
市町名 テーマ

神戸市 認知症になっても地域で住み続けるために私たちができること

尼崎市 若年性認知症サロンの運営

西宮市 西宮市認知症連携推進会議の取組について

芦屋市 世界アルツハイマーデー啓発イベント

伊丹市 認知症サポーター養成講座受講後の支援

宝塚市 コロナ禍でもできる”つながりづくり”と”つながりの強化”

川西市 川西市における認知症に関する正しい知識の普及啓発活動

三田市 若年性認知症の人と家族への支援と体制整備

猪名川町 地域共生社会・認知症バリアフリー実現にむけた取り組み

明石市 認知症の人が安心して暮らせるまちに向けて

加古川市
認知症の当事者及び家族の視点を活かした取り組み

～若年性認知症の人と家族への支援と体制整備～

高砂市 地域共生社会・認知症バリアフリーにむけた取り組み

稲美町 認知症カフェの立ち上げ支援

播磨町 播磨町における地域の認知症対応力向上のための取組

西脇市 認知症予防と早期発見から早期の繋がりに向けた取り組み

三木市 こころの声アンケート

小野市 認知症理解を深めるための効果的な普及啓発の実施

加西市 加西市での認知症カフェの取り組み・コロナ禍に対応した取り組み

加東市
地域共生社会・認知症バリアフリー実現にむけた取組

～認知症高齢者等の見守り、SOSネットワークの充実について～

多可町
認知症サポーターへの具体的活動支援

「チームオレンジ立ち上げに向けての検討会」の実施



令和３年度
【神戸市】認知症地域支援推進員活動報告
【神戸市】の認知症地域支援推進員について

１ 認知症地域支援推進員：113名

２ 認知症地域支援推進員の役割

・認知症ケアパスの配布（区、地域包括）

・認知症サポート医、認知症疾患医療センター等との連携

・認知症ライフサポート研修の企画・運営（区、地域包括）

・「高齢者安心登録事業」（行方不明の心配がある高齢者の事前登録、メール配信事業）に

おける申請受理、利用者本人との面談（地域包括）、登録情報管理・メール配信（市社協）

・認知症初期集中支援事業における対象者の抽出、チーム員（医療・介護推進財団、市社協）、

初期集中支援チームとの連携（地域包括）

・認知症カフェの後方支援

・認知症高齢者等声かけ訓練の企画･実施（区、地域包括）

⚫

⚫

報告者氏名：神戸市福祉局介護保険課 川口雄大
（具体的活動報告）：荒田あんしんすこやかセンター

令和３年度 認知症地域支援推進員活動報告書（記載様式）



【神戸市】認知症施策の体系

日常の支援者

◎その他の社会資源
・KOBEみまもりヘルパーサービス（保険外サービス）
・若年性認知症事業（デイサービス等職員・ケアマネジャー向け研

修、交流会・サロン）
（神戸市社会福祉協議会・老人保健施設主催の２箇所））
・県警による取組み（行方不明高齢者SOS（FAX）ネットワーク

支援対象者情報提供制度）

認知症の人にやさしいまちづくり条例の４つの柱にそって、施策を展開

予防及び早期介入

・WHO、神戸医療産業都市、大学、
研究機関等との連携による取り組み

治療及び介護の提供

・早期診断体制の確立
・認知症初期集中支援チーム
・認知症疾患医療センター（市内７か所に設置。政令市最多）

事故の救済及び予防

・認知症と診断された人による事故に関する救済制度の創設
・認知症の疑いがある人の運転免許自主返納推進
・移動手段の確保等、地域での生活支援

地域の力を豊かにしていくこと

・交流できる環境や社会参加の場の整備
・中学校区単位での認知症高齢者等への声かけ訓練の実施
・行方不明高齢者早期発見事業の実施
・市民への啓発、児童、生徒への教育の推進
【取組例】
認知症カフェ（34か所）、認知症サポーター（約13万人）、
認知症ケアパスの作成・配布、認知症地域支援推進員の配
置（113人）、高齢者安心登録事業（捜査協力者約６４０名

登録）、行方不明者緊急保護事業、認知症高齢者等声かけ訓練

認知症サポート医

認知症疾患医療センター

７病院

相談・助言

か
か
り
つ
け
医 本人・家族

治療・支援

ケアマネジャー

保健福祉課 9区（保健師等）

認知症初期集中支援チーム ９区

医療介護サポートセンター９区

※各区医師会運営

こうべオレンジダイヤル
（専門職による認知症に関する

総合電話相談窓口）

地域支援推進員
（地域包括支援センター）



令和3年度認知症地域支援推進員具体的活動報告

地域における医療・介護等の有機的な連携推進の取り組みについて

テーマ

「認知症になっても地域で住み続
けるために私たちができること」

事例 Ａさんの概要・課題

74歳 男性
独居

生活保護受給

自室は文化住宅の2階
室内エアコンなし

脱水で救急搬送歴 2回

病院等の支払い
ができない

歩行不安定

外出時は車い
すが必要

医療未受診

食事の用意
ができない

認知症状あり

尿汚染で室内
が不衛生



個別地域ケア会議実施

• テーマ：「徘徊のある高齢者が安心して暮らしていける支援方法を考える」

• 参加者：兵庫警察、民生委員、区社会福祉協議会、担当ケアマネジャー、

サービス事業所、担当ケースワーカー

（課題）

①病院受診ができていないため、主治医を見つける。

②食事量が足りていないのか、夜中に近くのコンビニに行ってしまう。

→ 家に帰って来れない時がくるのでは。

③熱中症で2度搬送歴あり。予防のためエアコンの設置を検討。

顔の見える関係が作れ、他職種交流として意見交換ができた
困りごとを話し合うことで日頃の悩み解決や今後の活動に
対する気持ちの持ち方を見直す機会となった。

個別地域ケア会議の効果として



個別地域ケア会議実施（2回目）

• テーマ：「認知症高齢者の方が安心して地域で暮らしていける支援方法を考え、地
域のネットワーク構築に繋げていく」

• 参加者：区役所、市社会福祉協議会、市民後見人、区生活支援課、医療介護サポー
トセンター、医師、薬剤師、ＣＭ、サービス事業者

（課題）

• サービス拒否があり、適切な介護が受けられていない。

• 栄養の偏りがある。

• エアコンの設置ができたとしても正しく使えない可能性があり、熱中症の危険回避は難しい。

• ガスレンジを使用していた。火事を起こす危険性があり、その責任を成年後見人が負う可能
性がある。

個別地域ケア会議の効果として

・顔の見える関係が作れ、他職種交流として意見交換ができた
・在宅から次のステップを考える目安となる限界点を共有できた
・繰り返し話し合いを行うことで支援の輪を広げることができた



社会資源の構図

市役所
区役所

社会福祉
協議会

病院

薬局

医療介護
サポート
センター

介護
事業所

歯科医院

民生
委員

友愛
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

老人会
婦人会

商店

郵便局
銀行

警察

消防

学校あんしん
すこやか
センター

弁護士
司法書士

医師、薬剤師、成年後見人、
生活支援課、神戸市・兵庫区
社協、ＣＭ、訪問介護、訪問
入浴、区あんしんすこやか係
、あんしんすこやかセンター

A氏
支援チーム

支援チームと
各機関の

橋渡しをします！



＜学んだこと＞

 個別性の高いケースは課題が山積みになっているが、積極的に介入し、他職種と
連携を図りネットワーク構築ができた。

 認知症により拒否があることには背景があることを認識できた。

 関係機関と連携をとることで、本人の思いが尊重できる。

＜認知症地域支援推進員ができること＞

 認知症があってもできるかぎり住み慣れた自宅で生活ができるよう、関係機関のパ
イプ役となり、連携を行う。



令和３年度
尼崎市 認知症地域支援推進員活動報告

認知症地域支援推進員について

１ 認知症地域支援推進員：13名

（12か所の地域包括支援センター）

２ 認知症地域支援推進員の役割

① 認知症の人に対し、その状態に応じた適切なサービス等が提供されるよう地域

包括支援センター、認知症疾患医療センター等の専門医療機関をはじめ医療・

保健関係者、福祉サービス事業者や認知症サポーター等、地域において認知症

の人を支援する関係者の連携を図ること。

② 地域の実情に応じた認知症の人やその家族等を支援するための相談支援や、

支援体制を構築するための取組を行うこと。

③ 事業実施に関する企画および調整を行うこと。

報告者氏名（市担当者）:古川



尼崎市 認知症施策全体図

「共生・予防」を両輪とする

認知症施策の推進

①認知症の理解を深める

ための普及・啓発

②地域で支え合う力の向上
③専門職による支える

力の向上

④認知症予防の推進

【尼崎市 第8期高齢者保健福祉計画の取り組み（認知症関連）】

認知症の正しい理解が進み、早期発見、早期対応につながるよう、また、認知症の人やその家族が安心
して、できるだけ長く住み慣れた地域で暮らすことができるよう、次のように取り組みます。



若年性認知症サロンの概要

•通称「オレンジサロン」

•開催日時 偶数月の第3土曜日 13時３0分から（1時間半程度）

•会場 尼崎市中央北生涯学習プラザ

•従事者
尼崎市地域包括支援センター（認知症地域支援推進員）
兵庫県立尼崎総合医療センター（認知症疾患医療センター）
尼崎市POS連絡会
尼崎市 R3年度認知症地域支援推進員（13名）の活動

・チームオレンジの運営
・認知症コミュニケーション講座の運営
・若年性認知症サロンの運営



若年性認知症サロンの概要

•設置の経緯

【当事者との意見交換】
⇒地域の集いの場への参加に抵抗感を示す方がいるのではないか?
⇒高齢期での認知症の方とは社会的背景も異なることから、同じ悩みが共有
できるよう、若年性認知症の方が集える場を開設した方が良いのではない
か?

【病院だったら集いやすいかも？】
⇒兵庫県立尼崎総合医療センターへ共催依頼
⇒認知症疾患医療センターとしての役割と合致

【ありまこうげんホスピタル（青い空の郷）への視察】
⇒作業療法士が中心となり、参加者の残存能力に合わせたプログラムを実施
⇒尼崎市POS連絡会へ協力依頼



サロンの開催状況

•第1回目 令和２年12月5日（土）
【参加者】 7名
【内容】 参加者と従事者が各々の人となりを知り、参加者からサロンがど

のような集い場となれば良いか教えてもらうため、自己紹介や好
きなこと、やってみたいことを話し合う。

【参加者の声】
・絵手紙をやってみたい
・カラオケが好き
・歩くのが好き
・尼崎城に行きたい
・やりたいことを見つけたい
・他の方の経験談を聞きたい



サロンの開催状況

•第２回目 令和3年３月２７日（土）
【参加者】 3名
【内容】 次回の開催内容を話し合った結果「みんなで出かけよう！」をテーマに

尼崎市内で訪れたい場所や、昔の思い出などを話し合う。
⇒次回は尼崎城周辺を散策することで決定。

【参加者の声】
・いろんな所へ行ってみたい！
・参加者の少なさを指摘する声も…。

•第3回目 令和5月15日（土）
⇒ 尼崎城周辺散策予定も緊急事態宣言発令により中止



サロンの開催状況

•第4回目 令和3年6月19日（土）
【参加者】 8名
【内容】 「本人だけでも、介護者と一緒でも、

介護者だけでも参加OK」とし、
「サロン名・開催日を決める」をテーマに話し合う。

⇒ この回にサロン名と定期開催日を参加者で決定。

•第5回目 令和3年8月21日（土）
【参加者】 8名
【内容】 自己紹介後、初めて本人と介護者分かれて活動。

本人活動…手作りマラカスを作成し、歌謡曲に合わせて演奏。
介護者活動…認知症疾患医療センター・地域包括支援センターによる

相談会を実施。



サロンの開催状況

•第6回目 令和3年10月16日（土）
【参加者】 7名
【内容】 自己紹介後、本人と介護者に分かれて活動。

本人活動…アイロンビーズ作成とストレッチを行う。
介護者活動…前回同様、認知症疾患医療センター・地域包括支援セ

ンターによる相談会を実施する予定だったが、介護者
の交流の場となった。



開催にあたり、大事にしていること

【事前打ち合わせ】（開催約1ヵ月前に関係者で実施）

•参加者情報の共有

⇒新規参加者の情報、前回参加後の様子、ご家族の反応、
次回へのご意見、 よく見られる症状、等々

•次回開催内容の検討

⇒参加者へ次回開催内容のリクエストを聞くも、なかなか意見が
出にくいため、参加予定者の普段の様子や進行度に合わせて、
全員で意見出しを行う。

•参加者の来場方法の検討

⇒本人のみが参加される場合、誰が送迎するか等



開催にあたり、大事にしていること

【振り返り】（サロン開催後、関係者で実施）

•当日の参加者の様子の共有

⇒本人、介護者それぞれの様子、活動内容の報告、出た意見の共有等

•気付いたこと、反省点、次回開催に向けた留意点等の共有

⇒介護者活動の内容（交流会にする？個別相談会にする？）、本人活動
中の水分補給やトイレ等の声かけのタイミング等

•次回開催内容の大枠を検討



令和３年度
西宮市 認知症地域支援推進員活動報告

認知症地域支援推進員について

１ 認知症地域支援推進員：２名

令和３年度から“認知症つながり推進員”の通称で活動中

２ 認知症地域支援推進員の役割

（１）認知症の正しい理解と支援方法等に関する周知・啓発

・認知症研修会、事例検討会の開催

・認知症早期発見・対応啓発講座、あったか見守り声かけ講座の動画配信

（２）認知症の人を支援する関係者との連携

・包括、医療機関、家族会、社会福祉協議会などとの連携

・認知症疾患医療センター、認知症初期集中支援チームとの情報交換・ケースの共有

（３）地域の実情に応じて認知症の人や家族を支援する事業の実施

・認知症カフェの立ち上げ・継続支援

・若年性認知症交流会『わかみや会』の開催

・若年性認知症の人と家族への個別支援

・認知症ケアパス（全市版）の作成協力

報告者氏名：地域共生推進課 西本麻依子
認知症地域支援推進員 後藤香織・齋藤環

令和3年度 認知症地域支援推進員活動報告書（記載様式）



西宮市 認知症施策全体図



令和3年度認知症地域支援推進員具体的活動報告

標題 西宮市認知症連携推進会議の取組について

１．きっかけ
2010年から推進員と疾患センターの相談員で情報や意見交換、若

年性認知症の人や家族の個別支援を行うことを目的に定例会議を
行っていた。
その後、推進員が二人体制、疾患センターも2機関となり、さらに

認知症初期集中支援チームもでき、この3者でよりよい連携について
考えようと2021年4月に西宮市認知症連携推進会議（以下「認知症連
携推進会議」という）を立ち上げた。

