
市町名 テーマ

姫路市 姫路市における認知症の人本人の発信支援の試み

神河町 神河町における認知症初期集中支援チームの効果

市川町 市川町における認知症サポーター養成について

福崎町 早期診断後の支援体制整備

相生市 認知症の人にやさしい地域づくりに関する独自の取り組み

たつの市 たつの市自動車運転免許自主返納支援の流れ

赤穂市
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

～あこう気づきシートを使った連携の仕組みづくり～

宍粟市
宍粟市におけるコロナ禍に対応した取組や活動

～小学校での認知症サポーター養成講座～

太子町 認知症理解を深めるための効果的な普及啓発の実施

上郡町 認知症高齢者等の見守り、SOSネットワークの充実

佐用町 佐用町認知症家族の会：ひまわり

豊岡市 コロナ禍に対応した取組や対応

養父市 コロナ禍に対応した取組や活動

朝来市 朝来市における若年性認知症の人および家族への支援と体制整備

香美町
認知症サポーター養成後の具体的活動支援

（チームオレンジに向けた取り組み）

新温泉町 コロナ禍に対応した取組や活動

丹波篠山市 丹波篠山市におけるアルツハイマー月間の一斉啓発の取り組み

丹波市 認知症予防・健康寿命延伸のための長期縦断共同研究事業

洲本市 認知症の人にやさしい地域づくりに関する独自の取組

淡路市 淡路市・おれんじ川柳大会による認知症普及啓発

南あわじ市 南あわじ市における認知症の普及啓発の取り組み



令和３年度
【姫路市】 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： １２ 名

（地域包括支援課5名、地域包括支援センター7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に対し、理解あるまちづくりの推進

〇地域包括支援課

地域包括ケアシステムの構築

地域包括支援センターの支援

〇地域包括支援センター

認知症の人の印支援等に関わる医療介護の連携

認知症に対する住民理解の啓発

認知症サロンの運営支援

認知症ケアパスの作成、運営

報告者氏名: 小林由美

令和3年度 認知症地域支援推進員活動報告書（記載様式）



【姫路市】 認知症施策全体図
認知症に対する理解を深める活動
認知症サポーター養成講座による市民、事業所への啓発
認知症見守り・SOSネットワークの推進

地域にある住民主体の通いの場の情報提供
認知症に対する適切な相談体制

認知症初期集中支援事業、地域ケア個別会議等の開催
・早期から専門的なマネジメントを実施し、地域での暮らしを支える。
・支援策や予防策を介護関係者と共有し、地域のケア力の向上を図る。
認知症の症状に応じた切れ目ない支援
・認知症ケアパス（全市版の周知、地域版の作成）
・認知症の人の入退院時の連携体制の構築
認知症に対する適切な相談機能の充実

家族への支援

地域課題の共有と施策化
地域ケア会議等の運営による地域課題の共有と施策化の推進

認知症に対する理解を深める活動 （再掲）
地域にある住民主体の集いの場の情報収集と集いの場の運営支援
家族への支援 （再掲）
認知症ケアパスの周知 （再掲）
認知症にやさしい事業所の周知

普及啓発

適切な
医療・介護
等の提供

介護者支援

地域づくり



☆当事者が初めて、認知症サポーターフォローアップ研修にシンポジストとして参加
※フォローアップ研修：ステップアップ研修としてではなく、認知症サポーター養成講座を受講した者の中で、希望者に

対し資質向上のために実施しているもの。

＜１.当事者参加までの経緯＞
5月 県より、本人ミーティング参加者募集の照会

→各委託地域包括支援センターに、該当者の有無を照会したところ、
１名該当者があり、県の本人ミーティングに参加された。

7月 認知症サポーターフォローアップ研修時、把握した当事者に講師として参加
してもらうことを企画。
認知症地域支援推進員と研修担当者で、当事者と面接し意向確認等
行い、講師としての参加に了承を得る。
当事者が伝えたいこと・研修担当者が質問したいこと等を事前に話しあい
原稿準備等行う。

8月 シンポジウム形式で認知症サポーターフォローアップ研修を開催し、当事者が
シンポジストとして参加。

令和3年度認知症地域支援推進員具体的活動報告
姫路市における認知症の人本人の発信支援の試み



＜２.参加者からの反応＞アンケートより

・当事者の方からの声を聞くことが出来て非常に心にしみた。

・当事者のがんばりが理解できた。

・当事者の現状や困りごとがよくわかった。

・症状のお話しを伺うことができて、心理状態が少し理解できた。

・発症されてからのお話しが印象的だった。役割を持っておられるので、認知症があまり進行していない

のではないかと思った。 等、当事者の声を聞くことができたことに対し、好評であった。

＜３.フォローアップ研修後の状況と課題＞

今後も発信の場を開拓し、多くの人に直接当事者の声を聞いてもらいたい。

→しかし、当時者の体調の都合により、活動が途絶える。

新しい当事者は、まだ把握なし。

認知症サポーター養成講座を受講した者を対象とした今回の研修では、アンケートから好評で

あったことが伺えたが、当事者の声を聞くことに、一般市民のニーズがどの程度あるのか、認知症

地域支援推進員の間でも疑問視する意見もあり。

最後に・・認知症地域支援推進員としての思い

市民だけでなく、担当者間でも様々な思いや意見があります。

話し合いを重ねながら、活動を積み上げていきたいと思っています。



令和３年度
神河町 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： 2名

２ 認知症地域支援推進員の役割

認知症ケア推進部会の企画

認知症サポーター要請講座

認知症ケアパスの活用促進

認知症相談センターとしての対応

初期集中支援チーム事業

にじ色カフェ（認知症カフェ）の支援

認知症に対する普及・啓発

報告者氏名: 難波このみ

令和3年度 認知症地域支援推進員活動報告書（記載様式）



神河町 認知症施策全体図

認知症ケアネット
『あんしんナビ』2018年一部改訂

介護予防教室
フレイル予防、
認知症予防教室を開催

もの忘れ健診
タッチパネルで脳の健康度
をチェック。地区まわりや
介護予防教室で実施

認知症サポーター養成講座
（各小中学校・地域）

高齢者等安心見守り・
SOSネットワーク事業
現在、33事業所が協力機関と
して登録。行方不明になる危
険があるとして、６名の方が
事前登録済み。

にじ色カフェ
（認知症カフェ）
ボランティアが
月１回活動中
（R３年度は中止）

介護者の会
社協、介護事業所が
定期的に開催

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 神河町における認知症初期集中支援チームの効果

令和３年度 初期集中支援会議の実績（チーム員会 3回/年）

性別 年齢 世帯
認知症
の診断

結果

1 女 80歳代
息子と

2人暮らし
なし

受診や教室参加に返事はするもの
の行動にはつながらないが、家族
に実態を伝えることができた。

2 男 90歳代 高齢夫婦 あり
介護サービスの導入、後見人につ
いての相談へつながった。

3 女 70歳代
3世帯

7人暮らし
あり

デイサービスの導入により夫の介
護負担が軽減した。
閉じこもりがちだった本人がデイ
サービスが楽しみになり、休みの
日も歩いて勝手に家を出る日が
あった。←このような行動がある
ことを夫も認識して、認知症の理
解を深めるきっかけになった。



• 最後に・・・

まだまだ認知症に対する理解が本人・家族に浸透していないことで、必要な支

援につながるまでに時間を要します。本人・家族・地域が認知症について正しく

理解し、支援する方々とつながることで、住み慣れた地域での生活が長く続けら

れるように、これからも支援をしていきたいです。

初期集中支援事業の効果と課題
≪効果≫
・チーム員会議をすることで専門職の助言を聞くことができ、よりよ
い支援の方向性が見つけやすい。

・認知症の段階に応じた今後の支援も検討できるため、ケアマネ
ジャーの支援にもつながっている。

≪課題≫
・早期の段階では本人・家族が介入に関して必要性を感じておらず、
対象者の選定が難しい。

・認知症の症状が進行して相談に来られた場合は、会議を開催する間
もなく医療や介護につなげなければならない。



令和３年度
市川町 認知症地域支援推進員活動報告

市川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： ２名

２ 認知症地域支援推進員の役割

・認知症啓発

・認知症個別相談対応

・認知症見守りSOSネットワークの構築

・認知症対応力向上のための支援

（認知症カフェ、家族会、サポーター養成講座）

・相談支援体制構築（認知症初期集中支援事業他）

報告者氏名: 藤原 希美

令和3年度 認知症地域支援推進員活動報告書



市川町 認知症施策全体図

○認知症対策の推進

◎施策の展開方向

①普及・啓発活動の推進…一般住民をはじめ認知症の正しい知識の普及啓発

②相談体制の充実…本人の状態に応じた適切な支援を行えるような体制整備

③認知症支援サービスの充実

・認知症高齢者等の見守り・SOSネットワークの構築…行方不明になる可能
性のある方を事前に登録して、日頃から地域で見守り、行方不明になった際
にすみやかに発見活動を開始

・ボランティアの育成…認知症サポーター養成講座の実施、やすらぎボラン
ティアを派遣し、家族の介護疲れをやわらげる一助として支援

④認知症の予防対策の推進

・認知症予防を目的としたプログラムの推進…予防を目的にしたプログラム
の導入を検討し、認知症を推行させない工夫を図る

・認知症地域支援推進員の配置…地域の支援機関をつなぐ連携支援や認知症
の人やその家族を支援する相談業務を行う

・認知症初期集中支援チームの設置…認知症の人やその家族に早期に関わる
チームを配置し、早期診断・早期対応に向けた支援体制の構築を行う



令和3年度認知症地域支援推進員具体的活動報告

標題 市川町における認知症サポーター養成について

【認知症サポーター養成講座について】

☆事業概要

・キャラバンメイト養成講座にて研修を受けた者が講師として認知症サ ポーター
養成講座を行っている

・市川町では2009年より開始。一般住民と小中学生に向けて講座を開いている。2021
年末現在で1,804名の方が認知症サポーターになっている。

・毎年決まった学年の生徒に講座を受講していただき、認知症の普及啓発を行ってい
る。

☆令和３年度のサポーター養成講座

・市川町では小学校へのサポーター養成講座を主に行っていたが、令和2年度はコロ
ナ禍のため、ほとんどが中止になっていた。令和3年度は町内全5校に昨年度に受ける
予定だった生徒も合わせて実施。215名の方に受けていただいた。

・認知症が怖い特別な病気だと思わないように伝えることが難しく、講座の進め方を
模索しながら毎年実施している。

・高齢化率が高い市川町では祖父母の家の近くや同じ家に暮らしている子どもも少な
くない。実際に認知症の方と出会う機会が多い地域のため、町内であった事例も含め
て話をするように工夫をしている。



最後に・・・

市川町は現在高齢者率約37％と、ほぼ４割の方が65歳以上の地
域となっている。実際に地域包括支援センターには認知症だけでは無い
が、要支援高齢者の相談が多く入ってくる現状がある。

地域支援推進員を専任で置くことが難しく、推進員の仕事だけをするこ
とは出来ないが他のサービスや事業も含めて認知症に理解のあるやさし
い地域づくりをしていく事が市川町の推進員の役割であると考えている。

サポーター養成講座や地域の通いの場における普及活動、メディア等
の普及により、ある程度の理解は得られてきているものの、まだまだ誤解
をしている人が多いように感じる。今後も認知症の方や周囲の方、地域
住民の方々が住み慣れた場所で楽しく生活を送る事ができるまちづくり
を目指していきたいと思う。



