
                            資料 Ｎｏ．1      

   

                           

                   伊賀市介護予防キャラクター「にんサポくん」 

 

伊賀市地域包括支援センター 

平成２６年度事業報告、２７年度事業計画 

 
Ⅰ 平成２６年度事業報告 

１、介護予防事業 

（１）介護予防二次予防事業          Ｐ１ 

（２）介護予防一次予防事業          Ｐ２ 

２、包括的支援事業 

（１）介護予防ケアマネジメント事業      Ｐ５ 

（２）総合相談支援事業            Ｐ５ 

（３）権利擁護事業              Ｐ６ 

（４）包括的・継続的ケアマネジメント事業   Ｐ７ 

３、指定介護予防支援事業             Ｐ９ 

４、その他事業 

（１）認知症サポーター養成講座        Ｐ１０ 

（２）認知症の人と家族の会支援        Ｐ１０ 

（３）認知症予防地域支援           Ｐ１１ 

Ⅱ 平成２７年事業の主な取り組み          Ｐ１２  
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Ⅰ 平成２６年度事業報告 

 新しい福祉総合相談体制のしくみづくりの中で、平成２６年度４月に、伊賀市地域包

括支援センター東部サテライト（いがまち保健福祉センター内）、南部サテライト（青

山保健センター内）が新たに設置された。３箇所の地域包括支援センターごとに、保健

師、社会福祉士、主任介護支援専門員、介護支援専門員が配置され、対応困難な事例が

増加する中で、チームで効率的に効果的に業務を遂行できるようになった。 

 

１、介護予防事業 

（１） 介護予防二次予防事業 

① 二次予防事業対象者把握事業 

二次予防事業の対象者（生活機能の低下が見られる人）を把握する為に、６５歳 

 以上で要介護認定を受けていない人を対象に「お達者チェック」を郵送し回収した。 

回収率は６７．０％で、チェックを返送した人全員に結果票を送付し介護予防の啓 

発に努めた。 

お達者チェック郵

送者数 

回答者数 生活機能低下の 

ない人 

生活機能低下の 

ある人 

２１，９４８ １４，７０５ 

 

９，４５１ 

（６４．３％） 

５，２５４ 

（３５．７％） 

 

② 通所型介護予防事業 

二次予防事業対象者（運動器機能及び口腔器機能に低下のみられる人）にそれぞ 

れ通所型の機能向上プログラムへの参加を案内し、事業への参加を希望された人に対 

して下記のとおり介護予防プログラムを実施した。 

プログラム 運動機能向上プログラム 口腔機能向上プログラム 

内容 介護予防運動指導士による運

動機能測定・ストレッチ・筋

力トレーニング等 

歯科医師・歯科衛生士による口腔

衛生指導、嚥下機能・咀嚼機能の

向上訓練等 

 

開催回数 １２回×５会場 

（ゆめぽりすセンター・ハイ

トピア・いがまち保健福祉セ

ンター他） 

 

５回×２会場 

（前田教育会館・ゆめぽりすセン

ター） 

参加者数 ９５人(延８８６人) 

 

１４人（延６２人） 
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結果 終了時の運動機能測定で、平

均値が向上した。参加者は自

宅でも運動を継続しており、

介護予防の動機付けができた

と考えられる。 

参加者全員が教室内で実施した

口腔体操やマッサージなどを自

宅でも実施しており、口の渇きや

むせこみが減るなどの効果があ

った。 

 

③ 訪問型介護予防事業 

二次予防事業対象者把握事業により、低栄養と判定された高齢者に対して、栄養 

 士による訪問指導を案内し希望者に訪問栄養指導を行った。 

また把握事業によりうつ状態にある可能性の高い高齢者に対して、包括及び支所保 

健師による電話確認および訪問指導を行った。 

 
栄養改善事業 うつ予防支援 

内 容 栄養士を自宅に派遣し栄養改善

指導を実施 

包括・支所保健師による電

話確認、必要な人に家庭訪

問を実施 

実人数 １人（訪問回数６回） 電話確認１０１人 

訪問   １３人 

実施結果 栄養士による訪問で食事内容や

調理方法等具体的な指導を実施

できた。 

電話確認及び訪問にて殆ど

の人がうつ予防の支援の必

要性が無いと判断された。 

 

