
１ 介護予防、健康づくりの推進

（１）介護予防、健康づくりの取組み全体について

テーマ 現状  取組事項 2021年度の取組状況 進捗状況の考察、課題と対応 めざす姿(第８期：2023年まで） めざす姿(第９期：2026年まで）

■適切な評価基準設定による

効果検証

■経年変化把握から効果検証

を行い、PDCAサイクルを推

進

■通いの場へのリハ職等専

門職関与促進による介護予

防効果向上

■高齢者の介護予防意識の

醸成

■通いの場での体力測定実

施の定着

■高齢者のニーズを満たす

多様な通いの場の立上げ促

進

■通いの場での介護予防普

及に向け、三師会等関係機

関との連携強化

■介護予防と保健事業を一

体的に実施するための仕組

みづくり

■介護予防への動機づけと

してポイント制度を検討
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・事業検証による介護予防効果向

上

・高齢者のセルフマネジメント力

向上

・ＰＤＣＡサイクルの常習化

・介護予防効果による要介護認定

者の平均年齢の引上げ

・多様な通いの場創設により、参

加者が増加し、住民同士のつなが

り感向上

・通いの場参加促進により高齢者

の健康意識向上

・仲間意識、生きがい、幸福感な

どQOL向上

・介護予防の効果を評価

する仕組みが不十分

・PDCAが十分に機能し

ていない

・各市の健康施策、高齢

施策との連携が必要

・関係３市間で好事例を

共有する場が少ない

〇第８期計画において介護予防、重度化防止の目標を見

直し、自己評価にアウトカム指標を設定し、毎年評価を

行うことでPDCA推進した。

〇リハ職同行訪問事業によりケアマネジメント支援と利

用者への助言を行うことで介護予防の動機付けを行っ

た。

〇総合事業や通所型サービスCの啓発パンフレット、広

報を活用し介護予防の周知啓発に努めた。

〇通いの場へのリハ職関与はコロナ禍の影響を受けた

が、オンライン活用や書面での体力測定に代替すること

で対応できた日常生活圏域もあった。

〇全体的にはコロナ禍の影響で通いの場へのリハ職関与

が進まず、体力測定実施定着に向けた体力向上月間の設

定等には至っていない。

〇保健事業と介護予防事業の一体的実施については市域

ごとに取組みを進めており、通いの場などへ保健事業で

配置するリハ職派遣により健康講座等を行ったり、健康

寿命延伸にかかるイベントに地域包括支援センターが参

画する等により相互連携を図る市域もあった。

a)適切な

効果検証

による

PDCAサイ

クルを回

す仕組み

づくり

b)通いの

場の確保

・通いの場が少ない

・通いの場の種類が限定

的

・通いの場に関する市民

への周知が不十分

〇通いの場の立上げは地域包括支援センターごとに掲げ

た目標値に沿い、地域住民に働きかけ、新たに創設し

た。

〇国が示す感染予防のチラシをHPに掲載し、地域包括

支援センターが個別の相談に応じることで開催継続の支

援を行った。

〇コロナ禍の影響で活動休止している団体には地域包括

支援センターが自宅でできる体操などフレイル予防に向

けた啓発を参加者に対して行った。

〇保健事業と介護予防事業の一体的実施については市域

差があり、ポピュレーションアプローチの推進に向け、

保健事業担当課と連携し、リハ職派遣や健康講座等開催

した市域もあった。

〇ワーキングチームが主体になり、効果

的な総合事業のあり方について検討を進

め、介護関係者に向けた研修等により、

支援する側の理解促進が図れたことで、

目標通り進捗していると考察する。

〇引き続きコロナ禍でも介護予防活動が

進むよう通いの場の見える化、広報や

HP、SNS等を活用した啓発活動を行

う。

〇介護予防教室等においてもオンライン

ツールの活用や屋外での実施等コロナ禍

でも継続できる手法を模索する。

〇介護予防教室、通所型サービスC事

業、通いの場が有機的につながるよう専

門職の連携を強化し、関与を促進する。

〇コロナ禍の影響で通いの場の休止する

団体もあり、感染リスクが高い状況下で

新規開設に向け、積極的に働きかけにく

い状況にある。

〇介護予防ポイントについての検討が進

んでいない状況であり、目標達成には進

捗がやや不十分と考察する。

