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令和3年5月1日現在

地域包括支援センター 配置職種 配置人数 内独自配置職

○社会福祉士 5 　認知症地域支援推進員1,コーディネーター1

○主任介護支援専門員 2

○保健師 1

介護支援専門員 3 　認知症専門担当職員1

計 11

○社会福祉士 5 　コーディネーター２,認知症専門担当職員1

○主任介護支援専門員 2 　認知症地域支援推進員1

○保健師 4

介護支援専門員 2 　

計 13

○社会福祉士 3

○主任介護支援専門員 3 　コーディネーター2

○保健師 2 　

介護支援専門員 2 　認知症専門担当職員2

その他（精神保健福祉士） 1 　認知症地域支援推進員1

計 11

○社会福祉士 2

○主任介護支援専門員 3 　認知症地域支援推進員1,コーディネーター1

○保健師 2

介護支援専門員 3 　認知症専門担当職員2

計 10

○社会福祉士 15

○主任介護支援専門員 10

○保健師 9

介護支援専門員 10

その他（精神保健福祉士） 1

計 45

 

　

地域包括支援センター職員体制

帯広至心寮

帯広市

社会福祉協議会

愛仁園

帯広けいせい苑

合計

○必要職種

‣保健師、その他これに準ずる者 （地域ケア、地域保健等に関する経験のある看護師）1名

‣社会福祉士、その他これに準ずる者（福祉事務所の現業員等の業務経験が5年以上又は介護支援専門員

の業務経験が3年以上あり、かつ高齢者の保健福祉に関する相談援助業務に3年以上従事した経験を有

するもの）1名

‣主任介護支援専門員(主任介護支援専門員研修を修了した者)、その他これに準ずる者（ ケアマネジメン

トリーダー研修を修了し、介護支援専門員としての実務経験を有し、かつ、介護支援専門員の相談対応

や地域の介護支援専門員への支援等に関する知識及び能力を有している者）1名

独自配置経過
‣平成21年度～認知症専門担当職員配置

‣平成25年度～コーディネーター配置

‣平成27年度～認知症地域支援推進員配置

（業務専従）

‣平成29年度～業務量増加に伴い１名増員

報告事項２



令和２年度 地域包括支援センター実績報告 

１ 総合相談支援 

（１）相談対応 

【内容別相談件数】 

 
 

【令和２年度 地域包括支援センター別相談件数】 

 
 

【令和２年度 相談内容内訳】 

 

H28 H29 H30 R1 R2

介護保険制度全般 5,514 5,927 6,338 5,621 5,154

介護予防に関する相談 532 966 1,005 816 667

高齢者福祉サービス 2,664 2,832 3,037 1,742 924

医療・健康相談 1,576 1,923 2,000 1,960 1,598

地域資源に関する相談 655 732 774 519 388

認知症に関する相談 1,545 1,742 1,892 1,793 1,465

虐待・権利擁護の相談 318 377 434 459 474

その他（住まいの相談含む） 975 943 999 1,172 1,230

合計 13,779 15,442 16,479 14,082 11,900

至心寮 社協 愛仁園 けいせい苑 合計

介護保険制度全般 951 1,203 2,000 1,000 5,154

介護予防に関する相談 103 19 242 303 667

高齢者福祉サービス 281 307 217 119 924

医療・健康相談 235 350 366 647 1,598

地域資源に関する相談 21 35 170 162 388

入居施設、入所施設等住まいの相談 173 177 166 182 698

認知症に関する相談 288 310 407 460 1,465

虐待・権利擁護の相談 116 157 125 76 474

その他 107 115 232 78 532

合計 2,275 2,673 3,925 3,027 11,900

※重複あり 

「至心寮」 

地域包括支援センター 

帯広至心寮 

 

「社協」 

地域包括支援センター 

帯広市社会福祉協議会 

 

「愛仁園」 

地域包括支援センター 

愛仁園 

 

「けいせい苑」 

地域包括支援センター 

帯広けいせい苑 

 

（以下同様） 

※重複あり 

報告事項３ 



（２） 地域ネットワークづくり支援 

【各事業の実施回数、人数】 

 
 

各事業の内容 

① 普及啓発事業 

介護予防や地域づくりに関しての普及啓発を目的に実施した事業。 

地域の集会等の講師対応、介護相談会・講座等の開催・参加、地域包括支援センターの周知等。 

② 独自の企画 

①の目的に限定せず、地域包括支援センターの活動目的を達成するために独自に企画し開催した事業。 

研修会、地域住民向けイベント等。 

③ 地域活動支援事業 

介護予防や地域づくりに関するボランティアの育成、地域活動組織の育成・支援、地域密着型サービス事業所の 

運営推進会議への出席、地域支え合い推進員が開催する協議体への参加等。 

 

２ 権利擁護 

【内容別相談件数】 

 
 

【内容別相談件数推移】 

 
 

H29 H30

回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数

①普及啓発事業 259 4,076 274 5,870 157 3,891 65 1,406

②独自の企画 12 365 16 248 6 126 2 45

③活動支援事業 308 5,521 296 4,822 257 4,182 128 710

合計 579 9,962 1,047 18,278 420 8,199 195 2,161

R１ R2

H28 H29 H30 R1 R2

虐待相談件数 109 114 128 162 145

成年後見相談件数 20 74 66 105 116

消費者被害等相談件数 6 4 2 11 6

合計 135 192 196 278 267

※重複あり 



【令和２年度 地域包括支援センター別相談件数】 

 

 

【対応が困難な世帯数（延）推移】 

 
 

【令和２年度 地域包括支援センター別対応が困難な世帯数】 

 
 

【対応が困難な世帯の状況】                                     （件） 

 
 

区分は「地域包括支援センターにおける困難事例への対応に関する調査研究報告書」による 

※１ 介護する力が不十分、病状があるが治療に結びつかない状況がある など 

※２ 暴言等で介護者等が疲れ果てる状況 など 

※３ 認知症等で問題の認識のないまま訪問販売等の契約をする など 

 

 

至心寮 社協 愛仁園 けいせい苑 合計

虐待相談件数 20 81 21 23 145

成年後見相談件数 51 28 25 12 116

消費者被害等相談件数 3 0 2 1 6

合計 74 109 48 36 267

至心寮 社協 愛仁園 けいせい苑 合計

対応が困難な世帯数（延） 132 71 296 207 706

　　（うち年度内新規） （33） （19） （38） （71） （161）

H28 H29 H30 R1 R2

116 132 213 181 205

28 22 60 47 52

62 48 98 50 56

43 36 92 69 104

71 79 115 104 154

76 76 93 80 89

21 30 54 80 74

33 47 98 89 88

15 19 30 25 33

33 38 70 174 209

527 498 527 923 1064

収入が少なく生活に支障がある等経済的困難

本人や家族に精神障害・知的障害がある　※１

合計

その他

不当な多重債務などで権利擁護が必要　※３

本人の意思決定が困難で、代わる決定人がいない

援助者への依存や批判的など対人関係に偏りがある

問題行動が伴う認知症　※２

必要なサービスを拒否

在宅の意思が強いが独居等で限界

高齢者虐待

※重複あり 

（世帯） 

【内訳】 

近隣トラブル   75 件 

頻回行方不明  31 件 

その他      103 件 

※重複あり 



３ 包括的・継続的ケアマネジメント支援 

（１）ケアマネジャーへの支援 

【令和 2 年度 地域包括支援センター別支援件数】 

 
 

【同伴訪問件数推移】 

 

 

（２）地域ケア会議（地域包括支援センター実施分） 

【令和 2 年度 地域ケア会議実施回数】 

 
 

会議の内容 

●個別ケア会議 

個別事例の課題解決を行うとともに、地域住民や専門職等のネットワーク構築を図ることを目的とし、 

検討を通して地域課題の発見につなげていく。 

●ケアマネジメント支援会議 

多職種による検討を通してケアマネジメント支援を行い、ケアマネジャー等の課題解決力の向上を図ることで、 

地域全体のケアマネジメントの質を高める。 

至心寮 社協 愛仁園 けいせい苑 合計

訪問（同伴訪問） 14 5 8 30 57

カンファレンス出席・ケース検討 7 8 8 2 25

研修会・事例検討会の開催 2 5 22 0 29

研修会等での講義・助言対応 0 1 0 0 1

合計 23 19 38 32 112

回数 人数 回数 人数

帯広至心寮 14 129 4 36

帯広市社会福祉協議会 3 33 4 48

愛仁園 4 48 11 178

帯広けいせい苑 9 87 2 24

合計 30 297 21 286

地域包括支援センター
個別ケア会議 ケアマネジメント支援会議

（件） 



（２）医療と介護の連携 

【令和 2 年度 医療と介護の連携に係る相談数】 

 
 

（３）ひとり暮らし登録者への訪問 

 
 

（４）家族介護者支援 

 
 

（５）地域ケア会議（帯広市実施分） 

【令和 2 年度 地域ケア会議実施回数】 

 
 

 

 

 

【参考】 令和２年度 地域包括支援センター別高齢者人口等               （人） 

 
 

 

至心 社協 愛仁 けいせい苑 合計

医療機関からの相談 6 59 68 58 191

ケアマネジャーからの相談 2 8 4 4 18

その他の機関からの相談 0 0 0 0 0

合計 8 67 72 62 209

至心 社協 愛仁 けいせい苑 合計

ひとり暮らし登録訪問件数 342 764 681 665 2,452

回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数

家族介護者リフレッシュ事業 1 9 1 12 1 11 1 11 4 43

茶話会等集いの場への支援 2 20 3 44 3 28 0 0 8 92

至心寮 社協 愛仁園 けいせい苑 合計

回数 人数

在宅医療・介護ネットワーク会議 1 20

生活支援・介護予防ネットワーク会議 0 0

認知症ケアネットワーク会議 0 0

虐待防止ネットワーク会議 1 23

0 0

2 43合計

地域ケア推進会議

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

会

議

会議名

至心寮 社協 愛仁園 けいせい苑 圏域不詳 合計

全人口 37,341 42,059 47,551 37,050 1,000 165,001

65歳以上の人口 11,433 12,159 14,849 10,593 18 49,052

75歳以上の人口 5,894 6,371 6,920 5,503 5 24,693

高齢化率 30.6% 28.9% 31.2% 28.6% 29.7%

後期高齢化率 15.8% 15.1% 14.6% 14.9% 15.0%

※書面開催 

※R３年３月末時点。 

介護高齢福祉課の独自集計であり、戸籍住民課の公表値とは異なる。 

（件） 

（件） 

（再掲） 

（令和 2 年度） 

（令和 2 年度） 

※書面開催 



【日常生活圏域別実施回数】                        

 

 

 

【事例の状況】 

性別 

 
 

 

 

課題区分 

 
 

認知症高齢者の事例件数     25 件（事例数に占める割合 49％） 

 

 

回数

12

6

6

1

11

4

7

4

51

　愛仁園

　帯広市社会福祉協議会

　帯広至心寮

担当地域包括支援センター

合計

広陽・若葉圏域

西帯広・開西圏域

南圏域

川西・大正圏域
　帯広けいせい苑

日常生活圏域

東圏域

鉄南圏域

西圏域

川北圏域

件数

男性 24

女性 21

夫婦とも 6

合計 51

件数 事例数に占める割合

11 21.6%

2 3.9%

15 29.4%

4 7.8%

4 7.8%

14 27.5%

5 9.8%

7 13.7%

7 13.7%

42 82.4%

精神症状

行方不明リスク

地域からの孤立

内容

その他

対応が困難な事例

在宅医療

精神症状に関すること

地域・生活に関すること

その他

地域トラブル

生活困窮

ゴミ屋敷

支援拒否

虐待（疑い含む）

在宅医療

区分

【区分別参加人数】 

 

参加人数

8

23

2

6

39

85

52

48

9

28

7

66

21

316

355

228

583

参加者数（a＋b）

地域包括支援センター職員（c）

合計（a＋b＋c）

フォーマル

居宅介護支援専門員

介護サービス事業所職員

医療機関

関係団体、職能団体

生活支援コーディネーター

公的機関

帯広市

その他

小計（b）

区分

インフォーマル

本人・家族

地域住民

民間企業（介護サービス以外）

その他

小計(a）

世帯 

 

件数

独居 25

高齢者のみ 8

高齢者と障害者 8

その他 10

合計 51

※重複あり 



４ 介護予防ケアマネジメント（第１号介護予防支援事業） 

 

 

５ 介護予防支援 

 

 

【参考（４・５関係）】 ケアプラン作成数 

 
 

 

 

６ その他関連事業 

（１）認知症施策の推進 

【認知症高齢者等捜索模擬訓練開催実績】 

 
 

【認知症サポーター養成講座開催実績】 

 

