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包括的支援事業に位

置づけ、平成３０年

度から全市町村で実

施することとなる。 
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Ⅰ．包括的支援事業（地域包括支援センターの運営） 
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１．圏域別人口・高齢化率 

 第1圏域 第一中学校区 喜志中学校区 

総人口 31,437 17,605 13,440 

65 歳以上人口 9,421 5,297 3,995 

高齢化率 30.0% 30.1% 29.7% 
 

  第2圏域 第二中学校区 第三中学校区 

総人口 28,733 14,232 14,501 

65 歳以上人口 9,811 4,506 5,305 

高齢化率 34.1% 31.7% 36.6% 
 

  第3圏域 金剛中学校区 葛城中学校区 藤陽中学校区 明治池中学校区 

総人口 48,344 16,962 10,919 12,392 8,071 

65 歳以上人口 14,299 5,389 3,485 3,522 1,903 

高齢化率 29.6% 31.8% 31.9% 28.4% 23.6% 
 

 人口 65歳以上 高齢化率 

全圏域合計 108,514 33,531 30.9% 

※ 令和 4年 3月 31日現在 

２．圏域別特性・課題・各ほんわかセンターの方針 

（第 1圏域） 

喜志中学校、第一中学校の 2校区を管轄、市直営センターとして、市高齢介護課内に設置して

いるため、市役所の来庁に際して窓口にて相談する市民が多く、また居住地の圏域に関わらず、

市民からの電話相談が多いのが特徴である。 

圏域内は、南北に鉄道と国道（外環状線）が走り、比較的利便性は高いが、地区によっては日

常生活の移動に不便な地域もあり、今後、各地域の課題の把握・対応の検討を地域住民や支援機

関とともに進めていくことが重要である。 

引き続き、基幹型センターとして、各センターにおける課題の把握、各種団体及び関係機関と

の調整などの総合調整機能、各センターにおける業務、運営状況等の管理及び監督指導並びに相

談状況等の情報集約や管理等の統括機能を担うことにより、地域包括ケアシステムの深化・推進

をより一層進めていく上で、各センターにおける中核機関として指針等を示していく必要がある。 

第 1ほんわかセンター（基幹型） 重点項目：包括的支援事業の総合調整及び統括機能 

 

（第 2圏域） 

第二中学校・第三中学校の 2校区を管轄する。圏域内の高齢化率は 34.1％と市内で最も高い。

また、圏域内の人口は年々減少している中、高齢者人口は横ばいの状態が続いていたが、昨年度

から減少に転じ、今後もその傾向が続く見込みである。 
圏域内には山野が多く、山を切り開いて開発された住宅地と古くからの住宅とが存在しており、

坂や道幅の狭い道路も多く、公共交通機関は少なくバス路線のない地域も多い。また、店舗や公
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共施設、福祉施設なども他圏域と比較すると少なく、社会資源の少なさが課題となる。 
反面、古くからの地区や新しく開発された住宅地においても住民同士での助けあいの仕組みや

集いの場が開かれている地区も多く、今後高齢者が孤立することなく在宅生活を継続していくた

めには、こうした地域交流を広げて行くことが必要である。 

第 2ほんわかセンター 重点項目 地域づくり・資源開発機能（地域交流、集いの場など） 

 

（第 3圏域） 

金剛中学校、藤陽中学校、葛城中学校、明治池中学校の 4校区を管轄する。高齢者の人口は他圏

域に比べて約 4,500人以上多く、金剛、葛城中学校区は西日本最大の規模である 5,000戸のＵＲ団

地があり、高齢化率は高い推移で経過しているが昨年と大きな変化はない。しかし、藤陽、明治池

中学校区においては高齢化率が毎年約 1％上昇している状況で、今後さらに介護予防への支援や相

談体制の拡充などが求められる。 

 圏域内に相談窓口を 2 か所設置・運営している。けあぱる金剛は、令和 3 年 10 月からは「福祉

なんでも相談窓口」との併設により金剛連絡所 2階に移転。介護、障がい、子ども・子育て、経済

的な困窮に関する生活上の困りごと、地域づくりや地域活動に関することなど、様々な相談を一体

的に受け止め、専門機関や市関係各課と横断的に連携し、包括的な相談支援を実施しており、相談

件数は 4,500件を超えている。 

 ほんわかセンターの運営方針として、高齢者虐待相談対応強化を担当しており、虐待対応の機能

強化を図っている。①虐待を疑う状態を関係者が早期に相談できるよう、適切な対応を徹底。②積

極的、迅速な圏域内協議にて事案検証を行い、必要性に応じて事実確認、コア会議の開催へと進め

る。③他機関や多職種との連携により早期解消ができるよう努める。また、多世代が居住するニュ

ータウンでもあり、今後もモデル的に重層的な支援体制の構築へ関係機関と連携を図り、地域のま

ちづくりへの参加協力も継続していく。 

 

第 3ほんわかセンター（機能強化型） 個別課題解決・ネットワーク構築機能 

                   （高齢者虐待対応機能、権利擁護業務など） 

３．ほんわかセンターにおける職員の配置状況及びプラン作成数 

 第1圏域 第2圏域 
第 3圏域 

けあぱる けあぱる金剛 

保健師等 2 2 0 2 
社会福祉士 2 2 2 1 
主任ケアマネジャー 2 2 0 2 
その他職員 5 3 2 0 

計 11 9 4 5 

プラン作成数 481件 486件 710件 

 ① ② ① ② ① ② 

 
包括作成数 11件 7件 48件 35件 57件 61件 

委託作成数 283件 180件 252件 151件 299件 293件 

①指定介護予防支援  ②介護予防ケアマネジメント          ※令和 4年 3月末現在 
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４．総合相談支援業務 

 

 

 

□受付・対応方法別               ※第 3圏域の（   ）内は「けあぱる金剛」の件数 

  第 1 圏域 第 2 圏域 第 3 圏域※ 全圏域 

来所 740 253 1,128（935） 2,121 

電話 2,045 2,137 4,217（3,119） 8,399 

訪問 64 819 916（695） 1,799 

相談受付・対応方法別合計 2,849 3,209 6,261（4,749） 12,319 

 

□相談把握経路別               ※第 3圏域の（   ）内は「けあぱる金剛」の件数 

  第 1 圏域 第 2 圏域 第 3 圏域※ 全圏域 

高齢者本人 1,119 1,104 1,648（1,315） 3,871 

家族・親族 707 626 1,521（1,009） 2,854 

ケアマネジャー 349 654 1,456（1,150） 2,459 

介護保険サービス従事者（ケアマネジャー除く） 116 94 200（140） 410 

医療機関 22 206 339（274） 567 

高齢者保健・福祉関係者 
（社協・在介・街デイ・保健所） 72 190 370（297） 632 

ＣＳＷ 1 59 98（83） 158 

民生委員・児童委員 24 11 49（41） 84 

地区福祉関係者（老人会・町会・福祉委員会） 46 12 28（24） 86 

地域住民 55 51 59（54） 165 

市町村関係者 
（市役所・保健センター・福祉事務所） 

251 145 226（168） 622 

その他（※表下に掲載） 87 57 267（194） 411 

相談把握経路別合計 2,849 3,209 6,261（4,749） 12,319 

※その他：弁護士、司法書士、行政書士、大阪後見支援センター、後見人、補助人、財産管理人、

スーパー、生協、民間配食業者、引きこもり支援機関、障がい者相談支援センター、障がい者作業

所、保健所、警察、郵便局、金融機関、薬局、市議会議員、知人、ＵＲ都市機構、大阪府住宅経営

室、府営住宅管理センター、高齢者住宅施設紹介センター、サービス付き高齢者住宅、他市町村地

域包括支援センター等 
 

□相談内容別                  ※第 3圏域の（   ）内は「けあぱる金剛」の件数 

  第 1 圏域 第 2 圏域 第 3 圏域※ 全圏域 

介護保険関係 610 1,856 2,645（1,977） 5,111 

ケアマネ支援関係 57 295 592（459） 944 

ほんわかセンターが地域のワンストップサービスの窓口としての役割を果たすため、関係機関等

と連携のもと、様々な内容について、総合的に相談できる体制を構築する。 
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介護相談・介護者支援関係 59 28 230（118） 317 

福祉サービス関係 812 80 240（189） 1,132 

高齢者虐待関係 44 59 712（430） 815 

権利擁護関係 47 25 195（165） 267 

消費者被害関係 3 2 19（19） 24 

介護予防・医療保健相談 724 442 1,095（1,011） 2,261 

経済的問題 253 80 158（148） 491 

その他生活相談 240 342 375（233） 957 

相談内容別合計 2,849 3,209 6,261（4,749） 12,319 

 

実施内容 

（第 1圏域） 

・病院や地区福祉関係者からの相談が減っている要因のひとつとして、新型コロナウイルス感染

症対策の影響から人流や地域活動が停滞したことが考えられる。相談内容では、「介護相談・

介護者支援関係」、「高齢者虐待関係」が減少した。 

（第 2圏域） 

 ・前年度と比較して、電話相談が大きく増加した。相談把握経路としては、「医療機関」や「地

域住民」が多くなり、相談内容は「その他生活相談」が大きく増加している。内訳は、ごみ屋

敷や不動産の売買、8050問題や近隣トラブルなどがあげられる。 

（第 3圏域） 

 ・相談件数は昨年度より電話相談を中心に大幅に増加、2か所の相談窓口で 6,000件を超えた。 

  相談内容別では、「介護保険関係」、「介護予防・医療保健相談」が大きく増加し、「高齢者虐待

関係」が減少した。 

（全体） 

・住居のない高齢者に対し、やむを得ない措置による入所にて居場所を確保。また高齢者が急に

在宅生活が困難となった場合（介護者の急病など）、医療機関への一時入院や緊急ショートス 

テイ事業の利用調整を行った。 

 

評価 

（第 1圏域） 

 ・「介護相談・介護者支援関係」、「虐待関係」の相談が減少しており、減少の要因の検証や必要

な相談窓口の周知が必要である。  

・複数の問題を抱えている世帯に対し、関係機関とのネットワークを強化し、チームとしてサポ

ートできる体制を一層強化する必要がある。 

（第 2圏域） 

・他圏域のセンターと比較して来所相談数が少ない。理由のひとつに、公共交通が不便な立地で

あるため、車がないと遠方の人は来所が難しいこと等が考えられる。対応策として、出張相談

会を府営住宅やスーパー等で行ってきたが、コロナ禍の影響もあり上半期は相談会の開催が停

滞した。 
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（第 3圏域） 

 ・「福祉なんでも相談」との併設により、様々な相談が寄せられ相談件数が大幅に増加。横断的

な連携により早期発見・早期解決の手段が図れるようになった。 

 ・地域特性として、ニュータウン問題や土地開発によって新興住宅地が増え、一層住民同士のつ

ながりを形成するための支援体制を他機関と連携の上、構築していく必要がある。 

 ・認知症や精神疾患等の医療介護相談が増加しており、高齢者の権利擁護の観点から、成年後見

制度や虐待防止に関する支援体制を関係機関の協力のもと一層強化していく必要がある。 

（全体） 

・緊急の対応が必要な事例のうち、ほんわかセンターにて対象者の状況を判断し、緊急ショート

ステイ事業や医療機関への一時入院など速やかに対応できた。一方、コロナ禍における感染症

対策により、医療機関や老人福祉施設の受け入れが困難な状況がみられた。 

 

対策 

・「虐待関係」の相談が減っており、関係機関とのネットワークやケアマネジャー向けアンケート 
の分析、虐待防止啓発リーフレット等を通じて、虐待の早期発見・早期対応の必要性を幅広く普

及・啓発していく。 
・独居高齢者の増加や 8050問題等重層的な支援が求められており、地域ケア会議や成年後見制度 

等を活用しながら、各関係機関の連携を強化していく。 
・コロナ禍の影響で滞っていた相談会について、感染症対策を講じ、今後は広く実施できるように 

地域関係者と連携を図る。 
・緊急性の高い事例については、措置を含めた適切な受け入れ先の選別・調整が必要となることか

ら、市関係各課との連携を密にし、対応していく。また日頃から制度・サービスの情報把握や関

係機関及び介護事業者等との連携に努め、緊急時に円滑に連絡調整ができるよう準備する。 
 

５．相談支援体制の強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

□地域支援構築検討会（第 2 層協議体）の開催 

目的：情報交換、地域課題の抽出や社会資源の開発、広報誌の作成や配布を行い各圏域内での支援

体制の構築を図る。 

開催回数 

（第 1圏域） 安心きづき隊   12回 

（第 2圏域） この街支え隊 12回 

（第 3圏域） ちいきつくりたい（隊）   12回 

出席機関 在宅介護支援センター、ＣＳＷ、街かどデイハウス、ほんわかセンター等 

地域で保健・医療・福祉など様々な高齢者支援に関わる関係機関と連携・協力することにより、

継続的な支援体制を整え、ネットワーク構築に努める。地域ネットワークを通じた様々な相談

を受けて、的確な状況把握を行う。また把握した個別・地域・圏域ニーズを活用し、有効な相

談支援体制の構築・強化を推進する。 

（１）地域におけるネットワークの構築・強化  

（２）個別ケース・圏域の課題抽出と分析（実態把握）   （３）普及・啓発 
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□地域啓発活動の実施 

目的：地域の関係機関の行事や会議に計画的に参加し、ほんわかセンターの周知、チラシの配布、

個別相談等を実施し情報が寄せられやすい関係づくりを図る。 

活動件数 

地区（校区）福祉委員会  8件 

介護保険事業者（普及啓発活動）  0件 

市民向け講座、健診、出張相談会、介護者交流会  32件 

医療機関、学生、市職員、その他民間事業者 等  6件 

 

□民生委員・児童委員地区会議への参加 

目的：ほんわかセンターの周知、個別ケースの相談、地域課題等の情報共有と検討。 

参加地区 

（第 1圏域） 富田林 

（第 2圏域） 川西・錦織・大伴・彼方 

（第 3圏域） なし 

 
□地域密着型運営推進会議等への参加 

目的：個々の地域密着型の利用状況、取り組み経過、課題や苦情対応等についての報告と意見交換。

客観的、専門的立場から活動状況の評価、助言等を行う。 

参加施設 

（第 1圏域） 3事業所 

（第 2圏域） 2事業所 
（第 3圏域） 2事業所 

出席機関 
施設職員、利用者、利用者家族、自治会長、民生委員・児童委員、福祉委員、 
知見者、ぴあ介護相談員、ほんわかセンター等 

※ 出席依頼のあった地域密着型サービス事業所のみ記載 

 
□金剛地区再生指針推進協議会への参加 

目的：住民をはじめとした金剛地区に関わる様々な立場の人等（住民・地域団体・事業者・行政等）

とともにまちの将来像等について議論し、金剛地区に関わるすべての人等が連携し、ともに

金剛地区の再生・活性化に取り組むために共有すべき方向性を検討する。 

開催日 10月 3日、2月 3日（オンライン会議） 

出席機関 

金剛地区再生室、大阪都市計画局、市民、大阪府立大学、桃山学院大学、民生委

員・児童委員、ＮＰＯ法人ふらっとスペース金剛、都市再生機構、南海電気鉄道

株式会社、金剛銀座街商店会、金剛ショッピングモール店主会、社会福祉協議会、

第３ほんわかセンター等 
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□金剛地区まちづくり会議への参加 

目的：金剛地区再生指針に基づき、金剛地区に関わる住民、町会、事業者等すべての人等が一丸と

なって地区の再生・活性化を進める住民等が主体となるボランティア組織に参加・協力。 

開催日 7月 3日、9月 4日、10月 22日 

出席機関 

金剛地区再生室、金剛団地自治会、金剛地区町会・自治会、地域住民、民生委員・

児童委員、ＮＰＯ法人きんきうぇぶ、ＮＰＯ法人ふらっとスペース金剛、金剛銀

座街商店会、金剛ショッピングモール店主会、社会福祉協議会、富田林の農業を

創造する会、第３ほんわかセンター等 

 
□校区交流会議全体会・小学校区プロジェクト会議への参加 

目的：「増進型地域福祉づくり」を目指した小学校区単位の会議。参加者で地域の理想を実現でき

るよう、地域住民の主体性を育みながら課題解決に向けたまちづくりへの取り組みに参加。 

校区交流 

会議全体会 
（全圏域） 小学校区ごとに開催（書面開催含む） 

小学校区 

プロジェクト

会議 

（第 1圏域） 新堂 

（第 2圏域） 大伴、川西、錦織、彼方、東条 

（第 3圏域） 高辺台、久野喜台、伏山台、寺池台 

出席機関 

地域住民（町会・自治会・老人会・福祉委員・民生委員・児童委員など）、生活

支援コーディネーター、在宅介護支援センター、ＣＳＷ、福祉施設、小中学校、

ＰＴＡ役員、増進型地域福祉課、高齢介護課、ほんわかセンター等 

 
□管理者総会の開催 

目的：高齢者の自立支援、介護予防・重度化防止、健康づくりの推進に向けた協議を目的に開催。 

開催日 3月 30日 

出席機関 

富田林医師会、富田林歯科医師会、富田林薬剤師会、富田林病院、縄なわねっと、地

域密着型事業所、在宅介護支援センター、シルバー人材センター、民生委員児童委員

協議会、生活支援コーディネーター、富田林市生活支援等サービス体制整備協議体委

員、老人クラブ連合会、ほんわかセンター、保険年金課、福祉医療課、高齢介護課等 

 

□富田林市障がい者地域自立支援協議会への参加 

目的：高齢者虐待の養護者支援における職員のスキルアップや連携強化等のため参加。 

開催日 7月 19日 

出席機関 

障がい福祉課、教育指導室、こども未来室、健康づくり推進課、富田林こども家

庭センター、富田林保健所、市内相談支援事業所、支援学校関係機関、通所施設

事業所、ほんわかセンター等 
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□富田林市ＤＶ対策連絡会議への参加 

目的：ＤＶ被害者の支援及びＤＶ防止に向けて効果的に連携できるよう参加。 

開催日 3月 22日 

出席機関 

○関係機関 

大阪府女性相談センター、富田林保健所、富田林警察署、富田林市社会福祉協議

会、富田林市福祉公社、富田林医師会、富田林病院、ＰＬ病院、富田林市民生委

員・児童委員協議会、富田林人権擁護委員協議会、富田林市人権協議会、とんだ

ばやし国際交流協会、大阪法務局富田林支局、ほんわかセンター等 

○市庁内関係課 

危機管理室、情報公開課、市民窓口課、高齢介護課、健康づくり推進課、増進型

地域福祉課、生活支援課、こども未来室、障がい福祉課、保険年金課、人権・市

民協働課、人権文化センター、消防本部警備救急課、教育指導室、生涯学習課 
内  容 事業報告、研修「傷つけあう家族～ＤＶ・虐待と育ちの傷」等 

 

□市民後見人推進事業関係課連絡会議への参加 

目的：市民後見人制度の活用促進に関係する庁内関係課及び関係団体が参画し、市民後見人の活用

促進に向けての情報共有及び意見交換を行う。 

開催日 8月 24日、1月 17日 

出席機関 
増進型地域福祉課、生活支援課、障がい福祉課、高齢介護課、富田林市社会福祉協

議会等 

内  容 
成年後見制度利用促進における体制整備、地域別バンク登録者研修会について、意

見交換等 

 

□ほんわか新聞の作成・発行 

目的：高齢者が生きがいをもっていきいきと暮らすきっかけづくりとなる情報を幅広く発信する。 

発 行 

令和 3年 7月号（事業所向け） 
500 部発行（三師会、居宅介護支援事業所、市

内公共施設等） 

令和 3 年 11 月号（市民向け）、

令和 4年 3月号（市民向け） 

各 49,000部発行（市内全戸、三師会、 

居宅介護支援事業所、市内公共施設等） 

内  容 
介護予防・認知症・健康・消費者問題・イベント情報・相談窓口など幅広いテー

マを取り上げ、年 3回発行した。 

 

□介護保険要支援認定者及び非該当者名簿による連絡 

目的：介護保険の申請に至った経過や生活上の困りごとなどを把握。 
内容：圏域ごとに要支援認定者へ個別に連絡、本人の意向や状況に沿った情報提供や個別訪問を 

実施。 
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評価 

・地域密着型運営推進会議では、コロナ禍の影響により会議開催が少なかった。 

・住民主体で取り組んでいる諸活動は再開の方向だが、サロンの開催が難しく、友愛訪問への切り

替えも見られ、支援が必要な世帯の情報共有など今後も連携を密に図る必要がある。 

・第 2層協議体では商業施設等で行う出張相談会を開催して、地域内の福祉的なニーズの早期発見

に努めている。 

 

対策 

・地域活動が再開される中、事業所も地域住民もオンラインでの取り組みを進めたり、コロナ禍で

もできる活動の在り方を探り、新しい連携対策や活動の活性化を図る。 

・住民による地域活動の取り組みには地域差が見られるため、情報の入りにくい地域に対して積極 

的に出張相談会など企画して情報の発信に努める。 

 

６．高齢者の意思・自己決定の推進 

 

 

 

 

 

（１）意思、自己決定の支援、（２）他支援者等との連携 

□相談実績 

 

実施内容 

・相談者に対して、法定後見制度に限らず任意後見制度や財産管理契約、日常生活自立支援事業を

含め、様々な制度について総合的に説明を行うとともに「富田林版エンディングノート」を配布

し、活用してもらえるよう情報提供を行った。 
・スムーズに成年後見の申立てができるように、成年後見制度申立セットを窓口に準備し、申立て

に必要な書類ついて説明、必要に応じて申立て書類の作成支援を行った。 

・申立を行う親族などがいない、または疎遠の場合や、親族がいても申立てを行うことが適当でな

い場合には、市長申立て担当者と連携を図り、市長申立ての要請、制度の円滑な利用を図った。 

・後見事務開始がスムーズに行えるように、後見人を受任している専門職（弁護士・司法書士・社

会福祉士等）や団体（大阪弁護士会高齢者・障害者総合支援センター「ひまわり」など）との連

携に努め、必要に応じて相談者に情報提供を行った。 

 

評価 

・権利擁護に関する相談件数は、267件で前年度より微増だが、人生会議などのキーワードが広報

される中で必要性を感じた人の相談が増えてきているため、今後も啓発していく必要がある。 

・制度が複雑な中でも、初期相談から後見人を受任できる専門職や団体との連携によりスムーズに

制度利用へつながった。 

権利擁護関係相談件数 267  市長申立て要請件数 2  市長申立て件数 2 

高齢者の意思、自己決定を尊重するための成年後見制度の周知、情報提供、必要に応じて申立支

援を行う。また、ＡＣＰ（アドバンス・ケア・プランニング）の取り組み及び高齢者の意思、自

己決定を尊重する仕組みを構築する。 
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（２）普及・啓発 

目的：ケアマネジャーを含めた介護従事者に対する研修会を開催し、権利擁護に関係する諸制度の

普及啓発及び利用促進を図る。また研修会や勉強会を通じて、ほんわかセンター職員のスキ

ルアップを図る。 

□高齢者の権利擁護等研修会 

開催日 9月 16日 

参加人数 65名（市内及び近隣市町村のケアマネジャー） 

内 容 

「ケアマネジャー視点からの終末期等における諸問題について」 

講師：公益社団法人大阪介護支援専門員協会理事 川東 仙司 氏 

「富田林版 エンディングノート（書き方）について動画視聴」 

 

□地域包括支援センター職員向け勉強会 

開催日 11 月 25日 

参加人数 
入 門 編：25名（ほんわかセンター・在宅介護支援センター・障がい相談機関等職員） 

実務者編：19名（ほんわかセンター・在宅介護支援センター・障がい相談機関等職員） 

内 容 
入 門 編：「成年後見制度の基本及び市民後見人の理解」 

実務者編：「現場として制度や手続きの流れを理解し、制度利用を勧める」 

 

□エンディングノートの配布・周知               発行年度：令和元年度 

編集・発行 富田林医師会、富田林市 配布対象 市内在住の高齢者 

配布方法 

・窓口で配布（配布場所） 

高齢介護課、都市魅力課（市役所 1階）、金剛連絡所、市立保健センター、 

市社会福祉協議会、在宅介護支援センター、ほんわかセンター        

・第 2層協議体が実施した出張相談会 

・すばる映画祭での終活等の周知活動 

・かがりの郷での終活講座において配布 

・市ウェブサイトよりダウンロード 

周知方法 
・出張相談会、民生委員・児童委員地区会議などの各種会議で紹介 

・活用方法をまとめた説明動画を作成し、市ウェブサイトに掲載 

 

□終活ガイドの配布・周知                    発行年度：令和元年度 

編集・発行 富田林医師会、富田林市 配布対象 終末期の支援に関係する専門職 

配布方法 
・終活支援に関して関係する専門職から相談があった場合に配布 

・市ウェブサイトよりダウンロード 

周知方法 ・医療・介護専門職研修会アンケート内で周知 
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評価 

・権利擁護研修会後のアンケートにおいて、一人暮らしや身寄りのない高齢者の支援について、ケ

アマネジャーから今後も諸制度の理解を深めたいとの意見が多く、成年後見制度を含めた支援に

ついての研修会を継続して実施していく。 
・エンディングノートについては、市民及びケアマネジャーなどの専門職から関心が高く、各窓口

で希望者に配布できるよう常備した。 
 

対策 

・市民及びケアマネジャーに対してエンディングートの活用や成年後見制度の情報提供を通じ、終

末期における意思決定や権利擁護について、事前に整理や話し合いの機会を促し、成年後見制度

などの活用促進につなげる。 
・ほんわかセンター職員を含め、高齢者を支援する専門職が、研修等により権利擁護に関する理解

を深め、対応力を向上できるよう働きかける。 
・成年後見制度の活用を円滑に進めるため、必要な人に対しては専門職による支援が活用できるよ

うに、引き続き専門職や関係団体との連携を図る。 
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７．高齢者虐待への対応 

