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資 料 編 

１ 富田林市高齢者保健福祉計画等推進委員会            

（１）審議経過 

開催日 主な審議内容 

 

第１回 

令和２年８月６日（木） 

１．第７期介護保険事業計画の進捗状況について 

２．介護保険の運営状況等について 

３．第８期介護保険事業計画策定にかかるアンケート 

調査報告について 

４．第８期計画策定等について 

  

第２回 

令和２年 10 月１日（木） 

１．第１回委員会の質問・意見の回答について 

２．基本理念・基本目標について 

３．第８期介護保険事業計画策定にかかるアンケート 

調査報告について 

４．各種アンケートの報告について 

５．今後のスケジュール等について 

  

第３回 

令和２年 11 月 19 日（木） 

１．第８期計画第１章～３章（案）の報告について 

２．施策の体系について（案） 

３．介護サービス等の基盤整備の方向性について 

４．今後のスケジュールについて 

  

第４回 

令和２年 12 月 17 日（木） 

１．第８期計画第１章～４章（素案）について 

２．第８期計画第５章介護サービス量等の見込みについて 

３．パブリックコメントの実施について 

４．今後のスケジュールについて 

  

第５回 

令和３年２月 10 日（水） 

１．パブリックコメントの募集結果について 

２．第８期計画（素案）の修正・追加について 

３．第８期介護サービス量見込み、介護保険料等について 

４．条例改正について 

５．その他 
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（２）設置要綱 

 

 

富田林市要綱第２号 

富田林市高齢者保健福祉計画等推進委員会設置要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、富田林市高齢者保健福祉計画等推進委員会（以下「委員会」と

いう｡）の組織及び運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、富田林市高齢者保健福祉計画及び富田林市介護保険事業計画（以

下「計画」という｡）を策定及び推進するにあたり、協議、検討し、必要な提言を行

うものとする。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員 14 名で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

(1) 学識経験者 

(2) 保健関係者 

(3) 医療関係者 

(4) 福祉関係者 

(5) 介護保険法第９条に規定する被保険者代表 

(6) 介護保険費用負担関係者 

（任期） 

第４条 委員の任期は３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間

とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開く事ができない。 

（関係者の出席） 

第７条 会長が必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞く

ことができる。 

（事務局） 

第８条 委員会の事務局は、介護保険担当課に置く。 
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（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別

に定める。 

 

附 則（平成５年要綱第２号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（平成５年要綱第５号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（平成７年要綱第８号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 10 年要綱第 29 号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 12 年要綱第 33 号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 12 年４月１日から施行する。 

（任期の特例） 

２ 平成 13 年３月 31 日現在、委員会の委員の職にある者は、同日をもって任期が満

了したものとする。 

附 則（平成 15 年要綱第 1号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 16 年要綱第 17 号） 

この要綱は、平成 16 年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行する 

附 則 

この要綱は、平成 19 年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 20 年４月１日から施行する。 
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（３）委員名簿 

区 分 役 職 氏 名 所属機関 

  
学識経験者  船本 淑恵 大阪大谷大学人間社会学科教授 

保健関係者  浅井 多紀 大阪府富田林保健所企画総括主査 

医療関係者  赤松 幹一郎 富田林医師会副会長 

医療関係者  下野 純司 富田林歯科医師会副会長 

医療関係者  大橋 甲三郎 富田林薬剤師会会長 

福祉関係者  竹井 宏次 富田林市民生児童委員協議会会長 

福祉関係者 副会長 渡邉 ヒロミ 富田林市老人クラブ連合会会長 

福祉関係者 会長 端山 弘明 富田林市社会福祉協議会会長 

福祉関係者  遠坂 史代 
富田林市人権文化センター在宅保健医療福

祉サービス調整会議ケース検討会議委員 

福祉関係者   川戸 敏雄 ぴあ介護相談員等三者連絡会委員長 

福祉関係者  古岡 勉 富田林市介護認定審査会委員 

市民公募  新谷 芳子 １号被保険者（65 歳以上） 

市民公募  日比 三七子 ２号被保険者(40～65 歳未満) 

費用負担者  置田 修 富田林商工会副会長 
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２ パブリックコメント                   

（１）パブリックコメントの実施概要 

募集期間 令和３年１月４日（月）から１月31日（日） 

 

公表の方法 

１）富田林市のウェブサイトに掲載 

２）窓口での閲覧 

市役所（都市魅力課および高齢介護課）、金剛連絡所、中央・金剛図書館、

中央・金剛・東公民館、人権文化センター、Topic（きらめき創造館）、

すばるホール、レインボーホール（市民会館）、総合福祉会館、けあぱる、

かがりの郷、保健センター、市民総合体育館、総合スポーツ公園、きらめ

きファクトリー 

 
意見・提案の提出方法 郵送、ファックス、電子メール、来庁（持参） 

 

意見・提案等の結果 

意見提出数  

15通（ファックス12通、郵送２通、電子メール１通） 

29件（うち、今回のパブリックコメントの対象６件） 

パブリックコメントをもとに修正した箇所 なし 

 

