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Ⅰ 山形市地域包括支援センターの活動 

１ 山形市地域包括支援センターの概要 

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に、

包括的及び継続的な支援を行う地域包括ケアを実現するための中心的役割を担う機関として、

山形市では、高齢者人口や地域特性等を考慮し、市内を１３の圏域に分け、各圏域に「地域包

括支援センター」を設置している。(平成３１年４月より第七・金井地区の圏域を分割し、新

たに金井地域包括支援センターを設置。１４圏域体制。) 

山形市では、包括的支援事業業務委託により実施しており、地域包括支援センターは山形市

からの委託を受けた社会福祉法人や医療法人が設置運営している。 

済生会なでしこ地域包括支援センター 地域包括支援センター大森 

社会福祉法人恩賜財団済生会支部山形県済生会 社会福祉法人山形 

所在地 山形市沖町７９－１ 所在地 山形市大字大森２１３９－１ 

担当地区 出羽、大郷、明治、千歳 担当地区 楯山、高瀬、山寺 

圏域人口 21,066 高齢化率 33.7 圏域人口 9,619 高齢化率 38.2 

高齢者人口 7,103  高齢者人口 3,678  

地域包括支援センター敬寿会 たきやま地域包括支援センター

社会福祉法人敬寿会 社会福祉法人山形市社会福祉事業団 

所在地 山形市五十鈴３－６－１７ 所在地 山形市大字岩波５ 

担当地区 東沢、鈴川 担当地区 滝山 

圏域人口 23,764 高齢化率 29.6 圏域人口 23,753 高齢化率 24.8 

高齢者人口 7,036  高齢者人口 5,880  

センター配置場所 

及び圏域内高齢者数

金井 ※（H31.4.1～） 



地域包括支援センターふれあい 山形西部地域包括支援センター

医療法人社団悠愛会 社会福祉法人山形市社会福祉事業団 

所在地 山形市桜田西４－１－１４ 所在地 山形市すげさわの丘４６ 

担当地区 第六 担当地区 
南山形、本沢、大曽根、 

西山形、村木沢 

圏域人口 13,777 高齢化率 28.5 圏域人口 17,624 高齢化率 31.2 

高齢者人口 3,928  高齢者人口 5,493  

篠田好生会さくら地域包括支援センター 地域包括支援センターかがやき

医療法人篠田好生会 医療法人社団松柏会 

所在地 山形市桜町２－６８ 所在地 山形市旅篭町１－７－２３ 

担当地区 第一、第二 担当地区 第三、第四、第九 

圏域人口 14,673 高齢化率 28.1 圏域人口 21,550 高齢化率 26.8 

高齢者人口 4,117  高齢者人口 5,781  

山形市社会福祉協議会霞城北部地域包括支援センター 山形市社会福祉協議会霞城西部地域包括支援センター 

社会福祉法人山形市社会福祉協議会 社会福祉法人山形市社会福祉協議会 

所在地 山形市城西町２－２－２２ 所在地 山形市城西町２－２－２２ 

担当地区 第七、金井 担当地区 第十、飯塚、椹沢 

圏域人口 31,606 高齢化率 27.8 圏域人口 15,986 高齢化率 29.9 

高齢者人口 8,777  高齢者人口 4,787  

蔵王地域包括支援センター 済生会愛らんど地域包括支援センター 

社会福祉法人妙光福祉会 社会福祉法人恩賜財団済生会支部山形県済生会 

所在地 山形市蔵王半郷石高７９－７ 所在地 山形市小白川町２－３－１ 

担当地区 蔵王 担当地区 第五、第八 

圏域人口 16,908 高齢化率 28.8 圏域人口 17,920 高齢化率 26.0 

高齢者人口 4,868  高齢者人口 4,665  

南沼原地域包括支援センター 山形市基幹型地域包括支援センター 

社会福祉法人山形公和会 社会福祉法人山形市社会福祉協議会 

所在地 山形市沼木１１２９－１ 所在地 山形市城西町２－２－２２ 

担当地区 南沼原 担当地区 

圏域人口 17,955 高齢化率 26.1 圏域人口  高齢化率 

高齢者人口 4,679  高齢者人口   

H30.4.1 現在

※担当地区をもたない



２ 地域包括支援センター 経営者会議 

【開催目的】 

     地域包括支援センターの運営方針や予算・人員体制に関わる事項、制度改正に伴う説明、

高齢者保健福祉計画の共有などについて協議する。 

【参加者】 

 各地域包括支援センター受託法人代表者、基幹型地域包括支援センター、山形市長寿支 

援課・介護保険課 

【平成３０年度の開催】 

開催日 協議内容等 

第１回 

１０月１０日 

・平成３０年度上半期の地域包括支援センター運営状況について 

・指定介護予防支援事業等の状況について 

・各センターの職員配置及び業務体制等について 

・地域包括支援センター評価事業の実施について 

・介護予防・日常生活支援総合事業及び介護保険事業の実施状況について 

第 2回 

１月２９日 

・平成３０年度地域包括支援センターの運営状況について 

・平成３０年度介護予防・日常生活支援総合事業実施状況及び介護保険事

業実施状況について 

・中核市への移行後について 

・山形市地域包括支援センター運営方針（平成３０～３２年度）について 

・平成３１年度山形市地域包括支援センターの運営体制について 

３ 地域包括支援センター センター長会議 

【開催目的】 

制度の周知と方針の共有、地域包括支援センターの共通課題についての検討、山形市から

の情報共有などを行う。 

【参加者】 

   各地域包括支援センター長、基幹型地域包括支援センター、山形市長寿支援課・介護保険課 

【平成３０年度の開催】

開催日 協議内容等 

第１回 

4 月１１日 

・長寿支援課・介護保険課各係の業務分担等について 

・長寿支援課等の地区担当及び地域包括支援センター等の職員について 

・平成３１年度一般介護予防事業について 

・元気あっぷ教室の空き状況について 

・居宅介護支援事業所等研修会の開催について 

・地域包括支援センター評価事業のスケジュールについて 

第 2回 

７月１０日 

・平成３０年度第１回山形市地域包括ケア推進協議会の開催結果について 

・平成２９年度地域包括支援センター相談実績等について 

・平成３０年度地域支援事業実施要綱等の主な改正点について 

・第７期介護保険事業計画期間における施設整備について 

・介護サービス利用負担割合の変更について 

・山形市「我が事・丸ごと」の地域づくり推進モデル事業の実施状況について 

・生活支援体制整備事業における第２層協議体について 

・総合事業実施状況について 

・各種会議等への委員選出について 



第 3回 

３月１９日 

・平成３０年度第４回山形市地域包括ケア推進協議会の開催結果について

・平成３１年度地域包括支援センターに関する業務委託契約事務等について 

・包括的支援事業業務仕様書における追加記載・変更事項(予定)について 

・地域包括支援センターの実績報告事務の簡素化について 

・平成３１年度介護予防・日常生活支援総合事業の推進について 

・平成３１年度自立支援型地域ケア会議の実施スケジュールについて 

・地区別主疾患データ等の提供について 

・平成３１年度各包括的支援事業の実施体制について 

・平成３１年度各包括的支援事業の事業計画について 

４  地域包括支援センター ブロック情報交換会 

【開催目的】 

     地域包括支援センター業務の円滑な遂行のために、３ブロック(北東、中央、南西)に分け、

日常的な情報共有、業務上の課題の共有などを行った。地域包括支援センターが主体となり、

各ブロック年６回程度開催した。 

５  機能別部会活動 

【開催目的】 

     地域包括支援センターの４つの機能(総合相談、権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメ

ント、介護予防ケアマネジメント業務)を向上・推進するために開催した。地域包括支援セ

ンターの業務上の課題について、専門性に基づき分析し、解決に向けた取組み等を行った。

【平成３０年度の開催】

名称 主な取り組み 

総合相談部会 
地域包括支援センター初任職員向けの研修や障害者相談支援事業所との合同

研修の企画・運営など、地域包括支援センター職員のスキルアップや他機関

との連携に向けた取り組みを行った。 

権利擁護部会
事例検討や情報交換により研鑽と連携を図り、関係者・住民へ虐待防止に係

る啓発について取り組みを行った。また、身寄りのない方への支援で課題と

なることを共有し、課題の整理と解決策の検討を行った。 

包括的・継続的ケアマネ

ジメント支援部会 

事例検討のスタンダード化と自立支援型地域ケア会議フォローのための作業

班に分かれ、地域包括支援センター職員のスキルアップや居宅介護支援専門

員の支援指導に活用するための手引きを作成した。 

介護予防ケアマネジメ

ント部会 

在宅生活を支援する知識を得るための研修の企画・実施、介護予防事業の取

組み状況の意見交換やケアマネジメントのスキルアップを図る取組みを行っ

た。 



６  自立支援型地域ケア会議 

【開催目的】 

     高齢者の自立支援に資するケアマネジメントの支援や高齢者の QOL の向上、介護給付の適

正化の取り組みに資することにより、医療・介護・住まい・生活支援等が一体的に提供され

る地域包括ケアシステム構築の実現を目指すために開催した。 

    また、会議を通して、地域包括支援センター及び居宅介護支援事業所の介護支援専門員の

スキルアップを図るとともに、検討事例を積み重ねることにより地域課題の把握につなげた。 

【参加者】

・コーディネーター：長寿支援課・介護保険課職員 

・事例提供者：地域包括支援センター職員、居宅介護支援事業所職員 

・助言者(薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士、歯科衛生士) 

