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包括的な相談
及び支援体制
の整備

(②）

　重層的な生活課題を抱える家
族や、社会的孤立の問題を抱え
る市民の相談など、今後より複
雑化した課題の増加が予測され
ている。
　４つのブランチの相談支援機能
の強化及び地域包括支援セン
ターのみならず、社会福祉協議
会を含めた「ふくし相談サポート
センター」による官民協働の支援
体制の強化など地域の様々な
ネットワークや相談システムとの
連携を図る。

　包括支援センターを中心とし
た相談しやすい環境づくりに努
め、包括的、継続的なケアマネ
ジメントを行う。
　セーフティネットワーク定例会
等において情報交換や事例検
討を重ねることで、各専門機関
が効果的に機能するよう努め
る。
　呉西地区において、成年後見
制度の活用の増加に向けた「成
年後見センター」の設立の検討
を行う。

　市民に向けた広報活動による啓発をよ
り一層強化し、相談しやすい体制づくり
を構築する。

・セーフティネットワーク定例会議
　月1回開催
・呉西地区成年後見センターの設立
・地域ケア会議（地域）の開催
・認知症地域支援推進員を含めたブラ
ンチによる相談事業の実施

B達成可能

　包括高齢者の総合相談件数
　　　　　　　　　　年間５３４回

　ブランチ訪問件数
　　　　　　　　　　　３，６０４件

　ふくし相談サポートセンター（コミュニ
ティソーシャルワーカー）による相談件
数
　　　　　　　　　　　　　　５０件

　地域ケア会議（地域）の開催
　　　　　　　　　　　　　　１４回

　地域ケア会議については、地域包括
支援センター及び福祉相談サポートセ
ンター、生活支援コーディネーターの
三者が連携し、地域に出向いて会議
を開催することで地域からの相談の声
をあげやすい体制づくりを目標に行う
ものであり、さらに多くの地域に出向
いていく必要がある。

地域力を生かし
た日常生活の
支援体制の充
実

（②）

　地域における生活課題は、世
帯構成、地域ニーズや世代に
よって複雑、多様化が進んでい
る。
　日常生活圏域ニーズ調査の結
果を踏まえつつ、地域での「共
助」による支え合いの地域づくり
を推進し、「安心生活創造事業」
など地域住民の力を生かした生
活支援サービスの拡充を図る。
　第一層に続き、第二層である
各圏域に生活コーディネーターを
配置し、協議体を設置することで
高齢者の生活支援・介護予防
サービスの体制整備を推進す
る。
　地域ケア会議を通じ、「我が事・
丸ごと」の包括的な支援体制づく
りに取り組む。

　生活支援コーディネーター第
一層・第二層の定例会を開催
し、地域課題の発掘と解決にむ
けた取り組みを行う。
　地域ケア会議、地域包括ケア
会議を通じて、ケアプランの資
質向上と地域において自立した
日常生活を営むために必要な
支援体制について検討する。

　資質向上と地域課題整理を行う。
　地域ケア会議（中央・地域）の開催。
　地域ケア個別会議を開催。
　生活支援コーディネーター第一層・第
二層の定例会を開催。

・地域ケア会議
　　　中央：４回　地域：１４回
・地域ケア個別会議
　　　４回　８事例実施
・生活支援コーディネーターの定例会
　　　月１回開催

C要努力 　中央での地域ケア会議は、目標値５
回には届いておらず、体制を強化する
必要がある。
　地域での会議は、社会福祉協議会が
実施するセーフティネット会議と合わせ
て実施を計画するため、日程調整等が
不十分で目標に至っていない。

　地域ケア個別会議は、ケアマネジメ
ントの質の向上に向けて、さらに充実
させていく必要がある。
　地域における地域ケア会議の調整
については、コミュニティソーシャル
ワーカーによるセーフティネット会議、
生活支援コーディネーターによる協議
体と合わせての会議のため、三者連
携を密にして開催回数を増やすように
努めていく。
　地域でのケア会議は、自治振興委
員や民生委員等の役員改正があった
ため、改めて包括の役割や地域との
連携、包括ケアシステム等について話
し合いを重ねていく必要がある。

