
資料 NO.３ 

 

令和２年度 

松戸市基幹型地域包括支援センター 

運営実績報告 

 

 

 

 

2021年 7月 29日（木） 

令和 3年度 第 2回 松戸市介護保険運営協議会資料 

地域包括ケア推進課 



1 

目  次 

基幹型地域包括支援センターについて ................................................................................... 2 

１ 基幹型包括設置の目的 ..................................................................................................... 2 

２ 基幹型包括の位置づけ ..................................................................................................... 2 

３ 基幹型包括の体制 ............................................................................................................ 2 

令和２年度基幹型地域包括支援センター運営実績 ................................................................. 3 

１ 業務共通事項の実施方針.................................................................................................. 3 

２ 個別業務の実施方針 ......................................................................................................... 7 

（1）総合相談支援業務 .......................................................................................................... 7 

（2）権利擁護業務.................................................................................................................. 9 

（3）包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 ................................................................ 12 

（4）地域ケア会議関係業務 ................................................................................................. 13 

（5）介護予防ケアマネジメント業務・指定介護予防支援業務 .......................................... 15 

（6）在宅医療・介護連携推進業務 ...................................................................................... 16 

（7）認知症総合支援業務 ..................................................................................................... 16 

（8）生活支援体制整備事業 ................................................................................................. 20 

（9）松戸市指定事業 ............................................................................................................ 20 

 
 



2 

基幹型地域包括支援センターについて 

１ 基幹型地域包括支援センター設置の目的 

松戸市民が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けられるよう、医療・介護・予
防・住まい・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムを構築することが必要である。地域
包括ケアシステムの構築にあたっては、医療・介護・福祉等に関わる幅広い関係機関・関係者の連携・
調整を推進していくことが重要となる。そのため、こうした連携・調整を推進するための中核機関とし
て、日常生活圏域を担当する地域包括支援センター（以下、「地域包括」という。）とともに、地域包括
の統括・総合調整・後方支援等を行うための基幹型地域包括支援センター（以下「基幹型包括」という。）
を設置している。 

２ 基幹型包括の位置づけ 

基幹型包括は、介護保険の保険者である市が行う業務の一環として、地域包括の統括・総合調整・後
方支援等の業務に重点的に取り組んでいる。また、市直営の機関として、市役所本庁内に設置し、地域
包括の業務と高齢者施策全般及び他の関連施策との密接な連携を図る。 

 

３ 基幹型包括の体制 

基幹型包括は高齢者支援課地域包括ケア推進担当室内に設置され、令和 2年度は地域包括支援センター
班・地域支援班（フレイル担当）・庶務班の 3 班体制をとり、主任介護支援専門員、介護支援専門員、保健
師、看護師、歯科衛生士、管理栄養士、社会福祉士、事務職の計 40 人が配置されている（会計年度任用職
員含む）。基幹型包括業務は、地域包括支援センター班の 7 人（保健師・社会福祉士）が担当地区を持ちな
がら、行っている。 
福祉まるごと相談窓口には上記の内、保健師、社会福祉士、精神保健福祉士の計 5 人（会計年度任用職

員）が配置されている。 
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令和２年度基幹型地域包括支援センターの取り組み 
 以下、令和 2年度の基幹型包括の運営方針ごとに、その取り組みを記載する。 

１ 業務共通事項の実施方針 

（1）事業運営体制の充実 

① 地域包括における業務の実施方針を、地域包括支援センター長会議（原則毎月開催）、地域包括全職
員を対象とした合同連絡会や研修会等で明示するとともに、各地域包括の事業計画策定に対し支援・
助言等を通じて、基幹型包括と地域包括の運営方針の共有及び連携の強化を図る。 
＜取り組み＞ 
 地域包括における業務の実施方針を 5 月（4 月は新型コロナウイルスの影響により開催中止）の
センター長会議で明示した。併せて、基幹型包括職員は、各地域包括と令和元年度の包括評価をも
とに、前年度の目標達成状況を確認し、課題を整理した。その結果をもとに、令和 2 年度の事業計
画について協議した。これらの過程を通じて、基幹型包括と地域包括の運営方針の共有及び連携強
化を図った。 

  
② 地域包括の自己評価結果に基づき、地域包括が実施した事業の点検・評価を行うとともに、松戸市

介護保険運営協議会を通じて、行政による点検・評価の結果を決定する。あわせて、地域包括事業
の点検・評価結果を公表する。 
＜取り組み＞ 
基幹型包括は、地域包括から提出された自己評価をもとに判定会議を実施した。その結果を第 3

回松戸市介護保険運営協議会にて報告し、決定した評価を市ホームページに掲載した。 
 
③ 地域包括の事業評価の結果を活用して、各地域包括への支援・助言等の充実や、地域包括間のノウ

ハウの共有等を図る。 
＜取り組み＞ 
第 3 回松戸市介護保険運営協議会にて決定した評価を地域包括支援センター長会議で説明し、結

果の共有を行った。併せて、地域包括の取り組みや事例対応等の好事例をまとめた冊子を作成し配
付した。この冊子を用いて、基幹型包括の地区担当が各地域包括と個別面談を行い、令和元年度の
振り返りと令和 2 年度の取り組みについて協議を行った。 

  
④ 地域包括間の業務・連絡調整の円滑化及びノウハウの共有を図る。 

＜取り組み＞ 
地域包括支援センター長会議を 11 回開催（4 月は新型コロナウイルスの影響により開催中止）し

情報共有や地域包括間の連絡調整を行った。また、基幹型包括及び地域包括に配置されている職種
ごとの部会及び自立支援型地域個別ケア会議、介護予防事業者管理者会議にて、下記の取り組みを
行い、ノウハウを共有した。 
〇保健師看護師部会     4回開催中 4回出席 
基幹型包括が主導で「地域診断」を実施した。地域診断の流れや考え方をともに学び、地区毎に
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社会資源を整理し、今後の介護予防の取り組みに必要な基礎資料を作成する過程を通じ、ノウハウ
を共有した。 
〇主任介護支援専門員部会 ４回開催中 3 回出席 
「介護支援専門員を取り巻く環境や介護支援専門員への支援体制」に関し、介護保険課の担当者