【平成３０年度の開催】13 回 39 事例 

4/25 5/15 6/12 7/5 7/31 8/27 9/20 10/19 11/14 12/5 12/19 1/22 2/26 

７  地域ケア調整会議 

【開催目的】 

  包括的支援事業を担う多機関が把握・整理した地域課題のうち、多機関で共有して協議・

対応すべき課題について、解決に向けた方向性と役割分担等を協議し、一定の方向付けを行

った。 

【参加者】

各機能別部会代表者、おれんじサポートチーム、在宅医療・介護連携室ポピー、生活支援

コーディネーター、基幹型地域包括支援センター、山形市長寿支援課・介護保険課 

【平成３０年度の開催】 

2/13 



Ⅱ 各地域包括支援センターの活動



１ 済生会なでしこ地域包括支援センター 

◇ ネットワーク連絡会 

開催日 主な議題 

6月 21日 

・平成29年度 済生会なでしこ地域包括支援センター事業報告 

・平成30年度 済生会なでしこ地域包括支援センター事業計画 

・情報交換「高齢者を支える地域の取り組みについて」 

◇ 地区別ネットワーク会議 （民生委員懇談会） ４回 

◇ 地域ケア会議（個別事例に関するもの）    8 回 

◇ いきいきサロンへの参加        6 回 

◇ 地区役員定例会への参加 

千歳地区 出羽地区 明治地区 大郷地区

民生委員児童委員定例会 2回 2回 3回 1回

福祉推進会議（地区社協総会

を含む）
1回 1回 1回 2回

◇ 地区行事への参加 

千歳地区：文化祭、福祉協力員研修会、福祉協力員活動情報交換会、老人クラブ輪投げ

大会・輪投げ大会審判、冬季スポーツフェスタ・スポーツ輪投げ大会、民生

委員定例会 

出羽地区：文化祭、新春交歓会、福祉協力員研修会、福祉事業所連絡会、地区総会、民

生委員定例会

明治地区：文化祭、支え合い研修、福祉マップ作成研修会、地区総会、民生委員定例会 

大郷地区：文化祭、事務局会議、地区総会、地区社協福祉協力員研修会、福祉マップ更

新研修会、民生委員定例会

◇ センターだよりの発行 ４回 

総合相談業務1 



紹介したい取り組み

◇ 認知症サポータースキルアップ研修会（サポーター養成講座・徘徊模擬訓練）  3 回 

◇ 地域ケア会議の開催（ケアマネジャー支援に関するもの）      3 回

◇ 圏域内事業所研修会 

（介護支援専門員・サービス事業所合同会議、居宅介護支援事業所管理者交流会）  2 回 

◇ 地域密着型サービス事業所運営推進会議         20 回 

◇ 出前講座（介護予防関する内容、運動指導含む）      17 回 

事業名 認知症サポーター養成講座・徘徊模擬訓練 

事業の目的 
認知症についての正しい知識の普及と、認知症になっても安心して暮らせる

まちづくりに繋げる。 

事業概要 

成果または感想 

H30年度は当包括で初めて認サポ、徘徊模擬訓練開催。地区民生委員や医療機関、

周辺事業所、行政等をお呼びして開催したネットワーク連絡会にて、地域で認知

症サポーター養成講座を開催したいとの声が上がり開催に至る。発案者のグルー

プホーム職員はじめ、地域住民、生活支援コーディネーター、認知症初期集中支

援チームと企画。認サポと模擬訓練を抱き合わせで開催し、認知症について学び、

その内容を活かし実際に声掛け体験ができる内容となっている。 

権利擁護業務２ 

包括的・継続的ケアマネジメント業務３ 

介護予防ケアマネジメント業務４ 

① 認知症サポーター養成講座 

グループホームおおさと地域交流スペー

スにて開催。 

近隣住民（１７名）、グループホームおお

さと職員（５名）参加。 

② 徘徊模擬訓練 

グループホームおおさとや近隣小学校前、

集会所前にて実施。 

近隣住民（１６名）参加。 

グループホーム職員や包括職員が認知症

高齢者役を担い、屋外で実施に声掛け練習

を実施。 



２ 地域包括支援センター大森        

◇ ネットワーク連絡会 

開催日 主な議題 

2月 28日 
3地区合同・平成30年度 地域包括支援センター大森活動報告について 

・平成31年度 地域包括支援センター大森活動計画案について 

◇ いきいきサロンへの参加  10回 

◇ 地区役員定例会への参加  ３６回（地区民生委員協議会）

◇ 地区行事への参加 

高瀬地区：敬老祝賀会、地域福祉推進会議 

楯山地区：社会福祉協議会福祉部役員と福祉協力員との合同会議、福祉協力員研修会、 

      福祉推進会議 

山寺地区：社会福祉協議会福祉協力員研修会、振興会総会、老人クラブ総会、 

地区社会福祉協議会全体会議 

そ の 他：各地区三者懇談会参加  13回 

◇ センターだよりの発行  6 回 

◇ ホームページの掲載、更新 随時

http://www.sunshineoomori.jp/houkatsu/

（平成30年度リニューアル）

◇ 成年後見制度申立支援   0 回 

◇ 圏域内介護支援専門員連絡会（事例検討会、情報交換等）  1 回 

◇ 圏域内医療職連携会議 （情報交換会等）1 回 

◇ 圏域内介護職情報交換会 1 回 

◇ 個別地域ケア会議 4回  

包括的・継続的ケアマネジメント業務３ 

総合相談業務1 

権利擁護業務２ 



紹介したい取り組み

◇ 介護予防教室 （元気☆もりもり教室） ２回 

（1.お口若返り講座・2.いつまでも自分の足でどこまでも：フットケアについて） 

◇ 出前講座（介護予防に関する内容）  13回 

 （いきいき百歳体操・認知症についての講話）

事業名 協議体の立ちあげ（高瀬地区高齢者支援連絡会）

事業の目的 
地域の介護予防・生活サービス等を担う多様な事業主体等と情報共有及び連

携を行い、多様な日常生活上の支援体制の充実及び強化を図ること。

事業概要 

1.高齢者のみの世帯の外出ニーズについてアンケート実施 

2.地域資源シート作成、共有 

3.単身高齢者、高齢者夫婦の世帯の外出に関する調査 

4.地域にある社会福祉法人の地域交流事業について 

 ～施設送迎バスを使った高齢者買い物外出支援～ 

5.高瀬地区介護予防教室の運営について 

 ・二か月に1回を目途に会議を実施。 

 ・構成メンバー：振興会会長、副会長・地区社会福祉協議会会長、副会長 

         民生児童委員会長、副会長・福祉協力員代表 

         高瀬地区コミュニティセンター所長 

山形市社会福祉協議会・地域包括支援センター大森 

成果または感想 

地域住民と施設等が協働し、自分たちの高齢者施策について考えることが少

しずつ進んできていると感じる。住み慣れたまちで今後どのように生活をする

かは自分たちで考えなければならないとの意識が高まり、結果として協議体や

通いの場、サロン等の立ち上げにつながっているのではないだろうか。 

また、介護予防への意欲も高まりつつあり、地区の主催行事等にも参加者が増

えている現状もあり。場所や内容も踏まえ更なる検討が必要である。 

介護予防ケアマネジメント業務４ 



３ 地域包括支援センター敬寿会 

◇ ネットワーク連絡会 

開催日 主な議題 

３月1４日 平成３０年度の活動報告、次年度に向けて 

◇ 地区ネットワーク連絡会 

◇ いきいきサロン等への参加       ２３回 

◇ 地区役員定例会への参加  １０回 

◇ 地区行事への参加 

東沢地区： 東沢地区民生委員児童委員・福祉協力員研修会「福祉のしおりの説明」 

       東沢まつり  東沢地区地域福祉推進会議

鈴川地区： 鈴川地区単身高齢者ふれあい地域交流会 

       鈴川地区福祉協力員研修会「福祉のしおりの説明」 

        鈴川地区各ブロック三者懇談会、花楯１三者懇談会 

ことぶき荘運動教室、地域福祉活動センター「いきいき百歳体操」 

       鈴川コミュニティセンター「いきいき百歳体操」 

       鈴川地区地域福祉推進会議、チーム鈴川情報交換会 

◇ センターだよりの発行  ４回 

開催日 地区 主な議題 

７月１１日 東沢 ① 講演「高齢者の自動車運転について」 

② 講演「山形市の外出支援について」 

③ 講演「地域の移動手段の現状について」 

④ グループワーク 

１）車でどこへ出かけていますか？ ２）車が無くなったら？ 

３）今、私たちにできる外出支援とは 

７月１１日 鈴川 

11月28日 合同 ① パネルディスカッション 

 テーマ「“地域で生活したい”を支えるために 

～介護保険で出来ること・地域の力でできること～」 

 パネリスト 東沢地区社会福祉協議会 会長 阿部 忠夫氏 

       鈴川地区社会福祉協議会 会長 舟山 英雄氏 