在宅医療・介護
連携体制の構
築

（➄）

　２０２５年や２０４０年に向け高
齢化がますます進む中で、「住み
慣れた地域で安心して暮らし続
ける」ための仕組みづくりが求め
られることから在宅医療・介護の
関係者による連携をより強化し、
ニーズや課題を明確にしながら、
課題の理解と解決に向けた検討
を推し進める。

　「連携ノート」の普及による多
職種間での情報共有により、支
援の視点や目標の統一を図
る。
　また、医療と福祉関係者との
意見交換や「退院調整ルール」
の活用により在宅へのスムー
ズな移行を目指す。
　ＩＣＴの導入による情報共有の
効率化・迅速化を図る。

　連携ノートの普及アンケート調査及び
意見交換会の開催による課題の整理を
行う。
　ＩＣＴの導入を推進する。

　ＩＣＴについては、ケアマネージャー・
訪問看護に対して新たに導入
　　　　　　　　　　導入実績：１９事業所

　連携研修会及びフォーラムにおいて
終末期におけるＡＣＰや救急対応等に
ついて検討した。

B達成可能 　ＩＣＴ導入について、居宅介護事業所、
訪看など２２事業所中１９事業所で導入
されるなど、導入率が高くなった。
　在宅医療介護連携体制推進会議の
開催。
　市民フォーラムの開催。

　連携ノート、ＩＣＴ化のいずれにおいて
も医師会をはじめ多職種に向けて、導
入メリットの啓発を図り、普及事業所
の拡大につなげ、更に有効な活用に
ついて検討していく。
　ひきつづき医師会とは、在宅医療介
護連携について課題を共有し、協働で
事業を進めていく。

※「介護保険事業（支援）計画の進捗管理の手引き（平成３０年７月３０日厚生労働省老健局介護保険計画課）」の自己評価シートをもとに作成
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認知症高齢者
への支援体制
の推進

（③）

　新オレンジプランに基づき、認
知症の人が認知症とともに向き
合い、できる限り住み慣れた地
域において自分らしく暮らしてい
くことができるような社会の実現
を目指す。
　①「気づく」　②「つなぐ」　③「支
える」　④「ふせぐ」　⑤「受け入
れる」のキーワードをもとに事業
を展開していく。
　高齢者のみならず、若年の認
知症で悩む本人・家族への相談
支援として、家族介護者の集い
の場の支援を継続し、気軽に相
談できる「認知症カフェ」の増設
を働きかける。

　「支える」事業の推進
　　高齢者を取り巻く様々な関
係団体等を対象にした「認知症
サポーター講座」や「認知症予
防講座」の開催に積極的に取り
組む。
　　高齢者自身が支える側の役
割を担うために、市老人クラブ
連合会等へも働きかける。

　「認知症サポーター講座」や「認知症予
防講座」の開催。
　「認知症サポーター」の養成と普及。
　「認知症カフェ」の増設による相談支援
の充実。

　認知症サポーター養成数
　（30年度目標値）
　　　　講座開催数　　　40回
　　　　サポーター数　1,200人

　高齢者見守りSOSネットワーク協力者
数
　（30年度目標値）
　　　　協力者・協力団体数　680件
　

　認知症高齢者を高齢者自身が支え
る側の役割を担うためにも１００歳体操
や老人会、ふれあいランチ等での講座
開催に積極的に取り組んでいる。
　また、高齢者を取り巻く様々な団体
にも講座を開催している。
　高齢者見守りSOSネットワーク模擬
訓練及びSOSネットワークへの協力の
働きかけを行っている。

B達成可能 　今年度の出前講座のイチ押しである
「認知症予防講座」の依頼が多く、認知
症サポーター養成講座の開催件数が
伸び悩んだ。

　認知症サポーター養成講座
　　サポーター数：６０１人（Ｈ31.3末現
在）
　　講座開催数　　　２５回

　SOSネットワーク協力者数
　　　　　　　　　　　　７６５人

　地域における認知症への理解は
徐々に浸透してきているが、十分とは
言えない。
　未受講者、未受講団体の掘り起こ
し、働きかけが課題である。
　今後、「認知症予防」の観点から地
域住民への理解を図り、「受け入れ
る」に対する事業への取組を通じて幅
広い世代、団体への働きかけを行って
いく。

