
◎　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

保健福祉課福祉政策係
高齢障害課高齢介護係

高齢障害課高齢介護係 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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【保健福祉課】
○医療と介護の連携について
　・入院時の情報提供書（簡易版）の活用状況について（資料１）

【高齢障害課】
◯ケアカフェたがわのご案内（チラシ）（資料２）
◯座談会案内（チラシ）（資料３）

【建築住宅課】
〇住宅リフォーム助成事業について
　・合併浄化槽の補助事業にあわせ住宅リフォーム助成の枠を拡
　　充したが、現状は少ない件数で推移しており６割程度の実績に
　　なる見込みである。

〇市営住宅への取組みについて
　・令和元年度末に田川市市営住宅管理戸数削減計画が策定でき
　　公表できる見込みである。

【高齢障害課】
○田川市の介護施設等に係る利用状況調査結果
  （令和元年12月1日現在）（資料４）

【建築住宅課】
〇市営住宅への取組みについて
　・令和元年度末に田川市市営住宅管理戸数削減計画が策定
　　でき公表できる見込みである。

　

平成30年度
実績

医療・介護・住まい部会の平成３０年度実績及び令和元年度実績（予定）

【高齢障害課】
○田川市の介護施設等に係る利用状況調査
  （令和元年12月1日現在）を実施。

○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。
　・令和2年度末までに次期計画である「福岡県高齢者保健福祉計
　　画（第9次）」及び「福岡県介護保険広域連合介護保険事業計画
　　（第8期）」を策定することから、福岡県による施設整備意向調査
　　で田川市の施設整備に係る方向性を示す。

【建築住宅課】
○高齢者向け賃貸住宅の普及促進
　・市営住宅の課題となっている老朽化市営住宅の対策を田川市
　　市営住宅管理戸数削減計画により、老朽化市営住宅の非現地
　　建替えによるコンパクトシティーの実現やバリアフリー化等の
　　方策により公営住宅の高齢者対応住宅の増加を見込める計画
　　とした。

在宅医療・介護の提供 高齢者の居住確保事業の柱
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担当課
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令和元年度
実施概要

【保健福祉課】
○地域医療構想について
　・令和元年9月26日　　第24回地域医療構想に関するＷＧ（厚労省）
　　⇒公立・公的医療機関等の具体的対応方針の集計結果が示される。
　　⇒公立・公的医療機関等の高度急性期又は急性期病床に係る部分の診療実績の
　　　分析結果が示される。
　　⇒具体的な対応方針について、再検証が必要として再編統合を検討するよう求める
　　　424公立・公的医療機関名を公表（福岡県13病院：うち筑豊地区は飯塚市立病院、
　　　総合せき損センター、嘉麻赤十字病院、飯塚嘉穂病院、川崎町立病院）
　・令和元年10月　　地域医療構想に関するブロック別意見交換会（全国７会場）
　・令和元年11月　　令和元年度第1回田川区域地域医療構想調整会議
　・令和２年１月　　　厚労省から都道府県に「具体的対応方針の再検証等」について
　　通知
　　⇒再検証対象医療機関は、調整会議の中で医療機能等について説明をし、都道府
　　　県は具体的対応方針の妥当性について確認すること。

○医療と介護の連携について
　・入院時情報提供書（簡易版）を配布した提供先施設、事業所等（市内37施設）に
　　おいて、その後の活用状況を調査するためアンケートを実施した。
　・市立病院への聞き取り調査について
　　患者相談室長及び医療連携室長へ、入院時情報提供書（簡易版）の受取処理
　　及び今後の活用について聞き取りを行った。
　
【高齢障害課】
◯退院時等連携会議　年3回（6月10月1月）
　・訪問看護ステーション連絡協議会が新たに参加
　・入退院時連携マニュアルのホームページ掲載
　・入退院時連携マニュアルの活用地域拡大検討
　・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
　・入退院時連携指標の共有、課題抽出
　・要因分析による入退院時連携推進の課題検討
　・介護保険加算データによる分析・課題検討