２．活動目的
西宮市における認知症に関する課題を関係機関と協議、情報交換

等を行い、解決策について認知症施策として市へ提言し、地域住民
の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目指す。

３．活動内容
・会議は月1回、会議の準備・進行・議事録作成は持ち回り
・会議では、情報共有・意見交換・事例検討・その他必要な協議
・令和3年度は、『連携の土台作りの年』と位置づけた



４．今年度の活動経過

◆共通の課題：『運転免許関係』からスタート
意図：認知症の人や家族に関わる多くの機関を巻き込みたい

➔多くの機関が興味・関心を持ち、考えやすいテーマを設定した

①医療機関
診断書を書く立場
診療の中で、本人や家族から運転にまつわる相談を受ける

②介護関係者
ケアマネや包括は、本人や家族から運転に関して様々な相談を受ける

③本人・家族
運転のやめ時、やめ方（やめさせ方）や、やめた後の生活に悩む

④警察
改正道路交通法の周知、高齢ドライバーの事故多発

⑤行政
交通弱者を認知症施策の中で、どう支援していくか？

みんなで考える
きっかけ作り！



◆運転免許に関するアンケートを実施

・まずは実態把握から
対象者：認知症サポート医、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所
内 容：①相談内容②相談を受けて困ったこと③連携した機関など

認知症サポート医、包括、ケアマネ、みんな悩んでいることがわかる。
しかも、同じような内容で悩んでいる。

• 本人が、運転をやめてくれない
• 家族も本人が運転をやめることに消極的
• 運転をやめた後の代替え手段がない

アンケートから見えた悩みの一例

みんなで考えるきっかけとして研修会を企画しよう！



◆アンケートから見えた課題

・運転に関係する制度や事故を起こした時のリスクを知らない
・運転に関するアセスメントが足らない
・返納に向けてのアプローチ力の向上が必要

・運転をやめた後の生活がどうなるのか不安
・やめ時の見極め（認知症になる前からか考えておく）がわからない

・市民にも啓発が必要
・悩んでいる多くの関係機関が情報を共有し、意見交換する場がない
・交通システムなども行政と一緒に検討する必要がある

どんな研修が必要かを考える

専門職に対して、制度を知る研修から始めよう！



◆ 研修会の開催に向け～意図や工夫～

・認知症連携推進会議を知ってもらう研修会にした

・コロナ禍のためオンライン研修会とした

・運転免許の関する制度のことなので、警察に講師を依頼
理由：研修会を通して連携しやすくなる

令和4年度に道路交通法改正が控えていて、時期的に良い
認知症初期集中支援チームが西宮警察署に伝手があった

・広報は、市のメーリングリストを活用
・研修会場や備品は市が準備
理由：行政と認知症連携推進会議との関係を強化

研修会を周知や連携の
きっかけに！



５．今後について

＜１年間認知症連携推進会議に取組んでみて＞

• 連携には時間がかかるが、一つ一つを丁寧に行うプロセスが大事

• 認知症に対する目指すところは同じでも、各機関の立場による違いがあるので、
お互いを理解し、どう連携していくのがよいかを考え取り組むことが大事

• そこから生まれる関係性を深めることで、より連携しやすくなる

＜認知症連携推進会議の今後の取組み＞

4月20日：「認知機能低下と運転免許について」の研修会を開催

5月12日：「認知症早期発見・対応啓発講座」（市民向け）を開催

＜認知症つながり推進員として認知症連携推進会議とともに取組みたいこと＞

• 早期発見・早期対応について取り組みたい

• 多機関が参加した、認知症の課題について話し合う場としてこの会議を発展させ
ていきたい

• 最後に・・・

認知症への取組みは専門職以上に地域の方々の理解と力が必要です。地域と専門職や
様々な機関がつながり、協力し合って本人・家族と関わっていける西宮市にしていきたいと思い
ます。そのために、一人ひとりが認知症を“自分事” と捉え、認知症になった自分を受け入れられ
る人を増やし、そして地域全体が認知症を“みんな事”と捉え、受け入れられる地域にしていきま
しょう。



令和３年度
芦屋市 認知症地域支援推進員活動報告
認知症地域支援推進員について

１ 認知症地域支援推進員：４名

２ 認知症地域支援推進員の役割

(1)国の定める「認知症地域支援推進員研修」の受講

(2)キャラバン・メイト研修の受講

(3)地域包括支援センター職員の認知症ケアに関する専門性の向上

(4)認知症の人を支援する関係者との連携

(5)認知症ネットワークの構築

(6)地域の実情に応じた認知症の人やその家族を支える事業の実施

(7)若年性認知症の人の相談、支援

報告者氏名:芦屋市福祉部高齢介護課 西田

令和3年度 認知症地域支援推進員活動報告書（記載様式）



芦屋市 認知症施策全体図①



【芦屋市】認知症施策②

●初期集中支援チーム
●認知症地域支援推進委員
●認知症相談センター
●医療福祉連携
●保健センターにて相談

早期発見
相談体制の充実

●認知症高齢者見守りＳＯＳ
ネットワークの活用
●認知症行方不明高齢者捜索
模擬訓練の実施

●地域見守りネットワーク

ネットワークの
構築

●講習会、広報紙等で啓発
●認知症ケアネット作成
●保健・医療・福祉連携
●トライやるウィーク受入
●認知症サポーター養成

普及・啓発

●地域密着型サービスの整備
●認知症等高齢者ＧＰＳ機器
貸与事業、認知症高齢者見
守り支援事業の利用促進

●消費者トラブル早期発見
●若年性認知症のニーズ把握
と支援、仕組みの検討

支援の充実

●利用しやすい、気兼ねなく
集まれる居場所づくり

●さわやか教室等で認知症の
予防に資する取り組み

居場所づくり



令和3年度認知症地域支援推進員具体的活動報告

標題 世界アルツハイマーデー啓発イベント

＜目的＞
世界アルツハイマーデーが９月２１日に位置付けられており、前後１週間で認知
症の啓発を行う。啓発ポスターを募集し、最優秀賞の作品を掲示する。応募から
作成の過程で、特に若い世代が認知症について考える機会が増え、市内の方が早
期に認知症の人に気づけるようになることを目的とする。

＜概要＞
【内容】
■実施事項
「世界アルツハイマーデー啓発ポスターコンテスト２０２１」

■参加・企画者
認知症地域支援推進員、地域包括支援センター、基幹的業務担当、芦屋市

■工夫した点
周知方法、テーマ、審査について



令和3年度認知症地域支援推進員具体的活動報告

世界アルツハイマーデー啓発 ポスターコンテスト２０２１

■啓発
認知症サポーター養成講座を実施したキッズスクウェア（放課後教室），認知症
カフェに協力している○○高校，福祉授業を実施している▲▲高校３種の団体へ
は個別に案内へ行く。
認知症地域支援推進委員連絡会の啓発メンバーでチラシ配布先へ案内した。
幅広く応募いただくため、チラシへ参考図書と動画を紹介。

■テーマ
「認知症の方が安心して生活できる社会の実現」
認知症に対する理解の促進に資するものとし、認知症の方への理解・交流等を造
形的表現で訴えるもの（例えば認知症の方はこんな事で困っているかも、こんな
風に一緒に暮らせたら良いな、こんな経験をしたなど。）とします。
また、第三者が知的財産権を保有する著作物を使用しないでください。
下記の啓発動画や参考図書も参考にしてください。

■審査について
市内で認知症に深くかかわる機関の代表に審査いただき、機関同士の連携強化と
幅広い啓発に繋げられた。
①福祉部長 ②社会福祉協議会 会長 ③当事者代表
④あじさいの会 会長 ⑤芦屋病院 認知症外来 医師



• 最後に・・・

認知症の理解を進める活動を充実したものにすることが出来た。

このような成果は認知症相談センターへの相談数増加につながると想定しているが、次の

ステップとなる、相談者が通える居場所づくりを形にすることが必須である。

令和４年度は医療機関等と更なる連携を高め、拠点となる通いの場を作れるよう取り組む。

令和3年度認知症地域支援推進員具体的活動報告

【成果】
■最優秀賞の作品をアルツハイマーデー前後１週間で市内掲示板にポスターを貼
り、啓発することが出来た。
■同じ時期に市内施設の福祉センターで認知症啓発のパネル展示を行い、ポス
ターコンテストの結果も発表した。パネル展に華を添えることになり、今までに
ない注目度を集めることが出来た。（設置していた認知症ケアパスを多くの方に
取っていただけた）
■放課後教室等の小中学校へ啓発を試みたことで、連携強化につながった。

【反省と課題】
■新型コロナウイルス感染症の影響で放課後教室で活動することが出来ない等が
あり、応募数が想定より少なかった。
■夏休みに取り組んでいただけるよう年度初めから募集活動を開始する必要があ
る。



令和３年度
伊丹市 認知症地域支援推進員活動報告

認知症地域支援推進員について

１ 認知症地域支援推進員：１名

２ 認知症地域支援推進員の役割

●地域への普及・啓発事業（認知症フォーラム等）の企画、実施

●企業、団体、学校、見守り協定協力事業所等への認知症サポーター養成講座の実施

●認知症キャラバンメイト、認知症サポーターの地域での活動創出及びフォローアップ

●認知症カフェ等、認知症の人やその家族、地域住民、専門職等、誰もが気軽に集える

場の立ち上げ、活動継続等への支援（地域で認知症の人を支えるための活動

●認知症ケア多職種協働研修を通じた、専門職の認知症対応力向上の推進

●認知症ケア多職種研究会の開催

●当事者会、家族会、ボランティアグループとの連携、活動の支援

●認知症の人に対する相談対応、必要な情報提供、関係機関へのバックアップ

報告者氏名:●伊丹市地域包括支援センター 田中 友紀
●伊丹市 介護保険課 阿部 育恵

令和3年度 認知症地域支援推進員活動報告書（記載様式）



伊丹市 認知症施策全体図



令和3年度認知症地域支援推進員具体的活動報告

認知症サポーター養成講座受講後の支援

ボランティアセンターと協働し、
ステップアップ講座を開催しました。

目的：サポーターを実際の活動に繋げる
現在伊丹市のサポーターは1万人を超えていますが、受講しただけで終わって
しまう場合が多く、サポーターをいかにその後の活動に繋げるかが課題となって
いました。
そこで、伊丹市ボランティア・市民活動センターと協働し、受講後の活動実践
の１つとして、認知症サポーターとしてのスキルを活かせるボランティア活動に
ついて説明・活動紹介を行いました。

内容：講義と対談の2本立て
前半は全国版ステップアップ講座テキストを元に、認知症の症状、事例をま
じえた課題提起、認知症カフェ等の社会資源や活動紹介をしました。
後半は、ボランティアセンターに登録されており、市内で認知症に関する活動に
取り組んでいる方2名とボランティアセンター職員による対談を行いました。