 

 

（1）虐待の対応とケース課題抽出 

①養護者による高齢者虐待の状況 

相談・通報の受理 

 

 

相談・通報者 

ケアマネジャー・ 

介護保険事業所職員 
10 

近隣住民・知人 0 

民生委員 0 

被虐待者本人 1 

家族・親族 1 

養護者自身 0 

当該市区町村行政職員 2 

警察 11 

その他（医療機関、障がい

福祉関係者、弁護士など） 
3 

  

・相談・通報件数について、「警察」が 11件と最も多く、次いで「ケアマネジャー・介護保険事業

所職員」が 10 件である。その他の内訳は、ＣＳＷ、街かどデイハウス職員、在宅介護支援セン

ター職員である。 

・警察からの通報については、家族間の一時的なケンカによるものが多く、被害者本人から被害の

訴えや支援の希望がないため、事実確認調査に至らない事例が多い。 

 
事実確認の状況 

 

 

通報受理件数 28 

 

事実確認調査を行った事例 22 

事実確認の結果 
虐待を受けたまたは受けたと思われると判断 3 

虐待ではないと判断 19 

虐待の判断に至らなかった 0 

事実確認調査を行っていない事例 6 

事実確認を行わない理由 

相談・通報を受理した段階で、明らかに虐待ではなく 

事実確認調査不要と判断 
6 

その他 0 

高齢者虐待防止法等に基づき、速やかに当該高齢者の状況を把握し、関係機関等と連携し、適切

な対応を行う。また虐待に関する各種研修会を開催して、虐待予防に努める。 

 



14 
 

②虐待の認定 

                       

虐待の種別類型（重複回答有り） 

 

 

 

 

 

 

③被虐待者の状況 

被虐待者の性別           被虐待者の介護保険の申請        

男性 0  

女性 3 

 

被虐待者の年齢 

～64 歳 0 

65～69歳 0 

70～74歳 1 

75～79歳 0 

80～84歳 0 

85～89歳 0 

90歳～ 2 

 

養護者との同居・別居           

同居 3 

別居 0 

その他 0 

被虐待者から見た養護者の続柄 

世帯構成               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

虐待認定件数 3 

身体的虐待 1 

介護・世話の放棄、放任 1 

心理的虐待 1 

経済的虐待 0 

性的虐待 0 

申請中 0 

認定済み 2 
 

要
支
援
・
要
介
護

状
態
区
分 

要支援 1 0 

要支援 2 1 

要介護 1・2・3 0 

要介護 4 1 

要介護 5 0 

認
知
症
日
常
生
活

自
立
度 

自立または認知症なし 1 

自立度Ⅰ・Ⅱ 0 

自立度Ⅲ 1 

自立度Ⅳ・Ｍ 0 

認知症があるが自立度は不明 0 

認定非該当（自立） 0 

介護度不明 0 

未申請 1 

 

 

夫 1 

妻 0 

息子 1 

娘 1 

息子の配偶者（嫁） 0 

娘の配偶者（婿） 0 

兄弟姉妹・孫 0 

その他 0 

単身世帯 0 

夫婦二人世帯 1 

未婚の子と同一世帯 1 

既婚の子と同一世帯 1 

その他（施設入所中） 0 
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④虐待への対応  ※前年度からの継続ケース 11件を含む 

分離の有無 

被虐待者の保護と養護者からの分離を行った場合 5 

被虐待者と養護者を分離していない事例 9 

被虐待者が複数で異なる対応（分離と非分離）を行った事例 0 

現在対応について検討・調整中の事例 0 

その他 0 

 

分離を行った事例の対応の内訳（重複回答有り） 

契約による介護保険サービスの利用 2 

老人福祉法に基づくやむを得ない事由等による措置 0 

 （上記のうち）面会の制限を行った事例 0 

緊急一時保護 0 

医療機関への一時入院（うち、養護者が医療機関へ一時入院のため分離） 1(1) 

その他（転居、転出） 2 

 

分離していない事例の対応の内訳（重複回答有り） 

養護者に対する助言・指導（うち、養護者の疾患等に対する必要な支援） 8(4) 

養護者が介護負担軽減のための事業に参加 0 

被虐待者が新たに介護保険サービスを利用 2 

既に介護保険サービスを受けているが、ケアプランを見直し 2 

被虐待者が介護保険サービス以外のサービスを利用 1 

その他（別居家族との連携） 1 

見守りのみ 0 

・分離対応事例について、措置した事例はなく、他法・他施策を利用し、2件が施設入所となった。 

・養護者に認知症または精神疾患及びその疑いがある事例が増加、分離事例の入院を含め、養護者

の疾患に対する支援（医療や障がい分野等の支援者へのつなぎ等）が必要となっている。 

 

⑤養介護施設従事者により高齢者虐待の状況 

相談・通報の受理 

通報受理件数 2 

 

事実確認調査の結果 

虐待を受けた又は受けたと思われたと判断 1 

虐待ではないと判断 0 

虐待の判断に至らなかった 1 
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通報のあった 1 件は、事業所自らの通報であり、事実確認の結果、虐待認定となった。残り 1

件については、被虐待者及び虐待者が特定されない通報内容であったことから事実確認の結果、

虐待の判断に至らなかった。 
虐待が確認された事業所、虐待の有無が判断できなかった事業所ともに、今後の対応及び虐待

の防止に向けた取り組みについて文書による通知を行った。 
 

評価 

・高齢化により、被虐待者・養護者のどちらかに認知症が発症している場合が見受けられる。 

・被虐待者が、家庭内外で孤立に陥っていたり、共依存が疑われることがある等、発見や介入の難

しいケースがある。 

・養護者が引きこもりや障がいを抱え、社会との関係が薄いことから、養護者自身が社会適応でき

ていない場合がある。また、養護者（特に高齢者以外の場合）が頼れる相談窓口等の社会資源が

少なく、支援につなげることが難しく、長期化している事案が見受けられる。 

 

⑥虐待ケース対応における各種会議 

実施内容 

コアメンバー会議 

目的：虐待の通報・相談を受け付けた後、事実確認を実施し、その内容をもとに、虐待の有無や種

類、緊急性の判断の協議・検討、虐待対応の方針等を決定する。 

開催日 圏域 虐待認定 主な虐待種別 

9月 14日 第 3圏域 ○ 介護放棄 

10 月 22日 第 1圏域 〇 身体的虐待 

12 月 13日 第 3圏域 × ― 

2月 4日 第 3圏域 〇 心理的虐待 

3月 7日 第 3圏域 × ― 

 

虐待対応ケース・評価会議 

目的：長期間、支援を実施しても改善点が見られない支援困難ケースについて、定期的なケースの

検証を行い、新たな対応方針等を決定する。また必要に応じて、関係機関の出席を求め、役

割分担や連携について協議を行う。 

開催日 件数 

7月 1 日 1件 

 

レビュー会議 

目的：発生した虐待事案全てを定期的（概ね 3ヶ月に 1回）に見直し、事案の状況確認や継続支援

を行う必要性の判断を行う。また、虐待事案傾向を分析するために課題抽出を行う。 
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開催日 
総件数 

（前年度継続含） 

虐待対応を 

継続する事案 

虐待対応を 

保留する事案 

虐待対応を 

終結する事案 

5月 28日 11 7 2 2 

8月 27日 9 7 1 1 

11 月 15日 9 5 1 3 

3月 4日 7 6 0 1 

 

評価 

・高齢の親が引きこもり（無職）の子の生活を支えている世帯や養護者に精神疾患やその疑いのあ

る事例について、専門の相談機関や支援につながった事例は一定の改善があり、支援方法として

確立されてきている。一方つながらなかった事例は長期化していることから、専門機関の介入が

有効であると考えられる。 
・虐待要因の傾向として、介護負担が原因である事例は減少し、認知症や精神疾患及びその疑いが

要因である事例が増加している。 
 

（2）他支援者・機関等との連携 

虐待要因の分析結果により、養護者支援を適切に行うため、富田林保健所や障がい福祉課等の関

係機関と情報共有及び役割分担を目的に包括ケア会議を行い、関係機関との連携強化を図る。 

 

実施内容 

□障がい者基幹相談支援センター・障がい者相談支援センター及び地域包括支援センター

連携会議 

目的：福祉の問題が複雑化・多様化する中で、困りごとを抱えた市民に対し適切な支援を進めてい

けるよう、高齢・障がいそれぞれの分野の支援機関が事例検討などを通じて、スムーズに連

携を図ることを目指す。 

開催日 7月 13日 

出席機関 
聖徳園みどりの風、つじやま相談室、四天王寺悲田富田林苑、ピーチネット、地域活動

支援センターときわぎ、アプローチ寺池、高齢介護課、ほんわかセンター 

内 容 

・各機関の取り組み内容や状況報告 

・障がい・高齢両分野の支援機関が関わるケース紹介 

・連携方法の確認等意見交換 

 

□富田林市高齢者虐待防止連絡会（ネットワーク会議） 

目的：関係機関との高齢者虐待に関する課題共有及び意見交換を通じて、高齢者虐待対応のスムー

ズな連携体制や早期発見・早期対応のできるネットワーク体制の構築に向けての具体策につ

いて協議する。 

開催日 2月 28日 

出席機関 
富田林保健所、富田林市社会福祉協議会、増進型地域福祉課、生活支援課、障がい福

祉課、人権・市民協働課、高齢介護課、ほんわかセンター 
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内 容 
・高齢者虐待の現状報告と取り組みについて 

・高齢者虐待の防止と対応及び連携に関する意見交換等 

 

評価 

・虐待の解決には、各関係機関との連携が必要不可欠である。引き続き、各関係機関との連携及び

協力、また虐待に対する課題抽出や地域の資源開発等について、ネットワーク会議を通じて取り

組む必要がある。 

・様々な疾患を持つ養護者に対する支援について、障がい者相談支援センター等の各専門機関と連

携及び協力し、顔の見える関係及び互いに相談しやすい支援体制を構築する必要がある。 

 

（3）普及・啓発 

虐待の各種研修会を通じて、関係機関等へ高齢者虐待防止法の理解促進を図り、早期発見の必要

性を伝えていく。また、各種虐待対応マニュアルの利用を促すとともに、介護従事者等に対して

虐待に関する各種研修会を通じて、高齢者虐待の早期発見・未然防止に努める。 

 

実施内容 

目的：高齢者虐待の早期発見・未然防止を図るため、日頃から高齢者と関わることの多いケアマネ

ジャー・介護保険事業所職員等が、高齢者虐待防止法を理解し、高齢者虐待についての具体

的な知識を習得する機会として開催する。 

 

□高齢者虐待対応研修会 ～基本編～ 

開催日 6月 22日（オンラインと会場開催） 

参加人数 
43 名（市内及び近隣市町村の居宅介護支援事業所・訪問介護事業所・訪問看護事業所・

通所介護事業所等に従事する職員等） 

内 容 高齢者虐待防止法及び高齢者虐待対応について 

 

□高齢者虐待対応研修会 ～施設従事者編～ 

開催日 1月 26日（オンラインと会場開催） 

参加人数 34 名（市内及び近隣市町村の入所系施設及び通所介護事業所に従事する職員等） 

内 容 

・「新型コロナウイルス感染症について」 

  医療法人今城クリニック院長 今城 保定 氏    

・「養介護施設従事者のための高齢者虐待対応マニュアルについて」 

 

□高齢者虐待対応研修会 ～ケアマネジャー編～ 

開催日 3月 11日（オンライン開催） 

参加人数 26 名（市内及び近隣市町村で従事する介護支援専門員等） 

内 容 

・「高齢者虐待対応について」 

河内長野市東部地域包括支援センター 峯山建道氏 

・「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について」 
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評価 

・養介護施設従事者等による高齢者虐待について、感染症対策に伴う業務量の増加や施設という閉

鎖的な空間により、虐待のリスクが高まることから、改めて高齢者の権利擁護について、重点的

に啓発していく。 

・介護の担い手不足により、介護や福祉の仕事に初めて従事する職員の支援（教育）について、適

切に行う必要がある。 

・ほんわかセンター職員の経験年数に幅があり、引き続き職員のスキルアップの必要性がある。 
 

対策 

・虐待事案での困難な事例等について、高齢者虐待防止連絡会（ネットワーク会議）や高齢者虐待

対応専門職チームの派遣等を積極的に活用し、外部関係者による助言を通じて支援を進める。 
・各種研修会への参加やＯＪＴ、また「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」を通じて、ほんわかセンター職員のスキルアップを図る。 
・常日頃から各種会議への参加により、虐待の早期発見・対応、また連携することを目的として、

各種関係機関等と顔の見える関係づくりの構築に努める。 
・養護者が高齢者以外の場合、早い段階から関係機関と連携し、支援等について、対応・調整する

ことで、課題が早期に解決できるよう努める。 
・ケアマネジャーを含め介護従事者に対して、各種研修会を通じて、高齢者の権利擁護の重要性を

改めて伝え、その資質向上に寄与する。 
 

 

８．消費者被害の防止 

  

 

（1）他支援者等との連携 

実施内容 

□消費生活センター等との連携会議の開催 

目的：特殊詐欺や消費者被害に関係する機関により、市内で発生している特殊詐欺や消費者被害の

状況や未然防止のための取り組みについての情報共有を行い、高齢者の権利擁護を推進する

ための連携について協議する。 

開催日 10月 15日 

出席機関 富田林警察署（生活安全課）、富田林市消費生活センター・商工観光課・高齢介護

課、ほんわかセンター 

内容 

・消費者相談実績の報告、情報交換 

・消費者被害防止研修会について 

・消費者被害等相談フローチャート、関係機関連携について 

富田林警察署、民生委員・児童委員、ケアマネジャー、介護事業所、富田林市消費生活センター

と連携し、消費者被害の相談があった場合に速やかに必要な相談窓口や支援につなげる。 

 

 

特殊詐欺や消費者被害等を未然に防止するため、関係機関と連携する。 
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・富田林市消費生活センターや市商工観光課、富田林警察署と、市内で発生している特殊詐欺や消

費者被害の状況について連携会議を通じて共有するとともに、今後、消費者被害防止について効

果的かつ円滑に取り組むために、消費者安全確保地域協議会の在り方について協議した。 

・個別の相談については、必要に応じて富田林警察署や富田林市消費生活センターへつなぎ、連携

して支援に努めた。 

・関係機関の啓発グッズ（チラシ、マスク等）を、各ほんわかセンターの窓口等に設置し、市民及

び介護サービス利用者に注意喚起を行った。 

 

（2）普及・啓発 

消費者被害の防止のため、特殊詐欺や消費者被害の状況など必要な情報を、市民や高齢者を支援

するケアマネジャーや介護保険事業所等に対して周知・啓発する。 

 

実施内容 

□高齢者の消費者被害防止に関する研修会の開催 

目的：高齢者を支援するケアマネジャーや介護保険事業所等を対象に、消費者問題に関係する専門

職から事例を踏まえて、早期発見の気づきのポイントや対処方法について理解を深める。 

開催日 11月 26日（オンライン開催） 

参加人数 
46 名（市内・近隣市町村で従事するケアマネジャー・訪問、通所介護事業所の

職員） 

内容 
インターネット関係の消費者被害における傾向と対策、予防のポイント 

講師：大阪司法書士会 司法書士 田渕 智之 氏 

 

評価 

・サロン等地域活動が新型コロナウイルスの影響で開催されるところが少なく、直接市民に対して

周知・啓発を図る機会が減少した。 

・ケアマネジャーや介護保険事業所の職員等を対象とした研修会をオンライン開催し、本市の消費

者被害の現状や富田林警察署から特殊詐欺等の状況を伝えることができた。また注意喚起のチラ

シを配布することにより、一般市民へも周知・啓発ができた。 

 

対策 

・富田林市消費生活センターなどの関係機関との連携会議を継続し、消費者被害の実情把握と消費

者被害防止に役立つ情報を共有する。 

・消費者被害の発生に気付き、被害の拡大を防止するためケアマネジャーなどの関係者との連携強

化を図るとともに、研修会を通じて未然防止、早期発見・対応に努める。 

・消費者安全確保地域協議会設置への協力により、個人情報のやり取りを円滑に行い、地域の見守

りネットワークを引き続き強化していく。 
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９．包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

 

 
 
 
（1）三師会・医療機関との連携体制の強化 

施設・在宅を通じた地域における包括的・継続的なケアを実施するため、三師会・医療機関を含

めた関係機関との連携体制を構築し、地域のケアマネジャーと関係機関との連携を支援する。 

 

実施内容 

■地域包括支援ネットワーク推進事業            事業開始：平成 25年 10月 

目 的：関係機関相互の連携を通じた多職種協働による地域包括支援ネットワークの構築 

委託先：富田林医師会・富田林歯科医師会・富田林薬剤師会 

実施内容：① 個別ケースの相談に対する医療的見地からの助言・指導 

② 地域包括支援センター職員等と同行訪問による状況把握や相談対応 
③ 関係機関や専門医療機関、かかりつけ医等との連絡調整 
④ 下記の会議等における助言・指導 

         地域ケア会議機能 

会議等 
個別課題 
解決機能 

ネットワーク 
構築機能 

地域課題 
発見機能 

地域づくり 
資源開発 

政策形成 
機能 

ア、個別ケース会議 ○ ○ ○   
イ、けあまねっと・事例研究会 ○ ○ ○   
ウ、けあまねっと・全体会  ○ ○ ○  
エ、医療・介護ネットワーク推進会議  ○ ○ ○  
オ、認知症サポート医・ほんわかｾﾝﾀｰ会議  ○ ○ ○  
カ、三師会・ほんわかセンター連絡会議  ○ ○ ○ ○ 
キ、富田林市包括ケア会議管理者総会  ○ ○ ○ ○ 

 

□富田林市包括ケア会議 三師会・ほんわかセンター連絡会議   事業開始：平成 22年度 

 目 的：医療・介護連携、介護予防、地域包括ケアシステムの構築に向けた事業展開について協

議する。 

開催日：2月7日 

出席者：富田林医師会、富田林歯科医師会、富田林薬剤師会、ほんわかセンター、高齢介護課、 

    保険年金課、福祉医療課 

協議内容：医療・介護連携事業について 

      とんだばやし健康市民フォーラムについて 

      富田林市介護予防・自立支援5ヶ年計画の進捗状況について 

      認知症施策推進条例策定について 

      ほんわかセンターの周知について 

地域の高齢者が住み慣れた地域で暮らすことができるよう、かかりつけ医やケアマネジャー等と

の多職種協働と地域の関係機関との連携により、包括的・継続的なケアマネジメントを実現する

ための後方支援を行う。 
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□医療・介護ネットワーク推進会議               事業開始：平成 25年度 

目 的：医療・介護連携の推進における課題及びその対応策、多職種による研修会の企画等につ

いて協議する。 
開催日：5月 20日、6月 24日、9月 2日、11月 11日、1月 27日 
参加機関：富田林医師会、富田林歯科医師会、富田林薬剤師会、富田林病院、ＰＬ病院、小川外

科、大阪府歯科衛生士会、縄なわねっとケアマネジャー部会、在宅介護支援センター、

ほんわかセンター、富田林市、太子町、河南町、千早赤阪村、富田林保健所 
 

評価 

・各種会議においては、参加人数や新型コロナウイルス感染拡大の状況に応じて、対面及びオンラ

インと使い分けながら、関係機関と地域包括ケア推進にむけた多職種連携の取組みや市民向けの

啓発、認知症関連施策、富田林市介護予防・自立支援 5ヶ年計画などの進捗状況や、今後の方向

性について共有することができた。 

 

対策 

・三師会及び関係機関との連携体制強化のため、各種会議を活用しての情報共有や、効果的な連携

方法についての協議を継続し、包括的・継続的ケアマネジメントが効果的に実施できるように努

める。 

 

（2）関係機関との連携、サービス基盤の整備 

実施内容 

■縄なわねっと（富田林介護保険事業者連絡協議会）との連携 

月 1回定例で開催の「縄なわねっと連絡会議」に出席し、訪問、通所、施設、ケアマネの各部会

と連携を図り、富田林市介護予防・自立支援 5ヶ年計画の推進にあたり協働で取り組みを実施 

 

□圏域別ケアマネジャー交流会（研修会）            事業開始：平成 23年度 

第1圏域：開催なし 

第2圏域：開催日：7月30日（オンライン開催） 

内 容：①結のぞみ病院のデイケアの紹介と精神疾患について 

②指定難病患者のコミュケーション機器を使った支援について 

③いっぷくサービスの利用について 

第3圏域：開催日：7月16日 

内 容：①コロナ禍での業務についての工夫や制度改正についての疑問 

②ケアマネジャー交流会のあり方についての意見交換 

合同開催：開催日：2月25日 

     内 容：①今後のケアマネジャー交流会について 

         ②ケアマネ部会アンケートの内容や質問についての回答 

          ③ＢＣＰ計画の取組み事例について 

          ④オナカマ食堂について 

          ⑤重層的な相談支援体制について 
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■富田林市生活支援サービス従事者研修            事業開始：平成 29年度 

目的：高齢者の介護予防の取り組みや生活支援サービスの担い手として活躍できる体制づくりに向

けて、資格を持たない人でも訪問型サービスＡの指定事業所において生活支援サービスに携

わるために必要な資格を取得する。 

 第 1クール 第 2クール 講義内容 

1日目 7月 6日 10月 2日 ・職務の理解 

2日目 7月 13日 10月 9日 
・介護における尊厳の保持・自立支援 

・介護の基本 

3日目 7月 20日 10月 16日 
・老化の理解 

・認知症の理解 

4日目 7月 27日 10月 23日 ・生活支援技術 

5日目 8月 3日 10月 30日 ・富田林市独自内容 自立支援の考え方 

受講者数 5人 10人 全 5日間（13：00～16：10） 

※年間 3 クールの開催予定で、第 3 クールは 12 人の申込があったが、新型コロナウイルス感染

症拡大に伴うまん延防止等重点措置の発出に伴い、中止となった。 

■自立支援リーダー養成研修会                 事業開始：平成 27年度 

目的：総合事業における多様なサービスの充実に繋げるため、高齢者の自立支援に向けた効果的 

なサービス提供に向け、運動・口腔・栄養を通じて自立支援についての考え方を周知する。 

対象者：通所介護、通所リハビリテーション、訪問介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多

機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の各事業従事者及び富田林市通所型

サービスＡの指定申請を予定しているもの。 

開催日 単元名 担 当 受講者 

7月 1日 

オリエンテーション 高齢介護課 

20 介護予防運動の基礎知識（講義） 

運動能力測定・評価方法（講義） 

介護予防運動の実技 

富田林医師会 

宮田医院 院長 宮田 重樹 先生 

【A 日程】 

7月 29 日 

8月 5日 

介護予防運動の実技 

富田林医師会 

宮田医院 院長 宮田 重樹 先生 

9 

【B 日程】 

8月 19 日 

8月 26 日 

介護予防運動の実技 8 

9月 9日 

口腔機能向上の基礎知識（講義） 
富田林歯科医師会 

真田歯科医院 宋 連玉 先生 
17 

栄養改善の基礎知識（講義） 
はみんぐ南河内 

管理栄養士 時岡 奈穂子 氏 

9月 30 日 自立支援型サービスについて（講義） 
富田林病院リハビリテーション科 

作業療法士 藤原 光樹 氏 
16 
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■自立支援リーダー フォローアップ研修会 

目的：自立支援リーダー養成研修会にて受講した運動プログラムの実践にあたり、より理解を深め

効果的な指導につなげる。 

対象者：平成 30年度以降の自立支援リーダー養成研修会受講者 

開催日 単元名 担 当 受講者 

1月 20 日 

2月 3日 
介護予防運動の実技 

富田林医師会 

宮田医院 院長 宮田 重樹 先生 5 

 

評価 

・縄なわねっと全体研修会において、本市における高齢者人口の将来推計や介護従事者の状況につ

いて報告し、富田林市介護予防・自立支援 5ヶ年計画における、「みんなで取り組む重度化予防」、

「介護の担い手が活躍できるシステムづくり」、「地域に開かれた介護施設を目指そう」の推進に

むけ、協力を求めた。 

・生活支援サービス従事者研修の受講者募集について、申込者 27 名のうち、16 名が市公式ＬＩＮ

Ｅを見ての申込となり、市広報誌を見ての申込を上回っており、研修会周知の部分では効果がみ

られた。 
対策 

・研修に参加した事業所に対しての周知となっていることから、縄なわねっとなどの関係機関と連

携しながら、富田林市介護予防・自立支援 5ヶ年計画の推進にあたり、縄なわねっとからの積極

的な情報発信について引き続き協力を依頼する。 
・自立支援リーダー養成研修会において、高齢者の自立支援に向けた効果的なサービス提供の一環

として、介護保険事業所が高齢者の活躍の場や、集いの場として地域交流が図れるよう役割の理

解及び基盤の整備を推進する。 
 
（3）地域の社会資源との連携 

実施内容 

□“笑顔れんらく帳”の普及・活用              事業開始：平成 24年度 

高齢者自身の生活状況や医療情報、興味関心ごと、生活の目標や活動計画を記録する「セルフケ

アマネジメント」のツールとして活用を促進する。 

 

笑顔れんらく帳配布実績（令和 3年度末） 13,512 部 

 

