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第２章 地域生活支援体制の整備

地域包括支援センターは、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を

行うことにより、地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として、

包括的支援事業等（介護予防ケアマネジメント、総合相談・支援、権利擁護、包括的・継続的ケア

マネジメント支援等）を地域において一体的に実施する役割を担う中核的な機関として設置されま

した。

2015年度（平成27年度）から大きく変化した介護保険制度の改正により、地域ケア会議の充

実、在宅医療・介護連携の推進、認知症施策の推進、生活支援サービスの体制整備などが新たに包

括的支援事業に位置付けられました。

これらの事業を効果的に推進するため、地域包括支援センターと関係機関等との連携体制の構築

を推進し、地域包括支援センターの体制の強化を図るとともに、高齢者が住み慣れた地域で自立

した日常生活を安心して送ることができるように、次の取組を行います。

また、地域包括支援センター運営協議会と連携し、地域包括支援センターの運営について定期的

に点検・評価を行い、取組の質の向上に努めます。

（資料：厚生労働省資料より作成）

(1)介護予防ケアマネジメント

【事業概要】

要支援１・２の対象者や要介護・要支援状態になるおそれのある虚弱な高齢者を早期に発見し、

個々の高齢者に自立した日常生活を目指して適切な介護予防サービス等が提供されるよう、生活

状態に応じた包括的かつ継続したマネジメントを行います。

１ 地域包括支援センターによる支援

多職種協働による個別事例のケ
アマネジメントの充実と地域課
題の解決による地域包括ケアシ
ステムの構築

早期診断・早期対応等により、認
知症になっても住み慣れた地域で
暮らし続けられる支援体制づくり
など、認知症施策を推進

地域医師会等との連携により、
在宅医療・介護の一体的な提供
体制を構築

市町村
運営方針の策定・新総合事業の実施・地域ケア会議の実施等

都道府県
市町村に対する情報提供、助言、支援、バックアップ等

在宅医療・介護連携

認知症初期集中支援チーム
認知症地域支援推進員

介護予防の推進

地域ケア会議

包括的支援業務
介護予防ケアマネジメント

地域包括支援センター

高齢者のニーズとボランティア等の
地域資源とのマッチングにより、多様な主
体による生活支援を充実

多様な参加の場づくりと
リハビリ専門職の適切な関与によ
り、高齢者が生きがいをもって生
活できるよう支援

従来の業務を評価・改善す
ることにより、地域包括ケ
アの取組を充実

生活支援コーディネーター

地域包括支援センターの機能強化イメージ
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具体的には、対象となる高齢者に対し、基本チェックリストなどを用いてアセスメント（課題

分析）を行い、ケアプラン（介護予防サービス計画・介護予防ケアマネジメント）を作成し、

サービス担当者会議において定期的にサービスのモニタリングを行い評価し、再アセスメントに

基づき新たにケアプランを作成しサービスのモニタリングを行うといったことを継続し、予防

効果を高めます。

○ケアプラン作成件数（要支援１・２、介護予防・生活支援サービス事業対象者）

○ケアプラン作成内訳（要支援１・２、介護予防・生活支援サービス事業対象者）

(2)総合相談・支援

【事業概要】

介護保険サービスはもとより、地域における適切な保健・医療・福祉サービスや制度、関係機

関等の利用につなげるなどの総合的な支援を行っています。

窓口相談のみならず、民生委員や町内会など地域関係者とネットワークを構築し、高齢者の

心身の状況や家庭環境等について、計画的に個別訪問等による実態調査を行い、住み慣れた地域

で安心して、その人らしい生活を継続できるよう継続的・専門的相談支援を行っています。

○総合相談・実態調査件数

【実績】

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

包括支援センター作成 5,908件 5,994件 6,228件 6,000件

委託作成 120件 204件 406件 500件

合 計 6,028件 6,198件 6,634件 6,500件

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

介護予防サービス計画

（要支援１・２）
2,453件 2,724件 3,238件 3,445件

介護予防ケアマネジメント

（介護予防・生活支援サービス事業対象者）
3,575件 3,474件 3,396件 3,055件

合 計 6,028件 6,198件 6,634件 6,500件

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

相談件数 1,810件 1,755件 1,822件 1,660件

実態調査件数 1,138件 1,311件 1,323件 770件

合計 2,948件 3,066件 3,145件 2,430件

ｱｾｽﾒﾝﾄ

(課題分析)

