後見の研修に参加予定となってい
る。

10/4・7・8・17・21・23・30・31,11/4・13
主任CM更新研修（主任CM、CM）
10 /10オーラルフレイル研修（看護師）
11/1 法テラス小田原地方協議会（管理者・CM）
11/29 現任者研修ファシリテーター養成編（主任CM)
12/3 住宅セーフティーネット制度説明会（管理者)
12/12 現任者研修総合編（管理者)
12/25 食事ｻﾎﾟｰﾀｰ研修（看護師）

計画どおり実施

⑤地域包括サポート医の
活用（事例の相談、介護
意見書の作成協力、講演
会講師）

4
・
5

サポート医と顔の見える関係性を築き、
相談しやすい環境を作るため、挨拶に伺
い包括の周知を行う（ポスター・チラシ、
講話の依頼をする）

挨拶　年1回
相談　随時

サポート医（９ヶ所）
エリア内クリニック
（６ヶ所）

看護師・認知症地域
支援推進員　を中心
に全職種

C

・6/14小笠原医院（管理者・看護師）
・9/10ｻﾎﾟｰﾄ医挨拶（看護師・認知症地域支援推進員・主任CM）
・エリア内ｸﾘﾆｯｸは後期に行う。
・岡野医院（受診対応時に今後の支援の相談1件）
･高橋内科小児科整形外科医院（意見書1件）
エリア内外の医師と相談出来る関係性が築けている。

計画どおり C

○サポート医・エリア内の医師と顔が見える関係性が築け、個別のケース等
の相談も行えている。ポスターチラシ等の協力も得られている。
2月に、間島医院・虹ケ浜整形外科・八重咲診療所・瀬戸医院・なでしこｸﾘ
ﾆｯｸ（5ケ所）エリア内のｸﾘﾆｯｸへ挨拶に伺う予定。

・川口医院（講話の相談）依頼中・高橋内科小児科整形外科医院（講話の相
談）・遠藤医院（福祉用具の意見協力）

３月に「在宅での看取り」についての
講話を予定している。連携が図れて
いる。

⑥在宅支援拠点薬局の
活用

5

①エリア内の薬局と顔の見える関係性を
築き、相談しやすい環境を作るため、挨
拶に伺い包括の周知を行う（ポスター・
チラシ・講話の依頼をする）
②南部福祉会館の介護予防教室にて、
かかりつけ薬局について、ひかり薬局に
講師を依頼する。

①挨拶　年1回
　　相談　随時
②講話　年1回

①在宅支援拠点薬局
２ヶ所
エリア内薬局１１ヶ所
②講話：南部福祉会
館

看護師・認知症地域
支援推進員を中心に
全職種

C

①9/6(看護師・認知症推進員）拠点薬局2ヶ所・エリア内薬局11ヶ
所に挨拶を行い包括の普及啓発として、ポスター・チラシの協力を
お願いする予定。
②後期に、開催を調整中。
・拠点薬局（ひかり薬局）は、なでしこ認知症ｶﾌｪに毎月参加され、
情報共有が出来ている。エリア内の薬局と、相談出来る関係性は
築けている。

計画どおり C

○ｴﾘｱ内の薬局に挨拶に行くことで、顔の見える関係性や、個別の相談も増
えている。また、認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ養成講座の開催の依頼も入り、連携が図れ
ている。包括のﾎﾟｽﾀｰ・ﾁﾗｼの協力も得られている。

①ひかり薬局（拠点薬局）は、認知症なでしこｻﾛﾝに毎月参加している為、
個別の相談、地域の方の情報交換・共有が出来ている。
②11/17 富士白ｶﾌｪにて、かかりつけ薬局の必要性と、認知症の薬につい
て、正しい内服の仕方をひかり薬局の片山会長に講話して頂いた。骨強度
の機械ﾚﾝﾀﾙの協力もあり、介護予防の普及啓発が行えた。

１１月に実施の「かかりつけ薬局の
必要性と、認知症の薬について、正
しい内服の仕方」の講話は４８人の
参加があった。連携が図れている。

⑦地域住民へのかかりつ
け医（医療機関）や在宅
医療に関する普及啓発
の実施

5

①かかりつけ医の必要性と、在宅での
看取りの介護について、講話をｻﾎﾟｰﾄ医
へ依頼し、住民へ普及啓発を行う。
②パンフレットを使用し、サロン等でかか
りつけ医・薬局・歯科医の普及啓発を行
う。

①講話　年1回
②サロン
前期：１０ヶ所
後期：１０ヶ所

①南部福祉会館
②サロン開催場所

看護師・認知症地域
支援推進員を中心に
全職種

C

①後期に開催を調整中
②・なでしこカフェ相談会・南部福祉会館相談会・はつらつ教室
・健康ﾁｬﾚﾝｼﾞあっﾊﾟﾚ・チューリップの会・ふくしむらおしゃべりｻﾛﾝ
・袖ヶ浜ｻﾛﾝ・にこにこ予防教室・南部にこにこ予防教室・黒西ｼﾆｱ
の会・女のゲームｻﾛﾝ・ウォーキング・撫子楽笑会・富士白カフェ・
音楽サークルへ参加し、パンフレットを使い普及啓発を行った（16ｹ
所）
かかりつけがない方に医療機関の情報提供を行った。かかりつけ
のある方には定期受診の必要性を促し、介護予防の重要性を説
明した。

計画どおり C

○かかりつけ医の必要性は普及啓発出来ている。

①3月に在宅での看取りについて講話をｻﾎﾟｰﾄ医（川口医院）に依
頼中。
②は1・2月のサロン開催時に10ケ所に、パンフレットを使用し、普
及啓発の予定

計画どおり実施

⑧医療機関や介護関係
機関との連携強化に向け
た包括独自の取組み

5

①サポート医、在宅支援拠点薬局は連
携を取れているが、歯科医とは関係性
が無い状況にある。顔が見え、相談しや
すい環境を作るため、挨拶に伺い、包括
の周知を行う（ポスター・チラシ、講話の
依頼をする）
②（4）―①を通じて、介護事業所との関
係作りを行う。

①挨拶年1回
②年4回ＣＭ勉強会実
施時

①エリア内歯科１０ヶ
所
②平塚富士白苑

看護師・主任CM
を中心に全職種

C

①後期に調整中。

②年間４回のCM勉強会を計画し、前期は5/21、8/20に勉強会を
開催。5/21は勉強会開催後にCM交流会をカフェ形式で行い、事
業所同士の交流やCMの交流、包括との交流の時間を作り、情報
共有、情報交換の場を設けた。

講演会を開催予定で準備進めてい
る。
その他も予定どおり。

B

〇①歯科医に挨拶に伺い包括のポスター・チラシの協力を依頼し、顔の見
える関係性が築けた。3/12南部福祉会館で行うオーラルフレイル予防の講
話を出縄歯科医院へ依頼する事が出来た。
②居宅ＣＭに対して年4回の勉強会と小地域ケア会議を開催し、関係機関と
の情報共有・情報交換を行いネットワークの構築を図ることができた。
2/18CM勉強会、３月に花水地区小地域ケア会議を開催予定。
➀11/28認知症地域支援推進員・看護師が挨拶に伺った。すみれ歯科・花
水歯科医院小林歯科クリニック・なでしこ歯科クリニック・平野歯科医院･ｵｰ･
ｱｰﾙ･ｼｰ川崎歯科医院・諸星歯科医院・出縄歯科医院・ライフ歯科クリニッ
ク・南口デンタルクリニック高山歯科医院・大坪歯科・平塚歯科診療所・きみ
しま歯科・芳賀デンタルクリニック湘南・紺歯科医院・今村歯科（17ケ所）
②1０/1 なでしこ地区小地域ケア会議　11/19 ＣＭ勉強会を開催した。

歯科医との関係づくりから今年度連
携体制ができてきたことを評価。
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３　権利擁護事業

方針
番号 内容(何を、どのように） 実施時期・回数 場所 担当者

前期
評価 実績・評価理由 市確認結果

年間
評価 実績・評価理由 市確認結果

①認知症ケアパスの普及
6

(1)

①認知症の個別相談や相談会で説明
し、配布する。
②認知症サロン等での勉強会、認知症
サポーター上級研修でテキストとして用
いる。

①随時
②各年１回

①相談場所
②へいあんなでしこグ
ループホーム・南部福
祉会館

認知症地域支援推進
員中心に全職種

C

①相談時での活用
認知症の相談時、家族にケアパスを用いて対応方法を説明した。
特に、３つのないと７つのポイントを説明することで家族に気づき
を、医療機関を説明することで受診を促せた。（9冊）
②テキストとしての活用
・5/21  ＣＭ勉強会にて、ケアパスをテキストとして、認知症初期支
援の実際を講義した。（22冊配布）
・8/28  認知症なでしこサロンにて、勉強会を行った。（6冊）
★①②合計：37冊

計画どおり C

〇ｹｱﾊﾟｽを常に携行し、相談時に接し方、初期集中支援事業、医療機関等
を説明、受診や介護申請、初期集中支援事業利用につなげた。
〇ﾃｷｽﾄとして、看護大学実習生、認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ上級研修で使用した。他、
新しく任命されたなでしこ地区、花水地区の民生委員に配布。3月開催の認
知症予防教室で約30冊配布予定。
①個別相談（3冊）
②看護大学生(2冊）、認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ上級研修(11冊)、民生委員(13冊)
★後期合計：　29冊　（9月5冊/相談3冊、看護大学生2冊）　年合計：71冊

計画どおり実施

②認知症サポーター養成
講座の開催

6
(1)

①市の計画により一般市民向け講座を
開催する。
②地域活動に参加している児童など、若
い世代を対象に開催する。
③地域の学校（小中高）へ普及活動を行
い、開催へつなげる。

①一般市民 ７／１１
②年１回
③開催依頼の訪問
　／年１回

①富士白苑
②公民館等
③小中高等学校

認知症地域支援推進
員中心に全職種

C

①一般市民向け
・4/25 認知症なでしこサロンにて、介護者中心に実施。（10名）
・7/11 市の計画による一般市民向け実施。（44名）
・7/25 有料老人ﾎｰﾑここち弐番館にて、黒部丘住民向け実施（15
名）
②児童向け
・8/9　なでしこ福祉村にて、なでしこ・花水・すみれ児童クラブ（学
童保育）に小学生養成講座実施。 （児童37名＋先生2名）
★①②合計 108名
③普及活動
・6/28 平塚工科高校訪問、担当教諭と面談
・7/ 9　なでしこ小学校訪問、校長と面談
・7/12 花水小学校訪問、校長と面談。
・7/3、8/29 浜岳中学校校長に実施依頼。一学年で実施検討中。

介護保険施設との協力体制ができ
ていて、実施できている。
昨年インフルエンザ流行で中止と
なった学校とのやり取りも継続してい
る。

B

〇花水地区自治会連絡協議会役員や自治会長の関心が高まり、
花水地区社会福祉協議会の呼びかけで講座を開催、花水地区自
治会長4名が受講する。次年度は会員へ受講を働きかけていきた
いと認知症に対する理解が深まった。
〇浜岳中学校1学年生(生徒196名、先生8名)対象に1/23実施予
定。

①11/8   花水地区社会福祉協議会（12名）
　 11/13  花水地区住民向け（26名）
★後期合計 38名　　年合計：146名

学校医や学童クラブとの関係づくり
ができたことを評価。
地域での事業展開につながってい
る。

○認知症サポーター養成講座、上級研修受講対象者について、若い世
代や企業への受講拡大。
○福祉村などのボランティア高齢化、人材育成が課題。
○認知症予防教室、認知症カフェともに、富士白苑で開催できたが、送
迎がないため、参加できない方がいる。歩いて行ける身近な場所での認
知症予防教室、認知症カフェの開催が課題。
○認知症初期集中支援事業について、地域住民のみならず、医療介護
関係者に周知してもらい、活用や連携ができるようにすること。
○成年後見制度の手続きの煩雑さや費用負担で、成年後見制度理解
が得られず、申し立てに至らないケースや、申し立てを行っても、審判が
下りるまで数か月を要するケースなどが多い。成年後見制度が必要で
あっても、利用出来ない場合は、包括が金銭管理や書類の確認のサ
ポートを行わざるを得ない状況となっている。

○認知症サポーター養成講座受講対象者について、学校、企業へ
のアプローチ、受講拡大を図る。
○認知症サポーター、上級研修修了後のフォローアップ研修や活
動場所などの受け皿づくりを行い、人材を育成する。
○認知症予防教室を老人福祉の拠点、南部福祉会館を活用して開
催する。
○認知症カフェの普及啓発を地域の商店や活動団体に行う。開催
希望者には開催支援を行う。
○認知症初期集中支援事業の普及啓発活動を行う。特に医療・介
護事業所に周知するため、訪問説明を行い、研修会を開催する。
○成年後見制度や日常生活自立支援事業などご本人の権利を
守る制度利用活用について、個別に寄り添い、丁寧に説明し
利用を勧める。相談内容に応じて、高齢福祉課や成年後見利用支
援センター、弁護士相談等、関係機関と連携し、迅速な課題解決を
図っていく。
○地域活動においても、高齢者に権利を守る制度の普及・啓発活
動を進めていく。

○認知症サポーター養成講座…小学校、中学校の校長に面談し受講の案内を行う。中学校から、今後1年生
対象として検討してみると前向きな回答を頂く。新たに工科高校も訪問、実施は難しい状況だったが、主旨の
理解は得られた。昨年実施した学童保育から今期も依頼あり定番化が期待できる。高齢者が利用する金融機
関、コンビニ、スーパーなど企業にアプローチする。受講に至らなくとも、包括、認知症地域支援推進員の周知
ができ、包括のポスター掲示にもつながった。
○人材育成…活動場所としては、認知症予防教室、認知症カフェなどを提供、上級研修者がボランティア活動
を行う中で、勉強会や活動後の反省会を行い、育成に努める。
○南部福祉会館にて、「にこにこ予防教室」を開催。身近な通いの場として、1つ資源を作ることが出来た。
○認知症カフェ…企業へ認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ養成講座案内のなかで、認知症カフェの説明を行う。小規模多機能居
宅介護支援「しおさい」が開催希望、今年度中に開催する目標を立て支援する。
○認知症初期集中支援事業…ＣＭ勉強会で業務に生かせるよう認知症初期集中支援の事例紹介を行った。
○成年後見制度利用支援　市長申立３件…虐待事例は養護者の夫に必要性を説明し市長申立に至る。本人
申立１件…措置短期入所者は姉の後見人の弁護士が担当となる。成年後見制度利用支援２件…経済的虐待
事例は甥が財産管理し、ｴﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾝｰﾄ作成予定。認知症独居事例は親族申立てにつなげる。地域ケア個別会
議に弁護士や高齢福祉課職員が参加し、関係機関と情報共有し連携を強化出来た。
○普及・啓発…認知症サポーター養成講座で成年後見制度、日常生活自立支援事業、高齢者虐待防止につ
いての啓発を行っている。独居高齢者食事会で架空請求のハガキの注意喚起を行った。

○認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ養成講座…学童保育、中学校で開催、内容を評価してもらい、今後も定期開催を約束された。企業につい
て、薬局（医療系）に実施できたことで、今後の連携が期待できる。ｽｰﾊﾟｰや外食店に受けてもらいたいが、なかなか組織的に
難しい状況が伺えた。定期的に街のあちこちで講座を開催し、企業の個々に受講案内をすることも検討していく。
○人材育成…前年度の上級研修修了者のうち6名が今年1年ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動を実践する場を不定期ながら提供できた。今年度
の修了者も含め、認知症の方、閉じこもり傾向の方のｻﾛﾝ「おさんぽｻﾛﾝ」の運営開催に関わってもらう。若い世代の育成も必
要だが、高齢者でもﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動を行って介護予防、生きがいづくりに資することにも貢献できた。
○認知症予防教室、ｶﾌｪの運営…身近な場所での開催ということで南部福祉会館での教室が実現できた。富士白苑での予防
教室も花水公民館への変更を検討する。認知症ｶﾌｪについて、包括主催で地域の催事時の相談会&ｶﾌｪ、本人ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ「みん
なでしゃべる会」を開催、本人、家族の「話したい」ﾆｰｽﾞがあることを実感した。次年度、小規模多機能居宅介護支援「しおさ
い」でのｶﾌｪ開催支援など、地域でのｶﾌｪ開催を支援していく。
○認知症初期集中支援事業…ＣＭに勉強会を行ったことで、対象者ではないかと相談があり、ＣＭとの連携強化になった。歯
科医、薬局のあいさつ回りの時、認知症地域支援推進員の自己紹介を行い、周知活動を行った。それがきっかけで薬局の認
知症ｻﾎﾟｰﾀｰ養成講座が実現した。
〇成年後見制度利用支援…市長申立3件、本人申立1件、親族申立1件、親族申立支援2件、任意後見利用支援1件、高齢福
祉課や弁護士、司法書士と連携し、本人の権利を守る支援が出来た。
〇普及・啓発…認知症サポーター養成講座で成年後見や虐待防止の普及・啓発、食事会で消費者被害の注意喚起を行っ
た。

（４）今年度の取り組み・重点事項 （５）取り組み実績（前期） （７）取り組み実績（年間）

（１）前年度の取り組みに対する評価・実績

○若い世代に知症サポーター養成講座の受講を促す。７月、エリア内の小中学校校長を市の担当職員と訪問し、講座の主旨を説明、開催の
依頼をした。中学校１学年生実施に行きついたが、インフルエンザの影響でキャンセルとなった。学童保育所がなでしこ福祉村と夏季交流会
を行っており、その一コマに養成講座実施の賛同を得、小学生１～６年（３５名）に実施できた。そのつながりで、法人の保育士に講座を実
施、２０、３０代（３２名）に普及活動が行えた。
○認知症カフェについて、自法人・富士白苑に施策の理解を得、年３回開催の運びとなる。毎回スタッフ、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ含め、３０人前後の参加が
あった。認知症サポーター養成講座、上級研修修了者（３名）をボランティアとして活用できた。
○看護師と協同して、認知症及び介護予防教室を奇数月（年６回）に開催した。毎回３０名前後の参加あり、コグニサイズへの関心が高いこ
とがわかった。
○認知症初期集中支援事業について、初期支援の実践を医療・介護関係者に発表する機会が２回あり、普及啓発活動に貢献できた。
○成年後見申し立てが必要なケースが３件あり、包括が申立て支援を行い、親族申し立てにつながった。包括が判断に迷う場合は、高齢福
祉課や成年後見利用支援センターに相談し、適切な支援につなげている。また、後見候補者の弁護士と関わりの中で、家庭裁判所の面談に
同席し、司法関係者との連携を強化することが出来た。申し立てを行った３件が、精神鑑定が必要となったため、以前から包括が関わってい
る精神科医に相談し、迅速な鑑定につなげることが出来た。
○虐待ケースは高齢福祉課と連携し、高齢者虐待対応マニュアルに基づき一時保護施設につなぎ、迅速な対応を図ることが出来た。

（２）主な地域課題 （３）主な地域課題の改善策・解消策 （６）取り組みに対する全体評価（前期） （８）取り組みに対する全体評価（年間）
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③企業向け認知症サ
ポーター養成講座

6
(1)

高齢者が利用するストアに開催のアプ
ローチをする。５企業以上開催依頼１企
業以上開催する。

５企業以上訪問
年１回開催
受講者数２０名

コンビニエンスストア
ドラッグストア
スーパーマーケット

認知症地域支援推進
員を中心に全職種

C

・開催・・・１企業
昨年度末、ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ４店に広報活動を行い、今年度、ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ
平塚松風町店より、開催依頼を受け、２回に分けて実施した。
（7/31～6名、8/1～4名、　合計：10名受講）
・広報活動・・・４企業
①7/3 訪問サポートハナミズキ、②7/3 すき家袖ヶ浜店、③8/29
しまむらストア駅前店、④8/29 クリエーティブ カミヤに訪問した。主
旨の理解を得、取り組みたいと前向きの回答を頂いている。

計画どおり。
１１月クリエイティブカミヤ、１２月にミ
ヤマ薬局実施予定。

B

〇薬局、歯科医挨拶回り時、他6企業に広報活動の結果、医療、介護の2企
業で開催。地域の医療・介護とのﾈｯﾄﾜｰｸ作りができた。
〇1/14しまむらｽﾄｱ菫平店に訪問、関心を示す。 引き続き、広報していく。

・12/10　みやま薬局(14名）
・12/16　ｸﾘｴｰﾃｨﾌﾞ　ｶﾐﾔ（16名）
★後期合計：30名　　年合計：40名）
・後期広報活動…１0/18　Ｆﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ平塚

医療機関やコンビニエンスストアとの
関係が築け、開催につながったこと
を評価。

④認知症サポーター養成
講座修了者の育成事業

6
(1)

①認知症サポーターのいる店を把握す
る。訪問して情報交換を行い、認知症
フォローアップ研修の開催を促す。
②認知症サポーター上級研修者にボラ
ンティア活動の場を提供する。活動にあ
たり、勉強会を開催する。
③サロン・通いの場だけではなく、一般
市民、及び企業での受講者に対象を広
げ、認知症サポーター上級研修を開催
する。

①随時
②１事業、年１回
③年１回

①西海岸商店街、郵
便局、銀行など
②富士白苑
③公民館

認知症地域支援推進
員を中心に全職種

C

①サポーターのいる企業訪問、フォローアップ研修の広報
・西海岸商店街の受講店舗（３店舗）を訪問し、活動状況を聴取、
地域情報局にサポーターのいる店として掲載広報した。
・8/29 平塚信用金庫南口支店、平塚駅前郵便局に訪問、包括と
認知症地域支援推進員の周知を行い、フォローアップ研修の案内
をした。
②受講者・上級研修修了者の育成
・4～8月 月1回、認知症なでしこサロンの運営協力（延べ4名）
・5/19　認知症カフェ「富士白カフェ」開催前の勉強会（7名）
・5/26　富士白カフェのﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ（5名、次回9/15～7名予定）
・5～8月 月１回、にこにこ予防教室の運営協力（延べ8名）
・8/9  なでしこ・花水・すみれ児童クラブﾞ認知症サポーター小学生
養成講座の運営協力（4名）
・9/3、9/20　アルツハイマーデーイベント（延べ4名）
★合計　延べ39人
③上級研修・・・12/9　南部福祉会館にて開催予定。

計画どおり。
修了者へのフォローアップも行えて
いる。

B

〇富士白苑にて、１/20～23「認知症ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ研修」を実施する。当該施
設では、職員全員が認知症ｻﾎﾟｰﾀｰを受講することになっており、介護支援
員を除いた職員（ＣＭ、事務職、管理人、調理・清掃職）約80名に向けて、認
ｻﾎﾟ受講後のﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟの内容で講義を行う。
〇前年度上級研修修了者を「富士白ｶﾌｪ」「にこにこ予防教室」のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱと
して活用、定期的に活動することで、単発的な祭りやｲﾍﾞﾝﾄ、ｶﾌｪ運営の協力
に応えてくれたり、認知症の方の送迎、話し相手などできるようになる。2/16
「富士白ｶﾌｪ」にてﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動を振り返り「勉強会」を行う予定。
〇「認知症なでしこｻﾛﾝ」参加の介護者2名が上級研修を受講、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活
動をしていきたいと育っている。今年度受講者は一般市民が11名中8名と多
く、研修のｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸで提案した「おさんぽｻﾛﾝ」の協力を呼びかけ活動に
つなげる予定。

②上級研修修了者活動の場
・奇数月1回「にこにこ予防教室」（1名/1回）
・偶数月1回「南部にこにこ予防教室」の協力（2～3名/1回）
・10/27 なでしこ地区福祉ふれあい広場（3名)
・11/17 「富士白ｶﾌｪ」(6名）
・12/20 本人ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ「しゃべる会」（1名）
③上級研修・・・12/9　南部福祉会館にて（11名）

ボランティア育成が１年かけてでき
た。ボランティアの中に当事者の方
もいたり、高齢の方が高齢の方同士
で協力、「支え合う」という体制作りが
できてきていることを評価。

⑤認知症カフェの実施
6

(3)

①認知症なでしこサロンを共催し、専門
的な相談ができる場とともに、認知症が
学べる場としての機能強化を図る。
②富士白苑ギャラリーカフェを共催し、ボ
ランティア育成、認知症本人の居場所づ
くりを行う。
③小規模多機能居宅介護支援でのカ
フェ開催を支援する。
④上記、企業のアプローチのなかで、認
知症カフェの普及啓蒙活動を行う。

①月１回
②年４回
（５,９,11,2月開催）
③年４回
④随時

①へいあんなでしこグ
ループホーム
②富士白苑ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
棟
③しおさい
④商店、企業など

認知症地域支援推進
員を中心に全職種

C

①認知症なでしこサロン
・毎月開催、4月～8月延べ41名
・4月は認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ養成講座を、8月はｹｱﾊﾟｽによる勉強会を開
催した。毎回、薬剤師やＣＭ、訪問看護師など専門職が参加し、認
知症上級者研修修了者も学びの場として参加している。
②富士白カフェ（ギャラリーカフェから名称変更）
・富士白苑主催、包括共催。第１回5/26開催。上級研修修了者5名
が受付、給仕等の活動を行う。認知症本人１名も喫茶の手伝いを
行う。ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ含め、28名参加。前年度からのリピーターもおり、継
続開催していく。
③小規模多機能居宅介護支援「しおさい」と計画中。7/19第１回打
合せ行う。
④普及啓蒙活動･･･4/26西海岸商店街で認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ受講の飲
食店訪問、認知症カフェの広報行う。ほか、企業向け養成講座広
報の際、認知症カフェの説明も行った。

計画どおり。
③小規模多機能居宅介護支援しお
さいと協力してのカフェ実施は、地域
内で広報・周知し９月に実施。

C

〇認知症なでしこｻﾛﾝは参加者同士の交流が良好となり、ﾘﾋﾟｰﾄ率が上が
る。看護師、薬剤師の実習生が参加し、在宅ｹｱの学びを得ている。
〇富士白苑主催「富士白ｶﾌｪ」では、普及・ｲﾍﾞﾝﾄ・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動の支援を行
う。認知症本人や上級研修修了者が給仕等担当、生きがい作り、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
育成の場として活用できた。次回2/16は、「しおさい」と連携し、「しおさい」利
用者のﾋﾟｱﾆｽﾄによる演奏会が実現する。「しおさい」と地域の連携も進み、
黒部丘西自治会主催のｻﾛﾝ開催場所として決定した。
〇「認知症施策推進大綱」に本人発信支援が謳われ、「本人ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ」という
手段を知る。そこで、包括ＣＭが担当している利用者で、認知症とは限定せ
ず、日頃の思いを話したい方を募り開催した。ﾃｰﾏ「やりたいこと」から「桜を
見る会」が発信され、3月末か4月実施していく。
①月1回 認知症なでしこｻﾛﾝ/10/23（8名）、11/27（6名）、12/25 (6名）
②年4回 富士白ｶﾌｪ第3回11/16 (48名）　ｻﾎﾟｰﾄ薬局薬剤師の講話
③12/17 小規模多機能居宅介護支援「しおさい」ｶﾌｪ開催支援、打合せ
④普及啓発活動…１0/18　Ｆﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ平塚、12/10　みやま薬局、12/16
ｸﾘｴｰﾃｨﾌﾞ　ｶﾐﾔ、1/14 しまむらｽﾄｱ菫平店の4企業に認知症ｶﾌｪのﾁﾗｼを説
明して配布。
★その他～10/27 なでしこ福祉ふれあい広場（24名) なでしこ公民館にて相
談＆ｶﾌｪ、12/20　本人ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ「みんなでしゃべる会」（6名）富士白苑にて

計画どおり実施

⑥身近な場での認知症
予防教室の開催

6
(1)

①介護予防事業「にこにこ予防教室」の
開催を看護師と共同して行い、認知症予
防教室としての機能を付加する。
②身近な場で「にこにこ予防教室」を開
催するため、地域に出向き開催する。講
師に、上級研修修了者を活用する。

①年６回、奇数月開
催
②年５回、偶数月開
催

①富士白苑
②南部福祉会館

認知症地域支援推進
員、看護師を中心に
全職種

C

①認知症予防教室の開催
・奇数月の第３木曜日定期開催。毎回、専門職による講話とコグニ
サイズを実施。
・5/16看護師によるフレイル予防の講話（26名参加）。
・7/18管理栄養士による熱中症予防の講話（32名参加）。
・9/19社会福祉士による消費者被害の講話の予定。
②出張、予防教室の開催
・6月から偶数月の第3木曜日、南部福祉会館にて開催。包括看護
師による一口健康メモ、上級研修修了者で介護福祉士による介護
予防ストレッチ、包括職員によるコグニサイズを実施する。
・参加者：6/20（30名参加）　8/22（26名参加）
○その他：5/17 老人会「すみれ会」より依頼あり、認知症予防の講
話とコグニサイズ実施。（23名参加）

計画どおり。 C

〇計画とおり、ｺｸﾞﾆｻｲｽﾞを取り入れた予防教室を月1回ﾍﾟｰｽで開
催した。花水公民館、南部福祉会館への出張開催は「身近になっ
た」と好評を得る。南部福祉会館では、介護予防ｽﾄﾚｯﾁの講師に
上級研修修了者で介護福祉士の方がなる。ｺｸﾞﾆｻｲｽﾞは包括で実
施。もう1名の上級研修修了者が「脳と体の健康ﾘｰﾀﾞｰ」を受講し、
ｺｸﾞﾆｻｲｽﾞの講師補助を行えるようになる。1月は富士白苑の言語
聴覚士による「ｵｰﾗﾙﾌﾚｲﾙ予防」の講話を行う。3月は富士白苑で
「認知症予防教室」（募集40名)として開催する。
①11/21「にこにこ予防教室」 (23名)管理栄養士による講話とｺｸﾞﾆ
ｻｲｽﾞ
②「南部にこにこ教室」10/17(34名)、12/19(27名)

計画どおり実施

⑦認知症初期集中支援
事業の対象者把握

6
(2)

①相談時、認知症チェックリスト、Ｉｐａｄを
活用して対象者の把握を行う。
②一般市民や専門職に向けて、認知症
初期集中支援事業の周知と支援の実践
に関する勉強会を開催する。

①年４ケース以上
②年１回

①相談者宅など
②未定

認知症地域支援推進
員を中心に全職種

C

①家族や地域より相談があったケースについて、訪問面談、及び
認知症チェックリスト実施し、3ケースを対象者として選定会議に提
出した。2ケースが選定され1ケースは相談ケースとして、チーム員
や推進員よりアドバイスを受け対応した。
②5/21 ＣＭ勉強会にて、認知症初期支援の実際を講義、認知症
初期集中支援事業の説明と事例紹介を行い、周知した。（ＣＭ２２
名参加）

計画どおり。 C

〇後期、家族から相談があった１ｹｰｽが選定された。合計４ｹｰｽ選
定会議に提出した。
〇前期、ＣＭに向けて勉強会を開催したことで、ＣＭより「初期集中
支援事業にあたらないか」との相談が２件、認知症で困っている
ケースの相談が2件あった。対象者として選定するｹｰｽではなかっ
たが、ＣＭへの周知ができてきた。

計画どおり実施

23 / 57 ページ 富士白苑



⑧成年後見制度の利用
相談体制の充実

7
(1)

権利擁護の相談に幅広く対応できるよう
に、成年後見制度、任意後見制度、日
常生活自立支援事業、家族信託等につ
いて、研修等に参加し、知識を深める。
高齢福祉課、成年後見利用支援セン
ターや弁護士相談、法テラス、司法関係
者（弁護士、司法書士、行政書士等）と
連携し、適切な支援につなげていく。

外部研修　年２回
利用相談時

研修会場
市役所
成年後見利用支援セ
ンター
包括富士白苑

社会福祉士を中心に
全職種

B

・外部研修に参加し、包括職員に伝達研修を行った。
5/22 成年後見制度の診断書の書式改定等に関する説明会（ＣＭ2
名）
6/10成年後見制度利用促進研修（基礎編）（管理者）
・高齢福祉課・司法関係者・医療機関と連携し、成年後見制度の適
切な支援につないだ。
①成年後見市長申立…3件（虐待ケース1件、認知症身寄り無し2
件）
②成年後見本人申立…1件（親族、弁護士につなぐ）
③成年後見申立支援…2件（認知症独居・長男の申立1件、経済的
虐待・甥の財産管理、作成1件）
④司法関係者のケア会議出席…2件(親子の保佐人の弁護士が個
別ケア会議に出席
・精神科やかかりつけ医との連携により成年後見利用支援が迅速
に出来ている。
①成年後見診断書作成支援…3件（本人情報シートを用いた診断
書依頼2件）　②保佐申立精神鑑定…1件

司法関係者（弁護士）のケア会議へ
の出席や、医療面では精神科かかり
つけ医と連携して迅速な対応を図る
など、日頃から関係機関との連携を
強化し、充実した支援に繋げること
ができた点は大変評価できる。

B

〇成年後見制度の最新情報を研修で学び、本人情報シートを使用
した診断書作成依頼等実践につなげている。2月に成年後見利用
支援センター主催の研修に社会福祉士とCMが参加予定である。
成年後見申立についても、市長申立、本人申立等、高齢福祉課、
成年後見利用支援センター、弁護士等関係機関と連携を図り、迅
速な対応が出来た。1月に親族申立の支援を行う予定である。

