
区名 包括名 活動テーマ

北区 認知症高齢者が、住み慣れた地域で暮らし続ける

北区大淀
小地域ケア会議を通して、地域課題の抽出と地域包括支援センター、ブランチの役割を知ってもらい、早
期発見、早期対応につなげる仕組みを作る

都島区 高齢者に地域で孤立化しないためのネットワークを構築する

都島区北部 認知症を予防しよう

福島区 福島区 地域での孤立を防ぐ　～どこかにつながっている～

此花区 専門職の専門性向上

此花区南西部 此花区南西部地域包括支援センターの機能や役割の理解促進を目指した周知活動
（地域住民からの直接相談の増加・要援護高齢者の孤立化の防止）

中央区① 新人ケアマネわかばタイム

中央区② 主任介護支援専門員連絡会

中央区③ 地域包括支援センターの周知と認知症高齢者への理解をはかる。

中央区北部① 中央区ｹｱﾏﾈわかばタイム

中央区北部② 障がい者支援機関との連携会議（包括・いきいき連携会議）

中央区北部③ 地域の実情に合わせた出前講座

西区① 認知症高齢者支援への取り組み

西区②
困りごとの自覚が無いまたはキーパーソンがいないが、支援を必要とする高齢者の早期発見・困難化防
止のためのネットワーク作り

西区③ 認認介護や本人・家族が精神疾患であるなど、複合的な課題を抱えた世帯への支援

港区 支援困難化防止のためのネットワーク構築

港区南部 早期介入、早期対応の為のネットワーク構築に向けて

大正区 認知症カフェ運営を中心とした地域における認知症支援ネットワーク構築に向けた取り組み

大正区北部
介護支援専門員と地域関係者との相互理解を深め、地域包括ケアシステム構築に向けた連携強化の取
り組み

天王寺区 天王寺区 高齢者を支える支援ネットワークの構築

浪速区 浪速区 地域のつながり強化と認知症理解の推進

西淀川区
近所・地域とのつながりの少ない方へ「今から始まるつながり」づくり～ふれあう！知り合う！支え合う！
～

西淀川区南西部 A地区へ根ざした総合相談窓口に向けた取組み

淀川区① 「つながり支えあうしくみ作りとつながりの実践」

淀川区② 「十人十色、みんなで考える高齢者支援～専門職のつながりづくり～」

淀川区東部 「高齢者が困ったときの相談先を元気なうちに準備する取り組み」

淀川区西部 「住民が主体となって地域課題の解決に取り組めるように支援をしていく」

淀川区南部
「南部包括の活動計画について地域・医療・介護と共に多角的な視点から検討することのできる体制づく
りを行っていく。」

淀川区

中央区

西区

港区

大正区

西淀川区

課題対応取組み一覧表（公表分）

【地域包括支援センター】
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此花区



区名 包括名 活動テーマ

【地域包括支援センター】

東淀川区①
『多職種と地域との連携を目指した支援ネットワーク構築 』
 地域を中心とした自助・共助に向けた「セーフティーネット構築」の研修会や啓発

東淀川区②
『高齢者支援と精神疾患等（障がい者）支援機関との連携を目指したネットワーク構築 』
区（高齢担当）、包括、精神保健福祉相談員、オレンジチーム等の連携強化に向けた会議

東淀川区北部
～認知症になっても住み慣れた場所で安心して生活が続けられる地域をめざして～
地域を含めた認知症支援関係者のネットワークづくり

東淀川区南西部 地域住民の「なあ、ちょっと聞いて」から始まる支援の輪

東淀川区中部①
○認知症高齢者の早期発見、早期対応ができるネットワーク構築
○認知症や生活課題があるが支援を拒否する高齢者の権利擁護

東淀川区中部② 介護者の負担を軽減し、高齢者とともに安心して暮らすことができるまちづくり

東成区 東成区北部
東成区高齢者支援における地域包括ケア実現に向けて
「東成区特養・老健連絡会」立ち上げと自主運営に繋げるための取組み

生野区 認知症初期の方をめぐる課題、認知症をより早期の段階で発見し、支援していくための取り組み

東生野 認知症になっても住みよいまちづくり　～認知症にやさしい地域ネットワークづくり～

鶴橋 認知症予防の健康活動（つながりひろば若返りクラブ）

巽
認知症になっても住み慣れた地域で過ごせるように、認知症の理解を深め見守りができるような地域づく
り

旭区 地域へ権利擁護に関する研修を行い、知識を深める

旭区西部
高齢者が住み慣れた地域で過ごすために課題となる複合的な問題を多職種・多機関と連携することで早
期発見、早期支援へ繋げる。

旭区東部 高齢者や家族に判断能力がなく複合的な問題を抱えているかたの支援について

城東区 気づきのネットワーク構築と、各相談支援機関が広くつながっていくこと

城東・放出
高齢で認知症になっても安心して暮らせる街づくり
（地域での見守り活動の推進）（認知症予防活動を通しての集い場での自助・互助の推進）

城陽 連携強化（地域・介護・医療・障がい分野等）から地域包括ケア推進へ

菫・鯰江東 高齢者が住み馴れた地域で安心して暮らせるまちづくり

鶴見区 ミニネットワーク大作戦Ｐａｒｔ４

鶴見区西部 介護保険事業所との連携の推進

鶴見区南部 地区ネットワークミーティング

阿倍野区 チャレンジＢ地域～Ｂ地域における課題を抱えたケースの早期発見と早期対応のしくみつくり～

阿倍野区北部 高齢者のコミュニティの場づくり～阿倍野再開発地域の買い物弱者支援から～

阿倍野区中部 早期発見・早期対応できるネットワーク構築に向けた積極的な周知活動

住之江区 健康体操教室・認知症カフェ～身近で気軽に集える場所づくり～

さきしま 認知症高齢者の支援体制を充実させる

安立・敷津浦
認知症の方・認知症の方を介護する家族が、安心して生活できる地域を目指して～オレンジカフェ「まる」
～

加賀屋･粉浜 地域の繋がりをつくる～地域懇談会の実施～

住吉区① 「認知症の人と家族への支援、認知症カフェの開催」

住吉区② 「父親、母親を介護している息子、娘（シングル）介護者の集いの開催」
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区名 包括名 活動テーマ

【地域包括支援センター】

住吉区東 「地域課題を抽出するための地域ケア会議の充実」

東住吉区 地域活動者と高齢者支援関係者のしくみづくり

矢田 長居東住宅における早期発見のための「地域にある見守り・気付きが包括にまで届くネットワーク」づくり

中野
～認知症になっても住み慣れた地域で暮らし続ける事ができる仕組みづくり２～
今年度のテーマは、『認知症予防は、介護予防。地域の活動と共に・・』

東住吉北 ﾊｲﾘｽｸ者の情報共有事業の実施について（仮称：つながり登録）

平野区①
みんなが主役　笑顔が輝く地域を目指して
～認知症の理解を広め（裾野を広める）、助け助けられ上手な地域づくり～

平野区②
地域で孤立しないように、地域住民が支援が必要な高齢者の変化に気づく視点を持ち、早期発見、支援
者につながり、孤立をなくす地域を目指す。「変化に気づき、つなぐ（集いの場）」

加美 地域住民組織と関係機関とが身近に感じられる地域づくり

長吉 既存の組織に囚われないネットワーク作りへの取り組み

瓜破 地域の方々が互いに関心を持ち、交流をし、情報を受け取り、行動しやすい町づくり

喜連
支援が必要な方を早期に相談窓口につなげ、地域とつながりをもって安心して生活する事が出来る環境
づくり

西成区 潜在化しがちな高齢者への早期支援に向けた新たな相談ルートの開拓

玉出 地域見守り支援事業　－認知症対応強化に向けてー

西成区北西部 高齢者自身が役割を持って参加し、生きがいにつながる居場所づくり

西成区東部 高齢者が認知症になっても安心して暮らし続けることができる地域づくり
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平成 28年度 北区地域包括支援センター課題対応取組み報告書  
報告書作成日：平成29年６月16日 

活動テーマ 認知症高齢者が、住み慣れた地域で暮らし続ける 
地域ケア会議から 
見えてきた課題 
 

地域住民には、包括が高齢者の相談窓口であると言うことは浸透してきているが、地域で認知症などの気に

なるケースの存在に気づいても、深刻化してから相談に至るケースが多い。早い段階で相談し対応すること

が重要であることの理解を深めることが課題である。 
対象 北区地域包括圏域の住民 
地域特性 古くからの住宅街や天神橋筋商店街、大阪の北の中心地と言われる大阪駅周辺のオフィス街や商業施設があ

る。大阪駅周辺などは、昼間人口と夜間人口の差が激しい。また、総合病院も6か所と多い。住居の状況は、

長屋や大都会の高層マンション、ワンルームマンションと様々な形態があるが、長屋に住む高齢者は比較的

近隣とのつながりが深く、反対に高層マンションでは地域とのつながりは希薄である。貧富の差が激しい。

高齢化率は大阪市では22.7％であり、北区包括圏域では17.8％。しかし、梅田東等商業都市と管北地域など

住宅地では高齢化率に大きな差があるが、独居の人も多く、早期の問題発見が難しい。 
活動目標 ○幅広い年齢層の住民に対し、地域における認知症や高齢者支援についての理解を促す。 

○認知症の支援については早期の対応が重要であると啓発する。 
活動内容 
(具体的取り組み) 
 
 
 
 
 

○幅広い年齢層に向けた認知症サポーター養成講座を開催。 

 郵便局や銀行、企業・小学校など合計７回実施した。 

○圏域の薬局へ包括パンフレットや講演会のチラシなど持っていき、その時に気になる方がいないか尋ねた 

○地域での相談会の実施状況は、北天満11回、滝川11回、西天満12回、菅南12回、マンションで1回行

った。集まる人数は少ないが、役員の方と顔なじみになり、少しずつ相談をしてもらえるようになってきた。 

平成27年度137回  平成28年度161回、大型マンションからの相談も来るようになった。 

○認知症相談ダイヤルや認知症初期集中支援推進事業と連携し、訪問に同行したり家族介護教室を開催した。 

○地域の民生委員児童委員連絡協議会等に出席し、講演会の案内や支援事例を報告し、地域内の早期相談に

結び付けてもらうようにした。 

○ブランチと協働して中之島と済美で認知症支援啓発の講演会を開催し、地域の方々に認知症の疾患の理解

を深めた。 

○福祉用具機器展に、幅広い年齢層に参加してもらい、福祉用具機器展を通じて高齢者を理解し支援しても

らうため、より多くの方に参加してもらえるよう、比較的仕事の休みが多い土曜日に行った。2回開催で１

８０人近くの人が来場した。 

○認知症の啓発のため認知症をテーマにした映画、「ペコロスの母に会いに行く」を上映し、300人ほどの参
加があった。 

成果 
(根拠となる資料等があれば
添付すること) 
 
 
 

○銀行から心配なケースがあると相談が入り、本人のお金を証券会社に利用されず無事後見人をつけること

ができた事例があった。この結果から包括が相談窓口であることが少しずつ周知されてきたことがわかり、

また対策が組まれたのが早かったことで大事にいたらなかった。早期発見が大切なことを痛切に感じた。 
○大型マンションの管理人より迷惑行為を繰り返されているケースの相談が数件はいるようになった。これ

まではどこに相談していいかわからなかったと言われていたことからも包括が知られるようになってきた。 
○地域の薬局へも包括のパンフレットを持って行っており、薬局からも相談が入るようになってきた。 

今後の課題 高齢者を支えていく中年や若年の人たちへの周知が必要であり、これからも幅広く活動していく必要あり。 
タワーマンションが増加しており、セキュリティーが強く見守りもできないところがある。そこにも利便性

や住みやすさから高齢者が増えてきていることからそこに向けての包括の周知活動や認知症の理解を深める

研修等必要になってくる。 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（２９年７月６日） 

効果検証の結果  □①成果の充実 ■②成果が見える □③ ①、②以外 
専門性等の該当 ■地域性  ■継続性   □浸透性（拡張性）  ■専門性  ■独自性 
今後の取組み継続に向

けてのコメント（区地

域包括支援センター運

営協議会からの意見） 

早期相談・対応につなげられるよう、認知症や高齢者支援に関する啓発活動や身近な場所での出張相談など

関係づくりも行う中で、銀行やマンションの管理人・薬局からも相談が入るようになってきたことは、評価

できる。今後は、ﾀﾜｰマンションへの介入方法や幅広い年齢層への啓発活動も含めてより一層の取組みを期待

したい。 



 

平成 28 年度北区大淀地域包括支援センター課題対応取組み報告書 
報告書作成日：平成 29年 6月 14日 

活動テーマ 
 

小地域ケア会議を通して、地域課題の抽出と地域包括支援センター、ブランチの役割を知っ

てもらい、早期発見、早期対応につなげる仕組みを作る。 
地域ケア会議から 
見えてきた課題 
 

「独居」「認知症」「性格」「経済困窮」「家族間の問題」など複合的な課題が多く、支援困難に発

展する要因が多い傾向にある。また、もともとの性格気質の上に認知症となり、適切な判断がで

きなくなり、独居や頼れる身内がなく地域から孤立することで支援困難となる傾向があった。 
対象 ・豊崎地域 ・大淀東地域 
地域特性 ・豊崎地域 

区役所へ向かう交通手段がなく不便との声が多く聞かれる。医療機関は充実しているが、介護保険事業所

がない傾向にある。連合振興町会が中心となり、世代間交流の機会づくりを積極的に行っている。 
・大淀東地域 
区役所へ向かうのに不便な面がある。相談事などについては様々支援機関とつながり積極的な交流が盛んな

地域である。地域活動協議会を中心に高齢者のみならず、子育て支援にも力を入れている。 
活動目標 小地域ケア会議を通して、地域住民が感じている高齢者の地域課題の把握と包括、ブランチ

が感じている地域課題についての共有を行い、地域活動の発展につなげていく。 
活動内容 
(具体的取り組み) 
 
 
 
 
 

・豊崎地域、大淀東地域共に住民活動が活発な地域である。ただ、相談件数としては、少ない傾向にある。

地域包括支援センター、ブランチ共に、地域の課題抽出について、地域住民の協力なくしては難しいと考え、

一緒に考える場として、小地域ケア会議の開催を打診し、両地域より快諾を頂く。 
①平成28年8月19日 第1回 大淀東地域 小地域ケア会議を開催。 
  ⇒前年度より、地域で暮らす高齢者のニーズに応じた講演会を継続的に開催する。 
平成 28年度は年 6回開催（平成28年 4月介護保険制度について 6月認知症予防 9月に関する講演会を
地域の会館で開催してほしいとのニーズに応える形で、平成29年3月に大淀東地域の在宅医療に携わる医師
を講師に招き、認知症に関する講演会を近隣の大淀西、中津地域のご協力を頂き、126名参加。 
②平成28年11月2日 第1回 豊崎地域 小地域ケア会議を開催。 
 連合会長、民生委員、区保健福祉ｾﾝﾀｰ 地域担当保健師、社協2名、ブランチ、包括 
  ・北区大淀地域包括支援センター上期相談対応実績報告・豊崎ブランチ上期相談対応実績報告 
  ・地域課題についての意見交換を行う。 
③平成29年2月28日 第2回 豊崎地域 小地域ケア会議を開催。 
 地域関係者5名、社協、ブランチ、包括 
  ・町会未加入の独居高齢者の救急搬送案件があり、地域での見守り体制と支援体制について話合い実施。 

成果 
(根拠となる資料等があれば
添付すること) 
 
 
 

・大淀東地域について、包括支援センターの役割がよりわかっていただける機会になった。相談事例を出し

ながら、どう対応しているのかを分かっていただくことで、地域関係者からの相談が増えてきている。 
（新規相談 平成27年度24件 ⇒ 平成28年度42件） 
・豊崎地域について、連合会長をはじめ、地域関係者の方が積極的に個別の地域ケア会議に参加していただ

ける体制が構築出来つつある。包括、ブランチと協働し、地域課題の抽出に向けて具体的な取り組み案を第

2回目で話合うことが出来た。平成29年度より、定期的に小地域ケア会議を開催することになる。 
今後の課題 ・今後も地域特性を活かした地域へのアプローチを包括のみならず、ブランチとも協働して、持続した活動

が必要となる。 
・他の地域でも同様に、地域課題の抽出に向けて、各々の地域活動を大切にし、連携が取れるように、包括

支援センターの周知を行っていく必要性がある。 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（ ２９年 ７月 ６日） 

効果検証の結果  □①成果の充実 ■②成果が見える □③ ①、②以外 

専門性等の該当 ■地域性  ■継続性   □浸透性（拡張性）  ■専門性  ■独自性 

今後の取組み継続に向

けてのコメント（区地

域包括支援センター運

営協議会からの意見） 

複合的な問題を抱えていたり、地域からの孤立など支援困難となる事例から、地域とともに地域課題の整理

と対応を検討していく中で、地域関係者からの相談件数が増えたり、定期的な会議の実施につなげられたこ

とは評価できる。今後は、より地域に根差した活動への発展と周辺地域においても地域力向上に向けた取組

みが行われることを期待したい。 



 

平成 28 年度 都島区地域包括支援センター課題対応取組み報告書 

報告書作成日：平成 29年 6月 22日 

活動テーマ 高齢期に地域で孤立化しないためのネットワークを構築する。 

地域ケア会議か

ら 
見えてきた課題 
 

高齢者自身、またその家族が地域から孤立していることにより、適切な時期に相談機関につながらず、また地域住民か

らも気づかれずに、深刻な状況になってから顕在化する。特に男性は近隣との関わりが希薄なことが多いうえ、加齢に

より心身状態が変化することに伴い周囲との関係が絶たれる傾向にある。介護する家族の場合、男性に多く見られる「愚

痴をこぼしたくない。」「妥協はしない。」という特徴から、介護者の苦悩が周囲に伝わりづらい。 

対象 地域に暮らす男性 

地域特性 桜宮：ターミナル駅、繁華街もあり便利な地域。地域のつながりが希薄なエリアもある。 
中野：広い道路が多い。大型マンション群があり町会加入率が最も低い。平成28年度にシニアマンションが建ち、高齢
者の転入が増えた。 
東都島：路地や長屋も多く、古い町並みが残っている。商店街やスーパーもあり買い物に便利。古くからの住民が多く

町会加入率が高い。 
西都島：地下鉄の駅、広い道路、クリニックや飲食店が多く利便性がよい。 

活動目標 ①地域の男性が気軽に集い、情報交換ができる仲間や場所づくりをおこなう。 
②地域の中で孤立する前に、必要な場面で専門機関に相談できる関係づくりをおこなう。 
③地域住民が主体となり、企画・運営できるグループづくりをおこなう。 

活動内容 
(具体的取り組み) 

【「第二の人生を考える男のための座学」（偶数月の第4水曜日）】（以下、「座学」と表記） 
☆継続開催にとどまらず、介護予防とインフォーマルグループづくりに向け、戦略的に、発展・拡張への取り組みをお

こなった。 
○座学メンバーを中心とし、区在宅サービスセンターを拠点としたいきいき百歳体操グループ立ち上げを目指した。

中心メンバーには役割を担ってもらえるようアプローチをおこなった。 
○区在宅サービスセンター拠点のグループ以外に、いきいき百歳体操グループのない地域へも、地域関係者への呼び

かけによりグループ立ち上げ支援をおこなった。 
○メンバーの関心ごとをアンケートや意見交換で確認しながらも、メンバー同士の繋がりの強化を目指した内容の検

討、開催をおこなった。（開催内容以下） 
・4/27「めざせ♪元気で長生き‐バランスのよい食生活と食材の豆知識」（15名参加）〈講師：都島区保健福祉センター
分館 管理栄養士〉 
・6/22「いつか来るかもしれない その日のために‐家庭でできる防災対策‐」（16名参加）〈講師：都島区役所 まち
づくり推進課〉 
・8/24「シニアが笑顔で暮らすための片づけ方」（21名参加）〈講師：一般社団法人 日本ライフオーガナイザー協会〉 
・10/26「遠足‐大阪城天守閣周辺の戦跡めぐり（ガイドによる説明つき）」（18名参加）〈ガイド：大阪城ボランティア
ガイド〉 
・12/28「3B体操と忘年会」（21名参加）〈講師：公益社団法人 日本3B体操協会〉 
・2/22「都島区地域包括支援センターの役割と活動」〈講師：都島区地域包括支援センター 職員〉 

成果 
(根拠となる資料
等があれば添付

すること) 

○メンバー間の繋がりが強化され、座学の日以外にも連絡を取り合う、外出をするなどの仲間となっている。 
○介護予防への取り組みにも積極的になり、また、役割分担をしたことにより担い手としての意識も芽生え、座学メン

バーがいきいき百歳体操グループ発足の中心的メンバーとなった。 
○いきいき百歳体操グループのない地域でも、いきいき百歳体操グループ立ち上げの方向となっている。（現在、市から

のおもりが未着で、届き次第開始予定） 

今後の課題 ○参加者は他の活動にも積極的な方も多く、真に孤立している方の参加にもつなげたい。 
○グループの自立を目指したい。 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（H29年7月25日） 

効果検証の結果  ■①成果の充実 □②成果が見える □③ ①、②以外 

専門性等の該当 ■地域性  ■継続性   ■浸透性（拡張性）  ■専門性  ■独自性 

今後の取組み継続に向けてのコ

メント（区地域包括支援センタ

ー運営協議会からの意見） 

新たな参加者の確保の為に、参加者の社会的背景を知ることも大切。家族から紹介してもらうなど、周知方法

を工夫していく。区包括圏域だけでなく、都島区として両包括で協力して、活動を周知していく。 



 
平成28年度 都島区北部地域包括支援センター課題対応取組み報告書 

報告書作成日：平成 29  年 7 月 11 日 

活動テーマ 認知症を予防しよう。 

地域ケア会議か

ら見えてきた課

題 
 

平成２7年度の地域ケア会議開催件数は31件で、全体の約8割の対象者が、認知症を発症していることがわかった。 
地域の認知症への知識と理解は少しずつ高まってはいるが、高齢化の進展にともない、認知症の方は増加の一途を

たどっており、それぞれに課題が多様化、複雑化している。 
認知症発症後の対応ももちろんだが、発症予防の取り組みが重要となっている。 

対象 地域住民、地域の支援者、地域で就労する人 

地域特性 ・淀川・大東：古い民家や公営住宅からなる昔ながらの近隣の付き合いがある町で、町会加入率は比較的高い。 
・友渕：巨大マンション群が立ち並ぶ比較的若い世代が多く住み、生活保護受給率が低く、住民の多くが経済的に安

定した世帯が多い。 
・高倉：公営の集合住宅や古い民家、マンションが混在する住宅地と商業地区からなる。 

町内会の結びつきは強く、地域で解決しようという意識が高い傾向がある。 
・内代：ＪＲ貨物線を境に旭区、城東区と隣接している。 
・全圏域で、区役所や区民センターから離れており、病院や介護サービス事業所、社会資源が少なく、地域から遠く

て交通の便が悪い。「行きたくても行けない。利用したくても利用しにくい」という声が多く聞かれる。 

活動目標 １．正しい認知症の疾患への理解を得るために、認知症の講演会や認知症サポーター養成講座を定期的に開催。 
２．「健康教室」「百歳体操」など開催や開催支援を通じて閉じこもりを防止し、脳を活性化し、運動機能低下の予防

に努め、認知症発症リスクを回避する。 

活動内容 
(具体的取り組
み) 
 
 
 
 
 

・多職種・多機関での認知症予防の取り組みとして、これまで連携が不足していた区内６３か所の薬局と、１３か所

の郵便局へ案内チラシを配布し周知活動・関係性構築を図る。 
・ケアマネ＊北部包括＊交流会やみんな＊de＊交流会など専門職対象で研修会や勉強会の開催 292名参加 
・各事業開催時には、アンケートを実施し、認知症予防への意識・ニーズの把握に努める。 
・家族介護支援事業にて認知症講演会の開催 2回開催 475名参加 
・二次予防事業説明会を開催 2回開催 17名参加 
・認知症サポーター養成講座の開催 2回開催 70名参加 
・二次予防事業対象者把握のための講演会を開催 8回開催 161名 
・「健康教室」の開催（第１部：講演 第2部：百歳体操） 5回開催 211名参加 
・地域の「百歳体操」開催支援 （大東・友渕地域） 
・民生委員協議会で勉強会 （5/28）13名参加 

成果 
(根拠となる資料等
があれば添付する

こと) 
 
 
 

・各薬局にチラシの常設コーナーを設置するに至った。  
・講演・講座への参加だけでなく、案内チラシを見た方からの相談や支援につなげることができた。 
・薬局、郵便局からの相談が増えた。また、本人へのアプローチが困難な際に、連携して支援することができた。 
・アンケート結果から、地域での「百歳体操」の開催を望む声をあり、毎回健康教室開催時には実施するようにした。

そして、実施を希望する地域のグループリーダーなどに健康教室参加を呼びかけ、分館などへ紹介し、開催支援を

行った。地域の「通いの場」として定着し、継続して開催している。 
・認知症や認知症予防についての講座開催への依頼が増えた（大東民生委員勉強会・郵便局認知症サポーター養成講

座の依頼等） 
・認知症予防の意識が高まり、住民が自ら主体的に地域活動を計画している。 

今後の課題 ・家族関係が希薄で、町会にも加入せず、オートロックのマンションで実情が把握できず見守り支援につながりにく

いという認知症高齢者の現状がある。認知症高齢者の状況が複雑化する中、地域や各機関が情報を共有し、閉じこ

もりがちな高齢者については、社会資源等、「何か」に繋げることが必要とされる。 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（H29年7月24日） 

効果検証の結果  ■①成果の充実 □②成果が見える □③ ①、②以外 

専門性等の該当 ■地域性  ■継続性   ■浸透性（拡張性）  ■専門性  ■独自性 

今後の取組み継続に

向けてのコメント（区

地域包括支援センタ

ー運営協議会からの

意見） 

薬局を１軒１軒訪問して、周知活動をするなど、地道な活動は効果的。今後コンビニ等に拡大してみてはどうか。 
北部包括圏域外の薬局にも訪問しているが、区包括圏域は区包括が訪問するなど、都島区として両包括で協力して取

り組んでいく。 



 

平成 28 年度 福島区地域包括支援センター課題対応取組み報告書 
報告書作成日：平成 29年 7月 10日 

 

活動テーマ 

 
 
地域での孤立を防ぐ ～どこかにつながっている～ 

地域ケア会議から 
見えてきた課題 
 

・地域などと、つながりを持たない人が増えている 
・認知症に対する理解の不足 
・相談窓口がわかりにくい 

対象 
 

・町会・女性会・地域福祉ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ等地域関係者、民生委員 
・金融機関職員 
・地域住民 

地域特性 ・昔ながらの近所付き合いが多く残る地域と、高層マンション等に入居する若い世代が混在する 

活動目標 ・地域で暮らす人が、どこかにつながっていける 
・相談をする場所が広く知られている 

活動内容 
(具体的取り組み) 
 
 
 
 
 

取組み 
・民生委員連絡会への出席 
・地域福祉ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰと積極的な連携を取り、相談の対応（毎月訪問は必須） 
・認知症サポーター養成講座の実施（28年度 ７回実施） 
 （金融機関に向けても実施し、認知症理解をすすめる） 
・認知症予防のための講座（集合住宅４か所、女性会の集まり等２か所） 
・出張相談会の開催（区役所、地域喫茶等） 
・介護予防に対する意識調査（健康展の共催時に実施） 
・「かいご・福祉情報ガイド」の発行・設置 
 （病院、歯科医院、薬局、関係機関、地域会館10か所、介護事業所、銀行、郵便局、 
銭湯、コンビニ、商店など） 

成果 
(根拠となる資料等があれば
添付すること) 
 
 
 

・出張相談、地域の訪問を重ね、相談窓口の周知を図ったことで、相談会での直接の相談は

少ないが、前年度に比べ、地域関係者からの相談が28％、民生委員からの相談も23％増
加した。 
・区内金融機関に、認知症の理解に関して講座を行うことで、金融機関内での認知症に対す

る、気づきと対応力が強化された。また、講座開催の金融機関を増やしたことに応じ、直

接の相談も増加し、早期に関わりを持つことができた。 
その結果、介護情報誌の設置も進み広報活動につながった。 
・「かいご・福祉情報ガイド」の発行により、相談窓口が広く周知できた。また情報誌をツ

ールとして、銭湯やコンビニ、商店に働きかけを行ったことで、関係ができつつある。 
今後の課題 ・地域の支援者が、地域で暮らす高齢者や認知症の人を見守る方法について、悩むこと、困

ることが多くあるため、地域の支援者に対し、認知症や見守りの方法（仕方）を知っていた

だく機会をつくる。地域で見守りながら、専門的な関わりが必要な時に、つなげてもらえる

ネットワーク力の増進が必要。 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（ 29 年 7 月 24 日） 

効果検証の結果  □①成果の充実 ■②成果が見える □③ ①、②以外 

専門性等の該当 ■地域性  ■継続性   ■浸透性（拡張性）  □専門性  □独自性 

今後の取組み継続に向

けてのコメント（区地

域包括支援センター運

営協議会からの意見） 

 住民組織と継続した粘り強い連携を行うことにより、着実に顔の見える関係が構築されて

いる。認知症予防の取組みも様々な機関と連携し一定の成果があらわれており、今後も継続

して取組んでいただきたい。 



 

平成 28 年度 此花区地域包括支援センター課題対応取組み報告書 
報告書作成日：平成 29年 4月 19日 

活動テーマ 専門職の専門性向上 

地域ケア会議から 
見えてきた課題 
 

対人援助に関わる視点に課題 
・認知症の方の支援に必要な情報収集（本人の気持ちや訴えの汲み取り）に課題 
・本人の生活状況ではなく、介護度に応じたサービス提供となりがち 
・家族や周囲の言動を中心にした支援となりがち＝本人主体の関わりが行いにくい 

対象 介護支援専門員、介護保険サービス従事者等高齢者を支援する専門職 

地域特性 ・介護保険関係の事業所、施設の80％が圏域外に設置されている。 
・介護支援専門員からの相談内容は、介護サービス、経済・生活問題が60％を占めている 
・介護支援専門員からの相談件数が前年比50％増 
（平成27年度698件/平成28年度1,078件）。 

・区内の介護支援専門員68名中18名が主任介護支援専門員（更新希望者3名）。 
活動目標 認知症を含め、精神疾患等病気理解と支援の留意点について学ぶ機会を提供し、専門職とし

て必要な知識習得の機会を持つ。 
併せて、知識を活用するための対人援助の価値観（対人援助の専門職として持つべき視点等）

について確認・共有の機会を持つ。 

活動内容 
(具体的取り組み) 
 
 

4回シリーズで、対人援助職のためのスキルアップ研修を開催。 
 ・1回目のより良い支援に関する講義を必須受講、2回目～4回目の精神疾患に関する講 
義については選択受講とし、支援者が主体的に受講できる工夫を行った。 

 ・受講目的把握のためのアンケートを併せて実施。経年の取組みへと繋げる工夫をした。 

成果 
(根拠となる資料等があれば
添付すること) 
 
 
 

従来の介護支援専門員を対象とした研修に比べ、区内の居宅介護支援事業所に勤務する介護

支援専門員の参加が多かった（区内介護支援専門員の3割にあたる21名が受講）。 
各回アンケートを実施のうえ、最終日に受講全体を振り返るアンケートを実施。 
 ・知識に関しては、今後の支援に役立つと感じた方が86％。 
  病気の特性や医療との連携の必要性が理解できたとの意見が多く、実践における活用が 
期待できる結果であった。 

 ・価値に関しては、受講自体が自己覚知、援助の振り返り、専門職の価値の確認になった 
との回答が44％であった。 

上記より、此花区の援助者は知識を求める傾向が強いことがうかがえる。知識を活かすため

の対人援助の価値の重要性の浸透を図るためには、援助者の求める知識と併せた形で価値に

関する講義を実施していく本研修の手法が効果的と考える。 

今後の課題 ・対人援助の価値を理解して援助できているかどうかは、即答えや成果が見えるものではな 
く、実践の中での協働や、受講後の意識変化等を評価していく必要があると考える。 
・平成28年度だけの実施でなく、今後も定期的に対人援助の価値と知識に関する研修を実 
施し、経年での評価が必要である。 
・包括支援センターの職員のスーパーバイズ機能向上。 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（ 平成２９年７月１４日 ） 

効果検証の結果  □①成果の充実 ■②成果が見える □③ ①、②以外 

専門性等の該当 ■地域性  ■継続性   ■浸透性（拡張性）  ■専門性  □独自性 

今後の取組み継続に向

けてのコメント（区地

域包括支援センター運

営協議会からの意見） 

・支援者がコミュニケーションを取れない、対応拒否にあうなど支援するのに複合的な問題を抱える事例が

増えてきている中、精神疾患についての理解を深めることは、重要な取組みである。また、知識だけでなく

援助観の変容も図る試みであるため、企画した研修受講直後のアンケートでの意見集約にとどまらず、一定

支援を実践した受講者の意識変化を評価していくことも必要と考える。 



 

平成 28 年度 此花区南西部地域包括支援センター課題対応取組み報告書 

報告書作成日：平成 29年 4月 14日 

活動テーマ 

 
此花区南西部地域包括支援センターの機能や役割の理解促進を目指した周知活動 
（地域住民からの直接相談の増加・要援護高齢者の孤立化の防止） 

地域ケア会議から 
見えてきた課題 
 

・包括の役割の理解不足による相談の遅れ 

・孤立化している要援護者に関する情報共有の困難性 

・認知症に対する理解不足 
対象 
 

フォーマル・インフォーマルを問わず、自治会・民生委員等各関係機関・団体等地域住民介護保険サービス

事業所等、また民間団体・機関 

地域特性 ・担当圏域内の高齢化率は約25％、 
圏域内において連合町会別には西九条連合町会27％、四貫島連合町会31％、梅香連合町会30％、恩貴島

連合町会33％、春日出連合町会24％、島屋連合町会17％、桜島連合町会39％と格差が生じている。65歳

以上の構成員のみの世帯、高齢者単身世帯も増加傾向にある。 

・社会資源が全体的に不足している。 
活動目標 地域包括支援センターに対する地域住民をはじめとしたその他各種団体・機関からの早期相談、早期対応が

可能となるネットワーク構築による認知症等要援護高齢者の孤立化の防止。 

活動内容 
(具体的取り組み) 
 
 
 
 
 

１． 地域ケア会議の積極的な開催：16回開催（延119名出席） 

地域ケア会議を通じ意図的に地域住民に参加していただくことにより地域包括支援センターの役割・機

能の理解を深める。 

  （実践を通じて地域住民に地域包括支援センターを理解していただく。） 

２．小地域ケア会議の継続的活用：5回開催（延27名出席） 

小地域ケア会議の継続的開催により地域包括支援センターの役割・機能の理解を促進するため地域課題

等について議論する場を設ける等、より顔の見える関係作りの強化を図り、直接相談していただける環

境を整備・構築する。 

  地区別民生委員地域ケア会議の創設・開催：3回開催（延32名出席） 

３．出張認知症講座の実施：2回実施（延20名出席） 

  地域に出向き認知症講座を実施することにより地域包括の機能・役割の周知・啓発が行なえると同時に

まだまだ不足している認知症についての理解を深めていただき、認知症等により孤立化している要援護

高齢者の存在に対する気付きを促進する。 

成果 
(根拠となる資料等があれば
添付すること) 
 
 

・地域ケア会議の開催をきっかけに定期的に開催する小地域ケア会議の開催へと繋がっており、地域包括支

援センターの役割について一定の理解をいただけるようになった。さらに新たに地区別民生委員地域ケア

会議の創設、開催へと繋がった。 
・地域住民や町会関係者、民生委員からの延べ相談件数が前年度 134件から今年度 168件へと 25％強アッ
プしており、少しずつではあるが増加傾向にある。 

今後の課題 ・地域ケア会議の開催回数についてまだまだ少ない状況であり横ばい状態となっているため、個別ケースの

状況にもよるが、更なる開催数の増加を目指す必要がある。 
・小地域ケア会議・地区別民生委員地域ケア会議については圏域が広範囲にわたっている事もあり、地区ご

との格差があり、開催エリアの拡大が必要である。 
・出張認知症講座については実施回数が少なく、上記同様実施エリアの拡大と増加を図る等強化が必要であ

る。 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（ 平成２９年７月１４日 ） 

効果検証の結果  ■①成果の充実 □②成果が見える □③ ①、②以外 

専門性等の該当 ■地域性  ■継続性   ■浸透性（拡張性）  ■専門性  □独自性 

今後の取組み継続に向

けてのコメント（区地

域包括支援センター運

営協議会からの意見） 

・顔の見える関係づくりを意識して、包括という存在の認知を図ることに留まらず、その活動内容を理解し

てもらうために、計画的に地域ケア会議からの展開を図っている。地域に出向いて様々な機会をとらえて地

域住民と関わっていることが確認できた。地域住民からの相談件数が増加していることも、取組みの成果と

捉えられる。開催していく地域の拡大も計画しているので、継続して取組みを進めてもらいたい。 



 

平成 28 年度 中央区地域包括支援センター課題対応取組み報告書 

報告書作成日：平成 29年  6月 23日 

活動テーマ 新人ケアマネわかばタイム 
地域ケア会議から 
見えてきた課題 
 

中央区では、介護支援専門員が1人か2人の事業所が多く、入れ替わりもあり、新人介護支
援専門員が事業所内で業務を学んだり指導を受けたりする機会が少ない。情報把握や知識が

不足して支援が十分行えないことや、虐待の認識がなかなかできず通報が遅れてしまうこと

がある。新人介護支援専門員が情報を適切に把握し、知識を身につける機会が必要である。 
対象 
 

居宅介護支援事業者連絡会に登録のある事業所に所属する新人の介護支援専門員、または自

分で新人だと感じている介護支援専門員。 
地域特性 ・当圏域は一人暮らしの高齢者が多く、家族による介護や支援があまり期待できず、専門職

によるサービスを必要とする世帯が多い地域である。 
・事業所に介護支援専門員が1人か2人しかいない事業者が多く、また入れ替わりも多い。 

活動目標 ・必要な情報や知識を身につけてもらい、介護支援専門員として利用者に様々なサービスの提

案ができ、サービス計画に位置付けられるようにする。 

・事業所の枠を越えた横のつながりを作り、介護支援専門員同士が相談し合える関係を目指す。 

・地域包括支援センターを身近に感じてもらい、相談しやすいところと認識してもらう。 
活動内容 
(具体的取り組み) 
 
 
 
 
 

開催日時：偶数月第４木曜日 午後4時～5時半 

開催場所：中央区在宅サービスセンター 

対 象 者：中央区で活動されている、新人(もしくは自分でそう思う)介護支援専門員 

開催内容：テーマに沿った講座と、主任介護支援専門員との交流会・相談会。計6回開催。 
 内   容 担 当 

4月 住宅改修でCMが知っておくべきこと 中央区包括 

6月 高齢者の住まい～多様な住まいの紹介と留意点～ 北部包括 

8月 中央区のインフォーマルサービスについて 中央区包括 

10月 高齢者虐待に気づいたら 北部包括 

12月 生活保護制度について 中央区包括 

2月 介護保険と障がい者施策について 北部包括 
 

成果 
(根拠となる資料等があ
れば添付すること) 
 
 
 

・前年度と違ったメンバーが参加し、延べ105名（内、主任介護支援専門員15名）参加。
平均参加人数17.5名。 
・アンケートからは、すぐに仕事に役立ったこと、知っていても深く掘り下げることができ

たこと、ケアマネ同士ゆっくり話せたことが成果として見える。主任介護支援専門員が参加

することで経験年数や事業所の枠を越えてつながることができた。 
・区内の関係機関が講師を務めることにより、多職種間での連携にもつながった。 

今後の課題 新人介護支援専門員が学び顔の見える関係を構築できる場として開催が定着している。今後

はその開催・運営について主任介護支援専門員が担えるしくみや、参加者が1年のプログラ
ム修了後にどのように伸びたかを客観的に評価できるしくみを検討する必要がある。 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（平成２９年 ７月 ６日） 

効果検証の結果  ■①成果の充実 □②成果が見える □③ ①、②以外 
専門性等の該当 ■地域性  ■継続性   ■浸透性（拡張性）  □専門性  ■独自性 

今後の取組み継続に向

けてのコメント（区地

域包括支援センター運

営協議会からの意見） 

介護支援専門員同士の交流を行うという独自の取組みにより、顔の見える関係となり、事

業所を超えた横のつながりを作ることができている。継続して実施することにより地域包括

支援センターとの関係も深まるとともに、多職種との円滑な連携に繋がるなど活動の浸透

性･拡張性もみられる。今年度は、主任介護支援専門員連絡会との交流を毎回行い、参加者

が抱える困難ケースについて、主任介護支援専門員と共に事例検討を行うなど、具体的な支

援に繋がる事例も出てきている。 



 

平成 28 年度 中央区地域包括支援センター課題対応取組み報告書 

報告書作成日：平成 29年  6月 23日 

活動テーマ 主任介護支援専門員連絡会 

地域ケア会議から

見えてきた課題 
 

中央区では、自営業（例えば自動販売機収入がある）をされている高齢者（とその家族）が、認知症やセルフネグ

レクト等困りごとを抱えていても、日々の小口の収入で何とか生活できることから自分自身置かれている状況の認

知、相談に至らず、支援につながらない状況がある。早期支援につなげるためにも、介護支援専門員の支援力の底

上げを担う主任介護支援専門員の援助技術やスーパーバイズ機能の向上が必要である。 

対象 中央区にある居宅介護支援事業所に所属する主任介護支援専門員 

地域特性 独居で家族支援があまり期待できず、専門職によるサービスを必要とする高齢者が多い。 

活動目標 ・介護支援専門員が課題を認識し、支援につながっていない高齢者を早期に発見し支援できる視点と、包括との連

携・取り組みを行っていくスキルを身につける。           

・事例検討を通して個別課題の認識、地域課題の検討を行い、地域貢献の方法を探る。 

・主任介護支援専門員による主体的な運営への移行。 

活動内容 
(具体的取り組み) 
 
 
 
 

開催日時：偶数月第4水曜日 午後1時30分～3時30分  

開催場所：中央区在宅サービスセンター 

事例検討講師：田村 満子氏（たむらソーシャルネット代表） 

開催内容 事例検討…4月・6月・12月・2月  

医療との連携「医療ソーシャルワーカーとの合同研修」…8月・10月  

・参加数延べ 83名参加。平均参加人数 14名。中央区の居宅介護支援事業者連絡会 30事業所のうち
15事業所からの参加。主体的運営のため代表、幹事を決める。 
・医療との連携では、大手前病院と意見交換し、共通の連携シートを作成。 

・新人ケアマネ連絡会（わかばタイム）へ参加。 

・2月の事例検討では、新人介護支援専門員が提出した事例について検討を行い、小規模事業所の介護
支援専門員や新人介護支援専門員へのスーパーバイズ等の役割を実践。 

成果 
(根拠となる資料等
があれば添付する

こと) 
 
 
 

・事例検討に参加した主任介護支援専門員からは、「個々の相談援助技術の向上ができた」「利用者と

の接し方や目線、関わり方を再認識した」「ケースの振り返りができた」等の評価があり、ねらいであ

った主任介護支援専門員の力量向上が達成された。 
・「区内他事業所とのつながりがもてた」「話が聞けて良かった」という評価が多く出たことから、連

携が深められ、事業所の枠を超えて相談できる関係構築につながったことが分かる。 
・医療との連携について、区内の大手前病院の医療ソーシャルワーカーと意見交換し、共通の入院時

連携シートが作成できた。 
・新人ケアマネの育成、後方支援については、新人介護支援専門員より、「話してほっとした」「体験

したことを教えてもらえ、たくさん得ることができた」「事例が勉強になった」等の意見があった。

フェースシートの作成、本人の思いを聞くこと、アセスメントの大切さ等について助言し、指導す

ることができた。 

今後の課題 ・会議進行や開催内容検討まで、さらなる主体的な運営を目指す。 
・入院時連携シートの周知活用、使用してみてのフィードバックを通じて医療との連携について深め

ていく。 
・地域包括ケアの実現に向け、主任介護支援専門員の力量向上を継続し地域貢献をめざす。 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（平成２９年 ７月 ６日） 

効果検証の結果  ■①成果の充実 □②成果が見える □③ ①、②以外 
専門性等の該当 ■地域性  ■継続性   □浸透性（拡張性）  ■専門性  □独自性 

今後の取組み継続

に向けてのコメン

ト（区地域包括支援

センター運営協議

会からの意見） 

小口収入で生活ができるため、認知症等の悩み事を抱えていても具体の支援に繋がらない地域事情に気付

き、主任介護支援専門員の援助技術やスーパーバイズ機能向上の取組を継続している。会の参加者が、困難

ケースを前向きに検討することで個々の相談援助技術の向上ができたことや区内病院のＭＳＷと意見交換を

し、入院時連携シートの作成を行うことなどの成果がみられる。今後、地域包括支援センターは後方支援を

行い、主任介護支援専門員による会の主体的な運営をすすめるとともに、事業所の枠を超えた新人介護支援

専門員の育成やスーパーバイズにより、中央区全体の地域課題への取組について検討していただきたい。 



 

