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令和２年度  島本町地域包括支援センター事業実績報告 

運営方針 

地域包括支援センターは高齢福祉を担う公益性を有する機関として、行政や関係機関との連携

を図りつつ、地域包括ケアシステムの推進、地域のニーズに応じた業務の遂行、専門職による

チームアプローチの実施を進めることで、地域の住民の方が安心して利用できるよう、公正か

つ中立性の高い運営を行う。 

令和２年度

の重点目標 

①地域包括支援センターが、地域に根差した高齢者の総合相談窓口として認知されるように、

地域への周知活動と顔の見える関係づくりを進める。 

②地域で高齢者を支援する活動などに積極的に参加し、地域で活動されている方とのネットワ

ークづくりを進めるとともに、当該地域の課題の把握に努める。 

③高齢者が地域で安心して生活をしていくために役立つ社会資源を把握し、情報提供を行う。 

 

 

各取組事項の報告 

１ 総合相談支援業務 

⑴ 総合相談業務 

取組内容 
(実施回数等) 

①高齢者のための総合相談窓口を設置し、専門職による必要な支援を実施する。【随時】 

②相談内容や対応状況について記録する相談簿を作成し、本町の高齢者に関するニーズや現状

等の把握に努める。【随時】 

③総合相談等を通じて地域の実情を把握し、地域が抱えている課題解決に関係機関とともに取

り組む。【随時】 

 

実  績 ●開所日  毎週月曜日から土曜日の午前９時から午後６時 

      ※令和２年度から土曜日も開所。令和２年度は土日祝日でおよそ７０件の総合相

談に対応した（土曜日が多いが、一部日曜日・祝日の相談もあった）。 

●人 員  ３職種  主任介護支援専門員     ２名 

           社会福祉士         ３名（※令和２年８月から１名増員） 

           保健師に準ずる者（看護師） １名 

●相談内容の詳細 ⇒ 別紙「令和２年度  島本町地域包括支援センター運営状況」参照 

●総合相談等で把握した地域の情報や課題については、地域包括支援センター連絡会などを通

じて町と情報共有を図った。 

 

 

⑵ 地域でのネットワーク構築 

取組内容 
(実施回数等) 

①福祉、医療、健康づくり、介護、生活支援等の資源、サービスや取組みについての必要に応

じて活かすことができるように情報収集を行う。【随時】 

②民生委員の定例会やその他の高齢者を支援する集まりに参加し、関係機関とのネットワーク

を構築する。【開催時】 

③地域でより身近な相談場所として認知されるために、地域への出張講座や相談を開催する。

【随時】 

 

実  績 ●民生委員児童委員協議会定例会への出席（令和２年７月） 

●令和２年度に計画していた大規模な講演会については新型コロナ感染症拡大防止のため中止

とした。 

 

 

 

２ 権利擁護業務 

⑴ 高齢者虐待への対応 

取組内容 
【実施回数等】 

①町や福祉・介護の事業所と協力して、島本町における高齢者虐待の対応の流れ等を整理し、

地域包括支援センターのマニュアルの作成に取り組む。【３月末まで】 

②虐待の疑いがある相談の場合、虐待対応のマニュアルに基づき、被虐待者の安全確認や状況
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を整理するとともに、速やかに町の高齢者虐待担当に報告する。【随時】 

③町から高齢者虐待の緊急性等を判断する会議の招集があれば参加し、虐待の判断の有無、状

況確認や支援方法について町と情報や対応策を共有する。【随時】 

 

実  績 ●高齢者虐待に関するマニュアル作りについては、いきいき健康課と内容を検討中。 

●虐待ケースについては、町と速やかに情報共有・対応するとともに、地域包括支援センター

連絡会において、その後の状況等についても適宜報告し、町と共有を図る一連の流れを整備。 

 

 

⑵ 高齢者虐待防止の啓発 

取組内容 
【実施回数等】 

①介護事業所・介護施設職員に対し、高齢者虐待の定義や対応等の研修を行う。【１回実施予定

（事業所連絡会時）】 

 

実  績 ●研修内容は作成したが、新型コロナ感染症拡大防止により事業所連絡会が開催されなかった。 

 →次年度で再度計画する。 

 

 

