
令和３年度地域包括支援センター事業計画 

 

成田市西部北地域包括支援センター 

 

 【評価結果を踏まえた改善点】 

オンラインを活用した研修会や事例検討会を認知症地域支援推進員と連携して

開催します。 

コロナ禍で地域の活動が制限されています。感染状況を鑑み、感染対策を行い

生活支援コーディネーターと連携して、地域資源の把握や地域住民への情報提供

等、支え合う街づくりを行っていきます。 

地域ケア会議後のモニタリングを確実に行います。 

＜担当する圏域の課題＞ 

ニュータウン地区は独居や高齢者世帯が増加しています。①支援が必要になって

も近隣に身内がいない ②疎遠で支援が受けられない、身内との関わりを拒絶する 

③高齢者や介護する家族も多くの悩みを抱えている ④地域とのつながりもなく孤

立している ⑤世帯構成の多様化（非親族世帯等）等、支援体制の整備や身近な地

域で支えるネットワークの構築が必要です。 

八生・豊住地区は、地域との結びつきが強く、地域での助け合いがありますが、

後期高齢者の増加で介護や医療の必要性が高まると思われます。健康維持・介護予

防や重度化を防止し、地域での助け合いを継続していく必要があります。 

＜重点目標＞ 

１ ニュータウン地区では、元気な時から地域活動や社会活動に参加しながら、地

域とのつながりを持ち、地域で支え合う街づくりの支援を行っていきます。多く

の問題を抱えたケースは、関係機関と連携の強化を図り、早期解決に向けて、迅

速にきめ細やかな対応を行い、ネットワークの構築を図ります。生活支援コーデ

ィネーターと連携し、地域の様々な社会資源の把握や活用を行い、地域のネット

ワークを広げ、より身近な相談所として活動していきます。 

２ 八生・豊住地区では、民生委員や地区役員等と情報共有を図り、埋もれている

ケースや困難ケースを把握し、支援を行っていきます。支え合う街づくりを継続

できるように、生活支援コーディネーターと連携し、健康維持、介護予防や重度

化防止を図り、地域での生活が継続できるように支援していきます。 

 

業務 計画内容 

介護予防ケアマネジ

メント業務 

・要支援者や事業対象者に介護サービス、独自サービス 

 基準緩和型サービス、インフォーマルサービス等の情

報提供を行う。地域で自立した生活を継続できるよう

に多様な資源をプランに位置付け、介護予防を図る。 

・公平中立をモットーに、利用者の意向に基づき、情報

提供を行い、円滑にサービスが利用できるように支援

する。 

・対象者の支援が適切に行われているか、定期的にサー
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ビスの実施状況をモニタリングし、効果を評価・管理 