令和３年度
【福崎町】認知症地域支援推進員活動報告
【福崎町】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：５名

２ 認知症地域支援推進員の役割

＊認知症総合支援事業

・認知症相談窓口の設置

（認知症相談支援センター）
・認知症初期集中支援チーム

・認知症カフェへの支援

＊その他の事業

・認知症サポーター養成講座

・認知症ケアネットの活用推進
⚫

報告者氏名：本城里奈

令和３年度 認知症地域支援推進員活動報告書（記載様式）



【福崎町】認知症施策全体図

（認知症総合支援事業）

①認知症相談窓口の設置

地域包括支援センターは、姫路北病院
と連携し、認知症の相談に対応していま
す。

②認知症初期集中支援チーム

認知症の方やその家族に、専門医と保
健師等がチームで早期に関わり、速やか
に適切な医療･介護等が受けられるよう対
応します。

③認知症カフェへの支援

認知症カフェは、地域の方やその家族
を支える場です。町内2か所で実施してい
ます。

（その他の事業）

①認知症サポーター養成講座

認知症に関する正しい知識と理解を
持ち、地域や職域で認知症の方や家族
に対して、できる範囲での手助けをす
る人を要請します。依頼に応じ、認知
症キャラバンメイトを派遣します。

②認知症ケアネットの活用推進

町内に全戸配布したしおりの中に掲
載し、周知を図っています。認知症高
齢者等見守り･SOSネットワークの活
用促進も行っています。



【福崎町】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<②>早期診断後の支援体制整備

☆認知症カフェへの支援

町内2か所で自主運営いただいている認知症カフェに対し、

活動補助金の交付や情報共有等、日頃から連携に努めている。

☆認知症高齢者等見守り･SOSﾈｯﾄﾜｰｸ事業の活用推進

平成28年10月開始。令和４年3月末現在、14人の登録あり。

担当ケアマネジャーからの事業紹介や、介護保険新規申請時の情報

提供等を行い、いざという時のために早めに登録利用してい

ただけるよう、活用推進に努めている。

☆認知症サポーター養成講座実施対象者の拡充

平成27年度から町内の小学4年生を対象に実施しているが、

中学生に対しても実施できないか、協議を行っている段階で

ある。



最後に･･･今後の活動に向けて

（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）

☆認知症になっても自分らしく暮らせる町づくりをめざすた

めに、地域支援者の理解・協力を得ながら、見守り体制の

構築に努めていきたい。そのためにも、積極的に地域に出

向き、地域の方々とつながりを持つ中で、地域課題の共通

認識をはかり、できることから取り組んでいきたい。

☆直営の地域包括支援センター内に推進員が

全員所属しているという強みを活かし、

常に情報共有を行いながら、共に活動し

ていきたい。



令和３年度
【相生市】 認知症地域支援推進員活動報告

【相生市】 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

・オレンジ・サロン（認知症カフェ）の運営支援

・認知症ケアネットの普及・啓発

・オレンジの会（認知症担当者連絡会）への参加

・見守りSOSネットワークの普及、啓発

・認知症の本人、家族への支援、認知症家族の会の運営

・認知症予防、早期発見に関する事業

・認知症のある方の見守り支援（地域づくり講座）の実施

報告者氏名：（地域包括支援センター）矢竹いち子
（相生市長寿福祉室） 柴田潤子

令和3年度 認知症地域支援推進員活動報告書（記載様式）



【相生市】 認知症施策全体図

新オレンジプラン七つの柱 相生市の取り組み

①認知症への理解を深めるための普
及・啓発の推進

・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
・サポーター、キャラバンメイトのフォ
ローアップ研修の実施

②認知症の容態に応じた適時・適切な
医療・介護等の提供

・認知症ケアネットの作成、普及啓発
・認知症地域支援推進員の配置
・認知症初期集中支援チーム配置
・認知症早期発見事業
・物忘れ相談会（月１回）

③若年性認知症施策の強化 ・物忘れ相談（月１回）
・若年性認知症家族の会（R3は実施見合
わせ）

④認知症の人の介護者への支援 ・オレンジ・サロン（認知症カフェ）の
設置、運営支援、普及啓発
・家族会（オレンジの会）の設置、運営



【相生市】 認知症施策全体図

新オレンジプラン七つの柱 相生市の取り組み

⑤認知症の人を含む高齢者にやさし
い地域づくりの推進

・相生市見守り事業の実施（見守りグッズ
の交付）
・見守りSOSネットワークの普及、啓発
・ひとりあるき高齢者家族支援サービス事
業（GPSの貸与）
・成年後見、市民後見制度の利用促進
・認知症相談センターの設置（包括内）
・高齢者虐待防止に向けた取り組み
・介護予防推進講座における認知症講話
・地域づくりの推進講座
・自動車免許返納時の情報提供

⑥認知症の予防法、診断法、治療法、
リハビリテーションモデル、介護モ
デル等の研究開発及びその成果の普
及の推進

・認知症予防教室

⑦認知症の人やその家族の視点の重
視

・オレンジ・サロンの設置、運営支援、普
及啓発
・若年性認知症家族の会



令和3年度認知症地域支援推進員具体的活動報告

テーマ番号【⑧】
認知症の人にやさしい地域づくりに関する独自の取り組み

相生市の人口は約28,000人。高齢化率は34％を超えます。
地域によっては50％を超えるところもある中、介護サービスだけに頼
るのではなく、お互いが見守り支援し合うことが必要となっています。

オレンジ色は認知症啓発の
シンボルカラー。
「認知症になっても暮らしや
すいまちをみんなで創ってい
こう！」という思いを共有し、
楽しみながら花を育て、全国
各地でオレンジ色の花を咲か
せるプロジェクトです。



方法：
・９月のアルツハイマー月間に合わせ
て、市内各地（公民館・図書館・商
店街・地域の花壇等）でオレンジ色
の花を咲かせてもらえるようお願いする。

目的：オレンジ色の花を
育てる、見ることをきっかけに、認知症の事を
考え「認知症になっても安心して暮らせる相
生市」の啓発を行う。



方法：
・啓発のチラシを配布・市内全戸回覧
し、住民同士で話題にしてもらう。
・民生委員さんの集まりや小学校、
100歳体操のグループを訪問し、チラシ
と共に案内する。
・市の広報誌、啓発のチラシを配布・
回覧し、住民同士で話題にしてもらう。
民間の情報誌にて記事を記載。また、
SNSで発信する。

・地域住民の方と一緒に育
てる。
・咲いた花の写真をメールで
送ってもらう。

住民さんと一緒に苗植え

小学校でも認サポ後に

最後に…
オレンジ色の花を見る、育てるとこと
をきっかけに認知症を身近なものに感じ
てもらえた。また、認知症地域推進員と
住民をつなぐオレンジの花だったように
思います。この繋がりから、地域住民の
力を知ることもでき、今後の活動に生か
していきたいと思いました。 市役所でも６月から１１月、きれいな花が咲きました。



市担当者：奥林 真寿美
報告者氏名：福井暁子・藤永真未・福本久美

医療・介護等の
支援ネットワーク

構築

認知症対応力
向上のための

支援

相談支援
・

支援体制構築

・認知症疾患医療センターを含む医療機関、介護サービス事業所等関係者の
連携体制構築

・認知症ケアネット（赤とんぼ連携ノート、認知症生活べんり帳）の作成・普及

・認知症に関する正しい知識の普及・啓発
・認知症対応力向上研修を医師会等と共催、多職種協働研修の開催
・たつの市キャラバン・メイト連絡会の支援、認知症サポーターの支援

・認知症予防普及啓発（個別相談、講座の実施など）
・認知症初期集中支援チームの主導・調整
・もの忘れ相談の実施
・認知症の相談支援、認知症カフェ等の支援

・若年性認知症の相談支援、若年性認知症カフェの開催
・はいかい高齢者等見守りSOSネットワーク構築
・はいかい高齢者家族支援サービス（GPS貸出、はいかい高齢者等お出かけリスク

ゼロ事業）の普及
・介護マークの普及

【たつの市】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（専従：5名 兼務：1名）
２ 認知症地域支援推進員の役割









年度 29年度 30年度 元年度 ２年度 ３年度 累計

返納者数 １０ １０ 4 4 7 35

失効・
取消者数 ３ ３ 0 0 3 9



1 本人への支援

・返納を提案する際は、代替え案をセットで提示

・自分の意思で返納を決めるよう粘り強く説得する

２ 家族への支援

・意志を固めること、ぶれないよう説得

・本人拒否の際の、強硬案も示唆

・道路交通法及び罰則等を説明

３ 医師との連携

・本人への助言・指導

４ 警察との連携

５ 本人にとって影響力のある人との連携



〇課題

・地域の社会資源を知る

・多職種との連携

警察・かかりつけ医・専門職・ケアマネ・民生委員・近隣住民など

・本人や家族の気持ちに寄り添う

返納後の本人らしい生活が続けられるように生活に目を向けた支援

〇今後の取り組み

・「自主返納を勧める」だけが目的ではない

・返納後も「自由に外出する手段は多くある」

「今まで通っていた場所にも行くことができる」と共有し

返した後の生活に目を向けた支援を行う

認知症になっても

安心して自分らしく暮らせるまちへ



令和３年度
赤穂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）認知症地域支援・ケア向上事業

（２）認知症初期集中支援事業

（３）認知症サポーター養成事業

（４）認知症サポーター活動促進・地域づくり事業

（５）家族介護支援事業

（６）若年性認知症の本人・家族への支援

報告者氏名:有吉 千恵

令和3年度 認知症地域支援推進員活動報告書（記載様式）



【赤穂市】認知症施策全体図

認知症の人と
その家族

認知症疾患医療センター

各地区民生委員・

児童委員

地域ケア会議

認知症カフェ

物忘れ外来・認知症外来

各地区自治会、老人クラブ等

歯科医師会

在宅介護支援センター

警察署

認知症サポーター

認知症地域支援推進員
（地域包括支援センター）

健康福祉事務所

薬剤師会 かかりつけ医等

かかりつけ薬局

社会福祉協議会

近隣住民

医師会

介護保険係

社会福祉課

保健センター

介護保険サービス事業所

居宅介護支援事業所

・赤穂市高齢者見守りネット

・徘徊高齢者家族支援サービス

・ひとり暮らし老人等緊急
通報システム（安心見守りコール）

・成年後見制度利用支援事業

・生きがいデイサービス事業

・もの忘れ健康相談
・認知症初期集中支援チーム
・認知症ケアパス作成・普及啓発
・認知症ケア向上研修

・介護者リフレッシュ交流会

【家族介護支援事業】



令和3年度認知症地域支援推進員具体的活動報告

標題：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
～あこう気づきシートを使った連携の仕組みづくり～

【シート作成の経緯】
認知症相談センターへの相談ケースで、症状がかなり進行
し、在宅生活が困難な状況になってから相談があるケースが
増えていた。

そこで、日頃、高齢者と関わりがある医療機関や薬局、歯
科医院での診療の中で、「何かちょっと気になる」と思われ
た方を必要な医療や介護保険のサービス等に早期に繋ぐため
の仕組みとして、「あこう気づきシート」を作成した。

