
平成30年度　地域包括支援センター事業の実績報告について

（H30．4．1－日31．3．31）

1）地域支援事業の概要

高齢者が要介護（要支援）状態になることを予防するとともに、要介護状態等になった場合で

も、可能な限り地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するものです。地域

支援事業は、「介護予防・日常生活支援総合事業」「包括的支援事業」「任意事業」の3事業から構

成されています。

区分 ���事業 

介　日 ��一般介護予防事業 �・介護予防把握事業 
護常 予生 防活 ���・介護予防普及啓発事業 ・地域介護予防活動支援事業 

・支 援 総 A 口 ���・一般介護予防事業評価事業 

介護予防・ �・訪問型サービス事業 ・通所型サービス事業 ・第1号介護予防支援事業 
業 ��日常生活支援サービス事業 

包 括 的 支 援 事 業 �包括支援センター運営 ��・介護予防ケアマネジメント事業 ・総合相談支援事業 ・権利擁護事業 ・包括的・継続的ケアマネジメント支援 

社会保障充実分 ��・在宅医療・介護連携推進事業 ・生活支援体制整備事業 ・認知症総合支援事業 ・地域ケア会議推進事業 

隻 一冒、 事 業 �介護給付等費用適正化 ��・介護給付費等費用適正化事業 

その他 ��・認知症サポーター等養成事業 ・成年後見制度利用支援事業 



（1）介護予防・日常生活支援総合事業

①村内高齢者（65歳以上）の現状（平成31年3月末現在）

高齢者人口：1，331人　　　高齢化率：39．3％

高齢者ひとり暮らし世帯：約190世帯

高齢者ふたり暮らし世帯：約140世帯　　（包括集計）

②介護予防ケアマネジメント・予防給付実施状況 （平成31年3月分）

項目 �認定者数 �ケアマネジメント �予防給付 
利用者数 �利用者数 

要支援1 �25人 �6人 �8人 

要支援2 �34人 �9人 �15人 

合計 �59人 �15人 �23人 

③介護予防教室（はつらつ教室）実施状況

開催地区 �開催回数 �参加延人数 

甲地 �11回 �241人 

羅賀 �12回 �199人 

和野 �12回 �120人 

明戸 �3回 �23人 

沼袋 �12回 �113人 

北山 �12回 �114人 

西和野 �1回 �5人 

合計 �63回 �815人 

④地域組織活動の育成・支援の実施状況

項目 �開催回数（回） �参加延人数（人） 

ふれあいいきいきサロンの支援 �1回 �島越　　7人 

介護予防ボランティア 養成講座 �1回（2日間） �修了者1人 

介護予防ボランティア フォローアップ講座 �1回 �修了者10人 

認知症サポーター養成講座 �2回 �修了者　9人 

認知症サポーター ステップアップ講座 �1回 �受講者　24人 

※ボランティア養成講座は既修了者も受講。

フォローアップ講座は宮古保健所との共催で実施。



（2）包括的支援事業

①地域ケア会議等の開催状況

項目 �開催回数 �参加延人数 

困難事例の検討 �8回 �147人 

グループワーク �3回 �48人 

修会 �1回 �21人 

合計 �12回 �216人 

※いきいき岩手支援財団から派遣の弁護士が7月会議に参加し、困難事例等に対して助言。

9月会議は県立宮古病院皮膚・排泄ケア認定看護師が講師を務めた研修会を実施。

②総合相談支援実施状況

相談者件数：1247件

来所：148件 電話…586件 書面；0件 訪問：454件 左記以外‡59件

※相談者内訳

本人 �102件 �社会福祉協議会 �39件 

家族（同居） �141件 �医療機関 �132件 

家族（別居） �77件 �サービス事業所 �70件 

近隣者 �16件 �振興局 �15件 

親戚 �32件 �ケアマネ事業所 �483件 

民生委員 �11件 �その他 �129件 

（3）任意事業

①認知症カフェ実施状況

開催地区 �開催回数 �参加延人数 

沼袋地区 �4回 �44人 

田野畑地区 �4回 �30人 

羅賀地区 �4回 �39人 

机地区 �4回 �52人 

合計 �16回 �165人 

②認知症初期集中支援チーム員会議

専門医の下、岩泉町・山田町と共同で事例検討等を実施：11回開催

③多職種合同研修会「イイね！の会」

介護・医療・福祉行政等の職員が会する場を設け、コミュニケーションを取って互いの業務

内容を理解し、より良い連携に繋げる：4回開催計70名参加



2）介護予防支援事業関係
・介護認定調査実施状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成31年3月末）