と情報共有、意見交換を実施した。また、「コロナ禍における利用者支援のための多職種連携」をテ
ーマに事例検討、意見交換を行い、ノウハウの共有を行った。 
次年度の部会活動全般に対する意見、期待すること等を把握するため、アンケートを実施した。 

〇社会福祉士部会     ６回開催中４回出席 
対応に苦慮している事例を検討し、アプローチ方法や活用できる資源等の情報共有を行った。ま

た、障害福祉課に部会への参加を依頼し、精神障害を持つ高齢者のケース対応について、障害福祉
課職員を含めて検討するなど、連携等について意見交換を行った。 
〇自立支援型地域個別ケア会議 12回開催中 10回出席 
地域ニーズの把握及びインフォーマルサービス利用のノウハウを共有するために、生活支援コー

ディネーターが会議に出席できるよう調整した。また、検討する事例選定は、自立支援やアセスメ
ントの視点を共有及び検討できる事例となるよう、居宅介護支援事業所と地域包括を支援した。 
〇介護予防支援事業所管理者会議 ４回開催中 3回出席 
フレイル予防事業を説明し、介護予防に資する新たな市の取り組みについて情報共有を図った。 

 
⑤ 市の広報媒体やセンターだよりの作成及び配布、関係団体等との連携に基づき、地域包括のＰＲを

推進する。 
＜取り組み＞ 
広報誌「こんにちは地域包括支援センター」、「地域包括支援センターだより」を作成し、市内公

共施設へ設置、全町会長・自治会長宛に送付した。また、「広報まつど特集号（令和 2年 9月 23日
号）」や市ホームページに地域包括の所在地や取扱業務等についての情報を掲載し、広く周知を図っ
た。 

 
⑥ 土日、夜間等における連絡体制を整備する。 

＜取り組み＞ 
基幹型包括は、土日祝を含め緊急時の連絡体制を整えている。 
令和 2年度に対応した事例は、徘徊高齢者の保護に関するものや事故等による病院への緊急搬送

といった特徴があった。 
〇平日夜間 17 時以降：訪問 8 件・面談 4件・電話 66 件 合計 78 件（前年度 99件） 
〇土日、休日：訪問 1 件・電話 20 件          合計 21件（前年度 40件） 

 

（2）担当圏域のニーズ等に応じた業務の実施 

① 地域包括に対して、担当圏域の現状やニーズの把握に必要な情報を提供する。 
＜取り組み＞ 
地域包括に、地区の課題解決に向けたワーキング（地域住民や民間企業等との協議、実践の場）

および生活支援コーディネーター会議の内容及び取り組みの進捗状況を集約した資料を提供した。
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また、松戸市介護保険運営協議会で協議した地域包括の運営状況をまとめた資料や、2019年度地区
別 JAGES調査結果や日常生活圏域別事業対象者特定者/要支援・要介護認定者数、地区別人口一覧、
松戸市高齢者保健福祉・介護保険事業に関するアンケート調査結果（介護支援専門員）を提供した。 

 

（3）地域包括支援センター職員の確保・育成 

① 地域包括職員の資質向上に向けた研修計画を策定・明示し、計画的な研修の開催や参加支援を行う。 
＜取り組み＞ 
 下記のとおり合同連絡会（包括合同研修会）及び、地域包括新人職員向け研修会を計画し実施し
た。また、県・協議会等主催の研修を案内し、参加調整等を行った 
  〇合同連絡会（包括合同研修会） 3 回開催 

第 1 回 
開催日時 令和 2 年 8 月 18 日（火） 
開催内容 セルフネグレクト、支援拒否事例への支援 
研修講師 あおぞら診療所 川越 正平 院長 

 
第 2 回  
開催日時 令和 2 年 12月 15 日（火） 
開催内容 地域包括支援センター業務のオンライン化について 
研修講師 まつど NPO 協議会 阿部 剛 氏 

 
第 3 回 
開催日時 令和 3 年 1 月 19 日（火） 
開催内容 支援困難事例の対応と関係構築について 
研修講師 足立区社会福祉協議会 和田 忍 地域福祉部長 

  
〇地域包括支援センター新人職員向け研修会 1回開催 

開催日時 令和 2 年 7 月 16 日（木）・17 日（金） 
開催内容 高齢者支援課（基幹型包括）・関係課の役割、業務内容等の説明 
研修講師 市職員（高齢者支援課・生活支援課・介護保険課・障害福祉課） 

 
② 地域包括職員の育成の観点から、職種別専門部会への支援の強化を図るとともに、地域包括の事業

評価を活用した実践的な学びの場の提供等を行う。 
＜取り組み＞ 
「１ 業務共通事項の実施方針 （1）事業運営体制の充実」の 「③地域包括の事業評価の結果

を活用して、各地域包括への支援・助言等の充実や、地域包括間のノウハウの共有等を図る」及び
「④地域包括間の業務・連絡調整の円滑化及びノウハウの共有を図る。」参照 

 
③ 地域包括の求めに応じて、市の広報媒体の活用等を通じて、地域包括職員の募集を支援する。 

＜取り組み＞ 



6 

地域包括からの依頼のもと、4件の職員募集情報を市ホームページに掲載した。 

（4）個人情報保護の徹底 

① 市の個人情報保護に関する規程に従って、基幹型包括及び地域包括における個人情報保護の徹底を   
図る。 
＜取り組み＞ 
地域包括の委託契約書において、個人情報取扱特記事項を定め、取扱いの指針を示すとともに、

市作成の「個人情報保護に関するマニュアル」を配付するとともに、各センターの個人情報保護の
取り扱いを確認し、徹底を図った。 
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、Zoom 等を用いたオンライン会議を導入するにあたり、

