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p61
ケアプラン検討委員会
の開催

ケアプラン点検を実施するなかで、必要に応じて、専門
的知識を持つ外部委員（介護支援専門員等）により構成
されるケアプラン検討委員会においてケアプランの内容
を検討し、介護支援事業所に対して指摘や助言を行いま
す。

年2回　計100件のケアプランを対象に実施。そのうち16件に
ついては、外部専門家からなる委員会で検討を行った。な
お、当初は4回実施する予定であったが、新型コロナウイルス
感染拡大防止のため、うち2回は中止。

・1次チェック件数　100件
・2次チェック（ケアプラン検討委員会での事例検討）
  件数16件

◎

ケアプラン検討の質の向上を図るため、介護の専門的
知識や経験を持つものが利用者の状態像にみあったケ
アプランの作成がなされているか分析、判断し、指摘や
助言を行える体制整備に引き続き取組んでいく。

p61
②アセスメント力の向上
【重点的な施策・事業】

今後の状態を検討して目標を含む支援の方向性を導くア
プローチが行えるよう勉強会等を開催し、ケアマネジャー
のアセスメント力の向上に向けた取組みを推進します。
【R2目標値】
アセスメント力の向上に向けた勉強会開催数：2回
アセスメント力の向上に向けた勉強会受講者数：60人

「アセスメント力の向上に向けた勉強会」…開催なし
※年2回開催を予定していたが、新型コロナウィルスの感染拡
大により開催できなかった。

×

自立支援型ケアマネジメントの基盤となるアセスメント力
の向上が必要であり、ケアマネジャーのアセスメント力
の向上に向けた取り組みを推進する。
R2年度は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により
目標を達成できなかったが、R3年度は勉強会を開催で
きるよう取り組む。勉強会への参加の促しについては、
高齢者あんしん窓口と協力し、介護支援専門員へ周知
等を行い、新人の高齢者あんしん窓口職員や介護支援
専門員を中心に進めていく。

p65
認定調査の適正化の実
施

要支援・要介護認定調査については、訪問調査員の研
修を実施し、調査の正確性と公平性を確保するとともに、
質の向上をめざします。また、保健師等が認定調査票の
チェックを行い、内容を訪問調査員にフィードバックするこ
とにより、調査内容の個別指導を行うとともに、適正な調
査の遂行を確保します。
【R2目標値】
認定調査の適正化(委託調査)の実施件数：全件

認定調査の適正化(委託調査)の実施件数：全件(5,885件） ◎
調査員への研修及び保健師によるチェックを、引き続き
実施していく。

p65
介護給付適正化システ
ムの活用

不適切な介護給付の抑制を図るため、兵庫県国民健康
保険団体連合会から提供される介護給付適正化情報や
本市独自のシステムを活用し、介護サービス事業者への
調査を行います。また、不適切と判断した請求について
は、介護給付費の返還を求め、今後の介護サービス提
供についての改善を指導します。

国保連から送付される適正化データを活用し、不適切な給付
の発見に努め、過誤申立による給付費の返還や不正請求へ
の予防を図る。
・特定事業所集中減算確認
・初回加算適正化
・医療情報との突合による適正化

◎
不適切な給付の発見に努め、事業所の指導を実施す
る。

p66
その他の適正化 事業
の実施

市内全居宅介護支援事業所に対してケアプラン点検を
実施し、ケアプランの適正化を図ります。ケアプラン点検
では、基準違反等を確認し、居宅介護支援事業所に対し
て指摘や助言を行います。また、利用者に対し「介護保
険給付費のお知らせ」として介護給付費の内容を通知す
ることにより、不正請求の抑制を図るとともに、実際に介
護サービス提供に疑義の生じた介護サービス事業者に
対して適正な指導を実施します。さらに、住宅改修の点
検や、医療情報との突合による医療と介護の重複請求
の点検等、介護給付適正化の主要５事業を含む多様な
取組みを進めます。
【R2目標値】
ケアプラン点検件数：200件
介護給付費の通知回数：1回
住宅改修点検件数：全件
医療情報との突合・縦覧点検実施対象月数：12月（全
月）

