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Ⅰ.業務共通事項の実施方針

⑴　事業運営体制の充実 実施状況 振り返り・課題・方向性等

①　地域包括支援センター長会議（原則毎月開催）、合同連絡会・研
修会等を通じて地域包括支援センターにおける業務の実施方針を明示
するとともに、各地域包括支援センターの事業計画策定に際しての支
援・助言等を通じて、市と地域包括支援センターの運営方針の共有及
び連携の強化を図る。

○前年度評価を踏まえて、地区担当が各地域包括支援センターと共に令和元年度の事業計
画を協議する場を設け、前年度の目標達成状況を確認し、課題を整理した。
〇地域包括支援センターの重点項目について確認した。
〇年度当初には、地域包括支援センター長会議を通じて、（基幹型）地域包括支援セン
ターの運営方針の共有を図った。
〇住宅政策課、健康推進課、環境業務課、消費生活課等の庁内関係課や警察署等と連携
し、高齢者支援にかかわる情報提供の機会を設けた。
○センター長会議：毎月開催。　庁内関係課等からの連絡件数　9件
○合同連絡会 ：全４回中３ 回開催（新型コロナウイルスの影響で３月開催分は中止）

・地域包括支援センター長会議の中で業務の実施方針についての確認
を行ったり、好事例取組の共有、警察や他課の新しい取り組みや包括
と連携したいこと等の情報共有の場として活用した。

・センター長会議等での周知を行い、それぞれ包括ごとに情報共有を
行っているため、包括全職員の理解にばらつきがある。改めて、入手
した情報を地域包括内でしっかりと共有してもらうため、適宜報告、
伝達研修を行い情報共有の徹底を図るように促していく。

②　地域包括支援センターの自己評価結果に基づき、地域包括支援セ
ンター事業の点検・評価を行うとともに、介護保険運営協議会を通じ
て、行政による点検・評価の結果を決定する。あわせて、地域包括支
援センター事業の点検・評価結果を公表する。

5月　書面審査
書類提出を受けた後、基幹型で読み込みをおこない、内容や表記方法等を確認し、地域包
括支援センターへ修正や追加等を随時依頼している。特に事例に関しては、内容の修正を
何度も繰り返しながら、最終的な完成に向けた支援をおこなった。
6月　各地域包括支援センターに基幹型地域包括支援センターの地区担当を含む２名１組
体制でヒアリングを実施。２時間程度、書類に記載されている内容についてヒアリングを
している。提出書類には記載のない好事例などを確認し、実績として掲載するよう助言を
した。（書面審査での不明点や好事例の確認のため）
7月　ヒアリング結果を踏まえて評価確定。２回の判定会議で最終的な評価を確定した。
15か所の書類の全てを確認し、地区担当も交え、１度目の判定会議を開催。会議は、１か
所につき２～３時間行い、自己採点が適切であるか等確認した。この時点での内容が不明
瞭な場合 は、地域包括支援センターに再度修正、追記を依頼。左記で修正、追記された書
類を１５か所全て確認し、２回目の判定会議を開催し、最終的な評価を決定した。介護保
険運営協議会にて報告し内容について了承を得た。 地域包括支援センターに評価結果を送
付。
9月　 事業評価の結果をセンター長会議において説明し課題を共有した。
12月　事業評価の結果をホームページに公表。

・評価項目が多岐に渡ること、事例数が多く、成果を見える化するよ
うに工夫して作成をするためには期間を要し、ヒアリングでの聞き取
りなども行うために、地域包括・基幹型包括共に業務負担となってい
る。また、基幹型が５月に地域包括から自己評価表の提出を受けて、
７月の運営協議会までの十分な期間がなく、事例評価では、評価基準
が不明確な部分があり、採点の整合性を保ちにくい部分があるため、
次年度は評価期間を10月の介護保険運営協議会までに伸ばすこと
や、評価項目について質の部分をどのように見ていくのか、業務負担
軽減も踏まえて検討をしていく。
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③　地域包括支援センターの事業評価の結果を活用して、各地域包括
支援センターへの支援・助言等の充実や、地域包括支援センター間の
ノウハウの共有等を図る。

〇センター長会議において、地域包括支援センター事業評価結果における、センター独自
の取組みや工夫をしていることなどを好事例としてまとめ、ノウハウを共有できる場を設
けた。
事業評価結果を地区担当職員が地域包括支援センターへ説明し、改善が必要な項目はもち
ろん、高評価な部分についても振り返り、次年度の策定する計画への助言をおこなった。

・センター独自の取組や好事例を紹介・共有することで、他のセン
ターが横展開を図ることができ、業務の平準化、質の向上につながっ
た。また、各地区担当者が評価結果を活用し、フィードバックをおこ
ない、業務改善につなげることができていると考える。

・一方、好事例の横展開、ノウハウの共有などに関し、消極的なセン
ターもあるため、評価分析を行い、各地域包括支援センターの特性や
地域課題にあった取組等を地区担当から提案していくことを検討して
いる。
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【保健師看護師部会】
・保健師看護師部会は、松戸市指定事業の好事例の共有の他、部会の
持ち方について有志メンバーにて検討を重ね、次年度は年間を通して
取り組むテーマ（地域診断）を決めて、令和2年度の部会を運営する
方針となっている。
【社会福祉士部会】
・社会福祉士部会では年間通して社会福祉協議会との勉強会を実施
し、情報の共有や今後の連携についてより具体的に話し合いを行えた
ことで、互いの連携強化に繋がった。
・包括内の社会福祉士の横のネットワーク構築が不十分であるため、
部会の中でGWや情報交換を通じてネットワーク強化を図る。
【主任介護支援専門員部会】
・令和元年度は、主任介護支援専門員部会のあり方に関する、コアメ
ンバー会議を開催し、部会の新たな組織体制や内容についてメンバー
とともに協議を重ねた。次年度は部会長制とし、市内の主任介護支援
専門員との交流を図りながら、ネットワークの構築に向けた企画を検
討・実行していく。
【自立支援型地域個別ケア会議】
・ケアマネはケアプラン作成の中でフォーマル資源に視点が行きがち
であるが、この会議ではインフォーマル資源への視点について考える
という気付きを得ることが出来ていると考える。今後はこの会議によ
り適した事例を選定していく方法について検討していく。
【介護予防支援事業所管理者会議】
・この会議では現場レベルの実務者の実情や課題等について把握で
き、様々な情報交換ができた。今後は議題に合わせて関係課の出席依
頼も検討していく。

④　地域包括支援センター間の交流の強化等を通じて、地域包括支援
センター間の業務・連絡調整の円滑化及びノウハウの共有を図る。

〇センター長会議や合同連絡会（包括合同研修会）開催。
〇専門職部会や自立支援型地域個別ケア会議（自立支援型ケアマネジメント検討会）等の
開催を支援した。
〇保健師看護師部会 　全４回中4回
・松戸市指定事業（介護予防普及啓発活動・介護予防教室等）の課題や好事例の共有を支
援。部会開催までに担当包括職員と基幹型で事前打ち合わせを実施。部会検討内容の決定
支援を行った。
〇社会福祉士部会　全6回中6回
・令和元年度は、社会福祉協議会との合同勉強会を企画立案し、一年間（６回）の参加を
社協に打診し、合意を取り付けた。その結果、地域包括支援センターと社会福祉協議会と
の連携強化および相互理解を深めるため、各回テーマを決めて、それに関する社協の事業
紹介とグループワーク等行うことができた。
〇主任介護支援専門員部会　全４回中4回
・主任介護支援専門員研修の振り返り、事例検討（訪問介護～生活援助中心型～の回数の
多い事例）、相談場面のロールプレイ（場面に応じたスーパービジョン）、次年度の主任
介護支援専門員部会のあり方に関する検討などを行った。
〇自立支援型地域個別ケア会議(自立支援型ケアマネジメント検討会)
・全12回中11回（新型コロナウイルスの影響により、３月開催分は中止となった）
・令和２年１月より、在宅医療・介護連携支援センターより推薦を受けた歯科衛生士、管
理栄養士が出席できるように調整を図った。
〇介護予防支援事業所管理者会議
・全６回中５回（新型コロナウイルスの影響により、３月開催分は中止となった）
・介護予防ケアマネジメント実務に関する情報提供や情報共有を行った。
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⑤　市の広報媒体や関係団体等との連携に基づき、地域包括支援セン
ターのＰＲを推進する。

○市のホームページに情報掲載
○「こんにちは地域包括支援センター」パンフレットの作成・配布
〇「地域包括支援センターだより」令和２年４月発行し、市内公共施設へ設置、町内回覧
版を活用し周知予定。
〇「広報（令和元年9月11日号）」にPR記事を掲載。

・地域包括支援センターの認知度向上のため、今後も継続して周知を
実施していく必要性あり。広報誌だけでなくSNSの活用などを検討し
ていく。
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⑵　担当圏域のニーズ等に応じた業務の実施 実施状況 振り返り・課題・方向性等