⑶ 困難事例への対応 

取組内容 
【実施回数等】 

①民生委員やケアマネジャー等から支援が難しいケースの相談を受けた際には、地域包括支援

センターの専門職による支援、関係機関への働きかけや必要に応じて困難事例の地域ケア会

議を主催し、招集する。【随時】 

 

実  績 ●困難事例の地域ケア会議の開催…町と協力し、令和２年度は３事例について開催し、関係機

関で情報共有を図るとともに、対応等を協議した。 

●告知として地域ケア会議に関するチラシを作製し、町内の全ケアマネジャーへ配布した。 

 

 

⑷ 成年後見制度の活用 

取組内容 
【実施回数等】 

①成年後見の相談があった際には関係機関との調整や支援者へのアドバイス等を適切に実施す

る。【随時】 

②高齢者への成年後見制度の活用促進のため、居宅介護支援事業所をはじめとした介護事業所

に対し、制度の啓発を行う。【１回実施予定】 

 

実  績 ●成年後見に関する相談件数 

→令和２年度は６ケースの相談に対応、リーガルサポートやコスモス（行政書士会）等とも

連携。 

●成年後見の内容を含む法テラスの業務説明をオンラインで開催（居宅介護支援事業所のケア

マネジャー６名参加）。 

 

 

⑸ 消費者被害の防止 

取組内容 
【実施回数等】 

①把握した高齢者の消費者被害について、町の消費者被害担当課や消費者相談、必要に応じて

ケアマネジャーなどに速やかに情報提供を行う。【随時】 

②町の消費者被害担当課と協力し、消費者被害の防止の啓発に努める。【随時】 

 

実  績 ●町の消費者相談員と地域包括支援センターとの連携体制（しまもと消費者相談情報ねっと）

の整備（令和３年２月から開始）。 

 …消費者被害が多く出ている事案や役立つ情報について、消費者相談員から地域包括支援セ

ンターが情報提供を受け、２か月に１回、定期的に町内の居宅介護支援事業所や訪問介護

の事業所にメールで情報発信を行う。また、この当該情報発信により、町内のケアマネジ

ャーやヘルパーに消費者相談員や島本町消費者相談の取り組みの周知も併せて行った。 
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３ 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

⑴ 包括的・継続的なケアマネジメントの実施 

取組内容 
【実施回数等】 

①自立支援に資する地域ケア会議や島本町介護保険事業者連絡会ケアマネジャー部会などを通

じて情報提供や指導・助言を積極的に行い、地域の介護支援専門員の資質向上に努める。【随

時】 

②困難型の地域ケア会議を開催した場合は、その後の経過も含めての振り返りや支援の効果の

確認にも力を入れる仕組みを構築する。【仕組みづくりは 10月末まで】 

 

実  績 ●町が開催する自立支援に資する地域ケア会議への参画…令和２年度は１８回開催され３４事

例について検討。毎回地域包括支援センターの専門職も出席し、ケアマネジャー等へ医療・

介護の専門職としての助言を行った。 

●町内のケアマネジャーが抱えている特に困難事例について、地域包括支援センターが積極的

に支援を行う旨のチラシを作成し、各居宅介護支援事業所に配布。 

●町内の居宅介護支援事業所の管理者の意見交換会をオンラインで実施（８事業所に呼びかけ

５事業所が参加）。 

 

 

⑵ 介護支援専門員等へのサポート 

取組内容 
【実施回数等】 

①居宅介護支援事業所のケアマネジャーと顔の見える関係づくりを構築し、ケアマネジャーか

ら相談しやすい地域包括支援センターとなるようにする。【随時】 

②居宅介護支援事業所の主任ケアマネ等と相談し、町内のケアマネの資質向上のための介護保

険事業所連絡会ケアマネジャー部会を企画し、主催する。【年 2回程度】 

③支援困難事例等の対応について、各関係機関との連携強化に取り組み、積極的にケアマネジ

ャーの後方支援を行うとともにケアマネジャーの疲弊防止に努める。【随時】 

 