・ケアプラン点検件数：100件
・介護給付費の通知回数：1回（発送件数：15,770件）
・住宅改修点検件数：全件
・医療情報との突合・縦覧点検実施対象月数：12月（全月）
・居宅介護支援費適正化
・例外給付申請適正化
・負担限度額認定にかかる預貯金調査

◎

介護給付適正化の主要5事業を含む多様な取り組みを
進め、引き続き不適切な給付の発見に努めるとともに、
介護サービス事業者に対して、適正なサービス提供を
行うよう指導を行う。

３．介護サービスの
充実と適正・円滑な
運営

２．ケアマネジメン
ト力の向上

４．サービスの質の
向上と適正な事業
運営の確保
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p68

①メディカルケアネット
西宮による多職種連携
の強化【重点的な施策・
事業】

医療職と介護職で構成された「メディカルケアネット西宮」
では、多職種の相互理解を図るための研修会や、医療
介護連携に関わる定期的な事例検討会を実施していま
す。引き続き研修会等の活動の充実を図り、医療・介護
等の多職種の顔の見える関係づくりを進め、連携の強化
に取り組みます。また、あわせて５つの圏域ごとに設置さ
れた「在宅療養相談支援センター」を中心とし、圏域内の
課題や対応策について検討を進める等、圏域内の多職
種連携の強化を推進します。
【R2目標値】
多職種連携事例検討会参加人数：755人

多職種連携事例検討会参加人数：337人
※新型コロナウイルス感染症の影響により一部中止

△
今後は圏域ごとに、様々な職種が対応に苦慮し、多職
種連携がより必要と思われるテーマを設定し、地域課題
に多職種で対応できる連携体制を構築する。

ｐ69

①在宅医療と介護の一
体的なサービス提供に
向けた相談支援体制の
充実【重点的な施策・事
業】

市内の地域包括ケア連携圏域ごとに設置した在宅療養
相談支援センターにおいて、地域の医療・介護等の資源
の把握・活用を進めます。また、在宅療養相談支援セン
ターの合同会議を定期的に開催し、相談支援機能のさら
なる充実をめざします。
【R2目標値】
在宅療養相談支援センター合同会議開催回数：12回

在宅療養相談支援センター合同会議開催回数：26回 ○

在宅療養を支えるために、地域における在宅医療と介
護の一体的な提供ができるよう、在宅療養相談支援セ
ンターが資源の把握や活用に努め、相談支援の質の向
上を図る必要がある。
今後も各在宅療養相談支援センターに寄せられる相談
内容や対応を共有し、必要な支援に繋げられるよう質の
向上を図る。

ｐ71
①特別養護老人ホーム
等の整備【重点的な施
策・事業】

特別養護老人ホームを整備するため、引き続き市有地
の貸付等による新規施設の整備を進めます。また、既存
施設の改修による増床や利用率の低いショートステイ専
用床からの転換を図ることなど、既存施設を有効活用す
ることにより効率的な整備を進めます。あわせて、特別
養護老人ホームの入居条件を満たさないが支援を要す
る人の居住の場として、介護付き有料老人ホーム等の特
定施設や認知症対応型共同生活介護（グループホーム）
の整備を進めます。
【R2目標値】
特別養護老人ホームの整備床数：0床
介護付き有料老人ホーム等の整備床数：0床
認知症対応型共同生活介護の整備床数：0床

特別養護老人ホームの整備床数： 0床
介護付き有料老人ホーム等の整備床数：104床
認知症対応型共同生活介護の整備床数： 36床

※いずれも実績値は予定を含む

△

第７期計画では、平成30年度から令和２年度までの３年
間で、特別養護老人ホーム192床、介護付き有料老人
ホーム360床、認知症対応型共同生活介護91床を整備
することとなっている。このうち令和２年度には、特別養
護老人ホーム100床、介護付き有料老人ホーム104床、
認知症対応型共同生活介護72床の整備を目標に設定。

