
資料１ 

 

平成平成平成平成 28282828 年度年度年度年度上半期上半期上半期上半期介護保険事業状況介護保険事業状況介護保険事業状況介護保険事業状況    

    

    

    

１１１１．．．．    被保険者数等被保険者数等被保険者数等被保険者数等のののの状況状況状況状況                                                        P.P.P.P.    1111    

    

２２２２．．．．    要介護認定要介護認定要介護認定要介護認定のののの状況状況状況状況                                                            P.P.P.P.    2222    

    

３３３３．．．．    サービスサービスサービスサービス利用利用利用利用のののの状況状況状況状況                                                                                P.P.P.P.    3333    

    

４４４４．．．．    介護給付費介護給付費介護給付費介護給付費のののの見込見込見込見込みみみみ                                                        P.P.P.P.    4444    

    

５５５５．．．．    そそそそのののの他他他他のののの事業等状況事業等状況事業等状況事業等状況                                                        P.P.P.P.    5555    

    

６６６６．．．．    介護予防介護予防介護予防介護予防・・・・日常生活支援総合事業日常生活支援総合事業日常生活支援総合事業日常生活支援総合事業についてについてについてについて    



（１）被保険者数

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度
平成28年度

10月

総人口（A） 203,697人 203,513人 202,977人 202,643人 202,026人 201,372人 200,730人 199,753人 198,833人 198,142人

第２号被保険者 66,236人 66,161人 66,442人 67,570人 67,953人 67,412人 66,827人 66,425人 66,049人 66,012人

第１号被保険者（B) 40,818人 42,263人 43,361人 43,712人 44,742人 46,613人 48,491人 50,000人 51,197人 51,591人

（６５～７４歳） 23,416人 24,126人 24,481人 23,898人 24,048人 25,061人 26,231人 27,090人 27,314人 27,209人

（７５歳～） 17,402人 18,137人 18,880人 19,814人 20,694人 21,552人 22,260人 22,910人 23,883人 24,382人

高齢化率（B)/（A) 19.35% 20.04% 20.77% 21.36% 21.57% 22.15% 23.15% 24.16% 25.03% 26.04%

要介護高齢者（C) 7,680人 8,070人 8,491人 8,924人 9,268人 9,859人 10,238人 10,605人 10,901人 11,098人

出現率（Ｃ）／（Ｂ） 18.6% 18.8% 19.1% 19.6% 20.4% 20.7% 21.2% 21.2% 21.3% 21.5%

※各年度４月１日現在の状況・人口及び被保険者数は住民登録（外国人含む）による 

被保険者数等の状況

平成28年度当初と比較し
て平成28年度上半期は第
１号被保険者は394人、要
介護高齢者は197人増加
している。
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要介護認定の状況

2
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サービス利用の状況

サービス利用者数と利用率

平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年10月

利用者数 利用者数 利用者数 利用者数 利用者数 利用者数 利用者数 利用者数 利用者数 利用者数

要介護認定者数 7,954 8,332 8,758 9,165 9,523 10,090 10,518 10,823 11,159 11,349

サービス利用者 5,823 6,208 6,576 6,904 7,289 7,662 8,015 8,283 8,613 8,669

居宅サービス 4,810 5,221 5,601 5,954 6,347 6,797 7,154 7,486 7,821 7,544

施設サービス 1,023 1,017 1,001 1,003 1,012 938 945 854 853 812

介護老人福祉施設 366 384 386 393 396 391 407 468 480 473

介護老人保健施設 313 321 340 336 344 353 341 313 322 300

介護療養型医療施設 347 315 282 276 276 196 203 141 139 126

地域密着型サービス 282 319 332 360 374 379 397 457 462 1,439

73.2% 74.5% 75.1% 75.3% 76.5% 75.9% 76.2% 76.5% 77.2% 76.4%

※各年度２月実績（２号被保険者含む）

利用率
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介護給付費の見込み

地域密着型介護サービス費（上図）、施設サービス・在宅サービスを含む高額介護サービス費（下図）が大きく伸び、介護サービス費
（上図）が微減する見込みである。
地域密着型介護サービス費は、小規模な通所介護事業所が平成28年4月より地域密着型介護サービスに移行されたことにより給付
費が伸びる見込みである。
全体の給付費（上図）では、約144億8,679万円の決算見込みである。（約152億4,702万円　対計画比　95.0％）
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そのそのそのその他他他他のののの事業等状況事業等状況事業等状況事業等状況