伊丹市マスコット

たみまる



最後に～認知症地域支援推進員としての想い～

今回、ボランティア活動先の１つとして、市立伊丹病院の医師より、認知症の入院患
者の方へのボランティア(お話相手)を募集していると情報提供いただきました。また、来
年度のステップアップ講座では、認知症理解の普及・啓発に協力的な地域の専門職
の起用も検討しています。
一般市民の方々へ向けた講座や活動の場の提供を継続しつつ、伊丹市における認
知症の取り組みに関心を持ち、協力して下さる医療・介護・
福祉その他さまざまな関係職種との繋がりも強化していき
たいと思います。

成果・課題

前半の講義では、皆様熱心に聴講して下さいました。後半の対談では、「自分でも取
り組める、自分も相手と一緒に楽しめる」 という視点でボランティア活動についてお伝え
させていただきました。参加者アンケートでは、「活動者の生の声を聴けて勉強になっ
た」等の意見があり、活動をより身近に感じていただくことが出来ました。参加者17名
のうち、３名が伊丹市ボランティア・市民活動センターに登録されました。一方で「忙し
いため活動に参加するのは厳しい」等の意見も多数あり、認知症に対する理解を深め
ることは出来ても、実際に活動するには、活動時間等の面で課題が残りました。



令和３年度
宝塚市 認知症地域支援推進員活動報告

認知症地域支援推進員について

１ 認知症地域支援推進員：8名

２ 認知症地域支援推進員の役割

● 地域にある様々な見守り資源・ネットワークの強化と深化

● コロナ禍でも実施可能な啓発活動の開発と実践

報告者氏名:野田 眞由美 ・ 前川 喜代美
清水 ゆり恵 ・ 辻 貴美
田村 千絵美 ・ 柏木 眞央
藤野 智誉子 ・ 外堀 佳代

令和3年度 認知症地域支援推進員活動報告書（記載様式）



宝塚市
認知症施策
全体図

認知症の人やその家族
の視点の重視

普及・啓発の推進
＊認知症サポーターの養成と
活動の場づくり
＊ステップアップサポーターの
養成と活動の場づくり
＊小中学校、高校での認知症
サポーター養成講座の実施
＊「認知症にやさしい図書館」
の取り組みの推進

適時・適切な医療・介護
等の提供

＊いきいき百歳体操の普及推進
＊ふれあいいきいきサロン活動への助成
＊認知症初期集中支援チームの活動促進
＊介護保険事業計画に基づく介護サー
ビス基盤の整備
＊認知症ケアパスの積極的活用
＊阪神圏域認知症疾患医療センター
との連携の推進

若年性認知症施策の強化
＊障碍福祉課、障碍福祉関連
事業所等との連携強化
＊ひょうご若年性認知症支援
センターとの連携強化

認知症の人とその家族
への支援

＊認知症カフェの活動支援
＊認知症の当事者・家族の思いや
声を発信できる機会・場の充実
＊認知症の当事者・家族と介護関
係者の情報交換の場づくり
＊認知症高齢者等個人賠償責任保
険事業の実施（新規事業）
＊宝塚市徘徊高齢者家族支援サー
ビス事業の活用

高齢者にやさしい
地域づくりの推進

＊エイジフレンドリーシティ行動
計画に基づく取り組みの検討
＊たからづか地域見守り隊活動（宝塚
市社会福祉協議会）との協働
＊宝塚市認知症高齢者等みまもり登録
の活用
＊宝塚警察署生活安全課との連携強化
＊高齢者の権利擁護に対する取り組み
の推進



オレンジカフェの活動支援

• コロナ禍で休止になっていた「オレンジカフェ情報交換会」を、
ハイブリッド型（内オンライン参加３名）で開催（令和3年11月）。

• 参加メンバー：市内7か所のカフェ世話人１２名、高齢福祉課２名、
推進員７名、地域包括支援センター職員１名 合計２２名

• 事前に世話人にアンケートを実施し、当日意見交換がスムーズにできるよう工夫。

• 来月からオレンジカフェを始める予定の世話人も参加。

• 現状：オレンジカフェが、介護者支援、ピアカウンセリングの場として機能
している。

• 課題：利用者が少ないカフェもある。オレンジカフェが地域に浸透していないため、具体
的なイメージがわくような啓発が必要。

→ある地域のコミュニティ広報誌（地域内全戸配布）にカフェの情報掲載を依頼し、３月に
カフェの写真入りで単発の掲載が実現。

→市が作成するチラシをリニューアルし、カフェの様子がわかるように工夫する。

【まとめ】カフェ世話人より情報交換会継続の声もあり、今後も年１回程度継続し、課題抽
出、解決に向けて皆で検討していく予定。

コロナ禍でもできる“つながりづくり”と“つながりの強化”（宝塚市）

コロナ禍で既存のつながりが弱まったり、途切れがちになっていることから、“つながり” を共通
テーマに、ネットワーク強化や啓発についての活動を行いました。

令和3年度認知症地域支援推進員具体的活動報告



たからづか地域見守り隊との連携

たからづか地域見守り隊とは、
平成23年開始、店舗等と市と宝塚市社会福祉協議会

で見守り協定を結ぶ取り組み。見守り事業所は、約250カ所。

【たからづか地域見守り隊へアンケート実施（令和2年度 回答91事業所）】
・関係機関へ通報したことがある事業所は35％
・通報先として地域包括支援センターが一番多い
・認知症と思われる方についてや、安否確認の際に通報を迷うことがあった
・認知症と思われる方に対する対応で困ったことがあると回答した事業所は半分以上
・今後事業所として取り組みたいこととして、事業所間の情報共有、認知症勉強会など

【たからづか地域見守り隊との交流会】 宝塚市社会福祉協議会と共催
2回に分けて実施し、計20事業所が参加

①たからづか地域見守り隊についての説明
②アンケート結果の報告
③地域包括支援センターについての説明
④対応事例の紹介
⑤認知症のミニ講座
⑥事業所間での情報交換
…困りごと・対応事例の共有

プログラム

・各圏域ごとの連携を充実させる
・今後も定期的に全体の交流会を開催
・認知症についてのステップアップ講座を実施
・交流会の参加者の範囲を広げる(障害、児童
分野等）
・未参加の事業所への情報発信の方法を検討

今後の展望



薬剤師会との連携 ～情報共有～

テーマ：在宅でのお薬に対する支援

～認知症の方の服薬にまつわるエピソードを通じて～
地域包括
支援センター

薬局

ケアマネ
ジャー

昨年度からの継続で、地域ケア会議を2回開催
市内7包括を3つのエリアに分けて、エリアごとにオンラインにて開催

第１回 第２回

開催方法 包括（推進員）と薬剤師で実施 包括（推進員）・ケアマネ・薬剤師で実
施

会議までに
行ったこと

事前アンケート、包括側と薬剤師側
から検討する事例の選出

事前アンケートによる現状の確認

実施結果 アンケート結果を基に、各参加者か
ら双方の関わりについての現状を確
認。
包括側、薬剤師側とも事例を提出し、
それぞれのできる事について意見交
換を実施。
それぞれの立場でできる事を共有し、
服薬に関する支援のさらなる充実を
目指すこととした。

薬剤師より、居宅療養管理指導について
の説明をいただき内容を確認。
事前アンケートに基づき、薬剤師とケア
マネとの関りについて意見交換を実施。
薬剤師でできる事、ケアマネでできる事、
包括ができる事をそれぞれ出し合い、当
面の対応としてお薬手帳の有効活用や
サービス担当者会議等つながるきっかけ
づくりをしていく事になる。

◆次年度に向けての課題

・居宅療養管理指導以外での関わりについて、検討を継続

・つながるためのツールの作成



認知症啓発のための展示

令和４年１月５日～31日、宝塚市立病院２階展示コーナー

【内容】
●認知症の基本的知識●推進員の活動紹介
●宝塚市ケアパス●認知症にやさしい図書館
の紹介●認知症サポーター養成講座・ステッ
プアップ講座紹介●オレンジカフェや住民の
自主活動グループの活動紹介など

コロナ禍で啓発の機会が減少していることから、展示による啓発を行いました。
展示物の作成を通じ、関係者とのつながりを深めたいという思いもあり、模造紙
12枚分の展示物を作成しました。

【感想・反応】
●オレンジカフェに参加してみたい
●家族にも見せたいので、持って帰れるもの
が欲しい

市立病院との連携 展示物の他の施設
での活用

を考えています。

今後は…



動画を活用した啓発

コロナ禍では、集合型での認知症サポーター養成講座の開催が困難となりました。一方、
市民の方から養成講座の問い合わせや情報提供を希望する声は途切れず、コロナ禍でも認
知症の理解を深めることが可能なツールが必要と考えました。

そこで、個人で簡単に観ることができる、YouTubeに目をつけました。

医療従事者や他市町村、厚生労働省などが作成、公開されている動画から、わかりやす
く、気軽に視聴可能な時間の動画を探し、「認知症に関する動画リスト」にまとめました。

実際に視聴された市民の方から、好評をいただきました。

ある推進員とサポーターがつながって…

“すいしんいんセッション”での研修内容をヒントに、認知症サ
ポーター（住民）が中心となって、「宝塚チャレンジファーム」が
立ち上がり、１年が経過。推進員は後方支援を継続しています。
当事者の居場所や、当事者と共に畑作業の喜びを感じられる場所

になってきています。

制約の多い中での活動も2年目となり、「今できることは何
か」を考え、工夫を重ねて前に進むことに慣れてきたように感
じます。しかし、人とのふれあいの大切さもますます身に染み
てきており、コロナ禍でもつながる活動は、今後もしっかりと
続けていきたいと思います。



令和３年度
川西市 認知症地域支援推進員活動報告
認知症地域支援推進員について

１ 認知症地域支援推進員：８名（各包括に１名ずつ専任の推進員を配置）

２ 認知症地域支援推進員の役割

(1) 認知症の人が認知症の容態に応じて必要な医療、介護等のサービスを受け

ることができるための関係機関との連携体制の構築業務

(2) 認知症の人等への相談・支援業務

(3) 川西市医師会や認知症サポート医、認知症疾患医療センター専門医等との

連携業務

(4) 川西市認知症初期集中支援チームとの連携及び支援業務

(5) 川西市認知症地域資源ネットワーク推進会議との連携体制の構築業務

(6) 認知症カフェへの支援業務

(7) 認知症予防事業の推進業務

(8) その他認知症に関すること

令和3年度 認知症地域支援推進員活動報告書（記載様式）

報告者氏名：
中山緑、今北紗友里、森本都、山本敬子、伊藤百合子、林﨑仁美、篠﨑善之、田上美由紀



川西市の認知症に関する施策の方向性と取り組み

項目 方向性 具体的取り組み 地域の取り組み

（１）認知症の予防
と啓発

①認知症の予防

②認知症の早期発見と適切なケアの普及

介護予防教室

認知症ケアネット
認知症チェックリスト

－

－
－

（２）認知症支援体
制の充実

①認知症地域支援推進員の取り組み

②認知症初期集中支援チームの取り組み

③地域における支援体制の充実

④地域のみまもりネットワークの構築

認知症地域支援推進員

認知症初期集中チーム

認知症サポーターやキャラバン・メイト等の養成
認知症カフェ助成金
認知症地域資源ネットワーク構築事業推進会議

認知症みまもり登録、靴用ステッカー
認知症行方不明者SOSネットワーク
川西行方不明者SOSネット

－

－

認知症サポーター養成講座、キャラバン・メイト連絡会
認知症カフェ（11か所）、認知症カフェネットワーク連絡会
－

地域ケア会議
認知症行方不明者SOSネットワーク訓練
協力者登録

（３）若年性認知症
への対応

ニーズの把握と支援サービスのあり方の検討
市民などへの啓発

ー
若年性認知症カフェ

新規・拡充施策

施 策 内 容

チームオレンジの立ち上げ 認知症の人ができる限り地域の良い環境で自分らしく暮らし続けることができるよう、認知
症の人やその家族の支援ニーズと、認知症サポーターなどによる支援をつなぐ仕組みである
「チームオレンジ」について、認知症地域支援推進員とともに立ち上げます。



令和3年度認知症地域支援推進員具体的活動報告

標題 川西市における認知症に関する正しい知識の普及啓発活動

①キャラバン・メイト フォローアップ研修
R2年度にキャラバン・メイトに対するアンケートを実施、その結果から、
自分たちが学ぶ機会がもっと欲しいという意見があった。キャラバン・メ
イトの学習の機会を作ることで、認知症サポーター養成講座で、自分
事として捉え、考えることができるサポーターをつくっていこう。

②認知症相談窓口の啓発
R2年度介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の結果から、認知
症の相談窓口の認知度が低いことが判明。困ったときに迷わず相談

してもらえるよう窓口を周知しよう。



①キャラバン・メイト フォローアップ研修
研修背景：コロナ禍で集まれていない中でスキルアップの機会を持つため
目 的：高度な知識を学ぶのではなく、認知症の当事者やご家族の気持ちを

理解し、自分事として何ができるかを考えともに学び合う
タイトル：「いつか、誰もが認知症」
プログラム：体験談を基にした講義とグループワーク（喪失体験）
講義内容：認知症を正しく理解していただき、偏見を持たれないように伝える

ことと、自分の事、自分たちの地域のこととして捉え、自主的に活
動していけるような講義内容にした。

グループワーク内容
：自らのこととして考えてもらうため喪失体験を行う。

〈講義後の感想〉

・他人事ではなく自分事
として考える。

・自分がなったらという
観点が大切だと思いま
した。

・どうやって地域と繋が
るかを考える良い機会
になりました。



②認知症相談窓口の啓発
要介護認定を受けていない一般高齢者・総合事業対象者・要支援認定者の中
から無作為抽出者対象に地域の抱える課題を把握する為のアンケート実施

地域包括支援センターの認知度が５６％
認知症相談窓口の認知度が２７.２%

地域包括支援
センターが、
早い段階から
相談できる窓
口と知られて

いない!

