
事業計画書

平成 ２９ 年度  大宮 区  東部圏域地域包括支援センター 白菊苑  

課題（圏域にどのような課題があるのか）

東部圏域には、認知症や精神疾患のため、生活実態が把握しにくく、支援が困難なケースが見受け

られることから、医療と介護の連携や高齢者の権利擁護に力を入れた働きかけが必要と考えられま

す。 

また、高齢者が集える場所が少ないことから、生活支援コーディネーターと連動した地域資源の

把握や発掘が必要です。 

年間重点事業目標①（課題解決に向けてどのように取り組むのか） 

地域住民がいきいき暮らしていけるよう、介護予防活動の普及・発展に取り組み、自主活動の組織

活性化や立ち上げ支援を行ないます。

達成基準①（どの程度まで実施できて達成とするのか） 

地域住民が集うことができる場所（自治会館、マンションの集会室、個人宅など）の状況を把握

し、リストを作成します。自主活動に対する自立支援及び介護予防促進の相談支援や、新たな自

主活動の立ち上げの支援を行ないます。（年１０箇所）

年間重点事業目標②（課題解決に向けてどのように取り組むのか） 

地域支援個別会議であがった事例の経過を再検討し、個別課題の解決方法や、地域課題の見直しを

行います。 

達成基準②（どの程度まで実施できて達成とするのか） 

地域支援個別会議で、既に地域支援個別会議で検討した個別ケースを取り上げ、経過の確認、個別

課題と地域課題についての再検討を行います。今年度開催予定の個別会議の４回のうち１回を、再

検討の会議に活用します。 

職員体制（「等」には「その職種に準じる者」を含む。） 

（センター長は、センター長欄に○をつける） 

センター長 職種等 人数 

 保健師等 ２名 

○ 主任介護支援専門員等 ２名 

 社会福祉士等 ４名 

 介護支援専門員 ０名 

 介護福祉士 ０名 

 その他職種（               ） ０名 

 事務職員 ０名 

計 ８名 

営業日・営業時間 

営 業 日  

営業時間  ８時 ３０分 から  １７時 ３０分 まで 

営業時間外の対応について 

営業時間外は、母体施設の夜間当直にて対応し、適宜連絡を受けます。 
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事業内容 

（１）総合相談支援業務 

ア ネットワーク構築に向けた取り組みについて 

 ・関係機関やサークル等のネットワークの活動内容を把握し連携を深めます。 

地域支援会議         ３回 

地域支援個別会議       ４回 

 地域密着型運営推進会議    ８回 

イ 地域の高齢者の実態把握について 

地域活動（主催）    

・老人福祉センター「ふれあいセンターしらぎく」で、要支援高齢者、総合事業対象者、一般高

齢者の方までどなたでも安心して楽しく行える「高齢者運動教室」を開催します。 

 ２２回 

地域活動（他機関の開催） 

中部地区会食  ６回 

            中部地区サロン ６回 

            南地区会食   １回 

            南地区サロン  ５回 

            東地区会食   １回 

            東地区サロン  ２回 

            北地区会食   １回 

            北地区サロン  １回 

            他、依頼があれば随時調整し検討します。 

ウ 介護者サロン（認知症カフェ含む）の開催にあたりセンターが工夫する事について 

・介護者のニーズに合わせたサロンの開催や地域に出向いて出張型介護者サロン・カフェの開催

を実施します。 

介護者サロン(白菊苑内で開催)  ６回 

出張型介護者サロン・カフェ  １５回 

エ その他、関係機関・地域住民からの講座等の依頼には前向きに取り組みます。 

（２）権利擁護業務 

ア 成年後見制度の活用促進 

・普段より出前講座や高齢者サロン等を通じて、成年後見制度について分かりやすく説明し、今

後の活動を促進します。実際制度が必要な人には、早く制度利用に繋がるように様々な角度か

らアプローチします。 

イ 高齢者の虐待防止や虐待早期発見のために実施する取組について 

 ・包括内で情報共有・協議し、速やかに区、行政へ報告します。その後も事実確認、コアメンバ

ーでの協議、支援方針の決定等、区（行政）と連携しながら対応します。  
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ウ 困難事例の解決のために実施する取組について 

・包括内での情報共有と協議を密に行い、担当者が個人で対応するのではなく、チームでアプロ

ーチをすることを心がけ、関係機関とも協力しながら対応します。 

エ 消費者被害の防止を促進するために実施する取組について 

 ・普段の高齢者宅訪問や、高齢者サロン等の場を通じて、被害防止のＰＲ等に努めます。 

（３）包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

ア 介護支援専門員のネットワーク構築について 

 ・介護保険関連その他最新情報などを地域の介護支援専門員に幅広く提供したり、医療機関をは

じめ他との連携のとり方や、自立支援型ケアプランやインフォーマルサービスについての情報

共有ができる内容の勉強会等を企画します。 

東西包括合同主催ケアマネジャーの集い    ２回 

包括主催のケアマネサロン          ６回 

    オレンジの会                １回 

イ 介護支援専門員の質の向上に向けてセンターが実施する取組について 

 ・上記内容の会議・研修会のほかに、地域支援個別会議や包括窓口での対応で、介護支援専門員

が悩みや問題を抱え込んでしまう事を防止し、気軽に相談及び助言、解決策を見出す機会を設

けます。   

（４）介護予防ケアマネジメント業務 

ア 適切なケアマネジメントを行うための取組について 

 ・高齢者が集まる場所で「総合事業」をはじめ介護予防・自立支援の周知を行います。総合事業、

予防給付、インフォーマルサービス等を活用し、在宅で自立した生活が送れるよう、一人ひと

りの心身の状況に合わせた介護予防マネジメントを行います。 

在宅介護支援センターと取り組む事業計画 

   該当なし 

高齢者生活支援コーディネーターと取り組む事業計画 

・地域支援個別会議や地域支援会議、ケアマネサロンに生活支援コーディネーターは可能な限り参

加し、コーディネーターが把握しているインフォーマルな地域資源の情報や活用法をケアマネジ

ャーに助言することで、ケアマネジャーの支援と、地域の要介護・要支援高齢者の介護予防、自

立支援促進、介護者負担軽減に努めます。 

・地域活動や地域での出前講座も可能な限り一緒に包括職員と共に参加するなどし、生活支援コー

ディネーターのフォローやバックアップを行います。 

・包括職員全員の毎日のミーティングに参加し、包括職員との情報交換・情報共有を行い、連携を

強化します。 
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事業計画書

平成  ２９ 年度   大宮 区   西 部圏域地域包括支援センター  春陽苑         

課題

・介護予防に興味・関心があり運動をしたい住民は多いのですが、身近な場所で通える場所があり

ません。

・高齢化率の上昇に伴い認知症の方が年々増加しています。支援困難なケースに認知症の問題が

関連していることが多い傾向にあります。 

年間重点事業目標①（課題解決に向けてどのように取り組むのか） 

身近な地域で介護予防に取り組める住民主体の集いの場の立ち上げを支援します。

達成基準①（どの程度まで実施できて達成とするのか） 

地域活動を通じて「ますます元気教室」を住民や住民を支える方達に広くご案内するとともに、

教室の訪問ローテーション以外にも開始と終了の回には毎回参加します。教室終了後に、地域で

運動の場を広げたいお気持ちのある参加者のお住まいの地域、集える場所、支援できる方を視覚

化して明らかにし、繋げるお手伝いをします。

年間重点事業目標②（課題解決に向けてどのように取り組むのか） 

認知症の方や支援する方が安心して暮らせる地域となるよう、認知症に関する基本的な知識や対応

方法、認知症予防について普及啓発を行います。 

達成基準②（どの程度まで実施できて達成とするのか） 

地域活動の中で、毎月１回以上認知症についての講話を行います。参加者に認知症ガイドブックの

内容を紹介・配布し、認知症の不安解消に活用して頂けるよう促進します。 

職員体制 

センター長 職種等 人数 

 保健師等 ２名 

○ 主任介護支援専門員等 ２名 

 社会福祉士等 ３名 

 介護支援専門員 名 

 介護福祉士 名 

 その他職種（ 生活支援コーディネーター  ） １名 

 事務職員 １名 

計 ９名 

営業日・営業時間 

営 業 日  

営業時間 ８時 ４５分 から  １７時 ３０分 まで 

営業時間外の対応について 

営業時間外の電話は転送対応しています。転送方法は管理者の法人携帯電話への転送です。
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事業内容 

（１）総合相談支援業務 

ア ネットワーク構築に向けた取り組みについて 

・相談内容に即したサービスや制度に関する情報提供・関係機関を紹介していきます

  ・民生委員、地域住民、社会福祉協議会、行政機関、医療機関、介護サービス事業所

   等とのネットワークを構築していきます。

地域支援会議      年３回

地域支援個別会議    年３回程度

地域密着型サービス運営推進会議への出席   年２４回程度（９か所計）

イ 地域の高齢者の状況の実態把握について

地域活動（主催）     はるぱてお健康体操教室   年１０回

地域活動（他機関の開催） 桜木 3丁目リフレッシュサロン 年２２回程度 

みつわ会館ほのぼの交流会健康講話 年１１回程度

ふれあいサロンの参加 桜木 2丁目 月１回程度

桜木 3丁目  年４回程度
桜木 4丁目  年２回程度
三橋 4丁目  年１回程度
大成公民館  年６回程度

ウ 介護者サロン（認知症カフェ含む）の開催にあたりセンターが工夫する事について 

・介護者のニーズに合わせて介護者サロンとオレンジカフェを開催し、より地域に根付

   いていけるよう、介護者サロンを中心に自治会館や公民館にて開催していきます。 

        介護者リフレッシュサロン            年１１回

      みんなの家大宮上小町オレンジカフェ       年１２回

エ その他、センターとして取り組む活動及び関係機関が取り組む活動の参加等について 

ふれあい会食会に参加します。      桜木地区  年１４回

                          三橋地区  年１０回

                          大成地区  年１１回

      地域のシルバークラブや地域組織への講話を行います。 年３回程度

      認知症サポーター養成講座を開催します。       年３回程度

（２）権利擁護業務 

ア 成年後見制度の活用促進につなげるために実施する取組について 

・関係機関との連携を図り、地域活動を通じて成年後見制度について、また地域包括

が支援センター相談窓口になっていることを周知していきます。

イ 高齢者の虐待防止や虐待早期発見のために実施する取組について 

・高齢者虐待の早期発見、緊急性に応じた状況の把握、対応、行政との連携を図っていき

ます。

・虐待早期発見のために、窓口である地域包括支援センターが地域活動を通じて周知して

いきます。
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ウ 困難事例の解決のために実施する取組について 