地域包括支援センターに対して、担当圏域の現状やニーズの把握に必
要な情報を提供する。

○２層ワーキングおよびコーディネーター会議の内容・地区の課題に関する進捗状況につ
いて、毎月集約をし資料を地域包括に提供した。また、センター長会議を通じて１５地区
の情報を相互に共有すできる場を設けた。
○介護保険運営協議会の運営状況まとめた資料を地域包括に提供し説明を行った。
〇現状やニーズ把握がしやすいよう、適宜情報を提供した。
【H31年4月1日時点の以下のデータを提供している】
・65歳以上および75歳以上の独居世帯数
・65歳以上および75歳以上の高齢者世帯数
・介護保険データより認知症高齢者の日常生活自立度分布状況
 （認知症初期集中支援チーム事業マニュアル掲載）

・左記データは地区特性を把握する上で、重要な情報であり継続して
情報提供を行っていく。地区の特性を把握した上での支援体制（ネッ
トワーク）構築のためには、左記数値のほかに、事業を展開するうえ
で必要な情報について、適宜地域包括支援センターへの提供・共有す
ることが必要であるため、センター長会議等を活用していく。また、
数値に関する分析を行い地区特性を把握していく。

⑶　地域包括支援センター職員の確保・育成 実施状況 振り返り・課題・方向性等

（1）内部研修の企画・実施
〇地域包括支援センター職員の資質向上に向けた研修を計画し、合同連絡会において開
催。
（2）外部研修への参加支援
○国・県・協議会等主催の研修案内、参加調整、公費負担研修の支払い等
【主な研修内容】
生活支援コーディネーター研修、地域包括支援センター職員研修、地域ケア会議の研修、
認知症地域支援推進員養成研修、在宅医療推進研修、高齢者虐待防止対策研修、主任介護
支援専門員研修、介護予防事業従事者研修、認知症初期集中支援チーム員研修、認知症疾
患医療センター研修、キャラバンメイト養成研修など

〇合同連絡会での研修内容
6月　 生活支援コーディネーターの役割と活動内容について
9月　  両価性を伴う方とのコミュニケーションの取り方について
12月　防災について～実例を交えたグループワークを通して～
3月　  メンタルヘルスケアについて
　　（新型コロナウイルスの影響により中止）

・国、県、協議会等主催の研修について地域包括へ周知し、様々な研
修に参加するよう支援を行ってきたが、地域包括によっては業務の都
合で研修に参加できず、資質向上に支障がでることが懸念される。

・合同連絡会の研修内容については、旬な話題や継続して勉強してい
く必要性がある話題など、PDCAサイクルを意識し、スキルアップに
繋がる内容をで検討していく。

①　地域包括支援センター職員の資質向上に向けた研修計画を策定・
明示し、計画的な研修の開催や参加支援を行う。
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③　地域包括支援センターの求めに応じて、市の広報媒体の活用等を
通じて、地域包括支援センター職員の募集を支援する。

〇昨年度は地域包括支援センターからの依頼なし。
・地域包括から依頼があった際にはすぐに対応を行う。また、定期的
に地域包括に対して、職員募集に関して広報媒体の活用についてのア
ナウンスを行う。

⑷　個人情報保護の徹底 実施状況 振り返り・課題・方向性等

市の個人情報保護に関する規程に従って、基幹型センター及び地域包
括支援センターにおける個人情報保護の徹底を図る。

○委託契約書において、個人情報取扱特記事項を定め、取扱いの指針を示した。また、必
要に応じ市の「個人情報保護に関するマニュアル」を配布し、個人情報保護の徹底を図る
とともに、各センターの個人情報保護の取り扱いを確認し、徹底を図った。
〇人の生命、身体、財産の保護のために必要があり、本人の同意が得られない場合などに
ついては、個人情報保護法の例外規定に従って対応した。
〇個人情報保護・管理に関し、センター長会議内で簡易研修をおこない、徹底を図った。

・日々の業務やセンター長会議を通じて、地域包括支援センターに個
人情報の取扱いに関し助言をしているほか、事業評価の記載事項の確
認、ヒアリングにおいて注意喚起を行っている。

・個人の判断だけに委ねられない組織的な判断、対応を継続的に呼び
かけていく。

【再掲Ⅰ-（1）-④】
②　地域包括支援センター職員の育成の観点から、職種別専門部会へ
の支援の強化を図るとともに、地域包括支援センターの事業評価を活
用した実践的な学びの場の提供をおこなう。

○事業評価による好事例、ヒアリング事項等をまとめ、センター長会議を通じて共有、他
地域包括支援センターでも取り組めるよう場の提供をおこなった。
【再掲Ⅰ-（1）-④】
・保健師看護師部会
・社会福祉士部会
・主任介護支援専門員部会
・自立支援型地域個別ケア会議（自立支援型ケアマネジメント検討会）
・介護予防支援事業所管理者会議
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⑸　利用者満足の向上 実施状況 振り返り・課題・方向性等

苦情対応の実施方針を明示するとともに、地域包括支援センターから
苦情について報告や協議を受ける機会を設ける。

〇苦情の内容に応じて地域包括支援センター・介護保険課等関係部署と連携を図り、支援
を行った。
〇地域包括支援センターだけでは解決が困難な事案については、基幹型が後方支援または
直接支援をおこない、解決に向けて対応した。
〇地域包括から地区担当に挙げられた苦情報告書については、基幹型地域包括内で共有す
る時間を設け、必要時地域包括支援センター長会議でも共有を行った。

・苦情受理件数 34件
・その内地域包括支援センターに対する苦情受理件数　　12件

・苦情受理の6割以上は地域包括支援センター以外の機関についてで
あり、日ごろから他機関と連携しておくことで、苦情対応がスムーズ
に進むこともあることから今後も連携強化が必要である。

 ⑹　公正・中立性の確保 実施状況 振り返り・課題・方向性等

①　地域包括支援センターに対して、公正かつ中立性を確保して、介
護サービス事業所・施設、居宅介護支援事業所等の紹介や指定介護予
防支援業務の委託先の選定を行うことを徹底する。

○公正かつ中立性の確保について運営業務委託説明会等において徹底を図っている。
○地域包括支援センター事業評価において、「委託先選定時に公正・中立性を担保するた
めに行っている具体的方法」を確認し、台帳管理など方法の共有につないだ。
〇「特定事業所加算算定事業所一覧」を定期的に地域包括支援センターへ情報提供し、困
難ケース等に対し、速やかな対応できる体制を整備した。

・事業評価を通じて、公正中立について支援、指導をおこなってきた
ことにより、地域包括支援センターごとのそれぞれの取組がみられ、
他センターの良い取組を取り入れるなど、徹底が図られてきている。

・公正中立に委託先を選定しようとしても、委託を受け入れてくれる
事業所が減少し、対応に苦慮している現状があるため、地域包括と事
業所が連携し関係性を構築できる体制を検討していく。

②　松戸市介護保険運営協議会において、公平・中立性を確保する観
点から必要であると判断した事項について報告・説明等を行い、承認
を受ける。

〇「地域包括支援センターの運営状況」「地域包括支援センターの評価」「基幹型地域包
括支援センター運営方針の実施報告」「地域包括支援センタ事業評価の方向性と評価項
目」「基幹型・委託型地域包括支援センターの運営方針」などの議題について、介護保険
運営協議会で報告・説明等を行い、承認を得た。
〇地域包括支援センター評価方法について、基幹型・委託型地域包括支援センターが共に
負担減となるよう大きな見直しを実施した。
〇介護保険運営協議会前には複数回関係者と協議を重ね、資料の作成を行った。

・介護保険運営協議会に向けた準備には多くの労力を費やすことと
なったが、介護保険運営協議会の会議で様々な意見を頂けたことで、
今後の取組に関して助言を頂けた場となった。

・地域包括全体の底上げを図るために、先進的事例を横展開していく
必要性がある。昨年度からはオレンジパトウォーク、今年度評価から
は男性養護者支援、地域ケア会議で視覚的な工夫をすることを横展開
する予定となっている。
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Ⅱ.個別業務の実施方針

⑴　総合相談支援業務 実施状況 振り返り・課題・方向性等

①　地域包括支援センターだけでは対応が困難な事例など、地域包括
支援センターから支援要請があった相談事例について、相談事例解決
に向けた直接的な支援を行う。

〇多問題を抱える高齢者世帯や経済的に困窮した身寄りのない高齢者、虐待ケースなど地
域包括支援センターで対応困難となった事例について、同行訪問等を行い、他機関の協力
を得ながらサービス調整を図り、解決を図った。
〇地域包括支援センターと同行訪問件数
【平成３０年度】　　１８１件
【令和元年度】　　　１４９件
〇【夜間・土日休日対応】
・土日祝は基幹型職員が緊急時いつでも連絡取れる体制を整えている。
・平日夜間17時以降：　訪問8件　面談2件　電話89件　合計99件
・土日、休日8:30~17:00：　訪問4件　電話30件　合計34件
・土日、休日17時以降：　訪問1件　電話5件　合計6件

・基幹型地域包括支援センターだけでは、対応困難な事例もあり、在
宅医療介護連携支援センターや医師、弁護士などの専門家と連携でき
る体制が整備されることで、多機関協働の支援が行えており、事例を
通じた学びの機会にも繋がっている。

・虐待事例に関しては、通報受理後の報告、相談を求めている。一
方、セルフネグレクト事例など、報告、相談のタイミングが図りづら
い事例に関しては、支援要請が遅れることがあり、日頃から事例共有
ができ、方向性を確認することが出来るような仕組みを検討していく
ことが必要である。昨年度、相談受付票の改定とセルフネグレクト票
を作成したので、運用を開始していく予定。