 

（２）介護予防一次予防事業 

①お達者講座 

地域包括支援センターの活動などの周知、介護予防や認知症についての啓発、

理解を目的として、保健師や社会福祉士が老人クラブやサロン等の各種団体の要

請に応じて出向いていき講座を実施した。 

 

テーマ 実施箇所 参加人数 

地域包括支援センターの役割 ３箇所 ６３人 

介護予防とその取り組みについて ２箇所 ２３０人 

認知症への理解 ８箇所 １３１人 

ロコモティブシンドロームについて ３箇所 ５５人 

計 １６箇所 ４７９人 
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②介護予防リーダー養成講座 

要介護認定を受けている主要な原因のひとつとして、運動器の機能低下がある。

加齢による筋肉量の減少にともなって起こる、関節疾患や骨折、転倒などにより

日常生活に大きな支障をきたす。それらを予防するためには、介護予防への取り

組みが必要で、なかでも運動は定期的に行なうことで筋肉量を増やすとともに、

認知症の予防にも効果があると科学的に証明されている。しかし、運動は必要で

あることがわかっていても、一人では継続しにくい。 

そのため、身近な場所（各地域・地区単位）で、介護予防に資する運動に取り

組む自主グループを立ち上げることを目的に介護予防リーダー養成講座を開設し

た。運動に関心があり、自分の住む地域で自主グループの立ち上げに意欲のある

人を対象に、連続講座（全１３回）を開催し、運動の実践、脳トレーニングを中

心に、講義やグループワーク等を実施した。 

養成講座終了後には、修了証の発行と介護予防ジャンパーを配布。リーダーと

して活動していくための意識づけにつながった。 

また、介護予防の普及啓発を目的に「にんサポくん」のキャラクターを作成し、

介護予防の必要性について、広報、ＨＰ等で啓発を行った。 

地域での自主グループ立ち上げについては、保健師がグループ立ち上げに向け

てチラシの作成等などで活動を支援したり、インストラクターを派遣したりしな

がら、自主グループ活動を継続できるよう支援する予定である。 

 さらに、修了者を対象にフォローアップ教室を開催し、運動方法の確認、自主

グループ運営、継続についての活発な情報交換の場とした。 

 

 

介護予防リーダー養成講座の内容 

回数 内容 

１回目 講義「介護予防の必要性について」 

「血圧･脈の測定方法、自己健康管理について」 

講座終了後の活動について目標設定 

２回目～ 

１０回目 

運動の実践 

ストレッチ、整体トレーニング 

セラバンド、ボール運動 

音楽に合わせた運動 

脳トレーニングなどによるグループの雰囲気を和らげる方法 

グループを継続していく雰囲気作りについて 

筋肉についての説明 

自主グループを想定しての実践指導 
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１１回目 自主グループ立ち上げに向けたシュミレーションシートの作成 

グループワーク 

１２回目 自主グループを想定しての実践指導 

１３回目 修了式 

 

介護予防リーダー養成講座参加者数 

受講者 ２８人 

修了者 

(１０回以上の出席のあった人) 
２２人 

 

養成講座受講後、地域にて自主グループ活動数 

自主グループ活動数 ６グループ 

自主グループ活動に 

携わっている人 
１０人 

 

受講者へのフォローアップ研修 

１回 １４人 

 

 
   平成２６年度 介護予防リーダー養成講座修了者 
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２、包括的支援事業 

（１） 介護予防ケアマネジメント事業 

   二次予防事業参加希望者を対象に、保健師が生活機能低下の状況をアセスメント、

介護予防ケアマネジメントを実施し、二次予防事業につなげた。 

  （ケアマネジメント実施数  ２０９件） 

 