実  績 ●介護保険事業所連絡会ケアマネジャー部会を開催。 

  第１回 令和２年８月２０日開催 

   議題「介護予防支援および介護予防ケアマネジメントについて」 

     「今年度の自立支援に資する地域ケア会議について」 

  第２回 令和２年１２月１４日開催 

   議題「各事業所の感染の取り組み・コロナ感染症発症時の対応について」 

 ※部会において各ケアマネジャーに「今後実施してほしい研修会・勉強会のテーマ」や「地

域包括支援センターに望むこと」についてアンケートを実施し、とりまとめた結果を町に

報告。 

  …当該アンケート結果で、地域包括支援センターに望むことで困難事例に対する専門職と

しての支援という声が多く寄せられた。 

 

●居宅介護支援事業所でのケアマネジメント事務のためのマニュアル集である「介護予防支援・

介護予防ケアマネジメント（居宅用ガイドブック）」の作成を町とともに行った（令和２年７

月に完成し、各居宅介護支援事業所に配布）。 

●【再掲】町内のケアマネジャーが抱えている特に困難事例について、地域包括支援センター

が積極的に支援を行う旨のチラシを作成し、各居宅介護支援事業所に配布。 

 

 

⑶ 地域ケア会議の実施 

取組内容 
【実施回数等】 

①自立支援に資する地域ケア会議に出席し、助言を行うとともに、当該会議での助言等を地域

包括支援センターで作成するケアプランにも反映する。【随時】 

②地域ケア会議で検討した内容の活用状況や効果・その後の状況等を確認し、見えてきた内容

について共有化を図る。【随時】 

 

実  績 ●【再掲】町が開催する自立支援に資する地域ケア会議への参画…令和２年度は１８回開催さ

れ４事例について検討。毎回地域包括支援センターの専門職も出席し、ケアマネジャー等へ

医療・介護の専門職としての助言を行った。 

●町内の各居宅介護支援事業所のケアマネジャーを対象とした実際の地域ケア会議で取り上げ
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た事例をもとにした勉強会（事例検討会）を開催した（令和３年３月２日・６つの居宅介護

支援事業所からケアマネジャー１名ずつが参加）。 

 

 

 

４ 介護予防ケアマネジメント業務 

⑴ 指定介護予防支援・第１号介護予防支援事業 

取組内容 
【実施回数等】 

①介護予防ケアマネジメント及び居宅介護サービス計画（以下「ケアプラン」という。）を作成

する。【随時】 

②ケアプラン作成を居宅介護支援事業所に委託した場合、当該ケアプランの原案の内容チェッ

ク及び評価を行う。【随時】 

 

実  績 ●ケアプランの件数・委託先及び件数等  

⇒ 別紙「令和２年度  島本町地域包括支援センター運営状況」参照 

●【再掲】居宅介護支援事業所でのケアマネジメント事務のためのマニュアル集である「介護

予防支援・介護予防ケアマネジメント（居宅用ガイドブック）」の作成を町とともに行った。 

 

 

 

５ 一般介護予防事業 

⑴ いきいき百歳体操・かみかみ百歳体操 

取組内容 
【実施回数等】 

①町と協力していきいき百歳体操の普及啓発に努める。【随時】 

②町との協働体制を継続する。【随時】 

 

実  績 ●令和２年度は新型コロナ感染症拡大防止のため、例年１０月に実施されているいきいき百歳

体操交流会が中止となったことや各地域拠点での活動自粛などもあり、町と協働して普及に

取り組むことを進めることができなかった。 

 

 

 

６ 新たな社会保障充実分の事業 

⑴ 認知症施策推進事業 

取組内容 
【実施回数等】 

①島本町認知症初期集中支援チームに参画する。【定例会議／月１回チーム支援は随時】 

②町と協力して認知症サポーターの養成に努める。【認知症サポーター：随時、認知症キッズサ

ポーター：年１回】 

③若年性認知症の人やその家族への支援を行う。【随時】 

④認知症ケアパスなどを活用し、認知症の介護者の負担軽減に資する地域資源の紹介や情報提

供を積極的に行う。【随時】 

⑤徘徊リスクのある方を把握した場合は、町が運営している認知症高齢者等見守りネットワー

クを紹介し、登録を呼びかける。【随時】 

⑥町の窓口の閉鎖時（休日や役場開庁時間外）の認知症高齢者等見守りネットワークの運用へ

地域包括支援センターとして協力する。【随時（委託契約を別途締結）】 

⑦認知症初期集中支援チーム員研修を受講する。【10 月】 

 