〇介護予防への動機付けの効果的な方法

の一つとして介護予防ポイント制度につ

いて先進市の好事例を参考に研究してい

く。

〇保健事業との一体的実施については各

市で取組状況が異なり、事業が具体化し

ていない市域もあるため、先行市の好事

例等を参考にしつつ、各市で保健事業担

当課と協議し、効果的な介護予防事業の

あり方について、引き続き検討を進めて

いく。



くすのき広域連合第8期介護保険事業計画におけるロードマップの進捗状況

（２）総合事業により提供する支援、サービスについて

テーマ 現状  取組事項 2021年度の取組状況 進捗状況の考察、課題と対応 めざす姿(第８期：2023年まで） めざす姿(第９期：2026年まで）

■サービス類型ごとに利用

者の状態像を提示

■通所型サービスCを主流と

した自立支援促進

■いきいき手帳等の活用に

よる利用者のセルフマネジ

メント力向上支援

・要支援状態が改善され、自立し

た高齢者が増加

・主治医等関係機関による介護予

防勧奨の促進

・高齢者の介護予防意識が向上

・通所型サービスCが介護予防の

主流として定着

・保健事業と介護予防事業の一体

実施が推進

〇HPで説明会動画を配信したことで、

ケアマネジャーやサービス事業者の理解

が促進し、多様なサービス利用率が第８

期計画に計上した目標値を上回り、大幅

に増えていることから、目標通り進捗し

ていると考察する。

〇自立支援の考え方は、十分理解されて

いるとは言えない状況であり、今後もリ

ハ職によるケアマネジメント支援を活用

し、自立支援に資するアセスメントや

サービス選定、目標設定の手法の定着を

図る。

〇通所型サービスCの受け皿が確保でき

たことで、今後一層サービスにつなげる

ことで自立支援促進を図っていく。

〇第８期計画で総合事業サービス類型ごとの標準的状態

像を示し、動画掲載により事業者説明会を実施するとと

もに、市域ごとに地域包括支援センターと連携し、居宅

介護支援事業所や介護サービス事業所等への説明を行っ

た。

〇従前相当サービスの利用に際し、理由書の提出を求

め、サービス選定が適切か、自立支援に資するプランに

なっているか等リハ職を交えた検討会議を実施した。

〇リハ職同行訪問事業によりケアマネジメント支援を実

施し、適切なアセスメントと目標設定の助言を受けた結

果、通所型サービスC利用者数が増加した。

〇通所型サービスC利用者、サロン参加者登録システム

利用者に加え、通いの場等において、いきいき手帳利用

を希望する人に地域包括支援センター経由で手帳交付し

た。

a)総合事

業サービ

ス類型ご

との役割

の明確化

・保険者として総合事業

や各サービスの位置づけ

の明確化が必要

・緩和型サービス等多様

なサービスの利用が少な

い



くすのき広域連合第8期介護保険事業計画におけるロードマップの進捗状況

（３）地域資源・支援体制について

テーマ 現状  取組み事項 2021年度の取組状況 進捗状況の考察、課題と対応 めざす姿(第８期：2023年まで） めざす姿(第９期：2026年まで）

■ガイドブックに沿った標

準的な通所型サービスC事業

の基盤整備

■通所型サービスCの質の担

保を図るため、事業所職員向

け研修会開催（指定事業者へ

の受講義務付け）

■リーダー育成に向けたサ

ポート体制の充実

■ボランティア養成講座の

開催やボランティアポイン

ト等の動機付けによりボラ

ンティア数の確保を推進

・通所型サービスC事業所の設置

促進によりサービス需要に合った

運営体制構築

・自立支援の対象者を軽度要介護

者に拡大

・ボランティアポイント制度導入

に向けた準備が整い、ボランティ

ア活動促進

・訪問型サービスBの創設（市域

ごと）

・ボランティア活動により生きが

いをもつ高齢者の増加

・住民の助け合いを主とした多様

なサービスの創設促進

〇四條畷市域も令和４年度に通所型サー

ビスC事業所増設予定であり、サービス

基盤整備は目標通り進捗していると考察

する。今後計画に掲げた見込み量を踏ま

え、サービス基盤整備を進める。また、

併せてワーキングにおいて適正な見込み

量かを検証する。

〇既存事業所よりカンファレンス出席の

負担等が課題提起されており、今後開催

のタイミングや頻度、保険者の関わり方