（２）パブリックコメントの結果 

№ 該当箇所 ご意見の概要 市の考え方 

１ 第２章 

４ 高齢者施

策の現状と

課題の整理 

１．（２）②  

 多職種共同体制の強化

は必要だが、課題をぜひ

クリアしていただき、活

発な市の体制を構築して

いただきたい。 

 多職種連携については、医師会・歯科医師会・

薬剤師会の三師会とケアマネジャー、地域包括

支援センター等関係機関が共同・連携して事業

を実施する等、顔と顔の見える関係づくりが最

も重要だと考えています。課題として、参加者

が固定化しているため、１人でも多くの参加者

を増やすため、今後オンラインの積極的な活用

等により、引き続き医療・介護の連携体制を構

築していきたいと考えています。 
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№ 該当箇所 ご意見の概要 市の考え方 

2 第２章 

４ 高齢者

施策の現状

と課題の整

理 

１.（３）①  

各圏域に生活支援コー

ディネーターを何人配置

されていますか？内容的

にはすぐに答えが出るも

のばかりではありませ

ん。担い手が不足してい

る中での対応になるた

め、ボランティアではな

く、市の職員を配置しそ

の人が中心となり継続し

て支援者（団体）を広げ

ていくなどして対応して

いく必要があると思いま

す。  

 現在、市内３圏域に各１名と市全体を統括す

る１名の合計４名の生活支援コーディネーター

を配置しています。生活支援コーディネーター

の役割としては、主に高齢者の地域課題の把握

及び課題解決に向けた取組みについて地域住民

とともに進めていく役割が求められています。   

今後、各小学校区で開催される校区交流会議

に校区担当職員も参加するなど、引き続き地域

課題の解決に地域と共に取り組んでいきたいと

考えています。 

3 第２章 

４ 高齢者

施策の現状

と課題の整

理 

２.（３）①  

情報の入手方法につい

て、「ホームページを見て

ください」と安易に市は

言われますが、これでは

情報がないのと同じで

す。市は何らかの手立て

をすべきです。ご検討下

さい。 

 市ホームページ（ウェブサイト）以外の情報

発信としましては、高齢者の多様な状況に配慮

しながら、広報誌や対象者への個別説明文の送

付、制度説明パンフレットの窓口への備え付け

など様々な媒体・方法を活用した周知に取り組

んでおります。引き続き、必要な情報を地域の

実情や高齢者の特性に合わせて多様な方法で情

報発信に努めてまいります。 

4 第４章 

基本目標２ 

（１）①② 

（２）①② 

市が取り組まれている

①初期集中支援の推進②

相談支援体制の拡充③認

知症の人と介護者支援カ

フェ交流会④認知症ケア

の向上などを継続して粘

り強い取り組みが必要で

す。併せて住まれている

地域の皆さんの理解・協

力が重要だと思います。 

重度化を防止するために介護保険サービスを

受けることと同時に、早い段階から相談先や医

療機関などを知っておくことが必要です。地域

住民の皆様一人ひとりが自分のこととして捉

え、見守りの体制ができていれば、認知症にな

っても安心して日常生活が送れます。早期発見・

早期対応の取組みを継続するとともに、地域で

の理解・協力が得られるような体制を構築する

よう検討を進めてまいります。 
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№ 該当箇所 ご意見の概要 市の考え方 

5 第４章 

基本目標２ 

（３）① 

 

市民への啓発により多

くの市民が関心を寄せて

いただけるよう町会など

で出前講座を開いていた

だくのはどうでしょう

か。 

認知症の基礎知識や接し方を学び、ご本人や

ご家族を見守る「認知症サポーター」を養成す

る講座や、認知症に関する講話や脳トレを行う

「ぼっちら教室」、認知症に関する相談や脳の元

気度チェックをする「ものわすれ相談会」など

を出張型で開催しています。町会や老人会、地

域団体などにもっと利用いただけるよう、周知

を図ってまいります。 

6 第４章 

基本目標５ 

（１）③ 

市では低所得者に対す

る利用者負担額助成事

業、社会福祉法人等によ

る利用者軽減制度を適用

し、活用されていますが、

周知はどうでしょうか？

ケアマネ研修を通じ周知

していくとのことです

が、徹底されているので

しょうか。 

これまでも、介護支援専門員研修会や市ウェ

ブサイト、パンフレット等を通じて、各種の利

用者負担軽減制度の周知に努めてまいりまし

た。なお、対象者が高齢者であることから、担当

ケアマネジャー等の支援者との連携が必要であ

ると考えます。個人情報等にも配慮しながら、

個別相談ケースにも支援者と連携し、活用促進

を図ります。 

 

※パブリックコメントの対象とならない、保険料やその他介護保険制度に関する意見もいた

だきました。 

意見と市の考え方は以下のとおりです。 

ご意見の概要 市の考え方 

介護保険料の値上げをしないで下さい。 

（10件） 

第８期の介護保険料は令和３年度からの３年

間の高齢者人口の推計や給付見込みに基づいて

算出しております。 

利用しやすい制度にして下さい等 

その他、介護保険制度に関すること（13 件） 

本市では、利用者にとって適切な介護保険サ

ービスが提供されるよう、制度の周知に努め、

国や大阪府の示す基準に従いながら個々の利用

者の状況に応じた対応をしております。 
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３ 介護保険の広報実績等                  