・定期的に関係機関と情報を共有し、連携強化と迅速な対応に努めます。

エ 消費者被害の防止を促進するために実施する取組について 

・消費者被害予防の啓発活動を地域活動やチラシの配布等を通じて行い、警察や消費生活

センター等関係機関と連携していきます。

（３）包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

ア 介護支援専門員のネットワーク構築について 

東西合同ケアマネジャーの集い        年２回

   大宮区西部圏域ケアマネ勉強会        年３回

   事例検討会                 年１回

   オレンジの会                年１回

イ 介護支援専門員の質の向上に向けてセンターが実施する取組について 

・地域包括支援センター職員内で情報を共有し、支援困難事例に対する個々への後方支援

   を行っていきます。

  ・必要なフォーマル・インフォーマルサービスの情報提供を行っていきます。

（４）介護予防ケアマネジメント業務 

ア 適切なケアマネジメントを行うための取組について 

利用者の自立支援を目的として、利用者の心身の状態や置かれている環境等、また、

利用者の求めている支援を勘案し、介護予防サービスの選定だけではなく、「自助」

「互助」「共助」「公助」の視点に立ったケアマネジメントの作成を行います。

在宅介護支援センターと取り組む事業計画 

地域包括支援センターが実施する上記地域活動のうち、在宅介護支援センターの担当地区内で実施

する活動を共に行い、事業に協力・支援を行っていきます。また、担当地区の高齢者からの相談に

迅速に応じ、実態把握の内容や見守り支援の状況を共有します。

高齢者生活支援コーディネーターと取り組む事業計画 

（１）生活支援体制整備の推進に関わる連携を進めます。

   ア 高齢者生活支援推進会議に構成メンバーとして参画、支援します。

   イ 地域支援会議の活用や、日常の相談業務を通して地域の高齢者の生活ニーズ、社会資源

情報を共有し、事業を支援します。

（２）地域包括支援センターが実施する上記地域活動等を通して、生活支援体制整備事業を支援し

ます。 
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事業計画書

平成 29 年度 見沼区 北部圏域地域包括支援センター さいたまやすらぎの里    

課題（圏域にどのような課題があるのか）

認知症と診断されたり、介護保険サービスを利用したりすると、今までの地域の交流が途絶えがち

になります。今までの交流を維持しながら、できるだけ長く住み慣れた地域で暮らせるためには、

認知症に対する理解が必要となります。 

また、高齢者の地域での生活には、地域ごとの特色があります。その地域のさらに細かな社会資源

を知り地域の方々と共有することにより、地域に根ざした高齢者支援ができると思います。 

年間重点事業目標①（課題解決に向けてどのように取り組むのか） 

「オレンジカフェはるおか」を開催し、地域の方々の認知症に対する理解を深めるとともに、認知

症の方や高齢者、地域の方や専門職の情報交換の場、居場所を作っていきます。 

達成基準①（どの程度まで実施できて達成とするのか） 

地区社協、自治会、民生委員、地域の方と協力し、まずは年に 11回の開催ができることを目標に

します 

年間重点事業目標②（課題解決に向けてどのように取り組むのか） 

小地域ごとに地域の課題が違っているため、特徴や資源を分析しマップ作成をし、民生委員との共

有を行い、高齢者支援に役立てていきます。 

達成基準②（どの程度まで実施できて達成とするのか） 

今年度は丸ヶ崎地域の特徴や資源を分析しマップを３０年１月までに作成し、民生委員との共有会

議を行います。 

職員体制（「等」には「その職種に準じる者」を含む。） 

（センター長は、センター長欄に○をつける） 

センター長 職種等 人数 

 保健師等 １名 

○ 主任介護支援専門員等 ２名 

 社会福祉士等 １名 

 介護支援専門員 ０名 

 介護福祉士 ０名 

 その他職種（ 生活支援コーディネーター  ） １名 

 事務職員 ０名 

計 ５名 

営業日・営業時間 

営 業 日 無休 （12 月 29日～1月 3日を除く） 

営業時間  9時 00 分 から  18 時 00 分 まで 

-31-



営業時間外の対応について 

 営業時間外における対応は、当別養護老人ホームの当直が受け、緊急を要するものであれば各担

当に連絡されます。 

事業内容 

（１）総合相談支援業務 

ア ネットワーク構築に向けた取り組みについて 

・地域支援会議         ３回 

・地域支援個別会議       随時 

 地区社会福祉協議会の会議や見守り組織などの会議に参加し、広く地域包括支援センター活動な

どを周知するなど、地域での認知度を高められるよう取り組みます 

 ・地区社会福祉協議会の会議への参加   ３回 

・民生委員定例会時の挨拶・報告     ３回 

・わんわんパトロール隊との連携     適宜 

・プロムナードあんしん福祉見守りネットワークへの参加   ４回 

・地域行事への参加（見沼区フェスタ・春岡フェスタ） 

・やすらぎ通信を発行し、地域の各機関やサロンに配布する、自治会を通して回覧を行い地域の

方に広く活動の周知を行います       ２回 

・認知症サポーター養成講座の開催     ２回 

イ 地域の高齢者の実態把握について 

地域活動（主催）老人いこいの家共催介護予防教室     ３回 

地域活動（他機関の開催）高齢者サロン・老人クラブ・一人暮らし高齢者会食会・運動サロン等

５０回程度 

ウ 介護者サロン（認知症カフェ含む）の開催にあたりセンターが工夫する事について 

介護者同士の交流を図るとともに、介護に必要な知識や情報が得られる内容にすることで、 

新しい介護者も参加しやすい介護者サロンを運営していきます 

・介護者サロン        ８ 回 

 地域の方々の認知症に対する理解を深めるとともに、認知症の方や高齢者、地域の方や専門職の

情報交換の場、居場所を作っていきます。 

 ・オレンジカフェはるおか   11 回 

エ その他、センターとして取り組む活動及び関係機関が取り組む活動の参加等について 

 ・区内包括・在支連携会議への出席 

（２）権利擁護業務 

ア 成年後見制度の活用促進につなげるために実施する取組について 

 ・地域活動を通して成年後見制度を周知していきます 

 ・各成年後見団体把握と情報を整理します 
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イ 高齢者の虐待防止や虐待早期発見のために実施する取組について 

 ・さいたま市高齢者虐待フローチャートにもとづき連携対応していきます 

 ・見守りネットワークとの連携を通して早期発見に努めます 

ウ 困難事例の解決のために実施する取組について 

・地域支援個別会議の活用 

・民生委員をはじめとする地域の方及び行政との連携を強化し対応します 

・包括３職種内での情報を共有しあらゆる角度から対応を図ります 

エ 消費者被害の防止を促進するために実施する取組について 

 ・地域活動のなかでチラシの配布などにより情報を発信していきます 

 ・ケアマネ交流会を活用して情報を発信していきます 

オ その他、センターとして取り組む活動及び関係機関が取り組む活動の参加等について 

 ・権利擁護の周知方法として、やすらぎ通信を活用します。 

（３）包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

ア 介護支援専門員のネットワーク構築について 

・ケアマネ勉強会（区内居宅介護支援事業所対象）  ２回 

・ケアマネ交流会（圏域内居宅介護支援事業所対象）  ３回 

イ 介護支援専門員の質の向上に向けてセンターが実施する取組について 

  ・地域包括ケア・多職種連携会議への参加 

  ・認知症初期集中支援チームとの連携 

  ・地域支援個別会議の活用 

（４）介護予防ケアマネジメント業務 

ア 適切なケアマネジメントを行うための取組について 

利用者の心身の状態やおかれている環境、利用者の求めている支援などを勘案し、介護予防サー

ビスの選定だけでなく、「自助」「互助」「共助」「公助」の視点に立ったケアマネジメントの作成

を行います 

在宅介護支援センターと取り組む事業計画 

地域活動を連携して行います 

 ・春岡うんどうサロン（丸ヶ崎自治会館）  11 回 

 ・地域行事見沼区フェステバル・春岡フェステバルへの参加 

 ・オレンジカフェはるおかへの参加協力 

 ・ケアマネ交流会への参加協力 

 ・地域支援会議への参加 

高齢者生活支援コーディネーターと取り組む事業計画 

 ・社会資源情報収集、地区統計の分析を行い必要時に情報提供が行えるようにします 

 ・高齢者生活支援体制整備事業は、地域包括が今までの活動の中で把握している社会資源を基に

進められることが効率的であり、高齢者生活支援コーディネーターのすべての活動を、地域包

括支援センターの 3職種が理解し、様々な角度から支援していきます。 
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事業計画書 

平成２９年度 見沼区 東部圏域地域包括支援センター敬寿園七里ホーム  

課題（圏域にどのような課題があるのか）

 東部圏域は県営住宅をはじめとする集合住宅や住民団地が多い地域です。認知症や精神疾患があ

り、かつ、家族がいない、もしくは疎遠になっている方も多く、困難事例として相談が入ることが

多い地域です。認知症や精神疾患があっても、地域で長く暮らすには、地域住民の理解と支えが必

要ですが、まだまだ十分とはいえません。また、予防的観点でも、孤立せずに楽しみながら地域で

支え、見守りあっていく場も必要ですが、地域の社会資源の把握や整理ができていないため、適切

な情報提供にいたっていないのが現状です。 

年間重点事業目標①（課題解決に向けてどのように取り組むのか） 

 認知症についての理解が深まるよう地域活動を実施します。また、認知症の方が地域の方と交流

できる地域活動を実施します。 

達成基準①（課題解決に向けてどのように取り組むのか） 

認知症サポーター養成講座を年４回開催します。オレンジカフェを年１２回開催します。

年間重点事業目標②（課題解決に向けてどのように取り組むのか） 

 地域の社会資源を把握できるよう地域支援会議、高齢者生活支援推進会議を通して、関係機関、

住民と既存の社会資源の把握を行います。 

達成基準②（どの程度まで実施できて達成とするのか） 

既存の地域資源等を把握するため、住民、関係機関向けに情報収集の場を年２回設けます。 

職員体制（「等」には「その職種に準じる者」を含む。） 

（センター長は、センター長欄に○をつける） ※管理者に○をつける 

センター長 職種等 人数 

 保健師等 １名 

○ 主任介護支援専門員等 １名 

 社会福祉士等 ３名 

 介護支援専門員 ０名 

 介護福祉士 ０名 

 その他職種（生活支援コーディネーター ） １名 

 事務職員 ０名 

計 ６名 

営業日・営業時間 

営 業 日  

営業時間 ８時３０分 から １７時３０分 まで 

営業時間外の対応について 

 特別養護老人ホーム敬寿園七里ホームの当直が受け、緊急の場合は管理者に連絡されます 

事業内容 

（１）総合相談支援業務 

ア ネットワーク構築に向けた取り組みについて 
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地域支援会議、地域支援個別会議を開催し、地域の課題分析、ネットワーク構築を行い、地域づ

くりに努めます。七里地区民生委員児童委員協議会定例会への参加や地域密着型サービス運営推進

会議に参加する等して関係機関とのネットワーク構築に努めます。 

地域支援会議       ４回 

地域支援個別会議 必要に応じて 

 七里地区民生委員児童委員協議会定例会参加 年４回以上 

 運営推進会議参加（圏域内のグループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所）年８回以上 

イ 地域の高齢者の実態把握について 

地域活動（主催）    １８回 

地域活動（他機関の開催）４８回 

ウ 介護者サロン（認知症カフェ含む）の開催にあたりセンターが工夫する事について 

各介護者サロンを周知するために、年４回発行の地域包括通信や地域活動で周知します。対象者

や内容の異なる４つの介護者サロン（認知症カフェ含む）を行うことで、介護者サロンや地域包括

支援センターの認知度が高まり、必要とする方に周知できるよう取り組みます。 

介護者サロン 年３０回以上 

  介護者サロン「ななさとサロン」    

  介護者サロン「けあけあ交流講座」   

   介護者サロン「高齢者サロンすずの会」 

   オレンジカフェ「縁がわ」       

エ その他、センターとして取り組む活動及び関係機関が取り組む活動の参加等について 

 老人福祉センター東楽園 出前講座開催        年４回 

 老人福祉センター東楽園 ふれあい相談開催      月１回 

 自治会、老人クラブにおける活動            随時 

 うんどうサロン 参加、協力             月１回 

 うんどうサロンⅡ 参加、協力            月１回 

 見沼区ふれあいフェア 参加             月１回 

 その他、地域で行われている活動を随時把握       随時 

 高齢者に交通安全の呼びかけ              随時 

 認知症サポーター養成講座            年４回以上 

 認知症初期集中支援チーム               随時 

 社会資源情報収集、整理                随時 

 緊急時安心キット配布                 随時 

 ミーティング 情報共有とチームアプローチの方法を検討 毎日 

 センター会議                    月１回 

（２）権利擁護業務 

ア 成年後見制度の活用促進につなげるために実施する取組について 

 地域活動や広報誌を通じて成年後見制度を周知していきます。民生委員に依頼し、活動時に地域

包括支援センターが相談窓口であることを地域住民に周知してもらいます。 

 地域活動 年２回 
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 ケアマネジャー勉強会         年１回 