多様な課題を抱える高齢者を早期に把握し、必要な支援に
繋げるため「あこう気づきシート」を医療機関等で活用して
もらい、連携できるよう取り組んでいる。



あこう「気づき連携」イメージ

②地域包括支援センター
へ
情報提供（様式1）

④支援内容を報告（様式
2）

認知症サポート医

社会福祉士、保健師等が訪問

認知症を疑う場合は初期集中
支援チームとして訪問

「保険証を忘れてないか」
と問い合わせも多く、
大丈夫かな…

③訪問等で状況確認し、支援開始

医療機関

歯科医院

薬局

赤穂市地域包括支援センター

何度も同じことを聞きに来院
している

衣類の汚れやにおいが気に
なるようになった…
一人暮らしでご家族の
支援がないようだ…

気になる高齢者
①情報提供の同意を得て、ちらしを渡す。



• 最後に・・・

各機関が気になるケースを「認知症相談センター」に相談
してもらえる仕組みを作ることで、支援が必要な方を早期に
把握することができ、認知症高齢者の方が住み慣れた地域で
できる限り長く生活ができるよう支援していくことができる。

今後も「あこう気づきシート」での連携がうまくいくよう、
関係機関等に周知・活用の依頼をしていきたい。



令和３年度
宍粟市 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

報告者氏名:𠮷田典子 菅谷美佳 取越かおり

令和3年度 認知症地域支援推進員活動報告書（記載様式）

①地域住民への認知症の正しい理解の啓発
認知症に関する講演会や講座の開催、市の取り組みの周知
認知症サポーター養成講座・ステップアップ講座の開催支援、認知症キャラバン・メイト連絡会の開催
チームオレンジの立ち上げ

②認知症ケアの質の向上
認知症介護専門職研修の企画、調整

③多職種連絡会の企画、調整
認知症施策検討会

④認知症の人やその家族への支援
認知症の人やその家族に対する相談支援
オレンジカフェ（認知症カフェ）の運営支援、オレンジカフェ連絡会等の開催
認知症初期集中支援事業の推進
高齢者等見守り支援（SOS登録）や高齢者声かけ訓練・伝達訓練の実施

⑤認知症ケアパスの見直しと普及、リーフレット作製



宍粟市 認知症施策全体図

認知症施策の推進

認知症施策検討会

適時・適切な医療・介護等の提供

相談窓口の普及・啓発
認知症地域支援推進員の配置
認知症初期集中支援チーム

認知症予防健診

普及・啓発活動

認知症講座・講演会
認知症に関する取り組みの周知

認知症サポーターの養成・活用

認知症サポーター養成講座

認知症サポーターステップアップ講座
認知症キャラバン・メイト連絡会
チームオレンジの立ち上げ

家族介護者への支援

オレンジカフェの普及、啓発
オレンジカフェ連絡会

当事者、介護者の集い開催

ひとり外出見守り・SOSネットワーク

GPS機利用支援
見守りSOSネット

SOS協力機関伝達訓練
高齢者声かけ訓練

人材育成

認知症介護専門職研修

権利擁護

成年後見センターとの連携

予防

コグニサイズ教室
認知症予防講座

認知症の人や家族が 安心して暮らせるまちをめざして



令和3年度認知症地域支援推進員具体的活動報告

標題 宍粟市におけるコロナ禍に対応した取組や活動

【認知症サポーター養成講座の開催実績】

～小学校での認知症サポーター養成講座～

サポーター養成講座回数
（総数）

小・中学校、高校での
講座回数

平成29年度 19 6

平成30年度 16 9

令和元年度 21 7

令和2年度 2 1

令和3年度 8 3

新型コロナウイ
ルス感染拡大

令和2年度以降、新型コロナウイルス感
染拡大のため認知症サポーター養成講座の
依頼が激減する。
また依頼があっても、緊急事態宣言・ま

ん延防止措置発令のため学校内に外部講師
（キャラバン・メイト）が入ることができ
なくなる。

令和2年度は学校側もオンライン設備がまだ整っておらず、教室で
の開催が困難だったため、講座を撮影し、DVDにして視聴してもらっ
た。

教師からは、生徒に認知症の事を知ってほしいという強い希望が
あった。



【令和3年度 小学校での認知症サポーター養成講座】

令和3年度認知症地域支援推進員具体的活動報告

標題 宍粟市におけるコロナ禍に対応した取組や活動

小学校は3校から依頼があり、教室での認知症サポーター養成講座を計画する。

A小学校は教室で開催する。
B小学校は学校行事の度重なる変更で開催日が決められず、いつでも授業ができるようにDVDを希望される。
C小学校は開催前日に外部講師が校内立ち入り禁止となり、急遽DVDを使っての授業に変更する。

DVDによる小学校認知症サポーター養成講座
（授業時間45分 DVD30分）

・担任教師と講座のねらい、流れについて事前に打ち合わせをする。
・DVD視聴後に「私たちにできること」というテーマで意見交換す
る。
・感想や質問をアンケートに記入してもらう

令和2年度は中学校の
講座の撮影だったため、
今回は小学校用を撮影
する。

記憶の仕組みの説明

認知症の症状
マンガにその人の気持ちを考えながら

セリフをあわせます



• 最後に・・

当市のキャラバンメイトの多くが介護や福祉関係の事業所で勤務しており、コロナ禍のため活動できるキャラバ
ンメイトが限られました。さらに校内の立ち入り制限や日程が決められないなどがあり、活動が困難な状況でした。
それでも小学校の教師から「子供たちに伝えたい、知っておくことが必要な講座だから」と依頼がありました。認
知症を知る大切さを理解されておられる先生が多いことがわかりました。

令和3年度認知症地域支援推進員具体的活動報告

標題 宍粟市におけるコロナ禍に対応した取組や活動

【課題】
・講師側からは相手がいないので反応がわからず話がしにくいという感想があった。今はすべての学校で
オンラインができるようになったので、今後利用することも検討し準備をしていく。

・B小学校は6年生に、C小学校は4年生に同じDVDを視聴してもらったが、アンケートの感想では違いが
あった。4年生では記憶の仕組みの説明がイメージしにくかったのか、「頭の中にイソギンチャク」と
いう表現をする生徒が数人あり、6年生では認知症について詳しく知れた、サポートしたいという感想
が多くあった。中学年、低学年にわかりやすく説明できるようにしていきたい。

令和2年度から認知症サポーター養成講座だけではなく様々な認知症に関しての「人が集
う」ことができなくなってしまいました。今までのやり方にこだわらず、今の状況に合
わせてできることを工夫していかなければいけないと思いました。学校の先生たちもと
ても理解されていることがわかりました。学校や地域など様々な所で認知症の事を正し
く知ってもらえるように、今後も啓発していきたいと思っています。



　令和３年度
【太子町】認知症地域支援推進員活動報告

【太子町】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

　　　・認知症の人やその家族の相談や、医療や介護等関係機関

        へのつなぎ

　　　・支援を行う関係者が、情報交換や支援事例の検討などを

        行う連絡会議の設置

　　　・地元医師会や認知症サポート医とのネットワークの形成

　　　・認知症ケアパスの作成・普及

　　　・認知症の人と家族を支える地域の人材やサービス拠点に

        ついての情報収集

　　　・在宅介護サービス従事者への認知症研修の実施

報告者氏名：石橋　ありさ （町担当及び認知症地域支援推進員）

令和３年度　認知症地域支援推進員活動報告書（記載様式）



【太子町】認知症施策全体図　(令和4年3月31日現在)

認知症予防
の推進

・出前講座「認知症にならないために」　実績：1回、10人
・いきいき百歳体操　59グループ活動　参加者への認知症チェックを実施　
・もの忘れ相談　＊要予約・無料
　　　月1回、臨床心理士による検査と相談を実施
　　　実績：12回、32人（異常なし：17人、異常あり：15人）
・認知症予防教室(社協委託)　12回実施、13名参加

医療体制の
充実

・かかりつけ医認知症対応力向上研修　1回実施
・病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修　中止

地域支援
ネットワーク
の強化

・太子町オレンジライフサポート（認知症ケアパス）
・高齢者等安心見守りネットワーク事業　96事業所と協定締結
・高齢者等徘徊SOSネットワーク事業　　34名登録
・太子町あんしん見守りキーホルダー登録事業　1,123名登録
・認知症サポーター養成講座
　　　15回実施、726名のサポーター誕生
　　　累計サポーター数：6,288名（うち、キッズサポーター　3,710名）
・認知症サポーターフォローアップ講座　中止
・チームオレンジ　令和2年3月より設置
・認知症カフェ（オレンジカフェ）町内3ヵ所　開催なし
・本人ミーティング(オレンジ広場)の実施
　　　17回実施、対象者4名、延べ参加数57名



令和3年度認知症地域支援推進員具体的活動報告

標題
　認知症理解を深めるための効果的な普及啓発の実施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　新型コロナウイルス感染症の発生状況を鑑み、当初予定していたイ
ベント等での普及啓発活動の実施を断念。

⇒コロナ禍に対応した普及啓発活動を再考
①毎月発行の『広報たいし』に「認知症地域支援推進員」からの情報
　 発信コーナーを掲載出来るよう広報担当課と協議。
　 不定期での掲載が可能になり、令和3年8月号、令和4年1月、2月、
　　3月号に掲載。
（掲載内容）
　・コロナ禍の認知症について
　・当事者からのメッセージ
　・受診のワンポイントアドバイス
　・高齢者ドライバーの運転技能検査の開始について
　・認知症バリアフリー社会実現のための手引きについて

令和3年度の活動経過



②オレンジガーデニングプロジェクト※1の実施。
  世界アルツハイマー月間である9月に認知症を正し
く理解するため、認知症に関する資料とマリーゴール
ドの種をセットにして100部準備（右図参照）。

＜配布方法＞
　感染対策を考慮し、出来るだけ人を介さない方法を
選択。
　・チームオレンジメンバー各個人が日常で声かけ。
　・役場１階ロビーに設置。

オレンジ色は認知症啓発のシンボルカラー。
　「認知症になっても暮らしやすいまちをみんなで創ってい
こう！」という思いを共有し、楽しみながら花を育て、全国
各地でオレンジ色の花を咲かせるプロジェクト。

※1　オレンジガーデニングプロジェクトとは

＜周囲の反応＞
　チームオレンジメンバーより
　「ご近所さんと花を通じて話をしました。
　おすそ分けしたら大変喜ばれました。」



③その他の認知症啓発活動

　・オレンジライトアップ＆

　　　プロジェクションマッピングの実施

　　9/13～9/21の期間、庁舎北側外壁を認知

　　症サポーターの証と同じオレンジ色にライ

　　トアップ

　・図書館にお勧めの本や手に取って欲しい

　　認知症関連のリーフレットを展示 



■実施の効果

　認知症施策推進大綱の基本的考え方にもある「共生」社会の実現には、

　認知症に対する正しい知識の普及啓発が必要。

　⇒コロナ禍に対応した普及啓発活動を実施

　　目に見えた効果としては現れていないが、今後も継続した取組みが必要。

■今後の課題と取組み

　コロナ禍では「密」を避けるために外出の自粛が求められ、その結果、運動

　不足、コミュニケーション不足、知的活動による刺激不足が起き、認知症の

　進行を遅らせたり、発症を予防したりするには厳しい状況である。また、新

　型コロナウイルス流行下で受診の遅れが目立っている。

　⇒新型コロナウイルス感染症の拡大は、いまだ終息の見通しが立たない

　　 状況だが、認知症は早期発見・早期治療が大切。自粛下でも出来る

　　 WITHコロナ時代の認知症予防を紹介し、共存と予防の社会を目指す。

実施の効果及び課題

最後に･･･（認知症地域支援推進員としての思い）

　「コロナを言い訳にせず、出来ることから始めよう！！」



令和３年度
上郡町 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：７名

２ 認知症地域支援推進員の役割

・認知症初期集中支援チーム員

・認知症ケアネットの作成

・ＳＯＳネットワークの構築

・認知症健診の実施

・認知症サポーター養成講座の開催、

チームオレンジの立ち上げ準備

・介護者のつどい、本人ミーティングの開催

・認知症出前講座の開催 等

報告者氏名: 市町担当 長井杏紗 認知症地域支援推進員 小河裕美

令和3年度 認知症地域支援推進員活動報告書（記載様式）



上郡町 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 認知症高齢者等の見守り、ＳＯＳネットワークの充実