（１）広報掲載状況 

〇 平成 30 年度（2018 年度） 

月 掲載内容 

 
４月 ・介護保険料 ・おれんじパートナー交流会 ・もの忘れ医療介護相談 

 

５月 

・第７期介護保険事業計画等策定 ・認知症介護家族の交流会  

・認知症予防教室 ・認知症サポーター養成講座  

・介護予防サポーター養成講座 ・若さ・健康・体力アップ教室 

・生活支援サービス従事者研修受講者募集 ・もの忘れ医療介護相談 

 

６月 

・第21回府介護支援専門員実務研修受講試験案内 ・ぴあ介護相談員募集  

・ワンポイント！介護講習会 ・おれんじパートナー交流会  

・市民公開健康講座「膝の痛みとおさらばしよう」 

・ものわすれ相談のご利用を ・もの忘れ医療介護相談 
 

７月 
・介護保険に関するお知らせ ・連載サロン（MEET★とんだばやし）  

・認知症介護家族の交流会 ・第５回「MEET★富田林コンクール」  

・もの忘れ医療介護相談 

８月 

・連載サロン（いきいき介護予防） ・おれんじパートナー交流会  

・RUN伴2018富田林市参加者募集 ・認知症予防教室  

・膝腰痛改善教室 ・若さ・健康・体力アップ教室 

・市民公開講座「からだを動かそう～起きてから、寝るまで～」  

・もの忘れ医療介護相談 

９月 

・長寿祝賀事業 ・寝たきり高齢者見舞金の申請案内  

・若さ・健康・体力アップ教室 ・認知症介護家族の交流会 

・認知症キッズサポーター養成講座 ・認知症サポーター養成講座  

・市民公開健康講座「ロコモ予防～いつまでも達者で歩けるロコモ対策～」  

・整形外科医監修のロコトレ体操教室 ・もの忘れ医療介護相談 

10 月 

・介護保険料 ・RUN伴2018富田林市 ・おれんじパートナー交流会  

・地域密着型サービス事業者の募集案内 ・市民公開健康講座「病気と運動」 

・ワンポイント！介護講習会 ・介護予防サポーター養成講座  

・ものわすれ相談 ・もの忘れ医療介護相談 

11 月 

・第９回とんだばやし認知症市民フォーラム～広げよう認知症予防、活用しよ

う在宅医療～ ・認知症予防教室  

・認知症介護家族の交流会 ・ワンポイント！介護講習会  

・家族介護者教室 ・もの忘れ医療介護相談 

12 月 
・介護保険料 ・連載サロン（MEET★とんだばやし）  

・若さ・健康・体力アップ教室 ・膝腰痛改善教室  

・おれんじパートナー交流会 ・もの忘れ医療介護相談        

１月 

・介護保険料 ・整形外科医監修のロコトレ体操教室  

・認知症介護家族の交流会 ・生活支援サービス従事者研修  

・高額医療・高額介護合算療養費制度の申請案内 

・高齢者の障がい者控除対象者認定書の申請案内 ・もの忘れ医療介護相談 
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２月 

・介護予防特集 ・高齢者保健福祉計画等推進委員会の委員募集  

・連載サロン（いきいき介護予防） ・おれんじパートナー交流会  

・ワンポイント！介護講習会 ・認知症サポーター養成講座 

・認知症予防教室 ・もの忘れ医療介護相談 

３月 
・介護保険料 ・認知症サポーター座談会 ・認知症介護家族の交流会 

・健康運動指導士募集 ・もの忘れ医療介護相談                   

 

〇 令和元年度（2019 年度） 

月 掲載内容 

 

