
令和２年度 田野畑村地域包括支援センター 事業報告 

 

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
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業 

一般介護予防事業 

・介護予防把握事業 

・介護予防普及啓発事業 

・地域介護予防活動支援事業 

・一般介護予防事業評価事業 

介護予防・日常生活支援サービス 

事業 

・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 

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 

任
意
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（令和 3年 3月末現在） 

   高齢者人口：1,354人   高齢化率：42.6％ 

   高齢者ひとり暮らし世帯：約 170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 

項目 ケアマネジメント延利用者数 予防給付延利用者数 

要支援１  37人（3.1人／月） 109人（ 9.1人／月） 

要支援２  65人（5.4人／月） 122人（10.1人／月） 

合計 102人（8.5人／月） 231人（19.2人／月） 

 

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  5回  84人 

羅賀  4回  42人 

和野  7回  65人 

明戸  6回  19人 

沼袋  4回  29人 

北山  6回  32人 

切牛  6回  40人 

西和野・菅窪  6回  30人 

巣合  6回  30人 

合計 50回 371人 

    ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため休止期間有り。 

 

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 4回 

島越     7人 

黎明台団地 13人 

拓洋台団地  6人 

介護予防ボランティアフォローアップ講座 1回 参加者    12人 

    ※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 

事例検討  8回 113人 

意見交換会  1回   18人 

研修会  2回   32人 

合計 11回 163人 

  ※４月会議に共創未来たのはた薬局薬剤師、１月会議に歯科診療所歯科衛生士を講師

とした研修を実施。いきいき岩手支援財団から派遣の弁護士が 10 月会議に参加し、

困難事例等に対して助言。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため会議休止や参

加人数調整を実施。 

 

②総合相談支援実施状況 

相談者件数：577件 

来所 114件 電話 288件 訪問 116件 左記以外 59件 

   ※相談者内訳 

本人 75件  社会福祉協議会 17件  

家族（同居） 86件  医療機関 34件  

家族（別居） 82件  サービス事業所 30件  

近隣者 1件  振興局 2件  

親戚 6件  ケアマネ事業所 164件  

民生委員 2件  その他 78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  1回  9人 

島越地区  1回  5人 

合計  2回 14人 

   ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため休止期間有り。 

 

  ②認知症初期集中支援チーム員会議 

   専門医の下、岩泉町及び山田町と共同で事例検討等を実施：10回開催 

 

  ③多職種合同研修会「イイね！の会」 

   認知症ケア研修会（認知症ケアについてのＤＶＤ視聴）：２部制延べ 24名出席 

 

 



２ 介護予防支援事業関係 

介護認定調査実施状況 

① 新規認定調査 37件 

合計 38件 ② 更新認定調査  1件 

③ 区分変更認定調査  0件 

 

３ 介護職員初任者研修 

  ・開講期間：9月 25日から 11月 12日まで 

  ・修了者：8名 

 

 

４ 受講研修会・出席会議 

月 日 内 容 （ 場 所 ） 出席者等 

6月 16日(火) 宮古地区地域包括支援センター連絡会議 

（宮古地区合同庁舎） 

畠山所長 

大澤副所長 

6月 24日(水) 第 1回宮古地域医療と介護の連携委員会 

（宮古市医師会館） 

畠山所長 

7月 14日(火) 認知症疾患医療連携協議会 

（宮古山口病院） 

畠山所長 

7月 27日(月) 福祉サービス第三者評価調査者スキルアップ研修会 

（ふれあいランド岩手） 

大澤副所長 

7月 28日(火) 岩手県生活支援コーディネーター養成研修会 

（いわて県民情報交流センター・アイーナ） 

合角地看護師 

8月 11日(火) 

～12日(水) 

岩手県地域包括支援センター職員初任者研修 

（岩手県高校教育会館） 

合角地看護師 

8月 26日(水) 第 2回宮古地域医療と介護の連携委員会 

（宮古市医師会館）⇒中止 

畠山所長 

8月 28日(金) 岩手県権利擁護地域研修 

（陸前高田市コミュニティホール） 

畠山所長 

10月 6日(火) 福祉サービス第三者評価事前合議 

（ふれあいランド岩手） 

大澤副所長 

10月 20日(火) 福祉サービス第三者評価訪問調査 

（宮古市・松山荘） 

大澤副所長 

10月 26日(月) 

～28日(水) 

岩手県介護支援専門員再研修① 

（岩手県産業会館） 

合角地看護師 

11月 6日(金) 総合事業推進セミナー 

（あえりあ遠野） 

千葉主事 

11月 11日(水) 

  ～13日(金) 

岩手県介護支援専門員再研修② 

（岩手県産業会館） 

合角地看護師 



月 日 内 容 （ 場 所 ） 出席者等 

11月 18日(水) 福祉サービス第三者評価調査者合議 

（ふれあいランド岩手） 

大澤副所長 

11月 26日(木) 宮古地域自殺対策人材養成事業における高齢者介護

職員等向け研修会（宮古地区合同庁舎）⇒※中止 

畠山所長 

12月 7日(月) 

  ～9日(水) 

岩手県介護支援専門員再研修③ 

（岩手県産業会館） 

合角地看護師 

12月 15日(火) 福祉サービス第三者評価結果審査 

（ふれあいランド岩手） 

大澤副所長 

2月 15日(月) 福祉サービス第三者評価事前合議 

（ふれあいランド岩手） 

大澤副所長 

2月 27日(土) 福祉サービス第三者評価訪問調査 

（ワークプラザみやこ） 

大澤副所長 

3月 29日(月) 令和３年度介護報酬改定に係る研修会 

（岩手産業文化センターアピオ） 

畠山所長 

 