＜特別養護老人ホーム＞
令和２年度に広域型特養（定員100名）の公募を行った
が、応募がなかったため令和３年度に再度公募を行うこ
ととする。その際、１施設100床とは限定せず、応募可能
床数に幅を持たせた形で公募を行う。

＜介護付き有料老人ホーム＞
令和２年度は目標整備床数を達成した。令和３年度公
募分より、兵庫県補助を活用した開設準備補助を実施
する予定。

＜認知症対応型共同生活介護＞
令和２年度の整備床数は目標値に達しなかった。目標
値と実績値の差分については、令和３年度の公募に含
めることする。

４．在宅医療と介
護の連携の強化

１医療と介護に関
わる多職種の連
携強化と市民理
解の促進

２．在宅医療と介
護を一体的に提
供できる体制の整
備・強化

５．多様な住まい
方を支援する環境
づくり

１．多様な住まい
方への支援
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p73
①認知症に関する市民
理解の促進【重点的な
施策・事業】

地域の高齢者や老人クラブ等の高齢者団体を対象に
「認知症予防教室」を開催し、認知症予防の啓発をする
とともに、多くの人に参加してもらえるよう取組みを進め
ます。また、認知症について分かりやすく説明した啓発用
パンフレットや「若年性認知症支援ガイドブック」を配布す
るほか、認知症疾患医療センターや認知症サポート医と
連携し、認知症予防や認知症に関する基礎知識の情報
提供を積極的に行います。

地域の高齢者に対し、地域包括支援センターが「みみより広
場」事業を実施。その中で介護予防・健康講座事業におい
て、認知症予防に関する講座を開催するとともに、脳年齢計
を活用し、認知症予防の普及啓発に努めている。
　・介護予防健康講座開催数：27回（延べ：149人）
　・脳年齢計使用回数：1回（延べ：16人）

若年性認知症に関する個別相談時の若年性認知症ガイド
ブックの配布や、医療機関約1000ヶ所への認知症チェック
シートの配布により情報提供を行った。若年性認知症に対す
る理解を深めるための啓発講演会や専門職向けの研修につ
いては、新型コロナウイルス感染症の影響によりR２年度は実
施できなかった。

△

参加人数の多寡の解消のため、地域包括支援センター
や公衆浴場、他の事業との連携を深める。また、講師の
充実を図り、市民のニーズに応じて講座を開催する。
認知症に関する理解促進のため、認知症疾患医療セン
ターや認知症サポート医等との連携のもと啓発用パンフ
レットを活用し、病院等の一般市民の目に届きやすい場
所への配布を検討する。

p73
②認知症サポーターの
養成と活動への支援
【重点的な施策・事業】

認知症について正しく理解し、認知症の人やその家族を
温かく見守る応援者となる「認知症サポーター」と、その
講師役となるキャラバン・メイトの養成を進め、継続的に
認知症サポーターを養成する体制づくりを推進します。ま
た、若年層の認知症への理解を促進するために、学校
や青少年を対象とした講座プログラムを作成し、認知症
サポーターの対象を小中高校生などにも拡充します。さ
らに、認知症サポーターのステップアップ研修を実施し、
活動の場の情報提供を進めるとともに、認知症サポー
ターが地域で活躍できるよう、フォローアップに向けた取
組みを進めます。
【R1目標値】
認知症サポーター養成講座の開催数：150回
認知症サポーター養成講座受講者数（累計）：28,500人
ステップアップ研修の開催数：1回

認知症サポーター養成講座の開催数：46回
　（うち、オンラインでの開催数：3回）
認知症サポーター養成講座受講者数：1,158人
認知症サポーター養成講座受講者数（累計）：28,094人
ステップアップ研修の開催数：1回