       ソーレケアセンター花楯 主任介護支援専門員 奥山 妙子氏 

       敬寿園居宅介護支援事業所 主任介護支援専門員 伊豆田 匡氏 

オブザーバー 東沢・鈴川地区生活支援コーディネーター 石井 あや氏 

② グループワーク 

パネルディスカッションを受けて感想・情報交換 

総合相談業務1 



紹介したい取り組み

◇ 虐待防止の啓発       １回 

◇ 消費者被害防止の啓発講話   １回 

◇ 圏域内居宅介護支援事業所・小規模多機能型居宅介護事業所事例検討会  ２回 

◇ 管理者・主任介護支援専門員連絡会                           １回

（圏域内居宅の管理者、主任介護支援専門員・小規模多機能介護支援専門員参加） 

◇ ケアマネジャー交流会                                                １回 

◇ 介護予防教室       ４回         ◇通いの場の立ち上げ支援    ２回 

事業名 鈴川 まなびのひろば 東沢・鈴川地区合同ネットワーク連絡会 

事業の目的 鈴川地区福祉関係事業所紹介・勉強会 地区関係者・介護支援専門員の情報共有 

事業概要 

鈴川地区にある福祉関係事業所について地

域の方に理解を深めてもらい、地域で生活

する際に役立つ情報についての勉強会。『フ

ットケアセンター』『フランスベッド』『あ

ゆみケアセンター』の職員にそれぞれ講師

となっていただき、事業の内容や特性、制

度のことについてなど講話してもらった。 

今年度は『移動』に焦点をあて東沢・鈴川地区

ネットワーク連絡会を開催した。2 回目は両地

区合同開催とし、地域の介護支援専門員にも参

加してもらった。「地域で生活したいを支えるた

めに」をテーマにパネルディスカッションを通

し介護保険で出来ること・できないこと、地域

でやっていることをお互い情報共有する。 

成果また

は感想 

定期開催してきたチーム鈴川のメンバーか

ら上がった「自分たちをもっと地区住民に

知ってもらいたい、地区のために何かした

い！」という声をうけ、開催された。参加

者は関係者が中心であったが、お互いの事

業について理解を深める機会となった。 

パネルディスカッションとしたことで、理解し

やすく大変良かった、との声が多く聞かれた。

また、介護支援専門員から地域の活動について

知る機会がないので、このような機会があれば

また参加したいと地域との関係づくりに前向き

な意見が聞かれた。 

権利擁護業務２ 

包括的・継続的ケアマネジメント業務３ 

介護予防ケアマネジメント業務４ 



４ たきやま地域包括支援センター 

◇ ネットワーク連絡会 

開催日 主な議題 

6月 22日 

平成２9年度活動報告・平成30年度年間活動計画について 

山形市一般介護予防事業普及啓発事業 

 地域と事業所の連携について 

３月１4日 
「地域と事業所の連携」の取組報告 

次年度取り組みについて 

◇ いきいきサロン等への参加  32 回 

◇ 地区役員定例会への参加  10 回（民生委員児童委員協議会定例会） 

2 回（地区社会福祉協議会幹事会）

◇ 地区行事への参加 

滝山地区：福祉推進会議、福祉研修会、介護予防の集い（16回）、社会福祉協議会代議員総

会、福祉協力員研修会、花はな会（7回）等 

◇ センターだよりの発行    5 回 

◇ 認知症サポーター養成講座の開催 3回 

◇ 認知症サポーター懇談会       2回 

◇ 出前講座（高齢者虐待防止） 16回 

◇ 介護支援専門員連絡会（研修会、事例検討会等）２回 

◇ 介護保険サービス事業所連絡会          2回

◇ 介護支援専門員への個別支援   17回 

◇ 地域ケア会議               6回 

◇ ボランティア懇談会            1回 

◇ 認知症カフェ                4回 

総合相談業務1 

権利擁護業務２ 

包括的・継続的ケアマネジメント業務３ 



紹介したい取り組み

◇ 出前講座（介護予防に関する内容） 32回 

◇ 介護予防の集い     16 回 

◇ 通いの場の立ち上げ支援（体操指導・体力測定） 38回 

◇ 認知症予防教室・同窓会          6回 

事業名 ボランティア懇談会 

事業の目的 
滝山地区でボランテイアセンターに登録している方の活動状況について、地域の

方への理解を深め、新たな活動の醸成を図る。 

事業概要 
ボランティア活動者と認知症サポーターに参加してもらい、お互いの活動状況と

今後取り組みたいこと、包括の取り組みについて情報交換した。 

成果または感想 

地域の高齢者への声がけ活動や認知症カフェの内容の充実など、新たな取り組み

の提案がなされた。参加者からは「今後も自分にできる活動を続けていきたい」

という感想があがり、ボランティア活動に対する意欲向上に繋がった。 

事業名 医療機関連絡会 

事業の目的 
在宅高齢者の状況に合わせた切れ目ない支援を継続するため、薬剤師と介護支援

専門員が抱える課題や悩みを共有し、連携体制を構築する。 

事業概要 薬剤師と介護支援専門員の連携について討議し情報交換した。 

成果または感想 

薬剤師からは、介護支援専門員の役割について理解が深まった、介護支援専門員

からは、訪問看護と薬剤師の役割について理解できたという声があった。かかり

つけ薬局の普及や薬剤師の在宅支援の課題があがった。 

事業名 子ども高齢者見守りネットワークの構築 

事業の目的 
圏域内の介護サービス事業所と地域が連携し、子どもや高齢者が安心して暮らせ

る地域づくりを進める。 

事業概要 

児童数が多い滝山小学校、南小学校の学区にまたがる滝山地区で、圏域内の介護

サービス事業所に子ども 110 番連絡所を設置し、地域住民や小中学校、警察と

連携しながら、高齢者を含めた見守り体制を構築する。 

成果または感想 

介護サービス事業所が子ども 110 番連絡所として認知されることで、地域の住

民にとっても立ち寄りやすい場所になり、介護サービス事業所と地域との関係構

築につながる。また、子どもの見守り拠点が増えることで、犯罪の抑止につなが

ることも期待している。高齢者の見守り機能も含めた連絡所の設置、普及に向け

て取り組みを進めていく。 

介護予防ケアマネジメント業務４ 



５ 地域包括支援センターふれあい 

◇ ネットワーク連絡会開催 

開催日 主な議題 

１０月26日 

（第六地区 地域ケア会議も兼ねて開催）    

テーマ 「地域共生社会の実現に向けて・我が事丸ごとの地域づくり」 

① 市社協地域福祉部門 統括主幹 鈴木弘一氏より講演 

② 圏域内の高齢者関係、障がい者関係 児童関係者による意見交換 

３月１５日 

・平成３０年度 事業報告 

・平成３１年度 地域包括支援センターふれあい事業計画(案) 

について 

◇ いきいきサロン等への参加    ２２回

◇ 地区役員定例会への参加         １２回 

（民生委員児童委員協議会定例会） 

◇ 地区行事への参加 

第六地区：地区社会福祉協議会総会（事業開催に向けた会議等にも参加）福祉協力員研修会、 

老人クラブ総会、福祉推進会議、町内会総会、等 

◇ センターだよりの発行 ４回 

◇ 認知症サポーター養成講座     ４回 

◇認知症カフェ（ふれあいほっとするカフェ）  ２回 

◇ 消費者被害防止啓発ボランティア交流会  １回 

◇ 虐待防止の啓発(第六地区福祉関係交流会 )1回 

◇ 圏域内介護支援専門員連絡会・情報交換会  ６回 

◇ 圏域サービス事業所連絡会（ケアマネオープン参加含む） ４回 

◇ 医療関係者連絡会        １回

◇ 介護者交流会サポート        ４回

総合相談業務1 

権利擁護業務２ 

包括的・継続的ケアマネジメント業務３ 



紹介したい取り組み

◇ 介護予防教室（健口・栄養教室） ２回 

◇ 通いの場立ち上げ支援

２か所（シルバーコートなんぶいきいき体操広場 あいらぶ末広体操クラブ ）

◇ 出前講座（介護予防 認知症 栄養講話・・）    １８回 

事業名 ふれあい ほっとするカフェ  （認知症カフェ） 

事業の目的 

認知症になっても住み慣れた地域で暮らせるまち作りをめざし、日頃から認知症に関する話

題を話せる場所や認知症の方との交流を通して認知症への理解を深めて頂き、認知症は特別

のものではないという認識を住民の方に持って頂く。 

事業概要 

  認知症サポーター養成講座を修了した、第六地区の認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ活動希望者の皆さんに