平成 28 年度 中央区地域包括支援センター課題対応取組み報告書 
報告書作成日：平成29年  6月23日 

活動テーマ 地域包括支援センターの周知と認知症高齢者への理解をはかる。 
地域ケア会議

から見えてき

た課題 

圏域には、独居で認知症を有している高齢者が多く、地域包括支援センターが関わった時点で既に認知症状が重症

化している状況が課題としてあった。 

対象 高齢者やその周囲の地域住民 

地域特性 ・空襲を逃れ古い町並みが残り昔からの長屋や新しく建った一戸建てが多い地域、交通ターミナルに近く繁華街あ

るいはビジネス街であり住民が少ない地域に大きく分けることができる。 

・ビジネス街においてはマンション建設が進み、リタイア後中央区に住む（戻ってくる）高齢者もあり、地域組織

やご近所とのつながりが希薄で孤立しがちとなっている。 

・繁華街近くの地域では一人暮らし向けの昔ながらの文化住宅や単身アパートが多くあり、家賃も安いため独居高

齢者が多く居住する地域がある。 

活動目標 既存のネットワークを通じ、あるいは広く一般に向けて高齢者の相談窓口である地域包括支援センターの役割、認

知症の理解を広げる。 

・地域関係者と取組みの目的や内容、対象について丁寧に話し合いながら一緒に取り組む。 

・出前講座、出前相談会、認知症講演会の各地域での開催。 

・社協だよりや独自の広報誌を作成し、包括の役割や取組みの周知を図る。 

活動内容 
(具体的取り
組み) 
 
 
 
 
 

【広く一般に理解してもらうための取組み】 

○第7回 認知症講演会  日 時 ：28年9月1日（木）  講 師 ：牧村 智広氏（マキムラクリニック 院長） 

内 容 ：「認知症との付き合い方・対応」～地域で認知症の方を支える～ 

○中央区社協だよりへの掲載 掲載号 ：7月号、10月号、2月号  

○「もも通信」の発行 配布先：関係機関、地域会館等 

【より身近な地域における取組み】 

○出前講座・出前相談会・会議参加・寸劇  実施地域：圏域の12地域 

内 容 ：地域包括支援センターの役割・認知症サポーター養成講座・認知症について認知症予防体操・消費者被害防止等 

成果 
(根拠となる
資料等があ

れば添付す

ること) 

・認知症講演会の参加者110名、中央区社協便りの配布部数各47,000部、もも通信の配布部数129部、出前講座の

参加者延709名。 
・地域に出向いての取組みでは、講座や相談会開催までの地域とのやり取りを通じ包括の役割について認知が進み、

地域関係者からの相談件数は27年度109件、28年度166件と伸びた。また、「話をしてほしい」「今年もまたやっ
てほしい」「認知症の方への対応の仕方で変わるということがわかった」等要望や意見も出て、認知症への理解が深

まった。 
・桃園地域では、個別の地域ケア会議に地域の方に参加を得て、ケースの支援を地域の町会関係者と一緒に検討し

た。座談会を開催し、包括が相談窓口であることが知られ、地域には他にも同じような認知症の方がおられるとい

う意見も出て今後も取組みを一緒に考える座談会を継続していくこととなった。 

今後の課題 ・地域における取組みでは、それぞれの地域事情に応じた展開のためばらつきがある。相談件数や地域分析を踏ま

えて効果的な取組みを検討する必要がある。 
・桃園地域ではH29年度も座談会を開催するが、住民自身の思いから開催する場であることを念頭に起きつつ、地
域に必要な取組み、住民による展開の可能性を包括として分析し、より内容の充実を図る必要がある。また他の地

域に桃園地域の取り組みについて発信し、同様の場が増えることを図っていく。 
・関係機関や住民からの意見を反映させたもも通信を作成し、より周知につなげる。 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（平成２９年 ７月 ６日） 

効果検証の結果  □①成果の充実 ■②成果が見える □③ ①、②以外 

専門性等の該当 ■地域性  ■継続性   □浸透性（拡張性）  □専門性  ■独自性 

今後の取組み継続に向けて

のコメント（区地域包括支

援センター運営協議会から

の意見） 

地域包括支援センターの役割や取組の周知と認知症への理解を広げるための取組を継続的に行って

いる。地域に出向き、全地域で出前講座や出前相談会を開催するとともに、それらの開催までに関係者

とのやりとりを行うことにより、地域包括支援センターの役割とともに認知症についての理解を深める

ことができた。桃園地域で実施した座談会は、ケースの支援を地域の民生委員や町会関係者と一緒に検

討するもので、独自性のある取組である。 



 
平成 28 年度 中央区北部地域包括支援センター課題対応取組み報告書 

報告書作成日：平成 29年 6月 23日 

活動テーマ 中央区ケアマネわかばタイム 

地域ケア会議から 
見えてきた課題 
 

区内には介護支援専門員が一人ないし二人しかいない事業所が多く存在し、また入れ替わりの激しい職

種であることから、そういった事業所では業務のノウハウをしっかり学んだり、指導されたりする機会

が少なく、ましてそれが経験の浅い新人介護支援専門員であれば、適切に情報把握ができず、十分な支

援が行えないということも考えられる。また、それが虐待の通報を遅らせたり、地域ケア会議開催に消

極的であるといった現状もあることから、適切な情報把握、知識習得の場の提供が必要である。 
対象 居宅介護支援事業者連絡会に登録のある事業所に所属する新人の介護支援専門員、または自分で新人だ

と感じている介護支援専門員 

地域特性 ►事業所に介護支援専門員が一人もしくは二人しかいない事業所が多く、また異動も含め、 
入れ替わりが多い 
►中央大通り北側に事業所が少なく、南側に集中している 

活動目標 中央区で活動していく上で必要な情報や知識を新人介護支援専門員に把握、習得してもらい、またその中

で横のつながりを強化できる場としてもらう。さらに地域包括支援センターとの関係を深める中で、センターと

しても相談しやすい雰囲気づくりに努め、今後の区内の高齢者支援においてスムーズな連携につなげる。 

活動内容 
(具体的取り組み) 
 
 
 
 
 

開催日時：偶数月 第４木曜日 午後4時～5時半 
開催場所：中央区在宅サービスセンター3階多目的室 
対 象 者：中央区で活動されている、新人(もしくは自分でそう思う)介護支援専門員 
開催内容：ミニ講座、個別相談を２包括で合同開催。講師は地域包括支援センター職員や、その他各

テーマを専門とする外部の事業所職員や区役所職員。 
       また、主任介護支援専門員連絡会との交流も行い、スーパービジョンを受けることでケアマ

ネジメントの質の向上を図る。 

 内   容 

4月 住宅改修について                          ※主任ｹｱﾏﾈとの交流会実施 

6月 高齢者の住まい～多様な住まいの紹介と留意点        ※主任ｹｱﾏﾈとの交流会実施 

8月 中央区のインフォーマルサービスについて           ※主任ｹｱﾏﾈとの交流会実施 

10月 高齢者虐待に気付いたら～ケアマネに期待される役割～  ※主任ｹｱﾏﾈとの交流会実施 

12月 生活保護について                          ※主任ｹｱﾏﾈとの交流会実施 

2月 介護保険と障がい施策について                  ※主任ｹｱﾏﾈとの交流会実施 
 

成果 
(根拠となる資料等があれ
ば添付すること) 

学習内容が役立ったかのアンケートを実施した結果、プラン作成の参考になったり、実際の利用

者への説明の際に役立つなど、効果的な動きにつながっていることや、顔の見える関係が築けた

ことで包括との円滑な連携につながったことが分かった。さらに主任介護支援専門員との交流会

を継続的に実施することで事業所の枠を超えた横のつながりができ、わかばタイム参加者が抱え

るケースについて、共に事例検討を行うなど、会を通じて具体的な支援を行うことができた。 
今後の課題 新人介護支援専門員に対しての学習会であるため、プラン作成に活かせる基礎的な内容を毎年ほ

ぼ決まった形で揃えているが、前回の運営協議会で意見のあった医療との連携という部分におい

ては開催項目には含んでいなかった。居宅介護支援事業者連絡会、主任介護支援専門員研修会に

おいては医療との連携について企画することは多いが、新人介護支援専門員に対する学習内容に

ついて、どういった内容が適切かを、介護支援専門員からの相談内容の分析や、アンケートによ

って把握し、今後学習項目に組み込めるよう検討したい。 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（平成29年 ７月 ６日） 

効果検証の結果  ■①成果の充実 □②成果が見える □③ ①、②以外 

専門性等の該当 ■地域性  ■継続性   ■浸透性（拡張性）  □専門性  ■独自性 

今後の取組み継続に向

けてのコメント（区地

域包括支援センター運

営協議会からの意見） 

介護支援専門員同士の交流を行うという独自の取組みにより、顔の見える関係となり、事

業所を超えた横のつながりを作ることができている。継続して実施することにより地域包括

支援センターとの関係も深まるとともに、多職種との円滑な連携に繋がるなど活動の浸透

性･拡張性もみられる。今年度は、主任介護支援専門員連絡会との交流を毎回行い、参加者

が抱える困難ケースについて、主任介護支援専門員と共に事例検討を行うなど、具体的な支

援に繋がる事例も出てきている。 



 

平成 28 年度 中央区北部 地域包括支援センター課題対応取組み報告書 
報告書作成日：平成 29年 6月 23日 

活動テーマ 障がい者支援機関との連携会議（包括・いきいき連携会議） 

地域ケア会議から 
見えてきた課題 

H25年度に開催した地域ケア会議において、同居家族に精神疾患（統合失調症、うつ病）もしく

はその疑いがあり、それを原因の一つとして支援が円滑に進まないケースが多く存在した。この

課題についてはそれ以降も継続しており、高齢者単独の課題ではなく、障がい者支援も含んだ課

題として捉えているが、障がい者支援についての情報（社会資源、制度等）が不十分であるため、

支援に時間を要したり、対応が遅れてしまうことが少なくない。 
対象 障がい者支援機関職員 
地域特性 圏域内に大阪市から委託を受けた障がい者支援の中心を担う機関があり、その他にも障がい

者サービスを提供している事業所が複数ある。 
活動目標 障がい者支援に係る基本的な知識を得ることで高齢者支援にも活かす。また、障がい者支援

機関と定期的な会議をもつことで顔の見える関係づくりを構築し、必要時には役割分担を行

いながら、適切な対応を実施する。 
活動内容 
(具体的取り組み) 
 
 
 
 
 

障がい者生活支援センターいきいきと3か月に1回の頻度で連携会議を開催する。 
 
開催場所：障がい者支援センターいきいき １Ｆ 
開催日時：3ヶ月に1回（開催月は以下） 

第2水曜日 午後2時30分～3時30分 
目  的：連携していくことで相互理解を深め、高齢者・障がい者支援において 
     スムーズな支援を行う 
参加メンバー：障がい者支援センターいきいき     担当者 
       地域生活支援センターすいすい     担当者 
       中央区役所保健福祉センター（高齢）  担当係長 
       中央区地域包括支援センター      管理者 
       中央区北部地域包括支援センター    管理者 

 内   容 

6月 精神疾患・精神障がい等に関連した事例検討（北部包括） 

9月 精神障害者地域生活支援センターすいすいとの連携 

12月 精神疾患・精神障がい等に関連した事例検討（中央区包括） 

2月 会議における進捗状況確認、次年度に向けての提案 
 

成果 
(根拠となる資料等があれば
添付すること) 
 

会議開催当初は、高齢者支援の中に障がい者の課題が含まれていたことから、障がい者支援機関
と連携を図っていくという発想に留まっていたが、会議を重ねる中で、障がいの中でも特に精神
障がい（精神疾患）、発達障がい、あるいはその疑いにかかわる課題が多いことを再認識した。
その結果、精神障がい者への支援を主とする精神障害者地域生活支援センターすいすいの担当者
にも会議に参加していただくことができ、その参加は定期的となっている。このことから、課題
に対するより具体的な検討を行うことが可能となっている。 

今後の課題 定期開催することにより機関同士の関係づくり、事例検討を通じての課題の確認はできたが、課
題解決につながる具体的な取組みにはつながっていないため、抽出された課題の再評価を行い、
それに対する可能なアプローチを検討していく必要がある。新たにつながることができた精神障
害者地域生活支援センターすいすいについては、居宅介護支援事業所連絡会との連携も視野に入
れ、高齢者支援に活かすことを目指す。 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（平成２９年 ７月 ６日） 

効果検証の結果  □①成果の充実 ■②成果が見える □③ ①、②以外 

専門性等の該当 ■地域性  ■継続性   □浸透性（拡張性）  □専門性  ■独自性 

今後の取組み継続に向

けてのコメント（区地

域包括支援センター運

営協議会からの意見） 

会議を重ねていく中で、障がい者の中でも精神障がい、発達障がい等の課題が多くあることを

見いだし、その課題を検討するために精神障がい者地域生活支援センターの担当者を参加者に加

えるなど、独自に工夫することにより精神疾患等のある方の支援方法などをより具体的に検討す

ることが可能となった。今後、精神障がい者地域生活支援センターを含めた連携をさらに進め、

具体の高齢者と家族の支援に活かしていただきたい。 



 
平成 28 年度 中央区北部地域包括支援センター課題対応取組み報告書 

報告書作成日：平成29年6月23日 

活動テーマ 地域の実情に合わせた出前講座 

地域ケア会議から 
見えてきた課題 

地域の支援者（特に民生委員）や一般の機関（コンビニ・飲食店・新聞配達業者等）、郵便局・警察などの公

共機関が認知症の方あるいはその疑いがある方で、生活に何らかの課題を抱えていると感じていた場合であ

っても、地域包括支援センターをはじめとした相談支援機関にうまくつながらず、支援開始が遅れることが

ある。 
対象 公共機関、一般機関（店、マンション管理会社、企業等）、地域の支援者（民生委員、地域福祉コーディネー

ター）、地域住民（マンション） 

地域特性 マンションが増えており、人口流入も非常に多くなっている。また、高齢者の独居率も高いため、マンショ

ンに居住するひとり暮らし高齢者へのかかわりは課題となっている。 
その他、圏域内にはオフィス街が広がっており、企業が多く点在している。 

活動目標 相談に至っていない原因を探り、それに合った方法で各地域や各機関・団体のニーズに合わせたかかわりを

する中で包括の役割・機能を知ってもらい、必要時に包括につながるようにするとともに、ニーズに合わせ

た対応をおこなう。また出前講座が可能な地域、場所、時間、参加できそうな行事等の機会を探る中で継続

したかかわりがもてるよう、窓口となる人や場所、内容を見極めながら、それぞれのニーズに合わせた講座

を実施する。 
活動内容 
(具体的取り組み) 
 
 
 
 
 

以下の流れを基本としながら各地域や他機関に対して実施 

①ニーズ把握（地区診断、相談内容分析等） 

②ニーズに応じた実施可能な講座や場所、時間、費用の確認  

③出前講座実施のためのアプローチ（民生委員の会合への出席、地域の行事・集会への参加、機関に

応じて作成したチラシの配布） 

④出前講座実施 

⑤評価（アンケートの実施による現状の評価と新たなニーズ把握、実施できなかった地域については

できなかった原因を探る） 

○地域別の取り組み 

■愛日地域：ふれあい食事会での出前講座・相談会[3回] 
 
■集英地域：滞納の課題に添って『成年後見制度について』を実施[1回] 

            大阪産業創造館でのふれあい食事会にて出前講座実施[1回] 
 
■中大江地域：中大江校下センターでの出前講座[1回]→その後地域住民との会議[2回] 

＊運動する場がないという地域住民の意見から、出前講座や地域住民との会議を実施

し、『中大江体操クラブ（いきいき百歳体操）』を立ち上げにつなげた 
 
■南大江地域：法円坂コーシャハイツ出前講座[3回] 
 
■玉造地域：民生委員長兼地域社協会長宅訪問[1回]、民生委員集会参加[1回] 

成果 
(根拠となる資料等があれば
添付すること)  

潜在的な地域のニーズを把握し、それに合わせて実施した出前講座により、ニーズに合わせた取組み

（いきいき百歳体操の立ち上げ）につながった。これは集まりの場が少ない地域に対する通いの場の

立ち上げであり、地域の介護予防としての機能を期待できる。また現状では直接、相談につながって

くる仕組みにはなっていないが、地域のニーズを拾うためのアウトリーチの場として活用でき、また

今回の取組みにより、地域やグループホームに対して包括の認知度をあげる結果にもなり、地域に密

着した成果をあげることができた。 
今後の課題 ニーズとして把握できた「いきいき百歳体操」については、より拡げていく必要があると感じている

が、実施場所がない。また、圏域全体の特徴として、マンションが多く、介入しにくいという課題に

もつながってくるため、出前講座の実施対象として想定しているが、実施につなげていく明確な方法

が示せていないため、今後の検討が必要である。 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（平成２９年 ７月 ６日） 

効果検証の結果  □①成果の充実 ■②成果が見える □③ ①、②以外 

専門性等の該当 ■地域性  ■継続性   ■浸透性（拡張性）  □専門性  □独自性 

今後の取組み継続に向

けてのコメント（区地

域包括支援センター運

営協議会からの意見） 

民生委員等地域の支援者や郵便局・警察署などの公共機関が、認知症などの支援の必要な方を地域

包括支援センターなどの支援機関に繋げることができず、支援開始が遅れることがあるという地域課

題に気づき、地域のニーズに応じた出前講座を継続的に開催している。出前講座の開催にあたっては、

潜在的な地域のニーズを把握し、それに合わせて出前講座を実施することにより地域包括支援センタ

ーの認知度の向上に繋がった。地域の方々や施設とともにいきいき百歳体操の立ち上げに繋げること

ができ、活動の進化がみられる。圏域全体の特徴としてマンションが多く、今後、どういった形でマ

ンションをはじめ圏域全体に広げていくか戦略的な取組をさらに進めていただきたい。 



 

平成 28 年度 西区地域包括支援センター課題対応取組み報告書 

報告書作成日：平成 29年 6月 30日 

活動テーマ  1 認知症高齢者支援への取り組み 
地域ケア会議から 
見えてきた課題 
 

地域ケア会議でとりあげた個別事例の8割以上が認知症であり、支援を必要とする認知症高齢
者と家族が増えている。関係者の連携強化とともに、アルツハイマー型認知症だけでなく他の

認知症についても正しい理解を持ち地域で見守ることができるよう支援者の啓発が必要であ

る。また、介護に疲弊する認知症介護家族への支援や、専門職の連携強化が必要である。 
対象 西区在住の認知症高齢者を支援する支援者（地域住民、介護家族、関係機関の専門職） 
地域特性 区を南北に流れる木津川によって東西で街の様相が変わる。西部は商店街や長屋・戸建て・中

層階マンションやワンルームマンションが点在しており、東部はキタ、ミナミなどの繁華街と

隣接しており高層マンションや会社・銀行が多い。区全域に地下鉄や私鉄が発達しており交通

の便が良い。公園や図書館などの文教施設が豊富で、病院も多く、超高層マンションの建設が

進んでいる。平成28年度は大阪市内で人口増加率・出生率とも1位であった。一方、高齢化
率は最も低く（16％）、高齢者の人口増加数は13位である。集合住宅の居住率は約90％であ
る。若い世代に混じってワンルームマンションに住む高齢者の相談が多い。新しいマンション

や築40～50年の高齢化マンションは近隣関係が希薄で地域支援者が高齢者を把握することも
難しく、支援を必要としながら情報に取り残される潜在的要援護高齢者の存在が懸念される。 

活動目標 ① 認知症の種類や対応の仕方、身近な病気であること、早期治療の効果や相談窓口について、
地域に出向いての講座や認知症サポーター養成講座の開催・包括機関紙（包括レンジャー）

への掲載と配布・包括支援センターや区民センターでの講演会等で啓発を行う。 
② 認知症介護家族に向け、介護の思いの共有や介護知識の習得の場を作る。 
③ 認知症高齢者の支援者どうしの連携強化に向けた取り組みを行う。 

活動内容 
(具体的取り組み) 
 
 
 
 
 

① 地域会館や集会所立ち寄り処等に出向いての認知症出張講座 27回。認知症サポーター養
成講座10回。包括レンジャー84号（H28.8号）で認知症の特集記事を掲載し3,000部発
行、150か所で設置配布。第1回若年性認知症講演会（H28.12.13／28名／地域包括支援
センター）の開催。第5回認知症講演会（H29.3.25／170名／区民センター）の開催。 

② 認知症の方を介護している家族のつどい（年間4回／延べ74名／うち1回は日生病院精
神科神経科の木藤医師の座談会で支援者も参加可の拡大版）の実施。 

③ 認知症等高齢者支援地域連携事業 多職種交流会（H28.11.24／105名）の実施。 
成果 
(根拠となる資料等があれ
ば添付すること) 
 

① 平成 28年度から認知症初期集中支援推進事業（オレンジチーム）を受託し認知症相談の
相当数をチームに移管したが、包括の認知症相談件数は延べ・実とも昨年並みの件数が上

がっており、相談が増えている。 
② 認知症介護家族のつどいはH24年度から年 4回実施している。他では見られない先駆的
な取り組みで、毎回新しい家族が参加している。つどい内で紹介したGPS付きリハビリ
シューズの活用により、徘徊した家族を早期発見できたと家族から感謝の連絡があった。 

③ 昨年度を上回る参加者数で、関係者の関心の高さがうかがわれた。開催後、関係者の地域
ケア会議への参加協力や認知症高齢者に関する相談が増え、連携が深まっている。 

今後の課題 少ないながらも高齢者人口は増えており、現在支援を必要としない人でも将来支援が必要とな

る可能性は高い。必要とする人に必要な情報が得られるよう、地域特性を考慮し対象者に応じ

た取り組みを継続することが重要である。 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（29年 7月13日） 

効果検証の結果  ■①成果の充実 □②成果が見える □③ ①、②以外 
専門性等の該当 ■地域性  ■継続性   ■浸透性（拡張性）  ■専門性  ■独自性 
今後の取組み継続に向

けてのコメント（区地

域包括支援センター運

営協議会からの意見） 

拡充している啓発活動や地域特性に応じた出張相談により、関係機関や地域支援者とのネッ

トワーク体制が強化され、認知症が気になるケースの相談や連絡が多く入り、年々成果が表

れている。認知症の取組みは重要であり、今後も様々な専門機関や地域支援者と協働した取

組みが必要である。 



 

平成 28 年度 西区地域包括支援センター課題対応取組み報告書 

報告書作成日：平成 29年 6月 30日 

活動テーマ  2 

 
困りごとの自覚が無いまたはキーパーソンがいないが、支援を必要とする高齢者の早期発見・

困難化防止のためのネットワーク作り 
地域ケア会議から 
見えてきた課題 

本人に困りごとの自覚が無く関係者が対応に苦慮している事例やキーパーソンがおらず支援の

方向性決定が難しく関係者の連携を必要とする事例が増えた。 
対象 高齢者やその家族を支援する支援者（関係機関の専門職、地域住民） 
地域特性 区を南北に流れる木津川によって東西で街の様相が変わる。西部は商店街や長屋・戸建て・中

層階マンションやワンルームマンションが点在しており、東部はキタ、ミナミなどの繁華街と

隣接しており高層マンションや会社・銀行が多い。区全域に地下鉄や私鉄が発達しており交通

の便が良い。公園や図書館などの文教施設が豊富で、病院も多く、超高層マンションの建設が

進んでいる。平成28年度は大阪市内で人口増加率・出生率とも1位であった。一方、高齢化率
は最も低く（16％）、高齢者の人口増加数は13位である。集合住宅の居住率は約90％である。
若い世代に混じってワンルームマンションに住む高齢者の相談が多い。新しいマンションや築

40～50 年の高齢化マンションは近隣関係が希薄で地域支援者が高齢者を把握することも難し
く、支援を必要としながら情報に取り残される潜在的要援護高齢者の存在が懸念される。 

活動目標 支援者が日頃から顔の見える関係を作り、お互いの業務内容を理解し、必要時には速やかに連

携できる体制を作っておく。これまでに培ったネットワークの強化や、新しいネットワークの

構築を行う。包括支援センターに困難状況になるまでに早期に相談が入るよう、地域に出向い

ての出張相談や相談窓口の周知を行う。支援を必要としながら支援につながっていない潜在的

要援護高齢者が支援につながるよう、気になる高齢者の気づきと情報提供を呼びかける。 
活動内容 
(具体的取り組み) 
 
 
 
 
 

① 高齢者障がい者支援連絡会（H26.9～立ち上げ／隔月開催 ／H29.3で16回目） 
② 高齢者支援担当者部会（H27.9～立ち上げ／隔月開催／H29.3で10回目） 
③ 医療と介護の連携（H28.8.25／76名） 
④ 地域での地区診断を通して 千代崎地域 H28.9.16／15名 
⑤ 地域会館等へ出張相談 
⑥ 地域での会議等に参画（九条南、高台等） 
⑦ 見守りコーディネーター連絡会（毎月） 
⑧ マンション管理人・オーナーへのアプローチ 
⑨ 立ち寄り処の開催 4か所 各会場毎月1回定例開催 
 キララ（28.2～29.2）、千代崎（26.8～）、ノダ大阪（25.7～）、てらカフェ（27.10～） 

⑩ 介護予防事業卒業者の会（26.1～月 1 回で訪問リハビリ事業者の協力で開始、26.7～月 2
回に拡大、27.4～シニアボランティアグループも協力） 

⑪ 包括レンジャーの発行 毎月3,000部、150か所で設置・配布（平成27年度は110か所） 
⑫ 高齢者便利帳の発行  年2回（お盆・正月 家族が帰省する時期に／各450部） 

成果 
(根拠となる資料等があ
れば添付すること) 

様々な関係機関から相談が入っている。本人・家族からの相談は減っている一方、地域支援者

や町会関係者、専門職からの相談が増えている。様々な社会資源が連携して支援している事例

が増えている。地域ケア会議課題抽出会議でスーパーバイザーからも同様のコメントあり。 
今後の課題 支援が必要な人が早期に相談につながる、もしくは必要なタイミングで支援介入できるよう、

これまで培ったネットワークの連携強化と新たな開拓を継続する。 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（29年 7月13日） 

効果検証の結果  ■①成果の充実 □②成果が見える □③ ①、②以外 

専門性等の該当 ■地域性  ■継続性   ■浸透性（拡張性）  ■専門性  ■独自性 

今後の取組み継続に向

けてのコメント（区地

域包括支援センター運

営協議会からの意見） 

参加する専門職種や地域支援者が増え、連携強化や情報の共有、知識の向上等につながって

いる。継続した取り組みに期待する。 



 

平成 28 年度 西区地域包括支援センター課題対応取組み報告書 

報告書作成日：平成 29年 6月 30日 

活動テーマ  3 認認介護や本人・家族が精神疾患であるなど、複合的な課題を抱えた世帯への支援 
地域ケア会議から 
見えてきた課題 

世帯員全員が認知症であったり本人・家族が精神疾患である事例が増えており、成年後見制

度や精神疾患への理解や対応について支援者のスキルアップが必要である。司法書士や弁護

士など専門家に相談を要する複雑な事例が増えた。 
対象 高齢者やその家族を支援する関係機関の専門職や地域支援者 
地域特性 区を南北に流れる木津川によって東西で街の様相が変わる。西部は商店街や長屋・戸建て・

中層階マンションやワンルームマンションが点在しており、東部はキタ、ミナミなどの繁華

街と隣接しており高層マンションや会社・銀行が多い。区全域に地下鉄や私鉄が発達してお

り交通の便が良い。公園や図書館などの文教施設が豊富で、病院も多く、超高層マンション

の建設が進んでいる。平成28年度は大阪市内で人口増加率・出生率とも1位であった。一
方、高齢化率は最も低く（16％）、高齢者の人口増加数は 13 位である。集合住宅の居住率
は約 90％である。若い世代に混じってワンルームマンションに住む高齢者の相談が多い。
新しいマンションや築40～50年の高齢化マンションは近隣関係が希薄で地域支援者が高齢
者を把握することも難しく、支援を必要としながら情報に取り残される潜在的要援護高齢者

の存在が懸念される。平成27年の国勢調査で、西区の1世帯当たり人員は1.76人と、下か
ら5位であり高齢者も一人暮らしが多い。 

活動目標 精神科専門医や司法書士・弁護士の講座を開催することにより、支援者の理解や対応方法の

スキルアップを図る。専門医の相談や専門的相談機関を積極的に活用し、包括職員が相談者

と一緒に相談を受けることにより、受けた助言を実際の支援で活かす。相談を通してネット

ワークを構築し、以後のケース支援に活用する。 
活動内容 
(具体的取り組み) 

第4回精神科医の支援者向け精神疾患基礎知識講座（H28.5.27／46名） 
司法書士による成年後見制度の理解講座（H28.9.15／53名） 
弁護士による支援上のトラブル対応講座（H28.10.12／42名） 
 
 
 
 
 
 
 
個別相談の活用（成年後見センターリーガルサポート、大阪市研修情報センター権利擁護・

認知症相談、保健福祉センターの精神保健相談、生活困窮者自立相談支援機関） 
成果 
(根拠となる資料等があれば
添付すること) 

講座後、受講者から、精神疾患等の対応の仕方がわからないとの相談は無く、理解が進んだ

ものと思われる。成年後見制度利用については相談が増えており（前年度比＋43件）、制度
理解や利用啓発が進んでいる。一方、精神疾患については新たな相談者から相談が上がって

きており、保健医療に関する相談も増えており（＋126件）、対象者は増えている。 
今後の課題 今後も支援者の精神疾患に関する理解を深める研修や成年後見等の利用支援に向けた研修

を開催する。また、構築した専門機関とのネットワークを活用し、専門機関への相談をとお

して高齢者や支援者の後方支援を継続する。 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（29年 7月13日） 

効果検証の結果  ■①成果の充実 □②成果が見える □③ ①、②以外 

専門性等の該当 ■地域性  ■継続性   ■浸透性（拡張性）  ■専門性  ■独自性 

今後の取組み継続に向

けてのコメント（区地

域包括支援センター運

営協議会からの意見） 

老老介護から認認介護へ、より複雑な事例が増え支援が困難となってきている。精神疾患に

関する理解を深める取組みは先駆的であり、対象者を拡充し、具体的で実践的な内容の取組

みの継続に期待する。 



 

平成 28 年度   港区 地域包括支援センター課題対応取組み報告書 
報告書作成日：平成 29 年 4 月 28 日 

活動テーマ 支援困難化防止のためのネットワーク構築 
地域ケア会議から 
見えてきた課題 
 

課題１：認知症の進行により介入が困難になっている 
課題２：高齢者を支える家族が何らかの課題を抱え、課題が複合化している 
課題３：地域との関係性が希薄などの理由で高齢者が潜在化、孤立化している 

対象 地域住民、地域ネットワーク委員、地域見守りコーディネーター 

地域特性 市営住宅、文化住宅、単身者向けマンションが多く、入居者の高齢化が進んでいる。 
地域関係者が高齢者を把握していないところで、支援を必要とする高齢者が孤立化・潜在化

している。 
活動目標 １．地域向けの認知症啓発を継続し、認知症への理解を深めます 

２．障がい者相談支援事業所等と情報交換会等を行い顔見える関係をつくります 

３．地域ネットワーク委員会等、既存の会議を活用し、地域の状況や課題を把握し、関

係づくりを行います 
活動内容 
(具体的取り組み) 
 
 
 
 
 

１．認知症啓発については、医師会、保健福祉センター・地域包括支援センター、ブランチ

共催にて、9～11月に「地域学習会」を弁天・南市岡・磯路・八幡屋・三先地域で開催し、
延べ224名の参加がありました。 
9月には市岡地域で、徘徊声かけ模擬訓練を実施し、地域関係者、介護サービス事業所合わ
せて 41名の参加がありました。参加者には事前に認知症サポーター養成講座も実施しまし
た。参加者からは「訓練と言っても実際に声をかけるのは難しかった」「認知症の方の訴え

にどう対応したらよいか悩んだ」「もっと訓練して対応する力をつけたい」等といった声や、

実施して協力者を増やして行きたいとの声が聞かれ、今後も各地域で実施を重ねる予定で

す。また、9月～12月に認知症カフェを開催し、当事者の方も参加されました。 
2. 情報交換のための連絡会を3月に実施しました。今年度は定例実施を目指します。 
3. 市岡地域にて「高齢者の閉じこもり、地域との関係が希薄な高齢者への支援」として、
高齢者向けのサロン「笑顔サロン」、田中地域マンションにて「ふれあいサロン」を地域関

係者と共催しています。また磯路地域でふれあい喫茶に合わせて「なんでも相談会」を立ち

上げました。 
成果 
(根拠となる資料等があれば
添付すること) 
 

【目標1】 
・28年度相談延べ件数 5,378件中、認知症に関する相談が 2,331件と相談件数の約半数近
くを占め、相談件数も前年比34％増加。地域関係者からの相談も36％増加しました。個別
の地域ケア会議の地域関係者の参加率も上がっています。 
・徘徊声かけ模擬訓練にて実際に体験の機会を設けたことで、認知症高齢者を身近に感じて

もらうとともに他地域でも実施の希望があるなど地域関係者の認知症への関心が高まって

います。 
【目標3】 
・地域ネットワーク委員等との日々の連携から、フォーマルな関係者だけでは得られない情

報の収集や見守りを担ってもらうことができ、サロンの参加者も増えてきています。 
今後の課題 地域関係者との連携を継続し、高齢者支援のための地域ごとの小地域ケア会議の開催につな

げます 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（平成29年7月10日） 

効果検証の結果  ■①成果の充実 □②成果が見える □③ ①、②以外 

専門性等の該当 ■地域性  ■継続性   ■浸透性（拡張性）  □専門性  ■独自性 

今後の取組み継続に向

けてのコメント（区地

域包括支援センター運

営協議会からの意見） 

認知症に関する相談が増加しており、認知症啓発学習会や徘徊声かけ模擬訓練を地域住民に

対して実施していくことは、地域での見守り活動を強化するうえで有効だと考えます。今後

も地域との関係が希薄な方への関係づくりを行い、地域との連携強化に向け取り組んでいた

だきたい。 



平成 28 年度 港区南部地域包括支援センター課題対応取組み報告書 

報告書作成日：平成 ２９ 年 ６ 月 １５ 日 

活動テーマ 『早期介入、早期対応の為のネットワーク構築に向けて』 
地域ケア会議から 
見えてきた課題 
 

【課題①】独居高齢者など認知症が進行し重度化する前に早期介入、早期対応が必要である。 
【課題②】世帯がアルコール依存や精神疾患、経済的な問題など、複雑化、多様化した様々

な問題を抱えている。 
対象 
 

【①】認知症の方、判断能力が低下している方で独居の方。 
【②】困難事例や虐待事例の家族や養護者。 

地域特性 地域間・住民間の結束が強い地域であるが、近年高層マンションの建設、老朽化した市営住宅の建て替えな

ど多数の住民異動がある。その為地域住民より『他区や他地域からの転入者の異動や、町会未加入などで近

隣者の顔を知らない住民も多い』との意見が聞かれ、地域で孤立するなど住民同士の繋がりの再構築が必要

と思われる。また圏域内の高齢化率は32.08％（平成28年9月末現在）と超高齢地域である。 
活動目標 【①】認知症に対する啓発活動を地域住民・地域関係者に行い早期介入、早期対応できる支援体

制づくりを目指す。 
【②】行政、地域関係者、介護サービス事業所、医療機関など各関係機関が複雑化したケースに

協働、連携して対応ができる関係づくりを行う。 
活動内容 
(具体的取り組み) 
 
 
 

【①】港区医師会、港区保健福祉センター、港区地域包括支援センター、区内３ブランチと合同で区民向け

と、地域向け（圏域内3回）の認知症講演会を実施。また地域で行われている食事会やいきいきサロ
ンなどで認知症のミニ講演会を実施し地域住民や地域関係者に啓発活動を行う。 

   また、28年度よりみなとオレンジチームの設置に伴い、各地域の見守りコーディネーターやネットワ
ーク委員会等地域関係者に周知を行い、地域関係者から認知症の方の相談が上がってくる支援体制を

構築する。また医療機関受診拒否や介護サービス拒否など困難ケースはオレンジチームと連携し支援

にあたる。さらに地域見守りコーディネーター会議に定期的に参加するなど包括と地域が連携をし、

地域で認知症の方の見守りが出来るような関係づくりを行う。 
【②】小地域ケア会議を2地域で計3回実施する。参加者は地域活動協議会会長、民生委員協議会委員長、

ネットワーク委員長、地域見守りコーディネーター、自治会長、町会長、区保健師、くらしのサポー

トコーナー相談員、在宅医療介護連携相談支援室コーディネーター、病院医療相談員等。行政、地域

関係者、医療機関関係者などが顔の見える関係を構築する事により、困難事例ケースに協働、連携し

て支援にあたる事が出来る体制づくりを行えた。 
成果 
(根拠となる資料等があれば
添付すること) 
 

【①】小地域認知症相談会のアンケート結果であるが『認知症に対する理解が深まった』と 
   の回答が9/27開催分が33人（参加者の94.3％）、10/26開催分が24人（88.9％）、11/25

開催分が 19人（95％）と、地域住民に認知症の知識と理解を深めて頂く事が出来た。ま
た当包括の認知症に関する相談件数であるが、平成 27年度 291件→平成 28年度 540件
と大きく増加した。 

【②】築港ブランチと共催にて港晴地域で初めて小地域ケア会議を開催した。港晴地域の地域活

動協議会会長や民生委員協議会委員長、自治会長、町会長など日ごろ関わりが余りない地

域関係者と顔の見える関係づくりが出来た。 
今後の課題 【①】小地域での認知症相談会や各地域での認知症講演会を今迄開催していない地域で行い、認

知症に関する啓発をさらに行う。 
【②】小地域ケア会議の毎年新しい地域での開催と、既に開催した地域での継続を目指し、複雑多様化した

問題に対し、各関係機関が協働・連携して対応ができるネットワークの構築を目指す。 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（平成29年7月10日） 

効果検証の結果  ■①成果の充実 □②成果が見える □③ ①、②以外 
専門性等の該当 ■地域性  ■継続性   ■浸透性（拡張性）  □専門性  □独自性 
今後の取組み継続に向け

てのコメント（区地域包

括支援センター運営協議

会からの意見） 

圏域内の高齢化率も、32.08％とますます高くなっており、独居高齢者の早期介入、早期対
応に向けて、地域住民・関係者との協力体制の強化に向け取り組まれています。また小地域

ケア会議を実地し、各種地域団体と顔の見える関係づくりができたことは評価できます。今

後も同様の取組みを進めていただきたい。 



 

平成 28 年度 大正区地域包括支援センター課題対応取組み報告書 

報告書作成日：平成 29 年 6 月 30 日 

活動テーマ 認知症カフェ運営を中心とした地域における認知症支援ネットワーク構築に向けた取り組み 

地域ケア会議から 
見えてきた課題 
 

〇認知症状及びその周辺症状を有しているが、病状が悪化してはじめてケース発見に至るケース

が多く、支援開始時点では問題が複雑化しており、支援が難しい事例も多い。 

〇認知症に対する理解が乏しく、高齢者自身のみならず家族も同様に治療等を含む積極的な支援

を好まないケースも多く、対応に苦慮し、解決までに長期の時間を要する傾向がある。 

〇支援拒否ケースは不衛生な環境や被害妄想等による接近困難事例となっている場合が多く、近

隣トラブル等を引き起こして地域から孤立し、さらに支援を困難にするという悪循環がみら

れ、地域での認知症に対する偏見を助長し、排除へとむかう事態へとつながることもある。 

〇昨年度試験的に認知症カフェを隔月開催したが、毎月開催の要望等ニーズの高まりを感じる。 

対象 
 

〇認知症の方とその家族の方 
〇地域の方で認知症について理解を深めたい方 

地域特性 圏域高齢化率は32.1％で、年々上昇しており、圏域最南部の地域では、36.3％とかなり高い。市
営住宅の建て替え工事に伴う高層住宅への転居により、単身高齢者のリロケーションダメージに
よる認知機能の低下や、コミュニティ崩壊による孤立高齢者の増加も懸念されている。近年は工
場の閉鎖も相次ぎ、また圏域内には鉄道がなく、移動手段が市バスのみと不便であるため、若い
世帯の流入が少なく、次世代につながる地域活動の担い手不足も地域課題となっている。 

活動目標 〇認知症カフェを月１回定例開催し、広く地域住民、地域関係者、医療介護関係者、行政等も巻

き込み、あらゆる機会を捉えて開催周知し、認知症カフェの浸透を図る。 

〇認知症カフェ運営を通じて、認知症理解の促進と早期発見、早期支援体制の構築を目指す。 

活動内容 
(具体的取り組み) 
 
 
 
 
 

◆毎月第3火曜日 認知症カフェ（マロンカフェ）開催 
  大正区介護家族の会『リフレッシュ会』に運営協力依頼し、定例開催実施 

＜周知活動＞ 
〇会議，地域行事，講座等での周知活動 
・地域支援会議(24回)  ・居宅介護支援事業者連絡会(2回)   ・民生委員児童委員協議会(4回) 
・ふれあい型食事サービス(6回)  ・地域密着型サービス運営推進会議(22回) 
・家族介護教室(4回) ・無料出張健康相談会(4回) ・郵便局員向け認知症啓発講座 
・介護支援専門員見守り推進員合同研修会 ・からだにいいこと展げる講座 
〇周知チラシの配布（利用者への配布に配慮し、認知症カフェとの記載の有無2種類を作成） 
・圏域内居宅介護支援事業所及びサービス事業所(全32件)個別訪問(各事業所2回) 
・情報発信パンフレットスタンド及び老人センター，老人憩の家，区役所への配架  

成果 
(根拠となる資料等があれば
添付すること) 

月1回の定例開催により周知も進み、少しずつではあるが参加者の増加がみられる。サービス利
用拒否の認知症高齢者がカフェへの参加で他者との交流に慣れ、デイサービスの利用につながっ

たり、認知症の妻に対してサービスを全く利用せず介護している夫が、唯一のレスパイト目的と

して、カフェの利用を受け入れていたりと、支援のきっかけ作りの役割を果たしている。また、

協力している介護家族会の活動の活性化や参加者の認知症相互理解の促進も徐々にみられる。 
今後の課題 まだまだ認知症カフェの認知度は低く参加総数は少ないため、さらなる周知や参加につながるよ

うな活動の必要性が課題としてあげられる。また、認知症の理解の促進や早期発見・早期支援の

ネットワーク構築を目標に、地域住民や専門機関団体の認知症カフェ運営参画への働きかけも、

今後の重要な課題であると考える。 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（平成29年7月26日） 

効果検証の結果  ■①成果の充実 □②成果が見える □③ ①、②以外 

専門性等の該当 ■地域性  ■継続性   ■浸透性（拡張性）  □専門性  ■独自性 

今後の取組み継続に向

けてのコメント（区地

域包括支援センター運

営協議会からの意見） 

取り組みの事業評価ついて、中期的・長期的評価指標を明らかにしておく方が効果を検証し

やすい。出張認知症カフェへの展開や他包括へ活動を広げていく指標になる。 
定例開催する為には地域住民や関係機関の協力は不可欠。 



 

平成 28 年度 大正区北部地域包括支援センター課題対応取組み報告書 

報告書作成日：平成 ２９年 ６ 月 ２３ 日 

活動テーマ 

 
 介護支援専門員と地域関係者との相互理解を深め、地域包括ケアシステム構築に向けた連携強

化の取組み。 
地域ケア会議から 
見えてきた課題 
 

 介護サービスを利用している高齢者が、ふれあい型食事サービスや見守り等、地域の支援を受

けている場合があるが、介護支援専門員と見守り推進員等の地域関係者が十分な連携を図れていない

ケースがある。大正区では、地域の身近な相談窓口として、見守り推進員が配置されているが、見守

り推進員の役割を十分に理解できている介護支援専門員が少ない。 
見守り推進員はネットワーク委員会等の地域関係者とのつなぎ役を担っていることも多く、大正区に

おける地域包括ケアシステムにおいて、介護支援専門員と見守り推進員の連携は不可欠である。 
対象 区内の介護支援専門員、大正区北部地域包括支援センター圏域内の見守り推進員 
地域特性 圏域内の高齢化率は２８．３％だが、圏域内で最も高齢化率の高い地域は３６．８％、最も低

い地域は２０．５％となっており、圏域内の高齢化率に差が生じている。最も高齢化率の高い地
域は市営住宅が多く立ち並び、主な交通手段がバスなため、買い物や通院が困難な高齢者が増え
ている。高齢化率の最も低い地域は駅前の地域で、ファミリー向けの分譲マンションが続けて建
設され、ビジネスホテルも開業する等活気のある地域となっている。 
圏域内いずれの地域も、比較的定住歴の長い高齢者は多いが、地域との関係が薄れていたり、身
寄りのない高齢者が増加しているため、見守り体制の構築が喫緊の課題となっている。 

活動目標 介護支援専門員と見守り推進員等の地域関係者とのネットワークを強化し、フォーマルサービ

スとインフォーマルサービスを効果的に利用した支援ができる。 
相互理解を深め、地域関係者と介護支援専門員が連携し支援を行うことができる。 

活動内容 
(具体的取り組み) 
 
 
 
 
 

H28.8  介護支援専門員と見守り推進員に日頃の連携についてアンケートを実施。（資料別紙①） 
H28.9.27 第１回見守り推進員・介護支援専門員合同研修会 (資料別紙②) 
・講義「見守り推進員の役割について」講師：社会福祉協議会 地域支援担当 幸田 芳明氏 
・地域情報についてグループワーク（各地域の社会資源について共有） 
H29.2.17 第２回見守り推進員・介護支援専門員合同研修会 (資料別紙②) 
・講義「ケアマネジャーと地域の連携について」 
講師：大阪介護支援専門員協会大正区支部 支部長 石村 陽一氏 
・事例検討会（介護支援専門員と見守り推進員が連携した事例） 

成果 
(根拠となる資料等が
あれば添付すること) 
 
