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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運営協議会

【概    要】 
介護保険法施行規則第 140 条 66 第 2 号ロに基づき、地域包括支援センターの適切、公正かつ 

中立的な運営の確保を目的に市町村に設置する会議であり、地域福祉関係機関、介護（予防）サ 

ービス提供事業者又はこれらのサービスに従事する者の職能団体、介護（予防）サービス利用者 

で構成する組織、地域における権利擁護及び相談事業などを担う職能団体、介護保険の第一号被 

保険者及び第二号被保険者、医療・保健・福祉に関する知識経験を有する者からなる委員により 

構成されている。 

【平成２９年度の開催】

開催日 協議内容 

6 月 1 日 

・センターの設置者が指定介護予防支援に係る業務の一部を委託することができる

指定居宅介護支援事業者の承認に関することについて 

・地域密着型サービス事業所の指定更新に係る山形市地域包括支援センター運営協

議会での取り扱いについて 

・地域包括支援センターの運営状況について 

・平成 28年度整備施設の状況について 

１２月１４日 

・地域包括支援センターの運営状況について 

・次期高齢者保健福祉計画及び第７期介護保険事業計画（素案）について 

・市長が指定地域密着型（介護予防）サービス事業者の指定を行おうとすることに

ついて意見を述べることについて 

・センターの設置者が指定介護予防支援に係る業務の一部を委託することができる

指定居宅介護支援事業者の承認に関することについて 

・山形市地域包括ケア推進協議会（仮称）の設置案について 

・地域包括支援センターの評価事業（案）について 

３月１日 

・次期高齢者保健福祉計画・第 7期介護保険事業計画について 

・指定介護予防支援事業の人員、設備及び運営に関する基準等の改正について 

・指定密着型サービス(介護予防サービス)事業の人員、設備及び運営に関する基準

等の改正について 

・平成 29年度地域包括支援センター運営状況について 

【運営協議会委員名簿】 

所  属 氏  名 

山形市社会福祉協議会 長岡 芳美 

山形市民生委員児童委員連合会 千葉 幸悦 

山形市医師会 根本 元 

山形市歯科医師会 小関 陽一 

山形市薬剤師会 佐伯 和毅 

山形県看護協会 鈴木  郁子 

山形県老人福祉施設協議会 田邉 美智子 

山形県介護支援専門員協会山形地区支部 丹野 克子 

認知症の人と家族の会山形県支部 岡崎 とし子 

山形県社会福祉士会 柴田 邦昭 

山形市老人クラブ連合会 亀谷 千代子 

山形市健康づくり運動普及推進協議会 大嶋 民代 

宮城学院女子大学学芸学部発達臨床学科教授 熊坂 聡 
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霞城北部

霞城西部 

なでしこ 大森 

かがやき

愛らんど 
さくら

山形西部 敬寿会 

南沼原 

たきやま 

蔵王 

ふれあい 

２ 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の地域包括サービス圏域に分け、

各圏域に「地域包括支援センター」を設置している。

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。 

また、地域包括支援センターの効率的かつ効果的な運営を図るために、各地域包括支援セン

ター間の情報共有や連絡調整、研修会の企画、各地域の地域包括ケアシステムの構築に向けた

課題の抽出及び解決のための対応策等に対する支援を行う「山形市基幹型地域包括支援センタ

ー」を平成２７年４月１日より配置している。 

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 21,177 高齢化率 33.1 圏域人口 9,771 高齢化率 37.2 

高齢者人口 7,020  高齢者人口 3,638  

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 山形市大字妙見寺５００－１ 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 23,823 高齢化率 29.0 圏域人口 23,859 高齢化率 24.1 

高齢者人口 6,910  高齢者人口 5,754  

センター配置場所 

及び圏域内高齢者数

※(H30.4.1～) 敬寿会 

※平成３０年度より山形市五十鈴３－６－１７に事務所移転 
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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 13,810 高齢化率 28.1 圏域人口 17,605 高齢化率 30.7 

高齢者人口 3,883  高齢者人口 5,409  

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 14,740 高齢化率 27.6 圏域人口 21,521 高齢化率 26.6 

高齢者人口 4,070  高齢者人口 5,715  

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 31,754 高齢化率 27.4 圏域人口 16,073 高齢化率 29.4 

高齢者人口 8,691  高齢者人口 4,727  

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 17,042 高齢化率 28.0 圏域人口 18,010 高齢化率 25.8 

高齢者人口 4,769  高齢者人口 4,646  

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 18,005 高齢化率 25.5 圏域人口  高齢化率 

高齢者人口 4,590  高齢者人口   

H29.4.1 現在

※担当地区をもたない
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３ 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２９年度の開催】

開催日 協議内容等 

第 1回 

10 月 18 日 

・平成２９年度上半期の各センター運営状況について 

・各センターの職員配置及び業務体制等について 

・介護予防日常生活支援総合事業の実施状況について 

・日常生活圏域ニーズ調査結果等について 

・センターの運営上の諸課題について ～ヒアリング結果より～ 

・第７期介護保険事業計画の概要（素案）と地域包括支援センターの運営について 

第 2回 

1 月 23 日 

・認知機能が十分でない方への出張法律相談について 

・平成２９年度地域包括支援センターの運営状況について 

・平成３０年度山形市地域包括支援センターの運営体制について 

・指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正について 

・地域包括支援センター運営業務自己点検について 

・山形市地域包括支援センター運営方針(案)について 

４ 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

の情報提供などを行う。 

【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２９年度の開催】

開催日 協議内容等 

第 1回 

4 月 11 日 

・長寿支援課各係の業務分担等について 

・長寿支援課、生活支援コーディネーター、おれんじサポートチーム等の地区担

当及び地域包括支援センターの職員について 

・指定介護老人福祉施設等の特例入所について 

・平成 29年度の会議・研修体系及び年間スケジュール（案）について 

第 2回 

7 月 4 日 

・第 1回山形市地域包括支援センター運営協議会について 

・地域包括支援センター機能別部会の進捗状況について 

・全国介護保険担当課長会議（H29.7.3）資料について 

・在宅医療介護連携推進事業について 

・仮称）山形市「我が事・丸ごと」の地域づくり推進モデル事業について 
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第 3回 