介護保険給付費状況介護保険給付費状況介護保険給付費状況介護保険給付費状況

実績

計画

実績で前年度比約2.8%の伸びの見込み

事業所事業所事業所事業所・・・・施設数状況施設数状況施設数状況施設数状況

居宅系サービス事業所数

訪問介護

訪問入浴介護

訪問リハ

訪問看護

通所介護

通所リハ

居宅介護支援

高齢者施設数高齢者施設数高齢者施設数高齢者施設数（（（（介護保険施設除介護保険施設除介護保険施設除介護保険施設除くくくく））））

有料老人ホーム（住宅型）

軽費老人ホーム

サービス付き高齢者向け住宅

そのそのそのその他実施事業他実施事業他実施事業他実施事業

主な介護予防事業

対象者

配布数

場所

参加人数 20人/ヶ所

内容 運動教室（12回）を5ヶ所　　口腔機能向上教室（6回）を3ヶ所で実施

場所

参加人数 運動　18人/ヶ所、　口腔　13人/ヶ所

内容

場所 市内27ヵ所実施（市内全域の町会館等）

参加人数 20人/ヶ所

内容

場所 市内25ヵ所実施（市内全域の町会館等）

参加人数 20人/ヶ所

内容

場所

参加人数 20人/ヶ所

訪問介護サービス事業所の増加が著しい

H27

介護予防体操自主教室フォロー教室

介護予防サポーターがDVDを用いた自主的な体操教室を実施する場所に運動指導員を派遣し、支援や指
導を実施する事業（8回・3回）

市内1ヶ所実施

二次予防事業（元気アップ教室） 市内6ヶ所実施（3圏域で実施）

介護予防・健康づくり体操教室

町会館等身近な場所で転倒予防のための筋力トレーニング等を行うことで、運動器機能の向上と高齢者が
集まる拠点づくりを目的とした事業（12回）

介護予防自主活動継続サポート事業

介護予防健康づくり教室

内容
運動教室（2回）　歯科口腔ケア教室（1回）　栄養改善教室（1回）　認知症予防教室（1回）を

組み合わせた複合プログラムを実施

市内6ヶ所実施（6圏域で実施）

H28介護予防アンケート実施 中部、葛城の谷、牛滝の谷、北部・久米田（一部）圏域　介護認定をうけていない65歳以上

（日常生活圏域ニーズ調査項目含む） 17,032件（返戻を除く） 回収数　15,446件（内無効　357件）　　　 回収率　　90.7％
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14,486,785

13,203,360 13,732,229 14,299,700 14,601,537 15,247,022

（単位：千円）

年間を通じて自主活動を行う自主グループに対し、定期的に体操、脳トレ、レクリエーション、体力測定など
の様々な内容の支援をすることで、継続をサポートする事業（3回）

H24 H25 H26 H28見込

13,043,241 13,545,141 13,791,740 14,090,689
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1

介護予防・日常生活支援総合事業

平成28年11月

岸和田市介護保険課



2

◆◆◆◆地域包括地域包括地域包括地域包括ケアシステムのケアシステムのケアシステムのケアシステムの構築構築構築構築



◆◆◆◆介護保険法介護保険法介護保険法介護保険法のののの理念理念理念理念・・・・目的目的目的目的

3

第第第第１１１１条条条条（（（（目的目的目的目的）））） 有する能力に応じ自立自立自立自立したしたしたした日常生活日常生活日常生活日常生活を営むことがで
きるよう、介護保険制度を設け、国民の保健医療の向上及
び福祉の増進を図る

