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平成 30 年度 特別養護老人ホーム併設地域包括支援センター 

事業報告書 

■ 施設名  

  特別養護老人ホーム ふじ寿か園  

■ 事業報告  

今年度、地域包括支援センターの運営をどのように行ったのか、具体的に記載して 

  ください。 

 

１ 全事業共通  

地域の現状と課題について  
・ 包括支援センターの機能についての理解と周知について、グリーンフェスタ、区民祭

り、ふれあい祭り、自治会や老人会、サロンなどへ参加。 

・ 保健活動推進員との連携は、グリーンフェスタでの周知の協力、地域内でハイハイオ

カピやサロンで協働したことで、地域の課題（特に、参加者を集め、広報し、健康を

保持すること）に対して効果があった。 

・ 保健活動推進員、民生委員・児童委員などとの連携について、保健活動推進員につい

ては上記に記載されているように、事業への協力など連携ができた。民生児童委員で

は毎月行われる定例会へ参加し、介護保険や生活困窮制度の情報提供などの勉強会を

実施。見守りガイドの見直しについては実施できず、次年度に行う予定となった。 

・ グループホームとの共同事業においては、キャラバンメイトとの認知症の見守りと予

防の啓発を協働し、今年度も小学校 1 か所、中学校 1 か所で実施。地域への認知症の

理解と周知に対しては、ふれあい祭りを実施し若い年代の参加があった。今年度は北

西線の周知やみどりのわカフェといった行政側の参加もあった。  
・ 元気づくりステーション（２か所の自主化している体操教室も含む）や各自治会単

位でのサロンも活動支援について、サロンのひとつ（Ｍｒクッキング）が元気づく

りステーションになり、ほかのサロンについてもネットワーク会議を実施すること

で、サロン間の情報共有や課題についても共有ができた。  
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(2)各事業の連携  
・４職種が行う事業について、定例カンファの場や介護等あればその都度情報共有し、

出来る限り参加し協力できるように調整した。また、各職種で行う研修や事業など、

ほかの職種も関わるもしくは参加する必要がある場合も、情報共有や参加できるよ

うに動いた。  
 

(3)職員体制・育成、公正・中立性の確保 

主任介護支援専門員 １名 社会福祉士 １名  
看護師 １名  生活支援コーディナーター １名  

・市、区での各分科会への出席や実施される研修の参加。各職種のスキルアップ研修

など、必要とされる研修への参加。  
・ハートページの提示、利用者からの希望に沿うように動いた。  
 

 
(4)地域福祉保健のネットワーク構築  
・今年度は障がいと生活困窮について、どう関わるか関わっていけるかをテーマに地

域ケア会議を２回実施。基幹相談支援センター「あおぞら」や生活支援課、高齢者

担当、区社協とそれぞれの活動内容や課題となっている、地域に対して個人的に思

っていることも含め、話し合いを行った。今後も必要に応じて、関係機関に入って

もらい、話し合っていくこととなった。  
・2（３）でも触れるネットワークサロンなど地域で行われている場に、介護予防や

認知症啓発等の講演をいれることで、居場所だけでなく知ること考えることができ

る場としての機能を構築できるよう支援した。  
 
 
 
 
 
 

 

(1)相談（高齢者・こども・障害者分野等の情報提供）  
・来所や電話での相談内容に応じて、区の地区担当職員や住宅相談員、病院相談員な

どと連絡や情報共有し、訪問やサービスの導入へと関係機関との連携した支援を行

った。  
・ケアマネ連絡会に参画し、研修にも参加することで、ケアマネとの顔つなぎをおこ

ない、ケアマネから直接もしくは電話等で相談がしやすいように活動した。  
・医療依存度の高い方への支援ができるよう協力医への相談や医療相談室との研修を

行った。  
・本人や家族などが障がいを持つ方々が生活困窮制度につながることもあり、昨年同

様、地域の障がい者の現状や活動団体を知り、今年度は生活困窮担当も参加してい

ただき、お互いに何ができるのか情報提供や共有を図れるように、基幹相談支援セ

ンター「あおぞら」も含め地域ケア会議で話し合い、今後も定期的に話し合いを持

つ必要性を共有した。  
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(5)区行政との協働  
・個々のケースではお互い役割分担し、同じ方向性や目的をもって関わり動くことが

できた。  
・地域についても、サンロなどの活動への協力や、全体での課題はなにかを話し合い、

会議など一緒に開催し協働した。また、地域内での関係団体の動きについて、支援チ

ーム内での情報共有を実施。  
・健康づくり係と保健活動推進員の活動への協力支援ができた。  
 
 
 
 

２ 生活支援体制整備事業 

(1)事業実施体制 

・継続して地区支援チーム会議や定例カンファレンスへの出席、各自治会で開催して

いるサロンをはじめとした活動への参加や聞き取り調査を通し、地域情報・課題の

把握に努めた。  
・生活支援コーディネーターと地域包括支援センター職員が連携し、課題や事業に対

して支援した。  
 
 
 
 
 