②　地域包括支援センターにおける相談事例の状況を把握・分析し、
相談事例への効果的な対応に向けた方策を検討するとともに、スキル
アップを図るために基幹型地域包括支援センター内で事例検討会等を
実施する。

〇支援困難な事例や虐待事例等、検討が必要な事案に対し、基幹型地域包括支援センター
内で検討・共有を行なった。また、コアメンバー会議など重要な会議においては、地区の
担当者だけではなく、幅広い専門職員が参加し、検討をおこなうとともにスキルアップの
機会とした。
〇コア会議開催数
【平成30年度】　44件
【令和元年度】　49件
〇相談受付票の改定を行い、主訴やニーズの明確化・課題・今後の支援方針が誰がいつみ
ても把握できるように変更を行った。モニタリングシートを活用することで職員の統一し
た意識づけを目指し、基幹型も最低月1回は状況確認できる体制づくりを行った。
〇定期的なレビュー会議を通じて相談事例の把握を行い、適宜助言を行った。

・基幹型内の会議で事例について意見交換する等を行い、対応方法や
支援方針について共有・理解を進めることができたが、地域包括から
の相談内容をタイムリーに把握していく困難さがある。

・相談受付票の改定及びモ二タリングシートを新規作成したため、入
力方法の統一や修正が必要であると考えている。
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③　市全域を対象にしたワンストップ相談窓口（福祉まるごと相談窓
口）において、障害分野・児童分野などについても基礎的な相談対応

や適切な機関の紹介ができる地域共生相談を実施する。

〇平成３０年４月より、「福祉まるごと相談窓口」を開設し、専任で専門職の非常勤相談
員に加え、精神保健福祉士等の相談員を配置し、分野横断的な相談対応体制を整備してい
る。また、相談内容に応じて、庁内他課への同行による案内や他機関の紹介を行うととも
に、地域包括支援センターと連携し、たらい回しの防止と相談の中断を回避するよう努め
ている。（ワンストップサービスの徹底）
〇令和元年9月より包括化推進員の3環境区配置を開始し、翌10月に3環境区配置を完了し
た。
〇３環境区への包括化推進員配置に先立ち、配置する包括の選定についての調査と配置先
包括への交渉、調整をおこなった。
〇包括化推進員の業務遂行にかかる個人情報の管理等についてルールを設定。個人情報等
のデータを配置先包括、市役所間で移動させる際は基幹型職員が必ずチェックを入れた。
〇福祉まるごと相談窓口で対応したケースについて、必要に応じて基幹型包括地区担当が
同行訪問等の対応を行った。その他、相談員からの相談等を普段から受け、常に助言等を
行う体制を整備している。
〇基幹型包括に福祉まるごと相談窓口担当者を置き、適時ミーティングを設けケース情報
の共有や業務改善について打ち合わせを実施した。
〇地域の中の会議体等で福祉まるごと相談窓口の周知ＰＲをおこなった。

【令和元年度　福祉まるごと相談窓口実績】
・新規相談実績　434件 （月平均36.1件）・本人又は家族への支援回数　延1096回
・本人、親族以外の機関への相談、調整回数　延2035回
・新規事例対象別 延べ件数
児童：13件、障害（身体・知的）：38件、精神障害：191件、高齢者：273件、生活困
窮：64件、ひきこもり：47件、その他（ダブルケア、難病等）：58件
・新規相談実績は約2.2倍、支援回数延数も約2.2倍と昨年度比べて大きく増えている。
・新規相談者のうち、本人・家族以外の相談は約半数であり、高齢者分野以外の機関から
の相談も幅広く受けている。
・新規（本人家族以外の相談者）：高齢者支援課42件、地域包括支援センター39件、ケ
アマネジャー10件、医療機関9件、その他ほっとねっと、COCO、生活支援課、障害福祉
課、警察等
・新規相談における対象者の年齢区分では、40代、50代の方の相談が最も多い。
・相談内容としては、健康・医療に関することが最多。次に、家族関係に関する調整、経
済的相談が多い。
・連携、調整先としては、地域包括支援センターが150件、市役所他課（介護保険課・障
害福祉課・生活支援課を除く）79件、生活支援課71件、ほっとねっと65件等となってい
る。※高齢者支援課は除く

・令和元年度より包括化推進員を３環境区に配置したため、より地域
の身近な相談窓口として存在するとともに、地域包括支援センターと
も連携強化が期待できる。関係機関に福祉まるごと相談窓口の周知が
進んだことや、担当職員を平成30年度の2名から令和元年度は5名に
増員し、体制強化をした結果、相談件数も大幅に増加した。

・関係機関への周知は進んできたが、まだ一般市民への周知が弱いこ
とが課題であると考えている。一般市民への周知については広報を活
用しての周知を図ることを検討している。
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・様々な協議会等に参加することで地域ネットワークの強化を図っ
た。

・支援の中で法律相談ができるシステムを構築したことで複雑困難化
したケースへの対応力が向上し、実地対応する職員の負担感、心的ス
トレスの軽減が図られている。しかし、弁護士相談と行政書士相談に
ついて、相談先の分類や住み分けについて明確なルールが未設定であ
り、相談者の自由裁量になっているため、今後も継続して相談内容に
ついては基幹型でチェックしていく。

・弁護士や行政書士への法律相談については、取りまとめを行い、事
例集を作成して地域包括と共有することで、法律に関するケース対応
のスキルアップを図っていく。

・頻回に徘徊保護されている方のフォローについては、昨年作成した
モニタリング予定表等を活用しての、支援方法を検討していく。

〇関係団体が主催する研修への講師派遣、各種協議会等への出席、町会行事への参加など
により、相互理解を深め、連携強化を図っている。
○平成27年度から、弁護士を行政アドバイザーとする「地域包括ケアシステム構築支援ア
ドバイザー 」を開始し、複雑困難な事例に対応し、地域包括支援センターの負担軽減、ス
キルアップを図るための後方支援体制を整備している。
・地域包括ケアシステム構築支援アドバイザーへの相談（弁護士相談）
　【平成３０年度】　15件　　【令和元年度】　２５件
・各包括への後方支援相談対応を基幹型包括地区担当がおこなう中で、リスクマネジメン
ト等の理由から法律相談をした方がいい、と判断した際にアドバイザー制度を利用するよ
う包括へ助言等をおこなった。
・アドバイザー制度利用の報告書の内容を基幹型包括職員がチェックすることで、アドバ
イザー制度の適切な利用およびその後の対応の質を担保している。
・基幹型包括が毎年アドバイザー契約更新について担当弁護士と交渉をし、書面でまとめ
ている。
〇平成30年より行政書士へ簡易な法律相談ができる仕組みとして、「地域包括ケアシステ
ム推進活動」を開始した。
・地域包括ケアシステム推進活動（行政書士相談）
　【平成30年度】　９件　　【令和元年度】　１１件
・各包括より基幹型包括に提出された相談シートの内容を確認し、精査したものを相談協
力機関へ送信している。
・相談後の報告書の内容を基幹型包括職員がチェックを行った。
・基幹型包括が毎年、契約更新について担当者と交渉をし、書面でまとめている。
○松戸市高齢者見守り活動に関する協定による、見守りネットワークを構築している。
（日本郵便、セブンイレブン、生活協同組合等）
○警察署で徘徊等により保護した高齢者の情報を共有する「支援対象者情報提供書」によ
る情報共有が開始され、支援が必要な高齢者へ早期に対応できるネットワークを構築して
いる。
〇協議会等への出席例
・町会自治会連合会・民生委員児童委員協議会・地区社会福祉協議会・高齢者支援連絡会
・在宅ケア委員会・認知症研究会・千葉県５市介護保険主管者協議会
・千葉県11市保健福祉主管部長会議　　等
〇支援対象者情報提供書を受理した件数
　【平成30年度】　132件（平成30年7月～平成31年3月）　【令和元年度】　233件
・受理した情報提供書の内容を担当包括へ伝達している。まずは、電話にて内容を早急に
伝えアフターフォローを依頼し、追って受理した書面の写しを各包括へ渡している。
・アフターフォロー後の報告書の提出を求め、その内容をチェックしている。
・頻回に保護されている方がいた場合、各包括に対応状況を確認した上で、必要に応じて
改善へ向けた今後の見通しをともに検討している。

④　医療・介護・福祉等の関係団体の会議・行事等への積極的な参加
等を通じて、市レベルの関係団体・機関・行政のネットワークの構築
を図る。
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・福祉相談機関連絡会を定期開催することで、分野横断的なネット
ワークを構築するにあたり『顔の見える関係づくり』が強化されてき
ており、連絡会の内容として、事例報告と検討を通しながら、各機関
の役割、機能等、相互の理解も進んでいると考えている。