ｹｱﾌﾟﾗﾝ

原案作成

ｻｰﾋﾞｽ

担当者会議

ｹｱﾌﾟﾗﾝ確定

本人に送付

ｹｱﾌﾟﾗﾝの実行

（ｻｰﾋﾞｽ提供）

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

評価

(参考)原則的なケアマネジメントのプロセス



48

【目標】

【計 画】

高齢者やその家族、民生委員、町内会などの関係機関・団体等からより信頼される地域包括

支援センターを目指して、同センターの役割等のＰＲに努めます。

個別訪問等による実態調査の実施により、必要なサービスにつながっていない高齢者の早期

発見に努め、関係者等との連携・調整を含めた総合的な支援を行います。

(3)権利擁護

【事業概要】

成年後見制度については、市民や地域関係者からの相談に対して個々のケースに合わせた情報

提供を行うとともに、市長申立て、親族等申立て費用助成、後見人等報酬の扶助などの支援を

行っています。また、法人後見事業を実施している滝川市社会福祉協議会（生活あんしんサポー

トセンター）に委託し、認知症の方など判断能力が十分でない方が、住み慣れた地域で安心して

暮らしていくことができるように、成年後見制度の普及啓発、相談支援等の事業を実施するほか、

地域の身近な立場で支援を行う「市民後見人」の養成を行い、不足する後見人等として活躍可能

な人材の確保に努めています。

高齢者の尊厳を守るため、高齢者虐待の防止や早期発見、施設における身体拘束等の廃止に

向けて、「滝川市高齢者・障がい者虐待防止ネットワーク」会議や個別ケア会議、関係機関、介護

事業者等と連携を図り、高齢者の生活維持に努めています。

○成年後見市長申立て・権利擁護研修会の状況

【実績】

【目標】

【計 画】

認知症高齢者の増加に対応して、滝川市社会福祉協議会、成年後見人等の関係者等との連携、

成年後見制度の活用を必要とする高齢者やその家族の支援、「市民後見人」活用等の取組を推進し

ます。また国が求める中核機関設置については、他市の状況等情報収集に努めながら検討してい

きます。

2021年度 2022年度 2023年度

実態調査件数 1,000件 1,000件 1,000件

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

市長申立件数 ７件 １件 ０件 ２件

市民対象研修会
１回

（44人）

１回

（50人）

１回

（60人）

0回

（0人）

2021年度 2022年度 2023年度

市民対象研修会
１回

（30人）

１回

（30人）

１回

（30人）
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「滝川市高齢者・障がい者虐待防止ネットワーク」や関係機関、介護事業者等との連携により、

虐待の防止や早期発見、施設における身体拘束等の防止に努めます。

(4)包括的・継続的ケアマネジメント支援

【事業概要】

事業所ネットワーク会議や研修会などを通じ、主治医や介護支援専門員、地域の関係機関等の

連携、在宅と施設の連携等の多職種の連携支援を行うとともに、個々の介護支援専門員に対する

個別指導や相談、困難事例への指導・助言の実施、医療機関を含む関係機関や様々な社会資源

との連携・協働などを推進し、包括的・継続的なケアマネジメントの支援体制の構築を推進して

います。

○相談、会議等の状況

【実績】

【目標】

【計 画】

高齢化の進展や高齢者を取り巻く問題の複雑化等に対応して、多職種の連携の強化を図ると

ともに、業務増大による負担増が顕著となっている介護支援専門員への支援を充実します。

(5)地域ケア会議の推進

【事業概要】

医療、介護等の多職種の参加のもと個別の困難事例の検討を通じて、その解決を図るとともに、

地域に共通した課題を明確にし、その解決に必要な支援策や基盤整備などに結び付けることを

目的として、地域ケア会議を開催します。

地域ケア個別会議を、より自立支援や介護予防の観点を踏まえ高齢者のQOL（生活の質）の

向上に結びつけるため、自立支援型地域ケア会議（自立支援サポート会議）を開催します。

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

介護支援専門員から

の相談件数
64件 12件 11件 ８件

事業所ネットワーク

会議開催回数
6回 6回 ５回 ５回

事業所ネットワーク

会議研修開催回数
2回 ２回 2回 0回

2021年度 2022年度 2023年度

事業所ネットワーク

会議開催回数
6回 6回 6回

事業所ネットワーク

会議研修開催回数
１回 １回 １回
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○地域ケア会議開催状況