第第第第４４４４条条条条（（（（国民国民国民国民のののの
努力及努力及努力及努力及びびびび義務義務義務義務））））

加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康健康健康健康のののの
保持増進保持増進保持増進保持増進にににに努努努努めるめるめるめるとともに、要介護状態となっても
進んでリハビリ等により、能力能力能力能力のののの維持向上維持向上維持向上維持向上にににに努努努努めめめめ
るるるる。

第第第第５５５５条条条条（（（（国及国及国及国及びびびび
地方公共団体地方公共団体地方公共団体地方公共団体
のののの責務責務責務責務））））

市は、被保険者が自立した日常生活を営めるように、、、、要要要要
介護状態等介護状態等介護状態等介護状態等になることのになることのになることのになることの予防予防予防予防、、、、要介護状態要介護状態要介護状態要介護状態
等等等等のののの軽減軽減軽減軽減、、、、悪化悪化悪化悪化のののの防止防止防止防止のためののためののためののための施策施策施策施策をををを推推推推
進進進進するするするするように努める。



4

◆◆◆◆総合事業総合事業総合事業総合事業でででで岸和田市岸和田市岸和田市岸和田市がががが目指目指目指目指すところすところすところすところ

①①①①介護予防介護予防介護予防介護予防のののの強化強化強化強化

②②②②自立支援自立支援自立支援自立支援のののの促進促進促進促進

③③③③介護人材介護人材介護人材介護人材のののの確保確保確保確保



5

市内で実施している所市内で実施している所市内で実施している所市内で実施している所→→→→現在現在現在現在31313131カ所カ所カ所カ所

１．土生町（マスターズマンション）１．土生町（マスターズマンション）１．土生町（マスターズマンション）１．土生町（マスターズマンション） ２．大町町会館２．大町町会館２．大町町会館２．大町町会館 ３．東ヶ丘町町会館３．東ヶ丘町町会館３．東ヶ丘町町会館３．東ヶ丘町町会館 ４．４．４．４．南町南町南町南町新新新新会館会館会館会館 ５．５．５．５．宮本町会館宮本町会館宮本町会館宮本町会館

６６６６．額町会館．額町会館．額町会館．額町会館 ７．紅葉ヶ丘町会館７．紅葉ヶ丘町会館７．紅葉ヶ丘町会館７．紅葉ヶ丘町会館 ８．８．８．８．五月五月五月五月ヶヶヶヶ丘集丘集丘集丘集会所会所会所会所 ９．西９．西９．西９．西大路町大路町大路町大路町新新新新会館会館会館会館 10101010．．．．八木市民センター八木市民センター八木市民センター八木市民センター

11111111．．．．北町会館北町会館北町会館北町会館 12121212．．．．上松上松上松上松台東町会館台東町会館台東町会館台東町会館 13131313．．．．岸城町北会館岸城町北会館岸城町北会館岸城町北会館 14141414．．．．新小松里町会館新小松里町会館新小松里町会館新小松里町会館 15151515．．．．上町町会館上町町会館上町町会館上町町会館

16161616．．．．星和上松台自治会館星和上松台自治会館星和上松台自治会館星和上松台自治会館 17171717．．．．下松町下松町下松町下松町会会会会館館館館 18181818．．．．黄金黄金黄金黄金塚第塚第塚第塚第２２２２期期期期町会館町会館町会館町会館 19191919．．．．上松町上松町上松町上松町町会町会町会町会館館館館新館新館新館新館 20202020．．．．桜ヶ丘町会館桜ヶ丘町会館桜ヶ丘町会館桜ヶ丘町会館

21. 21. 21. 21. 門前町会館門前町会館門前町会館門前町会館 22. 22. 22. 22. 浜浜浜浜老人老人老人老人会館会館会館会館 23. 23. 23. 23. 桜台市営住宅集会所桜台市営住宅集会所桜台市営住宅集会所桜台市営住宅集会所 24. 24. 24. 24. 上松台西町会館上松台西町会館上松台西町会館上松台西町会館 25. 25. 25. 25. 八阪八阪八阪八阪町町町町老人集会所老人集会所老人集会所老人集会所