等について検討していく。

〇今後も研修会や事業所へのアドバイ

ザー派遣により、サービスの質の維持、

向上に努める。

〇コロナ禍で住民活動が消極的になって

おり、新規ボランティアの発掘やポイン

ト制度の検討は進んでおらず、目標達成

には進捗がやや不十分であると考察す

る。

〇今後、既存のボランティアとの連携強

化を図りつつ、市域ごとに生活支援コー

ディネーター及び地域包括支援センター

と協働により新規ボランティア発掘を進

めていく。

〇ボランティアのモチベーション維持に

向けた効果的な方法の一つであるポイン

ト制度についても先進市の事例を参考に

研究を進める。

・通所型サービスCの質及

び量の確保

a)サービ

ス基盤の

整備

・住民主体型のサービス

担いてが不十分

b)ボラン

ティアの

確保

〇通所型サービスCカンファレンスを毎月行い、事業の

質の確保及び進捗確認を行うとともに、ガイドブックに

沿わないサービス内容となっている事業所を把握し、リ

ハ職アドバイザーを派遣のうえ、改善に向けた助言を

行った。

〇新たに立ち上がった事業所には、くすのき広域連合の

求める通所型サービスCを実施できるよう専門職派遣に

よる支援を行った。

〇市域ごとに通所型サービスC事業者の増設に向け働き

かけ、令和４年１月時点で守口市域９か所、門真市域３

か所、四條畷市域２か所となっている。

〇コロナ禍の影響で活動休止中の団体のメンバーに対

し、フレイル予防に向けた啓発を行う過程で団体リー

ダーと地域包括支援センターが連携強化が図れた。

〇既存のボランティアに対し、介護予防の理解促進を図

るため、運動サポーター養成講座を開催した。



くすのき広域連合第8期介護保険事業計画におけるロードマップの進捗状況

２ 地域包括ケアシステムを推進するための体制整備

（１）介護予防ケアマネジメント 

テーマ 現状  取組み事項 2021年度の取組状況 進捗状況の考察、課題と対応 めざす姿(第８期：2023年まで） めざす姿(第９期：2026年まで）

■介護予防ケアマネジメン

トマニュアル改正による保

険者方針の明確な提示

■地域包括支援センターによ

るケアプラン指導の充実、圏

域内研修会等の開催促進

■ケアマネジメント支援へ

のリハビリテーション職関

与促進による質の向上

■安定的なケアマネジメン

ト支援促進に向けたリハビ

リテーション職等専門職の

確保

（２）地域の基盤整備、機能強化

テーマ 現状  取組事項 2021年度の取組状況 進捗状況の考察、課題と対応 めざす姿(第８期：2023年まで） めざす姿(第９期：2026年まで）

■SCによる生活支援ニーズ

と資源のマッチング促進

■全圏域への第２層協議体

設置によるサービス提供主

体者間の連携体制構築

■第１層SCと第２層SCの実

践力強化及び広域連合内SC

間の情報交換促進

■SCと協議体の連携による

フォーマル・サービスのすき

間を埋める資源開発

■民間サービス事業者との

連携促進

・リハビリテーション的視点によ

るケアマネジメントの定着

・保険者のケアプラン点検強化に

よるケアプラン水準の向上

・自立支援型ケアマネジメントの

普及

・自立支援促進による要介護等認

定の伸び率低下

・第２層協議体におけるサービス

提供主体者間のネットワーク構築

・フォーマル・サービスのすき間

を埋める多様なサービスが

設され、在宅要介護者等のQOL

向上

a)第２層

協議体の

整備

〇第２層SCが主体となり、地域包括支援センターと連

携のもと通いの場の創設などを進め、少しずつ実績がで

ている。

〇SCに地域ケア会議への参加により、高齢者ニーズの

把握を促した。また、地域診断研修会を開催し、地域の

実情の理解促進を図った。

〇下半期に3市域のＳC情報交換会を開催し、SCの役割

について相互理解を図る。

〇令和３年改訂介護予防ケアマネジメン

トマニュアルをHPで周知したこと、リ

ハ職同行訪問事業の開始によりケアマネ

ジメントの質の向上に寄与できたことで

目標通り進捗していると考察する。

〇自立支援は未だケアマネジャーへの普

及が不十分であり、引き続き研修会や事

例検討会を積み重ね、理解促進に努め

る。

〇コロナ禍の影響もあり、リハ職派遣事

業が当初目標（280回）を下回る見込み