➀保佐申立支援…候補者の弁護士と連携し、小田原家裁の調査
官面会の立会、保佐決定後の保佐人との面談の同席等、支援を
行っている。
➁任意後見制度相談支援…1件、リーガルサポート、コスモス成年
後見サポートセンターの電話相談につなぎ、リーガルサポートから
紹介された平塚の司法書士の面談に立ち会う。

司法関係者のケア会議への出席
や、医療面ではかかりつけ医と連携
して迅速な対応を図るなど、関係機
関との連携を強化し、充実した支援
に繋げることができた点は大変評価
できる。
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⑨成年後見制度の普及
啓発の取り組み
　＊実施時期・回数欄に対象
者、開催回数、受講者数を記入
ください。

7
(1)

認知症サロンや福祉村のサロン、介護
予防教室、認知症サポーター養成講
座、上級研修などで成年後見制度の説
明や消費者被害の相談窓口の紹介を行
い、地域住民に高齢者の権利を守る仕
組みについて理解が進むように、啓発活
動を行う。

サロン、介護予防教
室年１回以上
認知症サポーター養
成講座開催時

平塚富士白苑
公民館
南部福祉会館

社会福祉士を中心に
全職種

C

①認知症サポーター養成講座で県社協パンフレット「一人ではむ
ずかしいをサポートします」を配布し、成年後見制度、任意後見制
度、日常生活自立支援事業について説明し、高齢者の権利擁護
について普及・啓発を行った。
・4/25　 認知症なでしこサロン、介護者対象（10名）
・7/11　平塚富士白苑、一般市民向け（44名）
・7/25 ここち弐番館　黒部丘地区住民（15名）
・7/3，8/1ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ平塚松風町店、企業向け（合計10名）
②平塚市消費生活センターチラシ「架空請求のハガキに注意!！」
を配布し、消費者被害についての注意喚起を行った。
・7/13　花水ふれあいの会（独居昼食会）（36名）
・9/19　にこにこ予防教室（28名）

計画どおりに実施。高齢者の相談窓
口になっているコンビニから依頼を
受け、企業向けの講座を実施するな
ど、地域に根付いた実施ができた。

C

〇地域のｻﾛﾝや認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ養成講座で成年後見制度や消費者被害防
止等、高齢者の擁護擁護について普及・啓発を行うことが出来た。

①認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ養成講座で県社協ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ「一人ではむずかしいをｻﾎﾟｰﾄ
します」を配布し、成年後見制度、任意後見制度、日常生活自立支援事業
について説明し高齢者の権利擁護について普及・啓発を行った。
・11/8　花水地区社協（10名）
・11/13　花水公民館一般市民向け（44名）
・12/10　みやま薬局（14名）
・12/16　クリエーティブ　カミヤ（16名）
②平塚市消費生活センターチラシ「あなたの家族は狙われている！」を配布
し、消費者被害についての注意喚起を行った。
・10/17　はごろも福寿会（老人クラブ）（10名）

計画どおりに実施。
地域住民への普及啓発だけでなく、
高齢者の相談窓口になっている地域
の薬局やコンビニを対象に講座を実
施している。

⑩高齢者虐待の相談体
制の充実

7
(2)

虐待ケースの早期発見を図るために、
居宅ケアマネや地域関係機関（民児協
等）と事例共有を行い、連携体制を作っ
ていく。

包括内研修で、虐待対応事例を共有し、
包括職員全員が虐待対応の理解を深め
られるようにしていく。

ケアマネ勉強会年１
回

包括内研修年２回

平塚富士白苑 社会福祉士を中心に
全職種

C

・虐待ケース（1件）
5月に居宅CMより虐待相談があり対応。1年前に前担当CMから相
談があったが、本人の希望で対応保留となっていた。本人は富士
白エリア外の住宅型有料老人ホームに入居していたが、住所変更
しておらず、今までの経過があるため、富士白包括が対応する。
CM・施設長･民生委員から情報収集し、本人や親族と面談する、
経済的虐待疑いで高齢福祉課に包括が通報する。高齢福祉課の
カンファに居宅CMも参加し、多職種で虐待対応の連携を図ること
が出来た。
・包括内研修（9/18）　上記の虐待ケースについて、包括内で情報
共有し、包括職員が虐待の早期発見、平塚市高齢者虐待対応マ
ニュアルに沿った対応について理解を深める。

包括内研修で虐待ケースの情報共
有を図るなど、ケアマネから早期に
通報が受けられるよう、組織的に
チーム力を高める取り組みができ
た。

B

〇居宅CMからの虐待相談について、高齢福祉課、包括、CMで多
職種連携を図り、解決につながった。包括虐待相談事例を包括内
研修で共有し、全職種で理解を深めることが出来た。

2月に包括内研修とCM勉強会で高齢者虐待事例の共有を行う予
定となっている。

ケアマネから早期に相談・通報が受
けられるように、ケアマネ勉強会で事
例共有を企画するなど、組織的に取
り組み、連携体制づくりができてい
る。

⑪高齢者虐待防止の普
及啓発に関する取り組み
　＊実施時期・回数欄に対象
者、開催回数、受講者数を記入
ください。

7
(2)

認知症サロンや福祉村のサロン、介護
予防教室、認知症サポーター養成講
座、上級研修などで高齢者虐待防止に
ついて説明し、地域住民が早期発見や
防止ができるような、普及・啓発活動を
行う。

サロン、介護予防教
室年１回以上
認知症サポーター養
成講座開催時

平塚富士白苑
公民館
南部福祉会館

社会福祉士を中心に
全職種

C

・認知症サポーター養成講座で神奈川県「防ごう！高齢者虐待」の
パンフレットを配布し、高齢者虐待防止の早期発見、防止について
の普及・啓発を行った。
・4/25　 認知症なでしこサロン、介護者対象（10名）
・7/11　平塚富士白苑、一般市民向け（44名）
・7/25 ここち弐番館　黒部丘地区住民（15名）
・7/31、8/1ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ平塚松風町店、企業向け（合計10名）

計画どおりに実施。 C

〇認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ養成講座で高齢者虐待防止の早期発見、防止
について普及・啓発を行うことが出来た。

・11/8　花水地区社協（12名）
・11/13　花水公民館一般市民向け（26名）
・12/10 みやま薬局（14名）
・12/16　介護事業所カミヤ（16名）

計画どおりに実施

⑫虐待を受けた高齢者に
対するケア体制の充実

7
(2)

虐待発生時は、高齢者虐待対応マニュ
アルに基づき、高齢福祉課と連携を図
り、早期解決を図って行く。困難ケース
については弁護士相談を活用していく。

虐待ケース発生時
市役所・虐待ケース
受入れ施設

社会福祉士を中心に
全職種

C

居宅CMからの経済的虐待相談に対して、高齢者虐待マニュアル
に沿って対応した。事実確認のための入居施設訪問、本人、施設
関係者、民生委員、親族からの情報収集を行い、高齢福祉課に虐
待相談受付票を提出。関係機関で役割分担し、本人の財産保全を
図ることが出来た。

計画に沿った対応が行えている。関
係機関との役割分担、マニュアルに
沿った対応が迅速にでき、高齢者の
安全を確保することができた。

C

〇居宅CMや施設、高齢福祉課と連携して、経済的虐待ケースの
対応を図ることが出来た。

後期の虐待ケースは無し。

計画どおりに実施

⑬養護者に対するケア体
制の充実

7
(2)

虐待疑いのあるケースは、ケアマネ
ジャー、民生委員、医療機関、法人施設
等と連携を図り、介護保険サービスの充
実（ヘルパー、ショートステイ等）、見守り
強化や、医療機関への受診等、養護者
の負担を軽減できるような支援を行って
いく。
養護者の抱える課題に対して、包括に
相談できるような関係性を築いていくとと
もに、必要な関係機関につないでいく。

虐待ケース相談時
包括富士白苑
利用者宅

社会福祉士を中心に
全職種

C

養護者支援（3件）…高齢福祉課と連携し養護者支援を行った。
・経済的虐待…養護者と面談し、暮らしサポート相談の紹介を行っ
たが、状況が改善されず、高齢福祉課に虐待相談受付票を提出、
高齢福祉課が養護者を訪問。養護者の話を傾聴、生保紹介を行
う。
・心理的虐待疑い…高齢福祉課と訪問し、本人･夫と面談する。本
人の性格にこだわりがあり、長男に連絡が取れ、長男が対応する
こととなる。
・ネグレクト…虐待措置入所ケース。養護者でアルコール依存の夫
が要支援となり、認知症地域支援推進員がサポートし、妻との面
談支援や地域ケア個別会議を開催し、養護者も含めた支援を行っ
た。

計画に沿った対応が行えている。 B

〇養護者支援は高齢福祉課、包括職員で連携を図り、養護者に
寄り添った支援を行うことが出来た。

・虐待措置入所ケース…アルコール依存の夫の継続支援を行って
いる。
夫のＣＭ、ヘルパーや妻の入所施設職員、高齢福祉課と連携を図
り、夫からの電話相談対応や、夫婦の面会の同席等を行い、分離
して独居状態になってしまった夫に寄り添い、夫婦2人の支援を
行っている。
・認知症独居で家族関係が悪くネグレクトになりそうなケースにつ
いて、長男家族の心情を理解し、包括から粘り強く働きかけ、成年
後見親族申立や施設入所につなげることが出来た。

措置入所の事例や一時保護の事例
の養護者に対して、状況改善のため
の支援や成年後見申し立てまでの
支援が長期的に実施できている。
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４　包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

方針
番号 内容(何を、どのように） 実施時期・回数 場所 担当者

前期
評価 実績・評価理由 市確認結果

年間
評価 実績・評価理由 市確認結果

①ケアマネジャーへの支
援

2

前年度に開催した勉強会でのアンケート
の集計結果の内容を踏まえた、研修会・
ケアマネジャー交流会・事例検討会を委
託先居宅介護支援事業所向けに実施す
る。

年４回
(居宅介護支援事業
所勉強会を含む）
・５/２１障害福祉制度
の概要・認知症初期
集中事業について・
CM交流会
・８/２０課題総括整理
表勉強会
・１１/１９事例検討会
・２/１８事例検討会

平塚富士白苑
主任介護支援専門員
を中心に全職種

C

①委託先CM勉強会
〇5/21委託先CM勉強会開催（参加者29名）
・障害福祉制度の概要について講師：平塚市障害福祉課吉田氏
・認知症初期集中支援事業について講師：包括水口認知症支援推
進員
ご利用者への支援体制の強化を図ることを目的として、障害福祉
制度や認知症初期集中支援事業について講義で学び理解を深め
た。
〇8/20委託先CM勉強会開催（参加者36名）課題整理総括表の活
用について講師：横浜市踊場地域ケアプラザ毛呂氏
介護支援専門員としての資質向上を図ることを目的として、課題整
理総括表の活用方法の理解を深めた。
②CMへの支援
〇4月、包括CMから支援困難と相談。担当CM、包括看護師ととも
に相談事業所との面談等支援を行った。
〇5月、居宅CMから経済的虐待の相談。社会福祉士と支援を行
う。

計画どおり。 C

前年度に開催した勉強会でのアンケートの集計内容をもとに勉強会の内容
を構成し、委託先ＣＭ勉強会を11/19開催、2/18に前回事例検討会で検討
をした事例をもとに支援困難事例の支援の方法・多職種連携勉強会を開催
予定。
ＣＭへの支援については相談があった場合、随時対応した。

①委託先CM勉強会
・11/19　委託先CM勉強会開催（参加者23名）
支援困難事例・多職種連携をテーマに事例検討会を開催。委託先事業所
CMより事例提供。事例をもとに支援困難者の理解、多職種連携の重要性
について検討を行い、考察を深めた。
②CMへの支援
・10月　包括CMから利用者より担当CM変更の希望があると相談。管理者と
同行訪問を行い、担当CM継続の調整を行った。
・10月　居宅CMより認知症利用者、主介護者が入院、他に身寄りがなく支
援困難と相談あり。管理者と支援を行う。
・12月　居宅CMから利用者よりCM変更の希望があると相談。担当CM、利
用者と面談を行い、CM変更の調整を行った。

計画どおり実施

②地域ケア会議（個別ケ
ア会議、小地域ケア会
議）を開催する

2

①個別ケア会議の開催
地域住民やケアマネジャーが解決困難
とし、課題解決が必要な場合に多職種
で連携をし開催する。
②小地域ケア会議の開催
自治会・民生委員など地域の活動を知
り、介護支援専門員に地域の一員として
参加を促し、情報共有を図り、ネットワー
クの構築をし連携を深める。

①課題発生時

②担当２地区で年１
回

①平塚富士白苑

②公民館

主任介護支援専門員
を中心に全職種

C

①個別ケア会議・・・なでしこ地区４件
・4/25　成年後見制度が必要な親子
・7/29　虐待措置事例…夫婦双方の担当者が出席し多職種連携
を図り課題解決を行った。4月の事例は弁護士も参加し司法関係
者との連携が強化できた。4事例とも主治医からの意見聴取を行
い、医療との連携を図っている。
②9/17　なでしこ地区小地域ケア会議を予定していたが、10/1に
変更し調整中。

個別ケア会議事例4件とも主治医の
意見聴取を行い、医療との連携を図
ることが出来ている。富士白苑エリア
の医療機関へ包括の周知を行うなど
顔の見える関係づくりに努めている
効果もあり、協力を得られている。

C

〇地域に必要な資源について、地域でできること、介護保険ででき
ることについて意見交換・情報共有を行った。地域とCMのお互い
が支援していることへの理解や、顔の見える関係作りを行った。
3月中に花水地区小地域ケア会議、南部福祉会館小地域ケア会
議開催予定。日程調整中。
①個別ケア会議開催なし。
②10/１　なでしこ地区小地域ケア会議を開催（参加者40名・・・地
域福祉関連団体28名、在宅拠点薬局2名、居宅CM10名）

計画どおり実施

○平成３０年度に開催をした小地域ケア会議より、介護支援専門員、自
治会、民生委員等の関係機関の関係性が希薄になっていることを把握
したため、ネットワーク作りの構築を行う。

○小地域ケア会議開催時に介護支援専門員に地域の一員として参
加を依頼し、地域資源の理解や地域との関係性を深め、高齢者が
住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、支援体制を整え
る。

〇8/20に開催した委託先CM勉強会にて、小地域ケア会議へのCMの参加の必要性を講義の内容に含み、講
師より説明をした。当日、10/1開催の小地域ケア会議の出席依頼分を配布した。また、地域ケア個別会議を開
催することで多職種連携を図り、地域での生活を継続することができている。

10/1に開催したなでしこ地区小地域ケア会議では、自治会、民生委員、在宅拠点薬局、介護支援専門員が
出席し、意見交換や情報共有を行い、顔の見える関係性作りを行うことができた。地域と介護支援専門員の
ネットワークが構築されたことで、高齢者が地域での生活を継続することができている。花水地区小地域ケア
会議は３月を予定している。

（４）今年度の取り組み・重点事項 （５）取り組み実績（前期） （７）取り組み実績（年間）

（１）前年度の取り組みに対する評価・実績

○平成２８年度より担当地区内、委託先の居宅介護支援事業所のケアマネジャーに対してケアマネ勉強会を定期的に開催（年４回）、今年度
も、毎回２５名程度の参加があり、包括とケアマネジャーとの連携が良好に図られている。また、アセスメント力向上を目的にグループスー
パービジョンによる事例検討会を行った。年度末には、外部講師によるスーパービジョンを行い、事例の理解を深め、参加者から高評価と継
続開催希望が多くあがっている。
○ケアマネや民生委員の相談で地域ケア個別会議を開催した。ケアマネ、介護関係者、障害関係機関、医療関係者の参加や、主治医の意
見聴取を行い、医療、介護、福祉が連携して、地域課題の解決を図ることが出来た。地域ケア個別会議の事例共有と地域力発見をテーマに
小地域ケア会議をなでしこ、花水２地区で開催した。地域の関係団体（自治連、地区社協、町内福祉村、民生委員）が参加し、活発な意見交
換が行われ、地域の連携強化が図れた。

（２）主な地域課題 （３）主な地域課題の改善策・解消策 （６）取り組みに対する全体評価（前期） （８）取り組みに対する全体評価（年間）
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平塚市地域包括支援センターふじみ　　 令和元年度事業計画書及び評価表

１　介護予防ケアマネジメント事業等

方針
番号 内容(何を、どのように） 実施時期・回数 場所 担当者

前期
評価 実績・評価理由 市確認結果

年間
評価 実績・評価理由 市確認結果

①介護予防把握事業の
推進
　(フレイル状態像の把
握)

4

（１）通いの場に登録している活動に対し
て出張フレイル講座を行う。
（２）通いの場に登録していないが定期
的に活動している団体（桜ヶ丘老人会）
に対して出張フレイル講座を行う。
（３）出張フレイル講座において、フレイ
ル状態でない人に対して、フレイルサ
ポーター養成研修の声かけをする。

（１）４～３月
（２）４～３月
（３）４～３月

（１）（３）富士見公民
館、自治会館・町内会
館等
（２）桜ヶ丘自治会館

保健師 C

（１）通いの場の視察時に出張フレイル講座を行う（４団体）
（２）公民館シニアスクール、福祉村移動サロンで出張フレイル講
座を行う。
（３）後期に行う予定

後期についても地域団体と調整を図
りながら実施可能な団体にアプロー
チをしていくことを確認した。

C

（１）通いの場の視察時に出張フレイル講座を行う（後期３団体・年
間７団体）
（２）福祉村移動サロン・ふじみ健康教室（９月・１０月・１１月）でフレ
イル講座を実施する。
（３）出張フレイル講座において、フレイルサポーター養成研修の声
掛けはするも、サポーター養成研修への参加者はいなかった。

計画通り。

②サロンの開催支援 2

　地域団体のサロンへの出席・協力を継
続する。
　（１）福祉村移動サロン
　　　…月１回講話、月１回コグニサイズ
　（２）みのり会（地区社協主催食事会）
　　　　（９・２月は交流ふれあいサロン）
　　　…講話、コグニサイズ等
（３）老人会
　　①寿和会（諏訪町老人会）
　　　－１　定例会…コグニサイズ
　　　－２　フレンズ…講話
　　　－３　ふれあいサロン
　　　　　　　…カラオケ機器貸出
　　②桜ヶ丘友の会（桜ヶ丘老人会）
　　　…コグニサイズ、講話
　　③中里老人会…講話、コグニサイズ
　　④その他（九十九会等）
　（４）その他（自治会会議・行事等）
　　①二葉会夏祭り（８月）…健康相談

（１）月２回
（２）月１回
　　　（第１水曜日）
（３）
①－１　年６回
（奇数月第１火曜日）
　－２　月１回
（毎月第２木曜日）
　－３　年２回（７月２
６日、３月２７日）
②年６回程度
③年６回程度
④随時
（４）随時
　①８月

（１）各町内会自治会
館
（２）富士見公民館
（３）
①諏訪町会館
②桜ヶ丘自治会館
③中里町内会館
（４）
①四十瀬川公園

【主担当】
保健師
【副担当】
認知症地域支援推進
員
主任ケアマネ
社会福祉士

C
　地域団体のサロンの出席・協力を継続して行なっている。
（１）～（４）計画どおり行うことができている。

計画どおり。 C
地域団体のサロンの出席・協力を継続して行っている。
（１）～（４）計画どおり実施。

計画通り。

③介護予防、健康長寿等
に関する講座、講演会の
開催

4

　介護予防・健康についての啓発を目的
とした「ふじみ健康教室」を定期開催す
る。平成３１年度から月１回の開催とす
ることで気軽に集える場として定着を図
る。また、高齢者でなくても参加できる場
とする。
・　４月１３日　フットケア
・　５月１８日　認知症予防教室
・　６月　 消費者被害
・　７月　 熱中症
・　８月　 認知症サポーター養成講座
・　９月　 フレイル（運動）
・１０月　 フレイル（食事）・骨密度測定
・１１月　 フレイル（口腔）
・１２月　看護学生が内容企画
・　１月　医師の講話
・　２月　エンディングノート
・　３月　コグニサイズ

月１回

福祉村
平塚看護大学校
カメリア桜ヶ丘
富士見公民館
等

【主担当】
保健師
【副担当】
認知症地域支援推進
員
主任ケアマネ
社会福祉士

C

　関係機関との調整状況から内容の変更はあったが、月１回「ふじ
み健康教室」を行うことができている。
・４月１３日　フットケア・体幹トレーニング　参加者　３６名
・５月１８日　認知症予防教室　参加者　３７名
・６月２２日　老人ホームの選び方　参加者　４３名
・７月２３日　振り込めサギ・消費者被害　参加者　１４名
※年間計画にある８月の認知症サポーター養成講座はふじみ健
康教室とは別枠で行う

計画どおり。 B

関係機関との調整状況から内容の変更はあったが、月１回のふじ
み健康教室を行うことはできている。
・９月１０日　　フレイル予防プロジェクト（運動）９名
・１０月１０日　フレイル予防プロジェクト（食事・骨強度測定）２０名
・１１月１２日　フレイル予防プロジェクト（口腔）１５名
・１２月９日　　コグニサイズ９名
・１月１１日　　看護学生企画　健康クイズ　１２名
・２月１５日（予定）　看護学生企画　嚥下について
・３月１３日（予定）　　柳町内科　笹尾医師の講話

　計画とは異なるテーマの開催もあ
るが、その時々での地域住民のニー
ズを取り入れた変更であった。看護
学生に協力いただいた世代間交流
を兼ねた講座を計画以上実施できて
いるためＢ評価としている。
　看護学生としても地域との交流は
「勉強になる」との声があり、地域の
方々からの受け入れのニーズも高い
ため、双方にとって良好な関係が築
けている。

・健康に対する意識が高く、テレビ等の情報を小まめにチェックしている
人が多い地域だが、正確な情報を持っていない場合もある。また、知識
はあっても、生活を改善していくことができる人はそこまで多くない。
・既存のサロン（老人会）の担い手が高齢化している。そのため、リー
ダー研修への参加が難しく、自主的な介護予防活動としていくことが難
しい。

・地域団体のサロンに引き続き訪問し、健康や介護予防に関する情
報提供を行う。既存のサロンで、自主的に介護予防活動ができる方
法について、各団体と一緒に考えていく。
・ふじみ健康教室を毎月開催とし、定期的な集いの場、情報提供の
場として地域への定着を図る。
・富士見地区公民館祭りでの健康チェックを毎年開催していくこと
で、健康管理に対する意識向上を目指す。
・ふじみ健康教室と公民館祭り健康チェックが連動していくような講
義プログラムの組み立てをする。

　計画どおり行うことができている。
　健康チェックについては、地区社会福祉協議会主催の「交流ふれあいサロン」（９月４日開催）において、新た
に行うことになり、今回の状況によっては年２回のサロン開催時に定期的に健康チェックを行うことを視野に入
れている。

ほぼ、計画通り実施できている。
ふじみ健康教室も、看護学生主体で企画を行うなど、前年度とは違う趣向であったが、地域の受け入れもよ
く、定期的な集いの場として定着しつつある。また、健康チッェク年2回開催し、自身の身体状況が数値とし
て見える機会を持つことで、自主的な介護予防につなげていくことも検討している。

（４）今年度の取り組み・重点事項 （５）取り組み実績（前期） （７）取り組み実績（年間）

（８）取り組みに対する全体評価（年間）

（１）前年度の取り組みに対する評価・実績

・地域団体のサロンや催し、通いの場に参加し、介護予防についての普及啓発を行った。
・健康教育、介護予防を目的とした集いの場として「ふじみ健康教室」を立ちあげ、２か月に１回（奇数月）行い、６回の開催で１７３名が参加し
た。
・富士見地区公民館祭りにおいて、包括事務所を会場にして、健康チェック（骨強度・血管年齢・握力等の測定、薬剤師・栄養士・保健師によ
る健康相談、介護予防体操の体験）を行い、２日間で１９９名の来場者があった。

（２）主な地域課題 （３）主な地域課題の改善策・解消策 （６）取り組みに対する全体評価（前期）
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④適正な介護予防ケアマ
ネジメントの実施

3

（１）事業対象者が介護予防サービスを
利用できるようになったことで、サービス
を利用できる対象者の幅が広がり、過剰
なサービス提供になる可能性があるた
め、ニーズとデマンドの違いを意識した
ケアマネジメントが行えるよう事業対象
者のサービス利用状況を職員間で共有
する。
（２）基本チェックリストの結果に基づい
た予防ケアプランの立案を目指す。
　①包括職員…研修に参加する。
　②外部ケアマネジャー
　　－１　４包括合同勉強会で研修会を
行う
　　－２　市内包括合同で居宅システム
会議で研修会を行う
　　－３　委託ケースのサービス担当者
会議にできる限り同席する

（１）４～３月
（２）
　①４～３月
　②－１　４月１５日
　 　－２　６～７月頃
　 　－３　４～３月

（１）（２）①②－３
包括事務所、ケース
自宅等
（２）②－１
　　　栗原ホーム
　　　②－２
　　　未定

（１）管理者

（２）主任ケアマネ
C

（１）ケースの状況を共有することで、介護保険でサービス利用する
ことが適切か、事業対象者でサービス利用することが適切かをセ
ンターとして決定している。
（２）
①保健師が９月１７日の介護予防のための地域ケア個別会議の
研修に参加予定
②－１　４月１５日　四包括合同勉強会でケアマネジャー向けに研
修を行った。参加者　３０名
　－２　９月１９日　市内包括合同で居宅システム会議で研修を行
う予定。
　－３　予防委託ケースのサービス担当者会議には可能な限り出
席し、予防ケアプランに対して助言を行っている。

計画どおり。 C

（１）新規相談のケースについては、職員間で情報の共有をはか
り、どのような支援が必要かを職員間で話し合い決定している。
（２）
①　保健師が9月17日の介護予防のための地域ケア個別会議の
研修に参加
②-1　9月19日　市内合同で居宅のシステム会議にて、チェックリス
トについての研修を実施。
　-2　　予防委託ケースのサービス担当者会議には可能な限り出
席し、予防プランに対しての助言を行っている。

計画通り。

⑤通所型サービスCの利
用者の利用後のフォロー
について

3

（１）通所型サービスＣ終了後に訪問によ
るモニタリングを行い、評価に基づいた
支援を行う。
（２）地域に受け皿となる社会資源ができ
るよう、包括が定期訪問している老人会
やサロンに対して、健康チャレンジリー
ダー研修への参加をお願いする。

４～３月

包括事務所
ケース自宅
サロン会場
等

保健師 D

（１）通所型サービスＣ短期集中健康チャレンジ教室に１名参加し
ており、教室終了後の評価を行っている。
（２）老人会に働きかけを行ったが、健康チャレンジリーダー研修の
参加者はいなかった。

通所Ｃ利用後の地域における受け
皿を整備するため、健康チャレンジ
リーダーの養成を図ったが、研修へ
の参加に繋げられなかったためＤ評
価としている。

C

（1）通所型サービスC　短期集中健康チャレンジ教室に1名参加し
た。3か月体を動かす機会を得て、筋力が付いたとの自覚があり、
引き続きの運動を希望される。
（２）健康チャレンジリーダー研修への参加者はいなかった。しか
し、包括からの声かけで、「脳とからだの体操リーダー養成講座」1
名参加している。

計画では健康チャレンジリーダーを
養成する予定であったが、その代替
として認知症に関する人材育成がで
きたため、Ｃ評価としている。

⑥総合事業における多様
なサービスの利用促進

3

（１）介護保険サービスの中では解決で
きない課題について、福祉村に相談をす
ることで、地域課題を共有し、解決を図
る。
（２）協議体が小地域ケア会議と同時開
催していることを活かし、個別ケア会議
で検討されたケースや、特徴的なケース
を元に話し合いを行うことで、地域課題
を共有し、解決方法を検討し、地域課題
に対応した支援体制の構築を目指す。
　認知症サポーター上級研修受講者を
中心に立ち上げた認知症カフェ「ぬくもり
カフェ」（３－⑤参照）についても、協議体
で地域課題として話し合われてきたテー
マであるため、連動して話を進めていく。

（１）４～３月
（２）年２回

福祉村 管理者 C

（１）介護保険サービスで解決できない課題について、福祉村の
「身近な生活支援」や「訪問型サービスB」で解決を図った。
（２）８月２７日に今年度第１回目の協議体を開催した。
　地域課題を共有し、解決方法を検討や、「ぬくもりカフェ」の進捗
状況の報告も行っている。

介護保険サービスでは解決できない
課題の解決方法として、地域の中の
インフォーマルサービス等も活用しな
がら高齢者の支援をしていることを
確認した。月1回のみのごみ出し等
はヘルパーではなく福祉村の生活支
援や訪問Ｂ等で対応している例があ
る。

C

（１）介護保険サービスで解決できない課題について、福祉村の
「身近な生活支援」で粗大ごみのゴミ出しを依頼。また、月１回の資
源ごみのまとめなどは引き続き「訪問型サービスB」を利用し解決し
ている。
（２）２月１９日に第２回の協議体を開催予定。

計画通り。

⑦加齢による機能低下の
改善

4

（１）「ふじみ健康教室」（１－③参照）に
おいて、介護予防・健康についての講話
を行う。
（２）富士見地区公民館祭りにおいて、健
康チェックを行い、健康や介護予防に対
する意識の向上・生活改善を目指す。

（１）月１回
（２）３月

（１）福祉村
平塚看護大学校
カメリア桜ヶ丘
等
（２）包括事務所

【主担当】
保健師
【副担当】
社会福祉士
主任ケアマネ
認知症地域支援推進
員

B

（１）月１回ふじみ健康教室を行っている。
（２）２月２９日・３月１日に行う方向で調整している。
（３）年間予定になかったが、地区社協主催の交流ふれあいサロン
（９月４日）において、地域の薬局（追分薬局）と地域密着型サービ
ス事業所（えん）と協働して健康チェックを行った。

もともと健康意識が高い地域である
ため（３）の健康チェックの取組が地
域の方々から好評である。健康
チェックでは骨密度や握力等のよう
に数値が見えるものに特に関心を示
していただいている。健康チェックを
きっかけにフレイルチェック測定会や
介護予防サロンへの参加等に繋げ
られるよう普及啓発をしていることを
確認した。

B

（１）月１回のふじみ健康教室を開催している。
（２）２月２９日・３月１日の公民館祭りで健康チェックを実施予定。
追分薬局・クリエイト薬局と協力予定。
また、２月５日の地区社協主催の交流ふれあいサロンにおいて、
地域密着型サービス事業所（えん）と協働して健康チェックを行う予
定。

前期同様、計画以上の普及啓発に
繋げられている。

⑧外出の促進（閉じこもり
高齢者の把握等）

4

（１）民生委員の一人暮らし訪問時に、包
括のチラシ（広報誌・催し案内）を配布し
てもらう。
（２）－１　協議体での検討を引き続き行
う。
　　 －２　ひらつか安心カードの普及・啓
発を行う。

（１）４～３月
（２）－１　年２回
　　 －２　４～３月

（1）　ケース自宅等
（２）－１　福祉村
　　 －２　包括事務所

管理者 B

（１）民生児童委員協議会定例会で、包括作成のチラシを配布し、
民生委員の一人暮らし訪問時に、包括のチラシを配布してもらって
いる。夏季の健康について書かれたチラシ「熱い夏を元気に」は３
００部配布した。
（２）－１　８月２７日の協議体を行い、検討している。
　　 －２　包括広報誌や地域サロンでひらつか安心カードの周知を
行った所、配布希望者が多数あり、９１名分配布した。

閉じこもり高齢者への対策を地域の
方々と協議し、閉じこもり傾向にある
高齢者にも困った時の相談窓口を周
知するため「ひらつか安心カード」の
普及を図ったところ、想定以上の反
響があったためＢ評価としている。今
までセンターとの関わりがなかった
高齢者からカードをもらいたい旨の
要望もあり、カードの配布をセンター
との関わりのきっかけ作りとして活用
している。

B

（１）民生児童委員協議会の定例会で、包括作成のチラシを配布
し、民生委員の一人暮らし訪問時に、チラシを配布してもらってい
る。インフルエンザについては300部配布した。
（２）-1　２月１９日協議体で引き続き検討する。
（２）-2　民生委員を通しての希望もあり、２２名分配布した。

安心カードの他、回覧板でのチラシ、
たよりの周知をする等もあり、今まで
関わりがなかった人からの連絡や来
所が徐々に増えている。場所を知っ
ておきたいために、立ち寄る高齢者
も数名いた。
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２　相談支援業務

方針
番号 内容(何を、どのように） 実施時期・回数 場所 担当者

前期
評価 実績・評価理由 市確認結果

年間
評価 実績・評価理由 市確認結果

①多様化する相談内容
に対応できる体制づくり

1

（１）土曜日・祝祭日の開所
　土曜日・祝祭日に職員が出勤し、相
談・訪問対応ができる体制を継続する。
（２）毎日の朝礼・申し送り時にケースの
情報共有・意見交換し、総合相談ケース
の相談記録を回覧することで、ケースの
支援方針の共有化ができ、職員ごとの
対応のブレを少なくしていく。

４～３月 包括事務所

【主担当】
管理者
【担当】
全職員

C

（１）土曜日・祝祭日に職員が出勤することで、平日に相談できない
方からの相談対応をしたり、関係機関が休みで対応できないことに
対する対応ができている。
（２）計画どおり行っている。

計画どおり C

（１）土曜日・祝日に職員が出社することで土日しか来れない家族
などの相談にも対応できている。
（２）全ての総合相談の記録を回覧することで、職員間の情報の共
有が図れ、対応についてもブレることなく対応できている。