・今後も事例検討をしていく現行のスタイルの継続でいいのか、連絡
会のあり方について再検討をしていく。

○平成29年度から、福祉相談機関連絡会を定期開催し、関連機関の役割、守備範囲を確認
しながら、連携の強化に努めており、会議の中で福祉まるごと相談窓口の相談事例を積み
重ねることにより、関係機関に対して福祉まるごと相談窓口の理解を深めた。
〇令和元年度より、他機関の相談事例を用いて事例検討を行うことにより、多角的な視点
からの相談支援体制及び連携強化を図った。
〇新たに子ども分野・障害分野・就労分野等の支援機関充実のため、福祉相談機関連絡会
への参加を呼びかけ、各分野での連携強化を図れる体制を整備した。多分野に広くアンテ
ナを張り、参加要請、交渉をすすめたことで構成員機関数が増えた。
〇参加機関に連絡会での事例提供について協力交渉をした。提供事例については、連絡会
当日前に提出してもらい、内容確認した上で論点整理やフォーカスしたい課題を検討し、
当日の事例検討をスムーズにおこなえるよう事前準備を行った。
〇連絡会の準備として、会場確保、案内・通知、配布資料等作成、当日の会場設営等を実
施した。
〇年度初回の連絡会にて前年度分の実績報告を行うため、統計処理、報告資料等作成を
行った。
〇各機関の連絡先や職員体制、役割と機能について情報シートをまとめて配布した。
○松戸市福祉相談機関連絡会
【平成30年度】
　開催回数：4回中4回
　事例検討数：6事例
　構成員機関数：16機関
【令和元年度】
　開催回数：4回中4回
　事例検討数：6事例
　構成員機関数：28機関

⑤　複合化した課題を抱える世帯への支援体制の整備等地域共生社会
に向けた取組みを強化するために、「松戸市福祉相談機関連絡会」を
定期的・継続的に開催し、多分野における相談機関の連携を推進す
る。
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⑵　権利擁護業務 実施状況 振り返り・課題・方向性等

①　成年後見制度の適用に関する判断基準を策定し、地域包括支援セ
ンターと共有するとともに、地域包括支援センター職員における成年
後見制度の理解の促進を図る。

○市長申立ての検討事項としては、【親族】四親等以内の親族の有無・親族の支援の可
否・経済的搾取の有無等、【経済】滞納、負債の有無・金銭管理状況等、【認知症】長谷
川式スケール・判断能力の程度や状況、支援経過、エピソード含めてた。
市長申立検討会にかける案件については、基幹型地域包括支援センターと地域包括支援セ
ンターとで対象者に面会し、本人の状況を確認すると共に市長申立が妥当であるか、また
支援方針等を確認している。
〇アセスメントを行う情報の整理として、事前確認シートを作成し、地域包括支援セン
ターと共有してた。
〇千葉県・社会福祉協議会・社会福祉士会等関連機関が実施する成年後見制度関連研修会
などの参加を促し、理解の促進を図った。
〇市長申立てによる成年後見制度の導入を判断する「市長申立て検討会」を平成29年度よ
り開催している。
【平成30年度】
・開催回数　8回　事例検討数　35件　市長申立て数　27件
【令和元年度】
・開催回数　12回　事例検討数　49件　市長申し立て数　38件

・検討会開催数、申し立て件数ともに増加しており、着実に権利擁護
支援が推進されている。また、各地域包括へも市長申し立てについて
の理解が深まっていると考える。しかし、市長申し立て検討会の開催
が不定期であり、予定が立てにくいため、今後は定期的な開催を検討
していく。

②　地域包括支援センターと連携しつつ、困難事例に対して、公権力
の行使（やむを得ない措置、成年後見制度の市長申し立て等）も含め
た迅速な対応を行う。

○虐待等の事由により、市の権限行使が必要となった場合、高齢者支援課の管理職を含め
たコアメンバー会議を速やかに開催し、権限行使の必要性を判断するとともに、それに基
づいた支援計画を策定した。
〇やむを得ない措置実施時は基幹型地域包括支援センターが主導となり、地域包括支援セ
ンターと連携しながら虐待対応の支援を実施した。
〇市長申立て検討会には地域包括支援センターと共に基幹型地域包括支援センター職員も
出席し、今後の支援方針・方向性の確認を共に行った。
〇地域包括支援センター職員及び介護関係専門職等を対象とした、高齢者虐待防止専門職
向け研修会を開催し、虐待防止・対応のスキル向上を図った。
【平成30年度】
・やむを得ない措置　4件・市長申立て件数　27件・緊急ヘルプネットワーク事業　7件
【令和元年度】
・やむを得ない措置　3件・市長申立て件数　38件・緊急ヘルプネットワーク事業　1件
〇専門職向け研修会の実施　参加者７０名　令和2年１月10日 （金）
　テーマ：「養護者支援」を考える～ケアラー支援の視点から～
　講　師：一般社団法人　日本ケアラー連盟代表理事
　　　　　日本女子大学名誉教授　堀越　栄子氏
〇研修会については、基幹型包括で企画立案から講師選定、講師依頼、交渉調整に始ま
り、当日の会場設営や会の運営進行等すべてをおこなった。

・公権力行使が必要な時は速やかに出席者の調整、受け入れ施設等と
の調整を行い、コア会議開催して早期終結に向けた支援を検討・実施
することができ、高齢者の権利擁護に努めることができた。

・やむを得ない措置を実施しないでも、困難事例が解決できるような
専門職のスキルアップや関係機関の連携強化をどのようにするのか。
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③　高齢者虐待防止ネットワーク・緊急ヘルプネットワークの充実を
図り、高齢者虐待事例や高齢者虐待を疑われる事例に対して迅速に対
応できる仕組みを構築する。

援センターと共に「虐待認定」「終結の判断」「継続支援ケース確認」を確認し、必要時
助言を行った。また地域包括が作成する議事録を確認し、修正も行った。
〇2か月に1回実施する多職種・多機関で構成された高齢者虐待防止ネットワーク担当者会
議を開催し、管理職を含む基幹型地域包括職員も毎回出席した。会議がスムーズに進むよ
うに事前に地域包括に対して事例の提出を求め（必要時基幹型包括が事例選定）、15地域
包括の全虐待事例の集約と分析を毎回実施し、委員に対して報告を行った。
〇2か月に１回、ネットワーク会長や副会長と協議する場を設け、高齢者虐待防止や事業
の推進に努めた。
〇市レベルの会議となる高齢者虐待防止ネットワーク全体会を年２回開催。市全体の虐待
件数の集計と分析、今後の取組や市の課題や現状について報告し、今後の方向性を議論し
た。
○緊急に判断・対応が必要な事例については、随時、コアメンバー会議等を開催し、状況
に応じ、高齢者虐待防止ネットワーク会長等にも出席いただき、支援の方向性の協議など
を迅速に実施した。
〇養介護施設従事者等による虐待も増加傾向にあり、通報受理後は情報収集、事実確認調
査等を適切に実施した。
〇松戸市で作成している松戸市高齢者虐待防止マニュアル「専門職用」「養介護施設用」
「家庭用」の３種類をすべて見直し、令和２年度版に改定作業を行った。
○安否が確認できない接触困難事例（新規）に対し、３５日以内にその安否を確認する基
準（３５日ルール）を定めており、これを継続事例においても適用することとした。



15

○警察署からの虐待通報件数は年々増加しており、警察から虐待通報票を受けた際は概ね
48時間以内に相談受付票を作成し、担当地域包括に情報提供することで早期対応ができる
ように配慮した。昨年は98件受理し、地域包括に情報提供した。
○特別養護老人ホーム連絡協議会と緊急ヘルプネットワーク事業等での連携を積み重ね、
協力体制を構築した。
〇被虐待者の多くは認知症の人であることから、令和元年度9月より認知症サポーター養
成講座と連携して、若い世代・養護者に対して高齢者虐待防止についての啓発を進めた。
〇専門職向け研修会、市民向け講演会、高齢者虐待防止に関するイベント等で松戸市SNS
（twitter、facebook）を利用しての周知を図った。
〇虐待者の7割は男性であることから、男性養護者の会の立ち上げを支援した。基幹型地
域包括が企画案作成、関係機関との連絡、事前打ち合わせを調整し、開催までには関係者
と複数回協議を重ね、当日も担当者が出席して支援を行った。令和元年10月より「ケアメ
ンカフェわかば」の開催について準備をはじめ、12/21に開催。男性養護者3名と被養護
者3名、男性オレンジ協力員が参加。令和2年3月にも開催予定であったが、新型コロナウ
イルスの影響で延期となっている。
〇権利擁護の視点をから、運営推進会議へ出席し、身体拘束等について必要時助言を行っ
た。

・権利擁護事業については高齢者虐待の防止、早期発見、早期対応、
周知、ネットワーク構築等、多くの取組を実施した。特に男性養護者
へのアプローチの一歩として男性養護者の会を立ち上げたり、多くの
方に高齢者虐待防止の周知を進めるためにSNSを積極的に活用した。
また、個別事例検討会、ネットワーク担当者会議については、より関
係機関が連携しやすいような方法や虐待の早期解決に向けて、会議方
法を都度検討しながら実施をした。

・男性養護者支援をより推進していく必要性があるため、男性養護者
の会の立ち上げ支援や開催を今後も力を入れていく。また、若い世代
への周知を進め、虐待防止に繋げていく必要性があるため、SNSを継
続し活用していく。

・虐待は複雑困難化していることから、他機関同士の連携をより強化
していく必要性があるので、高齢者虐待防止ネットワークをより有効
活用していく方法を今後も検討していく。