個人情報の取扱いに関する注意点を周知し、情報セキュリティ対策を講じた。 
 

（5）利用者満足の向上 

① 苦情対応の実施方針を明示するとともに、地域包括が受けた地域包括や行政及び福祉サービス等に
関する苦情について報告を受け、協議する機会を設ける。 
＜取り組み＞ 
苦情対応の実施方針を仕様書に示した。苦情対応フローに、地域包括は苦情受理後速やかに基幹

型包括へ報告することと、苦情申立人、苦情対象者双方の状況を確認しながら対応することを示し
た。これらのフローに示し、苦情対応状況を迅速に共有、協議できる体制を整えた。 
基幹型包括で受理した苦情は 4 件、地域包括が受理した苦情は 22 件であり、そのうち地域包括

に対する苦情は 9 件あった。また、受理した苦情は、基幹型包括内で共有する時間を設け、必要時
すべての地域包括へも共有し、再発防止に努めた。受理した苦情の内容は、利用している養介護施
設の対応や担当職員に関するものが大半であり、日頃から他機関と連携しておくことで、苦情対応
がスムーズに進むため、今後も連携強化を図っていく必要があった。 

 
② 地域包括が受けた対応困難な苦情は、地域包括と基幹型包括が協力しながら対応し、課題解決に努

める。 
＜取り組み＞ 
地域包括と基幹型包括が協力して対応した苦情は 1 件であり、苦情申立人、苦情対象者双方が同

じ高齢者の支援者であり、連携が図りづらい状況が原因であった。基幹型包括と地域包括がともに
苦情申立人、苦情対象者に状況を確認し、苦情対象者へ指導を行ったことで、改善を図ることがで
きた。 

 

（6）公正・中立性の確保 

① 地域包括が公正かつ中立性を確保し、相談者に対し介護サービス事業所・施設、居宅介護支援事業
所等を紹介したり、指定介護予防支援業務の委託先の選定することを徹底する。 
＜取り組み＞ 

3 月に実施した地域包括運営業務委託説明会（令和 2 年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止



7 

の観点から書面開催）において、公正かつ中立性の確保について説明した。 
 
② 松戸市介護保険運営協議会において、公正・中立性を確保する観点から必要であると判断した事項

について報告・説明等を行い、承認を受ける。 
＜取り組み＞ 

令和 2 年度、公正・中立性を確保する観点から報告が必要であると判断した事項について、下
記のとおり松戸市介護保険運営協議会において報告・説明を行い、承認を受けた。 

  
〇令和 2 年 6 月 4日開催 
議題「①令和 2年度委託型包括運営方針 ②令和 2 年度基幹型包括運営方針」 

〇令和 2 年 7 月 30 日開催 
議題「令和元年度地域包括運営状況」 

〇令和 2 年 10 月 22 日開催 
議題「①令和元年度基幹型包括運営方針の実施報告 ②令和元年度地域包括事業評価の 

結果と概要 ③令和 2 年度地域包括事業評価の方向性と評価項目」 
〇令和 3 年 2 月 18 日開催 
議題「①令和 2年度包括事業評価見直し点 ②令和 2 年度地域包括個別評価基準 

③（基幹型包括・委託型包括）令和 3 年度運営方針まとめ ④委託型包括令和 3年度運営
方針 ⑤基幹型包括令和 3 年度運営方針」 

 

２ 個別業務の実施方針 

（1）総合相談支援業務 

① 地域包括が対応する個別事例の緊急性を把握しつつ、地域包括だけでは対応が困難な事例など、地
域包括から支援要請があった相談事例について、相談事例解決に向けた直接的な支援を行う。 
＜取り組み＞ 
多問題を抱える高齢者世帯や経済的に困窮した身寄りのない高齢者、セルフネグレクトや虐待ケ

ースなど地域包括で対応困難となった事例に対し、83件の同行訪問を行い、他機関の協力を得なが
らサービス調整を図り、解決を図った。 
平成 27 年度から弁護士を行政アドバイザーとする「地域包括ケアシステム構築支援アドバイザ

ー 」を、平成 30 年度からは行政書士へ簡易な法律相談ができる仕組みとして「地域包括ケアシス
テム推進活動」を開始している。複雑困難な事例に対し、地域包括の負担軽減、スキルアップを図
るための後方支援体制を整備している（図 1）。 
また、令和２年度は松戸市介護保険運営協議会にて、相談事例集の作成についてご意見を頂き、

作成したものを地域包括に配付し、スキルアップに努めた。 
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② 地域包括における相談事例の状況を把握・分析し、相談事例への効果的な対応に向けた方策を検討

するとともに、スキルアップを図るために基幹型包括内で事例検討会等を実施する。 
＜取り組み＞ 
地域包括から毎月提出されるレビュー台帳及びモニタリングシートを活用して状況把握を行い、

必要に応じて地域包括に詳細な情報を確認しながら、事例対応や地域包括の後方支援を行った。 
事例対応や包括の後方支援を行うに当たり、基幹型包括内で検討し支援方針の共有を行うととも

に、関係機関からの助言を得るなど、スキルアップを図った。 
 
③ 市全域を対象にしたワンストップ相談窓口（福祉まるごと相談窓口）において、障害分野・児童分

野などについても基礎的な相談対応や適切な機関の紹介ができる地域共生相談を実施する。 
＜取り組み＞ 
ワンストップ相談窓口（福祉まるごと相談窓口）の新規相談受理件数は 641 件（月平均 53.4 件）

であり、前年度の 434件から増加した。本人又は家族への支援回数 延 1,813 回、関係機関への相
談、調整回数 延 2,576回であった。また、新規 641 件の内訳は、児童を対象とする相談 8 件、障
害（身体・知的）に対する相談 50件、精神障害に関する相談 144件、高齢者に関する相談 463件、
生活困窮に関する相談 53件、ひきこもりに関する相談 28件、その他（ダブルケア、難病等）の相
談 42 件であった（件数は重複あり）。相談内容に応じて、庁内他課への同行による案内や他機関の
紹介を行うとともに、地域包括とも連携し、たらい回しの防止と相談の中断を回避するよう努め、
ワンストップサービスを徹底した。 
また、令和元年 10月より設置されている 3 環境区（中央圏域・小金圏域・常盤平圏域）の福祉ま