 する。 

総合相談支援業務 ・高齢者の身近な相談所であることを周知するために、

パンフレットを作成し、包括支援センターだよりを 

 年 3 回発行する。夜間、休日も適宜対応する。パンフ

レットや包括だよりに夜間、休日の相談体制を記載し、

地域住民に周知を図る。 

・相談ケースは、三職種が共同して対応し検証等を行い、

それぞれの専門性を活かし解決にあたる。緊急性の有

無の判断を常に意識し、市に報告を行い、連携して対

応する。 

・包括が周知され、ニュータウン地区の相談数が増加し、

新規相談も毎日あり来所者も多いため、支所と情報共

有し地域を固定せずに対応していく。 

権利擁護業務 ・虐待については、市の高齢者虐待マニュアルに従い市 

 と連携して対応する。 

・消費者被害は、被害の早期発見ができるように消費生

活センター等と連携し、周知啓発を行っていく。 

・成年後見制度や日常生活自立支援事業の利用が必要な 

 高齢者に適切に対応し、制度の理解を深める活動を行 

 っていく。 

包括的・継続的ケアマ

ネジメント支援業務 

・困難事例に対しては、適時個別ケア会議を開催し、多 

 職種で問題解決を図る。必要に応じ、認知症初期チー 

 ムとの連携を図る。 

・自立支援型の事例検討会を 5包括合同で年 1回開催す 

 る。 

・医療ニーズが高く、支援を必要とする高齢者や認知症

の方への対応技術向上の研修会や事例検討会を開催す

る。 

・介護支援専門員からの相談に対して、同行訪問、情報

提供等を行うなど、後方支援を行っていく。 

【評価結果を踏まえた改善点】 

・昨年、研修会や事例検討会を企画したが、新型コロナ

ウイルスの影響で中止になってしまった。今年度はオ

ンラインの活用や感染対策を行い開催する。 

多職種協働による地

域包括支援ネットワ

ークの構築 

・高齢者やその家族が介護や医療だけでなく、経済的な 

 課題、住宅の退去、精神疾患、ゴミ屋敷等ケースの積

み重ねにより連携が図られている。世帯構成の多様化

等で、新たな課題を抱えた事例に柔軟に対応するため、

さらに連携強化を図り、ネットワークの構築を図る。 

・災害対応については、市と連携を取り、適切な対応を

行う。緊急時は包括内で連絡を取る体制を整え、臨機

応変に対応する。 

地域ケア会議 ・困難事例については、適時個別地域ケア会議を開催す 

 る。 



・地区社協ごとの小地域ケア会議を開催し、地域で起き 

ている問題や困りごと等を共有し、解決に向けての話 

し合いを行う。解決できない課題は市に提言する。 

・地域の集まりを利用した地域ケア会議を開催し、地域

課題の発見や把握、地域資源の情報提供を行っていく。 

【評価結果を踏まえた改善点】 

・個別地域ケア会議のモニタリングは随時行い、会議後 

半年を目安に確認を行う。小地域ケア会議のまとめ、 

参加者へのフィードバックを行う。 

認知症施策の推進 ・市、かかりつけ医、認知症サポート医、警察、金融機

関、コンビニ等と連携し、早期発見を行い、対象者を 

 把握して適切な対応を行う。 

・徘徊での事故を防止するため、ＧＰＳ装置の活用、市

のステッカー、介護サービスの利用を勧めながら、地

域住民に徘徊時の危険リスクを知ってもらうために模

擬訓練等を行い、地域のネットワークを構築する。Ｓ

ＯＳネットワークの課題分析を行い、早期発見ができ

るように体制作りを行う。 

・認知症地域支援推進員と連携し、オンラインを活用し

た研修会等を開催する。 

・コロナ禍で感染に配慮し、地域での講座や認知症カフ

ェ等を行う。感染状況を見ながら、開催方法を検討し

ていく。 

・市から依頼された認知症サポーター養成講座を積極的 

 に受け、地域の方に認知症の理解を深めるようにする。 

・認知症初期集中支援チームと連携し、適切な医療や介 

 護等、地域での生活が継続できるようにする。 

・認知症家族の会（オアシスの会）に毎月参加し、介護 

 者の相談や交流を支援する。個別対応が必要なケース

は適切に対応する。 

在宅医療・介護連携の

推進 

・病院、訪問診療、訪問看護、薬局、介護事業所等と常

日頃から連携を図り、癌末期や医療ニーズの高いケー

スは在宅生活がスムーズに行えるように、迅速に対応

する。 

・在宅医療・介護連携支援センターの研修会等に積極的 

 に参加し、ネットワークを構築する。 

生活支援サービスの

体制整備 

・2 層の生活支援コーディネーターと共に、地域の情報

収集を行い、地域住民に地域資源の情報提供を行って

いく。 

・生活支援の担い手として元気な高齢者の社会参加（市 

 の認定ヘルパー、介護支援ボランティア制度等）の促

進を図るため地域住民に情報提供する。 

【評価結果を踏まえた改善点】 

・なりたいきいき百歳体操のグループを増やし、地域で

の見守りや支え合いを支援する。 



介護予防の推進 ・住民主体の活動である「なりたいきいき百歳体操」が 

 23ヶ所で行われている。グループへの訪問、情報提供、

意見交換等、住民からの要望もあり、継続のための支

援を生活支援コーディネーターと一緒に行っていく。 

・かかりつけ薬局による生活機能低下者早期発見事業に 

 適切に対応し、地域の薬剤師との連携を強化する。 

・地域住民から要望が強い、健康づくりのための講座を

開催する。 

その他評価結果等を

踏まえて改善，見直し

等をすべき項目 

・コロナ禍で感染予防、感染者への対応等、今後も市と

連携を密に行い、行事の開催等はその都度市と協議し

進めていく。地域の活動が自粛されているが、高齢者

のフレイル防止を行うため、感染防止対策を十分に行

い積極的に活動していく。 
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成田市南部地域包括支援センター 

＜担当する圏域の課題＞ 

近隣に支援者のいない高齢者世帯や独居高齢者世帯が増えています。また支える

家族の高齢化も支援者不足に繋がっている現状があると考えます。地域よりコロナ

禍で自宅にて過ごす時間が増えた事で、気力や体力の低下を心配する声が聞かれて

います。地域活動の再開を支援する事や、支えあい・助け合いの仕組みを図る必要

があります。 

家庭内に高齢者以外の多様な問題が内在する場合や、解決困難な疾患を抱える方

と向き合う場面などは、関わりの複雑さや対応期間の長期化が生じます。様々な機

関との連携を深めて、慎重に解決策を検討していく仕組みを構築する事が必要と考

えます。 

＜重点目標＞ 

１ 様々な関係機関と協力して個別の課題に向き合い問題の解決に向けた取り組み

の中からネットワークの構築を行います。また今後も予想される自然災害に備え

て、地域の課題を共通認識し、支えあいや声掛け見守り等の連携が図れるような

取り組みを行います。 

２ コロナ禍で活動が見合されていた地域活動の拠点を訪問し、活動の再開に向け

た支援を行っていきます。地域住民が其々の立場で、お互いを理解し役割を持ち

生き生きと活躍出来るように地域活動の活性化を図ります。 

 