【令和元年度】
〇高齢者虐待防止ネットワーク事業
・全体会　2回（年2回予定）・担当者会議　5回（年６回予定）事例検討数　３０件
・個別事例検討会　36回（3環境区内で毎月開催）
　※3月の担当者会議は新型コロナウイルスの影響で中止
〇コアメンバー会議開催数　会議開催数　４９回
※同時間に複数のケースについて会議を行っている場合は、それぞれ回数として計上して
いる。
〇警察からの虐待通報票件数　98件
〇運営推進会議への出席　40件
〇相談受付票の改定とセルフネグレクト票の活用
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④　高齢者をターゲットにした消費者被害等防止への対応力の強化を
図るため、関係機関との協力関係を構築する。

〇警察署や市民安全課、消費生活センター等と情報共有し、消費者被害につながる可能性
のある事案を地域包括支援センターに周知した。
〇消費生活センターと調整し、センター長会議の際に消費者被害防止についての情報の周
知・啓発を実施し、消費生活センターと地域包括の連携強化も努めた。
〇松戸市地域ケア会議において、これまで蓄積された議論から「消費者被害防止」という
テーマを抽出し、１５地区の地域包括ケア推進会議の議題として取り扱うように促した。
〇消費生活課、消費生活支援センターへ訪問し、高齢者虐待防止ポスターやパンフレット
を説明・配布し、高齢者の権利擁護のため、早期発見・早期通報強化に努めた。

・高齢者の権利擁護に関しての取組については「高齢者虐待防止」に
ついてが大部分を占めており、高齢者虐待防止に比べると消費者被害
防止についてはあまり取組むことができなかった。今後は、消費者被
害等に関する情報発信をどのように実施していくのか検討が必要であ
る。

⑶　包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 実施状況 振り返り・課題・方向性等

①　地域包括支援センターによる介護支援専門員を対象にした研修
会・事例検討会等の計画的な開催を支援する。

〇各地域包括支援センターが開催する研修会・事例検討会等の実施に向けて、地域包括支
援センターから事前に報告を受け、目的・対象・内容・評価方法等について助言を行って
いる。
〇地域包括支援センターによる介護支援専門員を対象にした研修会・事例検討会の予定を
とりまとめたうえで一覧にして、地域包括支援センターへ提供した。これにより、他地域
包括支援センターでの開催内容、状況等を共有することができるとともに、内容や時期等
が重ならないように配慮することができた。

・居宅介護支援事業所の主任介護支援専門員と会を立ち上げ、協働し
て研修会を開催したり、主任介護支援専門員の更新要件に該当する研
修会を開催する等、工夫を凝らした取り組みが推進されている。

・研修内容については、座学だけではなく、多職種連携や実務的な能
力向上に向けて、現場実習や実践的なOJT機会の提供を検討してい
く。

②　地域包括支援センターだけでは対応が困難な事例など、地域包括
支援センターから支援要請があった介護支援専門員からの相談事例に
ついて、相談事例解決に向けた直接的な支援（同行訪問、サービス担
当者会議への出席等）を行う。

〇地域包括支援センターにおいて介護支援専門員からの支援要請に応じている相談事例等
に対して、主に地区担当が中心となり随時同行訪問、サービス担当者会議への出席等を行
い、解決に向けた支援を実施している。
〇行政権限が必要なケース（主に虐待事例）については基幹型地域包括が主導して、支援
方針や会議等を設けながら、介護支援専門員と連携を図り支援を実施した。
〇このほか、直接的な支援にあたらない相談事例においても、日々、地区担当が助言等を
おこない後方支援にあたっている。
【平成３０年度】
・同行訪問　１８１件　　・担当者会議への出席　６０件
【令和元年度】
・同行訪問　１４９件　　・担当者会議への出席　６３件

・困難事例や虐待事例に関して地域包括から相談があった際は、主に
地区担当が助言を行い、基幹型地域包括内の管理職・専門職等で協議
をしながら、早期解決に向けて対応を進めた。

・困難事例は複雑困難化していることから、基幹型職員のスキルアッ
プのため、医療や障害、生活保護等の他分野の知識を深める必要があ
り、様々な外部研修への参加や内部研修等を実施していく。
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・世帯まるごとin〇〇に参加し、事例等を通じた協議をおこなうこと
で、多分野、多職種と連携を図ることができ、新たな視点、視野の拡
大にも繋がっている。引き続き、在宅医療・介護連携支援センターを
はじめとする医療、障害等との連携を強化していく。

〇【再掲Ⅰ-（1）-④】
・主任介護支援専門員部会
〇在宅医療・介護連携推進事業に関連した医療・介護・福祉に携わる関係者で構成する多
職種ネットワーク研修会等に出席し、顔の見える関係づくりに努めている。（世帯まるご
とin常盤平・小金など）
【平成３０年度】
○ケアマネとの同行訪問：61件
○担当者会議への出席：20件
○在宅医療・介護連携支援センターが開催するアウトリーチ事例検討会・研修会等（年２
回中２回 出席）
〇入院連携推進のための交流会　出席
○多職種ネットワーク会 出席
【令和元年度】
○ケアマネとの同行訪問：４６件
○担当者会議への出席：１１件
○在宅医療・介護連携支援センターが開催するアウトリーチ事例検討会 出席
〇入院連携推進のための交流会　出席
○多職種ネットワーク会 　出席

③　重度の要介護者を在宅で支えるための介護サービスのマネジメン
トや医療との連携など、在宅生活の限界点を高めるためのケアマネジ
メント実施に向けた介護支援専門員への支援を行う。
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⑷　地域ケア会議関係業務 実施状況 振り返り・課題・方向性等

①　地域個別ケア会議（個別事例レベル）・地域包括ケア推進会議
（日常生活圏域レベル）・松戸市地域ケア会議（市レベル）の三層構
造の地域ケア会議の運営を通じて、個別事例及び地域における課題の
解決を進める。

〇地域包括支援センターが開催する地域個別ケア会議においては困難事例等の個別事例に
ついて、多職種と連携した自立支援・重度化防止に資する検討を行い、個別事例の課題解
決を図った。
○地域包括支援センターが開催する地域包括ケア推進会議においては、地域個別ケア会議
および自立支援型個別ケア会議での検討を踏まえ、地域の課題を抽出し、地域の実情に応
じて、資源開発や地域づくりの支援を行った。
○地域で解決できない課題は市レベルとして、松戸市地域ケア会議において課題を整理
し、関係機関・関係団体・行政等による取組みや他の会議等への提言等、施策形成につな
げている。
○要点を絞った事例提出が可能となるよう共通事例様式を活用した。
〇地域包括ケア推進会議の課題を更に議論して実践に結び付けるための「解決に向けた活
動の場」として2層ワーキングを設置した。（生活支援体制整備事業）
〇ケア会議の中で他機関や行政を招聘する際は、基幹型包括が電話連絡や依頼文作成等を
行い、会議に参加していただけるように調整を図った。
【令和元年度】　事例検討数121件　(平成30年度　120件）
※開催全104回予定のうち、新型コロナウイルスの影響で15回中止
・地域個別ケア会議実施回数　全62回中51回（11回は新型コロナウイルスの影響中止）
事例件数　99件
・自立支援型個別ケア会議実施回数　全12回中11回（1回は新型コロナウイルスの影響中
止）事例件数　22件
・地域包括ケア推進会議実施回数　全30回中27回（3回は新型コロナウイルスの影響中
止）
上記会議には基幹型包括の地区担当等も毎回出席をした。
【地域包括ケア推進会議における具体例】
○ペットと高齢者の事例を通してあげられた課題について、ペット関係事業所、動物愛護
センターなどの専門機関を招いて議論を深めた。
〇高齢者の免許返納・移動支援について、警察、バス会社、タクシー会社、他市職員を招
き、各機関の取り組みを学び、地域でできる取り組み等について協議を行った。

・個別ケア会議から推進会議、市の会議への一連の流れを通して取り
組みに繋げられたものとして、昨年度は①難病の情報がなく、支援を
どのようにしたらよいか困っていたという課題に対して、地域ケア会
議を通じて、介護給付以外の相談受付マニュアルに難病支援情報を掲
載することとなった。②ゴミ出し支援について、担当課へごみ処理や
個別回収の対象者と現状についての情報提供をしたことで、令和2年
度より家庭ごみ訪問収集事業の対象者枠が拡大された。

・個々の事例から丁寧に課題を吸い上げて実際の取り組みに繋げてい
くためには、事例提供者やケア会議参加者の力が重要となるため、地
域ケア会議を通じて横の連携を強化していく必要性があると考えてい
る。また地域課題の抽出をする際は、基幹型包括と地域包括が連携し
て課題の確認と抽出を行うことも重要であるため、継続して事前・事
後の打合せを行う。
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②　三層構造の地域ケア会議の連携強化、会議運営ノウハウの共有
化、会議運営マニュアルの充実等を通じて、地域個別ケア会議及び地
域包括ケア推進会議の機能強化を図る。

〇松戸市地域ケア会議において、これまでの蓄積された議論から地域ケア会議における
テーマ、論点を整理した。これらのテーマ、論点を地域包括ケア推進会議の議題として取
扱い、他圏域や市外等から議題に沿った話題提供者を招聘する等の工夫をすることで、よ
り具体的な課題解決につながるよう、会議の活性化を図った。
〇地域包括ケア推進会議の参加者等を中心に、各圏域の推進会議を活性化し、質を高める
ための研修会として、令和２年3月15日（日）「集合住宅における高齢者の課題」をテー
マに勝部麗子氏ほか市内での活動をおこなう代表者３名に登壇していただき、講演とシン
ポジウムを行う予定であったが、新型コロナウイルスの影響で中止。