【実績】

【目標】

【計 画】

自立支援型地域ケア会議（自立支援サポート会議）を毎月開催、薬剤師・理学療法士等専門職

がアドバイザーとして参加することにより、幅広い視点からアセスメント（利用者の課題分析の

ため何を求めているか評価・査定すること。）を深め、高齢者の生活課題の明確化や自立に向けた

ケアマネジメントへ結び付けていきます。

地域の困難事例に関しては、地域ケア個別会議を随時開催し、事例の課題解決に努めます。

会議で蓄積された地域課題等の検討を行い、政策形成等につなげるための地域ケア推進会議と

して地域包括支援センター運営協議会を位置付け、定期的に開催します。

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

個別会議開催回数 12回 12回 11回 12回

2021年度 2022年度 2023年度

個別会議開催回数 ３回 ３回 ３回

自立支援型開催回数 12回 12回 12回

推進会議開催回数 2回 2回 2回



51

団塊の世代の方々が75歳に到達する2025年（令和7年）においては、医療と介護の双方の

サービスを必要とする高齢者の増加が見込まれており、そうした高齢者を地域で支え、医療機能分

化の推進の動きに合わせながら、在宅医療・介護連携のための体制の充実を図るため、滝川市医師

会をはじめとする関係団体等の協力を得て、次のとおり「在宅医療・介護連携推進事業」の取組を

進めていきます。

(１)現状分析・課題抽出・施策立案

①地域の医療・介護の資源の把握

【事業概要】

地域の医療機関、介護事業者等の所在地、連絡先、機能等を把握し、リストやマップを作成し、

活用しています。

【計 画】

平成28年度において市内全戸配布した「高齢者お助けかわら版」を活用し、市民周知や地域

の医療・介護関係者等との情報共有に努めます。

引き続き、地域の医療機関、介護事業者等の所在地、連絡先、機能等の把握に努めます。

②在宅医療・介護連携の課題の抽出

【事業概要】

地域の医療・介護関係者等が参画する会議を開催し、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ています。