るごと相談窓口において、市民にとってより身近な場で相談を受け付けている。 
 
④ 医療・介護・福祉等の関係団体の会議・行事等への積極的な参加等を通じて、市レベルの関係団体・

機関・行政のネットワークの構築を図る。 
＜会議等参加・支援実績＞ 
町会自治会連合会、民生委員児童委員協議会、地区社会福祉協議会、高齢者支援連絡会、在宅ケ

ア委員会、認知症研究会、千葉県５市介護保険主管者協議会、千葉県 11 市保健福祉主管部長会議等

図 1
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に参加し、ネットワーク構築に努めた。 
 
⑤ 複合化した課題を抱える世帯への支援体制の整備等地域共生社会に向けた取り組みを強化するため

に、「松戸市福祉相談機関連絡会」を定期的・継続的に開催し、多分野における相談機関の連携を推
進する。 
＜取り組み＞ 
松戸市福祉相談機関連絡会の構成機関は、前年度より 3機関増加し、31 機関となった。関係機関

に松戸市福祉相談機関連絡会を周知したことで構成機関数が増え、各分野での連携強化を図れる体
制を整備した。 

4 回開催（うち 1 回は書面開催）し、3 事例について事例検討し、各機関からの意見を踏まえて
支援方針を決定した。また、各機関の連絡先や職員体制、役割と機能等を示した説明資料を作成し、
配布した。 

 
⑥ 地域包括マニュアルや相談受付マニュアルを整備し、相談支援の標準化を図る。 

＜取り組み＞ 
地域包括マニュアル及び相談受付マニュアルは、毎年内容を更新し、相談支援における最新の情

報を提供している。内容の更新にあたっては、地域包括から相談の多い内容や対応に苦慮した事例
等に対応方法や、提出書類の書式を統一して記載方法を示すことで、相談支援の標準化、改善を図
った。マニュアルの整備により、相談支援の標準化と業務効率の改善につながっていると思われる
ため、今後も内容について精査し、更新していく。 

 

（2）権利擁護業務 

① 高齢者の権利を擁護するための成年後見制度の活用に関し、地域包括と共有するとともに、地域包
括職員における成年後見制度の理解の促進を図る。 
＜取り組み＞ 
成年後見制度についても理解を促進するために下記の研修を企画・実施した。 

〇法務研修の開催 
開催日時 令和 3 年 1 月 27 日（水） 
受講対象 地域包括職員 
講  師 ななつぼし法律事務所 弁護士 神保 正宏 氏 
開催内容 地域包括職員が業務の中で感じる法律、訴訟、金銭、成年後見制度などに関連した不

安を解消し、より円滑に業務遂行できるようにする事を目的として開催した。 
  
② 事例対応において、地域包括と連携しつつ、困難事例に対して、意思決定支援をしながら他に取る

べき手段がない場合、法に則り迅速な対応（やむを得ない措置、成年後見制度の市長申し立て等）
を行う。 
＜取り組み＞ 
市長申立検討会にかける案件については、基幹型包括と地域包括とで対象者に面会し、本人の状

況を確認するとともに市長申立が妥当であるか、確認を行った。令和２年度の市長申立て検討会の
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事例件数は 40 件であり、令和元年度の 49件から微減した（図２）。 
虐待等の事由により、市の権限行使が必要となった場合、高齢者支援課の管理職を含めたコアメ

ンバー会議を速やかに開催し、権限行使の必要性を判断した。また、やむを得ない事由により措置
を講ずる際は、基幹型包括が主導となり、地域包括と連携しながら虐待対応の支援を実施した。 
令和 2年度はやむを得ない事由による措置を 2 件、緊急ヘルプネットワーク事業の利用を 1 件行

った（図３）。 
 

 
③ 高齢者虐待防止ネットワーク・緊急ヘルプネットワーク事業の充実を図り、高齢者虐待事例や高齢

者虐待を疑われる事例に対して迅速に対応できる仕組みを構築する。 
＜取り組み＞ 
高齢者虐待の相談受理件数は 214件で、相談を受理してから本人への訪問調査を即日行ったケー

スは 121件、１週間以内に行ったケースは 87件であった（図 4・5）。また、緊急度が高い事案につ
いてはネットワークの医師、弁護士とも協議し、千葉県や他県とも連携しながら対応をした。 
高齢者虐待事例や高齢者虐待を疑われる事例に対して迅速に対応できるよう特別養護老人ホー

ムに、高齢者虐待防止マニュアル等の周知を行った。また、緊急ヘルプネットワーク事業を周知す
るために、特別養護老人ホームの相談員向けに事業の説明と互いの情報共有の場を設けた。 
 また、養介護施設従事者等による高齢者虐待通報を受理した場合、基幹型包括でコア会議を開催
し、訪問調査等を実施して対応を行った。（図 6） 
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④ 高齢者をターゲットにした消費者被害防止への対応力の強化を図るため、関係機関との協力関係を

構築する。 
＜取り組み＞ 
警察署や消費生活センター等と情報共有し、消費者被害につながる可能性のある事例を地域包括

に周知したり、センター長会議の場で、消費者被害防止についての情報の周知啓発を実施した。こ
れらを通し、地域包括、消費生活センター、警察、消費生活課との連携強化に努めた。また、消費
生活センター及び消費生活課と連携を図り、消費者被害啓発のカレンダーや付箋等の配布を行い、
啓発活動を実施した。 

 
⑤ 養護者支援の充実、若年層への虐待防止啓発の活動を進め、高齢者虐待の予防・早期発見・早期対

応できる環境を整備する。 
＜取り組み＞ 
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若い世代への周知のため、SNS（松戸市 Facebook、
Twitter）を活用し、高齢者虐待の種類や虐待を発見し
た時の通報に関することなどが分かりやすく伝わる
ように、オリジナルの４コマ漫画を作成し、掲載を開
始した。（図 7） 
男性養護者支援を推進するため地域包括事業評価