（２）総合相談支援事業 

地域の高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくことが

できるよう、地域における関係者とのネットワークを構築した。 

また、高齢者の心身の状況や生活の実態、必要な支援等を広く把握し、相談を受け、

地域における適切な保健・医療・福祉サービス、機関又は制度の利用につなげる等の支

援を行った。 

支所ごとに開催されている地域ケア会議（５７回開催）に出席し、情報交換、事例検

討等を行うことで、個別の困りごとを地域や市全体の困りごととして政策化していくプ

ロセスに関わった。 

平成２６年度に東部、南部にサテライトを設置、社会福祉士を２人から６人（中部４

人・東部１人・南部１人）に増員した。それぞれ、社会福祉士と保健師と主任介護支援

専門員が配置され、３職種が連携して相談にあたった。また３箇所で対応することによ

って、より迅速に対応でき、住民が相談しやすい体制となり、地域に浸透し相談件数が

増加した。 

 

○H25と H26の総合相談件数の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談内容としては全体的にどの内容も増えているが、介護保険や介護保険以外のサー

ビス、経済的問題、認知症が特に増えている。 

 複合的な問題を抱えている事例が増えているため、１つのケースに多く時間や日数を

要している。 

 

 

相談 H25 H26 

延べ件数 1,059 4,971 

実件数 436 936 

サテライト別と合計（H26） 

中部 3,208 

東部 888 

南部 875 

合計 4,971 
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相談内容（延件数） H25 H26 

介護保険その他保健福祉サービスに関すること 615 2,717 

権利擁護（虐待・成年後見制度等）に関すること 302 441 

生活支援（経済的問題も含む）に関すること 290 2,861 

認知症に関すること 42 244 

その他 276 385 

合計 1,525 6,648 

 

 

（３）権利擁護事業 

権利侵害の対象になりやすい高齢者に対し、権利侵害の予防や対応、本人が自分の意

思を主張し権利行使ができるように支援を行った。 

① 高齢者虐待関連 

高齢者虐待の予防と早期発見・早期対応・再発防止を図るために関係機関及び団体の

役割を明確にする。さらに、連携を深めるために、高齢者及び障がい者虐待担当者会議

や虐待有無と緊急性の判断・対応方針を決定するための高齢者虐待検討委員会に出席し

た。 

平成２６年度は高齢者及び障がい者虐待担当者会議に６回、高齢者虐待検討委員会に

３５回出席した。 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 H25 H26 

虐待通報受理数 26 25 

虐待認定件数 14 14 

通報者の内訳 件数（重複あり） 

介護支援専門員 13 

介護保険事業所職員 3 

近隣住民・知人 2 

被虐待者本人 2 

行政職員 6 

警察 2 

その他 2 

虐待者の内訳 件数（重複あり） 

夫 3 

妻 0 

息子 4 

娘 2 

息子の嫁 1 

娘の婿 1 

孫 1 

その他 2 

虐待の種別 件数（重複あり） 

身体的虐待 11 

介護等放棄 2 

心理的虐待 6 

性的虐待 1 

経済的虐待 0 
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なお、虐待の認定に至らなかったケースでも、支援を継続し必要に応じ相談事案調整

会議にて支援方法を検討した。 

また啓発活動として、研修を開催し、地域包括支援センターが虐待通報先または相談

窓口であることを周知した。 

また職員のスキルアップのため、高齢者虐待防止に関する研修会に参加した。 

研修名 日時・場所 参加人数 

高齢者の権利について 9月 19日 サンピア 33人 

高齢者虐待防止研修会 2月 16日 ゆめぽりすセンター 68人 

 

② 成年後見制度と日常生活自立支援事業の活用促進 

認知症高齢者で成年後見制度の申立てを行える親族がないと思われる場合や、親族が

あっても申立てを行う意思がない場合で、成年後見の利用が必要と認める場合、市長申

立てにつなげた。また、必要な福祉サービスや日常的な金銭管理について適切に判断す

ることに不安がある認知症高齢者などに対し、日常生活自立支援事業の利用につなげた 

 

（４）包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 

地域の高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、包括的・継続的な

ケア体制の構築、介護支援専門員のスキルアップを目的とした研修会等を開催した。 

包括支援センターの主任介護支援専門員による、支援困難な事例等への指導・助言を

延 188回行った。また保健・医療・福祉の連携を推進するために多職種による事例検討

会を開催した。 

支所単位で開催されている地域ケア会議に出席し、対応困難な事例の検討や地域課題

の抽出などに関わった。 

 医療機関と介護支援専門員の連絡や報告がスムーズに行われるように、連携シートを

作成した。シートを統一することで、これまでより効率的に連携が図れるようになった。 

 