会
議
の
参
加
者
（
配
席
）

）司会者(市町村

ケアマネジャー

事例提供者

地域包括支援センター 介護福祉課(保険者）

理学療法士

栄養士

作業療法士

薬剤師

歯科衛生士

生活支援コーディネーター

介護サービス事業所

専門職アドバイザー

地区担当保健師

☆ 自立支援サポート会議のイメージ ☆

２ 在宅医療・介護連携の推進
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【計 画】

地域の医療・介護関係者等により構成する「滝川市在宅医療介護連携推進会議」において、

事例検討等を行う中で、課題・ニーズの抽出・共有を行い、連携を推進します。

平成30年度から医療・介護関係者が連携して、「おくすり相談袋」を活用し、高齢者が飲み

残し等をした薬について、薬剤師へ相談しやすい環境を整備します。令和 2年度に医療・介護

関係者が連携して作成した「口腔・栄養アセスメントシート」を活用し、本人に自覚症状が

なくても早期に課題を把握し、口腔ケア・歯科治療へつなげられる体制を目指します。

③切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築推進

【事業概要】

地域の医療・介護関係者等の協力を得ながら、切れ目なく在宅医療と介護が一体的に提供

される体制の構築を目指した取組を行っています。

【計 画】

地域の医療・介護関係者等の協力を得ながら、引き続き病院と介護サービス事業所等の入退院

時の連携等の取組を推進します。

(２)対応策の検討

①在宅医療・介護サービスに関する相談支援

【事業概要】

地域の在宅医療・介護の連携を支援する相談窓口の運営を行い、在宅医療・介護サービスに

関する相談の受付、退院の際の地域の医療・介護関係者等の連携の調整、患者等の要望を

踏まえた地域の医療機関・介護サービス事業所等の相互の紹介などを行っています。

【計 画】

相談窓口として位置付けた滝川市地域包括支援センター及び滝川市立病院地域医療室に

ついて周知の徹底を図り、活用を促進します。

②地域住民への普及啓発

【事業概要】

在宅医療・介護に関する講演会の開催や、パンフレットの作成・配布等により、市民の在宅

医療・介護連携に対する理解の促進を図っています。

【計 画】

高齢者が在宅での療養が必要になったときに必要なサービスを適切に選択できるよう、また、

適切な在宅療養を継続するために重要な終末期ケアの在り方や在宅での看取りについての理解

が進むよう、幅広い年齢層の市民に周知を行います。

③医療・介護関係者の情報共有の支援

【事業概要】

入退院時情報提供書を活用し、地域の医療・介護関係者等の間における情報共有の支援を

行っています。
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【計 画】

高齢者の状態の変化等に応じた速やかな情報共有を行うため、入退院時情報提供書の活用を

推進します。医療・介護それぞれの活用状況を把握し、情報共有に課題があれば改善に取り組み

ます。

④医療・介護関係者の研修

【事業概要】

多職種でのグループワーク等の研修、地域の医療関係者への介護に関する研修会、介護関係者

への医療に関する研修会等を行っています。

【計 画】

多職種の業務の現状や専門性、役割等を把握し、医療関係者・介護関係者が介護・医療に

ついての知識を深め、相互理解の上でさらなる連携を図るため、滝川市医師会等の関係団体の

協力を得ながら、各種研修会の開催や知識の普及啓発の機会を作ります。

(３)対応策の評価・改善

【事業概要】

対応策の課題等を確認した上で、評価・改善を行っています。

【計 画】

対応策の評価・改善を行いながら、PDCAサイクルに沿った取組を進めます。

(４)在宅医療・介護連携に関する関係市区町村の連携

【事業概要】

複数の関係市町が連携して、広域連携が必要な事項について協議を行っています。

【計 画】

滝川保健所の協力を得て、中空知管内の市町が集まる「中空知保健医療福祉圏域連携推進会議

在宅医療領域検討会議」等の会議の場を活用し、広域連携のための協議を行います。

(1)認知症予防

①認知症予防の普及啓発事業（認知症予防講座）

【事業概要】

認知機能低下予防の考え方や日常生活で取り組みやすい効果的な認知機能低下予防対策

など、認知症に関する知識の普及啓発を行うため、依頼に応じた出前講座等も含め認知症予防

講座や講演会を開催しています。

○認知症予防講座開催状況

【実績】

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

開催回数 20回 18回 16回 0回

参加者数 303人 265人 258人 0人

３ 認知症施策の推進



54

【目標】

【計 画】

9月21日の世界アルツハイマーデーに合わせた認知症普及啓発月間におけるＰＲを実施

するほか、人の集まる様々な場所を活用した認知症予防の普及啓発に努めます。

②認知症予防事業

【事業概要】

認知症予防教室の全市的な展開を図るため、地域体操教室や介護予防講座の場などを活用し、

日常生活の中で参加者が継続して取り組めるような認知症予防メニューを実施し、介護予防

効果とともに認知症予防効果を高めるための取組を実施しています。

【計 画】

認知症高齢者の増加に備え、地域体操教室における「しゃきしゃき百歳体操」の実施や、

認知症予防出前講座の場を活用した脳トレ体操の実施など、自宅でも簡単にできる効果的な

取組を紹介し、日常的な認知症予防メニューの実施を促進します。

③安全運転を継続するのための認知症予防の取組

【事業概要】

高齢運転者による交通事故の全国的な増加に伴い、運転免許証の返納とそれに対応した施策が

自治体に求められていますが、一方では、国立長寿医療研究センターの調査によると、運転を中

止した高齢者は、運転を継続していた高齢者と比較して要介護状態になる危険性が上昇する結果

が報告されています。

認知症の進行度合と運転能力を見極めながら状態に応じた相談対応と、高齢者の運転特性を自

覚した上で、なるべく長い期間安全運転を続けるために、身体と脳のトレーニングを行うことを

推奨します。

【計 画】

警察署、自動車学校、シルバー人材センター、ボランティアセンター等と連携し、介護予防

の推進、認知機能低下予防に努めます。

(2)認知症の早期発見と対応

①認知症初期集中支援チームの運営・活用の推進

【事業概要】

複数の専門職が認知症が疑われる方や認知症の方、その家族等に早期にかかわり、包括的・

集中的に早期診断・早期対応のための支援を行う「認知症初期集中支援チーム」の運営・活用

により、認知症の方が自立した日常生活を送るための取組を推進しています。

2021年度 2022年度 2023年度

開催回数 14回 14回 14回

参加者数 200人 200人 200人
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○チーム員構成

認知症サポート医（滝川市立病院精神神経科医師）

認知症看護認定看護師（滝川市立病院看護師）

保健師・社会福祉士・認知症地域支援推進員（地域包括支援センター職員）

保険者職員（介護福祉課職員）

その他（随時）

○認知症初期集中支援チーム会議開催状況

【実績】

【目標】

【計 画】

認知症初期段階において専門医等との連携による集中的な支援を行うことにより、認知症状

の進行の抑制、家族等の負担軽減等に努めます。

認知症初期段階の人ほど発見が難しく、重度化して初めて相談・検討に至ることが多いこと

から、さらなる早期発見に努めます。

②認知症地域支援推進員の活動の推進

【事業概要】

認知症の方が、その状態に応じて必要な医療や介護等のサービスを受けられるよう、

各サービスの連携支援を行うとともに、地域の認知症支援体制を構築し認知症の方やその家族

を支援する事業を実施する「認知症地域支援推進員」の活動を推進します。

③物忘れ相談の推進

【事業概要】

老人クラブや地域体操教室、認知症カフェなどでアルツハイマー型認知症の早期発見が

ゲーム感覚で気軽にできる「物忘れ相談プログラム」を活用した早期発見・早期対応を推進し、

より詳細な認知機能チェックが可能なプログラム（Ｔ－ＤＡＳ）を活用した個別相談の実施に

つなげています。

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

開催回数 12回 12回 11回 10回

検討事例数 12例 13例 11例 10例

2021年度 2022年度 2023年度

開催回数 12回 12回 12回

検討事例数 12例 12例 12例
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○物忘れ相談プログラムを活用した物忘れチェック実施状況