H29 年交流会参加を呼びかけ、集まって頂いた方と勉強会やｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ入所者との交流会等

を重ねました。６名の有志（ｻﾎﾟｰﾀｰ男女３名ずつ）から認知症カフェを地域で立ち上げたい

との声が上がり、生活ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ、認知症初期集中支援チーム（こころ）、包括スタッフも加

わりH30年 12月 12日第１回目を開催。ｻﾎﾟｰﾀｰさんたちがそれぞれ司会、受付、カフェ・

ホスト役を決めて行いました。当日は39名の参加を頂き、 

総勢 51名と嬉しい悲鳴でのオープン（開店）でした。 

２回目はH31年 3月 15日ｻﾎﾟｰﾀｰ有志も8名に増え 

当日の参加者は総勢58名となりました。 

開催後毎回反省会を行い次回に活かしながら行ってきました。 

年４回四季ごとに行っていこうということで次回は 

６月 17日開催、手作りおもてなし菓子は水菓子です。 

成果または 

感想 

 認知症サポーターさんの活動の場でもある認知症カフェ。何度も話し合いを続け開催に至

った。初回開催では「認知症カフェとは」というコンセプトで広報を行った結果、第六地区

の各町内会長はじめ民生委員や福祉協力員が大勢集まってくれた。「私たちの地域でも認知症

カフェを開いてもらいたい。」との多くの声を頂いた。第２回目は一般住民向けで広報。２回

目の方は 15 名、初めての方は 27 名の参加を頂き認知症に関する地域の関心の高さに驚い

た。グループホーム入居者の参加者からは「施設での生活は私にとって楽ではない。今日は

五体満足の方と交流できて良かった。」との感想を頂き、認知症カフェは社会との交流の場に 

       もなることに気付かされました。 

認知症の人もその家族もごく普通に住み慣れた地域で

暮らし続け、お互い様の関係づくりに認知症カフェがそ

の役割の一端を担えれば良いと思っています。 

介護予防ケアマネジメント業務４ 



６ 山形西部地域包括支援センター 

◇ ネットワーク連絡会 

開催日 主な議題 

１１月２８日 
「地域全体で高齢者の日常生活を支えるために」

～地域と相談窓口の繋がりを求めて～

◇ 地区ネットワーク連絡会 

開催日 地区 主な議題 

７月１２日 南山形 報告：平成２９年度包括支援センター運営状況

情報交換

「地域全体で高齢者の日常生活を支えるために」

 ・平成３０年度地域への支援計画について

 ・社会資源情報の紹介と活用について

６月２７日 本沢 

７月５日 西山形 

７月１１日 村木沢 

７月２日 大曽根 

◇ いきいきサロン・通いの場への参加                     ４０回 

◇ 民生委員児童委員定例会/村木沢丸ごと相談会への参加   １９回 

◇ 地区関係者・住民向け研修会/会議/行事等への参加 ２８回 

◇ 主な地区行事への参加 

南山形：地域福祉推進会議、 福祉協力員研修会、福祉道場

本 沢：三者懇談会、福祉協力員研修、サロン座談会、買物バス交流会、相談員情報交換

西山形：地域福祉推進会議、福祉マップ研修会、サロン代表者会、自治推進員会議

村木沢：地域福祉推進会議、社会福祉部会/福祉協力員委嘱状交付式、敬老会
大曽根：地域福祉推進会議、福祉マップ研修会、文化のまつり、絆づくり事業

◇ はつらつ生活出前相談の開催（医療福祉情報） １２回（黒沢いこい荘/大曽根さわやか荘） 

◇ 西山形介護者サロン「いっぷぐ会」         １０回（集会所やコミセン） 

◇ 認知症カフェ   １２回（市営南山形住宅）    ５回（みこころの園南山形）

◇ 本沢地区元気もりもり応援隊活動支援      ７回 

◇ センターだよりの発行                 ４回 

総合相談業務1 



紹介したい取り組み

◇ 認知症サポーター養成講座の開催             ２回 

◇ 金融機関との情報交換（認知症への理解と対応等）        ３機関 

◇ 個別地域ケア会議の開催（ケアマネジャー支援等に関するもの）     １６回 

◇ 圏域内居宅連絡会（医療機関/民生委員/事業所/主任ＣＭとの情報交換） ５回 

◇ 介護支援専門員への個別支援                  12 件 

◇ 介護予防講座：西山形はつらつ元気教室（コミセン/地区共催） ３回  

大曽根認知症予防教室（こころ主催）        ６回

◇ 介護予防一般事業 (お口若返り講座)        6 回

事業名 南西部地区居宅介護支援事業所連絡会 

事業の目的 担当圏域内におけるケアマネジメント活動支援 

事業概要 開催頻度：年間４回開催のうちの３回目 

参加者：圏域内居宅介護支援事業所(５ヶ所)/小規模居宅介護事業所(２ヶ所) 