26262626．．．．岡山町青年会場岡山町青年会場岡山町青年会場岡山町青年会場 27272727．．．．春木若松町会館春木若松町会館春木若松町会館春木若松町会館 28282828．．．．春木大小路町会館春木大小路町会館春木大小路町会館春木大小路町会館 29292929．．．．岸野町市営住宅集会所岸野町市営住宅集会所岸野町市営住宅集会所岸野町市営住宅集会所

30303030．．．．桃ヶ丘町会館桃ヶ丘町会館桃ヶ丘町会館桃ヶ丘町会館 31313131．．．．岸城町南（南公園会議室）岸城町南（南公園会議室）岸城町南（南公園会議室）岸城町南（南公園会議室）

○高知市でつくられた筋力づくり運動筋力づくり運動筋力づくり運動筋力づくり運動

○体操時間は約３０分約３０分約３０分約３０分

○転倒や骨折、寝たきり予防

○週１～２回週１～２回週１～２回週１～２回継続する

○保健師、理学療法士保健師、理学療法士保健師、理学療法士保健師、理学療法士による技術支援

①①①①介護予防介護予防介護予防介護予防のののの強化強化強化強化

●いきいき●いきいき●いきいき●いきいき百歳体操百歳体操百歳体操百歳体操をををを市域全域市域全域市域全域市域全域にににに拡拡拡拡げるげるげるげる！！！！
○○○○地域地域地域地域のののの通通通通いのいのいのいの場場場場
○○○○住民主体住民主体住民主体住民主体のののの体操体操体操体操
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②②②②自立支援自立支援自立支援自立支援のののの促進促進促進促進

●●●●岸和田市介護予防岸和田市介護予防岸和田市介護予防岸和田市介護予防ケアマネジメンケアマネジメンケアマネジメンケアマネジメン トトトト基本方針基本方針基本方針基本方針

地域包括支援地域包括支援地域包括支援地域包括支援センセンセンセン
ターとターとターとターと協働協働協働協働でででで作成作成作成作成！！！！

◆◆◆◆介護予防介護予防介護予防介護予防とととと自立支援自立支援自立支援自立支援のののの視点視点視点視点

①①①①高齢者高齢者高齢者高齢者がががが要介護状態要介護状態要介護状態要介護状態やややや要支援状態要支援状態要支援状態要支援状態になることをになることをになることをになることを予防予防予防予防するするするする。。。。

②②②②要支援状態要支援状態要支援状態要支援状態になってもになってもになってもになっても、、、、自立自立自立自立したしたしたした日常生活日常生活日常生活日常生活をををを営営営営めるようにめるようにめるようにめるように支援支援支援支援するするするする。。。。

③③③③要介護状態要介護状態要介護状態要介護状態になってもになってもになってもになっても、、、、状態状態状態状態をををを軽減軽減軽減軽減させさせさせさせ、、、、悪化悪化悪化悪化することをすることをすることをすることを防止防止防止防止するするするする。。。。

市市市市・・・・地域包括支援地域包括支援地域包括支援地域包括支援センター・ケアマネジャー・センター・ケアマネジャー・センター・ケアマネジャー・センター・ケアマネジャー・
介護事業所介護事業所介護事業所介護事業所・・・・市民市民市民市民がががが同同同同じじじじ意識意識意識意識をををを共有共有共有共有しながらしながらしながらしながら
取取取取りりりり組組組組むことがむことがむことがむことが重要重要重要重要！！！！
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◆◆◆◆岸和田市岸和田市岸和田市岸和田市介護予防介護予防介護予防介護予防ケアマネジメントケアマネジメントケアマネジメントケアマネジメント基本方針基本方針基本方針基本方針

①①①①「「「「できないことをできないことをできないことをできないことを代代代代わりにするケアわりにするケアわりにするケアわりにするケア」」」」
⇒⇒⇒⇒「「「「できないことをできるようにするケアできないことをできるようにするケアできないことをできるようにするケアできないことをできるようにするケア」」」」

