資料２

地域包括ケア推進会議における主な議論
（地域での対応方針・市レベルの課題）
○平成29年度から令和元年度の間、地域包括ケア推進会議において議論されたテーマを一覧にまとめた。
○医療・介護・福祉・地域関係者等のほか、テーマに応じて、警察、交通機関、宅配事業者、司法機関、近隣市職員等が
参加して、地域課題の解決に向けて議論が行われた。
○推進会議では、課題解決に向けて、地域での対応方針を決定する。地域で解決できない課題がある場合には、そうした
課題を抽出した上で、市レベルの課題につなげる。今回は、市レベルの課題として各地区で挙げられた内容とそれを
議論した地域包括/年度をテーマごとにまとめた。（①は年度内一回目、②は二回目の会議を指す）

令和２年度 第１回 松戸市地域ケア会議
令和２年７月３０日
0

地域包括ケア推進会議における主な議論の整理
テーマ
本人

実態把握

普及啓発
多様な対象に向けた認知症サポーター養成講座

連携強化
オレンジ協力員の活動推進

取組・検討
認知症カフェ・プラチナカフェ等の継続・拡大

○小中学生等、多様な世代への認知症の普及啓発を図る ○オレンジ協力員のスキルアップや活動の場の充実等取 ○認知症の人と家族を支える地域資源の充実が必要【常

家族

【明1・本庁・東部/H29①】【明1・馬橋/H29②】

り組みの推進【新松戸/H29①】【馬橋・明2西/R1②】 盤平/H29①】【新松戸・小金/H29②】

○広報誌等を通じた普及啓発【明２東・本庁・東部・五 ○市全体のオレンジ協力員の連携と活動状況の共有【馬 〇居場所づくりとして必要な活動場所の確保、情報提供
香松飛台・馬橋/H30①】

橋/H29②】

【五香松飛台・六実六高台・馬橋西/R1①】

○小中学生向けに「認知症サポーター養成講座」を開催 ○認知症カフェ運営の情報共有や地域でのネットワーク ○認知症カフェという名称に代わる呼び名の検討【馬

1

認知症

する【明2東・本庁・東部・五香松飛台・馬橋/H30①】 の構築【小金・明1/H30②】

橋・明2西/R1②】

○認知症サポーター養成講座についての市民への普及啓 〇商業施設等の企業と連携した認知症に対する理解の促
発【五香松飛台・六実六高台/H30②

進【五香松飛台・六実六高台・馬橋西/R1①】

〇認知症の早期把握・早期支援のための普及啓発【五香
松飛台・六実六高台・馬橋西/R1①】
○地域包括の周知【馬橋・明2西/R1②】

2

介護予防

多分野
3

地域共生

フレイル・サルコペニア予防の普及啓発

フレイル・サルコペニア対策

○住民へ介護予防や生活習慣病等の普及啓発【明2西

○介護予防・重症化予防としてフレイル・サルコペニア

/R1①】

対策について介護専門職への普及【明2西/R1②】

精神障害者についての理解促進

ひきこもりに対する連携支援

多世代交流の取組み

○福祉まるごと相談窓口等相談窓口の周知【明1・常盤

○高齢者以外の他分野の関係機関との連携強化【明1・

○コミュニティへの若年世代の参加促進【明1・明2西・

平・馬橋/H30①】【明1・五香松飛台/R1①】

明2西・小金/H29①】【常盤平・馬橋西/H29②】

小金/H29①】【常盤平・馬橋西/H29②】

○精神障害等の理解が促進されるよう多世代の市民への ○重症化する前に対応できる連携体制やシステムの構築 ○意思決定支援を行う仕組みの充実が必要。【常盤平
普及啓発活動【馬橋西/H30②】【矢切・小金/R1①】