であり、今後はICTの活用等も検討しつ

つ、ケアマネジメントの質の向上を推進

していく。

〇第２層協議体については、日常生活圏

域ごとに類似する会議体へ働きかけ、立

上げに向け検討を進める計画であった

が、コロナ禍で滞っていることから、目

標達成には進捗がやや不十分であると考

察する。

〇今後は、第２層協議体のメンバー候補

となる地域のサービス提供主体者にSC

が個別に働きかけ、不足する資源など地

域課題の情報共有から進め、第２層協議

体立上げにつなげていく。

〇多様な資源を把握し、高齢者のニーズ

とマッチングすることがSCの役割であ

るが、開発する資源に偏りがあり、収集

した情報量も市域差がある。広域連合本

部企画でSC意見交換会を開催し、現状

と課題について共有し、他市の好事例を

参考に民間サービスも含めた多様なイン

フォーマル・サービスの情報収集を促

す。

・介護予防ケアマネジメ

ントが不十分で、自立支

援に資するケアプランを

作成できていない（ケア

マネジャーの資質向上が

必要）

・第２層生活支援サービ

ス協議体は設置できてい

ない地域もあり、設置で

きている地域でもまだ十

分に機能していないとこ

ろが多い

・第１層、第２層ともに

生活支援コーディネー

ター（以下、「SC」とい

う。）を配置したが、資

源の把握に留まってお

り、資源開発や資源と

ニーズのマッチングまで

には至っていない

a)ケアマ

ネジャー

の資質向

上

〇介護予防ケアマネジメントマニュアルを改訂し、HP

等で周知した。

〇改訂版介護予防ケアマネジメントマニュアルに沿った

自立支援型ケアマネジメントが推進されるよう、地域包

括支援センターごとに研修会や事例検討会を開催し、ケ

アマネジャーへの理解促進を図った。

〇ケアマネジメントにリハ職関与促進を図るため、リハ

職同行訪問事業を開始し、１月末時点での実績は83回と

なっている。

〇リハ職同行訪問事業等に係るリハ職等専門職の安定的

な確保に向け、研修会や連携会議等を開催した。



くすのき広域連合第8期介護保険事業計画におけるロードマップの進捗状況

（３）人員体制の強化、多様な担いての確保

テーマ 現状  取組事項 2021年度の取組状況 進捗状況の考察、課題と対応 めざす姿(第８期：2023年まで） めざす姿(第９期：2026年まで）

■地域包括支援センターの

働きかけにより、地域のキー

パーソンと課題の共有及び

ネットワーク強化

■地域ネットワークを活用

した支援の必要な高齢者の

早期発見体制の構築

■包括相談業務の多様化に

対応できるリハ職の派遣促

進及び定点配置の検討

■職員定着につながる地域

包括支援センターの人員体

制強化

■地域共生社会の実現を見

据え、複合的な課題を抱える

高齢者の支援に向けた各市の

関係部局との連携促進

■人材確保や職員定着に向

けた介護事業者連絡会との

連携強化

■元気高齢者の就労的活動

のさらなる促進

・地域包括支援センターの認知度

向上により地域での存在感拡大

・リハビリテーション職の定点配

置により、地域の実情に合った介

護予防、自立支援の普及進

・介護分野以外の関係部局（障が

い福祉、地域福祉、生活福祉等）

との連携促進

・地域包括支援センターの専門性

が高まり、関係機関との連携によ

り、介護分野を超えた高齢者の多

様な課題解決力が向上

・就労的活動をする高齢者の増加

・介護人材の安定的な確保により

ニーズに応じたサービス提供が可

能な体制維持

・ニーズに応じたサービス提供体

制が保たれ、重度の介護状態で

あっても安心して住み慣れた場所

での生活継続が可能

〇ケアマネジメントのリハ職関与促進や

研修会により、地域包括支援センターの

スキルアップが図られ、地域診断結果を

活用し、地域住民との課題共有につな

がっており、概ね目標通り進捗している

と考察する。

〇複合的課題を抱える高齢者への対応力

向上に向け、研修会等により地域包括支

援センターの制度理解促進を図るととも

に、地域ケア会議への保険者関与や関係

機関招集、専門職派遣等により後方支援

を行う。

〇重層的支援体制整備事業は構成３市と

も第８期期間中の実施に至っていない

が、第９期以降を見据え、市域ごとに制

度の枠を超えた福祉関連部署間の連携を

