
平成 29 年度 第２回 中区区レベル地域ケア会議   

日 時 平成 30 年１月 23 日（火）14:30～15:30 
場 所 区役所 7 階 703 会議室 

 
開 会 
 
１ あいさつ 
 
２ 議事 
 
（１）各部会の報告                             資料１ 
 ア 地域資源創出部会 
 
 イ 生活支援部会 
 
 ウ 在宅医療推進部会 
 
（２）「横浜型地域包括ケアシステムの構築に向けた中区行動指針」（案）について 資料２ 
 
 
３ その他 
認知症初期集中支援チーム事業開始について                 資料３ 

  
  
 
閉 会 



中区 区レベル地域ケア会議の体制について

住まい

生活支援部会

介護予防

介護

地域資源創出部会在宅医療推進部会

連携

検討された内容を
地域に情報発信

生活支援医療

市レベル地域ケア会議

個別レベル
地域ケア会議

包括レベル
地域ケア会議

区レベル地域ケア会議

施策への提言

報告
提案

・地域課題の発見機能
・地域づくり・資源開発機能

課題別開催するに3つの部会の
検討結果を区レベル地域ケア
会議に報告・提案をする。

・メンバーは、会議内容をそれぞ
れの機関や団体等の地域に報告す
る。また、それぞれから、意見等
の集約をする。



資料１ 

平成 29 年度 中区区レベル地域ケア会議 部会報告 

 

１ 地域資源創出部会 第 1回 6月 26日（月）10:00～12:00                     

 

(1) 家事支援の相談内容や利用状況について 

【事業所】 

・介護保険で時間が不足し、自己負担のサービスを追加することが多い。 

・自己負担のサービス利用のみは、比較的お金に余裕がある人。 

・生活支援だけでなく、「話をしたい」という精神的なニーズもある。 

【地域関係者】 

・有料サービスは、年金生活者には負担が大きい。 

・電球交換や家具の移動などちょっとした困りごとを相談される。 

・暮らしの中では、ゴミ出しニーズが多い。 

【地域ケアプラザ】 

・膝や腰の疼痛により、支援が必要になる場合が多い。 

・掃除、買い物、庭木の剪定、草取りの相談が多い。 

・独居や閉じこもりがちの方の見守りや話し相手の相談もある。 

 

(2) 高齢者本人の力を活かす工夫について 

・自治会町内会単位で元気な方や余力のある方に協力してもらえるよう活動の提起が必要だと感 

じる。 

・高齢者だけではなく、若い世代を含めて「ちょっとしたお手伝い」ができる環境づくりが必要。 

・高齢者が通う場所があることが重要。 

 

(3) 家事支援に関する高齢者への情報提供について 

・地域ケアプラザで地域に活用してもらうリストの作成を検討している。 

・ケアプラザの広報紙をつかってインフォーマル情報を伝えるのはどうか。 

・民生委員は、75歳以上の把握はできているが、その他へのアプローチに苦労している。潜在 

的な要援護高齢者の把握が課題となっている。 

・自分からＳＯＳを発信できない方へ情報提供ができると良い。 

 

(4) 今後に向けて 

・実際の高齢者の生活に近い現状を把握するために、ケアプラザ圏域を単位として民生委員を中 

心にヒアリングを行う。 

・自助・互助・共助とあるが、今後は、共助（介護保険など）の支援に加え、自助と互助（地域 

 の支えあいなど）を高めていく取組を検討していきたい。 

 

 

※地域資源創出部会 第 2回は３月に開催予定です。 
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２ 生活支援部会 11月 13日（月）10:00～11:30                      

 