ケアマネ１５名/民生委員(５地区) ３２名、市/生支CO/基幹型/包括８名 

実施場所：本沢コミュニティセンター  

日時：平成３１年 2月 15日(金) テーマ：「生活サポート相談窓口の実践報

告から」情報提供、３つに分かれグループワーク実施。発表、まとめ。 

開始までの準備：幹事さん３名と包括と相談し、連絡会の内容の検討、当日の

進行について検討。 

成果または感想 

参加されたケアマネ、民生委員から、あまり生活困窮に関わるケースが少ない

ため、実感がわかないとの話が多く出され、普段の関わりの中で話題に上がる事

自体少ない事が分かりました。それでも中には、「就労しない子供を心配する親

（高齢者）の相談にのることもあるので、就労に関わる相談窓口があることが分

かって良かったです」「本就労前に、就労準備という関わりをしてくれるところ

も、安心して相談できます」「初めて知りました」と、沢山の意見を頂きました。 

この研修会を通じて、8050 問題に絡み、就労できない若い世代を含めた、

世帯全体を支えていく視点をもって、関わっていくことを学ぶ機会になりまし

た。また、今後の支援のひろがりを考え、関係者間の連携が大変重要になってく

るとの認識を共有することができました。 

今後も、こうした生活を支援することに関わる関係機関との交流となる機会を

これからも一緒に企画していきたいと考えています。 

権利擁護業務２ 

包括的・継続的ケアマネジメント業務３ 

介護予防ケアマネジメント業務４ 



７ 篠田好生会さくら地域包括支援センター 

◇ ネットワーク連絡会 

開催日 主な議題 

２月２５日 

・平成３０年度 当センターの活動報告 

・協議「個別地域ケア会議について」 

ケア会議の説明と実際の事例紹介を行い、グループワークにて理解を深める 

◇ 地区ネットワーク連絡会

開催日 地区 主な議題 

8月２２日 
第一 

テーマ「自分の地域を知り、これからの地域を考える」 

  ～国政調査からみえた第一地区の現状を知り、地域にある社会資

源（福祉施設等）と協力してできる取り組みを考えてみましょう～ 

① 国政調査のからみえた現状（情報提供） 

② 各施設の取り組みの紹介 

 グループワーク「町内の課題は？協力してできる取り組みは？」 

テーマ「地域と介護保険施設や事業所との連携について」 

① 各施設の紹介②地域の取り組みの紹介 

グループワーク 

「施設や事業所の機能と現状を知り、地域と施設・事業所で協力でき

る取組みを考えてみましょう」 

８月２１日 第二 

◇ 地域ケア会議（個別事例に関するもの）  ３回 

◇ いきいきサロンへの参加 １３４回 

◇ 地区役員定例会への参加 ６７回（民生委員協議会定例会 等）

◇ 地区行事への参加 

第 一 地 区：正副会長会、寿会総会、地区社会福祉協議会理事会、地区社会福祉協議会総会、

福祉協力員研修会、福祉推進会議、福祉懇談会、正副会長会新年会、各町内会行事

等 

第 二 地 区：福祉協力員研修会、地域福祉推進会議、第二地区高齢者・小学生のつどい、上町

第四町内会介護講座、双葉町寿会、地区社会福祉協議会総会、地区社会福祉協議会

事業打ち合わせ会、各町内会行事等

◇ 出前相談         ６９回 

◇ センターだよりの発行     ４回 

◇ 認知症サポーター養成講座の開催   １回 

総合相談業務1 

権利擁護業務２ 



紹介したい取り組み

◇ 地域ケア会議の開催（ケアマネジャー支援に関するもの）     １回 

◇ 圏域内居宅連絡会（医療機関/民生委員との情報交換会、事例検討会等）  ３回 

◇ 介護支援専門員への個別支援 １７件 

◇ 出前講座（介護予防に関する内容） １２回 

事業名 おれんじ カフェ さくら （第一地区認知症カフェ） 

事業の目的 第一地区住民の方々の健康維持・認知症予防を支援する。 

事業概要 

主催は当センターで、平成３０年１１月より開催。第一地区社会福祉協議会が共催。まな

び館百歳体操の後に、そのまま場所を借りて開催。オレンジサポートチーム、生活支援コ

ーディネーターと企画。内容は、認知症のミニ講座・脳トレ体操・音楽（ボランティアに

依頼）・談話。同時に専門職の相談窓口も開催。（わがごと・まるごと事業） 

成果または感想 

地区役員の方が会場準備を手伝い、地域の認知症サポーターの 

方もスタッフとなっている。約３０名の参加あり。住民の方々 

が認知症の理解を深めることにより、認知症の方が地域で安心し 

て生活できる。また、認知症予防に努め健康を維持していただけ 

ればと思う。 

事業名 すこだま元気塾 

事業の目的 第一、第二地区住民の方々の健康維持を支援する。 

事業概要 

今年度で２回目の開催。当センターが主催となり、企画・講師派遣調整等を行い、地区社

会福祉協議会が共催となっている。今年度第一地区はノルディックウォーク体験を公認イ

ンストラクターの指導の下に行った。第二地区は訪問看護ステーションの理学療法士から

指導を受けながら脳トレ体操を行った。 

参加者：一地区 ８名 二地区   ２１名参加。 

成果または感想 

ノルディックウォーキングについては「定期的に開催してほしい。」「姿勢も良くなり、歩

くのが楽で良かった。」と参加者からも好評を得た。脳トレ体操も「頭を使いながら体を

動かす事は難しかったが大変よかった」「また来年も実施してほしい」との意見が全体を

占めた。 

今後も地域の方の声を聞きながら内容に反映していきたい。 

包括的・継続的ケアマネジメント業務３ 

介護予防ケアマネジメント業務４ 



８ 地域包括支援センターかがやき 

◇ ネットワーク連絡会    

開催日 主な議題 

６月 21

日 

地区ネットワーク連絡会 合同開催とし、以下の内容で実施 

テーマ：地域でできる認知症高齢者支援について 

① 第 7期介護保険事業計画における認知症施策について 

 山形市 長寿支援課 地域包括支援係 

② 認知症初期集中支援チーム・認知症地域支援推進員の活動について

おれんじサポートチームえがお   

③ グループディスカッション・ＫＪ法による演習 

④ 出席者情報交換 

2月28日 

① 平成30年度 地域包括支援センターかがやき事業報告（中間報告） 

② 平成31年度 地域包括支援センターかがやき事業計画（案） 

③ 第 9地区 協議体設置にむけた準備状況について 

④ 出席者情報交換 

◇ 地区ネットワーク連絡会３回（6月21日に 3つの地区合同開催）

◇ 地域ケア会議（個別事例に関するもの） 8 回 

◇ 地区役員定例会への参加   ３回 

◇ 地区行事への参加（一部のみ記載）福祉協力員連絡会・研修会、地区社会福祉協評議員会総会、

地域福祉推進会議、地域福祉研修会・懇談会、北部公民館つながり支援講座等 多数

◇ センターだよりの発行   ４回 （4月・７月・１０月・１月発行） 

◇ 認知症サポーター養成講座の開催 2 回 （認知症地域支援推進員と連携） 

◇ 権利擁護相談 34件（新規相談として受付した相談のみカウント） 

延べ件数では、生活保護・生活困窮に関する相談が17件、虐待（疑い含）10件、成年後見制度

や福祉サービス利用援助事業に関するもの 8件 その他 2件となっている。虐待に関する相談

や生活保護など経済的理由に関する相談が昨年並みに推移している。慎重な対応が求められている

が、複合的な背景や問題につながるケースも多い。別の相談内容による訪問等で確認した場合の権

利侵害等が疑われる状態のものは、ここには含んでいない。（例として 介護保険の申請について

の相談があったものの実際に情報を集め訪問したところ、経済的に困窮していたなど） 

総合相談業務
1 

権利擁護業務
２ 



紹介したい取り組み

◇ 地域ケア会議の開催（ケアマネジャー支援に関するもの）    8 回 

◇ 圏域内介護支援専門員連絡会  4 回（連絡会・研修会） 

◇ 認知症カフェにおいて 住民との対話  月1回 各月２～5名程度のケアマネ参加 

 介護支援専門員研修会  

5/22  6/12  12/21  1/22

個別支援 

（介護支援専門員からの相談に対する対応） 

名称：・第1回圏域内介護支援専門員情報交換会 

・第 1回さくら、かがやき包括支援センタ

ー合同事例検討会 

・中央ブロック合同圏域内サービス事業所

連絡会 

・第 2回圏域内介護支援専門員情報交換会 

・第 2回さくら、かがやき包括支援センタ

ー合同事例検討会 

内容：・ランチミーティング 

・事例報告 

・インフォーマルサービスの活用について 

・高齢者虐待対応の流れについて 

・困難事例への対応の仕方について 

・ケアマネからの個別相談は3件と少数だった。

ケアマネ連絡会や研修会の際にケアマネ同士で情

報交換が活発に行われていることや、事業所内管理

者等に相談できる環境が整ってきたことも影響し

ていると思われる。また、個別地域ケア会議開催件

数は8件となっており、包括主催で、関係機関等

との支援チーム形成を早期に行ったことで、ケアマ

ネの個別支援に繋がっている。 

・対応の主なものは、個別ケースへの対応方法に

関することが多いが、その中でも精神疾患のある

高齢者や家族への対応、高齢者虐待や経済困窮、

認知症に関すること等相談が多く寄せられた。ま

た、相談内容も複雑かつ多様化しており、高齢者

に限らず、障がい者、精神疾患など多機関との連

携が欠かせないケースも年々増加している。 

「住民主体の通いの場」については平成２８・２９年度に引き続き、予防推進係及び生活支援コーディ

ネーターの協力を得て、立上げ支援・継続支援等を行なった。開催場所として、地域内の介護事業所な

どに場所の提供をお願いしている。住民が主体となって運営が継続的に行われている。 

◇ 介護予防教室  述べ 1477 名参加 ◇ 出前講座（介護予防に関する内容）51回 

◇「シニアライフをかがやかせるための仲間づくり・健康づくり講座」 