どうすれば相談
窓口だとわかっ
て貰えるか

病院の待ち時
間は掲示物に
目がいくん
じゃないか

わかりやすい
ポスターを作っ
てはどうか

推進員で話し合いを行った

医療機関に
貼ってもらえる
ポスターを作ろう



推進員をチームに分けて話し合い
・何を伝えたいか………
・どうすれば目を引くか………
・だれを対象にしたポスターか………
等話し合った

ポスターの写真は、アルツハイマー月
間のオレンジガーデニングプロジェク
トの写真を使用。
川西医師会と連携し、医療機関に掲示
してもらえるよう調整中。

こんな事で相談し
ていいのかぁ…

病院に行くほど
でもないし…

気軽に相談できる
ということを
知ってもらいた
い！

と思われる
家族に対して



• 最後に・・・

誰もが、住み慣れた川西市で安心して暮らし続けることができるために、

今後も住民と共に、啓発活動を推進していきたいと思います。

『認知症になっても自分らしく暮らす』ことを目標に、
①で、住民キャラバン・メイトさんへの研修を行うことで、認知症
サポーター養成講座で、より自分事として認知症について考え、正
しい理解を持ってもらえるような応援者を増やし、
②で、実際に困ったときに・気になったときに相談機関へスムーズ
につながることができるよう、取り組んだ。



令和３年度
三田市 認知症地域支援推進員活動報告
認知症地域支援推進員について

１ 認知症地域支援推進員：１名

２ 認知症地域支援推進員の役割

①地域包括・高齢者支援センターの職員の対認知症ケアのスキル向上

ア.認知症疾患医療センターと連携して認知症ケアに関する講習等の

企画・実践

イ.認知症に関する研修の情報収集及び研修内容を精査

また、自ら研修を受講し支援センター職員に情報提供を行う

報告者氏名:寺坂梨沙 池田聡美

令和3年度 認知症地域支援推進員活動報告書（記載様式）

認知症の人への効果的な支援を行うために、医療、介護及び生活支
援を行うサービスが有機的に連携したネットワークを形成し、医療
と介護の連携強化や地域における支援体制の構築を図る。

(令和3年度三田市認知症施策推進事業業務委託仕様書より抜粋)



②認知症関係の事業を実施する関係団体との連携

ア.認知症疾患医療センターの機能への参加

イ.認知症疾患医療センターとの情報交換

ウ.認知症疾患医療センターが開催する医療連携協議会への参加

エ.市医師会など関係機関とのネットワークの構築

オ.かかりつけ医、サポート医、専門医療との連携

カ.介護保険サービス事業所等介護との連携

キ.関係機関への広報

③地域の実情に応じて認知症の人やその家族を支える事業の実施

ア.もの忘れ相談の実施

イ.認知症の人及びその介護者等を支援するための「つどいの場」づくり

や介護者交流会の検討

ウ.若年性認知症の人への適切な支援の検討、実施

令和3年度 認知症地域支援推進員活動報告書（記載様式）



三田市 認知症施策全体図

本人・家族

認知症疾患医療センター
（兵庫中央病院）
【専門医療相談・鑑別診断】

相談
援助
連携

三田市権利擁護・
成年後見支援センター

障害者総合相談窓口「きいてネット」

市民・
ボランティア団体

・認知症サポーター
・認知症キャラバン・メイト
・認知症カフェ
・家族介護者の会 等

介護保険事業者：
居宅・地域密着
サービス等

・認知症対応型通所介護
・認知症対応型共同生活
介護 等

専門医療の提供

相談・支援

連携
相談・支援

在宅生活の支援

普及啓発・生活支援

医療の提供

かかりつけ医

初期集
中支援
チーム

もの忘
れ相談

情報提供・支援

医療

三田市 いきいき高齢者支援課
徘徊高齢者家族支援サービス
①GPS貸与 ②SOSネットワーク登録
③認知症個人賠償責任保険（R3年9月～）

情報共有

認知症
対応病院

認知症
サポート医

認知症相談医

連携

相談・事例提供

地域包括支援センター
・高齢者支援センター

【総合相談業務】【訪問】
【介護保険、各種制度の申請】
【認知症啓発】【介護予防講座等】
【各関係機関との連携・調整】

三田市地域包括支援センター
【基幹型】
＜認知症地域支援推進員＞
・認知症疾患医療センターとの連携、
関係機関とのネットワーク構築

・もの忘れ相談・介護者交流会
・認知症サポーター、キャラバン・
メイトの養成講座の企画、開催

・若年性認知症支援の連携体制づくり
・認知症の個別相談 等

<認知症初期集中支援チーム>



令和3年度認知症地域支援推進員具体的活動報告

標題 ⑥若年性認知症の人と家族への支援と体制整備

【若年性認知症の方の支援を行うなかで日頃感じている課題】
・デイサービス、デイケア等は高齢者が多く本人が行きたいと思える場所では
ないことが多い。

・就労意欲があっても本人が望む就労を維持、継続することが難しい。
・家族の精神的な負担。
（ヤングケアラーの存在、今後の生活や子育てへの不安）

⇒当事者が生きがいや希望を見いだせる居場所確保が
困難。これでは本人発信ができる環境とはいえない…。

「共にあゆむ」人を増やすためには仲間づくり
から頑張ろう！！

推進員が課題を一人で抱えないよう、改めてつながりづくりを重視する
ことを今年度の目標に。



【仲間づくりを意識して今年度やってみたこと】

①認知症サポーター養成講座、認知症サポータースキルアップ研修を通して

地域との連携強化（区・自治会、民生委員、通所Bスタッフ、市内企業等）

②地域ケア会議への積極的な参加

③関西学院大学工学部開発中の認知症の VR作成協力

（当事者とのつなぎ、話し合い参加）

④三田市認知症支えあいのまちづくり懇話会への参加

⑤兵庫県リハ3士会人材育成研修会講師参加

（認知症地域支援推進員、認知症初期集中支援事業について講話）

⑥認知症疾患医療センター（兵庫中央病院）認知症対応力向上研修講師参加

⑦こうべオレンジチーム（神戸市：認知症初期集中支援チーム）視察

⑧他市町（猪名川町、伊丹市、宝塚市）に協力を依頼し三田市主催で

キャラバン・メイト養成研修を開催

⑨サステナブルワークさんだプロジェクト会議への参加 等

令和3年度認知症地域支援推進員具体的活動報告

標題 ⑥若年性認知症の人と家族への支援と体制整備



令和3年度認知症地域支援推進員具体的活動報告

標題 ⑥若年性認知症の人と家族への支援と体制整備

【効果】
・自動車販売会社にて認知症サポーター養成講座を
開催。従業員の方にむけて若年性認知症についての
周知啓発とともに、地域での見守り活動への参加や
車の運転が心配な方について推進員へ情報提供いた
だけるようになった。

・今まで以上に多方面にむけて顔の見える関係性づくりができた。
市内企業、民生委員、区・自治会役員、青年会議所会員、キャラバン・メイト、
通所Bスタッフ、セラピスト、障害者就業支援センター、他市町の認知症地域支援
推進員・認知症初期集中支援チーム員、市内事業所、精神科・認知症認定看護師、
精神科医師、認知症サポート医 など…

⇒ 認知症についてともに考える仲間が増えた！

自動車販売会社にて
認知症サポーター養成講座の様子

活動を通して、周囲で心配な方をみかけてどのように
アクションを起こせばよいのか？皆さんがそれぞれで
悩み行動できない場面があること、地域の力になりたい
と考えてくださっていることを知る良い機会となった。



最後に・・・

・若年性認知症の方の支援に向けて多職種連携会を再開予定（７月）

・皆さんの「やってみたい」という力をつなげる役割として推進員活動を継続して

いきたい

令和3年度認知症地域支援推進員具体的活動報告

標題 ⑥若年性認知症の人と家族への支援と体制整備

【サステナブルワークさんだプロジェクト会議】

三田市障害者就業支援センター主催。障害者等の自立と社会参加の促進に
必要な事業として、地域へ障害や病気への理解を促し対象者の体調に合わ
せて働く選択肢を広げるプロジェクト

『機関チーム』
三田市障害者就業支援センター、
三田市役所障害福祉課、
特定非営利活動法人あすなろ、
ありまこうげんホスピタル、恒生病院、
宝塚三田病院相談員と当事者の方、
認知症地域支援推進員

『企業チーム』
商工会、青年会議所の方
障害者雇用制度の対象とならない企業

構成メンバー 障害理解や就労について日頃感じている
課題や現状を共有

障害理解に向けて青年会議所の皆さんへ
セミナーを開催（テーマ：障害の理解）

・企業の方からのオファーで雇用につ
ながったケースあり

・１ケース若年性認知症の方の居場所
づくりに向けて相談対応中

知的障害、
発達障害、
身体障害、
精神障害、
高次脳
機能障害、
若年性
認知症
について
講話

企業と人を
マッチング！



令和３年度
猪名川町 認知症地域支援推進員活動報告

認知症地域支援推進員について

１ 認知症地域支援推進員： ３名

２ 認知症地域支援推進員の役割

・キャラバン・メイトとの認知症カフェの企画・運営

・脳の健康教室等の認知症予防事業

・認知症の人の社会参加支援、地域での居場所作り支援

・認知症サポーター養成講座、行方不明者捜索訓練の企画・運営

・猪名川町でのチームオレンジの模索

報告者氏名
菅野 淳子(猪名川町地域包括支援センター所属・認知症地域支援推進員)
小久保 遼（生活部保険課介護保険担当）

令和3年度 認知症地域支援推進員活動報告書（記載様式）



猪名川町 認知症施策全体図
発症前

軽度認知障害
（MCI)

初期 中期 進行期 終末期

物忘れはあるが、
日常生活は自立。

認知症の疑いはあるが、
金銭感覚や買い物、
日常生活は自立。

金銭感覚や買い物のミスはある
が日常生活は
自立。

服薬管理、電話訪問対応が困
難。誰かの見守りがあれば日常

生活は自立。

着替えや食事・排泄が
うまくできない。日常生活に手助

け・介護が必要。

ほぼ寝たきりで意思疎通が困
難。常に介護が必要。

（緊急時）

予防・交流
活動

役割

生活支援
身体介護

住まい・施設
居宅系サービス

介護サービス

権利を守る

啓発

相談
家族支援

見守り
安否確認

医療

認知症相談センター ・ 認知症サポーター ・ 認知症カフェ ・ 初期集中支援チーム ・ 介護ほっこりおしゃべり会 ・ 認知症地域支援推進員

高齢者見守り登録 ・ QRコードシール ・ SOSネットワーク ・ GPS貸与

グループホーム ・ 軽費老人ホーム（ケアハウス） ・ 有料老人ホーム ・ 特別養護老人ホーム ・ サービス付き高齢者向け住宅

地域包括支援センター ・ ケアマネジャー ・ 協力会員 ・ 介護保険サービス ・ やすらぎ支援員

認知症検診

緊急通報システム ・ 消防 ・ 警察

安心キット ・ 民生委員 ・ やすらぎ支援員 ・ ご近所の方 ・ ご家族 ・ 福祉委員

かかりつけ医 ・ かかりつけ歯科医 ・ かかりつけ薬局 ・ つながりノート ・ 認知症専門医

消費生活相談 ・ 成年後見相談 ・ 日常生活自立支援事業

認知症サポーター養成講座 ・ 認知症キャラバン・メイト養成研修 ・ 認知症講演会等

健康長寿体操教室 ・ 脳の健康教室 ・ もの忘れ相談プログラム ・ ふれあいサロン ・ 老人クラブ

デイサービス ・ デイケア ・ 訪問介護 ・ 訪問看護 ・ ショートステイ

シルバー人材センター ・ 家での役割 ・ 地域での役割

住宅改修 ・ 住宅改造

民生委員 ・ 福祉委員 ・ 地域包括支援センター ・ ケアマネジャ－



令和3年度認知症地域支援推進員具体的活動報告

地域共生社会・認知症バリアフリー実現に向けた取り組み

R3コロナ禍での課題として・・・
①認知症サポーター養成講座の依頼の減少
②啓発イベントの縮小・中止

活動の軸として・・・
①キャラバン・メイトの集い（定例会）
②オレンジＣａｆｅ ③個別支援

①ある若年性認知症の58歳の女性とその家族からの相談がきっかけ。

主治医より社会参加をするように言われ、行き先を探していると相談。
就労は現時点では難しい。でも、年齢的にデイサービスは勧めにくい。脳の
健康教室（毎週）、オレンジＣａｆｅ（月1回）に参加し、キャラバン・メイトとの関
係を築く。