○カフェや交流会のノウハウを市内で共有していく【明 /H29①】

【東部・五香松飛台/R1②】

1・五香松飛台/R1①】

○障害者総合支援法から介護保険法への円滑な移行【常

〇障害分野の制度やサービス、相談先や連携先等の周知

盤平・馬橋西/H29②】

や研修会による専門職への理解促進【矢切・小金/R1

〇企業、事業所等と連携した場の確保、核となる人の発

①】【東部・五香松飛台/R1②】

掘 【明1・本庁・東部・六実六高台・小金/H30②】
外国人高齢者への対応
○外国出身の高齢者に対する支援の在り方の検討【明2

4

西・東部・六実六高台・馬橋/H29②】

国際

〇見守りについての各地区の好事例の共有【小金原/R1
①】

5

ペット

高齢者とペットに関する普及啓発

ペット支援のネットワーク構築

〇高齢者のペット飼育についての普及啓発【常盤平/R1

〇ペット支援の仕組みづくり（ボランティア・仲間づく

①】

りの支援）
〇災害時のペット同伴避難についての体制整備【常盤平
/R1①】

地域包括ケア推進会議における主な議論の整理
テーマ
地域
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実態把握

普及啓発

連携強化

取組・検討

地域資源情報の把握

ゴミ収集の情報提供と周知

見守りの連携推進

○生活支援に関する地域資源情報の整理【明1・五香松

○ゴミ収集についての情報提供と周知【明1・五香松飛

○支援を求める力の欠如した高齢者へ地域サポート医の ○ゴミ出し支援のニーズの把握と必要な方策の検討【明

飛台・新松戸/H30①】

台・新松戸/H30①】

活用を推進【明2東・新松戸/H29①】【常盤平・馬橋西 2東・新松戸/H29①】【常盤平・馬橋西/H29②】

生活支援

ボランティアによる支援の仕組みづくり

/H29②】

○ちょっとした困りごとに対する市独自の介護保険外の

○ゴミの問題における好事例の共有や関係課との連携

サービスと趣旨に合ったボランティア活動のマッチング

【常盤平・馬橋西/H29②】

【明2西・馬橋西/H30②】

○民生委員等、見守り関係者との連携推進【明2西・明2
東・五香松飛台・常盤平団地・小金原・馬橋西/H30
②】
運転免許返納についての普及啓発

警察・交通機関との連携

支えあいによる外出支援

○運転免許の自主返納についての情報提供【矢切・常盤 買い物困難の支援

○高齢者の社会参加を推進するため移動困難な高齢者の

平・五香松飛台・六実六高台・馬橋西・馬橋/H30①】

○買い物支援の関係機関へ働きかけ

外出支援の環境整備【明2東・五香松飛台・六実六高

【明1・明2西・明2東・五香松飛台/R1②】

〇運転免許証返納が促進されるよう、警察や交通機関等 台・新松戸/H29①】【明2西・明2東・本庁/R1①】

〇高齢者に対する交通安全についての普及啓発【明2

との連携【明1・明2西・明2東・五香松飛台/R1②】

西・明2東・本庁/R1①】

〇移動スーパー等買い物が困難な高齢者に向けた支援に きるシステムの検討

○既存の病院や娯楽施設の送迎バスに地域住民が便乗で

ついて関係機関への働きかけ【明2西・明2東・本庁/R1 ○介護事業所と送迎車の活用についての協議【明2西・
①】
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東部・常盤平・新松戸/H29②】【矢切・常盤平・五香
松飛台・六実六高台・馬橋西・馬橋/H30①】

移動支援

○高齢者が乗車しやすいミニバスやコミュニティバスな
ど、交通手段や運行範囲の検討【矢切・常盤平・五香松
飛台・六実六高台・馬橋西・馬橋/H30①】
〇住民同士の支え合い、ボランティア活動促進の支援
【明1・明2西・明2東・五香松飛台/R1②】
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居場所づ
くり