・研修会を予定していたが、新型コロナウイルスの関係で実施するこ
とができなかった。複数の地域包括では地区担当と連携して、他市の
方を招聘したりと会議の工夫が見られたことで、有意義な会議となっ
たことから、今後も継続して会議運営の充実について検討していく。
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③　地域個別ケア会議において、地域におけるより多くの介護支援専
門員等が会議を通じた支援が受けられるようルール作りや環境整備を
進めるとともに、地域包括支援センターとの事前・事後協議を強化す
る。

○地域個別ケア会議において、より多くの事例に対する課題解決や介護支援専門員への支
援につながるよう、毎回の会議で原則2事例を取扱っている。
○地域個別ケア会議、地域包括ケア推進会議ともに、基幹型包括の地区担当と地域包括支
援センターで事前、事後の打合せを実施し、効果的、効率的な会議運営が行えるよう協議
を行った。
○地域包括支援センターと事前に事例の選定方法や検討内容、時間、出席要請者などにつ
いて打ち合わせを行った。事後においては、報告書の作成に関する助言もあわせて行っ
た。

・事前・事後の打ち合わせを行い、より中身の濃い議論が行えるよう
な仕組みが定着しつつある。

・今後はより多くのケアマネが参加できるよう検討していく必要があ
り、オンライン開催についても検討していく必要がある。

④　合同連絡会において、バリエーションに富んだ多数の事例を検討
するモデル個別ケア会議を開催することにより、多事例を取りあげる
会議運営のノウハウを共有しスキルを高めるとともに、地域個別ケア
会議に事例を提供し支援を受けることによる介護支援専門員のメリッ
トなどを整理し共通認識を高める。

〇センター長会議で推進会議についてのグループワークを実施。各地区の好事例共有がで
きた。
○共通事例様式および司会進行のための標準フォーマットを活用した地域個別ケア会議を
実施し、地域包括支援センター職員が会議運営のノウハウを共有しスキルアップを図れる
体制を整備している。次年度、会議方法を自立支援型個別ケア会議にも広げられるよう準
備を進めた。
〇次年度自立支援型個別ケア会議にも居宅介護支援事業所のケアマネ、サービス事業所等
が参加できるよう議論を重ね、調整を行った。
・センター長会議2回　・自立支援型個別ケア会議1回
・予防管理者会議1回　・主任ケアマネ意見調査１回　・他市状況調査（延べ7回）
〇スキルアップのために昨年度のモデル個別ケア会議ではなく、令和元年度は講演とシン
ポジウムを行う予定で調整していたが、新型コロナウイルスの影響で中止となった。

・徐々に会議の質を高めることができていると思うが、今後も継続し
てより良い会議となるように、センター長会議等も活用しながら、会
議運営のノウハウや会議運営の好事例を共有しつつ、質を高めてい
く。

⑤　地域包括ケア推進会議において、地域課題の解決を目指した幅広
い関係者の連携を支援するとともに、地域の意見・問題意識の反映に
向けて議論を深めていけるよう支援を強化する。

〇松戸市地域ケア会議において、これまでの蓄積された議論から地域ケア会議における
テーマ、論点を整理した。理由としては、テーマ数の増加、「２.認知症の見守りの推進」
「13.見守り・安否確認」など重なる課題があった。論点は地域包括ケア推進会議の議題
として取扱い、他圏域や市外等から議題に沿った話題提供者を招聘する等の工夫をするこ
とで、より具体的な課題解決につながるよう、会議の活性化を図った。
〇地域包括ケア推進会議の課題を実践に結び付けるための2層ワーキングには、地域関係
者、各領域の専門職、市民活動団体等が参加し、課題の解決に向けた議論を進めている。
その進捗状況を毎月のセンター長会議で情報共有し、各圏域での活動の参考とした。

・先進事例の団体の方を招聘したり、視覚的なもの等を準備して行え
た会議は活発なグループワークとなった。今後も先進事例や好事例を
会議の中で積極的に紹介していくこと、また地域情報をよく知る団体
の参加も検討していく。
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⑥　関係団体・関係機関・行政の連携の下、松戸市地域ケア会議の課
題解決能力の充実を図る。

〇松戸市地域ケア会議２回（7月及び1月に開催）
〇松戸市地域ケア会議では市レベルの課題を整理し、地域の課題に対する関係団体・機関
や行政による対応方針を決め、課題解決に向けた具体的方策の実施を推進した。
〇松戸市地域ケア会議において、これまでの蓄積された議論から地域ケア会議における
テーマ、論点を整理し、地域包括ケア推進会議の議題として取扱うことで、より具体的な
課題解決につながるよう、会議の活性化を図った。また、その結果を再び松戸市地域ケア
会議に報告することで、地域ケア会議での議論が有機的に連動、循環し、課題に関する議
論が深まることで、課題解決能力がより充実することをめざした。
〇市ケア会議委員の機関の他に、下記の機関にも各地区の地域包括ケア推進会議に参加し
ていただき、議論を深めた。
・バス会社　・タクシー会社　・運輸会社　・飲料会社　・ペット支援事業所
・集合住宅管理会社（UR)　・司法書士　・動物愛護センター　・病院防災管理者
・小学校校長　・他市商工振興課　・本市危機管理課

・2層ワーキングの取り組みから課題解決に結びつきそうな動きが
あったが、コロナ禍の影響によりケア会議への接続がまだ十分に果た
されていない。今後は2層ワーキングや生活支援コーディネーターの
機能が加わり、各機関との連携、課題解決能力の充実を図っていく。
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⑸　介護予防ケアマネジメント業務・指定介護予防支援業務 実施状況 振り返り・課題・方向性等

②　制度見直しの反映や活用可能性向上の観点から、介護予防ケアマ
ネジメントマニュアルの充実等を図る。

〇地域包括支援センターや関係各課と、法律や制度の改正に沿って介護予防ケアマネメン
ト実務マニュアルの改訂及び、現場に即した活用しやすい同マニュアルの充実を図るため
に検討している。
〇5月に改訂版4版のマニュアルを発行。

・膨大な量のマニュアルとなるため、確認作業に時間がかかってし
まっているが、地域包括支援センターや関係課と情報共有を行い、マ
ニュアルの作成を行うことが出来ている。

・自立支援型地域個別ケア会議での事例検討を通して、自立支援の視
点や地域のインフォーマルサービスへつなぐ動機づけの機会を定期的
に持つことができた。令和２年度より会議形式の変更について地域包
括支援センター職員と共に検討。グループワークから全体討議型へ変
更とし、事例数を２事例から3事例へ増加、外部の居宅介護支援専門
員も参加することによるスキルアップや地域のネットワーク構築、地
域や行政課題の発見、解決の検討を図っていく。

〇多様なサービスの活用については介護保険課と連携し、介護支援専門員への利用促進を
図る地域包括支援センターに事業内容の説明をおこない、介護予防支援事業所予防管理者
会議においては、地域包括支援センター別の利用状況等を伝え、短期集中予防サービス等
の積極的な活用の促進を図った。
〇自立支援型地域個別ケア会議を毎月開催し、地域包括支援センターの主任介護支援専門
員がアドバイザー役になり、事例に対し助言をおこない、自立支援に資するマネジメント
を推進できるよう支援を行った。
○1月より栄養士及び歯科衛生士にご参加いただき、専門的な視点を加えることにより、
ケアマネジメントの質の向上を図った。
【令和元年度】
・令和元年度 介護予防ケアマネジメント研修会
　「ストレングスを生かした介護予防ケアマネジメントについて」
　実施日時　令和元年11月8日（金）
　講　　師　日本介護予防協会　川中　康子氏
〇自立支援型地域個別ケア会議(自立支援型ケアマネジメント検討会)【再掲Ⅰ-（1）-④】
〇介護予防支援事業所管理者会議【再掲Ⅰ-（1）-④】

①　多様なサービス（短期集中予防サービス、高齢者就業主体のサー
ビス等）の積極的な活用など、自立支援型ケアプランの作成に向けた
地域包括支援センターへの支援を行う。
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⑹　在宅医療・介護連携推進業務 実施状況 振り返り・課題・方向性等

①　医療的な課題が存在する困難事例等への対応を推進するため、在
宅医療・介護連携支援センターと地域包括支援センター・基幹型セン
ターの連携体制を強化する。

○地域包括支援センター・基幹型地域包括支援センターから在宅医療・介護連携支援セン
ターに相談、アウトリーチの依頼を行い、連携を強化している。アウトリーチを依頼する
前に地域包括支援センターと地区担当で協議し、依頼をしている。
〇在宅医療・介護連携支援センターの定例会議に毎月参加、連携支援センターの職員には
センター長会議に出席を依頼し、地域の状況や地域包括の取組等を共有している。
○在宅医療・介護連携支援センターが行う事業について、連携を取りながら行っている。
〇まちっこプロジェクトにおいて、ファシリテーター、認知症サポーター養成講座などを
行い、連携を図っている。
〇（基幹型）地域包括支援センターの個別支援に関する在宅医療・介護連携支援センター
への連絡・相談回数　138回
・必要時、連携支援センター、基幹型地域包括、地域包括が連携して同行訪問や担当者会
議に参加をし、困難事例に対応をしている。
〇まちっこプロジェクトの参加：認サポ9回、GWファシリテーター4回