 七里地区民生委員児童委員協議会定例会 年１回 

イ 高齢者の虐待防止や虐待早期発見のために実施する取組について 

 虐待の早期発見の為に、地域包括支援センターが相談窓口であることを地域活動や広報誌等で周

知していきます。虐待の相談には「さいたま市高齢者虐待フローチャート」を活用し、区高齢介護

課と共通の認識を持ち支援していきます。 

 地域活動       年２回 

 ケアマネジャー勉強会 年１回 

ウ 困難事例の解決のために実施する取組について 

 関係機関と連携して対応します。必要に応じて地域支援個別会議を開催します。 

エ 消費者被害の防止を促進するために実施する取組について 

 警察や行政、消費生活総合センター等の関係機関から消費者被害に関する情報などを収集し、高

齢者等からの相談時に情報提供するほか、地域活動、ケアマネジャー勉強会、地域包括通信等の配

布を通じて情報を発信します。 

 地域活動       年２回 

 ケアマネジャー勉強会 年１回 

オ その他、センターとして取り組む活動及び関係機関が取り組む活動の参加等について 

（３）包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

ア 介護支援専門員のネットワーク構築について 

ケアマネジャー勉強会 年６回（区内 年２回、圏域 年４回） 

イ 介護支援専門員の質の向上に向けてセンターが実施する取組について 

（４）介護予防ケアマネジメント業務 

ア 適切なケアマネジメントを行うための取組について 

 明確な目標設定と本人との意識の共有を図り、本人が主体的に取り組めるようケアマネジメント

業務に取り組みます。 

在宅介護支援センターと取り組む事業計画 

 老人福祉センターで行う出前講座や相談会を一緒に企画し開催します。うんどうサロン、うんど

うサロンⅡに参加し、講座や健康相談の際には協力していきます。その他の地域活動や見守りの必

要な方についての支援も在宅介護支援センターと情報共有して取り組みます。 

高齢者生活支援コーディネーターと取り組む事業計画 

地域の社会資源を把握できるよう地域支援会議、高齢者生活支援推進会議を通して、関係機関、

住民と既存の社会資源の把握、情報の見える化の推進を行います。 
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事業計画書

平成２９年度 見沼区 西部圏域地域包括支援センター大和田 

課題（圏域にどのような課題があるのか）

見沼区西部圏域は H29.1.1 現在、高齢者人口 12,884 人、高齢化率約 24％です。要支援のサー
ビス利用者は昨年度平均月 330 人です。担当圏域は地区社会福祉協議会、自治会連合会、民生委
員児童委員協議会の大砂土東地区と同じです。

サロン活動が活発な地域で、昨年度は主催他催の地域活動で月平均 19ヵ所 514人の方と関わっ
ていますが、地域包括支援センターを相談機関として理解している方が少ないと感じます。またサ

ロン活動等に参加していない高齢者の方へのアプローチについても都度の対応であり充分にでき

ていないこと、地域支援個別会議の開催が少なく、地域課題の把握等まで到っていないことが課題

です。

主催している介護者サロンへの参加者が減っていることも課題です。

その他医療機関との連携がその都度の対応となっています。地域包括ケアシステムに向けて、体

制を整える必要性を感じます。

年間重点事業目標① 

介護者支援を充実します。

達成基準①（どの程度まで実施できて達成とするのか） 

介護者サロンを行う場所を増やすことにより、交通手段がなくても、参加しやすいようにしま

す。また曜日、時間についても選択肢を増やすなど、介護者が参加しやすいようにします。

介護者だけでなく、介護に関心がある人にも参加してもらうことにより、地域の中で介護者に

対する理解が広まるようにします。

関係機関へ介護者サロンを周知します。

前年より介護者サロンの参加者増を目標にします。

年間重点事業目標②（課題解決に向けてどのように取り組むのか） 

身近な場所で相談できるよう、出張相談会を開催します。 

達成基準②（どの程度まで実施できて達成とするのか） 

相談会を高齢者や家族等、身近な場所（自治会館や店舗など）で行います。

開催にあたっては、曜日等も地域の方が来やすい日時を設定します。

年 2回の出張相談会を開催します。
職員体制（「等」には「その職種に準じる者」を含む。） 

（センター長は、センター長欄に○をつける） 

センター長 職種等 人数 

 保健師等 １名 

 主任介護支援専門員等 ２名 

○ 社会福祉士等 ４名 

 介護支援専門員 ０名 

 介護福祉士 ０名 

 その他職種（生活支援コーディネーター） １名 

 事務職員 ０名 

計 ８名 
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営業日・営業時間 

営 業 日 無休（年末年始（平成 29年 12月 29日から平成 30年 1月 3日まで）を除く） 
営業時間 8時 30分から 17時 00分まで 
営業時間外の対応について 

職員が当番で携帯電話を所持しており、留守番電話にて案内します。 

事業内容 

（１）総合相談支援業務 

ア ネットワーク構築に向けた取り組みについて 

地区社協や民生委員、老人クラブ、自治会など地域住民に根ざした団体と連携します。

地域支援会議 年 3回
地域支援個別会議 随時（ケアマネからの相談や困難事例については、積極的に利用します）

地域包括ケアシステムの構築に向けて、退院時の医療機関との連携の方法の体制作りを意識し

て業務を行います。

イ 地域の高齢者の実態把握について 

地域活動（主催）２回（出張相談会）

地域活動（他機関の開催） 高齢者サロン １６ヵ所 運動サロン ８ヵ所 

ふれあい会食２ヵ所

配慮や支援が必要な方が、安心して地域活動に参加することができるよう、開催機関に協

力します。

ウ 介護者サロン（認知症カフェ含む）の開催にあたりセンターが工夫する事について 

介護者のつどい（認知症家族の会と共催） 年１２回

ケアラーズカフェすみれ 年１２回

毎月の定期開催以外にも、場所や地域の協力者がいる場合は開催を行うよう努めます。

エ その他、センターとして取り組む活動及び関係機関が取り組む活動の参加等について 

情報誌発行 年４回

認知症の方への支援について：物忘れ検診の活用や、認知症初期集中支援チームの活用、認知

症サポーター養成講座年 2 回以上の開催等を行うことにより、早期診断や地域での理解や支
え合いを進めます。

災害時の高齢者支援についても、自治会等と協力し、体制作りを行います。

（２）権利擁護業務 

ア 成年後見制度の活用促進につなげるために実施する取組について 

制度についての問い合わせ時に資料を提供できるように資料整備を行います。身寄りのない方等

の相談については、区担当課や権利擁護センター等関係機関と連携し対応します。

イ 高齢者の虐待防止や虐待早期発見のために実施する取組について 

市の対応手順に従い、対応します。

介護支援専門員、民生委員等と協力し対応します。

ウ 困難事例の解決のために実施する取組について 

所内で検討した上で、必要に応じ区担当課や関係機関と連携し対応します。

エ 消費者被害の防止を促進するために実施する取組について 
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地域活動や情報誌等の配布により、情報を発信します。

圏域内で発生した事例については、関係機関と情報共有し、被害の防止に努めます。

オ その他、センターとして取り組む活動及び関係機関が取り組む活動の参加等について 

権利擁護に関する関係機関向けの勉強会を行います。

（３）包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

ア 介護支援専門員のネットワーク構築について 

見沼区 4包括ケアマネ勉強会 年２回
圏域内及び委託事業者とのケアマネ会議にての事例検討・情報交換会等 年３回

会場については集まりやすい場所等を検討します。

民生委員との連携を図ります。

圏域内の主任ケアマネジャーと連携し、開催します。

イ 介護支援専門員の質の向上に向けてセンターが実施する取組について 

相談があった事例については、必ず所内で３職種にて支援方法の検討を行います。

内容によっては、個別支援会議を開催し、解決にむけ対応します。

（４）介護予防ケアマネジメント業務 

ア 適切なケアマネジメントを行うための取組について 

地域活動への参加や関係機関へ出向く際に総合事業の周知を図ることにより、必要な方が事業

へつながるように支援します。

総合事業への参加後、地域での活動につながるよう、地域の居場所作り等に取り組みます。

地域リハビリテーション事業の活用等により、地域での介護予防への取り組みを進めます。

在宅介護支援センターと取り組む事業計画 

地区社協主催の運動サロンでの健康チェックには協力し、対応します。

地域での相談会を協働し開催します。

高齢者生活支援コーディネーターと取り組む事業計画 

生活支援体制整備について：地区社協の福祉行動計画と連携し、進めます。

認知症サポーターとの連携を深め、一緒に認知症の方や介護者を支えるよう地域作りを行いま

す。

地域団体に働きかけ、地域運動支援員の派遣事業の活用や、ますます元気教室やリーダー養成

講座の修了者といきいき百歳体操のサロン立ち上げにつなげます。
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事業計画書

平成２９年度 中央区 北部圏域地域包括支援センターナーシングヴィラ与野

課題（圏域にどのような課題があるのか）

圏域内でも中高層マンションや大型ショッピングモールが立ち並ぶ地域と、旧家と新興住宅が混在

し畑や緑も多い地域とに分かれています。その中で交通や買物の利便性、コミュニティスペースの

有無、地域の住民同士のつながり方にも差異があります。 

年間重点事業目標①（課題解決に向けてどのように取り組むのか） 

住民が気軽に通えて運動しやすい場や機会の充足をめざして支援し、更には住民が主体的に参画 

できるような仕組みづくりをします。 

達成基準①（どの程度まで実施できて達成とするのか） 

既存の住民同士の集まりの場（複数箇所）において、『いきいき 100 歳体操』などの取組みやすく 

継続しやすいプログラムの実施を推奨します。 

年間重点事業目標②（課題解決に向けてどのように取り組むのか） 

在宅介護支援センターと連携し、特に高齢化の進む集合住宅等での見守りを強化します。 

達成基準②（どの程度まで実施できて達成とするのか） 

それぞれが定期的に巡回訪問をし、ブランチ会議などで情報共有、課題分析を行います。 

職員体制（センター長に○） ※等には「その職種に準ずる者」を含む。 

センター長 職種等 人数 

 保健師等 ２名 

○ 主任介護支援専門員等 ２名 

 社会福祉士等 ２名 

 介護支援専門員 ０名 

 介護福祉士 ０名 

 その他職種（生活支援コーディネーター） １名 

 事務職員 ２名 

計 ９名 

営業日・営業時間 

営 業 日   日曜から土曜まで（但し、年末年始の１２月２９日～１月３日までを除く） 

営業時間   ８時３０分から１７時３０分 まで 

営業時間外の対応について 

・夜間・早朝は母体施設の夜間当直にて対応し適宜転送します。 

・虐待通報に関しては、転送により適宜対応します。 
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事業内容 