【実績】

【目標】

○Ｔ－ＤＡＳを活用した個別相談実施状況

【実績】

※Ｈ28年度から実施

【目標】

【計 画】

早期発見・早期治療が重要な認知症について、様々な機会を活用した物忘れ相談プログラム

体験の実施など、自覚症状の有無に関わらない認知機能チェックの実施を推進するとともに、

認知機能低下がみられる方に対して早期に専門的な相談を実施します。なお、新型コロナウイ

ルスの感染拡大防止の観点から、各事業は個別の対応を心掛けて実施します。

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

回数 延人数 回数 延人数 回数 延人数 回数 延人数

老人クラブ・地域

体操教室・町内会
４回 32人 1回 11人 15回 185人 0回 0人

認知症カフェ 3回 14人 1回 5人 2回 2人 0人 0人

その他 6回 131人 6回 115人 1回 41人 1回 19人

合 計 13回 177人 ８回 131人 18回 228人 1回 19人

2021年度 2022年度 2023年度

回数 延人数 回数 延人数 回数 延人数

地域体操教室・町

内会
２回 20人 ２回 20人 ２回 20人

認知症カフェ ２回 10人 ２回 10人 ２回 10人

その他 ２回 40人 ２回 40人 ２回 40人

合 計 ６回 70人 ６回 70人 ６回 70人

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

開催回数 12回 20回 26回 25回

実施数 37人 35人 74人 30人

2021年度 2022年度 2023年度

開催回数 40回 40回 40回

実施数 50人 50人 50人
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(3)認知症になっても地域で安心して暮らせる取組

①認知症ケアパスの普及

【事業概要】

認知症の人とその家族に、生活機能障がいの進行に併せ、いつ、どこで、どのような医療・
介護サービスを受けることができるのか、具体的な機関名やケア内容等を提示する「滝川市
認知症ガイドブック（認知症ケアパス）」について、市民周知や地域の医療・介護関係者等との

情報共有に努めます。

②認知症サポーター養成事業

【事業概要】

「認知症サポーター養成講座」を開催し、認知症を正しく理解し、認知症の方やその家族を

温かく見守る応援者である「認知症サポーター」を養成しています。

○認知症サポーター養成講座実施状況

【実績】

【目標】

○オレンジ倶楽部登録状況

【実績】

※オレンジ倶楽部とは、2015年度（平成27年度）に組織された、認知症サポー

ター養成講座を修了し、認知症の普及啓発活動、認知症の方やその家族に対す

るボランティア活動などを行う認知症サポーターの方々によるボランティア

活動団体です。

【目標】

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

開催回数 15回 28回 11回 1回

養成人数 343人 527人 352人 20人

認知症サポーター総数 2,691人 3,237人 3,589人 3,609人

2021年度 2022年度 2023年度

開催回数 5回 ５回 ５回

養成人数 100人 100人 100人

認知症サポーター総数 3,709人 3,809人 3,909人

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

登録者数 30人 32人 35人 83人

2021年度 2022年度 2023年度

登録者数 85人 90人 95人
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【計 画】

「認知症サポーター」とその養成講座の講師となる「キャラバンメイト」の養成を強化し、

認知症の方やその家族に対する支援の充実に努めます。

キャラバンメイト講習の受講を介護サービス事業所等へ働きかけるなどキャラバンメイト

の拡大とともに、各地域、各団体でのサポーター養成講座の開催により、サポーターの養成に

取り組みます。オレンジ倶楽部登録者に対し、スキルアップ講座受講を呼び掛け、チーム

オレンジ結成の足掛かりとします。

③滝川市徘徊（はいかい）高齢者等ＳＯＳネットワーク事業

【事業概要】

認知症高齢者の徘徊（はいかい）を早期発見し、事故を防止するため、関係機関等と連携し、

連絡ネットワーク体制を構築しています。

○徘徊（はいかい）高齢者等SOSネットワーク登録等状況

【実績】

【目標】

【計 画】

徘徊（はいかい）高齢者等ＳＯＳネットワークのＰＲに努めるとともに、介護サービス事業

所等と連携し、徘徊（はいかい）の危険のある高齢者等の早期の登録を促進します。また、第

8期計画において、ＳＯＳネットワークと見守り安心ネットワークを合わせた”ＳＯＳネット

ワーク対応ハンドブック”を新たに作成します。

④認知症カフェ支援事業

【事業概要】

認知症の方やその家族、地域住民、認知症に関する専門職などが、地域の身近な場所に集う

ことにより、認知症の方が楽しみながら参加できる場、利用者同士や専門職との交流・情報

交換・相談を気軽に行う場の提供などにつなげる「認知症カフェ」の開設・運営を支援して

います。

○認知症カフェ運営状況

【実績】

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

登録者数 120人 146人 109人 120人

捜索件数 ２件 3件 3件 5件

2021年度 2022年度 2023年度

登録者数 125人 130人 135人

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

会場数 ５か所 5か所 5か所 2か所

開催回数 59回 57回 50回 17回

延参加者数 2,841人 2,511人 2,096人 340人
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【目標】