H29 H30 R1 R2

介護予防ケアマネジメント実施数① 6,833 13,084 13,175 12,580

（再）介護予防ケアマネジメント委託数①’ 1,307 2,117 1,992 2,121

H28 H29 H30 R1 R2

予防給付ケアプラン作成② 21,157 15,236 10,037 11,003 11,759

（再）予防給付ケアプラン委託数②’ 5,780 3,944 2,527 2,752 2,821

H28 H29 H30 R1 R2

ケアプラン作成（①＋②） 21,157 22,069 23,121 24,178 24,339

（再）委託数（①’＋②’） 5,780 5,251 4,644 4,744 4,942

回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数

　帯広至心寮 （共催）1 39 1 13 1 9 1 23

　帯広市社会福祉協議会 1 26 2 69 2 82 3 73

　愛仁園 1 32 1 48 1 26 2 49 1 20

　帯広けいせい苑 （共催）１ 39 1 42 3 55 2 35

合計 3 97 5 172 7 172 8 180 1 20

（参考）包括以外の実施数 1 22 2 21

H29H28 R１ R2H30

回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数

　帯広至心寮 8 151 8 114 12 318 13 238 13 668

　帯広市社会福祉協議会 5 89 6 434 4 63 8 165 10 569

　愛仁園 7 464 8 459 5 281 10 262 14 885

　帯広けいせい苑 10 351 9 302 11 285 7 153 12 668

（至心寮・社協共催） 1 15

合計 31 1,070 31 1,309 32 947 38 818 49 2,790

（参考）包括以外の実施数 40 1044 31 692 18 416 19 427 11 344

H28 H29 H30 R１ R2

（件） 

（件） 

（件） 

※地域包括支援センター実績報告より 

※地域包括支援センター実績報告より 



令和２年度地域包括支援センター事業報告書 

地域包括支援センター 帯広至心寮 

 

Ⅰ．重点業務及び総括 

【重点業務】 

■令和２年度帯広市地域包括支援センター事業実施方針に基づいて運営していきます。また、帯

広市地域包括支援センターの事業評価にあるようにPDCAサイクルをより意識しながら、市及び

各地域包括支援センターとの連携体制の強化を図り業務を進めていきます。 

■地域ケア会議の充実を図るため、センター全体で取り組むことと、特に自立支援型の地域ケア

会議を開催するにあたっては、多職種の協働のもと、社会資源を積極的に活用しながら、目的と

その内容を十分に理解し、計画的に進めていきます。 

■帯広市地域福祉計画に位置づけられている地域共生社会の一端を担う相談機関として、更に包

括的な支援の意識を持ち関係機関と連携していきます。 

 

【総括】 

■地域包括支援センターの機能強化を図るため、引き続きPDCAサイクルを基に計画と評価を繰

り返すことを意識し、地域包括ケアシステムの実現を目指してきました。具体的には事業を行っ

た後の実施の振り返りをセンター内で行い、改善に向けた取り組みとなるように意識して進めま

した。 

■新型コロナウイルス感染症拡大により、各事業の運営に影響がありましたが、市と相談しなが

らできることを工夫しながら実施しました。その中のひとつである自立支援型の地域ケア会議は

書面でも開催しました。 

■個別ケア会議の中で、地域共生社会の実現に向けて高齢者以外の複数の生活課題を抱えた事例

において関係者を中心に開催しました。 

 

Ⅱ．各事業に関すること 

１ 総合相談支援業務 

■民児協会議に出向いて民生委員に挨拶を行いましたが、地域交流サロンの訪問は新型コロナ

ウイルス感染症拡大に伴い、可能な範囲での参加としました。また、これまでの既存のネット

ワークや関係性の中で高齢者に対しての相談や連絡を受け、対応しました。 

■市から提供された情報等を基に至心寮圏域で地域課題となり得るものを事前にセンター内で

整理しました。 

■高齢者福祉のワンストップサービス拠点として、高齢者が自立した生活を送ることができる

ように適切な機関・制度・サービスにつなぐための利用調整等を継続しました。また、支援の

終結を意識しながら必要に応じてフォローアップや包括的・継続的ケアマネジメント支援を行

うとともにそれぞれの職種の専門性を発揮しながらチームアプローチをもって課題解決に至る



ように努めました。 

■コープかしわ店や高齢者いきいきふれあい館「まちなか」での相談対応は、コロナウイルス

感染症拡大を受け、実施することはできませんでした。 

２ 権利擁護業務 

■成年後見制度の適切な活用のため、課題解決に帯広市成年後見センターの助言が必要な場合

には、地域ケア会議等の参加によって連携を図りました。また、本人申し立てや、市長申し立

てで介護支援専門員がいる場合、本人情報シートの記載等を通じて制度の必要性とともに、後

見人が選任された後の継続した支援について情報共有を図りました。 

■高齢者虐待防止では、虐待相談・通報を受けた場合には「帯広市高齢者虐待防止マニュア

ル」に基づき速やかに状況把握を行うとともに、行政や介護支援専門員、関係機関と連携し、

対応しました。また、悪質な訪問販売・勧誘詐欺等消費者被害防止では、被害はありませんで

したが、郵便局や警察（生活安全課）からの通報・相談により、被害防止や遠方のご家族への

連絡、対応につなげるなど連携することができました。今後も消費者アドバイスセンターや警

察署（生活安全課）など、関係機関との連携強化やネットワークづくりに努めます。 

■権利擁護に関する地域への普及啓発では、新型コロナウイルス感染症防止のため集合研修に

関する企画の難しさや、出前講座依頼の減少がありました。そのような中、介護予防自主活動

サークルに対し「地域包括支援センターの権利擁護業務について」と題して出前講座を行いま

した。また、職能団体である北海道社会福祉士会十勝地区支部が企画した「高齢者虐待対応に

おける学習会（ｗｅｂ開催）」で虐待対応の事例を発表しました。今後も状況に応じて工夫し

ながら普及啓発を行っていきます。 

３ 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

■年度始めに圏域内の居宅介護支援事業所と小規模多機能型居宅介護支援事業所に顔写真入り

のチラシと年間スケジュール表を配布し、周知活動を行うとともに顔の見える関係性づくりに

努めました。また、名簿を作成して地域の介護支援専門員の状況把握を行いました。 

■自立支援型ケア会議を２回、事例検討会を１回開催しました。また、３月に行う予定だった

ケアマネジメント支援会議は新型コロナウイルス感染症の状況を見て延期としました。 

■各種会議の際にはアンケート調査を実施し、介護支援専門員等のニーズ把握に努めました。

また、次年度はその結果を持って事業計画を立案していきます。 

４ 地域ケア会議 

（１）個別ケア会議 

■至心寮圏域にある居宅介護支援事業所に向けて、地域ケア会議のチラシを作成し、配布しま

した。また、介護支援専門員からの相談は積極的に個別ケア会議の開催に向けて準備し、相互

の連携体制を強化するように努めました。 

■地域ケア会議を開催する際、８０５０問題をテーマにした個別ケア会議を２回開催しました

が、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、当初予定していた地域住民を交えての開催には

至りませんでした。また、アルコール問題を抱えた５０代の息子に対して会議の後、健康推進

課と同行訪問しながら支援しました。 

（２）ケアマネジメント支援会議 

■個別ケア会議を行った事例について、３月にケアマネジメント支援会議を開催する予定でし



たが、新型コロナウイルス感染症の状況から４月に延期しました。 

（３）その他 

■市からの情報やケースの積み上げの中で地域課題として分析できるものについて、センター

内で共有した上で地域ケア会議（個別ケア会議）の開催に向けて企画しました。 

５ 介護予防ケアマネジメント 

（１）介護予防ケアマネジメント 

■地域の高齢者が主体的に介護予防に取り組み、社会参加を踏まえた自立支援に資することを

目的とした介護予防ケアマネジメントを実施しました。 

■地域の４団体から出前講座の依頼を受け、自主サークル等の通いの場の拡大・充実への支

援、高齢者が主体的に介護予防に取り組むことを啓発しました。また、独居登録者３１４名に

対してコロナ禍での介護予防対策の必要性を啓発するため、電話かけとパンフレットの配布を

行いました。 

６ 包括的支援事業の充実のための関連事業及び項目 

（１）認知症施策の推進 

■認知症の相談は年々複雑化しており、相談件数は延べ２８８件あり、相談内容により認知症

ガイドブックを活用するなど、適切な対応に努めてきました。その個別対応により実態を把握

し、地域ケア会議や地域の見守り体制を活用しながら、地域の課題を抽出し、認知症総合支援

事業と連携し関係機関につなぎました。また、その後の状態像の変化による支援としてモニタ

リングを実施してきました。 

■認知症疾患医療センター連携会議はコロナ禍により参加できませんでしたが、認知症疾患医

療センターとは、認知症初期集中支援事業に関することや認知症に関する情報交換をすること

で、更なる連携に努めてきました。また、精神科受診に困難な認知症の疑いがある高齢者に訪

問（往診）診療を４件行い、日常生活全般に対する支援を行いました。 

■認知症サポーター養成講座は年１３回開催し、６６８名のサポーターを養成しました。初め

て全小中学校で講座開催となり、若年者から正しい知識を学んでいただいたことで、親世代へ

の普及にも努めてきました。 

■認知症サポーター養成講座修了者等に対し、認知症高齢者や家族の思いを共有するべく更な

る学習の機会の提供や実践に向けた活動支援のため認知症サポーターステップアップ講座を地

域包括支援センター単独で１１月に開催し、３４名の市民が参加者しました。また、認知症に

関する情報提供と活動支援のネットワーク構築推進のため、オレンジ通信を１回発行し配布し

ました。 

■高齢者運転に関する出前講座を開催し、高齢者の運転の特性と運転免許証更新の手続きにつ

いて講話を実施しました。 

■認知症家族の集い茶話会へ参加し協力をするとともに、認知症家族に情報提供するなど負担

軽減支援につなげました。 

■帯広市認知症高齢者等ＳＯＳネットワーク事業の協力機関として、徘徊を未然に防ぎ早期発

見できるよう事業を検討しながら、認知症高齢者および家族の支援を行いました。また、独自

の取り組みとして認知症高齢者が行方不明になるリスクを軽減するため、事前に写真や立ち寄

りそうな場所の確認や警察に情報提供をするなど、新たに相談支援専門員にもアドバイスしな



がら連携してきました。 

■認知症総合支援事業との整合性を図りながら、認知症施策を一体的に取り組みました。 

（２）生活支援体制整備 

■第１層生活支援コーディネーターと地域支え合い推進員（東・鉄南）で情報・意見交換等を

目的にｗｅｂ会議を行いました。 

（３）医療と介護の連携 

■帯広市における在宅医療・介護連携の課題抽出と対応策を検討するため、在宅医療・介護ネ

ットワーク会議に書面により出席しました。 

（４）その他の事業 

ア家族介護者支援事業 

■家族介護者リフレッシュ事業として、今年度は新型コロナウイルス感染症への予防対策を徹

底した上で、バイオリンとピアノの演奏会（音楽鑑賞ｄｅリフレッシュ）を主な内容として企

画・実施しました。 

イ高齢者の見守り支援等 

■ひとり暮らし登録高齢者 

今年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、上半期の訪問は控え、下半期においても

緊急性のない限り高齢者の意思を尊重しながら相談・訪問活動を行いました。また、コロナ渦

で体調や生活に変化はないか、困りごとはないか、孤独になっていないか、介護サービス等が

必要な状態になっていないかを確認し、必要に応じて関係機関に連絡・調整を行い、連携に努

めました。 

■年度当初、外出自粛期間が長期間続いていたことにより、ひとり暮らし登録高齢者の活動量

の低下が予想されたため、介護予防の啓発としてフレイル予防のパンフレットを戸配しまし

た。また、７月には個別に介護予防普及啓発の電話かけを行い、マスクの長時間着用による熱

中症やフレイル予防に関しての啓発を行いました。 

■ねたきり認知症高齢者 

今年度はコロナウイルス感染症拡大防止のため、半数以上が電話での対応となりましたが、家

族や介護支援専門員に連絡し、高齢者の様子やサービス利用に変更や不都合はないかなどを確

認し、必要に応じて相談対応しました。 

■災害時、ひとり暮らし高齢者の登録高齢者及びねたきり認知症の登録高齢者を対象とした安

否確認を効率的に行うことを目的とした地図の更新やそれらの情報の収集・整理などに取り組

みました。また、ひとり暮らし高齢者登録者の訪問活動では、帯広市の防災ガイド・暮らしの

ガイドに沿って、災害時の対応に関して確認しました。 

７ その他（上記１～６に記載していない事項） 

■実習指導者を中心にソーシャルワーク現場実習生２名の受入れを行いました。 

■町内会で実施している見守り支援組織との連携を図り、身近な相談体制の構築のために町内

会の支援者との懇談会を開催しました。 

 



令和２年度 地域包括支援センター事業報告書 

地域包括支援センター 帯広市社会福祉協議会 

 

Ⅰ．重点業務及び総括 

【重点業務】 

 個別課題の解決や地域住民等とのネットワーク構築を図り、圏域における地域課題の把握

に取り組みます。 

 切れ目のない支援を実施するために、さまざまな機関を巻き込んだ包括的な連携体制を構

築し、多様化する課題解決に取り組みます。 

 

【総括】 

 介護予防の自主サークルや地域交流サロンなどの住民主体の地域活動においては、新型コ

ロナウイルス感染症の影響により多くの活動が自粛となりました。感染症予防対策上、地

域包括支援センターが行う普及啓発活動にも制限があり、例年のように地域に出向いた取

り組みを行うことが困難な状況でした。 

 また、民生委員・町内会・老人クラブなどの関係者との地域ネットワーク構築に向けた取

り組みにおいても、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から制限せざるを得ない状況

となりました。 

 総合相談においては、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、昨年同等の相談

数となっています。相談内容に関しては、「8050 問題」「身寄りがない」「高齢者虐待」と

いった制度のはざまにおかれている状況や家族関係の崩壊など、複合的な課題を抱えてい

る支援困難ケースが増加しています。 

 コロナ禍において対面での地域ケア会議の開催は当初の計画には至りませんでしたが、自

立支援型地域ケア会議として、看護師・リハビリ職などの専門職をスーパーバイザーとし

て招集しケアマネジメント支援会議を実施し、自立支援を考える機会の提供と医療介護の

連携に向けた取り組みを進めました。 

 