その中で、いろんな出会い、きっかけで
素敵な取り組みが始まりました。



あるキャラバン・メイトの
一言「彼女のやりたいこ
とをやれる場を作りた
い」がきっかけになり、

郵便局が彼女の徒歩圏
内にありました。交渉し
て月2回お借りすること

ができた。

『ゆう友サロン』

誕生！

毎月2回主に手芸で作
品を作っている。キャラ
バン・メイト有志と彼女
の7人グループ。

キャラバン・メイトの自宅
でランチ会も実施。

夫へのフォローもオレン
ジＣａｆｅで行っている。



②あるキャラバン・メイトの思いから・・・

➡ 自宅を開放して、地域の居場所を毎週開始。近隣のケアマネ宅も月1回加
わって有志で行っている。高齢者に限らない新たな気づきや出会いの場に発展
中！

③あるキャラバン・メイトの思いから・・・

➡ 民生委員としても支援していた認知症の夫と妻。夫のもつ畑を
キャラバン・メイトの夫が支援するうちに、農業を通じた心のふれあい
が生まれ、いい関係性に発展中！

④キャラバン・メイトの夫たち・・・

➡ 少しずつ、キャラバン・メイトの夫たちは地域活動に巻き込まれている今、
「認知症サポーター養成講座」を開催し、仲間になってもらおう！と計画
中！（R4年度に開催予定）

キャラバン・メイトの活動の幅が講座のみではなく、居場所つくりに広がっている

次々に色んな形が生まれてい
ます。



• 最後に・・・

コロナ禍だからこそ、つながりの大切さを皆が感じて動き出した形です。

R3年度はキャラバン・メイトの自己実現を応援したら、認知症の本人を中心に新たな

居場所ができました。R4年度も認知症を起点に、出張オレンジＣａｆｅなど地域と

共に、できることを行っていきます。

ワークショップ・
クッキー販売

ミニ講座・図書
コーナー

傾聴サロン・相
談コーナー

オレンジＣａｆｅが地域
資源とつながり出会う
場に少しずつ
なっている。



令和３年度
明石市 認知症地域支援推進員活動報告
認知症地域支援推進員について

１ 認知症地域支援推進員： ２名

２ 認知症地域支援推進員の役割

認知症サポーターの養成

認知症カフェ等への取り組みの支援

認知症・若年性認知症家族会への支援

認知症初期集中支援事業の実施

市の認知症施策への協力 など

報告者氏名:

明石市社会福祉協議会 認知症地域支援推進員
山形匡則・木ノ下久子

明石市高齢者総合支援室 中谷 希実



【明石市】認知症施策全体図
• 認知症あんしんまちづくり条例

• あかしオレンジサポーター制度

• 明石市認知症あんしんネットワーク会議

• 認知症ケアパスの活用

認知症の理解啓発・

地域支援体制の充実

• 認知症早期支援事業

• 初期集中支援事業

• 精神保健相談

• 認知症相談ダイヤル

早期の気づき・

早期支援の推進

• 認知症あんしんプロジェクト

• 診断費用の完全無料化

• 認知症サポート給付金の支給

• あかしオレンジ手帳とあんしんチケットの配付

権利擁護・

在宅生活の支援

• 若年性認知症ケアパスの作成等、若年性認知

症の周知啓発

• 若年性認知症家族会等への支援

若年性認知症施策

の推進



令和3年度認知症地域支援推進員具体的活動報告

標題 認知症の人が安心して暮らせるまちに向けて

＜明石市の現状＞
サポーター養成講座数 10位/県
キャラバンメイト ５位/県
サポーター 12,960人(R２.２月末)９位/県
→人口に占める割合は県下ワースト１

＜業務会議にて情報共有＞
市・認知症疾患医療センター・
地域総合支援センターで2か月に
1回開催し、課題を共有しながら
認知症の理解を広めるため戦略
を検討。

～地域における課題～

①地域によっては偏見が強く、認知症サポーター養成講座を呼び掛けても集まらな
いこともあった。
②サポーター養成講座を開催できるキャラバンメイトが地域に少ない。
③認知症の方をサポートする場が知られておらず、家族会や認知症カフェなどへの
参加者が少ない

推進員としては、認知症施策を推進する上で核となる行政施策、地域総合支援セン
ター、疾患医療センター、認知症家族会等の連携ネットワークを強化し、戦略的に
市域全体で認知症理解を広めることができるよう、支援を実施した。



①オレンジサポーター養成講座を知ってもらうための工夫

認知症の理解の啓発のために地域の状況に
あったチラシや広報誌の内容を地区ごとに工
夫しながら作成したものを市域で共有を実施
し、多くの市民の目に触れるように、全市的
に啓発活動を実施。
市の広報紙面でも同時期に認知症の特集が
あったことで、偏見が強かった地域のハード
ルが下がり、サポーター養成講座の依頼が偏

見のあった地域からも入るようになった。



②身近な地域でキャラバンメイトミーティングを開催

地域のキャラバンメイトが講師を
しやすいよう、明石市版の標準の資

料を市と協働で作成

地域総合支援センターが普段関わり
のある地域のお寺に声をかけ、
ミーティングを開催



③家族会からの声

家族会のチラシを作成し、市内全域と近隣地区のケアマネ
ジャーの研修会で周知。

「最初は一歩踏み出す勇気が必要だったけど、認知症になっ
たからこそ、たくさんの人たちと繋がることができた」「家
族会がなかったら今頃どうなっていたんだろう」「みんな繋
がっているから、その日の悩みはその日のうちに解決でき

る」という生の声を伝えた。

認知症疾患医療センター
の役割が分からない。診
断後の支援はしてくれる

の？

新しい人がなかなか
来ない。

ケアマネジャーさん
にもっと知って欲し

い。

認知症疾患医療セ
ンターと家族会の
情報交換会を開催
し、日ごろの疑問
点を解消した結果、
顔の見える関とな
り、支援のネット
ワーク構築に繋

がった。



• 最後に・・・

今年度は、認知症推進員として、「つなぐ」ことを意識し業務を
行った。

情報をつなぐ、人と人をつなぐ、資源をつなぐ…なかなか目に見え
た成果はすぐに表れないが、情報の共有を行い、地域や、支援機
関に発信をし、ネットワークの網を広げ、大きくしていくことで「つなが
る」人がいると思うため、今後も地道な活動をしていきたい。

・残された課題
認知症の理解を広めるため、地域へのアプローチを積極的に実施していく必要

がある中、講師役であるキャラバンメイトの不足や、コロナ禍で実施する難しさ
があった。
理解を広めながら、当事者が自らどう生活をしていきたいかを発信できるとと

もに、その人の生活に沿って地域での見守りネットワークが作られるよう、まず
は、当事者の思いを聞き、個人の支援を通した丁寧なサポートを実施していく必
要性がある。



令和３年度
【加古川市】認知症地域支援推進員活動報告

加古川市の認知症地域支援推進員について

１ 認知症地域支援推進員：６名

２ 認知症地域支援推進員の役割

● 担当地域内の認知症の人やその家族を支える取組みを進める。

● 認知症早期発見・早期受診、早期ケア体制を実現するため、センター

やサロン等で早期発見チェックを実施し、疑いのある人にかかりつけ

医や認知症相談員への受診を勧める。

● 認知症の人や家族が安心して生活できる地域づくりのため、行政、認

知症疾患医療センター、医療機関、介護事業所等の関係機関と連携を

図る。

報告者氏名：

令和３年度 認知症地域支援推進員活動報告書（記載様式）

加古川市 高齢者・地域福祉課 松尾 優
地域包括支援センターかこがわ西 中住直哉



【加古川市】認知症施策全体図
項 目 内 容

早期発見、早期受診、早期ケア体制の充実

認知症早期発見チェックの実施

認知症初期集中支援チームの設置

認知症地域連携体制の強化

認知症地域支援推進員の配置、連絡会の開催
加古川認知症連携協議会への参加
東播認知症教室の支援
認知症疾患医療センターとの連携

地域の人や家族を支える地域づくり

認知症サポーターの養成支援
認知症キャラバン・メイトの活動支援（連絡
会・養成研修）

認知症の人や家族、サポーターの会などへの
支援
認知症カフェへの支援

認知症なんでも相談会の開催

認知症見守りネットワークの充実
認知症見守りSOSネットワークの実施
見守りタグの利用促進

若年性認知症施策の整備
若年性認知症の人や家族、サポーターの会な
どへの支援

認知症に対する正しい知識や理解の普及啓発認知症イベント（講演会・映画会等）の開催



【加古川市】R３年度認知症地域支援推進員具体的
活動報告

テーマ番号< ⑥>認知症の当事者及び家族の
視点を活かした取り組み ～若年性認知症の
人と家族への支援と体制整備～

 加古川市においては若年性認知症の方にかかわる
事例が少ないことから、どのような支援が必要で
ありまた、どう取り組んでいけばよいのかが課題
であった。

 そこで、若年性認知症の本人や家族のかたの思い
を聞く事、利用できる制度等の勉強会を開催する
ことに取り組んだ。

 取り組みは令和２年度より継続している。
 令和３年度
 ① 若年性認知症本人との懇談会
 ② 障害者制度、年金制度の勉強会
 ③ 家族会との懇談会



若年性本人からの声

① 若年性認知症と診断されたときの気持ちは、
『病気には負けないぞとの思いであった。』

② 物忘れが進む中で何か感じたことは、

『自分自身、生活が変わったとは感じていなかっ
たし、意識ももしなかった。

③ 活動ができなくなってくる辛さやさみしさは、

『趣味のアウトドアに出かけることや、好きな車
の運転ができなくなったこと』

④ 就労支援B型での生活は、

『仕事はやりやすいが、体力面での衰えを少し感
じる』



若年性本人からの声

⑤ 過去に居酒屋に勤め、料理が得意であるが、
スパッゲティ料理での味付けのコツは

『スパッゲティ料理ではニンニクが重宝する』

⑥ これからの人生への思いは、

『楽しく生きていきたい。』

⑦ 趣味の継続していくために欲しい支援は、

『移動手段のサービスがあればと思う』



家族からの声

① 若年性認知症の相談には、１箇所の窓口で利
用できる福祉サービスや制度の説明が受ければと
思う。

② 関わってくれる相談員は同じ人が対応してほ
しい。

③ 若年性認知症に特化した、居場所やディサー
ビス、集いの場がほしい。

④ 若年性認知症に対応する施策に熟知したスペ
シャリストを育成してほしい。

⑤ 病院で診断を受けた時に、Drから行政機関等

の相談窓口に繋がるアドバイスがあれば、初期段
階で対応できる。



推進員として思う課題

① 地域包括支援センターが若年性認知症の相談
窓口であることを周知していく必要がある。

② 若年性認知症と診断を受けたご本人やご家族
に、家族会等のインフォーマルな場があることも、

また案内することも必要と考える。

③ 推進員として、認知症や介護保険の知識以外
に、年金、健康保険、雇用保険、障害者福祉制度
等の幅広い知識を学び、知る必要があると考える。

この課題をもとに、今後も若年性認知症の方への
相談スキル向上に推進員として取り組んでいきた
い。





【高砂市】の認知症地域支援推進員について

１ 認知症地域支援推進員： 7名

２ 認知症地域支援推進員の役割

・医療機関や介護サービス、地域の支援機関をつなぐコーデイネーター

・認知症に関する社会資源等の情報収集及び提供

・地域包括支援センター職員に対する認知症に関する助言・アドバイス

・認知症の人やその家族を支援する相談業務

・認証認知症カフェへの支援

・市の認知症施策の推進について、協働する

報告者 高砂市役所 福祉部 人権福祉室 地域福祉課 宮川 理恵

高砂市地域包括支援センター 認知症地域支援推進員 濱田 光子

令和3年度 認知症地域支援推進員活動報告書（記載様式）

令和３年度高砂市 認知症地域支援推進員活動報告



【高砂市】認知症施策全体図

介護事業者

認知症カフェ

医療機関

自治会、民生委員

市役所

地域包括支援
センター

認知症地域支援
推進員

認知症サポーター

警察

・市のHPの認知症簡易チェックサイト
・あたまの健康チェック
・認知症相談センター
・認知症初期集中支援チーム

予防・早期発見

・認知症の人を支える家族の会「いるかの会」
・若年性認知症とともに歩む「子いるかの会」
・「介護者のつどい」での認知症介護者の交流

当事者及び家族会

・高齢者等見守り・SOSネットワークの推進
・認知症ケアパスの活用
・認知症サポーター育成
・キャラバンメイト連絡会の開催

地域連携

認知症ネットワーク

本
人



令和3年度の活動経過
令和3年度の認知症施策のテーマ

『認知症になっても安心して暮らせるまちづくり』 の推進のため、

認知症地域支援推進員として、

認知症の正しい理解を広めるための普及啓発を重点的に実施。

地域の人にもっと認知症についての正しい理解をしてもらいたい。

地元の企業にも、認知症についての正しい理解をしてもらいたい。

スーパーやドラッグストア等の身近な場所で、認知症のことを知っても
らうポスター展示をしたい。

なるべく多くの市民に周知するため、広報の方法を検討。



テーマ番号< ⑤ > 地域共生社会・認知症バリアフリーにむけた取組

・認知症の正しい理解を広めるための普及啓発

世界アルツハイマー月間の9月に認知症についての理解・普及啓発を実施。

・職員がオレンジマスクの着用。啓発チラシ、オレンジマスクの配布。

・認知症を知って展(ポスター展示) 店舗2カ所の集い場を利用。

・主催の認知症サポーター養成講座を開催

・認知症予防講座の開催

令和3年度認知症地域支援推進員具体的活動報告



推進員として『つながる』ということを大切にしたい。

・認知症の当事者、その家族とつながりたい。

・地域で活動している住民とつながりたい。

・推進員同士・行政の認知症施策担当の職員と

情報共有の場をもち、認知症施策を推進したい。

最後に・・・認知症地域支援推進員としての思い

取り組んだ感想

市と協力して認知症の講座・イベントを世界アルツハイマー月間に集中的に
実施でき、認知症についての理解・普及啓発ができたので良かった。
新聞やネットニュースで広報をしたことで、多くの方からの反響があった。



