
◎　高齢者が住み慣れた地域で必要な医療・介護サービスが受けられる。

医療と介護の情報共有の仕組みづくり 多職種連携のための場づくり 住宅のリフォーム・バリアフリー化の推進 高齢者向け賃貸住宅の供給促進及び施設等の整備

地域福祉課 福祉政策係
高齢障害課 地域包括支援係

高齢障害課 地域包括支援係 建築住宅課 住宅政策係
高齢障害課 高齢介護係
建築住宅課 住宅政策係
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成
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事業報告

【地域福祉課】
〇医療と介護の連携
　・入院時の情報提供書について（資料Ｐ１）
　・入院時の情報提供書（簡易版）について（資料Ｐ２）
　・居宅介護支援事業者一覧について（資料Ｐ３）
　・高齢者の入所系（居住系）施設について（資料Ｐ４）
　・入退院時連携窓口一覧について（資料Ｐ５）
【高齢障害課】
〇Ｈ30年度田川市在宅医療・介護連携推進事業（資料Ｐ６）

【高齢障害課】
〇中田川多職種連携研修会及びケアカフェたがわの実施状況（資料Ｐ７～
８）
〇在宅医療と介護資源マップ（別冊）

〇住宅リフォーム助成事業について
　・補助金の引上げ及び周知活動により、今年度も利用件数は好調に推
移。（資料Ｐ９）
　・平成31年度から実施予定の合併浄化槽への改修補助に伴い、併せてト
イレ室内のバリアフリー改修増が見込まれるため、環境対策課と見込件数
及び補助対象項目について確認。

〇市営住宅への取組みについて
　・上記計画については平成31年度を目途に策定を完了予定（資料Ｐ１０～
１５）

【高齢障害課】
○高齢者における介護施設等の利用状況調査結果（資料Ｐ１６～１９）

【建築住宅課】
○高齢者向け賃貸住宅の普及促進
  ・上記計画では老朽化市営住宅のバリアフリー化を伴う老朽化市営住宅
の建替えも視野に入れ検討しているところである。今後は当該計画及び高
齢者向け賃貸住宅の充足状況を考慮し、施策を検討する。

【高齢障害課】
○施設整備の方針について
　・介護保険施設の整備については、福岡県高齢者保健福祉計画の中で
施設整備量を計画し、計画期間の３年間で整備していく。
　・平成29年度に、福岡県高齢者保健福祉計画（第８次）及び福岡県介護
保険広域連合介護保険事業計画（第７期）を策定することに伴い、田川市
の施設整備の方針を決定。
　・平29年度中に２回、福岡県によるヒアリングを受ける。
　・医療・介護・住まい部会では、施設整備の方針と考え方について報告。

【建築住宅課】
○高齢者向け賃貸住宅の普及促進
　・市営住宅のみで住宅セーフティネットを担うのは困難なため、地域優良
賃貸住宅等の普及促進に向けた取組みを検討する。

【地域福祉課】
〇地域医療構想について
　・地域医療構想の推進のため、福岡県地域医療構想調整会議に参加し、
地域医療構想の達成に向けて、必要事項を協議している。

〇医療と介護の連携状況の把握
　・市内の介護施設、事業所等と医療機関との連携状況について、現状を
把握するためアンケート調査及び分析を実施。
　・対象施設：市内の介護施設、事業所等（27箇所）及び医療機関（5箇所）

【高齢障害課】
〇退院時等連携会議　年3回（6月、10月、1月）
　・H28年度、退院時における主任介護支援専門員の医療との連携に関す
るインタビュー調査を実施。その結果を基に、主任介護支援専門員と医療
関係者による退院時等連携の在り方について意見交換会を行い、会議の
継続を希望する意見あり。
　・H29年度、田川市内の 主任介護支援専門員、病院関係者（看護師及び
医療ソーシャルワーカー等）、田川保健福事務所職員、市職員（地域福祉
課、高齢障害課）で実施。

〇主任介護支援専門員の退院時等連携実態調査を実施（7～9月）

〇「入退院時連携マニュアル～病院とケアマネジャーとの連携の基本的な
進め方～」を作成
　・H29.11月　入退院時連携マニュアル（案）を作成、介護支援専門員研修
会にて周知し、改編内容について検討
　・H30. 1月～2月　入退院時連携マニュアルの改編
　・H30. 3月　入退院時連携マニュアル作成（800部）