(1) 横浜型地域包括ケアシステム中区行動指針 認知症支援分野（案）について 

①介護者支援と本人・家族の居場所づくり 

認知症カフェは、「もっとやってほしい」という声があるため、今後も様々な場で出き

ると良い。 

②見守りと早期発見・早期対応 

  ・地域で様々な活動を行っているので、ケアプラザ等で情報発信してもらえると良い。 

  ・交通機関では、声かけサポート運動を実施している。 

③適切な医療と介護 

・認知症の方は、受診につながりにくく、服薬管理が難しい傾向にある。 

 

(2) 中区徘徊高齢者等ネットワーク事業について 

 徘徊リスクのある高齢者等を事前登録し、各機関と連携して発見に協力する事業。マニュア 

ルと様式の変更について説明。 

 

(3) 中区の認知症支援事業について 

平成 29年度の実施状況について説明。 

 

(4) 中区高齢者虐待防止事業について 

中区役所における高齢者虐待対応について説明。 

 

(5) 意見交換 

・ケアプラザが相談窓口であることを知らない人も多い。引き続き周知が必要。 

・ネグレクト疑いで病院に運ばれてくる人がいる。介護サービスを利用していない場合の把握が

課題。 

・軽度の認知症で、ゴミ出しが大変になっている方がいる。ゴミ出しボランティアがいると良

い。皆が暮らしやすいまちづくりを行っていきたい。 
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３ 在宅医療推進部会 第 1回 5月 10日（水）19:00～20:00                

 

(1) 「平成 28年度 横浜市在宅医療基礎調査」について 

・人口動態推計としては、横浜市の人口のピークは 2019 年だが 75 歳以上の割合はその後も上昇。

横浜市の死亡者数・増加率ともに上昇が続き、死亡者数は、現在の 3 万人程度から 2025 年には

4万人程度と推計されており、この傾向は中区も同様。 

・看取りの場所として横浜市・中区ともに病院が約 7割。医療機関での死因では、がん、肺炎が多 

く、自宅の場合は、がんに次いで老衰となっており、区ごとの違いは少ない。市全体では、がん 

の自宅看取りが多いが、中区では非がんの看取りも多い傾向。 

 

(2) 「横浜型地域包括ケアシステムの構築に向けた中区行動指針」の策定について  

・中区在宅医療相談室で平成 27・28年度に受けた相談を基に検討。相談内容別で多いのは、「往診 

医・訪問診療医の紹介」となっている。 

・区民へ行動指針を公表するとなっているが、支援者側としては、提供可能なサービスの限界も考 

慮してほしい。 

・薬局機能、薬剤師機能が変化している。それを知っていただくにも薬剤師会と行政間での話し合 

いの機会を設けてほしい。 

・本日の資料は、在宅医療相談室の相談を抽出・分析したものであったため、一般的な課題とは言 

い切れず、これだけで対応策を考えるのは難しい。区の目指す姿を具体的に示してほしい。 

  

３ 在宅医療推進部会 第２回 9月 6日（水）19:00～20:00                 

 

「中区の在宅医療・介護の推進に関する課題や取組について」  

～関係機関からの意見・ヒアリング結果より～ 

【区民への普及啓発】 

・寿地区は特に単身、男性の高齢者が多い。元気なうちから「万が一の時の備え」や「終活」をイ 

メージできるような普及啓発が必要。 

・在宅療養のイメージがついていない人が多く、区民への啓蒙が重要。 

・ケアマネジャーが、病気や予後のリスク等についてイメージできていても、本人・家族の理解が 

得られず、訪問診療可能な近医への変更や訪問看護の導入が遅くなってしまう。医療・介護と本 

人・家族を「つなぐ」難しさがある。 

・地域包括支援センターがケアマネジャーと協力し、本人・家族への説得を行うこともある。 

 

【各職種の役割】 

・病院関係者の在宅医療に関する理解を深めるために、多職種事例検討会等を増やす必要がある。 

・多職種事例検討会を重ね、関係者間に顔の見える関係ができてきた。更に地域包括支援センター

との連携で、より身近なエリア内の関係者で事例検討ができると良い。 

・横浜中央病院では、介護者のレスパイト目的の入院を包括ケア病棟で受け入れている。 

・在宅療養で口腔ケアは重要であり、歯科も在宅診療の体制を推進することを考えている。 

・自宅にいる区民にとって 24時間対応可能な機関は、救急になっている。救急搬送以外の要請も 
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多く、救急が夜間を担っている現状となっている。 