【取組の内容】 声かけ模擬訓練「迷い中」の実施

【実施に至った背景（上郡町の現状）】

・令和元年度に声かけ模擬訓練を計画も、コロナのため中止
令和２年度もコロナのため実施せず

認知症に係る支援対象者情報提供数

平成30年度 ４件

令和元年度 １９件

令和２年度 ２１件

令和３年４～６月 ７件

※年々増加

コロナ禍でも実施できる方法の検討が必要！

・令和元年度：行方不明発生ケース１件が未発見

見守り・捜索のネットワーク強化が必要！



声かけ模擬訓練「迷い中」の実施

【コロナ禍でも実施できる方法を検討】
・標準感染予防対策の徹底
・単位自治会で実施
・少人数制（20人程度）とし、さらにグープを２つに分け密を避けて実施
・流行時期を避けて実施

【実施内容】
・講師による認知症講座
ねらい：認知症の正しい理解

・実際に暮らす地域のエリアで声かけ模擬訓練の実施
ねらい：認知症の方への声のかけ方や接し方を知る
方法：与えられた高齢者の特徴等の情報をもとに、エリア内にいる迷って

いる高齢者を捜索し、拠点の公民館まで上手に声をかけて誘導する

【実施結果】
実施日時：令和３年１１月２１日（日）１０：００～１２：００
参加者：住民１９名
協力者：キャラバンメイト、ボランティア等１８名

～認知症の方とその家族を地域で見守り・支えるネットワーク構築の第一歩～



令和３年度は“住民とともに”をキーワードに活動を展開する第一歩の年となり
ました。自治会の協力もあり、住民参加型の活動ができ、直接住民の声を聞くこ
とができました。やってみると上記のような前向きな発言がたくさん聞かれ、地
域のネットワーク構築には住民に“興味を持ってもらう”ことが重要だと改めて
感じました。
令和４年度は行政、住民、関係機関の輪をどんどん強く大きくし、
認知症にやさしい町をみんなで作って行きたいと思います。

～参加者の声～

・自然にさりげなく、挨拶からが良いと思う
・楽しく参加できた
・初めは不安だったが、訓練のお陰で何とかなるものだと思う
・良い習慣だと思う。他の地区でもやってほしい
・服装、体型、髪型、持ち物等、たくさんの情報があれば探しやすい

などなどたくさんの声をいただきました！！



令和３年度
佐用町 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

２ 認知症地域支援推進員の役割

認知症施策推進大綱に基づき

①普及啓発・本人発信支援

②予防

③医療・ケア・介護サービス・介護者への支援

④認知症バリアフリーの推進・若年性認知症のかたへの支援・社会参加支援

報告者氏名:舟引 明日香

令和3年度 認知症地域支援推進員活動報告書（記載様式）



佐用町 認知症施策全体図

事業内容

①普及啓発・
本人発信支援

・認知症サポーター養成
・世界アルツハイマーデー及び認知症に関するイベント等の普及系活の取組の実施
・相談先の周知
・認知症のかた同士が語り合う「本人ミーテング」の実施等を通じた本人の意見の把握、施策の
企画・立案、評価への本人視点の反映

②予防 ・認知症に関する調査研究の推進及び高齢者などが身近に通うことができる「通いの場」などの
充実や「通いの場」等におけるかかりつけ医・保健師・管理栄養士などの専門職による健康相
談などの認知症予防に資する可能性のある活動の推進

③医療・ケア・
介護サービス・
介護者への支援

・医療・ケア・介護サービス
→認知症地域推進員の活動の推進
→認知症初期集中支援チームの活動の推進

・認知症の特性を踏まえた介護サービスの提供・確保
・介護者などへの支援
→認知症カフェを活用した取組、家族教室や家族同士のピア活動

④認知症バリアフ
リーの推進・
若年性認知症の
かたへの支援・
社会参加支援

・認知症バリアフリーの推進
→見守り・SOSOネットワークの構築

・チームオレンジの構築
・成年後見制度利用促進法や成年後見制度利用促進基本計画にもとづく権利擁護の取組の推進、
市民後見人の育成・活用、支援組織の体制整備

・若年性認知症のかたへの支援・社会参加支援



令和3年度認知症地域支援推進員具体的活動報告

標題 佐用町認知症家族の会：ひまわり

平成２７年３月より月１回開始

対象者：認知症と思われる人やその家族

内 容：①介護者同士の近状報告、困りごと、工夫している事について

②認知症介護の経験者からの体験談やアドバイス

③認知症の最新の情報や利用できる制度などの紹介

➃フリートーク

※茶話会は

新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止中

場 所：祐あいホーム上月 福祉交流センター



※5月８月９月は新型コロナウイルス感染症の影響により実施していません。

令和３年度 会の実施状況
参加者 内容（テーマ）

４月 ５名 ・R３年度の家族会について
５月 -
６月 ９名 ・緊急事態宣言中の過ごし方

・新薬（アデュカヌマブ）について
７月 ４名 ・緊急時の備えについて
８月 -
９月 -
１０月 ５名 ・介護用品の選び方（経験談）

・介護マーク
１１月 ７名 ・管理栄養士による栄養相談
１２月 ５名 ・オレンジカフェについて

・来年度の家族会について
１月 ９名 ・介護保険制度

（申請のタイミングについて）
２月 ９名 ・福祉用具貸与事業所による説明

（介護保険制度、サービス等）
・広報誌９月号「ささゆり」について

３月 ７名 ・福祉用具貸与事業所による説明
（GPS商品の紹介iTSUMOについて）
・新型コロナウイルス感染症について



• 最後に・・・

参加者が希望するニーズの高い、テーマについて情報提供していきたい。

多くの方に認知症家族の会を知ってもらい、必要な方に参加してもらえるよう、

認知症地域支援推進員として周知・活動を続けていきたいです。

【R3年度の実績】
・回数：9回
・参加者：延べ数60人（会員10組）
１回毎に会で話し合った事や意見についてまとめたものを作成
①休んでいる会員へ郵送②次回、参加者にフィードバック
（認知症についての情報提供のため）

【周知方法】
・ケアマネ連絡会
・民生委員会
・広報
・防災行政無線での放送 等

【課題】
・新規参加者が少ない。
・「新しい人も来てほしいなぁ」という参加者の発言。



令和３年度
豊岡市 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 ：認知症施策担当
（１）普及啓発・本人発信支援

（２）予防

（３）早期発見・早期対応

（４）医療・ケア・介護サービス・介護者への支援

（５）認知症バリアフリーの推進・若年性認知症の人への支援・社会

参加支援

報告者氏名:豊岡市役所高年介護課 林恭子、山田晃子

令和3年度 認知症地域支援推進員活動報告書（記載様式）



豊岡市 認知症施策全体図



【豊岡市】R3年度認知症地域支援推進員具体的活動報告

コロナ禍に対応した取組や対応

１．身近な場における認知症理解の普及・啓発

【目的】認知症の正しい知識と予防につ
いて学び、普段の活動や社会参加などを
通じて活動的に楽しく過ごすことが予防に
つながることを認識し、高齢者自身が取
り組むきっかけづくりとなり、市民が認知症
になっても自分らしく安心して暮らせるま
ちづくりについて考える機会とする。

【経過】
平成23年度から認知症フォーラム開催
令和2年度は認知症フォーラムを収録し動画配信・
DVD貸出を行った。
令和3年度に認知症理解の普及・啓発DVDを作成。

【結果】
・DVDの貸出を行い、より多くの市民に視聴してもら
う形への変更を行った。
・地区での集まりが再開されたときに地区の会館で視
聴してもらうようにR４年度貸し出しに向けて周知し
たい。

【工夫した点】
・参集型フォーラム開催をしていたが、新
型コロナウイルスのため、開催が難しくなっ
た。
・認知症に関する普及啓発の貴重な機
会をなくしたくない、どんな形なら開催でき
るか検討

認知症に関する普及啓発DVDを作成
し、貸出で地域でも見てもらうことができな
いか。



【豊岡市】R3年度認知症地域支援推進員具体的活動報告

コロナ禍に対応した取組や対応

２．認知症キャラバンメイトの活動支援（キャラバンメイト連絡会）

【目的】認知症サポーター養成講座の講師
として活動するために、キャラバン・メイトが
認知症のある人の理解を深めることにより、
その役割を再認識し、効果的に講座運
営ができるようにする。
また、キャラバン・メイト同士の交流・情報
交換を行い、ネットワーク作りを進める。

【経緯】
毎年１回 キャラバンメイトを対象に開催
【内容】
認知症サポーター養成講座の実施状況
認知症に関する最新情報、研修会
認知症家族介護者当事者の思いの発信
情報提供など

【結果】
・参加型では、申込のなかった方からの追
加申込があり、参加者は増加した。
・講師は、市内医療機関の医師に予定
通り講演していただけた。

【工夫した点】
・新型コロナウイルス感染予防のため参集
型での開催が難しくなった。

・オンライン対応の研修にしては、どうか⁈
各申込み者に環境が整っているか確認
し案内を行った。



【豊岡市】R3年度認知症地域支援推進員具体的活動報告

コロナ禍に対応した取組や対応

３．地域見守り体制の推進（高齢者見守りネットワークの充実）
（認知症高齢者等見守り・SOSネットワークの充実）

【目的】高齢者の虐待や孤立等を防止し、
高齢者が住み慣れた地域で安心して生
き生きと暮らせる地域づくりを推進する。

【経緯】
平成23年10月から実施
【内容】
・高齢者が抱える問題に対して早期発見、早期
対応ができる体制を構築する
・地区の役員や民生委員児童委員等との連携
や情報の共有を行う
・生活関連事業者等による見守りにより、地域
全体で支え合う取り組みをすすめる
・異変に気づいたときに、地域包括支援センター
等へ情報伝達される仕組みの構築

【結果】
公共交通機関への見守り体制を構築することに
つながった。

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）
認知症地域支援推進員として、個別事例の支援を通じてつながるネットワークや、日々の活動の積み重ねによ
る人（関係機関）との信頼関係が大切だと感じる。合わせて、認知症の正しい理解を地域へ普及させていくこと
もすすめて行きたい。

【協力事業所】
315事業所

（郵便局、介護保険事業所、
医療機関、清掃業者等）

【工夫した点】
・個別ケア会議の事例から、公共交通機
関（バスやタクシー、駅）へ見守り体制の
協力依頼を行った。
・顔の見える関係となるよう、担当者が出
向いて依頼した。