土曜日・祝日は１～２人体制で相談
業務にあたっている。記録の回覧と
ともに職員間でカンファレンスを実施
し、全員が対応できるよう努めてい
る。

②認知症地域推進員に
よる専門的な相談支援と
ＭＣＩ（軽度認知障害）の
方を把握するためのタブ
レットの活用

6
(2)

（１）常勤専従の職員を配置する。認知
症についての相談は、認知症地域支援
推進員が主に対応するが、他職種と支
援状況を共有し、必要時には多職種で
支援していく。
（２）タブレット事業については、ふじみ健
康だより（包括広報誌）、地域団体サロン
で周知をし、希望者を募る。

４～３月 包括事務所　等
認知症地域支援推進
員

C
（１）計画どおり行っている。
（２）認知症地域支援推進員がタブレット事業の研修に参加し、８月
のふじみ健康だよりで周知を開始している。

（１）家族からの相談が多いが、近隣
の住民やコンビニ、病院など多機関
から相談あり。
（２）２か月毎に発行。

D

（１）計画通り実施。
（２）タブレット事業についてはふじみ健康だより・地域団体のサロ
ン・包括の置き看板などで周知を図り、希望者６名に実施してい
る。9月と2月に行われた、交流ふれあいサロンでは、「私も認知
症？チエックリスト」を参加者に実施してもらい、結果については、
個別に説明を行った。（合計69名）

（２）共通目標であったタブレット端末
の活用人数に達していないため。別
媒体を活用し、必要に応じた支援に
つなげることができた。

③支援における地域包括
ケアシステムのネットワー
クの構築・活用

2
・
5

（１）民生児童委員協議会の定例会や地
域サロン、地域行事等に参加・協力する
ことで、地域団体関係者や地域住民と顔
を合わせる機会を持ち、包括の認知度
を上げ、問題が早期発見できる体制を
目指す。
（２）包括が作成した健康等に関するチラ
シを民生委員が独居高齢者訪問時に配
布することで、問題の早期発見や、健
康・介護予防意識の向上を図る。
（３）センター広報誌を自治会回覧板で回
覧し、エリア内の医療機関、在宅支援拠
点薬局等に配架することで、包括の認知
度の向上、関係機関との連携強化、問
題の早期発見体制の構築を図る。
（４）福祉村とケアマネジャーの懇談会を
開催し、お互いの機能の理解、連携の
強化を図る。

（１）４～３月
（２）月１月
（３）４～３月
　　（偶数月）
（４）９月頃

（１）富士見公民館
福祉村
各地区自治会館
等
（２）富士見公民館
（３）自治会
　　 医療機関
　　 薬局
　　 等
（４）福祉村

（１）～（３）
【主担当】
社会福祉士
【副担当】
主任ケアマネ
保健師

（４）
主任ケアマネ

C

（１）（２）（３）計画どおり行っている。
（４）民生委員が今年度改選ということもあり、今年度は福祉村とケ
アマネジャーの懇談会を行わないことになったが、民生児童委員
向けに認知症の関わり方についての研修を９月１１日に、福祉村
ボランティア向けにもしバナカードを使用した研修を１月９日に行う
方向になっている。

計画どおり C

（１）（２）計画通り実施。
（３）ふじみ健康だよりを２か月に１回、ふじみ健康教室の案内につ
いては毎月回覧板に回覧している。また、ふじみ健康だよりをエリ
ア内の医療機関、在宅支援拠点薬局に配架するときに、独自に作
成をした包括の案内についても同様に配架している。
（４）９月１１日に民生児童委員向けに認知症のかかわり方につい
ての研修を実施。１月９日に福祉村のボランティアにもしバナカー
ドを利用した研修を実施。また、民生児童委員が改選したため、地
域で民生委員の協力が必要なケースについては、ケアマネとの同
行訪問等橋渡しを行っている。

計画通り。

･包括ふじみの認知度は少しずつあがってきているが、まだまだ低い。

・ふじみ健康だよりの定期発行を継続する。
・ふじみ健康教室を月１回開催にする。
・地域のサロン・催しへの出席、富士見地区公民館祭りの協力等を
行うことで、包括の認知度の向上を目指す。

　計画どおり行うことができており、関係機関の連携強化が進んでいる。
　１月・２月のふじみ健康教室は、平塚看護大学校の授業（地域住民向けの健康に関する啓発の企画）として
行なうことになり、より学校との連携強化が図れている。

計画どおり実施できている。
平塚看護大学校や湘南平塚看護専門学校は、実習などを通して連携強化が図れている。また、サポート医
や在宅支援拠点薬局ではないが、地域の医師や薬局とも連携をとっている。

（４）今年度の取り組み・重点事項 （５）取り組み実績（前期） （７）取り組み実績（年間）

（１）前年度の取り組みに対する評価・実績

・開所して２年が経ち、包括ふじみの認知度が徐々にあがっている（相談・訪問・予防ケアマネジメントケースの件数の増加）。
・包括内の職員間の連携が取れ、地域団体や関係団体との連携が深まり、支援困難ケース、認知症ケース等の対応ができている。
・ふじみ健康だより（包括広報誌）を２か月に１回発行し、自治会回覧板、サポート医・在宅支援拠点薬局で配布している。
・エリア内にある２校の看護学校（平塚看護大学校、湘南平塚看護専門学校）とは、実習の受け入れ、授業での認知症サポーター養成講座
の開催、包括事業のボランティア・会場協力を行うことができ、連携が深まっている。
・開所時から地域課題としてあがっていた認知症高齢者の増加、介護者の支援に対する事業として、認知症カフェの立ち上げをすることがで
きた。協議体でも同問題について検討をしてきたため、福祉村と共催という形になり、自治会や地区社協、民生委員からも理解を頂き、富士
見地区の認知症サロンとして立ち上げることができた。
・平成３０年１月のふじみ健康教室で薬剤師を招いて講話を行ったが、教室周知時、身近な薬剤師に相談ができている人が多いことが分かっ
た。

（２）主な地域課題 （３）主な地域課題の改善策・解消策 （６）取り組みに対する全体評価（前期） （８）取り組みに対する全体評価（年間）
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④センター職員のスキル
アップ

1

（１）全職員が研修に参加できるよう業務
調整をする。
（２）地域包括支援センター現任者研修
の受講（清水）
　　 地域包括支援センター初任者研修
の受講（新入職員）

４～３月
（１）包括事務所
（２）研修会場

管理者 C
（１）計画どおり行っている。
（２）（清水）後期受講予定
　　 （新入職員塚越）９月３日・１１日受講予定

計画どおり C

（１）　計画通り実施。
（２）
地域包括支援センター初任者研修　９月３日１１日　社会福祉士
地域包括支援センター現任者研修　９月２７日　保健師
地域包括支援センター現任者研修　１１月２９日　主任介護支援専
門員
地域包括支援センター現任者研修　１月３１日　保健師（予定）
地域包括支援センター管理者研修　２月３日　管理者（予定）

計画通り。

⑤地域包括サポート医の
活用（事例の相談、介護
意見書の作成協力、講演
会講師）

4
・
5

（１）主治医がいないケースに対して介護
保険主治医意見書作成の依頼をする。
（２）「ふじみ健康教室」（内容は１－③参
照）において、健康についての講話を依
頼する。
（３）サポート医となっていないが、協力
体制が取れているクリニックにサポート
医になってもらえるようお願いをする。

（１）随時
（２）下半期
（３）４～３月

（１）包括事務所
（２）福祉村等
（３）クリニック

（１）全職員
（２）保健師
（３）管理者

C

（１）計画どおり行っている。
（２）サポート医ではないが連携している地域のクリニックに講話を
依頼しており、３月１３日に開催予定。
（３）後期に行う予定

計画どおり実施 C

（１）計画通り実施。主治医がいないケースについて、サポート医に
は2名、サポート医ではないが富士見地区の医師には4名、エリア
外の医師には2名、主治医意見書の依頼を行った。
（２）サポート医ではないが連携している地域のクリニックに講話を
依頼しており、３月１３日に実施予定。
また、１月９日に福祉村のボランティア向けのもしバナカードを使用
した研修にも、他地域ではあるが医師に講話を依頼し、実施した。
（３）２月のふじみ健康だより配架時に実施予定。

計画どおり実施

⑥在宅支援拠点薬局の
活用

5

（１）かかりつけ薬局がなく訪問が必要な
ケースの依頼を行う。
（２）富士見地区公民館祭りで行う健康
チェックで、在宅支援拠点薬局（クリエイ
ト薬局）に機器の貸し出し、専門職（薬剤
師、栄養士）の派遣等の協力をしてもら
う。

（１）随時
（２）３月

（１）包括事務所
（２）包括事務所

（１）全職員
（２）保健師

B

（１）対象のケースがなかった。
（２）２月２９日・３月１日に開催する方向で調整中
（３）年間予定になかったが、地区社協主催の交流ふれあいサロン
（９月４日）において、在宅拠点薬局ではない地域の薬局（追分薬
局）と地域密着型サービス事業所（えん）と協働して健康チェックを
行った。

計画の内容に加え、（３）を実施でき
たためB評価とした。
講師として、えん（介護職員・作業療
法士、ケアマネジャー）と包括が関
わっていた。新たに薬局（薬剤師・栄
養士）の協力も得られる、一緒に実
施できることになった。

B

（１）対象のケースがなかった。
（２）２月２９日・３月１日に在宅支援拠点薬局のクリエイト薬局に機
器の貸し出しの協力。追分薬局に専門職（薬剤師・栄養士）の派遣
協力予定。
（３）10月10日　フレイル予防プロジェクトにおいては、追分薬局の
栄養士に講話をお願いした。

（３）地域活動に協力的な薬局と連携
し、継続的な住民支援ができたた
め。

⑦地域住民へのかかりつ
け医（医療機関）や在宅
医療に関する普及啓発
の実施

5

（１）「ふじみ健康教室」（内容は１－③参
照）や地域サロン（内容は１－②参照）に
おいて、健康・医療についての講話を行
う。
（２）包括広報誌「ふじみ健康だより」を定
期発行し、健康・医療についての普及啓
発を行う。

（１）４～３月
（２）４～３月
（偶数月）

（１）福祉村等
（２）包括事務所

（１）保健師
（２）
【主担当】
認知症地域支援推進
員
【副担当】
保健師

C （１）（２）計画どおり行っている。
市作成のリーフレットを活用した啓発
も進めてもらうよう依頼。

C
（１）（２）計画通り実施。

計画どおり実施

⑧医療機関や介護関係
機関との連携強化に向け
た包括独自の取組み

5

●医療機関
（１）予防ケアマネジメント業務において、
予防ケアプラン作成・変更時に、予防ケ
アプラン・連絡票をかかりつけ医に郵送
する。
（２）包括広報誌をエリア内のサポート
医、在宅支援拠点薬局に配架する。

●介護関係機関
（１）「ふじみ健康教室」（内容は１－③参
照）をエリア内介護施設、専門学校を会
場にして行なう。
（２）近隣の介護事業所には、予防給付・
ケアマネジメントのサービス提供票を郵
送せずに届けることで、顔の見える関係
を強化する。

（１）４～３月
（２）４～３月
（偶数月）

（１）４～３月
（奇数月）
（２）月１回

（１）包括事務所
（２）医療機関
　　 薬局

（１）
カメリア桜ヶ丘
平塚看護大学校
（２）
近隣介護事業所

【主担当】
管理者
【担当】
全職員

B

●医療機関
（１）（２）計画どおり行っている。

●介護関係機関
（１）計画どおり行っている。
　　 　４月１３日　カメリア桜ヶ丘
　　 　５月１８日　平塚看護大学校
　　 平塚看護大学校３年生の授業（地域住民向けの健康に関する
　 啓発の企画）に協力し、１月１１日・２月１５日のふじみ健康教室
　 を学生の企画として行なう予定
（２）計画どおり行っている。
（３）研修の講師依頼があり行った
　　・法テラス神奈川　７月５日
　　・デイサービスさうんどう　８月２７日

介護関係機関（１）の看護大学校学
生への教育機会の提供、計画の内
容に加え（３）を実施のためB評価と
した。
（３）の内容
法テラス：包括と社会福祉士の役割
や関係機関との連携など
デイサービス：接遇、認知症サポー
ター養成講座

B

●医療機関
（１）（２）計画通り実施。

●計画通り実施。
（１）１月１１日　・２月１５日の学生企画のふじみ健康教室は平塚看
護大学校にて実施。
（２）計画通り実施。

計画どおり実施
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３　権利擁護事業

方針
番号 内容(何を、どのように） 実施時期・回数 場所 担当者

前期
評価 実績・評価理由 市確認結果

年間
評価 実績・評価理由 市確認結果

①認知症ケアパスの普及
6

(1)

（１）総合相談ケースで必要時に配布す
るだけでなく、認知症サポーター上級研
修、認知症予防教室後の相談会時に配
布する。
（２）民生委員への研修時配布し、相談
時に活用してもらうようお願いする。

４～３月
包括事務所
研修会場　等

認知症地域支援推進
員

C

（１）認知症予防教室で配布した。
 　　９月４日交流ふれあいサロンで行った健康チェックで、物忘れ
チェックを行い、必要な方に配布した（７部配布）
（２）９月１１日の民生児童委員研修で配布予定

計画どおり実施 C

（１）上級研修にて8部配布した。
（２）９月１１日の民生児童委員研修で２６部配布した。
その他、サロンで２３部・上級研修修了者の交流会で7部配布し
た。

計画どおり実施

②認知症サポーター養成
講座の開催

6
(1)

（１）地域住民
　　　※市域開催分担分　３０名
（２）湘南平塚看護専門学校（１年生）
　　　９０名
（３）平塚看護大学校（１年生）　６０名
（４）富士見小学校に開催の打診をす
る。

（１）８月
（２）１０月２１日
（３）１０月
（４）秋頃

（１）福祉村
（２）湘南平塚看護専
門学校
（３）平塚看護大学校
（４）富士見小学校

認知症地域支援推進
員

C

（１）８月２４日開催　参加者　１５名
（２）１０月２１日開催予定
（３）１１月７日開催予定
（４）富士見小学校に打診したが、学校側の調整が取れず、開催に
つながらなかった。

計画どおり実施 C

（２）１０月２１日開催　参加者８６名。
（３）１１月７日開催　　参加者８２名。
（４）来年度に向け、１月１２日の賀詞交歓会にて、富士見小学校・
春日野中学校・江南高校の校長先生に直接打診をした。

小・中学校の校長からは、赴任前の
学校で実施経験あり、前向きな反応
聞かれた。

③企業向け認知症サ
ポーター養成講座

6
(1)

　開催打診候補
①ネッツトヨタ
②ホンダカーズ
③スーパーしまむら
④クリエイト
⑤スギ薬局

４～３月 未定
認知症地域支援推進
員

B

・９月２４日開催予定　デイサービスさうんどう
・認知症ケースの支援で連携したセブンイレブン中里店が市民向
け認知症サポーター養成講座（８月２４日）に５名参加した。
・市役所経由で依頼があった市役所で業務をする派遣スタッフ
（パーソナルテンプスタッフ）に行った（輪番制）
　７月２日　参加者　１１名、７月２５日　参加者　１３名

地域企業に加えて、輪番制も実施し
たためB評価とした。
③しまむらには打診したが、他は未
実施。今年度はすでに企業対象に
開催済のため、後期も行わない予
定。

B ・１０月２日　デイサービスさうんどうにて実施　参加者８名。 後期も追加で実施できた。

④認知症サポーター養成
講座修了者の育成事業

6
(1)

（１）認知症サポーター上級研修を開催
する。福祉村サロンのボランティア・民生
委員等に声掛けするだけでなく、認知症
サポーター養成講座参加者で上級研修
の情報提供を希望した方に、事業趣旨
を説明した手紙・チラシを送付し、参加
の声掛けをする。（参加目標人数１０名）
（２）平成３０年度認知症サポーター上級
研修受講者に、認知症カフェ「ぬくもりカ
フェ」のボランティア協力の声かけをす
る。

（１）１０～１１月
（２）４～３月

（１）福祉村
（２）包括事務所等

認知症地域支援推進
員

C
（１）１１月４日・１１日開催予定
（２）平成２９年度・平成３０年度認知症サポーター上級研修修了者
向けに交流会を開催した（７月２２日）。参加者　１５名

計画どおり実施 C
（１）１１月４日・１１日に実施。参加者６名。
（２）ぬくもりカフェの開催時には、上級研修修了者のボランティア
が毎回３名程度参加している。

計画どおり実施

⑤認知症カフェの実施
6

(3)
　認知症カフェ「ぬくもりカフェ」を福祉村
と共催で定期開催する。

年６回
（偶数月第２月曜日）

福祉村
認知症地域支援推進
員

C

　計画どおり行っている。
　４月　８日　参加者　９名、支援者　８名
　６月１０日　参加者　３名、支援者　９名
　８月　５日　参加者　５名、支援者　６名

周知に民生委員やエリアのケアマネ
ジャーの協力も得ている。
参加者には認知症の本人と家族や
ケアマネジャーが含まれる。
支援者は福祉村スタッフと上級者研
修修了ボランティアを計上。

C

計画通り実施している。
１０月１６日開催　参加者5名
１２月９日開催　参加者7名
参加者は少数だが、地域のケアマネの参加や他地区の家族の参
加などがあった。

２月は１０名が参加。そのほか、エリ
ア外の家族１組、ケアマネと一緒に
家族で参加される人もあり。福祉村
のスタッフからは、３年間の継続意向
が聞かれている。

・高齢者人口が増加しており、それに合わせて認知症高齢者の人口も
増加している。
・認知症介護者が気軽に立ち寄って悩みを言える場所がない
・身寄りのない高齢者が認知症になり、近隣や関係機関が対応に困って
しまうことが増えている。
・認知症高齢者が消費者被害や財産の搾取に遭っている。
・小学校・中学校で認知症サポーター養成講座を行うことができていな
い。

・認知症カフェ「ぬくもりカフェ」を定例開催する。
・あんしんカードの普及・啓発をする。
・消費者被害、成年後見、高齢者虐待についての啓発をする。

　計画どおり行うことができている。
　認知症カフェ「ぬくもりカフェ」は、参加人数は少ないが、福祉村と協働し、認知症サポーター上級研修受講者
の協力を得て、定例開催することができている。

計画どおり行うことができている。
認知症カフェの参加者は少ない状況はあるが、認知症サポーター上級研修修了者がボランティアとして参
加するなど、少しずつだが支援者が増えてきている。

（４）今年度の取り組み・重点事項 （５）取り組み実績（前期） （７）取り組み実績（年間）

（１）前年度の取り組みに対する評価・実績

・認知症支援については、初期集中支援事業を効果的に活用し（年間８件）、センター内・他機関を含めたチームで支援をすることができてい
る。
・エリア内にある看護学校２校（平塚看護大学校、湘南平塚看護専門学校）の１年生の授業で認知症サポーター養成講座を行い、今後、毎年
１年生の授業で行うことになった。
・平成２９年度認知症サポーター上級研修受講者を中心に、町内福祉村の協力を得て、認知症カフェ「ぬくもりカフェ」を２月１１日に立ち上げ
ることができ、今後、２ヶ月に１回（偶数月）開催していく予定。誰でも参加できる集いの場であるが、主に介護者を対象としている。
・民生委員を対象に、高齢者虐待についての研修会を行った。

（２）主な地域課題 （３）主な地域課題の改善策・解消策 （６）取り組みに対する全体評価（前期） （８）取り組みに対する全体評価（年間）
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⑥身近な場での認知症
予防教室の開催

6
(1)

　「ふじみ健康教室」（内容は１－③参
照）において、認知症予防教室を開催す
る。

5月18日 平塚看護大学校
認知症地域支援推進
員

C 　５月１８日開催　参加者　３７名 計画どおり実施 C １２月９日　福祉村にてコグニサイズを実施。参加者９名 計画どおり実施

⑦認知症初期集中支援
事業の対象者把握

6
(2)

（１）認知症に関する相談以外の場面
（サロンの訪問や総合相談時）で、ケー
スを見逃さないよう、職員全員が事業に
ついて理解し、必要性があると判断した
時には認知症地域支援推進員に引き継
ぐ体制を継続する。

４～３月

包括事務所
ケース自宅
サロン会場
通いの場
等

認知症地域支援推進
員

C
　認知症初期集中支援事業（４月～８月）３件（選定２件、相談１
件）

計画どおり実施 C
認知症初期集中支援事業（９月から１月）１件（選定）
年間選定３件・相談１件

計画どおり実施

⑧成年後見制度の利用
相談体制の充実

7
(1)

（１）朝礼・申し送り時に、成年後見制度
利用ケースの支援状況の共有を行うこと
で、全職員が対応のイメージを持てるよ
うになることを目指す。
（２）成年後見制度に関する研修に参加
する。
（３）関係機関との連携強化
　成年後見利用支援センターが開催す
るネットワーク連絡会に出席し、関係機
関との連携を深め、課題の検討をする。
課題の内容によっては地域支援担当者
連絡会で協議し、市内包括で検討してい
く。

（１）４～３月
（２）年１～２回
（３）４～３月

（１）包括事務所
（２）研修会場
（３）会議会場等

（１）管理者
（２）（３）
社会福祉士

C （１）（２）（３）計画どおり行っている。 計画どおり C （１）（２）（３）計画通り実施。
成年後見に関する相談は１件あっ
た。その際、制度について説明をし
親族申し立てにつないだ。

⑨成年後見制度の普及
啓発の取り組み
　＊実施時期・回数欄に対象
者、開催回数、受講者数を記入
ください。

7
(1)

（１）ふじみ健康教室で、消費者被害に
関する講話を行い、成年後見制度につ
いても触れる。
（２）ふじみ健康教室で、エンディングノー
トに関する講話を行い、成年後見制度に
ついての説明も行う。
（３）認知症サポーター上級研修におい
て、成年後見制度の説明も行う。
（４）ケアマネジャー向けに成年後見制度
についての研修を行う（４－①参照）

（１）６月
（２）２月
（３）１０～１１月
（４）４月１５日

（１）（２）（３）
福祉村　等
（４）
平塚栗原ホーム

（１）（２）（３）
社会福祉士
（４）
主任ケアマネ

C

（１）７月２３日　振り込めサギ・消費者被害についても講話を行っ
た。
（２）平塚市版エンディングノートの作成を行っている状況から、今
年度はエンディングノートについての研修は行わず、来年度行うこ
とにした。来年度の研修内容検討のため、今年度はもしバナカード
の研修に職員２名が参加し、福祉村ボランティアを対象にもしバナ
カードを使用した研修を行うことにした（１月９日開催予定）
（３）認知症サポーター上級研修　１１月４日・１１日開催予定
（４）ケアマネジャー向けの研修は、当初権利擁護をテーマに行う
予定だったため、成年後見制度と高齢者虐待を内容に含める予定
だったが、研修内容を検討し、高齢者虐待をテーマに行うことにし
たため、成年後見制度については触れなかった。

⑷ケアマネ研修について、成年後見
制度と高齢者虐待を取り扱う予定
だったが、メインを高齢者虐待に絞
り、事例をあげ参加者に考えてもらう
形式にした。

C

（１）（４）計画通り実施。
（２）１月９日にもしバナカードを利用しての研修を福祉村のボラン
ティア向けに実施。もしバナカードを利用しての研修が初めてなこ
ともあり、後見人制度についての説明は実施しなかった。
（３）１１月４日・１１日の認知症サポーター上級研修において社会
福祉士が成年後見制度について説明する。（参加者６名）

計画どおり実施

⑩高齢者虐待の相談体
制の充実

7
(2)

（１）高齢者虐待に関する研修に参加す
る。
（２）朝礼・申し送り時に、虐待や困難
ケースの支援状況の共有を行うことで、
対応のイメージを全職員が持てるように
なることを目指す。

（１）４～３月
（２）随時

（１）研修会場
（２）包括事務所

（１）社会福祉士
（２）管理者

C
（１）該当の研修はなかった。
（２）計画どおり行っている。

計画どおり C
（１）１２月１６日　虐待関係職員研修　社会福祉士参加。
（２）計画通り行っている。

計画どおり実施

⑪高齢者虐待防止の普
及啓発に関する取り組み
　＊実施時期・回数欄に対象
者、開催回数、受講者数を記入
ください。

7
(2)

　認知症サポーター上級研修において、
高齢者虐待についての話をする。地域
でサロン活動をしている上級研修参加
者の高齢者虐待に対する理解が深まる
ことで、早期発見・連携ができる体制を
目指す。

１０～１１月 ぬくもりの家 社会福祉士 C 　認知症サポーター上級研修　１１月４日・１１日開催予定 計画どおり C
１１月４日・１１日の認知症サポーター上級研修において社会福祉
士が高齢者虐待について説明する。（参加者６名）。

計画どおり実施

⑫虐待を受けた高齢者に
対するケア体制の充実

7
(2)

　朝礼・申し送り時に、虐待ケースの進
捗確認や虐待ケースの振り返りを行う。
　必要に応じて市の法律相談の活用
や、高齢福祉課やケアマネジャー、関係
機関が出席した形で評価会議・振り返り
を行う。

随時 包括事務所等 社会福祉士 C 　計画どおり行っている。 計画どおり C 計画通り実施。 計画どおり実施

⑬養護者に対するケア体
制の充実

7
(2)

（１）利益相反ケースの場合、同一機関
が被虐待者と虐待者を支援することがな
いように、高齢福祉課やケアマネ
ジャー、関係機関と連携を取りながら支
援していく。
（２）介護負担の増大が虐待につながっ
ているケースに対しては、認知症カフェ
「ぬくもりカフェ」の参加を促す。

随時
（１）包括事務所
（２）ぬくもりの家

社会福祉士 C
（１）計画どおり行っている。
（２）対象のケースがなかった。

計画どおり C
（１）計画通り実施。
（２）対象のケースがなかった。

認知症カフェの参加については、介
護負担が虐待につながっているケー
スがなかったため紹介していない
が、適宜、擁護者に紹介を行ってい
る。
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４　包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

　

方針
番号 内容(何を、どのように） 実施時期・回数 場所 担当者

前期
評価 実績・評価理由 市確認結果

年間
評価 実績・評価理由 市確認結果

①ケアマネジャーへの支
援

2

　ゆりのき・あさひきた・あさひみなみと
合同開催しているケアマネジャー向け勉
強会「４包括合同勉強会」を継続する。
　平成３１年度は、年４回の事例検討会
（６月、８月、１２月、２月）と年２回の研修
会（４月…成年後見について・予防ケア
プランの書き方、１０月…内容未定）を行
う。

年６回
（偶数月第３月曜日）

平塚栗原ホーム 主任ケアマネ C

・４月１５日　事例を通して学ぶ権利擁護
　　　　　　　  予防ケアプラン作成について　参加者　３０名
・６月１７日　事例検討会　参加者　１７名
・８月１９日　事例検討会　参加者　１３名

計画どおり。 C
・１０月２１日　障害福祉制度について　参加者４７名
・１２月１６日　事例検討会　参加者１７名
・２月１７日　　事例検討会開催予定

計画通り。

②地域ケア会議（個別ケ
ア会議、小地域ケア会
議）を開催する

2

（１）個別ケア会議
　地域団体やケアマネジャーと協働する
ケース、認知症地域支援推進員が支援
する多問題ケース等で、ケースカンファ
レンスを行う時に、個別ケア会議で行う
ことができるか検討し、可能であれば個
別ケア会議として開催する。（目標５件）

（２）小地域ケア会議
　福祉村を事務局に協働開催している
協議体の運営を継続して行う。※協議体
（１－⑥参照）と同時開催している
　個別ケア会議で検討されたケースだけ
でなく、会議が行われなかったケースも
含めて、共有し、地域課題を検討してい
く。

（１）４～３月
（２）年２回

（１）ケース自宅等
（２）福祉村

（１）
主任ケアマネ
（２）
管理者

B

（１）
・６月１１日　独居で認知症で物盗られ妄想があるケース
・７月　２日　脳梗塞で麻痺がある人の退院後の独居生活について
・７月１０日　独居で認知症があり、コンビニからの相談があった
ケース
（２）
　８月２７日開催。今年度は年度末（１～３月）に第２回を行う予定

従前より、地域のケアマネジャーに
対して、困難事例の解決に際して、
地域ケア個別会議を活用することの
意識付けを図っており、前期におい
ては想定以上の地域ケア個別会議
の開催に繋げられたためＢ評価とし
ている。

B

（１）
・１月２７日　独居でものとられ妄想があるケース（２回目）
・３月　独居で認知症があるケースについて実施予定。
（２）
２月１９日開催予定。

前年度に比べ、地域ケア個別会議
の開催数が増加している。地域のケ
アマネジャーへの意識付けの他、セ
ンター内職員においても地域を巻き
込む意識付け（地域ケア会議の意識
付け）が浸透したことが影響している
ことを確認した。

・予防ケアマネジメント委託をしているケアマネジャーに対して、予防ケ
アプランの書き方が周知できていない。
・基本チェックリストが予防ケアプランに反映されていないことがある。

・予防ケアプランの記入や基本チェックリストの活用について、ケア
マネジャー向けの研修をする（４包括合同勉強会、市居宅システム
会議）
・介護保険更新時期にケアマネジャーに、基本チェックリストの活用
について確認をする。

　ケアマネジャー向けの研修である４包括合同勉強会で予防ケアプランの記入や基本チェックリストの活用に
ついての研修を行うことができ、計画どおり行うことができている。

４包括合同勉強会では、研修会・事例検討会を通して、地域のケアマネに対しての支援ができた。来年度
も、包括主体の事例検討会を開催し、困難事例と言われるケースを共有することで、地域全体のケアマネの
スキルアップを図りたい。
ケアマネジャーに向けては、評価時や更新時にサービス担当者に出ることでケアマネと顔の見える関係を
作り、わからない事を相談できる体制をとった。また、事例検討会や個別ケア会議を通して、困難なケース
についても支援できる体制を整えた。

（４）今年度の取り組み・重点事項 （５）取り組み実績（前期） （７）取り組み実績（年間）

（１）前年度の取り組みに対する評価・実績

・４包括合同勉強会を２ヶ月に１回（偶数月）、包括ゆりのき・あさひきた・あさひみなみと協働開催し、エリア内・予防委託しているケアマネ
ジャー事業所に、研修（３回）と事例検討会（３回）を行った。
・ケアマネジャーと富士見地区民生委員との情報交換会を開催し、お互いの機能の理解と連携を深めることができた。
・平成２９年度から小地域ケア会議（協議体）で協議・検討していた認知症の支援について、福祉村と協働で認知症カフェ「ぬくもりカフェ」を２
月１１日に立ち上がることができた。

（２）主な地域課題 （３）主な地域課題の改善策・解消策 （６）取り組みに対する全体評価（前期） （８）取り組みに対する全体評価（年間）
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平塚市地域包括支援センター　まつがおか　　 令和元年度事業計画書及び評価表

１　介護予防ケアマネジメント事業等

方針
番号 内容(何を、どのように） 実施時期・回数 場所 担当者

前期
評価 実績・評価理由 市確認結果

年間
評価 実績・評価理由 市確認結果

①介護予防把握事業の
推進
　(フレイル状態像の把
握)

4

①総合相談受付時や寄り道サロン利用
者から、フレイル状態の方を把握する。
②包括職員が独居高齢者を中心に聞き
取り訪問し、フレイル状態の高齢者を把
握する。
③輪番で職員が参加している、「ミニデイ
あいあい」や「サンサンおおはら」にてフ
レイル状態の方を把握する。

①通年
②訪問時
③随時

①寄り道サロン・まつ
がおかセンター内
②対象者者自宅
③東中原住宅集会
場・大原公民館等

医療職を中心に全職
種

B

①②③共通でサロン利用者やミニデイあいあい、サンサンおおは
ら利用者とは定期的にかかわりを持ちフレイル傾向にある方の把
握を行い、通所Cの紹介を行って実績として３名の参加となった。
８月からは独居高齢者の訪問調査を行い高齢者の状態把握を
行っているところである。

サロン開催時に参加し、利用者との
定期的なかかわりや、通所Cの紹介
を行い３名の参加へとつなげたため
B評価とした。独居高齢者の訪問調
査については、顔の見える関係、包
括職員の顔を知ってもらうことを大切
にしており、訪問活動をし、顔の見え
る関係を築く取組みを行っている。自
宅にいない際は包括広報誌（包括チ
ラシ）をポストに入れ、メッセージを残
す等行っている。

B

①②③共通で前期に引き続きフレイル傾向にある方の把握を行っ
ている。通所Cの紹介を行い実績として2名の参加となった。
独居高齢者の訪問調査前期には156名・後期訪問者87名終了・残
り訪問人数24名（2/28現在）である。包括の周知と包括チラシを作
成し、独居高齢者訪問活動を継続して実施している。

通所Cの紹介を行い、２名参加につ
ながっているためB評価のままとし
た。また、訪問人数残りの２４名につ
いては、新型コロナウイルスの関係
で中断しており、おさまってきたら高
齢者調査と連携して訪問していく旨
確認した。

・包括ができて２年が経ち、年々連携を図れる団体や地域住民が増え
ネットワーク作りが進んでいるが、福祉村ボランティア会員の高齢化が
進み、住民主体や人材育成への負担感が強い。新たな地域資源を把握
し、連携できる団体や住民の発掘・関係性作りが必要である。