に「男性養護者支援」の項目を新設し、男性養護者支
援の充実を図った。その結果、各地域包括が男性養護
者を対象とした講座、介護者の集い、ケアメンカフェ
の活用等を開催した。 
更に、障害者の方への理解及び支援方法、DV 防止

法等の法律を学ぶため、センター長会議に関係機関
を招いて情報共有を実施。研修会等の情報発信を行
い、学ぶ機会の働きかけを行った。 

 
 
 

図 7 4コマ漫画 
 
⑥ 地域密着型サービス事業所が開催する運営推進会議へ出席、助言を行う。必要に応じて身体拘束廃

止委員会等へ出席、助言を行う。 
＜取り組み＞ 
令和２年度の運営推進会議は書面会議が基本となっており、基幹型包括の地区担当が、47 回出席

した。 
 

（3）包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

① 地域包括による介護支援専門員を対象にした研修会・事例検討会等の計画的な開催を支援する。 
＜取り組み＞ 
コロナ禍における研修会の開催のあり方について地域包括と協議し、感染対策に配慮した開催が

なされるよう、基幹型包括は開催会場を確保し、開催時の感染予防策について助言を行うなど支援
した。 

 
② 地域包括から基幹型包括に支援要請があった介護支援専門員からの相談事例について、解決に向け

た直接的な支援（同行訪問、サービス担当者会議への出席等）を行う。 
＜取り組み＞ 
介護支援専門員から地域包括に支援要請があり、基幹型包括の支援を要する事例には、基幹型包

括の地区担当が中心となり随時同行訪問やサービス担当者会議への出席等を行い、解決に向けた支
援を実施した。 
行政権限が必要な事例（主に虐待事例）については、基幹型包括が主導して、支援方針の決定や
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会議の設定等をしながら、地域包括や介護支援専門員と連携を図り支援を実施した。直接的な支援
にあたらない事例においても、地区担当が地域包括に助言等を行い、後方支援にあたった。 

 
③ 重度の要介護者を在宅で支えるための介護サービスのマネジメントや医療との連携など、在宅生活

の限界点を高めるためのケアマネジメント実施に向けた介護支援専門員への支援を行う。 
＜取り組み＞ 
基幹型包括は、介護支援専門員との同行訪問を 15 件、サービス担当者会議への出席を 5 件行い、

地域包括とともに介護支援専門員への支援を行った。 

（4）地域ケア会議関係業務 

① 地域個別ケア会議（個別事例レベル）及び自立支援型個別ケア会議・地域包括ケア推進会議（日常
生活圏域レベル）・松戸市地域ケア会議（市レベル）の三層構造の地域ケア会議の運営を通じて、個
別事例及び地域における課題の解決を進める。 
＜会議等参加実績＞（表①参照） 
 基幹型包括の地区担当や事業担当が下記会議に出席した。 
 ○全 86 回出席（新型コロナウイルスの影響で中止 18 回）・事例検討数 146 件  
・地域個別ケア会議   ：57回出席（中止 5 回）・事例検討数 116 件 
・自立支援型個別ケア会議：10回出席（中止 2 回）・事例検討数  30 件 
・地域包括ケア推進会議 ：19回出席（中止 11回） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

センター 地域包括ケア推進会議
（実施済）

地域個別ケア会議
（実施済）

自立支援型個別ケア
会議（実施済）

明第１ 5月26日 11月20日 7月31日 9月29日 1月28日 3月23日 1月12日

明第２西 5月13日 11月11日 6月24日 9月9日 1月13日 3月10日

明第２東 5月20日 11月18日 7月15日 9月16日 1月20日 3月17日

本庁 5月27日 11月18日 7月29日 9月16日 1月27日 3月24日 ４月14日

矢切 5月14日 11月11日 7月17日 9月11日 2月18日 3月12日 10月13日

東部 9月9日 3月10日 5月14日 7月9日 11月11日 1月13日 7月14日

常盤平 5月21日 11月19日 7月16日 9月17日 2月18日 3月22日 2月9日

常盤平団地 9月3日 3月4日 5月28日 7月2日 12月3日 2月4日 8月11日

五香松飛台 9月3日 3月25日 10月29日 11月26日 2月25日 3月18日 11月10日

六実六高台 5月20日 11月18日 7月15日 9月16日 1月20日 3月17日 5月12日

小金 未定 11月19日 5月28日 6月25日 ７月30日 9月24日 10月29日 2月25日 6月9日

小金原 5月8日 11月13日 7月28日 9月29日 1月12日 3月23日

新松戸 5月21日 11月19日 7月21日 9月15日 1月19日 3月16日 12月8日

馬橋西 5月22日 11月27日 7月17日 9月25日 1月22日 3月26日 3月9日

馬橋 9月3日 3月5日 5月9日 7月2日 11月7日 2月18日 9月8日

0

令和２年度 松戸市地域ケア会議の開催状況

市地域ケア会議 令和２年7月30日（木） 令和3年2月4日（木）

/ 塗りつぶし及び斜線部分（R2年4月から5月開催分）が新型コロナウイルス感染拡大のため中止。
また、下線太字の日程は一部オンラインで、太字は完全オンラインで会議を実施又は実施予定。

合計（推進+個別+自立）
＝86回（中止18回)146事例検討

地域包括ケア推進会議
19（中止11回）

地域個別ケア会議
57回（中止5回）116事例検討

自立支援型個別ケア会議
10回(中止2回）30事例検討  

  
 

表１ 
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○地域個別ケア会議、地域包括ケア推進会議 
基幹型包括は、訪問看護師が各地域のケア会議に出席していただけるよう、訪問看護協議会へ委

員の推薦依頼をした。各地域のケア会議において、訪問看護師が出席することにより、医療・介護
連携の視点を強化するとともに多職種での事例検討による課題解決を図った。 
○自立支援型個別ケア会議 
アドバイザーとして在宅医療・介護連携支援センターの管理栄養士と歯科衛生士に出席を依頼し

た。多職種での多角的なアセスメントにより、自立支援と重度化防止に向けた検討を行い、課題解
決を図った。また、令和２年度より全体討議型にて 3 事例検討することにより、事例の検討数を増
加させ、介護支援専門員等のスキルアップを図った。 