◯医療・介護関係者間の情報共有の支援
　・とびうめネット活用推進に向けた情報共有・意見交換
　・在宅医療・介護連携に関する研修会

【高齢障害課】
◯田川地区在宅医療介護連携協議会
　・在宅医療介護推進研修会
　　中田川ブロック会議「誤嚥性肺炎患者の再発防止について」

◯ケアカフェたがわ　参加170人(令和2.1.31現在）
　・市民の参加
　・第1回「人生会議」
　・第2回「家族が語る在宅介護看取りのプロセス」
　・第3回「地域で見守る認知症について」
　・第4回「地域事例で臨床倫理」（予定）

◯田川市地域ケア座談会　参加46人(令和2.1.31現在）
　（西平松区・星美台区）（予定：社協）

【建築住宅課】
〇住宅リフォーム助成事業について
　・住宅リフォーム助成事業の市民に周知拡大するため、約100世
　　帯にチラシのポスティングを実施した。

〇市営住宅への取組みについて
　・バリアフリー化に取り組まなければならない老朽化市営住宅に
　　ついては、現在策定中の田川市市営住宅管理戸数削減計画の
　　中で、建替えをエレベーター付高層住宅で実施することにより
　　計画的にバリアフリー化率が向上する事とした。

【保健福祉課】
○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、第2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。

○医療と介護の連携について
　・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】
◯退院時等連携会議　年3回（6月10月2月）
　・H30 年3月作成の「入退院時連携マニュアル」配布と周知
　・入退院時連携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
　・地域医療連携パスの紹介、連携事例の共有
　・在宅医療介護連携指標の検討

◯医療・介護関係者間の情報共有の支援
　・とびうめネット活用推進に向けた情報共有・意見交換
　・在宅医療・介護連携に関する研修会

【高齢障害課】
◯田川地区在宅医療介護連携協議会
・在宅医療介護推進研修会
　中田川ブロック会議「キーパーソン確保について」

◯ケアカフェたがわ　参加190人
　・第1回「ACPについて」
　・第2回「死生観を考える」
　・第3回「カード方式で学ぶ臨床倫理①」
　・第4回「カード方式で学ぶ臨床倫理②」

◯田川市地域ケア座談会　参加82人
　（夏吉区・城山区・市立図書館・大黒町）

【建築住宅課】
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、計画として３５件の
　　リフォーム助成を見込んでいたが、３０件の実績であった。

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」の
　　下位計画に位置付けられる田川市市営住宅管理戸数削減計
　　画のなかでバリアフリー化率の向上を検討した。

【高齢障害課】
○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）

○田川市の介護施設等の利用状況調査
  （平成30年12月1日現在）を実施。

【建築住宅課】
○高齢者向け賃貸住宅の普及促進
　・市が運営する公営住宅の建替えの普及による高齢者向け賃貸
　　住宅の供給拡大の施策を検討した。

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。

ア　一般介護予防の推進 イ　介護予防・生活支援サービス事業の推進

保健福祉課 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
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【保健福祉課】
◯生きいき健康教室（一般介護予防事業）の実績及び効果について　　（資料P１～１２）

【高齢障害課】
○世代間交流事業
　令和元年度をもって、事業を廃止する予定である。
　これまで、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委託を行い実施してきた事業であったが、現在は、市内の小中学校で地域との交
流が積極的に行われるようになっており、主体的な体制が整ったと判断した。

【高齢障害課】
◯介護予防ケアマネジメント
　・個別ケア会議　　（資料P1３～１５）
　・普及啓発チラシ　（資料P１６）
◯社会資源の情報収集
　・介護予防チラシ　（資料P１７～２０）