 
(2)地域アセスメント（ニーズ・資源の把握・分析）  
・地域住民のニーズ探るため、聞き取り調査のかたちでサロンへ参加。ニーズ・要望

を抽出していくことで、サービス創出・発展の支援材料とする。  
 また、地域の連合自治会でボランティアアンケート実施され、チラシ案や集計など

支援し話し合いに参加した。  
・サービスリストの更新について、適宜聞き取りを重ね修正した。  
・介護予防は指定のアセスメントシートで次年度の予定を立て、地域に介護予防講座

等を実施している。  
 
 
 
 
 

 
(3)連携・協議の場 

・山下ネットワークサロン調整会議に参加し、各サロンの課題や取り組みの情報共有

を行い、継続できるように講師派遣などの情報提供を実施。  
・めぐみの里関連について、実施したい内容がお互いにズレがあり、必要時に協力す

る形で話し合い終了。  
・民生委員・児童委員と共に山下地区住民（高齢・障害・こども・その他）の見守り

ガイド見直しの予定だったが、見直しへの時間が取れないとのことで次年度へ延期。  
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(4)より広域の地域課題の解決に向けた取組  
把握している地域課題について、地域ケア会議や協議体で共有、適宜意見をうかがう

など、地域全体の課題解決に向けた話し合いを行った。  
地域ケア会議では、家族に問題を抱えるケースでの関係機関との連携や情報共有や対

応について同じ方向性で動くことの必要性を話し合った。  
協議体では、サロンなど地域の活動団体での開催内容や担い手など、各活動団体で共

通の課題がみえてきた。  
 
 

３ 地域包括支援センター運営事業 

 （１）総合相談支援業務  

①地域におけるネットワークの構築  
・ 山下地区児童・民生委員の定例会へ参加し、地区の現状報告や顔の見える関係作り

を通してネットワーク作りを行い、個別のケース会議などに参加して頂ける環境を

つくる。 

・ 山下ふれあいまつりの実施 

地域住民へ認知症高齢者の理解と世代間交流を目的として実施。自治会、地域住民

ボランティアやキッズクラブの協力を得て実施。おまつりに参加する事により、地

区の高齢化を体感し自治体の見守りのヒントや、顔の見える関係作りの１つとなっ

ている。 

 
 

 
②実態把握  
・地域の保健活動推進委員や民生委員等の関係づくりのなかで、介護予防の啓発活動

などの協力お願いや相談がくることで実情把握につながった。  
・サービスリストや健康マップの更新。個人で活動している団体もいるので、継続し

て地域住民の協力のもと情報収集しリストへの許可等もらえるようにしていく  
 
 
 
 
 

 
③総合相談支援  
・来所や電話での相談内容に応じて、区の地区担当職員や住宅相談員、病院相談員な

どと連絡や情報共有し、訪問やサービスの導入へと関係機関との連携した支援を行

った。病院相談員や生活支援課など関係機関との同行訪問など、課題を多く持つ相

談に対し一緒に動き情報共有することで、チームとして方向を同じくして対応でき

た。  
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 （２）権利擁護業務  

①成年後見制度の活用促進・消費者被害の防止  
・高齢者だけでなく、その家族についても相談が入ることが多くなり、ケアマネとの

同行訪問や今後の流れについて説明。また、緑区ケアマネ連絡会と共催で成年後見

制度について具体例に基づいて勉強会を実施。  
・個々のケースに対しては、区のワーカーやあんしんセンター等と連携をとり継続的

に支援を行っている。  
・社会福祉士分科会を通して、サポートネットや研修に参加し情報収集に努め、スキ

ルアップを行った。  
 

 
②高齢者虐待への対応  
・緑区ケアマネ連絡会、児童・民生委員などの関係機関への啓発や研修等の会議を通

して、チラシ配布や研修を実施。  
・個々のケースに対して、担当のケアマネや区のワーカー、見守りで関わっている民

生委員など関係機関と連携を取り、今後の流れや方向性について共有し対応にあたっ

た。  

 
③認知症  
・地域内のグループホームや地域住民のキャラバンメイトと協働しながら、サロンな

どで講座を開催した。  
・会議等の関係機関が集まる場を利用して、SOS ネットワークへの登録を促した。  
 
 
 
 
 
 

 

 （３）包括的・継続的ケアマネジメント支援業務  

①地域住民、関係機関等との連携推進支援  
・各老人会や自治会など地域住民が集まる場で、介護予防講座を実施。内容として、

介護予防全般から体力測定やはまちゃん体操など、集まる住民に合わせ行った。  
・民生委員・児童委員の定例会で、介護保険の利用や制度について勉強会を実施。  
・保健活動推進員や区の健康づくり係と協働して、ハイハイオカピなど集まれる場の

子育て支援を実施。  
・連合自治会が実施しているネットワークサロンの開催や内容について、事務局と協

働できるよう関係をつくり支援。  
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②医療・介護の連携推進支援  

・緑区ケアマネ連絡会などの関係機関へ包括の主任ケアマネ等が担当制で参画し、情

報提供や研修の支援。それぞれ連絡会の課題や問題を共有した。  
・医療相談室や医師会の勉強会など共催で実施し、関係構築や連携に努めた。  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
③ケアマネジャー支援  
・事例検討会（３回 /月）を緑区医療連携室とも行い、ケアマネのスキルアップや個々