通いの場等社会参加の場の情報提供

ボランティア活動の推進

○ボランティア情報を提供する仕組みの構築【明2西・

○体操教室の好事例の共有を通じた、サロン等の自主運 ○社会資源の把握・開発の推進【明2西・五香松飛台・

退職後・転入後などのコミュニティづくり

明2東・六実六高台・新松戸/H30①】

営を推進【明2西・五香松飛台・六実六高台・馬橋/H29 六実六高台・馬橋/H29①】【明2西・東部・六実六高

○市全域の資源情報を一元管理する仕組み【五香松飛

①】

台・馬橋/H29②】

台・六実六高台・小金・馬橋/H30②】

○市社協と連携したボランティア活動の促進【明2西・

○制度の狭間にいる方など、誰もが集える場の創出

東部・六実六高台・馬橋/H29②】

○移動手段がない方が社会参加できる支援

○住民主体の活動の場・機会について、支援する体制の ○居場所作りをしようとしている人、団体への支援【明
推進【明2西・明2東・六実六高台・新松戸/H30①】

2西・明2東・五香松飛台・六実六高台・小金・馬橋
/H30②】

地域包括ケア推進会議における主な議論の整理
テーマ

実態把握

普及啓発

連携強化

取組・検討

つながりを持たない高齢者の把握

重層的な見守りネットワーク構築の推進

○地域につながりを持たない高齢者の把握【明1・常盤

○見守り協定の締結推進と協定締結事業者との連携強化 ○見守りネットワークの対応力向上や情報共有推進に向

集合住宅など住民の助け合いの仕組みづくり

平・馬橋/H30①】

【明1・矢切・小金原/H29①】【常盤平・馬橋西/H29

けた市レベルでの勉強会・研修会等の開催【明2東・明2

②】

西・本庁・東部・六実六高台/H29①】

○商店会との連携に基づく見守り強化に向けた意見交換 ○住民や商店等が行う見守り活動を支援する仕組みの充

地域

の推進【明1・矢切・小金原/H29①】

実【明2西・本庁・小金原・新松戸/H30①】

○町会、民生委員等の地域関係者との重層的な見守り

○活動やイベントの場として、空き家などの場の活用を

ネットワークの構築の推進

検討、推進

【常盤平・馬橋西/H29②】【明2西・明2東・五香松飛

○見守りに関する地域の好事例についての情報共有【明

台・常盤平団地・小金原・馬橋西/H30②】

2西・明2東・五香松飛台・常盤平団地・小金原・馬橋西

○マンションの住民が地域とつながりをもてるよう、マ /H30②】
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見守り

ンション管理者との連携や勉強会の実施【明2西・本

〇各地区で行われている見守りに関する取組を市内全体

庁・小金原・新松戸/H30①】

に広める支援

〇見守り協定の締結先を増やし、見守り体制を強化【本 〇ゴミ屋敷のゴミの撤去についての方策の検討 【小金
庁・五香松飛台・六実六高台/R1②】

原・馬橋西/R1①】
○地域につながりを持たない高齢者が、必要時に支援機
関につながる仕組みづくり【明1・常盤平・馬橋/H30
①】【本庁・東部・常盤平団地・五香松飛台・六実六高
台/R1①】【本庁・五香松飛台・六実六高台/R1②】
〇閉じこもりや町会の未加入者、独居の方の把握・アプ
ローチの方法を検討。
〇見守り活動をしているというシンボル（ビブス、腕章
等）を統一化し、市民全体への認識を深める【本庁・五
香松飛台・六実六高台/R1②】