令和3年度
【養父市】認知症地域支援推進員活動報告

【養父市】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 認知症地域支援推進員の役割

・認知症当事者、家族等に対する適切な支援の検討及び関係機関との

連携、調整等の支援

・認知症当事者、家族等を支援する社会資源の情報の収集及び提供

・認知症当事者及び家族等への支援を行う関係者に対する研修会、交流
会等の実施

・認知症に関する正しい知識、理解の普及啓発

(CATVを利用した情報発信の実施）

・認知症ケアネットの活用推進

・認知症支援ネットワーク会議の運営

・地域ケア推進会議への提言

報告者氏名：森田隆一

令和3年度 認知症地域支援推進員活動報告書（記載様式）



【養父市】認知症施策全体図

Ⅰ 知識の普及啓発の推進と活動支援
・認知症サポーター養成講座（市民、小中学校、看護学校等）

・出前講座（市民）

・生活支援サポーターの養成、修了生へのフォロー研修

・映画の上映（認知症カフェ連絡会主催事業の後援）

・CATVを利用した啓発番組の作成

Ⅱ 認知症の容態に応じた適時・適切な医療、介護等
の提供

・認知症ケアネット（支援者版、当事者版）の活用

・認知症初期集中支援事業

（チーム員会議、認知症初期集中支援チーム検討委員会の開催）

・医師会とケアマネジャーとの懇談会、ワーキング会議

・主任ケアマネジャー事例検討会

・認知症支援ネットワーク会議



【養父市】認知症施策全体図

Ⅲ 認知症当事者及び家族等の支援
・介護者の集い 認知症カフェの周知と活動支援

・認知症デイサービス支援事業

・生活機能向上サービス事業所支援事業

・認知症高齢者等の見守り・SOSネットワーク及び個人賠償
責任保険事業

・養父市タクシー等利用料助成事業、高齢者等優待乗車証
交付事業

・高齢者運転免許証自主返納支援補助制度

Ⅳ 地域づくりの推進
・地域の資源の「見える化」を行い、社会参加を推進する

・地域ケア推進会議、自立支援型地域ケア個別会議

・高齢者及び障害者虐待防止ネットワーク会議

・生活支援コーディネーター連絡会議



【養父市】 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<9> コロナ禍に対応した取組や活動

【目的】
毎年、ホールで「認知症フォーラム」を開催しているが、新型コロナウィ
ルスの感染拡大防止のため実施できなくなった。新しい生活様式の中で認
知症事業を実施していくため、令和2年度にケーブルテレビを活用した市民
向けの認知症啓発番組を作成した。今年度も引き続き、 YouTubeで配信し
ている。令和3年度は、広く市民に認知症への関心や理解を深める機会として、
映画上映会を開催した。

【番組内容】
●認知症に早く気付くために

養父市の認知症施策（市職員）
認知症の早期発見のポイントと早期受診のメリット（医師）
薬剤師が関わる認知症ケア 在宅訪問と支援チーム（薬剤師）
ディスカッション「認知症に早く気づき、地域で安心して暮らすために」

●寸劇 認知症の初期のサインを」知ろう

【認知症啓発映画上映会】「ばぁばは、だいじょうぶ」



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感染拡大から２年がすぎ、新しい生活様式にもなじんでき
ましたが、やはり認知機能の維持には、社会参加（人との交流）が大きいことを再
確認しています。地域の見守りや蜜を避けながらの集いなどコロナ過でもできるこ
とを考えながら、認知症の人も住みやすい地域づくりを行っていきたいと思います

 

 

 

■司会  

■番組内容 

「養父市の認知症施策」                    

「認知症の早期発見のポイントと早期診療のメリット」 

「薬剤師が携わる認知症ケア 在宅訪問と支援チーム」

 「認知症に早く気づき、地域で安心して暮らすために」

■参加者 高齢者相談センターようか 主任介護支援専門員  

認知症の人と家族の会兵庫県支部 世話人     

YouTube（ユーチューブ）トップ画面で 

養父市 認知症      と検索！ 

 

 

 

  

～認知症の小さなサインに気づくのはあなたです～ 

養父市地域包括支援センター ☎０７９－６６２－７６０３ 

 

認知症は早期発見、早期治療が

大切です。 

この寸劇では、普段の生活の中で

気づきやすい認知症の小さなサイ

ンについて紹介します。 

 

【工夫したことや効果】
• 市の施策や認知症に早く気づくメリット等わかりやすく伝えることができた
• ケーブルテレビが視聴できななかった方や、見逃した方への対応として

YouTubeにアップした。
・認知症啓発映画上映会を開催することで、認知症について正しく理解するこ
とが必要であることを広く市民が学びを深める機会となった。



令和３年度
朝来市 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： ３名

２ 認知症地域支援推進員の役割

・認知症施策の組み立て

・認知症に関する地域ケア会議「脳耕会」の運営

・認知症高齢者等SOSネットワークの運営と推進

・認知症ケアパスの活用と推進

・認知症初期集中支援チームの運営と連携

・介護者支援として認知症カフェの支援

・認知症キャラバン活動の運営と支援

・認知症疾患医療センターや認知症相談センターとの連携の強化

・若年性認知症の人と家族の支援と検討

報告者氏名: 小畑知見

令和3年度 認知症地域支援推進員活動報告書（記載様式）



朝来市 認知症施策全体図

●認知症予防活動支援の充実
あさごいきいき百歳体操（86か所）

脳若返り体操（地区自主運営）

もの忘れ相談

●認知症医療ケア、介護サービス介護者支援
認知症初期集中支援チーム（概ね１回／月）

（認知症初期集中検討委員会）

認知症疾患医療センターとの連携強化

認知症高齢者等SOSネットワーク
朝来安心見守りネットワーク（約99事業所）

認知症カフェの充実
向こう3軒両隣会議(個別支援会議）（38回／年）

●認知症バリアフリーの推進
認知症相談の身近な窓口の周知
認知症サポーター養成講座 (約174名）

キッズサポーター養成講座（概ね4校／年）

認知症キャラバン・メイト連絡会
認知症チームオレンジの活動等の整備

●若年性認知症の人への支援の検討
若年性認知症の人のニーズ把握と仕組みの検討

●認知症施策全般の検討と推進 脳耕会



65～69歳

14%

70～74歳

18%

75～79歳

7%

80～84歳

18%

85歳以上

43%

対象者数（R1～R2)

初期集中支援事業からの課題

65歳から74歳の若年の対象者が
全体の３０％を占める

年 齢 概 要

Aさん 77歳 MCIレベルであった

Bさん 71歳
受診が中断になっていた人
再受診する

Cさん 65歳 豊岡病院へ受診がつながる

もの忘れ相談の実績
（R2)

今年度の対象者は若年傾向であった

◎若年であり、本人の病気の受容が困難であるため、
つなぐサービスがなく、本人のニーズが解決

できない

◎当事業から医療につながるがその後の社会資源が

ない

令和3年度認知症地域支援推進員具体的活動報告

朝来市における若年性認知症の人および家族への支援と体制整備

市では初期集中支援事業やもの忘れ相談等に若年層の認知症者のケースが増えてきているが、つなぐ
社会資源がないことが課題となっていた。



令和3年度認知症地域支援推進員具体的活動報告

脳耕会（認知症施策を考える会）の課題

若年性認知症の人は病気の診断から介護保険を利用するまでの空白の期間の過ごし方が

重要である。就業や通い場の利用、役割づくりなどの取り組みを推進する必要がある。

＊委員：但陽信用金庫行員、認知症相談センター相談員、

認知症疾患医療センター相談員、保健所保健師

①就業について 市内障害者就労継続施設B型へ若年性認知症者の受け入
れについてアンケートを実施した。(2施設が受け入れ
可能）それを受けて障害者施設が認知症サポーター養
成講座を受講された。

②役割づくりについて 但陽信用金庫の行員を委員に参集。課題を共有する
なかで、行内で若年性認知症者が支援者とともにで
きる軽作業を提案いただく。
（官民の連携事業の展開について期待）

③集いの場について 若年性認知症者の事例検討を行う。委員から新たな
社会資源として若年性認知症当事者の会や同じ立場
の家族同士が相談できる集いの場の提供について検
討する。



令和3年度認知症地域支援推進員具体的活動報告

同じような立場の人と
話をしてみたいなぁ。

当事者の妻

たった一人のニーズを、同じ立場の家族や当事者へ結びつけ、
定休日の喫茶店（障害者施設）で会を開催。

人と話すのは苦
手やわ。少人数
やったら行って
みたいけど・・

ね
人なかは苦手
やけど、今日は
大丈夫でした。

楽しかった。スト
レスが発散できた。
また来るで。

参加した当事者

すぐ忘れてしまうで
困っとるんや。ほかの人は
どうしとんなるんやろう。
同じ病気の人と
話してみたいなあ。

今度は主人
(当事者）を
連れてくるわ。

最後に・・・

市では軽度認知症者や若年性認知症者の、病気の診断から介護保険サービスを利用するまでの空白の期間の過ごし方を課題
とし、検討しています。若年性認知症と診断された方への訪問を続け、「同じ立場の人と話してみたい」という家族のニーズから、当
事者、家族を結びつけました。今後は、不定期に集いを開催をする一方で、新たなニーズである、当事者の会への開催に向けても
検討し開催する予定です。
この会が本人や家族の居場所、役割づくりにつながっていくよう施策展開していきたいです。

③若年性認知症者、家族の集いの場について



令和３年度
香美町 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： 8名

２ 認知症地域支援推進員の役割

報告者氏名:大西 珠代

令和3年度 認知症地域支援推進員活動報告書（記載様式）

・認知症ネットワーク会議の運営
・医療（認知症疾患医療センター・かかりつけ医等）機関との連携
・認知症初期集中支援チームにおける他職種間連携・調整
・ケアマネ支援（認知症のアセスメント力の向上・課題整理等の助言・提案）

医療・介護等との連携

・香美町オレンジロード（ケアパス）の普及活動
・認知症カフェでの本人支援・相談できる場の確保
・らく楽介護教室の企画・運営（認知症に関する介護負担の軽減のための教室）