業務 計画内容 

介護予防ケアマネジ

メント業務 

・総合事業対象者・要支援者に対して個々の生活課題に

向き合い、身体機能の改善のみならず家庭や地域での

役割が継続出来るような視点でアセスメントを行う事

を心掛ける。 

・サービス利用検討時には介護保険サービス以外の地域

の様々な資源や取り組みを紹介する事で、利用者や家

族が必要なサービスを自ら決定し選択する事が出来る

よう支援する。 

・サービスの実施状況は必要時及び定期的にモニタリン

グを行いその効果を評価し管理していく（委託してい

るプランも同様とする）。 

総合相談支援業務 ・地域活動に参加し身近で気軽な相談窓口である事を周

知していく。また、周知活動に活用出来るような、季節

感のあるタイムリーな話題を掲載した包括便りを作成す

る（年 3回発行）。 

・来所される相談者に対して適切な情報提供を行う事が

出来るように受付窓口の整理整頓を行う。 

・3 職種が協力して課題解決に向けた取り組みを行う、



其々が専門職としての知識を深めスキルアップに努め

る。 

【評価結果を踏まえた改善点】 

・疾病の特性などで対応が困難なケースは、市に報告し

多機関で連携し対応策を検討していく。民生委員や地域

の関係者とも協働していく。 

権利擁護業務 ・虐待事例については速やかに市に報告し、連携を図り

ながら解決に向けた取り組みを行う。 

・警察や消費生活センターと協力し、高齢者をターゲッ

トとした、地域に発生している問題を共有し、予防に向

けた具体的な対応策等を地域に出向く事や包括便りを利

用して周知していく。 

・成年後見人や日常生活支援事業の制度が必要な場合は 

関係機関と連携し、制度の利用に繋がる取り組みを行う。

成年後見人制度の周知も行っていく。 

包括的・継続的ケアマ

ネジメント支援業務 

・対応困難な場合は、関係機関の多職種と協力し個別会

議を開催し対応策を検討する。病状などから急を要する

場合は速やかに適切な支援に繋がる事が出来るよう、市

と連携して対応していく。 

・地域ケア会議などの場面に介護支援専門員の参加を促

し、地域の関係者との顔の見える関係作りを支援する。 

【評価結果を踏まえた改善点】 

介護予防、重度化防止に繋がる自立支援型の事例検討会

を、全包括で協力して開催する。 

多職種協働による地

域包括支援ネットワ

ークの構築 

・多職種と連携し、ネットワークの構築を図り、知識を

深める事が出来る事例検討会や研修会を企画開催してい

く。多数が参加出来るよう開催方法も工夫していく。 

・日頃から医療機関や様々な窓口との連携を図り、必要

時には速やかに相談が出来て、問題を多方面から検討出

来る態勢を整える。 

・災害時などは市と連携し、区長、民生委員など地域関

係者と協力して対応に当たる事が可能となるよう、日頃

の連携を心掛ける。 

地域ケア会議 ・必要時に個別の会議を関係者と協力して速やかに開催 

する。会議の開催を積み重ねる事で関係機関との連携を 

強化し、地域課題を抽出していく。 

・個別の会議や地域の声を反映する形で小地域ケア会議 

を開催する。会議終了後に会議録やアンケート結果を配 

布し、会議の内容を参加者で共有する。 

・地域防災についての取り組みを継続する。地域の防災 

訓練等にも参加し、協力体制の構築に努める。 



認知症施策の推進 ・認知症高齢者やその家族からの相談に適切に対応し、

医療介護の連携を図り、対応事例の積み重ねの中から支

援者のネットワーク作りを行う。 

・認知症サポーター養成講座を開催し、認知症に対する

理解者を育てる。また、講座の終了後も活躍出来るよう

支援していく。 

・認知症初期集中支援チームと協力して、適切に医療介

護に結びつけ、本人・家族の支援を行う。民生委員や地

域住民からなどの協力も得られるように働きかけを行

う。 

・認知症家族の会「オアシスの会」に参加して、本人・

家族の不安に寄り添い支援する。 

【評価結果を踏まえた改善点】 

昨年度はコロナ禍で多世代に向けた認知症サポーター養

成講座の開催は出来なかった。対応可能な状況であれば、

学生に向けた講座を開催していく。 

在宅医療・介護連携の

推進 

・入退院時に「千葉県地域生活連携シート」を活用し、

医療機関との情報共有に努め、退院後のスムーズな在宅

生活に向けた調整を行う。病状急変のリスクが高い場合

などは、関係機関との連携を強化し、緊急時の対応策を

検討していく。 

・成田市在宅医療・介護連携支援センターと協力し、市

内の医療機関の情報を共有する。また、開催される研修

会に参加し、多職種とのネットワークを構築する。 

生活支援サービスの

体制整備 

・生活支援コーディネーターと協力し、地域の資源や情

報の収集に努める。また、「介護支援ボランティア制度」

などを周知して、高齢者の社会参加の促進を図る。 

・地域の交流の場に訪問し、日常に取り入れる事の出来

る介護予防につながる活動を紹介するなどの情報提供を

行っていく。 

【評価結果を踏まえた改善点】 

・多様な文化や価値観の相互理解を図る事が出来るよう

制度や仕組みの周知を行う。 

介護予防の推進 ・コロナ禍で活動を中止している団体（高齢者クラブ、

なりたいきいき百歳体操など）の活動再開に向けた取り

組みを支援していく。 

・高齢者が進んで参加し、介護予防や地域の見守りが行

えるような取り組みを行う。 

・薬剤師会と協力して地域の情報収集に努める。 

その他評価結果等を

踏まえて改善，見直し

等をすべき項目 

 

 



令和３年度地域包括支援センター事業計画について 

 

成田市西部南地域包括支援センター 

＜担当する圏域の課題＞ 

成田地区は市内でも特に高齢者世帯や独居高齢者の多い地区である。ライフスタ

イルの変化により参道を中心に以前はあった地縁関係が希薄になっている。虚弱な

高齢者や認知症高齢者に加え、生活困窮や障がい者、多頭飼育等の多様な課題を抱

えた世帯の相談が増えている。また、地域での支えあい、徒歩で行ける居場所や相

談場所づくり、買い物の支援に対する課題も出てきている。中郷地区については、

比較的三世代同居が多く、古くからの地縁も残っているが、一方で、独居や身寄り

のない世帯もあり、高齢化率も高い地域である。農村地については、移動や買い物

の支援についても課題と思われる。 

 