地域で活動している団体や住民を把握し、関係性を作る。

出張フレイル講座・健康講話を通して、新たな活動団体や既存の活動団体を把握している。今後も関わりを持
ち、連携を取れるようにしていく。
伊勢山に住民主体のサロンが立ち上がりチラシの配架やイベントの周知などで新たに連携の取れる場所と
なっている。今後講話などについても依頼をしている。認知症カフェを開催し、寄り道サロンで繋がりがある認
知症のご本人や介護家族の参加に繋がった。寄り道サロンの野菜園での収穫と「カレー作り」が繋がり皆の活
躍の場になったことも良かった。点の活動が繋がり始めた。
8月から独居高齢者の様子伺いを全職種にて実施中。広報まつがおかをお渡しし、包括の周知と顔の見える
関係作りを行っている。

地域の通いの場の方たちと、出張フレイル講座や骨密度測定、各種講話を通して関わりを持つことができた。
今後も連携が取れるよう引き続き関係性を築いていく。伊勢山住民主体の地域サロンには、毎月1回各種講話
を行い関わりが継続できている。エリア内独居高齢者の訪問を行い広報まつがおかを持参し周知活動と閉じこ
もり高齢者の把握に努めている。

（４）今年度の取り組み・重点事項 （５）取り組み実績（前期） （７）取り組み実績（年間）

（８）取り組みに対する全体評価（年間）

（１）前年度の取り組みに対する評価・実績

・包括まつがおか開所し２年目ということで、普及啓発活動を積極的に行った。関係団体とのネットワーク作りに力を注ぎ、講話に呼んでいた
だける関係団体が増えた。
・包括直営の「寄り道サロン」では、地域の方の居場所を目指し、前年度はアクティビティを検討し実践した。男性の利用が少ないことから、
「野菜園」と「麻雀の日」を立ち上げ、寄り道サロン利用者が増加した。また、認知症の方の利用も継続され、少しのサポートで雑巾縫いボラン
ティアとして活躍の場にもなった。さらに「寄り道サロン」は認知症サポーター上級者研修修了者の活動場所にもなっている。

（２）主な地域課題 （３）主な地域課題の改善策・解消策 （６）取り組みに対する全体評価（前期）
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②サロンの開催支援 2

①松が丘福祉村　ミニデイあいあい
地域住民の状態把握や、福祉村と連携し活動
が継続できるよう支援する。
②サンサンおおはら
住民主体の活動へまつがおか職員も参加し、
活動が継続できるよう支援する。
③寄り道サロン
まつがおか直営のサロン。地域の方が気楽に
立ち寄れ、役割発揮ができる居場所作りを目
指し、継続運営していく。
④ふれあい広場おおはら
担当月に参加し、介護予防、健康長寿の普及
啓発を行う。
⑤友愛ＳＵＮＳＵＮサロン
５月に立ち上がる住民主体（自治会協力）の
サロン。活動が継続できるよう、講話などの依
頼を受けることで連携していく。
⑥上記以外で活動している方々を把握し、関
係性を作っていく。

①毎週（火）
②１回/月
③（月）～（金）
10：00～16：00
④担当月
⑤依頼時
⑥随時

①松が丘福祉村
②大原公民館
③寄り道サロン
④大原公民館
⑤友愛ＳＵＮＳＵＮサ
ロン
⑥各サロンなど

全職種 C

①②③④定期訪問し参加者の把握ができている。また、ボランティ
アの方とも情報共有し状況把握を行っている。
④住民への周知と、通所C修了者へのサンサンおおはらを紹介も
行っている。
⑤9月5日に友愛SUNSUNサロン（伊勢山交流サロン）にてフレイル
講座実施予定。また、11月5日にACPと骨密度測定実施予定。
（13：00～15：00）
⑥8月28日に伊勢山いずみ会にて出張フレイル講座実施。参加者
２0名。健康講話など行い今後の生活に役立つ情報や講話を行っ
た。出張フレイル講座や健康講話を通して関係機関と継続での関
わりを持ち、今後も連携が取れるような関係性を築いていく。

計画どおり。 B

①②③④継続している。
③寄り道サロン来所者合計1398名（4月～1月）。新規利用の方が
定期利用に繋がっており、企画運営の工夫や広報活動の成果が
現れ始めている。
④の周知も認知症予防教室、認知症サポーター養成講座、認知症
カフェや講話開催時に周知を継続している。
⑤毎月５のつく日に各職種が持ち回りで講話などを実施している。
11/5にもしバナゲームと骨密度測定実施し、9名参加。1/15に薬剤
師より災害時の薬の管理の講話を予定している。
⑥12/26友愛マージャンサロン8名へ出張フレイル講座と包括の周
知を行った。各サロンへ積極的に関わりを持ち、今後も連携が取
れるよう関係性を築いていく。

⑤について、最初は依頼時だった
が、毎月５日、１５日、２５日のどこか
１回は必ず講話等行うようにしてい
る。

③介護予防、健康長寿等
に関する講座、講演会の
開催

4

①寄り道サロンや地域の通いの場にて介護予
防、健康長寿の普及啓発を図る。
②地域住民に対して、生活習慣病予防・フレ
イル予防・外出促進等についての健康教室を
開催する。
③サポート医に講演を依頼し、介護予防、健
康長寿等に関する講演会を開催する。

①随時
②１回／年以上
③１回／年以上

①寄り道サロン・各サ
ロン等
②松が丘公民館・大
原公民館他
③松が丘公民館・大
原公民館他

①②③医療職
C

①7月18日独居高齢者食事会にて食中毒予防講話実施、56名参
加。
②9月以降各通いの場にて出張フレイル講座実施予定。8/28伊勢
山いずみ会にてフレイル講話と健康測定会実施、20名参加。ま
た、今後季節の健康講話などの実施できるよう調整をしていく。
③１１月１４日に小宮山医師による講演会を予定している。

計画どおり。 B

①骨密度測定とミニ講話を実施。10/1ミニデイあいあい20名、10/7
寄り道サロン7名、11/5伊勢山交流サロン9名参加。
②各サロンにて出張フレイル講座、測定会や食事会の周知を継続
している。9/5伊勢山交流サロン18名、9/25サンサンおおはら9名、
10/9友愛パークゴルフサロン8名、10/10英会話を楽しむ会7名、
10/10ハイキングサロン7名、12/26友愛マージャンサロン8名に実
施。
③11/4松が丘公民館にてありがとうみんなファミリークリニック平
塚の小宮山医師より「最期まで安心して自宅で過ごすために」とい
うテーマで在宅医療について講話実施31名参加。

①③について計画通りにできてお
り、②健康教室については、１回以
上（前期１回、後期６回）できている
旨確認した。計画を上回っているた
めB評価とした。

④適正な介護予防ケアマ
ネジメントの実施

3
①法令を遵守し、適正なケアマネジメン
トが行えるようミーティングにて情報共有
や意見交換を行う。

①随時
①まつがおかセン
ター内

全職種 C 朝・夕にミーティングを実施し意見交換ができている。 計画どおり。 C
①介護保険や医療保険の制度・障害福祉など幅広い知識が必要
な相談窓口であるため、多機関との連携が出来るように知識の習
得に励んでいる。

計画どおり。

⑤通所型サービスCの利
用者の利用後のフォロー
について

3
①通所終了後、地域のサロンへ繋げた
り、活躍できる場の提供を行う。

①随時 ①各サロン等
医療職を中心に全職
種

B
①8月終了予定の通所Cへ3名参加中。面談をして、今後の通いの
場を紹介する予定。1名は地域内のサロンを紹介し参加予定。

希望するサロン（歌を歌うサロンないか
等）に対してサロンを紹介、情報提供を
行っている。常設サロンで手芸等行う方も
いて、継続的に利用していること確認し
た。

B
①通所C前期の方は3名地域サロンを紹介し参加いただく。継続し
て地域の活動の場へ通えるよう引き続き関わりを持っている。後期
は２名の参加者で継続でフォロー中である。

通所C利用の方３名サロン参加につ
ながっているため、B評価とした。

⑥総合事業における多様
なサービスの利用促進

3

①ミーティングにて新規利用者や個別
ケースについて情報共有し、多様なサー
ビス利用ができるようにケアマネジメント
を行う。

①随時
①まつがおかセン
ター内

全職種 C
①新規相談や対応中のケースに関して朝・夕のミーティングで情報
共有し、サービス利用や関係機関への協力について職員全体で
協議してケアマネジメントすることができている。

計画どおり。 C
前期同様新規相談や対応中のケースに関して朝・夕のミーティン
グで情報共有し、サービス利用や関係機関への協力について職員
全体で協議してケアマネジメントすることができている。

計画どおり。

⑦加齢による機能低下の
改善

4

①１－①②にて把握したフレイル状態の
方に対し、地域の通いの場や市のフレイ
ル測定会などの社会資源を紹介する。
②地域の通いの場や高齢者が集う場所
にて骨密度測定会を実施することで、高
齢者の状態把握を行い、助言・指導へつ
なげる。

①随時
②2回以上／年

①まつがおかセン
ター内又は対象者宅
②各サロン等

①②医療職を中心に
全職種

C

①出張フレイル講座にてフレイル測定会や食事会などの周知を行ってい
る。今後は個別に関われるようフレイル状態の方の把握と事後対応をして
いく。
6月15日ふれあい広場おおはらにて「下肢静脈瘤」の講話を実施。１５名参
加
②5月7日民児協にて民生委員14名、6月15日ふれあい広場おおはらにて参
加者13名骨密度測定を実施。
10月と11月に骨密度測定会実施予定。また、各通いの場へ骨密度測定に
ついて周知を行い測定の機会を作っていく。8月28日に伊勢山いずみ会に
て健康測定会実施、20名参加。

計画どおり。 C

①出張フレイル講座にてフレイル測定会や食事会の周知を継続し
ている。フレイル傾向にある方へは通所Cの紹介を行い、後期は2
名参加することとなった。
②10/1ミニデイあいあい20名、10/7寄り道サロン7名、11/5伊勢山
交流サロン9名に骨密度測定とミニ講話実施。今後も健康意識が
向上促進と、気軽に相談できる場として年に1度は測定の機会が
持てるよう各サロンへ働きかけていく予定。

計画どおり。

⑧外出の促進（閉じこもり
高齢者の把握等）

4

①包括職員が独居高齢者を中心に聞き
取り訪問し、閉じこもり高齢者を把握す
る。
②松が丘福祉村、民生委員さん、協議
体メンバー、地区社協等との情報交換を
密にし、閉じこもり高齢者を把握する。
③①②で把握した高齢者へは「寄り道サ
ロン」や地域の通いの場を案内し利用に
つなげる。また、「寄り道サロン」が閉じこ
もり高齢者の居場所となれるよう、企画・
運営していく。

①②③通年

①対象者自宅
②まつがおかセン
ター内
③寄り道サロン

全職種 C

①8月から独居高齢者訪問調査を実施しており、閉じこもり高齢者を把握で
きるよう活動している。
高齢者独居調査対象者：２６７名　訪問人数156名（転居者１７名・不在で包
括のチラシをポスティング４０名）訪問後に相談やサロン利用に繋がった
ケース５名）訪問が出来ていない方（１１１名）には今後も訪問活動を通じて
包括の周知活動を行い閉じこもり高齢者の把握をしていく。
②各メンバーと情報交換を行っている。
③寄り道サロンや他地域の通いの場へつなげられるよう、関係性を築き関
わりを持っているところである。閉じこもりがちな高齢者を把握し、寄り道サ
ロンの毎週利用につながった実績あり。
９月より寄り道サロンにて月３回コグニサイズを行っている。閉じこもり高齢
者や認知症予防に関心のある方を中心に周知活動を行っている。

訪問件数についてはこれから集計す
る予定。外に出てもらえるよう顔の見
える関係を築き、サロン参加につな
げている。

C

①8月から独居高齢者訪問調査を実施しており、閉じこもり高齢者
を把握できるよう活動している。
９月末調査対象者：111名、訪問人数：87名（転居5名、不在のため
包括チラシポスティング　44名）　2/25現在残り訪問人数24名。今
後も訪問活動を通じて包括の周知活動と閉じこもり高齢者の把握
や外出の機会へ繋げられるよう活動を継続していく。
②各メンバーと情報交換を継続している。
③引き続き、寄り道サロンなどの地域の通いの場へつなげられる
よう関係性を築きながら関わりを継続している。

訪問人数残りの２４名については、
新型コロナウイルスの関係で中断し
ており、おさまってきたら高齢者調査
と連携して訪問していく旨確認した。
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２　相談支援業務

方針
番号 内容(何を、どのように） 実施時期・回数 場所 担当者

前期
評価 実績・評価理由 市確認結果

年間
評価 実績・評価理由 市確認結果

①多様化する相談内容
に対応できる体制づくり

1

①包括内ミーティング
毎日２回ミーティングを開催。相談ケー
スや個別ケースについて、タイムリーな
情報共有や支援の方向性の検討を行う
ことで対応力向上を図る。
②職員のスキルアップ
外部研修へ参加。その内容をミーティン
グ時に報告し言語化・共有することで職
員のスキルアップを図る。

①毎日
②随時

①まつがおかセン
ター内他
②研修先・まつがお
かセンター内

①．②全職種 B

①朝・夕とその他必要時に職員全体で情報共有し、適切なケアマ
ネジメントや対応について協議できている。
②外部研修へ参加し他職員へ伝達講習をしたり報告することで共
有できている。対人援助職としての基本的な援助を学ぶ機会を設
け自己研鑽に努めている。
8月より包括職員全員で「相談面接の理論と実際」テキストを使用し
た面接技術向上を目指した研修を包括内で実施している。(2ヶ月
毎定期)

2ヶ月毎に包括内で電話対応や面接
技術の向上を目指した勉強会を開
催。具体的には、テキストを利用しそ
の内容について、これはどういうこと
なのか、どういうふうに利用していく
か職員のプレゼンを通してその内容
の理解を深めている。

B

①朝・夕と職員全体で情報共有を行い、新規相談事案について
は、わからないことはその都度分かる職員に確認しながら、適切な
ケアマネジメントや対応について職員で協議できている。
②外部研修へ参加し他職員へ伝達講習をして情報共有をすること
で学ぶことが出来ている。対人援助職としての基本的な援助を学
ぶ機会を設け自己研鑽に努めている。他相談機関と連携しつつ適
切な相談機関に繋げられるように助言や提言案が出来るようにし
ている。
また包括職員全員で「相談面接の理論と実際」テキストを使用した
面接技術向上を目指した研修を継続で包括内で実施している。（1
回/２ヶ月）

毎日の情報共有や外部研修への参
加だけではなく、通年を通して勉強
会を実施することができ、スキルアッ
プに向けて工夫して取り組んでいる
ことを確認した。

②認知症地域推進員に
よる専門的な相談支援と
ＭＣＩ（軽度認知障害）の
方を把握するためのタブ
レットの活用

6
(2)

①総合相談時、認知症関連の内容に関
して認知症地域支援推進員を中心に専
門的な支援を展開する。
②認知症予防教室終了後に相談会開
催。
③ＭＣＩの方を把握するため、タブレット
について寄り道サロン利用者や地域の
サロンで広報し「脳の健康チェック」を実
施する。

①随時
②６月２１日
③タブレット利用可能
月

①まつがおかセン
ター内
②松が丘公民館
③まつがおかセン
ター内他

①．②．認知症地域
支援推進員中心に全
職種
③認知症地域支援推
進員

B

①認知症関連の相談に対して、専門的な知識を持って受診につい
てのアドバイスや介護保険の導入に繋ぐことが出来ている。また困
難ケースについては初期集中支援事業に相談ケースで挙げさせ
ていただきアドバイスを頂いた。
②6/21　認知症予防教室にて相談会実施　　相談１件
③包括便りにて「脳の健康チェック（タブレット）」について広報し、タ
ブレット実施者5名予定者5名。　MCIの自覚がある方に脳いきいき
教室を案内し利用に繋がっている。

③今年度新たな取組みとして、包括
全体で作成した広報媒体（不定期発
行、３回発行済）を活用し、地域のサ
ロン等で積極的に広報活動を行っ
た。その結果もあり、不安に感じてい
た住民に実施ができた。１７名に実
施。

D

①前期から継続できている。全職種で意見を出し合い、ケアマネ支
援で、デイサービスに繋がらない認知症の方の支援を行った。
初期集中支援事業に選定された２名が、チーム員との連携で、ケ
アマネと繋がりサービス導入することができている。
②前期で済み。
③認知症予防教室にて、MCI疑いの方を把握し、「脳いきいき教
室」へ繋げた。その後、寄り道サロンコグニサイズ継続参加されて
いる。
包括だよりにて「脳の健康チェック」を広報し、実施者１5名。その中
からMCI疑いの方へ「脳いきいき教室」を案内し、利用に繋がった。

③実施者のうち支援が必要な方は
つなげられているが、目標実施数に
達していないため。前期に確認した
実施者１７名は、７名に訂正。

③支援における地域包括
ケアシステムのネットワー
クの構築・活用

2
・
5

①医療機関や高齢者が多く集まる場所
へのチラシ配架や掲示をする。
②上級者研修修了者や、健康チャレン
ジリーダーを中心に、ボランティア活動
に意欲がある方へ活動場所を提供す
る。
③高齢者との関係が薄い世代に向けた
包括の周知活動をする。

①4～5月
②通年
③随時

①医療機関・サロン
他
②寄り道サロン他
③松が丘小学校・大
野中学校

全職種 B

①医療機関へ包括案内と通信を配架していただくよう依頼した。
②寄り道サロンにて畑・麻雀を継続的にボランティア活動をして下
さっている。
上級者研修修了者を中心に認知症カフェのボランティアをお願いし
た。
第１回　１０名　２回　１３名（内当事者３名）
アルツハイマーデイでの駅前チラシ配りやイベント当日のボラン
ティアをお願いすることが出来た。（３名）
③松が丘小学校にはご挨拶の依頼と大野中学校には挨拶回りの
際に認知症サポーター開催についての依頼を行っている。

認知症カフェについては、認知症カ
フェ開催前の打合せの段階から当日
含めボランティアの方に参加しても
らっている。認知症カフェ以外では、
認知症の方中心となったカレー作り
も行っている。ボランティアの方はあ
まり手出ししないような段取りや役割
としている。喫茶まつがおかでは受
付や誘導等してもらっている。

B

①地域の病院、薬局には前期挨拶済み。2・3月に歯科へあいさつ
に伺い包括案内と通信を配架していただくよう依頼する予定。
②寄り道サロンの畑・麻雀にてボランティア活動を継続してくださっ
ている。
認知症カフェが上級者研修修了者の活動のひとつとなり、すすん
で引き受けてくださっている。
③12/12松が丘小学校の認知症サポーター養成講座の開催時に
は、包括の周知も行った。また、東中原幼稚園へ、寄り道サロンで
作成した雑巾のお渡しと共に、包括の周知活動、認知症サポー
ター養成講座の開催依頼に行く予定。

歯科へは挨拶に行き、口腔フレイル
とかもあるのでつながれるよう関係
性を築いている。薬剤師がサロン等
で隔月で薬についての講話等を行っ
てくれている。東中原幼稚園へ包括
周知や認知症サポーター養成講座
の依頼をしたが、保護者の反応が薄
かったため、来年度も話をしにいくと
のこと。年間をとおして計画を上回っ
ているのでB評価とした。

・包括職員の入れ替わりがあり、医療機関や介護関係機関との連携が
弱いところがある。

・サポート医や医療機関・介護関係機関へ包括の周知活動を行い、
顔の見える関係作りを行う。

７・８月医療機関へあいさつ周り実施。包括の周知と包括業務の案内とよろずまつがおか通信（広報紙）の配
架をお願いした。後期に歯科・婦人科へ挨拶へ伺う予定。

・複雑・多様化する高齢者の相談内容に的確に対応できるよう、朝夕のミーティングを通じて相談内容や進捗
状況を共有し多職種で協議を行い支援の方向性にぶれがないよう適切な対応に努めています。また相談業務
の専門職として関係する機関・団体と連携・協働して、相談者にとってより良い対応が出来るようスキルアップ
を図るため包括内部で勉強会を定期的に行うことが出来た。
・11/4にサポート医による講話を実施。医師だけでなく、地域の薬剤師による個別相談を継続するなど医療機
関と連携を取ることができた。2/10に歯科医院3軒挨拶周りを行った。

（４）今年度の取り組み・重点事項 （５）取り組み実績（前期） （７）取り組み実績（年間）

（１）前年度の取り組みに対する評価・実績

・毎日２回ミーティングを開催することにより、新規相談や各自の進捗状況の情報共有が図れている。
・各職種が研修に参加し、ミーティングにて報告することで研修内容の共有ができている。
・認知症（疑い）についての相談にて、認知症地域支援推進員が対応し、介護サービスへ繋げる事ができた。医療機関に繋げる事が難しい
ケースについては、初期集中支援事業に繋げた。
・在宅支援拠点薬局のこぐま薬局宮木薬剤師へ講演を依頼し、住民への普及啓発ができた。その際、地域貢献活動の申し出があり来年度
連携していく関係性ができた。

（２）主な地域課題 （３）主な地域課題の改善策・解消策 （６）取り組みに対する全体評価（前期） （８）取り組みに対する全体評価（年間）

36 / 57 ページ まつがおか



④センター職員のスキル
アップ

1

内・外部研修に参加し職員のスキルアッ
プを図る
①看護師
介護予防・医療関係研修
②認知症地域支援推進員
認知症・権利擁護関係研修
③主任介護支援専門員
介護保険制度・ケアマネ支援関連研修
④社会福祉士
権利擁護・地域福祉関連研修
⑤法人内部研修

①～⑤随時 ①～④研修先
⑤伸生会

全職種 C

①から⑤それぞれの専門性に基づき研修に参加できており、今後の職務で
知識を役立てていく。後期も研修に参加する予定あり。
6/8平塚市人材育成セミナー
6/23災害時対応カードゲームクロスロードを体験しよう。
6/26認知症地域支援推進員研修
6/26平塚市成年後見支援ネットワーク連絡会
7/3第２回合同研修会開催（システム会議）
7/4平塚・大磯・二宮合同研修会(難病)
7/9新人研修（伸生会）
7/18 8/15虐待防止研修
8/5VR認知症体験会
8/8終末期(老衰)と看取り・ケア
8/15後見制度について（伸生会）
8/26精神障碍のある方のご自宅や地域での生活支援を考える連絡会

計画どおり。 C

①から⑤まで専門性に基づき研修に参加できている。
9/3.11包括職員初任者研修　9/3・12生活支援コーデネター研修
9/5オーラルフレイル養成講座　9/27認知症地域支援推進員現任
者研修
9/18サポート医と在宅拠点薬局合同研修会
9/30成年後見5周年講演会　10/4初老期以降におこる精神症状の
理解
11/7神経難病者を理解するために　11/14評価研修
11/18認知所トタールサポート研修
11/9神奈川県精神医療センター公開講座
11/2あ！停電災害時の電源確保について
11/21停電時の人工呼吸器装着者の支援
11/11きれいになって笑顔になるメイク　12/16高齢者虐待関係職
員研修
12/19法人内研修「バリデーション」　1/15「個人情報保護法につい
て」

計画どおり。

⑤地域包括サポート医の
活用（事例の相談、介護
意見書の作成協力、講演
会講師）

4
・
5

①必要時困難事例の相談や意見書の
作成協力依頼をする。
②在宅医療、かかりつけ医の必要性に
ついて講演協力依頼をする。

①随時
②1回/年以上

①まつがおかセン
ター内他
②公民館
（予定）

①主任介護支援専門
員を中心に全職種
②医療職

C

①近隣の医療機関に挨拶に行き、意見書の作成や困難事例での
連携や助言など協力依頼ができるような関係つくりを行っている。
②在宅医療機関に挨拶に行き、１１月１４日に在宅医療について
の講演会開催予定。

①3件（認知症事例）
②ありがとうみんなファミリークリニッ
ク小宮山医師に講師を依頼し、
11/14開催予定。

C

①近隣の医療機関や往診が出来る先生に連絡を取り、意見書作
成や看取りを行うことが出来ている。（意見書作成依頼　3　件数
）
②11/4サポート医のありがとうみんなファミリークリニック平塚の小
宮山医師による「最期まで安心して自宅で過ごすために」という
テーマで在宅医療とかかりつけ医についての講話を実施し31名参
加した。

計画どおり実施

⑥在宅支援拠点薬局の
活用

5

①在宅支援拠点薬局と連携し、在宅で
の服薬管理やかかりつけ薬局について
の講話依頼をし、普及啓発を図る。
②在宅支援拠点薬局の薬剤師に「出張
お薬相談会」を開催依頼。寄り道サロン
にて開催する。

①１回/年以上
②こぐま薬局：１回/隔
月

①公民館
（予定）
②寄り道サロン

医療職 C

①後期にかかりつけ薬局や自宅での薬の管理方法について講話
開催予定。
②奇数月に「出張お薬相談」を開催し、個別にて相談を受け付けて
いる。
5/23　　相談者４名
7/18　　相談者１名
来所されて行うことが出来ている。

計画どおり実施 C

①1/15伊勢山交流サロンにて災害時のお薬管理について講話実
施5名参加。
②奇数月に「出張お薬相談」実施している。9/26：1名、11/28：3
名、2/6：１名。3月に実施予定。

②２月は相談者２名に実施

⑦地域住民へのかかりつ
け医（医療機関）や在宅
医療に関する普及啓発
の実施

5
①サポート医と連携し、地域住民へ在宅
医療についての講話をし普及啓発する。

①１回/年以上
①公民館
（予定）

医療職 C
①サポート医と連携を取り、８月２８日に挨拶に行き11月１４日在宅
医療についての講演会を開催予定としている。

講演会のほか、市作成のリーフレッ
ト等を活用した啓発も進めてもらうよ
う伝えた。

C

①11/4サポート医のありがとうみんなファミリークリニック平塚の小
宮山医師と連携をとり、「最期まで安心して自宅で過ごすために」と
いうテーマで在宅医療とかかりつけ医についての講話を実施し参
加者３１名。

計画どおり実施

⑧医療機関や介護関係
機関との連携強化に向け
た包括独自の取組み

5

①サポート医や在宅支援拠点薬局へ顔
の見える関係づくりのため挨拶に伺う。
②４-（４）-①を通し、近隣の居宅支援事
業所と顔の見える関係づくりを行う。
③平塚市在宅医療・介護連携支援セン
ター主催の研修参加及び、研修内容の
共有。
④在宅支援拠点薬局の薬剤師に「出張
お薬相談会」を開催依頼。寄り道サロン
にて開催する。

①4～5月
②開催時
③開催時
④こぐま薬局：隔月

①医療機関・薬局
②中原公民館・南原
公民館（予定）
③研修先
④寄り道サロン

①医療職・認知症地
域支援推進員
②主任介護支援専門
員
③全職種
④医療職を中心に全
職種

C

①７・８月にサポート医、エリア内の医療機関・認知症サポート医関
係へあいさつ周りを実施。また認知症カフェ開催時の協力依頼を
行い昭和クリニックの上野Drに参加者として協力いただいた。8月
28日に講話依頼も兼ねてありがとうみんなファミリークリニックへ挨
拶へ伺った。9月以降に歯科と婦人科へ伺う予定。
②近隣の居宅介護支援事業所に挨拶に行き関係づくりを行ってい
る。
③研修へ参加。ケアマネジメント業務や健康講話の参考とする。
④奇数月に開催しており、個別相談を受け付けている。

計画どおり実施 C

①7.8.9月にサポート医と拠点薬局へ挨拶実施。11/4にサポート医
による講話実施し31名参加。拠点薬局とは薬剤師会の測定器借
用依頼や講話依頼などで関わりを持っている。1/15薬剤師による
講話を実施し１０名参加。歯科医師にも挨拶回りを2/10　３軒訪問
実施。
②包括エリア内事業所・委託居宅介護支援事業所にも声掛けを行
い多職種連携での、事例検討会・医療講話の開催を予定している
1/28。
③研修に参加し、伝達講習を行い知識が習得できるように対応し
ている。
④奇数月に「出張お薬相談」実施している。9/26：1名、11/28：3
名、2/6：1名来所相談と3月に実施予定。

計画どおり実施

37 / 57 ページ まつがおか



３　権利擁護事業

方針
番号 内容(何を、どのように） 実施時期・回数 場所 担当者

前期
評価 実績・評価理由 市確認結果

年間
評価 実績・評価理由 市確認結果

①認知症ケアパスの普及
6

(1)

①認知症についての相談時に活用
②認知症予防教室の際テキストとして使
用

①適宜
②６月２１日

①まつがおかセン
ター内他
②松が丘公民館

認知症地域支援推進
員を中心に全職種

C
①認知症についての相談時に６冊配布した。
②認知症予防教室6/21日にテキストとして２８冊配布した。

計画どおり実施 C
①前期に加え、相談で２冊、看護実習生への講義で１２冊配布し
た。
②については前期で済み。

計画どおり実施

②認知症サポーター養成
講座の開催

6
(1)

①市の公募開催：２０名
②松ヶ丘小学校へ挨拶に伺い、開催依
頼を行う。
③大野中学校へ挨拶に伺い、開催依頼
を行う。

①９月：２０名
②４月～５月
③４月～５月

①松が丘公民館
②松が丘小学校
③大野中学校

認知症地域支援推進
員を中心に全職種

C

①認知症サポーター研修が９月６日開催予定で募集を現在してい
る。
②松が丘小学校に挨拶をおこない12月１２日に開催予定である。
③大野中学校に５月１６日に３年生担任に挨拶に行き、開催依頼
を行っており日程は返事待ちである。

③3月下旬に実施予定 B

①9/6市民向け認知症サポーター養成講座を松が丘公民館にて
開催。参加者　10名
1/15市民向け認知症サポーター養成講座を寄り道サロンにて開
催。参加者4名。上級研修参加希望者向けに開催した。
②12/12松が丘小学校にて、認知症サポーター養成講座開催。参
加児童５４名、職員３名。認知症の知識の習得に加えて、手作り体
験キットにて高齢者体験やマスコット作りを実施した。アンケート結
果は高評価で、記憶に残る授業となったと報告あり。
③大野中学校へ開催依頼を再度行った。検討していただいた結
果、開催には至らなかった。

①上級研修受講希望者が認知症サ
ポーター養成講座を未受講だったた
め、寄り道サロンで実施した。より多
くの人に上級研修を受講してもらえ
る対応できている。
②職員が工夫して体験キットを作成
してたことで、高齢者の理解につな
げている。

・高齢者人口が少ないこともあり、初期集中支援事業の対象となる方が
少ない。認知症の相談があっても、医療や介護に繋がるケースの方が
多い。
・福祉村や民児協では上級者研修参加者を集めるのが難しくなってい
る。地域資源として新たな人材発掘や関係性構築が必要。

・地域の通いの場やイベントに参加し、包括の普及啓発と共に
地域住民と信頼関係を構築していき、上級者研修参加に繋げてい
く。

・地域のサロンや通いの場に参加して包括の周知活動と共に独居高齢者を訪問し顔の見える関係作りを行っ
ている。
・独居高齢者食事会、広報誌「よろずまつがおか通信」にて詐欺被害についての注意喚起を行った。
・認知症の相談から、初期集中支援事業へ２件つなぐことができた（選定１件、相談１件）。

・高齢者の権利擁護に関する諸制度の説明や高齢者虐待防止法の取り組みについて普及啓発活動を行う
ことが出来た。消費者被害防止講座を「かるた」を使って１２月までに４回実施した。
第一回：看護大学生２名、包括４名。第二回：寄道サロン５名。第三回：寄道サロン９名。第四回伊勢山サロ
ン６名。２月１５日ふれあい大原　11名で講話を実施。
・認知症カフェ「喫茶まつがおか」を４回実施。認知症カフェの内容は、楽しい時間を過ごすことが主になって
いるが、当事者や当事者家族の出会いの場、ボランティアの活躍の場になっている。

（４）今年度の取り組み・重点事項 （５）取り組み実績（前期） （７）取り組み実績（年間）

（１）前年度の取り組みに対する評価・実績

・認知症サポーター養成講座を幅広い世代に受講してもらうため、松が丘小学校・大野中学校・東中原幼稚園に開催依頼を行った。実績とし
ては大野中学校にて開催できた。
・企業向けの認知症サポーター養成講座では、講座の開催依頼を行い、エスパティオ中原店にて２回開催していただけた。
・寄り道サロンを認知症の方に利用していただくことで、家族支援に繋がっている。
・虐待ケースについて、マニュアルをもとに高齢福祉課等と連携、役割分担して迅速に対応することができた。
・「寄り道サロン」が上級者研修修了者の活躍場所となっている。

（２）主な地域課題 （３）主な地域課題の改善策・解消策 （６）取り組みに対する全体評価（前期） （８）取り組みに対する全体評価（年間）
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③企業向け認知症サ
ポーター養成講座

6
(1)

西友、エスパティオ、東中原郵便局、湯
の蔵ガーデン、その他に開催依頼に伺う
予定。

１２月までに 依頼人の指定場所
認知症地域支援推進
員

C
企業向け認知症サポーター養成講座の依頼に対しては連絡を取
り、後期に開催していく予定である。

市民向けの講座にエリア内の企業
職員の参加があり、開催依頼につな
げていきたいと考えている

C

・企業向け認知症サポーター養成講座のチラシを作成し、電話で
の依頼と、郵送にて講座について知っていただけるよう工夫した。
西友、エスパティオ、湯の蔵ガーデン、神奈中タクシー第二営業
所、湘南派遣、にて開催を依頼したが、開催には至らなかった。
市民向け講座に参加してくださった企業への開催依頼も行った。
開催には至らなかったが、上級研修に参加の申し込みがあった
（1/27開催企業から3名参加）。