3 月 13 日 

・第 3回地域包括支援センター運営協議会について 

・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 30年度の業務委託契約について 

・平成 30年度の地域包括支援センターの各種会議について 

・一般介護予防事業及び通所型サービスＣの変更点について 

・平成 30年度自立支援型地域ケア会議の実施スケジュールついて 

・平成 30年度の各包括的支援事業の実施体制について 

・総合事業Ｂ型実施団体について 

5 地域包括支援センター 情報交換会 

【開催目的】 

    活動状況の情報共有や連絡事項の伝達、情報交換を行う。 

【参 加 者】 

各地域包括支援センター、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２９年度の開催】

開催日 協議内容等 

第 1回 

9 月 6 日 

・山形市地域支え合いボランティア活動支援補助金について 

・愛の一声運動について 

・山形市地域版退院支援フロー図について 

・総合事業に係る類型について 

・弁護士の個別地域ケア会議派遣について 

・認知症初期スクリーニングシステム「これって認知症？」の導入について 

・各ブロック情報交換会の実施状況について 

第 2回 

12 月 26 日 

・指定介護予防支援事業所の指定（更新）手続きについて 

・第 7期介護保険事業計画について 

・課題の整理及び進捗状況について 

・各ブロック情報交換会の実施状況について 

6 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(南西、中央、北東)に分け、

日常的な情報共有、業務上の課題の共有、自立支援型地域ケア会議後のフォローアップなど

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回程開催した。 

ブロック 主な取り組み

南西 
自立支援型地域ケア会議について情報交換・協議し、今後よりよい会議とする

ための検討を行った。 

中央 
各地域包括支援センター・生活支援コーディネーターの地域活動について情報

共有し、今後の活動の質の向上につなげた。 

北東 

包括・居宅・薬局連携勉強会を開催し、服薬管理、薬局との連携のあり方につ

いて検討した。情報交換を行うことで地域包括支援センターと薬局の連携体制を

構築することを目的として開催した。 
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７ 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、解決に向けた取り組み等を行った。 

【平成２９年度の開催】 

名称・日時 主な取り組み 

総合相談部会 

6/9  8/3  10/2 

12/4 2/1 

市内の多機関（おれんじサポートチーム、山形市福祉まるごと相談員等）

と連携した支援体制構築のために情報共有を行い、他制度・分野（障がい福

祉）との合同勉強会を実施するなど、様々な機関とより連携を深めていくた

めの検討や取り組みを行った。 

権利擁護部会 

 5/18   6/14  7/20 

  8/17   9/21  10/19 

11/16  12/21  2/15 

3/15 

 高齢者虐待対応ハンドブック、権利擁護活用ハンドブックの見直し、多機 

関（成年後見センター等）との情報交換を行うなど、高齢者の権利擁護に関

わる検討や取り組みを行った。 

包括的・継続的 

ケアマネジメント部会 

5/22  6/29  7/12 

 9/19  10/19  11/21 

12/21  1/18  2/21

 居宅介護支援事業所等の介護支援専門員への直接的、間接的な支援につい

て、機能の再確認、各地域包括支援センターで行う取り組みの共有から地域

包括支援センター職員のスキルアップを図り、高齢者への包括的および継続

的な支援に関わる検討や取り組みを行った。 

介護予防 

ケアマネジメント部会 

5/16  6/20  7/18 

 9/19  10/17  11/21 

12/19  1/15  2/20 

3/20 

山形市で実施されている介護予防に関わる事業・取り組みについて、サ

ービス内容と利用の在り方や、介護予防についての住民への啓発について

など、重度化防止に関わる取り組みのより効果的な推進についての検討や

総合事業のマニュアルフロー作成などの取り組みを行った。 
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８ 地域包括支援センター 全体会 

【開催目的】 

地域包括支援センター全職員で共有すべき事項について、報告及び協議する。 

【参 加 者】 

各地域包括支援センター全職員、基幹型地域包括支援センター、山形市長寿支援課 

【平成２９年度の開催】

開催日 協議内容等 

4 月 28 日 

・山形市版「我が事・丸ごと」の地域づくり推進事業（モデル事業）について

・平成２８年度の地域包括支援センター活動実績について

・総合事業の実施状況について 

・ブロックの代表の選出及び今後の進め方について 

・機能別部会の代表の選出及び今後の進め方について

9 山形市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。 

  平成２９年度は１回の開催につき３事例検討し、合計１３回３９事例の検討を行った。 

【参 加 者】 

・コーディネーター：長寿支援課・介護保険課職員、基幹型地域包括支援センター職員

   ・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介護支援専門員 

 ・居宅介護サービス事業所等 

・助言者 

【平成２９年度の開催】  

4/26  5/19  6/6  7/5  7/24  8/30  9/13  10/11  11/8  12/7  12/20  1/25  2/14
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１０ 山形市課題整理会議 

【開催目的】 

部会活動や自立支援型地域ケア会議、地区ネットワーク連絡会、日常業務などを通して把

握した課題の整理を行った。課題によって、地域ケア調整会議や機能別部会など解決の場へ

つなげた。 

【参 加 者】 

    各機能別部会代表、基幹型地域包括支援センター、山形市長寿支援課 

【平成２９年度の開催】 5/12  6/16  7/28  9/25  11/30  1/30 

１１ 山形市地域ケア調整会議 

【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、山形市居宅介護支援事業所連絡会代表者、福祉まるごと相談員、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２９年度の開催】 6/28  2/19   

主な課題の進捗状況 

課題 対応等 

医療・介護の連携促進

と退院支援の円滑化 

退院支援フローの普及啓発に向け、説明会や研修会を開催した。また、市と

ポピーで市内１２病院の看護部、退院支援部署等へ訪問し、情報共有や退院

支援フローの説明を行った。 

精神疾患が懸念され

るケースへの対応 

精神保健に関係する機関の役割と連携のあり方を確認、今後引き続き検討・

協議していく。 

服薬管理の支援 
薬剤師会等と服薬管理に関するアセスメントや連携等の課題共有の上、今後

山形市で開催する居宅介護支援事業所研修会のテーマとする。 

ごみ屋敷の環境整備 
ごみ屋敷の実態を把握するためのアンケート調査を行った。集計結果をまと

め、今後、山形市地域ケア調整会議等で協議する。 
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Ⅱ 各地域包括支援センターの活動
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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 22日 

・平成28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29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「高齢者を支えるために 関係機関の紹介と情報共有」 

◇ 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）    3 回 

◇ いきいきサロンへの参加        13 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 4回 4回 1回

福祉推進会議 1回 0回 １回 1回

◇ 地区行事への参加 

千歳地区：老人クラブ輪投げ大会、冬季スポーツフェスタ、民生委員定例会 

福祉協力員研修会、文化祭、新春交歓会、老人クラブ総会 

ミニスポーツレクレーション大会、 

出羽地区：高齢者の集い、文化祭、新春交歓会、福祉協力員研修会、地区総会、民生委員定例

会 

明治地区：文化祭、明治地区介護者激励会、民生委員定例会 

大郷地区：文化祭、地区総会、福祉協力員研修会、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 
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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   ２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）      2 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）   １回 