②②②②過剰過剰過剰過剰なサービスなサービスなサービスなサービス利用利用利用利用によるによるによるによる依存依存依存依存とととと能力低下能力低下能力低下能力低下をををを
招招招招かないようにかないようにかないようにかないように、、、、できることはできることはできることはできることは自分自分自分自分でででで行行行行うううう努力努力努力努力をををを
促促促促しししし、、、、利用者利用者利用者利用者にとってにとってにとってにとって本当本当本当本当にににに必要必要必要必要なななな支援支援支援支援をををを行行行行うううう。。。。
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◆◆◆◆岸和田市岸和田市岸和田市岸和田市介護予防介護予防介護予防介護予防ケアマネジメントケアマネジメントケアマネジメントケアマネジメント基本方針基本方針基本方針基本方針

●●●●訪問型訪問型訪問型訪問型サービスサービスサービスサービス

○○○○生活援助生活援助生活援助生活援助のみのみのみのみ利用者利用者利用者利用者⇒⇒⇒⇒緩和型緩和型緩和型緩和型Aをををを利用利用利用利用

○○○○身体介護身体介護身体介護身体介護がががが必要必要必要必要なななな方方方方⇒⇒⇒⇒現行相当現行相当現行相当現行相当もももも利用可利用可利用可利用可

①①①①認知機能認知機能認知機能認知機能のののの低下低下低下低下やややや精神精神精神精神・・・・知的知的知的知的・・・・身体障害身体障害身体障害身体障害によりによりによりにより日常生活日常生活日常生活日常生活にににに支障支障支障支障がががが
あるようなあるようなあるようなあるような症状症状症状症状やややや行動行動行動行動をををを伴伴伴伴うううう者者者者

②②②②退院直後退院直後退院直後退院直後でででで状態状態状態状態がががが変化変化変化変化しやすくしやすくしやすくしやすく、、、、自立支援自立支援自立支援自立支援にににに向向向向けたけたけたけた専門的専門的専門的専門的サービスサービスサービスサービス
がががが特特特特にににに必要必要必要必要なななな者者者者

③③③③ゴミゴミゴミゴミ屋敷屋敷屋敷屋敷となっているとなっているとなっているとなっている者者者者やややや、、、、社会社会社会社会とととと断絶断絶断絶断絶しているしているしているしている者者者者などのなどのなどのなどの専門的専門的専門的専門的なななな
支援支援支援支援がががが必要必要必要必要とするとするとするとする者者者者

④④④④心疾患心疾患心疾患心疾患やややや呼吸器疾患呼吸器疾患呼吸器疾患呼吸器疾患、、、、癌癌癌癌などのなどのなどのなどの疾患疾患疾患疾患によりによりによりにより、、、、日常生活日常生活日常生活日常生活のののの動作時動作時動作時動作時のののの
息切息切息切息切れれれれ等等等等によりによりによりにより、、、、日常生活日常生活日常生活日常生活にににに支障支障支障支障があるがあるがあるがある者者者者

⑤⑤⑤⑤受受受受けけけけ皿不足皿不足皿不足皿不足でででで多様多様多様多様なサービスがなサービスがなサービスがなサービスが利用利用利用利用できないできないできないできない場合場合場合場合

サービスサービスサービスサービス選択選択選択選択
検討会議検討会議検討会議検討会議にににに諮諮諮諮るるるる



◆◆◆◆岸和田市岸和田市岸和田市岸和田市のののの介護予防訪問介護介護予防訪問介護介護予防訪問介護介護予防訪問介護のサービスのサービスのサービスのサービス利用状況利用状況利用状況利用状況
（（（（H28包括直包括直包括直包括直プランプランプランプラン分分分分））））

9

95.5%

29.2%
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大多数大多数大多数大多数のののの利用者利用者利用者利用者がががが
生活援助生活援助生活援助生活援助のみのみのみのみ



1
0

◆◆◆◆岸和田市岸和田市岸和田市岸和田市介護予防介護予防介護予防介護予防ケアマネジメントケアマネジメントケアマネジメントケアマネジメント基本方針基本方針基本方針基本方針