＜重点目標＞ 

１ 介護や医療に繋げるだけでは解決できない重層的な課題を抱えるケースをはじ

め、さまざまなケースについて地域関係者、多職種、多機関による地域ケア会議

を積極的に開催し、地域支援ネットワークの構築に努める。見守りや声かけ等住

民の連携体制の構築について、住民として具体的に何ができるか検討を深め、取

り組みを進める。 

２ 市や他センターと協力して、認知症サポーターに対するフォローアップ講座を

企画し、認知症になっても誰もが安心して暮らせる地域づくりに向けてサポータ

ー同士のネットワーク構築や新たな社会資源開発の啓発を図る。 

３ 生活支援コーディネーターや社会福祉法人、企業等と協働により、買い物ツア

ーや移動販売等の継続、拡大を推進する。 

 

業務 計画内容 

介護予防ケアマネジ

メント業務 

・要支援認定者、基本チェックリストによる事業対象者

等総合事業利用者について、対象者の心身の状況、お

かれている環境その他の状況に応じて、自らの選択に

より訪問型サービスや通所型サービスほか市の高齢者

福祉サービスやインフォーマルな地域資源等の活用等

が包括的かつ効果的に提供されるよう自立支援を目指

したケアマネジメントを行う。 

・基準緩和型のサービスを積極的にプランに取り入れ、

介護予防と生活支援が一体的に推進できるように努め

る。 

・対象者の支援が適切に行われているか、定期的にサー

ビスの実施状況をモニタリングし、効果を評価管理す

る。 



総合相談支援業務 ・地域の方々が気軽に相談しやすいように、高齢者の集

まる場に積極的に足を運び、日頃から顔の見える関係づ

くりに努める。センター便りを 2ヵ月に１回発行する。 

・相談の緊急度に応じて迅速な対応を心掛ける。また、

三職種の専門性を十分に発揮し、連携して個別ケースに

対応する。 

・地域密着型サービス事業所で開催される運営推進会議

に参加し、サービス事業所や家族、民生委員、自治会役

員等との情報交換を行い、ネットワークの構築を図る。 

権利擁護業務 ・権利擁護について分かりやすいパンフレットを作成し、

民生委員定例会や高齢者クラブ、サロン等で配布する。 

・成年後見制度、虐待防止、消費者被害について高齢者

クラブやサロン等で広報・アンケートを実施し、要望に

応じて研修会や寸劇等の出前講座にて分かりやすい啓発

を行う。 

・消費者センターと圏域の被害状況について定期的に情

報共有を行い、包括便りやサロンにて再発防止について

の広報を行う。 

・認知症等により判断能力の低下が見られる場合には、

日常生活自立支援事業や成年後見制度が必要か否かを判

断し、制度の利用に繋げる。 

包括的・継続的ケアマ

ネジメント支援業務 

・居宅介護支援事業所を訪問し、介護支援専門員の抱え

るニーズをヒアリングする（年 12回）。 

・介護支援専門員に要望に沿った実践力向上のための勉

強会（研修会）を実施し（年 2回）、介護支援専門員のネ

ットワーク構築を図り支援する。 

・月 2 回の包括会議で挙げられた困難事例や居宅訪問で

相談されたケースについて、民生委員等地域関係者も交

えた事例検討会を年 4回実施する。検討事例に関しては、

その後も３ヶ月毎にモニタリングしていく。 

・地域の介護支援専門員に地域ケア会議への参加を通し

て、民生委員や地域関係者との顔の見える関係づくりを

支援する。 

・全包括合同で、自立支援のための多職種検討会を年１

回開催する。 

・介護支援専門員同士のネットワーク構築のため、「ケア

マネサロン」を開催。ケアマネジャーが主体的に集える

環境づくりを支援する。（年６回） 

【評価結果を踏まえた改善点】 

専門職を対象とした事例検討会やサロン等をオンライン

で開催する。 

多職種協働による地

域包括支援ネットワ

ークの構築 

・個別ケア会議、事例検討会を定例で行い、それぞれの

地域や専門職の構成員を召集し、ネットワークの構築を

図る。 

・小地域ケア会議にも医療・福祉等多職種の参加を促し、



顔の見える関係づくりを推進する。 

【評価結果を踏まえた改善点】 

コロナ禍においてはオンライン等を工夫して開催する。 

地域ケア会議 ・個別ケア会議 

地域の民生委員（地区社協）、地域関係者に参加を呼びか

け、定例で実施する(年 4 回)。その他、必要な場合に随

時開催する。 

・介護予防・自立支援型ケア会議を他センターと協力し

て開催する。 

・小地域ケア会議 

圏域のいきいきサロン、あおぞら会等に出向いて実施す

る。圏域で起きた個別検討事例（ケアマネジャー事例検

討会と連動）について支援の方向や地域課題を多職種で

考える（地区ごと年 6回）。 

地域の支えあい構築と住民主体の活動を支援するための

ケア会議を年 6回および必要に応じて開催する。 

【評価結果を踏まえた改善点】 

・中央地域ケア会議 

市、全包括共同で市全域の課題について中央地域ケア会

議を開催する。 

認知症施策の推進 ・地域の要請に応じて、認知症介護指導者による認知症