 
 

 合同研修会開催前のアンケートでは、互いの役割について理解が十分ではなく、今後の連携に

ついても「分からない」と消極的な回答が 20.8%あったが、研修会開催後のアンケートでは、互
いの理解が深まり、今後の連携についても96.4%が「連携したい」と積極的な回答となった。 
また、研修会をきっかけに顔の見える関係づくりができ、研修会後にも介護支援専門員から見守

り推進員に相談の連絡が入ったり、地域活動について問合せが入るようになっている。 
介護支援専門員もこれまでよく知らなかった地域の活動についても知ることができ、今後は積極

的に活用していきたいという声を聞くことができた。 
今後の課題  今年度、初めて圏域内の見守り推進員と介護支援専門員の合同研修会を実施し、互いの役割に

関する理解や連携が深まったが、今後は介護支援専門員が開催するサービス担当者会議に地域関

係者が参加するなど、より一層の連携強化に繋がるように、このような研修を継続していく必要

がある。また、見守り推進員以外の地域関係者（民生委員等）も含めた見守り体制の構築を目指

していく必要がある。 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（平成29年7月26日） 

効果検証の結果  ■①成果の充実 □②成果が見える □③ ①、②以外 

専門性等の該当 ■地域性  ■継続性   □浸透性（拡張性）  ■専門性  □独自性 

今後の取組み継続

に向けてのコメン

ト（区地域包括支援

センター運営協議

会からの意見） 

見守り推進員と介護支援専門員が普段から連携や関わりができるような場づくりが必要。 



 

                         

平成 28 年度 天王寺区地域包括支援センター課題対応取組み報告書 

報告書作成日：平成２９年 ５月２５日 

活動テーマ 高齢者を支える支援ネットワークの構築 

地域ケア会議から 
見えてきた課題 

老々世帯や独居高齢者、虐待や認知症の見守り事例において、日頃から、地域住民と行政・介護

関係者で連携できる関係づくりの場が必要である。 

対象 地域(高齢者や認知症の当事者・家族、民生委員、地区社会福祉協議会、地域活動協議会)、区役
所、見守り相談室、医療介護関係者や警察等 

地域特性 大阪市内中央部の南北に延びる上町台地にあり、約２００の社寺や約７５ヶ所の各種学校、大病

院も多く、文化教育医療が充実した地域である。町会未加入世帯では、支援の必要な方の把握が

難しい状況にある。 

活動目標 ①各地域の状況に応じた地域別ケア会議の実施と地域課題の共有を踏まえた参加者間のつなが

りの強化 
②高齢者や認知症の当事者・家族が、気軽に相談できるカフェスペースの実施と周知活動 

活動内容 
(具体的取り組み) 
 
 
 
 
 

①地域別ケア会議 (小地域ケア会議)の開催 

各地域における概況や地域ケア会議から見えてきた課題を踏まえた地域課題の共有を全開催地

域で行った。地域別ケア会議開催にあたっては、地域の意見を踏まえながら開催していくため打

合せを行い進めていった。 
桃陽地域では、地域のメンバーも増え高齢者だけでなく地域全体の情報交換がされるようになっ

た反面、報告や伝達が主流の会議となっていた。今年度は“地域の現状把握と見えてきた課題と

して仮説を立て、民生委員アンケート結果と合わせ課題をまとめた。その結果、地域同士や関係

機関との連携強化のために、地域での周知状況の把握や地域の細かな情報の共有のため町会単位

でマッピングを２回行った。マッピング後アンケートから、「知っているつもりでも知らないこ

とがあった」「町会活動の活性化につながる」「新たな周知方法の検討案」の意見多数。さらなる

マッピングの充実と周知活動の強化のため、次年度取り組むこととなる。 
天王寺地域では、「天王寺ケアネット委員会」としては高齢者の見守りを主な議題として年１回

開催、２８年度は新たな民生委員も３名加わり、地域ケア会議の理解を深めるとともに、民生委

員の声や地域ケア個別会議から見えてきた課題として“詐欺被害等に対する防犯の課題”があが

り警察より報告を依頼。また区役所危機管理課より災害時の避難支援について報告あり、意見交

換を行った。 
桃丘地域では、「桃丘地域民生委員連絡会」として年２回開催。１回目は、地域ケア個別会議に

て、地域で気づけなかったと課題があがったことを踏まえ、高齢者虐待をテーマに虐待の現状報

告や大学講師による勉強会、グループワークを行った。開催後のアンケート結果から、勉強会や

グループワークで学びや理解、参加者間の交流が出来たと意見あり。２回目は、地域ケア個別会

議の連携事例や、見守り相談室より民生委員と連携した事例、各民生委員から支援事例について

報告や意見交換あり。独居高齢者の見守り課題があがり、３月の高齢者食事サービスにて、大阪

市緊急通報システム事業の周知を行った。参加機関として、１回目歯科医師会・薬剤師会、２回

目は歯科医師会の参加があり、各回とも、医療の立場からの助言や情報提供あり。 
五条地域では、「五条地域民生委員連絡会」として年１回開催。地域ケア個別会議が３回あり、

参加民生委員の関わりもあったことから包括、ブランチ、民生委員から報告あり。個別事例から

見えてきた課題として虐待判断後の本人・養護者支援や、独居の認知症高齢者の見守り事例につ

いて共有し、参加者間の支援状況について意見交換を行った。民生委員より高齢者に関する社会

資源について情報提供を求める声あり。包括でも地域と連携した支援をしていくために年２回開

催を提案し同意を得る。 
生魂地域では、２８年度から「生魂地域民生委員連絡会」として年１回開催。初回のため地域包

括ケアシステム・地域ケア会議についての説明を行い、意見交換を行った。地域ケア個別会議事

例が独居の認知症高齢者であったことから、民生委員より鍵の預かりについて意見あり。支援に 
迷う場合など情報交換の場として次年度からは年２回開催を提案し同意を得る。 



 

 

 未開催地域については、天王寺・大江・聖和地区民生委員協議会合同基礎研修会にて、地域ケア

会議と見えてきた課題について報告し地域別ケア会議開催協力を呼びかけた。天王寺区民生委員

児童委員協議会 会長については後日取り組みについて情報提供を行った。また真田山・味原地

域の地域ケア会議等において協力を呼びかけた。 
②高齢者や認知症の当事者・家族が、気軽に相談できるカフェスペースの実施と周知活動 

喫茶ボランティアの協力のもと、ゆうあいカフェ、老人福祉センターカフェを月１回開催。 
ゆうあいカフェは認知症カフェとしても登録し、認知症当事者支援を行うロバの会の協力も得な

がら、集い・楽しみ・学べる場として歌や薬、口腔と歯、消費者被害の講座などを開催し、気軽

に相談できる場として運営した。相談件数は４０件と２７年度に比べ３７％減。参加者人数につ

いては、２７年１１回開催し１７１名参加、２８年は１０回開催し２０２名の参加があり、人数

については増加した。区内の認知症カフェについて広報ゆうあいで周知を行い認知症カフェへの

理解普及に向けた活動を行った。 
成果 
(根拠となる資料等があれば
添付すること) 

①について 
開催地域、参加人数、関係機関とも年々拡大しており、各地域より主体的な意見も出、高齢者支

援体制づくりへとつながっている。桃陽地域については、報告の場から参加者間での議論の場へ

と転換させ、地域参加者の意見をもとに町会毎のマッピング作成へと進めることが出来た。生魂

地域では初開催となった。桃丘地域については、外部講師を招きスーパーバイズをうけ参加者一

同学び合う機会となった。 
②について 
オレンジチームが関わる支援拒否ケースや、包括が支援する地域との関わりが希薄なケースにつ

いて、地域との交流の第１歩としてカフェへの参加支援を行い、支援者の受け入れが広がり、介

護保険サービスの導入へとつながった。相談内容では、今後の備えとしての質問が多く挙がり、

将来設計に際した介護の相談が出来たと考える。区内認知症カフェの理解普及に向けた周知活動

を行ったことで、認知症当事者や家族の参加が増えたと複数の認知症カフェ団体から報告があ

り。 
今後の課題 ①について 

開催地域については、地域で支援する民生委員や関係機関が顔見知りとなり、地域別ケア会議で

の意見交換が活発となり、さらにつながりを深めていく。年１回開催地域については増やしてい

く必要あり。未開催地域については、地道に地域の集まり等で協力を求めていく。 
②カフェスペースの周知や参加を広めるため、イベント開催を積極的に行った結果、参加人数が

増え、相談スペースが縮小し、相談件数が２７年度に比べ減少したと思われる。今後、イベント

については短い時間で構成することとし、参加者にとって話せる雰囲気づくりを進めていく。ま

た、開催月により参加人数にむらがあるため、年間カレンダーを活用し安定した周知活動を行う

必要あり。 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（２９年 ７月 ２４日） 

効果検証の結果  ■①成果の充実 □②成果が見える □③ ①、②以外 

専門性等の該当 ■地域性  ■継続性   ■浸透性（拡張性）  □専門性  □独自性 

今後の取組み継続に向

けてのコメント（区地

域包括支援センター運

営協議会からの意見） 

 
多数の関係機関と連携を図り、地域の主体的な活動を支援している。今後も活動を継続して

いただきたい。 



平成 28年度 浪速区地域包括支援センター課題対応取組み報告書 

報告書作成日：平成 29年 5月 18日 

活動テーマ 地域のつながり強化と認知症理解の推進 

地域ケア会議から 
見えてきた課題 
 

・地域で古くからつながりのある住人であっても、高齢化しており、認知症の疾病理解がないため、

認知症の人を孤立させてしまう。 
・住人同士つながりのない地域では、認知症などで生活にしづらさのある人は発見が遅れたり、認知

症がかなり進行してから発見されるなどで、地域で住み続けることが難しくなっている。 
対象 地域住民、民生委員、町会役員、圏域内の学校など 
地域特性 大阪市内で最も狭い行政区であり、人口動態率が高く、ここ数年は新築高層マンションが増えてい

るため人口増加傾向にある。生産年齢人口率が高く、高齢化率は18.3％となっている。世帯人員は市

内最小で、特に単身高齢者が西成区に次いで多い。区の西側は古くからの住人が多く地域のつながり

が強いが、東側は転入者が多く、古くからの住人との交流に課題がある。 
活動目標 ・古くから地域のつながりのある住人同士の助け合い（互助）を強化し、認知症になっても地域に住

み続けられるように、地域での認知症勉強会の定例開催を行い、早期発見・早期対応ができる地

域づくりを目指す。 

・包括、ブランチそれぞれの圏域にて各１回ずつ地域の会館等で認知症勉強会を開催する。 
活動内容 
(具体的取り組み) 
 
 
 
 
 

① 「認知症地域学習会」等の開催 
開催日 主な参加者 場所 

H28.4.23 地域住民32人 浪速区社会福祉協議会 

H28.5.14 地域住民4人 グループホームあいぜん 

H28.6.6 地域住民、大阪区民カレッジ参加者35人 浪速区社会福祉協議会 

H28.9.23 大国地区民生委員児童委員13人 大国小学校 

H28.10.6 浪速地区民生委員児童委員、町会役員等19人 にしはま住宅集会所 

H28.10.11 恵美新世界地域住民19人 新世界老人憩の家 

H28.10.18 立葉地域住民47人 立葉老人憩の家 

H28.10.21 地域住民14人 浪速区社会福祉協議会 

H28.11.15 今宮高校生徒・教員13人 大阪府立今宮高校 

H28.11.24 日本橋慶友会（老人会）45人 日本橋連合会館 

H29.1.21 難波元町小学校ＰＴＡ26人 難波元町小学校 

H29.1.28 地域住民27人 フタツカ薬局なんば店 

H29.2.14 地域住民14人 浪速老人福祉センター 

② 「包括ブランチニュース」の発行 
相談窓口としての広報を続け、相談内容に直結するようなテーマを選び掲載した。 

③ 認知症支援の広報活動 
総合相談業務と連携するために、28年度から受託した「認知症初期集中支援推進事業」につ

いて関係機関や地区町会長会議、地区民生委員協議会、地域住人への広報活動をチーム員と

ともに行った。「随時地域ケア会議」開催の時は民生委員に参加を依頼し、難波元町地域にお

いては個別事例の「振り返り事例検証」を行った。 

④ キャラバンメイト連絡会、おれんじはあと、なでしこ家族会、おれんじカフェ実行委員と協
働し認知症啓発イベントの開催 

H28.8.19「ペコロスの母に会いに行く」映画上映会＆出張型認知症カフェを開催した。 

（参加者163名） 

成果 
(根拠となる資料等が
あれば添付すること) 

・認知症の理解を深めるための啓発活動を行い、地域住人が認知症について関心が高く、学ぶ機

会を求めていることが分かった。 
・地域に学習会開催の広報活動を行うことで、地域の方に対して顔の見える関係が築け、包括ブ

ランチの合計相談実件数が昨年度1,163件から今年度1,289件と増加した。また、認知症の相談
件数も218件から258件と増加した。 
・随時地域ケア会議や振り返り事例検証を地域の民生委員と行うことにより、地域の課題として

認知症への理解を深めようとする機会へとつながった。 



 

今後の課題 古くから住人のつながりが強い地域は、ご近所誘い合って地域学習会に参加されるなど、認知

症への理解を深める場づくりにつながった。しかし地域コミュニティーが希薄な地域では回覧板

や広報での周知が難しく、また友人を誘い合う地域学習会の開催だけでは認知症啓発や必要な社

会資源の広報が難しいことが分かった。早期に課題を抱えた方を発見するためには、さらに個別

の対応を検討していく必要があると思われる。 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（H29年7月12日） 

効果検証の結果  □①成果の充実 ■②成果が見える □③ ①、②以外 

専門性等の該当 ■地域性  ■継続性   □浸透性（拡張性）  □専門性  ■独自性 

今後の取組み継続

に向けてのコメン

ト（区地域包括支

援センター運営協

議会からの意見） 

認知症の講座に関して、包括から主体的に働きかけたり、地域から講座依頼を受けた結果、ほぼ

区内全域で講座を実施することが出来た。参加者も挙手して質問し、認知症は他人ごとではない

との思いが強く積極的な姿勢が見られた。講座実施の結果、相談件数が増えており、成果が見え

てきている。今年度は認知症サポーター養成講座をさらに踏み込んでいく予定であり、継続的な

取り組みがされようとしている。一方、地域コミニュティの希薄化が課題であり、包括のみでは

限界との声もある。今後とも行政はじめ各関係機関と連携し、地域包括ケアシステム構築のため

に、活動を推進して欲しい。 



 

平成 28年度 西淀川区地域包括支援センター課題対応取組み報告書 

報告書作成日：平成２９年６月１日 

活動テーマ 

 
近所・地域とのつながりの少ない方へ「今から始まるつながり」づくり 

～ふれあう！知り合う！支え合う！～ 

地域ケア会議から 
見えてきた課題 

地域・近所とのつながりが希薄になっている。 

軽度認知障害・軽度認知症での相談にいたっていない。 

対象 
６５歳以上の高齢者（元気な高齢者・二次予防対象者・要支援認定または要介護認定を受けている高齢者） 

地域特性 市内有数の工業地区として発展してきたが、公害問題・不況等のより撤退・廃業した工場の広大な跡地が増

え、大阪駅や梅田駅へのアクセスが良いため、マンションや住宅建設が進んだ。特に近年建てられたマンシ

ョンに居住する方については、町会のみならず、マンション内でも、住民間の関わりが「少ない」傾向がある。 

活動目標 地域・近所とのつながりの少ない人が気軽に知り合う場づくりにむけて、高齢者の興味・関心事についてアン

ケート調査を実施する。 

活動内容 
(具体的取り組み) 

１．生活行為等に関するアンケート調査 

①調査の協力依頼 

地域包括支援センター職員のみではなく、介護予防の視点を持ち、アセスメントしてもらえるように、

ケアマネジャーにもアンケート調査の協力を得た。 

②アンケート内容 

「生活行為」「将来への不安」「相談・信頼している人等」「家以外でほっとする場所（居場所）」に関す

る内容とした。 

成果 
(根拠となる資料等が
あれば添付すること) 

高齢者196名（女性160名、男性36名）のアンケートを実施し、高齢者の潜在的なニーズや課題に

ついて把握できた。 

１．生活行為について 

家事（特に料理・洗濯）・友人との交流に男女差があり、男性がしていないことがわかった。 

健康意識が高く、「散歩」「体操・運動」に半数以上の方が取り組まれているものの、年齢が高く、要介

護状態になるにつれ、取り組みにくくなっていきていることがわかった。 

「してみたい」ことでは、「温泉・旅行」「映画・演劇・演奏会」が多かった。 

２．将来不安なことについて 

「健康・病気のこと」「１人暮らし」「お金のこと」の順であった。 

３．相談・信頼等している人について 

男性は「配偶者」「息子」「娘」、女性は「娘」「息子」「友人」だった。男性は配偶者に回答が多かった

が、女性は少なかった。 

４．家以外でほっとできる場所について 

「ある」と回答している方については、他者とのかかわりの中での回答だった。 

今後の課題  平成28年度、介護予防ケアプラン（200名）で、具体的かつ実現可能な目標が設定されていたのは、運動9

名、家事7名、趣味・社会活動1名、健康管理13名、家族支援13名であり、自立支援を促していく目標設定

に課題がある。 

 このアンケート結果について、高齢者及びその家族、ケアマネジャー、関係機関等に発信し、介護予防の

視点及び見通しを持って暮らしていくことの大切さを伝えていく。特に、ケアマネジャーについては、「してい

ること」、実現可能な「してみたいこと」をケアプランに目標設定すること、社会資源の活用（スーパー等の配

達事業等）・セルフケアの位置づけを意識して取り組んでもらえるような取り組みを実施する必要がある。 

 また、区生涯学習連絡会や今後設置されるであろう生活支援コーディネーターへ、高齢者の潜在的なニー

ズや課題について発信し、仲間づくり・居場所づくりについて協働し取り組んでいく必要がある。 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（平成２９年７月１３日） 

効果検証の結果  ■①成果の充実 □②成果が見える □③ ①、②以外 

専門性等の該当 ■地域性  ■継続性   ■浸透性（拡張性）  ■専門性  ■独自性 

今後の取組み継続に向

けてのコメント（区地

域包括支援センター運

営協議会からの意見） 

 ケアマネの協力も得ながらアンケートを実施し、まとめ、分析がされている。数字に表れ

ないものもあるとは思うので、考慮は必要。 
 アンケートの結果については、ケアマネの連絡会で提示してもらい、セルフケアの位置づ

けへつながるようにして欲しい。 



 

平成 28 年度 西淀川区南西部地域包括支援センター課題対応取組み報告書 

報告書作成日：平成 29年  6月  5日 

活動テーマ Ａ地区へ根ざした総合相談窓口に向けた取組み 
地域ケア会議から 
見えてきた課題 
 

Ａ地区での個別支援のための地域ケア会議の傾向として、民生委員や町会など地域関係者が

親身に対応してくれている中、状況が悪化してから地域包括支援センターへ相談する傾向が

みられた。 

対象 A地区住民の高齢者 

地域特性 ① 昭和 60年ごろに区画整理され一戸建てが並んでいる。そのころの住民が高齢化してい
る。 

② 行政窓口、包括支援センターの事務所が遠く、福祉バスも走っていないため交通の便が
悪い。 

③ 居宅介護支援事業所が地区にない。 
活動目標 ① A地区の地域特性を把握して、支援が必要とされる方の早期発見を目指し、また、気軽

に相談できるセンターであることを目指した。 

活動内容 
(具体的取り組み) 
 
 
 
 
 

① 地域にあるグループホームに併設している一室をお借りし、出張相談窓口を行う。また、
生活自立支援相談事業とも共催し、幅広い相談に対応した。 

② 平成 27年度より開始した地域活動協議会、老人クラブ、地域包括支援センターが主催
とした介護予防を目的とした教室を年2回開催。平成28年6月には認知症サポーター

養成講座を開催した。 

③ 日曜日にA地区で開催している喫茶に参加し、体操の時間を設け、認知症予防の講話の
時間を設けてもらい、地域包括支援センターの周知活動を行った。 

④ 地域包括支援センター、ブランチ、保健福祉センターと地区診断を開催し地域特性の把
握に努めた。 

⑤ 通年での活動報告を民生委員協議会にて行い、地域包括支援センターの活動内容の周知
を行う。 

成果 
(根拠となる資料等があれば
添付すること) 
 
 
 

① 民生委員からの相談実件数が昨年より 10件増加している。A地区の相談実件数、延べ
件数の増加傾向にあり、平成28年度については全体の相談件数が特に増えた。 
 

② 地域の教室、喫茶では他地区と比べて男性高齢者の参加者が多く、男性が参加しやすい
コミニティづくりができた。(げんき教室、男性：17名、女性24名) 

 
③ 出張相談窓口での相談件数としては少なかったが、地域の相談経路を把握できたこと
で、平成 29年度からは地域の交流の場である「おしゃべりの会」に呼んでいただける
ことになった。 

今後の課題 地域関係者から話を伺う中で、地域の中で相談経路が確立されていたことが分かった。その

ため、地域と結びつきのない高齢者の把握が引き続き課題となる。また、地域住民の関係に

よって、声が挙がらない可能性もあり、より広い地域住民への相談窓口の周知が必要となる。 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（平成２９年７月１３日） 

効果検証の結果  □①成果の充実 ■②成果が見える □③ ①、②以外 

専門性等の該当 ■地域性  ■継続性   ■浸透性（拡張性）  □専門性  □独自性 

今後の取組み継続に向

けてのコメント（区地

域包括支援センター運

営協議会からの意見） 

上記のような地域特性のある A 地区に着目され取組みを展開されたことは評価できる。
グループホームの一室を借りて出張相談を行うという点も、地域住民にとり身近でいいと思

う。この地域には今後ももっと取組んでいってほしい。 



 

平成 28年度 淀川区地域包括支援センター課題対応取組み報告書 作成日：平成 29年7月12日 

活動テーマ つながり支えあうしくみ作りとつながりの実践 
地域ケア会議

から見えてき

た課題 
 

平成２７年度のケア会議の３８件中２１件が認知症の事例であったが、本人の生活歴、生活環境、社会背

景などによってさまざまな問題を抱えていた。 
・認知症の進行により生活に支障が出ても、「警察に保護される」「火の不始末」などで初めて表面化する、

地域とのつながりの希薄さが課題。 
・本人、家族が関わりを拒否し介入が難しく、抱え込みから権利侵害につながる課題。 
・認知症高齢者の介護家族が抱える葛藤、介護負担、当事者やその家族の立場、思いを理解し、孤立しな

いための地域づくり、つながり作りが課題。 
対象 地域住民、地域の高齢者、高齢者を支える世代や団体 
地域特性 区画整理による立退き、市営住宅の新設等で転入転出など人口が流動的ある。大型マンションや市営住宅

など入居者の高齢化がみられ、既存のネットワークとのつながりを持たない人も少なくない。各地域では

民生委員、ネットワーク委員、女性会等が主体となり行事や活動が活発に行われているが、支援者が高齢

化し、後継者不足や縦割りで横のつながりが不足している地域もある。 
活動目標 ・新たな総合事業に向けて、元気なうちから誰もが参加、活動できる学習の場を広げ、つながりづくりを

すすめていく。 
・支える世代、団体に向けて、関係機関や地域、ボランティア、医療関係者（PT）などとの企画を進める。 

活動内容 
(具体的取り組
み) 
 
 
 
 
 

① 三国中学校区である新高、三国、西三国地域の食事会や喫茶などで高齢者に関わることの多い、支え
る世代の「女性会」に働きかけ、「がんばりすぎない介護」の学習会を開催。ちょっと手助けしたいな

と思った時に役立つ福祉用具の活用のコツや介護保険サービス、相談窓口の周知をする機会を持つこ

とができた。 
② 小地域ケア会議の中で、ネットワーク委員会、女性会と企画から検討し、東三国センターで「転ばぬ
先の杖、知って得する福祉用具活用展」を開催。ＰＴを講師に迎え「がんばりすぎない介護、便利な

福祉用具と楽な介助方法の学習会」を実施。周知について東三国、新東三国地域の町会の回覧協力、

小中学校にチラシを配布し、地域住民、介護家族、民生委員、ネットワーク委員、元気アップ事業ボ

ランティア、介護事業所等の方々に参加していただいた。 
③ 100才体操の未開催地域においては、包括ケア病棟のPT、OTと連携し、また、西三国地域連合振興
町会の協力を得て地域住民に周知をし、「運動教室」を2回開催した。 

つながりづくりの場として、年間２７回開催し、３４５名が参加した。 
つながりづくりの場、学習の機会を作る過程で、既存のネットワークに働きかけ、新たな関係づくりがで

き、地域関係者、介護事業所、医療機関と連携を深めることができた。 
成果 
(根拠となる資料
等があれば添付

すること) 

・企画から運営まで地域とともに  ～参加型から住民主体へ～ 

学習会の開催に向けてネットワーク委員会や地域活動協議会、連合振興町会等、地域と共に話し合いを重

ねた。つながりのない狭間の人へのアプローチを含め、チラシの内容や配布先等周知方法についても積極

的に意見交換し、当日の運営についても主体的に役割を担うなど、地域の主体的な取り組みにつながると

ともに、つながりの輪を広げることができた。 
・包括ケア病棟のＯＴ，ＰＴと協働で予防の取組みの場の開催 

地域でＯＴ，ＰＴによる運動教室を継続開催したことで、専門職からの発信による予防の取組みの実践が

できた。地域からは継続開催を希望する声があがり、予防の意識が高まっている。 
今後の課題 ・「つながりづくりの場」を「居場所」に。継続的な取組みが必要。 

・自立支援に向けて継続した予防の取組みの実践 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（29年7月12日） 

効果検証の結果  ■①成果の充実 □②成果が見える □③ ①、②以外 
専門性等の該当 ■地域性  ■継続性   ■浸透性（拡張性）  □専門性  □独自性 

今後の取組み継続に向け

てのコメント（区地域包

括支援センター運営協議

会からの意見） 

企画段階から地域の関係機関と連携し事業を実施するなど参加型から住民主体へと広げる等地

域の力を活かして取り組み、成果があがっており、地域性、継続性、浸透性がある。 

また、包括ケア病棟の専門職とも協働で新たに運動教室が開催できたことは、拡張性もあると考

えられ、今後も継続が期待できる。 



 

平成 28年度 淀川区地域包括支援センター課題対応取組み報告書  作成日：平成29年7月12日 

 

活動テーマ 十人十色、みんなで考える高齢者支援 ～専門職のつながりづくり～ 
地域ケア会議から 
見えてきた課題 
 

認知症高齢者の増加や、介護する家族が抱える課題（精神疾患や、アルコール依存、未就労等）

が高齢者の生活に影響を及ぼし、高齢者のみならず、家族全体に支援が必要なケースが増加して

おり、多職種協働で支援するネットワークの構築が必要である。 
対象 ケアマネジャー、関係機関等  
地域特性 区画整理による立退き、市営住宅の新設等で転入転出など人口が流動的ある。大型マンションや

市営住宅など入居者の高齢化がみられ、既存のネットワークとのつながりを持たない人も少なく

ない。各地域では民生委員、ネットワーク委員、女性会、ボランティア等が主体となり行事や活

動が活発に行われているが、支援者が高齢化し、後継者不足や縦割りで横のつながりが不足して

いる地域もある。 
活動目標 ・高齢者支援の事例検討会を継続して行い、共に学び、考える専門職としてのスキルアップや包

括とケアマネジャーの日常的な連携、支援の充実を目指す。 

・多職種協働で高齢者の抱える問題を共有し、課題解決に向けた連携、協働で高齢者やその家族

を支援する基盤をつくる。 

活動内容 
(具体的取り組み) 
 
 
 
 
 

○ケアマネジャーのスキルアップ 

・ケアマネジャーを対象に「当事者理解を深める事例検討会（主任ケアマネ更新の法定外研修。

講義 3回、事例検討会 4回。延べ 157名参加。）事例検討を重ね、ケアマネジャーが本人、家族
に対する理解を深め、新たな視点での支援を検討することができ、事例検討会の司会を行うこと

で会議の運営を学ぶなどスキルアップに取り組んだ。 
○包括ケアを目指した地域ケア会議の仕組みづくりについて 

個別のケア会議から見えてきた課題について、全体会議（課題抽出ケア会議）で地域支援者、関

係機関と共に検討するケア会議の仕組みを生かして包括ケアを目指す高齢者支援のネットワー

クづくりを始めた。年間 27 回の個別ケア会議に警察、見守り相談室、オレンジチーム、生活保
護ケースワーカー、かかりつけ医など多職種で個別事例を共有し支援を検討した後、関係機関と

連携について振り返り、他職種連携の強化の実践につながった。そのつながりづくりを形にした

パンフレットを作成し、三師会、各医療機関、介護事業所、関係機関、地域支援者等に配布する

と同時にアンケート調査にも多数の方に協力いただけた。 
成果 
(根拠となる資料等があれば
添付すること) 
 

・ケアマネジャーのスキルアップについて、4年間継続して事例検討会を行っている。多種多様
な事例を皆で共有し、共に考え意見を出し合い、多くの気づきをお互いに得る機会になり、専門

職としてのつながりと実践力の広がり、知識、技術向上への積み重ねとなっている。 
・全体会議以外には個別に話し合う機会の少なかった警察や見守り相談室、かかりつけ医に個別

ケースのケア会議に高齢者を支える身近な一支援者として参加していただいたことで、お互いの

業務を理解し、役割を確認しあうことができ、多職種協働の実践の仕組みへとつながっている。 
・パンフレットを関係機関、地域支援者に配布することで、つながりづくりの必要性を周知する

ことができた。 
今後の課題 ・ケアマネジャーのさらなるスキルアップが必要。 

・多職種協働について、全体会議から個別ケア会議への参加など連携強化につながっているが、

複合課題をもつ事例が多く、さらなる連携の必要がある。 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（29年7月12日） 

効果検証の結果  ■①成果の充実 □②成果が見える □③ ①、②以外 

専門性等の該当 ■地域性  ■継続性   ■浸透性（拡張性）  ■専門性  ■独自性 

今後の取組み継続に向

けてのコメント（区地

域包括支援センター運

営協議会からの意見） 

ケアマネージャーのスキルアップを図るための事例検討会を4年連続で行い、参加者が司会を担

いながら運営する取り組みは、専門性、継続性があり、５年目も期待できる。また、包括ケアを

目指した地域ケア会議の仕組みづくりは、地域性、浸透性がみられ、その結果であるつながりづ

くりを形にしたパンフレットの作成には、専門性、独自性があると考える。 



報告書作成日：平成29年7月12日

活動テーマ 高齢者が困ったときの相談先を元気なうちに準備する取り組み

地域ケア会議から見え
てきた課題

平成23年4月～平成28年3月の期間に開催した地域ケア会議49ケースの内、12ケースは発見
から7日以内にケア会議を開催した。12ケースに共通していたのは課題解決に向けた緊急性の
高さと、ケース発見が第三者からの通報であったことだ。高齢者自身やその家族から困りごとが
生じた早期の段階に相談に至らなかったことが困りごとを重篤化させた要因であったと考えられ
る。
そうした実情を踏まえ地域関係者らと協議を行った際に「町会未加入者への関わりは希薄で
ある」といった意見があった。また、地域住民向けの取り組みを行った際には「元気な高齢者に
も社会参加の場が欲しい」「困りごとや不安なことだけでなく楽しみや生きがいにも注目して欲し
い」といった意見があった。

対象 　介護認定前の元気な高齢者

地域特性

担当圏域はもともと5つの小学校区/地域活動協議会（西中島、木川、木川南、北中島、宮原）
に分かれていたが、一部の地域（西宮原2丁目の一部）において、マンション建設に伴う人口増
加があり隣接する三国小学校/地域活動協議会に位置付けられている。圏域内には新大阪駅、
西中島南駅、東三国駅（JR、大阪市営地下鉄、阪急）の電鉄と大きな幹線道路（新御堂筋）が
通り、市内有数のオフィス街がある。
今年度から創設された新たなサービス類型「選択型通所サービス」が２か所（淀川区内3か所）
設置された。また、「いきいき百歳体操」は5地域６か所で取り組まれている。
圏域の特徴として共同住宅比が高い地域がある（※１宮原97.9％、北中島89.3％、西中島
88.9％、区内平均76.4％）。市営住宅が圏域内に点在しており、区内の市営住宅戸数の42.1％
を占める（※２当圏域の市営住宅戸数1,905戸、区内の市営住宅戸数4,521戸）。戸数の多い市
営住宅がある町丁目の高齢化率が高い（※3木川西4丁目38.7％、三国本町1丁目29.6％、西
宮原3丁目32.0％、区内平均23.0％）。今後も圏域内に市営住宅の建設が進められており、人
口が流動的である。また、高齢者世帯における独居比が高い地域（※１西中島55.7％、木川南
47.2％、区内平均42.5％）がある。
※1参考：平成27年度国勢調査
※2参考：大阪市HP　淀川区の市営住宅　平成28年4月現在
※3参考：平成28年3月末住民基本台帳

活動目標

必要なときに相談できる組織・機関を地域に暮らす高齢者が身近にもつことを目標とする。相談
機関として淀川区東部地域包括支援センターや十三ブランチの周知を行っていくとともに、既
存する地域の活動や社会資源と地域で孤立する高齢者を結びつける働きかけを行いたい。

平成　28　年度 　　　淀川区東部地域包括支援センター課題対応取組み報告書



活動内容
(具体的取り組み)

1.スポーツインストラクターが○○地域にやってくる
協力者：ＭＩＺＵＮＯ、セントラルスポーツ、地域関係者
場　所：宮原、北中島、木川、木川南、西中島の老人憩いの家
内　容：スポーツインストラクターによる出張介護予防教室

2.高齢者向け体験会シリーズ①②③④
協力者：大阪保健福祉専門学校、地域関係者
場　所：北中島地域の築年数の古い分譲マンション集会場
内　容：大阪保健福祉専門学校学生による「アロマ」「メイク」「クッキング」「音楽」

3.団地カフェでの勉強会（十三ブランチと共催）
協力者：ヤクルト、暖気の苑、大阪弁護士会、地域関係者
場　所：木川地域の市営住宅集会場
内 容：市営住宅住人を対象に取り組んだアンケートにて「困りごと」「不安」として挙がった健康
とお金をテーマとした勉強会

成果

1.スポーツインストラクターが○○地域にやってくる
5地域で121人の参加があった。今回の取り組みが役に立つか？と問いに90.0％が「はい」と回
答し、今後もし同様の取り組みがあれば参加を希望するか？の問いに92.2％が「はい」と回答さ
れた。参加者の84.7％が介護認定未認定であることから、介護を必要としない元気な高齢者も
介護予防への意欲が高いことがわかった。

2.高齢者向け体験会シリーズ①②③④
アンケート結果にて「大満足」「満足」と記入された合計が各回、63.8％（①）、81.2％（②）、
81.2％（③）、83.7％（④）であり、今後の開催についても73.3％の回答者が毎年の開催を希望さ
れた。町会長及び老人会長から「今後も自分たちでこのような活動を行なっていきます。」との言
葉があり、地域関係者への啓発となったと考える。
　
3.団地カフェでの勉強会（十三ブランチと共催）
十三ブランチ、淀川区東部地域包括支援センターの関わりは出張相談窓口及び勉強会の開
催を行うが、団地カフェ自体は住民主体で運営が継続されている。出張相談窓口として、参加
者から認知されており、勉強会の満足度も高かった。

以上、３つの取り組みにより「元気な高齢者」に対して、淀川区東部地域包括支援センター（3.
については十三ブランチ含む）の周知活動が実施できた。また、企業や学校（学生）といった社
会資源を地域活動に繋げることができた。

今後の課題

参加者アンケートにより、対象とした「元気な高齢者」が今回のような3つの取り組みを欲してい
る現状がわかった。「ふれあい喫茶」や「百歳体操」「なにわ元気塾」といった既存の社会資源を
利用への啓発とともに、新たな資源の開発が必要である。

効果検証の結果 ■①成果の充実　□②成果が見える　□③ ①、②以外

専門性等の該当 ■地域性　　□継続性   ■浸透性（拡張性）  ■専門性　　■独自性

今後の取組み継続に
向けてのコメント（区地
域包括支援センター
運営協議会からの意
見）

集合住宅の比率が高いという地域特性から、孤立化している高齢者と地域や社会資源を結び
つける取り組みは、町会や老人会などの地域関係者に刺激を与え成果がみられることから、地
域性、浸透性、専門性がある。また、元気な高齢者を対象者として、企業や学校を活用するとい
う新たな社会資源の開発に取り組んでいるところには独自性がみられる。新たな開拓に意欲的
であり今後の継続に期待が持てる。

区地域包括支援センター運営協議会開催日（29年7月12日）



 

平成 28 年度  淀川区西部 地域包括支援センター課題対応取組み報告書 

報告書作成日：平成 ２９ 年 ７ 月 １２  日 

活動テーマ 住民が主体となって地域課題の解決に取り組めるように支援をしていく 

地域ケア会議から 
見えてきた課題 

・町会にも加入せず引きこもり独居者など、発見困難者がある  
・地域での要援護者を見つけるための情報が過少であり、発見が遅れている 
・地域での認知症についての理解不足 
・専門機関の支援拒否があり 生活課題の改善が困難 

対象 発見困難になっている要援護者と地域住民、専門機関等の関係者 

地域特性 

三津屋は、一部工場が密集する地域を除き全体的に古くからの長屋形式の住宅や文化住宅と

新築の集合住宅や建売一戸建て住宅が恩ザイした街並みであり、狭い道路に両側に新旧の住

宅が立ち並ぶ住宅密集地である。加島はＪＲ東西線加島駅前はマンションが立ち並ぶ一方で

少し離れると古い町並みが多く残っている また市営住宅が密集しており独居の高齢者も

多い  

活動目標 
小地域ケア会議の構成メンバー拡大について働きかけを行いつつ 引き続き地域ケア会議

からまとめられた地域課題を解決するための取組み案について活動を展開する 

活動内容 
(具体的取り組み) 

 
 

 

・オレンジチームとの連携を取りながらの地域での認知症についての研修会の実施 
<三津屋地区> 小地域ケア会議については隔月に昼夜2部制にて開催 「よろず相談窓口」
の利用状況の報告、フォローアップ計画の協議を行った。 
 
<加島地区>小地域ケア会議において、個別の地域ケア会議から出てきて課題解決取り組み
について報告を行い、三津屋地域で行っている「よろず相談窓口」について報告と今度この

地域での展開の可能性を検討し、地域の課題を身近な課題であるものと認識してもらいその

ためにはどのような連携が必要であるかの意見交換会を行った。 

成果 
(根拠となる資料等があれば
添付すること) 
 
 
 

<三津屋地区>「よろず相談窓口」が、より身近な相談窓口であることを認識してもらい、
センターまで連絡はないが、受付機関である地域の関係機関で対応できる相談事例が増えて

おり住民同士で支えあえる関係ができつつある 
<加島地域>センターの所在地ということもあり、新たに相談窓口を設置しなくてもセンタ
ーがより身近な存在になっている 地域の関係者がさらに連携を強めセンターが中心とな

って連携強化の必要がある事が再確認できた 

今後の課題 各地区での小地域ケア会議の定期開催と内容の充実を図り連携強化を目指す 
要援護者の早期発見のため、地域住民や専門機関との連携強化が必要となるため 
地域包括支援センターの役割を知ってもらえるようにさらに周知活動が必要 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（29年7月12日） 

効果検証の結果  ■①成果の充実 □②成果が見える □③ ①、②以外 

専門性等の該当 ■地域性  ■継続性   ■浸透性（拡張性）  □専門性  □独自性 

今後の取組み継続に向

けてのコメント（区地

域包括支援センター運

営協議会からの意見） 

三津屋地域に関してのみの取り組みではあるが、地域の中で発見困難になっているケースが重度

化する前につながる「よろず相談窓口」という地域を巻き込んだ相談体制が定着しつつありフォ

ローアップ計画にも取り組んでいる。この取り組みを加島地域へも拡大すべく地域へ働きかける

努力をしたことも含め、地域性、継続性、浸透性があると考える。今後は加島地域への拡大を期

待する。 



平成 28 年度 淀川区南部地域包括支援センター課題対応取組み報告書 
報告書作成日：平成２９年７月１２日 

活動テーマ 南部包括の活動計画について地域・医療・介護と共に多角的な視点から検討をすることのできる体制づくり

を行っていく。 

地域ケア会議から 
見えてきた課題 
 

『独居高齢者』『認知症』『精神疾患（精神疾患の疑い）』『キーパーソンの不在』『家族関係が複雑』『近隣と

のトラブル』『金銭管理問題』『養護者からの虐待』がキーワードとして挙げられ、これらの課題が重複する

前に相談対応する必要があるとともに、これらの困難事例への適切かつ迅速な対応のための支援体制を強化

する必要がある。 

対象 
 

小地域ケア会議の開催⇒民生委員 
中地域ケア会議の開催⇒民生委員に加えて、他の地域関係者も参加 
大地域ケア会議の開催⇒南部圏域のあらゆる支援者が参加 

地域特性 南部包括圏域には６つの地域があり、南部包括ではそれぞれの地域で民生委員との連携が強化されている。

また、女性会や地域振興町会、地域社会福祉協議会、老人会など他の地域関係者とも連携を図っている。 

活動目標 前年度の取り組みの全地域での「小地域ケア会議」の開催の継続を行い、年度末には「地域ケア会議から見

えてきた課題の抽出」を昨年度同様に実施し、次年度の南部包括の取り組み計画を決め、支援の展開が図れ

る形づくりをしていく。 

活動内容 
(具体的取り組み) 
 
 
 
 
 

①『個別地域ケア会議』⇒『小地域ケア会議』⇒『中地域ケア会議』⇒『大地域ケア会議』と展開。 
●個別地域ケア会議（個別の困難事例への検討） ⇒合計２４回開催 
参加：民生委員、個々の利用者の関係者  

●小地域ケア会議（個別ケースの情報共有、課題取り組み内容の協議等） ⇒合計17回開催 
参加：民生委員 

●中地域ケア会議  ⇒各地域で１回ずつ開催（課題抽出会議として開催） 
   参加：民生委員に加えてネットワーク委員、地域社会福祉協議会、地域振興町会、女性会、老人会等 
●大地域ケア会議  ⇒南部圏域全体の課題抽出会議としてＨ29.3に１回開催 
   参加：医師会、薬剤師会、歯科医師会、警察、消防、区役所、民生委員長、各地域より代表者１名、 

社会福祉協議会、見守り相談室、自立支援相談窓口、オレンジチーム、障がい者施設、 
主任介護支援専門員、ブランチ 

②困難事例の課題（キーワード）が重複する前に相談をいただくための、『誰が見てもわかりやすいチラシ（黄

色いチラシ）』による周知活動について、各地域関係者と内容や配布・掲示の方法について意見交換を重ねな

がら実施する中で、包括への理解が得られ、各地域ケア会議の開催について協力が得られやすくなった。 
③南部圏域交流会『わいわい南部♪』の開催を通じて、各支援者に「包括をもっと知りたい」と感じていた

だき、各支援者に互いの連携強化の必要性も感じていただくことができ、各地域ケア会議の開催について協

力が得られやすくなった。 

成果 
(根拠となる資料等があれば
添付すること) 

圏域内６地域全域において小地域ケア会議、中地域ケア会議を開催することができ、各地域での課題抽出を

協働で行う体制が構築された。そして、その課題を大地域ケア会議でさらに南部圏域全体の課題としてまと

めることができた。また、民生委員からの相談件数が約４割増加（320 件⇒446 件）し、ケアマネジャーか
らの相談件数は約２割増加（768件⇒925件）。さらに、各支援者が包括の働きについて関心を強めるととも
に、各支援者が互いに連携することの必要性について認識を深めることができた。（アンケート結果参照） 

今後の課題 相談件数から見て、民生委員との連携はさらに強化されたが、他の地域関係者との連携は今後ますます強化

していく必要があると認められる。そのため、地域関係者との連携をさらに強めるアプローチを行っていく

必要がある。また、各地域関係者同志が連携を深めるための機会の提供も引き続き必要である。 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（29年7月12日） 

効果検証の結果  ■①成果の充実 □②成果が見える □③ ①、②以外 
専門性等の該当 ■地域性  ■継続性   ■浸透性（拡張性）  □専門性  ■独自性 

今後の取組み継続に向

けてのコメント（区地

域包括支援センター運

営協議会からの意見） 

課題が重複する前の相談や困難事例に対応するための支援体制強化のために、地域ケア会議の仕

組みづくりに継続的に取り組み、圏域内6地域の全てで小・中地域ケア会議が開催され連携先が

拡大したことから、地域性、継続性、浸透性、拡張性がある。地域関係者にも認知されている取

り組みであり、今後の継続も可能であると考える。また、誰が見てもわかりやすいチラシの作成

や周知方法を地域関係者と協働で取り組んだことは、独自性があると考える。 



 

平成 28 年度 東淀川区 地域包括支援センター課題対応取組み報告書 
報告書作成日：平成２９年６月３０日 

活動テーマ 『多職種と地域との連携を目指した支援ネットワーク構築 』 
 地域を中心とした自助・共助に向けた「セーフティーネット構築」の研修会や啓発 

地域ケア会議から 
見えてきた課題 

同居・別居を問わず、複合課題を抱える世帯が増えており、地域からの孤立化を防いでいく

必要がある。 
対象 地域の活動者（町会役員、民生委員、女性部などの地域での活動者） 
地域特性 〇圏域全体としての高齢化率は１８％と区全体に比べると低い。 

〇豊新・豊里南地域は、市営住宅やＵＲ賃貸などの集合住宅が多く、独居高齢者率も高い。 
〇大道南地域は、町会加入率が高く、つながりも強い。 
〇大桐地域は昔からのつながりが残っているが、大型マンションやワンルームマンションが