上級研修に参加した企業から、次年
度の開催を検討してもらえる話も
あった。

④認知症サポーター養成
講座修了者の育成事業

6
(1)

①松が丘福祉村、協議体メンバー、地区
社協、民事協などから、適任者をピック
アップするだけでなく、認知症サポーター
養成講座にて、より深く学びたいという
市民に対して講座の案内をし、市統一の
カリキュラムに沿って講座を実施する。

①１回／年 ①松が丘公民館
認知症地域支援推進
員を中心に全職種

C ①１１月から１月ごろ開催予定である。 1月開催に向け調整中 C

①市民向けの認知症サポーター養成講座から2名参加希望者あ
り。その他、認知症カフェや寄り道サロンで認知症の方と触れ合う
機会のある方に声を掛け参加者を募った。1/27寄り道サロンにて
開催し１０名参加。

計画どおり実施

⑤認知症カフェの実施
6

(3)

①認知症の方でも利用できるサロン、認
知症の方が活躍できる場所としての寄り
道サロンを継続していく。
②寄り道サロンとは別に「認知症カフェ」
を開催する。

①通年
②1回/年

①寄り道サロン
②公民館など

①認知症地域支援推
進員を中心に全職種
②認知症地域支援推
進員

B

①毎週木曜日定例で認知症のご本人が利用されている。今年度
から新たに利用される認知症の方が４名となり、地域の方と一緒
に手芸やおしゃべりを楽しんでいる。
②認知カフェ「喫茶まつがおか」を開催した。第１回６月１９日　参
加者２８名、　第２回８月1日　参加者２５名。第２回目は寄り道サロ
ンで収穫したじゃがいもを用いボランティアと一緒にカレー作りから
一緒に食べると言う企画で上級者研修修了者のボランティアさんと
事前ミーティングを行い、認知症カフェの主旨やサポートの仕方な
どを共有していただくことが出来た。また調理では認知症の方も活
躍することが出来た。

②ボランティアと一緒に企画・運営を
進め、認知症の当事者も役割を担っ
てもらうことができているため、B評
価とした。

B

①前期から継続中。
②認知症カフェ「喫茶まつがおか」を４回開催した。
参加者：第１回　６/１９　２８名（ボラ１０名）、第２回　８/１　２５名
（ボラ１１名）、第３回　１０/１７　２７名（ボラ６名、レクのボラ11名）、
第４回　１/１６　23　名（ボラ　5名）。
・平塚市認知症カフェ登録に「喫茶　まつがおか」を登録し、周知で
きるように体制整備を行っている。

市主催の講演会において、活動を報
告している。

⑥身近な場での認知症
予防教室の開催

6
(1)

①コグニサイズをメインに認知症予防教
室をおこなう。

①６月２１日 松が丘公民館
認知症地域支援推進
員を中心に全職種

C
①６月２１日松が丘公民館で認知症予防教室を開催し、28名の参
加があった。また相談ケースも１件あり。

9月から、包括事務所で開催している
寄り道サロンにて毎月第1～3週目に
コグニサイズを行っている。

B

①については前期で済み。
・9月から、寄り道サロンにて毎月第1～3水曜日にコグニサイズを
行っている。参加者合計、9月13名、10月17名、11月14名、12月18
名、1月9名。

寄り道サロンでのコグニサイズは、
包括職員が講師となり実施してい
る。

⑦認知症初期集中支援
事業の対象者把握

6
(2)

①包括の総合相談から把握する。
②松ヶ丘福祉村からの情報、サロンや
民生委員さん、協議体メンバーの方との
情報交換を密にし、その情報から把握す
る。
③寄り道サロンに来所される利用者から
把握する。

①②③通年
松が丘地区
大原・新町地区

認知症地域支援推進
員

C

①包括に総合相談にて相談があったケースから、認知症初期集中
事業に繋いでいくケースを選定。実績：２件（内相談ケース１件）
②松が丘福祉村やサロン・民生委員からの情報を得ながら支援対
象者を把握している。また郵便局からの１件の相談があり。
③寄り道サロンに案内し来所される方からも、把握が出来ている。

計画どおり実施 C

①前期の実績に加えて、総合相談から認知症初期集中支援事業
に１件繋がり選定される。実績：３件（内相談ケース１件）
②③前期から引き続き、情報を得ながら支援対象者把握に努めて
いる。

計画どおり実施

⑧成年後見制度の利用
相談体制の充実

7
(1)

①法テラス、成年後見制度利用支援セ
ンター等と連携し制度の利用や課題解
決へつなげる。
②松ヶ丘地区の税理士、弁護士等の専
門職へ挨拶回りを行い、相談出来る関
係作りを行う。
③成年後見制度利用がスムーズに出来
る様成年後見制度についての学習、研
修に参加し学びを深める。

①随時
②１回/年以上
③随時

①まつがおかセン
ター内他
②各関係機関
③研修先

社会福祉士 C

①成年後見利用支援センターのチラシを寄り道サロンに常時配
置。後見についての問い合わせに対しては聞き取り、情報提供を
行った。
②5月7日民児協にて、成年後見制度についての研修を実施した。
対象は民生委員14名。講師は成年後見利用支援センターに依頼
した。
③９月３０日に後見制度５周年講演会に参加し、地域での相談時
に対応できるように学習している。

計画どおり B

①成年後見利用支援センターのチラシをまつがおか寄道サロン、
伊勢山サロンに常時配置。
②まつがおか地区専門職へ挨拶周りを実施。2箇所の行政書士事
務所、1箇所の税理士事務所へ訪問挨拶。2箇所の税理士・行政
書士事務所へ電話挨拶を行った。司法書士の先生に後見制度を１
名繋ぎ対応をしてもらっている。栗原ホームあんしんセンターとも１
名契約。
③後見についての問い合わせ、必要と思われる方への情報収集と
して成年後見利用支援センター、ぱあとなあ神奈川、リーガルサ
ポート等情報問い合わせ行い連携に努めている。

弁護士や司法書士等の専門職と相
談ができる関係作りのために、挨拶
周りを実施。その後、実際に司法書
士へ相談者を繋ぐぐことができた。ま
た、必要に応じて公証役場や信託銀
行にも繋げている。
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⑨成年後見制度の普及
啓発の取り組み
　＊実施時期・回数欄に対象
者、開催回数、受講者数を記入
ください。

7
(1)

①成年後見制度に関して、寄り道サロン
にチラシ配架する。成年後見制度が必
要な方へは、制度を説明し利用を勧め
る。
②成年後見制度の活用に関する相談に
ついては、広く制度の啓発が必要。地域
住民やサロン等に向けた講話や認知症
サポーター養成講座における講義を行
う。

①随時
②１回/年以上

①まつがおかセン
ター内他
②公民館・福祉村等

社会福祉士 C

①成年後見利用支援センターのチラシを寄り道サロンに常時配
置。後見についての問い合わせに対しては聞き取り、情報提供を
行った。
金銭管理が一人で出来ないケースについて、栗原ホームあんしん
センターに支援を依頼している。面談3回目が終了し申請書を提
出。今後は日常生活自立支援事業にて支援を開始する予定。
②5月7日民児協にて、成年後見制度についての研修を実施した。
対象は民生委員14名。講師は成年後見利用支援センターに依頼
した。

計画どおり C

①成年後見利用支援センターのチラシをまつがおか寄道サロン、
伊勢山サロンに常時配置。
②あんしんセンターの日常生活自立支援事業に利用者１名を繋げ
ている。面接４回同席。1１月より利用開始、引継ぎを完了した。
③後見についての問い合わせ、必要と思われる方への情報収集と
して成年後見利用支援センター、ぱあとなあ神奈川、リーガルサ
ポート等情報問い合わせ行い連携に努めている。

計画どおり実施

⑩高齢者虐待の相談体
制の充実

7
(2)

①高齢者虐待に関する事例については
市高齢者虐待対応マニュアルをもとに関
係機関と連携、役割分担して効果的な
支援を提供する。また、法律相談等を活
用した上で迅速活効果的な介入が出来
る様にする。
②高齢者虐待に関する研修に参加し虐
待対応技術の向上を図る。

①随時
②随時

①まつがおかセン
ター内他
②各研修先

社会福祉士 C

①マニュアルに沿って対応している。昨年から引き続きケースの経
過観察、高齢福祉課と連絡、調整、相談しながら支援を進めてい
る。個別ケースに合わせて保健福祉事務所等と連携を図った。
②高齢者虐待研修は８月２２日に参加して、虐待の養護者支援の
中での障害者や引きこもりのかた・８０５０問題を学び、対応の仕方
を援助に活かしていけるようにしている。

計画どおり C

①マニュアルに沿って対応している。昨年からの継続ケースにつ
いては１名地域見守り・声かけ(月１回程度)、１名終結となった。終
結後は担当CMの後方支援をしている。１１月新規に虐待ケースが
認定。関係機関で個別ケア会議実施した。ＣＭ、ＤＳ、等と連携し
対応中。
②精神障害者(８月)、ひきこもりの方(１２月)への支援に関する研
修へ参加し対応について学び日々の業務に活かせるようにしてい
る。

計画どおり実施

⑪高齢者虐待防止の普
及啓発に関する取り組み
　＊実施時期・回数欄に対象
者、開催回数、受講者数を記入
ください。

7
(2)

①認知症サポーター養成講座や同上級
者研修において虐待と認知症の関連性
や制度等についての説明、啓発を行う。
②地域の目が早期発見に繋がる為、
松ヶ丘福祉村、民生委員さん、協議体メ
ンバー等と関係を密にし、虐待の芽に繋
がる変化等の早期発見が出来る様情報
を共有する。

①随時
②随時

①まつがおかセン
ター内、他
②まつがおかセン
ター内、他

社会福祉士 C

①９月６日に認知症サポーター養成講座を行い参加者は１０名。
後期にて認知症地域支援担当者と協働し高齢者虐待の普及啓発
を実施予定。
②随時民児協、福祉村と連絡・情報共有を行っている。前期は困
難事例について個別ケア会議を実施し、現状を伝えると共に見守
りを行い、何かあった時には包括へ連絡を頂く様に福祉村、自治
会長へ依頼を行った。
社会福祉法人伸生会にて7月18日、8月15日「高齢者虐待につい
て」の研修を包括ごてん社会福祉士と共同で実施した。

計画どおり C

①　１月２７日認知症サポーター上級研修（参加者１０名）にて講
話。また、１２月５日伊勢山サロンにて虐待防止についての見守り
をお願いしている。
②随時民児協、福祉村と連絡・情報共有を行っている。１１月新規
であがった虐待事案についてサービス関係機関、民生委員に参加
を依頼し個別ケア会議を実施した。

計画どおり実施

⑫虐待を受けた高齢者に
対するケア体制の充実

7
(2)

①被虐待者に対する支援について、介
護支援専門員や介護事業所と連携し適
切な支援や保護が提供出来る様行政と
連携し、介入を行う。
②被虐待者である高齢者に加え、その
家族関係の再構築に向けての家族支援
や面接技法、危機介入等に関する研修・
勉強会に参加し、対応技術向上を図る。

①随時
②年１回以上

①まつがおかセン
ター内、他
②研修先

社会福祉士 C

①被虐待者担当の介護支援専門員より随時報告を得て、高齢福
祉課と連絡、調整を図っている。訪問にて様子を伺ったりして継続
での見守りを行っている。
②面接技術向上に際して包括内相談支援援助について勉強会を
実施。高齢者虐待について書籍にて自主学習を行っている。

計画どおり C

①被虐待者に対する支援について随時居宅介護支援事業所、
サービス提供事業所と連絡を取り現状把握に努めている。高齢福
祉課と連携しながら地域の見守り、訪問等実施している。
②面接技術向上に際して包括内相談援助支援について勉強会を
２ヶ月１度実施。社会福祉士勉強会に月１度参加し学習・事例検討
を行っている。

計画どおり実施

⑬養護者に対するケア体
制の充実

7
(2)

①養護者のケアについて、市役所高齢
福祉課と連係・役割分担をし家族関係の
再構築が図れる様介入・支援を行う。
②精神障害、依存症等養護者自身の複
数の課題に対しての理解や対応方法、
関係する機関について研修・講座を受講
し支援技術の向上を図る。

①随時
②年１回以上

①まつがおかセン
ター内他
②研修先

社会福祉士 C

①通報が上がった為、養護者支援について高齢福祉課、障害支
援事業所、障害福祉課などとケースカンファレンスを実施。各職種
での役割分担や出来る事の確認を行った。
②地域支援担当者連絡会にて各包括事例から対応・支援機関に
ついて学びを深めると共に、9月同連絡会にて事例検討会実施予
定。養護者支援機関について社会福祉協議会の情報を得る。
8月22日5080問題に向けてひきこもり支援の研修を受講した。8月
26日(月)精神障害がある家庭への支援について研修を受講。

計画どおり C

①養護者支援について高齢福祉課、担当の介護支援専門員と関
係機関と検討を行った。保健福祉事務所と連携している。
②地域支援担当者連絡会にて「養護者支援」をテーマに事例検討
を行った。社会福祉協議会より地域支えあい班の情報提供あり、
今後連携出来るよう顔の見える関係作りを行っている。
・精神障害者(８月)、ひきこもりの方(１２月)への支援に関する研修
に参加。同研修にて、精神障害者・ひきこもりの方の支援機関と顔
の見える関係作りを行っている。

計画どおり実施
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４　包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

方針
番号 内容(何を、どのように） 実施時期・回数 場所 担当者

前期
評価 実績・評価理由 市確認結果

年間
評価 実績・評価理由 市確認結果

①ケアマネジャーへの支
援

2

①ケアマネジャーからの個別相談に応じ
た情報提供や同行訪問などを通じて後
方支援を行っていく。
②ケアマネジャーの資質向上に資する
研修を、みなと・ごてん・まつがおかの3
包括合同で企画・開催する。（主任介護
支援専門員更新研修対象研修　）

①随時
②2回／年以上

①まつがおかセン
ター内他
②中原公民館または
研修開催地

主任介護支援専門員 C

①ケアマネジャーからの個別相談には同行訪問をしたり情報提供
を行ったりして後方支援を行っている。
②３包括合同の研修を７月１９日に開催（介護支援専門員の基本
とGSVの手法を学ぶ）他研修の企画も１月後半に実施予定。

計画どおり。 C

①ケアマネジャーからの随時相談に対応し困難事例として関わり
ながら事例を紐解いていくと虐待ケースとして要因もあり、社会福
祉士や保健師も巻き込み事例解決するため個別地域ケア会議の
開催や後方支援にあたっている。他のケースでも必要時連携を取
りながら訪問したりアドバイスを行っている。
・6月から包括主任ケアマネや居宅ケアマネ有志と事例検討会など
を主催し毎月勉強会を開催することが出来ている。
②３包括合同の研修会を1/28に開催参加者３１名。多職種連携で
の吉井Drの講話とケースの事例検討を多職種（NS・HH・デイ等）で
実施した。事例を多職種で検討することで色々な視点から考える
機会となった。

計画どおり。

②地域ケア会議（個別ケ
ア会議、小地域ケア会
議）を開催する

2

①地域ケア個別会議開催
ケアマネジャー、地域住民や関係団体
各所からの相談があった際に必要時に
開催する。
②小地域ケア会議開催
H30年度の課題に対する進捗、評価をし
て新たな課題抽出や地域の状況につい
て関係各団体と情報を共有する。松ヶ丘
協議体も同時期開催とする。
③小地域ケア会議を利用し、他地区で
の情報を提供するなどして、まつがおか
地区での協議体のあり方を検討する。

①随時
②2回／年以上
③2回／年以上

①②まつがおかセン
ター内他

①主任介護支援専門
員を中心に全職種
②社会福祉士を中心
に全職種
③管理者を中心に全
職種

C

①地域ケア個別会議の開催は２件あり。開催支援を行いケアマネ
ジャーへの助言や地域からの支援に繋がっている。
②6月17日小地域ケア会議の開催を行った。地域包括ケア推進課
より「協議体について」説明を頂き共通認識を図った。後、地域で
の課題抽出を行い各団体との情報共有を行った。
③小地域ケア会議を利用して、協議体の理解や役割を学び地域
包括ケアシステムを構築するべく、地域での生活を円滑に行えるよ
うに、その方の状態に応じた生活支援サービスが利用できるよう
働きかけをしていく必要性を再認識した。

計画どおり。 C

①個別ケア会議の開催は11/26に開催。
②1月３１日に小地域ケア会議の開催。地域課題抽出のために地
域資源のマップ作りを行い今ある資源や足りない物、あったらよい
物などを地図に落とし込み共有を図った。継続的にマップ作りは
行っていく。
③小地域ケア会議開催時に協議体も開催している。他地区での取
り組み状況なども報告。今後の生活支援サービスのあり方や地域
で出来るボランティア活動などの話し合いも行われた。

マップ作りについては、地域ケア会
議で地域の課題を把握し、マップ作
りに反映、更新している。

・地域内の居宅介護支援事業所が無くなってしまった為、広い範囲で顔
の見える関係作りをしなければならない。
・包括職員の入れ替わりがあり、まつがおか地区の協議体について成り
立ちを説明できる職員がいない。協議体を継続させる為、包括が引き続
き支援していく。

・包括主任介護支援専門員連絡会やケアマネ研修開催を情報共有
の場とし、他地域のケアマネと顔の見える関係を作る。
・協議体について他の地域での活動などを知り、まつがおかでの役
割を整理する。

・居宅システム会議への参加を通じて顔の見える関係作りが出来ている。
・協議体について成り立ちや協議体のレクチャーを受けて新しい地区の役員と共に協議体活動への理解をす
ることが出来た。

・まつがおか地区に居宅介護支援事業所が７月から開所し事業者と連携を取りながら終末期の方の暫定利
用や相談支援を一緒に行うことが出来ている。
居宅システム会議に参加して居宅介護支援事業所のケアマネとの連携も出来てきている。
３包括合同+有志２名のケアマネと研修会を企画運営し1/28に開催する。
６月から包括主任ケアマネと有志居宅ケアマネとで事例検討会などを主催し勉強会を継続出来ている。
・まつがおか地区での小地域ケア会議にも事業所の参加も依頼して包括的・継続的ケアマネジメント支援の
体制を地域の方にも周知していただく機会を設けて共に地域課題を検討する機会とした。（1/31開催）

（４）今年度の取り組み・重点事項 （５）取り組み実績（前期） （７）取り組み実績（年間）

（１）前年度の取り組みに対する評価・実績

・湘南ケアサポート主催のケアマネ支援勉強会が無くなってしまった為、まつがおか・ごてん・みなと３包括共催の介護支援専門員に対する研
修開催に力を入れた。
・小地域ケア会議を年２回開催し、地域課題を共有することができた。
・ケアマネ支援や地域住民からの相談ケースから個別ケア会議を開催した。

（２）主な地域課題 （３）主な地域課題の改善策・解消策 （６）取り組みに対する全体評価（前期） （８）取り組みに対する全体評価（年間）
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平塚市地域包括支援センター　みなと　　 令和元年度事業計画書及び評価表

１　介護予防ケアマネジメント事業等

方針
番号 内容(何を、どのように） 実施時期・回数 場所 担当者

前期
評価 実績・評価理由 市確認結果

年間
評価 実績・評価理由 市確認結果

①介護予防把握事業の
推進
　(フレイル状態像の把
握)

4
港地区に属する、通いの場に14ヶ所に1
回ずつ訪問し、フレイル対策推進事業に
則って、出張フレイル講座を実施

通年　14か所
（前期7か所・後期7か
所）

通いの場 保健師 B

通いの場出張フレイル講座　11か所

★フレイル講座　3団体
　　・須賀北町自治会高齢者サロン【スカッとサロン】　35人
　　・医療生協みなと支部会員総会　32人
　　・グレーシアパークシニアクラブ【十日会】　15人
　　　　①総論15人　②骨密度と運動17人　③栄養（11月予定）
　　・高浜台ハイツ自治会（平成30年度に　①総論）
　　　　②口腔（9月予定）　③骨密度と運動（10月予定）

前期は出張フレイル講座１１か所、３
団体から依頼を受けフレイル講座を
実施していくことから予定よりも多く
の実施が出来ているためB評価とし
ている。また、出張フレイル講座やフ
レイル講座では、フレイルサポーター
や健康チャレンジリーダーの人材発
掘につながっているという。

B

通いの場出張フレイル講座　5か所（計16か所）
★フレイル講座　3団体
・代官町第一高砂会（老人会）　10人
・グレーシアパークシニアクラブ【十日会】
　③栄養（11/12）　16人参加　包括ケア推進課田中管理栄養士に
よるフレイル予防と栄養のお話し
・高浜台ハイツ自治会
　②口腔（9/18）　10人参加　包括ケア推進課夛田歯科衛生士によ
るオーラルフレイル予防
　③骨密度と運動（10/17）　35人参加　みなと保健師よる骨密度測
定と運動の講座
＊　港地区フレイル測定会（2/10練習会、2/26測定会予定）

出張フレイル講座の実施はほぼ年
間予定回数であったが、シニアクラ
ブでシリーズ化したフレイル予防の
教室を出来たことからＢ評価としてい
る。

②サロンの開催支援 2

①平成31年1月からスタートしたパーク
サイド女性のサロン「はなみずきの会」
継続支援、
ストレッチ・脳トレ・健康情報提供など
②「なぎさウオーキングの会」の継続支
援、
ウオーキング・ストレッチ・健チャレ体操・
ロコモ体操・ラジオ体操・健康情報提供
など
③パークサイドシニアクラブ自主化促進
を図る、ロコモ体操に、ゴム体操追加
④お楽しみ昼食会（地区社協・民協な
ど）
健康相談（5回）・コグニサイズを（1回）実
施して普及啓発

①第3月曜日
（13：30～15：30）
10回/年
②第3金曜日
（9：00～11：30）
10回/年
③第2火曜日
（10：00～11：00）
10回/年
④5回/年

①パークサイド平塚
集会室
②須賀公民館～平塚
駅南側
③パークサイド平塚
集会室
④須賀公民館

保健師を中心に全職
種

B

①はなみずきの会　3回（4月・5月・7月　8月休会）
　日野原体操ストレッチ・３A（あかるくあたまをつかってあきらめな
い脳リハビリ体操）、6月自主活動「遺影撮影会」
②なぎさウオーキングの会　4回（4～7月　8月休会）
　日野原体操ストレッチ・健康体操・七夕踊り練習・ラジオ体操（健
チャレリーダー中心）、毎週金曜日はメンバーでウオーキング
③パークサイドシニアクラブロコモ体操　4回（5～8月）
　4月は総会で意見交換し年間計画立案
自主運営　ストレッチ・健康チャレゴム体操・カラオケ機材ロコモ体
操・ラジオ体操（健康チャレリーダー・フレイルサポーター中心）
④お楽しみ昼食会　1回（6/12）　9月・11月・12月・1月予定
　健康相談・介護相談・口腔体操
⑤包括サロン　町内福祉村と共催　4回（4～7月　8月休会）
　日野原体操ストレッチ・３A体操（あかるくあたまをつかってあきら
めない脳リハビリ体操）・コグニサイズ
地域資源活用　さくら整骨院柔道整復師による筋トレ（7月～）
⑥サロン開催準備有料老人ホームミモザ高浜台
　お化粧療法見学（8/21）

年度当初①～④を予定していたが、
地域の介護施設と協働して⑤、⑥と
様々な研修を企画して実施している
ためB評価としている。

B

①はなみずきの会4回（10～1月）（2月・3月予定）
　コグニサイズ、認知症予防に良い生活習慣の話
②なぎさウオーキングの会　5回（9～1月）（2月・3月予定）
　毎週金曜日はメンバーでウオーキング
　第3金曜日は包括みなとと合同で体操　健康チャレンジ体操・ゴ
ム体操（健康チャレンジリーダー中心）、ストレッチ・ラジオ体操
③パークサイドシニアクラブロコモ体操　5回（9～1月）（2月・3月予
定）　（前期と同様）
④お楽しみ昼食会(9/12  11/14  12/12  1/9）
　毎回、健康相談・介護相談・口腔体操　　コグニサイズ（11/14）
⑤包括サロン　町内福祉村共催　4回（9～12月　1月休会）（2月・3
月予定）　血圧測定・ストレッチ・３A体操（脳トレ）
体の体操（さくら鍼灸治療院柔道整復師）
⑥有料老人ホームミモザ高浜台と来年度の打ち合わせ（2月予定）
⑦代官町第1高砂会老人会（9/6)　　コグニサイズ
⑧うたごえサロン　町内福祉村共催　年4回（5月・8月・10月・1月）
音楽療法士によ音楽療法　10/31からコグニサイズのみ包括みな
との認知症地域支援推進員が担当（1/30予定）

ホームミモザ高浜台は地域で集う場
所の提供等、他にも地域資源とのつ
ながりや活用からＢ評価としている。

　介護予防に関心の高い住民は、積極的にさまざまな活動に参加して
いるが、関心がさほどでもない住民にはこまめにアプローチが必要な状
態である。健康づくりや介護予防のリーダーになり得る住民をキーパー
ソンにして、社会参加を促していく必要がある。

・健康づくりや介護予防のリーダーになり得る住民とともに、
サロンや体操教室を活発にしていく。
・住民のニーズを主体に考え、包括主催のサロンの内容を充実させ
て、参加したくなるようなプログラムを考え、社会参加を促していく。
・海に近い地域や、バス路線本数が少ない地域で、公民館やベイサ
イドホールに通いにくい住民に、外出の機会を提供できるようにす
る。

・概ね計画通りに実施中である。
・介護予防を目的に、一緒にサロン活動している参加メンバーの中に、脳血管障害を発症したり、認知力低下
がみられた住民がいた。そのことをきっかけに、病気予防のための健康講座を希望する団体があった。健康づ
くり（=介護予防）への関心（危機感）が高まっている事例である。
・通いの場出張フレイル講座では、できる限りその時その通いの場に参加し、住民との交流を持つようにしてい
る。時間を要す業務になるが、メンバーの中に健康チャレンジリーダーやフレイルサポーターの候補になる住
民がおられるため、動機づけを行っていきたいと考えている。
・骨密度測定については、単に測定に終えずに、保健指導を行ないハイリスク対象には受診勧奨を行ってい
る。

・概ね計画通りに実施した。
・今年度、通いの場やウオーキングの会のメンバーの中から、健康チャレンジリーダーやフレイルサポーターに
なった住民がいた。
・昨年度修了した健康チャレンジリーダーやフレイルサポーターが、地域で主体的に介護予防活動をするよう
になってきている。
・骨密度測定後には、集団または個別指導を行った。地域包括ケア推進課の専門職の協力も得られ、フレイル
予防の3本柱の内容を住民に伝えることができた。
・3年かけて、歯科医師に健康講座を依頼し実現できた。

（４）今年度の取り組み・重点事項 （５）取り組み実績（前期） （７）取り組み実績（年間）

（８）取り組みに対する全体評価（年間）

（１）前年度の取り組みに対する評価・実績

・定例の包括主催のサロンや体操教室が7か所になった。新たなサロン1か所の立ち上げ支援も行った。
・そのうち3か所は、健康チャレンジリーダーが活躍し、自主的な活動に移行しつつある。
・港地区の通いの場は、24か所以上になった。
・通所Ｃの卒業生はそれぞれ、元気を維持している人・要支援認定・要介護認定を受けた人さまざまであるが、半数以上は地域活動に参加し
続けている。
・健康チャレンジリーダー2人、フレイルサポーター4人、脳とからだの健康リーダー1人が修了している。

（２）主な地域課題 （３）主な地域課題の改善策・解消策 （６）取り組みに対する全体評価（前期）
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③介護予防、健康長寿等
に関する講座、講演会の
開催

4

①講演会依頼実施
・メディスンショップ湘南平塚南口店（在
宅支援拠点薬局）店、またはくすのき薬
局
・あらい歯科
・医療生協平塚診療所（サポート医）
＊　2-⑤と同じ
②健康講座の依頼に応じ実施
・医療生協みなと支部・須賀北町自治
会・高浜台自治会・グレーシアパークシ
ニアクラブ

①
・依頼　（前期）
・実施　3回/年（後期）
（夏頃～年度末、三師
それぞれ各1回）
②4回/年
（4月2回・7月・9月）

①港ベイサイドホー
ル
②須賀公民館
港公園須賀北町自治
会館
高浜台ハイツ集会室
グレーシアパーク集
会室

保健師 B

①講演会
・くすのき薬局　山本薬局長　健康講座実施（7/11）　36人
　　　テーマ：見つけよう！あなたにより添うかかりつけ
・あらい歯科　荒井先生　健康講座（11/14）予定
　　　テーマ：オーラルフレイル（仮）
・医師　未定　（看護学生実習の健康講座に置き換え予定）
②　①★参照
③　パークサイドシニアクラブから、生活習慣病と血管障害の
　　　講座依頼あり　年度後期に計画中

年度当初①、②を予定していたが、
パークサイドシニアクラブメンバーが
脳梗塞になり、生活習慣病や血管障
害の講座を希望し実施していく。地
域のニーズに対応した講座をタイム
リーに計画し実施していくことからB
評価としている。

B

①講演会
・あらい歯科：荒井先生　健康講座（11/14）　39人参加
　テーマ：オーラルフレイルを知ろう
・看護学生による（地域密着健康教育実習）1G　健康講座（1/9）
　健康クイズ（健康のための生活習慣・フレイル・転倒予防など）
・看護学生による（〃）2G　健康講座（2/13予定）
　大人の港いろはカルタ
・看護学生による（〃）3G　健康講座（2/21予定）
　すごろく体操
・医師の講座は、今年度は見送り
②　①★参照
③　パークサイドシニアクラブロコモ体操の時間に「生活習慣病と
要介護状態について」ミニ講座（3/10予定）

看護学生の健康教育の実習の受け
入れは、事前に地域のサロンへ参加
後教育を実施。実施にあたって助言
を行っている。当初予定していなかっ
たが、実習を取り入れて充実を図っ
たことからＢ評価としている。

④適正な介護予防ケアマ
ネジメントの実施

3

包括内における介護計画チェック実施
（基本チェックリストの該当項目がプラン
に反映されているか確認・包括定例業務
ミーティングで1事例ずつチェック）

2回/年
（前期・後期）

包括みなと 保健師 C

所内ミーティングにて、1事例について介護計画点検を実施（8/14）
・利用者基本情報の裏表の内容
・情報から課題の有無→介護計画内容へのつながり
・基本チェックリストと介護計画内容へのつながり
・介護保険サービス以外の援助　財産管理→社会福祉士が面談

計画どおり。 C
所内ミーティングにて1事例について介護計画点検を実施予定（2
月の所内ミーティング） 計画どおり実施

⑤通所型サービスCの利
用者の利用後のフォロー
について

3

平成30年度実施利用者の支援
（短期集中4人・脳いきいき3人）

元気を維持している人、要支援認定・要
介護認定となった人にも、包括主催サロ
ン、通いの場、認知症カフェなどに誘い
フォロー

3回/年
（5月・10月・3月頃）

地域活動
電話

保健師 C

【短期集中】
　・Ａ氏　頚椎症の悪化　全介助状態　要介護認定
　・Ｂ氏　事業期間中に脱水症熱中症で入院し施設入所
　・Ｃ氏　外出の機会が増加（娘さんの趣味に付添）
　・Ｄ氏　R元.5月～機能訓練デイ利用
【脳いきいき】
　・Ｅ氏　シニアクラブに入会　R元.8月～機能訓練デイ利用
　・Ｆ氏　地域活動参加（包括福祉村のサロン・認知症カフェ等）
　・Ｇ氏　要介護認定にて通所リハ利用

計画どおり。 C

【短期集中】
〇平成30年度受講者
・C氏　車の運転などして外出　・D氏　機能訓練デイ利用継続中
〇令和元年度（前期）受講者
・E氏　受講後、通いの場「健康体操」見学
・F氏　受講後、生活変化なし　近所の独居高齢者に通所C勧め
・G氏　受講後、生活変化なし
【脳いきいき】
・E氏　機能訓練デイ中止　シニアクラブの通いの場に参加
・F氏　地域活動参加

計画どおり実施

⑥総合事業における多様
なサービスの利用促進

3

港地区町内福祉村の訪問型サービスＢ
の利用促進
利用者のニーズに応じて、お話し相手、
ゴミ捨てなど、現在福祉村が提供可能な
サービスがあるか依頼

1事例/年
港地区町内福祉村
包括みなと

保健師 C
2事例依頼するが利用につながらず（アプローチの実績あり）
　・60歳代　男性　独居　白血病　2号被保険者　ゴミ捨て
　・90歳代　女性　独居　要支援者　お話し相手

訪問Bを２事例とも働きかけている
が、実施には至っていない状況であ
る。

C

後期は12月31日までに依頼事例がないが、1月～3月の間にも、町
内福祉村にアプローチを継続する

福祉村から包括に相談があったケースは複数あり、福祉村と包括
との連携体制はある

計画どおり実施

⑦加齢による機能低下の
改善

4

定例の包括主催のサロンや、地域での
大きな活動の時に、地域包括ケア推進
課などから骨密度計を借用し、骨密度測
定の後にロコモティブシンドローム予防
の保健指導を実施