 
② 三層構造の地域ケア会議の連携強化、会議運営ノウハウの共有化、会議運営マニュアルの充実等を

通じて、地域個別ケア会議及び地域包括ケア推進会議の機能強化を図る。 
＜取り組み＞ 
新型コロナウイルスの感染拡大により、開催中止となる会議があったが、生活支援コーディネー

ターとともにオンラインを通じた会議開催への支援として、機材貸出やセッティング等のサポート
を行った。 
地域包括事業のオンライン化に向けて、各地域包括のオンラインへの対応状況を把握し、その結

果を基に、地域包括職員に向けて「Zoom を活用したオンライン会議についての研修会」を開催し
た。令和 2年度は 11地域包括でオンラインを活用した会議開催に至った。 
令和 3年度の地域ケア会議運営マニュアルに、感染防止対策やオンラインでの会議開催方法、個

人情報の取り扱い等の内容を追加した。 
 
③ 地域個別ケア会議において、地域におけるより多くの介護支援専門員等が会議を通じた支援が受け

られるようルール作りや環境整備を進めるとともに、地域包括との事前・事後協議を強化する。 
＜取り組み＞ 
より多くの事例に対する課題解決や介護支援専門員への支援につながるよう、毎回地域個別ケア

会議では原則２事例、自立支援型個別ケア会議では 3 事例を検討している。 
基幹型包括は地域包括に対し、会議の事前・事後や運営等について必要時に助言・対応できるよ

う、基幹型包括職員間で個別ケア会議において検討された事例の振り返りを行い、共有した。 
自立支援型ケア会議について、令和２年度から、これまでのグループ討議型から全体討議型に変

更して実施することにより、新たな地域資源や課題の把握など個々および全体のスキルアップと連
携強化による課題解決につなげた。全体討議型での検討により、特に栄養面や歯科口腔に関する知
識やアセスメントの視点が深まり、介護予防や自立支援に重要であることから、地域包括等が主催
する教室や専門職向け研修会において、管理栄養士や歯科衛生士を講師に招いた企画が増加した。
さらに、居宅介護支援専門員に向けて、積極的な事例提供や参加促進を図るため、会議のねらいや
事例選定の具体例等を記載した案内文を作成し、令和 3年度のマニュアルに加えた。 

 
④ 地域包括ケア推進会議において、地域課題の解決を目指した幅広い関係者の連携を支援するととも

に、地域の意見・問題意識の反映に向けて議論を深めていけるよう支援を強化する。 
＜取り組み＞ 
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全地区で地域資源等の情報を共有し、地域の課題解決や推進会議の活性化につなげるため、これ
までの各地区で議論されたテーマ・課題ごとの解決策案及び対応事例等をまとめた冊子の作成につ
いて検討し、令和３年度完成に向けて準備を進めた。 

 
⑤ 関係団体・関係機関・行政の連携の下、松戸市地域ケア会議の課題解決能力の充実を図る。 

＜開催実績＞ 
〇市地域ケア会議 
第 1 回 令和 2年 7月 30日（木） 
第 2 回 令和 3年 2月 4日（木） 

 
＜取り組み＞ 
新型コロナウイルスの感染拡大により地域での検討や取り組みが中止となったため、第 1 回市地

域ケア会議（7 月開催）では、平成 29 年度から令和元年度までの 3箇年で抽出された課題とそこか
ら実施された取り組みと主な成果をまとめた。また、市ケア会議の委員へ新型コロナの感染拡大に
よる影響についてアンケートを行い、コロナ禍での地域や各機関の現状を把握し、課題をまとめた。 
第２回市地域ケア会議（2 月開催）では、これまでの 14のテーマから、さらに「テーマ 0．新興 

感染症」を設け、コロナ禍における市レベルの課題と各地域や各団体機関、ワーキングでの取り組
みや連携等による取り組みの好事例を可視化し、共有した。 

 

（5）介護予防ケアマネジメント業務・指定介護予防支援業務 

① 多様なサービス（短期集中予防サービス、高齢者就業主体のサービス等）の積極的な活用など、自
立支援型ケアプランの作成に向けた地域包括への支援を行う。 
＜開催実績＞ 
〇令和２年度 介護予防ケアマネジメント研修会 
開催日時 令和 3 年 3 月 5 日（金） 
受講対象 地域包括職員 
開催内容 コミュニティソーシャルワークの視点と介護予防ケアマネジメント 
講  師 千葉県介護支援専門員協議会 副理事長 

ロザリオ高齢者支援センター 所長 
井上 創 氏 

 
＜会議等参加・支援実績＞ 
介護予防支援事業所管理者会議・自立支援型地域個別ケア会議 

「１ 業務共通事項の実施方針 （1）事業運営体制の充実」の「④地域包括間の業務・連絡調整の
円滑化及びノウハウの共有を図る。」参照 

 
② 制度見直しの反映や活用可能性向上の観点から、介護予防ケアマネジメントマニュアルの充実等を

図る。 
＜取り組み＞ 



16 

介護予防ケアマネジメント実務マニュアルの改訂を法律や制度の改正に沿って行うとともに、同
マニュアルを現場に即した活用しやすいものとするため、地域包括や関係各課と検討を行い、内容
に反映した。 

5 月には改訂版 5 版のマニュアルを発行し、地域包括や居宅介護支援事業所などへ広く配布する
ほか、松戸市ホームページにも掲載した。 

（6）在宅医療・介護連携推進業務 

① 医療的な課題が存在する困難事例等への対応を推進するため、在宅医療・介護連携支援センター（以
下、連携支援センター）及び地域サポート医と、地域包括及び基幹型包括との連携体制を強化する。 
＜取り組み＞ 
基幹型包括及び地域包括から連携支援センターに個別支援に関する相談、アウトリーチの依頼を

行っており、基幹型包括から連携支援センターへの連絡・相談回数は 56 回であった。 
地域包括が連携支援センターにアウトリーチの依頼をする際には、基幹型包括の地区担当と事前