〇退院時等連携推進研修会の実施（3/13　88人）
　・入退院時連携の必要性を理解でき、マニュアルの活用促進のため実施

平成29年度
実績

【高齢障害課】
〇施設等の現地調査
地域密着型サービス事業所において、新規指定及び指定更新
（6年に1回）に係る現地調査を実施。（計5件　うち入所系：グループホーム
の更新　1件）

○高齢者における介護施設等の利用状況調査
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成30年12月1日現在）

【建築住宅課】
○高齢者向け賃貸住宅の普及促進
　・当課において最優先課題となっている市営住宅管理戸数の削減に係る
計画を現在策定中である。

年
度
実
績

（
予
定

）

医療・介護・住まい部会の平成２９年度実績及び３０年度実績（予定）

事業の柱 在宅医療・介護の提供 高齢者の居住確保

事業

担当課

平成30年度
実施概要

【地域福祉課】
〇地域医療構想について
　・福岡県地域医療構想調整会議（H30年度第１回）に参加
　これまでの取組状況及び地域医療構想の推進に係る今後の進め方など
について協議。

〇医療と介護の連携
　・入院時情報提供書（簡易版）の作成及び提供
　退院時等連携会議（10月）において入院時情報提供書（案）について意見
を聴取。その後、提供先施設、事業所等（市内37施設）へ意見を聴取し、完
成。完成版を該当施設に郵送及び田川市ホームページへ掲載した。
　・入退院時連携窓口一覧の作成について
　市内7病院における連携窓口の役割及び連絡先等を確認し、一覧表を作
成。一覧表は田川市地域包括支援センターを通じ、ケアマネジャー等へ配
布。

【高齢障害課】
〇退院時等連携会議　年3回（6月、10月、2月）
　・入退院時マニュアル活用状況の把握及び推進
　・医療介護診療報酬改定及び連携加算についての情報共有及び現状把
握
　・入院時情報提供書（簡易版）についての意見交換
　・在宅医療介護連携指標の検討

〇医療・介護関係者の情報共有の支援（医師会委託事業）
　・とびうめネットの活用推進として、多職種連携による情報共有事例を2事
例（患者ごとの多職種チーム）実施予定。
　・ブロック別ワーキンググループ会議にて、訪問診療や看護、介護等で書
き込むノートの活用推進を話し合った。
  ・在宅医療推進委員会で「看取り輪番制」について検討し、平成30年12月
14日に設置した。（登録医師：22名）

〇田川地区在宅医療介護連携協議会について（医師会委託事業）
　・医師、歯科医師、薬剤師、介護支援専門員、医療ソーシャルワーカー、
訪問看護師、リハビリ専門職、管理栄養士、市町村の代表者からなる在宅
医療・介護連携の課題抽出と対応策を検討する会議を設置。
　・田川地区を3ブロック【上田川（添田町、川崎町、大任町、香春町、赤
村）・中田川（田川市）、下田川（糸田町、福智町）】に分け、各職種が構成
員として1名づつ抽出し、現状及び課題、対応策を検討する（ブロック別ワー
キンググループ会議）。

〇中田川ブロック多職種連携研修会について（医師会委託事業）（11/9、71
人）
　・ブロック別ワーキンググループ会議で検討し、「認知症、独居高齢者の
キーパーソンの確保」が最優先課題として抽出された。
　・上記の課題を研修テーマとし、多職種にて意見交換した。「緊急連絡先
カードの作成」「地域の見守り体制構築の推進」「多職種と民生委員の連携
強化」「とびうめネットの推進」等の対策強化案が抽出された。

〇ケアカフェたがわについて（福岡県立大学共催）
  ・H30年度は、多職種の協力を得て、研修テーマの検討及び運営を協働
にて行った。今年度のテーマは、「在宅の看取りケアについて考える」。
  ・第1回 7/4、「ACP（アドバンス・ケア・プランニング）について」62人
    第2回 9/18、「自分の死生観を考える～臨床宗教師の立場から話題提
供～」48人
    第3回12/21、「初めての臨床倫理」35人
    第4回 2/22、「立ち止まる倫理のススメ」45人