◇ 地域密着型サービス事業所運営推進会議         23 回 

◇ 出前講座（介護予防関する内容、運動指導含む）      24 回 

事業名 ① 民生児童委員懇談会（4地区別） ②ながいき元気くらぶ 

事業の目的 
① 地域の高齢者を支えるために、情報交換や地域の課題について話し合う。 

② 専門職による介護予防の取り組みを通し、高齢者の健康づくりと交流を図る。 

事業概要 

成果または感想 

平成２８年度より地区毎民生児童委員懇談会を開催。地域で暮らす住民の問題や

課題が出され、相談につながる事例も多く、連携を持つ上でも重要な会となった。

「ながいき元気くらぶ」は圏域内高齢者の介護予防教室で、テーマにより 20 名

程度の高齢者が参加。回を重ねる度に参加者同士の交流も図れる内容となってい

る。送迎はないが、徒歩や自家用車等で参加されている。 

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 民生児童委員懇談会（4地区別） 

Ｈ29年5月 9日 出羽地区（13名） 

Ｈ30年2月 1日 大郷地区（16名） 

Ｈ30年2月 2日 千歳地区（18名） 

Ｈ30年2月 6日 明治地区（12名） 

各地区コミュニティーセンターにて 

② ながいき元気くらぶ 

Ｈ29年9月～１２月 ながまち荘にて 

月１回開催(全４回) 

運動と園芸療法、臨床美術、レクリエーシ

ョン、栄養講座等の体験型教室。 

対象者：圏域内高齢者で希望者の方 

   20名限定（会場、材料の関係） 
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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 

8月 22日 ・高瀬地区「高瀬の宝物」：参加者60名 

9月 15日 ・山寺地区「移動手段について」：参加者：29名 

11月 10日 ・楯山地区「サロンを立ち上げる」：参加者：40名 

2月 28日 
3地区合同・平成29年度 地域包括支援センター大森活動報告について 

・平成30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（介護者を囲む会） 

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：各地区会議  13回 

◇ センターだよりの発行  １２回 

◇ ホームページへの掲載 毎  月 

http://s-oomori.jp/publics/index/9/ 

◇ 認知症サポーター養成講座の開催

総合相談業務1 

権利擁護業務２ 
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紹介したい取り組み

◇ 圏域内介護支援専門員連絡会（事例検討会、情報交換等）  2 回 

◇ 圏域内医療職連携会議 （情報交換会等）1 回

◇ 地域ケア会議 1回 

◇ 介護予防教室 元気☆もりもり教室  ２回 

◇ 出前講座（介護予防に関する内容）  8 回 

事業名 圏域内医療連携会議 

事業の目的 

高齢者が住み慣れた地域で自分らしい生活が続けられるよう、地域における

医療と介護の関係機関が連携して包括的かつ継続的な在宅医療を提供でき

る体制づくり。               

事業概要 

1. 介護保険施設等の看護職に期待されること 

 ～日本看護協会での研修の伝達講習～ 

2. グループワーク 

  「在宅医療を必要としている人の受け入れについて」 

参加者：圏域内施設の医療機関の医療職（看護師）・市役所長寿支援課職員 

    基幹型包括支援センター職員：18人 

成果または感想 

県立病院やクリニックや施設との看護職が顔のみえる関係を構築し、専門職な

らではの課題や情報の共有を図ることができた。結果として、医療処置などの専

門的な話は、直接連絡を取り合うことができるようになった。来年度は医療と介

護の連携会議を予定しており、更なる連携が取れるようにしていきたい。 

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 
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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1５日 平成 2９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 

開催日 地区 主な議題 

6月３０日 鈴川 

①講演「山形市における我が事・丸ごと地域づくり」 

山形市福祉まるごと相談員 高村尚美氏 

②グループワーク「私の地区でがんばっていること」 

７月２１日 東沢 

①「なぜ今介護予防が必要なのか」 

②東沢地区の介護予防の取組紹介 

③グループワーク「私の地区でがんばっていること」 

１月１７日 鈴川 

①「なぜ今介護予防が必要なのか」 

②鈴川地区の取り組み紹介 

③グループワーク「今、地域に何が必要か」 

１月２７日 東沢 

東沢地区地域福祉推進会議と共催 

①講演「〝我が事・丸ごと″について」 

 山形市福祉まるごと相談員 齋藤竜也氏 

②グループワーク「講演を聞いての意見・感想など」 

③話題提供「おらが地区の〝我が事・丸ごと″について 

 滑川住宅自治会 会長 阿部忠夫氏 

◇ いきいきサロンへの参加        ５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」 

       東沢地区福祉協力員研修会「認知症サポーター養成講座」 

       東沢まつり、民生委員と福祉協力員と障がい者のネットワーク 

       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 

鈴川ふれあい学級・ウェルシア薬局「認知症サポーター養成講座」 

      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 

総合相談業務1 
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紹介したい取り組み

◇ 認知症サポーター養成講座の開催 ３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   1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 チーム鈴川（鈴川地区福祉関係事業所連絡会） 和合おしゃべりサロン（通いの場の立ち上げ支援）

事業の目的 鈴川地区の事業所間のネットワークづくり 住民の介護予防の取組みの推進 

事業概要 

鈴川地区にある福祉関係事業所の代表が定

期的に集まり、自分たちの事業所の取組み

についての情報交換や、鈴川地区の「我が

事・丸ごと地域づくり」の中で、事業所と

してどんな活動が出来るか等について話し

合いを行っている。現在は、地区住民が活

用できる鈴川地区内の事業所の情報の取り

まとめやマップ作りを検討している。 

6 月の鈴川地区ネットワーク連絡会で、和合町

の民生委員さんより「他地区の様々な取り組み

を聞き、自分達の町内でもサロンを立ち上げた

いと思うがどうすればよいか」との相談を受け、

生活支援コーディネーターと協力し立ち上げの

支援を行った。運営や広報、内容について町内

の役員の皆さんと話し合いを行い、9 月に第 1

回おしゃべりサロンを開催。参加者からは「こ

ういう場を作ってくれるのを待っていた！」と

の声が聞かれ、現在も大盛況となっている。 

成果また

は感想 

これまでは事業所が集まる機会がなく、ま

た高齢者と障がい者の事業所ではなかなか

接点がなかった為情報交換の良い機会とな

った。参加者それぞれが事業所として地域

に貢献したいという気持ちを持っており、

活発な意見交換の場となっている。 

ネットワーク連絡会に参加し他地区の取組を聞

いてもらったことで、自分達の地域でもこうい

った事が出来るかもしれないと声を上げてもら

った事は、大きな成果と感じている。 

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 
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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 