増えるなど、地域とのつながりの弱い地域もある。 
活動目標 地域住民からの相談が早期に包括などにつながるよう、地域活動者（地域役員等）などを対

象に、認知症・介護予防・権利擁護など高齢者を取り巻く様々な課題やテーマにて「自身の

気づきから周りへの気づき」を取り入れた勉強会を継続して開催。地域、包括、支援関係者

がお互いの役割を理解し、課題を共有し、することでネットワークの構築を図る。 
活動内容 
(具体的取り組み) 
 
 
 
 
 

１ 各地域民生委員会に出席し、包括の周知、地域ケア会議から見えてきた課題の報告、今

後の取組みなどを伝え、個別に支援ケースの共有なども図った。 
２ 大桐地域（社会福祉協議会）での地域包括ケア推進に向けた勉強会の開催（年４回） 
１回目「自分たちの地域から地域包括ケアについて考えてみよう」 
事例をとおして自分がその立場ならどうしてほしいか、自分たちならできることは何が

あるかなどをグループワークにて深めた。 
２回目「介護保険制度の仕組みとケアマネジャーの仕事について」 
介護保険制度とケアマネジャーの役割について理解を深めるために、居宅連絡会運営委

員に参加してもらい、グループワークをとおしてケアプランを一緒に作成した。 
３回目「消費者被害にあわないために・認知症予防について」 
アンケートで希望の多かった消費者被害の講座を実施。また、被害にあった高齢者の中

には認知症高齢者が多くおられることから、認知症も含めた勉強会とした。自身が気を

付けていくことが、周りへの気づきにつながるという「地域で見守ること」にもふれた。 
４回目「小地域ネットワーク連絡会議」 
「障がいを抱えながら生活している自身が思うこと」をテーマに実施。三師会、介護保

険事業者、郵便局、警察などが参加。当事者に気持ちを語ってもらい、自分なら「こう

生活していきたい」「だれに何をしてほしい」などについて、地域と支援者がグループ

ワークで意見を発表し、お互いの役割の理解や課題の共有を図った。 
成果 
(根拠となる資料等があれば
添付すること) 

・民生委員からの相談件数が昨年に比べて約３倍に増えた。（相談件数１７件 → ５６件） 
・大桐での勉強会を継続することで、個々のスキルアップにつながり、「気づき」が早期発

見や相談に繋がってきている。 
今後の課題 ・何かしらの支援が必要な高齢者の早期発見と支援に向けた取組みを実施していけるか。 

・課題の解決に向けて、地域と協働した取組みを実施していくためには、様々な機会をとお

して、信頼関係をより築いてく必要があり、また、それを継続していく必要がある。 
・独居や支援者不在の高齢者が元気な時期から予防に関心を持ってもらうための取組み。 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（平成２９年７月２４日） 

効果検証の結果  ■①成果の充実 □②成果が見える □③ ①、②以外 

専門性等の該当 ■地域性  ■継続性   ■浸透性（拡張性）  ■専門性  ■独自性 

今後の取組み継続に向

けてのコメント（区地

域包括支援センター運

営協議会からの意見） 

民生委員からの相談件数が3倍増になるなど、成果が上がっている取組である。独居や支援
者不在の高齢者が元気な時期から予防に関心を持ってもらう取組みとしては、介護予防を担

当している保健師など行政機関と協働する手法もある。 

 



 

平成 28 年度 東淀川区地域包括支援センター課題対応取組み報告書 
報告書作成日：平成２９年６月３０日 

活動テーマ 『高齢者支援と精神疾患等（障がい者）支援機関との連携を目指したネットワーク構築 』 
区（高齢担当）、包括、精神保健福祉相談員、オレンジチーム等の連携強化に向けた会議 

地域ケア会議から 
見えてきた課題 

認知症、精神疾患、アルコール依存症かの判断が難しい利用者の場合、支援の役割分担があ

いまいになっている。 

対象 東淀川区役所 保健福祉課（高齢担当・精神保健福祉相談員）、ほほえみオレンジチーム、区
内地域包括支援センター、（障がい者相談支援機関を含む） 

地域特性 ・認知症だけでなく、精神疾患（人格障がい等含む）やアルコール依存などが疑われるケー

スが徐々に増えている。 
・介護や福祉の相談だけでなく、生活の困窮、社会的孤立など福祉的な課題が複合している

相談が増えている。 
・支援が必要な高齢者と何かしらの障がい（知的又は精神など）が疑われる子どもとが同居

している世帯が増えている。 

活動目標 課題が重複するケースを切れ間なく支援していくために、各相談機関の役割を理解し、事例

を共有することで連携の強化を図る。 

活動内容 
(具体的取り組み) 

１ 精神疾患等の支援にかかる相談機関の連携強化と構築に向けた会議を実施。区保健福祉

課（高齢担当、精神保健福祉相談員）、くらしのみのり相談室・オレンジチーム・区内

各包括に参加してもらい、事例をとおして制度の狭間によって支援が行えないなどの複

合的な課題及び各支援機関の役割を共有するなどの様々な意見交換が行えた。 
２ 障がい者と同居しているような複合世帯への支援を円滑に進めるため、区内の障がい者

相談センターや地域活動支援センタ―などの障がい者支援機関との連携構築に向けた

会議を開催。事例をとおして、双方の制度の理解と役割を深めた。 

成果 
(根拠となる資料等があれば
添付すること) 

・精神疾患等の支援にかかる制度や精神保健福祉相談員の役割などの理解が深まり、それぞ

れの役割を認識できたことが、複合課題への支援を協働していくことにつながることか

ら、引き続き開催していける方向となった。 
・障がい者相談支援センター等との会議を実施していくことで、障がい者支援機関側から検

討会議等への参加依頼や介護保険制度の学習会に呼ばれるなどに繋がった。 

今後の課題 ・支援が必要な高齢者と障がい者及び障がいが疑われる子どもなどが同居しているなど、福

祉的課題が重複している相談が増えている。課題が複雑化していく前の段階から、それぞ

れの支援機関が連携していくことで、対象者の生活や人権を守ることへとつながり、課題

も複雑化しづらいことから、お互いの役割の理解、事業の周知、支援・課題の視点を共有

していくなど関係構築を図っていく必要がある。 
・高齢や障がいを問わず、継続した会議や連絡会などの関わりから、気軽に「ちょっと聞き

たいけど…」と連絡や相談ができるような関係を目指し、引き続き開催を予定。 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（平成２９年７月２４日） 

効果検証の結果  ■①成果の充実 □②成果が見える □③ ①、②以外 

専門性等の該当 ■地域性  ■継続性   ■浸透性（拡張性）  ■専門性  ■独自性 

今後の取組み継続に向

けてのコメント（区地

域包括支援センター運

営協議会からの意見） 

今後増えると予想される複雑・多様化しているケース支援に向けた取組として期待できる。

課題が複雑化する前の段階から関係機関が連携できるよう、お互いの役割・事業・課題等を

共有し、気軽に相談できる関係を構築してもらいたい。 



 

平成 28 年度 東淀川区北部 地域包括支援センター課題対応取組み報告書 
報告書作成日：平成 ２９年 ６月 ３０日 

活動テーマ 

 
 

～認知症になっても住み慣れた場所で安心して生活が続けられる地域をめざして～ 
地域を含めた認知症支援関係者のネットワークづくり 

地域ケア会議から 
見えてきた課題 
 

・認知症の症状がみられ、キーパーソンが見つからない場合に支援が難しくなる。地域関係

者および支援機関にて家族などについての情報共有が必要である。 
・相談のあった時には認知症の症状がすでに進行しており、近隣住民など周囲とのトラブル

になっていることがある。 
対象 
 

地域住民（町会等関係者含む）及び認知症高齢者にかかる支援関係者（行政機関、医療関係 
機関、サービス事業所、その他高齢者にかかわることの多い機関・事業所など） 

地域特性 井高野地域の高齢化率は30.7%となっている。地域内にスーパーが偏在していることで、買
い物が困難となっている高齢者も多い。瑞光地域は高齢化率24.1%となっている。上新庄駅
周辺には医療機関も多くみられ、商業施設、大学もある。両地域共に公営住宅は多く、エレ

ベーターのない古い住宅も残っている。高齢化することで外出困難に結びつきやすい環境要

因がみられる。町名単位で40%を超える地域もみられる。 

活動目標 ・地域住民へ認知症についての情報提供、講演会の開催をおこない認知症の理解を進める。 
・地域関係者などから情報の提供について協力が得られるように、地域へ出向き顔の見える

関係をつくっていく。 
・認知症高齢者などを早期に発見して支援につなげる。 

活動内容 
(具体的取り組み) 
 
 
 
 
 

・平成28年度の新たな地域への働きかけとして、瑞光地域で2番目（町名単位）に高齢化
率の高いエリアの公営住宅の集会所にて、認知症に関する講演会を町会との共催として開

催。開催案内は全世帯へ配布し包括・ブランチの周知も図る。 
・家族介護支援事業の開催地についても地域の会館を使用。瑞光地域は相川エリア（川に囲

まれた地域）での開催とした。開催案内は全戸（相川）配布。事前に町会から了解をいた

だいたうえで実施。新聞店、郵便局、診療所等へも案内の掲示を依頼し協力をいただく。 
・認知症サポーター養成講座を7回開催（共催含む）。 
対象は薬局、宅配弁当業者、警察、介護サービス事業所（なかよしの会）、地域住民など。 
・上記以外にも、主に地域住民向けの認知症に関する講演会、情報提供を地域に出向いて 
４回開催（分譲マンション住民、老人会など）。 

成果 
(根拠となる資料等があれば
添付すること) 
 
 
 

・圏域内の１小学校区を除き、４小学校区で認知症に関する相談件数が増加。 
・重点的に取組んだ瑞光地域の認知症に関する相談延べ件数合計は、昨年比の1.75倍（253
件増）となっている。 
・講演会の開催時に認知症に関連するアンケートを実施した結果、『知りたいテーマ』とし 
 て『認知症予防』を挙げた方が4人に1人以上。介護予防を含めると40％以上となる。 
 『予防』についての関心が高いことが判明した。 

今後の課題 ・アンケート結果から、認知症を含め健康面に不安を持っている方がおよそ3人に1人おら 
れるので、不安を解消できるような取組み（実施主体は要検討）は必要ではないか。 
・講演会等の参加者は高齢者の方が大半（70歳以上が80％）である。若い世代への働きか
けも必要である。 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（平成２９年７月２４日） 

効果検証の結果  ■①成果の充実 □②成果が見える □③ ①、②以外 

専門性等の該当 ■地域性  ■継続性   ■浸透性（拡張性）  ■専門性  ■独自性 

今後の取組み継続に向

けてのコメント（区地

域包括支援センター運

営協議会からの意見） 

地域と協働した取組みであり、確実に成果を上げている事は評価に値する。今後も継続して

取組んでもらうとともに、若い世代への働きかけを検討してほしい。 



 

平成 28 年度 東淀川区南西部地域包括支援センター課題対応取組み報告書 
報告書作成日：平成 ２９年 ６月 ３０日 

活動テーマ 地域住民の「なあ、ちょっと聞いて」から始まる支援の輪 

地域ケア会議から 
見えてきた課題 
 

①高齢者自身が近隣との関わりを拒んだり、認知症の周辺症状から近隣とトラブルになるなどの

理由で地域から孤立してしまい、発見や介入が遅れがちになる。 
②高齢者の家族が何らかの問題を抱えているが、介入の糸口がつかめず対応が遅れる。 

対象 啓発地域民生委員 

地域特性 啓発地域高齢化率19.8% 圏域内での高齢化率が最も低い地域。就労の不安定さから低所得また
は無年金で生活に困窮している高齢者や、外国籍その他の理由で教育を十分に受けられず、非識

字である高齢者が多い。地域での多様性が特徴。 
活動目標 ①高齢者の集まりやすい場で介護健康相談を開催し、総合相談窓口としての役割を周知する。 

②地域包括支援センターの認知度が低い地域への積極的なＰＲを行う。 
③地域包括支援センターや総合相談窓口の役割について住民に理解していただけるようわかり

やすい説明を行う。 
活動内容 
(具体的取り組み) 
 
 
 
 
 

①月1回の地域での介護健康相談を開催しながら、各町会や民生委員会など地域住民に向けて総
合相談窓口の周知を実施。→ひだまり新聞の発行。 
②啓発地域住民に向けて、地域包括支援センターの活動の一環として認知症サポーター養成講座

を開催。→Ｈ28年11月7日実施。参加者25名。 
③相談件数の少ない啓発地域民生委員会へのアプローチを実施。 
＊具体的な相談事例をもとに、地域包括支援センターの活動の理解を深める。 
＊民生委員の受ける相談についてアンケートを実施。→対象民生委員19名。 
④小地域ネットワーク連絡会議にて、地域関係者や支援関係者と地域の認知症課題を検討。  

→Ｈ29年1月27日開催。参加者20名。 

成果 
(根拠となる資料等があれば
添付すること) 

民生委員へのアンケートの結果、集合住宅への高齢者や外国の方の転入が多くコミュニケーショ

ンがとりづらい等幅広い相談が寄せられているが、民生委員も対応に苦慮していることが判明し

た。 
小地域ネットワーク連絡会議では、認知症でも孤立せずに生活できる一方、介入のタイミングの

難しさを指摘する意見があり、早期発見と早期支援の難しさがある。また、地域住民代表の民生

委員からは、三師会の先生と連携に慣れていないとの声があがり横のつながりが必要であること

がわかった。 
啓発地域民生委員を中心にアプローチした結果、民生委員からの相談は前年と横ばいとなってい

るが、複数の民生委員から相談があがるようになり、相談実人数は増えた。啓発地域の相談件数

は前年度より450件増加。総合相談窓口に寄せられる相談件数も前年度より約120件増えた。地
域で活動する中でも声をかけあえる関係がようやくできた為、民生委員の交代により関係性が薄

れないように引き続き顔の見える関係作りを行う。 
今後の課題 さらに地域住民（ご近所）からの相談を早期に相談につなげられるよう支援の輪を浸透させる必

要がある。地域ケア会議への地域関係者の参加を増やし、対応に苦慮する事例や早期支援をどの

ように実施するのかを検討しながら、地域での横のつながりを強化していく。 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（平成２９年７月２４日） 

効果検証の結果  ■①成果の充実 □②成果が見える □③ ①、②以外 

専門性等の該当 ■地域性  ■継続性   ■浸透性（拡張性）  ■専門性  ■独自性 

今後の取組み継続に向

けてのコメント（区地

域包括支援センター運

営協議会からの意見） 

 
相談件数の増加など着実に成果が上がっている。複数の民生委員から相談が上がってくるよ

うに取組を継続し、地域での横のつながりを強化してもらいたい。 



 

平成 28年度  東淀川区中部地域包括支援センター課題対応取組み報告書 

報告書作成日：平成 29年 6月 30日 

活動テーマ 

 
○認知症高齢者の早期発見、早期対応ができるネットワーク構築 
○認知症や生活課題があるが支援を拒否する高齢者の権利擁護 

地域ケア会議から 
見えてきた課題 
 

〇地域から相談を受けた時点で既に認知症状や精神症状が進行している。 
〇認知症や精神疾患が原因で、服薬や金銭の管理が出来なくなる。支援する親族もいない。 
〇生活課題を把握しているが、関わりを拒否するため支援につながるまで時間がかかる。 

対象 地域住民・連合振興町会・地域活動協議会・民生委員・関係機関 
地域特性 圏域の高齢化率：22.4% 昨年度比0.5%上昇。圏域の高齢化率に対し、下新庄1丁目(27.3%)・

下新庄4丁目(28.3%)・菅原5丁目(30.1%)・菅原6丁目(28.1%)など高齢化率の高い地域がある。 
活動目標 ○専門機関や住民組織で認知症高齢者の早期発見、早期診断、早期対応ができるネットワーク

を構築する。 
〇支援できる親族がいない認知症高齢者の支援や権利擁護ができる。 
〇支援を拒否する高齢者に関係機関が連携し、必要な支援につなぐ。 

活動内容 
(具体的取り組み) 
 
 
 
 
 

1.民生委員と連携 
①3か月に 1回民生委員宅を戸別訪問。すでに連携を図ったケースについての経過報告と新た
に支援が必要と思われる高齢者について情報提供を受け、連携して早期支援にあたった。②新

庄、下新庄、菅原の民生委員連絡会に各2回計6回参加し総合事業の情報提供、地域ケア会議
について説明し参加協力を依頼した。 
2.百歳体操、食事会、喫茶での出張相談 
①計 34 回出張相談を実施した。②一般的な質問については参加者で共有③個別相談は、その
場で概要のみ聞き取り後日訪問により対応した。 
3.関係機関とのネットワーク構築 
①継続して小地域ネットワーク連絡会議（新庄地域）を開催した。②区役所、生活保護担当、

認知症初期集中支援チームとの連絡会に参加し連携を強化した。③郵便局員向けの認知症サポ

ーター養成講座を開催した。 
成果 
(根拠となる資料等があれば
添付すること) 
 
 
 

1.民生委員との連携 
①前年度に続いての連携により、支援困難となる前の段階で相談を受けられるようになった。 
2.百歳体操、食事会、喫茶での出張相談 
①体操を休んでいる人や、辞めた人など心配な高齢者について担当者から相談を受けるように

なった。（13 件）②体操開始前、地域包括からの呼びかけや情報提供の時間を毎回持たせてい
ただけるようになった。 
3.関係機関とのネットワーク構築 
①地域包括のリーフレットを郵便局に置き、心配な高齢者に配布してくれるようになった。 
②郵便局から認知症が疑われる事例の相談を2件受けた。（※資料1） 
 そのうち 1事例は、支援を拒否していたため、粘り強くアプローチし、生活保護担当、認知
症初期集中支援チーム、日常生活自立支援事業、介護支援専門員と連携して介護サービス導入

や認知症専門医療機関を受診、あんしんさぽーと契約など支援した。地域ケア会議を開催し、

地域での見守りに繋がった。 
今後の課題 百歳体操や食事会など地域活動に参加しない人へのアプローチ、課題発見システム。 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（平成２９年７月２４日） 

効果検証の結果  ■①成果の充実 □②成果が見える □③ ①、②以外 
専門性等の該当 ■地域性  ■継続性   ■浸透性（拡張性）  ■専門性  ■独自性 
今後の取組み継続に向

けてのコメント（区地域

包括支援センター運営

協議会からの意見） 

 
郵便局や百歳体操など高齢者が行く場所へのアプローチは、相談にもつながっており評価でき

る。今後は地域活動等へ参加しない人へのアプローチを進めてもらいたい。 



 

平成 28年度  東淀川区中部地域包括支援センター課題対応取組み報告書 

報告書作成日：平成 29年 6月 30日 

 

活動テーマ 介護者の負担を軽減し、高齢者とともに安心して暮らすことができるまちづくり 
地域ケア会議から 
見えてきた課題 

〇介護をひとりで抱え込み、介護者が負担を感じている。  
〇介護する家族の認知症や介護に対する知識が不足している。  

対象 地域住民・連合振興町会・地域活動協議会・介護支援専門員 
地域特性 圏域の高齢化率：22.4% 昨年度比 0.5%上昇。圏域の高齢化率に対し、下新庄 1 丁目

(27.3%)・下新庄 4丁目(28.3%)・菅原 5丁目(30.1%)・菅原 6丁目(28.1%)など高齢化率の
高い地域がある。 

活動目標 ○専門機関や住民組織などで構築した地域支援ネットワークを活用し、介護をひとりで抱

え込み負担を感じている介護者が介護サービスや地域の社会資源を利用することができる

ようになる。 
〇介護者が認知症や介護の知識や技術を習得できる研修会を開催する。 

活動内容 
(具体的取り組み) 
 
 
 
 
 

1.百歳体操、食事会、喫茶での情報発信 
①総合事業②かかりつけ薬剤師③各種研修会④認知症予防について⑤転倒予防⑥熱中症予

防⑦その他家族介護教室、地域向け研修会等への参加呼びかけ⑧取組報告 
2.認知症高齢者の服薬にかかる講演会の実施 
①連合振興町会が広報を担当して講演会を開催した。 
②介護者が気軽に服薬に関する相談を持ちかけることが出来るように、各地域を拠点とし

ている薬局の薬剤師に講師を依頼した。 
③地域包括支援センターから地域住民に向けて、介護する家族をともに支えるために制度

や社会資源について情報提供した。あわせて地域での声かけ、見守りについての重要性を

呼びかけた。 
3.介護支援専門員の支援 
介護支援専門員から介護を抱え込み虐待に至った事例などの相談を受けて、介護サービス

計画の見直し助言など介護支援専門員を支援した。 
成果 
(根拠となる資料等があれ
ば添付すること) 
 
 
 

1.参加者の家族について相談を受けるようになった。 
①介護認定申請の依頼・家族の退院後の生活について・住宅改修など 
2.認知症高齢者の服薬にかかる講演会の実施（※資料2） 
①地域の薬剤師に講師を依頼したことで地域住民と薬剤師会の連携につながった。 
②地域の会館を会場とし、地域が広報を担当することで住民の研修会への参加意識が高ま

った。 
③アンケートの結果、参加者のうち 9割以上が講演会を「理解できた」と回答し、高齢者
の服薬に関する意識・知識向上につながった。 
④活動報告会にて「地域の会館で開催することで参加できる人が増える」と評価された。

次年度も継続して各地域で地域課題に対する取り組みの研修会を開催する計画を立てた。 
今後の課題 地域住民に向けて「介護を抱えこまないためにどのような機会が必要か」とアンケートを

実施した結果、「知識向上のための勉強会」と併せて「家族会のような気軽に相談できる場」

との回答が多かった。介護者が語り合う事のできる家族会開催を検討する。 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（平成２９年７月２４日） 

効果検証の結果  ■①成果の充実 □②成果が見える □③ ①、②以外 
専門性等の該当 ■地域性  ■継続性   ■浸透性（拡張性）  ■専門性  ■独自性 
今後の取組み継続に向

けてのコメント（区地

域包括支援センター運

営協議会からの意見） 

 
講演会開催は住民の参加意識や知識の向上など様々な成果があり、高く評価できる。アン

ケートで要望のある介護者が語り合う家族会開催の検討など、地域支援計画に基づく取組

みを進めてもらいたい。 



 

平成 28 年度 東成区北部 地域包括支援センター課題対応取組み報告書 

報告書作成日：平成  29 年 5 月 22 日 

活動テーマ 

 
 

東成区高齢者支援における地域包括ケア実現に向けて 

 「東成区特養・老健連絡会」立ち上げと自主運営に繋げるための取組み 

地域ケア会議から 
見えてきた課題 
 

独居高齢者や、認知症高齢者の増加、複合的課題を有する世帯への支援など、高齢者ケアが、複雑化する中

で、スムーズに関係機関が連携する必要がある。特に上記のようなケースの場合、緊急のショートステイや

入所ニーズも高い。地域包括やブランチと区内施設の相談員との連携がますます重要となっている。しかし、

現在高齢者支援の各種関係機関のサービスごとに連絡会が立ち上がり、組織化される中で、介護保険施設に

関しての連絡会がないため、連携や情報共有が不十分である。 

対象 
 東成区内の特別養護老人ホーム、介護老人保健施設   

地域特性 ・東成区において特別養護老人ホーム4か所が全て北部圏域、老人保健施設3か所のうち2
か所も北部圏域にある。 
・各種の在宅サービスごとに連絡会が出来上がっており、それぞれの代表が、介護サービス

事業者連絡会に加入して、東成区の動向や、情報について共有し、地域包括ケアシステム

構築のための重要なネットワークとなっているが、上記施設に関しては、連絡会等がなく、

横のつながりや、他事業・サービスとの連携や情報共有の仕組みから外れてしまっている。 
活動目標 28 年度内に施設相談員の連絡会立ち上げの後方支援を行い、定期開催につなげて、東成区

介護サービス事業者連絡会に参画してもらう 
活動内容 
(具体的取り組み) 
 
 
 
 
 

南部包括と連携し、ハミングベル中道、サンローズオオサカ、アルカンシェル東成、称揚苑、 
大今里ケアホーム、おとしよりすこやか東部館、フィニートへ趣旨説明を行う。 
28年9月13日に『東成区介護保険施設相談員交流会』というかたちで、上記施設の相談員
と区役所高齢担当、在宅医療・介護連携相談支援室、東陽地域ブランチ、深江南地域ブラン

チ、南部包括、北部包括で集まり、改めて、東成区の現状から、施設の連絡会の必要性と今

後必要なネットワークについて説明と行う。その後意見交換し、参加者の賛同を得て、10
月より毎月第二火曜日の13：30～15：00で会場や進行、書記なども各施設持ち回りで役割
分担することで、主体的な連絡会の場が出来上がる。 
【主な議題】包括・ブランチからの情報提供、在宅医療・介護連携推進支援室からの情報提

供、ショートや入所の空き情報の共有化や、区内ショートステイ申込書の統一化について 
成果 
(根拠となる資料等があれば
添付すること) 
 
 
 

平成 28年度 10月より、『東成区特養・老健連絡会』として、毎月第二火曜日の 13：30～
15：00で計 6回開催される。第一回目より施設側の主体的で自立した運営となり、包括が
事務局となることなく、会場や、進行、書記も持ち回りで行っている。 
（定期開催、自主運営に繫がる） 
毎回、包括やブランチ、在宅医療・介護連携推進支援室が参加し、情報共有する場ができた。 
包括・ブランチ連絡会と施設の連絡会が協働し、市民向けの各種施設ごとの勉強会を開催で

きた。このネットワークから、相談員との連携が進み、高齢者虐待に係るケースで、緊急で

入所、ショート利用に素早くつなげることができたケースが29年5月に2件あり。 
今後の課題 高齢者が、施設から病院への入院や、病院から施設への入所等で、介護施設と病院がやり取

りする機会も多く、特養・老健連絡会と、病院連絡会の相談員同士の横のつながりづくりや、

スムーズな入院・退院時の連携、情報共有する場を構築することも今後検討していく。 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（平成29年 7月25日） 

効果検証の結果  ■①成果の充実 □②成果が見える □③ ①、②以外 

専門性等の該当 ■地域性  ■継続性   ■浸透性（拡張性）  ■専門性  ■独自性 

今後の取組み継続に向

けてのコメント（区地

域包括支援センター運

営協議会からの意見） 

北部圏域に施設が偏っていても、両包括・ブランチと協力し、区内で必要性が認められ立ち上がった連絡で

あり、実際緊急ケースの受け入れ等の連携強化できていることから有益な取り組みである。施設相談員が自

主的に継続した活動もできており、他区からの見学や医療機関相談員との連携についても連絡会の目途が立

っているため、拡がりもあることも十分に評価できる。以上により、公表対象とする。 

別紙４ 



 

平成 28 年度  生野区地域包括支援センター課題対応取組み報告書 

報告書作成日：平成 ２９年  ６月 ２８日 

活動テーマ 

 
 

認知症初期の方をめぐる課題、認知症をより早期の段階で発見し、支援していくための取り

組み 

地域ケア会議から 
見えてきた課題 
 

・認知症の早期発見、早期対応への取り組み 
・認知症による判断能力が低下した、あるいは欠如した場合に、本人の意思をどのように確

認することができるか、医療同意をどのようにすれば得ることができるか 
・認知症の周辺症状により、近隣とのトラブルに陥るケースへの対応 

対象 
 

・地域住民、介護保険関係事業所 
・高齢者（65歳以上）と高齢者と同居する家族 など 

地域特性 長年生野区に住んでいる人が多く近隣との交流、昔ながらの絆も残っている。 
ふたつの長い商店街と古い町並み、家並みがあり築古年の空き家が増えて来ている。 
高齢化率は30.72％と生野区全体の26.94％と比較しても高い地域である。 

活動目標 ・地域や地域住民と連携した高齢者の見守りや支援活動の方法を校区ケア会議で取り上げ、

共同で仕組みを作りあげていく。 

活動内容 
(具体的取り組み) 
 
 
 
 
 

地域役員、ブランチ、包括協働の生野地域「熱中症訪問」は平成28年度で3回目の取
り組みとなり、町会より提供の 75歳以上高齢者の名簿をもとに訪問し実態確認をおこ
なっている。その中で、古い建て替え予定の府営住宅については、自治会があるが町会

に未加入のため、地域役員も気にはなるものの、実態把握も情報の発信もできないとい

う課題を抱えていた。府営住宅に入居している高齢者夫婦の相談をきっかけに、自治会

長や民生委員に働きかけ校区ケア会議を開催した。高齢者夫婦の支援を通して、地域ケ

ア会議から見えてきた課題として、「高齢者が困った時にどこに相談したらいいのか分

からなかった」ということが分かり、情報発信の場及び住民課題の発見の機会にと住宅

集会所で「まちかど相談会」を2回開催した。 
 

成果 
(根拠となる資料等があれば
添付すること) 
 
 
 

・今回の取り組みをきっかけに、気にはなりつつ関わることができなかった地域と住宅

高齢者の橋渡しができ、住宅高齢者の地域行事への参加が徐々に増えている。 
・府営住宅役員、地域役員、民生委員、地域ボランティア、生野区社協、おかちやまオ

レンジチーム、生野東ブランチ、生野区地域包括支援センター等府営住宅高齢者を支え

るネットワークを作ることができた。 
・「まちかど相談会」を通して情報発信を行うことにより、住民の学びの場ともなり、

認知症に対する正しい知識を得、早い段階での発見や相談に繋がる体制作りができた 
 

今後の課題 他にも町会に加入していない情報が届きにくい団地がある。今後もそういった地域への働き

かけも含め広く認知症予防および認知症理解の普及・啓発活動を継続して行う必要がある。 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（H29年 7月 24日） 

効果検証の結果  ■①成果の充実 □②成果が見える □③ ①、②以外 

専門性等の該当 ■地域性  ■継続性   ■浸透性（拡張性）  □専門性  □独自性 

今後の取組み継続に向

けてのコメント（区地

域包括支援センター運

営協議会からの意見） 

地域課題を地域住民と共有することで、新たな取組みへつながった。さらなる拡がりを期待

する 



 

平成 28 年度 東生野地域包括支援センター課題対応取組み報告書 

報告書作成日：平成 29年  6月 30日 

活動テーマ 認知症になっても住みよいまちづくり ～認知症にやさしい地域ネットワークづくり～ 
地域ケア会議から 
見えてきた課題 
 

① 認知症や介護に対しての知識や対応について理解を深め、予防に取り組む 
② 小圏域会議を継続し、住民や関係機関と連携し地域の見守り体制を構築する 
③ 若い方への地域包括センターの周知活動が不十分である。 
④ 地域活動に男性の参加が少ない 
⑤ 町会に入っていないマンションには、独居の高齢者が多く社会から孤立する高齢者が多い 

対象 圏域の地域住民、地域役員、民生委員、介護家族 

地域特性 【東中川地域】・総人口12,817人、高齢者人口3,338人、高齢化率26.0％ 

・今里新地を含む商業地域でワンルームマンションや文化住宅が多くあり単身の若い方や外国籍の方が多い 

・東中川老人憩いの家では高齢者のサークル活動が活発に行われている 

【小路地域】・総人口7,701人、高齢者人口2,406人、高齢化率31.2％、 

・地下鉄小路駅があり、ワンルームマンションや古い文化住宅も多い。コンビニはあるが、スーパーマーケ

ットは校区にはない。清見原神社や小学校を中心にコミュニティが発達し、地域行事が活発である。 

【東小路地域】・総人口5,913人、高齢者人口1,865人、高齢化率31.5％ 

・近鉄布施駅周辺から発展した住宅地。古い長屋が多く立ち退き問題が発生している。まちづくり協議会 

全体で行う餅つきやハイキングなど世代間交流の行事がある 

活動目標 ・発展させたい行事を切り口にして、次世代を巻き込む方法の検討につなげたい 

・男性や若い方も参加できる内容を工夫し、地域づくりの視点を養う研修会の内容を住民と協働し検討する 

・住民全体で取り組めるように認知症徘徊模擬訓練を発展的に継続開催する 

・介護予防の啓発研修会や健康体操を実施する 

・地域の特性を活かして地域福祉活動をじっくりと継続する 
活動内容 
(具体的取り組み) 

◆関係機関との連携（地域包括ケアシステムの構築に向けた基盤づくり） 

＜小圏域会議を圏域ごとにおおむね月１回開催継続＞《年間31回開催》 

・地域住民の代表と関係機関で地域ケア会議の個別ケース支援について話し合い、認知症支援に関する課題

を元に取り組みを行っている。また、見守り支援などの地域ネットワークの構築にも取り組みを行っている。 

◆認知症高齢者支援 

【小路】 

・つぶやきカフェの開催（H28年度 1回／2ヶ月 全6回） 

・認知症研修会「認知症サポーター養成講座」 参加者：地域住民 計16名 

・地域ネットワーク委員会研修支援 テーマ：「知って得する薬の話」講師：生野区薬剤師会 三浦先生  

参加者：町会長・女性部長・民生委員等 計41名 

【東中川】 

・認知症講演会 ≪H28.10.26≫講師：荒川診療所 荒川先生 参加者 43人 

・「認知症サポーター養成講座」対象：老人会 参加者 14人 

・徘徊模擬訓練「まちあるき声かけ体験」実施 

・「まちあるき声かけ体験」徘徊模擬訓練実施 H28.10.29 

参加者：まちづくり協議会（ボランティア・民生委員・老人会メンバー・地域住民）計60名 

【東小路】 

・認知症予防講座 講師：アエバ外科病院 草野先生 H28.11.24 参加者38人 

◆介護予防 

【小路地域】・認知症予防体操《H28.5.26》参加者 40人・体力測定《H28.10.24》参加者30人 

【東小路地域】・体力測定《H28.7.7》参加者 45人 

【東中川地域】・体力測定 第1回《H28.6.28》参加者 34名・第2回《H28.11.30》参加者 32名 

・認知症予防体操「コグニサイズ」H28.7月6,20日 8月3,17日、9月7,21日、10月5,19日  

参加者：各回7～12人 

・認知症予防体操「コグニサイズ」自主活動 H28.11月2日,12月7日,H29.1月11日,2月1日,3月1日 

 参加者：各回7～8人 

◆権利擁護・虐待防止 

・区内４包括合同で区内の介護支援専門員に向けて研修会の実施 《H28.8.17》参加者 60名 

・各圏域の民生委員会や連合町会長会議等で権利擁護・虐待防止について区研修会の実施≪H28.8.29,30≫ 



 

 参加者：29日 80名、30日 92名 

【小路地域】・民生委員会《H29.2.17》【東中川地域】・民生委員会《H28.7.21》 

【東小路地域】・民生委員会《H29.2.21》 

◆地域の居場所づくり 

【小路】男性開放デ－(仮称)の開催・2ヶ月に1回（H28年度 全6回） 

参加者：地域住民（男性、まちづくり協議会 ボランティア委員） 

【東小路】東小路おはなしひろば：世代や性別を問わない地域の集いの場として創設 

開催日≪第1回H28.7.2 参加者14人(大人14人)・第2回H28.10.1参加者20人（大人20人） 

・第3回H29.2.4 参加者31人（子供13人 大人18人）≫ 

運営メンバーとして中学校ＰＴＡ会長・小学校ＰＴＡ会長・青少年福祉委員・青少年指導員等40～60代を

中心とする働き手世代の地域住民が参加 

・ワークショップ「世代をこえた地域のつながりとあたたかい交流の場づくりについて」 

講師：NPO法人ﾊｰﾄﾌﾚﾝﾄﾞ代表理事・児童ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽﾊｰﾄﾌﾚﾝﾄﾞ管理者：徳谷 章子氏 

開催日≪H29.3.24≫参加者：東小路地域住民(女性部長・小学校PTA役員・ボランティア等）計22名 

◆独自の取組み 

【東中川】東中川地域まちづくり協議会ボランティア研修「障害のある方の地域での暮らし」≪H29.2.24≫ 

講師：生野区障害者相談支援センター NPO法人 自立支援センター エポック 

参加者：まちづくり協議会（ボランティア委員・民生委員）計27名 

【地域ケア会議や地区診断から見えてきた課題の抽出と検証について】 

1.地域ケア会議検証会議 講師：関西福祉科学大学 種村先生 ≪H29.3.23≫ 

2.地区診断から見えてきた課題とその解決策について 講師：梅花女子大学 綾部先生 ≪H29.1.31≫ 

3.圏域会議 内容：小圏域会議の参加者（地域住民の代表、専門職）に周知し、地域間の交流と地域ケア会

議の報告、地域課題の解決策についてグループワークを行い検討した。 講師：綾部先生 ≪H29.2.28≫   

【啓発活動】 

・東生野地域包括支援センターの啓発用卓上のぼり・名刺サイズカードを作成。地域の会館や医療機関・薬

局に設置を依頼した。また、地域行事の際に名刺サイズカードの配布も行う。 

成果 
(根拠となる資料等があ
れば添付すること) 
 
 
 

◆地域活動の取り組みの効果検証について 

・地域活動は小圏域会議の中で話し合い、継続的な取組みを行った。また、地域活動にはアンケート調査を

行い、その結果を小圏域会議で報告し効果を検証した 

◆見えてきた課題の解決策として＜新たな集いの場づくり＞ 

【小路】男性開放デー 男性が集える場 1回/2カ月 継続開催し参加者が毎回増えている 

⇒H29年度は毎月1回開催の方向で検討している 

【東中川】 認知症予防体操 「コグニサイズ」の地域自主活動を実施 

 ⇒H29年度も引き続き、2期生の募集と自主活動に向けて支援する 

【東小路】 地域住民の誰もが相談できる場 「東小路おはなしひろば」3回開催 

 ⇒高齢者だけではなく、小学校のいきいき教室の生徒やＰＴＡも参加することにより世代間交流実施 

今後の課題 ・若い世代や小学校と連携を行うなど、少しでも多くの地域住民に認知症の理解を深めて頂き、認知症にな

っても見守りがあり、支えあう住みやすい地域づくりにつなげていくようにする 
そのためには、誰もが来れるような場づくりのコーディネートを行なったり、研修会にワークショップの手

法を用いるなど、いろいろな方を巻き込む工夫をする 
・男性開放デーの参加人数が増えた理由を探る 
・今後も個別ケースについても話し合い、個別課題から地域の問題として解決策を検討していく 
・地域に不足している社会資源に気づき、目的を明確にすることで、地域の集いの場を地域のペースに合わ

せて展開できるようにする。集いの場など地域活動を通じて、啓発活動が口コミで広がるような工夫を行う 
・孤立死防止等の取り組みをアウトリーチする方法を検討する 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（H29年 7月 24日） 
効果検証の結果  ■①成果の充実 □②成果が見える □③ ①、②以外 
専門性等の該当 ■地域性  ■継続性   ■浸透性（拡張性）  □専門性  ■独自性 
今後の取組み継続に向

けてのコメント（区地

域包括支援センター運

営協議会からの意見） 

若い世代や男性に特化した取り組みなど、地域と協働して積極的に取り組まれていることが評価できる 
 
 
 



平成 28(2016)年度 鶴橋地域包括支援センター課題対応取組み報告書               

 
                 報告書作成日：平成 29(2017)年 7月 10日 

 

活動テーマ 

 
認知症予防の健康活動（つながりひろば若返りクラブ） 

地域ケア会議から 
見えてきた課題 
 

地域ケア会議の中で独居高齢者の方が認知症を患って支援を拒否する等、支援困難な事例があった。 
（見えてきた課題） 
１） 独居率が高い圏域で、家に閉じこもったまま人との交流が少ないため認知症に罹患するリスクが高い。

また、罹患してから病状が進行しても周りが気づかないことが多い。 
２） 自宅に閉じこもる高齢者が多いため身体的な機能の低下がきたしやすい。 
３） 認知症にならないための予防を目的にした健康活動の場がすくない。 

対象 １）６５歳以上の高齢者 

地域特性 １） 高齢者世帯が多い。 
２） 独居高齢者が多い 
３）高齢者住民の認知症予防と健康への関心が高い。 
４）地域の町会役員も認知症予防の大切さを理解している。 

活動目標 １）地域住民が主体的に参加して認知症予防の為の健康活動（ファイブコグ）を行う。 

活動内容 
(具体的取り組み) 
 
 
 
 
 
 
 
 

１） 初回に５つの認知機能検査を行う。（約５０分） 
２） 包括圏域の連合町会とNPO法人ぱだ、鶴橋地域包括支援センター、大池ブランチ、市社協、区社協と

実行委員会を結成して認知症予防活動の計画をして実行する。 
３） ７ヶ月をワンクールとして１ヶ月に１回、参加者が集まって生野区内を約１時間、案内員が先導して史

跡、名所をめぐり説明を聞きながら散策する。 
４） 最終月に５つの認知機能検査を行う。 
５） 認知機能検査の採点をした結果を参加者に郵送で送付する。 
・「第１回2016年5月14日」血圧・血管年齢測定・〈ファイブコブ検査〉参加者28名 
・「第2回2016年6月11日」  結果測定の通知とオリエンテーション参加者20名 
・「第3回2016年7月9日」   認知症予防の為の有酸素運動    参加者22名 
･「第4回2016年8月6日」   認知症予防の為の室内体操     参加者21名 
・「第5回2016年9月10日」   歩く会 パート１        参加者19名 
・「第6回2016年10月8日」   歩く会パート２          参加者17名 
・「第7回2016年11月12日」   再度〈ファイブコグ検査〉    参加者14名  

成果 
(根拠となる資料等があれば
添付すること) 
 
 

１）各参加者の検査結果を分析すると 66.7％の方に最初の検査の採点した点数より６ヵ月後は向上した結果
を得られた。明らかに、ファイブコグの健康活動が認知症予防として有効であることが検証された。 
２）参加者の中に初回の検査の結果から軽度認知症の疑いが見られ地域包括職員が早期に関わり、適切な見

守りが出来た。 
３）地域住民団体と包括、社協と法人が協働で住民の為の健康活動を実施する活動目標が達成できた。 

今後の課題 これまでに参加された地域住民の方々が主体となって健康予防活動の運営を引き継ぎ継続的に地域の認知症

予防活動の取り組みとして広げていけるかが課題であるといえる。 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（H29年 7月 24日） 

効果検証の結果  ■①成果の充実 □②成果が見える □③ ①、②以外 

専門性等の該当 ■地域性  ■継続性   ■浸透性（拡張性）  □専門性  □独自性 

今後の取組み継続に向

けてのコメント（区地

域包括支援センター運

営協議会からの意見） 

各自の健康維持のための活動だけでなく、この取組みが外出のきっかけとなり、地域のつな

がりに発展することを期待する 



 

平成 28 年度  巽 地域包括支援センター課題対応取組み報告書 

報告書作成日：平成 29 年 6 月 30日 

活動テーマ 

 
認知症になっても住み慣れた地域で過ごせるように、認知症の理解を深め 
見守りができるような地域づくり 

地域ケア会議から 
見えてきた課題 
 

・認知症の相談が増えている 
・独居・高齢者世帯の増加に伴い、相談内容も複雑・多様化し、重篤化してから相談 
・医療機関や関係機関からの相談も多く、連携が必要になっている 
・虐待など緊急ケースが増加し、行政等と密に連絡とり、速やかな支援が必要 
・地域から長く孤立し、いわゆるゴミ屋敷の相談も増えている 

対象 地域関係者及び住民 

地域特性 生野区の南東に位置し、東大阪市とも隣接。北部には町工場が今でも多くある。南側は農耕

地が多かったため、現在はマンションや建売住宅が多くある。その分高齢者人口割合は低い。

南西部は古くからの長屋が残っており、高齢化率が高く35％を超える地域となっている。 
活動目標 認知症の理解が深まり、地域から孤立しないよう早期発見・対応ができるよう包括の周知と

共に地域との関係作り強化。医療・福祉・介護・障がい・行政など専門機関との連携 

活動内容 
(具体的取り組み) 
 
 

・地域ケア会議の振り返り           28年8月19日   生野南会館   
・地域ケア会議のうち６件 認知症に対する見守りネットワークづくり 
地域役員・民生委員・支援課職員・エポックなどの参加があり連携を図った 
・認知症講演会                28年11月22日          みのり苑    宮本医師 
                              28年6月29日    生野南会館          キャラバンメイト 
・認知症カフェ「きてみてい」             第２火曜                      みのり苑    
・家族会「たつみ家族会」               奇数月 第４金曜                  みのり苑    
・民生委員との研修会にて意見交換            28年4月25日                  田島会館   
・食事会・喫茶・１００歳体操など地域行事参加し、情報交換や見守りの依頼など 
        

成果 
(根拠となる資料等があれば
添付すること) 
 
 
 

認知症の相談件数昨年５７件から９４件に増加 
啓発により、地域からの相談も増加している。 
民生委員・町会役員からの相談は、会館などで「気になる」という軽い相談も増え、深刻化

する前に、受診勧奨・同行等で早期対応ができたケースもある。 
講演会や地域ケア会議を機会に、相談される。 
軽度の認知症の方の受け入れは良く、地域の食事会・喫茶・１００歳体操・旅行なども誘っ

ていただき、進行がゆるやかなケースもある。 
認知症に対し否定的な発言や家族が介護するもの等の意見はまだまだ聞かれることがあり、

認知症カフェの参加を断ったり、家族会は参加しない、遠くへ行きたいなどの意見もある。 
家族の中に障がいを持っている方がおり虐待につながるケースもあるが、行政・障がい相談