●●●●通所型通所型通所型通所型サービスサービスサービスサービス

○○○○原則原則原則原則、、、、緩和型緩和型緩和型緩和型サービスサービスサービスサービスAをををを利用利用利用利用するするするする。。。。

①①①①認知機能認知機能認知機能認知機能のののの低下低下低下低下やややや精神精神精神精神・・・・知的知的知的知的・・・・身体障害身体障害身体障害身体障害によりによりによりにより日常生活日常生活日常生活日常生活にににに支障支障支障支障がががが
あるようなあるようなあるようなあるような症状症状症状症状やややや行動行動行動行動をををを伴伴伴伴うううう者者者者

②②②②専門職専門職専門職専門職のののの指導指導指導指導をををを受受受受けながらけながらけながらけながら集中的集中的集中的集中的にににに生活機能向上生活機能向上生活機能向上生活機能向上のトレーニングをのトレーニングをのトレーニングをのトレーニングを
行行行行うことでうことでうことでうことで、、、、状態状態状態状態のののの改善改善改善改善・・・・維持維持維持維持がががが見込見込見込見込まれるまれるまれるまれる者者者者

③③③③自宅自宅自宅自宅でのでのでのでの入浴入浴入浴入浴がががが不可能不可能不可能不可能でありでありでありであり、、、、入浴入浴入浴入浴サービスをサービスをサービスをサービスを利用利用利用利用するするするする必要必要必要必要のあるのあるのあるのある
者者者者（（（（単単単単なるなるなるなる入浴目的入浴目的入浴目的入浴目的だけのだけのだけのだけの利用利用利用利用はははは不可不可不可不可））））

④④④④受受受受けけけけ皿不足皿不足皿不足皿不足でででで多様多様多様多様なサービスがなサービスがなサービスがなサービスが利用利用利用利用できないできないできないできない場合場合場合場合

サービスサービスサービスサービス選択選択選択選択
検討会議検討会議検討会議検討会議にににに諮諮諮諮るるるる



有償・無償をとわ

ずやってみたい

12.6%

有償であれば

やってみたい

3.6%

やりたくない

（できない）

36.7%

わからない

29.4%

無回答

17.6%

（ n=12,719 ）

1
1

③③③③介護人材介護人材介護人材介護人材のののの確保確保確保確保

●●●●介護予防介護予防介護予防介護予防アンケートアンケートアンケートアンケート
・・・・対象者対象者対象者対象者：：：：介護認定介護認定介護認定介護認定をををを受受受受けていないけていないけていないけていない高齢者高齢者高齢者高齢者

○○○○ボランティアボランティアボランティアボランティア活動活動活動活動へのへのへのへの参加意向参加意向参加意向参加意向

33.1% 32.4%

20.2% 19.3% 17.9% 17.9% 16.4%
12.8% 11.2% 10.9% 9.5%

2.9%

15.1%
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無
回
答

( n=2,061 )

※複数回答

○○○○希望希望希望希望するボランティアするボランティアするボランティアするボランティア内容内容内容内容



1
2

③③③③介護人材介護人材介護人材介護人材のののの確保確保確保確保

●●●●仮仮仮仮））））生活支援生活支援生活支援生活支援サポーターサポーターサポーターサポーター制度制度制度制度（（（（サービスサービスサービスサービスＢ）Ｂ）Ｂ）Ｂ）

支援支援支援支援１１１１ 支援支援支援支援２２２２ 介護介護介護介護１１１１ 介護介護介護介護２２２２ 介護介護介護介護３３３３ 介護介護介護介護４４４４ 介護介護介護介護５５５５

地域地域地域地域のののの助助助助けけけけ合合合合いいいい

○○○○電球取替電球取替電球取替電球取替ええええ ○ペット○ペット○ペット○ペット世話世話世話世話
○○○○庭庭庭庭そうじそうじそうじそうじ ○○○○話話話話しししし相手相手相手相手
○○○○趣味趣味趣味趣味・・・・娯楽娯楽娯楽娯楽のためののためののためののための外出同行外出同行外出同行外出同行

介護保険外介護保険外介護保険外介護保険外サービスのサービスのサービスのサービスの提供提供提供提供

介介介介 護護護護職職職職ササササ ーーーー ビビビビ スススス



資料２ 

        