Ⅱ．各事業に関すること 

１ 総合相談支援業務 

（１）実態把握 

市から提供される情報をもとに、圏域の高齢者の実態把握に取り組みました。支援困難事

例などについては、市とも連携し課題解決に取り組みました。 

（２）地域ネットワーク構築 

緊急事態宣言のため、例年 5 月に訪問していた民生委員・児童委員協議会では、7 月の定

例会に伺い、地域包括支援センターの周知活動を行いました。社会福祉協議会と連携をし

て、臨時開催された地域交流サロン（ふれあい北サロン）においてミニ講座を開催し、体

力低下の防止に関する普及啓発を行いました。コロナ禍により予定していた住民主体の地



域活動への訪問活動はやむを得ず自粛となりました。 

（３）総合相談 

包括的支援事業を一体的に実施する機関として、高齢者福祉・保健福祉サービスの調整や

必要な制度につなぐなど多様化する相談対応に取り組みました。センターの職員間のみな

らず、関係機関とも協議し課題解決に取り組みました。コロナ禍であるものの、相談件数

は横ばいで推移していますが、複雑な課題を抱える困難な相談が増加しています。 

２ 権利擁護業務 

（１）成年後見制度の活用 

適切な介護サービスの利用や金銭管理・法律的行為を行うことができるよう、法定後見申

し立てなどの支援を行いました。対象者の状態を踏まえ、成年後見支援センターや法テラ

スを通じて弁護士と連携し、スムーズな申し立て支援に取り組みました。 

（２）高齢者虐待への対応 

「帯広市高齢者虐待防止にマニュアル」に基づき、専門機関として計画的な支援を市と連

携しながら積み重ね、高齢者虐待の終結に向けた支援を行いました。 

（３）支援が難しい事例への対応 

困難事例に対しては、センターの専門職種がチームとして対応したことに加え、市市民福

祉部・市役所庁内の関係課・医療機関・警察・弁護士・消費生活アドバイスセンターなど

日ごろからの連携関係を活かした支援に取り組みました。 

（４）消費者被害防止 

定期的に警察署や消費生活アドバイスセンターに出向き、悪質な訪問販売や振り込め詐欺

など最新の情報を収集し、広報誌を通じて被害防止のための注意喚起を行いました。 

（５）予防対策と早期発見 

広報誌による情報発信を行い、権利擁護に関する意識醸成に取り組みました。被害の早期

発見のためのネットワーク構築に向け毎年開催してきた「高齢者虐待防止研修会」はコロ

ナ禍により中止となりました。 

（６）情報共有と連携 

今年度の「高齢者虐待防止ネットワーク会議」は書面会議となりましたが、近況の事例や

取り組みについての情報については書面を通じて共有しました。市や警察署・消費生活ア

ドバイスセンターには定期的に訪問し、日ごろからの情報収集を行う中で連携関係の強化

に取り組みました。今年度は消費者被害に関する相談はありませんでした。 

３ 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

（１）包括的・継続的ケアマネジメント体制の構築 

介護支援専門員研修として事例検討会を予定していましたが、コロナ禍につきグループワ

ークなどが困難なことから、講話により認知症高齢者の制度について支援事例を交えて説

明し、認知症初期集中支援事業などの制度活用促進に取り組みました。多職種協働による

自立支援型地域ケア会議を開催し、利用者の自立支援を考える機会提供に取り組みました。 

（２）介護支援専門員に対する支援 

居宅介護支援事業所からの困難事例の相談に対して、助言・情報提供・同行訪問を行いま

した。複雑な課題がある事例は、市とも連携を図りながら解決に向けて支援をしました。 



４ 地域ケア会議 

（１）ケアマネジメント支援会議 

多職種協働による自立支援型地域ケア会議として、ケアマネジメント支援会議を開催しま

した。スーパーバイザーには看護職・リハビリ職の参加調整をし、再委託事業所の事例に

ついて医療職との検討を通じ、自立に資するケアマネジメント支援に取り組みました。 

（２）個別ケア会議 

個別ケア会議を開催し、高齢者が抱えている生活課題の解決に取り組み、地域支援者間の

ネットワーク構築に努めました。対面による会議においては、コロナ禍につき地域住民や

関係事業者などの参集が叶わず、思うような企画運営や調整が困難な状況でした。 

（３）地域課題の把握 

地域ケア会議や日ごろの総合相談などを通じ、圏域の課題把握に取り組みました。今年度

は、「地域ケア推進会議」の開催がなく、課題共有や提言までには至りませんでした。 

（４）地域ケア会議の情報共有 

職種間会議により、各センターで開催する地域ケア会議の情報共有を行いました。 

５ 介護予防ケアマネジメント 

（１）介護予防ケアマネジメント 

事業対象者や要支援認定を受けた方が心身の機能回復や生きがいを持って生活できること

を目的に、自立支援を目指した介護予防ケアマネジメントを実施しました。コロナ禍では

あるものの、日常業務については感染予防に配慮し継続してきました。また、医療機関か

らの相談に対応し、退院後のサービスがスムーズに利用できるように調整を行いました。 

６ 包括的支援事業の充実のための関連事業及び項目 

（１）認知症施策の推進に係る事業 

ア 正しい知識の普及啓発と予防対策の推進 

コロナ禍において積極的な講座の開催が難しかった中、今年度より重点的に取り組むこと

にした、地域の小・中学校に向けた認知症サポーター養成講座では、実施先と充分に打ち

合わせを行い、感染予防に配慮しながら認知症に対する正しい知識の普及啓発を行いまし

た。また、地域交流サロンに出向き、認知症ガイドブックを活用しながら講話を行う予定

でしたが、地域交流サロンが休止となり実施することができませんでした。次年度は、感

染予防に配慮した取り組み方法の積極的な検討が必要であると考えています。 

 イ 相談支援体制の充実 

認知症に係る相談支援では、認知症カフェなど認知症の人が活動できる場の情報提供に取

り組みました。認知症の人を支える家族の相談に対しては、心身の負担軽減に向けた家族

介護者リフレッシュ事業や認知症家族の集い茶話会の情報提供に取り組みました。相談内

容に応じて認知症初期集中支援事業へのつなぎや関係機関との連携を図りました。 

 ウ 地域の見守り体制の構築 

個別の相談から、認知症による行方不明のリスクのある方に対し、帯広市認知症高齢者等

SOSネットワーク事業の周知を行いました。地域見守り体制の構築を目的とした認知症高

齢者等 SOS 模擬訓練の実施についてはコロナ禍において感染拡大防止のため実施を見合

わせました。  



 エ 医療と介護の連携強化 

電話相談の他、受診時連携シートの書式を有効活用し、認知症疾患医療センターをはじめ

とした医療機関と情報共有することができました。認知症疾患医療センター連携会議等の

開催はありませんでしたが、医療と介護の連携がスムーズに行えるよう市内の居宅介護支

援事業所・小規模多機能型居宅介護の職員に向けて、認知症疾患医療センターの役割や帯

広市の認知症事業等についての研修を行いました。 

（２）生活支援体制整備事業 

北郊団地町内会で行われた協議体では、川北圏域の地域支え合い推進員と連携し、コロナ

禍であっても住民同士のつながりの大切さの啓発や、体力低下防止の周知活動を行いまし

た。また、川北圏域で地域住民の困りごとのひとつとなっていた除雪についても、地域で

解決できるよう地域支え合い推進員と協働で取り組みを推進しました。西圏域の協議体へ

の参加要請はなく、「生活支援・介護予防ネットワーク会議」についてもコロナ禍につき開

催がありませんでした。 

（３）医療と介護の連携 

医療と介護の連携体制の課題を明らかにするために、医療と介護の連携に係る事例を報告

しました。今年度は、「在宅医療・介護ネットワーク会議」は書面会議となりましたが、「医

療・介護サービスを一体的に提供するための相談窓口における連携支援会議」に参加し、

連携推進に取り組みました。 

（４）その他の事業 

 ア 家族介護者支援事業 

  在宅介護を行っている家族に対して、家族介護用品支給事業などの情報提供を行い、実態

把握に取り組みました。また、介護者の元気回復・相互の情報交換等のため家族介護者リ

フレッシュ事業については、参加者の手指消毒・検温・体調の確認を行い、例年より時間

を短縮し、会食を控える形式で開催しました。認知症家族の集い茶話会では、他のセンタ

ーと分担して家族介護者の相談支援を行い、介護者の心身の負担軽減などの支援に取り組

みました。新型コロナウイルス感染症の影響で介護者の心身の負担が増えている中、例年

とは違い飲食を控える状況ではありましたが、参加者の気分転換やリフレッシュになって

いたことが実感できました。 

イ 高齢者の見守り支援 

  ひとり暮らし高齢者相談員の定期訪問は、コロナ感染拡大防止のため電話対応を中心に行

いましたが、ひとり暮らし高齢者登録・ヤクルト（安否確認サービス）・緊急通報システム・

高齢者在宅生活支援サービスの利用調整などは訪問により生活実態把握を行い、対象者の

状況に合わせた制度活用や利用調整の支援を行いました。また、寝たきり・認知症高齢者

の状況把握を行い、生活状況のアセスメントを通じ、必要時には担当の介護支援専門員や

帯広市と連携を図り、個別課題の把握や必要な制度へのつなぎなど在宅生活が継続できる

ような支援に取り組みました。帯広市きづきネットワーク関係機関として、帯広市と連携

し、きづきネットワークの周知に取り組みました。 

７ その他（上記１～６に記載していない事項） 

 

 



令和２年度 地域包括支援センター事業報告書 

地域包括支援センター 愛仁園 

 

Ⅰ．重点業務及び総括 

【重点業務】 

・ 医療サービスと介護サービスを一体的に提供する相談窓口として、連携に関する事

例を共有し、地域との関りを強化する。 

・ 依頼のあった出前講座や認知症サポーター養成講座等から気づいたことを地域支え

合い推進員と共有する。また、その情報を地域ケア会議やタウンミーティング等に

活かす。 

・ 集いの場の工夫、特に家族介護者が集まれる場について検討をすすめる。 

・ 認知症サポーターとして活動に協力できると回答した方々を「愛仁園なんもなんも

サポーター」として活躍できる場を検討する。 

 