■「出張講座メニュー」一覧の作成               事業開始：平成 27年度 

 「出張講座メニュー」一覧の内容を更新し、老人クラブや地区福祉委員会等に周知。32回開催 

評価 

・笑顔れんらく帳について、「富田林地域における地域包括ケア推進のための多職種連携研修会」

アンケートにおいて、活用状況について確認したところ、回答のあった 69名のうち、58％が知

っていると回答し、そのうち 57％がセルフケアツールや、医療と介護の連携に活用していると回

答があった。 
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・富田林市介護予防・自立支援 5ヶ年計画「地域に開かれた介護施設を目指す」の取り組みの一環

として、介護保険事業所へ個別訪問し、地域で実施している活動等を聴取した結果、新型コロナ

ウイルス感染症拡大により活動が止まっており、今後の活動再開に向けての課題となっているこ

とが抽出された。 
対策 

・既存の社会資源の活用に向け、「どこに社会資源が集約されているのか」周知するとともに、新

たな社会資源についての情報収集を行う。 
・介護保険事業所の地域活動について、活動状況をとりまとめ事業所間で共有し、ウィズコロナで

の活動再開にむけて支援する。 
 

（4）地域におけるケアマネジャーのネットワーク構築（けあまねっとの運営・機能強化） 

地域のケアマネジャーの日常的な業務の円滑な実施を支援するため、ケアマネジャー相互の情報

交換を行う場を設定する等ケアマネジャーのネットワークを構築し、その活用を図る。 

 

実施内容 

□けあまねっと・全体会                     事業開始：平成 19年度 

目的：・ケアマネジャー相互及び関係機関との連携強化、顔の見える関係づくり。また、ほんわか

センターとのネットワーク構築を図る。 

・グループ討議形式の意見交換にて日常業務の悩みや不安の共有、課題の抽出を行う。 

対象者：ケアマネジャー及び関係機関 

開催日：12月 14日（オンライン開催） 

内 容：①「富田林市介護予防・自立支援 5ヶ年計画」について（報告） 

    ②「コロナ禍で求められる介護予防支援の在り方を考える」（講義） 

～何を活用し高齢者に何を届けるべきか～ 

講師：富田林病院リハビリテーション科 技師長 島崎寛将氏 

    ③ グループディスカッション 

    ④「ケア方針検討会」、「訪問型サービスＣ」について（報告） 

参加者：ケアマネジャー35人、ケア方針検討会委員 8人、ほんわかセンター6人 

□けあまねっと・事例研究会運営推進会議            事業開始：平成 28年度 

目的：・地域の主任ケアマネジャーと連携・協力することで、より効果的な企画・運営を行う。 

・多職種の参画や機能強化を図ることで、地域包括ケアシステムの構築に向けた地域づくり 

を実践できる専門職としてのスキルアップを目指す。 

開催日：5月 13日 

内 容：①本市におけるケアマネジャー向け研修会について（報告） 

    ②けあまねっと・事例研究会の意義、目的について（報告） 

    ③けあまねっと・事例研究会の企画運営について（意見交換） 

参加者：居宅介護支援事業所特定事業所（12 事業所）、ほんわかセンター 
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□けあまねっと・事例研究会                  事業開始：平成 19 年度 

目的：・対人援助の本質や事例研究の意義を理解し、支援の振り返りや援助方針を検討する。 

・対人援助技術やケアマネジメントの質の向上に向けた指導・助言等の後方支援を行う。 

・具体的な問題解決方法を議論する機会として、事例検討会を開催する。 

対象者：ケアマネジャーの希望者及び居宅サービス事業所、保健・医療・福祉に関する従事者 

開催日 事例タイトル ＣＭ 三師会 多職種 包括 

9月 14 日 認知症の周辺症状への対応に苦慮した事例 9 1 0 1 

10月 15日 
認知症の進行がある人が、在宅生活を継続するための支

援について 
7 1 1 1 

2月 10 日 癌末期の看取り対応について 8 1 1 0 

  ※すべてオンライン開催 

評価 

・けあまねっと・全体会や事例研究会は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、すべてオン

ラインでの開催となったが、大人数が参加する研修会でも、オンラインでグループディスカッシ

ョンを実施し、ネットワーク構築につなげることができた。 
・けあまねっと・事例研究会は、市内の居宅介護支援事業所特定事業所の主任ケアマネジャーとの

協働により、役割分担の上、企画運営に努め、3回開催することができた。 
 
対策 

・オンラインでの開催が続いており、新型コロナウイルスの感染拡大状況を見ながら、対面開催の

方法を検討し、ケアマネジャー相互の情報交換や交流の機会を持てるよう努める。 
・居宅介護支援事業所特定事業所にむけ、事例研究会の意義・目的について理解を深めることで、

事業所内、事業所間での事例研究、事例検討を活性化し、積極的な活用により地域におけるケア

マネジメント力の向上を図る。 
 

１０．日常的個別指導・相談窓口機能の充実 

ケアマネジャーに対する個別の相談窓口を設置し、日常的業務に関することやケアプランの作成技

術の助言、サービス担当者会議の開催を支援する等、ケアマネジャーへ個別支援・後方支援を行う。 
 
（1）自立支援に資するケアマネジメントの推進 

実施内容 

□相談受付対応実績             ※第 3圏域の（   ）内は「けあぱる金剛」の件数 

（相談手段内訳件数） 第 1圏域 第 2圏域 第 3圏域※ 全圏域（件） 

電 話 346 630  1,239（989） 2,215 

来 所 105 44   169（128） 318 

訪 問 14 74     48（33） 136 

合 計 465 748 1,456（1,150） 2,669 

ケアマネジャー及びサービス提供事業所従事者の実績を計上 
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（相談内容別件数） 第 1圏域 第 2圏域 第 3圏域 全圏域（件） 

介護保険サービス内容 269 448   628（508） 1,345 

ケアマネ支援・困難事例 57 282  570（443） 909 

福祉サービス関係 45 6  34（19） 85 

合 計 371 736  1,232（970） 2,339 

高齢者虐待及び権利擁護、消費者被害に関する内容を除く 

□ケアマネジャーへの支援及び相談事例内訳 

 認知症 精神疾患 経済的困窮 介護拒否 サービス調整 独居 家族関係 その他 

第 1圏域 18 9 3 8 5 4 5 5 

第 2圏域 53 40 16 13 26 59 53 22 

第 3圏域 86(79) 134(118) 9(9) 3(2) 110(59) 45(35) 142(115) 41(28) 

合 計 157 183 28 24 141 108 200 68 

 

（2）富田林市ケア方針検討会の実施 

実施内容 

■ケア方針検討会                       事業開始：平成 28年度 

目 的：多職種協働によりケースの検討を行い、ケアマネジメントの支援、地域ネットワークの構

築や地域課題の把握を行う。 

役 割：自立支援の観点で個別ケースの検討を積み重ね、自立支援に資するケアマネジメントの支

援、また地域支援ネットワークの構築や地域課題の把握を多職種と協働して行う。 

開 催 日：毎月第 2・第 4水曜日実施  ※年 19回・36ケース開催 

委  員：富田林薬剤師会    南 貞子氏、大塚 早苗氏 

     大阪府歯科衛生士会  橋場 佳子氏、郡 一美氏、野村 美千代氏、松本 真紀氏 

     大阪府作業療法士会  岩崎 千佳氏、藤原 光樹氏 

     大阪府栄養士会    時岡 奈穂子氏、松本 福子氏 

構  成：プラン作成担当者（ケアマネジャー・ほんわかセンター職員）、サービス提供事業者 
事 務 局（司会）：高齢介護課 
 

評価 

・新型コロナウイルス感染拡大に伴い、高齢者の外出控えやサービス利用控えが継続し、身体面だ

けでなく精神面での落ち込みが見られていることから、ウィズコロナでの介護保険のサービス以

外のインフォーマルサービスの活用、セルフケアの促進が必要。 
 
対策 

・自立支援型ケアマネジメントの個別研修の機会としてケア方針検討会を活用し、各専門職からの

アドバイスや、セルフケアの実施方法、対象者の居住地域の社会資源の活用や、地域課題の抽出

を含め、総合的な自立支援に向けての取組みにつなげる。 
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Ⅱ．包括的支援事業（社会保障充実分） 
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１．在宅医療・介護連携推進事業 

医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の 

最後まで続けることができるよう、在宅医療と介護を一体的に提供するために、医療機関と介護 

事業所等の関係者の連携を推進する。 

 

（1）地域の医療・介護の資源の把握（地域資源の周知・活用促進） 

地域の医療機関、介護事業所等の住所、機能などを把握し、地域の医療・介護関係者間の連携支

援に関する施策の立案等に活用する。 

 

実施内容 

□高齢者の地域資源情報 Vol.6（令和 3年 3月発行）の活用促進  事業開始：平成 22年度 

目的：・身近な相談窓口や地域・医療・介護サービス、社会資源の情報発信の冊子 

   ・「認知症ケアパス」として、認知症の進行の状態に合わせて受けられる医療・介護・福祉

サービス等を一覧で掲載 

内容：・認知症ケアパスとして、有効に活用できるように掲載内容の見直し及び検討 

   ・早期発見・早期治療につながるように、認知症の種類やチェック項目を掲載 

   ・市民に分かりやすくするため、フローチャートの見直し・紹介方法を工夫 

   ・自立支援や介護予防につながるよう、地域の教室、活動の場の掲載を充実 

 

□医療・介護の連携・推進を目的とする医療・介護連携ガイドラインの更新・周知 

目的：医療・介護の連携、推進を目的として、「多職種連携推進のためのツール」、「医療サービス

資源」を市ウェブサイトに掲載（ダウンロード可能）。 

 

（医療サービス資源） 

〇富田林市認知症初期集中支援チーム  

〇強化型在宅療養支援診療所・病院  

〇富田林市在宅歯科ケアステーション  

〇在宅患者訪問薬剤管理指導（居宅療養管理指導） 

〇在宅療養後方支援病院  

〇地域包括ケア病棟 

 

□相談窓口と機能の把握 

目的：・各種相談窓口を集約、一覧化することで状況に応じた相談先を周知する。 

・窓口の集約を行うことで、各種相談窓口の役割を明確にする。 

内容：医療機関連携担当窓口や各種相談窓口の連絡先を更新 

   

評価 

・「高齢者の地域資源情報 Vol.6」を市ウェブサイトに掲載し、各窓口での冊子の受取り以外に、ダ

ウンロードできるようにした。 
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・高齢者の地域資源情報については、認知症相談や自立支援・介護予防に向けた相談対応時に、配

布・活用した。 

対策 

・「医療・介護連携ガイドライン」や「高齢者の地域資源情報」等掲載しているサービス資源の更

新に向けて引き続き情報を収集し、最新の情報に定期的に更新する。 
 
（2）在宅医療・介護連携の課題抽出と対応策の検討（多職種協働体制の強化） 

地域の医療・介護関係者等が参画する会議を通じて、在宅医療・介護連携の現状の把握と課題抽

出、解決策等の検討を行う。 

 

実施内容 

□医療・介護ネットワーク推進会議                 事業開始：平成 21年度 

市内医療機関の地域連携担当者の参加により、在宅支援者との連携状況や医療機関の連携担当窓

口の確認、医療・介護連携ガイドラインツールの活用状況等について協議した。 

 

■強化型在宅支援診療所・病院部会 

月 1回富田林医師会で開催する強化型在宅支援診療所・病院部会に出席し、強化型在宅支援診療

所と後方支援病院、地域の訪問看護ステーション等が実施するケースカンファレンスに参加し在

宅医療・介護連携の現状と課題の抽出、対応策等の検討を行った。 

 

評価 

・医療・介護ネットワーク推進会議については、コロナ禍においても、オンラインで開催を継続し、

医療機関の連携体制及び状況について情報共有できた。 
対策 

・新型コロナウイルス感染拡大に伴い、今後も医療・介護の連携がより一層求められることから、

連携に関するアンケート調査などの実施により課題抽出から解決に向け、協働で取り組む。 
 
（3）切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築 

（医療・介護サービスの拡充・機能強化） 

地域の医療・介護関係者の協力のもと、切れ目なく在宅医療と介護が一体的に提供される体制の

構築に向けて、具体的な取り組みを企画・立案する。 

 

実施内容 

□医療・介護ネットワーク推進会議                事業開始：平成 25年度 

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、入院患者との面会が制限されるなか、市内医療機関の地域

連携担当者より、入退院カンファレンスの現状やコロナ禍での連携体制について情報を共有した。 

 

評価 

・医療・介護ネットワーク推進会議に参加する医療機関が、特定の医療機関となっており、参加し

ていない医療機関の体制やサービス提供状況について把握できていない。 
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・「富田林地域における地域包括ケア推進のための多職種連携研修会」では、ＡＣＰ（アドバンス・

ケア・プランニング）についての研修会を実施し、一体的なサービス提供に向け、在宅支援にお

いて医療、介護の専門職が担える役割について共有した。 
・新型コロナウイルス感染拡大による面会制限や、入院病床のひっ迫などにより、退院時連携につ

いての課題が抽出された。 
対策 

・「日常の療養支援」、「急変時の対応」、「退院支援」、「看取り」の在宅医療・介護連携の 4 つの場

面において在宅支援者、医療機関の現状を把握し、双方が必要とする情報が効率的に共有でき、

切れ目なく支援が提供されるよう協議する。 
・多くの医療機関に、医療・介護ネットワーク推進会議や研修に参加協力して貰えるように、引き

続き依頼する。 
 

在宅医療・介護連携の推進 

○ 医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、地
域における医療・介護の関係機関（※）が連携して、包括的かつ継続的な在宅医療・介護を提供することが重要。 
（※）在宅療養を支える関係機関の例 
・診療所・在宅療養支援診療所・歯科診療所等 （定期的な訪問診療等の実施） 
・病院・在宅療養支援病院・診療所（有床診療所）等 （急変時の診療・一時的な入院の受入れの実施） 
・訪問看護事業所、薬局 （医療機関と連携し、服薬管理や点滴・褥瘡処置等の医療処置、看取りケアの実施
等） 
・介護サービス事業所 （入浴、排せつ、食事等の介護の実施） 

 
○ このため、関係機関が連携し、多職種協働により在宅医療・介護を一体的に提供できる体制を構築するため、都道

府県・保健所の支援の下、市区町村が中心となって、地域の医師会等と緊密に連携しながら、地域の関係機関の
連携体制の構築を推進する。 
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（4）在宅医療・介護関係者の情報の共有支援（情報共有ツールの活用促進） 

情報共有ツールの普及や積極的な活用を推進する等、地域の医療・介護関係者の情報共有を 

支援する。 

 

実施内容 

□医療・介護連携ガイドライン 

（多職種連携のためのツール） 

〇医療・介護連絡シート、〇興味・関心チェックシート、〇口腔アセスメントシート、 

〇摂食嚥下アセスメントシート、〇物忘れ連絡箋、〇笑顔れんらく帳、〇入院時連携シート、 

〇医療機関連携担当窓口一覧表、〇地域包括支援センター窓口一覧表 

 

評価 

・医療機関連携担当窓口一覧について情報を更新し、医療・介護連携ガイドラインに追加の上、市

ウェブサイトに掲載した。 

・大阪府歯科衛生士会の協力により作成した、「口腔アセスメントシート」、「摂食・嚥下アセスメ

ントシート」の解説を医療・介護連携ガイドラインに追加し、市ウェブサイトに掲載した。 

対策 

・医療・介護連携ガイドラインに掲載されているツールの活用状況の把握と活用促進のため、研修

会などを通じて周知する。 

 

（5）在宅医療・介護関係者に関する相談支援（相談支援体制の強化） 

地域の在宅医療・介護連携を推進する相談窓口の運営を行うための人材と積極的に連携を図り、 

地域の医療・介護関係者等の相談支援を行う。 

 

実施内容 

□既存の相談窓口の活用                    事業開始：平成 30年度 

地域の相談窓口の拡充、早期発見・早期対応のため、市内の認知症サポート医とほんわかセンタ

ー職員によるもの忘れ医療・介護相談を医療・介護の連携推進のための窓口としても活用。 

評価 

・支援者も相談できる窓口として開設しているが、月 2回の事前予約制であり医療・介護関係者

からの連携に関する相談は無かった。 

対策 

・医療・介護の関係者が連携に関して随時相談できる相談窓口を設置することで、相談内容の積

み重ねから、課題抽出へ繋げ、医療と介護の連携体制を強化する。 

 
（6）医療・介護関係者の研修（チームアプローチの推進・強化） 

地域の医療、介護関係者の連携を実現するため、多職種でのグループワーク等の研修会に積極的

に参加する。 
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実施内容 

■富田林地域における地域包括ケア推進のための多職種連携研修会 事業開始：平成 22年度 

目的：・認知症や在宅医療等多岐にわたる生活課題をテーマに、講義を通じて対応力の向上を図る。 

   ・ディスカッションにより専門職間の理解促進、顔の見える関係の構築を図る。 

・研修会を通じて、多職種協働によるチームアプローチの実践力の向上を図る。 

対象者：医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、栄養士、訪問看護師、ＯＴ・ＰＴ・ＳＴ、ケアマ

ネジャー、介護従事者、ほんわかセンター、行政機関等 

開催日：2月 16日 ※オンライン開催（参加者 115名） 

   当日プログラム内容 

  開会挨拶：富田林医師会 会長代行 藤岡 洋 医師 

  講演：「敢えてまとめないＡＣＰもある」～整わない現場と予測しきれない死から～ 

  講師：富田林医師会 新田クリニック 新田 隆 医師 

  〇グループディスカッション 

  ※主に医療介護ネットワーク推進会議に参加する専門職で構成されるメンバーにて 

ディスカッションを実施（他の参加者は傍聴） 

① 医師会：            坂口 隆啓 医師 

② 歯科医師会：          宋 連玉  歯科医師 

③ 薬剤師会：           南 貞子  薬剤師 

④ オレンジ荘：          前田 登志子 ケアマネジャー 

⑤ 大阪府歯科衛生士会：      松本 真紀  歯科衛生士 

⑥ はみんぐ南河内：        時岡 奈穂子 管理栄養士 

⑦ 喜志訪問看護ステーション：   淡海 貴子  看護師 

⑧ 第３圏域地域包括支援センター： 太田 圭治  主任ケアマネジャー（司会） 

主催：富田林医師会   共催：富田林歯科医師会、富田林薬剤師会、富田林市 

協力：大阪府訪問看護ステーション協議会・大阪府歯科衛生士会・太子町・河南町・千早赤阪村 

富田林保健所 

■医療・介護専門職研修会                    事業開始：平成 25年度 

目的：富田林市における地域包括ケア推進のための取組みの周知と相互の役割理解を深める。 

対象者：医師、歯科医師、薬剤師、看護師、各療法士、歯科衛生士、栄養士、医療従事者（事務職

含む）、ケアマネジャー、介護保険事業者 

開催日：3月 12日 ※オンライン開催（参加者 77名） 

当日プログラム内容 

「新型コロナウイルス感染拡大防止における、各機関の取り組み報告」 

〇大阪府済生会 富田林病院 感染管理認定看護師   奥田 賢次氏 

  〇特別養護老人ホーム 喜志菊水苑          稲井 智也氏 

  〇特別養護老人ホーム オレンジ荘          前田 登志子氏 

  〇今城クリニック 訪問看護ステーション和が家    久保 秀人氏 

  〇大阪府富田林保健所 地域保健課 感染症チーム   尾﨑 淳子氏  

共催：富田林医師会、富田林病院、富田林市 
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■医療介護連携推進のための多職種研修             事業開始：平成 30年度 

目的：疾患等をテーマとした事例をもとに多職種によるディスカッションを実施 

① 多職種協働によるチームアプローチの実践力の向上を図る。 

② 傍聴枠を設け、参加しやすい環境の整備・顔の見える関係づくりの機会とする。 

対象者：ケアマネジャー及び居宅サービス事業者、保健・医療・福祉に関する従事者 

開催日：下記のとおり（オンライン開催） 

開催日 事例タイトル ＣＭ 三師会 多職種 包括 

10 月 21日 

一旦自立になったが、コロナ禍で外出頻度も

少なくなり介護予防・日常生活サービス事業

の利用が開始となった事例                   

1  3  3  4  

1月 20 日 
胸椎圧迫骨折で腰痛が悪化し、ますます活動

量が減った事例 
１ 3 4 3 

※1月 20日は、その他歯科医師 1名、薬剤師会 19名 傍聴あり 

 

評価 

・オンライン開催でディスカッションを傍聴できる機会を設けた。 

・圧迫骨折などの一般的な症例に加えて、コロナ禍における状態変化やАＣＰについて、ディスカ

ッションを行い、対応力の向上と連携強化のための研修会を開催した。 

対策 

・多職種研修後のアンケートでは、АＣＰ（アドバンス・ケア・プランニング）に対する関心度が

高いことから、認知症やガン末期の看取りに加えて、人生の最終段階における支援等をテーマに

した研修を行い、引き続き対応力の向上、多職種連携強化を促進する。 

・オンライン開催では傍聴の機会を増やすとともに、引き続き各職能団体から新規参加を募り、幅

広く専門的な視点を学ぶことで多職種間での相互理解を促進する。 

・高齢者支援における医療・介護連携について多職種と課題を共有し、アセスメント力の向上、支

援の充実を目的に、効果的なディスカッションの進め方について協議を継続する。 

 
（7）地域住民への普及啓発（効果的・効率的な普及・啓発活動） 

在宅医療・介護連携に関する普及啓発事業の企画調整を行い、地域住民の在宅医療・介護連 

携の理解を促進する。 

 

実施内容 

□とんだばやし健幸サポートチャンネル             事業開始：令和 2年度 

・市ウェブサイト上に掲載している、健康増進や健康寿命の延伸に役立つ講話や体操動画などを取

りまとめた「とんだばやし健幸サポートチャンネル」の啓発方法について、とんだばやし健康市

民フォーラム実行委員会にて協議した。 

評価 

・市民が興味関心を持てるように分かりやすい動画のタイトルへ変更し、「とんだばやし健幸サポ

ートチャンネル」へのアクセスの方法がわかりにくいなどの意見を反映し、ＱＲコードの読み取

りや検索ワードで探すアクセス方法を記載したチラシを作成・周知した。 
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対策 

・市民公開健康講座、地域のサロンなどでの動画配信や視聴方法の案内、チラシの配布や掲示を実

施し、健康寿命の延伸やフレイル予防、生活習慣病予防を図る。 
 
（8）在宅医療・介護連携に関する関係市町村の連携（広域連携の推進） 

複数の関係市町村が連携して、広域連携が必要な事項について協議する。 

（内容の詳細は、41ページの認知症疾患医療連携協議会を参照） 

 

評価 

・南河内圏域の担当者と新型コロナウイルス感染症発生状況やワクチン接種の進捗状況、在宅療養

者の医療体制など情報交換に努めた。 
・若年性を含む認知症診断後、相談窓口につながらず介護サービス開始まで支援機関の介入ができ

てない課題を共有し、連携について協議した。 
・各市町村との意見交換で三大認知症以外の認知症や、認知症と精神疾患との関連性について研修

を求める声があった。 
対策 

・在宅療養者の医療体制などの情報交換を継続する。 

・近隣市町村や認知症疾患医療センターと課題の共有や情報交換を継続し、効果的な取り組みにつ

いて協議を行い、連携を強化する。 

・認知症疾患医療センター主催の研修会に積極的に参加し、対応力を向上させる。 

 

２．生活支援体制整備事業 

 

 

 

（1）生活支援コーディネーター・協議体 

役割：日常生活圏域ごとに生活支援コーディネーターを配置し、地域資源の把握、地域活動の立ち

上げ及び継続支援を行い、地域の生活支援等サービスの充実を図る。 
配置：第 1 層生活支援コーディネーター1 名、第 2 層生活支援コーディネーター3 名（第 1 圏域：

高齢介護課、第 2圏域：富田林市社会福祉協議会、第 3圏域：ＮＰＯ法人きんきうえぶ） 

■生活支援コーディネーター会議               事業開始：平成 28年度 

生活支援コーディネーターの活動状況、地域の生活支援等サービスの活動団体への支援状況の情

報共有と支援方法について意見交換を実施（全 5回実施） 

 

 

 

 

 

地域の関係機関・団体等生活支援サービスを担う事業主体と連携しながら、多様な日常生活上の 

支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を一体的に進める。 
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■地域活動の継続支援 

 

（2）協議体の設置・運営（富田林市生活支援等サービス体制整備協議体の設置運営） 

役割：市全体(第 1層)及び市内 3圏域（第 2層）における地域資源や生活支援等サービス活動主体

の情報共有と多様な支援体制の充実・強化に向けた協議の場として実施 

協議体委員：日本作業療法士協会 谷 隆博 氏、大阪府作業療法士会 関本 充史 氏、 

寿美ヶ丘すみれ会代表 田中 優子 氏、第 1層生活支援コーディネーター 長橋 淳美 氏 

 