図っていく必要がある。

〇生活援助サービス従事者研修受講者は

増加傾向であり、目標通り進捗している

と考察する。

〇高齢者の社会参加促進も意図しつつ、

引続き、従事者養成研修を行う。

〇訪問型サービスＡ利用者数が増加傾向

にあり、研修修了者とサービス事業者の

マッチングが促進されるよう、訪問型

サービスA事業者に対し、生活援助サー

ビス従事者研修会への参加を促してい

く。

・地域包括支援センター

の役割が多岐にわたる

が、ニーズが複 雑 多 様

化 し て おり、業務が煩

雑となっている

・地域包括支援センター

の機能強化に向けて、単

に人数を増加するのでは

なく、職員の質の向上や

専門職の配置を行う必要

がある

・共生社会の実現に向

け、具体的に何をしてい

くのか検討する必要があ

る

・引きこもりやセルフネ

グレクトの把握及び支援

へのつなぎについて検討

が必要である

a)地域包

括支援セ

ンターの

強化

・介護人材確保は深刻な

問題であり、検討してい

く必要がある

b)多様な

担いての

確保

〇令和２年度から２年連続で地域診断研修会を開催し、

地域課題を住民と共有するためのノウハウを地域包括支

援センター及びSCが学ぶ機会をもち、地域診断結果を

圏域ケア会議で報告する等、実践できた日常生活圏域の

情報を積極的に発信し、全圏域への拡大を促した。

〇コロナ禍の影響で閉じこもり傾向にある高齢者把握の

過程で地域包括支援センターと民生委員や運動サポー

ター等との連携強化を図った。

〇介護予防ケアマネジメント検討会議の定期開催やリハ

職同行訪問事業により、ケアマネジメント支援を促進し

た。

〇複合的な相談への対応力向上に向け、障がい福祉制度

の理解促進を図るため、地域包括支援センター研修会を

開催した。

〇生活援助サービス従事者研修を市域ごとに１クールず

つ開催し、フォローアップ講座を１回開催した。事業啓

発にあたり、シルバー人材センターや社会福祉協議会の

協力を得た結果、受講者数は微増傾向にある。

〇生活援助サービス従事者研修会に訪問型サービスA事

業者を招き、業務の紹介等を行った。



くすのき広域連合第8期介護保険事業計画におけるロードマップの進捗状況

（４）地域のネットワーク

テーマ 現状  取組事項 2021年度の取組状況 進捗状況の考察、課題と対応 めざす姿(第８期：2023年まで） めざす姿(第９期：2026年まで）

■看取りの場所や延命治療

等、将来の備えについて理解

促進に向けた在宅医療や介護

に関する住民啓発

■市域ごとに医療関係者と

介護関係者の連携体制構築

■在宅生活継続支援に係る

相談体制整備

■市域ごとに切れめのない医

療、介護サービスの提供体制

の充実

■在宅医療を支えるサービ

ス基盤の充実

・医療ニーズの高い要介護者が在

宅生活を継続できるサービス基盤

整備促進

・重度者の在宅支援や急変時の対

応も含め、医療や介護が切れめな

く提供される体制構築

・在宅医療と介護連携は

少しずつ進んでいるが、

より具体的な取組みにつ

ながるよう進めていく必

要がある

・将来、延命治療の決定

等に本人の意思が反映で

きるようアドバンスケア

プランニングの普及につ

いて検討していくことが

必要である
a)医療介

護の連携

〇コロナ禍の影響で住民フォーラムの開催に至らず、市

域ごとの広報等により人生会議についての情報発信やエ

ンディングノートの普及に努めた。

〇医療関係者と介護関係者の連携推進に向けた会議、研

修会についてはオンラインを活用し、市域ごとに取り組

んだ。

〇大阪府が作成した啓発動画を地域包括支援センターに

周知し、住民啓発への活用を促した。

〇コロナ禍の影響で住民フォーラム等は

開催できなかったが、市域の実情に応

じ、広報やＨＰ等により普及啓発が図れ

たため、概ね、目標達成できたと考察す

る。

〇第８期計画のアンケートで「自身の延

命に関わる治療について、家族や親族、

主な介護者と話し合ったことがある」と

回答した人が要支援者で53.3％、要介護

者で51.7％となっており、人生会議（看

取りの場所や延命治療など）について、

重要性は理解していても、実践している

人は多くない状況である。

〇引続き、エンディングノートやACPな