７月2１日 

平成２８年度活動報告・平成２９年度年間活動計画について 

地域の強みを活かした支え合い活動について 

 「我がごと・丸ごとの地域づくり」 

３月１２日 

活動報告・意見交換 

（１） 滝山絆づくりの会の取り組み 

（２） 住民主体の通いの場の立ち上げについて 

（３） 介護保険事業所連絡会 

◇ いきいきサロンへの参加  29 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） 

6 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、社会福祉協議会代議員総会、福祉協

力員研修会、花はな会等 

◇ 出張相談（いきいき健康サロン） 12 回 

◇ あんしん生活お助け処（社会資源情報）発行

◇ 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（滝山小学校） 

◇ 出前講座（高齢者虐待防止）  15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        

◇ 出前講座（介護予防に関する内容）   29回 

◇ 介護予防の集い     17 回 

◇ 住民主体の通いの場の立ち上げ支援 いきいき百歳体操、コグニサイズ             

６ヶ所立ち上げ

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 
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紹介したい取り組み

事業名 認知症サポーター懇談会 

事業の目的 

認知症の方とその家族が見守りや支えを受けながら安心して暮らし続けられる

地域づくりのために、滝山地区の認知症サポーターや専門機関との関係づくりの

機会とする。滝山ほっこりカフェ等、認知症の支えあいの取り組みに協力を依頼

する。 

事業概要 認知症サポーターとの連携強化と認知症支えあいの取り組みへの協力依頼 

成果または感想 

サポーターの皆さんに、できる範囲での活動協力を依頼したところ、「趣味やボラ

ンティアの活動を生かしたい」、「介護経験をもとに協力したい」等の声をいただ

いた。その後開催した滝山ほっこりカフェでは、音楽療法の講師や介護者の話の

聞き手として和やかな雰囲気づくりに協力いただいた。 

事業名 サービス事業所と連携した住民主体の通いの場の立ち上げ支援 

事業の目的 

圏域内のサービス事業所から開催場所の提供や職員の協力を得て、住民主体の通

いの場を立ち上げ、継続に向けて支援する。また、通いの場の立ち上げを機にサ

ービス事業所と地域との関係構築も目的としている。 

事業概要 
サービス事業所と連携して、住民主体の通いの場の立ち上げを支援するととも

に、地域と事業所との関係構築を図る。 

成果または感想 

身近に集会所や公民館がない町内会が、事業所から場所の提供を受けたことで住

民が通いやすくなり、体操会の継続開催につながった。また、地域貢献の機会を

探る事業所にとっては、地域との関係づくりのきっかけとなった。今後も立ち上

げに向けて、生活支援コーディネーターと共に地域の実情に合わせて支援してい

く。 

センターの活動状況 

認知症サポーター養成講座 サービス事業所と連携した通いの場 
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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２日 

・第六地区 地域ケア会議    

テーマ 「高齢者や障がい者等が安心して外出できる支援体制」 

① 基幹型地域包括支援センター 

② 第一層生活支援コーディネーターより 

「第六地区の交通手段の現状と課題について」話題提供 

③ 意見交換 

３月１３日 

・平成2９年度 事業報告 

・平成３０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    ３０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１２回 

◇ 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     ５回 

◇ 認知症サポーター交流会      ４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           1 回 

◇ 圏域内介護支援専門員連絡会（研修会、事例検討会等）  ７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） ２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 
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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（シルバーピュア 三日町2区）

◇ 出前講座（介護予防 認知症 栄養講話・・）    ２０回 

事業名 第六地区 消費者啓発ボランティア交流会

事業の目的 
地域住民の消費者被害を少しでも減らすため、日々活動を行っている山形市消費者啓発ボラ

ンティア活動を応援し、その継続、普及を図る 

事業概要 

 高齢者を始め、さまざまな年代の方々が消費 

被害にあう可能性がある世の中。新聞では「消費被害 

ストップ！」のニュースが連日載っている。 

その被害を少しでも減らすため、山形市では「消費者 

啓発ボランティア」を養成している。2時間ほどの講 

習を受けて消費被害の知識を学び、あとは毎月山形市 

消費者生活センターで作成するチラシを地区や、友人 

などへ渡し、口コミで被害防止を図るというもの。 

第六地区にも現在 20 名登録されている。単独の活動ではなかなか難しい事もある。しかし

ながら、この地道な活動は住民同士の「ふれあい」のきっかけにもなるし、被害を防止でき

るという一石二鳥の取り組みである。普及、継続のため、年1回、互いの活動報告や、悩み

相談などの機会を地域包括支援センターが企画して4年目を迎えた。 

成果または 

感想 

 交流会には毎回、山形市の消費生活センターの職員にも参加頂いている。消費被害の現状

を報告や、活動に対するアドバイスを頂いている。4 年前は７，８人だった消費者啓発ボラ

ンティアも現在 20 名に増えた。目標は第六地区 27 町内会に一人は活動する人がいるこ

と。今回、活動している方にアンケートを取ってみた。 

チラシの回覧は被害防止に役だっていると思う 

研修も有り自分の勉強にもなる 

サロンなどで役に立てればいい 

チラシが有るので訪問しやすい。 

啓蒙活動は必要だ・・ 

など、皆さん意欲的に活動している。 

コーヒーとケーキを楽しみながら和気あいあいとした雰囲気で、連帯感を強め、また一年間

地域のふれ合いを楽しみながら活動を継続する意気込みだった。消費被害の予防には「孤立」

防止が大切だと思う。地域の「ふれあい」促進活動の一環として平成30年度も継続したい。 

介護予防ケアマネジメント業務４ 
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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 

１２月１２日 「高齢者のくらしの足に関する支援の現状と課題」

◇ 地区ネットワーク連絡会 

開催日 地区 主な議題 

７月３日 南山形 

「地域全体で高齢者の日常生活を支えるために」

 ～平成２９年度地域への支援計画について～

７月１９日 本沢 

７月６日 西山形 

７月２５日 村木沢 

７月１１日 大曽根 

◇ いきいきサロン・通いの場への参加（介護予防の紹介等）    ５９回 

◇ 民生委員児童委員定例会への参加と個別の情報交換会   ２９回 

◇ 地区関係者・住民向け研修会等への参加（福祉協力員研修会等） ３１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、カフェオキナグサ

本 沢：地域福祉推進会議、福祉協力員研修会、いきいきサロン座談会、買物バス交流会

西山形：地域福祉推進会議、とかみ元気塾、はつらつ元気教室(コミセン/地区協賛) 
村木沢：地域福祉推進会議、社会福祉部研修会、上平芋煮会、

大曽根：地域福祉推進会議、マップ作成研修、文化のまつり、地域福祉推進講演会

◇ はつらつ生活出前相談の開催（医療福祉情報） ２３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   １３回（市営南山形住宅）  １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    ９回 

◇ センターだよりの発行              ４回 

総合相談業務1 
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紹介したい取り組み

◇ 認知症サポーター養成講座の開催             １回 

◇ 出前相談（虐待や消費者被害、成年後見等に関する講話）       ４件

◇ 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）        ８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）  ４回 