・訪問診療医が限られており、今後、訪問診療医や往診可能な医師が充実することが地域住民の安 

心につながる。 

 

３ 在宅医療推進部会 第３回 11月 1日（水）19:00～20:00                 

 

(1)「横浜型地域包括ケアシステムの構築に向けた中区行動指針」の在宅医療・介護連携分野につ

いて 

・2025年の目指す目標として、「在宅での看取りを選択肢の一つとして、安心して選択することが

できる在宅医療体制ができている」ことが入っている方がよいのではないか。 

・在宅医療・介護関係者の連携にはそれぞれの役割理解が必要で、ツール作成の必要性がある。 

 

(2)「最期まで自分らしく暮らすために」（案）について 

・前回までの会議で、在宅医療・介護の推進には支援者側の目標・取組だけでなく、本人・家族 

が準備をする必要があることが確認されました。そこで本人・家族向けの資料とする。 

・エンディングノートのように、1冊のノートの形にまとまったものが、特に在宅療養者には必 

要。 

・現状ではノートなどを持っていても活用できていない場合が多い。入院、介護などが必要にな

った時ではなく、本人の意思がはっきりしている元気なうちに記入しておけるような配布の仕

組みも必要。配布時期としては 65歳の介護保険証と同時送付や、もっと若い世代への啓発も考

えられる。 

・エンディングノートという名称では受け入れにくい。「ライフノート」のように、いざという時 

の備えとして誰にも必要なものと捉えられるような名称がよい。 
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横浜型地域包括ケアシステムの構築に向けた中区行動指針（案）について 

 
本市では、2025 年に向けて、地域包括ケアシステムの目指す姿や分野別の取組項目を

明確にした「横浜型地域包括ケアシステムの構築に向けた行動指針（市版）」を平成 29 年

3 月に策定しました。 
これに基づいて地域の特性に応じた取組を行うために 18 区ごとの「行動指針（区版）」

を策定しています。中区では、平成 30 年 3 月策定予定です。 
 

 
１ 横浜型地域包括ケアシステムの構築に向けた中区行動指針の策定に当たって 
  中区の地域包括ケアシステムの構築をするためには、行政、医療・福祉関係者、事業 
者、ボランティア等の地域住民等の多くの関係者が協力して取り組むことが必要です。 
中区役所では、区レベル地域ケア会議を主として関係者と共に検討を進めてきました。 

また、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で暮らし続けていくためには、身近な地域 
の支え合い「互助」が重要になるため、中区地域福祉保健計画「中なかいいね！」の 2 
本柱である「地域の見守り力を高める」と「中区民の健康づくり」の地域活動と連動し

て進めていくことにしています。 
 
２ 主な記載内容 
（１）中区の特色 
   人口や高齢化率、介護保険の認定者数等 
（２）主な取組の目標と関係する機関や団体 

ア 介護予防 
 イ 多様な主体による生活支援 
 ウ 在宅医療・介護連携 
エ 認知症支援 
オ 寿地区支援 

（３）本人や家族に向けて 
   最期まで自分らしく暮らすためには、「自助」が基本となるため、元気な時から準備 

することやいざという時のことを身近な人と話し合っておくことの必要性を記載して 
います。 

 
３ 策定後の活用について 

冊子やチラシを作成し、関係者に配布し、取組の協力を依頼します。また、区民向けに

区役所窓口等でお渡しする他、中区役所 HPに掲載します。 

 