【総括】令和 2年度は新型コロナウイルス感染症の流行を考慮しつつ、事業を進めて行った。 

・ 地域の医療・介護関係者や地域住民から、在宅医療に関する相談を受け付け、必要に応じて

訪問や連絡調整等支援を行った。特に情報共有が必要と判断した 7 事例については帯広市に

報告した。病気が深刻な状況になって初めて相談があったり、本人の強い拒否や家族の理解

不十分などがあり、医療や介護のサービスにつながらないなど複合的な課題を持ったケース

もあり、医療と介護のスムーズな連携については、今後も取り組むべき課題ととらえている。 

・ 新型コロナウイルス感染症の流行拡大防止で、申し込みのあった出前講座には対応したが、

会場の関係から中止の連絡をいただいたり、例年に比べると回数は少なかった。認知症サポ

ーター養成講座が「おびひろ市民学」としてすべての小中校で実施されたことから、今まで

当センターが行ってきた地道な地域づくりが一気に進んだ感があった。しかし、新型コロナ

ウイルス感染症の流行で、地域支え合い推進員や住民との情報交換の手段が限定され、満足

できるような情報交換はできなかった。住民が参加する地域ケア会議は 3 回であったが、実

施することで地域が動く手ごたえは十分感じられ、ウイズコロナ時代を見すえ、これからの

地域づくりが模索される。開西・西帯広地区担当地域支え合い推進員と連携し、タウンミー

ティングを 2回実施することができ、住民同士の自主的な支え合い活動が前進した。 

・ 既存の集いの場が新型コロナウイルス感染症の流行拡大防止に配慮され、年度内に再開でき

たところとできなかったところがある。今後も新しい集いの場については、慎重に検討して

いく。特に家族介護者は感染症の流行状況に敏感であり、集まることが非常に難しいため、

今後もやり方や持ち方を検討していく。 

・ 圏域の認知症カフェは中止され参加できなかったが、認知症家族の会には参加できた。認知

症 SOS ネットワーク捜索訓練や認知症サポーターフォローアップ講座では、「あいじえん西

帯広ながら見守り隊」メンバーや民生委員などの参加があり、今後の「愛仁園なんもなんも

サポーター（仮）」活躍の場の検討につなげていく自信になった。 



Ⅱ．各事業に関すること 

１ 総合相談支援業務 

新型コロナウイルス感染症の流行の中、実態把握や地域支援ネットワークの構築を図り、高齢

者福祉におけるワンストップサービスの拠点として、受けた様々な相談は適切な支援の実施や

他の業務につなげた。R2年度は精神障害を疑う 65歳未満の新規相談も 5 件あり、高齢者本人

ばかりでなくその家族や地域住民の対応が必要であった。今後適切な支援と課題解決に向け、

関係各部署との連携がますます必要になると感じている。 

２ 権利擁護業務 

成年後見制度の活用を図り、高齢者虐待の防止及び対応を行った。支援困難事例には関係機関

及び帯広市の関係部署と連携を図り支援した。消費者被害防止及び必要時支援を行った。自主

企画として「活きいき元気塾～騙されない！消費者トラブル」を実施し、地域住民 16名の参加

があった。権利侵害の予防や早期発見にむけた対応について、法人職員対象の虐待防止研修会

を ZOOMで実施した。 

３ 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

地域における連携や協働の体制作りという包括的・継続的なケアマネジメントを実践するため

の体制構築を行っている。定例でケアマネジメント支援会議（前向きになれる事例検討会）を

行い、個々の介護支援専門員の実践に対する支援を行っている。令和 2年度は集合型と ZOOM

を利用したリモートで事例検討会や研修会などを実施した。重度の難病患者の在宅復帰や若年

性認知症患者の在宅支援について検討し地域の多職種間のネットワークの構築や連携促進を図

った。 

４ 地域ケア会議 

帯広市の地域ケア会議実施マニュアルに沿って開催した。令和 2年度は集合型と、ZOOMを利

用したリモート会議を行った。定例で実施しているケアマネジメント支援会議に自立支援に特

化した「夢をかなえるワークショップ」を位置づけ、多職種でアイディアを出し合ったり、地

域の取り組みによる解決の可能性を検討することができた。過去に行った地域ケア会議のモニ

タリングを含め、新型コロナウイルス感染症の流行中でも 15回実施することができた。今後、

課題共有や提言を帯広市に報告し、地域ケア推進会議に活かしていきたい。 

５ 介護予防ケアマネジメント 

要支援認定者・事業対象者が介護予防・生活支援サービス等を利用する際の介護予防ケアマネ

ジメントを実施している。地域の多様な社会資源の活用など介護予防の取り組みを支援した。

依頼のあった出前講座では、高齢者が自ら健康寿命を延伸できるような啓発活動を実施した。 

６ 包括的支援事業の充実のための関連事業及び項目 

（１） 認知症施策の推進に係る事業 

・正しい知識の普及啓発と予防対策の推進・相談支援体制の充実・地域の見守り体制の

構築・医療と介護の連携強化に取り組んだ。 

（２） 生活支援体制整備事業 

・第一層生活支援コーディネーターや地域支え合い推進員と連携をはかりながら、生活

支援に関する地域課題の解決に向け必要な体制の整備を行った。 



（３） 医療と介護の連携に係る事業 

・帯広市が行う協議の場に書面参加し、対応策の検討や解決の向けた取り組みに協力し、

医療と介護の連携をすすめた。 

（４） その他の事業 

① 家族介護者支援事業等の福祉サービスの紹介や、各種制度についての情報提供を行

った。介護者相互の情報交換や交流会実施などを行った。 

② 「高齢者の訪問登録活動の手引き」に沿って地域の高齢者の見守り支援を行った。

帯広市きづきネットワークと連携し相談や通報に対応した。 

７ その他（上記１～６に記載していない事項） 

・名寄市立大学学生 1名の実習を受け入れ、後進の育成を図った。 

・日本赤十字北海道看護大学大学院生 2名の研究に協力した。 

・北海道初任介護支援専門員資質向上 OJT事業」に協力し実習型研修を実施した。 

 



令和２年度 地域包括支援センター事業報告書 

地域包括支援センター帯広けいせい苑 

 

Ⅰ．重点業務及び総括 

【重点業務】 

●地域ケア会議・ケアマネジメント支援会議の充実  

（1）地域に暮らす高齢者の身近な相談窓口として地域包括支援センターの周知・啓発の継続。 

（2）地域課題を発見し共有・提言に繋げていく。 

（3）ケアマネ支援としてネットワークの構築・資質の向上を図る。 

（4）地域の要援護者の「きづき・みまもり・ささえあい」構築の深化・推進 

（5）在宅生活の限界点を高めるためのケアマネジメントの向上支援の強化を図る。 

●興味関心シートの活用 

（1）出来ることを活かした介護予防ケアマネジメント、地域デビューの課題発見。 

 

【総括】 

●今まで帯広市が示す事業実施方針に基づいた活動や培ったネットワークの活用より、地域住

民・関係団体・医療・介護の関係事業の協力を得て様々な活動を行ってきたが、新型コロナ

ウイルス感染予防の観点から、重点業務に掲げた項目の実施が難しい 1年だった。 

●コロナ禍にありながら総合相談は着実に増えており、スムーズな相談支援に結びつけられる

よう、電話による情報交換や実態把握に努めた。医療機関をはじめ関係各所から依頼を受け

対応。今年度の介護認定の新規・更新申請者のうち居宅介護支援事業所等へ引継ぎ支援を 150

件実施した。 

●「地域の見守り・支え合い」のネットワーク構築に向け、認知症施策として認知症高齢者等

行方不明者捜索・連絡模擬訓練、認知症サポーターフォローアップ研修等の開催機会を模索

していたが感染状況が落ち着かず実施出来なかった。 

●認知症に関する相談は年々増えている。今年度は特に外出制限される状況が長く続いたせい

か、被害妄想や嫉妬妄想の症状がある方への相談支援依頼が例年よりも多くみられた。地域

住民の認知症予防の関心の高さもあり、次年度は感染症対策を行い、実施を目指したい。 

●帯広市の家族介護者リフレッシュ事業、大正川西地区の民児連定例会、地域個別ケア会議・

自立支援に向けたケアマネジメント支援会議は感染症予防対策を図った上で実施出来た。ま

た、ZOOMを活用して関係機関と会議を開催することも出来た。 

●アセスメントの中で、興味関心シートを活用することで本人のこれまでの生活の中での「強

み」を意識し、介護予防ケアマネジメントを行うことが出来た。ケアプランの目標設定や「や

りたい」気持ちに繋げることができる為、次年度も引き続き「興味・関心シート」の利用定

着を目指す。 

●地域活動がこの 1 年間ほぼ全て休止状況となり、来年度は今まで培ってきた『地域』とのネ

ットワークや信頼関係の再構築を図っていかなければならないと考えている。 



Ⅱ．各事業に関すること 

１ 総合相談支援業務 

●令和 2 年度総合相談として寄せられた受付件数は 652 件(前年度 599 件)。相談内容として

は介護保険認定の新規申請の希望や制度の利用についての相談が 1000件、次いで医療・健康に

関する相談 647件。認知症に関する相談が 460件の順となっている。（重複相談あり） 

●ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯から継続した通院に関する相談、がん治療を行い緩和ケア

の移行期に医療機関から紹介され、介護認定の新規申請や退院後の在宅支援等の急を要する相

談や心配される患者さんへの相談支援が増えている。 

●帯広市が実施する「帯広市気づきネットワーク」の機能を活かし、共生社会実現に向けて関

係機関の協力を得て、あらゆる機会を通して周知活動を行い、「地域の見守り・支え合い」体制

の構築に努めた。 

●地域には、どこに相談して良いか解らない高齢者やその家族が未だ数多く存在する。今後支

援が必要になった時に、地域の身近な相談窓口として地域包括支援センターの役割・機能をよ

り多くの地域住民に知って頂く為周知活動は必須。若い世代への周知が今後の課題だと感じて

いる。 

●現在、介護認定の更新の場合、期間が最長 3 年間となっている。介護保険サービス未利用者

の実態把握についても、介護認定期間を参考に、周期的に実態把握を行っていきたい。 

２ 権利擁護業務 

●権利擁護に関する相談に対し 76 回対応。虐待に関する相談は 20 件受付、虐待認定は 3 件あ

った。虐待認定とならなかったケースは、随時対応を検討し生活支援や医療機関に繋ぐ支援を

継続。心配なケースは、養護者や担当となる介護支援専門員支援を継続して行っている。 

●生活困窮など行政機関とも相談し、情報交換する中で、必要な手続き支援を行っている。「帯

広市成年後見センターみまもーる」が開催する成年後見支援ネットワーク会議の出席依頼があ

り出席している。 

●帯広警察署(生活安全課)が開催している被害者支援会議に例年参加していたが令和 2 年度は

書面開催。地域包括支援センターの機能・役割について紹介、各関係機関と情報交換し、連携

強化を図った。 

３ 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

●介護支援専門員を対象に勉強会・茶話会の機会を検討していたが実施出来なかった。多職種

との意見交換、ネットワーク構築の機会として自立支援に向けたケアマネジメント会議の開催

を 2事例実施し、高齢者分野だけでなく障がいサービス事業所との連携を図った。 

●十勝振興局が主催する「十勝地域における入退院時の連携ルール」意見交換会に出席し、現

状の課題等を報告し、運用に関して協力を行っている。 

●担当地区の居宅介護支援事業所の介護支援専門員から相談依頼を受け、29件同行訪問を行っ

た。社会資源の紹介、支援方法の検討を一緒に行い、その後も必要な場合には経過を確認し、

介護支援専門員が孤立しないよう相談支援体制をとっている。 

●担当地区の関係者等と情報共有する場として地域ケア会議(個別)を活用する。課題解決にむ

けた情報整理・地域課題の発見・支援方法などケアマネジメント支援の質の向上、顔の見える



関係づくりを目的に 9回開催した。 

４ 地域ケア会議 

●帯広市が作成した地域ケア会議マニュアルに基づき、地域の実情や個別の相談に対し必要に

応じて開催する。 

【１】ケアマネジメント支援会議：『自立支援に向けた事例検討の場』として圏域内の２つの居

宅介護支援事業所に事例提供を依頼し支援方法の検討、今後起こり得るリスクへの対応等、看

護やリハビリ、福祉用具等各専門職を交えた意見交換会を 2事例で実施。 

【２】地域ケア会議(個別)～個別課題解決・地域課題抽出・ネットワークづくりを目的に農村

部に住む『認知症高齢夫婦世帯』、『支援者不在の利用者支援』等を含め全９回開催。 

【３】帯広市が開催する「帯広市認知症ケアネットワーク会議」「帯広市在宅医療介護ネットワ

ーク会議」「帯広市生活支援・介護予防ネットワーク会議」「帯広市虐待防止ネットワーク会議」

は書面開催。個別支援の実情や地域での活動をもとに地域課題の把握や新たな課題発見が出来

るよう努めた。 

５ 介護予防ケアマネジメント 

●医療・介護の連携から「十勝地域における入退院時の連携ルール」もあり、医療機関から要

援護者の相談があり対応。また、依然として退院に向けて急を要するケースの対応もあり、市

内の居宅介護支援事業所と連携し対応した。 

●新規相談に対し丁寧に対応。必要に応じて受診勧奨等医療機関に繋ぐこともある。これまで

の生活歴等を確認する中で、単にサービス調整を行うのではなく、強みを活かした社会資源等

の紹介を行うなど柔軟に対応している。 

●福祉センターで活動する自主サークル活動グループから要請を受け、介護予防に向けた講話

や運営方法について話し合いの場に参加し、自主サークル活動が継続していけるよう協力して

いる。 

６ 包括的支援事業の充実のための関連事業及び項目 

【１】認知症施策の推進 

●認知症に関する相談対応については年々増加している。相談対応件数は 460件。実態把握を

行い、個別相談から認知症を背景とした生活課題について、必要に応じて受診勧奨、支援体制

を整えるため地域ケア会議を開催するなど対応している。承諾を得た方については、初期集中

支援事業を活用し早期受診・早期治療に繋げている。 

●認知症サポーター養成講座や認知症サポーターへのフォローアップ講座は、感染症予防対策

の関係から独自の企画では行うことが出来なかったが、帯広市並びに専門学校からの要請で開

催し、地域に協力・支援者をふやす取り組みを実施。 

●帯広市民学の一環で市より依頼のあった小・中学校 9校で認知症サポーター養成講座を開催。

認知症と認知症の人との関わり方、予防について、楽しく正しく理解してもらう取り組みを行

った。保護者向けに認知症ガイドブックを配布することで若い世代への普及啓発を行った。 

●帯広市ＳＯＳネットワークに登録し、見守り活動に協力。圏域内で起きた事案については、

市からの情報提供をもとに必要な支援を行っている。 

●認知症に関する相談対応が増えている実情を踏まえ、認知症予防カフェ「うっかり茶輪」を



開催してきたが、感染症予防のため休止。地域住民の認知症予防の関心の高さもあり再開を望

む声を頂き、次年度は再開に向けて検討している。 

 