４月 
・介護保険料 ・介護予防サポーター養成講座  

・若さ・健康・体力アップ教室 ・おれんじパートナー交流会 

・健康お薬相談と健康測定会 ・もの忘れ医療介護相談 

５月 

・高齢者保健福祉計画等推進委員会の委員募集  

・連載サロン（いきいき介護予防） ・認知症サポーター養成講座 

・生活支援サービス従事者研修受講者募集・認知症サポーター養成講座 

・認知症予防教室 ・認知症介護家族の交流会 

・整形外科医監修のロコトレ体操教室 ・もの忘れ医療介護相談 

６月 
・ワンポイント！介護講習会 ・若さ・健康・体力アップ教室  

・第22回府介護支援専門員実務研修受講試験案内 ・ぴあ介護相談員募集  

・おれんじパートナー交流会 ・もの忘れ医療介護相談 

７月 
・介護保険に関するお知らせ ・第６回「MEET★富田林コンクール」  

・健康お薬相談と健康測定会 ・認知症介護家族の交流会  

・もの忘れ医療介護相談 

８月 

・連載サロン（MEET★とんだばやし） ・RUN伴2019富田林市参加者募集  

・おれんじパートナー交流会 ・認知症サポーター養成講座  

・市民講演会「食べることは、生きること～しっかり食べて、たのしく動く～」 

・認知症サポーター座談会 ・認知症予防教室  

・若さ・健康・体力アップ教室 ・もの忘れ医療介護相談 

９月 

・認知症介護家族の交流会 ・整形外科医監修のロコトレ体操教室  

・生活支援サービス従事者研修受講者募集 ・ものわすれ相談  

・市民公開健康講座「～膝・腰の痛みに打ち勝って、延ばそう健康寿命！～」 

・膝腰痛改善教室 ・長寿祝賀事業 ・寝たきり高齢者見舞金  

・もの忘れ医療介護相談 

10 月 

・介護保険料 ・地域活動PR団体募集 介護予防サポーター養成講座 

・RUN伴2019富田林市～「認知症になっても笑顔で暮らせる富田林市」をつくろ

う！～ ・おれんじパートナー交流会 ・若さ・健康・体力アップ教室  

・膝腰痛改善教室 ・地域密着型サービス事業者の募集案内  

・もの忘れ医療介護相談 

11 月 

・健康市民フォーラム開催案内 ・連載サロン（MEET★とんだばやし）  

・介護サービス事業所PR大会～地域にある介護サービス事業所の特色を紹介し

ます～ ・認知症介護家族の交流会 ・物忘れ予防教室  

・ワンポイント！介護講習会 ・家族介護者教室  

・認知症サポーター養成講座 ・もの忘れ医療介護相談 
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12 月 
・介護保険料 ・若さ・健康・体力アップ教室 

・市民公開健康講座「高齢期のココロとカラダの変化～気づきと備え～」  

・おれんじパートナー交流会 ・もの忘れ医療介護相談 

１月 

・介護保険料 ・介護予防分野における産官学医包括連携協定  

・膝腰痛改善教室 ・生活支援サービス従事者研修受講者募集 

・高齢者の障がい者控除対象者認定書の申請案内  

・認知症介護家族の交流会 ・もの忘れ医療介護相談 

２月 

・高額医療・高額介護合算療養費制度の申請案内 ・ものわすれ相談会 

・連載サロン（いきいき介護予防） ・おれんじパートナー交流会  

・認知症サポーター座談会 ・物忘れ予防教室 ・ワンポイント！介護講習会 

・もの忘れ医療介護相談 ・健康“懐メロ”体操 

３月 
・認知症介護家族の交流会 ・介護保険料 ・もの忘れ医療介護相談 

・社交ダンス教室 

※ほんわか新聞の発行【年３回：事業所配付 年１回、全戸配付 年２回】 

 

〇 令和２年度（2020 年度） 

月 掲載内容 

 

４月 
・介護保険料 ・整形外科医監修のロコトレ体操教室  

・おれんじパートナー交流会 ・介護予防サポーター養成講座  

・若さ・健康・体力アップ教室 ・もの忘れ医療介護相談 

 

５月 

・自粛生活で気を付けたいポイント～フレイル予防のために～ 

・もの忘れ予防教室 ・認知症介護家族の交流会 ・膝腰痛改善教室 

・認知症サポーター養成講座 ・生活支援サービス従事者研修受講者募集 

・若さ・健康・体力アップ教室 ・もの忘れ医療介護相談  

 

６月 

・自粛生活で「生活不活発」になっていませんか？ 

・連載サロン（いきいき介護予防） ・ぴあ介護相談員募集 

・第23回大阪府介護支援専門員実務研修受講試験案内 ・ものわすれ相談 

・おれんじパートナー交流会 ・もの忘れ医療介護相談 

 
７月 

・介護保険料 ・認知症介護家族の交流会 ・介護保険負担割合証の送付 

・介護保険負担限度額の申請 ・もの忘れ医療介護相談 

 

８月 

・ワンポイント！介護講習会 ・認知症サポーター座談会  

・物忘れ予防教室 ・若さ・健康・体力アップ教室  

・おれんじパートナー交流会 ・第７回「MEET★富田林コンクール」 

・まちかどデイハウスの利用案内 ・もの忘れ医療介護相談 

 

９月 

・連載サロン（MEET★とんだばやし） ・膝腰痛改善教室  

・若さ・健康・体力アップ教室 ・介護予防サポーター養成講座  

・ワンポイント！介護講習会 ・認知症介護家族の交流会 

・生活支援サービス従事者研修受講者募集 ・ものわすれ相談  

・長寿祝賀事業 ・もの忘れ医療介護相談 

 

10月 
・介護保険料 ・ワンポイント！介護講習会 ・膝腰痛改善教室  

・おれんじパートナー交流会 ・もの忘れ医療介護相談  

・若さ・健康・体力アップ教室 
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11月 

・富田林市の「TOMAS事業」でいきいき暮らそう！ ・ものわすれ相談会  

・認知症介護家族の交流会 ・認知症サポーター養成講座  

・認知症サポーター座談会 ・物忘れ予防教室  

・ワンポイント！介護講習会 ・もの忘れ医療介護相談 

 

12月 
・介護保険料 ・まちかどデイハウスの利用案内  

・若さ・健康・体力アップ教室 ・おれんじパートナー交流会 

・もの忘れ医療介護相談 

 