地域包括ケア推進会議における主な議論の整理
テーマ

実態把握

普及啓発

連携強化

避難における情報提供

要支援者に対する連携体制の検討

○松戸市避難行動要支援者名簿等への登録の促進【小

○各団体内での情報共有や連絡体制の構築【小金・新松 ○外国人などに対応できる多様な支援体制の整備【小

金・新松戸/H30②】

戸/H30②】

○市民や事業所への要配慮者支援に関する啓発、相談支 〇地震だけでなく台風などを想定した災害対策につい
援

て、関係機関、地域と議論を深める

○町会・自治会への加入促進【小金・新松戸/H30②】

〇避難所への医師や医療・介護スタッフの配置について

〇ペット同行避難についての周知

検討

〇避難所の運営や環境整備についてアドバイスが得られ ○ 在宅で人工呼吸器、人工透析など医療機器・電源を

地域
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災害

取組・検討

る機会の提供

使っている人の把握と対応を関係機関と連携し検討

【明2西・小金原・新松戸・常盤平・馬橋西/R1②】

〇介護事業所、医療機関、施設の被災を想定し有事の際

〇若い世代へ向けた、防災やイベント情報の周知

は事務所の場所や医療器具、介護用品を共有できる仕組

〇地域の防災資源情報紙の作成に対する支援

みづくり

〇避難行動要支援者名簿がすべての対象者を網羅できる 〇要支援者の安否確認の仕組みづくり
仕組みの検討

〇要支援者等が避難する際の交通手段や福祉用具貸与に

〇各地域における福祉避難所での避難訓練実施に向けた ついての検討
支援【明2西・小金・小金原/R1①】

〇避難行動に支援を要する人が移動の際にスムーズに移
動できる仕組みの検討
〇福祉避難所運営についての検討【明2西・小金原・新
松戸・常盤平・馬橋西/R1②】

多様な支援体制の整備
金・新松戸/H30②】

地域包括ケア推進会議における主な議論の整理
テーマ
専門職

実態把握

普及啓発
在宅ケアの周知

連携強化
困難事例における医療対応の推進

○訪問薬剤管理指導など薬に関する情報の周知【本庁・ ○地域サポート医の積極的な活用を推進。

関係機
関

医療・介
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護連携

取組・検討
救急搬送に関する関係機関連携の推進
○連携を効率化するための在宅医療・介護関係者間の

常盤平/H30①】

○アウトリーチの必要性判断や事前の情報分析機能の充 ルールづくり

○救急時の意思表示について必要な情報の周知【小金

実、幅広い相談対応の受け止め【明2西・矢切・新松戸

【小金・新松戸・馬橋西/H29②】

/H30①】

/H29①】

〇警察や消防が市と連携し、情報共有を図る仕組みづく

○介護保険制度等の最新情報を町会等と連携し、市民に ○各部署で活用している救急搬送時に必要な情報の定期 り【本庁・小金/H30②】
周知【矢切・東部/H30②】

的な更新の必要性を普及・啓発【矢切・小金/H29②】

○幅広い世代に対して高齢者、介護、在宅ケア等に関す ○多職種によるケアマネジメント支援体制の強化【本
る普及啓発活動の支援【矢切/R1①】

庁・常盤平/H30①】

〇介護タクシーについての積極的な情報提供【新松戸

〇救急搬送に関して関係機関との連携推進や仕組づく

/R1①】

り。
〇医師会と連携して、救急搬送時に必要な情報を記載で
きるシートの見直しと周知【新松戸/R1①】

成年後見制度の周知と利用促進

12

成年後見

終活支援等関係機関実施事業の周知協力【常盤平団地
/R1②】
消費者被害未然防止のための普及啓発

消費者被害に関する情報共有の構築

消費者被害防止の取り組み

○広報や防災無線・メール・ステッカー等を活用した詐 ○高齢者に対する対応だけでは問題解決に至らないケー ○消費者被害を防止するための取組の継続が必要【五香

13

欺被害に関する情報や相談窓口の周知

スに関する、他機関との連携・ネットワークの強化【常 松飛台/R1①】

消費者被

○詐欺対策機器利用の推進や地域での啓発活動の支援

盤平・小金/H29②】

害

【常盤平/H30②】

○詐欺について、金融機関や警察、消費者センター等と
情報共有できる場があるとよい【東部/H30①】
○警察・金融機関・介護事業所等の詐欺被害に関する情
報共有、ネットワークの構築【常盤平/H30②】

地域包括
14

ケアシス
テム

地域包括ケア推進会議の強化