令和元年度
実施概要

【保健福祉課】
○地区公民館
　・校区事業（生きいき健康教室）：51カ所で実施　(うちモデル事業4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）：26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2回実施
○保健センター（12月末時点）
　・健康相談会：22回中16回実施。延参加者数：276人
　・健康アップ教室：3クール中1クール実施　　延参加者数　172人
　・健康スリム教室（栄養教室）　全4回実施　延参加者：15人
　・太極拳教室：実施中（全10回）　延参加者数37人
　・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：199人
　・高齢者トランポリン教室  9月～実施中（2教室　７カ月実施）　延べ参加者　852人
　・ウォーキング教室：6回中4回実施　延参加者数　40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）：11回中8回実施　延参加者数　150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9回開催　延参加者数71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）
   　  運動推進員　8人　延回数389回、運動支援員　55人　延回数 268回
　・広報たがわ6/15号で生きいき健康教室案内記事掲載

【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。
　・H30実施公民館については、通知を郵送し、継続を促した。
　・実施公民館数は徐々に増えており、令和2年1月現在、52館である。
　（Ｈ26：46館、Ｈ27：48館、Ｈ28～H30：49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（R1.12末現在）
・現行の訪問・通所介護相当のサービス：訪問　735件、通所490件
・訪問・通所型サービスＡ：訪問　10件、通所0件
・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
・自立支援重度化防止助言者派遣事業　（名称変更）　対象者を要支援の人に限らず、要介護認定を受けている人も活用できるように変
更。 チラシを作成し、普及啓発に努める。
・個別ケア会議（自立支援型）　2回/月     2～4件/回
　自立支援を進めるために、地域の資源情報等提供できる生活支援コーディネーターが5月から会議に参加している。また、実際の支援に
入っている事業所にも10月から会議に参加している。
・個別ケア会議（困難事例型、生活援助中心プラン）　2回　　5件

◯社会資源の情報収集
　「地域の介護予防情報が色々な冊子で分かれていて、よくわからない。」との部会からの意見あり、今年度関係他部署と協働し、課題共
有・情報共有・不足資源の情報収集等を行う。

保健（予防）・生活支援部会の平成３０年度実績及び令和元年度実績（予定）
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定
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事業の柱 新しい総合事業の推進
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【保健福祉課】
○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回実施。延参加者数：291人
　・健康スリム教室（栄養教室）（対象：内臓脂肪症候群予備軍）　全4回実施　延参加者：12人
　　ヨガ教室　3クール実施（1クール8回）　延参加者数：209人
　・太極拳教室：延参加者数　1クール　全10回実施　延参加者数：146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回実施　延参加者数　297人
　・健康アップ教室：2クール実施　　延参加者数　185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）：11回実施　延参加者数　271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回開催　延参加者数　90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）
　　：運動推進員　8人　延回数555回、運動支援員　6人　延回数 165回

【高齢障害課】
○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。
　・地区公民館等に事業を委託し、高齢者の生きがい活動等を実施した。
　・実施館数は49館であった。
○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。

【高齢障害課】
◯介護予防・生活支援サービス事業(平成28年4月から実施)
・現行の訪問・通所介護相当のサービス：訪問　720件、通所471件
 従来の介護保険のサービスと同等のサービス
・通所・訪問型サービスＡ：訪問　17件、通所0件
　生活援助を行うサービス。従来のサービスに比べ指定基準が緩和されている。
・訪問・通所型サービスＣ（短期集中予防サービス）の検討
　短期間で集中的に専門職の指導を受けながら、リハビリ等により体力の改善を行う。

◯介護予防ケアマネジメント
・退院時連携助言者派遣事業（Ｈ30実績：理学療法士19 回、管理栄養士8回）
　理学療法士や管理栄養士に自宅に訪問してもらい、自立支援へ向けての助言を受ける。
・個別ケア会議（自立支援型）（Ｈ30実績：24 回、73件）
・個別ケア会議（困難事例型、生活援助中心プラン）3回（H31.1から実施）　1回/月　8件
　利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、通常の利用状況からかけ離れた利用回数となっているケアプラ
ンについて、市町村への届出を義務付け、そのケアプランについて、市町村が地域ケア会議の開催等により検証を行うもの。