〇住宅リフォーム助成事業について
　・市民への周知拡大のため、3地区合計で約200世帯にチラシのポスティ
ングを実施。

〇市営住宅への取組みについて
　・バリアフリー化を伴う老朽化市営住宅の建替えについては、現在策定中
の市営住宅管理戸数削減計画の中で、併せて検討中。

〇田川市多職種連携研修会について（8/22、82人）
　・H27年度から模擬事例検討をとおして各専門職種の役割をお互いに理
解する事を目的として実施。
　・H28年度からは、病院にも参加を呼びかけ、病院の医療従事者が在宅
介護、看護の現状を知る機会にもなっている。今回は多職種による対象者
のゴール（目標）の共有について考える機会とした。

〇ケアカフェたがわについて
　・H29年度から多職種の連携構築及び地域課題の共有、解決を図る場と
して開催。
　・医療介護福祉領域間の、特に現場においてのバリアをなくすため、医
療・介護・福祉関係者が「顔の見える関係」を作り、「日常の相談ごと」を話し
合う場としてワールドカフェ方式にて実施。
　・第1回6/28、「切れ目ないケアの情報共有について」50人
 　 第2回11/7、「在宅での看取りを考える」56人
 　 第3回 2/7、公開講座「写真が語る、いのちのバトンリレー」173人

〇住宅リフォーム助成事業について
　・一般住宅のバリアフリー化率向上のため、今年度から住宅リフォーム助
成事業の上限額引上げを実施。

〇市営住宅への取組みについて
　・市営住宅のバリアフリー化は「田川市住宅マスタープラン」に掲げる管理
戸数削減方針と密接に関わっているため、これに基づいた検討を行う。

医療・介護・住まい部会 



◎　高齢者が健康づくり・介護予防に積極的に取り組むとともに、多様な生活支援サービスが受けられる。

⑴　一般介護予防の推進 ⑵　介護予防・生活支援サービス事業の推進 ⑶　健康づくりの推進 ⑷　地域のつながりづくり

地域福祉課 保健センター
高齢障害課 高齢介護係

高齢障害課 高齢介護係
高齢障害課 地域包括支援係

地域福祉課保健センター
市民課保険係

高齢障害課 地域包括支援係
安全安心まちづくり課市民協働推進係

平
成
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事業報告

○生きいき健康教室（一般介護予防）の実績及び効果について
　（資料P１～１２）

◯新しい総合事業の構成
　(資料P１３ )
◯個別ケア会議について
　(資料P１４～１６)
◯退院時連携助言者派遣事業について
  (資料P１７)
◯認定件数（福岡県介護保険広域連合）
　(資料P１８)

○平成３０年度がん検診受診率向上の対応及び受診結果について
　（資料P１９）

◯地域ほっとネットワーク取り組み及び交流の場実施状況
　（資料P２０）
◯協議体について
　（資料P２１～２２）
[市民活動活性化推進事業]
○協働事業提案制度
　・地域学校協働活動事業
　　（協働）学校教育課、Ｋ´Ｓグループジャパン　（提案）行政提案
　・「筑豊・田川デジタルアーカイブ」を活用した持続可能な学び活動
　　（協働）文化生涯学習課、田川郷土研究会　（提案）市民提案
　（資料P２３～２６）

担当課

【高齢障害課】
◯介護予防・生活支援サービス事業
Ｈ28年4月から実施している介護予防・生活支援サービス事業（「現
行の訪問・通所介護相当のサービス」と「多様なサービス」（サービ
スＡ（緩和した基準によるサービス））
　・現行の訪問・通所介護相当のサービス：1,271人
　（訪問760人、通所511人）
　・通所・訪問型サービスＡ：13人（訪問11人、通所2人）
　・訪問・通所型サービスＣ（短期集中予防サービス）の検討

◯介護予防ケアマネジメント：
　・個別ケア会議（自立支援型）（24回、74件）
　・退院時連携助言者派遣事業（理学療法士19回、管理栄養士4
回）

◯健康たーんとクラブ活動支援（介護予防普及啓発）
　・Ｈ29.3クラブ立上げ
　・Ｈ29年度新規活動公民館等（大黒町、猪位金3区公民館、
　社会福祉協議会）計3か所

【地域福祉課・市民課】
○特定健診・がん検診
　集団健診23回、各種がん検診26回実施
　特定健診受診者　集団：1,443人　個別：1,022人
○健康相談会
　17回実施。参加者：252人
○健康教室
　　栄養教室　4回　参加者：延べ22人
　　ヨガ教室　2クール（1クール8回）　参加者：延べ151人
○重症化予防対策（高血圧・高脂血症・高血糖・腎機能）
　　参加者：61人
○出張健康相談
　商業施設（１回）：　217人
　本庁（5回）：529人
○定期予防接種
　インフルエンザ　接種者：8,280人
　肺炎球菌　定期接種：769人