１月 

・介護保険料 ・第８期事業計画素案へのパブリックコメント募集  

・ワンポイント！介護講習会 ・生活支援サービス従事者研修受講者募集 

・高齢者の障がい者控除対象者認定書の申請案内 ・膝腰痛改善教室 

・認知症サポーター座談会 ・認知症介護家族の交流会  

・若さ・健康・体力アップ教室 ・もの忘れ医療介護相談 

 

２月 
・連載サロン（MEET★とんだばやし） ・おれんじパートナー交流会  

・物忘れ予防教室 ・ワンポイント！介護講習会  

・ZOOMで脳トレ＆体操教室 ・もの忘れ医療介護相談 

 

３月 
・介護保険料 ・もの忘れ医療介護相談 ・認知症介護家族の交流会  

・認知症サポーター養成講座 ・認知症サポーター座談会 

・ワンポイント！介護講習会 

※ほんわか新聞の発行【年３回：事業所配付 年１回、全戸配付 年２回】 

 

（２）とんだばやし発見出前講座の開催状況 

年度 内容 開催回数 

 

平成 30 年度 

介護保険のＡＢＣ 

高齢期をすこやかに過ごすための介護予防 

認知症サポーター養成講座 

３回 

１回 

１回 

平成 31 

(令和元)年度 
介護保険のＡＢＣ １回 

   
令和 2年度 介護保険のＡＢＣ １回 

  
  



 

134 
 

（３）地域包括支援センター（ほんわかセンター） 

ほんわかセンターは、富田林市が設置する地域包括支援センターの愛称です。 

高齢者の皆さんがいつまでも住みなれた地域で生活することができるよう、介護、

福祉、保健、医療など様々な面から総合的に支えるために設置された機関です。 

 

圏域 担当中学校区 名称・設置主体 所在地 電話 

   

第１圏域 喜志中・第一中 
第１圏域地域包括  
支援センター 
（富田林市） 

常盤町１番１号 

（富田林市役所高

齢介護課） 

0721-25-1000 

  

第２圏域 第二中・第三中 

第２圏域地域包括  
支援センター 
（富田林市社会福祉協
議会） 

南大伴町四丁目４

番１号 

（市立コミュニテ

ィーセンターかが

りの郷） 

0721-25-8205 

  

第３圏域 
金剛中・葛城中 
藤陽中・明治池中 

第３圏域地域包括  
支援センター 
（富田林市福祉公社） 

向陽台一丁目 

４番 30 号 

（けあぱる） 

0721-28-8500 

寺池台一丁目９番

70 号 

（S3-104 号室） 

（けあぱる金剛） 

0721-69-6901 

 

（４）在宅介護支援センター 

地域の相談窓口として、各圏域の地域包括支援センターや市役所などと連携・協力

を図り、高齢者を支援します。 

 

圏域 担当中学校区 名称・設置主体 所在地 電話 

   

第１圏域 喜志中・第一中 

在宅介護支援センター

喜志菊水苑 

（喜志菊水苑） 

喜志町三丁目 

1-33 
0721-26-0056 

在宅介護支援センター

きし（介護老人保健施

設きし） 

中野町西二丁目

273 
0721-23-0204 
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第２圏域 第二中・第三中 

富田林東部在宅介護支

援センター（柳生苑） 

東板持町一丁目 3-

33 
0721-34-8616 

在宅介護支援センター

春の家（春の家） 
大字佐備 2497-5 0721-33-2946 

 

第３圏域 
金剛中・葛城中 
藤陽中・明治池中 

在宅介護支援センター

錦織荘（錦織荘） 
錦織東三丁目 4-18 0721-25-6528 

在宅介護支援センター

オレンジ荘 

（オレンジ荘） 

大字龍泉 877-78 0721-33-0911 

 

（５）笑顔れんらく帳 

高齢者本人の健康状態や緊急連絡先、医療、介護サービスの利用状況などの情報が

記載でき、かつ高齢者を中心とした医療・介護・地域の関係者間の連携を推進するこ

とを目的に、富田林医師会・富田林歯科医師会・富田林薬剤師会と地域包括支援セン

ター（ほんわかセンター）が共同作成しました。 

65 歳以上の方に、市役所やほんわかセンターなどで配布しています。 
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（６）エンディングノート 

これまでの人生を振り返りながら、自分の想いをエンディングノートに整理し、大

切な人や近くの信頼できる人にその想いを理解してもらうことで、自分らしい最期を

迎えることができる一助として、富田林医師会と高齢介護課が共同作成しました。 

65 歳以上の方に、市役所やほんわかセンターなどで配布しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）高齢者の地域資源情報 

地域の身近な相談窓口を含め、地域、医療、介護の様々なサービスや取組みの紹介、

また認知症の進行や状態に合わせて受けられる支援や活用できる社会資源を一覧で

きる『認知症の人を支える社会資源の整理シート』を掲載し、富田林市版認知症ケア

パスとして、２年に一度作成しています。 

65 歳以上の方に、市役所やほんわかセンターなどで配布しています。 
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（８）みんなで使える「医療・介護連携ガイドライン」 

 医療と介護が切れ目なく一体的に提供される地域包括ケアシステムの深化を目的

として、医療と介護の専門職間で使用する連携のためのツール、連携担当窓口の一覧、

医療資源情報を連携促進のためのガイドラインとしてまとめました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（９）多職種のための「終活ガイド」 