地域の活動
シニア学級・福祉まつり・須賀公民館ま
つりのいずれか

定例のサロン
2か所/年
（前期・後期）

地域の活動
2回/年
（6月・9月・2月のいず
れか）

パークサイド平塚集
会室
須賀公民館
港ベイサイドホール

保健師を中心に全職
種

C

骨密度測定と保健指導
【定例のサロン】　　①★参照
　・グレーシアパークシニアクラブ十日会　（集団保健指導）（8/9）
　・高浜台ハイツ自治会セミナーみなと　（〃）（10/17）予定
【地域活動】
　・シニア学級「認知症の予防・脳の健康アップ」に切り替え
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（6/21）
　・福祉まつり　30人程度予定（個別保健指導）（9/21）
　・須賀公民館祭り　30人程度予定（〃）（R2.2月）

計画どおり。 C

骨密度測定と保健指導
【定例のサロン】　　①★参照
・高浜台ハイツ自治会セミナーみなと（集団保健指導）（10/17）
【地域活動】
・福祉まつり（個別保健指導）（9/21）　64人実施
・須賀公民館まつり（個別保健指導）（2/21・23）
　　　2/21　平塚市の骨密度計使用
　　　2/23　　薬剤師会から骨健康度測定器借用
　　　　　　　　（場所の関係により）

計画どおり実施

⑧外出の促進（閉じこもり
高齢者の把握等）

4

①民生委員と協働し、高齢者世帯・高齢
者と障害者の世帯への支援を強化する
②地域資源の活用として、巡回送迎バ
ス付きの介護予防を含む健康教室（介
護老人保健施設湘南苑の地域貢献活
動）に参加する

①通年（随時）
民協定例会6回/年
②2回/年

①須賀公民館
包括みなと
訪問先
②済生会湘南苑

保健師を中心に全職
種

C

①民生委員から連絡があったケース、および平成30年度高齢者調
査の中から、要フォローと判断したケースについて、家庭訪問を実
施し、公的支援の案内　6ケース
民児協定例会（毎月第1金曜日19：10～19：30）出席　5回（4～8月）
各民生委員に個別にケース報告とお知らせ（消費者被害・空家対
策・認知症カフェ・フレイル事業など）
②済生会湘南苑と協働し、みなとで介護予防教室参加者を募り、
湘南苑の送迎車を利用して湘南苑スタッフによる介護予防教室を
実施　10人参加（6/29）

②湘南苑との協働では年２回の実施
を考えていて、１回目は左記のとおり
対象を絞り込んでの実施、２回目は
回覧版等の周知で広く募集する予
定。今年度は２通りの方法で実施し
てみて、今後より効果的なアプロー
チ方法を検討していきたいとのこと。

C

①民生委員から連絡があったケースについて、4事例合同訪問実
施（かかりつけ医なし孤立状態・生活支援・フレイル状態・虐待疑
い）
民児協定例会出席　5回（9～1月）　各民生委員に個別にケース報
告とお知らせ（改選に伴い、11月退任の方にお礼、12月新任の方
に挨拶、包括支援センター役割等）
②湘南苑と包括みなと共催の送迎バス付きの介護予防教室（3/21
予定）定員10人
介護予防教室内容　湘南苑（運動・介護老人保健施設とは）
広報集客　包括みなと

計画どおり実施。今回の湘南苑との
協働事業では、回覧板やチラシの周
知で参加を募っているため、1回目の
実施とあわせて評価していく。

43 / 57 ページ みなと



２　相談支援業務

方針
番号 内容(何を、どのように） 実施時期・回数 場所 担当者

前期
評価 実績・評価理由 市確認結果

年間
評価 実績・評価理由 市確認結果

①多様化する相談内容
に対応できる体制づくり

1

①新任者または現任者研修
②ケアマネジャーが主任ケアマネジャー
になるための専門研修ⅠⅡ
③四職種発信の包括内研修会
④包括内定例業務ミーティングで、業務
改善について話し合う

①1回/年（秋ごろ）
②数回/年（通年）
③4回/年
（6～12月の偶数月）
第2金曜日午前
④5回/年
（通年奇数月）
第2金曜日午前

①神奈川県
②神奈川県
③④包括みなと

①社会福祉士
②常勤ケアマネ
ジャー
③④全職種

C

①新任者研修受講予定　社会福祉士（9/3・11）
②神奈川県介護支援専門員更新研修　常勤ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ専門研修
Ⅰ全8日課程修了予定（7～9月）・専門研修Ⅱ全5日間（後期）
③④包括内　研修会＆業務ミーティング
・4月　令和元年度包括みなとの方針確認（済生会の理念含め）
・6月　2事例検討　（難病ＡＬＳ・独居高齢者最期のケアＡＣＰ）
・7月　前期事業計画進捗状況確認　修正
・8月　ケアプラン検証1事例
・8月臨時　法人内学会発表予演会　「認知症地域支援推進員の
役割」

C

①・新任者 社会福祉士（9/3・11）・現任者ファシリテーター養成 社
会福祉士・（主任）介護支援専門員（11/29）・現任者 個別テーマ
（主任）介護支援専門員（1/31予定)
②常勤CM専門研修Ⅰ終了・研修Ⅱ受講予定（R2.2月～R2.3月）
③④・9月　運営状況点検　社用車所有について
・10月　環境整備　自転車・バイク管理　情報管理研修共有
・11月　保健師よりフレイル事業　エンディングノート　等
・12月　管理者連絡会・済生会からの伝達　認知症カフェ登録
（予定）・1月（主任）CMより多職種連携　・2月社会福祉士より権利
擁護/介護計画点検　・3月事例検討（権利擁護事例）

計画どおり実施

②認知症地域推進員に
よる専門的な相談支援と
ＭＣＩ（軽度認知障害）の
方を把握するためのタブ
レットの活用

6
(2)

・認知機能検査iPadのチラシを作成し、
会合・サロン・認知症カフェなどで配布
・包括みなと面談室または相談者宅で実
施
・結果に応じて、情報提供や通いの場な
どの紹介、受診勧奨、認知症初期集中
支援事業にあげる等対応

iPad実施は通年で30
人
（前期15人）
（後期15人）

包括みなと面談室
実施者宅

認知症地域支援推進
員

C

・認知機能検査のチラシを独自に作成、自治会回覧・手配り・サロ
ン配布・前年度実施者へ個別配布の他、総合相談事例に個別に
配布
・前期締切日までに、26人実施
・実施者の中から、2人脳いきいき教室に参加申し込み有

計画どおり実施 B

・認知機能検査のチラシを独自に作成、自治会回覧・手配り・サロ
ン配布・前年度実施者への個別配布の他、総合相談事例に個別
に配布
・12/25までに27人実施（合計53人）　自治会回覧やチラシ配り、港
しおさいだより（公民館ホームページ）で広報、昨年の実施者につ
いて個別に案内し実施した
・前期実施者の中から、4人脳いきいき教室に参加中

地域のイベントに合わせ、別室で実
施し、希望者に対して環境の配慮を
行うなど工夫ができている。
昨年度からの変化を評価するなど、
継続性をもった事業展開ができてい
るため。

③支援における地域包括
ケアシステムのネットワー
クの構築・活用

2
・
5

①住処の検討方法や施設の活用方法、
在宅看取りの実際など相談先の把握、
後見や遺言の相談機関の発掘・相談の
仕方などを、整理して情報提供しやすく
なるよう準備
②①を須賀公民館ホームページ「港しお
さいだより」に記事掲載し啓発周知

①通年
②2回/年
（前期・後期）

包括みなと
社会福祉士
事務員

C

①社会福祉士
「行政書士会遺言セミナー（4/20）」「権利擁護研修会（6/26）」「高
齢者の住まい講演会施設版（6/28）」に参加、インターネット検索・
パンフレット収集等で情報収集し、情報整理中

②社会福祉士・事務員
自治会回覧「みなと便り6号（7月発行）」に成年後見制度の記事を
一面に掲載

計画どおり。 C

①社会福祉士
「自分の大切な人生の為に・自分の考えを伝えるカタチ」のパンフ
レット完成。今後リニューアルしながら活用して介護支援や住まい・
成年後見・医療ケアの意思決定のテーマで啓発していく。また地域
で活動する専門職とのつながりも継続し、地域と専門職をつなぐ布
石とする
②社会福祉士・事務員
11月須賀公民館ホームページ「しおさい便り」に「終活について」成
年後見や医療ケアの意思決定や住まい探しの相談支援の記事記
載

計画どおり実施

④センター職員のスキル
アップ

1

①包括内で事例検討会実施
（前期　対応困難ケース）
（後期　権利擁護3-⑩⑬に同じ）
②法人内学会発表

①2回/年
（前期・後期）
②1回/年（9月）

包括みなと
①全職員
②認知症地域支援推
進員

C

①ケース検討2事例（6月）　（再掲）
　　　・難病ＡＬＳの利用者の支援　制度利用と意思決定
　　　・独居高齢者最期のケア計画　本人の希望と現実
　
②認知症地域支援推進員　法人内学会発表（8/31）
　　テーマ：認知症地域支援推進員の役割
　　　　　　　～認知症サポーター養成講座の実施状況と展開～

計画どおり。 C

①事例検討（3月予定）
・認知症（ビンスーバンガー型）法定後見利用支援の経過

②実施済み

計画どおり実施

　医療・介護の地域資源が少ない地域であるが、各事業所と包括みなと
とのつながりは良好で、随時相談し合える関係ができている。有料老人
ホームやクリニックや薬局など、関係がまだ薄い事業所もあるため、つ
ながりを作っていく必要がある。
　医療・介護以外の関係団体と、地域活動で一緒になる機会があるた
め、関係団体に包括支援センターの役割を周知していく必要がある。

・医師・歯科医師・薬剤師の三師の健康講座を実施して、少ない医
療資源を住民が有効に利用できるきっかけを作る。
・地域活動で、さまざまな関係団体と活動を共にした際に、包括支
援センターの役割を伝えていく。
・包括職員個々のスキルが上がるよう、包括内で実施したり、
外部研修に参加する。

・概ね計画通りに実施中である。
・医療生協平塚診療所とくすのき薬局とは、日常的に相談支援関係にある。
・ほか望星平塚クリニックのケースワーカー、新たに松風薬局とは関係づくりを始めたところであるが、先方か
ら包括みなとに相談がくる関係にある。
・今年度、ようやく包括所内で事例検討を行えるようになった。
・研修資料や研修報告書を、包括所内で回覧する習慣もでき、知識を共有するようになった。

・概ね計画通りに実施した。
・三職種と認知症地域支援推進員のおよび介護予防計画プランナーと事務員それぞれが、港地区の医療施
設・介護事業所とつながりを持てるようになり、みなと所内でお互いにフォローし合えるようになってきている。
・事例検討だけでなく、みなと所内で業務改善の話し合いをしたり、大きな地域活動を複数人で担当して行うこ
とにより、各々が住民と近くなり、そして地域包括支援センターの役割を理解しつつある。

（４）今年度の取り組み・重点事項 （５）取り組み実績（前期） （７）取り組み実績（年間）

（１）前年度の取り組みに対する評価・実績

・包括職員6人中、2職種が入れ替わるなど、人員体制に変動があった中で、相談受付手順を標準化していたため、大きな混乱を避けること
ができた。
・自治会回覧新聞「みなと便り」や須賀公民館管理ホームページ「港しおさいだより」に積極的に記事を掲載することにより、包括みなとの活動
や、地域住民の活動を紹介することができた。それらを読んで、講座依頼をしてくれる団体があった。

（２）主な地域課題 （３）主な地域課題の改善策・解消策 （６）取り組みに対する全体評価（前期） （８）取り組みに対する全体評価（年間）
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⑤地域包括サポート医の
活用（事例の相談、介護
意見書の作成協力、講演
会講師）

4
・
5

①事例相談・かかりつけ医のない相談
者の主治医意見書作成は平塚診療所
に依頼
②講演会依頼実施
・メディスンショップ湘南平塚南口店、ま
たはくすのき薬局
・あらい歯科
・医療生協平塚診療所

①通年（随時）
②依頼（前期）
　実施3回/年（後期）
（夏頃～年度末、三師
それぞれ各1回）

①医療生協平塚診療
所
②港ベイサイドホー
ル

保健師 C

①医療生協平塚診療所に依頼事例　3事例
　　・高齢者の虚弱　90歳代　女性　家族同居
　　・高次脳機能障害　70歳代　男性　独居
　　・肺疾患・アルコール依存・衰弱　70歳代　男性　独居
②講演会依頼済み
　　・医療生協平塚診療所
　　　H31.3月実施済みのため、R元年度は見送り
　（毎年秋に医療生協健康まつりで、医学講座をしているため、重
複してしまうため）

②講座を昨年度開催しており、他機
関の事業内容を踏まえ、今年度の計
画を変更する。

C

①医療生協平塚診療所に依頼または相談を受けた3事例
・前立腺がん・膵臓がん　80歳代　男性　終末期のケア
・認知症初期集中支援チーム事例　70歳代　女性　介護保険主治
医意見書記載
・かかりつけ医なし独居高齢者　80歳代　女性　介護保険主治医
意見書記載
②講演会依頼
・くすのき薬局（7月実施済み）　・あらい歯科（11月実施済み）
・令和2年度の講演会に向け、松風薬局（港地区の在宅拠点薬局）
に講演依頼（2月予定）

計画どおり実施

⑥在宅支援拠点薬局の
活用

5

①メディスンショップ湘南平塚南口店・く
すのき薬局・サンドラッグ夕陽ケ丘店に
訪問
②居宅療養管理指導（訪問薬剤師）活
用のケアプラン作成

①3回/年（各店1回）
（前期2回・後期1回）
②1事例/年

①在宅支援拠点薬局
および港地区内調剤
薬局
②包括みなと

保健師 C

①令和元年度の港地区在宅支援拠点薬局　　松風薬局
　　・くすのき薬局　日常的に協力関係
　　・松風薬局　7月に訪問済み
　　・サンドラッグ夕陽ケ丘店　9月に訪問予定
②松風薬局　1事例　居宅療養管理指導導入
　　・要支援2　80歳代　女性　独居　　　包括みなと担当
　　　　　　　　→小規模多機能型居宅介護利用移行に伴い導入
③講演会依頼実施
　　・くすのき薬局（7/11健康講座済み）（再掲）

計画どおり実施 B

①・サンドラッグ夕陽ケ丘店（2月訪問予定）
　　・ひかり薬局（花水台）（2月訪問予定）
②ひかり薬局　1事例　居宅療養管理指導導入
　　・要支援1　70歳代　男性　精神障害の娘と2人暮らし
　　　　ほっとステーション平塚・平塚保健福祉事務所と協働

港地区以外の圏域にある薬局との連携ができるようになった

①これまで連携機会のなかった薬局
（松風薬局、くすのき薬局以外）とも
連携が取れるようになったため。
訪問時には、みなと便り、平塚市作
成リーフレットを持参している。
②２事例

⑦地域住民へのかかりつ
け医（医療機関）や在宅
医療に関する普及啓発
の実施

5

平塚市作成のパンフレットを、通いの場
やサロン、地域活動（シニア学級・福祉
まつり・公民館まつり・昼食会など）で配
布する

随時
通いの場訪問時
14か所/年
地域活動の時
4か所/年

通いの場
シニア学級（6月）
福祉まつり（9月）
公民館まつり（2月）

保健師 C

①講演会依頼
　　・あらい歯科（健康講座11/14予定）（再掲）

②平塚市パンフレット配布
・通いの場出張フレイル講座や、定例のサロンの際に、かかりつけ
医・歯科医・薬局を持つよう、口頭で啓発
・自治会回覧「みなと便り6号（7月発行）」に「かかりつけを持ちま
しょう」の記事を一面に掲載
・シニア学級では未実施（認知症予防・脳の健康アップにテーマを
切り替えたため）→9月の一人暮らし高齢者お楽しみ昼食会に振り
替え実施予定
・福祉まつり（9月）・公民館まつり（2月）・パークサイドシニアクラブ
健康講座（後期）では、平塚市のパンフレットを入手し配布予定

市作成のリーフレットは配布していな
いが、他媒体を活用した普及啓発は
実施できている。

C

平塚市作成「いつまでも「自宅で暮らしたい方のために」
・福祉まつり（9/21）
・あらい歯科健康講座（11/14）
・フレイル講座（グレーシアパーク・湘南高浜台ハイツ）
・出張フレイル講座（4か所）
などで、40部程度配布し啓発済み

配布予定
・須賀公民館まつり（2/21・23）
・港地区フレイル測定会（2/26）

計画どおり実施

⑧医療機関や介護関係
機関との連携強化に向け
た包括独自の取組み

5

①居宅介護支援事業所と包括みなと、
サポート医による合同勉強会
②太洋中学校　災害対策講習会実施
太洋中学校と港地区町内福祉村主催の
講習会で、「災害時のけがの応急手当
て」の講習を包括みなとが担当
港地区中心に平塚市内全域の病院・診
療所・訪問看護ステーション・介護事業
所に講習ボランティアを依頼する

①1回/年
②1回/年（6月）

①包括みなと、または
事業所
②太洋中学校

保健師を中心に全職
種

C

①医療生協平塚診療所・訪問看護ステーションひらつかと合同で、
骨粗鬆症の治療（最新の治療薬）について合同勉強会予定（生協
主催）
②太洋中学校災害対応講習会実施済み（6/25）　2年生125人
14機関（うち5包括）　18人の保健師・看護師・福祉職のボランティ
ア協力を得た

計画どおり実施 C

①12月　医療生協平塚診療所看護師長に予定確認し調整中
　12月　医療生協平塚診療所事務長より、「フレイル」をテーマに令
和2年度に平塚診療所と包括みなとで合同開催事業を行いたいと
申し出あり

②前期実施済み

①2月21日のフレイル測定会を平塚
診療所事務長が見学予定だったが、
開催中止となった。
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３　権利擁護事業

方針
番号 内容(何を、どのように） 実施時期・回数 場所 担当者

前期
評価 実績・評価理由 市確認結果

年間
評価 実績・評価理由 市確認結果

①認知症ケアパスの普及
6

(1)

①個別相談でわたす
②認知症講座でわたす
③シニア学級・須賀公民館まつり・港地
区福祉まつりでわたす
④認知症カフェでわたす
⑤薬局・診療所・介護事業所に設置依
頼

①通年随時
②講座にて
③各1回/年
④10回/年
⑤2回/年
（前期・後期）

①相談の場
②講座開催場所
③須賀公民館・港ベ
イサイドホール
④アッシュ×エム
⑤薬局・診療所・介護
事業所

認知症地域支援推進
員を中心に、全職種

D

①②ケアパス渡した冊数　21冊
③シニア学級　0冊
④認知症カフェ（4回開催）　0冊
　開催時に紹介し必要な方に配布していく
⑤医療生協平塚診療所（6月に3冊）
　他、薬局や介護事業所は後期予定

③で配布予定だったが準備不足の
ため配布できず、⑤は未実施のため
D評価とした。

C

①相談の場　16冊
②講座　80冊
③福祉まつり（9月）配架　　　須賀公民館まつり（2月配架予定）
④認知症カフェ　2冊
⑤事業所訪問　32冊（望星クリニック、近藤歯科、たけお歯科、今
岡クリニック、シーサイド歯科、なぎさ通り歯科,KCSパーソナルト
レーニング（マッサージセンター）、幸町郵便局、平塚信用金庫）

計画どおり実施

②認知症サポーター養成
講座の開催

6
(1)

①毎月みなとで定期開催
②太洋中学校１年生に開催
③高浜高校・港小学校へ依頼訪問

①第3水曜日
（偶数月　午後）
（奇数月　夜）
②1回/年（後期）
③各2回/年
（前期・後期）

①包括みなと
②太洋中学校
③高浜高校・港小学
校

認知症地域支援推進
員

C

①午後開催（4月・6月・8月　14:00～15:30）17人　　計29人
　　夜開催（5月・7月　18:30～20:00）　12人
②太洋中学校　未実施　後期予定　日程未定　120人程度
　　1年生学年主任の先生から開催時期返事待ちの状態
③未実施　教頭先生に依頼済み
　　高浜高校　生徒会地域貢献活動で検討
　　港小学校　4年生の福祉の授業で検討
④港こどもの家に挨拶
　　チラシ掲示などの協力は可能
⑤須賀公民館共催で開催予定（11/16）

③９月に各校へ連絡し、実施が可能
か返答待ち。

C

①午後開催開催（10月・12月　１４：００～１５：３０）13人
　　　　　（2月予定）
　夜開催（9月・1月　１８：３０～２０：００）5人
　　　　　（3月予定）
②太洋中学校より本年度は日程調整つかないと連絡
③港小学校PTA会長に保護者向けの開催を依頼、返事待ち
　　高浜高校　1年生240名向け、3月に実施予定
④須賀公民館共催（11/16 )　18人
⑤福祉ネットワーク（1/11 ）　17人

①夜間開催することで日中参加でき
ない40～50歳代の方も3名程度受
講。次年度も継続するかは今後検
討。

【認知症支援策】
　認知症へ関心を寄せる世代が、高齢者と中学生にとどまっており、幅
広い世代への普及には至っていない。関心を寄せている人が潜在して
いる可能性があるが、まだ見えてきていないので、把握して啓発する必
要がある。
【権利擁護】
　終活・成年後見制度・高齢者虐待・消費者被害などについて、漠然と
気にかかっている声が届いているが、具体的にどのようにしたらよいか
というところまでには至っていないため、普及に努める必要がある。

【認知症支援策】
・企業や小学校・高校への周知活動および開催依頼にうかがう。
・平成31年3月に開始した認知症カフェ「みなと×Ｎカフェ」を継続し
て運営する。
【権利擁護】
・わかりやすい言葉や挿絵で説明した独自の媒体を作成して、積極
的に啓発する。

・概ね計画通りに実施中である。
【認知症支援策】
・認知症サポーター養成講座を、毎月少人数制にし午後開催と夜間開催にしたところ、60歳未満の就労世代の
参加率が上がった（平成30年度まで30.1％、令和元年度8月まで40.0％）。
・認知症カフェの運営が継続できているが、まだ課題があるため評価修正しながら継続する必要がある
【権利擁護】
・前期は独自の媒体を作成する作業を進めてきた。12月を目標に完成し、後期の講座や啓発活動に使用して
いきたいと考えている。

・概ね計画通りに実施した。
【認知症支援策】
・認知症事業の目標に対し実施努力することで、認知症・MCIの早期発見・早期介入につなげられてきている。
・支援困難な事例に対しても、あきらめずに、なにかしらの手がかりをつかみ、タイミングをみて介入するように
している。
・認知症カフェの運営が継続しているため、認知症カフェの登録に至った。
【権利擁護】
・11月にわかりやすい言葉を用いた独自媒体を作成することができた。
・その媒体を用いて、後期は権利擁護の講座を2回開催できた。
・また、認知症サポーター養成講座でも、2回ほど詳しい内容の権利擁護の話もできた。

（４）今年度の取り組み・重点事項 （５）取り組み実績（前期） （７）取り組み実績（年間）

（１）前年度の取り組みに対する評価・実績

【認知症支援策】
・認知症ケアパス80冊以上、認知症サポーター養成講座3か所（161人、中学校含む）、企業向け講座7か所営業のうち1か所実施、認知症サ
ポーター上級研修1か所実施し、普及に努めた。
・個別相談では、随時認知症について知識や対応の仕方を説明した。対応困難ケース５ケースについては、認知症初期集中支援チームとと
もに対応した（している）。ＭＣＩの把握については、iPadを利用した脳健康チェックを３０ケース以上実施した。
・自治会主体のサロンや港地区社協や須賀公民館から、認知症についてのミニ講座やコグニサイズ実施の依頼があり行った。
【権利擁護】
・高齢者虐待４ケースについて対応し終結に至った。日常的に方向性の確認や進捗状況を、包括内スタッフで共有することに努め、終結した
のちに振り返り検討会を開き共有した。
・須賀公民館管理ホームページ「港しおさいだより」や包括みなと自治会回覧新聞「みなと便り」の記事に、成年後見制度などの記事を掲載し
たり、成年後見利用支援センターの出張講座を活用し、普及に努めた。

（２）主な地域課題 （３）主な地域課題の改善策・解消策 （６）取り組みに対する全体評価（前期） （８）取り組みに対する全体評価（年間）
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③企業向け認知症サ
ポーター養成講座

6
(1)

昨年度に引き続き
ダンロップスポーツクラブ・湘南モーター
スクール・平塚競輪場・平塚市漁業協同
組合などに周知活動および開催依頼
今年度、新たに開催依頼先を見出し訪
問

通年
（前期3か所）
（後期3か所）

各企業
認知症地域支援推進
員

D

4回開催　28人
　・デイサービスぽっかぽか
　・医療生協平塚診療所
　・医療生協平塚診療所　デイサービス
予定
　・グループホーム花物語（新規オープン）開催予定あり

一般企業への開催依頼　未実施　後期予定
　月1回、1事業所訪問予定

計画していた地域企業への働きかけ
は行っていない。
医療・介護関係者に対しては実施で
きたが、包括としても生活により身近
な企業での実施が必要と考えている
との話を踏まえ、D評価とした。

C

1回開催　19人
　・グループホーム花物語

訪問
平塚市漁業協同組合・㈱川国（シラス販売）・オリンピックショッピン
グモール・ダンロップスポーツクラブ・新堀ギター音楽院

計画どおり実施

④認知症サポーター養成
講座修了者の育成事業

6
(1)

高浜台ハイツ自治会サロン「セミナーみ
なと」
（平成30年度認知症サポーター養成講
座実施済み）

1回/年（6月頃） 高浜台ハイツ集会室
認知症地域支援推進
員

C

高浜台ハイツ自治会サロン「セミナーみなと」では、認知症サポー
ター養成講座（パート2）を実施
（自治会から上級研修は時期尚早と意見があったため）

上級研修は、H×М（レストラン）に変更　11月以降の予定

計画どおり実施 C 上級研修　　H×M（レストラン）スタッフ向け3月9日開催予定
スタッフを対象に店舗が2ヶ月毎に実
施している機会を活用させてもらう。

⑤認知症カフェの実施
6

(3)

「みなと×Ｎカフェ」を広報し開催
居宅介護支援事業所㈱ハートケア港と
共催
チューチューマルシェの協力を得る

病院関係者・介護事業所など専門職の
話、アロマセラピーや運動トレーナーな
どの話、音楽や歌の時間も入れる

第3火曜日
（13：00～15：00）
10回/年

アッシュ×エム（レスト
ラン）

認知症地域推進員を
中心に全職員

C

3回開催
・4月　医師による認知症講話・ハンドセラピー　38人参加
・（5月　暴風雨のため中止）
・6月　司法書士による家族信託1・七夕折り紙　21人参加
・7月　司法書士による家族信託2・三味線演奏　18人参加
・（8月　夏休み）

計画どおり実施 B

・9月　園児遊戯（歌とダンス）柔道整復師（健康体操）22人参加
・10月　ゴスペルクワイア（歌）認知症家族会代表の話27人参加
・11月　音楽健康指導士（コグニサイズ）25人参加
・12月　住民ボランティア（｛クリスマスソング）26人参加
・1月　アロマテラピーインストラクター（マッサージ）福祉用具紹介
23人参加
・2月　消費生活専門員の話、ボラティア（紙芝居歌）（予定）
・3月　音楽健康指導士（コグニサイズ）（予定）
〇認知症カフェ登録済、2/16普及啓発イベントに参加
〇10月20日　「注文を間違えるレストラン」ヘルプスタッフ

平塚市認知症カフェ登録を行い、周
知できるよう制整備を行うとともに、
市主催の講演会で活動を報告した。

⑥身近な場での認知症
予防教室の開催

6
(1)

①包括サロンの実施継続
ストレッチ・健チャレ体操・コグニサイズ・
脳トレ・ミニ講話・情報交換
②パークサイド女性の会（ハナミズキの
会）の実施継続
ストレッチ・脳トレ・ミニ講話・情報交換

①第2木曜日
（13：30～15：00）
10回/年
②第3月曜日
（13：30～15：30）
10回/年

①港ベイサイドホー
ル
②パークサイド平塚
集会室

認知症地域支援推進
員・保健師を中心に
全職員

C

①包括サロン町内福祉村共催　4回（4～7月　8月休会）（再掲）
　日野原体操ストレッチ・３A体操（あかるくあたまをつかってあきら
めない脳リハビリ体操）・コグニサイズ
②はなみずきの会　3回（4月・5月・7月　8月休会）　　（再掲）
　日野原体操ストレッチ・３A（あかるくあたまをつかってあきらめな
い脳リハビリ体操）
③代官町自治会老人会【第一高砂会】（5/23）
　脳トレ・コグニサイズ　10人参加
④シニア学級　福祉講座（須賀公民館主催）
　コグニサイズ

①と②のサロンでは、毎回コグニサ
イズと３A体操（認知症予防に効果的
と言われている）を実施している。
①～③のほか、１２月１２日の市民
向けの講座開催に向け、準備を進め
ている。

C

①包括サロン町内福祉村共催　4回（再掲）
　日野原体操ストレッチ・３A体操（あかるくあたまをつかってあきら
めない脳リハビリ体操）・コグニサイズ
②はなみずきの会　（10月、11月、12月、１月）（再掲）
　コグニサイズ、認知症予防に良いとされる生活習慣の話
③代官町自治会老人会【第一高砂会】（9/6）（再掲）
　脳トレ・コグニサイズ　10人参加
④うたごえサロン（１０月、1月）コグニサイズ（再掲）
⑤市民向け認知症予防教室（12/12)　講座：包括みなと認推　コグ
ニサイズ指導：県の指導者茂木先生

計画どおり実施

⑦認知症初期集中支援
事業の対象者把握

6
(2)

①個別相談の中から抽出
②認知機能評価iPadを実施、対象者が
いれば選定会議にあげる

①4人/年以上
②iPad実施は30人/
年以上

①相談の場
②包括みなと
訪問先

認知症地域支援推進
員を中心に全職種

C

①2事例　9月に相談ケースとしてあげる予定
　・80歳代　女性　独居　受診拒否
　・70歳代　女性　夫と同居　かかりつけ医あり　介護サービス利用
拒否

②認知機能検査実施　26人実施
　実施者から選定会議にあげたケースはなし
　実施者から脳いきいき教室参加者　2人あり

②２６人に実施したが、対象となる方
はいなかった。

B

①4事例
・9月　①選定　80歳代　女性　独居　受診拒否
　　　  ②相談　70歳代　女性　夫と同居　かかりつけ医あり
・10月 ③9月の相談から選定　　　　　　介護サービス利用拒否
・1月　④選定　70歳代　女性　夫と同居　医療結びつけ困難
②認知機能検査実施　53人実施（前期26人、後期27人）
　実施者から選定会議にあげたケース　1人　有
　実施者から脳いきいき教室参加者　4人　有

②実施者のなかで、支援が必要な方
はつなげられている。
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⑧成年後見制度の利用
相談体制の充実

7
(1)

①成年後見制度や終活の媒体資料を1
種類作成し配布
②自治会回覧新聞「みなと便り」や須賀
公民館ホームページなどに①の媒体を
用いて啓発活動
③会合（民協定例会・サロンなど）や、資
料を常設できる場所（診療所・薬局・介
護事業所など）で普及啓発
④必要に応じ、法律相談を受ける

①通年
（個別相談で随時）
②2回/年
（前期・後期）
③2回/年
（前期・後期）
④必要時

①包括みなと
②包括みなと
③各事業所など
④高齢福祉課

社会福祉士 C

①②スライド資料はできており講話で使用中
オリジナルのリーフレットは作成中　12月目安に完成予定（再掲）難しい言
葉を、わかりやすい言葉に表現することを心掛け作成
自治会回覧「みなと便り6号（7月発行）」に成年後見制度の記事を一面に掲
載（再掲）
③民協定例会　2回（6月・7月）　成年後見制度の改正点等について説明
④平成30年度に成年後見利用支援センターの弁護士相談に相談した事例
2事例について支援中。
令和元年9月　死後事務関連の対応について、平塚市高齢福祉課の法律
相談を受けた

社会福祉士が中心となり、なじみや
すい表現で成年後見制度の普及啓
発を検討されている様子が窺える。
包括独自のツールでの周知活動は
大変評価できる。

B

①スライド資料（パンフレット活用可）を作成・リニューアルしながら
講座で活用中「人生はもしもだらけ」のキャッピコピーで講座ポス
ターも作成
②須賀公民館ホームページ「しおさい便り」に11月「終活について」
のテーマの中で成年後見制度の活用や相談への啓発を実施。
③11/30「港南の集い」にて成年後見制度を含む終活についての
啓発の講話を実施
④平成30年度に成年後見利用支援センターの弁護士相談した事
例1件を継続支援中（申し立て支援中）

地域にある士業事務所の意見を聞
き、情報収集をし、リーフレットの作
成にあたっている。伝わりやすさを意
識した啓発活動を行っている。

⑨成年後見制度の普及
啓発の取り組み
　＊実施時期・回数欄に対象
者、開催回数、受講者数を記入
ください。

7
(1)

①終活講座の実施（後見人・遺言・住ま
い・死後の手続き・お墓など制度をわか
りやすく解説）
高浜台ハイツ自治会サロン「セミナーみ
なと」
グレーシアパーク十日会　（通いの場）
①と②悪徳商法防止ミニ講座をセットし
て実施