保健（予防）・生活支援部会 



◎　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。

ウ　健康づくりの推進 エ　地域のつながりづくり

保健福祉課保健センター　　市民課保険係 高齢障害課 高齢介護係　　　　安全安心まちづくり課市民協働推進係

令
和

元

事業報告

【保健福祉課】
◯がん検診受診勧奨について　　（資料P２１）
◯麻疹・風しん予防接種等の追加的対策について　（資料P２２）

【高齢障害課】
・「田川市ほっとネットワーク取組」及び「高齢者の通いの場」の実施状況　（資料P２３）
・地域力推進フォーラムチラシ　　　（資料P２４～２５）
【安全安心まちづくり課】
○避難に対する基本姿勢(防災基本計画修正について)　（資料P２６～２７）
◯防災体制充実事業：・自主防災組織の育成・支援　　　（資料P２８）
〇さわやかまちづくり提案事業及び協働事業提案制度　 （資料P２９）

保健（予防）・生活支援部会の平成３０年度実績及び令和元年度実績（予定）

事業の柱

事業

担当課

【市民課・保健福祉課】
○特定健診・各種がん検診
　・集団健診24回中21回実施、各種がん検診26回中21回実施。　　　　　　　　　　（12月末時点）
　・特定健診受診者：集団1,171人（12月末時点）、個別576人　　　　　　　　　　　　（11月末時点）
○健康相談会（12月末時点）
　・22回中16回実施。保健指導対象者： 参加者　276人 (重症化予防保健指導対象者44人を含む）
○重症化予防対策（12月末時点）
　・保健指導対象者：参加者　44人
○健康教室（12月末時点）
　・健康アップ教室：3クール中1クール実施　　延参加者数　172人
　・健康スリム教室：全4回実施　延参加者：15人
　・太極拳教室　実施中（全10回）　延参加者数37人
　・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　199人
　・ウォーキング教室：6回中4回実施　延参加者数　40人
○定期予防接種（12月末時点）
　・高齢者インフルエンザ　9,109人
　・高齢者肺炎球菌　413人
　・麻しん予防接種　助成決定者数　80人（10施設）　※R2.1.21現在
　・風しん予防接種
　　【妊娠希望者等】助成決定者数　21人　※R2.1.21現在
　　【追加的対策】抗体検査受診数　244人　予防接種者数　64人　　　　　　　　※Ｒ1.11.31現在
○出張健康相談
　・3回/4回実施（うち1回は台風で中止）　参加者　318人
〇こころの相談室
　・3回/6回中（うち2回は予約がなかったため開催せず）　　参加者　4人
○その他
　・広報4/1号と8/1号に健診や各種教室等の周知を実施
　・健康づくりガイドを作成し5/1号の折込で配布
　・月に1回の無線放送で健診の案内を放送
　・その他にホームページに各種検診や教室等を掲載

【高齢障害課】
◯生活支援サービス体制整備事業（R2年1月末現在）
・地域ほっとネットワーク構築　（42区／97区）
・高齢者支援ボランティア養成講座の開催（23名）
・高齢者の通いの場の新規開設支援（上本町区）
・高齢者の通いの場の運営支援（58か所）
・協議体の設置に向けた支援（17回）
・地域力推進フォーラムの開催（100名）
◯総合相談支援業務
・出張総合相談：サンリブ田川店及びJAたがわ金川支所

【安全安心まちづくり課】
◯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
○さわやかまちづくり提案事業及び協働事業提案制度　　さわやかまちづくり提案事業７団体
・協働事業提案制度2団体（平成30年度申請分、令和元年度なし）
◯交通安全対策事業
・高齢者運転免許証自主返納支援事業　　令和元年度　99名（12月末現在）
◯防犯事業
・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）　　令和元年度　貸出なし（貸出中17台）
・青パトによる防犯パトロール
◯防災体制充実事業
・自主防災組織の立ち上げ　　　大浦校区　令和元年5月設立（全校区完了）
・自主防災組織の育成・支援　　令和元年度　防災訓練等7回実施（他に救急講習を19回実施）
・避難行動要支援者名簿（令和元年12月末現在）
　①本人が同意し平時から利用できる名簿　1,594人
　②災害が起きた場合に利用できる名簿　6,761人
・防災メールまもるくんの登録推進　　令和2年1月28日現在　1,158件