別紙 

P1 

１ 「横浜型地域包括ケアシステムの構築に向けた中区行動指針」とは

（１）横浜型地域包括ケアシステムと行動指針

①横浜市が独自に設置している福祉保健・地域交流の拠点である「地域ケアプラザ」を

中心として、地域の特性に応じたきめの細かい取り組みを推進

②NPO やボランティア活動など活発な市民活動と協働し、多様な担い手による多様なサ

ービスを展開

③健康寿命日本一を目指し、健康づくり・介護予防の取組を重点的に実施

P３ 

３ 中区の特色 

（３） 地域のつながり

・自治会町内会加入率は 18 区内で 2番目に低く、63.8％となっています。（G）

・中区老人クラブ連合会は 53 クラブで、3,947 人が加入しています。

P８ 

１）「介護予防」分野 

本人・関係団体 主な取組 

本人 ・参加しているロコモ予防等の介護予防活動を近隣や知人に紹介

する。 

自治会町内会、 

老人クラブ B、 

保健活動推進員、 

食生活等改善推進員、 

スポーツ推進員 等

・老人クラブ、町内会行事等の参加が介護予防につながることを

伝え合う。 

・行事や講座等を開催する場合に、介護予防に関する情報提供を

行う。 

・ロコモ予防等の介護予防関連の講座やイベントの企画につい

て、地域ケアプラザや区役所に相談する。 

地区センター、 

コミュニティハウス 等

・ロコモ予防等の介護予防活動を紹介するために体験教室や講座

を開催する。 

民間スポーツクラブ 等 ・スポーツクラブ等がロコモ予防に資するプログラムやイベント

の情報提供をする。 

地域ケアプラザ C ・ロコモ予防の普及啓発を行う。

・エリア内の健康講座や地域の活動のリストを作成し情報提供に

活用する。 

「地域ケアプラザ」の前に横浜市が独自に設置している等の表現を追加した方が「横浜型」の説明がよ

りわかりやすい。 

老人クラブの組織についても追加する。 

（それに伴い、P2 の概要版「中区の特色」に

追加。P7 の「中区の特色資料」に追加。） 

「本人・関係団体」とある

が、実際に機能するには、各

団体の横のつながりが必要。

是非、関係者が集まって会議

を開催したらどうか。 

1
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P11 

２）「多様な主体による生活支援」分野 

中区の目標  

 見守り・つながり 交流・居場所 生活支援 

地域福祉 

保健計画 

中なかいい

ネ！ 

計画推進の 

2 本柱 

   

2020 年の目

標 

①地域の見守りの状

況・課題が住民と共

有でき、必要な仕組

みづくりについて検

討している。 

①サロン等の資源や、現状

と課題について連合単

位等に整理・共有され、

より小単位での立ち上

げに向けて検討してい

る。 

①家事支援に関する地

域の状況・課題が住民

と共有でき、必要な支

援の仕組みづくりに

ついて検討している。 

②地域の活動や資源に

ついて圏域ごとに集

めた情報が、必要な人

に提供できている。 

 

P12～ 

地域ケアプラザ（日常生活圏域）の目標 

 