開催日 内容（参加機関） 

第 1回 

10 月 7日 

1）富田林市介護予防・自立支援 5ヶ年計画（地域分野）進捗状況等について及

び第 2層協議体の報告 

2）新型コロナウイルス感染症による高齢者の生活や介護予防への影響及びコロ

ナ禍における取組みや社会資源について（意見交換） 

（参加機関） 

協議体委員 4名、第 2層生活支援コーディネーター3 名、各ほんわかセンター、

シルバー人材センター、増進型地域福祉課、人権・市民協働課、保険年金課、

福祉医療課、道路交通課、高齢介護課 

 
支援内容 

第
１
圏
域 

・「Ｉ♥新小校区福祉プロジェクト」ボランティアオリエンテーション 

・安心きづき隊（第 2層協議体）機関紙の編集及び作成 

・中野町福祉何でも相談 

・富田林市介護予防・自立支援 5ヶ年計画（地域分野）の「場所」に関する取組み 

第
２
圏
域 

・新たな通い場「い・こ・か」  ・介護予防・健康ポイント事業（健康拠点） 

・笑顔はつらつ教室    ・ほんわかテントカフェ   ・かがりんピック 

・ＵＰ！もりもり教室   ・スマホ講座      ・アロマｄｅいすヨガ・ゆるヨガ 

・社会福祉協議会・シルバー人材センター実施の「生き活きプロジェクト」の支援 

・富田林市介護予防・自立支援 5ヶ年計画（地域分野）の「人材」に関する取組み 

第
３
圏
域 

・ＬＩＮＥ公式アカウントの作成    ・わっくカフェ 

・にこにこ出張相談          ・キッチンカーとの連携 

・金剛マルシェへの協力        ・にじいろサロン・ほのぼのサロン   

・「ちいきつくりたいだより」の編集及び作成 

・富田林市介護予防・自立支援 5ヶ年計画（地域分野）の「情報」に関する取組み 

全
圏
域
共
通 

・富田林市生活支援等サービス体制整備協議体（第 2層協議体）との協働・連携 

・各小学校区交流会議への参画 
・地域団体とのマッチング 

・様々な地域資源情報の収集及び把握、発信 

・自治会・老人会・民生委員活動に対する活動支援 

・各種ニーズ及びアンケート調査の実施 
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第 2回 

1月 28 日 

1）コロナ禍の地域活動においての取組み状況や工夫したこと（第 1回協議体を

踏まえての活動報告） 
※ 新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、書面開催へ変更 

第 3回 

3月 30 日 

1）富田林市介護予防・自立支援 5ヶ年計画に関する令和 3年度の取り組み 

状況について（報告及び意見交換） 

2）その他 富田林市の医療・介護従事者による『出張講座』について 

※「富田林市包括ケア会議 管理者総会」と合同開催 

（参加機関） 

富田林医師会、富田林歯科医師会、富田林薬剤師会、富田林病院、縄なわねっ

と、地域密着型事業所（介護老人福祉施設さえずり）、富田林市在宅介護支援セ

ンター、富田林市シルバー人材センター、富田林市民生委員児童委員協議会、

富田林市老人クラブ連合会、協議体委員 3 名、第 2 層生活支援コーディネータ

ー3 名、各ほんわかセンター、保険年金課、福祉医療課、高齢介護課 

 

□富田林市生活支援等サービス体制整備協議体（第 2 層）     事業開始：平成 28年度 

第
１
圏
域 

参加機関 
第 1ほんわかセンター、社会福祉協議会、生活支援コーディネーター、富田林市人権協議会、

在宅介護支援センター 
連携した機関 
コノミヤ富田林店、関西スーパー富田林駅前店、地区福祉委員会、民生児童委員会、富田林警

察署（生活安全課） 
取り組み内容 
・出張相談会による地域支援とニーズ把握（2回実施） 
・地域課題抽出のための情報収集 
・情報（地域イベントや密にならない活動など）周知のための機関紙を発行（2回発行） 
・地域活動主体への支援、ネットワーク構築 

第
２
圏
域 

参加機関 
第 2ほんわかセンター、社会福祉協議会、生活支援コーディネーター、在宅介護支援センター 

連携した機関 
グループホーム富田林、おれんじパートナー、トライアル富田林店、錦織西町会、東町会 
富田林市献血推進協議会 

取り組み内容 
・出張相談による地域支援とニーズ把握（3 回実施） 
・地域課題抽出のための情報収集、個別事例検討会 
・地域のイベントや地域資源の周知のため機関紙の発行（2回発行） 
・地域活動主体への支援、ネットワーク構築 
・ほんわかカフェの開催 
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第
３
圏
域 

参加機関 
第 3ほんわかセンター、社会福祉協議会、生活支援コーディネーター、 
在宅介護支援センター、ＮＰＯ法人サンキューネット、ＮＰＯ法人シーシータイミング 

連携した機関 
障がい者相談支援センター四天王寺悲田富田林苑、富田林警察署（生活安全課）、金剛地区ま

ちづくり会議、地区福祉委員会、富田林市献血推進協議会、ＵＲ都市機構泉北住まいセンター、

西川乳販株式会社、日本補聴医療協会、富田林市市民公益活動支援センター 
取り組み内容 
・出張相談による地域支援とニーズ把握（4 回実施） 
・地域課題抽出のための情報収集 
・アンケート結果の分析と情報発信 
・地域のイベントや集いの場等の社会資源周知のため機関紙の発行（2回発行） 
・地域活動主体への支援、ネットワーク構築 
・ＬＩＮＥ公式アカウントを作成し、地域情報の発信 

 

評価 

・コロナ禍で、地域の集会所や老人憩いの家等の活動場所が休館となり、数多くの団体が活動の自

粛やまた活動を再開しても、「今までと同じような活動は今後できない」、「三密を避けるために

どのように活動すれば良いのだろう」という声があり、ほんわか新聞（令和 4年 3月発行）を通

じて「Ｗｉｔｈコロナ・Ａｆｔｅｒコロナ」での地域活動の具体的な取組み事例について紹介を

行うことができた。 

・これまで以上に「住民同士の見守りや助け合いが必要」といった声もあり、実際にこれまでのつ

ながりや関係性を活かした取組みやオンラインの活用といった新たな取組みを行う団体が出て

きた。 

・「富田林市介護予防・自立支援 5 ヶ年計画」の「地域」分野における「情報」・「人材」・「場所」

の各地域課題について、ＬＩＮＥ公式アカウントの開設や「生き活きプロジェクト」の実施、介護

予防の取組みを実施する上での健康拠点の整備等に努めることができた。 

 

対策 

・高齢者に対する情報発信ツールの検討や新たなマンパワーの創出、地域団体及び事業所の支援に

よる「商助」を活用した新たな支え合い・助け合いの仕組みづくりについて、引き続き努める必

要がある。 

・高齢者に関する地域課題の解決や「富田林市介護予防・自立支援 5 ヶ年計画」の推進に向けて、

引き続き生活支援コーディネーターを中心に、コロナ禍でもできる様々な取組みについて地域の

関係機関及び団体等とともに進めていく必要がある。 

・富田林市生活支援等サービス体制整備協議体を通じて、より具体的なテーマに基づき、新たな高

齢者支援体制について検討する。 
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３．認知症総合支援事業 

ＭＥＥＴ★富田林推進員の取組みを基盤として、医療・介護・地域の認知症施策が有機的・包括的

に機能できるよう、コーディネート役を担う認知症地域支援推進員や地域の関係機関と協働しなが

ら、段階的に事業を推進する。 
 
 

（1）認知症初期集中支援推進事業 

役割：認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域の良い環境で暮らし続

けられるよう、認知症の人やその家族に早期に関わる「認知症初期集中支援チーム」を積極

的に活用し、早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築する。 
 
実施内容 

□認知症初期集中支援チーム                 事業開始：平成 25年 10月 

目的：家族等からの相談により、認知症が疑われる人や認知症の人、その家族に対し、アセスメン

トや家族支援等、初期の支援を複数の専門職が集中的に実施する。 
体制：圏域ごとにほんわかセンターと三師会、認知症サポート医が協働して設置（3チーム） 
実績：2件 

□もの忘れ医療介護相談                    事業開始：平成 30年 4月 

目的：認知症の症状、ケアに関する相談支援や情報提供を行い、必要に応じて、かかりつけ医や専

門機関、介護保険事業者との連携を図る。 
体制：認知症サポート医・ほんわかセンターによる窓口（原則第 1・3水曜日 13:30～ 事前予約制） 
実績：9件 
 

□医療・保健相談 

総合相談として寄せられる医療・保健に関する相談に対し、専門的視点で助言・支援する。 

圏域 医療・保健 （内認知症） 

第 1圏域  724件 153件 

第 2圏域  442件 129件 

第 3圏域  1,095件 500件 

合計 2,261件 782件 

ケアマネジャー、介護保険サービス従事者からの相談を除く 

□ものわすれ相談 

目的：認知症の早期発見と相談・対応、早期発見の重要性の普及・啓発 

方法：ものわすれ相談プログラムタッチパネルを活用し、結果説明及び助言を行う。 

①ものわすれ相談会 
実施日 場所 実施人数 12 点以下 

6月 11日 富田林市役所 1階ロビー 7 1 

12 月 3日 富田林市役所 1階ロビー 9 3 
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②設置型ものわすれ健診（常設） 

 実施人数 12 点以下 

かがりの郷 6 0 

けあぱる金剛 7 3 

③出張型ものわすれ健診 

実施日 場所 内容 
実施 

人数 

12点 

以下 

7月 27 日 関西スーパー富田林駅前店 安心きづき隊出張相談 3 0 

8月 6日 青葉地区老人憩いの家 ものわすれ健診 23 5 

9月 9日 中央図書館 ものわすれ健診 2 0 

9月 10 日 金剛図書館 ものわすれ健診 13 1 

10 月 14日 楠風台府営住宅集会所 出張相談会 1 0 

11 月 6日 伏山台小学校 健康フェスタものわすれ健診 28 1 

11 月 9日 コノミヤ富田林店 安心きづき隊出張相談 2 0 

11 月 12日 関西スーパー富田林駅前店 安心きづき隊出張相談 5 2 

11 月 24日 トライアル富田林店 出張相談会 10 0 

2月 28 日 藤沢台第２住宅集会所 にこにこ出張相談 8 3 

合計 10ヶ所 95人（内 12点以下 12人） 

④12点以下の人への対応（人）※1人につき複数の対応あり                                 
ほんわかセンター 

でフォロー 

物忘れ予防教室

を紹介 
CM と連携 受診勧奨 その他 

8 3 4 3 1 

  
評価 

・認知症初期集中支援チームは、ほんわかセンターに設置されており、認知症サポート医へ直接相

談した結果、初期対応で解決に至ったケースについては、状況把握や課題分析ができなかった。

令和 2年度より「サポート医の同行訪問を伴わない支援方針の検討」についても認知症初期集中

の支援チーム員活動としたが、実施件数は 1件。 

・もの忘れ医療介護相談 9件について、もの忘れや通院拒否など何らかの症状が出てからの相談が

多く、相談後は介護保険の申請、医療機関につながったケースや介護保険の申請、介護サービス

利用や、物忘れ予防教室の参加につながっている。もの忘れ医療・介護相談を受けた人に対して、

経過を確認の上、必要に応じ支援を継続した。 

・総合相談における「認知症」の相談は、多くの場合確定診断を受けておらず、対応に苦慮する家

族からの相談も多く、より早期に相談できるよう、相談先の周知に注力する必要がある。 

・「出張型ものわすれ健診」は、認知症が疑われる人や不安の大きい人をほんわかセンターでフォ

ローし、医療機関受診や介護保険利用に繋げることができた。問題なしの結果が出た人には、認

知症に関する相談窓口を周知する機会になっている。 

 



41 
 

対策 

・ほんわかセンターで初期対応し、解決に至ったケースについて状況把握、課題分析を行い、今後

の相談体制や内容の充実を図る。 

・認知症サポート医の同行訪問を伴うチーム活動に加えて、支援方針の検討など同行訪問を伴わな

い場合も、チーム員の活動として、介入方法や支援内容についての協議を継続する。 

・関係機関に対して、ほんわかセンターの役割や事業を周知し、連携体制を強化する。 

・もの忘れ医療介護相談後の経過を確認し、認知症サポート医と情報共有、課題分析を行い早期発

見、早期対応につながるよう市民向け講座等に反映させていく。 

・認知症に関する相談は本人、家族からが多い。認知症の初期に相談につながるよう、早期発見の

必要性を市民に啓発することを継続する。 

・「出張型ものわすれ健診」は、認知症の早期発見や初期対応に繋がり、地域でのニーズがあるた

め、今後も多くの場所で実施する。 

 

（2）認知症地域支援・ケア向上事業 

認知症の状況の変化に応じ、全ての期間を通じて、必要な医療、介護及び生活支援を行うサービス

が有機的に連携したネットワークを形成し、認知症の人に対して効果的な支援が行われる体制を構

築するとともに、地域の実情に応じて、認知症ケアの向上を図るための取組みを推進する。 

①支援体制の強化 

実施内容 

□認知症サポート医・ほんわかセンター連絡会議         事業開始：平成 23 年度 

目的：認知症関連事業の実施状況の共有から、今後の課題・対応策、市民向けの認知症啓発等につ

いて検討する。 
出席者：認知症サポート医、ほんわかセンター、高齢介護課 
開催日：12月 3日 
協議事項：認知症関連事業の実施状況及び今後の認知症施策、条例策定について 
 
□認知症疾患医療連携協議会                   事業開始：平成 21年度 
目的：認知症疾患医療センターである「大阪さやま病院」が中心となり、南河内圏域の市町村及び

地域包括支援センター、保健所の担当者により認知症疾患医療センターの稼働状況や各地域

の認知症ケアについて共有を図る。 
開催日：12月 3日 

出席者：大阪さやま病院、富田林保健所、藤井寺保健所、大阪狭山市地域包括支援センター、河内

長野市中部・東部・西部地域包括支援センター、富田林市第 1・第 2・第 3ほんわかセン

ター、羽曳野市地域包括支援センター、藤井寺市地域包括支援センター、松原市地域包括

支援センター社会福祉協議会、松原市地域包括支援センター徳洲会、太子町地域包括支援

センター、河南町地域包括支援センター、千早赤阪村地域包括支援センター 
協議事項：認知症疾患医療センターの実績報告、コロナ禍での各地域の状況、新型コロナウイルス

感染症の状況とその対応 
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■徘徊高齢者ＳＯＳネットワーク               事業開始：平成 11年度 

・平成 22年度から南河内圏域の 10市町村による「南河内圏域市町村徘徊高齢者ＳＯＳネット 

ワーク」を実施 

・行方不明高齢者等の早期発見及び身元不明者の早期確認に向けて広域での連携体制を構築 

・平成 26年 7月から「とんだばやしメール」を活用した個人携帯等へのメール配信システムを 

整備し、ＳＯＳネットワークの協力機関や協力者の拡充を推進 

富田林市高齢者ＳＯＳネットワーク事業協力機関数 212 +1（前年比） 

とんだばやしメール（高齢者福祉）の登録者数 718 -43（前年比） 

 令和 4年 3月末時点 

評価 

・認知症に対する意識や興味を向けてもらうため、市民公開講座開催の必要性を抽出した。 

・認知症ケアパスの見直しや周知方法の検討が必要だと共通認識が持てた。 

・医療機関からのつなぎがスムーズに行えるよう、医療機関に対して、ほんわかセンターの役割を

説明し、パンフレットを配布した。 

対策 

・認知症条例策定ワーキング会議などの意見を反映するため、認知症ケアパスを再編し、完成後は

市民公開講座等を活用して啓発活動を行う。 

・医療機関に対してほんわかセンターの役割の説明やパンフレットの配布等で周知を継続し、連携

を強化することで早期発見、早期対応に努める。 

 

■ＭＥＥＴ★富田林推進員                   事業開始：平成 24年度 

目的：地域包括支援センターや認知症地域支援推進員と連携し、認知症の人やその家族を支援する

ための認知症施策を推進する。 
内容：認知症ケアに関する知識や経験を活かし、介護事業所などへの出張研修の実施や地域交流の

支援、認知症カフェへの参加 
活動実績：「認知症カフェ」第 2ほんわかセンター、富田林市社会福祉協議会 参加者 24名 
     「家族支援」リハプライド富田林 参加者 6名 
     「事例研究」居宅介護支援事業所 富田林病院、ケア・プラン西野 参加者 4名 
     「認知症ケア 出張研修テーマ」平成 25年度よりのべ 850名が受講 
 

評価 

・事業所内での新型コロナウイルス感染症防止のため、介護保険事業所での面会、立ち入り制限が

継続し、出張研修の依頼は 3件のみであった。オンライン対応等も含め、柔軟に出張研修の方法

を検討し、周知する必要があった。 

 

内 容 富田林市 南河内圏域市町村 合 計 

徘徊事案相談件数 7 3 10 

ＳＯＳネットワーク発動件数 3 1 4 

とんだばやしメール配信件数 1  1 
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・ＭＥＥＴ★富田林推進員に向け、新型コロナウイルス感染症感染拡大に伴う、出張研修開催につ

いてや、推進員としての活動、認知症施策推進のために実施したいことなどをアンケートにて意

見聴取した。 

 

対策 

・富田林市認知症条例（仮称）の制定や、認知症施策推進大綱、ＭＥＥＴ★富田林推進員へのアン

ケート内容を踏まえ、今後の推進員の役割や取組みについて検討する。 

 

 
 

※「家族支援」は、認知症サポーター養成講座を兼ねて実施 

 

②認知症の人、家族を支援する体制づくり 

実施内容 

■認知症地域支援推進員の配置                事業開始：平成 23年度 

 役割：認知症の本人や家族のニーズ把握、医療機関や介護サービス及び地域の支援機関をつなぐ

仕組みづくりを行うコーディネーター 
 配置：1名（高齢介護課） 

□認知症介護家族の交流会                  事業開始：平成 23年度 

目的：介護者の孤立を防ぎ、介護負担の軽減を図る。 
内容：認知症の人を介護する家族が集い、医療・介護の専門職の助言のもと情報交換を行う。 
開催：奇数月第 4水曜日 各回 13時 30分～15時 30分 前半をテーマ毎講話、後半を交流会 

【テーマ】 

本人の思いを知ろう 

～｢気づき・歩みよりシート｣を 

使ってみてください～ 

 
【内容】 

(1)学ぼう｢認知症の人の気持ち｣ 

(2)グループワーク 

 ①本人の思いに近づこう 

 ②より良い支援につなげよう 

【ポイント】 

『気づき・歩みよりシートを活用

し新しい発見や気づきをみんな

で共有し、支援につなげよう！』 

【テーマ】 

本人の思いに近づく事例研究会 

～寄り添う“プロセス”が 

対人援助の原点～ 

【内容】 

(1)みんなで事例を共有し、 

 理解を深めよう（ＫＪ法） 

(2)支援の方向性を導き出そう 

(グループディスカッション) 

 

【ポイント】 

『深めよう、本人への理解。 

強めよう、チームアプローチ！』 

【テーマ】 

笑顔がつなぐ家族支援 

～高齢者虐待の 

未然防止に向けて～ 

【内容】※ 

(1)学ぼう！｢家族支援｣ 

(2)グループワーク 

 ①本人・家族のちょっとした 

  変化を振り返ろう 

 ②“ほっと”メッセージを伝えよう 

【ポイント】 

『本人・家族が笑顔で暮らせる 

 ように、私たちが今できること 

を考えてみよう！』 
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 内   容 場 所 参加者 

第 1回 

5月 26 日 

地域福祉ってなんだろう？ 

 講師 富田林市社会福祉協議会 高橋大河 氏 

市役所 

401 会議室 

5名 

(0名) 

第 2回 

7月 28 日 

おくすりについて知ろう！ 

 講師 薬剤師 大塚早苗 氏 
保健センター 

5名 

(0名) 

第 3回 

9月 22 日 

福祉用具について聞いてみよう！ 

講師 福祉用具レンタル事業者 荒井康裕 氏 
かがりの郷 

7名 

(0名) 

第 4回 

11月 24日 

認知症の人の口腔ケア 

講師 歯科衛生士 橋場佳子 氏 

中央公民館 

喜志分館 

5名 

(0名) 

第 5回 

1月 26 日 

訪問看護が伝える認知症の対応 

講師 訪問看護師 河合愛 氏 

金剛公民館 

講座室 1 

4名 

(0名) 

第 6回 

3月 23 日 

認知症サポート医を交えた情報交換 

講師 認知症サポート医 今城保定 氏 

市役所 

902 会議室 

8名 

(0名) 

 ※ 要約筆記「はなみずき」2名の協力あり。参加者数の内（ ）は、認知症当事者人数 

□認知症ケアを推進する会「おれんじパートナー」交流会    事業開始：平成 29年度 

役割：参加者への助言や情報提供、個別支援へのつなぎ、ニーズ把握 
参加者：市内外の認知症の本人、家族、認知症サポーター、専門職、認知症に関心のある人等 
日時：偶数月の第 4水曜日 13時～15時 30分 

 

□認知症の人と家族が通える場（認知症カフェ） 

・認知症の人や家族、地域住民、専門職などが気軽に参加できる集いの場 
・認知症の人や家族同士の情報交換、また専門職への相談や地域住民との交流の場 
実施日 名称 開催主体 場所 参加人数 

7月 21 日 ほんわかテントカフェ 社会福祉協議会・第２包括 かがりの郷 7 

8月 18 日 ほんわかカフェ 社会福祉協議会・第２包括 かがりの郷 7 

9月 15 日 ほんわかテントカフェ 社会福祉協議会・第２包括 かがりの郷 11 

10月 20日 ほんわかテントカフェ 社会福祉協議会・第２包括 かがりの郷 22 

11月 17日 ほんわか青空カフェ 社会福祉協議会・第２包括 総合福祉会館 24 

12月 15日 ほんわかテントカフェ 社会福祉協議会・第２包括 かがりの郷 11 

1月 19 日 ほんわかテントカフェ 社会福祉協議会・第２包括 かがりの郷 6 

2月 16 日 ほんわかカフェ 社会福祉協議会・第２包括 かがりの郷 14 

3月 16 日 ほんわかテントカフェ 社会福祉協議会・第２包括 かがりの郷 14 

 

■認知症の本人交流会（大阪府委託「ピアサポート活動支援事業」に協力して開催） 

目的：認知症の本人同士が交流し、体験を共有する。また、体験や希望を語り合い、互いに 
サポートする。 

方法：ＮＰＯ法人認知症の人とみんなのサポートセンターのスタッフによる進行で、認知症の 
本人グループ、家族グループ、包括職員などの支援者グループで各々交流会を行う。 

対象：大阪南部の認知症の本人、家族、支援者 
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実施日 場所 本人 家族・支援者 

11 月 27日 けあぱる 6（内、富田林市民 2） 16 

 

□若年性認知症者の支援                   事業開始：平成 24年度 

目的：若年性認知症の早期発見と関係機関との連携を図り、適切な支援を行う。 
内容：・認知症ケアを推進する会「おれんじパートナー」等との連携により、4 人が支援に繋が

った。 
・居場所づくりの体制整備：上記本人交流会、「南河内若年性認知症女子会」など 
・チーム「若年性認知症と伴に」：若年性認知症の人が集える場、就労支援などを整理す

ることを目的に、社協ＣＳＷ、おれんじパートナー、第 2ほんわかセンターが、近隣の

カフェや就労継続支援Ａ・Ｂ型作業所の情報を収集。今後はマップやリーフレットを作

成して周知を図る。 
・大阪府若年性認知症地域支援力強化推進事業：「若年性認知症アドバイザー」の支援に

より、本人の特性に応じた支援や障がい年金の申請、地域ケア会議など他機関との役割

分担と連携を行った。 
 

■ＭＥＥＴ★とんだばやしライブラリー 

目的：認知症の症状や対応の方法、高齢者虐待防止法、 
成年後見制度等正しい知識の普及・啓発 

方法：高齢介護課窓口前に書棚を設置し、無料で 2週間貸出 
実績：貸出書籍 8冊（利用者 7名） 

 

 

■認知症の本を読もう！ＭＥＥＴ★富田林コンクール       事業開始：平成 26年度 

目的：認知症の人が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくりのため、今後の社会を担う

小・中学生が認知症関連の本を読んでもらうことにより、認知症について正しい知識の普

及・啓発に努める。 
概要：市内小中学生を対象に、認知症に関連する図書を読んだ感想文と感じたことを表現した絵

を募集し、応募作品の中から選考により賞を決定・表彰する。 
表彰式：11月 17日 最優秀賞、優秀賞、がんばった賞の計 6名を表彰 

（欠席者 1名には、学校を通じて表彰状と記念品を授与） 
応募状況：下記のとおり 

部 門 学 年 人 数 

読 

書 

感 

想 

文 

小学 1年～3年 

1年 1 

2年 5 

3年 2 

小学 4年～6年 

4年 4 

5年 3 

6年 2 



46 
 

中学生 

1年 0 

2年 0 

3年 0 

絵 区分なし 2 

 合計 19 

 

■認知症施策推進条例（仮称）制定 

目的：これまで進めてきた認知症施策を継承しながら、認知症があってもなくても、同じ社会の

一員として、地域をともに創っていくことができるまちの実現を目指し、条例を制定する。 
過程：・アンケート（7 月～8 月）市政モニター制度「富田林市わがまちパートナー」登録者を

対象に「認知症」に関するアンケート調査を実施（回答数 77） 
・ワーキング（10 月 30 日、12 月 25 日、3 月 12 日）認知症の本人、家族、地域組織、認

知症サポート医、介護保険事業所、ほんわかセンター、民間事業所等により条例策定を

進めた。ワーキング開催は来年度も継続し、令和 4年 10月条例施行予定。 
評価 

・認知症介護家族の交流会は、感染予防対策を講じた上で開催を継続した。例年と同程度の参加が

あり、コロナ禍ゆえに心理的負担の大きい本人・家族にとってニーズのある事業だと判断できる。 

・就労継続が課題となることの多い若年性認知症者にとって、おれんじパートナーの支援による草

抜きのアルバイト、就労継続支援事業所での作業が本人のやりがいや達成感につながっている。

今後も多様な形で役割をもてる本人の居場所の整備が必要である。また、経済的課題や症状の変

化が受け入れられず、負担感の大きい家族への支援体制も必要である。 

・認知症の本人、家族はそれぞれに課題や不安を抱えており、それらを施策に活かす仕組みが必要。 

・認知症の本を読もう！ＭＥＥＴ★富田林コンクールは、絵の部を再開した。昨年より応募数は増

え、コロナ禍でも実施できる認知症啓発事業として有効である。 

 