【高齢障害課】
◯生活支援コーディネーターの設置：4人（内2人認知症地域支援推進員と兼務）
◯地域ほっとネットワーク推進：Ｈ29　26区/97区
◯交流の場の支援：地域の老人クラブ連合会の活動支援（出前講座6件やコミュニケーショ
ン麻雀の貸し出し8件等）
　・高齢者支援ボランティア養成数：H29　20人
　・高齢者支援ボランティア団体への後方支援：「田川地区高齢者交流会」4回、「健康たーん
とクラブ」17回
◯協議体の設置
　・地域づくり学習会の実施：2回　延41人
　・地域づくり講座の実施：2回　延82人

【安全安心まちづくり課】
◯ボランティアセンター登録状況
　市民活動団体33団体,1,022人
　協力企業29社,969人
　協力校・施設24校,4,734人　　計6,725人
◯一般コミュニティ助成事業
　田川校区活性化協議会（コピー機他の整備）
◯さわやかまちづくり提案事業
　H29 13団体に補助、活動報告会を実施
◯市民協働のまちづくり条例
　H29.6 意識向上のため逐条解説を発行し全戸配布した。

平成30年度
実施概要

【地域福祉課】
○地区公民館
　・校区事業（生きいき健康教室）：47カ所で実施　(うちモデル事業6カ所）
　　うち、ケアトランポリン教室（トランポリンを利用した運動）：17カ所で実施
　・健康出前講座（対象：おおむね６５歳以上の高齢者）：全3回実施
○保健センター
　・高齢者相談会（対象：健診受診者）：24回中17回実施。延参加者数：226人
　・栄養教室　4回　参加者：-（２月実施予定）
　　ヨガ教室　３クール中２クール実施（1クール8回）　延参加者数：164人
　・太極拳教室：延参加者数　1クール　全10回中7回実施　延参加者数：105人
○総合体育館
　・高齢者スポーツ教室（サッカーボール、バスケットボールを利用した運動）
　　：18回中8回実施　延参加者数　170人
　・健康アップ教室：2クール中1クール実施　　延参加者数　94人
○田川市役所
　・高齢受給者説明会（対象：７０歳になる高齢受給者）：全１２回中9回実施　延参加者数　170人
○その他
　・人材育成事業（対象：地域でボランティアに興味のある人）　 ：12回中10回開催　延参加者数　69人
　・生きいき健康教室新規ボランティア養成講座（対象：地域でボランティアに興味のある人）；５人養成
　・田川市食生活改善推進会支援事業（対象：食生活改善推進会）
　・運動推進員活動事業（対象：運動推進員、運動支援員）
　　：運動指導員　8人　延回数　416回、運動支援員　6人　延回数 119回

【高齢障害課高齢介護係】
○生きがい公民館事業
　・広報紙及び折込チラシの全戸配布、HP掲載により事業内容を周知した。
　・H29実施公民館については、通知を郵送し、継続を促した。
　・平成31年1月現在、実施館数は、49館である。
　　（Ｈ26：46館、Ｈ27：48館、Ｈ28：49館、H29：49館）
○世代間交流事業
　・後藤寺中学校及び中央中学校の世代間交流事業実行委員会に事業を委託し、継続実施している。

【高齢障害課】
◯介護予防・生活支援サービス事業
「現行の訪問・通所介護相当のサービス」と「多様なサービス」
（サービスＡ（緩和した基準によるサービス））
　・現行の訪問・通所介護相当のサービス：1,202人
　　（訪問716人、通所486人）（Ｈ30.12月末時点）
　・通所・訪問型サービスＡ：18人（訪問17人、通所1人）
　　（Ｈ30.12月末時点）
　・訪問・通所型サービスＣ（短期集中予防サービス）の検討
　　視察先：大分市・豊後高田市