① 介護支援専門員を対象とした研修会、事例検討会の開催 

介護支援専門員のスキルアップを目的に、下記の研修会と事例検討会を開催した。 

 

介護支援専門員を対象とした研修会 

開催日時 場所 内容 出席者数 

6月 17日 

9：30～12：00 

13：00～15：30 

ゆめぽりす

センター 

「野中式事例検討会」 

 半田市社会福祉協議会 前山 憲一氏 

AM30名 

PM29名 

10月 23日  

14：00～15：30 

ゆめぽりす

センター 

「在宅医療における薬剤師の役割」 

伊賀・名張薬剤師会 

34名 



8 

 

2月 16日 

10：00～12：00 

13：30～15：30 

ゆめぽりす

センター 

 

「高齢者虐待とは？（ケアマネジャーに

求められる対応）」 

 With A Will  市川知律 社会福祉士 

AM33名 

PM35名 

介護支援専門員を対象とした事例検討会 

開催日時 場所 事例の内容 出席者数 

6月 17日  

9：30～12：00 

ゆめぽりす 

センター 

デイサービスの利用が必要と思われる

が、繋がらない利用者の支援について 

30名 

6月 17日 

13：30～16：00 

ゆめぽりす 

センター 

お金が無い！！母の年金で生活する家族 29名 

8月 12日 

13：30～15：30 

ゆめぽりす 

センター 

本人が意思決定困難。代わりに決定する

人がいない場合の今後の支援について 

11名 

 

10月 15日 

13：30～15：30 

ゆめぽりす 

センター 

本人に後悔しない治療を受けさせてあげ

たい。 

10名 

12月 10日 

13：30～15：30 

ゆめぽりす 

センター 

認知症があり介護抵抗や拒否もみられ、

妻の協力も得にくくサービスをうまく利

用できない事例について 

 

9名 

 

2月 13日 

13：30～15：30 

ゆめぽりす 

センター 

自分の病状に対する不安感が強く周囲に

悲観的な訴えを繰り返し、同居する長女

や支援する次女の精神的負担が大きくて

困っているケース。 

5名 

 

② 短期入所生活介護担当者連絡会議の開催 

市内の特別養護老人ホーム等の短期入所生活介護を担当者を対象とした、連絡会議 

を開催し、情報交換を行うとともに課題について話し合った。 

開催日時 場所 内容 出席者数 

5月 22日 

14：00～15：30 

ゆめぽりす

センター 

・包括 3分割に伴い、各担当者挨拶 

・嘱託医について 

10名 

9月 17日 

14：00～15：30 

ゆめぽりす

センター 

・サービス利用中の病院受診について 

・利用者の薬の取り扱いについて 

7名 

11月 19日 

14：00～15：30 

ゆめぽりす

センター 

・緊急ショートステイ受け入れについて 

・利用者の身体拘束について 

9名 

2月 18日 

14：00～15：30 

ゆめぽりす

センター 

・次年度の活動体制について 6名 
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③ 多職種連携事例検討会の開催 

「保健・医療・福祉分野の連携検討会」において、具体的な事例に基づく多職種が 

出席する事例検討会を開催することになった。多職種がそれぞれの立場で意見を言うこ

とで、それぞれの職種の役割と専門性が理解され連携が深まった。 

開催日時 場所 事例の内容 出席者数 

9月 29日 

19：30～21：00 

ゆめぽりす 

センター 

〔１事例〕 

「本人の意思決定が困難。現在入院中で、

退院後も継続して在宅生活をするための

支援について」 

33人 

11月 18日 

19：45～21：15 

  〃 〔３事例〕  

「医療依存度が高い本人への家族の介護

力の限界」 

「認知症高齢者とその家族が、地域の中

で安心して暮らせるために」 

「こだわりが強く、介護サービスの利用

や医療受診などを拒む独居高齢者」 

34人 

2月 24日 

19：45～21：15 

  〃  〔３事例〕 

「認知症の独居老人への支援」 

「認知症が進行したＡさんに対する今後

の支援」 

「出所後、自宅での生活を希望した男性

への支援」 

31人 

 