10 月～11 月にわたり全 4 回、様々な企画を実施し、多数の方々から参加いただき好評を得た。

アンケート結果の満足度も高かった。令和元年度も一部内容改変して実施予定。 

10/16  10/30  11/13  11/14 

・「最期の時まで自分らしく生きるために」～アドバンスケア・プランニング～

・「脳活性化トレーニング デュアルタスク」 

・「スマートフォン・タブレットを体験しよう！」 

・「スローエアロビックに挑戦！」～リズムに合わせて楽しく軽体操～ 

・「栄養を考えた簡単に作れる食事」 

・「たったひとつ変えるだけ！若返りメイクレッスン」 

・「参加者交流会」～みんなで楽しく交流しましょう～ 

包括的・継続的ケアマネジメント業務
３ 

介護予防ケアマネジメント業務４ 



９ 山形市社会福祉協議会 

霞城北部地域包括支援センター 

◇ ネットワーク連絡会 

開催日 主な議題 

６月１９日 

・平成2９年度 活動実績報告 

・平成2９年度 活動計画と支援計画について協議 

・ネットワーク交流会・医療連絡会の開催について協議 

１０月２３日 

・平成３０年度 上半期活動実績報告 

・個別地域ケア会議について協議 

・平成３０年度 下半期の活動について協議 

３月５日 
・平成３０年度 活動実績報告・支援計画と重点活動振り返り 

◇ 地区ネットワーク交流会 

開催日 地区 主な議題 

８月３０日 金井 

＜話題提供＞ 

① 「地域ケア会議について～住み慣れた地域での生活を継続してい

くために～」 

山形市基幹型地域包括支援センター 保健師 中館のり子氏 

事例提供し、地域の中でどう解決に向けるか 

＜グループワーク＞ 

＜グループ発表＞ 

② 圏域介護保険事業所PR 

８月２３日 第七 

＜話題提供＞ 

① 「地域ケア会議について～住み慣れた地域での生活を継続してい

くために～」 

山形市基幹型地域包括支援センター 保健師 中館のり子氏 

事例提供し、地域の中でどう解決に向けるか 

＜グループワーク＞ 

＜グループ発表＞ 

② 圏域介護保険事業所PR 

◇ いきいきサロンへの参加   ５回  

◇ 地区行事・会議への参加 

第七地区：福祉協力員ブロック代表者会議、地区社協評議員会、下条第１・第２・第３町内会・

清水町町内会・城西二区町内会三者懇談会、第七地区健康推進事業、福祉協力員研

修会、地域福祉推進会議、第七地区子育てサロン 

金井地区：地区社協評議員会、金井ふれあい広場実行委員会、新江俣町内会、陣場町内会三者懇

談会、地域福祉推進会議、福祉協力員研修会、民生委員児童委員定例会

総合相談業務1 



紹介したい取り組み

◇ 出前相談 ２回  

（金井コミュニティセンター文化祭・第七地区健康推進事業）

◇ センターだよりの発行 ４回             

（65歳以上高齢者宅全戸・公民館・コミュニティセンター     

・金融機関・医療機関・歯科医院・薬局・交番・介護保険事業所 

・ガソリンスタンド・コンビニエンスストアに配布）回覧板で周知 

◇認知症サポーター養成講座                １回 

◇介護支援専門員への個別支援      ４回 ◇ 地域ケア会議（個別事例に関するもの） ４回 

◇ 圏域介護支援専門員連絡会（霞城西部と合同）  ３回   ◇ 医療連絡会（霞城西部と合同）

◇ 金融機関連絡会（霞城西部と合同）

◇ 出前講座（介護予防に関する内容）  １７回

事業名 認知症カフェ 

事業の目的 

身近な場所で手軽に住民が通う場を作るとともに、認知症や介護予防を学べる機会に

もなり、地域住民の認知症に対する理解、認知症予防の意識の向上を図り健康寿命を

伸ばしていくことを目的とする。 

事業概要 

金井地区社会福祉協議会が主催し、医療法人社団 楽聖会、新江俣福祉懇談会、霞城

北部包括支援センターなどが協力し、こころのクリニック山形（デイケア楽聖倶楽部

内）でカフェを毎月１回開催する。簡単な体操や歌などの活動とおしゃべりをとおし

て、認知症や体力低下防止についての意識付けを行う。 

成果または感想 

地域関係者からが認知症について興味を持ち、いろんな関係者と協力しながらカフェ

という形態で気軽に通える場への期待があることが分かった。難しく認知症を学ぶの

ではなく、簡単な体操や日頃から参加者それぞれの認知症予防や介護予防に関する取

り組みをお互いの話を通して、刺激を受けることになっていた様子だった。一人では

なかなか継続して取り組み続けることが難しいという声もあり、定期的にみんなでお

茶を飲みながら、体操したりすることで、介護予防、認知症予防の意識を継続できる

のではと考えられる。 

権利擁護業務２ 

包括的・継続的ケアマネジメント業務３ 

介護予防ケアマネジメント業務４ 

金融機関窓口での包括支援セ

ンターPR活動 



１０ 山形市社会福祉協議会 

霞城西部地域包括支援センター 

◇ ネットワーク連絡会 

開催日 主な議題 

6月１３日 

・平成2９年度活動実績報告について 

・平成３０年度山形市地域包括支援センター運営方針について 

・霞城西部地域包括支援センター地域への支援計画について意見交換 

２月１３日 

報告（１）各地区のネットワーク連絡会実施状況 

  （２）各機関との連携の取り組み状況 

（３）地域ケア会議の活用 

（４）高齢者の自立支援に向けたケアマネジメントの推進 

（５）介護予防等について出前講座 

（６）認知症サポーター養成講座開催 

（７）介護支援専門員ケアマネジメント支援 

（８）第2層生活支援コーディネーターの活動報告 

事例報告と意見交換（低栄養について） 

   ・地域編、家族編の事例を受け、テーマに沿って意見交換 

◇ 地区ネットワーク連絡会 

◇ いきいきサロンへの参加  ４回    ◇ 地区役員定例会への参加  ２ 回 

◇ 地区行事への参加     31 回       

第十地区：町内会長民生委員児童委員福祉協力員合同研修会、地区社協総会、福祉協力員 

世話人会、福祉協力員代表者会、地域福祉推進会議、町内会長福祉懇談会 

認知症カフェ振り返りの会、城西一区三者懇談会

飯塚地区：地区社協評議員会、福祉協力員研修会、区長会議、三者懇談会、地域福祉推進 

会議、文化祭、ふれあいいきいきのつどい 

椹沢地区：地区社協総会、地区社協評議員会、地域福祉推進会議、文化祭、福祉協力員研修会 

開催日 地区 主な議題 

10月12日 

12月12日 

2月 13日 

第十 

≪1回目≫第十地区地域福祉推進会議の振り返り～町内会や地域でできること～ 

・意見交換（地域で行っている町内会活動、民生委員との連携について） 

≪2回目≫『住み慣れた地域で支え合い、健やかに生きがいをもって暮らせるまち

づくりをめざして』～高齢者の食事・・低栄養について考える～ 

第 1回第十地区ネットワーク連絡会での意見の整理 

（町内会と学校や施設とのつながりについて） 

・グループワーク 

≪3回目≫高齢者の食事・・低栄養について考える 

第一回、第二回で出された意見の整理（つながりから見えてきた課題について） 

10月17日 椹沢 

『低栄養について考える』 

話題提供：栄養バランス生活～老化を遅らせる～ 

・グループワーク 

11月１１日 飯塚 
『我が事まるごと地域づくり推進事業について』話題提供 

・グループワーク 

総合相談業務1 



紹介したい取り組み

◇ 出前相談 3 回 （ヤマザワ健康相談、第十地区我が事まるごと相談会） 

◇ センターだよりの発行 4 回 （秋号は全戸配布）

◇ 認知症サポーター養成講座の開催 5 回（山形二中、山形商業高、第十地区等）

◇ 出前講座（権利擁護に関する内容） １回（高齢者虐待、高齢者の運転免許更新について） 

◇介護支援専門員個別支援 ２８回 ◇介護支援専門員連絡会(霞城北部と合同) ２回

◇地域ケア会議          ５回 ◇包括中央ブロック情報交換会      1 回 

◇金融機関連絡会(霞城北部と合同) １回   ◇医療機関連絡会(霞城北部と合同)     １回 

◇介護者サロン<認知症カフェ〉  １回  ◇サービス事業所連絡会          １回 

◇地域福祉懇談会         3 回 

◇出前講座（介護保険制度、施設の種類）  ２回 

◇ 出前講座（介護予防に関する内容） ２２回

◇ 年２回体力測定の日程調整、測定補助 １回 

事業名 第十地区ネットワーク連絡会 

事業の目的 

賃貸アパートの多い第十地区では、一人暮らしの男性が低栄養で体調を崩し、状

態が悪化してから相談につながることが多くみられた。賃貸アパートの方は町内会

に未加入であったり、社会的な役割を持っていないことも多く、近隣との付き合い

も希薄なことが多い。そういった方の早期発見、地域での見守り、高齢者の低栄養

に関するリスクの理解の推進について、地域と様々な関係機関が連携を持つために

ネットワーク連絡会（3回）で課題の整理を行った。 

事業概要 

第1回：地域での見守り活動や民生委員との連携について協議。低栄養になり、体

調不良で発見される方は地域でのつながりが希薄な傾向があり、リスクが高い人が

多いことを共通認識した。 

第 2回：地域の方や学校、生協、福祉施設の方々と食を通じて地域とのつながりづ

くりについて協議。学校や生協、福祉施設との連携について話し合った。 

第 3回：2回の会議で出された課題から、今できることの抽出を行った。 

成果または感想 

・地区社協広報紙へネットワーク連絡会の活動報告、山商学生が考案した骨粗しょ

う症予防のふりかけのレシピの掲載を行った。各種団体と顔の見えるつながりがで

きた。 

権利擁護業務２ 

包括的・継続的ケアマネジメント業務３ 

介護予防ケアマネジメント業務４ 



平成 30 年度 蔵王地域包括支援センター活動報告  

◇ ネットワーク連絡会 

開催日 主な議題 

6月 27日 

・平成30年度事業計画等について 

・介護予防と健康寿命を延ばす町づくりを目指して 