自立した日常生活の支援

【市民課・保健福祉課】
○特定健診・がん検診
　・集団健診24回、各種がん検診26回実施
　・特定健診受診者　集団：1,388人　個別：1,194人
○健康相談会
　・23回実施。参加者：291人
○健康教室
　　・ウォーキング教室　4回　31人
　　・ヨガ教室　３クール実施（1クール8回）　延参加者数：209人
　　・太極拳教室：延参加者数　1クール　全10回実施　延参加者数：146人
　　・健康アップ教室：2クール実施　　延参加者数　185人
　　・健康スリム教室（栄養教室）（対象：内臓脂肪症候群予備軍）
　　　全4回実施　延参加者：12人
　　＊上記教室は一般介護予防事業と合同で実施
○重症化予防対策指導（高血圧・高脂血症・高血糖・腎機能低下）　　　270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
　・高齢者インフルエンザ　接種者：8,763人
　・高齢者肺炎球菌　定期接種：1,010人

【高齢障害課】
◯生活支援サービス体制整備事業
・地域ほっとネットワーク推進：33区/97区
・高齢者支援ボランティア養成講座（平成31年2月16日）　170名
・高齢者の通いの場の運営支援（53か所）
・区長等への地区アンケートの実施（回答数73区/97区）
・協議体の開催
　　協議体（みんなの話し合いの場）とは、高齢者を支えるしくみや資源を検討し、地域住民、企業、行政、それぞれの立場できることを話す場。
　　第3回地域づくり講座　（平成30年9月13日）
　　　　内容　①「田川市の高齢者の現状や協議体の概要」について説明。②参加者で「助けられ助け上手ゲーム」を実施。
　　　　　　　　③意見交換会「地域の話し合いの場を体験しましょう」のグループワークを実施。　参加者　60名
　　第4回地域づくり講座　（平成30年11月12日）
　　　　内容　①田川市の現状、地域づくり講座の経過について説明。②市が考えた協議体の案を踏まえて、田川市の協議体の在り方について、意見交換実施。参加者　34名
◯総合相談支援業務
・出張総合相談：サンリブ田川店及びJAたがわ金川支所

【安全安心まちづくり課】
◯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　番田町区（中幕他お祭り用備品の整備）
◯交通安全対策事業
・高齢者運転免許証自主返納支援事業　平成30年度　94名（平成29年度から通算192名）
◯防犯事業
・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）　　平成30年度　9台貸出（平成29年度から通算18台）　・青パトによる防犯パトロール
◯防災体制充実事業
・自主防災組織の立ち上げ　 田川校区　平成30年11月設立（9校区中8校区設立）　　・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
・避難行動要支援者管理システムによる名簿作成　　　対象は、75才以上の高齢者、要介護3以上、身障1級2級 等
　①本人が同意し平時から利用できる名簿　707人　　　　　②災害が起きた場合に利用できる名簿　6,561人
・防災メールまもるくんの登録推進　　H31/1/28現在　1,080件　　　　　　　・防災行政無線フリーダイヤルの推進・周知

平成30年度
実績

令和元年度
実施概要

年
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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 　ウ　高齢者等ＳＯＳネットワークの推進 　エ　認知症家族の負担軽減

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　高齢介護係 高齢障害課　高齢介護係

〇認知症ケアパスの配布
　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。
　（配布先）
　・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、3月16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）
　・地域づくり講座　（9月13日）

〇認知症に関する相談対応
　　対応件数　　188件
　　（内訳）
　　　・地域包括支援センター　　　　　　　134件
　　  ・市高齢障害課地域包括支援係　　54件

〇認知症初期集中支援チームの活動
　認知症専門医などの専門職で構成されたチームを、
福岡県認知症医療センター見立病院に設置し、ケース
対応、地域ケア会議、事例検討会等を行っている。
　・ケース対応
　　平成29年度より継続対応1件（複数回訪問）
　　平成30年度新規対応0件
　・田川近郊市町村認知症高齢者合同事例検討会
　　（毎月１回）