【２】生活支援体制整備 

●帯広市が実施する帯広市生活支援・介護予防ネットワーク会議に出席していたが、今年度の

開催はなく地域ケア会議や日常の業務を通して知り得た地域の実情を踏まえ、意見交換や情報

共有を行っている。また地域支え合い推進員と協力し、自主活動団体と「集いの場の在り方・

今後の運営」に向けて協議体に参加。 

●ケアマネジメント支援会議や地域ケア【個別】会議を開催の際、地域支え合い推進員にも参

加を依頼。地域支え合い推進員の活動の周知として紹介を行っている。 

【３】医療と介護の連携 

●十勝歯科医師会在宅支援会議や十勝振興局が主催した「十勝地域における入退院時の連携ル

ール」意見交換、また、帯広市が実施している帯広市医療・介護連携推進会議、帯広市在宅医

療介護ネットワーク会議に書面で参加。地域の実情を踏まえ連携の在り方について意見を伝え

ている。 

●個別ケースを通して、必要に応じて医療機関の相談窓口と支援方法を協議。また、地域で心

配される要援護者の情報提供を行うことで、スムーズな受診や必要な治療が受けられるよう連

携を図っている。 

●定期的に開催されている認知症疾患センターの連絡会議や研修会に参加。 

７ その他（上記１～６に記載していない事項） 

●家族介護者支援事業 

・帯広市家族介護者リフレッシュ事業は感染症予防の観点から 3密を避け、短時間、飲食・交

流は無し等例年とは異なる開催の在り方を検討し、お寺で座禅体験を企画。12名の参加となっ

た。 

・帯広市認知症家族の茶話会の定期開催にあたり市内地域包括支援センターで役割分担し、協

力を継続している。 

・帯広市家族介護者リフレッシュ事業参加者より定期的な集いの場とし月１回多機能ホームい

なほ地域交流室で家族介護者の茶話会「茶輪会」を開催していたがコロナ禍のため休止。「茶輪

会」参加者に電話での声掛けとクリスマスカードを送付した。参加していたメンバーよりお返

事をいただくなど誰かと繋がっている安心感や気分転換が家介護者にとって必要だと再認識

し、今後も何らかの形で支援を継続していきたい。 

●高齢者の見守り支援 

・ひとり暮らし高齢者の対応では、新規登録者 26件、継続登録者 639回訪問等の対応を行った。

寝たきり認知症高齢者は 21件の登録がある。 

・共生社会実現に向けて、高齢者に限らず要援護者に対して見守りの輪が拡がるよう帯広市が

実施する「きづきネットワーク」について、関係団体・企業、地域住民に趣旨説明を行った。 

●福祉人材育成の協力 

・社会福祉士の実習生（名寄市立大学 １名）を受け入れ、後進の育成に協力している。 

●包括職員のスキルアップに向けて研修の開催 



・他包括支援センターと共同で実施することが難しく、センター職員が企画し部内で勉強会を

実施。地域活動の中で情報提供に活かしている。 

 



令和2年度

「単位：円」

予算額 決算額 増 △減
29,294,000 29,452,374 158,374

1,747,000 1,727,989 △ 19,011

6,592,000 7,136,972 544,972

37,633,000 38,317,335 684,335

602,000 207,946 △ 394,054

需用費計 2,104,000 2,317,174 213,174

消耗品費 61,000 313,036 252,036

印刷製本費 491,000 367,422 △ 123,578

光熱水費 1,064,000 1,055,803 △ 8,197

燃料費 431,000 580,913 149,913

修繕費 57,000 0 △ 57,000

0

4,440,000 4,799,945 359,945

2,912,000 2,348,600 △ 563,400

10,058,000 9,673,665 △ 384,335

300,000

47,991,000 47,991,000 0

旅費

合　　計

小　　計

小　　計

器具備品費

・専門職　1名×100％（まちなか職員）
・専門職　10名×70％

・専門職　1名×100％（まちなか職員）
・専門職　10名×70％

　　　地域包括支援センター運営費決算書

本俸

職員諸手当

法定福利費

賃借料

・専門職　1名×100％（まちなか職員）
・専門職　1名×100％（認知症地域支援推進委員）
・専門職　10名×70％

・電気使用料
・水道使用料

・車両燃料、修繕費
・タイヤ購入（夏・冬）、修理費用

帯広至心寮

・回線使用料（サテライト含む）
・福利厚生費（健康診断、インフルエンザ接種）
・保険料（火災保険他）
・保守料（PCｼｽﾃﾑ保守）

地域ケア会議 １８回実施分（経費は上記に含む）

地域包括支援センター：

・外勤、管内研修時の自家用自動車借上げ

・事務用品等

・コピー機使用代（サテライト含む）
・コピー用紙、名刺、封筒（サテライト含む）

役務費

科    目

・サテライト間借
・まちなか駐車場代
・駐車場代（本体駐車場）
・公用車リース料

内         訳



令和2年度

「単位：円」

予算額 決算額 増 △減
28,480,000 28,023,153 △ 456,847

4,340,000 4,317,665 △ 22,335

5,552,000 6,957,159 1,405,159

38,372,000 39,297,977 925,977

340,000 133,790 △ 206,210

需用費計 1,365,000 1,275,676 △ 89,324

消耗品費 610,000 704,930 94,930

印刷製本費 50,000 33,670 △ 16,330

光熱水費 170,000 149,200 △ 20,800

燃料費 530,000 387,876 △ 142,124

修繕料 5,000 0 △ 5,000

0 0 0

2,928,000 2,849,278 △ 78,722

1,958,000 1,526,279 △ 431,721

6,591,000 5,785,023 △ 805,977

300,000

45,263,000 45,083,000 △ 180,000合　　計

役務費 電話回線使用料・携帯電話使用料・通信運搬費（郵
便・印紙）・保守点検料・保険料・自動車保険料・車両
管理費・諸会費・手数料・家族介護者リフレッシュ事
業・参考図書・その他

小　　計

地域ケア会議 7回実施分（経費は上記に含む）

車両用燃料・サテライト暖房用燃料

器具備品費

賃借料 パソコンリース料・複写機リース料（サテライト1台・本
部1台）・サテライト賃借料（家賃・共益費・駐車場）

旅費 各種研修会参加旅費ほか

事務用消耗品費（事務用品・コピー用紙・ファイル・ト
ナー・インクカートリッジほか）・被服・事務用カバン

各種印刷物、コピー代・名刺作成料・パンフレット印刷
費

サテライト電気料・サテライト水道料・サテライトガス
代

職員諸手当 各種手当

法定福利費 社会保険、労働保険ほか

小　　計

　　　地域包括支援センター運営費決算書
地域包括支援センター： 帯広市社会福祉協議会

科    目 内         訳
本俸 主任介護支援専門員・保健師・社会福祉士・認知症

専門担当職員・コーディネーター・ひとり暮らし高齢者
相談員・介護支援専門員



令和2年度

「単位：円」

予算額 決算額 増 △減

19,206,000 22,461,090 3,255,090

11,412,000 14,332,289 2,920,289

6,895,000 5,764,371 △ 1,130,629

37,513,000 42,557,750 5,044,750

226,000 46,954 △ 179,046

448,000 30,674 △ 417,326

173,000 330,398 157,398

50,000 19,564 △ 30,436

946,000 412,763 △ 533,237

299,000 90,020 △ 208,980

25,000 21,004 △ 3,996

327,000 65,581 △ 261,419

20,000 2,767 △ 17,233

2,737,000 754,708 △ 1,982,292

110,000 49,016 △ 60,984

259,000 54,293 △ 204,707

1,543,000 318,237 △ 1,224,763

41,000 11,125 △ 29,875

59,000 11,146 △ 47,854

7,263,000 2,218,250 △ 5,044,750

300,000 300,000

45,076,000 45,076,000 0

小　　計

地域ケア会議 消耗品等

合　　計

賃借料 車両・パソコン・コピー機リース料

保守料 電話設備保守・自動ドア保守料

諸会費等 介護支援専門員協会会費、地域包括支援センター協
議会会費

業務委託費 産業廃棄物収集委託、清掃業務委託等

手数料 振込手数料

保険料 車両保険料

修繕費 車両修繕

通信運搬費 電話料、郵便料

会議費 会議用飲み物

印刷製本費 名刺印刷費用

水道光熱費 電気料、上下水道料

燃料費 車両用燃料

福利厚生費 職員健康診断料

旅費・研修費

消耗品費 事務用品等

職員諸手当 職員10名の手当、賞与

法定福利費 職員10名の法定福利費（退職給付掛金、社会保険
料）

小　　計

　　　地域包括支援センター運営費決算書
地域包括支援センター： 地域包括支援センター愛仁園

科    目 内         訳

本俸 職員10名（保健師2名、社会福祉士3名、介護支援員
5名）の給料



令和2年度

「単位：円」

予算額 決算額 増 △減
19,510,000 20,132,324 622,324

14,418,000 13,840,878 △ 577,122

6,386,000 6,221,212 △ 164,788

40,314,000 40,194,414 △ 119,586

100,000 119,956 19,956

需用費計 2,060,000 2,017,090 △ 42,910

消耗品費 250,000 484,854 234,854

印刷製本費 400,000 424,509 24,509

光熱水費 450,000 455,428 5,428

燃料費 950,000 571,530 △ 378,470

修繕料 10,000 80,769 70,769

100,000 43,356 △ 56,644

1,030,000 1,255,673 225,673

1,052,000 1,280,545 228,545

120,000 74,966 △ 45,034

4,462,000 4,791,586 329,586

300,000

45,076,000 44,986,000 △ 90,000

　　　地域包括支援センター運営費決算書
地域包括支援センター： 帯広けいせい苑

科    目 内         訳

本俸 本俸（専従職員2人、専門職員7人、事務員1人）×
70％

職員諸手当 各諸手当（70％）

法定福利費 社会保険・労働保険、他（70％）

小　　計

旅費 出張旅費、参加費等

事務消耗品費（ｺﾋﾟｰ用紙、ﾌｧｲﾙ等）

各印刷物、ｺﾋﾟｰ代

電気・水道

ｶﾞｿﾘﾝ、暖房給湯

備品修繕等

器具備品費 備品

賃借料 車輛、ﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽ料等

役務費 電話・切手等代・保険・保守点検他

小　　計

諸経費

地域ケア会議

ﾘﾌﾚｯｼｭ事業

合　　計

11回実施分（経費は上記に含む）



令和３年度 地域包括支援センター事業計画書 

地域包括支援センター 帯広至心寮            

 

Ⅰ．運営方針 

■帯広市の実施方針にもあるように、地域包括ケアの取り組みを深化させるため、地域包括支

援センターが求められる役割・機能の向上を図り、各業務の充実に向けて取り組みます。 

■帯広至心寮の経営規範(理念)に基づき、専門職(プロ)としての資質向上に努め、利用者主体

となる支援をチームとして実践していきます。 

 

Ⅱ．重点業務 

■令和３年度帯広市地域包括支援センター事業実施方針に基づいて運営していきます。また、

帯広市地域包括支援センターの事業評価にあるように PDCA サイクルを意識しながら、市及び

各地域包括支援センターとの連携体制の強化を図り業務を進めていきます。 

■帯広市地域福祉計画に位置づけられている地域共生社会の一端を担う相談機関として、保

健・医療・介護等の専門職や民生委員、ボランティア等の地域の関係者とネットワークを構築

し活動します。 

■包括的・継続的ケアマネジメント業務において、センター全体で取り組み、他職種と連携し、

専門性を発揮しながら取り組んでいきます。 

 