P18 

３）「在宅医療・介護連携」分野 

(3)在宅医療・介護に関する区民への普及啓発 

 主な取組 

① ・かかりつけ医かかりつけ医師・薬剤師が医療に関する第一義的な総合相談窓口であることを周知

する。 

・介護保険サービスに関する相談窓口を周知する。 

・在宅療養における口腔ケアの必要性と横浜市歯科診療連携室 Iを周知する。 

・在宅療養における「かかりつけ薬剤師・薬局」を周知する。 

・お薬手帳の記載と活用を推進する。 

・在宅療養における訪問看護ステーションの役割がわかるよう周知する。 

・病院ごとの機能やショートステイ等の一時的に利用できる介護施設の情報を提供する。 

・在宅療養に関する資源や相談窓口を情報提供する。 

・在宅療養に関する市民向け講演会を行う。 

地域の「見守り力」を高めます。 

まちぐるみで「健康づくり」を目指します。 

「見守り力」、「健康

づくり」の推進を目

指し広く普及するた

めの具体的な方法が

示されると良い。 

地域に関係する団体等と一緒に時間

をかけて検討してほしい。 

2
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P20 

４）「認知症支援」分野 

(2)見守りと早期発見・早期対応 

本人・関係団体 主な取組 

民生・児童委員 

保健活動推進員 

中区老人クラブ（友愛活動員） 

自治会・町内会 

・かかりつけ医を受診し、相談するよう勧める。 

・実施している活動の中で認知症の疑いのある人は、地域ケアプラザに相談す

る。 

・今までの生活が可能な範囲で継続できるよう、声掛けや見守りを行う。 

認知症キャラバンメイト M ・認知症サポーター養成講座 Nを開催し、認知症の理解を広める。 

 

認知症サポーター認証企業 ・普及啓発のチラシやポスター等の配架や掲示をする。 

・認知症ガイドマップを活用し、地域ケアプラザ等の相談窓口を案内する。 

JR 東日本 

横浜市営地下鉄 

京浜急行電鉄  

みなとみらい線 

横浜市営バス 

中消防署  

・徘徊高齢者の発見協力や見守りを行う。 

・普及啓発のチラシやポスター等の配架や掲示をする。 

中区医師会 

中区歯科医師会 

中区薬剤師会 

・普及啓発のチラシやポスター等の配架や掲示をする。 

・生活に関して支障がある場合は、地域ケアプラザの相談窓口につなぐ。 

・薬局を相談窓口として利用してもらうようにする。 

介護関係者 ・認知症状がある場合は、家族や周囲が理解し対応できるように説明する。 

伊勢佐木警察署 

加賀町警察署 

山手警察署 

横浜水上警察署 

・徘徊高齢者の捜索と保護を行う。 

・保護した徘徊高齢者等が身元不明の場合、一時保護施設へ移送する。 

 

区社会福祉協議会 ・ボランティアセンターに登録している個人・団体等が認知症について理解

し、活動に生かす。 

 

地域ケアプラザ ・認知症に関する相談を受け、必要な医療、サービスにつなぐ。 

・サポーター養成講座等で認知症に対する理解者を増やす。 

・「中区徘徊高齢者等探してネットワーク O」の登録の相談を受ける。 

【登録者数 106 人（H28 年度末）】 

・エリア内でサポーター養成講座を実施し、認知症サポーター及び認証企業

を増やす。 
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別紙 

P21 

高齢・障害支援課（区役所） ・認知症に関する相談を受け、必要な医療、サービスにつなぐ。 

・早期に相談に結びつくように、早期発見・対応の重要性を啓発し、関係者の

調整をする。 

・中区認知症ガイドマップ P等で関係者に説明し、認知症支援について協力を

依頼する。 

・区民の理解を広めるための啓発講演会を開催する。 

・地域で見守りをしている支援者向けに認知症に関する講演会等の参加の呼

びかけをする。 

・「中区徘徊高齢者等探してネットワーク」を運営し、徘徊高齢者等の支援を

する。 

・「中区徘徊高齢者等探してネットワーク」の連絡会を開催する。 

・認知症サポーター養成講座の開催を調整し、多くの区民が受講できるように

する。 

・若い世代から正しい理解をしてもらうために小・中学校等での認知症サポー

ター養成講座を開催する。 

【認知症サポーター養成数 14,591 人（H28 年度末）】 

・認知症キャラバンメイトの講座内容の向上のための研修等を行う。 

・認知症サポーター認証企業を増やし、認知症支援への理解を広げる。 

【認知症サポーター認証企業 225 団体（H28 年度末）】 

P22 

(3)適切な医療と介護 

本人・関係団体 主な取組 

中区医師会 ・認知症になっても、かかりつけ医の元で治療が継続できるようにする。 

・患者の生活状況を把握するために、医療・介護関係者と情報共有する。 

・早期診断や対応につながるよう認知症サポート医を中心にかかりつけ医や

歯科医師、薬剤師の支援をする。 

・病院と連携し、早期診断できるようにする。 

中区歯科医師会 

 