・基幹型と在宅医療・介護連携支援センターは定期的に会議に出席
し、個別事例のやりとりも地域包括と共に行い、緊密に連携を図って
きた。医療的課題のある困難事例については、在宅医療・介護連携支
援センターと連携しながら今後も支援を進めていく必要性がある。

・アウトリーチのタイミングの見極め方が難しいため、研修会等を検
討していく。

②　医療関係者とのネットワーク構築の観点から、医療関係者と地域
包括支援センターの合同の事例検討会・講演会・勉強会等の開催・開
催支援を行う。

〇地域包括支援センター・基幹型地域包括支援センターは在宅医療・介護連携支援セン
ターと各種会議、研修会等で連携を図っている。
〇在宅医療・介護連携支援センターが開催する研修会、交流会等に地域包括支援セン
ター・基幹型地域包括支援センターが参加している。
〇在宅医療・介護連携支援センターの管理栄養士、歯科衛生士に自立支援型個別ケア会議
のアドバイザーをしての参加依頼を行った。
〇基幹型地域包括支援センター職員が在宅医療・介護連携支援センターの開催する研修会
等に参加した。令和元年度　８回。
・アウトリーチ事例検討会
・地域共生社会実現に向けた多領域研修会
・居住系施設における医療連携のあり方研修会
・サブアキュート/ポストアキュート地域連携についての交流会
・松戸市医療・介護連携地域ICTシステム研修会
・頻回救急搬送に関する会議　等

・在宅医療・介護連携支援センターが開設され2年が経ち、ネット
ワークが構築されてきている。今後も検討会等を通してさらなるネッ
トワークの構築を推進していく。
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⑺　認知症総合支援業務 実施状況 振り返り・課題・方向性等

①　認知症初期集中支援チームを通じた認知症の早期診断・早期対応
に当たって、同チーム設置圏域の各地域包括支援センターへの後方支
援を行う。また、同チーム未設置圏域については、地域包括支援セン
ターと連携しつつ、基幹型センターに設置した同チームにおいて認知
症初期集中支援を行うとともに、設置圏域拡大の準備を進める。

○認知症初期集中支援チーム設置数10か所
（基幹型地域包括支援センター1か所、地域包括支援センター委託9か所）
〇認知症初期集中支援チームで実施する事例の選定については「事例選定フロー図」に基
づき、地区担当と地域包括支援センターで協議し選定した。
○基幹型直営チームの運営を行うとともに、委託型チームにおいてもチーム員会議に出席
し、必要に応じて同行訪問するなど地域包括と連携して支援にあたった。
○令和２年度には、3ヶ所増設し設置圏域を拡大するため、調整・準備を行った。
○基幹型チームの地区担当と事業担当者がチーム員となり、認知症初期集中支援チームの
アウトリーチやチーム員会議を行い初期集中支援を実施し、報告している。
○委託型チームの地区担当は、チーム員会議に出席し、チームの運営について支援を行う
とともに、適切な運営になっているか確認、助言を行い、報告している。
○市内すべての実施状況を県に報告している。
○委託契約や委託費、報償費等の支払いを行っている。
【令和元年度】
○認知症初期集中支援チーム実績
・チーム支援事例件数　28件　（基幹型チーム6件、包括チーム22件）
・訪問回数　152回(延)　（基幹型チーム21回、包括チーム131回）
・チーム員会議実施回数　65回　（基幹型チーム6回、包括チーム59回）

・委託型チームでの実施は対象事例があるごとに実施できるが、基幹
型チームにおいてはチーム員会議の日程に合わせて実施するため適切
な事例が見つからず苦慮する包括があった。15地域包括すべてが委
託型チームでの実施が出来るように来年度は委託型を3か所増設す
る。

②　認知症予防を推進するとともに、地域課題の解決を図るため、医
療・介護連携に基づく認知症の早期把握・ケアマネジメントを推進す
る。

○6月と8月に第１回「認知症を予防できる街♡まつどプロジェクト研修会」を実施し、概
要と実施方法、事前アンケート結果に対する意見交換、事例紹介、松戸認知症予防プロ
ジェクトの効果について講義を行った。（8月は6月の研修会のビデオ上映にて実施）
○11月に第２回研修会を実施。「まつど認知症予防プロジェクトの意義について」講演と
事例検討、グループワークを行った。
○実施機関拡充のため、実施協力機関70か所のうち36機関に対して事業協力依頼の訪問
を行った。【医療機関（5）・歯科診療所（1）・薬局（19）・介護事業所（3）、居宅介
護支援事業所（7）・通所介護事業所（1）】
○研修会やアンケートからの意見より、実施機関が増えない理由として、同意が難しい、
様式が多い、モニタリングの回数が多いなど、事業の趣旨には賛同するが実施するとなる
と二の足を踏むという意見より、令和２年度実施方法や支払い方法など全面的に変更し
た。また、セルフケアのアドバイスの内容や様式の記載方法についても例を提示し、新た
なマニュアルを作成した。
【令和元年度】
○まつど認知症予防プロジェクト
・新規件数　15機関　146件　・１年後モニタリング件数　13機関　100件
・２年後モニタリング件数　12機関　74件　・３年後モニタリング件数　10機関　24件
・上記の地域包括が実施し作成した書類は基幹型の地区担当に提出を頂き、基幹型の地区
担当が書類を確認し、訂正箇所については適宜修正を行った。

・より多くの事業所に実施してもらえるよう、協力機関へ担当者が個
別に訪問し、事業の説明や実施上の課題点の洗い出しを行った。ま
た、説明にあたり市民向けのリーフレットを作成し、実施機関向けに
研修会を実施し、好事例の共有を通じて、実施機関がセルフケアへの
理解を深めることが出来るように取り組んだ。

・地域包括以外の実施機関が増えていないことから、実施機関にとっ
てより活用しやすい方法やマニュアルの検討、地域包括以外の実施機
関が事業を実施できるような体制づくり、市民が活用しやすいような
周知方法を検討していく。（実施機関のHP掲載など）
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○あんしん一声運動の展開
・松戸市社会福祉協議会と15圏域の地域包括支援センターとのオレンジ協力員推進事業交流会
に出席し、オレンジ協力員活動における相互協力について意見交換した。
・あんしん一声運動研修会を令和2年２月に「認知症の人が自分らしく笑顔で過ごせる場とは
～『デイサービスＤＡＹＳ　ＢＬＧ！』の活動から～」講師　前田隆行氏（NPO町田市つなが
りの開　理事長）を迎え実施した。また、オレンジ声かけ隊の方が活動の報告を書面でまと
め、また数名発表をしてもらえるように調整を行った。
・オレンジ協力員のチームオレンジに向けたステップアップ研修会の実施について、委託先の
市社協と話し合いを行った。
○認知症地域支援推進員の活動
・認知症地域支援推進員の活動を推進するために会議を開催し、活動ごとにチーム編成を行
い、各チームで活動目標を設定した主体的に活動につなげ、進捗状況の確認や活動支援を行っ
た。（認知症カフェ・認知症ケアパス・認知症サポーター養成講座・オレンジ協力員・普及啓
発イベント・認知症予防）
〇プラチナカフェの開催（認知症の方が接客をおこない、おもてなしをするカフェ）
・カフェシャコンヌ：8月8日、12月10日　・カフェ・ド・ソル：12月21日
開催にあたって、店のオーナーや認知症コーディネーター、認知症地域支援推進員との連絡調
整を行い、打ち合わせをもちながら企画を進めた。また、近隣の公共機関（市民センターや小
学校）へのチラシの配架依頼、市のホームページ等での周知活動、メディアへの対応も行っ
た。
ボランティアスタッフの調整のため、市社協と連携し、オレンジ協力員や高校生ボランティア
の協力が得られた。
○認知症コーディネーターの活動に対する支援
・認知症コーディネーター世話人会（年3回）に出席し、研修会（年３回）の企画支援を行っ
ている。
・研修会で市の認知症に関する事業について説明を行った。
・認知症コーディネーターによる認知症ケアパスの活用推進に努めた。
【令和元年度】
・オレンジ声かけ隊　登録者数  3,667名　 登録団体数  227団体
・オレンジ協力員　登録者数　819名　・認知症地域支援推進員　46名
〇認知症地域支援推進員の認知症カフェチームでは「プラチナカフェ」を実施。
・カフェ・シャコンヌ：2回実施　・カフェ・ド・ソル：1回実施
〇取材対応
・Financial Times：市の施策、認知症カフェ、オレンジパトウォークについて
・日本テレビ報道局：高齢者の見守りシールについて
・「みんなの介護」サイト：介護支援ボランティア、プラチナカフェについて
・「からころ（医療スタッフや薬剤師から患者へ配布する冊子）」に掲載：見守りシールにつ
いて

③　オレンジ協力員の養成推進や活動機会増大等を通じて、あんしん
一声運動を推進するとともに、認知症地域支援推進員・認知症コー
ディネーター・オレンジ協力員等と連携した認知症地域支援を推進す
る。