実  績 ●認知症初期集中支援チームの定例会議に毎回出席、チームによる支援は年度内新規３件中２

件に対応。 

●新型コロナ感染症拡大防止のために認知症キッズサポーターの養成は中止となった。 

●認知症高齢者等見守りネットワークの町の時間外窓口を引き受け、その運用に協力した。 

●認知症初期集中支援チーム員研修  １名受講 

●町内のＡＢＣ薬局及び大阪医科薬科大学と連携し、認知症早期発見プロジェクトを試験的に

実施。今後は高槻市薬剤師会とも連携し、町内の全薬局で対応できるように拡充していきた

い。 
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⑵ 在宅医療・介護連携推進事業 

取組内容 
【実施回数等】 

①町と協力して在宅医療・介護の連携に関連した内容で、介護職員等を対象とした研修会を実

施する。【１回実施予定】 

②ＡＣＰの普及・啓発に努める。【１回実施予定】 

③薬剤師会、医師会と連携して薬局窓口における要援護者の早期発見をする。【随時】 

 

実  績 ●令和２年度はコロナ禍により、在宅医療・介護連携の研修会及びＡＣＰの普及啓発に関する

講演会を町と協議し、中止とした。 

●高槻市医師会主催「地域包括ケアシステム推進会議」に出席（令和２年１０月２２日（木））。 

  ※高槻市及び島本町の医療・介護の関係機関で構成される医療介護連携を図るための会議。 

   島本町ではこれまで行政のみが出席しており、今回委託地域包括支援センターとして初

めて出席した。 

●【再掲】町内のＡＢＣ薬局及び大阪医科薬科大学と連携し、認知症早期発見プロジェクトを

試験的に実施。今後は高槻市薬剤師会とも連携し、町内の全薬局で対応できるように拡充し

ていきたい。 

 

 

⑶ 生活体制整備事業 

取組内容 
【実施回数等】 

①協議体の構成員として会議や研修会に出席する。【会議開催時】 

②生活支援コーディネーターと協力して、地域資源の把握や地域で活動されている方への支援

とネットワークづくりを行う。【随時】 

 

実  績 ●生活支援体制整備協議体（ささえ愛ネットワーク）に参画し、会議に出席。 

 ・令和２年度は、令和２年７月２８日、令和２年１１月１２日、令和３年１月２８日に開催。 

●ささえ愛ネットワークが実施するワーキンググループへの参画。 

 ・令和２年度は男性向けの連続講座実施のためのワーキングを令和２年１２月１日と令和３

年３月２６日に開催。 

 ※ささえ愛ネットワーク主催の講演会の実施も計画されていたが、コロナ禍により令和２年

度は中止となった。 

 

 

 

７ その他 

⑴ 地域包括支援センターの運営 

取組内容 
【実施回数等】 

①センターとしての苦情処理の受付・対応方法などを整備する。【３月末まで】 

②地域包括支援センターの年間事業計画を策定する。【３月末まで】 

③地域包括支援センターの自己評価を行う。【３月実施】 

④地域包括支援センターの認知度を高めるためにセンターの啓発を積極的に行う。【随時】 

 例）年長者クラブのコミュニティへの出張講座の開催 

   町内での健康測定会の実施 

   町民向けに地域包括支援センターの取組を啓発する講座の開催 

⑤災害時に地域包括支援センターとして住民を支援できることを町や介護・福祉の関係機関等

と協力して検討する。【令和２年度中に検討】 

 

実  績 ●常時対応、苦情内容・対応を相談記録に明記している（令和２年度は８件あり） 

●令和２年度の地域包括支援センターの自己評価については、令和３年度に実施される令和２

年度実績の国への報告で行うこととした。 

●【再掲】大規模な講演会については新型コロナ感染症拡大防止のため令和２年度は中止とし 

た。 

●介護保険事業運営委員会への出席（令和２年１０月２７日）。 

 …島本町地域包括支援センターの概要や委託後半年を経過しての状況等を報告。 

●「広報しまもと」の令和２年９月号に地域包括支援センターの特集記事を掲載。 
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⑵ 職員の研修及び育成 