【計 画】

今後増加が見込まれる認知症高齢者とその家族が、住み慣れた地域で地域住民の支えを

得ながら安心して暮らしていくことができるよう、「認知症カフェ」の開設・運営のための

支援を推進します。

新型コロナ感染拡大防止のため、介護保険事業所が運営する認知症カフェは再開の目途が

立たない状況です。地域住民が開催している介護予防サロンの場に、認知症地域支援推進員が

訪問する形で、認知症についての相談支援を行えるような対応を検討します。

先進地事例の情報収集等を行い、各カフェ運営団体へ提供するなど、さらなる運営の充実に

努めます。

⑤認知症本人・家族の支援

【事業概要】

認知症の診断を受けた後、支援につながるまでの間、不安、ショック、どのように過ごせばい

いか悩んだという声を聞きます。

認知症本人の声を聞き、そこからどのような支援が望まれているのかを知り、今後の対応へ活

かすことで、認知症本人・家族も地域住民も理解し合い、認知症があっても地域で穏やかに生活

できることを目指します。

【計 画】

地域包括支援センターの他、介護事業所等の協力を得て、ご本人の発した声、思いを集めてい

きます。その中で、ご本人ご家族にとって有効な対応について取り入れ、広く周知していきます。

また、医療機関と連携して、認知症の診断を受けた方に対し、相談窓口の紹介や当事者同士が出

会う機会を持てるようにしたり、家族介護者の心理教育を行います。

社会や地域とのつながりが維持できるよう、いきいき百歳体操、介護予防サロン、各種セミナ

ー等への参加勧奨や、予防的な意味合いから趣味や余暇活動、ボランティア活動、家庭内での役

割を持つ等、社会活動への参加を勧めます。

2021年度 2022年度 2023年度

会場数 ４か所 ４か所 ４か所

開催回数 56回 56回 56回

延参加者数 1,500人 1,500人 1,500人
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(1)生活支援体制整備事業

【事業概要】

高齢者単身世帯や高齢者夫婦世帯の増加、認知症高齢者の増加など、今後ますます様々な支援

を必要とする高齢者が増加することを踏まえ、多様な主体による外出や家事、見守りや安否確認

などの介護予防・生活支援サービスを提供していくことが求められています。

このため、地域住民や社会福祉協議会、ボランティア、ＮＰＯ法人、民間企業、介護サービス

事業者などの参画のもと、「協議体」を組織して、介護予防・生活支援サービスの創出・充実に

取り組むとともに、支援を必要とする高齢者のニーズと地域資源との効果的な組み合わせや、

元気な高齢者等にサービスの担い手として活躍していただく場の設定などを行う「生活支援

コーディネーター（地域支え合い推進員）」を配置し、介護予防・生活支援サービスの提供体制の

整備を推進します。

（資料：厚生労働省資料より作成）

(2)ボランティア活動の支援・推進体制の整備

【事業概要】

滝川市社会福祉協議会内に滝川市ボランティアセンターが設置され、ボランティアの人材

発掘・育成、活動のあっせんや情報提供、研修会等の開催など、ボランティア活動推進の拠点と

して活動しています。

ボランティア活動の促進は、自身の介護予防や社会参加、いきがいづくりなどにもつながり、

さらには今後予想される介護予防・生活支援サービスの担い手不足の緩和に対しても重要な取組

であると考えられることから、滝川市社会福祉協議会の協力を得て、ボランティア活動の促進の

ための啓発活動や人材育成に努めるとともに、支えあい・いきいきポイント事業や生活支援体制

整備事業などの地域における支え合いの促進につながる各種事業との連携を図り推進します。

４ 地域における支え合いの推進

介護予防・生活支援サービスの提供イメージ

民間
企業 ボランティアＮＰＯ

バックアップ
市町村を核とした支援体制の充実・強化（コーディネーターの配置、

協議体の設置等を通じた住民ニーズとサービス資源のマッチング、情報集約等）

হ
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民間とも協働して支援体制を構築
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(3)地域見守り活動の推進