◇介護支援専門員への個別支援                  12 件 

◇出前講座 (いきいきサロン/はつらつ出前相談等での介護予防講話)    ５２回

◇介護予防一般事業 (お口若返り講座)                           ３回

事業名 カフェ・オキナグサ 

事業の目的 認知症カフェ 

事業概要 

（オキナグサ） 

事業開始：平成３０年１月２５日（プレオープン） 

参加者：南山形蔵王駅前地区在住の方（スタッフ含め31名） 

実施場所：みこころの園南山形  

スタッフ：自治会/民生委員/福祉協力員/地元認知症サポーター/施設職員 

認知症地域支援推進員/生活支援コーディネーター/包括 

活動内容：12時 30分 会場準備とスタッフ打合せ 

13時 30分 開所セレモニー（挨拶/テープカット） 

～カフェ開催～ 

茶話会/歌（交互性）/ゲーム/健康情報等 

15時 閉会 

PR 方法：チラシを作成し自治会にて供覧 

開始までの準備：スタッフによる打ち合わせを4回実施 

成果または感想 

大勢のスタッフの協力で、年度内のプレオープンとなりました。支援セン

ターとしては南山形市営住宅での月 1 回の開催を続けて 3 年になります

が、地区住民が参加できるカフェの開催を希望する意見があり、ネットワー

ク連絡会等での開催の提案を勧めてきたところです。全地区開催まではまだ

難しい状況ですが、会場を提案して頂く施設と自治会の主催としてスタート

しました。参加された方からもスタッフからも「楽しかった」という声があ

り、準備に奮闘して頂いた自治会の方も安心されておりました。会場や次第

の準備など、今回の振り返りを行いながら第 2 回目の開催を支援していき

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 
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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２６日 
・平成２９年度 当センターの活動報告 

・困難ケースの事例紹介を行い、グループワークにて意見交換 

◇ 地区ネットワーク連絡会

開催日 地区 主な議題 

９月８日 第一 
テーマ「住民を支える地域資源の現状とこれからを考える」 

    ～第一地区の住まいに関するお店の現状と取り組みを知ろう～ 

   話題提供、情報提供 

グループワーク「地域資源の現状とこれからを考える」 

テーマ「自分の地域を知り、これからの地域を考える。」 

      ～国勢調査でみる第二地区～ 

グループワーク「今後自分達の町内がどう変わっていくか想像して

みましょう。１０年後２０年後も安心して生活でき

る町内にするために！」 

８月２２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 １５２回 

◇ 地区役員定例会への参加 43 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、福祉推進会議、第二地区住民の福祉と懇談会、上町第四町内

会介護講座、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、福

祉協力員研修会、各町内会行事等

◇ 出前相談         1８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  ３回 

総合相談業務1 

権利擁護業務２ 
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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）   ２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） 2 回 

◇ 介護支援専門員への個別支援 1８件 

◇ 出前講座（介護予防に関する内容） １２回 

事業名 第一地区いつまでもいきいき講座 

事業の目的 第一地区住民の方々の健康維持を支援する。 

事業概要 

平成2９年度で７回目の開催。町内会連合会、民生委員児童委員協議会、地区社会福祉協

議会、寿会(老人クラブ)が主催、当センターは地区役員の方々と企画・講師派遣調整等を

行い共催となっている。今年度は、篠田総合病院栄養科管理栄養士の木村敬子氏より「サ

ルコペニアについて」、同病院リハビリセンター科長理学療法士佐藤春美氏より「お家で

できる！体と頭の体操」をテーマとした講座を開催した。 

成果または感想 

地区と当センターと合同で開催している講座であることに意義が 

ある。毎年５０名位の参加あり、定番となっている。住民の方々 

がいつまでも健康でいきいきと生活してほしいと思う。アンケー 

トの中に、年に数回の開催を望む声がある。また、興味ある内容 

などの記載あり、それを参考に次回の企画に繋げている。   

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 

昨年度に続き２度目の開催。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。今年度はノルディックウォーク体験を公認インス

トラクター２名の指導の下に行った。 

参加者：一地区 １３名 二地区 １７名。 

成果または感想 

「また計画してほしい」「一人では歩こうと思わないため、大変 

よい機会だった」「腰痛があってもストックがあれば歩ける、 

自信がついた」と参加者からも好評を得た。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。 

事業名 しのだ健康づくり教室 

事業の目的 
高齢化率が高く、集まる場所がなかった桜町付近の方も気軽に集え、住民の方々の介護予

防と健康づくりを支援する。 

事業概要 

篠田総合病院と共催し今年２月から開催している。毎回テーマを 

決めリハビリ専門職の理学療法士が指導し軽体操を実施。体力測 

定も定期的に行っており、毎回参加者は３０名を超えている。 

成果または感想 
毎回継続して参加される方の姿が多く見られ、地域住民の方の 

健康づくりに関しての意識の高さが感じられる。 

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 
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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22日 

・平成28年度事業報告について 

・平成29年度事業計画について 

・事例報告：「認知症があるが運転免許返納せず    

自家用車をしている事例」大江 祥子  

・道路交通法の改正内容と免許返納について 

山形警察署 生活安全課 生活安全係長 阿部 裕平様 

・山形市の高齢者を取り巻く交通文化について 

山形市基幹型地域包括支援センター  

第一層生活支援コーディネーター 山蔭 瞬様 

・情報交換 

2月 15日 

・平成29年度事業報告（書面による中間報告） 

地区ネットワーク連絡会を兼ねて開催した。 

「地域での助け合い・支え合い活動の推進について」 

・「支援センターに寄せられた相談からみえる地域での助け合い」 

地域包括支援センターかがやき センター長 大江 祥子 

・「第７期介護保険事業計画における山形市の方針について」  

山形市 長寿支援課 地域包括支援係 係長 阿部 伸也氏 

・「助け合いや支え合いの地域づくりについて」 

山形市 生活支援コーディネーター 三浦 聡子氏 

グループワーク：「住民同士でできる『ちょっとした助け合い』ってどんな

ことがある？」 全体進行：大江・三浦 

KJ法によるグループワーク、その後グループ発表 

◇ 地区ネットワーク連絡会        1 回 

◇ 地域ケア会議（個別事例に関するもの） 5回 

◇ 地区役員定例会への参加   20 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、

地区社会福祉協議会事務局会議、四者懇談会（民生委員協議会、地区社協、町内会長連合会、包括支援

センター）福祉協力員連絡会研修会、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） 

総合相談業務
1 
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紹介したい取り組み

◇ 認知症サポーター養成講座の開催 4 回  

◇ 権利擁護相談 29件 

◇ 地域ケア会議の開催（ケアマネジャー支援に関するもの）    6 回 

◇ 圏域内介護支援専門員連絡会  3 回（連絡会・研修会） 

 その他 中央ブロックケアマネジャー研修会（さくら・霞城北部・西部との共催） 

◇ 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 

◇ 介護予防教室  述べ 1430 名参加 ◇ 出前講座（介護予防に関する内容）50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」 