◯介護予防ケアマネジメント：
　・個別ケア会議（自立支援型）（Ｈ30.12月末実績：18回、54件）
　　会議で専門職からの助言を受け、実現可能な自立支援の
　　プランの作成や目標設定ができるように支援し、ケアマネ
　　ジャーのスキルアップを図っている。
　・個別ケア会議（困難事例型生活援助中心事例）
　　（Ｈ31.1月末時点実績：1回、3件）
　Ｈ30年度からケアマネジメント支援を目的として、多職種による
　自立に向けたケアプランに係る議論が義務付けられた。
　自立支援・重度化予防の視点で助言を受け、ケアマネジャーの
　スキルアップを図っている。
　・退院時助言者派遣事業
　　（Ｈ30.12月末時点実績：理学療法士15回、管理栄養士5回）
　担当ケアマネジャーが専門職と一緒に訪問し、直接居室内や
　生活状況を確認しながら、目標設定やプラン作成への助言を
　行い、自立支援重度化防止を進めている。

◯健康たーんとサポーター養成　　参加者数　11人
　健康たーんと体操を中心として、介護予防推進のため活動のでき
るサポーターを養成している。

◯健康たーんとクラブ活動支援（介護予防普及活動）
　健康たーんとサポーター養成講座卒業後、介護予防普及啓発の
ために、市民の自主団体として活動している。
　Ｈ30年度新規活動公民館（上弓削田・下弓削田・古賀町・野上・
中央団地４区）計５か所
　啓発活動：「たがわdeハロウィン」や「コールマインフェスティバル」
に参加

【地域福祉課・市民課】
○特定健診・がん検診
　集団健診23回中21回、各種がん検診26回中25回実施
　特定健診受診者　集団：1,300人(12月末時点）　個別：668人(10月末
時点）
○健康相談会（12月末時点）
　24回中17回実施。参加者：226人
○健康教室（12月時点）
　　栄養教室　4回　参加者：-（２月実施予定）
　　ヨガ教室　３クール中２回実施（1クール8回）　参加者：延べ164人
○重症化予防対策（高血圧・高脂血症・高血糖・腎機能）
　　保健指導：172人
○出張健康相談
　商業施設（3回）：　501人
　本庁（3回）：340人
○定期予防接種（11月末時点）
　インフルエンザ　接種：6,816人
　肺炎球菌　定期接種：549人

【高齢障害課】
◯地域ほっとネットワーク推進
　・生活支援コーディネータ―による地区アンケート調査を実施。（73区/97区）区長に聞き
　　取りを行いながら、地域の実情を把握し、勉強会開催などの支援を行い、見守り体制の
　　構築を目指している。33区/97区（1月31日時点）

◯交流の場の支援
　・地域の老人クラブ連合会や高齢者支援ボランティア団体への後方支援209回
　　（出前講座7件やコミュニケーション麻雀の貸し出し2件含む）

〇高齢者支援ボランティア養成について
　・今年度はシンポジウム形式にて、既存の地域の高齢者支援ボランティアの活動状況を
　　発表し、高齢者支援ボランティアの啓発を行う予定（2月16日田川市民会館）

◯協議体の設置
　・高齢者の生活課題について話し合う場の協議体を市全域と日常生活圏域ごとに設置を
　　目指しており、昨年度より、協議体について学習及び意見交換を行うため、地域づくり
　　講座を実施。地域福祉課、安全安心まちづくり課、高齢障害課、地域包括支援センター
　　と連携して講座開催を行っている。
　　2回（9月、11月）　参加者合計94人
　・地域づくり講座参加者へ来年度の進め方になども庁内関係課と協議の上、説明会を
　　3月に開催したい。

【安全安心まちづくり課】
[市民参加型まちづくり事業]
○協働のまちづくり条例
　広報たがわで周知予定　（4月1日号予定）
[市民活動活性化推進事業]
◯ボランティアセンター登録状況
　市民活動団体43団体,1,459人
　協力企業32社,1,035人
　協力校・施設24校,4,734人　　計7,228人　（H30.12月末現在）
◯さわやかまちづくり提案事業
　H30 前期12団体.後期1団体に補助、H29活動報告会を実施
○協働事業提案制度
　公開プレゼンテーションで審査　2団体と事業決定
[地域コミュニティ活性化事業]
○自治会と連携しての加入促進
◯一般コミュニティ助成事業
　下魚町区（やぐら他お祭り用備品の整備）
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【地域福祉課】
○地区公民館
　・校区事業（生きいき健康教室）：40カ所
　・ケアトランポリン教室（トランポリンを利用した運動）：10公民館で実施
　・健康出前講座（対象：おおむね６５歳以上の高齢者）（センター職員による講座等）：全7回実施
○保健センター
　・高齢者相談会（対象：健診受診者）：全17回、252人参加
　・栄養教室（健康スリム教室、高血糖、高血圧）（対象：内臓脂肪症候群予備軍、高血糖、
　　高血圧に該当する者）：参加者数延　22人
　・ヨガ、太極拳教室（対象：健診受診者）：延参加者数　237人
○総合体育館
　・スマイルゼファー教室（バスケットボールを利用した運動）　　：参加者延数　211人
　・健康アップ教室（対象：田川市民）：延参加者数　144人
○田川市役所
　・高齢受給者説明会（対象：７０歳になる高齢受給者）　　：延参加者数　386人
○その他
　・人材育成事業（対象：地域でボランティアに興味のある人）　 ：全12回開催　参加者延数　88人
　・生きいき健康教室新規ボランティア養成講座（対象：地域でボランティアに興味のある人）；10人参加
　・田川市食生活改善推進会支援事業（対象：食生活改善推進会）
　・運動推進員活動事業（対象：運動推進員、運動支援員）
　　：運動指導員　延回数　536回、運動支援員　延回数 169回
　・介護予防普及啓発事業及び地域介護予防活動支援事業各事業の評価を実施。