△

一般企業での開催実績が少ないため、認知症について
正しく理解していただくために、引き続き企業に対し開催
への推奨を行う。

令和10年までに累計52,500人のサポーターを養成でき
るよう、毎年計画的に講座を開催する必要がある。

ステップアップ講座受講者を地域資源へつなげるため
に、広報の仕方や講座内容の見直し及び講座修了後の
フォローなどを実施する。

・コロナ禍に対応した実施形態としてだけでなく、より多く
の方に参加いただくためのツールとして、今後もオンライ
ンでの実施を検討していく。

p74

②認知症初期集中支援
チームによる支援体制
の構築・充実【重点的な
施策・事業】

平成29年度（2017年度）に設置した「認知症初期集中支
援チーム」が、高齢者あんしん窓口など関係機関と連携
し、認知症の人やその家族に早期に関わり、観察・評
価、家族支援などの初期の支援を包括的、集中的に行
い、自立生活のサポートを行うことを通じて、認知症の人
を適切な医療・介護等につなげる初期の対応体制を構
築します。
【R2目標値】
認知症初期集中支援チームの支援終了事案に占める医
療等の支援につながった事案の割合：100％
認知症支援の質向上に向けた専門職対象の研修会・勉
強会回数：10回

認知症初期集中支援チームの支援終了事案に占める医療等
の支援につながった事案の割合：94.1％

認知症支援の質向上に向けた専門職対象の研修会・勉強会
回数：2回

◎

認知症の人やその家族に早期に関わり包括的、集中的
に支援を行うことで、適切な医療・介護等に繋げる対応
体制の構築が必要である。支援対象者の中には精神疾
患を併せ持つ方も多く、保健所等との連携の強化が必
要である。
認知症や認知症が疑われる方の早期発見、早期支援に
向け引き続き関係機関等への周知を図り、連携を強化
していく必要がある。
専門職の質の向上を目指し研修会の開催内容について
検討するとともに、研修機会を確保していく必要がある。

p75
認知症サポーターの養
成

認知症の人や家族が安心して地域で生活できるように、
認知症サポーターの養成と人材活用を積極的に進めま
す。また、認知症サポーターのいる企業や事業所にス
テッカーを配布し、地域における見守り・認知症の早期発
見などの取組みを進めます。

認知症に関する知識を深めるための、認知症サポーターの養
成講座の開催を行った。また、地域活動へつなげるためのス
テップアップ講座を実施。
認知症サポーターのいる企業や事業所にはステッカーを配
布。

認知症サポーター養成講座の開催数：46回
　（うち、オンラインでの開催数：3回）
認知症サポーター養成講座受講者数：1,158人
認知症サポーター養成講座受講者数（累計）：28,094人
ステップアップ研修の開催数：1回

△

サポーター養成講座の受講を終了した企業や店舗等に
対して、認知症サポーターステッカーを配布する。また、
学校や企業を対象とした認知症サポーター養成講座の
開催を推進する。認知症サポーターの人材活用につい
ても検討する。
また、コロナ禍に対応した実施形態としてだけでなく、よ
り多くの方に参加いただくためのツールとして、今後もオ
ンラインでの実施を検討していく。

１．認知症に関す
る理解の促進・啓
発の充実

２．認知症を早期発
見・早期対応できる
仕組みづくり
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基本目標 施策の展開内容
該当
ペー
ジ

第７期における具体的
な取組

事業内容、指標等
R2年度

実績内容

R2実
績内容
に対す
る自己
評価

課題と対応策

p75
地域における見守り体
制の充実

民生委員・児童委員やボランティア、地域住民などの協
力のもと、地域での見守り活動を推進するとともに、企業
や事業所、関係機関等の協力を得て、重層的で漏れの
ない見守りを進めるネットワークづくりに努めます。交流
サロンなど地域住民主体の活動の場に高齢者あんしん
窓口の職員が出向き健康チェックを実施するなど、地域
における見守り体制の充実に向けた取組みを検討しま
す。

・見守り早期発見の体制充実
　協力事業者による高齢者見守り事業の実施
　登録件数：118件（R2年度末時点）

○
市内の企業・事業所等への見守り事業の取組み協力を
推進し、地域の見守り体制の充実を図る。

p75
地域版認知症サポート
べんり帳（地域版認知
症ケアパス）の作成

地区ネットワーク会議などで「地域版認知症サポートべ
んり帳（地域版認知症ケアパス）」の作成に取り組み、各
地域において認知症の人や介護者が安心して利用でき
る事業所や店舗などの社会資源の把握と情報提供を行
うとともに、地域における認知症支援体制づくりをめざし
ます。