～山形市 高齢者の健康と生活状況調査から～ 

3月 5日 
・平成31年度事業計画等について 

・介護予防と健康寿命を延ばす町づくりを目指して 

◇ 地域ケア会議（個別事例に関するもの） 5回 

（一人暮らしの認知症高齢者、精神疾患に関わる事例） 

◇ いきいきサロンへの参加     79 回（延べ1,446人参加）

◇ 地区社会福祉協議会理事会への参加  6回 

◇ 地区役員定例会への参加  １２回（民生委員児童委員協議会定例会）

◇ 地区行事への参加 

福祉のまち蔵王ふれあい集会、蔵王地区まつり、蔵王地区ボランティア懇談会、 

福祉協力員研修会、三者懇談会 等 

◇ センターだよりの発行   6回 

◇ 認知症サポーター養成講座の開催 3回 

◇ 出前講座（権利擁護に関する内容）  0 回 

◇ 地域ケア会議の開催（ケアマネジャー支援に関するもの）  4 回 

◇ 圏域内介護支援専門員連絡会（研修会、事例検討会等）  1 回 

◇ 出前講座（介護予防に関する内容）  ０回 

◇ 介護保険給付数（事業対象者、要支援 1及び 2認定者） 平成31年 2月実績192件

総合相談業務1 

権利擁護業務２ 

包括的・継続的ケアマネジメント業務３ 

介護予防ケアマネジメント業務４ 



紹介したい取り組み

事業名 蔵王地区まつりへの参加 

事業の目的 地域公益活動 

事業概要 救護係として参加。 

成果または感想 安全に楽しくまつりに参加してもらう体制づくりができた。 

事業名 蔵王地区高齢者ふれあい・いきいきサロンスタッフ懇談会 

事業の目的 高齢者ふれあい・いきいきサロンの活性化を図る。 

事業概要 蔵王地区内13ヵ所のサロンへ声がけ、担当者同士情報交換を行った。 

成果または感想 40名の参加をいただき有意義な情報交換の場になったと思われる。 

事業名 「認知症声がけ訓練」の実施～成沢第5町内会（高田自治会女性部）～ 

事業の目的 認知症高齢者の対応方法を学ぶ。 

事業概要
山形市認知症初期集中支援チームこころの協力を得て、認知症高齢者への対応を学

ぶ。 

成果または感想 
和やかな雰囲気で進行。その後の座談会では一人暮らしの高齢者が見守りを依頼す

るなど、近隣の協力体制を確認できたと思われる。 

蔵王地区高齢者ふれあい・いきいきサロンスタッフ懇談会 

認知症声がけ

訓練 

蔵王地区まつりへの参加

センターの活動状況 



１２ 済生会愛らんど地域包括支援センター 

◇ ネットワーク連絡会 

開催日 主な議題 

6月 2７日 

（第八地区） 

７月２６日 

（第五地区） 

・平成２９年度 済生会愛らんど地域包括支援センター事業報告 

・平成３０年度 済生会愛らんど地域包括支援センター事業計画 

・ネットワーク連絡会の開催方法について 

・今年度の活動内容や動向について 

⇒前年度までは、圏域内合同で開催していたが、平成３０年度より各地

区毎に開催した。一地域に不在となっていたネットワーク担当の医師を

推薦いただき新たに就任していただくことをはじめ、企画運営した。地

域毎に課題や困っていることなど違う状況があり、より密なネットワー

ク構築、連携をはかることができた

◇ 民生委員児童委員との懇談会 （第五・第八）        2回 

◇ 公営住宅高齢居住者に関する懇談会 

   県営あたご団地１回 市営小白川住宅１回 市営松原住宅１回 市営天満住宅１回 

◇ いきいきサロン・ふれあいサロン（高齢者のつどいの行事含む）への参加  １３回 

◇ 地区役員定例会への参加               １３回 

（民生委員児童委員協議会定例会、自治推進委員会、福祉協力員世話人会）

◇ 地区行事への参加 

第五地区：福祉協力員総会研修会、 福祉協力員研修会講師、地域福祉推進会議、町内会

会長総会、東部地区文化祭、新春交歓会、評議委員会、東部地区文化祭、単

身高齢者アンケート調査協力、施設見学会協力、福祉施設懇談会、福祉協力

員退任者懇談会、サロン立ち上げ・運営継続の支援 

第八地区：福祉協力員研修会、地域福祉推進会議、我が事丸ごと地域づくり推進事業、

課題整理推進委員会、地区社協主催介護予防健康講座（元気ハツラツ教室）

講師 地区社協主催高齢者のための健康教室、障がい者いきがいづくり事業、

自治会主催敬老会、芋煮会、評議委員会、東部地区文化祭、新春交歓会、サ

ロン立ち上げ・運営継続の支援 

◇ センターだよりの発行                  4 回

◇身元保証パンフレット配布、説明（民生委員児童委員定例会）

◇第五・第八地区民生委員児童委員懇談会 

「地域での見守り活動について～高齢者虐待～」虐待防止啓発、情報交換 

総合相談業務1 

権利擁護業務２ 



紹介したい取り組み

◇ 個別支援地域ケア会議の開催 ５回

◇ 介護支援専門員に対する支援困難事例への個別指導・相談対応    ４件

◇ 地域密着型事業所運営推進会議          ３事業所 ２ヶ月に１回開催出席 

◇ 地域密着型通所介護事業所運営推進会議  ５事業所 半年に１回開催出席 

◇ 住民の通いの場『貯筋クラブ』（「おたっしゃクラブ愛らんど」と統合）運営協力 

◇ 愛らんど健康講座（長寿支援課予防推進係介護予防教室重点圏域につき共催）  

内容：運動推進、食事指導、口腔健康、調理実習、認知症予防等 

全６回 参加延人数：９４名 

事業名 愛らんど健康講座（介護予防教室重点圏域） 

事業の目的 

健康講座は経年的に開催している事業であるが、第７期介護保険事業計画策定

におけるニーズ調査より、当圏域が健康リスクの出現率が高く、圏域内住民の

介護予防に関する意識の向上及び各リスク低下を目的に介護予防教室重点圏域

となったことをうけ、当該年度は長寿支援課予防推進係と共催し健康講座を開

催した。

事業概要 

対象： ６５歳以上の第五・第八地区住民（圏域内全体への介入） 

内容： ①介護予防 ②いきいき100歳体操実践 ③簡単調理の実習        

④認知症予防（ファイブコグ検査実施） ⑤食事と運動 ⑥口腔衛生 

各回とも①～⑥を組み合わせて全６回開催 

成果または感想 

延参加人数は94名、参加者平均年齢は77.02歳。最大で5回参加していただ

いた方もおり健康維持、介護予防への意識の高まりが感じられた。一方で参加

者のほとんどは同じ顔ぶれが多く、圏域内に広く健康維持意識の向上を周知す

るとともに、健康意識の変容行動等の評価指標については今後の検討課題であ

る。 

事業名 圏域内の多機関連携について 

事業の目的 
圏域内の地域包括ケアシステムの構築と推進のために地域の多機関（医療機関、

薬局、金融機関、郵便局、交番、コンビニエンスストア等）との連携をはかる。 

事業概要 

成果または感想 

・ネットワーク連絡会開催にあたり一地域に不在となっていたネットワーク担

当の医師を推薦いただき就任いただいた。ネットワーク医師の調整のため訪問

等をかさねることで、関係づくりがすすみ連携を図りやすくなった。 

・センター便りは生活支援コーディネーターと共に配布し、交渉してご了解い

ただいた医療機関等には複数部配布し設置、地域住民や来院した患者様に閲覧

していただいている。 

・今年度、県銀行協会常務理事様の協力を得、圏域内の金融機関（銀行、信金、

農協、郵便局、ATM設置個所）に訪問し包括の役割を説明しセンターだよりの

設置についてご理解をいただくことができた。結果複数の金融機関より地域住

民について相談や情報提供をいただく機会があり、関係構築につながった。 

包括的・継続的ケアマネジメント業務３ 

介護予防ケアマネジメント業務４ 



１３ 南沼原地域包括支援センター 

◇ ネットワーク連絡会 

開催日 主な議題 

９月１３日 

・介護予防・日常生活圏域ニーズ調査からみる南沼原地区の現状 

・南沼原地域包括支援センター平成 29 年度活動報告 

・生活支援コーディネーターがみる南沼原地区の現状 

３月７日 

・地域包括ケアシステム構築に向けて ～来年度からの取り組み～ 

・すべての住民が安心した生活を送れる南沼原を目指して 

  ～地域の中でできること～ 

◇ 地域ケア会議（個別事例に関するもの） 5 回 

◇ いきいきサロンへの参加（バスの乗り方講習会含） 36 回 

◇ 地区役員定例会への参加 36 回 

◇ 地区行事への参加

地区社会福祉協議会総会・役員会・懇親会、知って得する認知症講座、民生委員協議会・

三役会、地域福祉推進会議、町内会長との懇親会、福祉協力員研修会、沼木連絡協議会防

災訓練、ふれあいのつどい、各いきいき百歳体操、南沼原地区新年顔合わせ会、各町内会

の敬老会、南沼原地区はらっぱウォーキング、歌声喫茶 等 

◇ 地域団体の支援 「ずっともっと若者の会」 1 回  ◇ 出前相談 2 回 

◇ センターだよりの発行  4 回 ◇ Fａｃｅｂｏｏｋにて高齢者に役立つ情報の発信 168回 

◇ 認知症サポーター養成講座の開催  2 回  ◇ 認知症カフェ主催  11回   

◇ 脳いきいきふれあいカフェ参加 6回   ◇ 知って得する認知症講座 1回 

◇ 圏域内介護支援専門員管理者連絡会 9回 研修会、事例検討会等 ３回

◇ 圏域内小規模多機能管理者連絡会 4回 研修会、事例検討会等 ２回 

◇ 圏域内事業所連絡会 1回  ◇ 圏域内介護職員向け研修 1回 交流会 １回

◇ 圏域内クリニック訪問 50回 ◇ らくせいホール協議会 7回 

◇ 南館ふれあい協議会 2回 ◇ かえるの会の話し合い 6回

◇ 南沼原発生涯現役バリバリ講座   5 回  ◇ぴんぴん塾 50 回 

包括的・継続的ケアマネジメント業務３ 

総合相談業務1 

権利擁護業務２ 

介護予防ケアマネジメント業務４ 



紹介したい取り組み 

事業名 かえるの会(総合事業訪問Ｂ)の立ち上げ支援 

事業の目的 
長い「高齢者」と言うスパンを住み慣れた地域において楽しく安心して暮らせる

よう身近な生活支援のボランティア活動を行う。(かえるの会の事業計画引用) 