【高齢障害課】
○生きがい公民館事業
　・地区公民館に事業を委託し、高齢者の生きがい活動等を実施。
　・実施館数は、49館であった。
　　（Ｈ26：46館、Ｈ27：48館、Ｈ28：49館）
○世代間交流事業
　・後藤寺中学校及び中央中学校の世代間交流事業実行委員会に事業を委託し、両校の世代間交流教室にお
　　いて、生徒との世代間交流や高齢者の生きがい活動等を実施している。
　・平成29年度の開催回数は、318回であった。

平成29年度
実績

保健（予防）・生活支援部会の平成２９年度実績及び３０年度実績（予定）

事業の柱 新しい総合事業の推進 自立した日常生活の支援

事業

保健（予防）・生活支援部会 



◎目標：認知症の人の意思が尊重され、地域で暮らし続けることができることを目指す。

ア　認知症ケアパスの作成 イ　認知症の早期診断・対応のための体制整備 　エ　認知症家族の負担軽減

高齢障害課　地域包括支援係 高齢障害課　地域包括支援係 高齢障害課　地域包括支援係 安全安心まちづくり課　防災安全対策室 高齢障害課　地域包括支援係

〇認知症ケアパスの作成
　認知症ケアパスとは、予防の段階から
状態に応じてどのような医療や介護の
サービスがあるのか情報を整理し、表示
したもの。
　校区ごとに社会資源の整理を行った在
宅医療と介護資源マップの中に含めて、
作成した。

〇認知症に関する相談対応（地域包括支援セン
ター）
　平成29年度相談件数　90件
　（相談内容別件数　延べ108件）

〇認知症初期集中支援チーム連携実績
　平成28年度より継続対応2件
　平成29年度新規対応1件
　合計3件　22回（訪問 18回、チーム員会議4回）

〇高齢者等ＳＯＳネットワーク連絡会議
　高齢者の行方不明事例発生時の連携方法
等について、田川警察署、田川市社会福祉協
議会、庁内関係部署と協議。
  平成29年度　3月23日に開催
〇行方不明の心配がある高齢者等の事前登
録制度の推進
　・平成29年度　登録者数　35名
　・事前登録者数累計　67名
〇行方不明者対応状況
　平成29年度　4件
　（保護後、3件事前登録実施）
〇高齢者等ＳＯＳ模擬訓練開催支援
　・弓削田校区と中央校区にて7月2日に開催
　　参加者　弓削田校区　133名
　　　　　　　中央校区　　　161名
  ・鎮西校区にて11月19、26日に開催
　　参加者　101名

○自主防災組織の防災訓練等の育成・支援
　平成29年度 7回実施
○避難行動要支援者管理システム導入
　平成30年3月導入
○高齢者運転免許証自主返納支援事業
　3/31時点　98件
○防災メールまもるくんの登録推進
　3/31時点　985件
○防災行政無線フリーダイヤルの推進
　防災訓練等で周知（災害ガイドブック紹介）
○青パトによる防犯パトロール
　行方不明捜索　3/31時点　3件

○認知症カフェ運営
　認知症の人とその家族、地域住民、専門職
が集え、情報交換、相談、交流の場として開
催。市内の社会福祉法人や医療法人、各種団
体へ業務委託、協定締結にて実施。
　・5カ所実施　参加者合計　493名
　・認知症カフェ交流会を3月7日に開催