対策 

・認知症の人を介護する家族にとって、交流会は貴重な集いの場、情報共有、意見交換の機会とな

っているため、コロナ禍でも開催を継続する。また地域ごとのニーズを把握し、出張開催も視野

に入れる。 

・就労継続を希望する若年性認知症者への支援は、就労継続支援事業所等との連携により、本人の

ニーズに応じて多様な活躍の場を提供できるよう情報収集を継続する。 

・より早期に当事者同士が交流を深め、情報交換ができる場として、軽度認知障害（ＭＣＩ）等の

認知症初期の人を含めた本人交流会の実施を検討する。 

・多くの人が集まることなく実施できる認知症の啓発としてコンクールの開催を継続し、またＲＵ

Ｎ伴や認知症カフェ等、本人や家族がともに参加できる場の整備に努める。 
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 ・ＭＥＥＴ★富田林推進員 
・認知症地域支援推進員 

安否確認 
見守り支援 

相談支援ネット

ワーク形成 

・かかりつけ医 

「認知症の人と 
その家族」 

・認知症サポート医 

・地域住民 ・地域の協力機関 
・民生委員、地区福祉委員 ・認知症サポーター 

認知症疾患医療センター 
・もの忘れ医療・介護相談 
・認知症初期集中支援チーム 
・ものわすれ相談、健診 

医療 

・ほんわか新聞 
・ＭＥＥＴ★富田林ラ

イブラリー 

・徘徊高齢者ＳＯＳネットワーク 
・認知症サポーター座談会 

 

介護 

地域 

早期発見 
早期対応 

専門医療 

普及啓発 

認知症の人、

家族の支援 

・認知症キャラバン・メイト 

・物忘れ予防教室 
・ぼっちら教室 
・笑顔はつらつ教室 

・認知症介護家族の交流会 
・認知症カフェ 
・認知症ケアパス 
・若年性認知症支援の手引き 
 

認知症へ

の備え 

ほんわかセンター 

在宅介護支援センター 

介護保険事業所 

市 高齢介護課 

企業 

地域団体 
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４．地域ケア会議推進事業 

 

 

 

 

□地域ケア会議実績 

機能種別 

①個別課題の解決      ②地域包括支援ネットワークの構築   ③地域課題の発見 

④地域づくり・資源開発   ⑤政策の形成 

Ｎｏ 会議名 機能種別 ※実施回数（回） 

1 個別ケース会議（ほんわかセンター3 圏域合計） ①②③ 31 

2 ケア方針検討会 ①②③ 19 

3 けあまねっと・事例研究会 ①②③ 3 

4 けあまねっと・全体会 ②③④ 1 

5 医療・介護ネットワーク推進会議 ②③④ 5 

6 認知症サポート医・ほんわかセンター会議 ②③④ 1 

7 三師会・ほんわかセンター連絡会議 ②③④⑤ 1 

8 包括ケア会議管理者総会 ②③④⑤ 1 

9 介護予防事業検討会 ②③④⑤ 1 

10 生活支援等サービス体制整備協議体 ②③④⑤ 3 

11 高齢者虐待レビュー会議 ①②③ 4 

12 高齢者虐待防止ネットワーク会議 ②③④⑤ 1 

13 地域包括支援センター会議 ②③④⑤ 12 

14 地域包括支援センター専門職会議 ②③④⑤ 36 

15 地域支援構築検討会（第 2層協議体） ②③④⑤ 36 

16 強化型在宅支援診療所・病院部会 ①②③④⑤ 4 

17 生活支援コーディネーター会議 ②③④⑤ 5 

18 認知症疾患医療連携協議会 ①②③④⑤ 1 

19 障がい者相談支援センターとの連絡会議 ①②③ 1 

20 消費生活センター等との連携会議 ①②③④⑤ 1 

21 高齢者虐待会議（評価会議） ①②③ 1 

22 高齢者虐待会議（コアメンバー会議） ①②③ 5 

23 高齢者虐待防止連絡会 ① 0 

※ 書面及びオンライン開催を含む。 

 

 

 

高齢者が住みなれた地域で、尊厳あるその人らしい生活を続けられるよう、高齢者の状態の変化

に応じた介護サービスや医療サービス等様々なサービスを切れ目なく提供できるよう、様々な関

係機関及び団体と連携し、地域包括ケア体制の推進を図ることを目的として、富田林市包括ケア

会議を実施する。 
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Ⅲ．一般介護予防事業 
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１．一般介護予防事業 

住民主体の通いの場を充実させ、人と人とのつながりを通じて、参加者や通いの場が継続的に

拡大していくような地域づくりを推進するとともに、リハビリテーションに関する専門的知見を

有する者を活かした自立支援に資する取組みを推進し、要介護状態になっても生きがい・役割を

もって生活できる地域を構築し、高齢者の介護予防を推進する。 

 
（1）介護予防把握事業 

 

 

 

実施内容 

□個別のケアマネジメントと介護予防活動支援（健診や相談会から介護予防活動へつなげる支援） 

 ・介護認定非該当者の個別アセスメント 

・各種介護予防教室やものわすれ相談会等からの個別アセスメント 

 

■保健事業と介護予防の一体的実施（主担当：市福祉医療課） 

後期高齢者健診や医療受診のデータ等から低栄養等によるフレイルハイリスク者を把握し、個別

支援（電話・訪問）を実施。ほんわかセンターや在宅介護支援センターと連携して支援に努めた。 

 
（2）介護予防普及啓発事業 

 
 

 

実施内容 

□介護予防に資する基本的知識を普及啓発する機会の推進 

高齢者が自らの介護予防、特にコロナフレイル予防の必要性を理解できるよう、富田林市介護予

防・自立支援 5ヶ年計画に基づく啓発資料を作成し、介護予防教室（ぼっちら教室、笑顔はつら

つ教室）等で活用した。 

 

■健康づくり教室 

 

 

 

教室名 
開催 

クール数 

1クール

あたりの

日数 

参加 

実人数 

参加 

延べ 

人数 

チェックリスト 

実施 

者数 

ハイリスク

判定者 

該当項目 

運動 栄養 口腔 認知 
生活 

機能 

若さ・健康・体力アップ教室  5 

 

7 53 302 54 33 10 1 9 16 1 

物忘れ予防教室 4 

 

4 49 179 49 33 9 0 9 23 1 

膝腰痛改善教室 3 3 33 91 33 27 13 0 11 16 3 

合 計 135 572 135 93 32 1 29 55 5 

介護予防の普及啓発に資する運動、栄養、口腔等に係る介護予防普及教室等の開催支援や介護予防に

関する知識や情報、対象者の介護予防事業の実施の記録等を管理するための媒体の活用を推進する。 

訪問活動や関係機関との連携による把握等、効果的かつ効率的に収集した情報を活用して、 

閉じこもり等の支援を要する者を早期に把握し、住民主体の介護予防活動に繋げる。 
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□地域型介護予防教室「ぼっちら教室」 

介護予防の普及を目的に、集会所等で体操や脳トレを行う教室 

スタッフ：在宅介護支援センター、ほんわかセンター 

実施回数：9回 参加者数：147名   講話内容：「介護予防」「コロナフレイル」等 

 

■定点型介護予防教室 

実施機関 ＮＰＯ法人 きんきうぇぶ （街かどデイハウスひまわりは、実施なし） 

認知症予防プログラム 48回  延 431名  

介護予防プログラム 48回  延 399名 

 

■デジタル活用支援推進事業（総務省）「オンラインコーヒー教室」 

実施時期 
①説明会＆スマホ体験：10 月 1 日 ②個別相談会：12 月 21 日  

③オンラインコーヒー教室：1 月 17 日～2 月 7 日（4 回） ④発展プログラム：2 月 18 日、24 日 

会場 現地会場：きらめきファクトリー、オンライン：各自宅 

参加人数 6 名 

実施事業者 
阪急阪神ホールディングス株式会社：全体統括 

株式会社いきいきライフ阪急阪神：プログラム企画・運営 

 

□介護予防活動の実施記録（介護予防手帳） 

介護予防手帳（ファイル型）：笑顔はつらつ教室では、血圧・脈拍・体調を毎回記録し、教室への参

加による目標の記入欄を設けている。 

 

評価 

・コロナ禍により介護予防の必要性を感じた高齢者が、時期を逃さず健康づくり教室に参加できる

体制を維持できたことは評価できる。各教室の最終日に介護予防事業等の社会資源をほんわかセ

ンターから紹介し、介護予防活動継続の必要性を啓発しているが、参加者からの反応は少ない。 

・ぼっちら教室は、コロナ禍による中止や参加人数の減少に加え、開催地域に偏りがある。開催で

きた地域では、コロナ禍での介護予防や介護予防・自立支援 5 ヶ年計画の啓発の機会となった。 

・定点型介護予防教室では、コロナ禍でもオンラインで開催する等の工夫がみられ、市でも総務省

の補助事業を利用して高齢者がデジタルを活用した介護予防活動を行う機会となったが、適応で

きる高齢者はごく一部である。 

 

 

 
開催日 依頼団体 

参加

人数  
開催日 依頼団体 

参加

人数 

1 4 21 富田林町 西林町会 5 6 10 29 嬉地区福祉委員会 13 

2 8 6 加太 三友会 25 7 11 16 若松町 1 丁目福祉委員会 9 

3 9 3 楠町地区福祉委員会「和らぎ会」 19 8 11 19 伏見堂老人クラブ 22 

4 10 25 甲南町地区福祉委員会 19 9 3 18 不動ヶ丘町地区「ほっとらいふ」 13 

5 10 28 府営板持住宅福祉委員会 22      
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対策 

・コロナフレイル予防の啓発のもと、必要性を感じた高齢者が介護予防教室に参加できるよう感染

症予防対策を十分講じた上で可能な限り支援を継続する。また教室終了後にも介護予防活動を継

続できるよう自宅での介護予防の方法や地域の情報を伝えることを継続する。 

・緊急事態宣言解除のタイミング等に、感染症予防に留意した環境でぼっちら教室の開催が可能で

あることを地域住民に伝え、高齢者個人が自宅で実施できる介護予防活動の啓発を拡大する。 

・定点型介護予防教室やその他事業での工夫により、可能な限りデジタルを活用した介護予防活動

を推進する。 

 

（3）地域介護予防活動支援事業 

 

 

 

 

 

実施内容 

■市民有償ボランティア「介護予防サポーター」の養成      事業開始：平成 20年度 

介護予防サポーター養成講座：21期生（9月 27日～11月 1日）：5名修了／9名参加 

 

■介護予防サポーターフォローアップ研修 

・「体力測定、準備体操」（7月 5日・9日）：29名参加 

・「健口体操」（12月 1日・3日）：26名参加 

・「立ち上がり、スクワット」（3月 28日～30日）：27名参加 

□地域介護予防普及教室「笑顔はつらつ教室」の開催支援     事業開始：平成 21年度 

集会所等で月 2～4 回程度、市作成のＤＶＤを用いて「笑顔はつらつ体操」を行う住民主体の継

続的な教室。介護予防サポーターや健康運動指導士が運動を指導し、年 1回体力測定を実施。管

理栄養士と歯科衛生士が年 1回講話を実施。また、保健事業と介護予防の一体的実施の一つとし

て、歯科衛生士による個別相談会を 10 ヶ所で開催。ほんわかセンターは運営支援と参加者の個

別支援に努めた。 

 

「笑顔はつらつ教室」参加者の状況    

 

実施地域 

開
催
回
数 

参
加
延
べ
人
数 

チェックリスト 事
業
対
象
者 

介護認定者数 
実
施
者
数 

ハ
イ
リ
ス
ク 

 
 
  

判
定
者
数 

該当項目者数 

運
動 

栄
養 

口
腔 

生
活
機
能 

閉
じ
こ
も
り 

要
支
援
１ 

要
支
援
２ 

要
介
護
１ 

要
介
護
２ 

要
介
護
３ 

第
１
圏
域 

寿町(青山台) 51 359 

 

 

8 6 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

富美ヶ丘 47 211 

 

6 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 

梅の里 2 21 211 

 

9 5 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0 0 

年齢や心身の状況によって高齢者を分け隔てることなく、誰でも一緒に参加することのできる介

護予防活動の地域展開を目指して、介護予防に関するボランティア等の人材育成や介護予防に資

する多様な地域活動組織の育成及び支援等、介護予防に資すると判断する住民主体の通いの場等

の活動を地域の実情に応じて効果的かつ効率的に支援する。 
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梅の里南 22 143 

 

9 5 2 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 

昭和町 2 18 145 

 

7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

清水町 14 90 

 

7 6 4 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 

第
２
圏
域 

川向 47 494 

 

12 8 2 1 3 1 2 0 0 2 0 0 1 

山手町 14 90 

 

8 6 3 0 5 0 0 3 1 0 1 0 0 

おたっしゃ会 15 146 

 

12 10 6 0 5 0 0 0 3 0 0 0 0 

南別井 20 93 

 

5 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

錦織 17 191 

 

10 6 4 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 

楠風台 1 13 

 

             

板持 10 87 

 

8 7 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 

宮甲田 12 150 

 

12 10 5 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 

甲友会 12 92 

 

7 5 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

不動ヶ丘 40 328 

 

9 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

西板持 11 125 

 

12 9 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 

楠町 8 165 

 

17 12 3 0 6 2 2 0 1 1 0 1 0 

かがりの郷 18 130 

 

5 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

第
３
圏
域 

金剛 20 174 

 

9 7 2 0 3 1 1 0 1 2 0 0 0 

津々山台 29 269 

 

10 6 3 0 2 0 1 0 1 1 0 1 0 

明治池 18 74 

 

6 3 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 

金剛第 3 22 202 

 

10 6 2 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 

寺池台 4 3 72 

 

17 10 5 0 4 2 1 1 5 1 0 0 0 

リベラスクラブ 11 52 

 

5 2 1 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 

廿山美翔クラブ 9 64 9 5 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

新日本婦人の会 12 56 

 

5 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

合計 522 4226 

 

 

234 150 58 3 52 11 13 7 22 13 5 4 2 

 

（4）ＳＤＧｓ未来都市 自治体ＳＤＧｓモデル事業 

 
 

 

 

 

実施内容 

■富田林市介護予防・健康ポイント事業「あるこっと」      事業開始：令和 2年度 

目的：無関心層を含めた市民の健康増進・介護予防の動機付け・意識付けを図るとともに「商助」

をキーワードにした地域店舗等の参画により、社会的・経済的に持続可能な事業運営を目指

す。 
内容：40 歳以上の市民に活動量計を貸与し、ウォーキング等の健康活動を促進する。体組成計及び

活動量計リーダーを地域店舗や公共施設に設置し、参加者が日々の健康活動の中で拠点を利

用し、健康数値の見える化やポイントの蓄積を行う。健康拠点のモニタリングから得た数値

を分析し、事業の効果検証や新たな介護予防・健康事業のデータに基づく企画を実現する。 

令和 2年 7 月に本市が、ＳＤＧｓ未来都市自治体モデル事業に選定された「富田林発！『商助』に

よるいのち輝く未来社会の実現プロジェクト」として、経済・社会・環境の三側面をつなぐ統合的

取組みとして位置付け、「商助」を軸に健康事業や若者人材の育成、市民へのＳＤＧｓ普及、ステ

ークホルダー間の連携創出の取組みについて、今後市域全体にＳＤＧｓ推進へとつなげていく。 
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結果：実施期間：令和 3 年 8 月 1 日～令和 4 年 6 月 30 日。参加者 670 名（令和 2 年度モデル実施

からの継続：127名、令和 3 年度前期募集：297名、後期募集：246 名）。メールアドレス登

録 657 名。リーダー設置 23ヶ所。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■学生派遣による実学経験（ＰＢＬ）事業             事業開始：令和 2年度 

目的：学生の社会経験を豊かなものにするため、実学実習の場として、地域のヘルスケア課題の解

決に資する事業プランを作成するワークを実施し、健康事業の担い手としての育成や将来的

な市への関係人口としての活躍につなげる。 
内容：事前学習（事業概要を理解し、マーケティングや論理的思考について学んだ上で高齢者の不

便や不都合を検討する）・実習（グループで調査、ディスカッションを重ねてビジネスプラ

ンを作成）・プラン発表会（グループで作成した資料を用いて時間内にプレゼンテーション

行い、質疑応答に対応する）をオンライン・オフラインの併用にて実施。 
結果：大阪大谷大学スポーツ健康学科の学生 7名が参加。アルケア株式会社による進行に加え、大

阪産業局のプランナーが指導・協力を行い、本市情報提供として市職員が参加。大阪府作業

療法士会、一般社団法人フクシスタイル、本市ＳＤＧｓ未来都市プロジェクトチームメンバ

ーにもプラン発表会で助言者としての協力を得た。2 グループが作成したビジネスプラン 2

案のうち 1案は、実装に向け、「大阪大谷大学学生による栄養指導教室」（3 月 1 日）として

開催した。 
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評価 

・笑顔はつらつ教室では、コロナ禍以降参加者が減少しており、開催できていない地域もある。 

・笑顔はつらつ体操ＤＶＤの個別配付を昨年度から継続しているが、自宅にて一人で介護予防活動

を継続する高齢者はごくわずかであり、集団での介護予防活動の必要性が示唆される。 

・介護予防・健康ポイント事業「あるこっと」は、コロナ禍でも実施できる介護予防活動として推

奨でき、参加者の大幅な増加がみられた。しかし「商助」の観点からの取組みは、不十分である。 

 

対策 

・高齢者が必要以上に身体・社会活動を自粛しないようコロナフレイル予防の普及啓発に注力する。 

・「あるこっと」参加者への月 2 回の応援メールが普及啓発の効率化につながっており、今後も公

民連携による介護予防事業を推進する中で、他事業との連携も含めて総合的に展開する。 

・ＳＤＧｓ未来都市自治体モデル事業の今後を見据え、他課との連携のもと検証効果について、デ

ータ分析等進める。 

 

（5）一般介護予防事業評価事業 

 

 

 

 

実施内容 

■地域支援事業実施要綱に基づく総合事業の事業評価 

（定量的指標を用いた一般介護予防事業の実施状況の評価） 

指標 評価 

① 介護予防に資する住民主体の通い

の場への 65 歳以上参加者数及び割

合（高齢介護課把握分） 

・「笑顔はつらつ教室」11 月参加実人数 289 人 

・自主グループ「TOMAS ロコモ」9 人 → 高齢者人口（33,530 人）の 0.9％ 

② 介護予防に資する住民主体の通い

の場の状況 
・「笑顔はつらつ教室」新規 1 長期休止 2 計 30 教室 

③ 介護予防に関する講演会やイベント

等の開催回数・参加者数 
・「ぼっちら教室」 9 回 147 人参加 

④ 介護予防に関するボランティア育成

のための研修会の開催回数・育成数 

・介護予防サポーター養成講座 1 回 5 人養成 

・フォローアップ研修 3 テーマ 延べ 82 人参加 

⑤ 要介護認定への影響 
・新規認定申請者数 1,449 人（2 年度 1,459 人、元年度 1,523 人） 

・要介護認定率（令和 4 年 3 月 1 号被保険者） 21.5％（3 年 3 月 21.5％） 

■地域介護予防普及教室「笑顔はつらつ教室」評価 

年 1 回の体力測定には 234 人が参加し、①握力、②長座体前屈、③連続 5 回立ち上がり、④開眼片足

立ちの 4項目を測定した。今回、①～③は年齢別・性別基準に照らし合わせた 5段階評価（1：運動機能が

低い～5：運動機能が高い）、④は時間（秒）で分析した。 
①1 か月あたりの教室開催日数による比較 

次ページの表のとおり、1 か月あたりの教室の開催日数で結果を比較した。握力において、1 か月あたり

の開催数で差はなかったが、それ以外の項目では、3回以上/月開催の教室の方が 2回以下/月の教室より

住民主体の通いの場を充実させ、人と人とのつながりを通じたより良い地域づくりに繋げるために、

介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を通じ、一般介護予防事業を含め、地域づくり

の観点から総合事業全体を評価し、その評価結果に基づき事業全体の改善を図る。 
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各平均値が高かった。 

教室開催数 
平均年齢
（歳） 

握力 
長座 

体前屈 

5 回連続 

立ち上がり 

片足立ち（秒） 

右  左 

3 回以上（n=55） 79.6 3.5 3.6 2.9 17.7 18.3 

2 回以下（n=179） 79.5 3.5 2.8 2.6 17.1 16.3 

 
②新型コロナウイルス感染拡大による休止期間の影響：「片足立ち」の経年比較 

休止期間の影響について考察するため、長期間休んだ教室（清水町、梅の里 2、宮甲田： 21 人）とそう

でない教室（129 人）における令和 3年への片足立ちの変化量（秒）を比較した。2年連続体力測定を

受けた 150 人のデータを用い、令和 2年計測値から令和 3年計測値を除算した。なお、全く休止しなか

った教室と、休止しても緊急事態宣言中やその前後期間にとどまった教室を「長期休みなし」とし、それ以

外の教室を「長期休みあり」とした。 
下表の通り、「長期休みなし」の片足立ち変化量は少ないのに

対し、「長期休みあり」の変化量は右足だと10秒低下し、左足だと

5.7 秒低下した。つまり、「長期休みあり」の方が 1 年間の負の変

化量が大きかった。「長期休みあり」の母数が少ないため単に比

較はできないが、長期的な休みが影響している可能性がある。 
 片足立ち変化量（秒） 

右 左 

長期休みなし（n=129） -0.1 0.0 

長期休みあり (n=21) -10 -5.7 

 
③主観的健康感の経年比較 

体力測定と同時に、主観的健康感を 5 段階評価（1：非常に健

康～5：健康ではない）で調査した。2年連続体力測定を受けた 150人のデータを用い、令和 2年計測値か

ら令和 3年計測値を除算した結果、改善 27人（18％）、不変 90人（60％）、低下 33 人（22％）だった。コロ

ナ禍でも約 8割の人が改善または維持している。 

評価 

・総合事業による効果を定量的指標（新規認定申請者数、要介護認定率、健康に関連する指標、総

合事業の費用額等）に反映するには数年かかる。毎年の評価を積み重ね、効果を明らかにする。 

・地域介護予防普及教室「笑顔はつらつ教室」で実施した体力測定の評価から、コロナ禍により長

期休止した教室と継続できた教室では、筋力・バランス力の維持に差が出ることがわかった。 

 

対策 

・地域づくりの視点から総合事業全体を評価した上で、介護予防・生活支援サービス事業について

事業評価を行う。地域の人材や拠点と連携を図り、高齢者が地域で社会参加できる機会を増やし、

高齢者の介護予防につなげる。 

・「笑顔はつらつ教室」休止による体力低下の可能性、またコロナフレイルの予防と教室継続によ

る効果が参加者をはじめ多くの市民に周知することにより、介護予防活動の継続の必要性を高齢

者や地域住民に理解してもらうよう努める。 
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片足立ち 変化量
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（6）地域リハビリテーション活動支援事業 

 

 

 

 

①地域住民や介護職員等への技術的支援と人材育成         事業開始：平成 30年度 

・委託事業所：こみけあリンク、富田林病院、宮田医院、ＳｐｅｃＨｏｌｄｅｒ、はみんぐ南河内 
・派遣職種：医師、作業療法士、ロコモコーディネーター、管理栄養士 
・事業方針：介護予防活動に係る通いの場の立ち上げ及び継続支援、介護予防活動に係る技術的 

支援、介護職員やボランティア、スタッフ等の人材育成と技術的支援 
実施内容 

■介護予防事業検討会 

目的：介護予防・日常生活支援総合事業における多様なサービス、一般介護予防事業の事業内容の

振り返りや情報共有を行い、効果的に事業を運営する方策を検討する。 
開催：2月25日 

参加機関：こみけあリンク、大阪府歯科衛生士会、富田林病院、はみんぐ南河内、 
ほんわかセンター、高齢介護課 

■オナカマ食堂 

目的：地域の高齢者や支援者に対して、食事や栄養に関する情報提供や個別相談に対応する。 
第 1回（8月 27日）   

・場 所：中央公民館 
・内 容：身体機能測定や「食」や「栄養」についての講話、個別相談 

     日本栄養士会が主催する啓発イベント「栄養ワンダー」を合わせて開催 

・講 師：はみんぐ南河内（管理栄養士） 

・参加者：2名 

第 2回（11月 5日） 

・場 所：かがりの郷 
・内 容：身体機能測定や「食」や「栄養」についての講話、配食弁当の試食 

・講 師：はみんぐ南河内（管理栄養士） 

・参加者：7名 

■オナカマ食堂（活動支援） 

目的：集いの場において、個別相談を行う専門職に対する技術的支援 
・実施日：11月 10日、1月 12日 
・場 所：ラ・フォート向陽台 
・対 象：管理栄養士 
・内 容：オナカマ食堂の運営における技術的支援 

・講 師：はみんぐ南河内（管理栄養士） 

・参加者：延べ 6名 

 

リハビリテーション専門職が、高齢者の有する能力を評価し、改善の可能性を助言する等ほんわかセ

ンターと連携し、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民主体の通いの場等の介護予

防の取り組みを総合的に支援する。 
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■整形外科医監修のロコトレ体操教室 

目的：ロコモティブシンドローム（運動器症候群）予防のため体操を 60分間、週１回行う教室 
・対象：65歳以上の市民（初回の人優先）、街かどデイハウス職員 8名参加（延べ 42名参加） 
・講師：宮田医院（整形外科医、ロコモコーディネーター）、希望や訪問看護ステーション 