講演会を実施し、認知症理解の普及・啓発を行う。 

・市、認知症地域支援推進員、認知症コーディネーター

と連携し、認知症サポーターのフォローアップ研修を企

画し、今後の活動の場の拡大やサポーター同士のネット

ワーク構築を図る。 

・毎月定例で認知症カフェを開催し、認知症家族の会や

ボランティアとの協力・連携の下、認知症の方やその家

族、地域住民が気軽に集い、つながれる場所を提供し情

報を発信する。また、新たなボランティア発掘を行い、

住民主体の認知症カフェの立ち上げを支援する。 

・初期集中支援チームについて民生委員定例会等で広報

を行い、SOS ネットワーク、認知症地域支援推進員、か

かりつけ医や認知症サポート医と連携し、対象者を把握

し、早期発見・早期治療が出来るよう支援する。 

・認知症家族の会（オアシスの会）に参加し（月 1回）、

介護者の相談、交流を支援する 

・高齢者クラブ、サロン等で成田市認知症ガイドの普及

を行う。 

在宅医療・介護連携の

推進 

・成田市在宅医療介護連携支援センターと連携し、圏域

の介護支援専門員と医療関係機関との交流会、情報交換

会を実施し、連携体制作り、それぞれの業務の理解、顔

の見える関係作りを行う。 

・地域ケア会議への参加要請を通して、医療と介護がス

ムーズに連携できるようネットワークの構築を図る。 



生活支援サービスの

体制整備 

・生活支援コーディネーターと協働し、いきいきサロン

ごとに開催している「井戸端会議」を、小学校区での「支

え合い会議」開催に向けて取り組んでいく。高齢者を含

む世代を超えた住民主体の助けあい活動や交流の場が社

会参加や生きがいにつながることを啓発し、無理のない

立ち上げを支援する。 

【評価結果を踏まえた改善点】 

・生活支援コーディネーターや社会福祉法人、企業等と

協働により、成田・中郷地区にて買い物ツアーや移動販

売等の継続、拡充に向けて取り組む。 

介護予防の推進 ・一般介護予防事業の普及啓発を行う。100 歳体操につ

いては活動の場の情報提供を行い、立ち上げを支援する。 

・地域のサロン等で既に行われている独自の体操（3B体

操）や健康サークル、お茶飲み交流の場等を訪問し、現

状の把握・継続を支援する。 

その他評価結果等を

踏まえて改善，見直し

等をすべき項目 

【評価結果を踏まえた改善点】 

・生活支援コーディネーターが変更となるため、センタ

ー全体で地域との関係性の維持、向上に努める。 

 



令和３年度地域包括支援センター事業計画について 

 

成田市東部地域包括支援センター 

＜担当する圏域の課題＞ 

・東部圏域共通の課題として、交通の便が悪く、独居の方などは車に乗れなくな

ると外出が大変になる。解決のために、オンデマンド交通などの資源はあるが、

予約が取りづらい、利用が不便と話される方も多く、実際には家族の送迎支援な

どがないと在宅生活が買い物一つとっても大変であるため、既存のサービスの改

良や新たな開発が課題である。 

・どの地区においても地域特有の繋がりで助け合いが行われてはいるものの、病

気などが原因でその繋がりから外れてしまう、もしくは転居してきた事で近所付

き合いがなく、繋がりに入れていない方は孤立していってしまう（地域から排除

されていく）傾向が強い。特に大栄地区はアパートが多く、その傾向が強い。各

地区において地域との繋がりを維持するための仕組み作りが課題である。また、

久住地区においては下総、大栄地区と比較すると高齢化率は低いものの、介護保

険サービスの利用について、抵抗を感じているケースもあり、利用者と家族と双

方の支援が必要とされる。 

・東部圏域は面積としては成田市の半分を占めるものの、唯一小規模多機能型居

宅介護の事業所がないなど、介護サービス事業所数が他の圏域に比べ非常に少な

い。特に訪問介護の事業所は圏域内に１か所しかなく、サービス利用の際の調整

が大変な場合が多い。また、居宅介護支援事業所も数は少なく、ご利用者様の紹

介を行う際に担当ケアマネジャーの調整を行うことが難しくなってきている。介

護保険サービスだけではなく、地域に存在する資源を上手く活用する事を意識し

ながら、環境整備を進めていく事が課題である。 

 

＜重点目標＞ 

１ 昨年度に引き続き、民生委員・児童委員の方達との連携を中心にしつつ、地区

社協やその他の資源（交番等）の社会資源との地域のネットワークの強化を図っ

ていく。コロナ禍において、各団体の動きに制限がかかっていることを鑑み、よ

り細目に情報共有を行うなど、連携を意識するようにする。 

 

２ 日常の業務や、地域ケア会議等を通じ、圏域内の各地域の課題の収集を積極的

に進め、市への提言に繋げる。 

 

３ 令和２年度において、下総地区にて包括が事務局を務める「喫茶ひまわり」は

コロナ禍の影響により開催が出来なかった。令和３年度においては、ボランティ

アの方たちと相談し、コロナ禍においてもどのように開催をしていくか、協議し、

地域住民の集いの場としての機能を継続出来るようにしていく。 



 