超高齢社会において担い手となる専門職には、多死社会における知識及び情報、心

構え（備え）が求められています。専門職の一人として、高齢者やその家族が、今を

よりよく生き、自分らしい人生の最終段階を迎えることができるように、助言（アド

バイス）やどのような支援が必要なのかを考え、行動を起こしていくため、「終活ガイ

ド」を富田林医師会と高齢介護課が共同作成しました。 

 

掲載内容(一部抜粋) 

・各種医療・介護連携シート 

・各種アセスメントシート 

・もの忘れ連絡箋 

・入退院連携シート 

・医療機関連携担当窓口一覧 

・地域包括支援センター担当窓口一覧 

・認知症初期集中支援チーム 

・強化型在宅療養支援診療所・病院 

・富田林市在宅歯科ケアステーション 

・在宅患者訪問薬剤管理指導(居宅療養管理指導) 

・地域包括ケア病棟 
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（10）鶴亀携帯版 

高齢者の財布等に鶴亀携帯版を携帯し、外出先で救急搬送や道に迷い保護された場

合に、救急隊員や発見者が対象者の所持する鶴亀携帯版を参考に、緊急連絡先や関係

機関へ速やかに連絡をとるために活用します。 

また、申請で登録された内容は発行元の地域包括支援センター（ほんわかセンター）

と市が情報管理し、必要に応じて救急隊員や搬送先病院等へ緊急連絡先等の情報を提

供します。 

65 歳以上でご希望の方は市役所高齢介護課又は地域包括支援センター（ほんわか

センター）で発行しています。 

 

 

 

 

（11）救急医療情報キット 

一人暮らしの高齢者等に救急医療に必要な情報（持病、かかりつけ医、病歴、緊急

連絡先など）を保管する救急医療情報キットを冷蔵庫に保管していただき、救急時や

災害時等に必要な情報を救急隊員などが活用します。 

（申し込み先）市役所高齢介護課、かがりの郷、けあぱる、けあぱる金剛 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

救急医療 

情報キット 

 

富田林市 
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（12）南河内圏域市町村徘徊高齢者ＳＯＳネットワーク 

平成 22 年度（2010 年度）より「南河内圏域市町村徘徊高齢者ＳＯＳネットワーク」

を富田林市、松原市、藤井寺市、羽曳野市、河内長野市、大阪狭山市、河南町、太子

町、千早赤阪村、柏原市（７市２町１村）で設置し、市町村域を越えた広域連携を行

うことで、徘徊高齢者等の早期発見及び身元不明の高齢者等の早期確認に向け取り組

んでいます。 

また、「とんだばやしメール」を活用した個人へのメール配信システムを整備して

います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
↓ とんだばやしメールの携帯電話での登録方法は、下図の④配信メニュー「高齢者福祉」を選択

してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

各市町村のＳＯＳネットワーク機関 

とんだばやしメール 

個人へメール配信し、捜索協力 

富田林市徘徊高齢者 

ＳＯＳネットワーク 

南河内圏域の１０市町村 市高齢介護課 
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（13）ＭＥＥＴ
ミ ー ト

★富田林 

多くの人に認知症に関心を持ってもらい理解していただけるよう「MEET★富田林」

をスローガンにシンボルマークを作成しています。 

 

 

 

 

 

（14）認知症サポーター 

認知症サポーターは認知症について正しい知識をもち、認知症の人や家族を応援し、

だれもが暮らしやすい地域をつくっていくボランティアです。 

【認知症サポーター養成講座開催回数・養成人数】 

年度 開催数 養成数 
児童・学生 

（再掲） 
  

平成 18 年度 7 回 342 人  

平成 19 年度 16 回 562 人  

平成 20 年度 12 回 518 人  

平成 21 年度 6 回 160 人  

平成 22 年度 9 回 675 人 322 人 

平成 23 年度 37 回 1,433 人 344 人 

平成 24 年度 27 回 695 人 37 人 

平成 25 年度 36 回 1,315 人 239 人 

平成 26 年度 52 回 1,182 人 311 人 

平成 27 年度 44 回 1,165 人 367 人 

平成 28 年度 33 回 952 人 403 人 

平成 29 年度 25 回 643 人 269 人 

平成 30 年度 24 回 558 人 243 人 

平成 31(令和元)年度 14 回 312 人 138 人 

  
合計 342 回 10,512 人 2,673 人 

富田林市では、 

Ｍ みんな 

Ｅ 笑顔と 

Ｅ 笑顔で 

Ｔ 手をつなごう 

『ＭＥＥＴ★富田林』を 

スローガンに認知症普及啓発 

に取り組んでいます。 
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（15）認知症キャラバン・メイト 

認知症サポーターを養成する「認知症サポーター養成講座」で講師役を務める人で、

平成 31（令和元）年度（2019 年度）末時点で 47 人の登録者があります。平成 25 年

度（2013 年度）からは「地域班」「子ども班」「職域班」の班体制を形成し活動してい

ます。 

 