取組内容 
【実施回数等】 

①地域包括支援センターの職員の資質向上や人材育成に向けて年間計画を作成し、取り組む。

【年２回（８、２月実施予定）】 

②介護従事者の不足の解消に向け、介護人材の育成のための取り組みを検討する。【令和２年度

中に検討】 

③島本町外の地域包括支援センターとの積極的な交流が図れる仕組みを検討する。【令和２年度

中に検討】 

 

実  績 ●令和２年度にセンター職員が出席した資質向上等の研修  研修名：出席人数 

認知症初期支援チーム研修：１名、高齢者虐待対応研修（基礎研修）：１名、高齢者虐待対応

研修（応用研修）：１名、地域包括支援センター基礎研修（オンライン開催）：２名、介護予

防ケアマネジメント担当者研修：２名、令和２年度多職種協働による意思決定支援の推進研

修会（認知症の意思決定支援）：１名 

●他市町村の地域包括支援センターとの交流については、新型コロナ感染症の影響により積極

的に取り組むことが出来なかった。 

 

 

⑶ その他 

取組内容 
【実施回数等】 

①地域包括支援センター連絡会議への出席。【月１回】 

②健康寿命の延伸のため、町内の事業所にできることを考えてもらうように働きかけ、その結

果を踏まえての多職種協働による出張講座の開催を検討する。【令和２年度中に検討】 

③新型コロナウイルス感染症に関連して、利用者の相談や従事者の訪問などが安心して実施で

きるように環境を整える。【随時】 

 

実  績 ●町と月１回の定例開催で地域包括支援センター連絡会議を行い、活動報告及び情報交換を行

う。令和２年度は１１回開催（令和２年４月は新型コロナ感染拡大防止のため中止）。 

 高齢者虐待や認知症等による個別支援ケースの情報共有。地域包括支援センター事業計画・

介護予防支援・介護予防ケアマネジメント（居宅用ガイドブック）等の検討などを行った。 

●介護保険事業所で新型コロナ感染者が発生した旨の情報を受けた場合、速やかに町の担当課

と情報共有を図る体制を町と整備。また、町から高齢者に対する新型コロナワクチン接種等

の情報提供あった場合、地域包括支援センターから各居宅介護支援事業所に周知することと

した。 

 

 

 

【年間総括】 

１年間の振り返って 委託を受け、初年度としていきいき健康課と共に活動をしていく予定であった

がコロナ禍により、様々な活動が自粛となった状況で、思うようにできなかった。 

地域包括支援センターとしての基本業務である総合相談については新たに土曜

日も開所して取り組むととともに、全体的に滞りなく対応することができた。 

居宅介護支援事業所の管理者の意見交換会の開催、町の消費者相談員と協力し

ての消費者被害防止のための積極的な情報発信の取組み、町と協働で居宅介護支

援事業所でのケアマネジメント事務のためのマニュアル集の作成など、町内のケ

アマネジャーの支援や資質向上のために必要な新たな取組みを開始することがで

きた。 
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【町の評価】いきいき健康課作成 

令和２年度は、委託による運営の地域包括支援センターの初年度であったため、町としては直営によ

る運営の地域包括支援センターからの円滑な事業移行と運営実施が最も重視すべき事項と考えていた。

この点に関しては、非常にスムーズに移行することができ、かつ、１年間を通して円滑に事業実施がで

きていたと評価している。 

また、令和２年度地域包括支援センターの運営の重点目標にもあるように、委託による地域包括支援

センターの活動初年度であることから、広く住民や地域に認知してもらうために、地域包括支援センタ

ーとともに周知活動に力を入れていく年度にすることを考えていたが、年度当初からのコロナ禍により

周知の場にも制約があり、広報しまもとやチラシ配布等での周知は概ね当初の予定通り取り組むことが

できたが、地域に出向いての周知が思うようにできなかった点はコロナ禍が解消した後に、再度、地域

包括支援センターとともに取り組んでいければと考えている。 

 地域包括支援センターの人員体制については、委託の仕様以上に配置されており、年間を通じて充実

した体制での運営を継続していただいたことは高く評価している。 

 町と地域包括支援センターとの業務の連携については、月１回の定例連絡会などで必要な情報共有を

図ることができているが、高齢者虐待の対応マニュアルづくりなど、これまで作成や見直しが図られて

いないものについて、この機会に整備を進めて行く必要があると考えている。 

 

 