○認知症サポーターキャラバン
　・認知症サポーター養成
　　平成29年度養成数　　602名
　　累計　　3,950名

事業報告

〇平成３０年度認知症に関する相談状況
　（資料P1～2）
〇校区別認知症施策実施状況
　（資料P3）

〇田川市高齢者等行方不明時の対応の流れ
（資料P4）

○自主防災組織防災活動
　　（資料P5）
○高齢者免許証自主返納申請者数
　　（資料P6～7）
○ニセ電話詐欺チラシ2枚
　　（資料P8～11）
〇避難行動要支援者避難支援制度登録申込書
　　（資料P12～13）
〇避難行動要支援者ネットワーク台帳
　　（資料P14～15）

〇認知症カフェ特集記事
　（資料P16）
〇認知症カフェ実施状況
　（資料P17）

○認知症カフェ運営
　・市広報誌（9月1日号）　にて掲載
　・5カ所実施
　　参加者合計　616名（１月末時点）
　・3月13日にカフェ交流会を実施予定

○認知症サポーターキャラバン
　・認知症サポーター養成
　　平成30年度養成数（１月末時点）
　　　489名（市内小学校4年生等342名
　　地域住民18名、市内企業従業員等129名）
　　累計4,439名
　・キャラバンメイト（講師役ボラン
　　ティア）連絡会を5月8日に開催
　　参加者　12名
     (キャラバンメイト総数  55名)

認知症の容態に応じた適時、適切な医療・介護の提供

平成２９年度実績

認知症支援部会の平成２９年度実績及び３０年度実績（予定）

認知症の人や介護者への支援体制の推進

　ウ　高齢者等ＳＯＳネットワークの推進

○自主防災組織の防災訓練等の育成・支援
　平成30年度　6回実施
○自主防災組織の立ち上げ
   11/13 　 田川校区設立
　 平成31年度 大浦校区設立（予定）
○避難行動要支援者管理システム本格稼働
　対象者7,106人（75才以上の高齢者・要介護3以
上・身障１級２級）
○高齢者運転免許証自主返納支援事業
○防災メールまもるくんの登録推進
  1/28時点　1,080件
○防災行政無線フリーダイヤルの推進・周知（災
害対応ガイドブック等で紹介）
○青パトによる防犯パトロール
○ニセ電話詐欺防止対策の推進
（自動通話録音機無料貸し出し等）
   1/31現在13台貸出
　

平成30年度
実施概要

〇認知症ケアパスの配布
　・市内全戸配布
　・民生委員児童委員総会
　・医師会
　・病院（市内７カ所）
　・図書館
　・主任ケアマネ研修会等
　その他、相談対応時に配布。

〇周知状況
　・区長会学習会　（6月23日）
　・伊加利区役員勉強会　（7月24日）
　・在宅ケア座談会（地域）
　　（7月24日、10月12日、1月24日）
　・退院時等連携会議（病院相談員）
　　（6月26日）
　・ケアカフェたがわ（専門職）
　　（7月4日、9月18日、12月21日、
　　　2月22日予定）
　・地域づくり講座　（9月13日）

〇認知症に関する相談窓口の啓発
　・認知症ケアパス配布
　・地域包括支援センターのチラシ案内
  ・認知症カフェの広報周知(9月1日号）

〇認知症に関する相談対応
　・地域包括支援センター
　平成30年度相談件数　110件（1月末時点）
　・市高齢障害課地域包括支援係
　平成30年度相談件数　43件（１月末時点）

〇認知症初期集中支援チームとの連携力向上
　・田川近郊市町村認知症高齢者合同事例検討
会参加（毎月１回）

〇校区別認知症施策の啓発状況分析
　・認知症サポーター養成講座
　・高齢者等SOS模擬訓練
　・認知症カフェ

〇高齢者等ＳＯＳネットワーク連絡会議の開
催（7月26日、3月25日（予定））
・行方不明事例発生時の対応について、協議
し、課題点について改善策を検討

〇行方不明の心配がある高齢者等の事前登
録制度の啓発・推進
　平成30年度、登録者数18名（1月末時点）
　・事前登録者数累計85名（1月末時点）

〇行方不明者への対応
　・平成30年度　10件（1月末時点）
　　（内事前登録者数　5名）

〇高齢者等ＳＯＳ模擬訓練開催支援
　・後藤寺校区にて10月14日に開催
　　参加者　120名
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事業の柱

事業

担当課

認知症支援部会 