（１）総合相談支援業務 

ア ネットワーク構築に向けた取り組みについて 

①情報共有及びアプローチ方法の検討（適時かつ月 1回センター会議） 

②インフォーマルを含む社会資源情報収集・整理（適時）

③地域支援会議（年２回） 

④地域支援個別会議（適時・概ね１０回） 

⑤地域包括支援センター（シニアサポートセンター）の住民への広報 

＊出前講座（年３０回）  

＊関係機関（医療機関・薬局等）へのパンフレット等設置の依頼 

イ 地域の高齢者の実態把握について 

  新規活動として『いきいき 100 歳体操』の普及活動を開始します。 

地域活動（主催）       ２０回 

地域活動（他機関の開催）   ４０回 

ウ 介護者サロン（認知症カフェ含む）の開催にあたりセンターが工夫する事について 

 開催を通じ、認知症に関する知識や対応方法の普及・啓発を行います。 

また、介護者の負担軽減や本人をまじえたネットワークづくりの支援を行います。 

介護者サロン         １５回 

エ その他、センターとして取り組む活動及び関係機関が取り組む活動の参加等について 

 ①包括・在支総合支援センター及び在宅介護支援センターとの連携 

＊中央区包括・在支連絡会参加や北部圏域ブランチ会議の開催（年６回） 

＊区民まつりにおけるブース出展時の共催（年 1回） 

＊高齢者サロンやふれあい会食での協同（年１０回） 

  ②民生委員・自治会をはじめとする関係者との連携 

＊地域支援会議・地域支援個別会議等への参加依頼 

＊高齢者サロン等への協力（年１０回） 

  ③行政機関・医師会・基幹病院との連携 

   ＊『世界腎臓デーｉｎさいたま中央』開催（年 1回） 

＊地域包括ケア研修会、地域支援会議等への協力要請等   

④警察や消防との連携 

＊地域支援会議・地域支援個別会議等への参加依頼 

   ＊認知症サポーター養成講座の開催（受講の推奨） 

  ⑤地域リハビリテーションケア・サポートセンターとの連携 

   ＊地域支援会議や住民主体の通いの場等でのリハビリ専門職との協働 
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⑥認知症に関する支援機関との連携 

＊認知症初期集中支援チームとの協同（事例対応等） 

＊認知症サポーターキャラバン・メイトとの協同（講座や連絡会開催） 

＊『認知症の人と家族の会埼玉県支部』（若年性認知症コーディネーター含む）との連携 

（２）権利擁護業務 

ア 成年後見制度の活用促進につなげるために実施する取組について 

・必要に応じ出前講座等での啓発活動や相談対応、申請の援助を行います。 

イ 高齢者の虐待防止や虐待早期発見のために実施する取組について 

・さいたま市高齢者虐待フローチャートに基づき連携・対応します。 

  ・防止や早期発見のための啓発活動実施や、対応・支援方法確認のための研修参加をします。

ウ 困難事例の解決のために実施する取組について 

・他機関・他職種協同によるアプローチを行います。 

・対応・支援方法確認のための研修参加をします。 

エ 消費者被害の防止を促進するために実施する取組について 

  ・防止や早期発見のための啓発活動実施や、対応・支援方法確認のための研修参加をします。

  ・被害事例への介入や支援を行います。 

オ その他、センターとして取り組む活動及び関係機関が取り組む活動の参加等について 

（３）包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

ア 介護支援専門員のネットワーク構築について 

①区内ケアマネ会議（『ケアマネぷらっと』年１回） 

②主任ケアマネ連絡会（年２回） 

③圏域別ケアマネ連絡会（『ヴィラ DE ぷらっと』年２回） 

④区内医師・ケアマネ合同研修会（『地域包括ケア研修会』年２回） 

イ 介護支援専門員の質の向上に向けてセンターが実施する取組について 

①ケアマネジャーに関する個別支援（相談対応・ケアプラン作成支援） 

②困難事例に関する支援（会議開催支援や同行訪問等） 

（４）介護予防ケアマネジメント業務 

ア 適切なケアマネジメントを行うための取組について 

高齢者が住み慣れた地域で安心して尊厳ある生活を継続するために、地域のインフォーマル 

資源も視野に入れて、自立支援ができるようサポートをします。 

  ①一般介護予防事業 

   ＊身近な場所で住民が主体となり、継続性のある運動を行えるよう支援します。 
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②介護予防・生活支援サービス事業 

＊行政や事業担当者との連携を密にし、要支援者等の状況にあった適切なサービスが提供 

されるよう必要な支援を行います。 

在宅介護支援センターと取り組む事業計画 

・自治会・老人クラブの行事やサロン会において協同します。 

・高齢化の進む集合住宅などを中心に、見守り活動の強化をしていきます。 

・上記で得られた情報の共有や課題分析のため『ブランチ会議』（四半期１回）や『圏域ケアマネ

連絡会』（年２回）を活用します。 

高齢者生活支援コーディネーターと取り組む事業計画 

・地域の社会資源の情報共有をしながら小地域ごとの『シニア活動マップ』づくりに協力します。

・地域診断を行いながら、必要な資源と住民とのつなぎや、不足している資源の創出を行います。

・集合住宅での『住民たすけあいネットワーク』の立ち上げ等のために協同します。 
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事業計画書 

平成２９年度 中央区南部圏域地域包括支援センターきりしき 

課題（圏域にどのような課題があるのか） 

 中央区南部圏域の特徴として、高層の建物が少なく土着の方が多い地区と、与野駅前の

高層マンションに入って来られた方が混在している地区といえます。共通の課題としては、

高齢者の単身・二人世帯が増えている事と反比例して地域を支える側の自治会への参加者

が増えず支える側の高齢化が進行しています。 

 坂道が多くスーパーや病院が歩いていける範囲に少ないがバス等の移動手段がありませ

ん。また、運動や交流を希望する方は多いですが徒歩圏に集まれる場がある方は限られて

います。 

年間重点事業目標①（課題解決に向けてどのように取り組むのか） 

移動手段の事、地域の担い手不足等の各地区の課題を地域主導で取り組んでいくネット

ワークを構築します。 

達成基準①（どの程度まで実施できて達成とするのか） 

地域課題抽出から行政への働きかけや地域主導での取組の流れを作るために「地域支援

個別会議（４回以上/年）」「地域支援会議（８回/年）」を主軸として、課題によって「中央

区連絡会議（２回/年）」に提出する事と「第２層協議体」で検討する事に振り分ける流れ

を確立します。 

年間重点事業目標②（課題解決に向けてどのように取り組むのか） 

地域の方々の閉じこもり防止及び介護予防のために、徒歩圏内での交流の場（サロン等）

の立ち上げや運営の支援を行います。 

達成基準②（どの程度まで実施できて達成とするのか） 

 各サロンへの情報提供や課題抽出のために定期的に訪問（各サロン １回程度/月）。サ

ロンの活性化や介護予防促進を目的に理学療法士等の派遣事業と結び付ける事を促進（２

回/年）。サロン未開催地域に他地域のサロン情報を発信し立ち上げを支援する。 

職員体制（センター長に○） ※等には「その職種に準ずる者」を含む。 

センター長 職種等 人数 

 看護師 １名 

 主任介護支援専門員等 ３名 

○ 社会福祉士等 ３名 

 介護支援専門員 ０名 

 介護福祉士 ０名 

 その他職種（生活支援コーディネーター） １名 

 事務職員 １名 

計 ９名 

営業日・営業時間 

営業日   日曜日～土曜日 （但し、１２月２９日～１月３日までを除く） 

営業時間 8：30～17：30   

     ※営業時間外における緊急時対応は、原則、電話による対応とし、法人の携帯

電話に転送設定し、輪番体制による対応としています。 
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事業内容 

（１）総合相談支援業務 

 地域の総合相談窓口として、地域で暮らす高齢者および相談事例に対し、適切なサービ

ス、関係機関および制度の利用につなげる等の支援を行って参ります。 

また、「認知症初期集中支援チーム」の一員として、より多くの専門的な治療や診断が必

要な方を支援できる体制作りに努めます。 

ア ネットワークの構築に向けた取り組みについて 

 ・「地域支援個別会議」「地域支援会議」を各地区で開催することで地域の方々が抱え

る課題を抽出します。会議で抽出された地域課題を「中央区連絡会」に提出する事

と H28 年度に立ち上げた、高齢者生活支援コーディネーターが設置する「第２層協

議体」に振り分けて課題に対応できる体制を構築します。 

＊地域支援会議（大戸中里、鈴谷、下落合、上峰 各地区 2回／年） 

   ＊地域支援個別会議（大戸中里、鈴谷、下落合、上峰 各地区 1事例以上／年） 

  （＊第２層協議体（2回以上／年）） 

イ 地域の高齢者の状況の実態把握について 

 ・前年度に引き続き「高齢者サロン」の立ち上げや運営や開催継続の支援に努めま

す。サロン活性化のために理学療法士等の派遣事業とサロンを結びつける支援を

行います。その他、会食等の地域イベントに積極的に関わっていきます。 

＊各サロンへの訪問（各サロン １回程度／月） 

＊サロンへの各講師派遣（２回／年） 

＊地域活動（主催）      ２０回以上 

  ＊地域活動（他機関の開催） １００回以上 

ウ 介護者サロン（認知症カフェ含む）の開催にあたりセンターが工夫する事につい

て  

・「介護者サロン」の開催場所やサロン内容を変更し、より多くの参加者が集まるよ

う努めます。また、今年度は各地区に出張で包括主催で開催し、次年度以降に地

域主導での開催に切り替えていけるようにします。 

    ＊介護者サロン（バラのまち与野のつどい・おれんじサロン）21回以上 

エ その他、センターとして取り組む活動及び関係機関が取り組む活動の参加等につ

いて 

 ・地域の方々や関係機関、年齢層問わずに認知症の正しい理解を広め、認知症にな

っても住みやすい街づくりに努めます。 

 ＊認知症サポーター養成講座 ５回以上 

（２）権利擁護業務 

ア 成年後見制度の活用促進につなげるために実施する取組について 

 ・各種サロン及び会合等で成年後見制度の周知を行う。また、法テラス等の専門機

関との連携により対応を行います。 

イ 高齢者の虐待防止や虐待早期発見のために実施する取組について 
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   ・高齢者虐待の早期発見及び防止のため民生委員の集まり、ケアマネ会議等でアウ