2回/年
（8月・10月頃）

高浜台ハイツ集会室
グレーシアパーク集
会室

社会福祉士 C

①高浜台ハイツ自治会サロン「セミナーみなと第4回目」予定
　　（12/19） 　テーマ：終活講座（仮）
　　　　　　　　対象：自治会会員　約20人
　　（グレーシアパークは、集団講義よりも個別相談のニーズが
　　　高いため見送り）

②港南のつどい（港南老人会の芸能発表会）予定
　　（11/30）　テーマ：終活講座　悪徳商法防止（仮）
　　　　　　　　対象：港南老人会　約60人

計画に沿った対応が行えている。個
別相談のニーズが高い地域には個
別に相談に応じるなど臨機応変な対
応ができている。

C

①高浜台ハイツ自治会サロン「セミナーみなと」にて「自分の大切
な人生の為に　自分の考えを伝えるカタチ」のテーマにて講座実
施。　（12/19）　　対象：自治会会員 14名
テーマの表現については、自治会役員の方々と打ち合わせを行
い、聴講しやすい内容に工夫した
②港南老人会の芸能発表会「港南の集い」にてミニ終活講座実施
「人生はもしもだらけ！」実施。（11/30）
対象：港南老人会　40人ほど

自治会と連携しながら、地域住民に
伝わりやすい表現を検討し、受け入
れられやすい言葉を選びながらテー
マ設定を行っている。

⑩高齢者虐待の相談体
制の充実

7
(2)

①包括内にて虐待事例や振り返りの事
例検討会を実施
②朝礼・夕礼でケース報告・カンファレン
ス
③必要に応じ、法律相談を受ける

①１回/年（後期）
②通年（平日毎日）
③必要時

①②包括みなと
③高齢福祉課

社会福祉士を中心に
全職種

C

①成年後見制度利用申立中（ビンスーバンガー型認知症　70歳代 女性　要
介護1認定　親族申立）について後見人が決定した時点で、振り返り事例検
討会実施予定
②平日毎日朝礼で事例報告し小カンファレンス実施
　　夕方は、業務多忙にて実施不可能なため、朝礼を
　　8：30～9：00として朝のみ実施
③現時点で法律相談無し
　　検討中1事例　他市から平塚市に虐待通報があった事例について定期
的に訪問、公的サービスにつながるように支援中

必要に応じ法律相談も活用しながら
相談体制の充実をはかるよう期待す
る。

B

①成年後見制度利用申立中（ビンスーバンガー型認知症　70歳代 女性　要
介護1認定　親族申立）について後見人選定が難航中→年度内に選定され
なくても3月に事例検討する予定
②平日毎日朝礼で事例報告し小カンファレンス実施
朝礼8：45～9：15として朝のみ実施　担当者不在でも何かしら対応できるよ
うな体制にしている
③・前期に検討していた事例は、モニタリング継続しながら支援。事業対象
者チェックリストで、運動・認知に該当あり。介護予防プラン作成し、1月8日
開始の通所Cに通い始める
・総合相談事例にて、金銭問題で事例と契約している弁護士と協働しながら
支援、包括社会福祉士は精神的支援

適宜、法律相談を活用しながら相談
業務にあたっている。全員が対応で
きるようカンファレンスを毎日行って
いる。

⑪高齢者虐待防止の普
及啓発に関する取り組み
　＊実施時期・回数欄に対象
者、開催回数、受講者数を記入
ください。

7
(2)

①虐待防止・早期発見の媒体を1種類作
成し配布
②自治会回覧新聞「みなと便り」などに
虐待予防の記事掲載

①2回/年
（前期・後期）
②1回/年

①認知症カフェ
認知症サポーター養
成講座
②自治会回覧新聞
「みなと便り」

①社会福祉士
②社会福祉士
事務員

D

①オリジナルのリーフレットは作成中　12月目安に完成予定
　老人ホーム協会のリーフレットは、認知症サポーター養成講座で配布説明
実施（4月）
②後期の「みなと便り7号」に掲載予定

＊虐待防止だけのテーマでは普及啓発しにくいが、
　　・「おかしいな」と思ったら包括に知らせて
　　・報告先は包括である
ということが伝わるような方法で取り組むようにする

後期に向けて検討している段階のた
め、後期に期待する。

C

①オリジナルのリーフレットを活用し講座て活用・配布（10/23　認知症サ
ポーター養成ｌ講座　対象：看護小規模多機能型居宅介護・グループホー
ム）
　
②2月の「みなと便り7号」に掲載予定
＊虐待防止だけのテーマでは普及啓発しにくいが、
　　・「おかしいな」と思ったら包括に知らせて
　　・報告先は包括である
ということが伝わるような方法で取り組むようにする

計画どおり実施

⑫虐待を受けた高齢者に
対するケア体制の充実

7
(2)

通報を受けたら24時間以内に実態把握
平塚市高齢者虐待マニュアルに沿って
対応
必要に応じ、法律相談を受ける

通年（随時）
必要時

包括みなと
高齢福祉課

全職種 C

【高齢福祉課への報告、共有ケース】
①6/26　居宅介護支援事業所のケアマネジャーから、高齢夫婦が放任放置
疑いと連絡あり。サービス提供介護事業所とカンファレンス開催。生命の危
機にあると判断し、直ちに家庭訪問。緊急に病院搬送したのち直ちに介護
老人保健施設にショートステイ（後に入所）
財産管理について親族から相談あり、成年後見制度利用について案内。ケ
アマネジャーとともに支援する体制を継続している。
②他市から平塚市に虐待通報があった事例について定期的に訪問、公的
サービスにつながるように支援中（再掲）

居宅介護支援事業所等から相談が
あった場合も迅速に高齢福祉課にも
情報提供しながら支援にあたってい
る。

C

前期より
①の事例については、その後ケアマネジャーから相談なし
②の事例については、事業対象者として通所C利用　3-⑩参照（再
掲）

後期
③息子と2人暮らしの女性80歳代が、介護サービスの利用に消極
的で結果、褥瘡が6か所発生していた事例について、高齢福祉課
相談係に報告。その後、病院入院を経て在宅復帰各種介護サー
ビス利用に至っている

計画どおり実施

⑬養護者に対するケア体
制の充実

7
(2)

①介護疲れや介護ストレスへの働きか
けの媒体を1種類作成し配布
②養護者の相談・指導など包括内で研
修し、事例検討会を実施して共有

①通年
（個別相談で随時）
②1回/年（後期）

包括みなと 社会福祉士 C

①オリジナルのリーフレットは作成中　12月目安に完成予定（再
掲）老人ホーム協会のリーフレットは、認知症サポーター養成講座
で配布説明実施（4月）
②養護者支援　3事例について後期に所内で検討会予定
・平成30年度身体的虐待事例養護者を見守り支援継続中
・介護介入困難な事例の家族への支援中
・認知症への理解が不十分で介護介入困難な家族への支援中

計画通り C

①オリジナルのリーフレットを活用し講座て活用・配布（10/23　認
知症サポーター養成ｌ講座）
②養護者支援　3事例について2～3月に所内で検討会予定
・平成30年度身体的虐待事例養護者を見守り支援継続中→地域
活動で包括職員が声を掛け合う関係
・介護介入困難な事例の家族への支援中→小規模多機能型居宅
介護につながる
・認知症への理解が不十分で介護介入困難な家族への支援中→
小規模多機能型居宅介護につながる

相談者に応じて伝わりやすいよう、
それぞれリーフレットの作成をし、使
い分けている。
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４　包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

方針
番号 内容(何を、どのように） 実施時期・回数 場所 担当者

前期
評価 実績・評価理由 市確認結果

年間
評価 実績・評価理由 市確認結果

①ケアマネジャーへの支
援

2

①個別相談への対応と解決に向けた助
言、必要に応じた同行訪問と情報提供
の実施
②ケアマネージャーからのニーズに応じ
た3包括合同での研修等の開催
③民生委員（自治会の特徴により3ブ
ロックに分ける）とケアマネジャー合同の
検討会を開き、個別検討や地域資源
マップ作成

①通年（随時）
②2回/年
（前期・後期）
③3回/年
（6月～12月の間）

①包括みなと
事業所
訪問先
②各地域公民館
各所属法人会議室等
③須賀公民館
港ベイサイドホール

①全職種
②常勤ケアマネを中
心に全職種
③常勤ケアマネを中
心に全職種

C

①昨年度からの継続事例も含め、居宅介護支援事業所のケアマ
ネシャーから相談を受けたり、合同訪問したケースは約16事例
②-a. 3包合同研修（ごてん・まつがおか・みなと）
　　　　テーマ：奥川式グループスーパービジョン
　　　　18人参加　（証明書発行9人）
②-b. 3包括と有志ケアマネジャー（2居宅事業所ケアマネ2人）
　　　　合同研修を企画中（R2.1月）予定
③民生委員とケアマネ検討会　1回目（8/22）代官町・夕陽ケ丘済
み、2回目（9/19）・3回目（10/24）予定

複雑な課題を抱えるケースの対応が
多い。特に障がい福祉サービスから
介護保険サービスへの移行の際は
必要に応じて、ケアマネージャーと同
行しサービスの移行がスムーズにで
きるよう努めている。

C

①前期からの継続事例も含め11例、居宅介護支援事業所のケア
マネジャー支援（精神・ガン末期・認知症・後見など）
②3包括と有志CM共催によるCM支援研修会
（R2.1/28開催予定　2居宅事業所CM2名）
テーマ：多職種連携
1部　講演会（講師：済生会湘南平塚病院 吉井文均医師）
2部　多職種連携での事例検討（CM・HH・DSが参加）
③3回目R1.10/24開催　高浜台・パークサイド・高浜台ハイツ・グ
レーシアパーク民生委員計6人、4居宅事業所CM計5人、包括3人
港地区全体の地図に、地域資源の名称・電話番号を記入し活用し
ている

計画どおり実施。マップは、今までの
支援等で得られた情報を添付したも
のが出来ており、活用している。

②地域ケア会議（個別ケ
ア会議、小地域ケア会
議）を開催する

2

①個別ケア会議
・必要時、要請に応じ会議開催
・民生委員とケアマネジャーの合同の検
討会などで、個別ケア会議の周知活動
②小地域ケア会議
・福祉ネットワークみなとの開催

①通年（随時）
②2回/年
（6月・11月）

①包括みなと
港ベイサイドホール
②須賀公民館
港ベイサイドホール

①②常勤ケアマネを
中心に全職種

B

①個別ケア会議　2事例（2事例とも看護師及び医師の参加あり）
　・要介護　施設を抜け出したケース　今後の住まいとケア計画
　・要介護　精神疾患あり　小規模多機能型居宅介護利用
医師やメディカルスタッフの意見は重要ととらえ、積極的に意見聴
取
②小地域ケア会議　【福祉ネットワークみなと】（6/24）
　テーマ：避難行動要支援者登録制度の港地区での周知活動
　行動計画：地区社協・民協・包括職員合同で、港地区独自の
　　　　　　チラシを配る（8月盆踊り大会・9月福祉まつり・
　　　　　　10月地区レク・2月公民館まつり）

①個別ケア会議では医学的所見が
必要と考え２事例とも医療職の参加
をしてもらうことが出来たことなどか
らB評価としている。

B

①後期の開催なし（独居高齢者の終末期の看取りについて開催を
検討したが、ケアマネジャーの調整で必要がなくなったケースあり）
②R1.11.18開催 第6回 福祉ネットワークみなと
・避難行動要支援者登録制度周知に向けたPR活動の実施報告（8
月：盆踊り、9月：福祉まつり、10月：地区レクは中止）
・制度について平塚市の動きに関しての報告
・台風19号における各地域への影響と避難の状況について
（各地域の避難の状況について各自治会より報告）

①独居高齢者（対象者）に関係機関
で電話でやり取りし、ケアマネに働き
かけたが開催には至っていない。働
きかけを行っていることや、前期には
医療職の参加をしてもらうことが出
来たことからＢ評価としている。

　港地区内の地域資源について、平成２８年に整理した情報のままで、
情報を更新していない。そのため、フォーマルサービス以外のサービス
情報を住民に提供したり活用するに至っていない。
　よって、地域資源を明らかにして、活用できるようにする必要がある。

・民生委員やケアマネジャーと共に、地域資源を見える
ようにして提供し活用できるようにする。
・個別相談への対応を通じて、地域資源の発見や構築に
努める。
・ケアマネジャーとの研修を通じて、具体的なインフォーマル
サービスの把握と活用に努める。

・概ね計画通りに実施中である。
・現在、主任ケアマネジャー不在で常勤ケアマネジャーが取り組んでいる。今年度、介護支援専門員更新研修
で学んだ内容と、現場での実践内容とを照らし合わせながら、地域アセスメントをしたうえで地域づくりをしてい
くことを模索している。
・他包括主任ケアマネジャーや、意欲と経験がある居宅介護支援事業所のケアマネジャーとの交流も深まって
おり、地域のつながりづくりに取り組めている。

・概ね計画通りに実施した。
・常勤介護支援専門員が主任介護支援専門員を目指して、知識と経験を着実に積み重ねている。
・他包括主任ケアマネジャーや、意欲と経験がある居宅介護支援事業所のケアマネジャーと、合同の研修会を
開催するに至っている。
・民生委員や居宅介護支援専門員との検討会で、生活支援を含めた地域資源の情報収集を行い、日頃の相
談業務に活用することができている。

（４）今年度の取り組み・重点事項 （５）取り組み実績（前期） （７）取り組み実績（年間）

（１）前年度の取り組みに対する評価・実績

・港地区には、居宅介護支援事業所が2か所のみであるが、共同できる居宅介護支援事業所（小規模多機能型居宅介護を含む）を20か所程
度に増やすことができた。
・その中で、ケアマネジャーと共に支援をするケースは、新規に7件、継続ケースは8件程度である。
・ケアマネジャーと港地区民生委員と合同のケース検討会を通じて、フォーマルサービスとインフォーマルサービスが連携しやすい場を作っ
た。
・地域ケア個別会議は、実施２件中２件とも、医師の参加が得られた。

（２）主な地域課題 （３）主な地域課題の改善策・解消策 （６）取り組みに対する全体評価（前期） （８）取り組みに対する全体評価（年間）
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平塚市地域包括支援センター　ゆりのき　　 令和元年度事業計画書及び評価表

１　介護予防ケアマネジメント事業等

方針
番号 内容(何を、どのように） 実施時期・回数 場所 担当者

前期
評価 実績・評価理由 市確認結果

年間
評価 実績・評価理由 市確認結果

①介護予防把握事業の
推進
　(フレイル状態像の把
握)

4

　
　出張フレイル講座（イレブンチェック）
を、ゆりのきサロンや介護予防教室、地
域での給食会等、高齢者が集う機会を
用いて実施する。またフレイル予防セミ
ナーやフレイルサポーター養成講座、測
定会を周知して、参加を促していく。

年３回以上

対象者宅
平塚栗原ホーム、公
民館、松原分庁舎、
地域の通いの場等

保健師 C 後期実施予定。

前期は予定通り、各団体へ訪問する
日程調整を行う等の準備を行った。
訪問の実施は後期に行うことを確認
した。

D

　
出張フレイル講座（イレブンチェック）については未実施。
ゆりのきサロンや介護予防教室、地域での給食会等、高齢者が集
う機会を用いてフレイル予防セミナーやフレイルサポーター養成講
座、測定会を周知して、参加の促しを行った。

出張フレイル講座が未実施であった
ためＤ評価としている。フレイルにつ
いては、他の機会を利用して周知を
図ったことを確認した。

②サロンの開催支援 2

　各地区の講座やサロンに参加し、介護
予防の普及啓発、ニーズ把握及び地域
の支えあいのネットワークづくりを推進す
る。
（１）崇善地区：地区社協主催高齢者給
食会・交流会
（２）松原地区
①福祉村主催のサロンいてふの会
②地区社協主催のひとり暮らし給食会
（３）ゆりのきサロン：地域のボランティア
による運営協力を得て、参加者同士の
つながりの場や社会参加の機会の提
供、参加者とゆりのきの関係性を深め
る。

（１）月１回
（２）
①年６回
②年８回
（３）毎月第１・３金曜
日、年２回（運営ボラ
ンティアとの打ち合わ
せ）

（1）崇善公民館
（2）松原町内福祉村、
松原公民館
（３）平塚栗原ホーム

全職種 C

（１）各給食会、交流会に参加し、認知症予防、フレイルについて、
熱中症予防、消費者被害等について講話をし、開催支援を行なっ
た。
（２）①②認知症予防、フレイルについて、熱中症予防、消費者被
害等について講話を実施。また脳トレ、体操、トランプ、折り紙等の
レクリエーションを行い、開催支援をした。
①７月２３日に七国荘において移動サロンが開催され、コグニサイ
ズを行なった。
（３）地域との連携強化に加え、障がい事業（生活介護）利用者との
交流の機会を設けている。８月１６日に開催した夏祭りは、利用
者・ボランティア・職員等を含め７０名の参加があった。

計画どおり。 C

（１）前期同様実施。（３月末で計６回）
（２）①②前期同様実施。（３月末で計６回）
 ②松原ふれあい敬老会にて介護保険（総合事業）、認知予防、フ
レイルについて講話を行なった。（参加者８３人）
（３）前期同様実施。（３月末で計９回）障がい事業（生活介護）利用
者との交流の機会を設け、１２月２０日に開催したクリスマス会は
利用者・ボランティア・職員等をを含め４９人の参加があった。

計画通り。

③介護予防、健康長寿等
に関する講座、講演会の
開催

4

　各地区のサロン等にて介護予防の普及啓発、
ニーズ把握及び地域の支えあいのネットワークづく
りを推進する。
（１）崇善地区：
①地区社協主催ひとり暮らし給食会・交流会
②宮松町自治会福祉部
（２）松原地区
①福祉村主催のサロンいてふの会
②地区社協主催のひとり暮らし給食会
③ゆめクラブ懇親会
（３）ゆりのき介護予防教室：介護予防に関心のある
市民対象。コグニサイズ等の運動、歯科衛生士によ
る健口講座、栄養士による健康食講座、サポート医
による未病対策講義等を行う。
（４）担当エリア内から依頼があった場合、コグニサ
イズ等の介護予防教室を実施する。

（１）
①月１回
②年２回
（２）
①年６回
②年８回
③随時
（３）毎月第２・４・５金
曜
（４）年１回以上

（1）崇善公民館、宮松
町町内会館
（２）松原町内福祉
村、松原公民館
（３）平塚栗原ホーム
（４）担当エリア内

全職種 C

（１）①毎月参加。
　　 ②５月１３日実施。（参加者　８人）
（２）①毎回参加。
　　　②毎月参加。
　　　③現時点依頼なし。
（３）８月９日　管理栄養士に学ぶ「栄養から健康寿命を延ばす食
事の力」を実施。（参加者　１２名）
（４）５月１３日　宮松町自治会にてコグニサイズを実施。（参加者
８人）
７月２３日　いてふの会七国荘にて実施。（参加者　２８人）

計画どおり。 C

（１）①前期同様実施。（３月末で計６回）
　　 ②３月９日実施予定。
（２）①②前期同様実施。（３月末で計６回）
③ゆめクラブ新年会にて「人生１００年」というテーマで講話７０人
の参加があった。
（３）歯科衛生士に学ぶ「お口すっきり元気！健口講座」「ポール
ウォーク」で元気になろう等のテーマで実施。（３月末で計１４回）
（４）１０月２５日須賀新田シニアクラブでコグニサイズを実施。（参
加者１１人）１月２２日福祉会館、３月９日宮松町自治会にて実施
予定。

ゆめクラブへの「人生１００年」の講
話では、生活に即した話をしたため
「自分ごと」として聞いていただけた
ことを確認した。

　フレイル状態にある高齢者、特に閉じこもり高齢者の把握については
十分できているとは言いがたい状況である。特に駅近くの高層マンショ
ンは、自治会にも未加入であるところも多く、地域との接点が少ない。マ
ンション内の住人同士の交流も希薄である。そのため、心身の状態が悪
化してからの対応となりがちである。
　各種教室やサロン等の地域活動に参加できない高齢者へのアプロー
チが課題である。

　フレイル状態にある高齢者や閉じこもり高齢者といった介護
予防に関する支援が必要な場合、個々の高齢者ごとのメニューを
意識した支援が求められている。これらのメニューを構築するため、
地域ケア会議の活用、福祉村や地区社会福祉協議会等の定例会
の場においての働きかけ等、包括のみならず地域ぐるみでの支援
体制の構築が必要である。

フレイルに関する研修会に参加し理解を深めたことにより、今後フレイル測定会の参加の促しや後期実施予定
の出張フレイル講座の実施準備に結びつけた。
閉じこもり高齢者の把握については、民生委員等の関係団体と情報共有により把握し、同行訪問を行った。医
療機関の紹介、通いの場やゆりのきサロン・介護予防教室の紹介、また基本チェックリストの実施にて支援に
つなげるよう努めた。

フレイルに関する研修会に参加し理解を深めたことにより、フレイル測定会の参加等の促しにはつながったが
後期実施予定の出張フレイル講座の実施へは結び付けられなかった。。
前期同様、閉じこもり高齢者の把握については、民生委員等の関係団体と情報共有により把握し、同行訪問を
行った。医療機関の紹介、通いの場やゆりのきサロン・介護予防教室の紹介、また基本チェックリストの実施に
て支援につながった。

（４）今年度の取り組み・重点事項 （５）取り組み実績（前期） （７）取り組み実績（年間）

（８）取り組みに対する全体評価（年間）

（１）前年度の取り組みに対する評価・実績

　長年常設で行っている「ゆりのきサロン（第１・３金曜日）」「ゆりのき介護予防教室（第２・４・５金曜日）」に加え、平成３０年５月から月１回第
３木曜日に松原分庁舎２階会議室にて「ゆりのき健康づくり教室（コグニサイズ）」を開始した。コグニサイズの普及啓発に力を入れ、神奈川
県からコグニバイクを平成３０年８月から３ヶ月間貸与を受けた。そして、コグニサイズ地域ミーティング（全県版）において　支援者側として事
例発表を行った。松原地区自治会の全面的なご協力をいただき、３８ヶ所の掲示板に「ゆりのき健康づくり教室（コグニサイズ）」の案内版を半
年毎２回掲示いただいた。あわせて松原地区内自治会加入全世帯に当教室の案内チラシを配布いただいた。崇善地区内ではコグニサイズ
を実施する自主サークル活動が始まり、松原地区内でもコグニサイズの一部をサロン活動に取り入れる等の自主活動が始まった。
　フレイルの普及啓発は、広報誌「ゆりのき通信」による周知に加え、川口医院の川口英樹医師により「フレイルを予防して健康寿命をのばし
ましょう」というテーマで３月２２日にご講義いただいた。また各種サロン活動等の場にてフレイルを説明した。
　その他、介護予防に関する啓発活動について、介護予防教室での講義や各種サロン活動等の場において取り組んだ。

（２）主な地域課題 （３）主な地域課題の改善策・解消策 （６）取り組みに対する全体評価（前期）
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④適正な介護予防ケアマ
ネジメントの実施

3

（１）　自立支援に向けて、多様なサービスや
社会資源を活用したケアマネジメントを実施し
ていく。
（２）月１回開催のゆりのきミーティング時に、
個々の担当するケースを検証することを通じ、
介護予防ケアマネジメントの共有化を図る。
　介護予防ケアマネジメントに関する研修を受
けた職員を通じ、伝達研修にて共通理解を深
めると共に資質向上を図る。

（１）通年
（２）月1回ゆりのき
ミーティング時

（１）対象者宅、セン
ター内
（２）センター内

全職種 C
（１）（２）月に１度の定例ミーティング時以外にも必要に応じ適宜情
報共有に勤めている。また随時研修受講後の伝達研修を行なって
いる。

計画どおり。 C （１）（２）前期同様に実施。 計画通り。

⑤通所型サービスCの利
用者の利用後のフォロー
について

3

　本人と共に評価し、本人に適した通いの場と
して、サロンや運動教室といった他の情報を
伝え、結び付けていく。
　サロンや運動教室に包括としての関わりを
深めることを通じ、合わせて個々の利用者の
状態把握を行う。

モニタリング
（１ヵ月後、２ヵ月後に
電話で確認。必要時
チェックリスト）

対象者宅
担当エリア内

全職種 C
６月５日～８月２８日利用中。利用途中８月９日、他地区へ転居されたが、教
室終了後は、転居先に訪問し本人と共に評価し、転居先の包括と連携し、
通いの場の情報を伝え、繋げていく予定。

前年度以前の通所Ｃ利用者についてのそ
の後も適宜モニタリングしていることを確
認した。介護保険サービスの利用ではなく
地域のサロンなどで介護予防が図れてい
る。

C

通い場の場の情報提供を行い、今までの利用者に関してはフォ
ローを継続し、ゆりのきサロンや予防教室への参加につなげること
はできたが、１月８日から開催されている通所Ｃにつなげることは
出来なかった。

今までの利用者については定期的
なモニタリングによりフォローできて
いることを確認した。

⑥総合事業における多様
なサービスの利用促進

3

　本人の状態に合ったサービスの情報を伝え
る。合わせて必要に応じ基本チェックリストを
実施し、デイサービスや通所サービスＣ、地域
の通いの場等につなげていく。家事援助が必
要な場合は、訪問型サービス等と連携し、結
び付けていく。

通年
対象者宅
担当エリア内

全職種 C

本人の状態を鑑み、介護保険申請やチェックリスト実施により、従前相当の
通所型サービスの他、通所Ｃや脳いきいき教室への参加に繋げることがで
きた。また既存のゆりのき介護予防教室やサロン、いきいき健康づくり教室
も継続開催することが出来ている。訪問型サービスについても、状況に応
じ、従前相当、訪問型サービスＡの指定型、委託型に繋げることが出来てい
る。

計画どおり。 C 前期同様実施。 計画通り。

⑦加齢による機能低下の
改善

4

　フレイルとは何かについての普及啓発を図
るため、　チラシを作成し地域の通いの場、サ
ロンや介護予防教室等を通じ、地域内に１００
０枚以上配布する。民生委員や地区社会福祉
協議会等の関係者にもフレイルの周知を通
じ、機能低下の際の改善ポイントの周知を図
る。

年１０回以上
対象者宅
地域の通いの場、サ
ロン、介護予防教室、
出張講座等

保健師 D

５月２４日須賀新田シニアクラブにてフレイル予防の講話を実施。（参加者
１８人）
８月２３日ゆりのき介護予防教室にて「いつまでも生き生き元気に！フレイル
予防の話」を実施。（参加者　７人）
その他後期実施予定。

チラシの作成が遅れているため、Ｄ
評価としている。後期には配布を行
い、周知を図る予定である。

C
ゆりのき通信７号に「フレイル予防について」をメインテーマ年４００
０部発行。松原地区全戸配布、また関係機関、ゆりのきサロン・予
防教室等で配布。周知説明は４回行なった。

計画通り。

⑧外出の促進（閉じこもり
高齢者の把握等）

4

　「閉じこもり高齢者」が抱えるリスクについ
て、広報誌「ゆりのき通信」の配布、小地域ケ
ア会議での議題、各種サロン活動で話題にす
る等により周知を図る。民生委員や地区社会
福祉協議会等の関係者と共に把握に努め、
閉じこもり高齢者が気楽に外出できる環境づく
りを目指す。

通年
対象者宅
小地域ケア会議、各
種サロン活動等

全職種 C

毎月行われている各種関係機関の定例会に出席し情報収集に努めた。特
に崇善・松原両地区の民児協定例会では毎回情報交換の時間をいただき
情報の交換を実施。必要時は民生委員と共に訪問し、包括周知、医療機関
の情報やサロン、介護予防教室、通いの場等の案内を行った。

まずは閉じこもり傾向にある高齢者にセン
ターを知ってもらうため、民生委員からの
情報をもとに高齢者宅に訪問を行い、セ
ンターの機能等の情報提供を行うなどの
取組をしていることを確認した。これによ
り、高齢者からセンターへ相談をもらえる
ようなきっかけ作りにしたいと考えていると
のこと。

C
前期同様実施。民生委員との同行訪問３件、情報共有相談は８
件。

訪問をきっかけに電話でのやりとり
ができるようになった事例を確認し
た。
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２　相談支援業務

方針
番号 内容(何を、どのように） 実施時期・回数 場所 担当者

前期
評価 実績・評価理由 市確認結果

年間
評価 実績・評価理由 市確認結果

①多様化する相談内容
に対応できる体制づくり

1

（１）毎朝ミーティングを行い、新規相談
ケース、困難事例を共有し、対応方法に
ついて協議する。
（２）ゆりのきミーティングを通じて、処遇
困難ケースの経過報告及び処遇方法の
検証を行う。
（３）平塚市自立支援協議会精神分科会
との連絡会に参加し、顔の見える関係づ
くりに努める。
（４）市地域包括ケア推進課、市高齢福
祉課との情報交換を密に行い、困難
ケースや地域支援状況の共有化を図
る。その上で具体的かつ効果的な支援
を実施する。
（５）市社協地区担当者と地域支援状況
の共有化を図る。
（６）既存の電話相談や来所相談に加
え、包括メールアドレスの周知を図り、
メールでの相談ができるようにする。

（１）毎日
（２）毎月１回
（３）年１回以上
（４）随時
（５年1回
（６）随時

（１）（２）センター内
(３)開催場所
（４）（５）（６）センター
内

（１）（２）全職種
（３）社会福祉士
　　保健師
（４）（５）（６）全職種

C

（１）ミーティングは毎朝８時３０分から実施。
（２）月１回全体ミーティング開催時に処遇困難ケースについて経
過報告と処遇方法の検証を行った。
（３）今年度実施される際に参加予定。
（４）必要時適宜情報交換を行い、困難ケースや地域支援状況の
共有化を図った。
（５）崇善地区ふれあい交流会、松原地区地域ケア会議開催時に
社協地区担当者と地域支援状況の情報の共有を行った。
（６）休日や夜間帯からのメールに対応し、連絡調整や相談を行っ
た。

計画通り実施 C

（１）（２）前期同様実施。
（３）未実施。
（４）前期同様実施。
（５）前期同様実施。
（６）休日対応２件、夜間・メール対応０件

計画通り実施。年間を通じてメール
での相談件数は少なかったが、２４
時間対応できる体制は図られてい
る。

②認知症地域推進員に
よる専門的な相談支援と
ＭＣＩ（軽度認知障害）の
方を把握するためのタブ
レットの活用

6
(2)

（１）訪問時や来所時、地域活動時等に
おいてチェックリストやタブレットを活用し
早期発見、早期対応が行えるようにす
る。
（２）必要に応じて認知症初期集中支援
事業、保健福祉事務所の専門相談、家
族介護者リフレッシュ事業、認知症介護
者サロンや介護の会はまゆう、認知症カ
フェ等の関係機関に繋ぐ。

（１）随時
（２）通年

（１）（２）センター内、
担当エリア内

認知症地域支援推進
員

C

（１）８月より認知機能評価を実施。サロン、介護予防教室、地域で
の活動時随時周知を図っていく。
（２）認知症地域支援推進員を中心に、包括全体で専門的な相談
支援体制を構築している。民生委員等の関係機関とのケース報告
や情報交換を行っている。

認知機能評価の実施は３件。後半も
実施を予定している。また、結果を返
却しながら、つながる支援をしていく
予定。

D

（１）８月より認知機能評価を実施。サロン、介護予防教室、地域で
の活動時随時周知を図り２１人実施したが３０人には到達せず。結
果返却時にゆりのきサロン・介護予防教室、通いの場等の提案を
行なった。。
（２）認知症地域支援推進員を中心に、包括全体で専門的な相談
支援体制を構築している。民生委員等の関係機関とのケース報告
や情報交換を行っている。（計２１件）

評価実施希望者がいなかったとのこ
とだが、実施方針の30人に達してい
ないためD評価とする。

③支援における地域包括
ケアシステムのネットワー
クの構築・活用

2
・
5

（１）松原地区：小地域ケア会議を継続開催
し、各団体との連携体制を強化する。民児協
とは、処遇困難ケースの対応について相談等
を話し合う場を設け、地域支援のネットワーク
構築を図る。
（２）崇善地区：民児協とは、処遇困難ケース
の対応について相談等を話し合う場を設け、
地域支援のネットワーク構築を図る。
地区社協内にて福祉村設立に向けて動かれ
る際は、包括も参画していく。
（３）２地区民生委員と市内居宅介護支援事業
所との交流会を開催する。
（４）地区社協理事会、地区民児協定例会、町
内福祉村理事会に出席し、ゆりのきサロン・介
護予防教室を周知するとともに、連携体制の
強化を図る。

（１）年４回（４月・７
月・１０月・１月）、毎
月
（２）毎月
（３）年１回下半期
（４）毎月

（１）松原分庁舎
（２）崇善公民館他
（３）担当エリア内の
会場
（４）公民館等

全職種 C

（１）松原地区は3ヶ月に1回の小地域ケア会議を定期的に開いて
いる。今年度は、地域全体で「あいさつ運動」を展開する予定。各
団体が一つの運動に向けて連携を強めている。民児協定例会に
は毎回参加し、お互いの情報交換は出来ている。民生委員とは個
別相談を随時受けている。気になるケースに関しては、初期の段
階から相談してもらっている。
（２）民児協定例会には毎回参加している。回数を重ねることで、民
生委員からの相談しやすい雰囲気づくりは進んでいる。福祉村設
立の動きはまだ見えていない。
（３）後期実施予定。
（４）各定例会に出席し、ゆりのき通信を配布しゆりのきサロン、介
護予防教室、松原地区いきいき健康教室の周知を行い参加状況
の報告等行ない連携を図っている。