 地域班 子ども班 職域班 
   

対  象 

老人会、自治会、地区福

祉委員会、介護者家族、

大学生、各種サークル等 

幼稚園、保育園、小学校、

中学校、放課後子ども教

室、子ども会等 

介護福祉関係機関、銀行、

農協、郵便局、スーパー、

商店、医療機関等 

 

【認知症サポーター養成講座】 

 養成講座はお住まいの地域や、職場、学校等で 10 名以上のグループからのお申込

みがあれば無料で出張開催します。個人でも受講できる一般市民向けの講座も市主催

で開催しています。 

 

 

（16）高齢者虐待対応マニュアル 

①『市・地域包括支援センター職員のための富田林市高齢者虐待対応マニュアル』 

（平成 25 年５月発行、平成 31 年４月改訂） 

【内容】 

多様化・複雑化する高齢者虐待事案に対して、市や地域包括支援センター（ほんわ

かセンター）の職員のスキルを平準化し、迅速かつ適切に対応できるよう、平成 19 年

（2007 年）に作成した『富田林市高齢者虐待防止マニュアル』の内容を検証し、「高

齢者虐待対応現任者標準研修」の内容を取り入れ再編しました。 

虐待対応の実務手順に沿って編集し、職員が疑問や困難と感じている事柄をＱ＆Ａ

形式で掲載することで、日ごろの業務で活用しやすい内容としました。 

レビュー会議の位置づけを明確にし、虐待対応の一方で、事例の共通課題や地域課

題を発見・抽出できる仕組みになっています。 
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②『介護従事者のための富田林市高齢者虐待対応マニュアル』 

（平成 26 年３月発行） 

【内容】 

高齢者虐待を未然に防ぎ、高齢者虐待のないまちづくりを推進していくために、高

齢者虐待を発見しやすい立場にある介護従事者に向けに高齢者虐待対応マニュアル

を作成しました。 

高齢者虐待を予防するための視点を持ち、虐待を深刻化しないために、早期発見、

早期対応が重要であることを強調し、基本的な知識と支援のコツを身につけられるよ

うに、図等を取り入れ、分かりやすく編集しました。 
 

③『養介護従事者のための高齢者虐待対応マニュアル』（平成 29 年３月発行） 

【内容】 

養介護施設従事者等による高齢者虐待に関する相談や通報が年々増加傾向にある

ことから、施設での高齢者虐待の防止・対応の充実を図ることを目的に、縄なわねっ

と施設部会の協力を得て、「養介護施設従事者のための高齢者虐待対応マニュアル」

を作成しました。 

マニュアルについては、施設での職場内研修会の資料及び閲覧用として、積極的に

活用していただくため、市内の高齢者施設へ配布しました。 

 

（17）ぴあ介護相談員 

☆ 介護相談員派遣事業とは 

介護保険制度において、介護サービス利用者の権利擁護及び介護サービスの質の向

上と適正な実施に資するため『介護相談員派遣事業』が設けられています。本市にお

いても平成 15 年度（2003 年度）から事業を開始し、年々事業を充実させてきました。 

富田林市では利用者と肩を並べて同じ目線で話を聞く相談員は『ぴあ』（ラテン語

で「平等」という意味）の愛称で、皆さんから親しまれています。 
 

☆ ぴあ介護相談員活動 

介護相談員は月に１～２回各担当施設等へ訪問を行い、行事等への参加をしながら、

サービス利用者との会話を通じて、施設生活や提供サービスの対する不安・疑問・不

満を聞き取り、施設等の担当者や管理者との意見交換を図り、利用者とサービス提供

事業者との間の橋渡しを行います。 
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☆ 活動実績 

現在、介護相談員養成研修を終了した介護相談員が市内の事業所 21 箇所を定期的

に訪問しています。 

 

☆令和２年度訪問事業所（令和２年 11 月現在） 

特別養護老人ホーム 

オレンジ荘 

喜志菊水苑 

錦織荘 

富美ヶ丘荘 

介護老人保健施設 
介護老人保健施設 きし 

富田林市介護老人保健施設 けあぱる 

地
域
密
着
型

 

認知症対応型共同生活 

介護（グループホーム） 

ケア・プラザ れんげの里 

ぐるーぷはうす なごみ 

グループホーム富田林 

「さらそうじゅ」の家 

ジェントレス宮 

菊水苑 喜志の郷 

グループホーム マーヤの家伏山 

小規模特別養護老人ホーム 
寿里苑 夢の杜 

さえずり 

認知症対応型通所介護 

（デイサービス） 

十人笑学校デイサービス班 

デイサービス弥生 

認知症対応型デイサービスセンターみんな元気 

デイサービスセンタービッグファミリー 

小規模多機能型居宅介護 ファミリーハウス今城 

看護小規模多機能型居宅介護 複合型サービス 和が家 

 