トリーチによる情報収集に努めます。 

ウ 困難事例の解決のために実施する取組について 

   ・地域のケアマネジャーや民生委員から情報収集を行いながら、関係機関と連携し

対応を行っていきます。行政や関係機関との連携、各種制度の効果的に活用し対

応します。    

エ 消費者被害の防止を促進するために実施する取組について 

 ・浦和西警察 生活安全課、消費生活センター等と連携を図りながら、各種サロン

や会合にて注意喚起及び情報収集を行います。 

オ その他、センターとして取り組む活動及び関係機関が取り組む活動の参加等につ

いて 

＊各種出前講座（ふれあい会食・公民館等での各種講話、地域のサロン活動の支援、

介護予防啓発や権利擁護・消費者被害防止等）  30 回以上 

（３）包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

ア 介護支援専門員のネットワーク構築について 

   ・ケアマネジャーの情報共有や関係機関との連携を深めるために下記の「中央区ケ

アマネ会議（ケアマネぷらっと）」を 29年度も継続開催します。 

  【中央区ケアマネ会議】 

中央区内ケアマネジャー    ： ケアマネぷらっと      １回 

中央区南部圏域ケアマネジャー ： 南部圏域ケアマネぷらっと  ２回 

中央区内主任ケアマネジャー  ：  主任ケアマネ連絡会     ２回 

                 南部圏域主任ケアマネ連絡会 １回 

医師と中央区内ケアマネジャー ：  医師ケアマネ研修      ２回 

イ 介護支援専門員の質の向上に向けてセンターが実施する取組について 

   ・圏域内のケアマネジャーが、状況や変化に応じたケアマネジメントを実践できる

ように支援します。ケースに合わせて個別の相談対応や担当者会議開催を包括全

体で支援します。 

（４）介護予防ケアマネジメント業務 

ア 適切なケアマネジメントを行うための取組について 

    ・地域の方やケアマネジャー等が円滑に総合事業等のサービスを利用できるよう情

報発信等の支援を行います。 

・サービスを利用する方の状態をしっかりとアセスメントを行う事で、住み慣れた

地域でできる限り自立した生活を送り、自発的に介護予防や健康の維持・増進に

向けて取り組んでいけるよう支援します。 

イ その他、センターとして取り組む活動及び関係機関が取り組む活動の参加等につ

いて 
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  ･地域に向けて一般介護予防事業の広報を行う事で介護予防の普及を図ります。ま

た、自主活動への支援を関係機関と連携して行っていきます。 

・教室終了後の受け皿として開催している「きりしき運動教室」も継続開催します。

その他、自主サークル化への支援も行っていきます。 

＊きりしき運動教室（介護予防教室修了者フォローアップ） ２回／月 

在宅介護支援センターと取り組む事業計画 

地域包括支援センターと在宅介護支援センターが協力して地域のネットワークづくりや

「ふれあい会食」「サロン」等の地域活動に係っていきます。継続的な見守りが必要なケー

ス等も情報を相互に共有し、連携・協力しながら対応していきます。 

高齢者生活支援コーディネーターと取り組む事業計画 

 地域包括支援センターで関わっている地域活動や地域支援会議に参加します。地域での

活動で得た情報を地域包括支援センターや関係機関と共有することで地域のネットワーク

づくりを推進します。また、地域支援個別会議や地域支援会議で抽出された地域課題によ

っては、第２層協議体を立ち上げ地域で検討していける体制を構築します。 
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事業計画書

平成２９年度桜区北部圏域地域包括支援センター彩寿苑

課題（圏域にどのような課題があるのか）

１、高齢の男性が地域の活動に出られる機会が少なく、家の中で引きこもりがちであります。男性

は女性と比べると社交性に欠け、人との交流を拒む傾向があります。 

２、地域によっては独居で家族と疎遠になっている高齢者が多いです。また、外国人の転入が増え

ており、文化の違いで地域住民とトラブルになる事もあります。高齢者の場合、経済的にも困窮

している事が多く、他者と関わる事を拒みがちです。介護申請や介護サービスに結びつかず、状

態が悪化してから緊急で介護サービスを利用する事があります。 

年間重点事業目標①（課題解決に向けてどのように取り組むのか） 

民生委員、在宅介護支援センターと合同で見守り活動を行います。 

達成基準①（どの程度まで実施できて達成とするのか） 

今年８月から毎月１回実施します。 

年間重点事業目標②（課題解決に向けてどのように取り組むのか） 

男性高齢者の参加しやすい場の情報収集、参加への呼びかけを行います。 

達成基準②（どの程度まで実施できて達成とするのか） 

新たなサロンの立ち上げ、今年度は１０回開催します。 

職員体制（「等」には「その職種に準じる者」を含む。） 

（センター長は、センター長欄に○をつける） 

センター長 職種等 人数 

 保健師等 ３名 

 主任介護支援専門員等 １名 

 社会福祉士等 ３名 

 介護支援専門員 名 

 介護福祉士 名 

 その他職種（生活支援コーディネーター） １名 

○ センター長 １名 

計 ９名 

営業日・営業時間 

営業日 無休（年末年始１２月２９日から１月３日までを除く） 

営業時間 ８時３０分から１７時３０分まで 

営業時間外の電話は、特別養護老人ホームに併設されているため、２４時間常時連絡が可能な体制

をとっています。 
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事業内容 

（１）総合相談支援業務 

ア ネットワーク構築に向けた取り組みについて 

  電話・訪問・来苑による介護や医療に関する相談対応をはじめ、どのような支援が必要かを把

握し、地域・行政・各関係機関と連携を図り支援を行います。 

地域支援会議       ６回 

  地域支援会議個別会議   ４回  

イ 地域の高齢者の実態把握について 

  地域活動（主催）     ８回 

  地域活動（他機関の開催） ２回 

ウ 介護者サロン（認知症カフェ含む）の開催にあたりセンターが工夫する事について 

  公民館や行政機関にパンフレット設置、講座等訪問時に配布、現在の参加者にも呼び掛けする

など地域に周知を図ります。 

  介護者サロン       ２１回 

エ その他、センターとして取り組む活動及び関係機関が取り組む活動の参加等について 

  在宅介護支援センターと協力して出張介護相談会を開催します。 １５回 

（２）権利擁護業務 

ア 成年後見制度の活用促進につなげるために実施する取り組みについて 

  普及のために広報・啓発活動を行います。 

イ 高齢者の虐待防止や虐待早期発見のために実施する取り組みについて 

  地域住民や関係機関の協力により、ネットワークを活かした予防・早期発見を実施します。 

ウ 困難事例の解決のために実施する取り組みについて 

  現状把握を早急に実施、必要に応じて行政機関、民生委員等と連携し問題解決に取り組みます。

エ 消費者被害の防止を促進するために実施する取り組みについて 

  防止の啓発及び消費生活支援センターや連携強化に努めます。 

オ その他、センターとして取り組む活動及び関係機関が取り組み活動の参加等に 

  地域支援会議やサロン等で、消費者センターや警察に協力してもらい、消費者被害防止の為の

啓発活動を行います。 

（３）包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

ア 介護支援専門員のネットワーク構築について 

  ケアマネ会議     ６回 

イ 介護支援専門員の質の向上に向けてセンターが実施する取り組みについて 

  関係機関との連絡体制を会議や研修を通じて、介護支援専門員とのネットワークし、日常的個
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別指導・相談、介護支援専門員が抱える支援困難事例等への指導、助言を行います。 

（４）介護予防ケアマネジメント業務 

ア 適切なケアマネジメントを行うための取り組みについて 

  介護予防教室の周知、電話・訪問による介護予防支援を行い、教室終了後の活動ができる場の

支援を行います。 

在宅介護支援センターと取り組む事業計画 

 出張介護相談会１５回開催し、見守り支援を拡充します。 

高齢者生活支援コーディネーターと取り組む事業計画 

社会資源マップ作成により、社会資源の状況や地域ニーズの見える化を図ります。地域活動に参加

し、周知活動やネットワークづくり、担い手発掘に取り組みます。また、関係機関と合同で新たな

見守り活動を実施し、協議体は年２回開催します。 
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事業計画書

平成２９年度桜区南部圏域地域包括支援センターザイタック

課題（圏域にどのような課題があるのか）

過去３年、権利擁護、特に高齢者虐待や困難事例の相談が急増していて、対応が長期間にわたる

ものが多いため、住民、関係機関に地域包括支援センターの周知、早期発見や早期対応の重要性に

ついて、理解を深めてもらうような働きかけが必要と考えられます。 

年間重点事業目標①（課題解決に向けてどのように取り組むのか） 

地域包括支援センターへの理解を深めてもらえるよう、地域活動や研修会などでセンターの役割

や業務内容を周知します。 

達成基準①（どの程度まで実施できて達成とするのか） 

高齢者サロンや研修会などにおいて、年１０回以上、地域に出向いて、住民や関係者を対象に地

域包括支援センターについての情報提供を行います。 

年間重点事業目標②（課題解決に向けてどのように取り組むのか） 

 高齢者虐待や困難事例への対応について、関係機関と情報共有を図り、今後の早期発見・対応に

つなげます。 

達成基準②（どの程度まで実施できて達成とするのか） 

 高齢者虐待や困難事例に適切な対応ができるよう、関係機関を対象とした研修や会議など、年５

回以上実施します。 

職員体制（「等」には「その職種に準じる者」を含む。） 

（センター長は、センター長欄に○をつける） 

センター長 職種等 人数 

 保健師等 ２名 

 主任介護支援専門員等 １名 

○ 社会福祉士等 ３名 

 介護支援専門員 名 

 介護福祉士 名 

 その他職種（生活支援コーディネーター） １名 

 事務職員 名 

計 ７名 
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営業日・営業時間 

営 業 日 日曜日から土曜日まで（ただし、年末年始（１２月３０日～１月３日までを除く） 

営業時間 ９時００分 から １７時３０分 まで 

営業時間外の対応について 

 営業時間外における緊急時対応は、原則、電話による対応とし、事業所の携帯電話に転送し、輪

番体制による対応としています。 

事業内容 

（１）総合相談支援業務 

ア ネットワーク構築に向けた取り組みについて 

地域支援会議         ３回 

地域支援個別会議       ４回 

 地区社会福祉協議会の高齢者サロン連絡会やサービス事業所の運営推進会議などに積極的に参

加し、地域包括支援センターやその活動の認知度を高められるよう取り組みます。 

イ 地域の高齢者の実態把握について 

地域活動（主催）      ５０回 

地域活動（他機関の開催）  ６０回 

ウ 介護者サロン（認知症カフェ含む）の開催にあたりセンターが工夫する事について 

介護者サロン        ３０回 

 介護者サロンの参加者にアンケートを実施し、ニーズに合わせた時間帯や場所、プログラムなど

柔軟にサロンが実施できるよう取り組みます。特に参加者同士が充分に話せる環境づくりを進めて

いきます。 

エ その他、センターとして取り組む活動及び関係機関が取り組む活動の参加等について 

 スーパーでの出張介護相談会 １１回 

 運営推進会議（他事業所）   ８回 

ふれあい会食         ６回 

 敬老会            ３回 

高齢者サロン連絡会      ２回 

桜区民まつり         １回 

健康フェスタ         １回 

 徘徊模擬訓練         １回 

 見守りネットワーク会議    １回 

（２）権利擁護業務 

ア 成年後見制度の活用促進につなげるために実施する取組について 

  地域活動にて、成年後見制度についての講話を行い、地域包括支援センターが相談窓口で 

あることを周知します。 
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イ 高齢者の虐待防止や虐待早期発見のために実施する取組について 