（作業療法士）、富田林病院（作業療法士） 
・開催：6月 3日～7月 29日の全 8回 

□整形外科医監修のロコトレ体操フォローアップ教室 

 目的：ロコモ度テスト、体操実技を実施する 1回 2日間の教室。市内 3ヶ所で開催 

・対象：過去に整形外科医監修のロコトレ体操教室に参加したことのある人 
・講師：宮田医院（整形外科医、ロコモコーディネーター）、こみけあリンク（作業療法士） 
・開催：①11月 4日（16名）、11日（17名）市役所 

②11月 18日（17 名）、25日（15名）金剛連絡所 
    ③12月 2日（7名）、9日（7名）かがりの郷 

■自主グループ「ＴＯＭＡＳロコモ」支援 

目的：産官学医連携事業「あすラクからだ教室」を修了した高齢者が活動継続する自主グループ 
・対象：「ＴＯＭＡＳロコモ」の活動支援 グループメンバー8名 
・講師：希望や訪問看護ステーション（作業療法士） 
・開催：毎月 1回開催のうち、3回訪問（4月 7日 6名、7月 7日 5名、2月 2日 5名が参加） 

■伏山台校区健康フェスタ 

目的：伏山台校区福祉委員会・伏山台校区民生委員児童委員主催の健康フェスタへの協力支援 
・開催：11月 6日（44名）伏山台小学校体育館 
・協力機関：富田林病院（作業療法士、理学療法士）、希望や訪問看護ステーション・こみけあ

リンク（ともに作業療法士） 
・内容：ロコモ度テスト及び結果説明、ロコトレ体操指導 

□かがりの郷「い・こ・か」支援 

・開催：9月 16日（9名）、10月 7日（10 名）かがりの郷 
 ・協力機関：こみけあリンク（作業療法士） 
・内容：ロコトレ体操を指導するかがりの郷スタッフへの助言と参加者への個別対応、ロコモ度

テストとロコトレ指導 
 

評価 

介護予防活動を高齢者が継続するため、コロナフレイル予防の啓発を含め、感染予防対策を十分

に行い、専門職が専門的見地から必要性を伝え、個々の支援を行うことや高齢者に関わる介護事

業所を支援する体制が必要である。高齢者自身や介護事業所に必要性を理解してもらい、ニーズ

に応じた介護予防のメニューを効率的に提供できる専門職の活用が今後も必要である。 

対策 

コロナ禍でも活動を継続する地域や団体を重点的に支援することを継続する。またコロナ自粛に

よるフレイルが増加することが予測される中、高齢者、地域、事業所、ケアマネジャーの自立支

援・介護予防に関する認識が高まるよう、本事業を活用してロコトレ体操や栄養支援等共通の介

護予防メニューを普及させる。 
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Ⅳ．任意事業 
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１．家族介護支援事業 

■家族介護教室の実施 

目的：在宅で介護している家族や在宅介護に関心のある地域住民を対象に、在宅での介護力を高め

ることを目的として教室を開催。より専門的な知識を学んでもらいたいとの観点から、福祉

用具・介護用品の専門家や市危機管理室の協力を仰ぎ、講師として招いた。コロナの影響を

鑑み、少人数で場所を変えて分散開催に努めた。 

第 1回 6月 24日 

中央公民館 

参加者：5名 

清拭（体を拭く）介助 ベッド回りの福祉用具紹介 

・ベッド回りの福祉用具紹介・使い方の説明 

・半身麻痺の方の清拭介助 

・株式会社フロンティア 

・在宅介護支援センター 

第 2回 7月 29日 

東公民館 

参加者：5名 

災害時の避難所での介護や環境設定の方法 

・洪水･土砂災害ハザードマップ、災害用品紹介など 

・簡易ベッドから簡易トイレまでの移乗介助 

・市危機管理室 

・在宅介護支援センター 

第 3回 8月 26日 

東公民館 

参加者：4名 

清拭（体を拭く）介助 ベッド回りの福祉用具紹介 

・ベッド回りの福祉用具紹介・使い方の説明 

・半身麻痺の方の清拭介助 

・株式会社ヤマシタ 

・在宅介護支援センター 

第 4回 10月 28日 

市役所 903 

参加者：2名 

災害時の避難所での介護や環境設定の方法 

・洪水･土砂災害ハザードマップ、災害用品紹介など 

・簡易ベッドから簡易トイレまでの移乗介助 

・市危機管理室 

・在宅介護支援センター 

第 5回 1月 27日 

市役所 902 

参加者：4名 

清拭（体を拭く）介助 ベッド回りの福祉用具紹介 

・ベッド回りの福祉用具紹介・使い方の説明 

・半身麻痺の方の清拭介助 

・つるとかめ富田林 

・在宅介護支援センター 

第 6回 2月 24日 

金剛連絡所 

参加者：4名 

災害時の避難所での介護や環境設定の方法 

・洪水･土砂災害ハザードマップ、災害用品紹介など 

・簡易ベッドから簡易トイレまでの移乗介助 

・市危機管理室 

・在宅介護支援センター 

 

評価 

参加者数は、6回を通して延べ 24名で、60代や 60代未満の現役世代や実際に在宅で介護してい

る参加者もいた。また、今回初めての試みとして、市危機管理室の協力を得て災害時の避難所で

の介護をテーマに行い、地域の自主防災役員の参加等もあり、参加者の新規開拓に繋がった。 

アンケート回答者の全員が「今後の生活の中で役立ちそう」と答え、大変好評であった。 

対策 

参加者数の伸び悩みが課題で、特にコロナ禍での減少が顕著。周知方法の見直しに加えて、来年

度はオンライン開催を取り入れ、より幅広い年代へのアプローチや新たな参加機会の確保を試み

る。また、教室が介護者同士の情報交換の場になっている様子が伺え、交流機会確保のためにも、

定期開催を継続する。 

 

２．その他の事業 

（1）成年後見制度利用支援事業 

目的：認知症高齢者等の福祉の増進及び権利擁護を図るため、市長申立による成年後見制度利用に

必要な費用を助成する。 
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■成年後見制度市長申立及び報酬助成  報酬助成件数 1件、市長申立て 2件 

評価 

・3 年度の市長申立要請件数は 2 件であったが、本人の死亡による取下と昨年度からの継続ケー

スが申立に至ったため、実際の市長申立件数は 2 件。2 件ともに審判請求に要する費用の助成

を行う。 

・3 年度の後見人報酬の申請は 1 件で、審査の結果、後見人報酬の一部を支給した。1 件は要件

を満たさず却下とした。 

 

（2）認知症サポーター等養成事業 

目的：認知症について正しい知識を持つ認知症サポーターを養成し、その活動を支援することによ

り、地域で認知症の人を支える体制を構築する。 

■キャラバン・メイト 

 認知症サポーター養成講座（以下「講座」という）で講師を担う。 

令和 4年 3月 31日現在 

①組織図 

 
②フォローアップ研修 

日 時 内 容 参加者 

3月 8日 

事務局にて、以下を実施 

・コロナ禍での講座開催の工夫 

・講座開催に関する事務手続き 

・本市の認知症関連施策の紹介 

・メイト活動でやってみたいこと（グループワーク） 

メイト 19名 

 

 

 

 

富田林市認知症キャラバン・メイト登録者数（内、3年度新規登録者） 44名（4名） 

退会者 2名 
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■認知症サポーター養成講座 

 認知症の人や家族を地域で見守る応援者を養成する講座。受講者には認知症サポーターの証であ

る「認知症サポーターカード」、希望する団体等には「ステッカー」を配布する。 

月 日 受講団体 開催場所 受講 
人数 

子ども 
再掲 

4 5 富田林市新規採用職員 富田林市役所 12 0 

5 20 一般市民 エコールロゼ 6 0 

7 12 老人クラブ 加太三友会 青葉地区老人いこいの家 21 0 

9 17 新堂小学校 3年生 新堂小学校 60 55 

10 11 介護予防サポーター養成講座受講生、一般市民 総合福祉会館 11 0 

11 24 ヘルストロン利用者 ハクジュプラザ富田林 15 0 

12 7 児童館職員 児童館 12 0 

12 13 リハプライド富田林 施設職員 リハプライド富田林 6 0 

12 24 児童館来館の児童 児童館 45 35 

1 19 女性大学 参加者 大阪南農協 3 0 

2 3 郵便局職員 オンライン 15 0 

2 9 郵便局職員 オンライン 16 0 

年 度 合 計     12回 222 90 

累 積 合 計     362 回 10,853     2,810 

 

■認知症サポーター座談会              

対象：認知症サポーター養成講座を受講したことのある人 

内容：地域で暮らす高齢者や認知症の人を見守る活動についての意見交換 

日時 場所 参加者 

5月 19 日 10：30～11：30 ― 中止 

7月 21 日 10：30～11：30 エコール・ロゼ 3名 

9月 15 日 10：30～11：30 エコール・ロゼ 3名 

11 月 17日 10：30～11：30 エコール・ロゼ 4名 

1月 19 日 10：30～11：30 エコール・ロゼ 1名 

3月 16 日 10：30～11：30 ― 中止 

 

評価 

・コロナ禍で講座開催が減少し、当初の目標に達していない。 

・コロナ禍の影響で活動できるキャラバン・メイトの数が減少した。 

・コロナ禍でも講座をオンライン開催できた。対応できる受講者、機器操作ができるメイトに制

限はあるものの、今後の開催方法のひとつとして定着させていきたい。 

・個別ケースへの対応に苦慮した体験から講座開催のニーズがあがり、講座を機に地域住民が一

人の認知症高齢者への対応を考えるきっかけにつながった。 

・認知症サポーターのニーズから定期的な座談会を企画したが、参加者が少なく、施策につなげ

ることができなかった。しかし参加者からは認知症カフェ等の主催、協力の意思表示があった。 
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対策 

・コロナ禍でも講座のオンライン開催を推奨する等の工夫を行い、対応できるメイトを増やすこ

とにより広く開催できる可能性を高める。 

・講座依頼元との開催調整を事務局が担うことで、少ないメイトでも開催できるよう負担軽減を

図る。 

・講座開催による地域の好事例等を用いて、講座開催の周知を図る。 

・施策につなげることのできる意見交換や交流を目的とした拠点として、座談会を整備するとと

もに、チームオレンジの構築を検討する。 
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Ⅴ．在宅介護支援センター 
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１．在宅介護支援センター会議及びその他事業への連携・協力 

 センターでは毎月の定例会議（計 12回）の他、必要に応じて業務会議（3回）を開催。主に家族

介護教室の準備や打ち合わせが多く、情報共有と連携の強化に努めた。 
他機関との連携については、ほんわかセンターを中心とした各圏域の出張相談会や認知症サポー

ター養成講座、ほんわか新聞への協力など、積極的に様々な取り組みへの参加・促進に努めた。 

２．地域の総合相談窓口（ニーズに対応した保健福祉サービスの情報提供・啓発） 

■各圏域・センター別相談件数 

センターへ寄せられた高齢者等に関する相談については、訪問や電話等で状況把握を行い、状況

に応じて継続的な支援や他機関との連携、介護保険、市の福祉サービス等の申請代行を行う。 

 

■相談内容 

相談内容については、介護保険関連の申請やサービス利用に関するものが最も多く、それに付随

する家庭・生活の相談や、医療・保健に関する相談が多かった。高齢者福祉サービスの相談につ

いては、介護保険制度以外の何らかの支援が必要な高齢者が一定数いることが分かる。 

 
■相談時間及び相談方法 

施設が母体となっている利点を活かし、24 時間体制の相談受付を実施。平日 17 時以降や土日祝

日の相談が年間 120件あり、緊急時は担当者へ連絡が取れる仕組みを施設内部で共有している。 
 

圏域 在宅介護支援センター名 相談件数（件） 

第 1 
特別養護老人ホーム喜志菊水苑 在宅介護支援センター 130 

介護老人保健施設きし 在宅介護支援センター 191 

第 2 
富田林東部在宅介護支援センター（養護老人ホーム柳生苑） 90 

ケアハウス春の家 在宅介護支援センター 41 

第 3 
特別養護老人ホームオレンジ荘 在宅介護支援センター 236 

特別養護老人ホーム錦織荘 在宅介護支援センター 222 

 合計 910 

相談内容 件数 

介護保険関連（デイサービス、ショートステイ、ヘルパー、福祉用具、住宅改修等） 595 

家庭・生活 103 

高齢者福祉サービス 190 

軽度生活援助サービス 7 

医療・保健 113 

その他（施設入所、認知症介護関連、法律関係、成年後見制度、日常生活自立支援事業、

精神疾患の家族、年金関係、障がい者自立支援関連、生活保護等） 
201 

合計（複数回答あり） 1,209 
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相談時間 件数 
平日   9－17時 790 

平日   17－9時 55 

土日祝  9－17時 53 

土日祝  17－9時 12 

合計 910 

 
■状況把握者数と見守り訪問回数（要援護高齢者の安否確認、見守り） 

独居高齢者及び認知症高齢者の増加が見込まれる中で、様々なケースに対する状況把握や見守り

訪問を実施。 

（総数・男性・女性は人数、訪問総数は回数） 
評価 

（第 1圏域） 

新規ケースについては、計 140 件（前年度比 52 件増）で、住宅改修や介護保険サービスの相談

が多く、代行申請と同時にサービスを移行するケースが多かった。住宅改修で環境が整えば自立

した生活ができるため短期間で支援が終了。また、介護保険サービスへ移行し、支援終了するケ

ースも多かった。そのため、見守り訪問へつながるケースは少なかった。 

（第 2圏域） 

 新規ケースについては、計 135 件（前年度比 52 件増）で、ほんわかセンターやケアマネジャー

との協働で支援したケースがあり、カンファレンスへの参加や毎月の訪問状況の報告等により、

連携強化に努めた。このような他機関との協働が必要なケースは、必然的に頻回な訪問活動を要

し、年間の訪問回数増に繋がった。 
（第 3圏域） 

 新規ケースについては、計 114 件（前年度比 121 件減）で、前年に比べて新規ケースは減ったが、

支援期間が長期化したり、精神疾患があったり、消費者被害や生活困窮など相談内容が多様化してい

て、一件あたりに要する時間が増加。福祉や医療などの関係機関と連携しながら進める事例も増えて

いる。 
 
■介護保険更新申請者状況把握訪問 

要支援認定者のうちサービス利用の無い対象者に対して、必要な支援に繋ぐことを目的に、電話

や訪問による状況把握を実施。 

相談方法 件数 
電話 782 

来所 12 

訪問 116 

その他 0 

合計 910 

在宅介護支援センター名 総数 男 女 訪問総数 

特別養護老人ホーム喜志菊水苑 82 25 57 215 

介護老人保健施設きし 117 38 79 234 

富田林東部（養護老人ホーム柳生苑） 159 59 100 1,065 

ケアハウス春の家 14 3 11 64 

特別養護老人ホームオレンジ荘 77 24 53 232 

特別養護老人ホーム錦織荘 132 51 81 221 

合計 581 200 381 2,031 
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評価 

多くの対象者が、更新申請の手続きが必要との思い込みがあり、サービス利用の必要性が無けれ

ば更新申請の必要がない旨を説明。生活への不安を訴える利用者には、総合事業でのサービス利用

の説明や緊急通報装置や在宅介護支援センターの見守り訪問等の市の福祉サービスを紹介し、少し

でも不安軽減につながるよう努めた。その結果、更新手続きを行わない対象者が全圏域で 113件あ

った。一方で実際に介護状態ではあるが、どのようにサービスを利用したらいいのか分からないと

いったケースもあり、住宅改修やその他の介護保険サービスに繋いだケースも 22 件あった。訪問

することで地域との繋がりが増え、顔の見える相談先として認識して貰える良い機会になっている。 

最初の申請理由 喜志菊水苑 きし 柳生苑 春の家 オレンジ荘 錦織荘 合計 
入院 24 0 8 8 0 10 50 

本人・家族の意向 8 26 4 7 32 29 106 

住宅改修･福祉用具利用 0 0 8 2 6 1 17 

民生委員 0 0 0 0 0 0 0 

老人会・福祉委員会 0 0 0 0 0 0 0 

地域住民 0 0 0 1 1 1 3 

医療機関 1 20 2 0 3 8 34 

介護サービス利用 
（住改・福祉用具以外） 

0 0 0 0 0 3 3 

その他 8 4 1 22 4 2 41 

合計 41 50 23 40 46 54 254 

更新状況 喜志菊水苑 きし 柳生苑 春の家 オレンジ荘 錦織荘 合計 
更新せず 19 20 17 15 21 21 113 

本人・家族 9 4 1 7 10 6 37 

ケアマネジャー 0 7 0 3 0 4 14 

在宅介護支援センター 5 16 2 9 11 21 64 

その他 8 3 3 6 4 2 26 

合計 41 50 23 40 46 54 254 

状況把握後の経過 喜志菊水苑 きし 柳生苑 春の家 オレンジ荘 錦織荘 合計 
支援終了 33 37 16 35 29 32 182 

住改のみで終了 6 1 0 1 6 0 14 

在介継続支援(見守り訪問等) 1 3 4 3 3 14 28 

介護保険へ移行 1 6 2 1 7 5 22 

その他 0 3 1 0 1 3 8 

合計 41 50 23 40 46 54 254 
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Ⅵ．地域包括支援センター事業計画 



70 
 

１．総合相談支援業務 

高齢者が、住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくため、どのような支援が必要

かを把握し、地域における適切なサービス、機関又は制度の利用につなげるなどの支援を行う。 

２．権利擁護業務 

いつまでも自分らしく住み慣れた地域で生活できるよう、高齢者虐待や消費者被害等の権利侵害の予

防、また権利擁護を目的に各種制度やサービス、関係機関に繋げる等、高齢者が適切に権利を行使でき

るよう支援する。 

（１）高齢者の意思・自己決定の推進 

高齢者の意思、自己決定を尊重するための成年後見制度の周知、情報提供、必要に応じて申立支援を行う。

また、ACP(アドバンスケアプランニング）の取り組み及び高齢者の意思、自己決定を尊重する仕組みを構築する。 

（１）総合相談 

ほんわかセンターが地域のワンストップサービスの窓口としての役割を果たすため、関係機関と連携のもと、

様々な内容について、総合的に相談できる体制を構築する。 

実施計画項目 具体的実施内容 

適切な相談 

対応の実施 

・個々の相談について、相談内容や状況から的確な課題把握に努め、適切なサービ

ス、関係機関及び制度の利用につなげる。 

・困難事例や重層的な課題のある事例の支援について、個別ケース会議を活用の上、

適宜支援方針を検討する。 

・予防的アプローチや権利擁護の視点に基づいた支援を行う。 

（２）相談支援体制の強化 

地域で保健・医療・福祉など様々な高齢者支援に関わる関係機関と連携・協力することにより、継続的な支援

体制を整え、ネットワーク構築に努めるとともに、地域ネットワークを通じた様々な相談を受けて、的確な状況把握

を行う。また、把握した個別・地域・圏域ニーズを活用し、有効な相談支援体制の構築・強化を推進する。 

実施計画項目 具体的実施内容 

地域における       

ネットワークの 

構築・強化 

・地域資源の情報収集の結果を踏まえて整理を行い、効果的な情報発信方法を確立

し、地域の特性や地域内で活動する個人や団体、関係機関の課題分析、ニーズ把握

を行う。 

・障がい者自立支援協議会や民生委員・児童委員地区会議等、各種関係機関と連携

し「顔の見える関係づくり」を構築する。 

・地域支援構築検討会や生活支援コーディネーターの機能を活かし、様々な支援ネ

ットワークを形成し、課題の把握・解決に向けたネットワーク基盤を広げていく。 

個別ケース 

・圏域の課題 

抽出と分析 

(実態把握） 

・地域関係者及び関係機関と連携し、個別課題の把握に努める。                        

・各地域包括ケア会議を通じて、地域課題の把握を行う。 

・抽出した課題を各圏域内で適宜分析・検討する。 

普及・啓発 

・様々な機会を通じて相談窓口の周知を行い、相談や情報が寄せられやすい体制及

び関係性を構築する。 

・ほんわか新聞を年 3回発行し、高齢者が健康で生きがいをもっていきいきと暮ら

すきっかけとなる情報を発信するとともに、ネットワークづくりに役立てる。 
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実施計画項目 具体的実施内容 

意思・自己 

決定の支援 

・成年後見制度について本人や親族に説明し、申立て支援を行う。 

・必要に応じて市長申立につなげるなど、制度の円滑な利用を図る。 

・「富田林版エンディングノート」を配布、また活用することにより、高齢者の自

己決定及び今後の人生をより豊かに過ごすための準備をサポートする。 

・「終活ガイド」を高齢者支援に関わる専門職に周知、活用を促すことで、高齢者

の終末期における意思、自己決定の支援を強化する。 

他支援者等 

との連携 

・後見人等受任できる専門職（団体）等と連携を強化し、後見事務開始がスムーズ

に行えるようネットワークを構築する。また中核機関及び協議会の設置に向けて関

係機関と連携・協働していく。 

・ケアマネジャー等の介護事業所等に対して、日頃からニーズを把握するとともに

研修会後のアンケート等から権利擁護に関する支援者の課題を分析する。 

普及・啓発 

・成年後見制度の市長申し立てに関する判断基準について、「富田林市成年後見審

判申立実施要綱」を通じて、各ほんわかセンターとの共有に努める。 

・ケアマネジャー等の介護事業所に対して、権利擁護に関する研修会等を通じて情

報提供していく。 

（２）高齢者虐待への対応 

高齢者虐待防止法等に基づき、速やかに当該高齢者の状況を把握し、関係機関等と連携し、適切な対応を行

う。また、虐待に関する各種研修会を通じて、虐待予防に努める。 

実施計画項目 具体的実施内容 

虐待の対応と 

ケースの 

課題抽出 

・虐待対応における各種会議を通じて、支援状況の確認、各ケースの評価、検証を

実施し、傾向や課題の分析、対応策の検討を行い、今後の事案等に対する対応・支

援の強化に努める。 

・事案の終結を意識した対応に努め、長期化する事案については随時評価を行い、

終結に向けた対応方針の再検討を行う。 

・必要に応じて高齢者虐待対応専門職チームへ支援を依頼し、対応について協議、

検討する。 

・緊急避難等の対応が必要な事案について、状況を適切に判断し、措置及び他の施

策・サービスを活用し、適切な支援を行う。また、措置等の緊急対応後も必要に応

じて入所先の検討や成年後見制度等の利用へと繋げる。 

他支援者等 

との連携 

・虐待予防の普及・啓発や情報共有、役割分担を目的に、ネットワーク会議を開催

し、各種関係機関との連携強化に努める。 

・長期化している事案等について、会議等通じて、多支援者の連携・協力を得なが

ら、解決方法を協議・対応していく。 

・養護者支援、8050 問題への対策として、ネットワーク会議等を通じて、関連する

多様な支援機関と顔の見える関係づくりを進め、早期に適切な支援者へと結びつけ

られる仕組みづくりについて、協議・検討を進める。 

普及・啓発 

・地域住民を対象とした啓発チラシを作成し、虐待の早期発見・虐待予防の重要性

を啓発する。                       

・虐待予防の一環として、ケアマネジャー等の介護・福祉の専門職に対し、適宜各
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種研修会を開催し、専門職の対応力向上を図る。                

（３）消費者被害の防止   

特殊詐欺や消費者被害等について、未然に防止するため、関係機関と連携する。 

実施計画項目 具体的実施内容 

他支援者 

等との連携 

・富田林市消費生活センター、富田林警察署、市商工観光課と消費者安全確保地域

協議会を開催し、市内で発生している事案について共有する。また必要に応じて関

係機関へ情報発信を行い、被害の拡大防止を図る。 

・「富田林市消費者被害防止ネットワーク」、「消費者被害相談対応のフローチャ

ート」による体制の維持、強化に努める。 

普及・啓発 

・地域の老人会や民生委員・児童委員地区会議、介護予防教室等通じて、消費者被

害防止の普及・啓発に努める。 

・居宅介護支援事業所などの関係機関や市民を対象とした消費者被害防止のための

研修会を実施する。 

・ほんわか新聞等の媒体を利用して、高齢者の被害防止を啓発していく。 

３．包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

地域の高齢者が住み慣れた地域で暮らすことができるよう、かかりつけ医、ケアマネジャーとの連携

や地域の関係機関との多職種協働により、包括的・継続的なケアマネジメントを実現するための後方支

援を行う。 

（１）包括的・継続的ケアマネジメント体制の構築  

施設・在宅を通じた地域における包括的・継続的なケアを実施するため、医療機関を含めた関係機関との連携

体制を構築し、地域のケアマネジャーと関係機関の相互連携を支援する。 

実施計画項目 具体的実施内容 

三師会との連携

体制の強化 

・「地域支援ネットワーク推進事業」により三師会と連携し、三師会・ほんわかセ

ンター連絡会議や、認知症サポート医・ほんわかセンター連絡会議、多職種が参画

する会議等を通じて、医療・介護連携、認知症施策に関する情報共有や課題の抽出、

対応策等を検討する。 

・多職種が協働しての取組みを効果的に実施できるよう、様々な機関が参加する会

議では、状況に応じての対面や、オンライン等多様な方法を検討する。 

関係機関との 

連携、サービス

基盤の整備 

・関係機関に向け、本市における高齢化や介護人材の状況について情報発信を続け、

人材の養成や地域との交流、介護の担い手が活躍できる場として、事業所が取組み

を推進できるよう協働でサービス基盤の整備を行う。 

地域の社会資

源との連携 

・取りまとめを実施してきた社会資源について、集約されている市ウェブサイトや

冊子の周知を行い、活用を促進する。 

・新型コロナウイルス感染拡大に伴い、活動を停止している介護保険事業所等が実

施している地域活動について、Ｗｉｔｈコロナでの活動再開に向け、情報提供を実

施し、活動状況を集約する。 

（２）地域におけるケアマネジャーのネットワーク構築 

地域のケアマネジャーの日常的な業務の円滑な実施を支援するため、ケアマネジャー相互の情報交換を行う

場を設定する等ケアマネジャーのネットワークを構築し、その活用を図る。 
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実施計画項目 具体的実施内容 