どのツールを活用し、普及啓発に努め

る。

〇在宅医療において医療と介護の連携が

重要となる日常の療養支援、入退院時支

援、急変時の対応、看取りの4つの場面

を意識しつつ、今後も市域ごとに医療と

介護の連携を推進を図る。



くすのき広域連合第8期介護保険事業計画におけるロードマップの進捗状況

（５）持続的なサービス提供、質の向上

テーマ 現状  取組事項 2021年度の取組状況 進捗状況の考察、課題と対応 めざす姿(第８期：2023年まで） めざす姿(第９期：2026年まで）

■社会資源情報サイトの活用

促進

■資源の希薄な地域への重点

的なインフォーマル・サービ

スの整備促進

■インフォーマル・サービス

のケアプランへの組入れ促進

に向けたサービス情報発信

■社会資源情報サイトを活用

した民間事業者との連携促進

・民間サービス事業者との連携に

よる生活支援サービスの多様化促

進（付加サービスの開発など）

・民間サービス事業者による生活

支援サービスの充実

・住民主体や民間サービ

ス等インフォーマル・

サービスの利用が十分促

進されていない

a)生活支援

体制整備

〇社会資源情報サイトの効果的な運用に向け、フォーマ

ルサービスの情報収集方法を見直しを行った。

〇インフォーマル・サービス情報を迅速に発信できるよ

う令和３年１月に実施要領の見直しを行い、SCに情報

収集の勧奨を行った。

〇社会資源情報サイトのアクセス数を定期的にチェック

し、利用者数の増減の把握に努めた。

〇令和４年１月末時点における社会資源

情報サイトのインフォーマル・サービス

掲載情報は通いの場63件、生活支援サー

ビス33件となっており、フォーマルサー

ビスに比べて情報収集が進んでいない状

況であり、目標達成には進捗がやや不十

分であると考察する。

〇情報収集方法を見直した結果、ケアマ

ネジャーがより有効活用できるよう、令

和４年度からサービス事業者の空き情報

を毎月収集し、発信することとした。

〇SC情報交換会において、インフォー

マル・サービス掲載情報の不足を共通課

題として認識するとともに、高齢者の

ニーズを満たすべく、社会資源情報サイ

トの効果的な運用について検討してい



くすのき広域連合第8期介護保険事業計画におけるロードマップの進捗状況

３ 認知症「共生」「予防」の推進

（１）各種取組みの認知向上、市民啓発 

テーマ 現状  取組事項 2021年度の取組状況 進捗状況の考察、課題と対応 めざす姿(第８期：2023年まで） めざす姿(第９期：2026年まで）

■認知症関連事業の周知啓

発促進（出張相談会、簡易チ

ェック、疑似体験等）

■予防と共生の視点からの

認知症理解促進に向けた啓

発

■認知症サポーター養成講

座やステップアップ講座の

開催の促進

■次世代への啓発に向けた教

育委員会との連携促進（ジュ

ニアサポーター養成講座、介

護現場での体験就労、ボラン

ティア経験等）

■認知症関連事業の継続及

び実践の積み重ねによる認

知度向上

・住民等の認知症理解促進によ

り、認知症の人や家族の孤立感や

精神的負担軽減

・地域での気づきによる早期発

見、早期対応の増加

・身近な窓口で認知症について気

軽に相談でき、介護の抱え込みや

孤立が減少

・相談窓口はあるが、認

知度が低く利用者数は多

くない

a)認知症

関連事業

の周知、

啓発

〇広報「くすのき」等により認知症の理解促進を図ると

ともに、市域ごとに作成したケアパスを相談会等の場で

配布し、周知啓発に努めた。

〇コロナ禍の影響で認知症サポーター養成講座開催が進

まず、目標値を下回った。

〇チームオレンジの設置ができた市域においては、予防

と共生の視点から認知症本人やその家族の拠り所として

活動した。

〇コロナ禍で予定していたイベント等が

中止になるなど計画通りの啓発活動は出

来なかったが、認知症地域支援推進員に

よる窓口での相談対応をはじめ、広報や

チラシ等により周知、啓発が図れたこと

から、概ね目標達成できたと考察する。

〇コロナ禍の影響で小中学校への認知症

サポーター養成講座開催は進んでおら

ず、引き続き、学校関係者に働きかけて

いく。

〇オンラインによる認知症サポーター養

成講座を試みる地域包括支援センターも

出ており、今後は好事例を積み重ね、認