支援センターとの連携も強化できている。 
今後の課題 認知症に対する偏見や家族の負担など大きく今後も引き続き啓発が必要。 

独居・近隣から孤立されている方も多く、発見が遅れ、進行がすすむ要因になっている 
認知症だけではなく見守りのネットワークづくりが必要 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（H29年 7月 24日） 

効果検証の結果  ■①成果の充実 □②成果が見える □③ ①、②以外 

専門性等の該当 ■地域性  ■継続性   ■浸透性（拡張性）  □専門性  □独自性 

今後の取組み継続に向

けてのコメント（区地

域包括支援センター運

営協議会からの意見） 

様々な関係機関や地域と協働しながら、地域づくりに積極的に取り組んでおり、その成果が

見えてきている。 



 

平成 28 年度 旭区 地域包括支援センター課題対応取組み報告書 

報告書作成日：平成２９年 ７月 ７日 

活動テーマ 
地域へ権利擁護に関する研修を行い、知識を深める 

地域ケア会議から 
見えてきた課題 

・認知症高齢者が増加しており、その対応が問題になってきている。 

・認知症の周りの人の対応が認知症の人の権利を脅かしており、権利擁護の知識が不足している。 

対象 地域住民  

地域特性 ・圏域内には、小学校・中学校・高校・大学があり、多目的グラウンドを有する旭公園や区民センター・区

役所もあり、講演会や区民まつりなどの公的イベントに参加しやすい環境である。 

・圏域内では、大宮地域の高齢化率が高い（大宮：31.8％ 高殿 27.7％ 高殿南 27％）。特に大宮地域北部
（５丁目）は、市営住宅が多く、その中に高齢者や障がい者が多いが、商店街やスーパー等買い物できると

ころがほとんどない。大宮地域の役員は中年層も多く、地域がまとまって活発に活動されている。高殿南地

域は人口が少なく、相談が挙がりにくい傾向がある。 

活動目標 ＜課題解決に向けた長期目標＞ 認知症の人が安心・安全に暮らせる地域を作る 

＜現状の課題解決に向けた今年度目標＞ 地域の身近な人たちに後見制度等の研修で権利擁護の知識をもっ

てもらう 

活動内容 
(具体的取り組み) 
 
 
 
 
 

・地域役員や地域の人に向けて後見制度・任意後見制度の研修を行う。 

 １回目 平成２８年  ６月１６日（木） 家族介護支援事業             

講演会「老後のためのお金の管理 成年後見ってなに？」  

参加者19名 
講師 司法書士事務所 ともえみ 

   代表司法書士 山口 良里子氏 

 ２回目  平成２８年１１月  ５日（土） 講演会「知っ得！」任意後見制度研修会  参加者 31名 
                    講師 （公社）成年後見センター・リーガルサポート大阪支部 

                       司法書士 吉野 一正氏 

                    ※区内３地域包括支援センター、２ブランチ、区で開催 

 ３回目 平成２９年  ３月２９日（木） 講演会「あんしんさぽーと事業について知ろう!!」  

参加者23名 
                    講師 （社福）大阪市旭区社会福祉協議会 

                       あんしんさぽーと事業担当主査 新山 由美氏 

 

・各地域における認知症理解の普及・促進を図り、地域における認知症の早期発見や見守り支援につなげる。

認知症サポーター養成講座   

大宮地域   ：平成２９年  １月２３日（月） 大宮会館         参加者27名  
       ：平成２９年 ３月２３日（木） 大宮集会所        参加者10名 
高殿地域   ：平成２９年  １月２５日（水） 旭コーポ 集会所      参加者  4名 
高殿南地域  ：平成２８年１２月１６日（金） 高殿南老人憩いの家    参加者  8名 
大阪工業大学：平成２８年  ８月１３日（土） 旭区在宅サービスセンター 参加者31名  
   

・地域での総合相談時には、包括の職員で対応し、関係機関へつないでいく。 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

成果 
(根拠となる資料等があれば
添付すること) 
 

・成年後見制度に関する相談件数の増加：大宮地域の高齢化率は当圏域中最も高い31.4％であるが、一世帯
あたりの人員は区内で最も低い 1.9 人。このことから、家族からの相談は少なく、本人または支援者から
の相談割合が高い。相談内容として「成年後見制度の活用に関すること」の相談件数が増加。特に大宮地

域の相談が多くみられた。 
・権利擁護研修開催の展開：年間を通じて、権利擁護支援として柱となる成年後見制度、任意後見制度、あ

んしんさぽーと事業(日常生活自立支援事業）についての研修を開催。第１回参加者の意見に「事例を聞き
たい」「公的書類作成の必要性」等があり、第２回には事例を通じて法定後見、任意後見について講義を行

った。参加者の意見に「あんしんさぽーとがどこまでできるのか事例なども知りたい」とあり、第３回に

は事例紹介も含めた講義を行った。 
・権利擁護研修による効果：アンケート結果により、回数を重ねるごとに、地域住民への周知に加え、前回

の参加者にも毎回参加案内を行ったが、複数回参加された方は 1割にも満たない状況であった。このこと
から、参加者は、自身に身近に起こっている状況に関心があり、講座に参加する傾向があることがうかが

えた。しかし、3回全体としては、いずれも参加者の7～9割に、研修内容の参考や活用、理解が促進され
た傾向がうかがえた。 
・権利擁護相談にかかる関係機関との連携強化：大宮地域の「成年後見制度の活用に関すること」の相談件

数の増加に併せて、相談対応区分「関係機関連携」の回数が増加した。権利擁護研修を通じて、司法書士

やあんしんさぽーと事業担当、参加者である区内で活動する介護支援専門員等との多職種協働にもつなが

った。 
・地域における認知症理解の普及・促進：認知症サポーター養成講座の開催については、いずれも各地域関

係者、大学関係者からの要請により協働で企画・開催を行った。全体として参加人数に偏りがあるものの、

参加者のアンケートにより、おおむね開催内容および認知症の理解が得られたことがうかがえた。 
・当法人の特徴を活かした取組み：当法人内にあんしんさぽーと事業を実施していることで、日頃より当セ

ンターと相談や連携方法の共有を行っていることから、講座の内容や参加者の質問内容に応じて、情報提

供や質問への回答をスムーズに行うことができた。 

今後の課題 当センターの本年度の取組みから、残された主な課題として、次の３点を挙げる。 
・主たる介護者がいない独居高齢者に課題がある 
・独居の認知症高齢者または精神疾患が疑われる方の金銭管理に課題がある 
・重度化に伴い、金銭管理等権利擁護についても課題がみられる 
 
このことから、支援を要する高齢者の早期発見・早期対応のための取組みにつなげる必要がある。 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（ ２９年 ７月２４日） 

効果検証の結果  ■①成果の充実 □②成果が見える □③ ①、②以外 

専門性等の該当 ■地域性  □継続性   □浸透性（拡張性）  □専門性  □独自性 

今後の取組み継続に

向けてのコメント（区

地域包括支援センタ

ー運営協議会からの

意見） 

地区診断に基づき計画・実施し成果が上がっていることより地域性ありと評価できる。 



 

平成 28 年度 旭区西部地域包括支援センター課題対応取組み報告書 

報告書作成日：平成 29年 6月 30日 

活動テーマ 

 
高齢者が住み慣れた地域で過ごすために課題となる複合的な問題を多職種・多機関と連携す

ることで早期発見、早期支援へ繋げる。 

地域ケア会議から 
見えてきた課題 
 

①認知症の進行により金銭管理の不備やサービス・認知症専門医拒否、近隣トラブルが発生

し、在宅生活の維持が困難で入所を余儀なくされる。 
②元々身寄りのない人、介護者が不適切な介護を行う、主たる介護者の高齢化、障がいや精

神疾患の疑いのある子供と同居しているなど、介護保険制度だけで複合的な課題を解決で

きず支援が滞る。 
③元々身寄りのない人、キーパーソンが不在で地域との関わりが薄い、独居世帯や後期高齢

者の増加など支援を必要とする人が孤立しても把握ができない。 

対象 当圏域内の民生委員・地域住民 

地域特性 ①圏域内の高齢化率、独居高齢者率、介護保険認定者数が区平均より全て高い。 
②圏域内で入院できる病院が2ヶ所と少ない。 
③駅はないが、平地で自転車移動がしやすい。 
④認知症（疑い）に対する相談数が昨年度より増加している。 

活動目標 様々な相談機関や高齢者を支える組織・住民が家族を包括的に支援していくことで、いつま

でも住み慣れた場所で暮らすことのできる地域づくりをする。 

活動内容 
(具体的取り組み) 
 
 
 
 
 

①小地域ネットワーク会議（地域支援会議）にて顔の見える関係の強化 

・各相談機関と民生委員・ケアマネジャーと顔の見える関係構築を目標に取り組む。圏域内

の３地域にて、居宅介護支援事業所、民生委員と連絡会を開催した。会議の議題として、

くらし相談窓口、障がい者相談者支援センター、認知症初期集中支援チームの機能につい

て事業紹介、担当者との顔の見える関係構築を行った。【8回開催】 
・民生委員・見守り相談室等とネットワーク活動報告、地域ケア会議まとめの会議を開催し

た。【7回開催】 
 
②民生委員と地域包括支援センターで高齢者対象チェックシート“ご近所 高齢者 見守り

チェックシート”の作成 
・相談機関を紹介する際に城北地区民生委員会より「相談の対象となる高齢者がイメージで

きない。支援の必要な対象者像がわかるものが欲しい。」と要望が挙がった。孤立する要

援護者を地域住民が把握するツールとしてチェックシートを作成することとなり、城北地

区民生委員とチェック項目・要相談者の振分区分・デザイン・用紙のサイズ・配布先の候

補等を検討するネットワーク会議を開催した。【4 回開催】作成したチェックシートにつ
いて中宮・生江地区でも意見集約を行った。 



 

 
 
 

今後の課題 ・今年度は住民組織である民生委員を中心に活動を展開してきたが、町会組織以外の商店、

金融機関等の高齢者と関わるインフォーマル機関への発信が少なかった。各民生委員から

もチェックシートを幅広く発信していってほしいと要望が挙がっている。 
・相談支援機関の充実に伴い、制度の狭間に置かれる要援護者の支援が円滑に行えるよう相

談機関同士の役割の理解やネットワーク構築、連携が求められる。 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（ ２９年 ７月２４日） 

効果検証の結果  ■①成果の充実 □②成果が見える □③ ①、②以外 

専門性等の該当 ■地域性  ■継続性   ■浸透性（拡張性）  □専門性  □独自性 

今後の取組み継続に向

けてのコメント（区地

域包括支援センター運

営協議会からの意見） 

これまで地域支援会議を継続してきたことで、地域との関係が強化できたこと、関係強化を

ベースに地域のニーズに答えて、「見守りチェックシート」を民生委員の力を活かし完成さ

せ、民生委員・町会へ周知できたことは評価できる。 
 今後は、インフォーマル機関へもひろく発信し活用が進むことで、さらに幅広く地域での

見守りがなされ、早期発見につながることが期待できる。 
 

成果 
(根拠となる資料等があ
れば添付すること) 
 
 
 

○相談機関の役割や相談機関の担当者について各地区の民生委員やケアマネジャーに周知

を進めていくことができた。特に、地域包括支援センターに寄せられる民生委員の初回相

談が20件（平成28年度）と昨年の9件から倍増した。 
○ネットワーク会議を重ねる効果について地区民生委員に向けてアンケートを実施。民生委

員から地域包括支援センターの相談のしやすさの変化について「とても身近に感じる」

67％、「少し身近に感じる」33％と結果が得られた。地域包括支援センターの役割の理解
について「とても理解できた」67％、「やや理解できた」33％と結果が得られた。以上の
結果からネットワーク会議によって民生委員と地域包括センターの顔の見える関係が強

化されたと考察される。効果として城北地区では、民生委員と定例でネットワーク会議を

継続開催することとなった。 
○圏域内の“ご近所 高齢者 見守りチェックシート”を完成することができた。民生委員

から“見守りチェックリスト”について高齢者の早期発見に活用できるかアンケートを実

施。「とても活用できる」46％、「やや活用できる」46％と、計 92％が地域で活用を見込
めると結果になった。各地区にも町会長を通して班長にチェックシートを配布し、活用し

てもらうように周知することができた。（計780部配布） 
○一連の活動を各地区ネットワークの活動報告として発信し、中宮地区の民生委員会に定例

で参加するきっかけとなった。 



平成 28 年度 旭区東部地域包括支援センター課題対応取組み報告書 
報告書作成日：平成２９年 ７月 ７日 

 

活動テーマ 

 
 

高齢者や家族に判断能力がなく複合的な問題を抱えているかたの支援について 

地域ケア会議から 
見えてきた課題 
 

・成年後見制度や金銭管理が必要な高齢者が多い。 
・家庭に判断力がなく、複合的な問題を抱えているケースが多い。 

対象 
 

高齢者および高齢者にかかわる家族 

地域特性 旭区東部地域包括支援センターの圏域（以下、圏域）は区東側に位置し、市内としては城東区・鶴見

区・東淀川区、府内としては守口市と隣接している。中央に千林商店街（小～中規模スーパーも各地

区で営業）、京阪本線、市営地下鉄（今里筋線・谷町線）もあるため、商店、住宅地として発展して

きた歴史がある。 

高齢化率（H27年）は圏域 28.14%であり、区全体 29.29%より 1.15％低いが、圏域内で 3.89%の地

区差もあり、清水地区は 30.59%と高値である。 

平成 22年度からの推移より、市 2.38%、区 3.05%、圏域 3.28%とそれぞれ上昇しているが圏域内の

上昇率は市、区以上に高い結果であった。このことから、圏域における高齢化は顕著に進んでいる特

性があると言える。 

その他、世帯状況をみると、旭区は市と比較し高齢者世帯は多いが、独居である割合は平均に近いこ

とから、高齢者夫婦（もしくは親族）のみの世帯が多い特性があると言える。 

そのなかで、高齢者率の上昇、高齢者世帯の割合等の地域比較、および総合相談訪問や地域との関わ

りのなかで、見えてきた地区ごとの特性をまとめた。（図 1参照） 

新森…65歳未満の家族と住んでいる高齢者が多い。高齢化率は低いが、5年間の高齢化率上昇は圏域

で最も顕著であったことから、今後は家族の高齢化による課題、家族からの介護相談が増加す

る可能性がある。 

清水…高齢化率が 30%超、独居高齢者、高齢者のみの世帯ともに圏域にて最も多いことから、地域全

体が高齢化しつつあり、複合的課題、支援が長期化するケースも比較的多い地区でもある。 

古市…高齢者世帯はやや少ないが、独居高齢者の割合が高いことから、世帯間での環境差が多い地区

であることが予測される。商店が多い地域であり、一軒家や長屋等で生活されている世帯があ

る一方、生活保護対応のワンルームマンションや文化住宅も多い地区でもあり、経済的な課題

を抱えた相談ケースも比較的多い。 

太子橋…高齢者がいる世帯が 40%超、高齢者のみ世帯割合とともに圏域で最も高く、高齢化率も清水

に次いで高い。独居高齢者は顕著に高い割合ではないため、高齢夫婦等が多く生活している

と予測される。地理的に区役所、包括、ブランチから最も離れた地域でもあり、その北東部

には大規模な集合住宅が並んでいる。    

 

 

 



 

  H22 高齢化率 
H27 高齢化

率 
増加率 

高齢者がい

る世帯 

高齢者世

帯 
独居高齢者 

大阪市 22.47 24.85 2.38 32.83 20.69 13.49 

旭区 26.24 29.29 3.05 38.83 24.43 14.81 

新森 23.08 26.7 3.62 37.09 21.8 12.16 

清水 27.75 30.59 2.84 39.14 24.73 15.77 

古市 24.53 27.66 3.13 35.59 22.82 14.25 

太子橋 24.83 28.4 3.57 40.86 25.08 13.8 

図 1 各地区の高齢化率および高齢者世帯の割合 

 

活動目標 ①自ら支援を求めない高齢者や判断能力が不十分な高齢者を早期発見でき、必要な支

援に結びつけ、住み慣れた地域で生活が継続できるようにする 
②家族に判断能力がなく、複合的な問題を抱えているケースの支援を行なうため、関

係機関との連携を図る 

活動内容 
(具体的取り組み) 
 
 
 
 
 

・地域へは、本人、家族の判断能力が低下したとき等に備えた準備の大切さ、エンデ

ィングノートや成年後見人制度の正しい理解を目的とし、計 2 回（新森・古市）の
講演会を実施した。 

 
・課題を抱えた高齢者の早期発見としては、相談機関の周知が不足していないか、適

切な時期に介入できていないのではないかという仮説をもとにし、戸別訪問を計画、

地域特性より、高齢者世帯が多い地域であるであるが、相談会等の参加者が少なく、

太子橋 3 丁目（橋寺住宅）を試験的に訪問、検証を町会、ブランチ連携のもと実施
した。 

 

成果 
(根拠となる資料等が

あれば添付すること) 

 
 
 

・講演会の参加者は２３名ありその内 60歳以上が２２名と９０％以上が高齢者であった。 

「もしもの時どうするのか」について講演会後にアンケート調査をした結果、「今はまだ考えたく

ない」との回答が１３名と大半でありまた無回答が１４名であった、事前に成年後見人やエンディ

ングノートの活用については、考えるに至っていなかった。一方、理解度、満足度のアンケート結

果（図３）は良い・まあ良いが２７名あり、ほぼ内容や必要性について理解できている結果が得ら

れ、高齢者自身が関心ある事項と予測できるため、継続的な啓発活動が重要であると考える。 

・橋寺市営住宅（太子橋 3丁目）戸別訪問を 2か月かけておこなった結果（全 132戸）、何かしらの

周知ができたのは６１件と全体の 5割程度にとどまったが、65歳以上の世帯（53件）においては

43件と 8割程度、面会もしくは応対ができ、かつ 16件は独居高齢者であることが分かった。（図

4） 

・住宅内で定期的に相談会を実施していたが、住民の反応としては、包括、ブランチの存在をしらな

い、役割がわからないという内容が多く、身近な相談窓口として認識してもらうためには相談会以

外の周知を検討していく必要がある。 

・本取り組みは集合住宅一棟による高齢者把握、周知活動を目的としたため、課題としている早期発

見、介入の成果が得られるかは、長期的な評価期間が必要であり、継続した検証が必要である。 



 

 

図２講演参加者の年代           図 3 講演会アンケート結果 

 

 
 

図 4 橋寺市営住宅 戸別訪問結果の対応別割合 

 
 

今後の課題 ・支援が必要な高齢者を早期発見するために、高齢者や家族・地域に向け講演会など周知方法を検討

する必要がある。 

・支援が必要な時に適切に相談できる様な働きかけができているのか検証する必要がある。 

・自ら支援を求めない高齢者に向け、支援に繋がる様働きかけが必要である。 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（  ２９年 ７月２４日） 

効果検証の結果  ■①成果の充実 □②成果が見える □③ ①、②以外 

専門性等の該当 ■地域性  □継続性   □浸透性（拡張性）  □専門性  □独自性 

今後の取組み継続

に向けてのコメン

ト（区地域包括支援

センター運営協議

会からの意見） 

町会との連携で戸別訪問を実施し、実態確認ができその結果を町会と共有することも

できたことは評価できる。要支援高齢者の早期発見については、長期的な評価が必要

であるが、今年度は戸別訪問を他の集合住宅に対し実施中であり、今後の成果に期待

できる。 

良い
21まあ

良い
6

普通
2

無回答
6

アンケート結果



 

平成 28年度  城東区地域包括支援センター課題対応取組み報告書 

          報告書作成日：平成 29年 6月 22日 

  

活動テーマ 気づきのネットワーク構築と、各相談支援機関が広くつながっていくこと 

地域ケア会議から 
見えてきた課題 
 

課題１．高齢者本人だけでなく、家族にも支援が必要な複合的な課題を抱えた同居家族が増えて

いる。また障がい者等の介護をしている高齢者が認知症等で支援が必要な状態となった

場合に、これまで解決できていたことができなくなり、複合的な課題を抱えた家族とし

て表面化する。 

課題２．地域住民等が、近隣者に支援が必要な状態であると気が付いた場合でも、一人で抱え込

み、また個人情報の漏洩や本人との関係性の悪化などを心配して相談につながらない。

さらに支援機関に報告や連絡をしていても、支援機関が抱え込み、単独の判断により対

応が遅れることもある。  

課題３．身寄りがない等、家族や親族からの支援を受けられない方が、急激に状態悪化し認知機

能が低下した場合に、金銭管理等ができずに成年後見制度を活用するケースが多くなっ

ている。 

対象 圏域内の地域住民、医療・介護・保健・福祉等に携わる従事者 

地域特性 ◇各小学校下毎の特性（※高齢化率は平成27年9月末の区内人口データより推計） 
榎並地域：圏域内で最も高齢化率 24.2%と高く「団塊の世代」の割合が高い。高齢者や障がい者

を対象に「あんしん見守り隊」が結成され、見守り活動が実施されている。ワンルー
ムマンションが増え、単身高齢者も増加している。 

成育地域：高齢化率20.6％と区の高齢化率24.9%を下回り、就学年齢層、子育て世代の割合が高
い。北部に面する地域では、ワンルームマンション、駐車場や空家がやや目立つ状況
がみられる。 

聖賢地域：高齢化率 23.8％と区の高齢化率をやや下回り、20～50代の稼働年齢層に属する世代
の割合が多い。 

鯰江地域：工場移転跡地の一大マンション群が建ったことで、児童数が増加する。圏域内で最も

高齢化率19.9%と低く、就学年齢層、子育て世代の割合が多い状況がみられる。高齢

者の居住するマンションで町会に加入していない所が多く高齢者の把握が難しい状

況となっている。 
活動目標 目標１.地域住民に対して、地域包括支援センターの周知・啓発を行う。 

目標２.地域住民等の言葉を聞き逃さずにキャッチし、相談支援が必要な方の把握を確実に行う。 

目標３.他の相談支援機関との信頼関係を築いていく。 
活動内容 
(具体的取り組み) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.地域包括支援センター及び総合相談窓口(ブランチ)の周知・啓発活動 

・平成 27年度実施した聖賢地域の民生委員・児童委員を対象に実施したアンケートを榎並・

成育・鯰江地域の民生委員・児童委員を対象に実施し、成育と鯰江地域については、包括と

同様の質問項目とし、総合相談窓口(ブランチ)の認知度を測る取組みを行った。 

 
・担当圏域で関係機関、団体、多様な地域関係者との連携を図るためにマグネットシート 
の窓口設置の依頼と共に、ご近所見守りチェックシートを配布し、見守りや支援が必要

な高齢者の周知・啓発に努めた。マグネットシートは、医療機関、薬局、城東警察署や

区民センター、老人福祉センター、地域の集会所など 38ヵ所に設置し、包括の認知度
を測るために、アンケートを実施した。 

 
2.地域住民の言葉をキャッチし、地域住民との連携を深めるための出張相談会 
  ・榎並地域では、平成 27度より出張相談会に取組み、主に健康相談等を中心に毎月実施
し相談支援が必要な方の把握に努めてきたが、平成 28年 10月から鯰江地域に於いて
も、民生委員を中心に試行的に今福西集会所のふれあい喫茶がスタートとしたため、新

たな住民主体の通いの場の定着を目指し、鯰江ブランチと共に出張相談会として取組

み、平成28年度の参加人数は初回10月、21名、12月、28名、2月は24名であった。 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.小学校圏域ごとの地域ケア会議の開催 
・各小学校圏域ごとに、地域ケア会議から見えてきた課題のまとめ及び今後の取組みについ

て検討し、地域とのネットワーク構築を図るために、地域ケア会議を開催した。 
3月21日、鯰江地域にて開催、参加人数16名 
3月21日、成育地域にて開催、参加人数19名 
3月23日、榎並地域にて開催、参加人数18名 
3月24日、聖賢地域にて開催、参加人数17名 
主な参加者(民生委員・児童委員、地域福祉支援員、認知症初期集中支援チーム、見守り
相談室、蒲生ブランチ、鯰江ブランチ)  
 

4.地域ケアフォーラムの開催 
 <目 的> 認知症になっても安心して暮らせるまちづくりのために、認知症の対応方法等

について地域住民、医療・介護・福祉の専門職が共に学び、地域の課題を情報

共有し、地域で支えあうために地域と専門職との連携強化を図る。 
<日 時> 平成28年12月17日  場所：成育コミュニティホール   
<内 容>  第一部 講演「認知症の人への接し方など対応方法について」 

講師：認知症看護認定看護師 谷口 かおり氏 
第二部 地域で支えあうために私たちのできること、望むこと」をテーマに、地 

域関係者と医療・介護・福祉の専門職がグループワークを行った。 
<参加者> 参加人数 54名(参加者内訳：民生委員、老人会、地域福祉支援員、医師会、訪

問介護事業所、居宅介護事業所、蒲生ブランチ、鯰江ブランチ、認知症初期集

中支援チーム、見守り相談室、区社会福祉協議会) 
 
5.町会単位の認知症講演会・発達障がいや権利擁護に関する講演会等の実施 
・平成28年5月14日、「認知症予防及び二次予防事業の周知・啓発の講演会」鯰江ブラン 

チとの共催、場所：今福西コーポ集会所  参加人数13名 
・平成28年10月22日、「第一部、遺言書とエンディングノートの違いについて、第二部、

成年後見制度について」成年後見センター・リーガルサポート大

阪司法書士会との共催、場所：区在宅サービスセンター 
 参加人数41名 

・平成28年11月5日、「認知症と介護について」今福西3-2町会との共催 
場所：宮塾カフェ 参加人数16名 

・平成29年2月21日、「発達障がいと精神障がいの理解を深め支援のあり方を考える」 
城東区包括主催、 場所：区在宅サービスセンター   
参加人数53名 

・平成29年3月21日、「認知症とその対応について」鯰江地域活動協議会・鯰江社会福祉 
協議会・鯰江高齢者食事サービス委員会・鯰江ブランチとの共催、

場所：鯰江憩の家  参加人数40名 
 

成果 
(根拠となる資料等があれば
添付すること) 
 
 
 
 
 
 
 

① 担当圏域内での関係機関・団体・多様な地域関係者とのネットワーク構築 
・平成 28年度に、包括の周知・啓発用マグネットシートの設置依頼を行い、主に医療機
関、薬局等を中心に窓口設置をお願いしている状況だが、銭湯など多様な場所にも設置

を依頼したところ、銭湯に通う高齢者の方に渡していただいているためか、不足したマ

グネットシートの補充を行う状況になっている。今後も引き続き担当圏域内において、

銀行・クリーニング店など多種多様な地域の方々にアンケートも合せて設置依頼に取り

組み、支援が必要な高齢者の早期対応へとつなげていく。 
 
② 鯰江地域ふれあい喫茶における出張相談会の定例開催 
・鯰江地域で試行的に取り組まれたふれあい喫茶にて出張相談会を行ったが、参加されて

いる高齢者の方へ介護保険の住宅改修に関するトラブルなどの情報や介護予防・日常生

活支援総合事業など様々な情報を発信する拠点としても活用し、平成 29年度より、毎
月の定例開催となり、包括・鯰江ブランチと協働した取組みとなった。 



 

  

③ 小学校圏域ごとの地域ケア会議開催後の新たな取組み 
・鯰江地域のマップづくり 
民生委員、鯰江ブランチ、見守り相談室の支援ワーカーと協働でマップづくりに取組

むために、個人情報の同意を得て、緊急時の連絡先やかかりつけ医や介護保険に関す

る情報が記載された個人情報カードを作成し、概ね 75歳以上の高齢者を対象に民生
委員の担当区域ごとに 支援や見守りを必要とする高齢者等のマップづくりを進めて
いくことになる。 
 
・成育地域では、平成 29年度より、認知症や発達障がい、精神疾患などの理解や対応
について学ぶために、民生委員・主任児童委員、ブランチとともに勉強会を協働で取

り組むことになる。 
今後の課題 平成 27年度に、聖賢地域で民生委員・主任児童委員を対象にアンケートを実施したこと

で、連携や地域課題の考え方が見えてくるなど成果が見られたため、平成28年度は、鯰江・
榎並・成育地域で実施したが、回収率 93％と最もよい成育地域においても包括の認知度に
関しては、知っている、大体知っているを合わせて46％と5割以下であり、鯰江地域は50％、
榎並地域は28％と低く、２ヵ所の総合相談窓口(ブランチ)の認知度に関しては、蒲生ブラン
チが39％、鯰江ブランチは25％であった。また、地域ケア会議については、知っている、
参加したことがあるとの回答は、成育地域46％、鯰江地域43％、榎並は14％であった。昨
年度の改選で、榎並地域は新任の民生委員が4名、鯰江地域3名、成育地域3名と新任の方
が増えていることも認知度の低さの要因として考えられるが、改めて包括・ブランチの周

知・啓発に努めていくことの必要性と地域ケア会議などを通して、地域の課題を共有し連携

を深めていくことが必要と思われる。 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（平成２９年７月１１日） 

効果検証の結果  ■①成果の充実 □②成果が見える □③ ①、②以外 
専門性等の該当 ■地域性  ■継続性   ■浸透性（拡張性）  ■専門性  □独自性 

今後の取組み継続に向

けてのコメント（区地

域包括支援センター運

営協議会からの意見） 

「気づきのネットワーク構築と、各相談支援機関が広くつながっていくこと」を活動テーマ

に、地域包括支援センター・ブランチの周知・啓発活動を積極的に行った。マグネットシー

ト、ご近所見守りシートなどを用い、活動に工夫がみられる。民生委員・児童委員、地域住

民対象にアンケートも実施し、しっかりと検証もしている。出張相談会、小学校圏域ごとの

地域ケア会議の開催、地域ケアフォーラム、町会単位で発達障がいや権利擁護などに関する

講演会の実施など、地域のネットワーク構築に成果がみられる。 
今後も継続して、各相談支援機関との連携強化をはかりながら、ネットワークづくりを行

うことを期待する。 
 



 

平成 28 年度 城東・放出 地域包括支援センター課題対応取組み報告書 

               報告書作成日：平成 ２９ 年  ６月  ２０日 
活動テーマ 
 

高齢で認知症になっても安心して暮らせる街づくり 
（地域での見守り活動の推進）（認知症予防活動を通しての集い場での自助・互助の推進） 
 

地域ケア会議から 
見えてきた課題 

【認知症ないし精神疾患、発達障がい疑いの本人・家族の問題で介入が困難な事例】 
●地域で孤立している高齢者に対しての対応が困難である。 
●支援介入が行われる時には困難ケースとなっている事が多い。 
●地域の実情によって地域包括ケアシステムの理解が進んでいない。（早期発見のシステム

が機能としてはない） 
 

対象 小学校区における連合町会【諏訪連合町会】【東中浜連合町会】【放出連合町会】【今福連合

町会】の主な町会の役員ないしボランティアの方々、認知症のアンケートを各地域で行われ

る講演会の参加者や民生委員などの地域の役員に向けて行い協力してくださった方々。 
 

地域特性 【諏訪地域】 
連合町会での福祉に関する活動はふれあい喫茶や食事会、ボランティアによる百歳体操の週

２回の開催など古くから継続しているが、戦略的に課題解決のための対策はこれからであ

る。高齢者化率２１％で高齢者の数も多い為か比例して相談件数も多い。包括がある住所地

でもあり連携も古くからある為、協力的である。盆踊りや地域のイベントに力を注いでいる。 
 
【東中浜地域】 
 地域のアクションプランプロジェクトチームメンバーが地域活動には積極的で、様々は取

り組みを主体となって展開している。社協の支援ワーカーや区とも連携して取り組む事も先

駆的で、地域包括とのネットワーク構築も進んでいる地域。地域役員は地域福祉への思いが

強く、 
地域住民一人一人に対しての関わりも多い地域である。高齢化率２４％であり、身寄りのな

い独居で地域との縁がない方が住んでいるワンルームマンションが点在し、問題を抱えるケ

ースが多い。 
 
【放出地域】 
 高齢化率１７％と区内でも最少の数値に近いが、高齢者に対する福祉に関しては食事サー

ビス、各自治会、連合でのふれあい喫茶、老人会主催の百歳体操を展開されている。戦略的

な福祉課題に対する取り組みはこれからである。地域内に医療・福祉関係機関が少なく、福

祉事情と町会との関わりがやや希薄で、包括の周知も進みにくい現状がある。 
 
【今福南地域】 
 当包括とは位置的に遠く、地域独自のネットワークが確立していた事もあり、開設当初は

包括とのネットワークが進まなかった地域であった。しかし、長年の周知とネットワークづ

くりを積極的にしていた結果、今年度は地域との関わりの機会が増え、飛躍的に包括との関

係性が進んだ地域といえる。また、高齢化率が４１％で区内では最高値である。生活保護世

帯が多く住む市営住宅においては、問題を抱えるケースが多数存在する。 
 

活動目標 支援の届きにくいケースにおいては、包括や行政・地域が、連携や役割分担を明確に行い

ながら、早期に介入できる体制づくりを構築する。今年度は、高齢者の集い場作りの土台を

構築する事を目標として、地域との関係性を活かしつつ、各小学校区の特性に応じた介護予

防活動の場を開催していく。長期目標としては、地域も巻き込んだ、町会単位での高齢者の

認知症予防活動と、安否確認のシステム作りの構築を目指す。モデル事業として小地域（自

治会単位・町会単位）での地域包括ケアシステムが確立できれば、この成功体験を活かして、

様々な地域で地域包括ケアシステムの確立が出来るようにする。地域役員とともに立ち上げ

たそれぞれの地域特性に応じた集い場作りが定着し、安否確認のシステムが確立できれば、

地域全体の高齢福祉力の向上につながると考える。 



 

活動内容 
(具体的取り組み) 

【諏訪地域】 
連合町会での百歳体操時にこの２年続けていた介護相談会は引き続き月一回実施する中、

百歳体操や食事サービスの際、「みんなの認知症予防ゲーム」の紹介を行い、認知症予防に

対し地域役員と高齢者に関心を持ってもらう事から始めた。 
 

H28年2月3日70名  H28年3月3日58名 百歳体操時に認知症予防ゲーム紹介 
H28年2月4日60名  ⇒食事サービス時に認知症予防ゲーム実施（ビンゴゲーム） 
 
【東中浜地域】 
ほほえみカフェ（認知症カフェ）を月に２回定例開催が開始する。地域の町会長、民生委

員、女性部員等が構成メンバーである東中浜アクションプランプロジェクトチームのメンバ

ーが主体となり運営する。その中での包括の役割は、認知症予防活動「みんなの認知症予防

ゲーム」をツールとしてボランティアやリーダー活動をメインに色々な取り組みを行う。 
 
：全23回開催 平均参加者：40名 
 
【放出地域】 
認知症予防プログラムを開催し、修了を迎えた後も月一回のペースで認知症予防活動を地

域の役員と開催する事が出来るようになった。包括の役割としては認知症予防活動を主と

し、高齢者と地域と専門職の顔の見える関係づくりを推進出来た。 
 
：全13回開催 平均参加者12名 
 
【今福南地域】 
①市営住宅一棟（１８０件あまり）：自治会より見守り相談室へ「孤独死がここ数年で数件

ほどあった。また認知症の症状から心配な高齢者が増えている。行政の方で何とかならない

か？」との相談があった事がきっかけである。認知症初期集中支援チームと見守り相談室、

当該地域包括センターと三者で高齢者の安否確認、そして閉じこもりがちは高齢者を元気に

するような取り組みをしていく事になる。月一回の集会場で地域との協働の取り組みとして

認知症予防活動を開催する事を始める。 
 
：Ｈ28年10月1日 打ち合わせ 年度内月一回、全３回開催 平均参加者44名 
 
 
②今福分譲住宅マンション群：当該マンション群（２棟）の町会より包括へ、老人会の立ち

上げの依頼あり。きっかけは分譲マンション群（１５０件あまり）の住民の高齢化が進み、

高齢になっても元気でこの住まいで過ごしていけるような取り組みをしたいとの意向があ

った。実際に孤独死のケースもあった。地域で孤立しないように、また、住民同士が仲良く

なり、旅行でも行けるような集まりを作りたいとの意向であった。当初は老人会の立ち上げ

との事であったが、健康維持の目的で、百歳体操をメインとした集い場作りを行う。同区内

で積極的に立ち上がっている百歳体操を、当該マンションの自治会集会場にて毎週火曜の開

催が実現した。その際、区保健福祉センターの保健師の協力を請い、年明けより住民のみで

百歳体操を運営する事ができた。第２火曜のみ当該包括が時間を頂き、認知症予防活動を取

り入れさせてもらう事になる。 
 

：Ｈ28年10月24日・11月29日 打ち合わせ    
Ｈ28年11月9日  介護予防福祉講演会 
H28年12月1日より毎週火曜に開催、平均参加者：22名 
 

 
① 今福地域憩の家：「みんなの認知症予防ゲーム」の研修に地域福祉支援員が受講され、
百歳体操の待機時間に独自に実施されている。次年度早々には「みんなの認知予防ゲー

ム」を協力して実施する事も予定している。 
 



 

成果 
（根拠となる資料等があ

れば添付すること） 
※認知症アンケート資料

参照 
※写真資料参照 

 
認知症の方への地域ぐるみの対応については、前年度からの当包括センターでのアンケー

トの結果から導いた地域課題としてもあげており、また、その課題を地域役員ないし地域住

民に提示し、地域ぐるみの認知症予防活動の必要性を訴えてきた。その結果、認知症予防活

動と兼ねて、地域包括ケアシステムの中核となる地域包括支援センターと地域（役員）と、

医療等関係機関をつなげる集い場作りを、まず放出地域において開設し運営した。この成功

体験を元に、他の地域である今福南地域（２ヵ所）諏訪地域において実現できる運びとなっ

た。 
東中浜地域においては、前年度より地域主導の高齢者見守り隊の発足とともに当包括から

提案した地域主導の認知症カフェ「通称：ほほえみカフェ」を年度始めより開所し、認知症

予防活動をメインとして１年間継続開催を行った。（H２９年度 6月テレビ放映）このこと
は大きな成果といえる。 
小地域における地域包括ケアシステムの構築の確立を目指す事により、より地域に根差し

た地域主導の自助・互助を推進した取り組みを定着させ、地域における認知症等、支援困難

事例の早期発見、早期対応につなげつつある。いずれの認知症予防活動の後には地域の役員

や有志の方に残ってもらい、地域で気になる方の情報交換や関係機関とのつなぎの場として

も重要な時間となっている。中には地域ケア会議開催にて問題を解決につなげ、気になる事

例に対しては総合相談や他事業へつなぐことが出来ている。 
 
【放出地域】  
 当該地域の集会場にて認知症予防プログラムを１０回コースで実施したが、その際には地

域の役員も積極的に参加していただき、ファイブコグ検査も実施し効果も検証した。その後、

認知症予防の取り組みをこれからも継続して活動したいという参加者・地域の意向も受け、 
月一回の定例開催につなげる事ができた。参加者は１５名前後であるが、継続して参加する

方や新規の方の参加もあり、おなじみの顔ぶれが増え、自助・互助の意識の高まりと、地域

と高齢者とをまた新たなルートでつなぐシステムが出来、地域とのネットワークが更に高ま

ったといえる。これからも取り組みを通して地域と高齢者と包括ないし関係機関へとつなげ

る事が期待される。 
 
【今福地域】 
① 今福市営住宅一棟：年明けより毎月第１土曜の開催で３０名近くの６０～９０才台の
方が参加され、地域の役員の方もほぼ同じメンバーで積極的に参加、協力してくださ

るようになった。また自治会独自でお花見を企画されるなど自主的な活動へとつなが

る運びとなった。 
 

② 今福南分譲マンション群：第２火曜は百歳体操の実施後には認知症予防活動を取り入
れることが出来、現在に至る。ウクレレ演奏など独自の取り組みも地域で展開されて

おり、第１・第３火曜は百歳体操のあとにお茶会を催されている。 
 

③ 連合町会：当該地域は区内最高値の４１％の高齢化率である事も受けて、連合町会も
地域の福祉課題を真摯に受けとめていただき、当年度には初めて当該地域で認知症講

演会を開催する事ができた。 
 
⇒当該地域においては、包括支援センターの認知度が低く、地域でのイベント開催等

の受け入れが難しかった。センターを開設して７年経つが、長年の地域役員へのあい

さつ回りなど地道な活動の効果として、上記のネットワークの構築につながったとい

える。 
 
【東中浜地域】 
 つれあいを亡くしたりなどして閉じこもりがちな方の出かけるきっかけであったり、地域

での問題を抱えるケースの活動の参加であったり、地域ぐるみでそのようなケースを支える

仕組み作りが出来てきている。次年度には地域主導区内初の徘徊模擬訓練が予定されてい

る。 
 



 

【諏訪地域】 
次年度早々にタイミングを見て、地域の町会の役員が構成メンバーである諏訪アクション

プランプロジェクトチームのメンバーに働き掛け、「認知症予防活動」を諏訪相談会の時に

定例で開催する運びになった。諏訪アクションプランチームには元々当包括職員もメンバー

で入っており、今年度のテーマを「認知症支援」を掲げてもらう事が叶う。認知症サポータ

ーの受講の依頼も予定されている。 
 

 
今後の課題 

  
当該地域における地域包括ケアシステム化については、まず認知症・介護予防を主体とし

て地域役員を巻き込んだ集い場の定着の推進を進めている。地域にて意識が高い役員の方々

を主として、あらゆる小地域（自治会、町会単位）で集い場の自主化運営とする事ができる

ようにしていく必要があると考える。（すでに運営出来ている地域へのフォローや自主化し

た地域に対し包括や行政からの継続的なフォローも必要） 
小地域での取り組み（モデル事業としての市営住宅一棟、今福南分譲住宅の集い場の自主

化、）から包括・関係機関との連携等の実現により、地域の隅々の高齢者へ目が行き届き、

元気な高齢者はより元気に、虚弱な高齢者を自立支援につなげる事ができ、支援困難事例に

関しては問題が大きくなる前に対応ができると予測される。この取り組みをマニュアル化

し、他地域にも採用され広がっていくことが最終の目的でもあるが、試行錯誤が予想される。

少子高齢化で人手不足の中、元気な高齢者の活躍の場を作り、またいかに若い世代を巻き込

み、地域での自助・互助を主体として集い場や安否確認システムが確立する事を目指す。こ

れらの事を実現する事は非常に難しいと思われるが、これからの日本の現状と地域の現場で

の様相からも必要不可欠であると同時に当包括で目指す事とする。 
 
 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（平成２９年 ７月 １１日） 

効果検証の結果 ■①成果の充実 □②成果が見える □③ ①、②以外 

専門性の該当 ■地域性  ■継続性 ■浸透性（拡張性）■専門性 □独自性 
今後の取り組みに向けて

のコメント（区地域包括

支援センター運営協議会

からの意見） 

「高齢で認知症になっても安心して暮らせる街づくり」を活動テーマに、各地域で積極的な

活動を展開した。各地域で、認知症カフェでの取組み、認知症予防プログラムや修了後の継

続した支援、百歳体操のたちあげなど、地域とのつながりを大切に、ニーズの把握を行い、

協働した活動を展開している。活動テーマにあった積極的な活動が展開されており、評価で

きる。 
今後もニーズを把握し、地域の課題に応じた充実した活動を期待する。 

 

 

 



平成28年度城東区城陽地域包括支援センター課題対応取組み報告書 

 

報告書作成日：平成29年6月20日 

 

活動テーマ 連携強化（地域・介護・医療・障がい分野等）から地域包括ケア推進へ 

 

地域ケア会議 

から 

見えてきた課題 

 

【認知症について】 

・個別ケース 17件中 8件(47％)で認知症(疑い含む)を有している。本人に病識がない、医療

費の滞納など医療に繋ぐのがより困難にさせている場合がある。（介入困難） 

・認知症になり生活に支障がでても本人は何とか生活できており家族が金銭問題を抱えてい

ることでサービス利用に中々結びつかないケース有。近隣宅に複数回助けを求めるも本人や

家族の同意が得られず支援が進まない。（金銭管理） 

 

【世帯状況について】 

・独居(41％)で支援困難なケースでは支援者や地域との関わりを望まず、家族とも疎遠になっ

ている傾向はある。（独居高齢者） 

・未成年や親、子と同居であるが発達障がいや精神疾患を有する、他者との関わりを拒むな  

ど家族にも問題があり、自宅が不衛生、金銭管理ができていないにも関わらず介入を拒否す   

るなどキーパーソンが不在、もしくは逆に支援を難しくしているケースが多い。（KP不在） 

 

【精神障害を患ったケースについて】 

・個別ケース17件中7件(41％)で精神疾患を有している。（精神疾患高齢者問題） 

・ＵＲ住宅が保証人もなく入れるため一人で生活できないにも関わらず支援環境を整える間も

なく契約しているケース有(受入れ、支援体制構築の問題)。 

・精神疾患から幻覚が見え、妄想状態となり近隣トラブルを起こす。本人は周囲が問題と思っ

ており病識なく精神科に繋がらない。又、強制的な入院や逮捕までは至らず、地域の理解を

得られない場合が多い。精神症状を有しているため家族からも関わりを拒否される、逆に依存

関係で支援が進まないケースが多い。（近隣トラブル） 

 

対象 

・社会資源マップ→地域住民 関係機関 

・オリジナル旗設置（カード入れ）→ 民生委員会 医療機関 交番 薬局等 

・森之宮見守り活動→要援護希望者（H27森之宮全数アンケート） 

・地域ケアフォーラム→地域、医療機関、ケアマネ、地域住民等 

・要援護高齢者支援のために地域との共同事業 

→地域活動協議会、アクションプラン、地域住民 

・その他→地域、関係者等 

 

地域特性 

城陽地域内には築 40年以上の市営・公団住宅や老朽化した家、旧家が多く、独居高齢者や

高齢者のみで生活をしている世帯が多くみられる。 

城東校下の高齢化率28％  

鴫野校下の高齢化率28％ 

中浜校下の高齢化率28％  

森之宮校下高齢化率33％（公団住宅40％超、町会加入率40％以下）。 

認知症高齢者や精神疾患をかかえる高齢者、家族に関する相談が増加している。地域から孤

立し、擁護や緊急対応をし、課題解決したケースが多い。 

 

活動目標 

 

目標１ 

身近なところで相談を受けることができる 

目標２ 

早期に医療や介護につながる仕組みづくり 

⇒早期に相談や医療に繋がる仕組み作り、地域の認知症や精神症状の理解を進めながら、

関係機関との連携を深めていくことが必要である。 

 



 

活動内容 

(具体的取り組み) 

 
１．城陽版社会資源マップの作成：別紙参照 

 

協力機関 

城東区保健福祉センター保健活動 

城東区医師会 歯科医師会 薬剤医師会 

城東・鴫野・中浜・森之宮地域福祉支援員 

障がい者相談支援センター 

城東区コミュニティ協会城東支部 

 

※下記の2．の設置協力者に対して支援の一助と 

なるように配布し、早期に相談につながるように   

体制つくりの構築 

 

２．城陽オリジナル旗の設置協力（バージョンアップ）カード入れと一体 

  ※地域からの意見を取り入れる。 

オリジナルの旗は、コードナンバーで管理し、次事業へ展開していく予定 

 

設置状況 

合計 

58ヵ所 

平成27年 医療機関等：21ヶ所  

地域（憩の家等）：11か所 

平成28年 城東警察：1ヵ所  

交番：3ヵ所  

医療機関：1ヶ所追加  

地域（民生委員、福祉支援員さん等）：21か所追加 

 

３．地域活動協議会・アクションプランとの連携した要援護高齢者支援 

 

城東連合…福祉教室の定期開催（認知症・虐待・介護予防等） 

障がい・高齢者の方誰でも参加できる『ワイワイ喫茶』への参画 

鴫野連合…おもいやりマップの継続作成 

おもいやり喫茶における健康・介護相談会の実施 

『ご近所お元気ですか隊』の発足支援 

中浜連合…要援護者対策を兼ねた防災活動への参画と実態把握への展開 

森之宮連合…高齢者把握のための『縁側喫茶』への協力 

スマートエイジング事業（超高齢社会に対応する町のモデルづくり）協力 

 
４．森之宮地域における見守り活動 

 

孤立している、町会に属さない高齢者をどう把握していくか(地域関係者・包括で地域を周って

把握するか) 平成27年度アンケートを活用し、地域と協働の取組を実施する。 

平成27年度 

森之宮全数アンケート実施 配布件数 3200件 回収件数 754件 

（回収率23.8パーセント 内 要援護希望者141名） 

平成28年度 

要援護希望対象者について、どのように見守りをしていくかを地域福祉支援員、民生員と 

協議し見守り活動を開始 

  

5．地域ケアフォーラム 

 

（１）日 時 11月19日 14時～16時  

（２）共 催 城東区医師会 城陽地域包括支援センター 

（３）参 加 城東区医師会6名 歯科医師会3名 薬剤医師会3名 障がい者相談支援 

センター1名 行政職員2名 CM 8名 地域住民・包括等 27名  

 

 

法人名 事業名 内容 営業日 住所 特徴 マップ番号

NPO法人
地域自立支
援推進協議
会JOTO

城東区障がい者相
談支援センター
WAKUWAKＵ

依託相談支援
月曜日～金曜日
9:00～17:30

大阪市城東区中央1-8-3
パンション真紀2階
０６－６９３４－５８５０

大阪市から委託を受けた「障がい者相談支援センター」として

障がいのある方やその家族が地域で生活するのに必要な福
祉サービスを使うためのお手伝いをしています。

社会福祉法
人そうそうの
杜

地域生活支援セン
ターあ・うん

計画相談支援 月～金曜日
9時～17時半

大阪市城東区鴫野東3-18-5
０６－６９６５－７１７１

全障がいに対応 ?