計画通り実施 C

（１）前期同様継続実施。
（２）前期同様実施。
（３）１月２９日崇善公民館にて実施予定。民生委員、居宅介護支
援事業所参加。「高齢者住宅の選び方とポイント」をテーマにみん
かい須藤氏の講話の後、情報交換会を行う予定。
（４）前期同様実施。

計画通り。

　相談支援体制の充実に向け、民生委員とは連携ができているものの
自治会との連携が十分とは言えない。

　小地域ケア会議や地区研修会、広報誌の発行等による
包括の周知を図ってきたが、相談支援が必要な高齢者
ならびにその家族に十分届いていない。前年度はじめた
ばかりの取り組みも多いため、すぐに効果が出てきづらいが
継続的に行うことで徐々に浸透していくことを目指す。

多様化する相談内容に対応できるよう、研修会等に積極的に参加し職員全体のスキルアップを図り対応した。
また複数の課題が重複している困難ケースが増えており、職員間で密な情報共有や対応策の検討を随時行
い対応した。

多様化する相談内容に対応できるよう、研修会等の積極的な参加に加え、課内研修も実施し職員全体のスキ
ルアップをさらに図った。また複数の課題が重複している困難ケースが後期も同様に増えており、職員間で密
な情報共有や対応策の検討を随時行い対応した。

（４）今年度の取り組み・重点事項 （５）取り組み実績（前期） （７）取り組み実績（年間）

（１）前年度の取り組みに対する評価・実績

　相談支援体制の強化のため、各種研修会への積極的な参加に加え、自主勉強会の開催を必要に応じ実施した。これに加え、毎朝前日相
談があったケースの共有と対応の是非の確認、月１回の定例ミーティングを行い、相談対応の確認を行うと共に個々の職員が相談支援に際
し過度な負担感とならないよう配慮を心掛けた。また新たな情報について、職場内で供覧し、共有した。
　小地域ケア会議の場において、包括として課題となっていることについても地域への理解を深めていただいた。
　サポート医や在宅支援拠点薬局への訪問を通じ、包括との連携強化を図ったことに加え、広報誌「ゆりのき通信」を置いていただくように
なった。

（２）主な地域課題 （３）主な地域課題の改善策・解消策 （６）取り組みに対する全体評価（前期） （８）取り組みに対する全体評価（年間）
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④センター職員のスキル
アップ

1

　研修等の積極的な参加にて、専門知識と技
術を高め、伝達研修を行い職員内で共有す
る。
　包括内研修を行い、全職種が輪番で担当す
る。法人内職員研修に積極的に参加する。
　その他、認知症サポーターキャラバンメイト
養成研修、新任研修、現任研修、ＧＳＶ研修会
等に適宜参加する。

各種研修開催時 開催場所 全職種 C

地域包括支援センター職員基礎研修等７件の研修に参加し、報
告・伝達研修を実施し包括内で共有している。包括内研修はミー
ティングの時間を用いて短時間実施。
日々の有益な情報は、朝ミーティングで紹介の上資料の回覧を
行っている。

計画通り実施 C
「個人情報に関しての法制を学ぶ」等２４件の研修に参加。法人研
修１件、課内研修１件も参加。

計画通り。

⑤地域包括サポート医の
活用（事例の相談、介護
意見書の作成協力、講演
会講師）

4
・
5

（１）顔の見える関係づくりを継続する。
サポート医を訪問し、ゆりのき通信や包
括チラシを持参して配架の依頼をする。
（２）日頃から気軽に相談できる体制作り
を行う。医療者とケアマネジャーとの連
絡票を活用して、医師との連携を図る。

（１）年４回
（２）随時

サポート医 全職種 C

（１）３ヶ所サポート医にゆりのき通信の配架の依頼をしている。後
期に全８ヶ所のサポート医の訪問を予定している。
（２）必要時医療者とケアマネジャーとの連絡表を活用し連携を
図った。

計画通り D

（１）３ヶ所サポート医にゆりのき通信の配架の依頼をしている。後
期に残５ヶ所のサポート医の訪問を予定していたが未実施。
（２）必要時医療者とケアマネジャーとの連絡表を活用し連携を
図った。（１件）

保健師が不在で、サポート医への訪
問は実施できなかったとのこと。

⑥在宅支援拠点薬局の
活用

5

（１）顔の見える関係づくりを継続する。
在宅支援拠点薬局を訪問し、ゆりのき通
信や包括チラシを持参して配架の依頼
をする。
（２）介護予防教室の講師として、薬剤師
に学ぶ「教えます！薬剤師さんの知恵
袋」というテーマで講話予定。

（１）年４回
（２）５月１０日

（１）在宅支援拠点薬
局
（２）平塚栗原ホーム

全職種 C

（１）８月６日に圏域３ヶ所に挨拶のため訪問。情報交換、ゆりのき
通信の配架を依頼した。訪問後認知症が疑われるケースの相談
の連絡が５件ほど入り対応した。
（２）５月１０日ゆりのき介護予防教室にて薬剤師に学ぶ「教えま
す！薬剤師さんの知恵袋」を実施。（参加者　１７人）

湘南平塚薬局の協力を得て実施し
た

C

（１）圏域３ヶ所に、ゆりのき通信の配架を依頼。認知症が疑われる
ケースの相談の連絡が４件ほど入り対応した。
（２）３月１３日ゆりのき介護予防教室にて薬剤師に学ぶ「教えま
す！薬剤師さんの知恵袋」をテーマに岡本薬局薬剤師を招き実施
予定。

後期の訪問・ゆりのき通信配架依頼
は11月と2月に実施している。
計画通り。

⑦地域住民へのかかりつ
け医（医療機関）や在宅
医療に関する普及啓発
の実施

5

　平塚市在宅医療介護連携支援セン
ターに講師を依頼して、介護予防教室に
て「在宅医療と介護の現在」をテーマに
教室を開催する。

年２回（４月１２日、下
半期に1回） 平塚栗原ホーム 保健師 C

４月１２日ゆりのき介護予防教室にて、平塚市在宅医療介護連携
支援センターに学ぶ「変わりゆく医療と介護の中で・・・」今自分が
出来ることは！？を実施。（参加者　１５人）

計画通り C
１１月８日ゆりのき介護予防教室にて、平塚市在宅医療介護連携
支援センターに学ぶ「変わりゆく医療と介護の中で・・・今自分が出
来ることは？」を実施。（参加者５人）

計画通り。

⑧医療機関や介護関係
機関との連携強化に向け
た包括独自の取組み

5

（１）サポート医や担当エリア内の医療機関を
訪問し、顔の見える関係作りを継続し連携強
化を図る。また入退院時情報提供書を活用し
て、切れ目のない支援を目指す。
（２）サポート医との交流会や合同研修会など
に積極的に参加する。
（３）サポート医に講師を依頼して、地域に向
けて、介護予防教室を実施していく。
（４）担当エリアの居宅介護支援事業所の訪問
や４包括合同勉強会の開催にて、顔の見える
関係作りを継続し連携強化を図る。

（１）通年
（２）随時
（３）下半期
（４）５月

（１）センター内、医療
機関
（２）開催場所
（３）平塚栗原ホーム
（４）担当エリア内居
宅介護支援事業所、
平塚栗原ホーム

全職種 D

（１）３ヶ所サポート医にゆりのき通信の配架の依頼をしている。必要時医療
者とケアマネジャーとの連絡表を活用し連携を図った。
（２）９月１８日地域包括サポート医・在宅支援拠点薬局と高齢者よろず相談
センターとの合同研修会参加予定。
（３）後期実施予定。
（４）担当エリアの１０居宅介護支援事業所の訪問は、現時点では未実施。
年内に実施予定。４包括合同勉強会は４月は事例を通して学ぶ権利擁護と
題して研修会を実施し、６月、８月は事例検討会を開催することが出来た。１
０月は障がい者総合支援法について知識を深める内容で実施を計画中。

５月に実施予定であった担当エリア
内の居宅介護事業所への訪問が遅
れているため、Ｄ評価としている。後
期に実施予定であることを確認し
た。

D

（１）前期同様実施。
（２）前期終了済み。
（３）未実施。
（４）今年度、居宅訪問を実施することが出来なかったが、4包括合
同勉強会において、顔が見える関係性を築き、連携を深めること
ができた。また、エリア内の居宅支援事業所から、今後委託を受け
るにあたってレクチャーを受けたいとの要望があり、１２月１２日個
別に対応した。

（3）サポート医の講師による介護予
防教室は準備不足のため実施でき
ず。また、（4）に記載の障がい者総
合支援法についての勉強会は実施
できたが、居宅訪問は未実施。
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３　権利擁護事業

方針
番号 内容(何を、どのように） 実施時期・回数 場所 担当者

前期
評価 実績・評価理由 市確認結果

年間
評価 実績・評価理由 市確認結果

①認知症ケアパスの普及
6

(1)

（１）認知症の相談時に認知症ガイドブッ
クを配布する。
（2）認知症サポーター上級研修にて配
布する。

（１）随時
（２）年1回（２日間）

（１）センター内、訪問
先
（２）平塚栗原ホーム

認知症地域支援推進
員

C
（１）相談時、地域での認知症予防の講話時に活用。
（２）後期開催時配布予定。

計画通り C
（１）相談時、地域での認知症予防の講話時に活用。
（２）２月１０日実施予定。（職員２名体調不良にて３月１６日に延
期）

計画通り。

②認知症サポーター養成
講座の開催

6
(1)

　年１回以上の開催を目標とする。
（１）市民向け（輪番制）。
（２）夜間または土曜日の開催。
（３）地区社協・民児協からの依頼。
（４）その他、地域内で活動しているサー
クルや団体等に働きかけ開催を目指
す。
（５）小中学校、学童保育に働きかけ開
催を目指す。

（１）１１月２２日
（２）年１回
（３）随時
（４）随時
（５）通年

（１）（２）平塚栗原
ホーム
（３）公民館等
（４）講座会場
（５）小学校２校、中学
校１校、学童保育２ヶ
所

認知症地域支援推進
員

B

（１）１１月２２日実施予定。
（２）後期実施予定。
（３）依頼時対応予定。
（４）依頼時対応予定。
（５）・まつばら放課後児童クラブにて８月２１日実施。（参加者　３９人）
　　　運営法人内にそうぜん放課後クラブもあり来年度開催の予定。
　　　・江陽中学校福祉委員会にて８月３０日実施。（参加者　３５人）
　　　ＳＨＩＧＥＴＡハウスと共同で開催し、研修後半は当事者である近藤氏
　　　を招き、体験談の講話やギター演奏を行なった。
　　　また学校側に福祉委員以外の生徒にも来年度以降の実施のお願
　　　いをしたところ、前向きな返答をいただいた。

数年前より小中学生向けの講座開
催を学校側に紹介・実施依頼してい
たが、開催には至らなかったが、今
年度放課後児童クラブと中学校に開
催できた。中学生への講座後に若年
性認知症ご本人を招いて交流会を
開催で来ているためBの評価とした。

C

（１）１１月２２日平塚栗原ホームで実施。（参加者２３人）
（２）未実施。
（３）（４）各定例会等で周知、崇善民児協から見附町自治会での実
施依頼あり。
（５）前期終了済み。

計画通り。
ただ、（2）の夜間または土曜日の開
催に関してはニーズが少ないことが
わかった。

③企業向け認知症サ
ポーター養成講座

6
(1)

　担当エリア内の金融機関・コンビニエン
スストア等に認知症の理解への普及・啓
発活動を行い、講座の開催へつなげる。

年１回以上（４月１０
日）

講座会場（平塚信用
金庫追分支店）

認知症地域支援推進
員

C
４月１０日　平塚信用金庫追分ｌ支店にて実施。（参加者　３２人）
５月２７日　平塚郵便局にて実施。（参加者　２３人）
８月２７日　ブリッジライフ平塚立野町にて実施。（参加者　１６人）

計画通り C
10月８、９日　横浜銀行平塚支店で実施。　（計３回　参加者４０人）

計画通り。

④認知症サポーター養成
講座修了者の育成事業

6
(1)

　地域での活動やゆりのきオレンジカ
フェボランティアを視野に入れた上級者
向け研修を実施する。対象は、認知症
サポーター養成講座の受講者とする。

年１回（２日間）
１１月以降

平塚栗原ホーム
認知症地域支援推進
員

C 後期実施予定。 計画通り C ２月１０日実施予定。（職員２名体調不良にて３月１６日に延期） 計画通り。

⑤認知症カフェの実施
6

(3)

（１）「どなたでも気軽に集える場」として、
ゆりのきオレンジカフェを定期開催する。
（２）担当エリア内の実施予定事業所の
開設・運営のサポートをする。

（１）年４回（６月７日、
９月６日、１２月６日、
３月６日）
（２）随時

（１）平塚栗原ホーム
（２）各事業所

（１）全職員
（２）認知症地域支援
推進員

C

（１）６月７日実施。サポーターキャラバンマスコット作り、ボランティ
アによる認知症をテーマにした紙芝居、コグニサイズ。（参加者　１
８人）
（２）実施予定事業者（ツクイ平塚中堂）との情報交換。

計画通り C

（１）９月６日実施。ゴスペルクワイヤ、脳トレ（参加者２３人）
１２月６日実施。認知症予防講話、ボランティアによる紙芝居、どら
焼き作り。（参加者２７人）
（２）９月２０日、１２月２０日参加、情報交換を行なった。

計画通り。

⑥身近な場での認知症
予防教室の開催

6
(1)

（１）認知症予防を目的とした体操と認知
症についての理解を深めるための講話
を実施する。
（２）地域から依頼があれば出張講座を
行う。

（１）１月１０日
（２）随時

（１）平塚栗原ホーム
（２）依頼先

認知症地域支援推進
員
保健師

C
（１）１月１０日実施予定。
（２）７月１２日藤和コープサロンにて実施。（参加者　１５人）

７月１２日の教室の内容は、認知症
予防とコグニサイズ体験でケアパス
を活用した

C
（１）１月１０日認知症予防教室を実施。（参加者１４人）
（２）依頼時対応予定。

計画通り。

（４）今年度の取り組み・重点事項 （５）取り組み実績（前期） （７）取り組み実績（年間）

認知症に関する取り組みについてはほぼ計画通り実施できた。
権利擁護に関する取り組みについてもほぼ計画とおりに実施できた。あわせて権利擁護対応が必要なケース
が増え、さらに関係機関との情報共有、訪問での実情把握等に努め前期同様問題解決に対処した。

（２）主な地域課題 （３）主な地域課題の改善策・解消策 （６）取り組みに対する全体評価（前期） （８）取り組みに対する全体評価（年間）

（１）前年度の取り組みに対する評価・実績

　認知症サポーター養成講座の開催、特に神奈川県宅地建物取引業協会湘南支部における開催は新たなものであり、包括の存在そのもの
を知っていただくことを含め、不動産業の皆様との連携が始まるきっかけとなった。また、認知症サポーター上級研修修了者がボランティアと
して３月に開催した「ゆりのきオレンジカフェ」に協力いただくことができた。その結果認知症高齢者やその家族等、地域の高齢者との交流を
図ると共に認知症になっても住みやすい街づくりに結びつけることができた。
　ゆりのき介護予防教室において、消費者被害防止に向けての講義や成年後見制度の普及啓発に関する講義等を実施した。
　虐待ならびに虐待が疑われるケースは、必要に応じ複数職員にて対応した。

　認知症サポーター養成講座は、地域住民や企業に対しては実施でき
たが、小中学生に対し未実施である。学校側への働きかけを行ったもの
の実現に至っていない。

　引き続き小中学校への働きかけを行い、小中学生への認知
症サポーター養成講座の実現を目指す。

認知症に関する取り組みについてはほぼ計画通り行えている。
権利擁護に関する取り組みについてもほぼ計画とおりに行えている。あわせて権利擁護対応が必要なケース
の増え、さらに関係機関との情報共有、訪問での実情把握等に努め問題解決に対処した。
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⑦認知症初期集中支援
事業の対象者把握

6
(2)

　訪問時や来所相談、地域活動時に
チェックリストやタブレットを活用し、認知
症の疑いがあり、医療や介護に繋がっ
ていない対象者を把握し、認知症初期
集中支援チームにつないでいく。

通年
センター内、担当エリ
ア内

認知症地域支援推進
員

C

総合相談時に対応したケース１件初期集中支援にあげた。また民
生委員等の関係機関や薬局へ、介護や医療につながっていない
認知症の疑いがあるケースの情報提供にて対象者の把握に努め
た。

計画通り C
後期初期集中支援２月に１件ケースをあげる予定。また民生委員
等の関係機関や薬局へ、介護や医療につながっていない認知症
の疑いがあるケースの情報提供にて対象者の把握に努めた。

後期に初期集中支援事業としてあげ
たケースはなかったが、計画通りに
進められている。

⑧成年後見制度の利用
相談体制の充実

7
(1)

（１）ゆりのき介護予防教室にて、消費者
被害防止について啓発する。
（２）あんしんセンター、成年後見利用支
援センターとの連携を通じ、必要時に相
談者やケアマネジャーとの橋渡しを行
う。弁護士相談の活用も適宜図る。
（３）２地区のサロン・給食会や民児協定
例会などに参加の際、権利擁護につい
て普及啓発を引き続き行う。

（１）上半期
（２）通年
（３）通年

（１）平塚栗原ホーム
（２）担当エリア内
（３）公民館等

社会福祉士 C

（１）７月２６日に介護予防教室内で消費者生活センター職員を招
いて行った。
（２）市長申し立てのケースが出たことで成年後見センターと連携
し、対応している。
（３）サロン、給食会などに参加した際に、消費者被害等について
短い時間ではあるが啓発している。

計画通り実施 C

（１）前期にて終了済み。
（２）成年後見制度や日常自立支援事業が必要と思われるケース
が出た場合には、成年後見センター及びあんしんセンターに相談
の上、連携をとり対応している。
１０月１１日　課内研修（合同ケース検討会）を実施。（参加者８人）
（３）前期に引き続き、地域のサロンや給食会の際には、消費者セ
ンターから取り寄せた新しい消費者被害のチラシを配布し被害防
止の講話をしている。
１２月７日松原地区地区社協理事研修会にて講話。（参加者３２
人）

同法人に専門性の高い相談窓口を
設置している強みも生かしながら相
談体制が図られている。

⑨成年後見制度の普及
啓発の取り組み
　＊実施時期・回数欄に対象
者、開催回数、受講者数を記入
ください。

7
(1)

（１）必要時に応じて、成年後見利用支
援センターや各専門職団体の相談窓口
を紹介する。
（２）成年後見利用支援ネットワーク連絡
会に出席し、関係機関との顔の見える関
係性構築に努める。
（３）介護予防教室にて、成年後見制度
について市民に周知を図る。

（１）随時
（２）年２回
（３）下半期１回、市民
対象、２０人

（１）センター内
（２）勤労会館他
（３）平塚栗原ホーム

社会福祉士 C

（１）随時、紹介している。包括としても相談している。
（２）出席している。
（３）後期日程で行う予定

計画通り実施 C

（１）相談内容により、随時、センター等を紹介している。また、包括
としても相談している。
（２）２月２５日出席予定。
（３）10月８、９日横浜銀行認知症サポーター養成講座内にて成年
後見制度について説明。（参加者４０人）１１月２２日市民向け認知
症サポーター養成講座内にて成年後見制度について説明（参加者
２２人）。１２月２７日ゆりのき介護予防教室にて成年後見制度につ
いての講話を実施。（参加者５人）

地域に対し成年後見制度の最新情
報を提供するなど、情報量を生かし
た啓発が実施できている。

⑩高齢者虐待の相談体
制の充実

7
(2)

（１）相談受付時、包括内で対応を協議
し、虐待対応マニュアルに沿って、必ず
複数職員で対応する。対応状況につい
て包括内で情報を共有する。また必要に
応じて、弁護士相談の活用も図る。
（２）包括内研修にて、虐待対応マニュア
ルについて理解し、共通認識を持って対
応できる体制を作る。
（３）認知症サポーター養成講座、介護
予防教室、認知症サポーター上級研修
にて、高齢者虐待防止の普及啓発をす
ると共に、包括にて相談支援をしている
ことを周知する。

（１）通年
（２）年１回上半期
（３）３－②④⑤⑧と同

（１）（２）センター内
（３）平塚栗原ホー
ム、講座会場

社会福祉士 C

（１）虐待ケース、処遇困難ケースがあった場合、包括内で情報共
有をし、対応策について話し合い、複数職員で対応している。ま
た、経過についても随時ミーティングの場で報告するようにしてい
る。
（２）包括内研修を行い、虐待対等マニュアルの読み込みと確認を
行った。
（３）認知症サポーター研修（平塚信用金庫、平塚郵便局、ブリッジ
ライフ平塚立野町）において、高齢者虐待防止の普及啓発の講義
を行い、早期発見に協力してもらうこと、相談窓口は包括になって
いることを周知した。また今後、認知症サポーター上級研修、ゆり
のき介護予防教室でも実施予定。

計画通り実施 C

（１）前期同様実施。
（２）虐待ケースがあがった場合には、虐待対応マニュアルのフ
ロー図等で対処方法を確認しながら対応している。
（３）認知症サポーター研修において、高齢者虐待防止の普及啓発
の説明を行い、早期発見に協力してもらうことと、相談窓口の周知
を行っている。（１０月８、９日横浜銀行認知症サポーター養成講座
計４０人／１１月２２日市民向け認知症サポーター養成講座　２２人
／２月10日認知症サポーター上級研修職員２名体調不良にて、３
月１６日に延期で実施予定。）

計画どおり実施

⑪高齢者虐待防止の普
及啓発に関する取り組み
　＊実施時期・回数欄に対象
者、開催回数、受講者数を記入
ください。

7
(2)

　認知症サポーター養成講座、介護予
防教室、、２地区のサロン・給食会や民
児協定例会などに参加の際、高齢者虐
待防止の普及啓発をする。

年２回以上（４月１０
日、１１月２２日の認
知症サポーター養成
講座時、３０人）

平塚栗原ホーム、平
塚信用金庫追分支
店、公民館等

社会福祉士
認知症地域支援推進
員

B

４月１０日平塚信用金庫追分支店、６月１９日平塚郵便局、８月２７
日ブリッジライフ平塚立野町の認知症サポーター養成講座、また８
月の崇善ふれあい交流会、松原地区民児協にて高齢者虐待防止
の講座をおこなった。

目標設定回数を大幅に上回る実施
状況であることを確認。

B

10月８、９日横浜銀行認知症サポーター養成講座（参加者４０人）
１１月２２日市民向け認知症サポーター養成講座（参加者２２人）に
て高齢者虐待防止の普及啓発を行った。
２月１０日認知症サポーター上級研修職員２名体調不良にて３月１
６日に延期で実施予定。

年間を通じて目標を大きく上回る実
施状況であった。次年度は内容につ
いても地域の実情に応じた創意工夫
のある啓発活動を期待する。

⑫虐待を受けた高齢者に
対するケア体制の充実

7
(2)

（１）虐待マニュアルや一時保護マニュア
ルに沿った支援を行いつつ、行政や関
係機関等と連携や調整を図る。
（２）家族や関係者とのアプローチやフォ
ローを行政、民生委員、事業所、医療機
関、地域団体などの関係機関と連携しな
がら見守り、高齢者と養護者を継続支援
する。
（３）対応後に関係機関と検証作業を行
う。また包括内で虐待事例のふりかえり
をして、職員のスキルアップを図る。

通年 センター内 社会福祉士 C

（１）行政機関、居宅事業所、デイサービス、訪問介護事業所などと
も連携をとりながら対応している。
（２）親族にも来てもらい、一緒に今後の対応策を考えるなどの機
会も設けている。
（３）終結に至らず経過を観察しているケースに関しては、月1回訪
問をするなどの対応をしている。

計画通り実施 C

（１）行政機関、居宅事業所、デイサービス、訪問介護事業所などと
連携をとりながら対応している。後期はさらに平塚保健福祉事務
所、ほっとステーション、くらしサポートとも連携をとって対応した。
（２）上記関係機関及び、親族も一緒にケース会議を開き、各関係
機関がどのような支援をするかの確認を行い、さらに情報を共有
することを確認しながら、高齢者と養護者の支援を同時に行ってい
くこととした。また、終結に至らないケース（2例）に関しては、月1回
訪問をし継続支援している。
（３）ほっとステーション、平塚保健福祉事務所とは継続的に高齢
者、養護者の現在の状況について情報共有を続けており、支援の
方向について相談をしている。包括職員内では、常に現在の状況
の共有をし、新たな支援方法について検討を重ねている。

計画どおり実施。（３）については、月
１～２回の職員ミーティングにおいて
事例の振り返りや、他の方法がな
かったかなど検討を重ねている状況
を確認することができた。
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⑬養護者に対するケア体
制の充実

7
(2)

（１）民生委員やサービス事業所等の関
係機関と連携し、地域内で養護者が孤
立せずに相談できる体制作りを目指す。
（２）訪問時、利用者本人だけでなく、家
族にも声かけを積極的に行い、家族が
抱える悩み等を受け止める。相談内容
に応じ、具体的な改善に向けての提案
を行うようにしていく。

（１）（２）随時
（１）センター内、訪問
先
（２）訪問先

全職員 C

（１）民生委員から報告があったケースに関しては、随時経過を報
告するようにし、見守り体制を充実させている。
（２）訪問時は養護者の悩みも聞き取るように努力している。養護
者の味方となる機関を探している。

計画通り実施 C

（１）虐待ケースがあがった場合には、民生委員からの情報も収集
するようにし、地域での見守り体制を充実させている。また、養護
者の相談に乗る関係機関を探し、協力を求め、連携して動くように
している。（後期は、ほっとステーション、平塚保健福祉事務所、くら
しサポートと連携している）
（２）訪問時は２名以上の包括職員で訪問するようにし、1人が養護
者側の話をゆっくり聞き、相談にのる時間を持つようにしている。

計画どおり実施。
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４　包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

方針
番号 内容(何を、どのように） 実施時期・回数 場所 担当者

前期
評価 実績・評価理由 市確認結果

年間
評価 実績・評価理由 市確認結果

①ケアマネジャーへの支
援

2

（１）処遇困難ケースの相談時には一緒
に対応する。同行訪問や個別ケア会議
の開催に繋げる。
（２）４包括（あさひきた、あさひみなみ、
ふじみ、ゆりのき）合同勉強会を開催す
る。
（３）担当エリアの居宅介護事業所を訪
問し、処遇困難ケースや包括への要望
の聞き取りと、居宅の情報を収集する。

（１）継続ケース第２回
目５月開催、随時
（２）年６回（４月、１０
月研修会）（６月、８
月、１２月、２月事例
検討会）
（３）５月

（１）センター、利用者
宅など
（２）平塚栗原ホーム
（３担当エリア内居宅
介護支援事業所

主任ケアマネジャー D

（１）包括内で情報共有しながら対応している。個別ケア会議は今
年度５月（２回目）に実施。
（２）４月、１０月は研修会、６月、８月、１２月、２月は事例検討会実
施予定現時点で予定通り実施済み。
（３）年内訪問予定。その際、居宅の要望や情報を収集予定。

５月に実施予定であった担当エリア
内の居宅介護事業所への訪問が遅
れているため、Ｄ評価としている。後
期に実施予定であることを確認し
た。

C

（１）民生委員、居宅のケアマネと対応しながら継続支援している。
個別ケア会議は後期未実施。
（２）予定通り、１０月は「障害福祉制度について～介護保険への移
行･併用について～」障がい福祉課吉田氏を講師に招き、研修会
を実施。事例検討会も予定通り１２月実施。２月も実施予定。
（３）今年度、居宅訪問を実施することが出来なかったが、4包括合
同勉強会において、顔が見える関係性を築き、連携を深めること
ができた。また、エリア内の居宅支援事業所から、今後委託を受け
るにあたってレクチャーを受けたいとの要望があり、１２月１２日個
別に対応した。

居宅のケアマネジャーへの訪問はで
きなかったが、別の方法により支援
ができたことを確認した。

②地域ケア会議（個別ケ
ア会議、小地域ケア会
議）を開催する

2

（１）個別ケア会議：支援に困難が生じて
いるケースを対応している居宅介護支援
事業所のケアマネジャーより相談時、必
要と判断した際に医師会にも出席を声
掛けし開催。
（２）小地域ケア会議：個別ケア会議から
継続されて開催の場合は引き続き調整
を行う。
①松原地区の小地域ケア会議について
は地域内のケースを含め、事例検証し
ながら継続的に開催する。
②崇善地区については個別ケア会議開
催後、必要な関係者を集め開催する。
（３）２地区合同の小地域ケア会議を開
催する。
（４）崇善地区における小地域ケア会議
開催は重点事項として意識し、年１回以
上開催する。

（１）年1回以上
（２）
①年４回（４月・７月・
１０月・１月第３火曜
日午後）
②随時
（３）年１回
（４）年１回以上

（１）平塚栗原ホー
ム、利用者宅等
（２）各公民館等
（３）平塚栗原ホーム
他
（４）平塚栗原ホーム
または崇善公民館

（１）全職種
（２）社会福祉士
（３）社会福祉士
（４）社会福祉士

C

（１）該当するケースがあり、３ヶ月に1回のペースで、包括、ケアマ
ネージャー、民生委員、くらしサポート、訪問介護事業所で集まり、
経過報告と今後の方針について話あっている。
（２）（４）松原地区は定期的に小地域ケア会議を行っている。崇善
地区は今後検討。
（３）今後検討

崇善地区については、地域団体との
定期的な交流の場にて事業周知を
行いながら、小地域ケア会議の開催
に向けた調整を図っていることを確
認した。

D

（１）前期に続き該当するケースに関して、包括、ケアマネー
ジャー、あんしんセンター、民生委員で情報の共有を図っている。
また、受診の際に同行し、医師との連携をはかっている。
（２）松原地区小地域ケア会議は３ヶ月に１回継続的に開催し、地
域の情報や課題点を共有している。今期は松原小学校、松原地区
の企業、商店とも連携をとり「あいさつ運動」を展開している。
（３）２地区合同の小地域ケア会議に関しては、今後検討。
（４）崇善地区は、立野町自治会長より地域の福祉事業所、医療関
係も含めた個別ケア会議開催の要望があり、これから話を進めて
いく予定。今後、小地域ケア会議に発展していくように話をなげか
けていく予定。

予定していた崇善地区の地域ケア会
議が開催できなかったためＤ評価と
している。今年度は地域のイベント
が重なったため開催を見送ったが、
来年度は年１回の開催を目指してい
ることを確認した。

　小地域ケア会議を年４回開催している松原地区と比べ、崇善地区では
小地域ケア会議の開催に至っていない。崇善地区社会福祉協議会主催
の地区研修会に講師として参加させていただき、包括の周知と合わせ
自治会等との関係強化を目指しているが十分連携できているとは言え
ない。

　地域活動の拠点である崇善公民館の建て替えが終わり、
平成３１年度から新たな公民館での活動が始まる。引き続き
地域との接点を増やし、連携強化を図ることにより、地域
ぐるみでの相談体制の強化を目指す。

２地区とも地域の各関係団体が主催する会議や定例会に参加し、情報の共有等にて顔の見える関係性が構
築できている。松原地区においては小地域ケア会議については、今年度は地域全体で「あいさつ運動」を展開
する予定。各団体が一つの運動に向けて連携を強めている。崇善地区に関しては開催に至っていない。
圏域・委託ケアマネジャーに対しては４包括合同勉強会を通じ連携が図れている。ケアマネジャーからの相談
も増加しており、訪問帯同等で適宜対応している。

前期同様２地区とも地域の各関係団体が主催する会議や定例会に参加し、情報の共有等にて顔の見える関
係性が構築できた。松原地区の小地域ケア会議については、今年度は地域全体で「あいさつ運動」を展開し、
各団体が一つの運動に向けて連携をさらに強めた。崇善地区に関しては開催に至っていない。
圏域・委託ケアマネジャーに対しては４包括合同勉強会を通じ連携が図れ、ケアマネジャーからの相談も増加
しており、訪問帯同等で適宜対応をした。

（４）今年度の取り組み・重点事項 （５）取り組み実績（前期） （７）取り組み実績（年間）

　包括として、広報誌「ゆりのき通信」を平成３０年夏から配布を開始した。前年度中に３号まで発行したが、松原地区においては小地域ケア
会議の場において自治会の全面的なご協力をいただけることとなり、自治会加入世帯全てに当広報誌を配布することができた。その他、民
生委員の協力により自治会未加入者への周知を行った。第３号は４０００枚印刷したものの残部があまりない状況だが、これは公民館等の
公的機関やクリニック等の医療機関、薬局等の場に当広報を置いていただいたことによる。
　松原地区において、小地域ケア会議を年４回開催。「地域づくり」を年間のテーマとし、継続性のある会議を行うよう心掛けた。そのこともあ
り、３月に開催された社会を明るくする運動の講演会において、「地域で支えあうとは」をテーマに取り上げていただくに至った。

（２）主な地域課題 （３）主な地域課題の改善策・解消策 （６）取り組みに対する全体評価（前期） （８）取り組みに対する全体評価（年間）

（１）前年度の取り組みに対する評価・実績
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