「けあまねっと」

運営・機能強化 

・けあまねっと・事例研究会運営推進会議において、居宅介護支援事業所特定事業

所の主任ケアマネジャーとの協働により、事例研究・事例検討を通じて、関係者相

互の支えあいから、地域での相談支援力の向上を図ることができるよう、事業所内、

事業所間での事例研究・事例検討を推進する。 

・会議、研修については、オンラインでの開催を継続しているため、新型コロナウ

イルスの感染症拡大の状況に応じ、対面開催を再開し、ケアマネジャー相互の情報

交換によりネットワークの強化を図る。 

（３）日常的個別指導・相談窓口機能の充実 

特殊詐欺や消費者被害等について、未然に防止するため、関係機関と連携する。また、地域のケアマネジャー

に対する個別の相談窓口を設置し、日常業務に関することやケアプランの作成技術の助言、サービス担当者会

議の開催を支援する等、ケアマネジャーへの個別支援・後方支援を行う。 

実施計画項目 具体的実施内容 

自立支援に資

するケアマネジ

メントの推進 

・ケア方針検討会を軽度者の自立支援に資する個別研修の機会として、市内の居宅

介護支援事業所に参加を依頼する。 

・適切なアセスメント、課題抽出、活動意欲や生活行為の改善に向けた具体的な目

標設定ができるよう、専門職との連携等により、ケアマネジャーの理解を深める。 

・医療機関・多職種間の連携強化を図っていくとともに、地域課題が複雑化してい

る中、他施策の機関との連携推進・強化のため、個別ケースの協議の場を積極的に

設定する。 

４．在宅医療・介護連携推進事業 

医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後ま

で続けることができるよう、在宅医療と介護を一体的に提供するために、医療機関と介護事業所等の関

係者の連携を推進する。 

（１）地域の医療・介護資源の把握 

地域の医療機関、介護事業所等の住所・機能等を把握し地域の医療・介護関係者間の連携支援に関する施策

の立案等に活用する。 

実施計画項目 具体的実施内容 

地域資源の 

周知・活用促進 

・「高齢者の地域資源情報」の更新に向け、 地域の医療、介護関係者等が参画す

る会議等で最新の情報を収集する。 

・「医療・介護連携ガイドライン」を活用できるように、研修会等で周知する。 

（２）在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討 

地域の医療・介護関係者等が参画する会議を通じて、在宅医療・介護連携の現状の把握と課題の抽出、解決

策等の検討を行う。 

実施計画項目 具体的実施内容 

多職種協働 

体制の強化 

・医療・介護関係者が参画する医療・介護ネットワーク運営推進会議において、多

職種から連携状況や課題について意見交換を継続し、課題抽出から解決に向けて連

携体制の強化を図る。 

（３）切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築 

地域の医療・介護関係者の協力のもと、切れ目なく在宅医療と介護が一体的に提供される体制の構築に向け
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て、具体的な取り組みについて企画・立案する。 

実施計画項目 具体的実施内容 

医療・介護 

サービスの 

拡充・機能強化 

・「日常の療養支援」、「急変時の対応」、「退院支援」、「看取り」の在宅医療・

介護連携の 4つの場面においての在宅支援者、医療機関の現状を把握し、双方が必

要とする情報が効率的に共有でき、切れ目なく支援が提供できる体制の構築に向け

て研修会等を実施する。 

・多くの医療機関に、医療・介護ネットワーク推進会議や研修会に参加・協力して

貰えるように引き続き依頼する。 

（４）在宅医療・介護関係者の情報の共有支援 

情報共有ツールの普及や積極的な活用を推進する等、地域の医療・介護関係者の情報共有を支援する。 

実施計画項目 具体的実施内容 

情報共有ツール

の活用促進 

・医療機関や薬局等の医療・薬剤相談や介護に関する地域の相談窓口の開設状況を

把握し、情報の整理を行う。 

・地域の医療・介護関係者が関係機関との連携が円滑に行えるよう、窓口情報や連

絡手段について一覧化し、内容を随時更新する。 

（５）在宅医療・介護関係者に関する相談支援 

地域の在宅医療・介護連携を推進する相談窓口の運営を行うための人材と積極的に連携を図ることで、地域

の医療・介護関係者等の相談支援を行う。 

実施計画項目 具体的実施内容 

相談支援の 

体制強化 

・医療・介護関係者の相談窓口として、「在宅医療・介護連携コーディネーター」

を配置、相談機能の充実及び対応の積み重ねから、連携に関する課題抽出へ繋げる。 

（６）医療・介護関係者の研修 

地域の医療・介護関係者の連携を実現するため、多職種でのグループワーク等研修会に積極的に参加する。 

実施計画項目 具体的実施内容 

チームアプロー

チの推進・強化 

・多職種研修会等では、事例に応じた専門職の参加や新規参加者の拡大に努め、一

般的な症例に加えて、認知症やАＣＰ（アドバンス・ケア・プランニング）等をテ

ーマとした研修会を繰り返し開催し、自立支援・介護予防マネジメントの実践や課

題の共有、相互の役割を学んでもらうとともに、医療・介護連携の仕組みづくりと

顔と顔の見える関係性を構築し、効果的な連携体制を推進する。 

・「医療・介護連携ガイドライン」や「多職種のための終活ガイド」の活用促進に

向けて、 多職種が集まる会議や研修会において事例と合わせて活用方法を周知す

る。「ガイドライン」や「終活ガイド」の内容については、高齢者や地域の医療・

介護関係者のニーズに沿った内容となるよう、適宜見直しを行う。 

（７）地域住民への普及・啓発 

在宅医療・介護連携に関する普及・啓発事業の企画調整を行い、地域住民の在宅医療・介護連携の理解を促

進する。 

実施計画項目 具体的実施内容 

効果的・効率的

な普及啓発活動 

・動画の配信や市民公開健康講座等多様な啓発方法を検討・活用し、健康寿命の延

伸に対する地域住民の意識が高まるよう普及・啓発を実施し、セルフケアの充実を

図る。 
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（８）在宅医療・介護連携に関する関係市町村の連携 

複数の関係市町村が連携して、広域連携が必要な事項について協議する。 

実施計画項目 具体的実施内容 

広域連携 

の推進 

・二次医療圏域の行政、関係機関、認知症疾患医療センター等との情報共有や意見

交換により、広域的な対応が必要な高齢者の情報連携や支援体制について協議す

る。 

５．一般介護予防事業 

住民主体の通いの場を充実させ、人と人とのつながりを通じて、参加者や通いの場が継続的に拡大し

ていくような地域づくりを推進するとともに、地域においてリハビリテーションに関する専門的知見を

有する者を活かした自立支援に資する取り組みを推進し、要介護状態になっても生きがい・役割をもっ

て生活できる地域を構築するため、高齢者の介護予防を推進する。 

（１）介護予防把握事業 

訪問活動や関係機関との連携による把握等、地域の実情に応じて効果的かつ効率的に収集した情報を活用し

て、閉じこもり等の支援を要する高齢者を早期に把握し、住民主体の介護予防活動に繋げる。 

実施計画項目 具体的実施内容 

個別のケアマネ

ジメントと介護

予防活動支援 

・「笑顔はつらつ教室」や「出張型ものわすれ健診」、「健康づくり教室」等の機

会にフレイルハイリスク者を把握し、生活背景を踏まえたケアマネジメントを行

い、必要なサービス利用やその後の継続的な介護予防活動に繋げる。 

・保険年金課、福祉医療課との連携により保健事業と介護予防を一体的に進め、健

診や医療受診のデータ等、また医療機関からの啓発によりフレイルハイリスク者を

把握し、必要な支援に繋ぐ。 

（２）介護予防普及啓発事業 

介護予防の普及啓発に資する運動、栄養、口腔等に係る介護予防普及教室等の開催支援や介護予防に関す

る知識又は情報、各対象者の介護予防事業記録等を管理するため、媒体の活用を推進する。 

実施計画項目 具体的実施内容 

介護予防に資

する基本的知識

を普及啓発する

機会の推進 

・コロナフレイルの予防の啓発と、予防のためのの受け皿としての感染症予防対策

を講じた介護予防教室の開催、また各自ができる介護予防の方法を普及・啓発する。 

・コロナ禍でもできる介護予防活動の工夫として、オンラインの活用を進める。 

（３）地域介護予防活動支援事業 

年齢や心身の状況によって高齢者を分け隔てることなく、誰でも一緒に参加することのできる介護予防活動の

地域展開を目指して、介護予防に関するボランティア等の人材育成や介護予防に資する多様な地域活動組織の

育成及び支援等、介護予防に資する住民主体の通いの場等の活動を地域の実情に応じて効果的かつ効率的に

支援する。 

実施計画項目 具体的実施内容 

介護予防サポ

ーターの養成・

育成 

介護予防サポーター養成講座への参加勧奨の方法を工夫し、申込者の増加を図る。

また、現役サポーターの指導力の維持・向上のため、フォローアップ研修や自主練

習の支援を行う。 
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地域介護予防

普及教室「笑顔

はつらつ教室」

の開催支援 

コロナ禍での笑顔はつらつ教室の感染症予防対策について、地域の代表者等に助言

し、介護予防サポーターからの指導内容も統一する。また、屋外での教室開催や体

操内容の資料配布等、教室休止中にもできる方法を提案する。 

富田林市産官

学医包括連携

協定に基づく

「商助」による持

続可能なエコシ

ステムの構築 

・令和 2年度から実施している「富田林市介護予防・健康ポイント事業」を継続し、

当事業の参加者の健康増進・介護予防の動機及び意識づけに努めるとともに、令和

7年度に向け事業効果の分析方法の検討を進める。 

・地域の介護予防普及教室や民間事業所と連携し、学生の実学・実習の場として、

地域のヘルスケア課題の解決に資する活動の創出、将来的な介護予防事業・健康事

業の担い手としての育成に努める。 

・民間企業、地域店舗等との連携により「介護予防・健康拠点」で誰でも気軽に参

加できる介護予防教室を実施する。 

（４）一般介護予防事業評価事業 

住民主体の通いの場を充実させ、人と人とのつながりを通じたより良い地域づくりにつなげるために、介護保険

事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を通じて、一般介護予防事業を含め、地域づくりの観点から総合

事業全体を評価し、その評価結果に基づき事業全体の改善を図る。 

実施計画項目 具体的実施内容 

「総合事業の事

業評価」による

プロセス評価及

びアウトカム指

標についての 

評価 

・プロセス指標（住民主体の通いの場への 65 歳以上参加者数と割合等）、アウト

カム指標（65歳以上新規認定割合と認定率等）を評価し、高齢者が地域で社会参加

できる機会を増やす。 

・「笑顔はつらつ教室」開催状況と運動機能を評価し、参加者が根拠をもって介護

予防活動に取り組めるよう支援する。 

（５）地域リハビリテーション活動支援事業 

リハビリテーションに関する専門的知見を有する者が、高齢者の有する能力を評価し、改善の可能性を助言す

る等、通所型、訪問型、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民主体の通いの場等の介護予防の取組みを総

合的に支援する。 

実施計画項目 具体的実施内容 

地域住民や 

介護職員等へ 

の技術的支援 

と人材育成 

コロナ禍でも通いの場を開催する地域の重点的支援を継続し、また、高齢者、地域、

事業所、ケアマネジャーの意識向上を目的に、介護予防に関する認識統一を目指し、

ロコトレ体操や栄養支援等共通の介護予防メニューの普及に努める。 

６．認知症総合支援事業 

令和４年度、認知症施策推進条例（仮称）を制定することを機に、ＭＥＥＴ★富田林推進プランの取

組みを基盤として、医療・介護・地域の認知症施策が有機的・包括的に機能できるよう、コーディネー

ト役を担う認知症地域支援推進員や地域の関係機関と協働しながら、段階的に事業を推進する。 

（１）認知症初期集中支援推進事業 

認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けられるために、

認知症の人やその家族に対して、早期に関わる「認知症初期集中支援チーム」を積極的に活用し、早期診断・早

期対応に向けた支援体制を構築する。 
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実施計画項目 具体的実施内容 

早期診断、 

早期対応に 

向けた支援 

・認知症初期集中支援チームにおける医師の同行訪問の必要性はなくサポート医へ

の相談を経て外来受診につながったケースについて、情報を集約し、体制強化に向

けて分析を進める。 

・「もの忘れ医療介護相談」、「認知症初期集中支援チーム」の活動実績や後追い

の状況把握に加えて、ほんわかセンターでの相談対応の状況や課題についても共有

し、専門的見地から認知症の知識や対応方法の助言、医療・介護サービスに関する

情報共有に努め、今後の支援体制を強化する。 

・認知症サポート医とともに市民向けの認知症ケアパスの内容を協議し、症状ごと

に受けられる相談や社会資源の体制を整理し、研修会や交流会等の機会を通じて市

民への周知・啓発を行う。 

（２）認知症地域支援・ケア向上事業 

認知症の容態の変化に応じ、すべての期間を通じて、必要な医療・介護及び生活支援を行うサービスが有機

的に連携したネットワークを形成し、認知症の人に対して効果的な支援が行われる体制を構築するとともに、地域

の実情に応じて、認知症ケアの向上を図るための取組みを推進する。 

実施計画項目 具体的実施内容 

支援体制 

の強化 

・三師会を中心とした医療・介護の関係機関が参画する研修会を開催し、多職種の

連携・強化と役割理解、医療・介護従事者の資質向上を図る。 

・各種認知症相談窓口から、早期に認知症初期集中支援へと繋げる体制を強化する。 

・認知症施策や早期相談・早期対応の必要性について広く市民に周知し、主治医へ

の相談から各種支援への繋ぎがスムーズに実施され、早期に支援体制が構築される

よう努める。 

ＭＥＥＴ★富田

林推進員の 

機能強化 

・ＭＥＥＴ★富田林推進員の出張研修については、オンラインの活用等、新型コロ

ナウイルスの感染症拡大の状況に応じて実施方法を検討する。 

・ＭＥＥＴ★富田林推進員の役割や取組み内容について検討を行い、活動内容の充

実を図る。 

認知症の人、家

族を支援する 

体制づくり 

・認知症の介護家族の悩みや負担の共有、専門職に相談できる場として交流会を開

催するとともに、認知症ケアを推進する会「おれんじパートナー」や事業所等との

連携により認知症カフェの開催支援を継続する。また、条例策定ワーキングを基に、

本人や家族、関係機関が認知症施策について評価、企画できる体制を構築する。 

・さまざまな対象への認知症サポーター養成講座やＲＵＮ伴、幅広い世代の人が集

まる場でのものわすれ相談会の開催等により、広く認知症の理解促進を図る。 

認知症サポータ

ーの活動を支援

し、地域で認知

症の人を支える

体制の構築 

認知症サポーターの意見交換から、地域の特性や課題に応じた活動を検討する。ま

た、認知症の本人の意欲の希望を叶える体制として、「チームオレンジ」の構築を

検討する。 

７．生活支援体制整備事業 

地域の関係機関･団体等生活支援サービスを担う事業主体と連携しながら、多様な日常生活上の支援

体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を一体的に図っていく。 
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（１）生活支援コーディネーターによる地域活動主体への支援・生活支援サービス体制づくり 

日常生活圏域ごとに生活支援コーディネーターを配置し、地域資源の把握、地域活動の立ち上げ及び継続支

援を行い、協議体と連携して地域の生活支援等サービスの充実を図る。また、「富田林市介護予防・自立支援 5ヶ

年計画」の地域分野推進に努める。 

実施計画項目 具体的実施内容 

地域の資源情

報の収集・人材

把握・新たな集

いの場の拡充 

・地域資源情報について、第 2層協議体を主とした情報収集を実施。高齢者にとっ

て分かりやすい効果的な情報発信方法の検討に努める。 

・「生き活きプロジェクト」や「校区交流会議」等通じて、地域の人材と活動のマ

ッチング、コーディネート機能の仕組みづくりを進める。 

・地域の企業や事業所と連携して、「富田林市介護予防等連携事業実施要綱」に基

づき、店舗等の空きスペースを活用した新たな集いの場の拡充に努める。 

地域活動の立

ち上げ及び活動

の継続支援 

・地域で助け合いや支え合い活動を行う団体及び新たに活動を立ち上げたい団体等

に対し、活動の継続支援や立ち上げにあたっての課題、その解決策の検討や先進事

例の情報提供、他の活動との調整等を行う。 

地域の多様な

事業主体、関係

機関･団体との

ネットワーク 

構築 

・生活支援コーディネーター会議において、各圏域の活動状況の報告及び情報共有、

また今後の方向性や支援内容について協議・検討する。 

・各地域における課題やニーズ、支援内容等を第一層協議体へ報告し、様々な課題

に対しての解決策等について意見を聴取し、適宜地域にて活動する団体へフィード

バックする。 

・校区交流会議や庁内関係課等が開催する会議、またほんわかセンターと連携し、

高齢者の生活支援等サービス提供体制充実に向けたネットワークの構築に努める。 

（２）協議体の設置・運営 

地域の関係機関･団体や生活支援サービス等を担う事業主体が参画し、地域の資源や活動主体について情報

共有を行いながら、多様な日常生活上の支援体制の充実・強化や高齢者の社会参加推進に向けて協議を行う。 

実施計画項目 具体的実施内容 

地域の多様な

事業主体、関係

機関･団体との

ネットワーク 

構築 

・第 1層協議体の開催を通じて、高齢者の生活支援等の提供主体、地縁組織、ＮＰ

Ｏ、庁内関係課等の参画を求め、地域資源や地域課題・ニーズ等情報共有を図りな

がら、高齢者の生活支援に関する体制づくりについて、協議・検討を行う。 

・各圏域の第 2層協議体と連携し、地域資源・ニーズの把握、ニーズとサービスの

マッチング、各圏域の多様な地域活動主体等とのネットワーク構築を進める。 

・各種アンケートや地域にて活動する団体との意見交換、情報共有等を通じて、各

圏域でのニーズ把握や生活課題を分析し、生活支援体制の充実を図る。 

地域課題の抽

出と生活支援体

制の整備、充実 

・「富田林市包括ケア会議 管理者総会」と合同にて年に一度開催。関係機関・団

体等と連携し、地域課題の発見及び資源開発、必要に応じて新たな政策形成に寄与

する。また、「富田林市介護予防・自立支援 5ヶ年計画」進捗状況の把握に努める。 

・生活支援体制の整備・充実に向けて、本市の実情に応じた総合事業や新たな福祉

サービスの施策化、地域にて活動する団体支援等必要性及び支援内容、基準等につ

いて協議する。 

・広く地域の実情や幅広い分野の関係者から意見を聞ける場として、協議体を通じ

て認知症施策についての意見交換及び生活支援体制整備について協議を行う。 
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Ⅶ．在宅介護支援センター 事業計画 
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１．在宅介護支援センター 

身近な相談窓口としての役割、介護予防の普及・啓発、家族介護教室開催等に努めることにより、い

つまでも住み慣れた地域で安心して生活できるよう支援を行う。 

（１）地域の総合相談窓口 

実施計画項目 具体的実施内容 

ニーズに対応 

した保健福祉 

サービスの情報

提供・啓発 

・各種相談に対し、電話・面接・訪問等通じて総合的な対応を行う（24時間体制で

の相談受付）。 

・保健福祉サービスの手続き代行、関係機関（市関係各課やほんわかセンター等）

への連絡調整等を行い、利用者の立場に立ってサービス利用の調整を行う。 

（２）状況把握 

実施計画項目 具体的実施内容 

要援護高齢者

等の安否確認、

見守り 

・訪問・電話・手紙等により、要援護者等に対して相談支援を行う。内容は随時各

圏域のほんわかセンターに報告、必要に応じて関係機関と連携しながらサービス利

用につなげる。 

介護予防 

の啓発 

・見守り訪問の対象となっている要援護者に対して、健康診断等の受診を勧め、同

時に介護予防の普及・啓発に努める。 

・自立した生活の継続ができるようサービス調整や定期的なモニタリングを実施し

支援していく。 

・要支援認定者のうち、サービス利用の無い対象者に対して、訪問等による状況把

握を行い、必要な支援につなげる。 

援助技術の向

上と情報収集 

・要援護者及びその家族からの相談或いは困難事例に対し、適切に対応できるよう

研修・情報交換・事例検討等を行い、ネットワークづくりや援助技術の向上を図る。 

（３）地域ネットワークの構築・強化 

実施計画項目 具体的実施内容 

各圏域における 

ネットワーク作り 

(圏域内会議等) 

・相談が適切な機関へつながり、継続的な支援が受けられるようほんわかセンター

を中心に、各圏域で民生委員、地区・校区福祉委員、ＣＳＷ等と連携をとりながら

スムーズに支援できる体制づくりを行う。 

（４）住宅改修理由書作成 

実施計画項目 具体的実施内容 

円滑なサービス

利用の助長 

・介護認定を受けているが、サービスの利用が無く､ケアマネジャーがいない被保

険者が、住宅改修の利用を希望された際､理由書を作成し､そのサービス利用が滞り

なく提供されるよう支援する｡ 

（５）介護予防事業 

実施計画項目 具体的実施内容 

介護予防教室

の実施 

・より多くの市民へ介護予防に関する知識の普及・啓発を目的に、ほんわかセンタ

ーと協働で介護予防教室を開催する。 

・継続開催に繋がっている教室については、引き続き開催支援を行うとともに、未

開催の地域への働きかけを重点的に行う。 
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（６）地域の在宅介護に関する相談活動 

実施計画項目 具体的実施内容 

家族介護者の

ための教室の

開催 

・介護体験に重点を置き、シリーズでの開催を目指す。他機関・他業種と連携する

ことで内容の充実を図り、介護者のニーズにあった教室の開催に努める。 

・各地域の公民館等で開催し、より地域に密着した教室づくりを目指す。 

・新たな試みとして、全 6回のうち 2回をオンライン開催し、参加希望者が参加し

やすい環境づくりに努める。 
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Ⅷ．研修会・包括ケア会議開催予定スケジュール 
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令和４年度研修会・包括ケア会議開催予定スケジュール 

 研修会 地域包括ケア会議、連携・連絡会議 

４月   

５月  

○高齢者虐待レビュー会議 

○医療・介護ネットワーク推進会議 

○けあまねっと・事例研究会運営推進会議 

６月 
○高齢者虐待研修会（基本編） 

○生活支援サービス従事者研修 

○障がい者相談センターとの連携会議 

○医療・介護ネットワーク推進会議 

７月 
○自立支援リーダー養成研修会 

○けあまねっと・事例研修会 
 

８月 
○医療介護連携推進のための多職種研修 

○ほんわかセンター職員勉強会 
○高齢者虐待レビュー会議 

９月 ○高齢者虐待研修（ケアマネジャー編） 

○医療・介護ネットワーク推進会議 

○認知症サポート医・ほんわかｾﾝﾀｰ連絡会議 

○介護予防事業検討会 

１０月 

○けあまねっと・事例研修会 

○生活支援サービス従事者研修 

○ケアマネジャー初任者研修 

○消費者安全確保地域協議会 

○生活支援等サービス体制整備協議体 

（第 1層協議体） 

１１月 

○医療介護連携推進のための多職種研修 

○消費者被害防止研修会 

（ケアマネジャー・訪問介護職員対象） 

○高齢者虐待レビュー会議 

○医療・介護ネットワーク推進会議 

１２月 ○けあまねっと・全体会 ○高齢者虐待防止ネットワーク会議 

１月 

○富田林地域における地域包括ケア 

推進のための多職種連携研修会 

○消費者被害防止研修会（市民対象） 

○三師会・ほんわかセンター連絡会議 

○医療・介護ネットワーク推進会議 

○生活支援等サービス体制整備協議体 

（第 1層協議体） 

２月 

○けあまねっと・事例研修会 

○医療・介護専門職研修会 

○生活支援サービス従事者研修 

○自立支援リーダーフォローアップ研修 

○高齢者虐待レビュー会議 

３月 ○権利擁護研修会 

○富田林市包括ケア会議管理者総会 

○認知症サポート医・ほんわかセンター 

連絡会議 

○介護予防事業検討会 

○生活支援等サービス体制整備協議体 

（第 1層協議体） 
 
 

毎月 

 
 
 

○地域包括支援センター会議（3圏域全体） 

○地域包括支援センター専門職会議 

○地域支援構築検討会（第 2層協議体） 

○強化型在宅支援診療所・病院部会 

○生活支援コーディネーター会議 

○成年後見制度連絡会議 

随時 

○ケアマネ交流会（年 3回） 

○ＭＥＥＴ★富田林推進員出張研修 

○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 

○認知症疾患医療連携協議会 

○保健師四課会議 

○ケア方針検討会（月 2回） 

○高齢者虐待コアメンバー・評価会議 

○富田林高齢者虐待防止連絡会 

○民生委員・児童委員地区会議 
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富田林市介護予防・自立支援５ヶ年計画（評価シート） 