Ⅲ．事業計画 

１ 総合相談支援業務 

■高齢者一人ひとりが住み慣れた地域で健康で生き生きと充実した生活を営むことができる社

会を目指し、総合相談支援業務を基盤としながら各事業の充実を図ります。また、地域支援ネ

ットワークの構築のため、業務を通じて地域住民、関係団体や関係事業所等も含め顔の見える

関係づくりを行います。 

■高齢者福祉のワンストップサービス拠点として、高齢者が自立した生活を送ることができる 

ように適切な機関・制度・サービスにつなぐための利用調整等を行います。また、支援の終結

を意識しながら必要に応じてフォローアップや包括的・継続的ケアマネジメント支援を行いま

す。 

■コープかしわ店や高齢者いきいきふれあい館「まちなか」への相談対応等は、十分な感染対

策を講じながら実施に向けて検討します。 

■多様で複雑化している総合相談に対応するため、外部研修への参加の他、センター内で学習

会の機会を持ち、専門職(プロ)としての資質向上に努めます。 

２ 権利擁護業務 



■成年後見制度の利用が必要な高齢者に対し、権利擁護関係機関と連携を図り円滑に業務を進

めるとともに、必要に応じて本人による家庭裁判所への申し立て支援や後見人が選任された後

も関係者間で支援していくことのできる体制を整えます。 

■高齢者虐待防止のため、高齢者虐待防止ネットワーク会議への参加など、事例や取り組みに

ついて関係機関と連携し対策を推進します。高齢者虐待対応では早期発見、早期対応とし「帯

広市高齢者虐待対応マニュアル」に基づき速やかに状況を把握し、行政や関係機関と連携を図

り円滑に対応していきます。 

■権利侵害の予防や早期発見に向けた取り組みのため、民生委員、町内会、認知症サポーター、

ちょっとした支え合い推進員を始めとした地域住民や居宅介護支援事業所、サービス事業者等

関係機関と連携するとともに、ネットワークの構築を図ります。 

■悪質な訪問販売・勧誘詐欺による被害を予防するために、地域住民に対し消費者被害に関す

る情報を周知し注意を促すとともに、消費者アドバイスセンターや警察署（生活安全課）との

情報共有や連携に努め、安心して暮らせる地域づくりを進めます。 

３ 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

■地域の介護支援専門員に対して、顔写真の入ったチラシを配布すると共に定期的に居宅介護

支援事業所に足を運び、顔の見える相談しやすい関係づくりに努めます。また、圏域内の居宅

介護支援事業所の名簿を作成し、連携を強化していきます。 

■介護支援専門員に対して行った前年度のアンケートを参考に、ニーズに沿った学習会等を企

画し、ケアマネジメント力が向上できるように支援していきます。 

■地域共生社会の実現を視野に入れ、複雑多様化した生活課題を抱えるケースについて、事例

検討会を開催します。また、その参加者に向けて介護予防や自立支援に関する普及啓発を行い、

地域において包括的・継続的ケアマネジメントが行われる体制づくりを目指します。 

４ 地域ケア会議 

（１）個別ケア会議 

■前年度の取り組みを活かし、必要時にはセンター内で協議した上で個別ケア会議を開催しま

す。また、新型コロナウイルス感染症拡大によって事業がストップしないように市と相談しな

がら工夫した上で進めていきます。 

■介護支援専門員から受ける困難事例等の相談は、地域ケア会議を通して課題解決に向けた意

見交換や対応方針を検討する機会となるよう支援していきます。 

（２）ケアマネジメント支援会議 

■ケアマネジメント支援会議（自立支援型含む）や事例検討会等の開催を通して、関係機関と

の連携体制構築に努め、介護支援専門員の実践を支援します。 

５ 介護予防ケアマネジメント 

（１） 介護予防ケアマネジメント 

■地域の高齢者が主体的に介護予防に取り組み、社会参加を踏まえた自立支援に資することを

目的とした介護予防ケアマネジメントを実施します。 

■地域住民へ向けて介護予防および一般介護予防事業を普及啓発します。 

■地域の各団体に対する出前講座において、新型コロナウイルス感染予防対策を行いながら実

施します。また、高齢者が活動できる通いの場の拡大・充実において、自主サークルや各事業



所との情報共有を図ります。 

■一人暮らし高齢者等への自助活動への支援として、感染症対策や介護予防等に関する情報提

供を行います。 

６ 包括的支援事業の充実のための関連事業及び項目 

（１）認知症施策の推進 

■認知症の施策は、認知症施策推進大綱や新オレンジプランと同様に、認知症の人の意思が尊

重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることができる社会の

実現を目指すことを基本とします。 

■認知症高齢者の日常生活の課題解決のために地域ケア会議を開催する事例が多く、認知症に

関する課題の整理とネットワーク構築を進め、認知症ケアネットワーク会議にて多職種と情報

を共有し課題対応策を検討していきます。 

■認知症が疑われる相談が寄せられた時に、早期対応早期診断を念頭に置き、認知症初期推進

事業を視野に入れながら適切に対応していきます。特に、認知症の行動・心理症状（BPSD）

の軽減が必要になっていきます。認知症高齢者や家族が日常生活の支障を少なくしていくため

に医療・介護サービスのみならず、様々な社会資源を活用していきます。 

■認知症疾患医療センター連携会議等に参加し、認知症に関する情報交換や資質を向上するこ

とで、更なる連携に努めます。 

■地域や圏域、職域、学校教育等において、認知症高齢者やその家族を支援する認知症サポー

ター養成講座を開催し、認知症に対する正しい理解の普及に努めます。特に幅広い世代への普

及啓発が必要なため、企業や小中学校と連携し推し進めます。 

■認知症サポーター養成講座以外の認知症の理解と地域づくりの啓発のための出前講座を開催

し認知症ガイドブック等を活用していきます。 

■認知症関連への活動支援希望者の発掘と活動場所へのつなぎのため、オレンジ通信を発行・

配付しつつ、認知症サポーターステップアップ講座等を開催し、更なる認知症の正しい知識と

認知症高齢者や家族の思いを共有し、チームオレンジ構築へ土台作りを進めます。 

■圏域内には身近に通い集いながら相談できる認知症カフェを地域住民に広く周知します。 

■認知症家族の集い茶話会等への協力をするとともに、認知症家族の負担軽減や適切なサービ

ス利用につなげます。 

■帯広市認知症高齢者等ＳＯＳネットワーク事業の協力機関として、行方不明になるリスクを

未然に防ぎ早期発見できるよう多角的に事業を検討し、事業利用者に対する認知症高齢者およ

び家族の支援を関係者と連携しつつ、地域の見守り体制を進めます。 

■地域密着型サービス事業所の運営推進会議に参加し、指導、助言、情報共有を行います。 

（２）生活支援体制整備 

■地域ケア会議等で把握した生活支援ニーズの課題解決の取り組みを進めるため、生活支援体

制整備事業と連携します。 

■帯広市生活支援・介護予防ネットワーク構成団体として参画し、協力を継続します。また、

地域支え合い推進員が開催する協議会への参加を通じ、新しい地域資源の発掘や創設等、地域

づくりへの働きかけに協力します。 

（３）医療と介護の連携 



■帯広市における在宅医療・介護ネットワークづくりの促進と充実への参画と協力を行います。 

７ その他（上記１～６に記載していない事項） 

ア 家族介護者支援事業 

■要介護者を介護する家族の相談支援において、高齢者福祉サービスや各種制度の紹介、必要

な知識・情報等を提供して介護者の身体的・精神的・経済負担の軽減を図ります。 

■在宅介護を行っている家族に対し、介護者相互の情報交換やリフレッシュ等を目的とした交

流会を、感染予防対策を講じながら企画して実施します。 

イ 高齢者の見守り支援 

■一人暮らし高齢者宅と寝たきり・認知症高齢者宅の訪問について、新型コロナウイルス感染

症に配慮しながら実施し、心身の状況確認や日常生活に関わる相談を受けながら、高齢者や家

族介護者の孤独感の軽減を図ります。また、できる限り住み慣れた地域で安心して暮らせるよ

う、高齢者福祉サービスや介護保険サービス等について調整・支援を行います。 

■町内会で実施している独居高齢者の見守り支援組織や、地域を担当する民生委員との連携を

図り、高齢者の見守り体制の強化に協力します。 

ウ その他 

■災害時には帯広市の指示の下、迅速な対応ができるよう、継続して情報収集やデーターの更

新に努めます。 

■新型コロナウイルスの感染拡大、関係者の感染等の事態に備え、業務継続計画(BCP)の作成

に取り組みます。 

 



令和３年度 地域包括支援センター事業計画書 

地域包括支援センター 帯広市社会福祉協議会            

 

Ⅰ．運営方針 
 第 3 期帯広市地域福祉計画の基本理念「すべての市民が共に支え合い、安心して、生き活

きと暮らせるまち おびひろ」・第 8期帯広市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の基

本理念である「高齢者一人ひとりが住み慣れた地域で健康でいきいきと充実した生活を営

むことができる社会」を踏まえ、地域全体で支え合うことができる共生社会の実現に向け

た取り組みを推進します。 

 医療・介護・予防・住まい・生活支援が切れ目なく提供される地域包括ケアシステムの推

進のためにも、保健・医療・福祉をはじめ、民生委員などの地域住民等とのネットワーク

構築や連携強化に努め、包括的連携体制の確立に向け取り組みます。 

 人と人、人と社会のつながり、高齢者一人ひとりがいきがいや役割を持ち、助け合いなが

ら暮らしていくことのできるよう介護予防や認知症予防への意識づけに努め、社会参加と

自立促進に取り組みます。 

 

Ⅱ．重点業務 

＜重点課題＞ 

 コロナ禍の状況においても高齢者が抱えている生活課題は複雑多岐にわたっています。 

 地域住民等が支え合い、一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく「地域

共生社会」の実現に向けた取り組みが求められます。 

＜重点業務＞ 

 高齢者が抱える課題の解決や関係機関・地域住民とのネットワーク構築を図り、圏域にお

ける地域課題の把握に取り組みます。 

 高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を送ることができるよう、さまざまな機関と連携

した包括的な連携体制を構築し、切れ目のない支援を通じて多様化する課題解決に取り組

みます。 

 

 