株式会社一
期一会

あいあい
計画相談支援 月～金曜日

9時～18時

大阪市城東区鴫野東2-23-16
ボヌール1階Ｃ
０６－６１８０－６８３０

・児も対応

・男性・女性の相談員が居る ?

社会福祉法
人そよ風

相談支援センターウ
イング

計画相談支援 月～金曜日
9時～17時

大阪市城東区東中浜1-2-4
０６－６９２４－９９７５

主に精神障がいに対応 ?

社会福祉法
人そよ風

ウイング

就労継続支援Ｂ
型
生活介護

月～金曜日
９時～１６時

大阪市城東区東中浜１-２-４
０６－６９２４－９９７５

精神科や心療内科通院中の方を対象に、精神保健福祉士等

が生活支援や就労支援を行っています。「生活リズムを整えた

い、いろんなことを話し合える仲間が欲しい、なかなか外に出

かける気がしない、働きに行きたいけどまだ自信がない」と

いった方に安心していられる場所を提供し、自分らしい生活が

できるように支援しています。?精神

?

株式会社一
期一会

あいあい
居宅介護
重度訪問介護

[営業]
月～金曜日
9時～18時

[サービス提供可能
時間]
月～土曜日
9時～22時

大阪市城東区鴫野東2-23-16
ボヌール1階Ｃ
０６－６１８０－６８３０

同行援護あり。20～70代のヘルパーが大活躍中。

?



 

（４）内 容  

第1部 講演 『認知症の入門』  こうのメンタルクリニック 院長 河野医師 

第2部 地域の見守りの取り組み 包括の取り組み 

第3部 情報交換 等 

 

成果 
(根拠となる資料等が

あれば添付すること) 

 

・地域・専門職種からの相談件数の増加 

 

相談経路 平成２７年 平成２８年 増加 

介護支援専門員 ６１４件（１２％） ８４３件（１９％） ７％ 

地 域 住 民 ３２７件（６％） ３７６件（８％） ２％ 

医 療 機 関 ２８１件（５％） ２８８件（６％） １％ 

   ※（    ）内は、延べ件数に対する割合 

  

⇒地域活動協議会等への関わりの増加  

平成28年度78回-平成27年度53回＝増加25回 

       

・要援護高齢者把握活動強化⇒別紙参照 

城東 ワイワイ喫茶における介護相談（月１回） 

鴫野 お元気ですか隊発足 おもいやり喫茶での健康・介護相談（月２回） 

中浜 要援護高齢者支援を兼ねた災害訓練の参画 

森之宮 縁側喫茶 森之宮アンケートから見守り活動へ 

 

・警察との連携強化 

オリジナル旗 城東警察１ヵ所 交番３ヵ所 

地域ケア会議（個別ケース）：５回参加：参加率１８．５％ 

※平成28年度個別ｹｰｽ数（振りかえり含む）：27回⇒5／27＊100＝18.5％ 
 

・地域ケア会議の開催  

 

種  別 回数 参加人数 

個 別 地 域 ケ ア 会 議 ２６回 ２０３人 

課題抽出地域ケア会議 ９回 ５２人 

振り返り地域ケア会議 １回 １４人 

合  計 ３６回 ２６９人 
 

 

今後の課題 

 

・相談件数や地域ケア会議を積み重ね、認知症高齢者だけでなく、精神疾患等 障がいを抱

える高齢者や家族の支援も携わることが増加。（複合課題を抱えるケースの増加） 

 

・世帯も独居高齢者が多く、早期に介入できる仕組みづくり 

・障がい分野等も含む専門機関の連携強化を図る 

・地域の核となる方が、介護に関する基礎知識、福祉情報などの情報把握が必要 

・包括職員や地域の専門職の困難ケース支援対応能力の向上 

区地域包括支援センター運営協議会開催日 （平成２９年７月１１日） 

効果検証の結果 ■①成果の充実 □②成果が見える □③①、②以外 

専門性の該当 ■地域性 ■継続性 ■浸透性（拡張性） ■専門性 ■独自性 
今後の取組み継続

に向けてのコメン

ト（区地域包括支

援センター運営協

議会からの意見） 

「連携強化から地域包括ケア推進へ」をテーマに、城陽版社会資源マップの作成、城陽

オリジナル旗の設置、地域やＵＲと協働した森之宮地域における見守り活動、地域ケア

フォーラムなど積極的に地域活動を展開し、地域や他機関との連携強化をはかることの

できる地域づくりに取組んだ。連携の強化に伴い、相談件数が増加する等成果が見られ、

評価できる。 
地域包括ケアの推進に向け、今後も地域の連携強化への取り組みに期待する。 

 



平成 28年度 城東区菫・鯰江東地域包括支援センター課題対応取り組み報告書 
                                                       報告書作成日：平成 29年 6月 20日 

活動テーマ 高齢者が住み馴れた地域で安心して暮らせるまちづくり 
地域ケア会議から 
見えてきた課題 

・徘徊・金銭管理・虐待等、約９割が認知症を誘因とする課題であり世帯状況においては約７割が独居であった 
・本人や家族に精神疾患が疑われるケースが多く、家族が６５歳未満の場合は家族に対して支援する機会が少ない 
・小中学生やその親世代、教職員等若い世代についても認知症の理解を広めていく必要がある 

対象 圏域の地域住民と医療・介護・福祉等の専門機関 
地域特性 (関目地域) 大型マンション、戸建て、市営住宅、新旧アパートが混在している。ネットワーク委員が存続しており、７１名の委

員 

が、町会に加入している７０歳以上の単身高齢者の情報を把握し、見守り体制が構築されている。 

(関目東地域) 大型マンションの入居が開始され子育て世代の人口増加が見込まれる。高齢化率は２２.8%であるが集合住宅では 

高齢化がすすみ、高齢化率が30％を超える箇所もある。 

(菫地域) 市営住宅、ＵＲ住宅が数多く建設されており町会は24町会ある。圏域内で最も高齢者人口が多く、相談件数も最も 

多くなっている。 

(鯰江東地域) 住宅地とスーパーなどの商店が混じっており、高齢者も多いが、子育て世代も多い。町会によっては見守り活動に 

積極的な所もあり、緊急連絡カードの登録により高齢者の実態把握に努めている。 

活動目標 １．認知症や精神疾患の正しい理解や対応について多世代に広めるとともに、支援が必要な高齢者を早期に発見できる体制づくり

を行う 
２．多職種連携のネットワークを構築しチームケアの体制を整える 
３．認知症予防・介護予防について啓発活動を行う 

活動内容 １．【認知症講座の実施】 
H28.7.15 城東区民  35名 区社会福祉協議会 
H28.8.9 ボランティアグループ   9名 菫鯰江東地域包括支援センター 
H28.9.25 関目東地域住民 61名 関目東憩いの家 
H28.11.19 菫地域 14町会 40名 菫 14町会 集会室 
H28.11.25 シルバー人材センター 18名 菫鯰江東地域包括支援センター 
H28.12.10 鯰江東 3-4町会 38名 ファミール城東集会室 
H29.1.13 すみれ小学校 2年生・地域住民 129名 すみれ小学校 体育館 
H29.1.14 関目小学校 4年生 62名 関目小学校 多目的室 
H29.2.15 城東園デイサービスセンター 8名 城東園デイサービスセンター 
H29.2.24 パナソニック関目デイサービス 40名 パナソニックデイサービス 

【早期発見できる体制づくり】 
・鯰江東あんしんカードの作成  ：町会との協働でアウトリーチによる実態把握を実施     
・マグネットシートの作成・配布 ：地域包括支援センターの周知拡大 
・喫茶や食事会等へ積極的に出向き、相談を受け付けやすい体制を構築  地域との関係づくり 259回 

H28.10.20 カフェひとやすみ 10名 
H28.11.17 カフェひとやすみ 18名 
H28.12.15 カフェひとやすみ 17名 
H29.1.19 カフェひとやすみ 15名 
H29.2.16 カフェひとやすみ 17名 
H29.3.16 カフェひとやすみ 15名 

【出張相談会の開催】                 【認知症カフェでの出張相談会】                             

H28.6.21 すみれ憩いの家 37名 
H28.7.6 古市南住宅集会所 23名 
H28.7.19 すみれ第２集会所 15名 
H28.7.27 鯰江東憩いの家 34名 
H28.9.25 関目東憩いの家 70名 
H28.12.4 関目東メガロコーポ 24名 

   
                                       
 
 
 
 

 

２．【地域ケアフォーラムの開催】  
H28.11.26 鯰江東憩いの家にて 

   地域と専門職、専門職同士のネットワークを構築し、地域包括ケアシステムについて検討する 
地域住民、医師、介護支援専門員、介護サービス事業所、障がいサービス事業所、計 72名参加 

【多職種連携強化のための研修会】 
   H29.2.13 鯰江東憩いの家にて 
   圏域の介護支援専門員、介護サービス事業所、障がいサービス事業所、施設相談員、計 36名参加 
   地域課題となっている精神疾患の方への対応方法や、連携強化によるチームケア実現を目的とする 
３．【予防教室の開催】 
・ファイブコグ検査を実施した方を対象に運動教室を開催 ６月～毎月第３土曜日に開催 ９名参加 
・茶道教室 ６月～毎月第２・４木曜日に開催 １２名×２ ２４名参加 
・書道教室 １０月～毎月第３月曜日に開催 ９名参加 

成果 
(根拠となる資料があれば 
添付すること) 

１．小学生と認知症高齢者のトラブルが発生した菫地域においては、平成 27 年度より地域関係者と共に継続して学校へ働きかけ
た結果、平成 28 年度は 2 年生を対象にキッズサポーター養成講座を実施することができ、次年度以後も毎年２年生で実施する
こととなった。 
支援が必要な高齢者を早期に発見できる仕組みづくりとして、鯰江東地域においては平成 27 年に町会と課題の共有や課題解決
策の検討を重ねた結果、「鯰江東あんしんカード」と称した高齢者台帳の作成に取り組むこととなった。平成 28年度は町会毎に
課題の共有の会議を開催したことで、15町会中 6つの町会に協力していただけることとなり、町会関係者とともにアウトリーチ



 
 

による実態把握を行っている。6 月 22 日時点での登録者数は 166 人で、鯰江東地域の相談率は 37.9%と圏域内で最も高い数値
となっている。センターの周知拡大については、積極的に地域へ出向き関係づくりに努め、地域との関係づくりは昨年より 88
回増加の 251回。総合相談件数は昨年より 185件の増加があった。また、関係性を深めることができたことにより、平成 29年
3月 27日には、各連合町会長・民生委員長・地域福祉支援員に参加していただき、地域ケア会議から見えてきた認知症に関する
課題の情報共有や、重度化する前に支援に繋げるための体制づくりについて意見交換することができた。 

２．研修会では地域課題の共有や、各支援者が抱えている対応困難な事例等を共有することで、連携強化に努めた。介護サービス

事業所や医療関係者からの相談は昨年度より、108 件の増加となっている。ケアフォーラムでは、今年度歯科医師会・薬剤師会
の参加協力も得ることができ、地域ケア会議においても医療関係者の参加率が昨年より 4.3%増加しており、医療関係者との連携
にもつながっている。 

３．平成 28 年度は地域住民の一人一人が健康に過ごせる自助の力や、地域住民同士の支え合いに繋がる互助の力の向上のため、
積極的に介護予防教室を企画し自主グループの立ち上げ支援をおこなった。茶道教室・書道教室については、平成 29 年度から
自主運営グループとなり、地域において、新たな集いの場を作ることができた。また、今年度についてもあらたにパッチワーク

教室茶道教室を開催することとなった。 
今後の課題 総合相談の件数は年々増加し、認知症高齢者だけでなく、家族が精神疾患などの障がいを抱えているケースも増えており、相談内

容は多岐にわたっている。また、支援介入時には問題が重度化していることも多く、多職種連携の強化と早期に相談が入る仕組み

づくりが必要である。 
区地域包括支援センター運営協議会開催日 (平成２９年７月１１日)     
効果検証の結果 ■①成果の充実 □②成果が見える □③ ①、②以外 
専門性等の該当 ■地域性    ■継続性     ■浸透性(拡張性)   ■専門性   □独自性 
今後の取り組み継続にむけ

てのコメント(区地域包括支
援センター運営協議会から

の意見) 

「高齢者が住み馴れた地域で安心して暮らせるまちづくり」をテーマに認知症講座の実施を積極的に行った。小学校と連携したキ

ッズサポーター養成講座も積極的に展開している。鯰江東あんしんカードの作成、マグネットシートの作成などを行い、地域との

関係づくりにも努力し、相談数も増加がみられる。多職種連携強化のための研修会や介護予防教室の開催なども積極的に行ってお

り、評価できる。 
 



 

平成 28 年度 鶴見区地域包括支援センター課題対応取組み報告書 

報告書作成日：平成29年 6月28日 

活動テーマ ミニネットワーク大作戦Ｐａｒｔ４ 

地域ケア会議から 
見えてきた課題 

高齢化率が33.9％と、高齢化が鶴見区一すすんでいる茨田東地域。独居高齢者、認知症、

高齢者と同居している子どもに障がいがある等々、支援が必要な家庭が多い。 
認知症や成年後見制度等の理解を深めるとともに、対応力をアップさせる必要がある。 

対象 茨田東地域のネットワーク委員、ふれあい員、民生委員、老人会、地域活動協議会 

地域特性 茨田東地域は高齢化が鶴見区一すすんでいるため、ふれあい員も高齢化がすすみ、また、
役員改選に伴って、交代された方が多い。鶴見区の東端で他市と隣接しており、徘徊すると

他市に行ってしまう可能性が高い。 

活動目標 長期的な目標として、次世代の活動者発掘をめざし、「認知症について知ってもらおう」
「小さな単位でも学習会を。みんなの意見を聞こう。」をテーマに、話し合いの機会を持つ。 

活動内容 
(具体的取り組み) 

27年度は認知症についての知識を得る機会を持ったので、28年度は認知症の方への接し
方・対応について実践する機会とした。下記の講座等を経て、模擬訓練へとつなげた。 

1. ネットワーク委員会に毎月参加した。ネットワーク委員会の中で認知症の学習会を3回
行い、認知症の方への対応について学ぶ機会を持った。 

2. 民生委員連絡会で1回、女性学習会で3回、認知症や高齢者虐待について学ぶ機会を持
った。 

3. 茨田東校下人権学習会でも認知症について取り上げてもらい、認知症について、疾患や
対応方法について、「ばあちゃんの世界」のＤＶＤを使用し、視覚に訴えかけながら悪い

対応について学んでもらい、望ましい対応の仕方を伝えた。 
4. 「認知症徘徊模擬訓練」をネットワーク委員会、民生委員、社会福祉協議会、見守り相
談室、認知症初期集中支援チーム、包括支援センター、ブランチ、居宅介護支援事業所

で連携し、実施した。地域から22名、関係者17名が参加し、グループに分かれて認知
症の方に声をかける訓練を行った。 

5. 老人会、食事会、喫茶、女性学習会、いろいろな行事の際に包括、ブランチ、認知症初
期集中支援チームや見守り相談室についても周知した。 

6. 地域活動協議会の第一部会（高齢）だけでなく、第二部会にも参加し、「食育健康まつり」
を共催した。また、こども防災訓練にも参加し、ＰＴＡと顔の見える関係となり、「次世

代につなげていきたい思い」等を伝えた。 
7. 地域ケア会議を通じて、個別課題を話し合い、ネットワーク委員会で地域の課題、高齢
化、次世代の発掘等について伝えた。 

成果 
(根拠となる資料等があれば
添付すること) 

研修会、学習会、徘徊模擬訓練を開催したときのアンケート結果では、認知症の疾患や対
応について、「よく理解できた」「理解できた」という回答した方が85パーセントを超えて
いた。上記の結果により、次年度も協働しての取り組みをしていきたいと、地域からも声を

いただいている。見つけたときにどう声をかけるか、継続して学習することが力となるため、
今後も続けて理解を深めていきたい。 
また、認知症のある高齢者が小学生に抱きつき、警察に拘留されたことがあった。若い世

代と高齢者、相互の理解を深めるため、小学校での認知症講演会の開催を検討していきたい。 

今後の課題 次世代発掘や地域での課題については、十分話し合えていないため、29年度に話し合っ

ていく必要がある。講座等でのアンケートだけでなく、参加者等と意見交換する機会を持ち、
今後、もっと意見を吸い上げて、効果検証をより精度の高いものとしていきたい。 
また、圏域内の他の地域にも同様の課題はあると考えられるため、学習や実践をする機会

を持ってもらえるよう働きかけを行っていく。 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（平成２９年７月２４日） 

効果検証の結果  ■①成果の充実 □②成果が見える □③ ①、②以外 

専門性等の該当 ■地域性  ■継続性   □浸透性（拡張性）  ■専門性  ■独自性 

今後の取組み継続に向

けてのコメント（区地

域包括支援センター運

営協議会からの意見） 

認知症の周知を講演会だけでなく、ＤＶＤを使用するなど効果的な方法を検討し実施してい

る。「認知症徘徊訓練」も地域住民、専門職と協働し効果を上げている。次年度は他地域へ
の広がりを検討しており、さらなる発展を期待したい。 

 



 

平成 28年度鶴見区西部地域包括支援センター課題対応取組み報告 
 報告書作成日：平成２９年６月２８日 

活動テーマ 介護保険事業所との連携の推進 
地域ケア会議から 
見えてきた課題 
 

地域活動は活発だが、介護保険の利用が開始されると地域との交流が少なくなり、地域の

見守りから漏れてしまい、地域との関係が希薄になってしまう。 

① 介護保険事業者が地域活動について知識が不足していること 
介護保険事業者と地域役員との顔のみえる関係作りの場が少ないこと 

対象  つなげ隊・ふれあい員・地域役員・介護保険事業者 

地域特性 地域の高齢者の福祉の拠点として期待される特別養護老人ホームなどの施設が新しく設
立されたものが多く、活発に連携を図られているが今後連携の基盤として期待されている。 
緑地域は介護保険事業者の数が少なく、特別養護老人ホームが平成28年3月に開所 
鶴見北地域は特別養護老人ホームが平成28年4月に開所、老人保健施設は以前から設立
され地域に周知されており、入院施設のある医療機関がある。 
鶴見地域は特別養護老人ホームはないが近隣地域の医療機関の系列である老人保健施設 
があり周知されており、入院施設のある医療機関もある。 
茨田西地域は公的機関が多く、特別養護老人ホームが平成26年9月に開所、 

 横堤地域は、特別養護老人ホームはないが入院施設のある医療機関がある。 
活動目標 ① 介護保険事業者に地域活動を知ってもらえる場を作る 

② 介護保険事業者と地域役員が顔も見える関係が作れるような場を作る 
活動内容 
(具体的取り組み) 
 
 
 
 
 

① １）「緑ふれあいの家の地域活動を知ろう」の勉強会を開催 
開催日 平成28年8 月 27日  場所：緑ふれあいの家 

参加者：介護保険事業者 １０カ所 関係機関  １カ所 

  地域：つなげ隊 １名 ふれあい員・地域役員 ８名 連合会長 １名 

２） 西部地域包括支援センターが地域活動へ参加する際に介護保険事業者にも一緒に

参加してもらい地域活動を知ってもらう 

防災訓練への参加  介護保険事業者  ６カ所 

福祉機器展への参加 介護保険事業者  ３カ所 

健康まつりへの参加 介護保険事業者  １カ所 

②  西部地域包括支援センターが開催するせいぶカフェにおいて介護保険事業者・地域役
員・関係機関にも協力者として参加してもらい顔の見える関係を作る 

せいぶカフェ 年５回（各地域１回ずつ）他の地域への参加も可能 

  介護保険事業者   １３カ所 関係機関 ３カ所 

  地域：つなげ隊・ふれあい員・連合会長・町会長・女性会など 
成果 
(根拠となる資料等があれば
添付すること) 
 
 
 

① １）介護保険事業所から「地域活動を知ることができた」「今後地域の活動にも協力し
ていきたい」な意見があり、つなげ隊を知らなかった介護支援専門員がケースの対応に

おいて緑地域のつなげ隊と連携をとる事例もみられた。 

２）地域活動に参加した事業者がその事業者内で活動の報告や防災訓練の内容などを周

知したという報告を受けている 

② せいぶカフェにおいては参加者の中で地域活動につながっていない方が地域との顔つ
なぎができただけでなく新規で地域の食事サービスにつながったケースがみられた。 

さらに、介護支援専門員が一緒に利用者と同行され地域活動を理解されていた。 
今後の課題 介護が必要な高齢者も社会参加を目指して、介護保険事業者と地域役員が連携を実践してい

けるよう継続した周知活動と事例の積み重ねが必要である 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（２９年７月２４日） 

効果検証の結果  □①成果の充実 ■②成果が見える □③ ①、②以外 

専門性等の該当 ■地域性  ■継続性   □浸透性（拡張性）  ■専門性  ■独自性 
今後の取組み継続に向けてのコ

メント（区地域包括支援センタ

ー運営協議会からの意見） 

地域と介護保険事業者との顔の見える関係を作ることができ、徐々に連携が取れ成果が表れ

ている。今後さらに地域との情報交換や密な連携を期待する。 



 

平成 28 年度 鶴見区南部地域包括支援センター課題対応取組み報告書 

報告書作成日：平成 29年 6月 28日 

活動テーマ 

 
地区ネットワークミーティング 

地域ケア会議から 
見えてきた課題 
 

独居高齢者や昼間独居で認知症のある高齢者の見守り支援を必要とする方が、地域ケア会議

を通じて、多く見られた。その地域では知られているが、どのように関わって良いかわから

ない等の課題も見えた。 
早期発見・早期対応ができる体制を整える必要があると思われる。 

対象 榎本地域役員・今津地域役員 

地域特性 寝屋川より南側に位置する地域。橋を超えなくては区役所まで行くことができない。また区役所から一番遠い地域である。

公共交通機関も１時間に１本の市バスしかなく移動には不便である。町並みとしては新しいマンション群もあるが、公営住

宅も３箇所ありまた、古い町並みとしては、文化住宅群も多く残り、高齢者が多く住まわれている。榎本地域は特に大きな

地域であり世帯数も多く22町会ある。 

活動目標 情報の共有を目的に、町会の役員やふれあい員と包括職員の顔の見える関係作り。 
包括支援センターの活動状況などを説明し必要に応じて勉強会などを開催する。 

活動内容 
(具体的取り組み) 
 
 
 
 
 

今津地域は２週間に１回、（第2・第４火曜日１４：３０から１時間３０分常駐）、定期的な
交流の場を作ることで、意見交換など情報の入手等を行った。 
地域の勉強会など地域の役員の方とともに企画し実施してきた。 
榎本地域では、包括事務所と地域の事務所が歩いて３０秒のところにあり、必要に応じて面

談をして来た。しかし、毎月１回確実に、地域役員と交流することで、地域の勉強会などの

企画段階から関わることが出来た。特にこの地域役員の人数も多くおられ今まで交流のなか

った方からもこの取り組みを通じて声が掛かるようになった。 
平成２８年３月 17日には、圏域内の介護事業者と地域関係者の意見交換会を行う。地域か
らは、地域活動協議会について、民生委員の役割、福祉コーディネーターの仕事などの説明

をしてもらった上で、各グループに分かれて意見交換を実施した。 
参加者：地域役員４名 事業所２９事業所 

成果 
(根拠となる資料等があれば
添付すること) 
 
 
 

今津地域では、年４回あるネットワーク委員会の内容について企画段階から検討し、地域ケ

ア会議から見えてきた課題の検討会を実施した。また地域での集いの場作りにおいても、１

００歳体操にも参加し、平成２９年度に新しく立ち上げる体操教室を企画から参加し、協力

する。 
榎本地域も、地域役員に変更があったが、高齢者に関わる問題について協議する場が出来た。 
この協議の場を通じて、虐待の講演会等実施した。 

今後の課題 今後は、介護保険の事業者などの専門職と地域との関係作りも連携するうえで必要であると

思われる。また、地域役員だけでなく住民の方にも周知をする必要がある。 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（２９年７月２４日） 

効果検証の結果  □①成果の充実 ■②成果が見える □③ ①、②以外 

専門性等の該当 ■地域性  ■継続性   ■浸透性（拡張性）  □専門性  ■独自性 

今後の取組み継続に向

けてのコメント（区地

域包括支援センター運

営協議会からの意見） 

地域に定期的に出向き顔の見える関係作りができている。地域での勉強会を一緒に企画し実

施するなど活動を広げている。今後さらに事業所等を含めた地域との関係作りを期待する。 



 

平成 28 年度 阿倍野区地域包括支援センター課題対応取組み報告書 

報告書作成日：平成２９年６月８日 

活動テーマ 

 
チャレンジＢ地域 

～Ｂ地域における課題を抱えたケースの早期発見と早期対応のしくみつくり～ 

地域ケア会議から 
見えてきた課題 
 

・地域住民間の格差や閉鎖性のために、課題を抱えたケースの発見が遅れ、対応困難な状態で顕在化する傾

向がある。 

・自立して生活していた高齢者が要援護状態となり、家族が介護を担うことになった時に予備知識がなく情

報を得る手段がわからず、適切なケアができない。 

・認知症の早期診断を受けても、相談機関につながるまで長い期間があり、相談時には認知症が進行してい

ることが多い。 

・あんしんさぽーとや成年後見制度などの制度の周知不足。 

対象 ・地域関係者（連合町会長・女性部長・民生委員長）、地域福祉コーデイネーター、区社協、区保健福祉（地

域活動） 

地域特性 年少人口が多いため、高齢化率は区内平均を下回るが、高齢者人口区内で最も多い。南北の交通機関は発達

しているが東西は傾斜地となっており、かつ交通機関や商業施設、医療機関なども少ないため買い物や通院

など不便がある。会館など集える場所のアクセスも不便である。 

活動目標 ①地域福祉コーディネーターや民生委員とのケース対応を通じた連携を強化する。 
②小地域ケア会議に定期開催や研修会等も開催し、地域における見守り体制の構築と課題と対応のしくみへ

発展させる。 
③圏域全体に小地域ケア会議を開催し、課題を明らかにして区に提言する。 

活動内容 
(具体的取り組み) 
 
 
 
 
 

①圏域内の民生委員児童委員協議会へ、「地域包括支援センターの周知」や「高齢者虐待について」の話を行

い、早期発見・通報・相談の協力や連携についての依頼を行う。 
① ②圏域内の地域福祉コーデイネーターと介護保険サービス関係者対象に研修会を開催。 
・「自己決定ってなぁに？」講師：久岡英樹弁護士 (参加者２７名） 
② 圏域内3地域での小地域ケア会議の開催（A・Cは、すでに開催していた） 
 
 
 
 
 
 
・地域診断を行い、社会資源の可視化を図り、強み弱みを話し合った。 

成果 
(根拠となる資料等があれば
添付すること) 

・チャレンジＢ地域への、小地域ケア会議を定期開催することが可能となり、３地域それぞれに地域の課題

対応に対する取り組みについて、検討できる連携が構築できた。 
・地域診断を行うことで、社会資源や地域の状況、地域の強み弱みを参加者と一緒に考える機会をもち、可

視化することができた。 
・きぼうのつどいへの支援継続を行うことは、参加者（地域）からの声も身近に聞ける場でもある。 

今後の課題 ・3 地域での小地域ケア会議開催の仕組みは確立できた。今後は、継続できるよう新しい世代への参加を広
げる必要がある。今後出た課題については、解決に向けて参加メンバーと一緒に検討を行う。 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（ 29 年 7 月 26 日） 

効果検証の結果  ■①成果の充実 □②成果が見える □③ ①、②以外 

専門性等の該当 ■地域性  ■継続性   ■浸透性（拡張性）  ■専門性  ■独自性 

今後の取組み継続に向

けてのコメント（区地

域包括支援センター運

営協議会からの意見） 

・取り組みを継続し、より大きな成果が得らえる。地域住民が自分の事として取り組んでも

らうのが基本で、重要な事だが、自分には関係ないというのが都会ではありがち。地道な意

識づけから取り組んでいる点で感心した。民生委員やｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰと協働している点が良い。 
・（医師会）何かあると包括の名が出る。地域の人も評価している表れだと思う。 

地　域 開催回数 参　加　者

Ａ 6回（1回／隔月）
民生委員・女性部長・保健師、地域福祉コーディネーター、

区社協

B 3回（3回／年・今年度は）
連合町会長、民生委員長、女性部長、保健師、地域福祉

コーディネーター、区社協

C 4回（4回／年）
連合町会長、民生委員、保健師、地域福祉コーディネー

ター、区社協



 

平成 28 年度  阿倍野区北部地域包括支援センター課題対応取組み報告書 

報告書作成日：平成  29 年  6 月  5 日 

活動テーマ 

 
高齢者のコミュニティの場づくり 
～阿倍野再開発地域の買い物弱者支援から～ 

地域ケア会議から 
見えてきた課題 
 

・阿倍野再開発地域の中で、西側一帯のマンション住民の拠り所であったスーパーの閉鎖に

伴い、買い物弱者が出てきている。 
・東西に広がるマンション群であるが、西に向かって坂になっており歩行の不安定な高齢者

にとっては外出が困難になっている。 
・身近に買い物ができるところがないため、しだいに生活のしずらさが感じられる地域とな

ってきている。 
・高齢者にとって買い物はささやかな楽しみである。通販やネットサービスではなく、さま

ざまな商品を自分で見てまわり、手に取り、選びたい。そこで出会った知人と話がしたいと

いうニーズもある。 
対象 金塚地域の西側(西成区に隣接する地域)一体のマンションに居住している高齢者 

地域特性 各マンションごとに町会があり、マンション間での情報の共有ができにくい。 
阿倍野再開発により建てられたマンションに居住する人が高齢化してきている。 

活動目標 地域住民や地域の企業が地域の課題について考え、高齢者が安心して住める街づくりを目指

す。 
活動内容 
(具体的取り組み) 
 
 
 
 
 

・地域の住民とともに定期的にマーケットを開催し、高齢者のコミュニティの場を作ってい

く。 
・地域のコンビニの全面協力により月に一度(第2水曜)にマンションの広場を借りて、マー
ケットを開催 
・阿倍野作業所連絡会にも参加していただき、作業所で作ったパンやクッキーの販売をする

ことで障がい者の活動にも理解をしていただく。 
・「金塚ミニマーケット運営委員会」を発足し、地域の人に代表を務めていただき、活動の

中心を担っていただく。(北部地域包括は事務局として協力) 
・地域の住民にマーケットの案内をするために毎回ポスターやチラシを作成して隅々にまで

周知できるようにしていく。 

成果 
(根拠となる資料等があれば
添付すること) 
 
 
 

・地域の会長や女性部長が自ら、活動し、地域を変えたいという意識が芽生え始めた。 
・マーケットに来られる高齢者の中には月の一度の開催を楽しみにされている人も出てきて

いる。 
・地域の人がこれまで開催していたフリーマーケットと同時開催することで集客にもつなが

っている。 
 

今後の課題 マーケットを継続していくためには支援者のモチベーションを維持していく必要がある。 
効果検証を定期的に行っていく必要があり、その方法について運営委員会で協議していく。 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（ 29 年 7 月 26 日） 

効果検証の結果  ■①成果の充実 □②成果が見える □③ ①、②以外 

専門性等の該当 ■地域性  ■継続性   ■浸透性（拡張性）  ■専門性  ■独自性 

今後の取組み継続に向

けてのコメント（区地

域包括支援センター運

営協議会からの意見） 

・ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ会議でも取り組みの進捗を聞いている。大変な取り組みだと思う。 
・ﾈｯﾄﾜｰｸの取り組みで一定の成果が出ていると思われる。 
・地域役員の中でも、民生委員はなり手が少ない。包括が先導してやっていただくと、地域

役員も入っていけるだろう。２～３年は大変かと思うが、地域も入っていくことで盛り上が

る。頑張っていただきたい。 



 

平成 28 年度 阿倍野区中部地域包括支援センター課題対応取組み報告書 

報告書作成日：平成 ２９年 ６月 １日 

活動テーマ 早期発見・早期対応できるネットワーク構築に向けた積極的な周知活動 

地域ケア会議から 
見えてきた課題 
 

・精神疾患や認知症の疑いがあり、医療に繋がっていない身寄りのない独居高齢者等が増加

傾向にあり、関わりはじめてから支援に繋がるまでに時間を要する為、包括だけでは十分な

見守りが困難である。また、町会未加入や地域行事に参加されない方などへの対応も必要。 

対象 地域支援者・高齢者の集まる、利用する商店や金融機関等・地域住民・専門機関等 

地域特性 65 歳以上の単独世帯や高齢夫婦世帯の増加。町会未加入者やマンションなどに住んでいる
方の把握が困難 

活動目標 見守りの拡大、関係機関とのネットワーク構築及び強化。 

活動内容 
(具体的取り組み) 
 
 
 
 
 

・民生委員等の地域支援者に向けた研修会の実施 
・周知活動の継続及び拡大 
・地域での介護予防教室や集いの開催及び開催支援 
・阿倍野警察、消防署での認知症研修会の実施 
・継続して実施している小学校での福祉教育（認知症やボランティア体験など）及び世代間

交流 
・小地域ケア会議の開催 

成果 
(根拠となる資料等があれば
添付すること) 
 
 
 

・地域の課題に沿って民生委員対象に、精神疾患の理解と対応方法についての勉強会を実施

したことで、今までは決まった民生委員からのみの相談が多かったが、他の民生委員からも

相談が入るようになり早期に専門機関等と連携を図ることができた。 
・地域での講演会により、認知症や精神疾患の対応や介護予防などについて興味を持っても

らうことができ、介護予防教室の開催や百歳体操の開催に繋がったことで、参加している住

民から近隣にお住いの方の変化に気づき相談を頂けるようになった。 
・周知活動については、各地域の高齢者が集まる商店や薬局、金融機関、喫茶店、美容室、

マンションなどの集合住宅の管理人や管理会社などと連携を図ることができ、金融機関やマ

ンションの管理人などからの相談が入るようになったことで、早期発見でき早期に成年後見

制度等に繋ぐこともできた。 
・警察との連携を強化できたことで、個別ケース対応時に一緒に訪問して頂くこともでき、

日頃より行き来し情報交換を行うことができるようになった。 
・小地域ケア会議の開催により、包括の活動の周知や地域の課題を話会う機会を持つことが

でき、少しずつではあるが、見守り体制の拡大に繋がっている。また、課題分析により今後

の見守り体制拡大の必要性を再確認できた。 
・地域ケア会議に精神科クリニックや精神科病院の医師に参加していただくことができ、早

期対応をとることができた。 
今後の課題 複合問題の増加により、他の専門機関との連携が今まで以上に必要になってきている。 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（ 29 年 7 月 26 日） 

効果検証の結果  ■①成果の充実 □②成果が見える □③ ①、②以外 

専門性等の該当 ■地域性  ■継続性   ■浸透性（拡張性）  ■専門性  ■独自性 

今後の取組み継続に向

けてのコメント（区地

域包括支援センター運

営協議会からの意見） 

・（医師会）精神疾患に対する取り組みは医師会としても協力したい。 
・（地域福祉ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ）精神疾患について大変興味深い。警察や消防、医師や専門職とタッグを

組んで対応しないといけない状況があった。他の地域でもよく似た状況が起こっていると感じ

た。 
・多職種連携で取り組みの様子や大切さがわかり、結果を出している。今後の取り組みにも期待

したい。 



 

平成 28 年度 住之江区 地域包括支援センター課題対応取組み報告書  

報告書作成日：平成２９年 ６月２１日 

 

活動テーマ 

 
 

健康体操教室・認知症カフェ 
～身近で気軽に集える場所づくり～ 

地域ケア会議から 
見えてきた課題 
 

地域ケア会議では、支援者間での情報共有に次いで地域からの孤立が課題と 

 なっている。地域からの孤立は、認知症の進行やセルフネグレクトにもつなが 

っている。 

対象 地域住民 
地域特性 地域関係者や圏域内のケアマネジャーにアンケートを取っても、“近隣との 

 関係が薄い・孤立している”というのが最も多い回答となっている。身近に集 

 える場所や機会があれば交流するきっかけになる。 

活動目標 地域で気軽に参加できる場所を増やし、顔見知りや仲間作りができるように 

する。住民同士がつながり助け合う中で、地域の福祉力が向上していけるよう 

にする。 

活動内容 
(具体的取り組み) 
 
 

平成２６年度に住之江地域で、２７年度は住吉川地域で健康体操教室を開始 

 した。体操の内容は、膝痛や腰痛の予防・柔軟性アップのほか、認知症を予防 

する体操などを取り入れ開催している。また集いの場に合わせて出前相談を開 

催し、より気軽に相談ができるようにしている。 

認知症カフェは２８年７月から開始し、ボランティアに珈琲を焙煎してもら 

い、楽器演奏や脳トレ体操などをしている。 

成果 
(根拠となる資料等があれば
添付すること) 

住之江地域（御崎福祉会館）⇒１１回開催／参加者平均４６．２名 

住吉川地域（柴谷住宅）  ⇒１２回開催／参加者平均１６．９名 
認知症カフェ       ⇒ ９回開催／参加者平均１１．１名 

（＋ボランティア３名） 

  ※平林地域（ＵＲ南港前団地）⇒１０月から出前相談を開始 

今後の課題 住吉川地域（柴谷住宅）では、参加者の中で、費用を負担してでも回数を増 

 やしたいという希望があり、月1回を包括が支援（出前相談を併せて行う）し、 

もう1回は新たに自主的に開催していくということになった。 

平林地域（ＵＲ南港前団地）については、従来行ってきた介護予防教室（な 

 にわ元気塾が終了となったが、もともと相談件数が多く、支援が遅れがちにな 

 りやすい地域であるため、ひとまず出前相談からスタートし、２９年度から体 

 操教室を併せて開催することとなった。 

認知症カフェは、地域や関係機関への周知を継続し、イベント等織り交ぜな 

 がら開催していく。集いの場を設けることが近隣との交流の機会に繫がってい 

 くように、参加者同士の横のつながりをさらに意識しながら開催していく。ま 

 た圏域内の各地域で集いの場ができるよう支援していく。 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（平成29年7月13日） 

効果検証の結果  ■①成果の充実 □②成果が見える □③ ①、②以外 

専門性等の該当 ■地域性  ■継続性   ■浸透性（拡張性）  □専門性  □独自性 

今後の取組み継続に向

けてのコメント（区地

域包括支援センター運

営協議会からの意見） 

多くの参加者があり、積極的な取り組みが伺える。障がい・介護保険関係者にとっても参考

になる取組みであると思われる。今後、障がい・介護保険の関係事業所とも連携し活動して

いければ、より地域に根付いたものになるのでは。 



 

平成 28 年度 さきしま地域包括支援センター課題対応取組み報告書 

報告書作成日：平成２９年６月１２日 

活動テーマ 
認知症高齢者の支援体制を充実させる 

地域ケア会議から 
見えてきた課題 

①認知症高齢者の早期発見や見守りを含めた支援体制の確立が必要。 

②認知症高齢者を支援する家族や地域住民に認知症の理解や支援方法を学べる機会が必要。 

対象 
 

①さきしま包括圏域の住民 
②さきしま包括圏域の認知症高齢者 

地域特性 ①さきしま包括圏域の一部地域（南港北地域）を除き、高齢化率が住之江区全体の平均以上である。

※特に南港中２丁目（緑の町連合町会）は、高齢化率が３７％で、住之江区の平均を１０％も上

回っている。  
活動目標 ①認知症高齢者の早期発見や見守りを含めた支援体制の確立をするために、認知症高齢者の理解 

 と関わり方を地域住民に学んでいただく機会を作る。 

②認知症高齢者や介護する家族が集える場所を作る。 
活動内容 
(具体的取り組み) 
 
 
 
 
 

①平成２６年度・平成２７年度は、住之江区高齢者虐待あったかネットを期に、希望があった町会

や中学校向けに認知症サポーター養成講座を開催してきた。 

平成２８年度は、連合町会毎にネットワーク委員会のメンバーや地域の各種団体向けに認知症サ

ポーター養成講座を開催し、地域の認知症高齢者の支援者を増やす。 

 ・平成２８年６月１２日 南港北第三振興町会住民を対象に開催→参加者４７名 

 ・平成２８年６月２１日 海の町ネットワーク委員会の委員を対象に開催→参加者３９名 

 ・平成２８年６月２６日 ＮＰＯ法人ＯＳＡＫＡひまわり南西ネット会員を対象に開催 

                                  →参加者２９名 

 ・平成２８年７月１３日 花の町ネットワーク委員会の委員を対象に開催→参加者２２名 

 ・平成２８年８月３１日 南大阪医療生活協同組合員の組合員を対象に開催→参加者１５名 

 ・平成２８年１１月１５日 南港南中学校の生徒・教員を対象に開催→参加者４０名 

                       合計６回、参加者総数１９２名に実施する。 

②地域住民が集まりやすい場所を見つけながらオレンジカフェを定期開催する。 

 地域の団体等と意見交換を繰り返し、認知症サポーター養成講座を実施し、支援者を養成して 

 からオレンジカフェを定期開催する。包括・ブランチは、後方支援を実施する。 

③地域住民向けに継続開催してきた講演会を今年度も実施する。 

・医療の専門家による認知症の理解 平成２８年９月１０日  参加者３７名 

・認知症予防を中心とした落語会や地域の予防活動の団体紹介 平成２９年３月２１日  

                             参加者４８名 

成果 
(根拠となる資料等があれ
ば添付すること) 