富田林市介護予防・自立支援５ヶ年計画

○基本的な考え方

１．介護予防・地域づくりの推進～「共生」・「予防」の総合的推進～
２．地域包括ケアシステムの推進～地域の特性等に応じた基盤整備～
３．人材支援・地域活性化の向上

キーワード 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 目標

広げよう、広めよう！
健康意識と相談窓口

相談窓口・啓発・発信
健康に関する各種相談窓口が地域にあり、市
民も支援者も気軽に相談できる体制づくり

医療専門職からつなげるフ
レイル予防

フレイル予防（身体的・精神心理的・
社会的）

医療専門職からの個別アプローチによりセルフ
ケアや社会参加等のフレイル予防、疾患管理
の仕組みづくり

健（検）診受診率向上と受
診結果の活用

健（検）診を通じた早期対応
地域課題の抽出

健（検）診の受診状況・結果を踏まえた集団・個
別の支援体制の推進

みんなで取り組む
重度化予防

自立支援型ケアマネジメント、セルフ
ケアの推進

介護認定率の引き下げや要介護度の維持・改
善

介護の担い手が活躍
できるシステムづくり

介護人材の確保・仕組みづくり（担い
手や活躍できる場の充実）、多様な
サービスの構築

介護の担い手と場所、システムの創出

地域に開かれた
介護施設を目指そう

施設・介護事業所での多様な集いの
場の拡充

地域特性や事業所の強みを活かした介護予防
のための地域交流拠点の増加

活用しよう！知って
得する地域資源

情報：情報の収集・整理・発信、地域
資源の見直し・活用

地域資源情報の収集・発信・活用のためのＰＤ
ＣＡサイクルができている

見つけよう！生きがい・やり
がい・助け合い

人材：高齢者の生きがい・やりがい、
ボランティア（就労含む）

地域や企業と連携した高齢者誰もが活躍でき
る人材とシステムの創出

みんなが主役！魅力
ある「つながりの場」

場所：集いの場の充実・地域拠点とし
ての役割

産官学医包括連携や「商助」の仕組みも含め
た持続可能な事業モデルの構築

高齢者保健福祉計画及び介護保
険事業計画等

ニーズ調査 第8期スタート

地
域

ニーズ調査 第9期スタート

医
療

介
護

相談窓口の拠点と機能の把
握

相談窓口の開設・拡充

相談窓口リストの作成・
普及

介護予防事業を活用した
健康相談、受診勧奨等の
集団・個別指導

KDBシステムを活用した健
（検）診データの分析と活用
方法の検討

専門職間の連携推進のた
めの研修会開催

介護予防事業、認知症予
防事業等への参加勧奨

相談窓口リストの更新

市民講座の整理と準備

ケアマネジメント個別相談
機能の強化、周知
主任ケアマネ勉強会

市民講座参加者の
フォローアップ

居宅介護支援特定事業所
での相談機能の推進

成功事例等の報告会
の開催

訪問・通所事業所への将
来推計の周知と現状把握

施設・介護事業所対象の
地域活動の調査、課題分
析

施設・介護事業所の地域活
動の共有と推進 地域活動情報の発信・

周知

地域資源情報の収集と
整理の仕組みの検討

新たなシステムによる情報
収集・整理の実施 さまざまな地域資源情報の

一元化・システム処理による
情報収集・発信

定期的なシステム更新作業
による運営継続

効果的な情報発信方法
の検討

認知症予防事業にもつ
ながる地域活動の担い
手の現状とニーズの把
握

地域の健康課題に対する
アプローチ

介護予防事業を活用した
集団・個別の保健指導

担い手の掘り起こしと
育成、マッチング方法
の検討

継続的な活動につな
げるためのシステム
の検討

地域拠点拡充のための広
報活動、企業・事業者等
の公募

地域拠点の立ち上げと継続
支援

さまざまな企業等が参入で
きる仕組みの検討

住民ニーズと民間サービス
のマッチング 民間サービスの発展・定着

介護事業者における受け皿
機能の拡充

担い手の掘り起こしと育成、
マッチングの実施

フレイル予防、介護予防事
業、認知症予防事業の情報
整理と啓発資料の作成

地域共生社会と世代
間交流への参画

出張相談・講座の開催
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令和3年度 富田林市介護予防・自立支援５ヶ年計画　評価シート 
【医療分野】

目標 項目 令和３年度の目標 関係団体・機関  主な取組み内容 良かった点  課題 評価 令和４年度に向けて

社会福祉協議会・ほんわかセン

ター・生活支援コーディネーター
「高齢者の地域資源情報」vol.6の活用 冊子の配付及び活用を通じて、相談対応に努めた 「高齢者の地域資源情報」の周知方法

富田林医師会
「とんだばやし健康市民フォーラム」中止に伴う「とんだばやし

健幸サポートチャンネル」の普及・啓発

「とんだばやし健幸サポートチャンネル」の新たなチラシの

作成及び内容の更新

新型コロナウイルス感染症拡大によりこの2年会場開催を中止していたが、ここ数年

はテーマが大きくなっている印象。また参加者もリピーターが大半のため、今後小規

模での開催も含め、新たな参加者層に対する普及・啓発が必要

市福祉医療課 通いの場での歯科個別相談、健康相談の実施

通いの場や出前講座に参加する市民の健康状態の把握に繋が

り、集いの場での継続支援の必要性と参加勧奨の必要性の再

認識

市福祉医療課・富田林薬剤師会 出前講座の実施

・通いの場や出前講座に参加する市民の健康状態の把握に繋

がった

・コロナ禍での対策を十分に行い、老人会で「お薬教室」の

実施

様々な地域の団体に対して、出前講座の周知とニーズの把握

ＰＬ病院
新型コロナ感染症対策で具体的な取り組みが困難だったため、健

康講座の動画配信への着手
健康講座のオンライン開催について、高齢者のＩＣＴ対応への課題

富田林保健所

南河内圏域の高齢者施設及び施設職員のACP（アドバンスケアプ

ランニング）についての理解と対応の現状を把握するため、アン

ケート調査の実施

富田林市を含む南河内圏域ではACPを実践している施設が多

く、ACPについての課題や内容の検討等、本調査を通じて意

識づけや理解を深めるきっかけに繋がる

アンケート調査結果を各施設にフィードバックできなかったため、今後フィードバッ

クを行うとともに市の医介連携の関係者会議や南河内圏域在宅医療懇話会等の場を通

じて、情報提供及び各施設からの課題について、関係機関と共有・検討の実施

富田林歯科医師会

健診や歯科治療を通じて、口腔機能の回復により、フレイルや認

知症予防につながることから、該当者や予兆のある対象者に関し

ては、各種予防事業の紹介や参加について勧めるよう指導の実施

対象者の中で、歯科治療を行った結果、よく噛んで食べるこ

とができるようになり、その後唾液の出も良くなったこと

で、その後口腔機能の回復、体重の増加等全身状態も改善し

た

「自分はフレイルや認知症ではない」と思っている人も少なからずいるため、各種予

防事業の紹介や参加を勧めることが難しい部分があった

新堂診療所 健診受診率向上のための声掛けの実施
各職員が、自立支援・重度化防止の視点での取組みや支援を

行うことができた

個別支援中の人へ介護予防事業等の案内を実施。フレイル対策啓

発事業を三師会へ協力依頼

個別相談や出前講座の周知について、ポスター掲示やチラシ配架

の依頼、また健康相談の案内を被保険者証送付時に同封する

富田林医師会 新型コロナウイルスワクチン接種への協力 常時マスク着用によるインフルエンザ等への予防
コロナ禍で外出の機会が制限されたことに伴い、受診自体を控える高齢者が多く、重

症化や体調変化など気づきが遅れることへの対処法

富田林病院
地域の中核病院として、がん検診や胃カメラ検診等の健診事業の

継続実施

・中核病院として救急から在宅療養の支援までを担う医療体

制の提供

・入院前から退院支援に力を入れることで、介護・福祉の切

れ目ない支援の実施

健診事業・健康講座といった市民に対する啓発活動が十分行えなかった

ＫＤＢシステムや特定健診等データ管理システムを活用した情報

収集と整理（全体・地区別／国保被保険者・後期高齢者被保険者

の情報）

国保被保険者と後期高齢者被保険者の情報を併せて確認する

ことで、課題及び地域差等、情報整理をスタート。今後の事

業計画に活かせる情報収集整理の実施

膨大な情報の中で、必要な情報は何かを見定めることから始まり、既に国保連合会に

て帳票として作成されているものの中には、その名称と内容が不一致な場合があり、

要件などの確認に時間を要した。今後、情報収集の目的を明確にし、どのように整理

していくかが課題。また、整理したデータを共有しながら、どのような情報が必要

か、検討していく必要がある。

健診及び医療データから市内全域や各地区毎の課題の整理 整理している健診及び医療データについて、今後地域での健康教育等への活用

※ 評価については、「できた：〇」、「変化なしは：△」、「できなかった：✕」の３段階で記入しています。

フレイル予防の意識や

疾病管理の考え方を広

く周知し、市民ひとり

ひとりが意識できるよ

うにするために、健

診・定期受診時に医療

専門職から啓発する

○

事業実施を見据えた課

題分析を行う（アプ

ローチに必要な情報を

データで裏づける）

市保険年金課・市福祉医療課

相談窓口の開設と拡充
全般的な健康相談の中で、簡単な栄養相談など行っているが、専門的な相談対応にな

ると管理栄養士でないと難しい

市福祉医療課

通いの場や出前講座に参加する市民の健康状態の把握に繋が

り、集いの場での継続支援の必要性と参加勧奨の必要性の再

認識

・フレイル対策啓発を三師会に依頼したが、この事業から繋がった人はなかった

・通いの場や地域で活動する団体の周知と参加勧奨の実施（案内方法の工夫）

健康講座や相談窓口を

市民に広く周知する

医療専門職からの個別ア

プローチによりセルフケ

アや社会参加等のフレイ

ル予防、疾患管理の仕組

みづくり

健（検）診の受診状況・

結果を踏まえた集団・個

別の支援体制の推進

広げよう、広めよう！健

康意識と相談窓口

医療専門職からつなげる

フレイル予防

健（検）診受診率向上と

受診結果の活用

健康に関する各種相談窓

口が地域にあり、市民も

支援者も気軽に相談でき

る体制づくり

介護予防事業を活用した集

団・個別の保健指導

○

○

専門職間の連携推進のための

研修会開催

介護予防事業、認知症予防事

業等への参加勧奨

相談窓口の開設・拡充

富田林薬剤師会

地域の健康課題に対するアプ

ローチ

出張相談・講座の開催
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令和3年度 富田林市介護予防・自立支援５ヶ年計画　評価シート
【介護分野】

目標 項目 令和３年度の目標 関係団体・機関  主な取組み内容 良かった点  課題 評価 令和４年度に向けて

在宅介護支援センター

・一般介護予防事業の紹介及び介護予防教室（ぼっちら教室）の開催

・ワンポイント介護講習会の開催（年間6回開催）

・個別訪問での介護予防・日常生活支援総合事業や高齢者支援サービス、相談機関の紹

介と説明

・見守り訪問を通じた個別ニーズの対応及び必要な機関との連携

・感染症対策を行いながら、ワンポイント介護講習会を開催。介護に

困っている相談もあり、参加しやすいように開催方式を検討した

・外出頻度が大幅に減少したが、ぼっちら教室の開催を通じて人と人

との交流の重要性を認識した

・見守り訪問を通じて「家族以外と会話ができた」と顔と顔の見える

関係づくりの重要性を認識した

・自粛生活の中で、フレイルとなり介護サービスの相談が増加。介護保険サービスの利用へと繋げるが、訪問介護

職員の担い手不足、ケアマネジャーの担当がいないといった、介護サービスへ繋げるにも時間がかかる事案も見受

けられた

・一度訪問介護サービスを利用すると終了することなく、継続して利用するため訪問介護サービスの空きがないこ

とや、職員の退職により利用継続ができないケースも見受けられる

・コロナ禍の影響により、高齢者の集まりの場自体がなくなってきている

ほんわかセンター

・医療分野の「広げよう！広めよう！健康意識と相談窓口」にて一覧表を作成、普及・

啓発に向けた準備の実施

・市民講座参加者が介護予防に対するモチベーションを維持しつつ、講座の集客と介護

予防活動が継続できる方法を検討し、課題整理を行う

・笑顔れんらく帳の活用方法、介護予防・健康ポイント事業（ある

こっと）の加算対象の検討など様々な意見交換の実施

・個々では意欲や筋力の差があり、働きかけに限界があることを把握

できた

・介護予防・健康ポイント事業（あるこっと）の加算対象など各事業の予算化

・個人への働きかけには限界があるため、今後福祉委員会や地域の各種団体に対し、地域リハビリテーション事業

を活用した働きかけが必要である

市高齢介護課
介護予防・健康ポイント事業の説明会において、参加者に対する介護予防の重要性の説

明

介護予防・健康ポイント事業の説明会を2クール（7月・10月）合計31

回開催し、参加者670名に対して事業説明前に介護予防の重要性の説

明を行う

参加者は、介護予防に対する意欲・意識の高い人が多いことから、継続的に飽きさせない取組みを検討していく必

要がある

ほんわかセンター

・介護予防支援に対するケアマネジャー対象の研修会を開催。介護予防を意識したケア

マネジメントについて、学ぶ機会を提供することができた

・居宅介護支援事業所の管理者や主任ケアマネジャーと連携し、介護予防・日常生活支

援総合事業などの多様なサービスやケア方針検討会の開催について、意見交換の場の設

定した

研修会でのグループワークを通じて、コロナ禍での介護予防の在り方

や社会参加についての課題・工夫・対策などケアマネジャー間で意見

を出し合い、各々のケースや地域で活用できる学びの場を設定した

事業所管理者との意見交換を通じて、介護予防・重度化防止に向けた事業の効果的な活用や事業所内での指導・相

談の充実につなげてもらえるように、引き続き話し合いを重ねていく

市高齢介護課 特定事業所オンライン会議において主任ケアマネジャーが担う役割について周知
オンラインを活用することでコロナ禍においても、周知の機会を持つ

ことができた

一方的な周知に留まり、勉強会として居宅支援事業所、地域包括支援センターそれぞれの役割や出来ることについ

ての意見交換までは実施できなかった

シルバー人材センター

軽度生活援助サービスなど介護予防、自立支援の取り組みを実施。また、会員に対して

健康面への声掛けを行うように心がけている。新規会員の入会説明会については、人数

を制限の上、回数を増やして開催している

利用者からコロナ禍で身内でも面談できない中で、週に一度の訪問で

安心感を与えている。また新規会員の入会説明会は、月2回程度開催

した

軽度生活援助サービスの終了に伴い、シルバー人材センターでの家事援助サービスを充実していく必要がある

新堂診療所
・介護部門職員の重度化防止の研修会への参加

・デイサービスでADL維持向上のため、機能訓練の実施と厚生労働省への報告を開始

自立支援・重度化防止の視点での取組みや支援を行うことができてい

る

富田林保健所
南河内圏域の高齢者施設及び施設職員のACP（アドバンスケアプランニング）について

の理解と対応の現状を把握するため、アンケート調査の実施

富田林市を含む南河内圏域ではACPを実践している施設が多く、ACP

についての課題や内容の検討等、本調査を通じて意識づけや理解を深

めるきっかけに繋がる

アンケート調査結果を各施設にフィードバックできなかったため、今後フィードバックを行うとともに市の医介連

携の関係者会議や南河内圏域在宅医療懇話会等の場を通じて、情報提供及び各施設からの課題について、関係機関

と共有・検討の実施

・介護保険事業者を対象にオンライン研修会の一部として、今後の高齢化の状況や介護

従事者の不足について周知

・介護予防・日常生活支援総合事業における多様なサービスの活用と高齢者の活躍の場

づくり

オンラインを活用することでコロナ禍においても、本市の現状を周知

することができた
オンライン研修に対応できない事業所がある事から、更に広く周知の機会を持つ必要がある

・市民向けに「生活支援サービス従事者研修」として、総合事業における訪問型サービ

スAの従事者養成研修を２クール開催

・市民ボランティア「介護予防サポーター」養成講座を継続開催

・市民を対象に今後の高齢化の状況や介護従事者の不足について周知

できた

・市民が市民のための介護予防の普及啓発ができている

・生活支援サービス従事者研修修了者に対して、就労を含めた介護の担い手まで結びついていない

・介護予防サポーターの質の担保と活動継続支援が必要

縄なわねっと

(富田林介護保険事業者連絡協議会)

・各部会によるオンライン交流会の実施（感染症対策や介護保険制度改正の情報共有、

ICTの活用、BCPの取り組みについて等）

・各事業所同士での課題抽出や事業所間の繋がり

他事業所の取組みや普段聞くことのできない他職種の話を聞く事がで

き、課題解決に向けて参考になった
縄なわねっと交流会や研修会にこれまで以上に参加してもらう工夫が必要

ほんわかセンター

市内の事業所から数施設をピックアップして、現状や今後の希望などの聞き取り調査を

実施。その結果、地域との交流においてボランティアの関わりが大きな役割を果たして

おり、社会福祉協議会のボランティア担当者とも連携して、現状と今後の方向性につい

て話し合いを実施

多くの施設や事業所で既に地域との交流に向けた取組みを行っている

ことや積極的に新しい取組みについても検討している。また、施設が

感じていること、活動しているボランティアが望むことについても把

握できた

・新型コロナウイルス感染症対策に苦慮している施設も多く、外部の人が施設に入ることには抵抗が強い。コロナ

禍以前と比較してボランティア活動も10分の1以下に減少している。緊急事態宣言やまん延防止等重点措置によ

り、今後も状況によっては活動停止となることも予想される

・施設や事業所のみで状況を変えることは難しく、事業所間連携や公的な後押しが必要である

地域密着型事業所さえずり

コロナ禍で多岐に亘り、コミュニケーションをとる機会が減少、各種取組みが行えない

状況もあり、アクリル板やタブレットを使用しての面会等工夫に努め、感染症予防と心

身機能の低下予防に努めた

新型コロナウイルス感染症に対する予防意識を高く取り組めたこと

で、今後の事業継続ガイドラインの作成にも活用可能となる。

・デイサービスの利用自粛が特に多く見られ、高齢者の認知及び身体的な機能低下が見られた

・施設として、面会やボランティアの受け入れ、レクリエーション・外出活動が制限された

・介護人材を確保する困難な事業所が多い

※ 評価については、「できた：〇」、「変化なしは：△」、「できなかった：✕」の３段階で記入しています。

市高齢介護課

地域特性や事業所の強み

を活かした介護予防のた

めの地域交流拠点の増加

施設・介護事業所の地域活動

の共有と推進

介護認定率の引き下げや

要介護度の維持・改善

市民講座参加者の

フォローアップ

介護の担い手と場所、シ

ステムの創出

訪問・通所事業所への将来推

計の周知と現状把握

みんなで取り組む

重度化予防

介護の担い手が活躍

できるシステムづくり

地域に開かれた

介護施設を目指そう

居宅介護支援特定事業所での

相談機能の推進

○

・市民へ向けての啓発

方法、多様な方法での

講座開催を検討

・個別相談機能の強化

にむけ、ケアマネ

ジャー間の交流促進に

より事業所を超えての

相談・助言が実施でき

るよう特定事業所の宅

割・周知

○

・さまざまな立場の担

い手養成の場と、活動

の場の整備、マッチン

グ方法の検討

・好事例をもとに取り

組みの展開を行う

○
交流拠点の継続的な把

握と立ち上げ支援

  87



令和3年度 富田林市介護予防・自立支援５ヶ年計画　評価シート
【地域分野】

目標 項目 令和３年度の目標 関係団体・機関  主な取組み内容 良かった点  課題 評価 令和４年度に向けて

効果的な情報発信方法の

検討

市高齢介護課

きんきうえぶ

街かどデイハウス

ほんわかセンター

・高齢者を対象としたスマートホン、Zoom講座を開催

・ほんわか新聞にて「Withコロナ・Afterコロナでの地域活動」の紹介

・高齢者自身が情報を得るツールとして、スマートホン等の

情報ツールの活用力の向上に努めている

・コロナ禍でも工夫して地域活動を実施する団体の紹介を行

い、活動再開のきっかけづくりへ繋げることができた

・ＩＣＴ活用に対応できない高齢者への普及・促進

・地域活動を再開する上での「Withコロナ・Afterコロナ」を見据えた適切な情報提供

体制

民生委員・児童委員協議会

「地域住民の最も身近な相談役」として、一人住まいの高齢者の安否確認を行うとともに、

日々の生活の中で困った事、悩み事等があれば、その内容を確認し、その内容に応じた機関に

「つなぐ」取組みの実施

コロナ禍でも一人住まいの高齢者の安否確認について、適切

に行うことできている

・コロナ禍で地域の民生委員活動が不十分であった

・見守り活動については、インターホン越しや電話・手紙等での確認のみで直接対面

で実施できていない

・民生委員・児童委員の「担い手」不足

生活支援コ―ディネーター

・現役勇退後の年代を中心に周知を行い、シルバー人材センターと社会福祉協議会（ボラン

ティア担当）が企画調整し、社会貢献や就労へのきっかけづくりとして出前講座を実施。実施

に向けては、ボランティア、CSW、一福システム、コミュニティセンター、生活支援コーディ

ネーター、シルバー人材センター担当者職員を含めたメンバーで企画調整会議を発足する

・高齢者自身が、実際の講話を交えることで生きがいに対す

る考え方や、自身の活動に対する気持ちを整理するきっかけ

に繋がった

・一つの活動をきっかけに少しずつ新たな活動へと範囲が広

がっていくことや様々な活動を通じて出会った仲間同士の口

コミで、活動の幅が自然な流れで拡張していくことも大きな

活動意識のきっかけとなった

・様々な思いがある参加者が発言できるよう講座内容の工夫が必要

・活動に繋がっていく面白さを企画者同士で認識しあえる機会となったが、講座の新

たな手法や必要性、連携が引き続き重要

・小規模な講座を展開していくことで、各地域の活動へと今後繋げていく必要がある

富田林市老人クラブ連合会

・コロナ禍で実施した主な活動：友愛訪問活動、グランドゴルフ大会、シニア作品展、健康

ウォーキング

・コロナ禍で中止となった主な活動：総会（書面開催）、カラオケ大会、ウォークラリー、体

力測定会

事業については、コロナ禍で工夫しながら、計画の半分程度

を実施。シニア作品展は楽しみにされている行事であり、健

康ウオーキングは会員アンケートで要望が高かった行事で今

年度初めて実施

引き続き、三蜜を避けての活動をどのように計画していくかが課題。また会員の多く

が楽しみにしている「カラオケ大会」の実施については、活動内容や方法について今

後工夫していく必要性がある

富田林病院 ＵＲ都市機構と協力し、高齢者の参加できる場の提供
ＵＲ都市機構と連携した高齢者が参加できる場の提供を行うことができなかった。今

後何らかの形で地域住民への活動を継続していく必要がある

※ 評価については、「できた：〇」、「変化なし：△」、「できなかった：✕」の３段階で記入しています。

ほんわかセンター

生活支援コーディネーター 「見やすい」「わかり

やすい」情報収集・整

理の新たな仕組みの構

築を進める。

ボランティアや社会貢

献、就労のきっかけづ

くりとなる場の充実

・活動拠点の拡充と拠

点としての機能充実を

図る。

・様々な企業の参入を

促し、健康拠点の充実

を図る。

〇

〇

〇

第2層協議体にて、地域活動、地域資源情報の発信に活用するLINE公式アカウントの運用を開

始。また「密にならずに取り組める活動や活動の場」として、地域資源の情報収集、整理、発

信に努める

・情報発信ツールとして、LINE公式アカウントを立ち上げる

だけでなく、効果的な運用方法等も検討できている

・開始当該アカウントでの情報発信のための情報収集を進め

ることにより、情報発信ツールとしてだけでなく、情報収集

ツールとしても活用することができている

・コロナ禍で外出控えや集合しての活動が休止になりがちな

状況の中で、身体機能の低下を防止する生活の工夫として

「密にならずに取り組める活動や活動の場」を周知すること

を目的に情報収集を進める。

立ち上げたLINE公式アカウントをより積極的にPRし、今後多くの人に情報を発信でき

るように努める

・介護予防・健康ポイント事業「あるこっと」における健康拠点の立ち上げ支援

・「あるこっと」参加者及び地域事業所の協力による本市ウエルネストレイルの取組み

・新たな健康拠点の拡充にあたっては、全体の拠点の位置などバランスも見ながら、

設置場所の検討と情報収集に努める

・介護予防等の取組みに参入したい企業等との連携と店舗の空きスペースなどを活用

した取組みの支援が求められている

・コロナ禍で活動を自粛している集いの場も多い中、工夫して取り組んでいる団体や

活動についての周知を図ることにより、地域の活動主体の活動の活性化や活動再開を

サポートすることが必要

・新たに3か所の健康拠点の立ち上げにつながった（現在、

全23か所）

・「商助」による地域の集いの場（健康拠点）設置に向けた

取組みとして、「富田林市介護予防等連携事業実施要綱」準

備

市高齢介護課

市商工観光課

生活支援コーディネーター

担い手の掘り起こしと育

成、マッチング方法の検

討

新たなシステムによる情

報収集・整理の実施

さまざまな企業等が参入

できる仕組みの検討

産官学医包括連携や「商

助」の仕組みも含めた持

続可能な事業モデルの構

築

みんなが主役！魅力

ある「つながりの場」

地域資源情報の収集・発

信・活用のためのＰＤＣ

Ａサイクルができている

活用しよう！知って

得する地域資源

地域や企業と連携した高

齢者誰もが活躍できる人

材とシステムの創出

見つけよう！生きがい・

やりがい・助け合い

地域拠点の立ち上げと継

続支援

 88