本人・介護者支援

・認知症初期集中支援チームの企画・調整
・もの忘れ相談日の実施
・にこにこかえるネットワーク（SOSネット）活用による、地域連携の強化推進

相談支援・支援体制整備



認知症地域
支援体制の強化

繋がりを生かしたサービスや
活動を町民ができる

認知症の人と家族が支援する資源が
繋がり、連携した地域資源ができる

地域住民が正しく認知症を理解し
見守り・支える人が増える

認知症予防・
早期発見の推進

認知症医療
体制の充実

認知症支援・
ケア人材の育成

安心・安全への支援

・にこにこかえるネットワーク
・にこにこ香美ネットワーク

早期からの相談支援体制づくり

・もの忘れ相談日（月１回）
・個別訪問によるもの忘れ相談

認知症介護者支援

・介護者のつどい
・認知症介護教室の開催
・認知症カフェ

キャラバンメイトと
認知症サポーターの養成

・キャラバンメイトの活動支援
・認知症サポーターの養成

広報・行政放送・
イベント等での啓発活動

・広報・いきいき通信
・出前講座・講演会

認知症予防と生きがいづくり

・介護予防教室
・元気体操サークルの普及

医療と介護、地域との連携

・認知症施策ネットワーク会議
・認知症初期集中支援事業
・かかりつけ医・認知症疾患医療
センターとの連携

認知症ケア従事者
スキルアップ研修

・４DASの実施

【香美町】認知症施策全体図



▶香美町認知症施策ネットワーク会議において、認知症サポーターの活躍の場
（チームオレンジ）について、検討→３パターンのチーム

令和3年度認知症地域支援推進員具体的活動報告

標題
認知症サポーター養成後の具体的活動支援（チームオレンジに向けた取り組み）

①登録チーム
認知症サポーター養成講座受講後

⇒チームオレンジに手上げ式で登録
⇒ケアマネ連絡会で受講地区とチームオレンジ登録者数を情報提供
⇒ニーズがあれば包括がマッチングを行う

②サークルチーム
趣味団体（琴や短歌、絵手紙サークル）の方にステップアップ研修を受講して

もらい、施設に訪問してもらう。

★③ご近所サポートチーム
認知症の方に関わっている近所の支援者に、本人の状態を理解してもらい（で

きること、できないこと）や適切な支援について学び、今後も引き続き支援をし
てもらう。

＜課題＞
①②はコロナ禍でサ
ポーター養成講座開
催や施設訪問が困難。



★③ご近所サポートチーム活動の概要
取り組み内容

●認知症で声掛けや見守り支援が必要な方に対し、すでに

支援してくださっている支援者を対象に認知症サポーター

ステップアップ研修を受けていただく。

●認知症の方のできることや苦手な部分を説明し、その方

にあった支援の提供ができるよう協力を求める。

取り組み実施主体
認知症サポーター、近所の支援者、友人、民生委員等

連携機関
但馬長寿の郷、ケアマネジャー、認知症初期集中支援チー

ム員、生活支援コーディネーター等



③ご近所サポートチームの活動【事例 A様】
事例概要 80歳、女性、独居、要支援１

夫の介護をしていたが、３年前に夫が他界。
その後、徐々に物忘れ症状が進行し、服薬管理、食事管理に支障が出ている。
デイサービスも拒否しサービスにつながらない。

家族の状況 町内に娘夫婦在住。現状把握されているが、そこまで手厚い支援はされていない。
買い物支援のみ（主に鍋の材料）。実娘の訪問は少なく、娘婿が様子を見に来てくれ本人も婿
を信頼している。

近所の状況 近所の友人２～３名が気にかけ、訪問や電話等で安否確認をしてくれている。
服薬の声掛け、冷蔵庫内の整理、差し入れ、地区行事の声掛けを行っていた。
⇒R3.10月、認知症サポーター養成講座を受講時、A様の対応について、相談あり。（友人：B
様、C様）

課題 ・A様はできていないことに対して周りの人に迷惑をかけていると謝られることが多い。
・周囲の方の発言に傷つき、食欲不振による体重減少がみられることもあった。

⇒本人の気持ちに沿った支援が必要

【活動内容】１）A様の認知機能評価 ２）友人へ具体的な支援方法の伝達
（ステップアップ研修）

担当ケアマネ

セラピスト

C様

B様

＜評価内容＞

１．アセスメント票を活用し、

「できること」と

「苦手なこと」を明確にする。

２．本人の生活における困り

感の把握

３．趣味や楽しみの把握

担当ケ
アマネ

セラピスト

A様



スッテップアップ研修内容（B様・C様へ説明）

①現状把握
（最近のA様の様子）

●１２月末ごろ、夜間や早朝に電話があり、一日になんども連絡が来ること
があった。

●冬季は娘婿の仕事の関係でA様宅が通勤途中のため、A様宅に寄ることが増え、
B様、C様への電話も減ってきている。

●B様がA様の娘とトラブルになり、気分を害したB様はA様の２日/回の訪問を
１週間/回に減らしているとのこと

●デイサービスの日には、B様が朝６時ごろA様宅に行き、声をかけている。
●C様はA様から電話がかかってきたら、質問に答えている。特に行政放送の後、
「地区行事があるか？」と何度も聞いてくる。

②A様の状態説明 ●アセスメントから、記憶障害はあるが記憶を呼び起こす能力はあり、繰り返す
ことで記憶に残る。軽度の記憶障害。

●日にちや曜日の感覚が低下しているので、予定の管理は不安を抱きやすい。
前もって教えてあげると安心につながる。冷蔵庫内の整理も難しいが、一緒
に見て「これどうする？」と尋ねながら整理する。

●訪問当日もB様が声をかけてくれ、デイサービスの準備を自分で行い、送迎車
を待っていた。

③A様の気持ちの
代弁

●A様はB様、C様のことが頼り。迷惑をかけていること申し訳なく思っている。
今日もそのおかげでデイサービスに行けた。

●自分が物忘れをしていて、周囲が自分のことを「変」と思っているのではな
いかを感じ、サロン等参加しづらいことがあるかもしれない。

●言葉の理解力が低下しているので、ゆっくりであれば理解しやすい。

活動内容
２）ステップアップ研修（B様：友人宅にて）



研修終了後の反応
B様 ●こんな具体的な説明初めて聞いた。

●娘さんとトラブルになり腹がたったけど、放っておくこともできないし、

また行きます。

●サロンでA様のことを指摘する人がいて、その時はA様はすごく落ち込んでいた。

私もつらかった。私らが傍にいるから大丈夫！とまた誘います。

C様 ●Aさんとは同級生、気になるので認知症サポーター養成講座の時に相談してみた。

本人の状況もわかりました。

●最近のＡ様は「デイサービスのごはんが美味しい」「お弁当のごはんがおいしい」な

ど喜んでいる。以前より元気になった。薬も飲んでいなかった時もあったが、

今は声掛けをすると「頭が馬鹿にならないように飲んだよ」と話している。

A様の気持ちに沿った支援に向けて理解が深まった



活動に取り組んで見えてきた効果・課題
効果 ●「できること」と「できないこと」を明確にすることで、本人に沿った適切な

支援につなぐことができる（「できること」を奪わない）

●支援する側も、本人の能力を知ることで、安心して支援しやすい

●本人の気持ちを代弁することで、今までのB様、C様への感謝の気持ちが伝わる

●家族も含めて、本人支援の役割分担ができる

●ヘルパー等総合事業費の削減

●ケアマネと地域支援者の連携強化

課題 ●個人情報の管理

●B様とC様がA様に限らず、今後も活動できるような体制づくり

●研修後の活動評価方法

•最後に・・・
• 地域からの認知症高齢者の相談時、本人の認知機能は軽度で見守りや声掛けでまだ在宅生
活可能な方に多く出会う。ご本人は頼りにしているだけなのに、近所の方に負担がかかって
しまい、疲弊し関係性が悪化していくケースもあるが、個別ケースに応じたチームオレンジ
をつくり一人に負担がかからない支援体制の構築や、本人の意向に沿った支援を早期に作る
ことで、認知症の悪化や在宅生活の継続につながるのではないか。

• 互助の強化を行い、住民同士の支援体制が整うよう、今後もケースを通して町全体にチー
ムオレンジの活動を広めていきたい。



令和3年度
【新温泉町】認知症地域支援推進員活動報告

 【新温泉町】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： 3 名

 2 認知症地域支援推進員の役割

 （1）認知症の理解を深めるための普及・啓発
 ア 認知症サポーター養成講座の実施(警察署員等)

 イ 認知症講演会の実施

 ウ いきいき百歳体操にて認知症講座の開催

 エ 地域での認知症について出前講座の開催

 （２）認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護等提供
 ア 認知症ケアパス(認知症支援ガイドブック)の普及

 イ 在宅医療・介護連携推進事業の実施

 ウ 但馬圏域・鳥取県東部圏域退院支援ガイドラインの活用

 （３）認知症の人や介護者支援
 ア オレンジカフェのPRと運営

 イ 立ち上がったオレンジカフェの協働を推進するため、カフェ連絡会の開催

 （４）認知症の人を含む地域づくり推進
 ア 高齢者見守り事業所の拡大(登録事業所を増やす)

 イ 社会福祉協議会などと連携した地域づくりの推進

 ウ 認知症高齢者等見守りＳＯＳネットワークの推進

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： 新温泉町地域包括支援センター 稲葉政人



【新温泉町】認知症施策全体図

①予防の推進
(早期発見・
早期対応）

②医療体制の
強化・充実

③地域支援

④人材育成

⑤若年性認知
症対策

・認知症初期集中支援チーム員会議の運営(平成29年度より)

・地域への出前講座による啓発活動(認知症の知識・認知症予防体操など)    

・認知症サポーター養成講座の実施

・認知症地域支援推進員を設置し、関係機関との連携に努める

・認知症ケアパスの作成と、随時見直しの実施

・「認知症対策会議」を地域ケア会議に位置づけ、意見を町施策へ反映

・認知症の疑いのある方の主治医連絡、相談の徹底。専門医療機関への紹介

・認知症カフェを圏域ごとに設置し、本人や家族が集い、繋がる場所を作る

・認知症高齢者等見守り・SOSネットワークの構築

・いきいき百歳体操の推進による、住民同士の支えあい・見守り体制づくり

・兵庫県が開催する認知症対応力向上研修について、引き続き病院や介護保険施設等へ

の情報提供

・地域ケア会議を継続的に開催し、介護支援専門員、介護事業所、地域包括支援センタ

ー等、多職種での検討をする中で、ケアマネジメント力の向上や更なる質の高いケア

人材の育成

・「若年性認知症支援ハンドブック」の活用

・「認知症の相談窓口」を地域包括支援センターに設置し、地域住民等に啓発

・「オレンジカフェ」の積極的なPR



【新温泉町】R3年度認知症地域支援推進員具体的活動報告
コロナ禍に対応した取組や活動

１ 認知症講演会の実施

【目的】

町民が認知症になっても自分らしく安心して暮

らせるまちづくりについて考える機会とする。

【工夫した点】

検温・アルコール消毒・常時換気の徹底・間隔

をあけての座席・参加者の連絡先の確認等、

基本的な感染対策を徹底することで参集型の講演

会を実施することができた。

【結果】
・約８０名参加いただいた。

・参加者アンケートでは「認知症を少し理解でき

たように思います。本人が困っていなかったら

誰が困っているかを判断し、寄り添いたいと思

います。」といった肯定的な意見が多数であった。



【新温泉町】R3年度認知症地域支援推進員具体的活動報告
コロナ禍に対応した取組や活動

２ コロナ禍でのオレンジカフェの取組

令和3年度は、コロナウイルスの流行の状況に合わせながらの開

催となりました。緊急事態宣言等も踏まえ、町内3つのオレンジカ

フェ内で情報共有し、感染対策を実施しながらできる限りの開催を

目指した。

●令和3年度開催状況

集い名 開催日 開催場所 対象者 内容 参加費 圏域

オレンジカフェ
「ひとやすみ」

毎月第3木曜日
13：30-

15：30

サンシーホール浜坂
(新温泉町浜坂1903-

1)

認知症の人
とその家族
地域の方

情報交換
意見交換
自由な会話

100円
(茶菓子代)

浜坂地域

オレンジカフェ
「ほっこり茶屋」

毎月第4火曜日
13：30-

15：00

ほっこり庵
(新温泉町湯894番地)

認知症の人
とその家族
地域の方

情報交換
意見交換
自由な会話

100円
(茶菓子代)

温泉地域

認知症＆予防カフェ
うたお茶カフェ
「のどか」

毎月第1水曜日
13：30-

15：00

特別養護老人ホーム
ゆむら
(新温泉町歌長字熊田
600番地)

認知症の人
とその家族
地域の方

情報交換
意見交換
自由な会話

100円
(茶菓子代)