３、指定介護予防事業 

 要支援１、２の認定を受けた高齢者を対象に、介護支援専門員による介護予防ケアマ

ネジメントを実施した。自立に向けた適切な介護予防サービスの提供を行うことで、高

齢者が住み慣れた地域での生活が継続できるように支援を行った。 

 指定介護予防事業は、主として地域包括支援センターの介護支援専門員１２名（職員

２名、嘱託職員１０名）と主任介護支援専門員４名（出向４名）が担当した。平成２６

年４月より、地域包括支援センターのサテライトを市内に２箇所設置したことで、より

身近な場所で相談支援を行えるようになり、これまでより効率よく利用者に対応できる

ようになった。 

 また、業務の一部を居宅介護支援事業所に委託した。 
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 介護予防ケアプラン作成数（月別） 

 4 

月 

5 

月 

6 

月 

7 

月 

8 

月 

9 

月 

10

月 

11

月 

12

月 

1 

月 

2 

月 

3 

月 

合計 

26年度 643 647 672 673 663 674 693 697 697 674 671 670 8074 

25年度 621 628 622 635 637 653 655 653 654 643 643 640 7684 

 

 介護予防ケアプラン委託件数（月別） 

＊26年度に業務委託を行った居宅介護事業所数は 33事業所（市内 23、市外 10）。 

 

４、その他事業 

（１） 認知症サポーター養成講座 

住民等からの要請により、地域包括支援センター職員（保健師・社会福祉士等）が講

師となり認知症サポーター養成講座を５回実施した。 

日 時 場 所 参加人数 

８月２７日 緑ヶ丘東町公民館   ９人 

２月１７日 中瀬市民センター ３４人 

２月１９日 さくら薬局 ６人 

３月２０日 ＪＡ島ヶ原 ２０人 

３月２３日 ＪＡ大山田 ９人 

 

（２） 認知症の人と家族の会支援 

「認知症の人と家族の会（伊賀地区）」の支援を行った。 

偶数月は伊賀市、奇数月は名張市で交流会・つどいを計１１回実施した。認知症の人

を家族に持つ当事者同士がつながりを持ち、心情を吐露できる場を持つことで、ストレ

スの解消を図ることができた。 

    開催日時 開催場所 参加者数 

５月２７日 13:30～16:00 名張市 武道交流館いきいき １１人 

６月２４日   〃 伊賀市 ゆめぽりすセンター ９人 

７月２２日   〃 名張市 武道交流館いきいき １０人 

８月２６日   〃 伊賀市 ゆめぽりすセンター  ５人 

 4 

月 

5 

月 

6 

月 

7 

月 

8 

月 

9 

月 

10

月 

11

月 

12

月 

1 

月 

2 

月 

3 

月 

合計 

26年度 93 93 87 97 104 101 107 106 110 115 118 126 1257 

25年度 69 72 80 81 79 87 91 88 85 83 81 91 987 
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９月３０日   〃 名張市 武道交流館いきいき  ７人 

１０月２８日  〃 伊賀市 ゆめぽりすセンター ５人 

１１月２５日  〃 名張市 武道交流館いきいき  ４人 

１２月１６日  〃 伊賀市 ゆめぽりすセンター ５人 

１月２７日   〃 名張市 武道交流館いきいき １４人 

２月２４日   〃 伊賀市 ゆめぽりすセンター  ６人 

３月２４日   〃 名張市 武道交流館いきいき  ９人 

（３） 認知症予防地域支援 

① 認知症予防講演会 

日時 場所 内容 参加人数 

２月６日 
新居地区市民

センター 

「認知症を予防しよう」 

・認知症とは 

・認知症になりにくい生活 

１００人 

３月６日 下郡市民館 〃 ８０人 

 