9 月～11 月までの 3 ヶ月間にわたり全 5 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。30年度も一部内容を

アレンジの上、実施予定 

日時 参加人数 講座内容 ・ 講師等 

9月 12日 48名 「自分らしい終活をしよう」ジョインセレモニー 

「若返りのアンチエイジング・ヨーガ」 ヨーガ講師 

9月 26日 37名 「認知症サポーター養成講座」おれんじチームえがお 

「若返りのアンチエイジング・ヨーガ」 ヨーガ講師 

10月12日 35名 「いつまでも健康でいられるために」 圏域内開業医 

「脳活性化 デュアルタスク」  

10月27日 19名 「栄養を考えた簡単に作れる食事」 管理栄養士 

11月14日 24名 「資産運用・年金について考える」ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾅｰ 

「若返りのアンチエイジング・ヨーガ」 ヨーガ講師 

＜アンケート結果から＞ 

○年代別参加者率  50歳代：5.3％  60歳代：37.5％  70歳代：46.4％   

80歳代：8.9％   

○今後の活動について ・運動を続けていきたい ・地域で行われている活動に参加したい  

・仲間づくり、生きがいづくりに関する活動をしたい  

・シニアライフの知識を身につけていきたい

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 
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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１３日 

・ネットワーク連絡会委員の選任について 

・平成2８年度 活動実績報告 

・まるごと相談窓口の活動状況の報告 

・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２４日 

・平成2９年度 上半期活動実績報告 

・平成2９年度 下半期の活動について協議 

・介護予防（認知症予防）の取り組みについて協議 

３月１３日 

・平成2９年度 活動実績報告・支援計画と重点活動振り返り 

・平成３０年度活動について…地域ケア会議と介護予防の取り組みについて 

協議 

◇ 地区ネットワーク交流会 

開催日 地区 主な議題 

８月２４日 金井 

＜話題提供＞ 

① 「道路交通法一部改正点と高齢者の交通安全について」 

 山形警察署交通第一課交通安全係係長 竹岡史敏様 

② 「おれんじサポートチーム『えがお』活動紹介・認知症予防 

について」 

おれんじサポートチーム「えがお」様 

＜グループワーク＞ 

①情報提供を受けてどのような感想をお持ちですか？

②今後どのような取り組みが必要だと思いますか？

９月６日 第七 

＜話題提供＞ 

① 「道路交通法一部改正点と高齢者の交通安全について」 

 山形警察署交通第一課交通安全係係長 竹岡史敏様 

② 「おれんじサポートチーム『えがお』活動紹介・認知症予防 

について」 

おれんじサポートチーム「えがお」様 

＜グループワーク＞ 

① 情報提供を受けてどのような感想をお持ちですか？

② 今後どのような取り組みが必要だと思いますか？

◇ 地域ケア会議（個別事例に関するもの） ４回   ◇ いきいきサロンへの参加 ３２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 

総合相談業務1 
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紹介したい取り組み

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、新江俣町内会の三者懇談会、地域

福祉推進会議、福祉協力員研修会

◇ 出前相談 ５回  

（荘内銀行北町支店３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      ３件    ◇ 介護支援専門員研修会（中央ブロックと合同）

◇ 介護保険事業所連絡会（霞城西部と合同） ◇ 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） ６回

事業名 あたまシャキッと講座 

事業の目的 
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 

いきいき百歳体操を週一回実施している地区を主な対象として、いきいき百歳体操前

後、おれんじサポートチームえがおの方より「認知症予防のお話しとあたまの体操」

を約１時間の内容で実施した。 

成果または感想 

認知症について、プラスとマイナスのイメージがみなさん違うことが、よくわかった。

認知症予防の話しやあたまの体操に関してはみなさんとても熱心であり、日頃からご

自分で認知症予防に取り組まれている方も多かった。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、定期的にみんなで介護予防に関して講座な

どを受けていくことで、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 

金融機関窓口相談の開催 
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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14日 

・平成28年度活動実績報告について 

・平成29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15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）認知症高齢者とその家族への支援 

（６）介護支援専門員ケアマネジメント支援 

（７）第2層生活支援コーディネーターの活動報告 

（８）介護予防等について出前講座 

事例報告と意見交換 

   ・地域の力 

   ・家族関係の希薄化 

   ・多機関連携の推進 

◇ 地区ネットワーク連絡会 

開催日 地区 主な議題 

8月28日 第十 

『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』 

・介護保険と高齢者保健福祉のしおり説明 

・グループワーク 

１0月26日 椹沢 

『認知症の方を地域で支える』 

・認知症を取り巻く現状 

・グループワーク 

11月12日 飯塚 

『認知症を学び地域で支えよう』 

・講演「山形市の取り組みについて」 

   「高齢者の交通安全について」 

   「認知症を理解しよう」 

・グループワーク 

◇ いきいきサロンへの参加 5回    ◇ 地区役員定例会への参加 31回 

◇ 地区行事への参加          

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 

総合相談業務1 
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紹介したい取り組み

飯塚地区：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、地域福祉推進会議、文化祭、福祉協力員研修会 

◇ 出前相談  6 回  

（飯塚地区椹沢地区文化祭健康相談、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   2 回（山形二中、山形商業高）

◇ 出前講座（権利擁護に関する内容）    4 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  11 回   ◇介護支援専門員個別事例検討会 ５回 

◇地域ケア会議           6 回   ◇圏域内介護支援専門員合同研修会 1 回 

◇介護支援専門員連絡会     1回    ◇圏域内サービス事業所連絡会   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〉  6回 

◇ 出前講座（介護予防に関する内容）  27回 

◇ 年２回体力測定の日程調整、測定補助（８カ所９町内会）

事業名 
飯塚町内会7区８区地域福祉懇談会 

事業の目的 

市営住宅のある7区8区は、住民の出入りがあるなどの理由で住民同士のつなが

りや見守り体制ができにくい特徴があり、課題があっても埋もれていたり、市営住

宅ならではの課題がある可能性がある。高齢者だけでなく、障がいのある方や、子

育て中の世帯など生活する上で困っていることなどを話し合う機会を持つ。 

事業概要 

飯塚地区社協、民児協の協力をいただき、7区8区長、民生児童委員、福祉協力員、

地域福祉活動に今まで協力いただいた方に案内。話し合いの内容によって運転者会

長、管理補助員、管理住宅課にも案内。これまで3回実施している。話し合いの内

容は住民に回覧板で報告。 

成果または感想 

・路上駐車されており除雪ができないことについて、掲示などで呼びかけたところ、

路上駐車が減った。 

・買い物について住民のニーズ把握のために、生活支援コーディネーターと協力し

アンケート調査を実施する予定。 

・住民の声を聞く機会として、飯塚住宅集会所でいきいき百歳体操を実施。今後も

住民主体の通いの場立ち上げ支援を継続して行っていく。 

介護予防ケアマネジメント業務４ 

権利擁護業務２ 

包括的・継続的ケアマネジメント業務３ 
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１１ 蔵王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１５日 
・平成２９年度事業計画 

