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（指定介護予防支援事業）

【H２５年度】実績

　センターの職員・業務嘱託員を対象として、8月・12月に研修
会を開催した。
〔第1回〕8月20日　「国民健康保険、後期高齢者医療制度につ
いて」
〔第2回〕12月16日　伝達講習「レビー小体型認知症について」
業務の遂行の上で必要な知識の習得ができ、各職員の資質の
向上に役立った。

　二次予防事業参加希望者を対象に、介護予防ケアマネジメン
トを 実施した。
　対象者数
　運動器機能　９８人、口腔機能　２１人、栄養改善　２人

（共通事項）

【事業別目標】

２、介護予防ケアマネジメント事業・指定介護予防支援事業

（指定介護予防支援事業）要支援高齢者の個別の状況に応じた適切な介護予防支援を提供し、利用者の地域での自立した生活が継続するよう支援する。

（介護予防ケアマネジメント事業）二次予防事業に参加する高齢者に適切な介護予防ケアマネジメントを提供し、要支援・要介護状態にならないように支援する。

介護予防給付の増加により、業務嘱託員を3月に１名採用する
とともに、居宅介護支援事業所への業務委託を進めた。業務
委託は、同一世帯に要支援と要介護の認定を受けている複数
の世帯員がいるケースや要支援と要介護の認定を繰り返す
ケースなどを中心に、委託を進めた。

【H２６年度】事業別計画と実施予定事項

【H２６年度】事業別計画と実施予定事項

　介護予防の理念を理解・共有し、また介護予防
ケアマネジメント・介護予防支援に共通する必要
な知識と技術を身に付け、個別の利用者に適した
介護予防ケアマネジメント・介護予防支援を提供
する。

　二次予防事業参加希望者を対象に、介護予防
事業ケアマネジメント業務により、心身の状況や
置かれてる環境その他の状況をアセスメントし、
対象者の選択に基づき適切な事業を実施する。

　センターの職員・業務嘱託員を対象として、
年２回以上の研修会を開催する。

　「お達者チェック」（基本チェックリスト）によっ
て把握された二次予防事業対象者のうち、介
護予防事業の利用を希望する対象者のアセス
メントを十分行い、適切な介護予防ケアマネジ
メントを提供する。

　必要とされる介護予防支援のサービス提供量を
確保する。

26年4月に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（いがまち：東部サテラ
イト、青山：南部サテライト）。より身近なところ
に業務嘱託員が配置され、効率よく利用者に
対応ができるようになった。利用者の増加に合
わせて、業務嘱託員を1名採用した。さらに、居
宅介護支援事業所への業務委託を継続して
進める。

【H２５年度】実績
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３、総合相談支援事業、権利擁護事業

【H２６年度】事業別計画と実施予定事項

・「伊賀市高齢者あんしん見守りネットワーク運営事業」に事務局とし
て参加した。
・介護保険事業所職員を対象に「認知症施策推進５か年計画（オレ
ンジプラン）」について研修会を開催した（１２月１３日）。
・民生委員、一般市民等を対象に「認知症と認知症ケア」について研
修会を開催した（２月１日　２２３名参加）。
・認知症地域支援推進員設置の為、包括支援センター職員が１名研
修を受講した。
・広報３月１日号に認知症について掲載。また認知症サポーター養
成講座を開催し、啓発活動を行った。

・引き続き「伊賀市高齢者あんしん見守りネット
ワーク運営事業」に事務局として参加する。
・介護高齢福祉課と共同し、ＡＳＫメールに徘徊
通知を導入したことの周知活動を行う。
・地域での認知症対策を推進できるよう、専門
的な研修会に参加する。
・市広報やホームページを活用し、啓発活動を
行う。
・認知症地域支援推進員設置のため、包括支
援センター職員2名が研修を受講する。

【事業別目標】

・介護高齢福祉課と協力し、認知症対策に取
り組む。

・認知症を有する高齢者ができる限り住み慣
れた地域で暮らし続けることができるよう、支
援する体制を構築する。

・担当者のスキルアップを図る。

・認知症の正しい知識と地域の理解を広げ
る。

地域包括支援センターが３ヶ所になり、各窓口との連携体制を強化するとともに、担当者のスキルアップを図る。
保健・医療・福祉分野の連携を図り、「地域包括ケアシステム」の構築の推進に寄与する。
消費者問題、認知症、虐待をはじめとする権利擁護事業の啓発活動を促進する。

【H２５年度】実績

・虐待対応フローチャートの見直しを行った。

・障がい福祉課と共同し虐待担当者会議を６回開催。事例検討、情
報共有、研修の場として活用した。
・隣保館（１月）、介護支援専門員（２月）、社会福祉協議会（３月）を
対象にした研修を行い、虐待の啓発や虐待の被虐待者支援のみな
らず養護者支援についての理解を深めた。