新型コロナウイルス感染症の影響により、R２年度は新規に
地域版ケアパスを作成した地区はなかった。（累計：４地区）

×
平成27年度に作成した全市版ケアパスの効果的な普及
に努めるとともに、市内35地区における地域版ケアパス
の作成に取り組んでいく。

p76
あったか見守り声かけ
訓練の実施

　行方不明となった認知症の人の早期発見と、発見時の
適切な対応を学ぶことを目的とした「あったか見守り声か
け訓練」（徘徊模擬訓練）を各地域で実施します。

・新型コロナウィルスの感染拡大により「あったか見守り声か
け訓練」（徘徊模擬訓練）については中止した。
・声かけ訓練の実施以外でも対応を学ぶことができるよう、
「あったか見守り声かけ講座」の動画を作成し、市公式
YouTubeで公開した。

△

各地域で認知症サポーター養成講座やステップアップ講
座の受講修了者が実施できるよう、実施内容を検討し、
地域への周知を行う。また、声かけ講座の動画を活用し
てより多くの方に学ぶ機会を提供できるよう周知を行う。

p76
認知症カフェの開設及
び運営支援

認知症の人やその家族、地域住民、専門職などが気軽
に集える場として、身近な地域での「認知症カフェ」の開
設・運営を支援します。

認知症高齢者とその家族、地域住民が集まり、交流する認知
症カフェの設立・運営の支援を行う。
・認知症カフェの設立・運営支援(10か所）
　　高須地区 つどい場かすたねっと
　　甲山地区 ゆとろぎ茶論こしきいわ
　　今津地区　みなとCafé
　　安井地区　茶論さざなみ
　　小松地区　つどい場鳴北ちゃ茶
    浜甲子園地区　カフェなぎさ
　　深津地区　ぽっかぽかつながりカフェ
　　山口地区　にこにこ丸山カフェ
　　甲武地区　和（なごみ）カフェ
　　浜脇地区　クロスカフェ浜脇

△

引き続き、包括圏域に1か所を目安に設立・開設支援を
進める。カフェの評価を行うことが課題となっており、本
人目線での活動の評価を進める。また、新型コロナウイ
ルス感染症の影響により長期にわたり活動ができてい
ないカフェがある。コロナ禍における運営についても検
討し、支援を行う。

p76
認知症ＳＯＳ メール配
信事業の実施

認知症により、行方不明となるおそれのある方の氏名・
写真等を事前に登録し、万が一行方不明となられた場合
に、捜索協力者へ電子メールで情報提供し、いち早く発
見・保護へつなげる「認知症ＳＯＳメール配信事業」を実
施します。多くの捜索協力者を募るとともに、警察と連携
し、徘徊高齢者等の早期発見のための協力システムの
構築を図ります。
【R2目標値】
認知症ＳＯＳメール配信事業対象者数（新規登録者数）：
30人
認知症ＳＯＳメール配信事業捜索協力者数（新規登録者
数）：150人

認知症ＳＯＳメール配信事業対象者数（新規登録者数）：26人
認知症ＳＯＳメール配信事業対象者数（累計）：114人
認知症ＳＯＳメール配信事業捜索協力者数（新規登録者数）：
94人
認知症ＳＯＳメール配信事業対象者数（累計）：1136人

○

事業対象者数については市政ニュースや市ホームペー
ジ、認知症サポーター養成講座等で広報しているが、介
護者家族へどのように周知していくかが課題である。警
察との連携により、家族への周知を図っていく。
捜索協力者数を増やすため、周知・啓発方法を見直す
ことが必要。

p76
徘徊高齢者家族支援
サービス事業の実施

認知症などによる徘徊高齢者等を介護している家族に、
徘徊高齢者等の居場所をすばやく特定できる位置検索
システム専用端末機の貸し出しを実施するとともに、そ
の周知を図ります。