①地域団体（南大阪医療生活協同組合）の方々と包括・ブランチが協働し、平成２８年１０月１８

日～月１回ペースでオレンジカフェを開設することができた。 
 ・同組合員の方々と開催後に意見交換を行い、認知症高齢者とのかかわりで感じた不安や 
  難しさについて、専門的な視点から助言を行う。 
 ・少人数の参加者ではあるが、継続して参加いただくことで、馴染みの人ができ、開催 
 前日と当日に電話連絡を入れることで、自力で参加できる認知症高齢者が数名いる。 
・南港地域にオレンジカフェができたことを専門職向けの地域ケア会議の振り返り時や 
 地域向けの地域ケア会議の報告会で報告し、普及啓発と必要性について周知した。 
②上記を基に、従来は組合員限定（同伴者はＯＫ）の同生活協組合が実施していたカフェ（月・水・

金・土の週４回開催）を地域住民に一般開放するようになった。 
今後の課題 ①認知症サポーター養成講座を修了した方の活躍の場を設ける。 

 ・具体的には、オレンジカフェ・地域で実施しているふれあい喫茶でも認知症高齢者に対 
応できる様になる。 

 ・高齢者認知症対応型グループホームで傾聴ボランティアとして活動等。 
  （賛同いただける方の名簿管理も必要と考えられる） 
②認知症サポーター向けのスキルアップ研修等を地域で開催し、実践者を増やしていく必要 
がある。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（平成29年7月13日） 

効果検証の結果  ■①成果の充実 □②成果が見える □③ ①、②以外 

専門性等の該当 ■地域性  ■継続性   ■浸透性（拡張性）  □専門性  □独自性 

今後の取組み継続に向

けてのコメント（区地

域包括支援センター運

営協議会からの意見） 

活動目標がわかりやすく、評価しやすい。地域団体を巻き込み開催できている。身近な相談

場所が増えれば、認知症の発見や、早期の対応につながっていくので、今後も頑張っていた

だきたい。 



 

平成 28 年度安立・敷津浦地域包括支援センター課題対応取組み報告書 

報告書作成日：平成 29年 6月 10日 

活動テーマ 

 
 

認知症の方・認知症の方を介護するする家族が、安心して生活できる地域を目指して。 
～オレンジカフェ「まる」～ 

地域ケア会議から 
見えてきた課題 
 

・認知症高齢者や介護する家族が気軽に集え、情報共有や日頃の苦労を話し合える場所の提

供の必要性 

対象 
 

・安立、敷津浦地域に居住する高齢者 

地域特性 ・安立地区は、古くからの住宅があり、独居高齢者、老夫婦世帯が増加している。地域的に

組織力は、強いが、新しい世代層が増えてきていない。 
・敷津浦地区、区画整理された新しい住宅地が多く、若い世代も多い。半面、地域の南部に、

昔からの住宅があり、その地域の、高齢化が著しい。 
活動目標 カフェに来てもらうことで、気軽に介護について語らえる場にし、介護からの一時期の開放

感を持ってもらう。 
認知症について、知ってもらう。楽しく、過ごしてもらう。 

活動内容 
(具体的取り組み) 
 
 
 
 
 

日時：毎月第二土曜日 14：00～16：00 
場所：特別養護老人ホーム いわき園 
準備：ボランティアの協力により継続 
開催数  11回（2月が祝日と重なったため開催できず）平均参加者  22名の参加 
 
喫茶形式で、参加者にコーヒーとクッキーをテーブルで飲食してもらう。（クッキーは、同

法人で作っている）楽しい雰囲気づくりを目指し、音楽をかけている。 
ひと段落した後、包括より認知症についての短めの講話形式で話を行う。一方的な伝達にな

らないよう、いつでも質問を受け、その場で、理解してもらう。 
また、手先の運動を中心としたレクレーションを行う。 

成果 
(根拠となる資料等があれば
添付すること) 
 
 
 

・介護する家族の参加が多く、参加者の多くが、何度も足を運んでくださる。 
・今年度からの事業であり、ボランティアの積極的協力の元、継続している。 
・毎回、地域ネットワーク推進員・住之江区介護家族の会に参加をしてもらい、地域での認

知症についての理解を広めてもらっている。 
・カフェの形式のため、会議といった形にはならないが、自由な話の場での専門性を持った

アドバイス（ファシリテーター的役割）を行っている。 
・参加者は、いろいろな目的をもって参加されてきている。ひとつの目的にすべての時間を

使うことはできないが、「認知症について知りたい」という目的に、包括として認知症につ

いて、伝える時間を持ち、最後まで残ってくださっている。 
今後の課題 ・新しい利用者数が少ない為、利用者数を増やす検討を行っていく。 

・当事者の参加が、少なく当事者の参加を促す検討をしていく。 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（平成29年7月13日） 

効果検証の結果  ■①成果の充実 □②成果が見える □③ ①、②以外 

専門性等の該当 ■地域性  ■継続性   ■浸透性（拡張性）  ■専門性  □独自性 

今後の取組み継続に向

けてのコメント（区地

域包括支援センター運

営協議会からの意見） 

 
継続した活動が行われている。すでに多くの参加があるが、さらに活動を広げるために一生

懸命な取組みがされているのがわかる。明確な課題・目標を設定することで、具体的な取組

み内容を示していただけると、評価しやすい。 



 

平成 28 年度 加賀屋・粉浜 地域包括支援センター課題対応取組み報告書 

報告書作成日：平成 29年 6月 8日 

 

活動テーマ 

 
地域の繋がりをつくる。～地域懇談会の実施～ 

地域ケア会議から 
見えてきた課題 

認知症や虐待等、早期に気付き対応することが何よりも重要であるが、地域内での繋がりが

希薄になっている 

対象 
 地縁団体・圏域地域内の介護保険事業者 

地域特性 昔ながらの長屋も多く残る古いまち。 
ワンルームマンション等の集合住宅が増え、住民同士の繋がりは薄くなってきたが、まだま

だ共に支え合う機運のある地域。 
活動目標 地域支援者と介護保険事業者が繋がり、気軽に相談できる体制を作ることで、少しの困りご

とも早い段階でキャッチできるようにする。 
ひとまずの相談は、地域内で対応してもらうことで、地域にある福祉課題を他人ごとではな

いことを感じてもらい、その解決に向けての取り組みを地域主体で検討できるようにする。 
活動内容 
(具体的取り組み) 
 
 
 
 
 

活動は、地縁団体・まちづくりセンター・区社会福祉協議会・地域包括支援センターが協働

し実施。 
 
まず、平成 28年 9月 10日に懇談会を開催し、地縁団体である、町会・女性部等の支援者
と地域内にある介護保険事業者が出会う場を設定。それぞれの活動紹介を行い、互いに知る

ことから始める。 
第 2回目を平成 29年 2月 23日に開催。圏域内で活動している医師に「医療と介護」をテ
ーマに講演を行ってもらい、繋がりの重要性について話してもらう。その後、希薄になって

きた関係を改善するため「高齢者のつながりづくり」をテーマにワークを実施。地域の未来

像を語り合い、具体的な課題の抽出や、その解決方法等について検討した。 

成果 
(根拠となる資料等があれば
添付すること) 
 
 
 

地域住民と介護保険事業者が、互いにその存在と活動の内容を理解したことにより距離感が

縮まった。地域には社会資源となる様々な機関があることを分かっていただいたことで、福

祉課題を発見した時には、早期に相談することが可能になった。 
また、地域住民が考える福祉課題が導き出されたことで、取り組む活動の方向性も見えてき

た。 

今後の課題 導き出された課題を解決していくための活動を展開する必要がある。 
また、地域活動者の意見だけが集約されている状況なので、今後は、幅広い住民の意見集約

も必要。 
民生委員会等、他の地縁団体の参画も必要。 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（平成29年7月13日） 

効果検証の結果  ■①成果の充実 □②成果が見える □③ ①、②以外 

専門性等の該当 ■地域性  □継続性   □浸透性（拡張性）  ■専門性  ■独自性 

今後の取組み継続に向

けてのコメント（区地

域包括支援センター運

営協議会からの意見） 

各介護事業者が参加しての話し合いができているのは大切なところ。それ以外にも社協や医

師会も巻き込み、全体で地域について話し合いが行われている。地域全体を巻き込んだ活動

が出来ているのは評価できる、今後も継続して取り組んでいただきたい。 



 

平成 28 年度 住吉区地域包括支援センター課題対応取組み報告書 

報告書作成日：平成 ２９年  ３月 ３１日 

活動テーマ 認知症の人と家族への支援、認知症カフェの開催 

地域ケア会議から 
見えてきた課題 
 

・一人暮らしの認知症の人やその家族への支援についての相談が地域から増えている。 
・相談を受ける時には重症化していることが多い。 
・認知症の方の介護をしている、家族の負担感や疲労感 
・介護者が一人で抱え込み孤立化している。 
・金銭的な問題等の世帯への複合的な支援が必要なケースも増えている。 
・あんしんさぽーとや成年後見などの権利擁護が必要なケースもある。 
・認知症という病気の知識不足によって虐待につながるケースもある。 
・高齢者を包括的に支援するためにケアマネジャーと地域役員、ボランティアとの連携が必要である。 

対象 認知症の人と家族、地域住民、サービス事業者、各関係機関 

地域特性 ・認知症高齢者の相談は年々増えており、家族、地域住民、関係機関、サービス事業所などから認知症に関わる様々な相談

が増えている。地域住民に認知症の周知、啓発はできつつあるが、地域の中で認知症の人と家族が孤立気味になっている潜

在的なケースも多い。地域の見守りボランティアの訪問活動は充実しているが、認知症の高齢者の居場所づくり等は課題と

なっている。 

活動目標 ・認知症の高齢者や介護をしている家族が気軽に立ち寄り、地域で交流し、情報の共有や相談機関の紹介などができる認知

症カフェを継続的に開催するとともに、他の地域でも開催を増やせるように、認知症カフェの周知、啓発を行っていく。 

活動内容 
(具体的取り組み) 
 
 

・認知症カフェ～まちの縁側～の開催 （年１１回） 
・周知チラシを作成し地域や関係者への周知を行った。 
・包括、ゆうけい担当者、ボランティアと認知症カフェの企画、準備や役割分担等について課題共有の打合せを実施 
（開催内容）会費１００円でお茶やお菓子を食べながら、介護サービスについての相談や、家族同士で情報交換をしている、

また、各種催しも行った。場  所：ゆうけいホール１階 
５月  ボランティア団体『住吉マジックD＆T』によるマジックショー 
８月  ボランティア団体『アロハ・ホク・RYOKO』によるフラダンス 
１１月 『八房流南京玉すだれ住吉御気楽家』による皿回しと南京玉すだれ等 
３月  クリスタルボウル演奏会、脳活講演会 

成果 
(根拠となる資料等があれば
添付すること) 
 
 
 

・当事者の方は外出への不安があり家に閉じこもりがちになり、また、介護者の方も、どこに外出させたらいいのか分から

ないといった状況でもあり、チラシを見て来たといった、新規の参加者も多くあり、広報活動が出来て来ている。 
・参加者への対応にも気を配りながら、参加者が相談しやすい雰囲気づくりや、声掛けを行い、介護者の現状や困りごとも

聞き取ることが出来た。 
・当事者の方、家族、地域住民、ケアマネジャー等の介護支援者等、普段交流の機会の少ない方々のつながりや情報共有が

でき、交流の和も広がっている。 
・ボランティアスタッフが認知症サポーターとして認知症の人や家族とかかわることで認知症に対する理解が深まり、喜び

や、やりがいを感じる場になっている。 
・毎月開催することで地域の人への周知も浸透してきている。 

今後の課題 ・認知症の人と家族を地域で支えていくために、認知症カフェ等の居場所づくりが必要がある。医療機関、認知症オレンジ

チームや見守り相談室等といった認知症の関係機関や地域と連携し、地域で潜在している認知症高齢者の把握や支援が必要

である。また、引き続き高齢者や、高齢者の家族が立ち寄る場所に、認知症カフェや認知症支援の啓発活動を行っていく。 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（  ２９年 ７月 ２７日） 

効果検証の結果  ■①成果の充実 □②成果が見える □③ ①、②以外 

専門性等の該当 ■地域性  ■継続性   ■浸透性（拡張性）  □専門性  ■独自性 

今後の取組み継続に向

けてのコメント（区地

域包括支援センター運

営協議会からの意見） 

認知症カフェの存在が徐々に知られ、参加者が増えつつある。地域の要望で別の場所に

対象者を限定しないカフェが新設されたので、この認知症カフェの運営目標をどこにお

くか検討が必要だと思う。 



 

平成 28 年度 住吉区地域包括支援センター課題対応取組み報告書 

報告書作成日：平成 ２９年  ３月 ３１日 

 

活動テーマ 父親、母親を介護している息子、娘（シングル）介護者の集いの開催 

地域ケア会議から 
見えてきた課題 
 

・介護者の低年齢化が進んでおり、配偶者の介護者ではなく、働き盛りの息子さんや娘さんが介護している

ケースが多くなっている。 
・働き盛りの息子や娘が仕事と介護の両立に悩み、介護離職による経済的な問題を抱えているケースも多い。 
・日中は仕事で地域との関わりも薄く、相談できる人もなく孤立しているケースもある。 
・認知症と言う病気への知識不足や、親への感情移入のあり、ストレスによる暴力やネグレクトなど、虐待

に発展するケースもある。 

対象 親の介護をしている息子さんと娘さん 

地域特性 ・介護者の低年齢化により働く世代の息子、娘の介護者が増えている。男性介護者の集いにおいても親の介

護をしている息子さんが増えている。 
・総合相談や虐待通報などのケースでも、働いている息子や娘が日中仕事をしているため気軽に相談できる

場所が無く、孤立しているケースが増えてきている。 
・男性介護者の集いは実施しているが、介護をする人が親なのか配偶者なのかで、抱える課題や悩みも変わ

ることから実施することとなった。 

活動目標 働きながら介護について気軽に相談できるシステムづくりと、若い介護者が孤立せず交流できる場（シング

ル介護者の集い）を定期的に開催する。 

活動内容 
(具体的取り組み) 
 
 

・年３回開催（第4土曜日） 
 お茶を飲みながら、日頃の介護についてお互いの経験をもとに現在の介護状況や悩みを共有し、コミュニ

ケーションを図ることでかかえ込み介護や孤立などの防止につながっている。 
・毎回参加者へのアンケート実施し、アンケートをもとに介護についての様々な情報提供を実施した。 
・関係機関や地域関係者にチラシを配布、息子・娘の介護の状況を関係機関での会議や地域ケア会議などで 
 周知を行った。 

成果 
(根拠となる資料等があれば
添付すること) 
 
 
 

・参加者は、同じ境遇の人と話をすることで「自分だけじゃない」と勇気づけられたり、それぞれの事情や 
状況を前向きに自分自身に置き換えて、今後の介護の糧にされたりストレスの軽減にもつながっている。 
・同じ悩みを共有する、身近で一番求めている答えが帰ってくる、ピアカウンセリングの成果もある。 
・一人で抱え込ます、ケアマネジャー等の専門職に相談できるなど、他者のサポートを受けて介護を続けて 
もらえるよう連携を図った。 

今後の課題 ・３か月ごとの開催で、関係機関やチラシ配布など周知活動を行っているが、まだまだ地域で孤立している

息子さん娘さんに参加してもらえるよう周知を徹底していかなければならない。西包括支援センターと共催

で行っており、参加者のアンケートや総合相談等から見えてくる課題を会の運営に活かせるよう企画してい

く。 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（ ２９年 ７月 ２７日） 

効果検証の結果  □①成果の充実 ■②成果が見える □③ ①、②以外 

専門性等の該当 □地域性  ■継続性   □浸透性（拡張性）  ■専門性  ■独自性 

今後の取組み継続に向

けてのコメント（区地

域包括支援センター運

営協議会からの意見） 

仕事があるためなかなか集いに参加できない介護者が多く、周知の努力が実っていな

い。これからも継続を望む。 



平成 28年度  住吉区東地域包括支援センター 課題対応取組み報告書 
作成日：平成 29年 6月 26日 

 

活動テーマ 「地域課題を抽出するための地域ケア会議の充実」 
地域ケア会議から 
見えてきた課題 

 

・ケースが重症化してからの相談が多いという傾向と地域ケア会議への民生委員の参加が少な

いという状況が見られた。また個別地域ケア会議の開催回数が少ないため、圏域の課題を抽出

するにはデーターが不足と考えられる。 
対象 民生委員・地域関係者 
地域特性 昔ながらの街並みと公営住宅やマンションなどの住宅が並ぶ。交通や買い物にも至便な住宅

圏。単身者向けﾏﾝｼｮﾝには若年者や高齢者が多く入居し地域との関わりがなく孤立している方

が多い。また公営住宅では長年の居住者と新入居の若年世代との交流がなく、地域活動を担っ

ている役員の方々の高齢化が顕著となっており、次世代の担い手不足が課題となっている。 
活動目標 ①個別地域ケア会議（目標 25件）と課題抽出型ケア会議（目標 2回）を開催し、より多くの

地域関係者に参加して頂き地域課題を抽出する。 
②地域の支援者にアンケート調査を実施し地域課題を抽出する。 

活動内容 
(具体的取り組み) 
 
 
 
 
 

上記の目標達成のため以下の取り組みを実施した。 
①について 
・日々のケース共有時に3職種で個別ケア会議開催の必要性を協議。地域関係者・専門機関等
との合意形成により重症化を防ぐことを目的に会議開催を行った。 
・民生委員や地域関係者に地域で暮らす高齢者のことを共に考えて頂く機会として、会議参加

の依頼を行った。 
・苅田北住宅・長居地域において、活動報告会を通じて見えてきた課題・住民側からの地域課

題を集約し今後の取組みについて検討した。 
②について 
・当圏域内の現状を引き起こしていると思われる課題（仮説）を明らかにするため、普段地域

で見守りする側の立場にある民生委員の方にアンケートを実施。地域の現状や見守りする側の

思いを調査。配布先は苅田北・長居地域民生委員18人（回収11人（回収率61.1％）。 
成果 
(根拠となる資料等があれ
ば添付すること) 
 
 
 

①について 
個別地域ケア会議については、27年度 13件（実数 10人）から 18件（実数 17人）と目標の
25件には達成できず5件増に留まったが、民生委員の参加が27年度の1人から9人と伸ばす
ことができ、より身近な地域の方と検討できる機会が増えた。 
・課題抽出型ケア会議については、地域関係者・介護保険事業所・医療機関等に参加して頂き、

地域の問題を共に考える機会となり、お互いの役割を知ることで他職種連携のきっかけとなっ

た。 
②について 
・アンケート回収は 11 人と少なく課題（仮説）を確証するまでのデータに至っていないが、
支援介入が遅れる方の傾向を把握できたことにより、今後の「見守り・見守られる関係づくり

の構築」の広がりと強化に向けて具体的取組みを明らかにすることができた。 
今後の課題 重症化してからのケア会議の開催となっているケースもまだまだ多いため、日頃から地域関係

者・関係機関等との顔の見える関係づくりが気軽に行えるよう、個別地域ケア会議の積み重ね

が必要である。 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（ ２９年 ７月 ２７日） 

効果検証の結果  □①成果の充実 ■②成果が見える □③ ①、②以外 
専門性等の該当 ■地域性  □継続性   □浸透性（拡張性）  ■専門性  ■独自性 

今後の取組み継続に向

けてのコメント（区地

域包括支援センター運

営協議会からの意見） 

支援介入が遅れる人の傾向が把握でき、対象者を絞りやすくなった。地域

関係者への声かけ、アプローチを継続していって欲しい。アンケートの回

収率が低かった原因を振り返り究明、改善し、さらに民生委員の思いを受

け止めよりよい地域づくりにつなげて欲しい。 



 

平成 28 年度 東住吉区 地域包括支援センター課題対応取組み報告書 

報告書作成日：平成 ２９年 ６月 ２７日 

 

活動テーマ 

 
 

地域活動者と高齢者支援関係者のしくみづくり 

地域ケア会議から 
見えてきた課題 
 

２７年度に比べ２８年度の個別地域ケア会議では前期高齢者で「要介護１」までの軽度者が

目立った。またほぼ全ケースに認知症があった。比較的若く動ける認知症高齢者が問題ケー

スとしてあがってくる時には問題が複雑化、重篤化しており早期発見・早期支援のため包括

に情報が速やかに入ってくる仕組みづくりが必要である。 
対象 
 

（１）小地域ケア会議：民生委員、町会役員、女性部役員、専門職 
（２）圏域ケア会議：民生委員、町会・女性部の役員と専門職、警察、消防 

地域特性 圏域内高齢化率は 27.6％、高齢者世帯のうち単身世帯が 54.7％と独居高齢者が多い。また
地区内では戸建て住宅が多い地域、文化住宅が多い地域等ある。圏域内でも地域での見守り

活動が活発に行われている地域とそうでない地域の差がある。 
活動目標 小地域ケア会議、圏域ケア会議を開催し、地域のネットワーク構築を強化する。 

顔のみえる関係つくりにより、地域の気づきの情報が包括まで早く届く仕組みをつくる。 

活動内容 
(具体的取り組み) 
 
 
 
 
 

（１）小地域ケア会議 
圏域内４地区の各地区にて開催 
参加者は、民生委員、町会役員、女性部役員、医師会、薬剤師会、区保健福祉、見守り相談

室、社協が参加 
テーマ：認知症高齢者への地域支援について考える 
 
（２）圏域ケア会議 
小地域ケア会議の参加者全員と警察、消防が参加 
テーマ：互いの地域を知る（地域の社会資源について各地区の情報交換） 
 

成果 
(根拠となる資料等があれば
添付すること) 
 
 
 

◇取組みの成果 
各地区の民生委員にご参加いただいたことで、各民生委員会で包括周知の説明をさせて頂く

機会を設けることができ、連携強化につながった。 
 
小地域でのケア会議開催により各地区の活動や地域特性がみえてきた。また今まで見守り活

動があまり行われていなかった地域に、新たに地域主体で立ち上がってきており始動にむけ

て地域、社協、包括で協働で準備を行うことになった。 
今後の課題 小地域ケア会議に参加してくださった民生委員や地域役員との関係をさらに深め、今後も地

域の気づきの情報が地域包括支援センターにより早く届く関係を構築していく必要がある。

また専門職が地域で行われている見守り活動などについて知り、どう連携していくかを共に

考えていく必要がある。 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（  29年7 月 27 日） 

効果検証の結果  □①成果の充実 ■②成果が見える □③ ①、②以外 

専門性等の該当 ■地域性  ■継続性   ■浸透性（拡張性）  □専門性  □独自性 

今後の取組み継続に向

けてのコメント（区地

域包括支援センター運

営協議会からの意見） 

多くの会議をされて仕組みづくりができつつあると思う。 
圏域地域の地域差があることを初めて知った。今後もケアマネ連絡会との連携をお願いす

る。 



 

平成 28 年度 矢田地域包括支援センター 課題対応取組み報告書 
報告書作成日：平成29年7月1日 

活動テーマ 

 
長居東住宅における、早期発見のための「地域にある見守り・気付きが包括にまで届くネッ

トワーク」づくり 
地域ケア会議から 
見えてきた課題 
 

問題の発見が遅れがちな認知症や一人暮らしの人、認知症で一人暮らしの人など、自分で相

談することができない人の早期発見には、地域の何らかの見守りから得られる気付きを包括

に届けてもらう必要がある。しかし、近年は町会に入っていない人や、関わり持ちたがらな

い人も増えており地域だけで見守り、支えるには難しい現状がある。 
対象 長居東住宅の高齢者 
地域特性 長年、自治会と NW 委員会が高齢者の見守りに取り組んでこられた地域。しかし、専門職

との繋がりはなく、せっかくの見守りが活かされず、孤独死がおきることもあった。 
入居者数485名、65歳以上は310名、高齢化率63.9％（2016/12/16時点） 

活動目標 目標❶長居東住宅における、早期発見のための「地域にある見守り・気付きが包括にまで届

くネットワーク」として、集いの場「すみれ会」を立ち上げ毎月開催を目指す。 
目標❷市営団地における見守りの取組みを専門職に知ってもらうための会議を団地ととも

に開催し、地域とつながることの必要性を専門職に伝える 
活動内容 
(具体的取り組み) 
 
 
 
 
 

目標❶について：平成 27年～地域とケアマネを交えた個別の地域ケア会議を開催。また、
大阪市の担当者、LSA を交えた見守りの課題についての話し合いを重ね、下記の地域の課
題が見えてきた。 
課題１ この団地は、エレベーターがあり、居室もバリアフリー。そのことでかえって運動 

器の機能低下が起きた。 

課題２ 階段で繋がっていた近隣との関係性が薄れ、閉じこもりがちの方が増えている 

そこで、包括より自治会に早期発見につながるための集いの場の必要性を働きかけ、新たな

社会資源「すみれ会」を平成28年5月から自治会と毎月開催している。   
目標❷について：12 月に専門職等に広く呼びかけ「長居東住宅小地域地域ケア会議」を開
催。（参加者）SV（谷口昌弘先生）、自治会会長、同会計、住宅連絡員、NW委員（3名）、民

生委員、女性部長、LSA支援員、矢田中地域福祉サポーター、区保健福祉課（2名）、大阪市

市社協、医師（森本内科クリニック）、医師会コーディネーター、進行堂西薬局、ブランチ

（西、東）、PT、団地に担当している人がいるケアマネ（29人）、地域の事業所 合計56名 
成果 
(根拠となる資料等があれば
添付すること) 
 
 
 

目標❶について：自治会とともに運営する事で住民との距離が縮まり、心配な人についての

相談をすみれ会でも受けるようになり、団地の相談件数が増加した【H27年度11件→H28年

度34件】また、その後の見守りも団地とおこなえている。 
目標❷について：団地における見守りの取組みを専門職に知ってもらうことができ、PTか
ら、「この団地に専門職として貢献したい」と手を上げていただき、すみれ会にボランティ

ア講師として参加。その後、東住吉リハビリテーションネットワークと協同して「すみれ体

操」のDVDを作成してくださった。「すみれ会」のプログラムは、ボランティアによる手工

芸と歌等のレクが中心であったが、このDVDを使用し、運動プログラムを導入することで介

護予防の意識をより高めることができた。参加者の意見を反映させて、自治会、包括、東住

吉リハビリテーションネットワークで「すみれ体操Ver.2」をこの6月に撮影した。 
今後の課題 グループワークやアンケート結果、ケアマネは団地と繋がろうとしているが、どこに、どの

ように関わっていけばわからないという事が見えてきた。これをもとに自治会と話し合い、

「団地にある見守り・気付きが包括にまで届くネットワーク」とケアマネを繋げていく。 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（  29年 ７ 月 27 日） 

効果検証の結果  ■①成果の充実 □②成果が見える □③ ①、②以外 

専門性等の該当 ■地域性  ■継続性   ■浸透性（拡張性）  ■専門性  ■独自性 

今後の取組み継続に向

けてのコメント（区地

域包括支援センター運

営協議会からの意見） 

ピンポイントアプローチが効果的を奏した事例。このノウハウを他の地域に展開していけ

る。この報告を町会でもおろしていきたい。今後の活動を期待する。 



 

平成 28 年度 中野 地域包括支援センター課題対応取組み報告書 
報告書作成日：平成 29 年 6 月 21 日 

活動テーマ 

 
～認知症になっても住み慣れた地域で暮らし続ける事ができる仕組みづくり２～ ＮＯ．２  

今年度のテーマは、『認知症予防は、介護予防。地域の活動と共に・・』  湯里地域編  

地域ケア会議から 
見えてきた課題 
 

① 個別地域ケア会議を開催したケースの73％が認知症(疑い含む)の課題あり。 
地域ケア会議の60％がケアマネジャーからの相談となっており、ケアマネジャーに引継いだあとも継続

した支援が必要であるケースが目立った。 

② 小地域ケア会議のアンケートで、地域の課題を「認知症」と挙げた方が一番多く、4地域共に「独居」

としたものを上回った。（平成26年度は同率であった） 
対象 湯里地域役員・住民、湯里小学校関係者、高齢者支援に携わる関係機関 

地域特性 湯里地域の高齢化率は28％と、東住吉区の平均を下回り、中野包括圏域の中でも最も低い。町会独自の見守
り活動（「黄色い旗」活動、要援護者登録等）や防災活動が活発に行われており、平成 24年～「ふれあい広
場」として地域と小学校が積極的な関わりを継続されている。総合相談として「経済・生活」に関する相談

が半数をしめるという特徴があり、他の地域と比べ、民生委員を含めた地域役員からの相談の割合が高い。 

活動目標 ・居場所づくりへの支援。（地域の活動への支援、家族介護支援事業の充実等） 

・既存の様々な活動をつなげていくことで、支援の輪をひろげ「早期発見、早期相談、早期介入」を目指す。 

活動内容 
(具体的取り組み) 
 
 
 
 
 

① 新たな居場所づくりへの支援（平成28年度新たに活動を始めるところを中心に） 
・平成27年度の小地域ケア会議のテーマ：「みんなが安心して語り合える居場所づくり」の結果、新たな地

域の活動として区が行う「はつらつ元気アップ事業」として「笑ゆう会」が発足。講師等を含め、毎月の 

 定例開催に協力する。 

② 認知症キッズサポーター養成講座～声掛け訓練～小地域ケア会議と継続的な取り組み 
・平成23年～毎年5年生を対象に認知症キッズサポーター養成講座を開催、昨年度に受講した6年生を対象 

 に、区と小学校主催での（徘徊）声掛け訓練を地域役員を含め、共同開催する。 

・その結果を持って、2/22 湯里小地域ケア会議を開催。テーマ『子どもたちと考える地域づくり』（参加者:51

名）とし、「認知症の啓発」「多世代交流を通した地域づくり」について意見交換を行う。 

成果 
(根拠となる資料等があれば
添付すること) 

１）居場所づくりの支援：「笑ゆう会」の活動を通して 
・要援護者登録や「黄色い旗」活動等、地域独自の高齢者の見守り活動が活発な地域であるが、ボランティ

アの高齢化や新たな支援者が見つかりにくいという課題と、介護予防を含め、集う場が少ないという 2つ
の課題から、「笑ゆう会」が発足。1年が過ぎ、リーダー及び参加者も定着しつつあり、今後も継続・発展
に向けて、支援を継続したい。 
２）既存の様々な活動をつなげる 
・認知症キッズサポーター養成講座と小地域ケア会議という 2つの取り組みが結び付くことによって、次々
と活動の幅が広がった。「認知症の啓発」となると地域役員は、「またか・・」といった感じとなり、啓発

の方法を苦慮していたが、今回のように小学生の活動が間に入ると、熱心な意見交換となった。結果、小

学生による「高齢者に利用してもらえる地図づくり」という活動につながった。 
・この一連の活動を通し、小学校と介護保険施設との交流のきっかけになり、小学生の高齢者の交流として

施設見学につながった。 

今後の課題 ・このように活動が広がれば広がるほど、全ての活動が継続するとなると、現在の職員数では対応しきれな

い現状がある。 
・学校関係者との関わりが増え、今後はＰＴＡの世代へ認知症の啓発及び包括の周知を広げていきたい。 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（  29年  7月 27 日） 

効果検証の結果  ■①成果の充実 □②成果が見える □③ ①、②以外 

専門性等の該当 ■地域性  ■継続性   ■浸透性（拡張性）  □専門性  ■独自性 

今後の取組み継続に向

けてのコメント（区地

域包括支援センター運

営協議会からの意見） 

認知症キッズサポーターの活動等食育も同様だが、子どものころの教育は人間形成において大切である。商

店街の空き店舗の集い場の活用は参考になった。PTAにC（地域）を加えて、地域との連携が必要。地域共
生社会の実現は大切だが、個人情報保護法もあり難しい。包括の活動は重要であり、活躍を期待する。 
都市部では、居場所づくりが大切。PTA世代への介入は困難で、小学生を通しての情報発信を狙っている。 



 

平成 28 年度 東住吉北 地域包括支援センター課題対応取組み報告書 

報告書作成日：平成 29年 6月 28日 

活動テーマ 

 
ﾊｲﾘｽｸ者の情報共有事業の実施について（仮称：つながり登録） 

地域ケア会議から 
見えてきた課題 
 

１：生活課題が複雑化する高齢者はｷｰﾊﾟｰｿﾝ不在（単身・認知症） 
２：集合住宅居住者には相談機関等の情報が届き難い 
３：地域、行政機関等が持つ情報共有は進まず緊急時の備えは進んでいない。 
４：救急ｶﾌﾟｾﾙ等の地域の取り組みがあるが情報共有には至らない。 

対象 
 

・主に単身高齢者 

地域特性 ・区役所等、区中心部へのｱｸｾｽは不良、幹線道路がﾊﾞﾘｱとなる地区有り。 
・医療介護事業者数は他地域と比較し少ない。 
・古くからの住宅地、戸建て住宅と小規模のﾏﾝｼｮﾝ、ｱﾊﾟｰﾄの混在地。 

活動目標 ・地域と共同できる仕組みを作る。 
・集合住宅のｱﾌﾟﾛｰﾁとこの取り組みを繋げる。 

活動内容 
(具体的取り組み) 
 
 
 
 
 

単身者を中心とした情報共有は民生委員協議会でも活動議題として有り。 
・A地域は民生委員協議会に提案後、振興町会への相談を促されるが相談に至れず。 
・B地域は複数名の役員に提案は行うが、全体への提案を行うには包括にも根拠が不足。 
⇒ 他包括の活動も参考に、救急ｶﾌﾟｾﾙ活動等もきっかけに、多くの情報を持つ機関として

地域と共同する仕組み作りに取り掛かれればと考えたが、準備・計画に不足有り。 
 
現時点では仕組み作りに至れないが、いずれ効果的に実行する為、方針転換する。 
・A地域は健康教室で関わっている老人会＝対象者との連携強化に切り替える。 
・集いの場作りが話題として上がるようになり、情報共有のみを目的とせず、 
 “目的を持って参加いただく事が対象者把握に繋がる仕組みになる”事を目的とする。 
・A地域B地域共に圏域の介護事業者中心に会議や訪問活動の中で今後の協力を要請する。 
・集合住宅へのｱﾌﾟﾛｰﾁは独自活動として計画通りに実施する。 

成果 
(根拠となる資料等があれば
添付すること) 
 
 
 

A地域について 
・老人会、事業者、包括共催の集いの場（健康教室）が１ヶ所定例で立ち上がる。 
・包括主催の健康教室から１ヶ所自主会派生、近隣事業者も運営協力有り。 
・今後、自主会等が追加で結成される際、運営協力が可能な事業者を把握している。 
B地域について 
・自主会や新たな集いの場は作られていないが、施設の提供、実施時の運営協力が可能な 
 事業者は若干有り、次年度に具体的な提案を行う事に繋げている。 

今後の課題 地域に対して 
・ｱﾝｹｰﾄ等で住民の意向を確認し、現在の活動を振り返る事が不足している。 
・事業活動を進める根拠が乏しい為、地域包括としての考えや事業者の思い等を地域と 
 共有し、より良い仕組み作りを論理的、戦略的に計画する事が課題と考える。 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（  29年  ７月 27 日） 

効果検証の結果  □①成果の充実 ■②成果が見える □③ ①、②以外 

専門性等の該当 ■地域性  ■継続性   ■浸透性（拡張性）  □専門性  ■独自性 

今後の取組み継続に向

けてのコメント（区地

域包括支援センター運

営協議会からの意見） 

いろいろな活動ができている。方針転換ができたことが素晴らしい。多くのケースでは、主

治医から包括等他機関につながることが多いと思うので、医師会との連携も大切。素晴らし

い活動を広げて欲しい 



 

平成 28 年度 平野区地域包括支援センター課題対応取組み報告書 

報告書作成日：平成 ２９年６月１４日     

 

活動テーマ 

 
 

『みんなが主役 笑顔が輝く地域を目指して 

～認知症の理解を広め（裾野を広める）、助け助けられ上手な地域づくり～』 

「声かけ」 

地域ケア会議から 
見えてきた課題 
 

１．独居で認知症等の高齢者が多く孤立する傾向にある（早期発見が不十分） 

・独居で信頼関係が築きにくく、家族関係が希薄な認知症等高齢者が多い。 

・ワンルームマンションなどでは住民同士無関心で、また町会に入っていないことが多く孤立しやすい。 

・高齢になってからの転居は、本人も地域との関係が築けないのか築こうとしないのか孤立しやすい。 

２．認知症の理解が不十分 

・家族のみならず地域住民の認知症の理解が不十分。 

対象 
 平野地域住民 

地域特性 平野区の中心部に位置。江戸時代初期の町割りを継承する旧平野郷とそれをとりまく土地区画

整理事業により整備された市街地からなり、平旧平野郷町の名所旧跡が独自の雰囲気をつくりあ

げている。 

平野地域は圏域内で高齢者は多い（3,316人、高齢化率２４％） 

生活保護率は低い（79.3‰）  

地域内に市営住宅は少ないが、平野駅前に築45年～47年（棟によって異なる）のマンション

があり、高齢者世帯も多い。マンションが町会に加入しておらず住民同士のつながりが希薄にな

っている。 

 昭和初期からある平野地域の商店街（サンアレイ平野本町通商店街・平野本町商店街・平野東

通商店街）は、店舗の数は減ってきているが、古くからの馴染みの関係が残っており、特に高齢

者が日々交流できる場となっている。 
活動目標 （目標１）住民と話し合いをしながら取り組むことで、住民主体の取り組みにする。 

（目標２）専門職では得られない、住民ならではの気づきを得られるようにする。  

（目標３）無理なく長続きする活動にできるようにする。 

１．第２回 平野地域声かけ見守り訓練の実施 

２．新たな参画者を増やす 
活動内容 
(具体的取り組み) 
 
 
 
 
 

○コアメンバー会議（4/27）  

・平成２７年度声かけ見守り訓練の振り返りと今年度の開催について検討。 

今年度は継続して声かけ見守り訓練を開催し、２年の成果から今後の開催のあり方にについて 

検討することとなり、「第２回平野地域声かけ見守り訓練」の開催が決定 

 

○プロジェクト会議（８/１９、９/２１、１０/４、１１/２）  

構成団体：ネットワーク委員会、地域活動協議会、地域社会福祉協議会、連合町会 

       地区民生委員児童委員協議会、地域福祉活動コーディネーター、商店街 

       認知症介護指導者、キャラバンメイト連絡会、平野区社会福祉協議会（地域活動 

       見守り支援室）、平野区地域包括支援センター 

       事務局：平野区社会福祉協議会（地域活動） 

※商店街で買い物する高齢者は多く、地域全体で見守り体制を構築できるよう商店街への 

参加協力を行うこととなる。 

 

○説明会（９/２１） 

「サンアレイ平野本町通商店街」へ説明し、参加協力依頼行う 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
○事前研修（１０/１９） 

  参 加 者：地域役員住民（ふれあい員含む）２４人、商店街２人 

  内  容：事前に認知症の方への対応について学ぶ 

 

○「第２回 平野地域声かけ見守り訓練」の実施（１１/１２） 

  場  所：平野地域の25号線南部分をABCの３つのエリアに分けて実施 

 参 加 者：３５名（内商店街から１０人） 

 スタッフ：キャラバンメイト連絡会 

認知症等高齢者支援地域連携事業（るんるんネット連絡会） 

       認知症指導者 

大阪市社会福祉協議会 

大阪市平野区社会福祉協議会 

平野区地域包括支援センター 

 

（実施内容） 

エリアを４つに分け、複数の徘徊役が決められた訓練エリアを徘徊し、グループに分かれた声

かけ役が認知症役の方の困りごとに気づき、声かけをする。徘徊役には服装や困りごと等の特徴

がある。付添役は、声かけ役の「声のかけ方」を観察した。  

 

○コアメンバー会議にて報告と意見交換（３/２９） 

成果 
(根拠となる資料等があれば
添付すること) 
 
 

１、第２回声かけ見守り訓練実施（１１/１２） 

 ・参加者のアンケートより訓練の必要性を改めて再認識できた。※別添資料参照 

 ・商店街の参加者に声かけ見守り訓練の意義を理解してもらえた。 

 ・参加者全員が「今後、地域で困っている人を見かけたら声かけしてみようと思う」と回答し、

地域での見守りの意識が高まった。 

 

２、新たな参画者を増やす 

 ・商店街９店舗１０人が新たに参画し、商店街での見守りが強化できた。 

 ・地域から一般参加した2名が参加後、「ふれあい員」に登録した。 

今後の課題 ・声かけの必要性については理解を得られたが、声かけ方法については「声をかけるタイミング

が難しい」などの声も多く、今後は具体的な声かけ方法について研修等で取り上げるなど、地

域住民や関係者に周知が必要。 

・気づきの視点のさらなる向上や連携を強化し、日常のふれあい員の活動に活かせるような取組

みにする。 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（ ２９年 ７月１８日） 

効果検証の結果  ■①成果の充実 □②成果が見える □③ ①、②以外 

専門性等の該当 ■地域性  ■継続性   ■浸透性（拡張性）  □専門性  ■独自性 

今後の取組み継続に向

けてのコメント（区地

域包括支援センター運

営協議会からの意見） 

認知症に関する課題に対して、住民主体の取組みになるよう計画の段階から地域住民と専門

職とが顔の見える関係を築き、意見交換を行い、声掛け訓練のような具体的な取組みを行う

ことは有効である。地域の役員だけでなく、より多くの地域での支援者の参加を促すことで

他地域への拡がり、継続的な取組みに繋がると思われる。 



 

平成 28 年度 平野区地域包括支援センター課題対応取組み報告書 

報告書作成日：平成 ２９年 ６月 １４日 

 

 

活動テーマ 

 
 

地域で孤立しないように、地域住民が支援が必要な高齢者の変化に気づく視点を持ち、早期発見、

支援者につながり、孤立をなくす地域を目指す。 

「変化に気づき、つなぐ（集いの場）」 
地域ケア会議から 
見えてきた課題 
 

１．独居で認知症等の高齢者が多く孤立する傾向にある（早期発見が不十分） 

・独居で信頼関係が築きにくく、家族関係が希薄な認知症高齢者が多い。 

・ワンルームマンションなどでは住民同士無関心で、また町会に入っていないことが多く孤立し 

やすい。 

・高齢になってからの転居は、本人も地域との関係が築けないのか築こうとしないのか孤立しや 

すい。 

２．認知症の理解が不十分 

・家族のみならず地域住民の認知症の理解が不十分。 
対象 
 

圏域内地域住民・地域関係者（民生委員、町会役員、地域福祉コーディネーター等） 

地域特性 平野区の中心部に位置。江戸時代初期の町割りを継承する旧平野郷とそれをとりまく土地区画整

理事業により整備された市街地からなり、旧平野郷町の名所旧跡が独自の雰囲気をつくりあげて

いる。 

公営住宅が区内で最も少ないが、地下鉄平野駅、ＪＲ平野駅周辺にはマンションが多く、ＪＲ平

野駅前のマンションは築45年～47年（棟によって異なる）で、高齢者世帯も多い。そのマンシ

ョンは、町会に加入しておらず住民同士のつながりが希薄になっている。 

・圏域の高齢化率は、23.9％（最高：平野地域25.6% 最低：新平野西地域20％） 

・高齢者人口における独居の人の割合は、36.9％（最高：平野地域37.8％ 最低：新平野西地域

21.4％） ・町会加入率は、（最高：平野南地域78％ 最低：平野地域45％） 
活動目標 ・認知症等支援が必要な高齢者への気づきの視点を持ち、地域関係者から専門機関へスムーズに

相談し孤立を防止する（早期発見、対応） 

・地域関係者と専門職とが顔を見える関係づくりを進め、ネットワーク構築の拡充を目指す。 
活動内容 
(具体的取り組み) 
 
 
 
 
 

 
１ 変化に気づく（気づきの視点） 

・『なにわ元気塾』にて、住民向けに認知症及び包括の役割について周知し、気になる高齢者に

ついての情報提供などの協力を依頼。（平野7/11・24名、平野西9/7・27名、 

新平野西1/16・9名） 

・『支援者向け合同研修会』（10月20日開催） 

対象：地域関係者（民生委員や町会役員）、介護支援専門員、社協職員 

内容：「認知症の人の言動を理解しよう～支援していく上での気づき 

の視点について学ぶ～」（講師：沖田裕子氏） 

・『るんるん交流会』（11月15日開催） 

  対象：地域関係者（地活協、民生委員、コーディネーター、区老連）３師会、社協職員等 

内容：認知症の徘徊事例検討を通じて、それぞれの専門性を理解し、顔の見える関係づくり 

 

２ つなぐ（アウトリーチ出来る仕組みづくり） 

・各地域の民生委員・児童委員協議会会議へ参画し、連携を強化 

・民生委員宅を個別訪問（平野西・新平野西 各２回）包括『かわら版』を配付。 

・地域ケア会議への出席を民生委員や町会役員、地域福祉活動コーディネーター等の地域関係 

者へ積極的に働きかけた。 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

３ 集いの場（平野わいわい塾の拡充） 

・「脳トレ」や「映画上映」などの事業を開催し、地域住民が気軽に集え、相談できる場＝「平

野わいわい塾」を平野地域で開催（偶数月６回） 

・他地域でも開催できるよう、働きかけを地域関係者へ行う。平野南地域で、地域関係者と意見

交換会（5月）平野西地域で、実施に向けての打合せ会（7月）平野・平野西合同わいわい塾

開催（８月） 

 
 

成果 
(根拠となる資料等があれば
添付すること) 
 