令和３年度
【稲美町】認知症地域支援推進員活動報告
【稲美町】の認知症地域支援推進員について

１ 認知症地域支援推進員：1名

２ 認知症地域支援推進員の役割：認知症施策全般担当

窓口相談

認知症相談窓口連絡会の開催

もの忘れ健診の実施

認知症教室開催

認知症予防・理解等の啓発業務

認知症サポーター養成講座事務

キャラバンメイト連絡会の開催

チームオレンジの立ち上げ支援

認知症関連の連携会議への出席

認知症家族会の支援

認知症カフェの支援

認知症初期集中支援推進事業

認知症高齢者等SOSネットワーク事業

認知症ケアパスの作成・普及

本人ミーティングの開催

報告者氏名：森本 実佳

令和３年度 認知症地域支援推進員活動報告書（記載様式）



【稲美町】認知症施策全体図
予防 ■健康教育

■介護予防事業（いきいきサロン・いきいき広場・いきいきミニ広場）

早期支援 ■もの忘れ健診
■認知症相談窓口継続訪問支援（在宅介護支援センター）
■東播認知症教室
■介護予防事業（いきいきサロン・いきいき広場・いきいきミニ広場）
■本人ミーティング
■認知症カフェの紹介

家族支援 ■認知症相談窓口（３箇所）
■東播認知症教室
■継続訪問支援（在宅介護支援センター）
■家庭介護教室
■認知症家族会の支援
■SOS見守りネットワーク徘徊高齢者家族支援サービス

地域連携 ■認知症サポーター養成
■地域見守り活動事業
■認知症カフェ支援
■認知症相談窓口連絡会
■加古川認知症連絡協議会等連携会議への参加



【稲美町】R3年度認知症地域支援推進員具体的活動報告

認知症カフェの立ち上げ支援

令和2年11月5日
本人ミーティングで当事者とその家族から、「気軽に

参加できるけど相談も出来、必要なときは必要な機関
につなでもらえるというところがあれば。」と意見が出
る。場所は町内の小学校の空き教室の喫茶店なら馴
染みがある、とのこと。

まずは加古大池周囲
をお散歩

その後はグラウンド
ゴルフ。

気持ちも心もほぐれ
た所で意見交換会



令和3年3月2日
生活支援コーディネーター、在宅介護支援
センター職員、社会福祉協議会職員と小学校
のなんなん喫茶を視察兼、認知症カフェにつ
いて喫茶ボランティア代表者に相談に行く。

令和3年3月23日
認知症カフェ立ち上げについて詳細打合せ。



令和3年4月3日

喫茶ボランティア10名を対象に認知症サポーター養成
講座を開講。当事者とその家族（長女、次女、次女の夫、
次女の娘）に体験談を語ってもらう。

長女による、絵本
「ばあばはだい
じょうぶ」の読み

聞かせ

当事者の方が育てた
お花をお土産に

当事者に診断を受け
た時の気持ちや状況
を語ってもらう。



令和3年4月20日

認知症カフェ立ち上げに向けて詳細打合せ

※令和3年4月25日から6月20日 緊急事態宣言発令

令和3年6月26日

高齢者のコロナワクチン集団接種が7月で終了する
ため、第1回は8月に決定。

令和3年7月9日

詳細打合せ（代表者の決定、名称の決定、チラシ、
看板、相談窓口等のチラシ、認知症パンフレット、
キャラバンメイトが毎月交代で参加、広報と有線放
送でPR等）



令和3年8月20日

認知症カフェ なんなん幸（さち）スタート

毎月第3金曜日 10時から12時



〈効果〉
・本人ミーティングでいただいた声から身近で気軽に
参加できる認知症カフェができた。場所も小学校の空
き教室の為、窓から子どもたちの様子が見えたり声が
聞こえる心地の良い場所となっている。

＜現状＞
・新型コロナウイルス感染拡大により、軌道にのせた
いときに足止めがあった。立ち上げのきっかけとなっ
た当事者の方は娘の支援で毎回参加し、居場所となっ
ている。
・独居の方や夫婦ともに認知症の方は次回の案内状を
お渡ししても開催日を忘れてしまうことがあるので、
今後の課題として対応策を検討予定。
・交通の便が悪いため、自動車を運転できない人は開
催場所へ行くための交通手段がない。



最後に･･･（今後の取組みに対する認知症地域支援推進員と
しての思い）

新型コロナウイルスの影響で、段取り良く進んでいかないこ
とが歯がゆいが、時期を見計らいながら一歩づつ着実に認知症
カフェを認知症の方の居心地の良い居場所として定着するよう
に支援していきたい。次年度はチームオレンジの立ち上げを
行っていきたい。



令和３年度
播磨町 認知症地域支援推進員活動報告

認知症地域支援推進員について

１ 認知症地域支援推進員： 4名（専任1人）

２ 認知症地域支援推進員の役割

・認知症の人やその家族への支援体制の充実

（認知症高齢者等の見守り事業・認知症カフェ等）

・地域住民への認知症に関する正しい知識の普及啓発

・認知症ケアパスの普及啓発

・認知症初期集中支援チームとの連携

報告者氏名:播磨町 福祉グループ 井川
認知症地域支援推進員 森

令和3年度 認知症地域支援推進員活動報告書（記載様式）



播磨町 認知症施策全体図

指針 具体的な取り組み

普及・啓発

・講演会の開催
・認知症サポーター養成講座
・キャラバンメイト連絡会の開催
・図書館で認知症コーナーを設置
・相談先の周知

認知症の早期対応の推進

・物忘れ健診の実施
・物忘れ相談プログラム（タブレット）の
公的施設への設置

・認知症ケアパスの作成
・認知症初期集中支援チームの設置

認知症の人や家族への支援

・認知症地域支援推進員の配置
・認知症カフェ
・認知症家族会の実施
・介護従事者等の認知症対応力向上研修

認知症高齢者等の見守り体制の充実
・高齢者等の見守り・SOSネットワークの
普及、強化

・あんしんキーホルダーの配布

認知症の人やその家族の視点の重視 ・認知症地域支援推進員活動の推進



令和3年度認知症地域支援推進員具体的活動報告

標題 播磨町における地域の認知症対応力向上のための取組

認知症サポーター養成講座の実施

播磨町では小学生の時から認知症サポーター養成講座を受講し
て頂く事で、様々な世代の方に認知症の事を学んで頂き、地域の
皆さんが認知症に対しての偏見をなくし、適切な対応が出来る様
に取り組んでいます。
また、地域の方やボランティアを対象に定期的に認知症サポー

ター養成講座を開催し、認知症についての意識向上に取り組んで
います。

対象者 人数

小学生 122名

中学生 334名

高校生 166名

地域住民 46名

ボランティア 10名

行政職員 20名



ステップアップ研修の実施

播磨町ではボランティア団体・地域住民・チームオレンジ
のメンバーなどを対象に、定期的にステップアップ研修を行
い、地域の方々の認知症対応力向上を図っています。
ステップアップ研修に参加して頂いた方の中から、新たに

チームオレンジのメンバーを集い、「認知症にやさしいまち
づくり」の一翼を担って頂いています。

対象者 人数

ボランティア団体 30名

地域住民・チームオレンジ 34名



播磨町介護従事者研修

年に一度、播磨町の介護施設等で従事されている介護職員
や、ケアマネジャー、看護師、リハビリ専門職を対象に認知
症対応力向上の為の研修を実施しています。今年度は、新型
コロナウイルス感染拡大が治まらない中、例年よりは少ない
参加人数ではありましたが、感染予防対策をしっかりと行い
ながら開催を致しました。
この様に播磨町では、地域の方々だけではなく、介護事業

所等で従事する専門職の認知症対応力のレベルアップも図っ
ています。

対象者 人数

播磨町の介護従事者 29名



【チームオレンジはりま】の活躍

認知症サポーター養成講座
やステップアップ研修で認知
症対応力を身に付けた地域の
方々が、【チームオレンジは
りま】のメンバーとしてオレ
ンジカフェ（認知症カフェ）
の運営や認知症啓発活動のボ
ランティアとして活躍されて
います。

認知症啓発映画観賞会でボランティアとして参加

オレンジカフェの運営やお手伝いとし活躍！



•最後に・・・

地域の皆さんが少しでも認知症に興味を持って頂き、 「認知症にやさしいまちづくり」
の為の活動に参画をして頂ける様な取り組みをしていきたいと思います。

今後は、認知症についての発信の場としての認知症カフェの拡大を図り、認知症サ
ポーター養成講座やステップアップ研修を受講された方が活躍できる場を増やしていき
たいと思います。



令和３年度
【西脇市】認知症地域支援推進員活動報告

【西脇市】の認知症地域支援推進員について

１ 認知症地域支援推進員： ７名

２ 認知症地域支援推進員の役割

①認知症の人やその家族を支援する体制構築に関する業務

認知症の人（若年性認知症含む）やその家族に対する相談支援

認知症カフェの運営支援・認知症初期集中支援チームとの連携

②地域において認知症の人を支援する関係者の連携促進に関する業務

キャラバンメイト連絡会の開催、在宅医療・介護連携推進協議会の活動支援

③認知症の人と家族を支える地域資源の情報収集や提供に関する業務

西脇市認知症ケアネットの作成・市民への普及啓発・関係機関への周知

ケアネットの整理により、不足している社会資源の洗い出し

④認知症に関する研修会の企画・実施に関する業務

講演会の開催、認知症サポーター養成講座の開催支援

⑤その他認知症施策推進に関する業務

チェックシート等による認知症の普及啓発・早期発見のための取組

上記により把握した要フォロー者の支援及び支援体制の構築

⚫

⚫ 報告者氏名：

令和３年度 認知症地域支援推進員活動報告書（記載様式）

にしわき北地域包括支援センター吉田
にしわき南地域包括支援センター北野



【西脇市】認知症施策全体図

認知症予防推進

◆認知症チェックシートの啓発・配布
◆認知症予防教室の開催
◆認知症初期集中支援チーム
◆タッチパネルによる認知症の普及啓発・早期発見

認知症医療体制
の充実

◆＜医師会主催＞認知症対応医療連絡会
◆＜医師会作成＞認知症診療連携パス・診断ガイド

認知症地域連携
体制の強化

◆認知症ケアネット（パンフレット・資源表）
◆あんしんはーとねっと事業（見守りネットワーク・ＳＯＳ利用事前登録）
◆認知症サポーター養成講座、声かけ模擬訓練
◆認知症介護者の会や認知症カフェ（市内10か所）
◆認知症家庭支援訪問介護事業
◆ＧＰＳ機器の貸与
◆認知症本人及び家族の声のチラシ作成