・蔵王地区人口推移からみる、今後の高齢者問題について 

１２月１日 ・「蔵王地区の組織、社会資源を知ろう！【高齢者版】」 

◇ 地域ケア会議（個別事例に関するもの） 2回 

◇ いきいきサロンへの参加     85 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） 

◇ 地区社会福祉協議会理事会 ６回 

◇ 地区行事への参加  

蔵王地区：町内会連合会総会、福祉協力員研修会蔵王地区まつり、蔵王ふれあい集会、 

三者懇談会、住民座談会 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の開催 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）  2 回 

◇ 圏域内介護支援専門員連絡会（研修会、事例検討会等）  2 回 

◇ 出前講座（介護予防に関する内容）  5 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 

介護予防ケアマネジメント業務４ 

30



紹介したい取り組み

事業名 蔵王地区健康教室（地区社会福祉協議会と蔵王包括支援センター共催事業） 

事業の目的 蔵王住民に対する介護予防の意識啓発と健康寿命を延ばすための支援 

事業概要 
月１回 90 分程度、蔵王コミセンにおいて、いきいき百歳体操を介護予防に特化し

た講話や知識習得の機会とする。 

成果または感想 
地区に高齢者だけでなく、地域関係者や近隣の介護サービス施設の利用者も参加し、

介護予防の意識啓発だけでなく、顔つなぎの機会となっている。 

事業名 若年層への認知症サポーター養成講座の開催 

事業の目的 若い世代に認知症を正しく理解してもらう 

事業概要 
地域の中学校と看護学校の協力を得て、毎年認知症サポーター養成講座を開催して

いる。 

成果または感想 
核家族が増加する中、普段の生活では高齢者と触れ合う機会が少ない子供も多く、

認知症について理解を深めるよいきっかけ作りになればと考える。 

事業名 町内会単位での、ふれあい・いきいきサロンへの積極的な職員派遣 

事業の目的 蔵王地区住民の介護予防啓発とネットワーク構築 

事業概要

ふれあい・いきいきサロンへ職員が定期的に訪問し、健康講話、旬な話題の提供、

情報の伝達を行い、介護予防の意識を高められるような支援。また高齢者の異常時

には速やかにつなぐ、気づくネットワークを構築する。 

成果または感想 平成２９年度は、９０回参加延べ1,633名とつながりを持つことができた。 

センターの活動状況 

蔵王地区まつり 

「健康相談と血圧、骨密度測定」 ふれあい・いきいきサロンへの職員派遣 
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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 2６日 

第 12圏域 

合同 

・平成2８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2９年度 済生会愛らんど地域包括支援センター事業計画 

・講義研修及び意見交換 

 「地域活動における個人情報の取り扱いについて」 

講師：山形県弁護士会所属 加藤法律事務所 遠藤直樹弁護士 

７月２３日 

（第五地区） 

・研修「地域共生社会と地域づくりについて」講師：愛らんど包括 

・グループワーク①わが事丸ごと共生社会について思ったこと感想 

②共生社会を実現するために個々ができること 

        ③理想の地域像について 
＊町内会長、民生委員、福祉協力員、他地域住民、関係者合計106名出席

◇ 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２回 市営松原住宅１回 市営天満住宅１回 

◇ 地区三者懇談会及び福祉マップ作り助言指導       ３地区 

◇ いきいきサロン（高齢者のつどいの行事含む）への参加  ２９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     

東部地区文化祭、新春交歓会、評議委員会、東部地区文化祭、住民座談会、

福祉懇談会、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、地区社協主催元気ハツラツ教室講師

第八地区健康教室（社協主催）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

◇ 山形市立第八小学校総合学習       全3回

「高齢者について、高齢者体験、視覚障害者体験、聴覚障害者（手話の学習）の対応」

◇圏域内コンビニ店に、高齢者の対応についてアンケート調査

総合相談業務1 

権利擁護業務２ 
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紹介したい取り組み

◇ 個別支援地域ケア会議の開催 ６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    ８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  ４事業所 半年に１回開催出席 

◇ 包括・居宅・薬局連携勉強会 

◇ おたっしゃクラブ愛らんど（いきいきサロン）   毎月第４火曜日実施 

◇ 福祉文化センター、愛らんど共催健康講座「脳を活性化する壺」 

◇ 愛らんど健康講座   全３回（ファイブコグ検査実施、結果説明、認知症予防講座） 

◇ 貯筋クラブ（元気あっぷ教室小白川通所Ｃ事業所主催）運営協力 

事業名 圏域内コンビニ店アンケート調査 

事業の目的 

圏域内ではコンビニ店が数店舗あり、利用している高齢者が多い。コンビニ店は買

い物だけでなく支払いや ATM なども利用可能で、高齢者にとっても使い勝手が良

い分、様々な高齢者が訪れ対応に苦慮することがあるのではないかと考えた。高齢

者の見守りネットワークのひとつとしてコンビニ店とも連携を図っていきたいと考

え、実態把握のためのアンケート調査をおこなった。 

事業概要 

圏域内に 9 店舗。訪問しアンケートの主旨を説明、全店舗から協力を得た。アンケ

ート協力および口頭での聞きとりと今後の連携について説明。後日アンケート結果

を報告し、店長だけでなく従業員の方へも包括を周知していただけるよう、愛らん

どだよりの他、気になる高齢者の具体例を記載したチラシを渡した。 

成果または感想 

高齢者は決まった店舗の固定客となることが多く、店舗側でも高齢者の状態像を把

握しさりげなく支援している現状や、コンビニ店は、高齢者にとって買い物以外に

も店員とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの場にもなっている。そして半数以上の店舗で対応に苦慮した