R2年度末利用者数　　49件 ○ 利用者増加のために事業の周知に努める。

６．認知症支援体
制の充実・強化

３．認知症の人や
介護者を支える体
制の充実
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p76
徘徊高齢者等の早期発
見と再発防止のための
協力システムの構築

認知症などによる徘徊高齢者等の早期発見のため、警
察署が事務局となり徘徊高齢者等の情報共有を行う、は
いかい者等ＳＯＳネットワーク事業の活用を進めるととも
に、徘徊高齢者等の発見後に民生委員・児童委員が自
宅へ訪問し、高齢者あんしん窓口の紹介や、利用できる
サービスの情報提供を行うなど、再発防止に取り組みま
す。

西宮警察・甲子園警察との認知症SOSメール当事者登録情
報の共有

R2年度末利用者数　　49件

○
引き続き徘徊高齢者の発見後に認知症SOSメール配信
事業等の情報提供し、再発時の早期発見を推進するた
め、警察と連携を行っていく。

p76
認知症支援における専
門職の質の向上とネット
ワークの構築

認知症の人やその家族に対し、認知症の状態に応じた
適切なサービスが提供され、支援が円滑に行えるよう、
介護サービス事業者等の専門職を対象とした研修会・勉
強会等を開催し、専門職全体の対応力の底上げを図り
ます。また、高齢者あんしん窓口、認知症疾患医療セン
ター等の認知症専門医療機関、介護サービス事業者を
はじめ、民生委員・児童委員や認知症サポーターなどの
関係者間のネットワークづくりに取り組みます。

認知症高齢者への支援を効果的に行うために、介護保険
サービス事業所向けに研修を実施。また、関係団体との協働
を図り、ネットワーク体制の構築を進めるため認知症地域支
援推進員と認知症医療疾患センターとの連携会議を開催し
た。

　認知症研修会開催数：2回
        （延べ参加者数：38人）
  連携会議の開催：8回

△
支援団体の連携体制の構築に向けて研修内容につい
て検討する。

ｐ78
総合相談支援事業及び
権利擁護事業の実施

電話相談やセンター来所者の対応、高齢者等の自宅訪
問による実態把握により、高齢者の相談を総合的に受け
止めるとともに、各種関係機関への情報交換・調整や必
要なサービスにつなぐ等の支援を進めます。また、高齢
者あんしん窓口が住民の身近な地域における権利擁護
の相談窓口として活用されるよう、地域住民や関係団体
へ積極的に広報するとともに、高齢者・障害者権利擁護
支援センターと連携し、権利擁護の視点に基づいた適切
な支援を行います。

民生委員や自治会、老人会等地域団体の他、医療機関や薬
局、介護サービス事業所等への働きかけなど様々な機会を
利用し、情報共有を図りながら、課題・問題を抱えた高齢者の
早期発見・早期支援に繋がるよう取り組みを行った。
しかしながら、新型コロナウィルス感染拡大防止の観点からこ
れまでのような集会等の地域活動の機会が少なく、各団体等
から情報を得ることが困難であった。

△

民生委員や地域団体等との情報共有を図り、課題・問
題などを抱えた高齢者への適切な支援が展開されるよ
うな仕組みづくりを進める。
R3年度も新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、
各団体等との連携が困難な状況が続くが、その中でも
様々な働きかけを工夫し進めていく。

ｐ78
高齢者あんしん窓口の
専門性の向上

障害者あんしん相談窓口や高齢者・障害者権利擁護支
援センター、生活困窮者自立支援相談窓口などの相談
支援機関と連携するともに、研修会や事例検討会等の
開催を通じて、より専門性の高い相談支援業務を実施し
ます。

障害者あんしん相談窓口や高齢者・障害者権利擁護支援セ
ンター、生活困窮者自立支援相談窓口などの相談支援機関
とと連携を図り、より専門性の高い相談支援業務を実施した。
　・権利擁護関係研修等：3回