①滝川市高齢者・障がい者虐待防止ネットワークの充実

【事業概要】

高齢者等の虐待に対して迅速かつ適正な解決を図るとともに、虐待が発生しない地域づくり

を推進するため、「滝川市高齢者・障がい者虐待防止ネットワーク」において、滝川市の現状や

課題についての情報交換、高齢者等虐待防止のための研修会などを実施しています。

○虐待相談件数

◎「滝川市高齢者・障がい者虐待防止ネットワーク」について

■目 的 養護者による高齢者及び障がい者に対する虐待の防止、養護者による虐待を

受けた高齢者・障がい者の保護及び自立の支援並びに養護者に対する支援を適切に

実施するための関係機関、民間団体等との連携及び協力を図る。

■沿 革 ・2006年（平成18年）に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等

に関する法律」が施行され、2008年（平成20年）3月に、関係機関17団体に

より「滝川市高齢者虐待をしません・させませんネットワーク」を設立。

・2012年（平成24年）「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に

関する法律」が施行され、「滝川市高齢者虐待をしません・させませんネットワ

ーク」と一体化し、2013年（平成25年）10月に「滝川市高齢者・障がい者

虐待防止ネットワーク」を設立。

■構 成 札幌法務局滝川支局、北海道空知総合振興局保健環境部滝川地域保健室、滝川

警察署、滝川地区広域消防事務組合、社会福祉法人滝川市社会福祉協議会、社会

福祉法人滝川市社会福祉事業団、一般社団法人滝川市医師会、滝川人権擁護委員

協議会、滝川市民生委員児童委員連合協議会、滝川市町内会連合会連絡協議会、

滝川市地域介護サービス事業者連絡協議会、札幌司法書士会岩見沢支部、滝川市

顧問弁護士、滝川地方消費者センター、滝川市障がい者虐待防止センター、滝川市

保健福祉部（福祉課・介護福祉課・滝川市地域包括支援センター・健康づくり課）

15機関・団体

事務局：滝川市地域包括支援センター

【計 画】

高齢者等の虐待防止、早期発見につながるように、近所や地域住民への見守り、声掛けなど

の周知徹底、高齢者見守り安心ネットワークとの連携強化を図ります。

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

虐待相談件数 10件 10件 ６件 6件
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②滝川市高齢者見守り安心ネットワークの充実

【事業概要】

高齢者が住み慣れた地域で自立した日常生活を安心して送ることができるように、既存の

見守りサービスと合わせ、「滝川市高齢者見守り安心ネットワーク」の協力を得て、参加して

いる企業・団体が日常生活や業務の中で高齢者の異変に気が付いたときに、地域包括支援

センターへ連絡・通報し、高齢者が必要とする支援等を迅速かつ効果的に行う重層的な見守り

を推進しています。

○高齢者見守り安心ネットワークの状況

【実績】

【目標】

◎「滝川市高齢者見守り安心ネットワーク」について

■目 的 事業所、各種団体等及び関係行政機関が相互に連携を図り、地域において支援

を要する高齢者の早期発見及び当該高齢者に対する必要な支援を行うことにより、

高齢者の地域における安全で安心な生活環境を確保する。

■組 織 ・2011年（平成23年）11月に発足

・118の企業・団体が参加

協力事業所111事業所

北海道電力株式会社滝川営業所、燃料事業者、中空知広域水道企業団、配達

可能な小売業者、配食サービス事業者、商店街団体、日本郵便株式会社

各郵便局、銀行、新聞店、タクシー会社、宅配事業者、エフエムなかそらち、

生活支援事業者、コンビニ等

協力機関2機関

滝川警察署、滝川地区広域消防事務組合

協力団体５団体

社会福祉法人滝川市社会福祉協議会、滝川市民生委員児童委員連合協議会、

滝川市町内会連合会連絡協議会、滝川市地域介護サービス事業者連絡協議会、

滝川市老人クラブ連合会

【計 画】

今後も協力企業・団体の拡大を図り、ネットワークを充実するとともに、会議や講演会の開催、

見守り安心ネットワーク手引きの普及を進め、見守り意識の向上、通報の徹底に取り組みます。

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

通報件数 175件 88件 98件 100件

ネットワーク協力団体等数 103団体 108団体 118団体 120団体

2021年度 2022年度 2023年度

ネットワーク協力団体等数 122団体 124団体 126団体
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③地域福祉活動推進支援事業