・国から地域で暮らす認知症の人や家族の困りごとの支援ニーズと認
知症サポーターを結び付けるためにチームオレンジという取り組みが
始まり、本市ではオレンジ協力員が担うための整備を市社協や認知症
研究会で検討した。今後はオレンジ協力員の活動がチームオレンジと
しての個別支援に向けて、ステップアップ研修会の企画や方向性を市
社協と確認し、地域包括との連携をとりながら活動を推進していく。

・認知症地域支援推進員は、基幹型包括と地域包括に合わせて約40
名おり、全員で話し合うことは難しいため、希望のチーム（認知症カ
フェ・認知症ケアパス・普及啓発イベント等）で活動する体制をとっ
た。

・プラチナカフェの企画や開催時には、認知症コーディネーターと連
携して実施した。
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○認知症サポーター養成講座の実施
・市役所全職員の認知症サポーター養成を推進しており、新規職員に養成講座を１回実施、その
他市職員向けに4回開催した。
○ＲＵＮ伴への協力・参加（11月2日）
・ＲＵＮ伴実行委員会に出席して進捗状況を把握し、広報や市長出席における調整を行った。
・ＲＵＮ伴開催場所で出張プラチナカフェを認知症地域支援推進員が実施するための調整を行っ
た。
○若年性認知症カフェの立ち上げ・運営支援　Ｈ29年10月から毎週開催中
・千葉県の若年性認知症コーディネーターとともに、いまここカフェ （千葉県の若年性認知症カ
フェの名称）with くるみの会の支援した。（1月30日）若年性認知症当事者3名、家族等支援者7
名参加
・市内近隣市５か所の脳外科相談員へ認知症カフェ「くるみの会」の周知を行った。
○認知症カフェ　21箇所のＭＡＰなどホームページに掲載とチラシ作成
・認知症カフェ交流会を10月、2月に開催の支援をした。
・認知症カフェ4団体による市役所連絡通路による物品販売（10月31日）場所の提供を行った。
・認知症カフェ主催者が交流会を実施し、会場の提供や広報など後方支援した。各団体の情報共
有の機会を創出した。
・認知症カフェの幅広い周知を図るため、市役所連絡通路でカフェ物品の販売を実施した。
〇本人ミーティング開催に向けたアンケートの実施（ミーティングは新型コロナウイルスの影響
で中止）
・本人ミーティング開催に向けたグループホーム41か所対象のアンケートを実施。各事業所の意
向を把握できた。
○松戸まつり（10月6日）述べ件数　2,874件
・パンフレットの配布　14種2,000部　・認知症簡易チェック　101件・認知症クイズ　160件
・相談コーナー　15件　・ロバ隊長（マスコットキャラクター）の工作コーナー　598件
・小多機協議会、グループホーム協議会、認知症地域支援推進員、家族の会、オレンジ協力員と
協働し、認知症の理解について普及啓発を実施した。
〇高齢者の見守りシール（どこシル伝言板）の支給　63件
・高齢者の見守りシールの周知を図るために薬局や警察に使い方が分かるチラシを配布。警察に
保護された高齢者や家族に特に周知をするよう警察や包括に依頼した。
○警察からの支援対象者情報提供書による情報共有（主な支援方策の例）情報提供件数　述べ件
数　233件
・警察からの情報提供書を通じて包括へフォローを依頼。基幹型はその集約と分析を行った。
・警察からの情報提供書を集計し提示している。
・地域包括へ情報提供し支援を依頼し、フォロー状況用紙を返却してもらい状況を把握し、必要
時支援方法について地域包括と検討している。

④　その他
・認知症への理解を深めるための普及啓発の推進について
・認知症の人の介護者への支援について
・若年性認知症の支援について

・認知症カフェの周知、本人ミーティングに向けた調査、徘徊高齢者
のための見守りシールの周知、情報提供書の分析等、多くの取組を実
施することができたが、一部新型コロナウイルスの影響で実施できな
い取組もあった。認知症の正しい理解、当事者の声を聴く、認知症の
方が活躍できる場の提供等について今後も継続して事業を展開してい
く。そのために、本人ミーティングを開催し、当事者の声を聴いた上
で施策に反映して行くことを検討している。

・若年性認知症に関する支援、周知方法の検討を進めていく。
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○一般市民向け認知症予防講演会開催（5月12日）   参加者数　850名
・企画から案内周知、講演会の運営などを行った。
○認知症サポーター養成講座受講者　28,101人
･地域包括からの養成講座の依頼受付や物品の準備、集計を行った。
・小中学生にむけた認知症サポーター養成講座の開催依頼のため、校長会に出席して案内した。
・まちっこプロジェクトの認知症をテーマにした授業を認知症サポーター養成講座とコラボし、
市職員と包括職員が出席してオレンジリングや地域包括の案内を行った
・認知症地域支援推進員の活動として、放課後学童クラブの養成講座を実施した。
・市立松戸高校の先生と生徒に向けた養成講座を実施した。
（子ども向け認知症サポーター養成講座　放課後児童クラブ2か所　計119名、まちっこプロジェ
クトのコラボ 小学校9校　計1,027名、市立松戸高校1年生　287名、先生　20名）
○認知症対策の推進のために認知症研究会の開催   年４回
・議論、テーマ：認知症関連事業報告、認知症施策の実施計画、事業について、認知症初期集中
支援チーム事業検討委員会　等
○徘徊高齢者防災無線放送実施 　37件
・放送内容をすぐやる課に提供しパトロールに役立てる体制を整備
・徘徊高齢者安心安全メール配信　95件
○いきいきメールの配信、登録推進
・あんしん一声運動参加者に対し、行方不明高齢者の情報や研修等の認知症に関する情報をメー
ルで配信 登録者数 430名（延べ人数）
・いきいきメール登録者に対し、イベント情報や介護予防、認知症予防の情報を配信。
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⑻　生活支援体制整備事業 実施状況 振り返り・課題・方向性等

① 第１層の生活支援コーディネーターを基幹型センターを所管する高
齢者支援課に配置し、地域包括支援センターに配置された第２層の生
活支援コーディネーターと連携しながら、不足する生活支援・介護予
防サービスの開発など生活支援体制整備を進める。

○令和元年度より、第１層（市全域）は高齢者支援課に９名、第２層（日常生活圏域）は
地域包括支援センターに１５名、まつどNPO協議会に３名の生活支援コーディネーターを
配置し、地域包括支援センター長会議等において定期的に各自の活動内容を報告・共有
し、相互に活動の発展に努めている。
○第１層については松戸市地域ケア会議、第２層については地域包括ケア推進会議を活用
し、第1層と第2層のみのコーディネーター会議で課題抽出を実施し、地域住民を含めた2
層ワーキングで課題について議論を実施している。また、ワーキングで検討された内容に
ついてより地域住民に広く周知することや課題について考える機会として交流会を開催し
ている。
〇次年度の事業体制について、まつどＮＰＯ協議会と協議を重ねた。事業方針の検討を
行った。
○生活支援コーディネーターの配置数
・第1層（市全域）9名　・第2層（日常生活圏域）18名
○ケア会議
・第1層（松戸市地域ケア会議）2回　・第2層（地域包括ケア推進会議）27回
〇地域づくり交流会
・12回開催（新型コロナウイルスにより8回分中止）
〇地域づくり交流会報告会
・3/26開催予定であったが、新型コロナウイルスの影響により、中止となった。

・地域の実情を把握している地域包括支援センターとまつどNPO協
議会がコーディネートすることにより、各地区の課題に応じたワーキ
ングを開催した。また、買い物支援の取組など、他圏域の好事例が共
有化され、横展開した取り組みも見られた。

・生活支援コーディネーターについては、地域住民にコーディネー
ターのこと、生活支援体制整備事業の内容が分かりづらい部分がある
ので、広報のためにチラシの作成や地域の集まりで説明を行う等、工
夫していく。
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（９）　松戸市指定事業 実施状況 振り返り・課題・方向性等

地域包括支援センターが行う介護予防事業について、自立支援の推進
に向けた後方支援を行う。

〇地域包括支援センターが行う介護予防教室（体操教室）、認知症予防教室、介護予防普
及啓発事業については、事前、事後報告書の確認や内容についての協議、好事例の共有等
を行い、地域の特性に応じて、より自立支援につながる事業を実施できるよう支援してい
る。
〇保健師看護師部会の活動をより効果的に業務に生かすため、部会の体制を見直すことを
検討した。地域特性や課題を捉え、包括業務、介護予防事業に反映させることを目的に、
年間で取り組むテーマとして「地域診断」を取り上げ、次年度より取り組む方向性とな
る。
○保健師看護師部会において、継続した運動を促すための工夫点（セルフケアシート）を
共有することで、より自立支援に繋がるよう支援をした。
〇認知症予防教室について地域包括独自の内容で実施していることなどから、どのような
内容が効果的か、評価基準としてモニタリング時の活動継続について報告書を作成した。

・介護予防事業について、どのように展開していくべきかを議論する
中で、「地域診断」の観点から事業を展開していく必要性があること
を共有し、次年度より取り組む方向性となった。今後は、地域特性、
課題を捉え、介護予防事業へ反映させることが必要であると考えてい
る。
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