事業概要 

①支援内容：ごみ出し、草取り、障子張り、除雪(間口、片づけ)、お買物隊(みこ

ころの園通所介護事業所の地域貢献活動での送迎協力)等の支援 

②利用対象者：高堂及び近隣町内の 65歳以上の               

単身高齢者・高齢者のみ世帯等で、「身体状況に              

より支援が必要な方」「特別な事情により家族等              

の支援が受けられない方」                        

③現在利用料はなく、材料費・交通費等実費のみ負担             

【立ち上げ支援の経緯】 

 ごみ出しや草取りなどのニーズに対し、地域住民から支援をしたいという声が

あがり H30.8.23 に会が発足。「平成 30 年度山形市地域支えあいボランティア活

動支援事業」として、10月から活動開始。立ち上げの話し合いから、SC と包括も、

参加し、情報提供をしたり、活動について一緒に考えたりした。 

成果または感想 H30.10～H31.3 月の延べ利用数は 175 件。公的サービス対象外の方もかえるの会

の支援を受け、困りごとが解消されたり、自分でスーパーで買い物をすることが

でき、利用者にも支援者にも地域にもさまざまな効果が表れている。また、新た

な支援(掃除や話し相手)もしたいと声が上がっている。包括としては、SCと共に

今後も話し合いに参加し、継続支援を行う。 

事業名 らくせいホール南館（総合事業通所 B）の立ち上げ支援 

事業の目的 あかねヶ丘ケアセンターの移設に伴い、地域住民が交流・活動できるホールを楽

聖会が地域貢献として開放。そのホールの活用について、準備段階から協議体を

設立。 

事業概要 平成 31 年 3/21 に開所。 

・ホールの有効な活用を図るため南館第一、あかねｹ丘３、篭田３町内会役員が協

議体となり、ホールの活用の検討を行う。 

・ホールの利用は、３町内会及び子ども育成会等地域団体が主催する会議やイベ

ント等協議体が妥当と認めた場合に限り、営利目的では使用できない。 

① いきいき百歳体操（火・金/10～11 時） 

② 囲碁将棋麻雀の会（火・木/13～17 時） 

③ 趣味活動「結いの会（ゆいのかい）」 

*大人の塗り絵・本を読む会（月/13～17 時） 

*趣味の会<生け花等>（水/13～17 時） 

成果または感想 集会所がなかった近隣町内会にとっては、担い手など社会資源の発掘と同時に、

住民主体の活動の場ができたことで、今後も住民からの期待が大きい。各事業へ

の参加者が徐々に増えている。拠点がある事での効果が表れ始めている。包括と

SC は住民が主体的に活動を展開したり、参加していけるよう今後も協議会の話し

合いに参加し、芸工大生にも参加いただきながら、地域のニーズを伝えたり、企

画を一緒に考えていく。 



 山形市基幹型地域包括支援センター 

◇ 包括主催会議への参加  89 回 （打ち合わせ等 22回） 

ネットワーク連絡会、他各種連絡会、交流会、研修会、その他等

◇ 包括機能別部会の開催  43 回 （打ち合わせ等 35回） 

総合相談部会、包括的・継続的ケアマネジメント部会権利擁護部会、介護予防ケアマネジメント部会

◇ ブロック情報交換会１４回 （打ち合わせ等 14回）

南西ブロック情報交換会、中央ブロック情報交換会、北東ブロック情報交換会

◇ 市主催会議（包括関連への参加）  13回 （打ち合わせ等 1回）

センター運営者会議、センター長会議、センター情報交換会 等

◇ ヒアリング・定期訪問  １３８回 

ミーティング、センター内会議、業務会議 等

◇ 個別事例対応（同行訪問）  ３７回 （打ち合わせ等 3回） 

◇ 主催・共催研修会の開催  １４回 （打ち合わせ等 11回） 

◇ 地域ケア調整会議への参加 4 回 （打ち合わせ等 3回）

◇ 課題整理会議 2 回 （打ち合わせ 1回）

◇ ワーキングチーム 3 回

◇ 自立支援型地域ケア会議の支援 14 回 （打ち合わせ 40回） 

◇ 個別ケア会議への参加 10 回 （打ち合わせ 2回） 

◇ 在宅医療介護連携推進事業 22 回 （打ち合わせ 10回）

◇ 生活支援体制整備事業 167回 

◇ 認知症総合事業支援 17 回 （打ち合わせ 1回）

◇ その他機関 179 回 

◇ 総合事業事業所（通所、訪問） 13 回 （打ち合わせ 3回）

◇ その他事業所 38 回 （打ち合わせ 19回）

◇ 地域住民等への広報啓発活動  ４０回 （打ち合わせ 3回） 

  地区推進会議・地区活動参加・体力測定・サロン体操指導・他機関との調整 等 

◇ 職員の資質向上のための会議・研修会参加  55 回 

地域包括後方支援活動1 

地域課題把握・解決業務２ 

地域包括ケアシステム構築に関わる機関の主催する会議への参加３ 

事業所支援業務4 

その他5 



紹介したい取り組み 

事業名 包括的支援事業所合同情報交換会 

事業の目的 

当センターでは、地域包括ケアの構築や深化に向けて、地域包括支援センター

を中心に地域課題の抽出と整理を行うとともに、課題解決策の検討等に関する支

援の他、各機関の連携促進や情報等の共有を図るために取り組んでいる。なかで

も、包括的支援事業（以下、事業）に求められる活動は多岐にわたることから、

事業同士が協力し、より効果的で効率的な事業展開や連携を図ることが重要であ

るため、各事業の動きや考え方などを共有・情報交換する場として開催した。 

事業概要 

各機関の代表の方より山形市に提供する「今年度の振り返りと今後」をもとに、

今年度の活動やこれからの取り組み内容等の報告 

（１）長寿支援課 

  （２）地域包括支援センター（１３包括） 

  （３）第１層生活支援コーディネーター 

  （４）第２層生活支援コーディネーター（３ブロック） 

  （５）在宅医療・介護連携室「ポピー」 

  （６）認知症初期集中支援チーム、認知症地域支援推進員 

  （７）基幹型地域包括支援センター 

 会議時間内に「～各包括的支援事業において、来年度期待すること～アンケー

ト」を記入。包括的支援事業のより良い連携につながるよう次年度の事業計画の

参考いただけるよう、集約した内容について会議後各機関に送付した。 

当日は参集機関より100名近くの参加を頂き「各地区、他機関の取組みを聞

けてよかった。来年度事業への参考になった」等の意見をいただいた。 

事業名 第1回介護保険事業所連絡会代表者情報交換会 

事業の目的 

当センターでは、山形市で策定した第７期高齢者福祉計画で目指す「地域包括

ケアシステムの深化」に向けて介護保険事業所の更なる連携を促進するととも

に、それぞれの事業所がより自立支援にむけて事業を展開していくために、在宅

系の事業所連絡会の開催支援を行なっている。今年度全10団体の連絡会が組織

され、各連絡会が相互の開催状況について共有・情報交換を行い、さらなる連絡

会の連携のあり方について検討できる場として開催した。 

事業概要 

参集者：10団体から代表および副代表13名の出席を頂いた。 

訪問介護事業所連絡会、訪問入浴介護事業所連絡会、通所介護事業所連絡協議会、

通所リハビリテーション連絡会、訪問看護事業所連絡会、居宅介護支援事業所連絡

会、福祉用具貸与・特定福祉用具販売事業所連絡会、小規模多機能居宅介護事業所

連絡会、元気あっぷ教室事業所連絡会、おいしく栄養あっぷ訪問事業所連絡会 

報  告（１）山形市版 地域包括ケアシステムの姿について  

情報交換（１）平成30年度 介護保険事業所各連絡会活動状況について 

       各連絡会より開催状況について報告、および情報交換 

   （２）次年度の連絡会の開催について 

「平成31年度 各連絡会の年間予定」の提出について 

情報交換では複数の参加者から“栄養の課題”を感じる利用者がいるとの意見

が出され、栄養 C の更なる活用について確認されるなど、各連絡会間の連携に

ついても考える機会となった。 