・認知症になってもかかりつけ歯科医の元で口腔ケアや歯科治療が継続でき

るようにする。 

・患者の生活状況等を把握するために、介護関係者等と情報共有する。 

・早期診断につながるようにかかりつけ医と連携する。 

中区薬剤師会 ・服薬管理疾病管理・処方管理が適切に行われるよう関係者と調整する。 

・患者の生活状況等を把握するために、医療・介護関係者と情報共有する。 

・早期診断につながるようにかかりつけ医と連携する。 

中区在宅医療相談室 ・認知症高齢者の支援を医療・介護関係者が連携して行えるように事例検討会

を開催する。 

 

認知症の正しい理解

が得られるように

小・中学生の授業の

中に取り入れられる

ようにする。 

4



認知症初期集中支援チーム 

市内４区に新規設置 

支援につながっていない、 

届いていない人に集中支援を実施 

認知症の人や認知症の疑いのある人、その家族に早期に関わる「認知症初期集中支援チーム」

（裏面参照）を、今年度、新たに４区（中区・都筑区・戸塚区・瀬谷区）に設置します。 

認知症は、早期発見・早期対応が重要です。早期に発見し、対応することで、認知症の重症化

を防ぐことをねらいとしています。 

平成 27 年度から事業を開始し、２区（鶴見区・西区）に設置。平成 28 年度は６区（神奈川区・

港南区・磯子区・金沢区・港北区・青葉区）に設置。平成 29 年９月に４区（保土ケ谷区・旭区・

緑区・泉区）に設置しています。今後、全区に拡大していきます。 

■29 年度設置区・医療機関 ※設置時期：平成 30 年２月１日

設置区 医療機関 

中区 医療法人社団 祐和会 大石クリニック

都筑区 医療法人社団 明芳会 横浜新都市脳神経外科病院

戸塚区 医療生協かながわ生活協同組合 戸塚病院

瀬谷区 瀬谷メンタルクリニック

 

 

平 成 3 0 年 １ 月 1 0 日 
健康福祉局高齢在宅支援課 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

お近くに対象になりそうな方がいましたら、ご相談ください。 

窓口は、設置区の地域包括支援センターか区役所高齢・障害支援課です。 

裏面あり
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■認知症初期集中支援チームとは 

１ 目的 

認知症になっても認知症の人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮

らし続けられるために、認知症の人やその家族に早期に関わる「認知症初期集中支援チーム」

を設置し、認知症の早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築します。 

２ 内容 

専門職で構成するチームが、医療や介護につながっていない認知症の人や疑いのある人の自

宅を訪問し、医療機関の受診や介護サービスの利用支援をしたり、認知症の状態に応じた助言

等を行い、安定的な支援につなげます。 

※チームの構成：保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、介護福祉士等の医療保健福祉に

関する国家資格を有する者２名以上と認知症の専門医等１名以上で構成します 

３ 対象 

在宅で 40 歳以上の認知症が疑われる人や認知症の人で、 

①医療・介護サービスを受けていない人、または中断している人 

②医療・介護サービスは受けているが、認知症による症状が強く、対応に困っている人 

４ 初期集中支援の内容 

①専門医療機関への受診に向けた動機付けを行い、継続的な医療支援につなげる 

②介護サービス利用の勧奨・指導を行う 

③認知症の重症度に応じた助言 

④食事や運動等の身体を整えるケアや生活環境の改善 等 

  ※期間はおおむね６か月 

 

【認知症初期集中支援のイメージ図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問合せ先 

健康福祉局高齢在宅支援課長 賀谷 まゆみ Tel 045-671-2368 
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