  ケアマネジャーやサービス事業所のスタッフを対象に研修を実施し、高齢者虐待の早期発見、

早期対応の重要性や行政・地域包括支援センターが相談窓口であることを周知できるように取り

組みます。 

ウ 困難事例の解決のために実施する取組について 

関係機関と継続した情報共有を行い、必要に応じて、多職種による事例検討会や地域支援個別

会議などでも取り上げ、早期解決につなげられるよう取り組みます。 

エ 消費者被害の防止を促進するために実施する取組について 

警察や消費生活センターなどから入手した消費被害に関する情報を地域活動にて、地域住民に

提供します。 

オ その他、センターとして取り組む活動及び関係機関が取り組む活動の参加等について 

（３）包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

ア 介護支援専門員のネットワーク構築について 

多職種事例検討会       ４回 

ザイタック研修会       ４回 

施設ケアマネ連絡会      ３回 

イ 介護支援専門員の質の向上に向けてセンターが実施する取組について 

  事例検討会、研修会でのアンケートの実施や参加者への個別のヒアリングなどを通じて、介護

支援専門員の悩みに適切に対応できる体制を構築します。 

（４）介護予防ケアマネジメント業務 

ア 適切なケアマネジメントを行うための取組について 

利用者の困りごとや要望を聞き取り、単にサービス調整を行うのではなく、適切なアセスメン

トを行い、本人の「したい」「できるようになりたい」という目標を引き出すようなアプローチ

を心がけます。 

在宅介護支援センターと取り組む事業計画 

実態把握調査を含む継続した見守りや地域活動（オレンジカフェ、高齢者サロン、出張介護相談

会など）を共同で行い、在宅介護支援センターや地域包括支援センターが相談窓口であることを積

極的に周知します。 

高齢者生活支援コーディネーターと取り組む事業計画 

 介護サービスや高齢者サロンなどの社会資源マップを作成し、それらをもとに関係団体と桜区南

部圏域の住民にとって必要な社会資源の開発に向けた情報共有や検討を行います。 
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事業計画書

平成 ２９ 年度  浦和 区  北 部圏域地域包括支援センター  かさい医院      

課題（圏域にどのような課題があるのか）

さいたま市第 6期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画では「地域包括ケアシステムの構築の推

進」を重点目標と策定、平成 28年 10月からは包括内にコーディネーターを配置し地域包括支援セ

ンターが地域包括ケアシステムの推進に努めている。しかし平成 27 年高齢者生活実態調査でも

45％程度は包括自体認知していない。浦和区は 10区中、単身世帯が最も高く、「調査拒否」や「話

し相手がいない」「健康づくり活動をしていない」設問でも高率。実際、地域包括など専門機関や

行政機関へ相談すること自体や自宅への訪問されることへの抵抗感も多く感じる。 

 本人、家族、近隣もどこに相談するかわからないという声が多い。また第三者への相談を敬遠、

抱え込んでしまうことから問題が複雑化、広域化する印象がある。多問題化していることもあり地

域包括一機関で解決できないことも増えている。 

年間重点事業目標①（課題解決に向けてどのように取り組むのか） 

高齢者の総合相談窓口が地域包括支援センターであり、個別事例は勿論、地域課題も地域ケア会議

や協議体等、町づくりも含め住民と共に解決を図る機能を持つ機関であることを高齢者やその家族

だけではなく住民全体に周知することにより地域包括ケアシステムを円滑に進める。 

達成基準①（どの程度まで実施できて達成とするのか） 

高齢者世帯を特定するのではなく、全戸自宅訪問。地区に居住するすべての住民を対象とすること

で住民の意識、日中の状況、地区の課題を把握、今後の施策に繋げることができる。同時に地域包

括支援センターの周知を通じて地域包括ケアシステムの広報を行う 

全戸対象地区については包括で特定した自治区やマンション等をモデル地区として訪問を実施。

年間重点事業目標②（課題解決に向けてどのように取り組むのか） 

権利擁護事例や多問題な困難事例が増加。地域ケア会議や支援方針検討会議、カンファランス等で

も医療・保健・介護・福祉・警察・消防との連携の必要性を強く感じ地域包括支援センターのみで

は解決できない事案が多数起きている。特に高齢者単身または高齢者のみ世帯、あるいは日中独居

世帯の増加。身体的、認知機能的低下による鍋焦がしやストーブ、寝たばこ等、火の扱いへの不安、

高齢の軽度者が半数近くを占める救急搬送の現状を踏まえ緊急業務や予防救急等、消防署をはじめ

とした専門機関との連携を図る。 

達成基準②（どの程度まで実施できて達成とするのか） 

消防署等専門関係機関と連携。圏域内にどのような課題があり、お互いの機関での機能をどのよう

に生かしていくのか協議、解決を目指す。地域ケア会議の開催、カンファランス等含めて会議や訪

問同行、講座、研修等を 2回以上開催、地域包括ケアシステムの構築に努める。 

職員体制（「等」には「その職種に準じる者」を含む。） 

（センター長は、センター長欄に○をつける） 

センター長 職種等 人数 

 保健師等 2 名 

 主任介護支援専門員等 2 名 

〇 社会福祉士等 3 名 

 介護支援専門員 1 名 

 介護福祉士 1 名 
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 その他職種（生活支援コーディネーター） 1 名 

 事務職員 1 名 

計 10 名 

営業日・営業時間 

営 業 日 月～日・祝日(年末年始を除き年中無休) 

営業時間 9 時 00 分 から 17 時 00 分 まで 

営業時間外の対応について 

携帯電話により 24 時間連絡可能な体制をとっている。 

事業内容 

（１）総合相談支援業務 

ア ネットワーク構築に向けた取り組みについて 

  ・圏域内の行政機関(警察、消防、小中学校)自治会、医療機関、交通機関、金融機関、

商業施設等に出向き、地域包括支援センターの役割などの広報を行い、連携を図る。 

地域支援会議        3 回 

地域支援個別会議      3 回 

イ 地域の高齢者の実態把握について 

地域活動（主催）      20 回 

地域活動（他機関の開催）  15 回 

ウ 介護者サロン（認知症カフェ含む）の開催にあたりセンターが工夫する事について 

・介護者サロン       12 回(カフェケア木) 

 ・男性介護者サロン     6 回(メンズ苦楽部) 

 ・オレンジカフェ      6 回(さぽーと) 

 ・介護者サロン合計     24 回 Ｗケアへの準備 

エ その他、センターとして取り組む活動及び関係機関が取り組む活動の参加等について 

 ・認知症サポーター養成講座を開催します。               5 回 

 ・認知症地域推進委員を配置します。                  1 名 

 ・認知症初期集中支援チーム員を配置します。              5 名 

 ・認知症キャラバンメイトを配置します。                9 名 

 ・自殺危機初期介入スキルワークショップ(ゲートキーパー)修了      5 名 

 ・地区社会福祉協議会への支援を行います。               10 回以上 

 ・会食会・敬老会に参加します。                    6 回以上 

 ・金融機関(りそな銀行北浦和支店)にて健康相談会を実施します。     6 回 

 ・商業施設(ヤオコー上木崎店)にて健康相談会を実施します。       6 回 

 ・商業施設(イオンモール与野)にて健康相談会を実施します。       2 回 

 ・浦和区民祭りにて健康相談会を実施します。              1 回 

 ・ボランティアフェスティバルにて健康相談会を実施します。       1 回 

 ・東部地区社会福祉協議会高齢者地域ケア・ネットワーク会議・委員    1 名 
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 ・北部第一地区社会福祉協議会地域福祉行動計画策定委員         1 名 

 ・北浦和針ヶ谷地区社会福祉協議会地域福祉行動計画策定委員       1 名 

 ・応急手当普及員                           3 名 

 ・高齢者虐待対応専門員及び高齢者虐待対応管理者            5 名 

 ・浦和区の認知症キャラバンメイト「浦和メイト会」への支援       5 回以上 

 ・高齢介護課、浦和区全包括と連携、市民の意見を反映できる区連絡会への協力 

 ・地域包括支援センターの使命や課題、動向を検討するため、さいたま市地域包括支援センター

運営協議会の傍聴                          2 回 

 ・子ども 110番の家・さいたま市防犯ボランティア登録 

（２）権利擁護業務 

ア 成年後見制度の活用促進につなげるために実施する取組について 

 ・ケアマネ向けの虐待研修 

・市民向けに講座開催 

 ・地域活動を通じて、成年後見制度を周知 

イ 高齢者の虐待防止や虐待早期発見のために実施する取組について 

 ・高齢者虐待専門員 5名 

 ・さいたま市権利擁護センター、法テラス、しんらい、リーガルサポート、ぱあとなあ埼玉、浦

和サービスセンター包括在支総合支援センターとの連携強化、支援方針検討会議の活用 

 ・地域活動を通じて、虐待の早期発見の必要性や地域包括支援センターが窓口であることの周知

ウ 困難事例の解決のために実施する取組について 

 ・警察、消防、水道、電気、ガス、保健所、保健センター、民生委員、自治医療機関、法テラス

など連携し早期発見早期解決を目指す。 

 ・浦和ネット、浦和精神保健ネットワークへの参加 

エ 消費者被害の防止を促進するために実施する取組について 

 ・金融機関(りそな銀行北浦和支店)への出張相談会を通じ情報共有・注意喚起 

 ・消費生活センター、法テラス、警察との連携 

 ・地域活動やチラシ配布等により情報を発信 

オ その他、センターとして取り組む活動及び関係機関が取り組む活動の参加等について 

  センターとして取り組む活動及び関係機関が取り組む活動の参加等について 

  サービス事業者向けに、より具体的な研修会を浦和区包括と共催する。 

（３）包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

ア 介護支援専門員のネットワーク構築について 

主任ケアマネ会議     4 回(主任ケアマネ LINE) 

ケアマネ会議       4 回(ケアマネ LINE) 

ケアマネ研修会      10 回(スペシャリストカレッジ) 

ケアマネ会議合計     16 回 

イ 介護支援専門員の質の向上に向けてセンターが実施する取組について 

 ・支援困難事例を含めた個々への相談、後方支援 

 ・地域包括支援センター内の職員で情報を共有し、対応。 
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（４）介護予防ケアマネジメント業務 