のケースについて情報交換共有を実施し支援した。  
・市営住宅相談員と関わりのあるケアマネの顔合わせの場をつくり、連携できるよう

に支援した。  
 
 
 
 
 
 

 

（４）多職種協働による地域包括支援ネットワークの構築・地域ケア会議  

多職種協働による地域包括支援ネットワークの構築・地域ケア会議  
・１（４）と同様だが、今年度は障がいと生活困窮について、基幹相談支援センター

「あおぞら」や生活支援課、高齢者担当、区社協と必要に応じて、関係機関に入って

もらい連携した。  
・ 市営北八朔住宅相談員との情報交換や共有、住宅内での課題や問題についても共有

した。高齢者世帯だけでなく、気になるファミリー層の相談も入るようになった。 

 
 

  

（５）介護予防ケアマネジメント（指定介護予防支援事業・第１号介護予防支援事業） 

介護予防ケアマネジメント（指定介護予防支援事業・第１号介護予防支援事業）  
・地域とのつながりが継続できるよう、地域で行っているサロンなどを組み合わせら

れるように、ケアマネへの情報提供やプランへのアドバイスを事例検討会や研修な

どの場、委託時やプランチェック時に行った。  
・見守り等の支援が必要な利用者へ、民生委員などの地域で活動している方々と協力

して支援できるようにケアマネへ情報提供を行った。  
・区域で行うケアマネ向け介護予防講座を区・緑区地域包括支援センターと協働で行

い、利用者の自立支援のケアマネジメントについて研修を行った。  
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（６）一般介護予防事業  
一般介護予防事業  
・月１回山下交流センターにて、介護予防講座を継続して行う（口腔・栄養・ロコモ

予防、認知予防等）  
・介護予防講座「ノルディックウォーキング」が自主化したが、参加者の減少等があ

り、Ｈ３０年度で終了とした。  
・各老人会やサロンで介護予防講座を実施予定。コグニサイズを導入。（北八上・北八

朔・北八朔住宅・小山町・青砥町・青砥団地・谷津田原ハイツ・谷津田原住宅等）  
・元気づくりステーション支援（わくわく・気楽お気楽の２か所）  

運営から参加者支援を行う。新たな参加者の獲得紹介・運営方法の提案を継続。  
Mr クッキング（男の調理・・認知予防）は、自主化し、１０回 /年開催しているが、 
令和１年から元気づくりステーションに以降する。また。参加者も口コミで増えて

いる。  
・認知症指導者講座（指導者が地域で介護予防認知予防ができるよう）支援する。  
・個別の介護予防支援・・個々の高齢者の相談・アドバイス・定期・臨時訪問を行い、

住民にあったアドバイスや支援を行い、関係機関に繋げる。また、病院や医師とも

連携し、情報を共有する。  
・手芸教室（山下みどり台小コミュニティハウス）月１回 参加者への支援  
 
 
 
 
 
 
 

 

４ その他 
広報・情報提供について  
・ グリーンフェスタでの情報提供、ふれあい祭り等、地域の方々にその都度、講座開催・

介護予防の必要性等の広報行った 

・ 元気づくりステーションでは、他の団体の広報（地域の自治会・保活等）を行い、広

く地域の情報も広報した。 

・ 必要に応じ、自治会の回覧板や掲示板での広報等を常時行った。 

 
 
 

 



平成30年度　自主事業報告書

事業名

事業名

事業名

事業名

事業名

事業名

目的・内容

介護予防を含めた二次予防対象者の追跡と活動

特別養護老人ホーム併設地域包括支援センター　ふじ寿か園

地区内５か所の認知症グループホームと協働し、認知症に
関する啓発事業を行うとともに、山下ふれあいまつりを通
して世代間交流、地域交流をする機会を持ち地域住民に対
して認知症の理解を深めてもらう。

月１回１２回

目的・内容等

グループホー
ム・包括協働事
業

実施時期・回数

月１回１１回

実施時期・回数

身体と頭を使お
う

実施時期・回数

定例会４回

目的・内容

目的・内容

山下地区児童民
生委員向け勉強
会

定期的に関わりを持つことによって、顔の見える関係を構
築し、ともに地域住民が安心して生活できる町つくりを
行っていく。

実施時期・回数

地区内の介護者の不安やストレスを軽減するとともに、役
立つ情報を提供し在宅介護が継続できるよう支援してい
く。また、介護者の思いを受け止める場としていく。

介護者の集い ２回

健康体操 平成１９年から地域住民の活動で週２回、健康体操を行っ
てきたが、講師の休業等あり活動が１回に減ってしまうた
め、地域の自立の機会ととらえコグニサイズ等で、講師が
不在時でもできる体制つくりを支援。

１０回

目的・内容 実施時期・回数

Mrクッキング 地域の男性の参加を促し、仲間つくりから役割等を担って
もらう。また、高齢期の必要な栄養を理解してもらい、健
康に暮らしていけるよう支援。

１０回

目的・内容 実施時期・回数
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