業務 計画内容 

介護予防ケアマネジ

メント業務 

・ケアプラン作成時には，利用者自身が地域の一員として生

活する流れが生まれるようなプラン作成を心掛けていく。そ

のためにも，介護保険サービスのみならず，老人クラブ等の

インフォーマル資源の活用を位置付ける事を積極的に意識す

る。 

・上記の視点を委託居宅介護支援事業所への支援の際にも意

識する。 

【評価結果を踏まえた改善点】 

・委託居宅介護支援事業所のケアプランチェックの際に、適

切と思われる社会資源は担当ケアマネジャーにお伝えし、

必要に応じプランへ位置付けて頂くよう、引き続き支援を

行っていく。また、令和２年度は開催出来なかったが、「ケ

アマネ座談会」を今後開催する際に、お伝えする時間を設

けるようにする。 

・基準緩和型サービスの推進については、通所型サービスの

事業所で東部圏域へサービス提供が可能な事業所が新規開

設されたことを踏まえ、必要に応じプランへの位置付けを

委託居宅介護支援事業所へも意識して頂くよう、支援を行

っていく。 

総合相談支援業務 ・各相談の早期解決に向け，フォーマル・インフォーマル問

わず連携を取るよう心掛ける。その際、民生委員・児童委員

との連携が現在の状況においては多く必要となる場面が多い

ので，毎月行われる民児協定例会等を利用し，密な情報交換

に努める。 

・圏域が広く，なかなか気軽に相談が行えない方もいるであ

ろう事を鑑み，包括支援センターの周知も兼ね、久住地区に

て無料出張相談会を実施する。（毎月） 

【評価結果を踏まえた改善点】 

・R3.2現在、専門職が１名不足している。R3.4より新規採用

による雇用の確保が見込めている。 

権利擁護業務 ・地域の団体等へ出向いての小地域ケア会議等の内容として，

成年後見制度や，虐待防止，消費者被害等についての出前講

座を提案する。実施の際には圏域の交番等から地域実情など

を伺い、有益な情報提供が出来るようにしていく。 

【評価結果を踏まえた改善点】 

・令和２年度において、地域の団体向けに出前講座として成

年後見制度等を提案したものの、コロナ禍の影響で断られる

など、出前講座が実施出来なかった。令和３年度においては、

最低１回以上は実施していくこととする。実施の時期につい

て、ワクチン接種が進み、地域住民も安心して出前講座を受

け入れられるようになっていくと予想される年度後半を軸に

調整を図り、コロナ禍においても地域のニーズ把握を行える

よう意識的に動いていくこととする。 



包括的・継続的ケアマ

ネジメント支援業務 

・東部圏域の地域性として口コミで情報が伝わり易い特徴を

活かすため，地域の催し（敬老会や各団体の活動など）に参

加し，地域包括支援センターのＰＲを行っていく。 

・包括便りを発行し、包括の活動周知に繋げる。（年２回） 

・奇数月にケアマネジャーを対象とした座談会「ケアマネ座

談会」を開催し、ケアマネの困りごとの解決や地域課題の発

掘を行う。（年６回） 

・ケアマネ座談会にて見えた課題等に対し、介護支援専門員

向けの情報交換会や研修会等の企画・開催を行う。（年１回以

上） 

・全包括合同にて、自立支援のための他職種検討会を開催す

る。（年１回） 

【評価結果を踏まえた改善点】 

・ケアマネ座談会は包括の事業所へ各居宅介護支援事業所の

ケアマネジャーへお集まりいただき開催をしていたが、令和

２年度は感染予防のため、開催が出来ずに終わってしまった。 

集合スタイルでの座談会を再度開催が出来るようになるまで

は、包括支援センターより各事業所を訪問し、少人数や短時

間でのケアマネジャーからの困りごとの聞き取りを行うな

ど、座談会のスタイルを変更して実施をしていくこととする。 

・上記の座談会で収集した課題についての情報交換会等は、

共有の方法については、インターネットを利用した共有のほ

か、資料の郵送を行うなどコロナ禍を意識した柔軟な対応を

行うこととする。 

多職種協働による地

域包括支援ネットワ

ークの構築 

・多職種が集まり協議をする機会として、地域ケア会議やイ

ンターネットを活用した研修会の場などを活用する。その中

で顔の見える関係性を作り、地域包括支援ネットワークの構

築へと繋げていく。 

【評価結果を踏まえた改善点】 

・令和２年度においては、地域ケア会議の開催件数が減少し

たため、多職種の協議の場を持つ機会も減少することとなっ

た。 

今後は、ワクチン接種が進み、生活に落ち着きを取り戻し、

以前同様に地域ケア会議を行い、その中での意見交換を行え

るようになることを待ちつつも、インターネットを活用した

研修の場なども積極的に活用し、多職種連携に努めていく。 

地域ケア会議 ・地域の課題の洗い出しのために，ケアマネ座談会の場を活

用するほか、地域の団体等へ出向いての小地域ケア会議を行

う。（年３回以上、新型コロナウイルスワクチン接種が普及す

ると見込まれる年度後半で計画する） 

・日々の業務の困難事例やケアマネジャーからの事例相談を

個別のケア会議に繋げていく事を積み重ね，行政への報告・