○

障害者あんしん相談窓口や高齢者・障害者権利擁護支
援センター、生活困窮者自立支援相談窓口などの相談
支援機関と連携を図るとともに、研修会等を通じてより
専門性の高い相談支援業務に取組む

ｐ78
地域における相談支援
のネットワークの構築・
強化

高齢者の地域における身近な相談窓口となっている民
生委員・児童委員や地区社会福祉協議会、地域の高齢
者と関わりのある団体、医療機関、薬局などとの情報共
有や連携を深め、支援を必要とする高齢者や潜在的な
ニーズの把握に努めます。また、地域ケア会議等を通じ
て、地域の様々な主体や専門機関との連携を進めるとと
もに、個別事例の検討から地域課題の把握及び解決に
向けた取組みを進めます。さらに、高齢者あんしん窓口
を中心に、支援を必要とする高齢者への適切な支援が
展開されるような仕組みづくりを積極的に進めます。

＜地区社協活動実績＞
　　地区ネットワーク会議の実施：22地区

＜高齢者あんしん窓口の活動実績＞
　　地域ケア会議開催数（延）：240件
　　民児協参加件数：（延）219件
　　地域活動参加件数：（延）350件
　　ケアマネ支援：研修開催回数：（延）48回
　　　　　　　　担当者会議回数：（延）27回
　＊新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、団体等主
催の地域活動が中止になるなどしたため、活動実績数は減
少した。

○

地域ケア個別会議を開催し、高齢者の生活上の課題解
決を図ると共に、地域住民等関係者間での情報共有と
連携強化を行い、地域支援ネットワークの構築に繋げ
る。
また、社協地区担当者と共に、地区ネットワークの実施
地区を順次拡大し、全市展開を目指す。

ｐ79
高齢者あんしん窓口の
体制整備

高齢者あんしん窓口が、地域包括ケアシステムの深化・
推進に向けた中核的な役割を果たすことができるよう、
また、三職種（保健師又は看護師、社会福祉士、主任介
護支援専門員）がその専門性を十分に発揮できるよう、
日常生活圏域における高齢者人口の増加などに応じ
て、職員配置を進めることで、相談支援体制の充実をめ
ざします。
【R2目標値】
高齢者あんしん窓口の人員配置数：66人

高齢者あんしん窓口の人員配置数：72人
◎

人員については、退職により1名の欠員が生じた。引き
続き地域包括支援センターの業務の効率化と質の向上
を目指し、必要な職員の増員を図る。

１．高齢者あんしん
窓口の機能強化と
地域で安心して暮
らすことができる相
談支援体制の充実
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ｐ79
高齢者あんしん窓口の
運営支援・評価

高齢者あんしん窓口の設置、適切な運営、公正・中立性
の確保等のために設置している「地域包括支援センター
運営協議会」において、高齢者あんしん窓口の運営状況
や課題等について協議を行い、センターの事業の円滑な
実施のために必要な運営支援・評価等を行います。ま
た、各団体との連携づくりなどを通じて、高齢者あんしん
窓口を周知するとともに、運営協議会での協議内容を各
団体に反映していく仕組みづくりを進めます。

地域包括支援センター運営協議会開催：2回／年（内1回は書
面会議）
（主な内容）
・地域包括支援センターの運営について
・今年度の地域包括支援センター運営事業実施状況につい
て
・令和3年度包括的支援事業の実施方針について

○

高齢者あんしん窓口の運営状況や課題等について協議
を行い、センター事業の円滑な実施のために必要な運
営支援・評価を行う。また、運営協議会での協議内容を
各団体に反映していく仕組みづくりを進めていく。
開催方法については、新型コロナウイルス感染拡大の
影響により1回は書面会議の形で実施したが、意見交換
の効果等を検証し、今後も実施方法を検討していく。