温泉地域



●オレンジカフェ連絡会での情報交換

それぞれのオレンジカフェが実施に向けて検討している感染予防対策につい
て意見を出し合った。下記の項目については共通で対策を徹底していくこと
を確認。

①アクリル板の設置

②アルコール消毒の徹底

③換気の徹底(常時)

④テーブルの配置に配慮し、対面に座らないように工夫

⑤茶菓子を小分けし接触を最低限に控える

⑥名簿による連絡先確認の徹底

※マスクの着用はできる限り推奨。耳の遠い方もおられるため強制はできな

いので、距離を取ることや体調確認(症状の有無)をしっかり行う。

◇新型コロナウイルス対策「通いの場」の活動を行う上で注意すべき

ポイントを運営の参考にしていくことを3カフェで共有。チラシを配布。

◇下半期にも連絡会を開催し、感染予防対策を含めた実施状況を情報

共有を行った。



●各オレンジカフェでのそれぞれの取組

◇アクリル板の設置、換気等、感染対策を徹底すること

でほぼ休止することなく実施できたカフェもあった。

◇送迎付きのカフェでは参加人数を半分に減らして対応。

◇会話が聞き取りづらい方には、スタッフが間に入ること

で、できるだけマスクを着用したまま話せるように工夫

した。

●最後に・・・
新型コロナウイルスの感染拡大から約２年半経過し、感染予防策を講じた

新たな生活スタイルが 浸透しつつあります。

直接的な交流はまだまだ制限がかかる状況ではありますが、認知機能の

維持のためには人と人の交流が必要不可欠であることを再認識しています。

今後もカフェ、いきいき百歳体操等、今、町にある資源を活用しながら、

新たな資源が創出できるように常にアンテナを張りながら事業に取り組み

たいと思います。



令和３年度
丹波篠山市 認知症地域支援推員活動報告

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：7名

２ 認知症地域支援推進員の役割

◇認知症施策を計画立案する

◇地域包括支援センターと共に認知症施策を推進する

◇認知症に関する相談対応

◇早期発見・対応により、適切な医療・介護が受けられるよう支援する

◇認知症の正しい知識の普及・啓発

◇当事者目線で施策や支援を考える

◇医療・介護に携わる人の「認知症」の理解を促進する

◇認知症の人や高齢者にやさしい地域づくり

報告者：西山 美恵・寺本 秀代



【丹波篠山市】認知症施策全体図



丹波篠山市におけるアルツハイマー月間の一斉啓発の
取り組み

「認知症と共に笑顔で暮らすまちに！」をテーマに、様々な場所で普及啓発を実施。

より多くの人が認知症について関心をもち、考える契機づくりとなるよう展開。

１．郵便局、金融機関、理美容店等の市内の民間事業所と連携し、オレンジ色の装飾を施したポスターの

掲示とチラシの配置

言葉ひとつひとつ
こだわって作成！



２．市役所庁舎をオレンジ色にライトアップ（9/21～9/28）

庁舎内の展示

３．図書館にてパネルや認知症に関する図書の展示



４．広報誌に認知症の基礎知識と「気づきのための ５、まるいのTV、有線放送にて啓発事業の取り組
みを
チェックシート」を掲載し、認知症の早期発見・ ＰＲ
対応について周知



一斉啓発事業を振り返って

（効果）

• コロナにより、認知症サポーター養成講座の開催回数も減り、講座・研修による普及啓発が実施できなくなったため、令和３年度

からコロナ禍でも実施可能な、９月のアルツハイマーデーに合わせた一斉啓発を開始。民間事業所と連携して取り組むことで、

行政だけでは周知しきれないより多くの人達への働きかけが可能となり、認知症に関心の無い人達へのアプローチが出来た。

また、そこで働く人達への周知にもなった。

• マメに見守り隊（高齢者・障がい者等見守りネットワーク）を含めた民間事業所や福祉事業所、介護者、キャラバン・メイトなど多

くの人達を巻き込み、行政と一体となって進めることで全体的な底上げが出来、認知症施策の推進につながった。

（課題と方向性）

• 今回、多くの人の目に留まるようポスター掲示の方法を工夫し、チラシの内容は介護者も含めて協議して作成した。しかし、広く

浅い周知方法のためどこまでメッセージが伝わるのか、何を伝えたいのかを吟味して進める必要がある。

• 次年度は、これまでサポーター養成講座の開催が少ない高校生に啓発事業に協力してもらい、それを契機に認知症サポーター

養成講座の受講につなげ、高校生への認知症の理解を深めて行く。

• 毎年9月を認知症に関する一斉啓発事業の月間として定着させ、毎年バージョンアップさせながら普及啓発し、住み慣れた地域

で自分らしく誰もが笑顔で暮らせるまちづくりを目指していく。



令和３年度
【丹波市】 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： 5 名

２ 認知症地域支援推進員の役割

・普及啓発

・定期相談（認知症疾患医療センターとの連携）

・認知症介護者支援（認知症疾患医療センターとの連携）

・認知症疾患医療センターと包括との連絡会

・認知症初期集中支援事業（実務者会議）の実施

・認知症ケアネット印刷・配布（医師会、歯科医師会、薬剤師会、民生委員協議会、介護サービス事業所など）

・キャラバンメイト連絡会開催・企画・運営（ワーキング部会開催）

・認知症サポーター養成講座実施（普及啓発DVD活用）

・医療機関との意見交換会の実施

・若年性認知症勉強会開催（障がい福祉課との連携）

・関係機関との連携（警察、駐在所との連携）

・早期発見SOSシステムの拡大（QRコード、メール配信、防災無線の活用など）

・世界アルツハイマーデイ・月間普及活動

・認知症カフェ連絡会開催

報告者氏名:西部地域包括支援センター：中村奈央美
南部地域包括支援センター：山本悠子・東部地域包括支援センター：大久保真理

介護保険課：荻野幸紀・松本佐緒里

令和3年度 認知症地域支援推進員活動報告書（記載様式）

・認知症予防・早期発見・早期対応への取り組み



【丹波市】 認知症施策全体図

•丹波市の認知症施策の体系図

（丹波市第8期介護保険事業計画より）
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令和3年度認知症地域支援推進員具体的活動報告

認知症予防・早期発見・早期対応への取り組み
（令和3年度県主催の研修にて実践報告済）

「認知症予防・健康寿命延伸のための
長期縦断共同研究事業」

１．実施主体：神戸大学・丹波市・兵庫県（3者協働）
２．実施期間：平成３１年４月～令和４年３月（３年間）
３．概 要：認知機能や健康寿命延伸に関わる調査を実施。結果を分析し、
認知症予防に有効なプログラムの開発を図ることで、丹波市⺠の認知症発
症を予防し、健康寿命の延伸に寄与する。
４．対 象：65 歳以上の高齢者で、特定健診・後期高齢者健診を受診し、
下記「調査票」に回答した者
５．事業内容
（１）集団健診時、DAＳC-21 (認知症評価指標）を取り入れた「健康調

査及び質問調査」の実施、及び評価分析
（２）（１）で「中等度以上の認知症の可能性あり」と判定された者に対
し、訪問にて早期受診勧奨、及び状況の確認を実施。

（３）（１）で、「認知症の可能性」、「軽度認知症の可能性あり」と
判定された者に、認知症予防プログラムを取り入れた認知症予防教室
（「動楽教室」）の参加勧奨を行い、教室を実施。



http://www.city.tamba.hyogo.jp/ Copyright©2012 TAMBA City All Rights Reserved.

１．動楽教室
（1）プログラム内容
① 回数：週1回（金曜） ×全40回
② 形態：通所型の健康教室（市内1会場）
③ 実施メニュー
＊教室開始前にバイタル測定を実施
・ストレッチング
・筋力トレーニング
・二重課題

④ 時間：70分間程度
⑤ 定員：30～40名

【バイタル記入用手帳（表紙）】

（２）従事スタッフ
① 指導・運営：理学療法士・作業療法士
２～3人/１回（神戸大学大学院所属）

② バイタル等測定・教室運営補助：
・雇いあげ保健師 1名
・丹波市健康課所属保健師 1名

（３）教室評価：教室の初日開始前及び修了
後に認知機能・運動機能評価を実施



教室の効果、参加者の様子等

●第1期・2期を通じての参加者の様子、変化等（一部）

・血圧高値の方が、毎回の測定で受診を決意、服薬に繋がった。また、
血圧高値を放置していた方が、値を気にするようになった。

・教室に参加された方同士が仲良くなり、お互い励まし合ったり、SNS
のアドレスを交換したりして教室の継続参加を促した。

・課題が上手にこなせない方に、他の方がさりげなくヒントを与えて支
援する様子がよく見られた。

・（第1期の参加者）修了者は押しなべて、
「参加して良かった」、「週1回の教室が楽しみだった」という感想。
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２．訪問事業

【実施体制】
（1） 従事者：各地域につき2名（全6地域）
① 健康部門保健師 1名
② 介護保険部門保健師 1名
※介護保険部門保健師の同行：必要時、円滑に一般介護予防事業や認知

症総合支援事業へつなげることが目的

（２） 持参物品
① 対象者個人宛アンケート結果票
※ 中等度認知症判定者以外は郵送で回答者に送付

② 相談機関等一覧、「動楽教室」（第2期のみ）
案内チラシ

③ その他必要に応じたチラシ、案内等



• 最後に・・・

認知症は他人事と思っている人が多く、今後も認知症の正しい理解の推進を継続
していきます。世界アルツハイマーデー・月間や市民健康講座等の場を活かして、広
く認知症理解を深めていきます。そして個別の相談に真摯に向き合い当事者の声に
耳を傾けやりたいことなどを実現できるよう一緒に考えて取り組んでいきます。

また、認知症サポーター養成講座修了者の活躍の場を検討し、認知症の人ととも
に活動する人材を増やし住み慣れた地域で少しでも長く暮らし続けられるまちを目
指していきたいと思っています。

令和３年度を振り返って

キャラバンメイト連絡会での勉強会

世界アルツハイマーデーでの
啓発活動



令和３年度
【洲本市】 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：3名

２ 認知症地域支援推進員の役割

報告者氏名 : 岡田 香苗・原 雅子・坂口 眞智子

令和3年度 認知症地域支援推進員活動報告書（記載様式）

本人家族 ・認知症の相談窓口の普及・啓発
支援 ・認知症をささえる家族の会・家族介護者への支援

・若年性認知症相談支援、本人ﾐｰﾃｲﾝｸﾞ
・認知症高齢者等の見守り・SOSネットワークの周知、啓
発、登録の推進

認知症に ・認知症理解を深めるための普及啓発（広報掲載、出前
やさしい 講座、認知症サポーター養成講座等）
地域づくり ・認知症サポーター活動支援

医療・介護 ・かかりつけ医、認知症疾患医療センター、専門医との連携
との連携 ・脳いきいき相談による早期介入

・介護保険サービスの利用支援
・認知症予防健診でリスクのある人へのフォロー
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【洲本市】認知症施策全体図