岸和田市岸和田市岸和田市岸和田市地域包括支援地域包括支援地域包括支援地域包括支援センターセンターセンターセンター運営協議会運営協議会運営協議会運営協議会    

 

 

 

◇平成 28 年度上半期岸和田市地域包括支援センター運営状況（Ｐ１～２） 

 

 

 

◇包括共通分（Ｐ３～４） 

 

 

 

◇各包括分 

  

・社協（Ｐ５～８） 

 

 ・社協久米田（Ｐ９～11） 

  

・萬寿園中部（Ｐ12～15） 

 

・萬寿園葛城の谷（Ｐ16～19） 

  

・いなば荘北部（Ｐ20～23） 

  

・いなば荘牛滝の谷（Ｐ24～27） 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《空 白》 



○所在地

○職員の配置状況（平成28年10月現在）

センター名 管理者 社会福祉士 保健師等 主任ケアマネ 介護支援専門員 生活CD その他 計

社協 1（兼） 1 2 1 1 1 6

社協久米田 1（兼） 1 1 2 1 5

萬寿園中部 1 1 2 1 1 1 6

萬寿園葛城の谷 1（兼） 1 1 1 1 4

いなば荘北部 1（兼） 4 1 1 1 1 8

いなば荘牛滝の谷 1 1 1 2 1 5

（１）介護予防マネジメント業務の実施

北部・中部・葛城の谷 17,076 4,933

（２）介護予防支援事業
介護予防プラン作成件数

センター名 直接作成 委託作成 計

社協 697 1,969 2,666

社協久米田 533 1,223 1,756

萬寿園中部 1,277 913 2,190

萬寿園葛城の谷 652 1,344 1,996

いなば荘北部 861 2,335 3,196

いなば荘牛滝の谷 493 943 1,436

計 4,513 8,727 13,240

平成２７年度 8,176 17,677 25,853

平成２６年度 8,350 16,053 24,403

（下半期実施）

通所型参加者数

圏域
介護予防
ｱﾝｹｰﾄ

送付対象者

内
二次予防
対象者数 運動 栄養 口腔

訪問型
参加者数

岸和田市地域包括支援センター運営状況

名称 所在地 担当圏域

地域包括支援センター社協 野田町１－５－５ 都市中核（浜・中央校区を除く）

平成２８年度上半期（平成２８年４月～９月）

地域包括支援センター社協久米田 下池田町３丁目7-30 久米田

地域包括支援センター萬寿園中部 尾生町808 岸和田中部、浜・中央校区

地域包括支援センターいなば荘牛滝の谷 稲葉町1066 牛滝の谷

地域包括支援センター萬寿園葛城の谷 土生町２丁目30-12-302 葛城の谷

地域包括支援センターいなば荘北部 磯上町２丁目7-4 岸和田北部

資料２
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（３）総合相談業務・権利擁護業務の実施

①相談方法

センター名 電話 来所 訪問 その他 計

社協 176 82 5 14 277

社協久米田 60 27 15 0 102

萬寿園中部 121 19 7 0 147

萬寿園葛城の谷 229 29 22 6 286

いなば荘北部 283 41 260 95 679

いなば荘牛滝の谷 175 23 20 18 236

計 1,044 221 329 133 1,727

平成２７年度 2,490 487 411 330 3,718

平成２６年度 2,858 503 530 271 4,162

②相談経路

センター名 本人 親族 民生委員 関係機関 ケアマネ その他 計

社協 61 115 4 43 30 12 265

社協久米田 19 54 6 16 2 5 102

萬寿園中部 20 45 6 34 34 10 149

萬寿園葛城の谷 88 70 12 63 43 11 287

いなば荘北部 174 114 23 60 86 224 681

いなば荘牛滝の谷 54 60 12 43 43 27 239

計 416 458 63 259 238 289 1,723

平成２７年度 918 1,122 172 690 626 236 3,764

平成２６年度 1,118 1,317 158 772 695 226 4,286

③相談の主たる内容