Ⅲ．事業計画 

１ 総合相談支援業務 

（１）実態把握  

市から提供される高齢者情報や総合相談で把握した情報をもとに、圏域の高齢者の実態把

握を行い、支援が必要な場合にはその課題解決に取り組みます。地域住民に情報提供でき

るよう、地域支え合い推進員と連携して住民主体の社会資源の把握に取り組みます。 

（２）地域支援ネットワーク構築 

コロナ禍につき、地域活動は今年度も自粛を余儀なくされると思いますが、感染状況を見

ながら圏域内で活動可能なエリアを設定し、重点的にネットワーク構築に取り組みます。



引き続き、地域住民主体の活動（地域交流サロンや運動自主グループ）・民児協などに出向

き関係構築に取り組みます。センターで行う普及啓発活動を地域住民や関係機関に PRし、

活用してもらうために、出前講座プログラムを作成し配布をします。 

（３）総合相談 

  中核的機関として、高齢者福祉や保健福祉サービスの利用調整など適切な相談対応を行い

ます。複雑な課題がある相談に対しては、センターの職種の専門性を活かしたチームアプ

ローチにより対応し、必要に応じて市の担当部署とも連携をして相談支援を実施します。 

２ 権利擁護業務 

（１）成年後見制度の活用 

認知症などにより判断能力の低下がみられる場合については、介護や医療の各種制度やサ

ービスの利用、金銭管理や契約行為などについて適切なサポートが受けられるよう、必要

に応じて成年後見制度の活用をすすめます。対象者の状況に応じて成年後見支援センター

や、法テラスと連携し、スムーズな申し立ての支援を行います。 

（２）高齢者虐待への対応 

「帯広市高齢者虐待防止マニュアル」に基づき、専門機関として計画的な支援を市と連携

し、高齢者虐待の終結に向けた支援を行います。 

（３）支援が難しい事例への対応 

困難事例に対しては、センターの専門職種がチームとして対応を進めるとともに、市の関

係課・医療機関・警察・弁護士・金融機関などとの日ごろからの連携を活かした効果的な

支援に取り組みます。 

（４）消費者被害防止 

権利侵害を未然に防ぐために、警察や消費生活アドバイスセンターから収集した訪問販売

や振り込め詐欺等の消費者被害の情報を広報誌やホームページを活用し、地域住民へ発信

するなど被害防止のための注意喚起を行います。 

（５）予防対策と早期発見 

権利侵害の防止及び早期発見のため、地域住民・民生委員・介護支援専門員・サービス事

業者等に対して、権利擁護についての知識や対応策の普及啓発を行います。 

（６）情報共有と連携 

高齢者虐待防止ネットワーク会議へ参加し、事例や取り組みについて情報共有します。高

齢者虐待においては、対応事例などを紹介しながら、虐待防止の普及啓発を行います。消

費者被害があった場合、市・警察署・消費生活アドバイスセンターなどと連携し、権利回

復に向けた支援を行います。 

３ 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

（１）包括的・継続的なケアマネジメント体制の構築 

高齢者が自立した日常生活を送ることができるよう、包括的・継続的ケアマネジメントを

実践するための環境を整えるため、事例検討会及び研修会を実施し、介護支援専門員の資

質向上に取り組みます。また、ケアマネジメント支援会議を通じ、医療職との連携体制や

多職種協働によるケアマネジメント支援に取り組みます。 



（２）介護支援専門員に対する支援 

困難事例に対しては、地域ケア会議や支援会議などの活用により具体的な支援方針を介護

支援専門員とともに検討するなどサポートを行います。 

４ 地域ケア会議 

「地域ケア会議マニュアル」に沿って、地域ケア会議を実施します。 

（１）ケアマネジメント支援会議 

多職種による検討のプロセスを通じ、介護支援専門員の実践上の課題解決向上を図るため

に自立支援型地域ケア会議としてケアマネジメント支援会議を行います。 

（２）個別ケア会議 

課題解決型地域ケア会議として、個別ケア会議を実施し、課題解決に向けた検討を通じ、

支援ネットワークを構築に取り組みます。 

（３）地域課題の把握 

ケアマネジメント支援会議・個別ケア会議・総合相談などから圏域における課題の把握に

取り組みます。 

（４）地域ケア会議の情報共有 

地域ケア推進会議に参加し、圏域内で解決しがたい課題や市全体として対応すべき課題の

整理・共有に取り組みます。 

５ 介護予防ケアマネジメント 

（１）介護予防ケアマネジメント 

要支援認定者や事業対象者が心身機能の回復や生きがいを持って自立した生活ができるよ

うに、介護予防・生活支援サービス事業の適切な利用調整を行うとともに自立支援に向け

た介護予防ケアマネジメントを実施します。地域の多様な社会資源の活用についてもケア

プランに位置付けます。 

６ 包括的支援事業の充実のための関連事業及び項目 

（１） 認知症施策の推進に係る事業 

ア 正しい知識の普及啓発と予防対策の推進 

認知症サポーター養成講座などを通じて、認知症の正しい知識の普及・啓発に取り組みま

す。特に企業での若い世代や働き盛り世代への啓発、学校での認知症サポーター養成講座

に重点的に取り組みます。また、地域交流サロン等に出向き、認知症ガイドブックを活用

し、認知症予防への取り組みも含めた講話を行います。 

イ 相談支援体制の充実 

認知症の人やその家族の相談支援を行いながら、認知症の人が活動できる場（認知症カフ

ェ等）の情報収集、提供を行います。また家族に対しては家族介護者リフレッシュ事業や

認知症家族の集い茶話会などの情報提供を行うなど、認知症の人を支える家族の負担軽減

に努めます。相談の内容を精査し、適切に初期集中支援事業の対象者を選別しチームにつ

なげます。 

ウ 地域の見守り体制の構築 

協力機関のひとつとして、帯広市認知症高齢者等 SOSネットワーク事業の周知に取り組む



とともに地域住民や協力事業所とのネットワーク構築に努めます。圏域で行方不明者が発

生した場合、市や家族と連携を図りながら、適切なサービスにつなげるなど、再発防止に

向けた支援を行います。行方不明となっても早期に発見できる地域の見守り体制構築を目

的に認知症高齢者等捜索模擬訓練を実施します。チームオレンジ構築に向け、認知症サポ

ーター養成講座等の参加者など認知症支援に関心や意欲のある人に対し、更なる学習の機

会を設け、認知症の人や家族を支援する人材の発掘に努めます。 

エ 医療と介護の連携強化 

受診時連携シート等を活用し、認知症疾患医療センターをはじめとした医療機関とスムー

ズに情報共有できるように努めます。また、認知症疾患医療センター連携会議やその他の

会議を活用した多職種との連携により、認知症における課題解決に向けて取り組みます。 

（２）生活支援体制整備事業 

生活支援・介護予防ネットワーク会議等へ参加し、体制整備事業推進に取り組みます。地

域支え合い推進員と連携し、第２層協議体の参加を通じ、圏域の課題に合わせた地域活動

の発掘や、新たな社会資源創出に向けた検討などに協働して取り組みます。 

（３）医療と介護の連携に係る事業 

在宅医療・介護ネットワーク会議等に参加し、地域の実情を発信するとともに、在宅医療・

介護連携に関する相談窓口として、連携に関する相談支援などの事例を積み上げながら、

現状と課題を明確化するよう取り組みます。 

（４）その他の事業 

 ア 家族介護者支援事業 

在宅介護を行っている家族に対して、家族介護用品支給事業の紹介や、介護者の元気回復・

相互の情報交換等のための家族介護者リフレッシュ事業及び認知症家族の集い茶話会を通

じ、家族介護者の相談支援を行うとともに、介護者の心身の軽減など必要な支援を実施し

ます。 

 イ 高齢者の見守り支援 

ひとり暮らし高齢者登録・安否確認サービス・緊急通報システム・高齢者在宅生活援助サ

ービスの利用調整などを通じ、生活実態把握を行い地域での生活を支援します。また、寝

たきり認知症高齢者の状況把握を行い、生活状況の再アセスメントを通じ、必要時には担

当の介護支援専門員や市と連携を図り、個別課題の把握や必要な制度へのつなぎなど在宅

生活が継続できるような支援を行います。緊急時には帯広市きづきネットワークが機能す

るように、市や関係機関等と連携しその周知・啓発を図ります。 

７ その他（上記１～６に記載していない事項） 

（１）新型コロナウイルス感染症への対策 

センター事業においては、十分な感染予防対策を講じて取り組みます。 

外出自粛や通いの場の休止などの影響による心身機能が低下している人を関係機関等と連

携などで発見し、普及啓発等必要な支援を行います。 

市や他のセンターと連携をし、業務継続計画の策定に取り組みます。 
 



令和３年度 地域包括支援センター事業計画書 

地域包括支援センター 愛仁園            

Ⅰ．運営方針 

帯広市の基本方針「地域包括ケアシステムの構築」のとおり、高齢者一人ひとりが住み慣れ

た地域で健康で生き生きと充実した生活を営むことができる社会を目指し、地域包括ケアの取

り組みを推進するとともに、認知症施策の充実や、高齢者自らが日頃から健康の保持・増進や

介護予防に努め、生涯現役を目指して活動できるよう社会参加と自立を促す機会の提供を進め

ます。 

 地域包括ケア推進に当たっての具体的な施策の展開については、第八期帯広市高齢者福祉計

画・介護保険事業計画に沿って、介護予防や地域の支え合いの推進のほか、介護サービスや生

活支援サービスの充実、在宅医療・介護連携や認知症施策の推進等を進めます。 

 

Ⅱ．重点業務 

今年度も新型コロナウイルス感染症の流行を考慮しながら業務を進めていく。 

 地域の在宅医療・介護連携に関する相談支援を通し、帯広市が行う課題の抽出と対応策の

検討の場に参加し、医療と介護の連携を推進する。 

 地域支え合い推進員と連携し、多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社

会参加を推進する。 

 地域における認知症ケアの向上及び認知症の人やその家族の支援ニーズをつなぐ「愛仁園

なんもなんもサポーター（仮）」の活躍の場の検討を続ける。 

 

Ⅲ．事業計画 

１ 総合相談支援業務 

地域の高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくことがで

きるように、地域包括ケアの中核拠点として、地域包括支援センターのすべての業務の

入り口となる総合相談支援を以下の事業を通して実施する。 

（1） 高齢者の生活実態の把握 

（2） 地域支援ネットワークの構築 

（3） 高齢者福祉におけるワンストップサービス拠点としての総合相談 

２ 権利擁護業務 

特に権利侵害行為の対象となっている高齢者や権利侵害の対象になりやすい高齢者、あ

るいは自ら権利主張や権利行使することができない状況にある高齢者に対して、以下の

業務を行う。 

（１） 成年後見制度の活用 



（２） 高齢者虐待への対応 

（３） 支援が難しい事例への対応 

（４） 消費者被害の防止…地域住民対象の講座実施 

（５） 予防対策と早期発見 

（６） 情報共有と連携 

３ 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

多様な生活課題を抱えている高齢者等が地域で安心してその人らしい生活を継続する

ために、高齢者や家族が課題に応じたあらゆる社会資源を適切に活用できるように、以

下の事業を通して、包括的及び継続的に支援を行う。 

（１） 包括的・継続的なケアマネジメント体制の構築 

（２） 介護支援専門員に対する支援 

４ 地域ケア会議 

 地域包括ケアの推進を図るため地域ケア会議を開催する。具体的には「地域ケア会議マニュ

アル」に沿って（１）個別ケア会議（２）ケアマネジメント支援会議を実施する。 

５ 介護予防ケアマネジメント 

要支援認定者、事業対象者が介護予防・生活支援サービス事業等を利用する際に、利用者の自

立支援に資するよう心身の機能改善に加え、地域の中で生きがいや役割を持って生活できるよ

う介護予防ケアマネジメントを実施する。高齢者が自らの目標を意識し自発的に介護予防に取

り組んでいけるよう、セルフマネジメントを推進する。 

６ 包括的支援事業の充実のための関連事業及び項目 

（１） 認知症施策の推進に係る事業 

認知症施策推進大綱の考え方を踏まえ、以下の取り組みを行う。 

ア. 正しい知識の普及啓発と予防対策の推進 

イ. 相談支援体制の充実 

ウ. 地域の見守り体制の構築 

エ. 医療と介護の連携強化 

（２） 生活支援体制整備事業 

生活支援・介護予防サービスの充実に向けて、帯広市第 1層及び第 2層生活支援コーデ

ィネーターと情報共有及び連携・協働し体制整備事業に取り組む。 

（３） 医療と介護の連携に係る事業 

医療と介護の連携に関する相談・連携事例を帯広市に報告し、地域包括支援センター業

務実施における情報を協議の場等で共有し検討する。 

（４） その他の事業  

ア. 家族介護者支援事業 

イ. 高齢者の見守り支援 

 

７ その他（上記１～６に記載していない事項） 

・社会福祉士等実習生の受け入れ 



令和３年度 地域包括支援センター事業計画書 

地域包括支援センター帯広けいせい苑           

 

Ⅰ．運営方針 

① 「地域住民の身近な総合相談窓口」   

② 「高齢者が安心して暮らせる“街づくり協働センター”」 

③ 「自立と社会参加を促す介護予防マネジメントセンター」 

④ 「地域住民・関係者との良縁結びを担うコーディネーター」 

帯広市の基本的方針を基に地域包括支援センターの担うべき活動、地域包括ケアシステムの

構築の推進として上記 4点に努めます。 

 

Ⅱ．重点業務 

●地域ケア会議・ケアマネジメント支援会議の充実 

多職種協働でのケース支援について学ぶ場として、ケアマネジメント支援の技術向上を目的

にケアマネジメント支援会議を開催。住み慣れた地域で少しでも長く安心して暮らしていける

よう自立支援型ケアマネジメント支援会議を充実させていく。 

地域包括支援センターに寄せられた困難ケースに対し、随時速やかに地域個別ケア会議を開

催。個別ケース会議の積み重ねによって、地域の課題抽出・社会資源の発見・開発を視点に地

域力を高める意味でも『地域ケア会議』の役割は大きい。個別ケース支援・地域づくりの視点

をもって、活動に取り組むことで地域住民・関係機関との繋がりをより深めていきます。 

●地域とのつながり再構築を目指して 

地域の集まりに参加せず、自宅に閉じこもりがちな高齢者が地域で孤立しないように、地域

と繋がるきっかけづくりとして様々な活動を開設当初より取り組んできた。令和２年度は新型

コロナウイルス感染症予防のため、訪問自粛や、地域活動がすべて休止や中止といった今まで

経験したことがない事態に至った。このような状況が長く続いたことで人との『繋がり』があ

って地域包括支援センターとしての役割や機能が果たせていたことを再認識した。感染症対策

をしっかり行った上で、今まで築いてきた地域との関係が途切れることが無いよう『繋がり再

構築』に向けて令和３年度は活動を再始動していきます。 

 

Ⅲ．事業計画 

１ 総合相談支援業務 

●高齢者や要援護者の実態把握及び相談支援 

ひとり暮らし高齢者相談担当職員を中心に、丁寧に生活状況を確認し、必要な場合には、地

区担当者と連携し相談支援を行う。 

ひとり暮らし高齢者の実態把握を通して、様々な活動の場で活躍している高齢者の実情を知

り、地域の社会資源を把握するとともに、必要な方への支援の方法の一つとして紹介していく。 

地域の町内会・老人会・民生委員など各団体と協力して、要援護者を発見・対応のための見

守り・気づき体制を構築していく。 



また地域の身近な相談窓口として、生活支援の必要な高齢者等に対する初期相談対応、地域

活動を通して寄せられる高齢者以外の相談に対しても総合相談「ワンストップサービスの拠点」

として、『帯広市気づきネットワーク』の連携を活かした丁寧な対応を行う。 

●要援護者の実態把握 

① ひとり暮らし高齢者の生活実態把握 

② ねたきり認知症高齢者の生活実態把握 

③ 介護保険認定を受け、サービス未利用となっている高齢者の実態把握 

④ 市の高齢者福祉サービスの手続き等に関すること 

⑤ 情報収集した高齢者の活動の場に出向き社会資源把握 

⑥ 要援護者へ必要に応じて社会資源の紹介 

●地域支援ネットワークの構築 

① 町内会や老人クラブ、サロン、その他関係団体との情報交換や協力関係づくり 

② 地域密着型サービス事業所が定期的に開催する運営推進会議に参加し、地域住民とともに情

報共有を図り、協働での見守り体制構築を目指す 

③ 地域ケア会議等の開催や地域から依頼のある講話等の機会の中で、地域の実情を踏まえネッ

トワーク構築に向けて「みまもり・ささえあい」の周知活動を行う。 

④ 市や道で開催する研修会・会議等に参加し、関係機関と情報交換を行いネットワーク構築に

努める。 

●総合相談支援機能の充実・未把握者の早期発見対応 

① 総合相談の受付・必要に応じて支援 

② 相談内容に応じて必要な場合に他事業所・関係機関との協働での支援 

③ あらゆる機会を通して地域包括支援センターの活動を紹介し総合相談窓口の周知 

２ 権利擁護業務 

●地域住民・民生委員・介護支援専門員などの支援だけでは十分に問題が解決できない、適切

なサービス等に繋がる方法が見つからない等の困難な状況にある高齢者が、地域において尊厳

のある生活を維持し安心して暮らしていけるよう、専門的・継続的な視点において必要な支援

を行っていきます。 

① 権利擁護に関する内容を講話・研修会などの機会を通して地域住民に周知・啓発する。 

② 権利擁護の視点で個別ケースの支援の際に必要性を検討、必要に応じて支援する 

③ 権利擁護、総合相談の視点から関係機関と情報交換を進める。必要な場合には、市内各地域包

括支援センターと権利擁護に関する事例を共有するなど情報交換を行う。 

④ 帯広市成年後見支援センター（みまもーる）との連携 

・成年後見制度等を利用促進できるように連携して支援にあたる。 

⑤ 消費生活アドバイスセンターと情報交換の場を持ち、具体的なケースでは必要時協働して消費者

問題に対応する。 

⑥ 帯広市高齢者虐待防止マニュアルに基づき、相談に対し速やかに状況把握を行い、市と連携し対

応する 

⑦ 困難事例では、適切な対応を検討し、必要に応じて関係機関や市と連携して支援する 

⑧ 市が開催する「高齢者虐待ネットワーク会議」や警察が取組む「被害者支援会議」に協力し、関係



機関とともに権利侵害の予防、早期発見に努める。 

３ 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

●介護保険制度の本来の目的である自立支援に向けたケアマネジメント支援会議（自立支援型

ケアマネジメント支援会議）を定期的に開催できるよう、圏域内の居宅ケアマネ中心に周知

活動、参加協力依頼を行い支援技術の向上・体制構築を目指していく。 

① 圏域内で多職種協働での事例検討を通して自立支援型ケアマネジメント支援会議を開催 

② 介護支援専門員を対象に支援困難ケースの実態把握。 

③ 介護支援専門員や関係機関、地域住民に対し、包括的・継続的ケアマネジメントの普及・啓

発を行う。 

●介護支援専門員への相談支援 

①介護支援専門員より寄せられた相談に対して、情報共有・支援方針を検討し、支援内容の充

実に努める。 

② 日常的に介護支援専門員との情報交換を行い、地域で必要な協力など地域課題を見出し、地

域の協力体制づくりを進めていく。必要な場合については、支援会議や研修会等を開催し、支

援方法の充実を目指していく。 

４ 地域ケア会議 

地域ケア会議の 5 つの機能を検討し、地域ケア会議実施マニュアルに沿って開催。市が実施す

るネットワーク会議等に協力する。 

●個別ケア会議 

・個別のケース支援を通して、新たな地域の課題抽出・社会資源の発見・開発を視点に、地域

の福祉力を高めていく。また、あらゆる機会に、個別ケース支援・地域づくりの視点をもって

活動に取り組むことで、地域住民・関係機関と繋がりを広めていく。 

① 地域ケア会議開催に向けた関係団体との協力依頼（関係づくり拡大） 

② 必要に応じて包括内で協議した上で、個別ケースに対して多職種協働で地域ケア会議の開催 

※ 緊急対応の必要な要援護高齢者が発見された場合には、実態把握や関係者より必要な情報収

集を行い、必要な関係者が集まり今後の生活を応援できる体制をつくる(応援・支援会議の開催) 