に協議をしているほか、必要時には、連携支援センター、基幹型包括、地域包括が連携して同行訪
問や担当者会議に参加をし、困難事例に対応している。 
また、在宅医療・介護連携支援センターの定例会議に基幹型包括職員が毎月参加するとともに、

在宅医療・介護連携支援センターの職員にはセンター長会議に出席を依頼し、地域の状況や地域包
括の取り組み等を共有した。 

 
② 医療関係者とのネットワーク構築の観点から、連携支援センターと緊密に連携しつつ、医療関係者

と地域包括の合同の事例検討会・講演会・勉強会等の開催・開催支援を行う。 
＜取り組み＞ 
地域包括・基幹型包括と連携支援センターは個別ケア会議、地域包括ケア推進会議、自立支援型

個別ケア会議など各種会議で連携を図っている。 
また、連携支援センターの管理栄養士、歯科衛生士に自立支援型個別ケア会議のアドバイザーと

して参加の依頼を行った。 

（7）認知症総合支援業務 

① 認知症初期集中支援チームを通じた認知症の早期診断・早期対応に当たって、同チーム設置圏域の
地域包括への後方支援を行う。また、同チーム未設置圏域については、地域包括と連携しつつ、基
幹型包括に設置した同チームにおいて認知症初期集中支援を行うとともに、設置圏域拡大の準備を
進める。 
＜取り組み＞ 
認知症初期集中支援チームを基幹型包括 1 か所・地域包括 12か所の計 13か所に設置し、適切な

対象者に認知症初期集中支援チームが支援にあたれるよう、事例選定フロー図を作成しマニュアル
に掲載した。令和 2 年度の基幹型包括チームによる支援事例件数は３件であった。（委託型包括チ
ームによる支援件数 31 件 計 34件）（図 8） 
基幹型包括チームの運営を行うとともに、委託型包括チームにおいても地区担当がチーム員会議

に出席し、適切な運営になっているか確認・助言を行う等、地域包括と連携を行った。 
令和３年度から認知症初期集中支援チームを全 15 地域包括へ設置・拡大するため、令和 2 年度
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はその調整・準備を行った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
② 認知症予防を推進するとともに、地域課題の解決を図るため、医療・介護連携に基づく認知症の早

期把握・ケアマネジメントを推進する 
＜取り組み＞ 
平成 28年度から開始している「まつど認知症予防プロジェクト」の実施

機関の拡充を目的に、実施希望機関の職員を対象とした「認知症を予防で
きる街♡まつどプロジェクト研修会」の YouTube配信を行った。同プロジ
ェクトの効果や、実施方法について動画を作成し YouTube 配信にしたこと
で、いつでも見られ、更に繰り返し見られるようにした。 
上記プロジェクトを広く市民に知っていただき、使用できるように、実

施機関を市ホームページに掲載した。 
周知のため、チラシ・ポスターを作成し、掲示・配布をした。（図 9）    図 9 チラシ 

 
本プロジェクトは協力機関が 70 か所あるが、実施に至っていない機関が多い。令和 2 年度に実

施意向のあった 9 機関に対して、訪問等で実施協力依頼をした。 
＜実施協力機関内訳＞ 
医療機関 1 機関 薬局 6 機関 介護事業所 1機関 居宅介護支援事業所 1機関 

 
実施機関が増えない理由として、様式が多く時間がかかる、モニタリングの回数が多いなど、事

業の趣旨には賛同するが実施が難しいという意見があったことから、実施、申請及び報告について、
簡略化を図った。また、セルフケアのアドバイス内容や様式の記載方法についても例を提示し、ま
つど認知症予防プロジェクトの新たな実施マニュアルを作成した。 

 
＜令和 2 年度実績＞ 
 新規件数 17機関 166 件 

1 年後モニタリング件数 15 機関 77 件 
2 年後モニタリング件数  7 機関 46 件 
3 年後モニタリング件数  6 機関 32 件 

 

年度 支援件数
平成30年度 21
令和元年度 28
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③ オレンジ協力員の養成推進や活動機会増大等を通じて、あんしん一声運動を推進するとともに、認
知症地域支援推進員・認知症コーディネーター・オレンジ協力員等と連携した認知症地域支援を推
進する。 
＜オレンジ声掛け隊・オレンジ協力員の実績＞ 
 オレンジ声かけ隊 登録者数 3,786 人（119人増） 登録団体数 227か所（増減なし） 
オレンジ協力員  登録者数 946 人（127人増） 認知症地域支援推進員 40名（6名減） 

＜オレンジ協力員活動取り組み＞ 
オレンジパトウォークを前年度の 3 圏域実施から全 15 圏域の実施に拡大した。なお、拡大に際

し、滞りなく展開が出来るよう説明会を実施した。（図 10） 
あんしん一声運動オレンジ声かけ隊研修会は郵送形式で、オレンジ協力員ステップアップ研修会

は、3回実施した。 
オレンジ協力員推進事業の普及啓発のためマスクづくりチャレンジを実施した。（図 11） 
また、認知症ケアパスの付属資料として、「松戸市の認知症施策について」を作成した。（図 12） 

 
 
 
 
 
 
 
      図 10 説明会 

                 図 11 マスク 
図 12 ケアパス 

 
＜地域支援推進員活動取り組み＞ 
チームオレンジ（認知症サポーター活動促進事業）を推進する役割を担うコーディネーターを 15

地域包括に 15 人配置した（認知症地域支援推進員が兼務）。認知症地域支援推進員の活動を推進す
るための会議を昨年同様、年４回開催し、次の取り組みを行った。 
・企業向け認知症サポーター養成講座の教材作成 
・世界アルツハイマーデイに合わせて市役所連絡通路にて展示するパネル作成 
・本人ミーティングとして「認知症の人向け癒しの音楽会」をオンラインで実施した。（図 13） 
・ロバ隊長アクセサリーを、グループホーム・特別養護老人ホーム等 9事業所で 2,000個作成し、
認知症サポーター養成講座を受講した放課後クラブの児童等に配布した。 