相談窓口
◆地域包括支援センターの増設（平成29年度～2か所に増設）
認知症相談センター７か所（うち２か所にタッチパネルを設置）



標題 認知症予防と早期発見から早期の繋がりに向けた取り組み

●タッチパネルによる認知症の普及啓発・早期発見

・町ぐるみ健診にてタッチパネル等で物忘れチェック

⇒488名受診 物忘れの可能性あり51名

・受診者全員に

【認知症予防リーフレット、兵庫県版認知症チェックシート、

認知症相談センターチラシ】を配布し、普及啓発を実施。

・物忘れの可能性がある受診者(51名)の状況把握、追跡調査実施

⇒本人・家族へ受診勧奨、在宅介護支援センターへ定期訪問依頼

令和3年度認知症地域支援推進員具体的活動報告



●「もの忘れ相談会」

＊7月13日 17名参加 個別相談6名

＊11月16日 14名参加 個別相談5名

・広報誌や防災無線にて開催告知、町ぐるみ健診受診者へ案内郵送

・市役所新庁舎内で開催

⇒R3年5月に新庁舎が開庁したことを受け、市民の方の興味をひき、

わかりやすい場所で開催

⇒参加者以外の市民の目に触れることを期待

・認知症地域支援推進員および認知症疾患医療センター職員の講和

⇒認知症予防、医療へのかかり方

・専門職とつながりをつくる

⇒個別相談を受けることで相談窓口を伝える

令和3年度認知症地域支援推進員具体的活動報告

標題 認知症予防と早期発見から早期の繋がりに向けた取り組み



●関係機関との連携

・もの忘れ相談会や町ぐるみ健診受診者のつながりから各関係機関と

連携を図っている

＊介護保険認定を所持されている方 ⇒ 担当ケアマネへ情報提供

＊高齢者世帯の見守り ⇒ 在宅介護支援センターへ対応依頼

＊認知症初期集中支援チームにて支援開始

令和3年度認知症地域支援推進員具体的活動報告

標題 認知症予防と早期発見から早期の繋がりに向けた取り組み

最後に･･･

西脇市では、R3年度から高齢者向けサロン用に認知症予防講座を開催。認知症
を自分事として受け止め、認知症を理解し自身の予防に取り組んで頂けるよう
に働きかけたり、相談窓口の周知を図る等の取り組みも併せて行ってきました。
R3年度の取り組みは引き続き継続していくとともに、R4年度については、チー
ムオレンジ立ち上げに向けて検討を重ねていく予定にしております。



令和３年度
【三木市】 認知症地域支援推進員活動報告

認知症地域支援推進員について

１ 認知症地域支援推進員：9名

２ 認知症地域支援推進員の役割

・認知症の人とその家族への相談支援

・認知症についての専門職と地域を対象にした研修の企画

・認知症カフェの推進

・認知症予防健診

・頭の健康チェック（タッチパネル）による相談

・認知症予防教室の企画、教室OB会のフォロー

・認知症高齢者等の見守りSOSネットワーク

・認知症初期集中支援チームとの連携

報告者氏名：山岸豪紀 黒川晶子 石井洋子 山本宏美



認知症施策全体図
取組 内容

認知症の理解を深めるための普及啓発・本人発信の推進

地域住民への普及啓発と活動支援
認知症サポーター養成講座。研修会、世界アルツハイ
マーデーの集中的な啓発

本人・家族の思いの発信 認知症ケアパスに本人や家族の思いを盛り込む

認知症予防の推進

認知症予防の理解促進 認知症予防に関する講座 普及啓発

頭すっきり教室等の開催
認知症予防健診の結果、MCIの疑いのある方等を対象に
脳トレ教室を開催

医療・ケア・介護サービス・介護者への支援

早期発見・早期対応 認知症予防健診 タッチパネル

認知症初期集中支援チーム 適切な支援につなぐ

認知症カフェの支援 専門職の参加 カフェ運営補助金制度

認知症バリアフリーの推進

地域の体制づくり 認知症等高齢者の見守り・SOSネットワークの推進

若年性認知症の方への支援 若年性認知症の方の相談支援、連携のための体制整備

チームオレンジの体制整備 チームオレンジの体制整備のための検討



令和3年度認知症地域支援推進員具体的活動報告

こころの声アンケートのまとめ
◆ R2年度アンケート実施

◆ R3年度アンケートの内容を担当の認知症地域支援推進員でまとめる

認知症の人と家族が安心して暮らせる地域づくりに取り組むために、まず認知症の方や物
忘れがある方、そしてそのご家族がどのような生活上の課題を抱えているのか、どのようなこ
とを望んでいるのかの声を集める。

アンケートの目的

サービス事業所（居宅介護支援事業所、通所介護、地域密着型通所介護）に協力を依頼し、
各事業所から本人、家族各２名にアンケートの趣旨を説明。
●本人への調査
担当者または事業所職員が聞き取りをする。この時、聞き手の解釈にならないよう、要約した
り、標準語に修正したりせず、ご本人の言葉をそのまま用紙に書くようにお願いをした。
●家族への調査
担当者が趣旨を説明後、アンケート用紙と返信用封筒を渡す。
家族自身が回答を記入し投函。

調査の対象

アンケート回収 本人１５５名 家族１１５名



認知症地域支援推進員 アンケート集計の過程

回答を表にまとめる
自由記載の項目はキーワー
ドや類似内容で仕分け、分

類して集計する

項目の選択肢ごとに、アン
ケートの回答の代表的な
もの（多くの意 見をあらわ
すもの）を2～3つ選ぶ

一冊の冊子にまとめても、一
般の人はそこまで読まない。

概要版を作ろうか。

この仕分けでいいのかな。も
う一回考えてみない？

直接言いにくいことも、アン
ケートだから率直に書いてく

ださっている

●月1回～2回担当の認知症地域支援推進員が集まり、回収したアンケートの集計を行った。
●担当者で何度も話し合いを繰り返した。特に自由記載の分類が難しく、「この分け方でいい
のかな」とやり直すこともしばしばあった。

●すべての言葉を掲載することができないため、共通するキーワードを探し、本人や家族の思
いをできるだけ汲むことができるよう配慮した。

すべての回答を載せたい。で
もボリュームが多くなり過ぎ

る・・・。しぼろう！



本人と家族のアンケート集計を1冊の冊子にまとめ、

医療機関 介護サービス事業所 認知症カフェ運営者へ配布。

最後に

今回は、認知症こころの声アンケートでお聞きした本人やご家
族の率直な思いを医療機関やサービス事業所等にフィードバッ
クしました。次年度は、地域住民の方に本人や家族の思いをわ
かりやく伝えることを目的に、認知症ケアパスにアンケートの
回答の一部を掲載して、普及啓発を図りたいと思います。

イラストこゆり



令和３年度
小野市認知症地域支援推進員活動報告

小野市の認知症地域支援推進員について

１ 認知症地域支援推進員：2名

２ 小野市の認知症施策

⚫

＜報告者＞小野市地域包括支援センター 今榮 直子

①
認知症への理解を深めるための普
及・啓発

・ケアネットガイドブックの活用
・認知症図書の掲示

②
小野市高齢者見守り・SOSネット
ワーク事業

・高齢者外出見守り事前登録制度
・高齢者外出見守り模擬訓練の実施

③ 認知症サポーター養成講座の実施
・出前型認知症予防講座の実施
・認知症キッズサポーター養成講座の実施
・キャラバンメイト連絡会の開催

④ 絆カフェ事業者の活動支援 ・絆カフェ連絡会（情報交換）

⑤ 介護家族者交流事業 ・介護者交流会（ほのぼの交流会 年２回）



【受講した児童の声】
・認知症になってもできることがたくさんある
ことがわかった

・若い人でも認知症になることがあると知った
・おじいちゃんやおばあちゃんを助けたい
・声をかける時は、優しく接したい

令和3年度は計293名の認知症キッズサポーターが誕生

（平成27年度の実施開始以降、累計2,800名）

「認知症キッズサポーター養成講座」の
市内全小学校実施について

小野市認知症地域支援推進員具体的活動報告

『認知症理解を深めるための効果的な普及啓発の実施』

2

クイズや寸劇を
通して学習



「お出かけ見守りＱＲコードシール」を活用した
高齢者外出見守り模擬訓練の実施について

【お出かけ見守りＱＲコードシール】

小野市では、高齢者外出見守り事前登録を希望された市内在住の65歳以上、
又は40～64歳で要介護認定を受けている人に「お出かけ見守りＱＲコード
シール」を無料で10枚お渡ししています。

令和４年3月末現在 外出見守り事前登録者 166名

発見者がスマートフォンで
ＱＲコードを読み取る

市の連絡先が表示される

市や警察へシールに印字された
個人番号を伝えることで、素早
い身元確認・保護へ

3



【参加者の声】
・QRコードがあることを今回知ることができて
よかった。
・声かけのいい体験ができたと思う。
・認知症の勉強ができたことで今後に役立ちそう。

令和３年１１月７日、小野小学校区の住民の方を対象に

高齢者外出見守り模擬訓練を実施６１名の方が参加されました。

認知症役（若年性
役も参加）の名前
や特徴を模擬警察
署に通報

認知症サポー
ター養成講座
受講

認知症役に声を
かけ、ＱＲコー
ドシールを発見

【これまでの取り組みと今後の予定】

・平成２７年度 河合地区 実施

・平成２８年度 来住地区 実施
・平成２９年度 市場地区 実施
・平成３０年度 大部地区 実施
・令和元年度 下東条地区 実施
・令和２年度 小野東小学校区 実施
・令和３年度 小野小学校区 実施
・令和４年度 河合地区 実施予定4

模擬警察署では小
野署員が参加者か
らの通報対応



市内１０か所（令和４年３月現在）に広がっています。

5



小野市立図書館の特設コーナーに、子どもから大人まで
親しみやすい認知症に関する本を掲示しました。

6



認知症地域支援推進員活動の今後の課題

６

◆認知症ケアネットガイドブックの有効活用

◆当事者や家族の声、視点を重視した支援体制

◆若年性認知症の方について、特性に配慮した支援の周知や居場所づくり

◆チームオレンジ事業を開始するために、認知症サポーターステップ

アップ研修を実施する

◆認知症に関する出前講座、市民向けセミナー、フォーラムの企画開催な

ど、認知症への正しい理解を深めるための普及・啓発

◆初期集中支援チーム員活動との連動による、早期受診及び早期診断後の

適切な対応へのスムーズな支援体制づくり

認知症地域支援推進員としての思い
◆認知症地域支援推進員だけで事業や支援体制を作ることは困難であるため、

地域の資源(ボランティア、住民団体、医療機関、サービス事業者、企業)

の発掘と人材育成に取り組む

◆認知症の人やその家族の視点を重視した取り組みを進め、認知症の人にや

さしい地域づくりをめざしていきたい

◆チームオレンジが地域で活動していけるように、事業の立ち上げから支援

までの体制を作っていく



【加西市】の認知症地域支援推進員について

１．認知症地域支援推進員： ５ 名

２．認知症地域支援推進員の役割

（１）医療・介護等の支援ネットワーク構築

＊ 認知症の容態に応じて必要な医療や介護等のサービスが受けられるように関係機関との連携の構築

＊ 加西市認知症ハンドブック（ケアパス含む）、認知症サポーター養成講座の普及等

（２）認知症対応力の向上のための支援

＊ 介護者家族の会「楽・笑・介」や「絆カフェ」への参加

＊ 処遇困難事例の検討及び個別支援

＊ 介護保険施設等の相談員への支援

＊ 市民への認知症の理解を深める講座「あったか声かけ作戦」への参加

（３）相談支援・支援体制の構築

＊ 認知症の人や家族等への相談支援

＊「認知症初期集中支援チーム」との連携等による必要な支援が認知症の人や家族へ提供されるための調整

＊区長・民生委員等の地域住民と連携した地域福祉活動による認知症の人や家族への相談支援

報告者氏名:加西市長寿介護課 尾崎昌子
加西市社会福祉協議会 認知症地域支援推進員 井上綾子

令和3年度 認知症地域支援推進員活動報告書（記載様式）

令和３年度
【加西市】 認知症地域支援推進員活動報告



行政・包括 地 域

予 防 ・いきいき100歳体操
・サポーター養成講座開催
・ぐんぐん脳トレ・介護予防教室
・相談支援（地域包括支援センター）

・サロン・介護予防教室
・あったか声かけ作戦

早期発見
（行政・地域
包括支援セン
ター）

・認知症高齢者等見守りＳＯＳネットワーク
・認知症初期集中支援チーム
・認知症に係る支援対象者情報提供制度による連携
・認知症早期対応事業
・相談支援（地域包括支援センター）

・あったかシステム（小地域
ネットワークシステム）（区
長・民生委員等）

早期発見
（見守り）

・認知症高齢者等見守りＳＯＳネットワーク事前登録制度
・認知症に係る支援対象者情報提供制度による連携
・高齢者見守りシステムの構築（BLEタグ）
・ひとり外出高齢者等家族支援事業
（GPS・BLEタグの購入助成）