医療

脳いきいき相談・かかりつけ医
認知症疾患医療センター・専門医等

見守り・家族支援

地域包括支援センター
在宅介護支援センター

社会福祉協議会・家族会・
ミニデイ・オレンジカフェ
認知症サポーター・民生委員
ＳＯＳネットワーク・警察等

介護予防

認知症予防健診
いきいき百歳体操
元気はつらつ教室

出前講座・通いの場等

介護保険制度
福祉サービス

権利擁護

後見支援・成年後見制度利用促進
虐待防止・消費者被害防止等

すもとオレンジライフサポートに沿って、認知症の状態に応じた
支援や医療・介護サービスにつながることができるようサポートしています

本人・家族

洲本市の提供する
サービス

地域支援事業
高齢者福祉サービス等

認知症初期
集中支援チーム

ケースに応じた
チームによる支援

サポート医
医療介護専門職

個別相談



令和3年度認知症地域支援推進員具体的活動報告

認知症の人にやさしい地域づくりに関する独自の取組

①早めの相談・対応ができるよう、市民の認知症に
対する理解をすすめる地域づくり

・認知症サポーター養成講座実施。
9回146人受講（令和4年3月末現在）

・認知症サポーター養成講座受講者で活動希望者
に対し、交流会を2回実施。

・認知症サポーター養成講座（市民公開講座）参加
の呼びかけ。
図書館、家族会（ごしきの会）、市役所窓口、社
会福祉協議会窓口等に設置依頼。

・世界アルツハイマー月間に合わせ、認知症関連図
書の展示コーナー設置。 令和3年9月6日～9月30日

五色図書館にて

認知症初期集中支援事業に取り組む中で見えてきた課題
①早めの相談・対応ができるよう市民の認知症に対する理解をすすめる地域づくり
②認知症の相談窓口の広報周知
③市民及び関係機関の認知症初期集中支援チームの認知度をあげる



②認知症の相談窓口の広報周知

・市HP、CATVでの文字放送、市広報での健康だよりコーナー、家族の

会たよりで広報周知

・出前講座で地域包括支援センター及び認知症の相談窓口を広報周知。

・地域包括支援センターのチラシをリニューアルし、関係機関の相談窓口に設置。

③市民及び関係機関の認知症初期集中支援チームの認知度をあげる

・在宅医療・介護連携多職種向け研修会において、「認知症の方を支える医療・介

護者の役割とは」と題し、認知症初期集中支援チームをテーマに取り上げた。

チーム員である認知症サポート医、作業療法士、認知症疾患医療センター精神保

健福祉士、主任介護支援専門員よりそれぞれの視点で報告した。

参加職種内訳：看護師・保健師、介護支援専門員、社会福祉士、作業療法士、

理学療法士、薬剤師その他（オンライン、会場参加含め約８０人参加）

早期対応と多職
種協働が大切

今後必要な人がい
たら紹介したい

初期集中支援
チームの活動を
初めて知った



課題
・令和2年度同様、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、人との交流の場
の減少、外出自粛で近隣や別居の家族、地域の関係者（民生委員、町内会
等）も接する機会の減少により早期の周り気づきからの相談が減少している。
認知症の正しい知識の普及啓発や相談窓口の広報周知に取り組んできたが、
直接出向いての機会が少なかった。

・令和３年度の初期集中支援チームで対応したケースの年齢は７５歳までの前
期高齢者が約半数を占めた。年齢が若いため、本人家族共に病気の受け入れ
が難しく、介護保険申請、地域の社会資源の活用について躊躇される方が多
い。

最後に・・・

住み慣れた地域で生活し続けることができる地域づくりのため、様々な機会
をとらえて、認知症について関心を高め、さらに認知症の正しい知識の普及
啓発に取り組んでいきたい。合わせてより早期相談、対応につながるよう相
談窓口の広報周知、認知症初期集中支援チームの認知度を上げる取り組みの
継続が必要である。



令和３年度
淡路市 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

◎医療・介護等の支援ネットワーク構築

・ケアネットの普及

・認知症の方が認知症の状態に応じて必要な医療や介護等のサービスを受けられるよう

関係機関との連絡体制の構築

◎認知症対応力向上のための支援

・病院施設等における処遇困難事例の検討及び個別支援

・チームオレンジ・認知症カフェ・家族会の支援

◎相談支援・支援体制構築

・認知症の方や家族等への相談支援

・「認知症初期集中支援チーム」との連携による、必要なサービスが認知症の人や家族に

提供されるための調整

報告者氏名:松尾靖子、馬場美穂、辻賢治、井上詩織

令和3年度 認知症地域支援推進員活動報告書（記載様式）



認知症相談センター
もの忘れ相談

初期集中
支援事業

共に歩む
ミーティング

介護者の会
家族交流事業

認知症サポーター養成、
ステップアップ講座サポーター

活動支援

地域支援事業
市民フォーラム

しゃきしゃき
100歳体操

見守り・SOS
ネットワーク事業

見守り声かけ訓練

おれんじ川柳

チームオレンジ

ひょうご認知
症サポート店

キャラバンメイト連絡会

…一般介護予防事業 …包括的支援事業 …任意事業

コグニケア

淡路市 認知症施策全体図
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令和3年度認知症地域支援推進員具体的活動報告

標題 淡路市・おれんじ川柳大会による認知症普及啓発

目的：認知症の理解促進、共生社会
の実現を目指し、より多くの世代への発
信を行うことで、認知症をより身近に感
じ、施策に関心を持つ住民が増える。

これまでの啓発は…
対象が小学生～大学生、高
齢者の集まりの場が多く、20歳
代～60歳代への啓発の機会が
少なかった。
小中学生の認サポ後のアンケー
トから、保護者の認知症への関
心が高いことが分かった。

認知症ってよく
聞くけど、病気
も施策も知らな
かった。私も勉
強しないとなあ

認知症の人も頑張ってるか
ら怒ったらあかんねんで。

もの忘れが増える
けど、みんなが声
を掛けてくれたら
安心やなあ

担当者：「時間的に余裕がない若～中年層の人にも、認知症のことを知ってほしい」

「病気や介護について考える機会を持ってほしい」

認知症についての川柳大会を企画



①募集（周知）：7月～11月

〇おれんじ川柳大会の流れ

・市広報、ホームページに掲載

・地元新聞に掲載

・各住民集会等で案内

・認知症サポーター養成講座で配布

②選考：11月～1月

③表彰：2月～3月

・共に歩む（本人）ミーティング参加者

・介護者の会、家族介護者教室参加者

・認知症カフェ参加者

・ひょうご認知症サポート店等協力事業所

・認知症初期集中支援チーム員会議出席者

・地域支援事業フォーラムで表彰。賞状と副賞授与。

・市広報、ホームページに掲載

・ひょうご認知症サポート店にポスター掲示

・おれんじだより（認知症サポーター広報誌）に掲載し配布

「困ったらSOS…」
それができへん
のよな(笑)

みんな上手に
作っとるなあ。



〇工夫点
・認知症に関する健康教育、認知症サポーター養成講座時には併せて啓発を行った。

・認知症サポーター養成講座受講後に川柳を考えてもらう時間を作った。

事前に講座企画者やキャラバンメイト、在宅介護支援センターと相談を行った。

受講者同士で話し合ったり相談する機会が持てるような場づくりに努めた。

・小学校での認知症サポーター養成講座では、アンケートと共に宿題として作品作りに
取り組み、川柳大会に参加してもらえるよう働きかけた。

・認知症の人や家族に作品づくりや選考に参加してもらえるよう計画した。

・ひょうご認知症サポート店に作品選考と副賞授与を依頼した。 主旨を説明し、協力依頼。
チラシ、ポスター掲示と
作品選考、副賞準備

母の介護をしていた頃を思い出し、幸せな
気持ちになりました。ありがとう！

こうやって集まって話すことでみんなで予防していきたいね。
若い人、将来よろしくお願いします～(笑)

夫のことを皆さんに話せてホッとしました。
また助けてくださいね。

共に歩む（本人ミーティング）、介護者の会、認知症カフェ等での啓発、選考の日程調整



• 最後に・・・

認知症状により生活に困る人の増加や、家族の支援力低下を感じ、悩ましく思う
毎日ですが、今後も認知症の人と家族の思いに寄り添いながら、一緒に楽しく活動で
きるよう努めていきます。

効果

・講座後の振り返りの時間を持って川柳を作ることで、参加者がより認知症の本人の気持ち

や生活に思いを重ね、自分ごととして考えることができた。

・その効果を感じた在宅介護支援センターが、今後も川柳大会を用いた啓発活動を検討し
ている。

・小学生の作品を紹介することで、認知症施策に対する住民の意識が高まった。

・認知症サポーター広報誌「おれんじだより」作成グループの活動につながった。

・ひょうご認知症サポート店との協同の機会となり、協力事業所が増えた。

課題

・経年で大会を開催したが、応募数が減少した。コロナ禍でもあり、啓発が十分に行えな
かった。

・ひょうご認知症サポート店へのメリットが少なかった。

・効果に比して事務量が多かった。

〇効果及び課題



令和３年度
南あわじ市 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

報告者氏名:眞野 多江

令和3年度 認知症地域支援推進員活動報告書（記載様式）

⚫ 認知症に関する正しい知識の普及（認知症サポーター・キャラバンメイトの支援）
⚫ ケアパスの活用と普及
⚫ 見守り・ＳＯＳネットワーク事業（模擬訓練を含む）の推進
⚫ 認知症疾患医療センターを含む医療機関、介護サービス事業者等関係者との連携体
制構築

⚫ 認知症カフェへの支援
⚫ 認知症初期集中支援チーム
⚫ 認知症（若年性含む）の当事者支援・家族支援



南あわじ市 認知症施策全体図

認知症施策 事 業

認知症予防・早期発見

○認知症予防体操（しゃきしゃき百歳体操）の実施
○初期集中支援チーム事業
○認知症相談センターの設置
○認知症に関する出前講座の実施

認知症医療体制の充実 ○認知症疾患医療センターとの連携会議

認知症地域支援体制の強化

○認知症サポーターの養成講座の実施
○高齢者等の見守りSOSネットワーク事業
○SOSネットワーク訓練の実施
○認知症家族会
○認知症カフェ



令和3年度認知症地域支援推進員具体的活動報告

標題 南あわじ市における認知症の普及啓発の取り組み

地域課題

•住民の認知症に対する理解不足や偏見が根強い。

•認知症の相談が増加。

•コロナ禍で、外出や人との関わりが減少し認知
症のリスクが増えている。

•コロナ禍で、対面での講座や集会活動の実施が
困難となる。

市民に広く周知する必要性を実感



令和3年度認知症地域支援推進員具体的活動報告

標題 南あわじ市における認知症の普及啓発の取り組み

取組内容

•世界アルツハイマーデー・月間に合わせ、南あわじ

市広報９月号に特集記事を掲載し普及啓発。

掲載内容

「認知症になっても

安心して暮らせるまちに」

①認知症について

②認知症家族の思い

➂共に支え合うために～市での各事業の紹介～



南あわじ市広報9月号



• 最後に・・・

認知症は誰にでも起こりうるものです。地域の方の生の声や、取り組みを発信することで、身近な
ものとして感じていただけたと考えます。認知症になっても住み慣れた地域で、安心してその人らしい
生活を継続できるよう本人や家族の立場に立った地域づくりを進めたいです。

★市民から寄せられた感想★

・ご両親に寄り添った日々の思いを素直な言葉で語られて
おられるのに心を打たれました。（90代 女）

・私も高齢になり認知症がとても気になります。安心して暮
らせるまちに。（70代 女）

・義母の介護中です。介護疲れになりつつあります。参考に
なりました。（60代 女）

・立派に介護される方がおられるんですね。（70代 女）

・参考になりました。（60代 男） など・・・

★手記を寄せていただいた方の感想★

・ 広報が発行されて、大変反響があった。自分の体験が
皆さんのお役に立てて嬉しかった。