ア 適切なケアマネジメントを行うための取組について 

 ・埼玉県地域リハビリテーション事業と連携し市民が自分たちで自主的に運営できるよう支援す

る。 

ウォーキング企画兼開催        6 回以上 

新たな住民主催の運動サークルへの育成 2か所     

ロコモ上木崎             6 回以上 

    クローバー              4 回以上 

    自主化事業への支援合計        10 回以上 

  ・出張相談会、出前講座、会食、敬老会などを活用し基本チェックリストの実施を行う。 

  ・民生委員、自治会など近隣の情報や介護予防支援事業を理解してもらい基本チェックリスト

の実地を行う。 

イ その他、センターとして取り組む活動及び関係機関が取り組む活動の参加等について今後の総

合支援事業への予防活動について行政保健師等専門性を生かし構想を練り民生委員等の地

域の方と協力して展開できるものを検討する。 

在宅介護支援センターと取り組む事業計画 

圏域内に在宅介護支援センターはない。包括在支総合支援センターや浦和区にある在宅介護支援セ

ンターと連携していく。 

高齢者生活支援コーディネーターと取り組む事業計画 

地区社会福祉協議体単位で第 2層協議体を計画、委員の方々が協議しやすいようにコーディネータ

ーと環境整備に努める。 
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事業計画書

平成 ２９年度   浦和区    東部圏域地域包括支援センタースマイルハウス浦和       

課題（圏域にどのような課題があるのか）

病気や怪我で自宅での生活が困難となり、家族だけでは解決できないケース、周囲が気づかず大事

に至るケースが増えています。住民の孤立化を防止するには近隣の見守りと、身近な相談窓口や支

援者が必要と思われます。 

年間重点事業目標①（課題解決に向けてどのように取り組むのか） 

「支え合い会議」（協議体）で様々な主体とのネットワークを築き、社会資源を把握します。今年

度、地区社会福祉協議会が福祉行動計画（平成 30～35 年）を策定することから、その情報を共有

し、協働します。 

達成基準①（どの程度まで実施できて達成とするのか） 

地区社協のコーディネーターと地域包括の生活支援コーディネーターが協力し、アンケートなどを

通し、社会資源や住民のニーズを把握します。住民同士のつながりづくりの為に、コミュニティカ

フェ、多世代交流会食、みんなの学校（住民同士の学び合いの場）の開設を共に目ざします。

年間重点事業目標②（課題解決に向けてどのように取り組むのか） 

健康を保ち、その人らしく地域に住み続けられるよう、介護予防を推進します。 

達成基準②（どの程度まで実施できて達成とするのか） 

住民有志の任意団体「元気アップネットワーク」と共に、新しい啓発イベント「歩こう会」「駒場

体育館健康フェスティバル（仮称）」を年 3回以上開催します。 

職員体制（「等」には「その職種に準じる者」を含む。） 

（センター長は、センター長欄に○をつける） 

センター長 職種等 人数 

 保健師等 ２名 

 主任介護支援専門員等 ２名 

○ 社会福祉士等 ２名 

 介護支援専門員 ０名 

 介護福祉士 ０名 

 その他職種（生活支援コーディネーター） １名 

 事務職員 ０名 

計 ７名 

営業日・営業時間 

営 業 日 無休（年末年始（12月 30 日から 1月 3日までを除く） 

営業時間 ９時００分 から  １７時００分 まで 

営業時間外の対応について 

営業時間外の電話は、留守電メッセージで管理者が所持している携帯電話番号の案内を致します。

緊急時にもご利用いただけます。 
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事業内容 

（１）総合相談支援業務 

ア ネットワーク構築に向けた取り組みについて 

高齢者、家族、すべての住民からの介護、福祉、医療などに関する相談に、ワンストップかつ迅

速に対応します。 

 ・地域支援会議を開催します。 年 3回 

・事例を検討する個別支援会議を開催します。 年 3回 

イ 地域の高齢者の実態把握について 

 ・地域活動（主催）     年 100 回 

独り暮らし世帯、高齢者のみの世帯、高齢者と障害者世帯の把握と見守りをします。 

 オレンジカフェ、元気アップサロンなどの自主事業を通し、実態把握に努めます。 

・地域活動（他機関の開催）   年 100 回 

ご依頼いただいた出前講座は断ることなくお受けします。 

ウ 介護者サロン（認知症カフェ含む）の開催にあたりセンターが工夫する事について 

・領家公民館を会場に、「認知症の人と家族の会」の協力を得て、ミニ講座を含む会を開催しま

す。 年 12 回 

・大東公民館を会場に、「領家介護を考える会」の協力を得て、傾聴中心の会を開催します。 年

6回 

・特別養護老人ホーム浦和ふれあいの里、小規模多機能事業所であるおたっしゃ 楽部とルピナ

スケアセンターを会場に、利用者家族も参加しやすい家庭的な会を開催します。  年 6回 

・圏域内にある有料老人ホームのニチイホーム北浦和、青木リハビリの家北浦和、まどか領家、

センチュリー北浦和の協力を会場に、オレンジカフェを開催します。 年４回 

・地域の飲食店の協力を得て、オレンジカフェを開催します。 年４回 

・認知症サポーター養成講座を開催します。 年 5回 

エ その他、センターとして取り組む活動及び関係機関が取り組む活動の参加等について 

・「支え合い」（協議体の情報交換誌）を発行します 年 4回 

・公民館報への掲載やチラシの配布により、地域包括支援センター主催・共催事業の案内をしま

す。 

・「地域の介護医療マップ」「助け合いサービスの一覧」「お店、トイレ、公衆電話情報マップ」

等を作製し配布します。 

・自治会、民生委員、地区社協、医療機関、民間団体、事業者、行政との連携のための会議・催

しに参加します。 

・民生委員協議会の定例会・学習会に参加します。 年１０回 

・地区社協の運営推進会議及び地域福祉行動計画策定委員会に出席します。 年１２回 

・多職種連携交流学習会を継続します。 年 2回 

・さいたま市立病院内出張介護相談に参加します。 年 12回 

（２）権利擁護業務 

ア 成年後見制度の活用促進につなげるために実施する取組について 

・判断能力の低下や行動に支障があることにより、財産管理、生前と死後の事務に関して不安の

ある方にも助言をします。   
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・成年後見制度の説明から申し立て手続きまで一貫して支援します。 

・地域権利擁護事業（あんしんサポートネット）の利用案内をします。 

イ 高齢者の虐待防止や虐待早期発見のために実施する取組について 

・高齢者虐待やそのおそれのある家庭にも電話や訪問し、家族の孤立を防ぐよう助言します。 

・「さいたま市高齢者虐待フローチャート」に基づき、区役所と共に即日行動します。  

・浦和区の地域包括支援センター合同で、ケアマネジャー対象の高齢者虐待学習会を開催します。

ウ 困難事例の解決のために実施する取組について 

・関係機関とカンファレンスを開き、解決まで必ず関わります。    

・介護事業所、警察、法律家などの専門職、医療との連携を強化します。 

エ 消費者被害の防止を促進するために実施する取組について 

・浦和警察や消費生活支援センターから送られてくる消費者被害の情報を、住民やケアマネジャ

ーに伝えます。 

オ その他、センターとして取り組む活動及び関係機関が取り組む活動の参加等について 

・「さいたま市緊急時安心キット」の普及に努めます。 

・緊急携帯カード（戸外で緊急時に名前、住所、医療情報、連絡先が分かる）を配布します。 

（３）包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

ア 介護支援専門員のネットワーク構築について 

・「ケアマネサロン」を開催します。 年 6回 

・浦和区のセンターが合同で学習会を開催します。 年 2回 

イ 介護支援専門員の質の向上に向けてセンターが実施する取組について 

・困難事例の相談では、同行訪問、カンファレンスを積極的に行います。 

・どんな軽微な相談にも親身に対応します。 

・新人ケアマネジャーや一人事業所のケアマネジャーの支援をします。 

（４）介護予防ケアマネジメント業務 

ア 適切なケアマネジメントを行うための取組について 

・介護予防・生活支援サービスを選択された利用者に自立に向けたケアプランを作ります。 

・「ますます元気教室」や「指導者研修」への住民参加を促します。 

・「いきいき 100 歳体操」など、自宅で継続的にとりくめる運動の普及につとめます。 

在宅介護支援センターと取り組む事業計画 

・高齢者サロン、いきいき百歳体操実施の場、協議体などの催しに、在宅介護支援センターうらし

んの協力をいただきます。 

・困難事例を共に解決します。 

・介護者サロン浦和領家のつどいを共に開催します。 

・相互の理解と打ち合わせのために連絡会を定期的に開きます。 

高齢者生活支援コーディネーターと取り組む事業計画 

生活支援コーディネーターが地域を回り情報を収集するとともに、住民や事業所との信頼関係を構

築します。 

・協議体（支え合い会議）を開催します。 年 4回 

・地域の支え合い情報のマップやリストを作成します。 

-69-



・住民に役立つ情報誌「支え合い」を発行します。 

・地域づくりに関心ある方、活動したい方を世代を問わず募ります。 

・登録していただいた方に情報をお届けします。 

・始めたい活動は、「みんなの学校プロジェクト」「子どもの居場所づくり」「オレンジ 

カフェ」などであり、仲間を求めます。 
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事業計画書

平成 29  年度  浦和 区  中 部圏域地域包括支援センター ジェイコー埼玉     

課題（圏域にどのような課題があるのか）

１、浦和区は後期高齢者の割合が多く、独居や高齢者世帯が増えています。地域住民から見守りの

依頼、ケアマネージャーから支援困難の相談など、認知症の方の相談が多くあります。認知症に対

する正しい理解と早期相談を促す周知活動が必要です。

２、地域包括支援センターについて、地域の高齢者には周知されていますが、子世代や孫世代には

周知されていません。昨年の改選で新たに民生委員になられた方が多く、地域包括支援センターの

周知と関係づくりが必要です。

年間重点事業目標①（課題解決に向けてどのように取り組むのか） 

認知症に対する正しい理解の普及と早期相談を推進します。

昨年度配布しきれなかった認知症ガイドブックの積極的な配布と周知をします。認知症サポーター

養成講座の開催には潜在的なキャラバンメイトの活用できるよう、浦和区メイト会を年 3 回開催

します。

達成基準①（どの程度まで実施できて達成とするのか） 

・認知証ガイドブックを協力頂いた地域住民や関係団体に配布します。ケアマネや民生委員や自治

会等にも広報して必要に応じて配布します。

・認知症サポーター養成講座をキャラバンメイトであるスタッフ全員が実施します。

・浦和区メイト会で情報交換や学習を年 3 回（4 月、8 月、2 月）に開催します。

・浦和区健康まつり（11 月）にて、認知症サポーター養成講座を実施します。

・認知症地域支援推進員として、認知症サポーターフォローアップ研修に協力します。

・若年認知症や、ダブルケアに関する社会資源の情報収集を行ないます。

・個別支援会議などで認知症の方の事例を検討します。（１事例以上）

年間重点事業目標②（課題解決に向けてどのように取り組むのか） 

高齢者だけでなく、広く地域包括支援センターの広報を行います。

定期的な地域活動だけでなく、企業や関係団体や住民からの単発の依頼もなるべく引き受け、地域

包括支援センターについての説明を行います。地域の看護や福祉の学生実習も受け入れ、次世代の

育成にも協力します。

達成基準②（どの程度まで実施できて達成とするのか） 

・認知症サポーター養成講座等を通じ、企業や他団体へ広報活動をします。（年 4 回）

・地域の薬局と協働で健康・介護相談を実施し、広報活動をします。（年 2 回）

・地域活動への協力や地域支援会議への参加を通じて、民生委員の方々に地域包括支援センターの

役割や活動を説明します。

・依頼のあった看護学校の実習に協力します。（年４校）
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職員体制（「等」には「その職種に準じる者」を含む。） 

（センター長は、センター長欄に○をつける） 

センター長 職種等 人数 

 保健師等 １名 

○ 主任介護支援専門員等 ２名 

 社会福祉士等 １名 

 介護支援専門員 名 

 介護福祉士 名 

 その他職種（ 生活支援コーディネーター    ） １名 

 事務職員 １名 

計 ６名 

営業日・営業時間 

営 業 日 日曜日から土曜日まで（ただし、年末年始（12月 29 日から 1月 3日まで）を除く。） 

営業時間 ８時３０分 から １７時１５分 まで 

営業時間外の対応について 

営業時間外における緊急時対応は、原則、電話による対応とし、法人の携帯電話に転送設定し、輪

番体制による対応としております。

事業内容 

（１） 総合相談支援業務

ア ネットワークの構築に向けた取り組みについて

・地域支援会議では圏域内の 2 つの地区社協（北浦和･針ヶ谷地区、中央地区）の代表の方

や地域住民の方、認知症と家族の会や医療機関、司法関係の方など多方面の方々に参加協力

を頂きます。地域支援会議を 2 部制にして地域支援個別会議を開催し、個別事例の検討か

ら地域の課題の検討まで行うようにします。

地域支援会議（奇数月の第 4 火曜日） 年６回

   地域支援個別会議          年２回

・圏域内にある地域密着型サービス（ときわの家、イオン北浦和、だんらんの家）の運営推

進会議に参加します。

・支援課や保健部門の主催の会議に参加し、関係機関との連携を図ります。

イ 地域の高齢者の実態把握について

・要介護認定を受けていながらサービス利用に至っていない高齢者や、実態調査で把握でき

なかった方の情報を共有し、見守りの支援を継続します。

・併設老健会議室にてお元気倶楽部を主催し（週 2 回午前、月曜日と木曜日）、地域の高齢

者の把握や情報収集とその対応に努めます。

・亀の会（年４回）、各地区のふれあい会食、各地区の高齢者サロン、敬老会等へ参加し、

地域の高齢者の把握や情報収集に努めます。

お元気倶楽部（主催）         年 90 回

   地域活動（他機関の開催）       年 20 回

ウ 介護者サロン（認知症カフェ含む）の開催にあたりセンターが工夫する事について

認知症の人と家族の会と合同で開催をします。おれんじカフェでは、ボランティアの方々と

情報共有と共通認識を図りながら、誰でも安心して参加できるように対応します。
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   全体会のつどい（偶数月の第 1 木曜日） 年６回