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
  ・認知症大綱の広報周知(9月1日号）

〇高齢者等ＳＯＳネットワーク連絡会議の開催
　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30年度　7月26日、3月25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30年度　新規登録者数　21名
　・事前登録者数累計　70名

〇行方不明高齢者の対応
　・平成30年度　10件
　　（内5件事前登録者）

〇高齢者等ＳＯＳ模擬訓練開催支援
　認知症の人が行方不明になったことを想定し、行方
不明者を地域の中で捜索し、声かけ疑似体験など、
認知症の人への対応方法を学ぶ。
　・後藤寺校区にて10月14日に開催
　　参加者　198名

○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　707名
　・認知症カフェ交流会を3月13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講座の開催
　　認知症の症状や対応方法について、学習する講座
　　を地域、企業、小学校にて開催。
　　平成30年度養成数
　　　　　　638名（一般　160名、小学4年生　478名）
　　累計　4,588名
　・キャラバンメイト（講師役）連絡会を5月8日に開催
　　キャラバンメイトが活動できるように講座開催時の
　　支援を行う。
　　参加者　12名

事業報告 〇こころとからだのチェック表（資料P1～P2） 〇広報9月15日号（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）

〇令和元年度認知症カフェ実施状況
　（資料P5）

○認知症カフェ運営
　・6カ所実施 参加者合計　393名（9月末時点）
　・認知症カフェ交流会3月開催予定

○認知症サポーターキャラバン
　・認知症サポーター養成講座の開催
　　学生472名、市民98名
　　累計　5,158名
　・キャラバンメイト連絡会の開催
　　9月4日、3月16日開催予定
　・認知症サポーター活動促進
　　認知症サポーターの活動を促進するため、キャラ
　　バンメイト等と下記研修会に参加。
　　9月4日「チームオレンジ」九州ブロック説明会
　　2月21日「認知症サポーター等活動推進研修」

認知症の容態に応じた適時、適切な医療・介護の提供

平成30年度実績

認知症支援部会の平成３０年度実績及び令和元年度実績（予定）

令和元年度
実施概要

〇認知症ケアパスの周知
　認知症地域支援推進員により、地域の公民
館等にて、周知。
　その他、相談対応時に配布。
  介護保険証交付説明会時に配布予定（令和
2年3月～）

〇認知症ケアパスの評価・運用
　認知症ケアパスの内容、活用方法等につい
て評価検証し、令和2年度中に更新案を作成
予定。
　こころとからだのチェック表（認知症ケアパス
より抜粋）を作成し、介護保険証交付説明会
時に配布予定（令和2年3月～）

〇認知症に関する相談対応
　対応件数　123件（令和2年1月末時点）
　（内訳）
　・地域包括支援センター　　　　98件
　・市高齢障害課高齢介護係　　25件

〇認知症初期集中支援チームの活動
　今までは、地域包括支援センターが対応している
ケースに認知症初期集中支援チームが連携する流れ
であったが、新たに、市役所に直接家族からの相談が
あった場合にチームにつなげる流れを確立し、連携体
制の拡充を図った。
　

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
  ・認知症施策推進大綱の広報周知(9月15日号）

〇高齢者等ＳＯＳネットワーク連絡会議の開催
　令和元年11月8日に開催
　行方不明時の対応の流れについて、協議
　（役割等について、細分化）

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
　・令和元年度　26名
　・事前登録者数　96名（2月20日時点）
　
〇行方不明高齢者の対応
　・令和元年度　3件
　　（事前登録者ではなかったが、2件新規登録）

〇高齢者等ＳＯＳ模擬訓練開催支援
　・認知症地域支援推進員等による支援（33回）
　・伊田校区にて11月17日に開催
　　参加者　187名

令
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（
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定

）

事業の柱

事業

担当課

認知症の人や介護者への支援体制の推進

認知症支援部会 