（∋新規認定調査 �70件 �合計　70件 

②　更新認定調査 �0件 

③　区分変更認定調査 �0件 

3）受講研修会・出席会議等

月　日 � �出席者等 

5月21日（月） �第1回岩手県生活支援コーディネーター連絡会 �畠山所長 

（アイーナ） 

5月30日（水） �第1回岩手県認知症初期集中支援チーム運営等 �大澤副所長 

研修会（水産会館） 

6月4日（月） �第1回宮古地区地域包括支援センター連絡会議 �大澤副所長、 

（宮古地区合同庁舎） �小野寺保健師 

6月5日（火） �福祉サービス第三者評価調査者定期総会・ �大澤副所長 

スキルアップ研修会（アイーナ） 

6月6日（水） �第1回宮古地域医療と介護の連携委員会 �畠山所長 

（宮古医師会館） 

6月19日（火） �宮古地域リハビリテーション連絡協議会 �畠山所長 

（宮古第一病院） 

6月30日（土） �ぱあとなあ岩手スキルアップ研修会 �大澤副所長 

（浅岸和敬荘） 

7月2日（月） �福祉施設の自己評価・第三者評価研修会運営 �大澤副所長 

～3日（火） �スタッフ（岩手県立大学） 

7月3日（火） �認知症疾患医療連携協議会 �畠山所長 

（宮古山口病院） 

7月4日（水） �高次脳機能陣がい者支援事業に係る第1回 �畠山所長 

連絡会（シートピアなあど） 

7月11日（水） �岩泉町多職種連携研修会 �畠山所長 

（岩泉町役場） 

7月20日（金） �介護保険者機能の強化に向けた意見交換会 �畠山所長 

（宮古地区合同庁舎） 

8月1日（水） �岩手県成年後見制度利用促進ネットワーク �大澤副所長 

会議（盛岡地区合同庁舎） 

8月7日（火） �障害者虐待防止・権利擁護指導者養成研修 �大澤副所長 

～8日（水） �（東京都大田区産業プラザ） 

8月21日（火） �宮古圏域介護予防ボランティアフォロー �小野寺保健師 

アップ講座（宮古市総合福祉センター） 



8月29日（水） �第2回宮古地域医療と介護の連携委員会 �畠山所長 

（宮古医師会館） 

9月3日（月） �第1回宮古地区医療介護連携調整会議 �畠山所長 

（宮古地区合同庁舎） 

9月10日（月） �主任介護支援専門員研修① �畠山所長 

～12日（水） �（ホテル東日本） 

9月15日（土） �岩泉・宮古地区医療安全研修会 �小野寺保健師 

（岩泉町民会館） 

10月2日（火） �主任介護支援専門員研修② �畠山所長 

～4日（木） �（盛岡市勤労福祉会館） 

10月4日（木） �虐待防止・権利擁護研修会講師 �大澤副所長 

（ふれあいランド岩手） 

10月9日（火） �宮古・久慈圏域介護予防担当者情報交換会 �畠山所長 

（野田村保健センター） 

10月31日（水） �第3回宮古地域医療と介護の連携委員会 �畠山所長 

（宮古医師会館） 

11月6日（火） �主任介護支援専門員研修③ �畠山所長 

～8日（木） �（盛岡市勤労福祉会館） 

11月10日（土） �医療連携実務者ネットワーク研修会 �畠山所長、 

（宮古病院） �小野寺保健師 

11月12日（月） �第2回岩手県生活支援コーディネーター連絡会 �小野寺保健師 

（アイーナ） 

11月26日（月） �福祉サービス第三者評価決定審査 �大澤副所長 

（ふれあいランド岩手） 

12月1日（土） �医療福祉連携実務者ネットワーク協議会 �小野寺保健師 

（陸中ビル） 

12月4日（火） �主任介護支援専門員研修④ �畠山所長 

～6日（木） �（盛岡市勤労福祉会館） 

12月12日（水） �第4回宮古地域医療と介護の連携委員会 �畠山所長 

（宮古医師会館） 

12月13日（木） �岩手県陣がい者虐待防止研修スタッフ �大澤副所長 

～14日（金） �（ふれあいランド岩手） 

12月18日（火） �地域医療を支えるための県民シンポジウム �畠山所長 

（アイーナ） 

12月19日（水） �第2回岩手県認知症初期集中支援チーム運営等 �小野寺保健師 

研修会（アイーナ） 

1月23日（水） �宮古地域医療と介護の連携委員会多職種連携 �畠山所長 

研修会講師（官古市総合福祉センター） 

2月8日（金） �第3回宮古地区地域包括支援センター連絡会議 �畠山所長、 

（宮古地区合同庁舎） �大澤副所長 



2月19日（火） �宮古地区認知症対策総合支援事業担当者情報 �小野寺保健師 

交換会（宮古市役所） 

3月6日（水） �第5回宮古地域医療と介護の連携委員会 �畠山所長 

（宮古医師会館） 

3月19日（火） �沿岸地域　地域包括ケア研修会 �畠山所長 

（シートピアなあど） 

3月22日（金） �相談援助実習指導者連絡会 �大澤副所長 

（盛岡医療福祉専門学校） 

4）その他
・相談援助実習生2名受け入れ