●地域課題解決に向けて 

・個別ケア会議の結果や日々の活動を通して把握されている地域の課題や必要な生活支援体制

づくり、新たな仕組みづくりに向けて、これまでのネットワーク活動を通して知り得た関係者

や協力してくれる地域住民を増やす。地域の実情・課題を共有した上で、具体的な課題解決に

向けた方法を検討していく。必要に応じて市に提案していく。 

５ 介護予防ケアマネジメント 

●介護認定申請し、要支援と認定された利用者様の対応をしっかりと行い、介護予防・自立支

援の視点を大事に、本人・家族・地域力を活かした予防介護支援の基盤づくり、及びケアマネ

ジメントの質の向上を図ります。 

① 身体・生活・社会・健康について状況把握した上で、介護予防事業や地域の社会資源、介護

保険サービス、総合事業を活用し、利用者が主体的となり生活が継続できるよう支援方法の充

実を目指していく。 



②興味関心シートの活用することで、強み(ストレングス)を再発見し、生活や地域の中で生き

がいや役割を持って活躍できる機会づくりに努める。 

③ 地域で孤立している要援護者の『地域デビュー(人や場と繋がる)』に向けてニーズ把握を行

う。 

６ 包括的支援事業の充実のための関連事業及び項目 

（１）認知症施策の推進 

●帯広市認知症総合支援事業への協力 

・高齢者の生活実態把握に取り組む中で、認知症の人、支援している関係者の生活・地域課題

を把握した上で、「認知症になっても本人の意思が尊重され、暮らし続けられる地域づくり」

に取り組みます。 

・帯広市・各地域包括支援センターで情報共有を図り、地域住民と繋がり帯広市の認知症総合

支援事業の充実に向けて協力していく。 

●認知症の正しい知識の普及・啓発 

・認知症についての理解者を増やすため、認知症サポーター養成講座や認知症サポーターへの

ステップアップ講座等を開催していきます。 

・認知症の早期発見・早期受診の促進ならびに受診後の本人・家族支援の実施。 

・地域づくり（見守り・きづき体制構築）に向けた企画型勉強会（認知症サポーター養成講座・

行方不明高齢者等捜索・連絡模擬訓練）の開催。 

●認知症家族支援 

・認知症家族の集い茶話会などの協力や家族からの相談に対応。 

・地域の虚弱な高齢者や認知症予防に関心のある方を対象に、気軽に参加できる認知症予防の

周知・啓発を目的とした「うっかり茶輪」の開催再開を目指す。 

・特に 若い世代を対象に講座を開催するため市内包括の活動状況を共有し手段、方法を探る

（小・中・高校、専門学校など）。また、学校関係者等の関係づくりを推進し、開催を目指

す。 

●行方不明高齢者等への対策の推進・進化 

① 帯広市SOSネットワークの連絡会議に出席し、現状の把握し、必要な見守り体制構築に向け

て、協力団体の拡大に向けた協議に積極的に参加する。 

② 行方不明高齢者に対して、必要な場合には「お散歩ネットカード」を発行し、見守りや行方

不明となり通報があった場合には、速やかに緊急連絡先・関係事業所にも連絡し、安全確保

に努める。 

③ 行方不明者捜索・連絡模擬訓練(見守り・声掛け・捜索活動等)の開催【未実施地域や、これ

まで実施してきた地域で更なる連携強化・見守り体制を構築】を目指す。（連合町内会⇒町内

会単位、未実施地域での開催） 

●関係機関及び住民組織等との連携強化 

① 介護・医療の両面から個別ケースの今後の生活に向けて初期集中支援事業を活用し、関係者

で協働での支援体制構築を目指す。 

② 十勝総合振興局が開催する認知症関連の会議や研修会、市が設置する認知症ネットワーク会

議等を通して、課題解決に向けて取り組む。 



③ 行方不明者等捜索模擬訓練の実施や地域ケア会議を通して、認知症の人や家族の支援など連

携体制を構築していく。 

（２）生活支援体制整備 

①市が取組む総合事業の充実に向けて、地域住民が行う介護予防の自主的活動の推進に向けて、

協力していく。また、高齢者の集いの場や地域で活動している諸団体からの活動支援の際に、

介護予防の普及啓発を図っていく。 

②生活支援・介護予防サービスの体制整備に向け、これまでの地域での活動を通して知り得た

社会資源や地域の課題について情報共有を図り、生活支援コーディネーターや地域支え合い

推進員と連携し、帯広市が設置するネットワーク会議に参加し、協力する。 

（３）医療と介護の連携 

●認知症疾患医療センター及び医療機関との連携強化 

① 認知症疾患センターの開催する会議出席等を含め、関係機関との協力体制づくり 

② 必要に応じて連携シートを活用しスムーズな診断・治療に向けて連携を図る。また、通院困

難な認知症疑いの高齢者に対しては、対応方法の協議や事例検討の協力を依頼し、連携方法

を探っていく。 

●「十勝地域における入退院時連携ルール」を基本に退院調整やスムーズに必要な治療が受け

られる様、介護・医療の両面から在宅療養・必要な支援に結び付けられるように関係機関と

情報交換や連携の充実に向けて取り組んでいく。 

● 市が設置する「在宅医療・介護連携推進会議」に参加し、地域の実情を発信し医療・介護の

連携強化に向けて協力する 

７ その他（上記１～６に記載していない事項） 

● 家族介護者支援事業 

帯広市で実施する家族の介護者リフレッシュ事業を通して、喜んでいただける機会をつくる

とともに、介護者同志の交流を図っていく。また、介護者の声を聴き、地域包括ケア体制の構

築に向けて地域の課題把握を行う。 

① 開催回数や日程については、４包括の打ち合わせ会議にて検討。実施内容も検討する。 

② リフレッシュ事業に参加した家族が継続して交流の機会をもてるよう、希望者の自主性を尊

重し、茶話会や勉強会などの場をつくっていく。また、リフレッシュ事業に該当しない介護

者にも周知し介護者同志の交流を図っていく 

● 高齢者の見守り支援 

① ひとり暮らし高齢者やねたきり認知症高齢者の訪問活動や地域の高齢者の集いの場に参加

することで要援護者の早期発見・対応ができるよう活動していく。 

② 町内会や民生委員、地域で活動している方々との繋がりづくりは今後も継続し、「見守り応

援事業」を通して地域住民が行う活動を具体化し、協力者を増やすことで見守りの輪を拡げ、

継続した活動が維持できるよう支えていく。 

③ 災害時等の要援護者の見守り・支え合い体制構築に向けて、市が取組む災害時対策強化に向

けた検討に協力していく。 

④市が取組む「帯広市きづきネットワーク」に協力し、要援護者(子どもから高齢者まで)が安

心して暮らせる地域づくりに向けて、あらゆる機会に協力関係機関の輪の拡大に努める。 



令和3年度

「単位：円」

予算額
28,771,000

1,955,000

7,058,000

37,784,000

283,000

需用費計 2,027,000

消耗品費 144,000

印刷製本費 462,000

光熱水費 980,000

燃料費 441,000

修繕料 0

4,944,000

2,977,000

10,231,000

48,015,000

地域包括支援センター運営費予算書

地域包括支援センター

科    目 内         訳
本俸 ・専門職　1名×100％（まちなか職員）

・専門職　1名×100％（認知症地域支援推進委員）
・専門職　11名×68％

帯広至心寮

・電気使用料
・水道使用料

職員諸手当 ・専門職　1名×100％（まちなか職員）
・専門職　1名×100％（認知症地域支援推進委員）
・専門職　11名×68％

法定福利費 ・専門職　1名×100％（まちなか職員）
・専門職　1名×100％（認知症地域支援推進委員）
・専門職　11名×68％

小　　計

旅費 ・自家用自動車借上げ等

・ファイル、事務用品（サテライト含む）

・コピー機使用料　（サテライト分含む）
・コピー用紙、封筒、名刺代　（サテライト含む）

・車輌燃料 （サテライト含む）
・車輛備品（タイヤ他）代・修繕

設備関係小修繕

器具備品費

賃借料 ・サテライト間借賃借　　　・駐車場代（本体駐車場）
・まちなか駐車場代       ・PC・ｿﾌﾄｳｪｱﾘｰｽ料他
・公用車ﾘｰｽ料　　　　　　・コピー機ﾘｰｽ料

役務費 ・回線使用料（光回線使用、ｻﾃﾗｲﾄ含む固定・携帯電話）
・福利厚生費（職員健康診断・インフル接種　他）
・手数料（消費増税による各種振込手数料増　他）
・保険料（公用車車輛保険）
・保守料他（PC・ｼｽﾃﾑ保守他　その他経費見直しによる支出減）

小　　計

合　　計

地域ケア会議
・地域ケア会議費用等は上記経費に含みます。



令和3年度

「単位：円」

予算額

28,587,000

4,440,000

6,323,000

39,350,000

180,000

需用費計 1,192,000

消耗品費 495,000

印刷製本費 72,000

光熱水費 170,000

燃料費 450,000

修繕料 5,000

0

2,554,000

1,709,000

5,635,000

300,000

45,285,000合　　計

役務費 電話回線使用料・携帯電話使用料・通信運搬費（郵便・印紙）・保守点検料・
保険料・自動車保険料・車両管理費・諸会費・手数料・家族介護者リフレッ
シュ事業・参考図書・その他

小　　計

地域ケア会議 地域ケア会議実績加算

車両用車両燃料・サテライト暖房用燃料

器具備品費

賃借料 パソコンリース料・複写機リース料（サテライト1台・本部1台）・サテライト賃借
料（家賃・共益費・駐車場）

旅費 各種研修会参加旅費ほか

事務用消耗品費（事務用品・コピー用紙・ファイル・トナー・インクカートリッジ
ほか）・被服・事務用カバン

各種印刷物、コピー代・名刺作成料・パンフレット印刷費

サテライト電気料・サテライト水道料・サテライトガス代

職員諸手当 各種手当

法定福利費 社会保険、労働保険ほか

小　　計

地域包括支援センター運営費予算書

地域包括支援センター 帯広市社会福祉協議会

科    目 内         訳

本俸 主任介護支援専門員・保健師・社会福祉士・認知症専門担当職員・コーディ
ネーター（2名）・ひとり暮らし高齢者相談員



令和3年度

「単位：円」

予算額

19,395,000

11,411,000

6,805,000

37,611,000

185,000

359,000

326,000

79,000

1,492,000

326,000

246,000

14,000 会議用飲み物等

2,358,000 産業廃棄物収集委託、清掃業務委託、警備業務委託

107,000

205,000

1,399,000

42,000

49,000

7,187,000

300,000

45,098,000

本俸 職員10名
　保健師2名、主任介護支援専門員3名、社会福祉士2名
　介護支援専門員2名、精神保健福祉士

地域包括支援センター運営費予算書

地域包括支援センター 地域包括支援センター愛仁園

科    目 内         訳

職員諸手当 職員10名の手当、賞与

法定福利費 職員10名の法定福利費（退職給付掛金、社会保険料）

小　　計

福利厚生費 職員健康診断料等

旅費・研修費 職員の旅費、研修費

消耗品費 事務用品等

印刷製本費 名刺印刷代

水道光熱費 電気料、水道料

燃料費 車両用燃料

通信運搬費 電話料、郵便料

会議費

業務委託費

手数料 振込手数料

保険料 車両保険等

賃借料 車両リース、パソコンリース、コピー機リース

保守料 電話設備保守、自動ドア保守

合　　計

諸会費等 介護支援専門員協会会費、地域包括支援センター協議会会費

小　　計

地域ケア会議
開催事務消耗品、郵便料



令和3年度

「単位：円」

予算額

20,000,000

14,200,000

6,300,000

40,500,000

50,000

需用費計 1,810,000

消耗品費 300,000

印刷製本費 400,000

光熱水費 450,000

燃料費 650,000

修繕料 10,000

100,000

1,150,000

1,188,000

4,298,000

240,000 12回開催

45,038,000合　　計

小　　計

地域ケア会議

賃借料 車輛、ﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽ料等

役務費 電話・切手等代・保険・保守点検他

ｶﾞｿﾘﾝ、暖房給湯

備品修繕等

器具備品費 備品

旅費 出張旅費、参加費等

事務消耗品費（ｺﾋﾟｰ用紙、ﾌｧｲﾙ等）

各印刷物、ｺﾋﾟｰ代

電気・水道

職員諸手当 各諸手当（70％）

法定福利費 社会保険・労働保険、他（70％）

小　　計

地域包括支援センター運営費予算書

地域包括支援センター 帯広けいせい苑

科    目 内         訳

本俸 本俸（専従職員1人、専門職員7人、事務員1人）×70％＋（専従職員1人×
100％）