・認知症サポーター
・認知症キャラバンメイト

医療連携 ・加西市医師会
・認知症サポート医
・市立加西病院
・在宅医療、介護連携相談室(H30.２～）
・地域ケア個別会議

・かかりつけ医
・認知症サポート医
・歯科医師会
・薬剤師会

地域連携 ・認知症ハンドブック（認知症ケアパス）
・地域ケア個別会議

・絆（認知症）カフェ
・楽・笑・介

人材育成 ・認知症ハンドブック（認知症ケアパス）
・ケアマネジャー等と連携

・認知症サポーター養成講座

【加西市】認知症施策の概要



【加西市】認知症施策全体図

●絆カフェ
●楽笑介
●地域ケア個別会議 他

●かさいいきいき体操
●サロン 他

●認知症多職種連携研修
「ライフサポート研修」

●ケアマネジャー等との
連携 他

●認知症高齢者
見守り・ＳＯＳネットワーク

●認知症初期集中支援チーム 他

●在宅医療・介護相談室 他

●サポート医

予防・
地域啓発



令和3年度認知症地域支援推進員具体的活動報告

標題 加西市での認知症カフェの取り組み・コロナ禍に対応した取り組み

北条高校人間創造コースの想い

地域活動への取り組みを住民へ周知したい
地域の高齢者と一緒に取り組めることがしたい

地域行事の中止等による

交流機会の減少

地域住民の課題

地域に向けた
認知症の広報・啓発機会の減少

推進員の課題

コロナ禍で
…



令和3年度認知症地域支援推進員具体的活動報告

【目的】
認知症の啓発カラーである「オレンジ」をテーマに
地域住民・高校生がつながり、認知症への理解を深め、
多世代交流の機会をもつ

【工夫点】
★地域で余ってしまう柿の有効活用として、柿を使ったスイーツを考案（生徒）
★参加者みんなで柿スイーツを作り、地域住民・高齢者と交流の機会を持つ
★Instagramで告知（幅広く活動を知ってもらう）
★認知症サポーター養成講座を実施し、幅広い世代の認知症サポーターを養成。
認知症への正しい理解の普及・啓発を行う

出張きずなカフェin北条高校
～オレンジがつなぐ地域のきずな～



令和3年度認知症地域支援推進員具体的活動報告

出張きずなカフェin北条高校
～オレンジがつなぐ地域のきずな～
令和３年１２月１日（水）14：15～16：15 兵庫県立北条高校

できたてを
笑顔でいただくうれしさ

教え教わり、
コミュニケーション

ワイワイ
一緒に！

地域活動を知っ
てもらいたい

参加者：32名

みんなで認知症を学ぼう



令和3年度認知症地域支援推進員具体的活動報告

【取り組みの成果・反響】
★調理・歓談を楽しみながら多世代交流ができた。

★認知症介護者家族の交流の機会・介護の合間の息抜きにつながった。

★幅広い世代（１０代～70代）の参加があり、多様な世代の認知症

サポーター養成することができた。

★参加者には北条高校が母校の方も多く、地域交流の場として学校が

活用されるのは良いですねとの声があった。

★Instagramの告知をきっかけに、神戸新聞、地域情報を発信されて

いるインスタグラマーの取材につながり、他分野からの視点で認知症

の広報ができた。また、市広報においても記事を掲載できた。

★様々なメディアを活用し、認知症の普及啓発を広く発信できた。

【今後に向けて…】
★医療・介護だけでなく、様々な分野とのコラボ・広報媒体の活用を

しながら認知症の広報啓発を進める。

★認知症当事者の本人発信ができる場を、本人・家族・地域と共に

生み出す。



令和３年度
加東市 認知症地域支援推進員活動報告

認知症地域支援推進員について

１ 認知症地域支援推進員：４名

２ 認知症地域支援推進員の役割

★認知症の相談支援

★認知症の早期発見・早期支援

★認知症の人、その家族の居場所づくり

●認知症カフェ・絆カフェの支援

●若年性認知症の当事者・家族の会の活動支援

★地域における支援体制の強化

●認知症サポーター養成講座

●認知症高齢者の見守り・SOSネットワークの構築

令和3年度 認知症地域支援推進員活動報告書（記載様式）

報告者氏名：高濱さおり・羽馬里恵・浅田玲子・西村真希



【加東市】認知症施策全体図

・〇認知症相談センター認知症ケアネットと
相談支援体制

認知症の早期発見
・早期支援

認知症の人とその
家族への支援

地域における支援
体制の強化

・〇物忘れ相談プログラム
〇認知症初期集中支援事業

・〇認知症家族介護者のつどい
〇物忘れ予防カフェ

・〇認知症サポーター養成講座
〇ひとり外出見守り・SOSネットワーク



令和3年度認知症地域支援推進員具体的活動報告

【加東市】R3年度認知症地域支援推進員具体的活動報告
テーマ：地域共生社会・認知症バリアフリー実現にむけた取組
～認知症高齢者等の見守り、SOSネットワークの充実について～

表題）地域高齢者の見守り強化
～ひとり外出見守り声かけ体験ウォーキングの実施～

ウォーキングを行い、その道中で、道に迷ったり、
家が分からなくなった認知症の方への声かけ体験
を行うことを目的としたイベントです。

ひとり外出見守り声掛け体験ウォーキングとは…

各３地域の民生児童委員研修会にて
“ひとり外出見守り
声かけ体験ウォーキング”を開催。



当日の様子

どこから来られましたか？

ご家族に連絡しましょうか？どうされたん
ですか？

は（はっきりと）
や（やさしく）
ゆ（ゆっくり）
み（みじかく）
これがポイントです！

散歩しててな
休憩してるんや

家を知ってるから
送りますよ



参加者の感想

明らかに認知症と分かるようであれば
驚かせず、怖がらせず声かけをし、警
察または市役所（地域包括支援セン

ター）などに連絡しようと思う。

認知症の方との関わりが今までなかった
のでどういう風に対応していいか分からな
かった。

初めてのことでこの経験をした
ことに意義がある。
最初の挨拶は誰でもできると
思ったので実践していきたい。

焦らずゆったりとした
気持ちで接すること
が大切かな。

目線を合わせて
ゆっくりと話しか
けることが大事だ
とわかった。

【声かけの難しさを実感】

【最終的な対応方法について】

【声かけのポイントや学び】

最終的な対処方法がわからな
かった。→市役所や警察へ連絡
すればいい。

道で知らない人に声かけすると
いうのは勇気のいること。



・やさしく、ゆっくり、穏やかに、正面から同じ目線で対応してもらえた。
・必要以上に気配りしてもらい、思いやりを感じた。
・話題に困った時は昔の話を持ち出すのはよかった。
・座っている高齢者に対して、ほとんどの方がしゃがんで、
目線を合わせて話しかけておられたのでとても良かった。

高齢者役の感想

【実際の場面を想定して】

あまり自信はないけど、様子を見
ながら声かけに努めたい。本人が
安心できるような声かけがしたい。

体験だったので、声をかけること
ができたけれど、実際だったら、
声をかけるのをためらいそう。

安全だけ確保できるように注意したい。
これからは積極的に関わっていきたい。



声かけのポイントは分かりましたか

はい どちらともいえない いいえ

はい
72 ％

どちらとも

いえない
28％

◎声かけのポイントは分かりましたか

この体験を受けて、声かけができそうですか

できる できない わからない 無回答

できる 73％

わからない
18.8％

無回答

1％

できない

7％

◎今回の体験を受けて、声かけができそうか

ｎ＝85令和3年度アンケート結果



最後に・・・

「認知症の方への声かけの具体的なポイント」を学び、ひとり外
出中の高齢者役に声をかける体験をすることで、日頃からの見守
りや声かけが行いやすくなる。

行きたいときに行きたい所にいき、会いたい人に会える。
認知症への関心や意識の向上を目指し、認知症になって
も笑顔でくらせる地域づくりを推進します。

ひとり外出見守り声かけ体験
ウォーキングの効果

引き続き、講座や体験イベントの開催により、地域住民の認知症に対する
理解への普及啓発を行うとともに、地域のキーパーソンや既存の社会資源を
活用しながら、認知症の人やその家族の支援ニーズをつなげるチーム
オレンジ活動につながる支援に取り組んでいきたい。



令和３年度
【多可町】認知症地域支援推進員活動報告

【多可町】認知症地域支援推進員について
１ 認知症地域支援推進員：８名

2 認知症地域支援推進員の役割

＊認知症相談センターとしての相談・対応

＊認知症ケアネットの普及・周知・活用

＊ＳＯＳネットワークの周知・普及・徹底

＊地域支援者の仕組みづくり・支援

⚫ 報告者氏名：多可町ふくし相談支援課
（地域包括支援センター）

大江・足立・高瀨・岸部

令和３年度 認知症地域支援推進員活動報告書（記載様式）



【多可町】 認知症施策全体図

認知症サポーター・ステップアップ養成講座

キャラバン・メイト62名活動

(R3)認知症サポーター養成講座 9回開催(156名養成)

これまでに約4,222名の認知症サポーターを養成

認知症サポーターステップアップ講座 1回開催(24名養成)

絆カフェ（認知症カェ）

「ささゆり絆カフェ」、「絆カ
フェ・フラワー」、「絆カフェ・千ヶ
峰」、「絆カフェふきのとう」、「絆
カフェこはる」の合計5ヶ所が町内で活
動中。
※R３年度は新型コロナウイルスの影響
により休止
※絆カフェふきのとうはオンラインで
実施

元気あっぷ広場

集落にて百歳体操及び認知症タッ
チパネルを行い、認知症予防、早
期発見の場として活用。

※R３年度は新型コロナウイルス
の影響により休止する集落有り

認知症初期集中支援チーム
H28立ち上げ、サポート医・チーム員とともに

訪問や検討会議を月1回開催

介護予防講座
多可赤十字病院に委託し、認知

症予防教室を5ヶ月間で計12回の2
クール実施

あんしんはーとねっと事業
H27立ち上げ。現在、19団体

63事業所25区長が協力事業所
として登録。行方不明になる
危険があるとして、22名の方
が事前登録済。

認知症ケアネット
「認知症になっても

べっちょない！VerⅡ」

として発行



【多可町】R3認知症地域支援推進員具体的活動報告

テーマ番号＜⑤＞

標題：認知症サポーターへの具体的活動支援

「チームオレンジ立ち上げに向けての検討会」の実施

【目的】
高齢化が進み、認知症の方が増加することに伴い、認知

症の方が地域で安心して生活していくための仕組みづくり
を早急に行う必要がある。

○チームオレンジの整備
チームオレンジの活動とは
認知症の人や家族の支援ニーズと認知症サポーターなどの支

援者をつなぎ、認知症になっても安心して暮らし続けられる地
域をつくるための活動。
R３年度は、チームオレンジ立ち上げに向けて認知症サポー

ター養成講座、ステップアップ講座実施方法やステップ
アップ講座後の希望者（チームメンバー）の打合せ会を実施。



【ワーキングチームメンバー】
町内の福祉施設事業所、居宅介護支援事業所、社協、行政(包括)
職員の合計９名 ※９人中８人がキャラバンメイト

ステップアップ講座資料作成及び講座の構成等について検討

２．（２回目）（R３.3実施）
＊県主催のチームオレンジ推進研修会の内容をメンバーで情報共有
＊ステップアップ講座時に活用する資料に関して
→１回目の検討事項をもとに事前に資料は作成し、最終確認。
一度、模擬講座を実施し内容検討を行うことに決定。

１．(１回目) （R３.2実施）
＊ステップアップ講座時に活用する資料に関して
→グループワークに重きを置いた講座を実施することで実際の活動
の必要性や目的をイメージできるよう働きかける。

３．（３回目）（R3.12実施）
＊キャラバン・メイトに当日の講師を依頼し、実際に模擬講座を実施。
＊住民への案内方法や周知方法等に関しても検討。
→認知症サポーター養成講座とステップアップ講座をセットで開催す
る方向となる。

【多可町】R3認知症地域支援推進員具体的活動報告



・認知症サポーター養成講座・ステップアップ講座
＆

・チームオレンジ打合せ会実施

２．ステップアップ講座（R４.2.16実施）
→24名の方が参加。24名中13名の方が、今後のチームオレンジの方向性を検討する打合せ会に
参加したいとの意向あり。
※参加者の認知症を学びたいという気持ちが落ちないように、短期間で認知症サポーター養成講座、

ステップアップ講座を開催

１．認知症サポーター養成講座（R４.1.31実施）
→25名の方が参加。25名のうち22名については、ステップアップ講座の申込みあり

３．チームオレンジ立ち上げに向けての検討会（R4.3.24実施）
→9名の方が参加。今後チームオレンジとしてどのような活動が行いた
いかの意向確認を行う。
・自分たちが認知症に関して学んだ後に活動を行いたい意向あり、認知症
の勉強会を実施する方向になる。

【多可町】R3認知症地域支援推進員具体的活動報告



【多可町】R3認知症地域支援推進員具体的活動報告

令和4年度に向けて
（予定）

チームオレンジ検討会参加者に
事業所職員より認知症に関する
勉強会を実施
（R4.6.2実施予定）

他市の若年性認知症カフェの見学

チームオレンジの活動やボランティア登録などを含
め検討し、チームオレンジとしての活動スタート