ｐ80

①生活支援コーディ
ネーターによる資源開
発、ネットワークづくり
【重点的な施策・事業】

生活支援コーディネーターが、地域における資源開発や
担い手となる人材の育成、ネットワークづくりに取り組
み、小地域福祉活動、民生委員・児童委員活動、ＮＰＯ
やボランティアの活動などを踏まえつつ、多様な主体に
よる多様なサービス提供体制の構築を図ります。また、
各地域における資源開発や人材育成等に向けて、地域
の各団体・機関等と連携しながら地域アセスメントを推進
します。さらに、生活支援コーディネーターの活動実績に
基づき、役割の整理を行い、生活支援コーディネーター
については、全市担当者を１名、地域包括ケア連携圏域
担当者を５名の合計６名体制の配置を進めます。
【R2目標値】
生活支援コーディネーターの配置数：6人

生活支援コーディネーターを配置し、地域資源等のアセスメン
トや、新たな地域福祉活動の立上げを支援した。
○生活支援コーディネーター配置状況
　第1層（全市域）　1名
　第2層（地域包括ケア連携圏域）　5名
○相談支援件数　76件

○

各エリアでの地域資源の情報収集や地域課題を把握
し、行政・受託法人間での確認・共有を行った上で、支援
の方向性や、資源の創出、ネットワークの構築を進めて
いく。
新型コロナ感染症の影響により従来形式の地域福祉活
動が困難となっていることから、新たな生活様式に対応
した活動推進を図っていく。

ｐ82

②高齢者・障害者権利
擁護支援センターの機
能の充実【重点的な施
策・事業】

高齢者・障害者権利擁護支援センターにおいて、権利擁
護に関する専門相談・支援や成年後見制度利用支援、
後見活動支援、成年後見制度普及・啓発・研修などの機
能の充実を図ります。また、市関係課や各関係機関との
連携を強化することで、権利擁護支援ネットワークの構
築を進めます。あわせて、高齢者・障害者権利擁護支援
センターにおける権利擁護に関するセミナーや専門相談
については、関係団体と協働して開催することで、より積
極的かつ効果的な普及啓発を進め、市民理解を促進し
ます。なお、権利擁護支援者に関しては、成年後見制度
の担い手となる市民後見人等を養成し、地域における権
利擁護支援体制の強化を図ります。
【R2目標値】
権利擁護に関するセミナー・フォーラム・公開講座の開催
数：3回

権利擁護に関するセミナー・フォーラム・公開講座の開催数：3
回

（センター実績）
　・新規相談件数　　　　 533件
　・延べ相談件数　　　 7,332件
　・法人後見受任数　　　  14件（R3.3.31時点）
　・専門相談回数　　　　 129回

◎

センターに対する相談件数が前年と比較して急増してい
る。特に、成年後見制度の利用に関する内容が増加が
見られた。同様に、専門相談の回数についても増加が
見られるため、相談内容について精査を行い、センター
職員および専門職で対応すべき案件か判断した上で、
対応できる体制を検討する。

ｐ83
④権利擁護支援者人材
バンクへの登録促進と
活動体制の整備

地域で権利擁護支援を必要とする市民のニーズに対応
するため、権利擁護支援者養成研修修了者に対して、
「市民後見人」や「権利擁護推進員」「運営推進会議委
員」「生活支援員」「後見活動支援員」「介護相談員」の活
動を目的とした権利擁護支援者人材バンクへの登録を
促進します。また、権利擁護支援者の活動が円滑に行え
るよう、人材育成と活動の場の体制づくりを進めます。
【R2目標値】
権利擁護支援者人バンク登録者数：110人

権利擁護支援者人材バンク登録者数：99人(R3.3.31時点)
・実活動人数　　生活支援員                6名
　　　　　　　　 　　後見活動支援員     　 11名
　　　　　　　　 　　介護相談員           　 18名
　　　　　　　　 　　運営推進会議委員　　 36名
　　　　　　　　 　　市民後見人　　　    　    0名

○

権利擁護支援者人材バンク登録者数は増加している。
引き続き権利擁護支援者が円滑に活動でき、その活動
が地域における権利擁護支援に効果が発揮されるよう、
引き続き研修等の養成や活動者の支援を行う。

７．高齢者の地域生
活を支える体制の充

実・強化

２．地域住民主体
の支援活動を踏
まえた地域づくり
の推進

３．権利擁護の取
組みの強化
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