② 認知症予防教室 

上野病院と連携し、認知症をはじめとした地域での見守りの会（ひだまり会）を

組織している猪田地区をモデル地区として、認知症予防教室を実施した。 

日 時 内  容 場  所 参加人数 

１２月５日 医師による講話 

「認知症に対する正しい理解」 

猪田地区市民

センター 

８２人 

１月２３日 寸劇「症状あるある大辞典」   〃 ６７人 

２月１６日 座談会「この際あれこれ聞いて

みよう」 

  〃 ６０人 

２月２５日 はつらつ教室 上野病院 １９人 

３月１８日 はつらつ教室   〃 ２１人 

４月２２日 はつらつ教室   〃 １５人 

   ＊はつらつ教室：上野病院デイケア棟において認知症予防のための脳トレや運動 

等を行った。 

③ 若年性認知症ケア・モデル事業（三重県モデル事業） 

若年性認知症の人とその家族、ケアマネや介護職員等の専門職、地域包括支援セン 

 ター職員等が集まり、上野病院専門医を囲んで下記の事業を行った。 

日時 内容 場所 参加人数 

１０月１７日 意見交換会 ゆめぽりすセンター ２６人 

２月６日 認知症カフェ ゆめぽりすセンター ２１人 
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Ⅱ 平成２７年度事業の主な取り組み 

 

（１） 認知症対策事業 

  高齢者人口の増加に伴い、認知症高齢者の増加が見込まれます。平成２７年１月に

「認知症高齢者にやさしい地域づくり」を目標に、「認知症施策推進総合戦略（新オレ

ンジプラン）」が策定されました。認知症の人が住み慣れた地域で、自分らしく暮らし

続けることができる社会の実現を目指して、７つの柱が示されました。 

その中で２７年度は、地域包括支援センターでは１つ目の柱である、認知症への理解を

深めるための普及・啓発の推進の中から、「認知症ジュニアサポーターの養成」、２つ目

の柱である、認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護等の提供の中から、「認知

症初期集中支援チームの設置」に取り組みます。 

① 認知症ジュニアサポーターの養成 

これまでは成人を対象とした認知症サポーター養成講座を実施してきました。今年 

度は更に、小中学生を対象としたサポーター養成講座を実施します。子どもの頃から認

知症という病気のことや、認知症にかかった人について正しく理解し、支援の大切さを

学ぶことは、認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくりの実現にとって有効です。

２７年度中に１０校程度の小中学校を対象に、認知症ジュニアサポーター養成講座を開

催します。講座の内容は、読み聞かせや寸劇等も取り入れて、子どもたちが分かりやす

いように工夫するとともに、地域の認知症キャラバンメイトの協力も得ながら実施する

予定です。 

② 認知症初期集中支援チームの設置 

早期に認知症の鑑別診断が行われ、速やかに適切な医療・介護等が受けられる初期 

の対応体制の構築が必要です。１０月に地域包括支援センターに認知症初期集中支援チ

ームを設置し、認知症専門医の指導の下、複数の専門職（保健師、社会福祉士、主任介

護支援専門員）が認知症が疑われる人または認知症の人やその家族を訪問し、観察・評

価を行った上で、家族支援などの初期の支援を包括的・集中的に行います。この際には、

かかりつけ医と連携しながら認知症に対する適切な治療につなげ、自立した生活に向け

てのサポートを行います。 

（２） 包括的・継続的ケアマネジメント事業 

 これまでどおり、居宅介護支援事業所の介護支援専門員を対象とした研修会等を開催

するとともに、医療と介護の連携を更に進めていくために、２６年度より開始している

多職種連携事例検討会の充実に努めます（年間６回程度開催）。 

 介護支援専門員等が支援に悩んでいる事例を中心に、主治医や薬剤師、介護サービス

事業所、民生・児童委員等、ケースに関わるメンバーが一同に会すことで、情報共有を

図り、よりよい支援の検討を行います。 

 



13 

 

（３） 介護予防事業 

 健康寿命を延ばし、元気で生き生きと、自立した生活を送ることのできる高齢者を増

やしていくためには、高齢者お一人お一人が介護予防に取り組む必要があります。その

個人の取り組みを支えるためには、仲間や地域や支援が欠かせません。面積が広く、交

通の不便な地域が点在している当市にとって、身近なところで介護予防に取り組む仲間

づくりを進めることが有効です。 

 平成２６年度より、介護予防リーダー養成講座の開催を開始し、講座の修了者には地

域で運動や認知症予防を中心とした、介護予防グループづくりをしていただきました。 

２７年度については、昨年度の反省もふまえながら、更に地域での介護予防の取り組み

が広がるように、介護予防リーダー養成講座を開催します。 

 