提案に繋げていく。（年６回以上） 

・市主催の地域包括ケア推進会議には必ず出席し，市の目指 

す方向性と東部包括の方向性のすり合わせを行う。 



【評価結果を踏まえた改善点】 

・地域団体へ出向いての小地域ケア会議は、新型コロナウイ

ルスワクチン接種が普及すると見込まれる年度後半に開催を

計画し、確実に開催していけるよう努める。 

認知症施策の推進 ・認知症初期集中支援チームとの連携強化を図るためにも，

繋いだ事例がある場合には、毎月行われる報告会に必ず参加

し，情報の共有を図る。 

・小地域ケア会議の内容の一環として，地域団体向けの認知

症サポーター養成講座の開催をする。（年１回以上） 

・養成講座後，修了者へボランティアセンターなど今後の活

動の場に繋がる情報提供を行う。 

在宅医療・介護連携の

推進 

・各病院で主催される研修等には積極的に参加し，顔の見え

る関係作りを行う。 

・ケースの支援において，積極的に主治医などと連携を図り，

医療とのネットワーク構築を行う。 

・成田市在宅医療・介護連携支援センターと積極的に情報共

有を図り、連携をとっていく。 

生活支援サービスの

体制整備 

・支援サービスの開発に当たっては地域性を考慮し，住民が

使い易いサービスを探していく。 

・生活支援コーディネーターと連携し、地域資源開発につい

て検討を進めていく。 

【評価結果を踏まえた改善点】 

・令和２年度において、移動販売や買い物バスツアーについ

て生活支援コーディネーターと意見交換を行ったものの、具

体的な実現には至っていない。移動販売の新規参入業者等の

話があれば、進展に向け、引き続き検討を行っていく。 

介護予防の推進 ・既存の百歳体操グループの支援を行うとともに，新たな百

歳体操のグループの発足に向け，地域住民へ百歳体操のアピ

ールを行う。令和３年度は，１グループ以上の新規立ち上げ

を目指す。 

・相談内容・相談者の状態に応じ、介護予防教室の紹介・参

加への促しを行っていく。 

その他評価結果等を

踏まえて改善，見直し

等をすべき項目 

【評価結果を踏まえた改善点】 

・包括が事務局を務める、「喫茶ひまわり」は、昨年度はコロ

ナ禍の影響により開催が出来なかった。令和３年度において

は、ボランティアの方達と内容について検討し、再開をして

いけるよう努める。 

 



令和３年度地域包括支援センター事業計画について 

 

成田市西部西地域包括支援センター 

＜担当する圏域の課題＞ 

公津地区は，①高齢化率が低く，大型マンション・大学・商業施設や医療機関，

交通機関等さまざまな資源が充実する公津の杜周辺地区と，②高齢化率が高いが住

民同士の互助の関係が強い印旛沼周辺地区，③高齢化が進み，要介護状態となる方

の増加が見られる住宅街地区，とに三分されると分析をしています。 

① 公津の杜周辺地区は，高齢であっても徒歩で移動できる圏内に生活に必要な資源

が密集しており，自立した活動が行い易く暮らし易い環境である反面，各地から

移り住み，地縁や新たな住民同士の関係が希薄であるという課題，また，呼び寄

せ介護を行う（行う可能性がある）世帯も多く存在すると考えられます。民生委

員が不在の地区もあるなど，身近な見守り体制の面で課題が生じています。 

② 印旛沼周辺地区では，地縁や近隣との関係が厚く，何かあったら自然に助け合え

る環境であるという地域の強みがある一方，心身の機能が低下すると「自力で必

要な場所に出掛けること」が困難となり，閉じこもりを招いてしまうという課題

があります。この地区にお住まいの方からの相談件数は少なく，相談できる場所

としての地域包括支援センターの認知度を高めることも課題と捉えています。 

③ 徐々に高齢化が進む住宅街地域では，認知症に関することやお一人暮らしの高齢

者に関すること，要介護認定に関すること等の相談が増えており，今後も更に増

えることが予測されます。地区によってはセンターが自治会等と協働し，助け合

いの仕組みづくりや介護予防につながる活動の支援を展開しているところもあ

りますが，未だ関わり自体が少ない地区もあるため，今後こうした地区との連

携・協働の体制を整えることを課題と認識しています。 

 

＜重点目標＞ 

どのような困りごとを抱えた方であっても安心して地域での生活が実現できる

「地域共生社会」の実現に向け，高齢者に限らず，様々な対象者をも含み，複合化・

複雑化したケースへの支援を展開できるよう，他機関の専門職等と連携・協働し，

重層的支援体制構築に取り組む。 

①「地域生活課題」の把握と解決への取り組み：包括的支援事業全般および小地域

ケア会議の開催，また，生活支援コーディネーターの活動等を通じて，地域住

民が抱える「地域生活課題」を把握するとともに，解決に向けた取り組みを協

働する。 

②「複合化・複雑化したケース」に対する支援体制構築への取り組み：複数の困り

ごとが重なっている複雑な支援ケースに対し，多機関・多職種が協働し，チー

ムで継続支援ができるような体制づくりを行う。 

 



 