知症関連事業の周知啓発を行う。



くすのき広域連合第8期介護保険事業計画におけるロードマップの進捗状況

（２）その他支援体制、ツールの充実

テーマ 現状  取組事項 2021年度の取組状況 進捗状況の考察、課題と対応 めざす姿(第８期：2023年まで） めざす姿(第９期：2026年まで）

■チームオレンジ立上げに 向

けた取組み

 ①認知症サポーターステップ

アップ講座の積極的な展開

■チームオレンジ立上げに 向

けた取組み

 ②認知症サポーターを実践

的支援につなぐ拠点づくり

■チームオレンジ立上げに 向

けた取組み

 ③チーム立上げに向けた既

存の資源との連携促進

■チームオレンジ立上げに 向

けた取組み

 ④実践的支援に取り組む認

知症サポーターのネットワー

ク構築

■チームオレンジ立上げに 向

けた取組み

 ⑤チームオレンジの活動と

ニーズをマッチングするコ

ーディネーターの配置

■認知症カフェ等居場所づ

くりの推進

・市域ごとにチームオレンジ設置

・チームオレンジによる認知症の

人や家族へのニーズに応じた細や

かなサポート提供

・日常生活圏域ごとにチームオレ

ンジ設置

・認知症の介護が要因となる介

護離職が激減

・介護サービスにつなぐ

までの資源（インフォー

マル・サービス）が少な

い

a)インフォ

ーマル・サ

ービスに

対する支援

〇令和３年度の認知症サポーター養成数目標値22,350人

に対し、令和３年12月末実績20,215人であり、達成率

90.0％となっている。

〇ステップアップ講座は３市域で実施できているが、コ

ロナ禍の影響で受講者数は伸びず、令和４年１月末時点

実績は69人に留まっている。

〇認知症サポーターの実践的支援活動を促すため、認知

症ステップアップ講座修了者を認知症カフェのボラン

ティアにつないだ。

〇チームオレンジを設置した市域はチーム員の定例会に

地域包括支援センターが参加し、チームの主体的な活動

を尊重しつつ、側面的な支援を図った。

〇認知症ステップアップ講座は受講者数

が確保できず、複数の圏域で共催するた

め、第８期計画で掲げた目標数を下回る

見込みであることから、目標達成には進

捗がやや不十分と考察する。

〇今後、感染予防対策を講じつつ、認知

症サポーターやステップアップ講座修了

者が交流できる拠点づくりについて認知

症地域支援推進員及び地域支援センター

と連携のもと検討を進めていく。

〇講座の開催方法についてはコロナ禍の

影響を考慮し、オンラインでの実施やビ

デオを使った講座なども進めていく。



くすのき広域連合第8期介護保険事業計画におけるロードマップの進捗状況

（３）認知症サポーター / 認知症カフェ

テーマ 現状  取組事項 2021年度の取組状況 進捗状況の考察、課題と対応 めざす姿(第８期：2023年まで） めざす姿(第９期：2026年まで）

■認知症カフェの情報発信

による認知度向上

■認知症本人や家族が主体

的に参加できる認知症カフ

ェ運営を促進

■認知症カフェの拡充（日常

生活圏域に1箇所以上）

■認知症カフェを拠点とし

た認知症本人や家族の主体

的な参加や本人発信の促進

■認知症カフェの安定的な

運営に向けた支援（補助金、

専門職派遣）

■認知症サポーター養成講

座を担えるキャラバン・メイ

トの確保

■認知症サポーターを実践

的支援につなげるための仕組

みづくり

①認知症サポーターステッ

プアップ講座修了者の活動

の場へのつなぎ促進

■認知症サポーターを実践

的支援につなげるための仕組

みづくり

②認知症カフェやグループ

ホーム、施設等と連携した活

動の場の確保

■認知症サポーターを実践

的支援につなげるための仕組

みづくり

③認知症の人等のニーズと

ボランティアのマッチング

〇コロナ禍の影響を受け、再開が難しい

ところも出ており、４圏域は未設置で昨

年度から進展がない状況から目標達成に

は進捗がやや不十分と考察する。

〇従来の認識に拘らず、屋外活動を含

め、多様な形態の認知症カフェが立上が

るよう、地域包括支援センター及び認知

症地域支援推進員連携のもと地域に働き

かけていく。

〇家族会の交流の場として発展している

認知症カフェもあることから、今後、認

知症カフェを拠点として家族同士のピア