 
④ 認知症高齢者の徘徊における早期発見として、防災行政用無線を活用した徘徊高齢者探索や高齢者

の見守りシール等を活用した体制を整備する。また、警察署で保護された徘徊高齢者等の情報を早
期に把握し、早期支援・介入に繋げる。 
＜取り組み＞ 
高齢者の見守りシールの周知を図るために薬局や警察に使い方を記載したチラシを配布した。特

に、警察に保護された高齢者やその家族が見守りシールを活用していただけるよう、警察や地域包
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括に説明等を依頼した。 
警察からの徘徊高齢者に関する情報提供書を通じて地域包括へフォローを依頼し、地域包括から

報告されたフォロー内容を基に状況を把握し、必要時支援方法について地域包括と検討した。また、
基幹型包括は、情報提供書やフォロー内容等を分析した。 

 
＜活動実績＞ 
〇高齢者の見守りシール（どこシル伝言板）の支給 88件（前年度 63 件） 
〇警察からの支援対象者情報提供書の提供件数 356 件（延数）（前年度 233 件（延数）） 

 
⑤ 認知症の理解を深めるため、関係機関及び地域住民に対する普及啓発活動を推進する。 

＜取り組み＞ 
基幹型包括主催による認知症サポーター養成講座を 9 回開催した（地域包括の単独実施 53 回、

計 62 回）。受講者は 29,111 人と前年度より 1,010 人増であった。うち小中高生が前年度より 201
人多い 3,058 人、市職員（病院職員除く全職員）3,270 人が受講している。 
また、世界アルツハイマーデイ・アルツハイマー月間に合わせ、市役所連絡通路にて、認知症に

関するパネルの展示・パンフレットの配架を行った。 
オレンジガーデニングプロジェクト（地域で認知症テーマカラーのオレンジ色の花を植え、認

知症になっても暮らしやすいまちづくりを目指す周知活動）を実施した（図 13）。 
認知症に関する相談先の周知のため、認知症ケアパスマップ版を作成し、現在配架している。

この取り組みは、国立長寿医療研究センターが開催している「認知症ケアパスコンテスト」にて優
秀賞(複数作成部門)を受賞した。 

 
 
 
 
 
 
 

図 13 オレンジガーデニングプロジェクト 
 
⑥ 認知症の方や介護者が参加可能な認知症カフェ等の取り組みを推進する。 

＜取り組み＞ 
市内 21 か所で開催されている認知症カフェについてマップを作成し、ホームページ等に掲載し

た。また、認知症カフェ実施者の交流会を 7月に開催し、コロナ禍におけるカフェ開催のガイドラ
インやこれからの活動内容などについて議論と情報共有を行った。 
地域包括が実施する介護者のつどいを周知するため市ホームページで周知し、介護者のつどいで

は、地域包括が介護の相談を受ける等した。 
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（8）生活支援体制整備事業 

地域に不足する生活支援・介護予防サービスやインフォーマルサービスを開発、拡充するコーデ
ィネーターを第１層（市全域）、第２層（日常生活圏域）に配置し、地域の生活課題や実情に合わせ
たワーキング（実践活動）を行うことで、生活支援のための基盤を整備する。 
＜配置状況＞ 
○生活支援コーディネーター配置数 
第 1 層（市全域） 基幹型包括職員 7 名 第 2 層（日常生活圏域）NPO 職員（委託）3 名 

 
＜会議等開催実績＞ 
○ケア会議 
第 1 層（松戸市地域ケア会議）2 回 第 2層（地域包括ケア推進会議）19回 

〇地域づくり交流会 
15 回開催 

〇地域づくり交流会報告会 
実施日時 令和 3 年 3 月 29 日（月） 
ゲスト  IIHOE [人と組織と地球のための国際研究所]代表者 川北 秀人 氏 

 
＜取り組み＞ 
令和 2年度より、第 1 層（市全域）の生活支援コーディネーターは高齢者支援課に、第 2 層（日

常生活圏域）の生活支援コーディネーターはまつど NPO 協議会に配置し、相談窓口をまつど NPO
協議会に一本化することで、連携の円滑化、窓口の簡略化を図った。 
第 1 層は松戸市地域ケア会議、第 2 層は地域包括ケア推進会議を活用し、地域課題の抽出を行っ

た。抽出した課題の解決のため、関係機関等を含めたワーキングを行い、議論や取り組みを実施し
た。また、ワーキングで取り組まれた内容について、より地域住民に広く周知することや課題につ
いて考える機会として交流会を開催し、さらに地域での横展開を図る目的で、交流会報告会を開催
した。 
地域活動をより円滑に推進するため、民生委員児童委員理事会、町会の地区意見交換会の場で生

活支援コーディネーターの役割や活動を周知した。 
 

（9）松戸市指定事業 

地域包括が行う介護予防事業について、高齢者の自立支援の推進に向けて後方支援を行う。 
＜取り組み＞ 
地域包括が行う介護予防教室（体操教室）、認知症予防教室、介護予防普及啓発事業における事

前・事後報告書を確認し、必要に応じて助言や協議を行っている。また、好事例の共有等を 11月開
催のセンター長会議で行い、地域の特性に応じて、より自立支援につながる事業を実施できるよう
支援した。 
令和２年度に関しては、新型コロナウイルス感染症拡大により介護予防教室等の開催が困難な時

期があり、自粛に伴う筋力低下を懸念し、介護予防教室（体操教室）の代替措置として、フレイル
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チェック票を用いた電話による健康状態の確認ができる体制を整備することで、地域包括の介護予
防業務を支援した。 
保健師看護師部会では地域特性や課題を捉え、包括業務、介護予防事業に反映させることを目的

に、地域診断の実施方法や視点について研修を行った。 
地域包括が実施している地域包括が実施した予防教室参加者に対し、参加後 3～6 か月経過して

からも継続して活動に取り組んでいるかどうかのモニタリングを、参加者への電話かけ等にて行い、
報告書を作成した。これによって得られた活動の継続者割合を、包括評価の評価基準として、令和
2 年度から新たに盛り込んだ。 
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