１ 変化に気づく（気づきの視点） 

・『支援者向け合同研修会』では、認知症に対する理解を深めるとともに、地域関係者と専門職

の連携の必要性を再認識できた。 

・『るんるん交流会』では、地域関係者と専門職がグループワークを通じて、互いの専門性を理

解し、顔の見える関係づくりができた。 

       

２ つなぐ（総合相談窓口がアウトリーチ出来る仕組み作り） 

・民生委員への個別訪問や連絡会への参加を通じ、地域の要である地域福祉活動コーディネータ

ーや民生委員と顔の見える関係を構築し、日頃から互いに要支援者や気になる方の情報共有を

行い、迅速な支援・対応ができるような体制を作った。 

・地域関係者に地域ケア会議への出席を働きかけた結果、民生委員延７名、地域福祉活動コーデ

ィネーター延１２名が出席。 

・３月に「課題抽出のための地域ケア会議」を開催し、各地域の民生委員長と地域福祉活動コー

ディネーターとで地域ケア会議から見えてきた課題を検討した。 

３ 集いの場（平野わいわい塾の拡充） 

・平野地域でのわいわい塾を開催（計６回）、延２７９名の人が参加し、地域住民の集いの場と

なったとともに、地域での見守りの必要性（高齢者の変化に気づく、相談を聞くなど）に意識

付けができた。 

・８月平野地域、平野西地域合同で「平野わいわい塾」を開催した。平野地域１４名、平野西地

域１１名の参加があり、地域同士の交流の機会となった。 

 

今後の課題 ・住民や地域関係者に向けて、研修を実施するなど連携を強化しているものの、地域関係者から

包括への相談が少ないのが現状。今後は、地域包括支援センターが地域に出向き、相談の場を設

ける、など広報・周知活動の方法の検討が必要である。 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（ ２９年 ７月１８日） 

効果検証の結果  ■①成果の充実 □②成果が見える □③ ①、②以外 

専門性等の該当 ■地域性  ■継続性   ■浸透性（拡張性）  □専門性  □独自性 

今後の取組み継続に向

けてのコメント（区地

域包括支援センター運

営協議会からの意見） 

地域住民への認知症理解への促進、支援者向けの研修会、顔の見える関係づくり、誰でも集

える場づくりなど地域課題の解決に向けた戦略的な取組みとなっている。これらの活動を発

信することで、地域住民や専門職の意識も向上し継続的な取組みに繋がる。 



 

平成 28 年度  加美地域包括支援センター課題対応取組み報告書 

報告書作成日：平成２９年 ６月 １５日 

活動テーマ 

 
 

地域住民組織と関係機関とが身近に感じられる地域づくり 

地域ケア会議から 
見えてきた課題 
 

家族機能の低下 
・社会規範、価値観の変化、少子高齢化、核家族化等の家族様式の変容や家族自身が就労、要介

護状態、疾患、育児、経済的要因により家族としての役割が担えない 
・核家族化に伴う一人暮らしや高齢者世帯では生活の困りごとが増加 
 

対象 
 

加美、加美東マップ作成委員会（連合町会、民生委員協議会、地域福祉活動コーディネーター、

ボランティア、区社協、介護保険事業所、地域包括支援センター）及び地域（加美、加美東）に

ある医療、介護、各種店舗等 
 

地域特性 担当圏域は加美、加美南部、加美北、加美東の4地域からなり、工場と居住地が混在した地域
と公営住宅や文化住宅等の多い地域がある一方で昔ながらの住宅が数多く残る地域も含まれて
いる。 
新しい住民層は町会への加入を拒んだりと長年住んでいる住民との交流も少ない。 

地域役員の高齢化により、連合町会から自治会が脱退したりと必要な情報が届きにくくなってい

る一方で、ボランティアの方々の協力により様々な行事が地域で行われている。ふれあい喫茶に

は地域住民が足を運ぶ楽しみの場となっている。ふれあい型食事サービスでは地域住民目線で高

齢者の見守りや要援護者の早期発見に繋がる重要な役割を果たすなど活発な活動が行われてい

る。 

 
活動目標 生活支援マップづくりへの取り組みを通じ 

①マップ作成委員会メンバー同士の関係を深める 
②地域の社会資源である医療、店舗等との顔の見える関係を築く 
 

活動内容 
(具体的取り組み) 
 
 
 
 
 

平成27年度 
1.加美東連合町会長、民生委員長、地域福祉活動コーディネーター、区社会福祉協議会、介護保
険事業所に生活支援マップづくりに向けた趣旨説明 
2.連合町会、民生委員協議会、ふれあい員等から協力を頂ける方の人選 
3.加美東生活支援マップ作成委員会を立ち上げそれぞれ把握している地域情報を持ち寄り役立ち
情報としてまとめる 
4.「知っておきたい、そんな所（や人）、あったらいいなぁ」のアンケートを地域住民に実施170
部を回収 
5.地域情報及びアンケート結果からマップに掲載する地域の取り組みや店舗、業種、掲載内容を
検討 
平成28年度 
 加美東マップづくりの取り組み 
1.地域住民組織と専門職がチームで加美東地域の医療機関、介護事業所、店舗等を周り趣旨説明
を行った上で役立ち情報を92店舗より収集（医院、歯科、薬局14機関、介護3事業所、接骨院
9店舗、理美容 14店舗、ｺﾝﾋﾞﾆ､ｽｰﾊﾟｰ､ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱｰ 8店舗、惣菜･弁当･酒･米 9店舗、その他 35
店舗） 
2.マップ作成委員会にて、集まった情報を基に、どのようなマップに仕上げるのか、配布先、配
布方法等を検討 
3.平成29年3月一枚もののマップを4000部作成、加美東の3000世帯に各町会から配布 
4.掲載協力を頂いた医療、介護、店舗、老人憩いの家等にマップを配布  
ちょっと安心に繋がる情報を発信 



 

5．加美東マップ作成委員会委員へのアンケート実施（専門職、地域関係者）≪別紙１アンケー
ト調査まとめ参照≫ 
 加美マップづくりの取り組み 
1.加美連合町会長に賛同を頂いた上、加美連合町会長会議、加美民生委員長、地域福祉活動コー
ディネーター、区社会福祉協議会、介護保険事業所に生活支援マップづくりに向けた趣旨説明。  

（以降定期的にマップ作成委員会開催） 
2.連合町会、民生委員協議会より協力を頂ける方の人選 
3.加美生活支援マップ作成委員会を立ち上げ、地域住民（高齢者、家族）向けに「知っておきた
い、そんな所（や人）、あったらいいなぁ」のアンケートを実施、各町会長から班長を通じ直接

各家庭を訪問し主旨説明を頂いた事で、高齢者682部、同居家族302部のアンケートを回収頂く
≪別紙２－１．２－２アンケート調査まとめ参照≫ 
4.上記アンケートの結果を踏まえ、地域住民が知っている役立ち情報のアンケートを実施し 225
人から回収、多くの役立ち情報の把握に繋がる 
平成２９年９月完成に向け地域関係者と専門職が一緒に地域を周り役立ち情報の収集等活動

を継続中 
成果 
(根拠となる資料等があれば
添付すること) 
 
 
 

加美東地域生活あんしんマップ 
加美東マップ作成委員会メンバー同士（加美東連合町会、民生委員、地域福祉活動コーディネー

ター、ふれあい員、区社協、介護保険事業者、包括）の関係が深まった 
加美東マップ作成委員会メンバーと地域の医療、介護、店舗との繋がりが出来た 
加美マップづくりに向け町会関係者が直接訪問し地域住民へのアンケート調査を実施したこと

で高齢者の居る世帯のマップへの関心や周知に繋がった 
 

今後の課題 H27 年度加美南部地域、H28 年度加美東地域で生活支援マップ完成。加美地域でも地域、専門
職の協力を頂き生活安心マップづくりの取り組みを実施している。この取り組みを加美北地域で

も行えるよう働きかけを行うとともに、マップづくりを通じ強化した関係を活かし、様々な課題

に対しても課題を共有し一緒に取り組める関係へと繋げていく 
不足している社会資源の開発やちょっとした役立ち情報の発信を生活支援マップの取り組みを

通じ加美圏域全ての連合町会に拡げる 
 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（ ２９年 ７月１８日） 

効果検証の結果  ■①成果の充実 □②成果が見える □③ ①、②以外 

専門性等の該当 ■地域性  ■継続性   ■浸透性（拡張性）  □専門性  ■独自性 

今後の取組み継続に向

けてのコメント（区地

域包括支援センター運

営協議会からの意見） 

取組みを通じて、地域役員と専門機関との関係が深まり、ネットワークが構築されている。

地域住民や各店舗、介護事業所等幅広く情報収集を行うことで、地域課題に関心を持つこと

が出来、結果として住民が利用できる見守り等の社会資源の増加につながるため、他地域へ

の拡がりを期待している。 

 



 

平成 28 年度 長吉地域包括支援センター課題対応取組み報告書 

報告書作成日：平成 29  年 6  月 27  日 

 

活動テーマ 既存の組織に囚われないネットワーク作りへの取り組み 
 

地域ケア会議から 
見えてきた課題 

①地域住民同士の関わりが薄い地域では、組織的な見守り体制がなく、問題が深刻化してか

ら相談に繋がるケースが多く早期発見ができていない 
 
②町会役員等、地域支援者の新たな「担い手」が不足している地域がある。 

対象 地域住民（特に若い世代）、企業、団体等 

地域特性 ①高齢者人口が多い 
 圏域全体の高齢者率は 28.3％。大阪市全体（25.3％）、平野区全体（27.2％）と比べて高
い傾向にある。世帯構成についても、50％近くが高齢者のみの世帯、30％以上がひとり暮
らし高齢者の世帯という地域もある。 
 
②複合的課題を抱えた世帯 
 「高齢の親と無職ないし引きこもり状態にある子」の同居世帯の課題が深刻な地域課題と

なっている。ｈ27年度国勢調査においても、労働力人口に占める非就業者の割合が 15.2％
と高い割合を示す地域もあり（平野区全体では6.4％）、当該地域は高齢化に加え、生活困窮
の課題がある。 
 

活動目標 【長期目標】様々な機関・団体・個人のネットワーク（繋がり）が持てるようになり、ケー

スの早期発見に繋がるようになる。 
 
【短期目標】（28年度目標）若い世代へ地域の実情を伝え、関心を持ってもらう機会を作る。
（新たな担い手発掘のきっかけ作り） 
 

活動内容 
(具体的取り組み) 

①高齢者支援以外のネットワークとの関係作り 
 
 子ども等への支援を目的に活動している団体・ネットワーク資源の調査 
 当該団体・ネットワークとの協働した取り組みの実践 

 
②若い世代（子育て世代）との交流及び当世代への情報発信・啓発活動 
 
 若い世代が集い・交流できるようなイベントの企画・開催 
 若い世代への情報発信・啓発活動の企画・実践 

 
③地域支援者交流会 
 
 隔月開催で地域課題共有と解決のための検討会議を開催 
 課題に対応した新たな関係者の参加呼びかけ 



 成果 
(根拠となる資料等があれば
添付すること) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①高齢者支援以外のネットワークとの関係作り 
 小学校区教育協議会「はぐくみネット」との連携が行えた。 
・はぐくみネット運営委員へ働きかけを行い、28 年度より運営委員へ就任。運営委員会
にて、認知症高齢者の早期発見や地域での見守り等福祉教育の重要性を伝え、10/18なが
よし西ふれあい祭りにおいてキッズサポーター養成講座を協働で開催した。 

 ＮＰＯ法人、地元商店との連携が行えた。 
・不登校児や発達障がい児への支援を行っているＮＰＯ法人や、児童向けのワークショッ

プなど児童向けの支援を行っている個人商店等、イベントへの相互出展等を実施。今後も

継続することで今まで包括とあまり関わりのなかった育児世代の住民への周知に繋がる。 
②若い世代（子育て世代）との交流及び当世代への情報発信・啓発活動 
 夏休み子ども広場の開催（8/22） 

・地域児童及び保護者の関係作りのために児童へ向けた「集いの場」の取り組みを実施。

（紙芝居・ワークッショップ・むかし遊び体験など） 
・本取り組みには、地域貢献に意欲のある地域高齢者にも協力をいただき、地域高齢者が

児童と関わることで「役割取得」の感覚を得ることができた。 
・また、当該取り組みを通じて、地域包括支援センターが「地域資源」としてＰＴＡ組織

に認識されるとともに、児童とのかかわりを通じて、その保護者世帯に地域包括支援セン

ター周知の機会となった。 
 ながよし西ふれあい祭りの開催（11/17） 
  ・参加者200名強、うち約半数が50歳代以下。 
  ・児童向けの認知症キッズサポーター養成講座や、子育て世代向けの社会保障講座を開催。 
   ・今回の特色としては、地域住民、地域福祉コーディネータ、地域活動協議会、障がい者

支援事業所、児童支援グループ等、実施にあたり広く協力者を募ることが出来た点であ

る。開催に向けて準備を進める過程それ自体が、関係者とのネットワークを強める効果

があった。  
 六反東地域サミット（シンポジウム）での発表 

・六反東地域における福祉課題を地域福祉コーディネーターと協働で発表 
・六反東地域に居住する若い世代が地域の課題を知る機会となった。 

③地域支援者交流会（課題に対応した新たな参加者の呼びかけ） 
 28年度交流会実績、計6回 
 精神障がいの専門相談員に参加の呼びかけ（参加者の拡大） 

・複合課題を抱えた世帯への対応がスムーズに行えるよう、分野を超えた包括的なネット

ワークが長吉圏域で構築できるよう、精神障がいの専門相談員に参加を呼びかけ 
「障がいの疑いがある方」のアセスメントに必要な情報収集方法、専門機関へのつなぎ方

を検討し、長吉圏域版の連携フローチャートを作成 
今後の課題 28年度は、新しいネットワーク構築の取り組みとして、地域商店やＮＰＯ法人、高齢者以外を支

援する団体等との関係作りを行い、若年の住民へ地域包括支援センターの存在や地域の課題を伝

える機会を多く持つことができた。今後もこの活動を継続し、若い世代にもっと地域に関心を持

っていただく取り組みを協働で行い、新たな担い手（ケース発見や見守りの協力者）の発掘に繋

げていきたい。また、若年世代への広報手段として、今年の取り組みの中で、「折込」「ポスティ

ング」はあまり効果が得られなかったため、ＳＮＳを活用した広報を実施していく。 
地域支援者交流会においては、今年度より区の関係者等へも参加を呼び掛けているところである

が、地域課題共有とその解決や地域作りに共通認識のもと多様な関係者による協働取組みが行え

るようにしていく。 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（２９年 ７月１８日） 

効果検証の結果  ■①成果の充実 □②成果が見える □③ ①、②以外 
専門性等の該当 ■地域性  ■継続性   ■浸透性（拡張性）  □専門性  ■独自性 

今後の取組み継続に向

けてのコメント（区地

域包括支援センター運

営協議会からの意見） 

はぐくみネットや児童関係のNPO法人、地域商店などと連携した独自性豊かな取組みによ
り、新たなネットワークの構築に繋がっている。引き続き世代を超えた働きかけを行い、若

い世代への情報発信や課題共有、新たな企業や団体と連携することでインフォーマルな社会

資源やネットワークの構築ができ、継続的な取組みに繋がると思う。 



 

平成 28 年度 平野区瓜破地域包括支援センター課題対応取組み報告書 

報告書作成日：平成２９年 ６月１５日 

活動テーマ 地域の方々が互いに関心を持ち、交流をし、情報を受け取り、行動しやすい町づくり 

地域ケア会議から 
見えてきた課題 
 

・ＢＰＳＤによる近隣への不安や迷惑行為などトラブルとなってから相談ケースにつながる 

 ことが多い。早期に把握し、対応を検討できる仕組みが必要である。 

・本人、家族に病識がないことが多く、医療や介護に繋がりにくい 

・家族などの支援者も精神疾患など課題を抱えているケースが多く、その家族への支援機関と連携し、 

支援方法を拡充していく必要がある。 

対象 圏域内の地域住民および高齢者 
地域特性 にぎやかな商業地域である北部と、大和川があり、のどかであるが交通の便では、高齢者には外出が 

不便な南部の地域がある。公営住宅のみで店舗などがない地域や昔ながらの木造一戸建て住宅が多い 

地域など、地域特性は様々である。 

活動目標 ・問題が深刻化する前に、早期に対応できる体制を構築していく。 

・就労や生活困窮など家族の自立支援が課題として挙がるケースが多く、同居家族の疾患 

などに連携して関わることができる障がい支援機関との関係構築を拡げていく。 

活動内容 
(具体的取り組み) 
 
 
 
 
 

１：定期的に各地域の喫茶や食事会に参加し、地域役員と継続的に情報交換ができる取り組みを実施している。 

   そこから各地域の連絡会への参加依頼から地域課題解決のための支援と繋がっている。 

２：二次予防講演会に各地域の課題を併せた講演を実施した。 

瓜破「特殊詐欺について」 瓜破西・瓜破北「高血圧と薬」 瓜破東「活動報告と認知症予防」を地域課題に 

合わせて実施。基本チェックリストを８０名に実施し２３名が二次予防事業参加につながった。 
３：認知症理解の啓発 
  民生委員大会にて認知症支援の理解について啓発を行った。認知症を考える会を年2回開催し、 
法人と連携し啓発活動を行った。その他なにわ元気塾での認知症予防、啓発を実施している。 

４：医療・介護の専門職と地域住民との交流会を平成29年3月18日に実施。地域と医療機関・専門職との
顔の見える関係づくりとし、交流会を中心に企画し、66名の参加があった。 

５：地域ケア会議を16件開催。継続ケースの支援体制の変更や、再構築、利用者の状況変化により 
モニタリング会議を行っている。傾向として認知症疑い、精神疾患疑いがある方からの一方的な 
 攻撃を受けている方のケースが5件あり、公営住宅で発生している共通項がある。 
６：「うりわりげんき教室」と題し、認知症予防と地域参加の機会を兼ねて年2回実施。 
 体操と地域交流を主なテーマとし、歌・体操、笑いヨガを実施した。４圏域に広報を行い、 
認知症予防と併せてたくさんの人が集いの場に参加するきっかけを創った。 
歌体操では77名の参加、笑いヨガは実施内容から予約制としたため、17名と少数ではあったが、 
実施内容は概ね満足という結果がアンケートからも見受けられた。 

７：専門職との連携機会として、圏域内の居宅介護支援事業所およびサービス事業所と虐待予防を 
テーマに研修を実施。平野区及び瓜破圏域での虐待の現状の共有から気づきの視点の共有と事例検討を 
行った。研修を受講しての相談や、その後の経過報告などもあり継続することにより予防啓発やきづきの 
視点として効果的であると考える。 
８：広報活動の実施 

 広報誌の作成において、地域資源マップとして、各地の取り組みを掲載し、地域活動に繋がるツールと 

して活用ができるようにデザインを一新し、地域の集いの場での広報や医療機関広報を行った。 

 商業施設での出張講座を実施。地域包括支援センターの周知活動に取り組んだ。 

継続に向けて商業施設の理解もあり、他の地域資源と連携した取り組みに繋げていく。 

９：連合未加入地域への情報発信のための働きかけ 

 長期課題である連合未加入地域への取り組みとして、瓜破西地域連合未加入箇所にてポスティングを実施。

ブランチ受託法人の地域交流会への参加から状況把握ができるように喫茶券をつけ、参加者を募ったが、

喫茶券を持参された方は少なく、分析資料としての活用は難しい結果となった。 

再度地域分析と協議を重ねた結果、子育て世代が多い地域であることを含め、広報のあり方を高齢者のみ

ではなく、多世代に向けたものにしていかなければならない。 



 

 

 

成果 
(根拠となる資料等があれば
添付すること) 

○：継続的な取り組みによる地域課題の抽出と実践 

地域との顔の見える関係づくりから、随時の相談や瓜破北での見守り訪問活動や担い手不足の課題解決の 

ための見守り活動者（ふれあい員）研修の後方支援、瓜破東地域活動運営協議会への参加依頼から、 

地域課題である災害弱者への支援として防災福祉連絡員の立ち上げに向けての情報提供など地域課題の 

把握と支援に繋がっている。 

また、公営住宅への転居に伴い、地域参加促進や状況把握などのアウトリーチが必要である、瓜破東第一住宅  

での茶話会の立ち上げにおける企画、参加などの後方支援や随時の情報提供など地域の課題と連携した 

取り組みを拡げ、実践することができた。 

 

○：専門職との連携機会 
 虐待の通報元が居宅介護支援専門員から多いことを根拠に、圏域内で虐待予防の取り組みを行った。 
 現状を把握しながら、実際のケースについて協議する上で、居宅介護支援専門員が判断をせざるを 
得なくなる場合もあり、悩むことが多いことから、虐待対応後の包括の情報提供の重要性の再認識と 
繋がった。この機会から次年度にも居宅介護支援専門員との連携機会や事業実施理解を共有する機会 
を設け、虐待予防に限らず、日ごろの地域包括ケア実践のための活動として繋げていく。 
 
○：地域への情報発信 
 継続した活動としての連合未加入地域へのポスティング活動は、範囲の拡充や専門機関のイベントと 
連携し、より広域に活動を行えたが、課題分析などの材料にはなり得なかった。この結果を踏まえ、 
より地域課題の抽出へとつながる活動に発展させる必要があると考える。 
地域包括の広報と併せて、喫茶会、食事会など地域資源の共有からインフォーマルサービスの活用を 
見込み、広報誌を再編集し、地域資源マップとして、地域住民や専門職が近隣の資源を把握しやすい 
形を創り、総合相談においても活用し、地域参加のきっかけに繋げていくことができた。 

今後の課題 ○地域特性を把握した上での活動として、瓜破西地域では子育て世代が多い地域であることから、 
ポスティングに代わる周知方法や、その世代が必要としている取り組みに参加し、情報提供、周知の 
機会を持っていくことが地域課題の抽出につながると考えるので、一つの方法に固執せず、柔軟な 
アウトリーチの方法を地域に合わせて形作っていく必要がある。 
 
○各事業とも継続性を持つ上では地域住民や専門職が「支える側としての参加」に発展していかなければ 
 ならないと考える。そのためには実施の意図や根拠を共有する機会を設け、企画、開催につなげていく。 
 専門職や地域との交流会など顔の見える関係性を深めていく取り組みが重要であると考える。 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（ 平成２９年 ７月１８日） 

効果検証の結果  ■①成果の充実 □②成果が見える □③ ①、②以外 

専門性等の該当 ■地域性  ■継続性   ■浸透性（拡張性）  ■専門性  □独自性 

今後の取組み継続に向

けてのコメント（区地

域包括支援センター運

営協議会からの意見） 

活動目標に沿った具体的な活動内容になっており、地域住民だけでなく専門職等に対する活

動も実践できている。様々な関係機関との連携を通じて、現在行っているような積極的なア

ウトリーチ活動が継続的な取組みに繋がると思う。 
 



 

平成 28 年度 平野区喜連地域包括支援センター課題対応取組み報告書 

報告書作成日：平成２９年６月１５日 

活動テーマ 

 
 

支援が必要な方を早期に相談窓口につなげ、地域とつながりをもって安心して生活する事が

出来る環境づくり 

地域ケア会議から 
見えてきた課題 
 

１、認知症の方への理解不足と地域からの孤立。 
２、相談窓口や制度・介護サービス等の周知が不十分。 
３、家族を支える支援体制や社会資源が整っていない。 

対象 介護されている家族、地域住民、専門職、認知症の方 

地域特性 東西に細長く、東部・西部の公営住宅が多い地域と、旧集落が残る閑静な住宅地と公営住宅

が混在している中部に分れる。一部の公営住宅では低層住宅から高層住宅への建て替えが行

われ、転居による生活環境の変化があった。また、圏域内においても地域により生活水準に

差がある。 
活動目標 １、認知症の理解を深め、偏見のない地域を目指す。 

２、地域住民と顔の見える関係をつくり、気軽に相談していただける環境をつくる。 
３、必要な社会資源の周知と、その社会資源を地域に定着させる。 

活動内容 
(具体的取り組み) 
 
 
 
 
 

【認知症の理解を広げていく取り組み】 
１、認知症サポーター養成講座開催 （キャラバンメイト連絡会・ブランチ協働含む） 
・平成２８年５月１２日  喜連地域で開催    参加人数９名 
・平成２８年１０月１９日 喜連地域で開催    参加者３５名 
・平成２８年１０月２６日 東住吉総合高校で開催 参加人数１９名 
・平成２８年１２月７日  常磐会大学      参加者２７名 
・平成２９年２月２４日  喜連西地域で開催   参加者８名  （全５回 ９８名参加）  

２、喜連るんるん交流会開催  
平成２９年２月１８日 参加人数４５名 
若い世代への認知症理解の働きかけとして、毎年サポーター養成講座を行っている、東住吉

総合高校学校長に参加いただいた。また、参加者同士のつながりを大切に、交流する時間を

設けた。 
【相談窓口や制度の周知の取り組み】 
１、ふれあい喫茶や食事サービスへ出向き相談窓口の設置と広報。 （２６回） 
年度途中より新たに喜連西地域の２か所のふれあい喫茶に出向き、体操や情報提供を行って

いる。 
２、老人会やもちつき大会等地域行事に参加、相談窓口設置。 （９回）  
３、民生委員協議会において包括・ブランチの周知活動。（圏域内全４地域） 
４、介護保険・成年後見制度等の講演会開催。 （７回） 
５、金融機関との連携として圏域内郵便局へ周知。 
【介護予防体操と認知症カフェの取り組み】 
１、介護予防体操（通称ポレポレ体操）において参加者の名簿を作成し出欠状況の把握を行

う。 
２、認知症カフェ（通称こてつカフェ）の定期開催。（１２回開催 参加者１６８名）  
１２回のうち７回においてゲストによる講演をおこなった。 

 ・平成２８年５月：ミュージックケア 
 ・平成２８年６月：おくすり教室 
 ・平成２８年７月：写真整理ワークショップ 
 ・平成２８年９月：大阪市消費者センター地域講座 
 ・平成２８年１１月：ロコモティブシンドロームについて 
 ・平成２８年１２月：考えよう！地球温暖化とエネルギー 
 ・平成２９年３月：高齢者の交通安全について 
 



 

 

 

成果 
(根拠となる資料等があれば
添付すること 

①周知活動について：既存のネットワークの強化と新たなネットワーク構築の取り組みがで

きた。 
・ふれあい喫茶をはじめ地域行事に積極的参加を行う事により、新たな支援者との関係構築

ができた。また、より多くの住民とふれあい連合町会未加入者への新たな周知活動に向けた

取り組みへとつながった。 
・若い世代が参加する盆踊り大会や世代間交流に参加し相談窓口を開設した。休日や夜間の

開催であり通常業務時間内では相談ができない就労者や、子育て世代からの相談があり、情

報提供を行った。また、後日自宅訪問し要介護認定申請に至ったケースもあった。 
・民生委員協議会へは２地区において勉強会を開催した。委員改選後は全地域へ出向いた。 
通帳紛失や出入金等金融機関での手続きが困難となり、相談を受けることがあると意見いた

だいたことをきっかけに、金融機関との連携の必要性を感じ、圏域内郵便局へ出向き連携を

申し入れた。 
・地域ケア会議への民生委員の参加は平成２７年度会議開催回数１５回中４回であったが、

平成２８年度は会議開催回数１７回中１０回と大幅に増えた。 
②ポレポレ体操及びこてつカフェが地域資源として定着した 
・ポレポレ体操では、平成２７年度途中から担当者に看護師を配置し２人体制とした。参加

者名簿作成により出欠状況の把握を行い、日頃から身体状況を知ることにより参加者の体調

不良のサインを見逃さず、早期に医療機関へつなぐことが出来た。また、アンケート結果か

ら、体操プログラムも参加者がステップアップできるよう内容検討を行っている。 
・こてつカフェでは参加人数は横ばい状態も、参加者が知人と一緒に来られ新たな参加者と

して定着している。介護をしている方が互いに話しリフレッシュする場となっている。 
年度途中からは１名のボランティアを受け入れ参加者がより気軽に参加できる場となってい

る。 
 
 

今後の課題 認知症の理解について、サポーター養成講座では時間的に参加できない方がいる。サポータ

ー養成講座でなくても、多世代に向けて発信していく事が必要。 
町会未加入者や支援を必要とする方へ、相談窓口や制度の情報が行き渡るシステムをつくる

ことが必要。こてつカフェでは当事者の参加が少ない。今後、地域の各関係機関にも活動を

広く知ってもらい、当該参加者を増やす。そして、参加者にはなんらかの役割を持ってもら

い、カフェにおいての生きがいづくりのサポートを行う。 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（２９年 ７月１８日） 

効果検証の結果  ■①成果の充実 □②成果が見える □③ ①、②以外 

専門性等の該当 ■地域性  ■継続性   ■浸透性（拡張性）  □専門性  □独自性 

今後の取組み継続に向

けてのコメント（区地域

包括支援センター運営

協議会からの意見） 

地域課題の解決に向けて、ふれあい喫茶やサポーター養成講座、盆踊りなどを通じて、町会

未加入者や高齢者以外の世代に向けての周知活動を行っているが、今後も全圏域に拡げるこ

とで、支援が必要な方へのネットワークの構築に向け継続的な取組みに繋がると思う。 
 



 

 

 

平成 28年度  西成区地域包括支援センター課題対応取組み報告書 

報告書作成日：平成 ２９年 ５月 ２４日 

活動テーマ 

 
潜在化しがちな高齢者への早期支援に向けた新たな相談ルートの開拓 
 

地域ケア会議から 
見えてきた課題 
 

27年度、健康状態の悪化による入院により医療機関を通じて地域包括につながる事例が見られ

た。その多くは入院前より複数の生活課題を抱えながら適切な支援につながらないまま生活状態

が深刻化していた単身男性高齢者だった。 

弘治地域は、以前からネットワーク委員会を中心とした高齢者の見守り活動が盛んな地域であ

る。重ねて地域相談窓口（弘治なんでも相談窓口）も開設されていることで、地域住民から地域

包括に寄せられる相談も増加している。 

一方、地域の実情としては、高齢化率は区平均を大幅に上回る高さであるとともに、地域との

つながりが希薄な中高層集合住宅で暮らす区外からの転入高齢者も多くみられる。 

そこで、このような高齢者をより早期に発見し、支援につなぐための新たな相談ルートの開拓

が必要となっている。 
対象 
 

地域とのつながりが希薄なエリアにおいて、支援の必要な高齢者を把握するうえでキーパー

ソンとなる人（集合住宅の管理人、ケースワーカー等） 

地域特性 地区人口：5,374人（男：3,029人、女：2,345人） 
高齢者人口：2,310人（男：1,245人、女：1,065人） 
高齢化率：43.1％ １世帯あたり人員：1.55人 ※H22年国勢調査より 
大阪市（24.8％） 西成区（36.8％）を超える高齢化率であり、統計資料からも独居高齢
者の多く住む地域になっている。 
幹線道路沿いには、地下鉄の駅があり、交通の便もよく中高層集合住宅が多い。商店街の

他、スーパー、ファストフード店なども多く、生活上便利な地域である。 
地域住民による地域活動が盛んに行われ、長年、住み続けている人同士の近所づきあいもあ

り、住民による見守り支援が活発に行われている。 
活動目標 ○新たな相談ルートの開拓 

・地域住民では把握が難しい集合住宅の情報収集。 
・集めた情報を元にアウトリーチ先を絞る。 
・集合住宅の管理人と支援の必要な高齢者の早期発見につながる関係を構築する。 
・相談ルートに関する情報を地域住民と共有し、見守りのネットワークを広げていく。 
・効果的に周知するツールとして、リーフレットを作成する。 

活動内容 
(具体的取り組み) 
 
 
 
 
 

（今までの取り組み） 

【平成27年度】 

 ネットワーク委員会、食事サービス委員会と協働で「地域住民による見守り活動」をテー

マに、年３回の地域学習会を開催し「弘治見守りシート」を作成。「地域住民による見守

り・相談活動」の意識の高まりが見られた。その経過で、地域とのつながりが希薄な集合

住宅で暮らす高齢者の実態把握の困難さが明らかになった。 

【平成28年度】 

１．中高層集合住宅（47ヶ所）の情報収集を進める。 

 地域包括の持つデータから過去の相談、訪問歴を確認。 

訪問により家主、住宅管理会社 バリアフリー状況等を調査し、リスト化する。 
２．住宅管理人との連携をめざし、継続訪問する集合住宅をピックアップ。顔の見える関係

づくりのため、定期的に訪問。 
３．集めた情報をネットワーク委員と共有し、見守りの輪を広げていく。 
 地域学習会を開催し、集合住宅を対象とした活動内容を紹介。参加者より、相談のつなぎ

役となるキーパーソン（住宅管理人等）のいない住宅形態（文化住宅、アパート）に住む

高齢者の実態把握が課題として見えてくる。新たに得た情報を元に、アプローチ先をさら

に広げる。 
４．ケースワーカーとの情報交換会を開催する。 
 地域住民、地域包括による見守り支援の届きにくいエリアを担当するケースワーカーとの



 

 

 

情報交換を行い、支援を必要とする高齢者の早期発見のための連携について意見交換。 
５．リーフレットを作成する。 
手に取ってもらいやすいコンパクトなリーフレットを作成し、ポスティング、管理人窓口へ

の配架等を依頼。職員の訪問時にも携行し随時周知活動を行う。 

成果 
(根拠となる資料等があれば
添付すること) 
 
 
 

１．中高層集合住宅の実態把握。（別紙） 
２．訪問を通じて住宅管理人の協力が得られ、リーフレットのポスティング、エレベーター

内ポスター掲示、相談にもつながった。 
３．ネットワーク委員との地域学習会を通じて、集合住宅へのアプローチ内容を共有し、地

域に住む高齢者の実態を確認。「見守りの輪」の拡大について、ともに考える機会とな

った。 
４．ケースワーカーとの情報交換会開催により、ケースワーカーがイメージする「地域包括

の活動や役割」を知ることができ、連携強化のために必要な課題を把握することができ

た。 
５．新たに作成したリーフレットは持ち運びに便利で、ケースワーカーの訪問時に携帯を依 
頼することができた。 

今後の課題 １．支援を必要とする高齢者の早期発見には、ケースワーカーとの連携強化は必須であり、

「困った時の相談窓口」に終わらない「予防的視点」での地域包括の役割・活動内容をケ

ースワーカーに周知する必要がある。 
２．新たな相談ルートづくりとして、薬局、コンビニ、ファストフード店、銭湯など、高齢

者が日常的に出かける先へのアプローチを継続的に行う必要がある。 
 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（ 平成29年7月26日 ） 

効果検証の結果  ■①成果の充実 □②成果が見える □③ ①、②以外 

専門性等の該当 ■地域性  ■継続性   ■浸透性（拡張性）  ■専門性  □独自性 

今後の取組み継続に向

けてのコメント（区地

域包括支援センター運

営協議会からの意見） 

地域と協働の見守り活動から明らかになった実態把握の課題について、家主への戸別訪問や

ケースワーカーとの情報交換会の開催等、関係機関を広げ連携を深めながら着実に取組みを

進めている。また、取組み状況を地域にフィードバックし、課題の共有に努めている。実施

内容を検証し、効果的な方法を検討して次の展開につなげており、専門性の高い取組みとい

える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

平成 28年度  玉出地域包括支援センター課題対応取組み報告書 

報告書作成日：平成 29年 5 月 22 日 

活動テーマ 
 

地域見守り支援事業 －認知症対応強化に向けて－ 

地域ケア会議から 
見えてきた課題 
 

・認知症高齢者事例の増加に伴い早期発見、介入の必要性について再認識が行われた。地域

住民、地域関係団体と専門機関、医療機関との連携の必要性が事例からも確認されている。

見守り支援体制の仕組み作りのプロセスを共有することが、早期発見へつながるために、関

係団体との地域課題の共有、具体的な解決方法について検討していく。 
対象 
 

・玉出・南津守・千本地域在住の独居・夫婦世帯 
・地区ネットワーク委員会・民生委員会・地域のケアマネージャー、介護事業所、入所施設 

地域特性 ・高齢化率は上昇し、単身高齢者向けの住宅も増加している。住宅密集している地域から、

工業地帯と地域によって環境に対する課題が違っている。見守り支援に関係する地域組織の

活動も活発であり、地域行事も盛んである。南津守地区は子育て世代が増えている。 
活動目標 ・圏域における関係団体の連携の強化 

 地域関係団体と地域の介護事業所、専門職との顔の見える関係作り 

活動内容 
(具体的取り組み) 
 
 
 
 
 

≪見守り支援体制づくり≫ 
①認知症資源マップの作成 
 福祉関係団体、地域団体、医療機関の協力を得てマップを完成（南津守地区） 
 マップワーキング会議 １回 （完成後の配布計画） 
 地域行事、ネットワーク委員会、老人会、民生委員会、関係事業所 1000部配布 
 マップをツールとした見守り活動検討・・ネットワーク委員会、民生委員会 
②見守り支援活動の協働 
 玉出地区における見守り支援、緊急カード登録・・登録 436件 
 見守り活動 ５回  見守り活動ミーティング ５回 
③地域関係団体、専門機関交流（玉出地域ケア会議の活用） 
 地域の専門機関とネットワーク委員会、地区社協等とのケア会議にて認知症について議論

を行う。⇒課題解決のために議論を行う。地域課題解決のためのコアメンバー会議の承認 
≪地域住民への啓発≫ 
④地域啓発活動  
・はつらつサークル、１００歳体操にて認知症に対する啓発・・勉強会開催、情報提供 
 ・地域交流学習会 玉出、南津守、千本地区にて介護予防や認知症をテーマとした活動。 
  千本地区39人 南津守地区 30人 玉出地区 ４５人  

成果 
(根拠となる資料等があれば
添付すること) 

・認知症資源マップが完成することにより、関係地区から認知症の啓発の企画提案などの連

絡も入り、入所施設と合同で、認知症サポーター養成講座を行うことが出来た。介護予防を

テーマとした取り組みを啓発活動の入り口とし、見守り支援体制の横断的な対応として地域

住民、関係団体との関係が深まってきている。地域を単位とした見守り支援体制づくりを継

続していく。 

今後の課題 ・認知症強化型地域包括支援センターとして、圏域の課題対応と区の支援体制との連携を図

る必要がある。 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（ 平成29年7月26日 ） 

効果検証の結果  ■①成果の充実 □②成果が見える □③ ①、②以外 

専門性等の該当 ■地域性  ■継続性   ■浸透性（拡張性）  □専門性  □独自性 

今後の取組み継続に向

けてのコメント（区地

域包括支援センター運

営協議会からの意見） 

認知症資源マップを作成する過程を通じて、地域や関係機関と地域課題を共有し、地域と介

護事業所の顔の見える関係づくりにつなげている。新たな見守りの協力先の開拓や見守り支

援活動の展開に向けて、完成したマップの活用方法（「どこに」「どのように」配付するのか

等）について地域や関係機関と話合い、協働した取組みとなるように期待したい。 



 

 

 

平成 28年度  西成区北西部地域包括支援センター課題対応取組み報告書 

報告書作成日：平成 29 年 5 月 10 日 

活動テーマ 

 
 

高齢者自身が役割を持って参加し、生きがいにつながる居場所づくり 

地域ケア会議から 
見えてきた課題 
 

初期段階で独居認知症の方を把握できるようなネットワークが充実していないため、早期段

階で適切な支援につなげる事ができていない。 
独居高齢者が自身で役割を持って参加し、生きがいにつながるような居場所が少ないが地域

と協働で新たに立ち上げるためのシステムの構築ができていない。 
対象 
 

地域住民及び関係機関 

地域特性 集合住宅は多いが、高齢化、過疎化が顕著であり、独居の方も多い。徒歩圏域内にスーパー

や商店街など社会資源はある。地域関係者の高齢化も課題であり、世代交代を望む声が多く

聞かれる。 
活動目標 ネットワークの充実と、住民の主体性を引き出すとりくみ 

活動内容 
(具体的取り組み) 
 
 
 
 
 

① 松之宮集会所を活用した誰でも参加できる体操教室を協働で開催する。 
（8月より開催。年8回） 
② ブランチが主体となり地域の関係者と協働し、梅南はぎのさと別館で圏域に関係なく地
域住民が参加できる指編み教室を開催する。（毎月1回） 

③ 長橋地区集会所を活用して世代に関係なく周知し、出張相談会、出前体操教室を開催す
る。（年1回） 

④ にしなり隣保館で、出張よろず相談会を開催する。（年5回） 
⑤ 住宅棟責任者集会に参加し、包括の総合相談窓口機能の広報をする。（年2回） 
⑥ オレンジカフェ介護家族会を毎月1回開催し、参加者と共に認知症について学んだ。 
（毎月1回） 

 
 

成果 
(根拠となる資料等があれば
添付すること) 

松之宮集会所での体操教室の開催は、住民の声から始まったことで当初は内容を考えること

も、広報、準備等も協働で行なってきたが、今年度からは徐々に住民が主となり内容も吟味

し取り組める形となりつつある。負担に感じる反面、充実感、達成感を得られるようになっ

てきており、もっと充実させていきたい、拡大したい、と積極的な姿勢がうかがわれる。 
また、各地で開催してきた出張相談会では、来訪者は少ないものの地域住民に包括機能を周

知する働きは果たせ、微小ながらネットワークの拡大につながった。 

今後の課題 ・住民主体の取り組みの拡充。 
・新たなネットワークの構築に努め、包括の総合相談機能を周知し、課題が重篤化する前に

相談してもらえる関係を充実させる。 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（ 平成29年7月26日 ） 

効果検証の結果  ■①成果の充実 □②成果が見える □③ ①、②以外 

専門性等の該当 ■地域性  ■継続性   ■浸透性（拡張性）  □専門性  □独自性 

今後の取組み継続に向

けてのコメント（区地

域包括支援センター運

営協議会からの意見） 

集会所を活用した集いの場を開催し、参加者の意見を取り入れながら住民主体の活動に展開

している。また、相談が入る仕組みづくりの一環として、出張相談会の開催や市営住宅の責

任者との連携にも努めている。高齢者が地域とつながる居場所づくりをきっかけに、地域の

支援者を増やす取組みに広がっている。 



 

 

 

平成 28年度  西成区東部地域包括支援センター課題対応取組み報告書 

報告書作成日：平成 29年 4月 1日 

活動テーマ 

 
 

高齢者が認知症等になっても安心して暮らし続けることができる地域づくり 

地域ケア会議から 
見えてきた課題 
 

独居の認知症高齢者への支援が求められており、今後この支援を十分なものにするため、認

知症高齢者の早期発見・早期対応と、地域の介護力向上のための取り組みや、ネットワーク

づくりが必要である。 
対象 
 

集合住宅の家主・管理人、地域の民生委員・ネットワーク委員、自宅で高齢者の介護を行っ

ている家族等。 

地域特性 ①高齢化率が高い       ④高齢者世帯に占める単身世帯が多い。 
②男性の割合が高い      ⑤借家住まいの方が多い。 
③生活保護受給率が極めて高い ⑥他都道府県出身者が多い。 

活動目標 高齢者の些細な変化に気づくことができる「気づきのネットワークづくり」と地域の介護力

の向上を図る。 

活動内容 
(具体的取り組み) 
 
 
 
 
 

①ブランチと協働し、集合住宅の家主管理人、不動産会社等の訪問を通じ、地域包括支援セ

ンター・ブランチの周知と、気になる高齢者がいれば早期に相談いただくよう連携を求め

た。 
②民生委員・ネットワーク委員の会合へ積極的に参加し、地域包括支援センター・ブランチ

との連携依頼を行うとともに、介護予防や高齢者虐待、特に認知症高齢者の早期発見に対

する協力を求めた。 
③健康講座『ふらっと』喫茶『よってこ』を開催し、地域住民（高齢者を介護する家族を含

む）に対し介護予防や認知症予防の集いの場を提供した。 
④認知症高齢者を専門的な医療機関につなぎ、鑑別診断等をもとに適切な支援を行う。 
 
 

成果 
(根拠となる資料等があれば
添付すること) 
 
 
 

①集合住宅の家主・管理人からの相談が増加した。また、必要な支援の理解が進み、地域包

括支援センターへ相談する手前で地域の介護事業所へ相談しているケースも見られた。 
②民生委員やネットワーク委員からの相談が増加した。また、地域別ケア会議への参加へ協

力していただき、高齢者の見守り等にご尽力いただけた。 
③健康講座『ふらっと』喫茶『よってこ』の参加者が増え、少しずつ地域の集いの場となっ

てきている。 
④認知症初期集中支援事業（にしなりオレンジチーム）と連携し、専門的な医療機関へつな

ぐことができた。 
今後の課題 ①地域関係者からの相談の増加、高齢者支援に対する協力が得られるようになった。今後は、

介護が必要になる前に相談いただき、予防的支援が必要である。特に認知症は周囲から気付

きにくいため、認知症高齢者を早期発見できる取り組みが必要である。また、喫茶『よって

こ』を認知症に関する相談・集いの場として、より充実させていきたい。 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（ 平成29年7月26日 ） 

効果検証の結果  ■①成果の充実 □②成果が見える □③ ①、②以外 

専門性等の該当 ■地域性  ■継続性   ■浸透性（拡張性）  □専門性  □独自性 

今後の取組み継続に向

けてのコメント（区地

域包括支援センター運

営協議会からの意見） 

家主や管理人、地域関係者からの相談が増えている点は、粘り強い働きかけの成果として評

価できる。地域課題をふまえて新たに開催した集いの場の意義を地域と共有し、「高齢者の

見守りの場」「認知症に関する相談・集いの場」となるよう、対象者の把握や場への誘い出

し等、地域と協働しながらの今後の展開に期待したい。 