・県主催の地域権利擁護支援研修に４回参加し、高齢者虐待対応に
ついて理解を深めた。

・各関係機関との連携協力体制を構築する。

・担当者のスキルアップを図る。

・高齢者虐待の防止のため、市民に対する正
しい知識の普及啓発を行う。

・虐待担当者会議に出席する（年６回）。

・被虐待者支援だけでなく、養護者支援につい
ても理解を深めるため研修会を開催する。

・市広報やホームページを活用し、啓発活動を
行う。

・新しい福祉総合相談体制構築のため、ふくし相談支援センターと連
絡会議を４回行った。また、健康福祉部内での打ち合わせを実施し
た。

・健康福祉部内事例検討会を１８回開催した。

・県主催の「他職種協働による在宅チーム医療を担う人材育成事業
地域リーダー拡充研修」に出席した（１０月２０日）。

・「保健・医療・福祉分野の連携」検討会を１０回開催した。

・各相談窓口との連携体制を強化する。

・担当者のスキルアップを図る。

・地域包括支援センターの啓発活動を行う。

・「地域包括ケアシステム」の構築を推進す
る。

・地域包括支援センターの３ヶ所が同じ対応が
とれるよう会議を行う。
・健康福祉部内での事例検討会に、ファシリ
テーターや事例提供者のして参加し地域ケア
会議のスキルアップを図る（年２２回）。
・包括支援センターの認知度を上げるため、出
前講座を行う。
・「保健・医療・福祉分野の連携」検討会に参加
し、ネットワークの構築に寄与する（年１２回）。
・介護サービス事業者連絡会等の組織化のた
めの活動に参加する。
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４、包括的・継続的ケアマネジメント支援事業

【事業別目標】　包括的・継続的ケアマネジメントの担い手である介護支援専門員の活動を支援し、高齢者が自立して暮らし続けられる地域づくりを目指す。

①市内 全居宅介護支援専門員 資質向上のためのアンケートを実施し、希望する研
修・内容（講師）や業務上の弱点等を把握した後、研修会を実施した。（地域包括ケ
アの実現に向けて）
②「ケアマネ相談窓口」に寄せられる相談には各関係機関と迅速に連携して対応を
充実させ、気軽に相談できる窓口としての周知を図った。
③居宅介護支援専門員の資質の向上を図るために、居宅介護支援事業所の主任
介護支援専門員と協働して毎月定期的に事例検討会を開催してきた。
④介護高齢福祉課が行うケアプランチェック事業に協力。年間4回（6・9・12・3月）に
参加した。

　介護支援専門員が抱える
様々な悩みや問題に対応す
ることで、不安や負担を取り除
くことが出来るよう、支援す
る。

①平成26年度より南部・東部サテライトが
設置されたことに伴い、担当地域分けを
行い、業務の効率化と地域のケアマネ
ジャーからの相談に対して迅速に対応で
きる体制を作る。
②居宅介護支援事業所の主任介護支援
専門員と協働し、偶数月（6・8・10・12・2
月）で事例検討会を開催する。今年度より
野中式事例検討会の手法を取り入れて
困難ケースの事例検討を行い、対象ケー
スの強みを生かした支援計画を策定でき
るようにする。
③介護高齢福祉課が行うケアプラン
チェック事業に協力する。
④医療系サービスについての研修会開
催し、医療ニーズに対応できるよう、スキ
ルアップを図る。（10月中旬　薬剤師会の
協力を得て研修）

【H２５年度】実績 【H２６年度】事業別計画と実施予定事項

①短期入所生活・療養介護事業所相談員連絡会を年間4回（5・8・11・2月）実施し
た。協議題は、担当者から出された意見に基づき協議を行った。
②市内各居宅介護支援事業所（２９ヶ所）を訪問して、業務上の課題や行政への要
望・質問などを把握（4月中旬から5月初旬）して、各課へ報告した。

　 介護支援専門員が、安心し
て業務に従事できる環境づく
りを目指す。

①短期入所生活・療養介護事業所相談
員連絡会を年間4回（5・8・11・2月）実施す
る。議題は担当者から出された意見や居
宅介護支援事業所からの意見に基づい
て協議する。
②市内居宅介護支援事業所（30箇所）を
訪問して、業務上の課題や行政への要望
などを把握する。（4月下旬～5月初旬）
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【二次予防事業対象高齢者把握事業】
「お達者チェック」（基本チェックリスト）の実施
対象：65歳以上の方（要支援、要介護認定を受けている方
は除く）
実施時期：4月
実施方法：対象者に「お達者チェック」を郵送し、回収する。
お達者チェックを返送された人全員に結果表を送付し、介
護予防の啓発に努める。

【事業別目標】　二次予防事業対象高齢者に対して事業を実施し、要支援･要介護状態にならないように予防する。

５、介護予防二次予防事業

【H２５年度】実績 【H２６年度】事業別計画と実施予定事項

　 加齢に伴う生活機能の低下
（老年症候群）のみられる高齢
者を対象に、通所型介護予防
事業を実施し生活機能の改善
を図る。
　このことにより健康寿命を延
ばすことができ、自立した生活
を継続することができる。