生きがいづくり
と介護予防の推
進

（①）

　２０２５年や２０４０年に向け高
齢化率や介護認定率は、今後も
上昇することが見込まれることか
ら、介護予防への取組や体制づ
くりが急務である。
　地域力を活かしながら、住み慣
れた地域で安心して暮らせる長
寿社会の実現に向け、「めざせき
ときと１００歳」を目標に、生活機
能の維持向上に効果的な予防プ
ログラムを推進し、住民が主体と
なり運営する多様な通いの場づ
くりや地域の多様な主体を活用
した支援のより一層の充実を図
る。

　元気高齢者の健康寿命の延
伸および介護予防の推進を図
るため、きときと１００歳体操の
全地区での普及を目指す。

　きときと100歳体操実施者数（目標値）
　　30年度
　　    実施箇所数（ヵ所）          80
　　    参加者数（人）             1,500
　　31年度
　　    実施箇所数（ヵ所）          90
　　    参加者数（人）             1,600
　　32年度
　　    実施箇所数（ヵ所）         100
　　    参加者数（人）             1,700

　地域の高齢者が主体となり、身近な
場所で体操を行うことで介護予防に取
り組む「きときと１００歳体操」の普及に
取り組んでいる。
　　　実施箇所　　　８９箇所
　　　参加者　　１，７８９名
　
　
　きときと健康ポイントをＨ３０．１０月
から導入し、参加者の意欲向上を図っ
た。
　　　ポイント申請団体　７９団体
　

B達成可能 　Ｒ元年度１月末で１１ヵ所において新
規開始となり、８７箇所
１，７９３名の参加となっている。

　【事業の効果】
　　歩行速度　約60％　片足立ち　約
70％について維持・改善がみられる。
　（H27～H29年度きときと体操参加者
711人対象アンケート結果）

　なかなか手の挙がらない地区へ普
及方法、２年目以降のグループへの
継続支援の工夫が課題である。
　対応策として、老人会総会での啓発
教室やイベントなどでの体操の体験、
活動紹介を通じて普及啓発に取り組
む。
　また、介護予防教室や健康相談会を
実施、グループ交流会などを開催する
ことで継続支援につなげていく。
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安心した地域生
活の支援体制
の充実

（④）

　団塊の世代が後期高齢者とな
る２０２５年、さらには団塊ジュニ
ア世代が６５歳以上となる２０４０
年に向けて、地域の実情に合わ
せた地域包括ケアシステムを推
進していくためには、必要な給付
を適切に提供するための適正化
事業を推進する必要がある。
　介護給付を必要とする受給者
を適正に認定し、受給者が必要
としている過不足のないサービ
スを事業者が適切に提供できる
よう促すことにより、適切なサー
ビスの確保と費用の効率化を通
じて、持続可能な介護保険制度
の構築に努める。

　富山県第４期介護給付適正化
計画に沿い、適正化事業に取り
組む。

　適正化事業

　〇要介護認定の適正化
　 　認定調査の直営率の向上を図る。
　【30～32年度の取組目標】
　　　新規申請１00％
　　　区分変更申請70%
　　　更新申請の直営率の向上

　〇ケアプラン点検
　　利用者にあった適正なケアプランが
作成されているか点検を行う。
　【30～32年度の取組目標】
　　　 年１回
  

　要介護認定の適正化
　　　直営率
　　　　新規100％
　　　　更新・区分変更 68.3％

　ケアプランの点検
　　　　５事業所に対して実施
　　　　１２事例

C要努力 　介護認定の直営率については、新規
100％を維持しつつも、更新・区分変更
については70％には届かないものの委
託件数を増やすよう努めている。
　ケアプランの点検については、ケアプ
ランアドバイザーを交えて実施した。多
面的にケアプランを見直すことで新たな
気づきを見いだすことができ、「自立支
援」に資する適切なケアプランの構築と
ケアマネジャーのさらなる資質向上に
つながっている。

　市内各施設において、介護人材不
足のため全ての委託調査を受けること
は困難な状況にあるが、引き続き、適
正化事業への理解と協力を働きかけ
る。
　ケアプランチェックにおけるアドバイ
ザーの活用や包括ケアマネジャーと
の連携。
　ケアプランチェックを効果的に行い、
利用者本位のサービス提供と地域の
ニーズに即した事業計画に繋げる。