   終末期のつどい（奇数月の第 3 水曜日） 年 6 回

   おれんじカフェ（毎月第 2 土曜日）  年 12 回

エ その他

・協議体の企画や運営に協力します。圏域をまたがる地域については地域の実情に応じて、

他の包括と連携をします。

    事業者協議体（2 ヶ月毎） 年 6 回

    北浦和･針ヶ谷地区社協の協議体（３ヵ月毎） 年 4 回

・サイトウ薬局と協働で相談会を実施し、包括の広報活動をします。 年２回

（２） 権利擁護業務

ア 成年後見制度の活用促進につなげるために実施する取組みについて

  成年後見制度普及の広報活動、制度利用が必要な場合の申し立て支援、さいたま市障害者･

高齢者権利擁護センターや成年後見人等となるべき者を推薦できる団体との連携を図り

ます。

イ 高齢者の虐待防止や虐待早期発見のために実施する取組について

 ・けあとも会にて権利擁護や虐待に関する研修会を年 1 回開催します。

 ・浦和区区高齢介護課と連携を取り、さいたま市の虐待対応フローシートに則り対応をしま

す。

ウ 困難事例の解決のために実施する取組みについて

 ・けあとも会にて研修を行うほか、ケアマネからの相談に随時対応し、必要に応じて担当者

会議や個別会議を開催します。

 ・浦和区高齢介護課と連携を取り支援します。

エ 消費者被害の防止を促進するために実施する取組みについて

 ・消費者被害の防止啓発、振り込め詐欺に関する予防啓発に関して、消費者生活支援センター

や警察からの情報を共有し、地域活動時に広報します。

・消費者被害が疑われる相談には、浦和区高齢介護課や消費者生活支援センターや警察と連携

して対応します。

オ その他

・法テラスや消費者生活支援センター、その他成年後見人等を推薦できる団体と連携し地域

住民に向けた学習会の開催をします。 年１回

（３）包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

ア 介護支援専門員のネットワーク構築について  

・浦和区 4 包括合同ケアマネサロン（虐待や総合事業に関すること）年３回

・けあとも会（区内や他区委託事業所等） 年２回

   ・花草会（担当圏域の事業所と関係機関） 年２回

 イ 介護支援専門員の質の向上に向けてセンターが実施する取組みについて

・介護支援専門員からの個別事例の相談に対してはスタッフ全員で共有します。

・モニタリングの時期をカレンダーに書き込み経過を追って確認し支援します。

・認知症初期集中支援チームへの依頼や、担当者会議や個別会議等での事例検討にて支援し

ます。
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ウ その他

・さいたま市認知症ケアネットワークとの連携を行います。 年 1 回

・浦和区４包括と浦和区高齢介護課と合同で、ケアマネ支援ネットワーク構築の目的で研修会

を開催します。 年 1 回

・埼玉メディカルセンターの認知症初期集中支援チームとの連携を図ります。

（４） 介護予防ケアマネジメント業務

ア 適切なケアマネジメントを行うための取組みについて

 ・介護予防に関する研修には各スタッフが参加し、スタッフ間で共有します。

 ・毎朝夕にミニカンファレンスを実施し、各スタッフの事例の経過報告やマネジメントの検討

を行い、自立支援に向けた支援についてスタッフ間の共通理解を図ります。

 ・利用者に必要なサービス事業者を選定する際には、利用者の意向を尊重します。

・委託先を選定する際には、利用者の意向を尊重し、各居宅介護支援事業所から空き情報の収

集と台帳管理をするなど、特定の事業者に偏らないよう配慮します。

・なごみ会にて、浦和区 4 包括と浦和区高齢介護課で情報共有をします。

イ その他

・転倒予防教室（お元気倶楽部）の開催を継続します。

・自主グループ（花陽体操クラブ、すぎなの会）を支援します。

・るるぶるサロン（北浦和 5 丁目自治会館）での活動を継続します。年 6 回

在宅介護支援センターと取り組む事業計画 

該当なし 

高齢者生活支援コーディネーターと取り組む事業計画 

・協議体の企画・運営を後方支援することで関係機関との連携を深めます。

・協議体の活動を地域支援会議で報告し、地域課題や社会資源の情報共有を行います。

・認知症ガイドブックの周知や配布、認知症の介護者支援の活動を協働します。

・社会資源の情報をまとめ、個別相談の他、ケアマネや介護者サロン等で情報提供します。

・自主グループや地域サロンなどであがってくる個別の相談は、包括で引継ぎを受け対応します。
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事業計画書

平成 29年度 浦和区 南部圏域地域包括支援センター尚和園

課題（圏域にどのような課題があるのか）

高齢者が安心して暮らせる地域となるように、支援を必要とする地域の高齢者の把握に努め、保

健・医療・福祉サービス等による適切な支援や、継続的な見守り等を行いながらネットワークの構

築を図ります。

毎月の総合相談に上がってくるケースの中でも、加齢による体力低下に伴い、外出する機会が減

り、在宅生活を続けていく上での不安の声が多数であることから、地域での交流の場の確保や介護

予防・認知症予防への取り組みが必要と考えられます。 

年間重点事業目標①（課題解決に向けてどのように取り組むのか） 

地域高齢者が健幸で長生きできるよう、介護予防・認知症予防を推進していきます

達成基準①（どの程度まで実施できて達成とするのか） 

地域での集いや各種サロン等において、一般介護予防事業を周知し、参加を促していきます。

体力測定・元気アップ相談を 2ヶ所で計 24回実施し、個々に応じた評価を行うことにより介
護予防・認知症予防を推進していきます。

年 24 回実施予定の元気アップ相談の際に、対象者にはもの忘れ検診の声掛けをし、認知症の

早期発見、早期治療の周知を図ります。 

年間重点事業目標②（課題解決に向けてどのように取り組むのか） 

地域住民が相互に活躍できる地域コミュニティの土台を作っていきます 

達成基準②（どの程度まで実施できて達成とするのか） 

生活支援体制整備事業の拡充を図り、地域住民向けに講座や講習会を開催します。

生活支援体制整備事業の協議体を運営する中で、ボランティア連絡会を立ち上げ、担い手とし

て介護者サロンやオレンジカフェで活躍できる準備をしていきます。

職員体制（「等」には「その職種に準じる者」を含む。） 

（センター長は、センター長欄に○をつける） 

センター長 職種等 人数 

 保健師等 1 名 

 主任介護支援専門員等 2 名 

〇 社会福祉士等 1 名 

 介護支援専門員 1 名 

 介護福祉士 名 

 その他職種（生活支援コーディネーター） 1 名 

計 6 名 

営業日・営業時間 

営 業 日 無休（年末年始（12 月 29 日から 1月 3日までを除く） 

営業時間 8 時 30 分から 17 時 15 分まで 
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営業時間外は、法人の携帯で対応しています。（固定電話の留守番機能に法人の携帯番号を営業

時間外応答メッセージとして入れ、包括職員が輪番で対応できるようにしています。） 

事業内容 

（１）総合相談支援業務 

ア ネットワーク構築に向けた取り組みについて 

地域支援会議         2 回 

地域支援個別会議       2 回 

イ 地域の高齢者の実態把握について 

地域活動（主催）       12 回 

地域活動（他機関の開催）   12 回 

ウ 介護者サロン（認知症カフェ含む）の開催にあたりセンターが工夫する事について 

介護者サロン         18 回 

 オレンジカフェ        24 回 

参加者にアンケートを取り、その内容を反映していきます。また、参加者のニーズに合わせたテー

マを決め、ワンポイント講座を開催してみます。 

エ その他、センターとして取り組む活動及び関係機関が取り組む活動の参加等について 

認知症サポーター養成講座を開催します。  2回程度
    出前の健康相談を実施します。       2回程度
    高齢者サロンに参加します。        10回程度
    地区社協の会議に参加します。       10回程度

（２）権利擁護業務 

ア 成年後見制度の活用促進につなげるために実施する取組について 

公民館と老人福祉センターの 2ヶ所で開催する元気アップ相談時に、市民後見センターさいた

まと連携し、成年後見等に関する相談窓口を設け、成年後見制度についての相談に対応します。

イ 高齢者の虐待防止や虐待早期発見のために実施する取組について 

地域で開催される様々なサロン等を通じて、地域包括支援センターが高齢者の虐待防止等の相

談窓口であることを広く周知し、虐待の抑止や防止に繋がるよう取り組みます。 

ウ 困難事例の解決のために実施する取組について 

必要に応じ関係機関と情報を共有し、連携を図りながら適切に対応できるよう取り組みます。 

エ 消費者被害の防止を促進するために実施する取組について 

警察や行政、地域の関係機関等から消費者被害に関する情報などを収集し、高齢者等からの相談

時に情報提供します。 

オ その他、センターとして取り組む活動及び関係機関が取り組む活動の参加等について 

認知症サポーター養成講座を開催します。  2回程度
    出前の健康相談を実施します。       2回程度
    高齢者サロンに参加します。        10回程度
    地区社協の会議に参加します。       10回程度

-76-



（３）包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

ア 介護支援専門員のネットワーク構築について 

浦和区内の包括合同ケアマネ会議   2 回 

ふれ〇愛会（ケアマネ会議）     7 回 

イ 介護支援専門員の質の向上に向けてセンターが実施する取組について 

介護支援専門員からの質問や問い合わせ、また対応が困難な事例に対する支援など、親身に対応

し解決に向かって共に考えていくことで介護支援専門員の質の向上を目指します。 

（４）介護予防ケアマネジメント業務 

ア 適切なケアマネジメントを行うための取組について 

地域の活動や相談業務を通じて、利用者の主体的な取り組みを支援しながら、役割や生きがいを

持って生活できるようにケアマネジメントを作成し、適切なサービスの利用や生活意欲の向上に努

めます。 

在宅介護支援センターと取り組む事業計画 

在宅介護をしている方へ介護の方法や工夫等の助言や指導を行います。また、サロン等で介護教

室を開催します。

高齢者生活支援コーディネーターと取り組む事業計画 

高齢者生活支援コーディネーターと連携し、ケース会議を持ちながら、認知症のある高齢者やそ

の家族に対し、現在実施しているオレンジカフェや介護者サロンへの参加を勧め、社会とのつなが

りが持てるよう支援していきます。 
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