業務 計画内容 

介護予防ケアマネジ

メント業務 

（方針） 

要支援認定者および総合事業対象者の「その人が目指す自立 

した生活」を個別的に捉え，利用者本人が主体的に取り組め 

るケアプランを作成する。一部業務委託をしている居宅介護 

支援事業所についても同様とする。 

（具体策） 

・センター内におけるケース検討の機会や OJT を通じた自立

支援型ケアマネジメントを徹底する。【通年】 

・居宅介護支援事業所からケアプラン原案の提出を受けたと

きに自立支援の視点についての確認を行う。【通年】 

・サービス担当者会議を通じ，自立支援が確実に実践できる

ためのサービス事業者へのアプローチを行う。【通年】 

総合相談支援業務 （方針） 

困りごとを抱えた方が相談にたどり着けるよう，より一層セ

ンターの周知を図るための取り組みを行う。複合化・複雑化

した個別ケースに対し，関係する他機関との支援チームの構

築，継続した協働を行う。 

（具体策） 

・センターだよりの発行【6月・10月・2月】による周知 

・各地区のニーズに応じ，出張相談の機会を企画する【通年】 

・複数の困りごとが重複する「複合化・複雑化」した相談ケ

ースについて「ことわらない相談支援体制」を整え，関係

機関と協働し支援を展開する。【通年】 

権利擁護業務 （方針） 

高齢者虐待や消費者被害また成年後見制度の活用など，何ら

かの生活上の解決すべき課題を抱えた方をなるべく早くに発

見し，良い状態に改善できるための支援，必要な制度の活用

につなげるための支援を実践する。 

（具体策） 

・総合相談支援において，必要に応じて成年後見制度等の 

活用支援をする。【随時】 

・高齢者虐待に関する通報の受付を行う。相談に対しては，

行政および関係機関と協働して対応する。【通年】 

・消費生活センターや警察と連携しての市民向けの講座を開

催する。【年 2回】 

包括的・継続的ケアマ

ネジメント支援業務 

（方針） 

自立した方も要介護状態の方も「その人なりの望む生活，自

立した生活」が実現できるよう，地域包括支援センターおよ

び居宅介護支援事業所の介護支援専門員がケアマネジメント

を実践できる環境を創る。ケアマネジメントを行う上で，介

護保険サービスのみならず，効果的な社会資源の利用ができ

るよう地域の関係者とのつながりを支援する。 

（具体策） 



・自立支援に向けた多職種参加による地域ケア個別会議の実

施【全センター合同開催】 

【評価結果を踏まえた改善点】主任介護支援専門員を対象と

した「スーパービジョン」に関する研修会の開催【年１回】 

【評価結果を踏まえた改善点】スーパービジョンを目的とし

た事例検討会の開催【年２回以上】 

・介護支援専門員に対する法定研修等に係る情報提供【随時】 

・介護支援専門員からの相談に応じ，支援困難ケースなどの

対応について協働するとともに,必要に応じて「個別ケア会

議」を開催する。【随時】 

多職種協働による地

域包括支援ネットワ

ークの構築 

（方針） 

総合相談支援における多職種協働に加え，複合化・複雑化し

た個別ケースに対応するための他機関・多職種協働が実現で

きるような支援体制を構築する。 

（具体策） 

・個別ケース対応の場面での多職種協働【随時】 

・複数のニーズを抱えた複雑な相談ケース対応の場面におい 

 て，生活困窮やひきこもり，障がい，子ども等に関する専

門機関の担当者とチームで支援を行う【随時】 

【評価結果を踏まえた改善点】多機関・多職種が相互理解と

効果的な協働をするための研修会等の開催【年１回】 

地域ケア会議 （方針） 

「成田市地域ケア会議マニュアル」に則った個別ケア会議と 

小地域ケア会議および中央地域ケア会議に係る取り組みを 

行う。それを通じて地域の皆様が共通して抱える課題を明 

らかにし，対応策を検討，協働する。 

（具体策） 

・「個別ケア会議」を開催する。【随時】 

【評価結果を踏まえた改善点】個別ケア会議開催後，話し合 

った内容の情報共有とモニタリングを実施【開催時】 

・「小地域ケア会議」（全体会議および地区ごとのチームケア 

会議）を開催する。 

・「小地域ケア会議」では，災害時の独居高齢者等の安否の確

認や避難行動支援について協議し，マニュアルを作成する。 

・「中央地域ケア会議」開催への参画をする。【随時】 

・地域の関係団体等が主催する集まり等に参加し，地域生活 

課題の把握や意見交換，情報提供等を行う。【随時】 

認知症施策の推進 （方針） 

認知症の方が，必要なケアを受けながら地域で暮らし続ける

ことができるよう，相談支援および医療を含むケアチームへ

のつなぎと支援の協働を行うとともに,認知症の人を地域で

支えるための地域づくりを行う。 

（具体策） 

・認知症に関する相談を受け付けていることの周知を行い，

相談対応をする。【通年】 



・認知症に関する相談のうち，必要が判断された場合に認知

症初期集中支援チームの活用を行う。【随時】 

・認知症サポーター養成講座を実施する。【年 2回以上】 

在宅医療・介護連携の

推進 

（方針） 

医療・介護を必要とする高齢者が，適時適切な支援を受けら

れるように，相談支援と医療・介護関係者の真の連携が実現

できるようにする。 

（具体策） 

・医療関係者と合同の事例検討会，講演会，勉強会等に参加

し，関係者同士の関係を構築するとともに，それぞれが抱

える課題を把握，認識する。【随時】 

・総合相談支援業務および介護予防ケアマネジメント業務等

を通じ，平時および入退院時等の場面における連携への取

り組みを行う。【通年】 

生活支援サービスの

体制整備 

（方針） 

支援を要する状態となっても，地域での生活が快適に送れる

ように，必要な生活支援がどのようなものかを明らかにし，

適切な社会資源につなぐこと，また，無い資源を創り出すた

めの取り組みを行う。 

（具体策） 

・総合相談支援事業および介護予防ケアマネジメント業務等，

また，第 2 層生活支援コーディネーターの活動を通じ，必

要とする日常生活支援について把握する。【通年】 

・「小地域ケア会議」の場で，地域の関係者と話し合い,必要

とされる地域生活課題を明らかにする。【随時】 

・第１層生活支援コーディネーターと連携し，必要な資源に

ついての情報提供などを受けるほか，新たに資源を創り出

す取り組みを協働する。【通年】 

介護予防の推進 （方針） 

高齢者が要支援・要介護状態となることを予防し，自ら自立

した状態を維持するための取り組みができるよう,住民への

情報提供や，活動の場の提供，創設の支援を行う。 

（具体策） 

【評価結果を踏まえた改善点】なりたいきいき百歳体操の新

たな活動チームが増えるように，地域の各団体等に出向い

て情報提供，働き掛けを行う。【通年】 

・市民が自ら要介護状態となることを予防することや，健康

づくりに取り組めるような意識を持てるための取り組みを

継続する。（高齢者等が集まる場で情報提供する）【通年】 

・高齢者が自ら参加でき，地域の他の人と交流し，活動でき

る場を企画，開催する。【年 6回以上】 

その他評価結果等を

踏まえて改善，見直し

等をすべき項目 

コロナ禍における研修会・事例検討会の開催については，オ

ンラインでの開催を検討し，個人情報の保護に関するルール

を定めるなど体制を整える。 

 