ウンセリングや本人ミーティングにつな

げていけるよう地域包括支援センター及

び認知症地域支援推進員の関わり方につ

いて検討していく。

〇コロナ禍の影響で、ステップアップ講

座受講者が集まらず、認知症サポーター

のグループ作りまでには至っていないこ

とから、目標達成には進捗がやや不十分

と考察する。

〇引き続き、認知症サポーター養成講座

修了者に働きかけ、認知症カフェでの実

践的支援につなげるとともに、フォロー

アップ講座などにより、サポーター同士

の交流を深める機会を確保し、グループ

作りにつなげていく。

・認知症カフェが認知症の人や家

族の居場所として定着

・認知症カフェを拠点とした認知

症本人や家族の主体的な参加促進

及び本人発信の増加

・認知症サポーターステップアッ

プ研修受講者の増加

・認知症サポーターの活躍する機

会の増加

・チームオレンジの参加者増加〇認知症ステップアップ講座を市域ごとに取り組み、

講座修了者に対して実践的支援に向け働きかけ、認知症

カフェでのボランティア活動につないだ。

・認知症サポーターが活

躍できる場や認知症本

人、家族に支援が届く仕

組みがない

b)認知症

サポータ

ーの活動

促進

・認知症サポーターが実

際に活動できるよう、活

躍の場を広げる必要があ

る

a)認知症

カフェの

拡充

〇認知症カフェ設置数は令和４年１月末時点で守口市域

７か所、門真市域４か所、四條畷市域７か所となってお

り、未設置圏域が４か所ある。

〇家族会の交流の場としての役割を担ったり、認知症予

防や啓発に注力するなど、認知症カフェごとに特色のあ

る活動をされており、地域包括支援センターが随時関わ

り専門的な立場で相談対応やミニ講座などを行った。



くすのき広域連合第8期介護保険事業計画におけるロードマップの進捗状況

（４）認知症初期集中支援事業

テーマ 現状  取組事項 2021年度の取組状況 進捗状況の考察、課題と対応 めざす姿(第８期：2023年まで） めざす姿(第９期：2026年まで）

■認知症初期集中支援チーム

検討会議開催による支援内容

の振り返り、実績向上に向け

た改善策検討

■認知症初期集中支援チー

ムと認知症地域支援推進員

との連携促進による支援の

充実

■地域包括支援センターが

行う包括的支援事業と認知

症初期集中支援チームとの

役割の明確化

■認知症初期集中支援事業

の普及啓発促進

■認知症初期集中支援事業

対象者把握に向けた関係機

関との連携強化

■認知症初期集中支援ケー

スの積み重ねによるノウハ

ウの蓄積及びチーム員のス

キルアップ

・認知症初期集中支援チームの役

割や認知症相談窓口の理解が促進

による発動数増加

・認知症による支援困難事例が減

少し、認知症がある人で在生活継

続の割合が増加

〇認知症初期集中支援事業の稼働率向上

に向け、検討部会で協議し、課題の把握

及び解決策検討を行ったことから、目標

達成に向け前進したが、コロナ禍の影響

で、訪問の受入れが進まず、実績は第８

期計画に掲げた目標の半分に留まること

から目標達成はやや不十分と考察する。

〇認知症初期集中支援事業の役割が対象

者把握を担う専門職に十分理解されてお

らず、支援実績が伸びない一因となって

いる。

〇今後、対象者把握を行う地域包括支援

センター、認知症地域支援推進員への研

修会等の実施、認知症初期集中支援チー

ムへのアドバイザー派遣により、事業の

理解促進に努める。

・認知症初期集中支援

チームの稼働が少ない

a)認知症

初期集中

支援チー

ムの稼働

向上

〇広報「くすのき」や市域ごとに作成したパンフレット

等により、認知症初期集中支援事業の周知啓発を図っ

た。

〇認知症初期集中支援事業の実績が伸び悩んでいるた

め、本部及び支所の担当者間で検討会を立ち上げ、課題

整理を行った。

〇担当者間の検討会で認知症初期集中支援チームの役割

に理解にずれがあることが判明したため、対象者把握を

担う地域包括支援センターや認知症地域支援推進員、認

知症初期集中支援チーム員を対象に先進市のチーム員を

アドバイザーに迎え、研修会を開催し、当該事業の役割

について共通理解を図った。

〇認知症初期集中支援チーム検討会開催状況は市域の実

情に応じ、支援の振返りや改善策の検討を行った。