高齢者がいたと回答。包括の認知度については 2/3 が「知らない」「知っているが

業務内容はわからない」という結果があり、今後コンビニ店とも連携を強化すべく

定期的に愛らんどだよりを配布することにした。今回アンケートを実施したことに

より、コンビニ店の現状把握ができ、関係作りの第一歩となった。 

事業名 包括・居宅・薬局連携勉強会 

事業の目的 

介護予防ケアマネジメントの課程や地域ケア会議等で抽出された課題である服薬管

理、薬局との連携のあり方について検討、情報交換を行うことで包括支援センター

と薬局の連携体制の構築を目的とした。また連携体制は当包括圏域に限らず広く構

築していく必要があるため、北東ブロック包括、薬局より協力をいただき開催した。 

事業概要 

北東ブロック内の包括、薬局、居宅に勉強会の周知をおこない、45名参加。「在宅

患者の医薬品の管理について」をテーマに包括・居宅より3名、薬局より3名出て

いただきパネルディスカッションにて課題について検討し共有した。また圏域毎に

グループ編成し情報交換、交流会を行うことにより相互理解を深め、顔の見える関

係づくりを図り、連携のあり方を検討した。 

成果または感想 

当初は愛らんど包括圏域内で勉強会を開催する方向で進めいたが、より広く連携を

はかるために、北東ブロック圏域に範囲を広げ開催した。お互いの業務の理解がで

き、今後の連携体制をとりやすくなった、今回限りではなく継続してこのような会

に参加していきたいとの感想があり、大きな成果となった。 

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 
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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７日 

・南沼原地区で安心して幸せに暮らし続けるために 

   ～これまでの話し合いを共有する～ 

・ワークショップ「地域が良くなるためにアイディアを考えよう」 

３月８日 

・高齢者の外出時の移動手段に関するアンケート調査報告会 

・グループワーク 

「町内会ごとにアンケート結果について共有しましょう」 

◇ 地域ケア会議（個別事例に関するもの） 5 回 

◇ 地域ケア会議（地域課題に関するもの） 2回 

◇ いきいきサロンへの参加   22 回  ◇ 地区役員定例会への参加 37 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 等 

◇ 地域団体の支援 「ずっともっと若者の会」 7 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 

◇ 認知症サポーター養成講座の開催  4 回  

◇ 認知症カフェ主催  12回 

◇ 圏域内介護支援専門員管理者連絡会 4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 １1件

◇ 介護予防教室   3 回  ◇ぴんぴん塾 50 回 

総合相談業務1 

包括的・継続的ケアマネジメント業務３ 

権利擁護業務２ 

介護予防ケアマネジメント業務４ 
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紹介したい取り組み 

事業名 高齢者の移動手段についてアンケート調査・報告会 

事業の目的 高齢者の移動手段についての実態把握と今後の対策 

事業概要 

回答者：南沼原地区 75 歳以上 

（1676 名/2030 名） 

報告会：平成 30 年 3 月 8日  

①アンケートの分析結果報告  

山形大学人文社会科学部  

尻無濱芳崇准教授 

②山形市の交通施策の方向性について 

 山形市企画調整課 後藤好邦係長 

③アンケート結果を受けて 

 生活支援コーディネーター多田祥子・当センター東海林かおり 

④グループワーク 町内会ごとにアンケート結果の共有 

成果または感想 このアンケートにより家族間で免許返納について話し合ったり、家族が買い物や

通院の際の送迎をしてくれるきっかけになったり、健康や介護予防、バスの活用

の意識が高まる等様々な効果があった。イオン、ヤマザワ、ヨークベニマル、タ

クシー、バスの事業所にもご参加いただき、企業の貢献について検討していただ

き、また町内会ごとに課題が違い対応策が見えた。地区社協中心に市、市社協と

共に町内ごとに進めていく。 

事業名 生涯現役バリバリ講座 

事業の目的 地域住民向けに介護予防、健康増進、地域づくりを目的に講座を開催。 

事業概要 

①栄養と宅配等の紹介（ゆにしあ池田百合子氏）②訪問看護とは（訪問看護ステ

ーョンやまがた）③糖尿病予防と薬局の活用法（済生館石山由紀子認定看護師、

エイブル薬局岡嵜千賀子管理薬剤師） 

成果または感想 
③の参加者がこの講座の後に受診し、大病の早期発見となる。今後も時節のニー

ズに合わせた講座を開催していく。 

事業名 脳いきいきカフェ 

事業の目的 初期の認知症で出かける自信のない方や介護保険サービス等の利用に結びつかな

い方とその家族が、楽しい企画を通し交流したり、お茶を飲みながら情報交換や

相談ができる。 

事業概要 日時：毎月第二火曜日 13：30～15：30 

場所：南沼原コミュニティーセンター 

内容：カフェタイム、手工芸やお菓子作り、歌等 

＊スタッフに南沼原圏域の事業所の専門職(ケア

マネジャーや看護師、社会福祉士等)がおり、認知

症に関する相談や生活に役立つ話を聞くことがで

きる。 

成果または感想 参加が徐々に増え、通いの場として定着している。参加者にも主体性が生まれ、

企画を一緒に考えたり、参加者へ手工芸を教えて下さっている。 
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１４ 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  136 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  36 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 17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）  11回 

センター経営者会議、センター長会議、センター情報交換会 等

◇ 地域ケア調整会議への参加 ２回 

◇ 課題整理会議 ５回 

◇ 自立支援型地域ケア会議の支援 13 回 

◇ 在宅医療介護連携推進事業 11 回 

◇ 生活支援体制整備事業 41 回 

◇ 認知症総合事業支援 23 回 

◇ その他機関 57 回 

◇ 総合事業事業所（通所、訪問） 11 回 

◇ その他事業所 13 回 

◇ 地域住民等への広報啓発活動  ４０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 

◇ その他会議への参加  24 回  

◇ 職員の資質向上のための会議・研修会参加  32 回 

◇ 研修会の開催・講師として参加 ４９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 
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紹介したい取り組み 

事業名 ごみ屋敷の環境整備に関するもの 

事業の目的 
市内のごみ屋敷の実態とその対応状況を把握することで、この課題にどのよう

なサポートがあると支援者が活動しやすくなるのかを検討するため。 

事業概要 

山形市地域ケア調整会議へあげることを前提に、１３の地域包括支援センター

を対象としたアンケートを実施。集計結果を長寿支援課、および、福祉まるごと

相談員へ提供した。 

事業名 住民の動物飼育支援に関するもの 

事業の目的 

地域包括支援センターが関わった、市内の動物飼育への支援の実態や課題、村

山保健所へ聞きたい案件等を把握することで、村山保健所と福祉関係者との協働

関係構築に向けた取り組みを強化するため。 

事業概要 

１３の地域包括支援センターを対象とし

てアンケートを実施。アンケート結果を村山

保健所へ提供し、研修の必要性の再確認と、

研修内容の企画を行った。平成 30 年 2 月

に研修会を開催し、村山保健所の動物飼育に

対する役割の理解や、支援世帯の多頭飼育崩

壊に対し多機関が専門分野を駆使し協働し

たことで解決に結びついた事例の学びをと

おして、多機関協働関係について考える機会とした。今後も継続的に研修会を開

催したい。 
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