26年度に把握された二次予防事業対象高齢者を対象に介
護予防プログラムを実施する。
【通所型事業】
〔運動器機能向上教室〕
対象：運動器の機能低下予防が必要とされた方。
実施期間：10月～3月（計72回）
実施場所：ゆめぽりすセンター、いがまち保健福祉センター
他
内容：運動指導士による体力測定、ストレッチ、筋力トレー
ニングなど

〔口腔機能向上教室〕
対象：口腔機能の低下予防が必要とされた方。
実施期間：10月～3月（計20回）
実施場所：ゆめぽりすセンター他
内容：歯科医師、歯科衛生士による口腔清掃指導、嚥下機
能・咀嚼機能の向上訓練など

25年度に把握された二次予防事業対象高齢者を対象に介護予防プロ
グラムを実施した。
【通所型事業】
〔運動器機能向上教室〕
　実施回数：59回（10月～12月、1月～3月実施）
　実施場所：いがまち保健福祉センター、ハイトピア他
　受講実人員：98人（延968人）
　実施内容：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
実施結果：運動機能測定の結果、集団の平均値が向上した。また、終了
時のアンケートでは、体の変化（躓かなくなった、歩くスピードが速くなっ
た等）のみならず、気持ちの変化（運動することへの意欲の高まり、健康
や体調に関して以前より意識するようになった等）の効果もみられた。
〔口腔機能向上教室〕
　実施回数：25回（10月～12月、1月～3月実施）
　実施場所：いがまち保健福祉センター、前田教育会館他
　受講実人員：21人（延85人）
　実施内容：口腔清掃指導、嚥下機能・咀嚼機能の向上訓練など
　実施結果：受講者全員が普段の生活の中で、お口の体操や唾液腺の
マッサージを実施するようになり、実施後はむせこむことが少なくなった
と回答した人がいるなど効果を挙げた。

  お達者チェック実施者数：14,784人（実施率70.0％）
　二次予防事業対象高齢者決定数：2,105人
　【生活機能の低下分野別内訳】（重複あり）
　　栄養改善           　　 29人
　　運動器機能低下    1,426 人
　　口腔機能低下   　  1,190 人
　　うつ予防支援　  　  113人

　二次予防事業対象高齢者を
把握するために、「お達者
チェック」（基本チェックリスト）
を実施する。
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【事業別目標】　一般高齢者を対象に介護予防の知識の普及啓発を図るとともに、地域ぐるみの介護予防活動を支援する。

６、介護予防一次予防事業

【訪問型事業】
〔栄養改善事業〕
　　訪問回数：10回（10月～3月実施）
　　訪問実人員：2人
　　実施内容：管理栄養士等による訪問栄養改善指導を行った。訪問指
導により、対象者の食事内容や調理技術等に応じた個別指導ができ、
バランスのとれた食事をとることを意識づけることができた。

〔うつ予防支援〕
うつ予防支援の必要の可能性のある人113人を抽出し、健康推進部門
の保健師に現状の確認を依頼した。その結果、殆どの人はうつ予防支
援の必要がないと判断された。また一部の人は既に医療機関でうつ病
の治療中であることが分かった。うつ予防支援の必要な人は1人だった。
継続して支援をしながら、介護サービスの利用を進めた。

　加齢に伴う生活機能の低下
（老年症候群）のみられる高齢
者を対象に、訪問型介護予防
事業を実施し生活機能の改善
を図る。
　このことにより健康寿命を延
ばすことができ、自立した生活
を継続することができる。

【訪問型事業】
〔栄養改善事業〕
対象：「お達者チェック」により、栄養改善が必要とされた
方。
実施期間：10月～3月（計6回訪問）
内容：管理栄養士等が訪問し栄養改善指導を実施する。

〔うつ予防支援〕
対象：「お達者チェック」により、うつ予防支援が必要とされ
た方。
実施期間：10月～12月
内容：包括・支所保健師による電話確認、訪問指導を実施
する。

一般高齢者を対象に、介護予
防事業を実施することで、高齢
者の主体的な介護予防の取り
組みを支援する。

〔お達者講座〕
老人クラブなどの各種団体の要請に応じて、介護予防を
テーマにした講座を開催する。
〔介護予防リーダー養成講座〕
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13回の連続講座を開催す
る。講座の終了後には、自主グループの立ち上げができる
ように必要な支援を行う。
〔認知症予防講座〕
上野病院の医師、看護スタッフの協力を得て、モデル地区
を対象に認知症に関する正しい知識の普及を目的とした講
座を開催する。また見守り支援者を対象として、地域でのよ
りよい支援の方法について検討を行う。

【H２５年度】実績 【H２６年度】事業別計画と実施予定事項
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