（18）介護予防サポーター 

介護予防についての知識を持ち、地域介護予防普及教室「笑顔はつらつ教室」にお

いて介護予防の大切さやその方法を伝え、地域住民の介護予防及び健康づくりを支援

するボランティアです。「富田林市介護予防サポーター養成講座」を修了し、介護予防

サポーターの会「健やかスマイル」に入会し活動します。 

 
○ 介護予防サポーター養成数 

平成 
20 
年度 

21 
年度 

22 
年度 

23 
年度 

24 
年度 

25 
年度 

26 
年度 

27 
年度 

28 
年度 

29 
年度 

30 
年度 

31 
(令和

元) 
年度 

        17 人 15 人 10 人 19 人 10 人 ９人 21 人 ９人 14 人 ９人 ５人 10 人 
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○「笑顔はつらつ教室」開催箇所一覧（令和３年１月末現在） 

開催団体／会場 開催団体／会場 

川向町地区福祉委員会／川向町集会所 楠風台高齢者支援部会／楠風台自治会館 

青山台自治会／青山台自治会館 宮甲田老人クラブ「宮寿会」／宮甲田老人憩いの家 

富美ヶ丘「富友会」／富美ヶ丘町集会所 不動ヶ丘町地区福祉委員会／不動ヶ丘自治会館 

金剛第３住宅／金剛第３住宅集会所 甲南町老人クラブ「甲友会」／甲南町集会所 

梅の里南地区福祉委員会／梅の里西集会所 梅の里2丁目地区福祉委員会／梅の里2丁目集会所 

梅の里 2友の会／梅の里 2丁目集会所 
明治池老人憩いの家運営委員会／明治池老人憩い

の家 

リベラスクラブ／リベラス 21 5 棟パーテ

ィルーム 

寺池台４丁目地区福祉委員会／金剛団地第４集会

所 

コミュニティーセンターかがりの郷／ 

コミュニティーセンターかがりの郷 

ガーデンシティコープ金剛東老人会「和く和く会」

／ガーデンシティコープ金剛東内集会所 

山手町地区福祉委員会／山手町集会所 錦織老人憩いの家運営委員会／錦織老人憩いの家 

桜ヶ丘町健康体操同好会／桜ヶ丘町会館 金剛老人憩いの家運営委員会／金剛老人憩いの家 

板持住宅老人クラブ／板持住宅集会所 西板持老人クラブ「西福会」／西板持老人憩いの家 

おたっしゃ会／総合福祉会館 楠町地区福祉委員会／府営楠住宅集会所 

須賀台地区福祉委員会／須賀台会館 清水町連合町会／府営富田林清水住宅集会所 

南別井老人会／南別井老人憩いの家 昭和町 2老人会「貴和会」／昭和町 2丁目集会所 

廿山婦人会美翔クラブ／廿山会館 南寿美ヶ丘地区福祉委員会／南寿美ヶ丘集会所 
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（19）基本チェックリスト 

日常生活を送るうえで必要な運動機能や口腔機能の状態、低栄養の有無などを確認

するために実施します。 

 質問項目 回答 

  
１ バスや電車で１人で外出していますか ０．はい １．いいえ 

  
２ 日用品の買物をしていますか ０．はい １．いいえ 

  
３ 預貯金の出し入れをしていますか ０．はい １．いいえ 

  
４ 友人の家を訪ねていますか ０．はい １．いいえ 

  
５ 家族や友人の相談にのっていますか ０．はい １．いいえ 

  
６ 階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか ０．はい １．いいえ 

  
７ 椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか ０．はい １．いいえ 

  
８ １５分位続けて歩いていますか ０．はい １．いいえ 

  
９ この１年間に転んだことがありますか １．はい ０．いいえ 

  
10 転倒に対する不安は大きいですか １．はい ０．いいえ 

  
11 ６か月間で２～３㎏以上の体重減少がありましたか １．はい ０．いいえ 

  

12 
（計測）身長  ｃｍ、体重  ｋｇ （BMI＝   ） 

BMI=体重（kg）÷身長（m）÷身長(m) 

１．18.5 

  未満 

０．18.5 

  以上 

  
13 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか １．はい ０．いいえ 

  
14 お茶や汁物等でむせることがありますか １．はい ０．いいえ 

  
15 口の渇きが気になりますか １．はい ０．いいえ 

  
16 週に１回以上は外出していますか ０．はい １．いいえ 

  
17 昨年と比べて外出の回数が減っていますか １．はい ０．いいえ 

  
18 周りの人から「いつも同じ事を聞く」などの物忘れがあるといわれますか １．はい ０．いいえ 

  
19 自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか ０．はい １．いいえ 

  
20 今日が何月何日かわからない時がありますか １．はい ０．いいえ 

  
21 （ここ２週間）毎日の生活に充実感がない １．はい ０．いいえ 

  
22 （ここ２週間）これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった １．はい ０．いいえ 

  
23 （ここ２週間）以前は楽にできていたことが今ではおっくうに感じられる １．はい ０．いいえ 

  
24 （ここ２週間）自分が役に立つ人間だと思えない １．はい ０．いいえ 

  
25 （ここ２週間）わけもなく疲れたような感じがする １．はい ０．いいえ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富田林市高齢者保健福祉計画及び第８期介護保険事業計画 

令和３年 3 月 

発行：富田林市 

〒584-8511 大阪府富田林市常盤町 1 番 1 号 

ＴＥＬ 0721-25－1000（代表） 

編集：富田林市健康推進部高齢介護課 
 