【事業概要】

地域で暮らす高齢者等を地域で支えるために、自主的・積極的な地域福祉活動に取り組む

市民団体やグループに対し、滝川市社会福祉協議会が助言や指導、情報の提供、財政支援（10

万円を限度として事業費の1/２）を行います。

○地域福祉活動推進支援事業による助成状況

【実績】

【目標】

【計 画】

新規事業が対象で2016年度（平成28年度）以降利用申請がないため、申請方法や事業の在り

方等も検討・協議し、滝川市社会福祉協議会と連携しながら、地域ぐるみでともに支え合う自主

的・積極的な地域づくりを進めるための事業の推進に努めます。

④ふれあい電話

【事業概要】

75歳以上の高齢者単身世帯の希望世帯に対し、毎週月曜日から金曜日に安否確認や日常の

生活相談等のため、滝川市社会福祉協議会がボランティア団体及び個人ボランティアの協力を

得て、電話をかけるサービスを行っています。

2020年度（令和2年度）は、新型コロナウイルス感染予防のため、民生委員の個別訪問を

控えたため、新たな対象者が発掘されませんでした。

○ふれあい電話利用状況

【実績】

【目標】

【計 画】

高齢者単身世帯の見守り、孤独感や不安の解消、異変の察知などに効果的な事業であり、

さらに高齢者に役立つ情報提供や各種サービスの紹介、悪質商法等の情報を提供できるよう

滝川市社会福祉協議会との連携を強化します。

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

助成件数 0件 0件 0件 0件

2021年度 2022年度 2023年度

助成件数 1件 1件 1件

助成金額 100,000円 100,000円 100,000円

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

利用実人数 499人 464人 258人 258人

2021年度 2022年度 2023年度

利用実人数 300人 310人 320人
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【事業概要】

国は、2025 年度末には約 55 万人の介護人材の確保が必要であるとして、①介護職員の処

遇改善、②多様な人材の確保・育成、③離職防止・定着促進・生産性向上、④介護職の魅力向上、

⑤外国人材の受入れ環境整備など、総合的な介護人材対策に取り組んでいます。

現在の介護分野における人材不足は深刻であり、また、2025 年以降、担い手となる現役世代

の減少が顕著となる中で、地域の高齢者介護を支える介護人材の確保や介護業務の効率化に係る

取組が必要となるため、地域の実情に応じて、介護保険事業計画の記載事項として、介護人材の

確保・資質の向上に関する事項を追加します。

（資料：厚生労働省資料より作成）

【計 画】

第８期計画策定に向け実施した介護人材実態調査において、介護事業所の人手不足に関する

意見が多数寄せられました。これを受け、介護人材確保について、高齢者保健福祉計画に位置付

けることを前提に検討を進めます。具体的には、滝川市民を対象に滝川市社会福祉協議会等と連

携して入門的研修を実施することとし、その後のステップアップとして位置づけられる初任者研

修の導入の実施方法や実施時期、経費等について検討していきます。また、増え続ける高齢者（需

要）に必要なサービスを提供し続けることができるよう、多様な人材の参入促進、介護職員の定

着、外国人材の受け入れのための手法等について、どのような取組が効果的なのか検討します。

５ 介護人材の育成と確保



65

【事業概要】

近年の災害の発生状況や、新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえ、次の取組を推進します。

１ 介護事業所等と連携し防災や感染症対策についての周知啓発や情報の共有。

２ 関係部局と連携して、介護事業所等における災害や感染症の発生時に必要な物資について

の備蓄・調達・輸送体制の確立。

３ 道、市、関係団体が連携した災害・感染症発生時の支援・応援体制を構築し、平時から ICT

を活用した会議の実施等による業務のオンライン化の整備。

【計 画】

災害に対する備えの検討としては、日頃から介護事業所等と連携し、避難訓練の実施や防災啓

発活動、介護事業所等におけるリスクや、食料、飲料水、生活必需品、燃料その他の物資の備蓄・

調達状況の確認を行うことが重要であるため、介護事業所等で策定している災害に関する具体的

計画を定期的に確認するとともに、災害の種類別に避難に要する時間や避難経路等の確認を促し

ます。

感染症に対する備えの検討としては、日頃から介護事業所等と連携し、訓練の実施や感染拡大

防止策の周知啓発、感染症発生時に備えた平時からの事前準備、感染症発生時の代替サービスの

確保に向けた連携体制の構築等を行うことが重要であるため、介護事業所等が感染症発生時にお

いてもサービスを継続するための備えが講じられているか定期的に確認するとともに、介護事業

所等の職員が感染症に対する理解や知見を有した上で業務に当たることができるよう、感染症に

対する情報提供や、感染症発生時も含めた道や保健所、協力医療機関等と連携した支援体制を構

築します。また、介護事業所等における、適切な感染防護具、消毒液その他の感染症対策に必要

な物資の備蓄・調達・輸送体制について確認し、不足の場合は整備を要請します。

６ 災害・感染症対策に係る体制整備