センター名 身体介護 介護予防 認知症 虐待 保健医療 福祉ｻｰﾋﾞｽ 介護保険 その他 計

社協 31 40 36 13 47 53 140 103 463

社協久米田 0 0 9 5 4 7 51 26 102

萬寿園中部 1 11 8 11 5 6 83 37 162

萬寿園葛城の谷 8 10 21 18 31 26 148 98 360

いなば荘北部 8 168 116 16 38 42 213 146 747

いなば荘牛滝の谷 6 15 34 5 21 30 139 37 287

計 54 244 224 68 146 164 774 447 2,121

平成２７年度 200 312 493 121 440 453 1,564 1,133 4,716

平成２６年度 380 532 668 222 422 444 2,295 792 5,755

④対応状況

センター名 相談助言 訪問 他機関 申請代行 担当者会議 その他 計

社協 199 119 63 18 12 13 424

社協久米田 36 26 10 24 1 5 102

萬寿園中部 86 66 3 14 3 8 180

萬寿園葛城の谷 242 196 28 29 17 35 547

いなば荘北部 166 414 76 38 10 67 771

いなば荘牛滝の谷 121 84 28 31 7 25 296

計 850 905 208 154 50 153 2,320

平成２７年度 1,843 1,332 472 341 134 419 4,541

平成２６年度 1,800 1,544 403 554 152 327 4,780
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【【【【包括共通部分包括共通部分包括共通部分包括共通部分】】】】

（4）（4）（4）（4）各専門職各専門職各専門職各専門職におけるにおけるにおけるにおける研修会研修会研修会研修会のののの開催開催開催開催、、、、会議等参加状況会議等参加状況会議等参加状況会議等参加状況

≪≪≪≪包括的包括的包括的包括的・・・・継続的継続的継続的継続的ケアマネジメントケアマネジメントケアマネジメントケアマネジメント業務業務業務業務≫≫≫≫

①介護給付適正化事業
対象事業所 日時 プラン数 担当圏域

②介護支援専門員研修会

研修・会議名 日時 場所 内容等

主任ケアマネ研修打合せ H28.5.10 福祉センター 新人ケアマネ研修打ち合わせ

ケアマネ全体研修 H28.5.23 福祉センター 主任ケアマネ更新に向けての研修1回目

初任者向け研修第1回目 H28.6.16
（主任ケアマネ部会より）
介護支援専門員の知っておきたいこと

初任者向け研修第2回目 H28.7.21 （保・看部会より）　医療と介護の連携について

初任者向け研修第3回目 H28.8.18 （社会福祉部会より）　虐待について

主任ケアマネステップアップ研修 H28.7.19 福祉センター 主任ケアマネ更新に向けての研修2回目

岸和田市ケアマネジャー研修会 H28.9.28 産業会館 大東市の総合事業の取組・岸和田市の方向性

≪≪≪≪権利擁護業務権利擁護業務権利擁護業務権利擁護業務≫≫≫≫

①高齢者虐待関連

研修・会議名 日時 場所 内容等

高齢者虐待実務者会議 毎月第2水曜日　定例 市役所 虐待事例検討、レビュー会議、評価等

身体拘束・虐待防止研修会 H28.9.8 福祉センター 身体拘束・虐待防止について

②岸和田市認知症支援ネットワーク構築事業

研修・会議名 日時 場所 内容等

認知症ネットワーク会議 H28.5/27・7/29 市役所

認知症のつどい H28.6.29 福祉センター 認知症の高齢者当事者・家族の集い

③その他

行事名 日時 場所 内容等

法律相談 奇数月・第3火曜日　定例 福祉センター 法的支援の相談

困難ケース事例検討会 H28.5.9 市役所 福祉政策課と包括でケース会議

生活困窮意見交換会 H28.7.29 福祉センター 生活困窮事業の運営について

≪≪≪≪介護予防業務介護予防業務介護予防業務介護予防業務≫≫≫≫

①一次予防事業

研修・会議名 日時 場所 内容等

②二次予防事業

研修・会議名 日時 場所 内容等

平成28年度平成28年度平成28年度平成28年度　　　　岸和田市地域包括支援岸和田市地域包括支援岸和田市地域包括支援岸和田市地域包括支援センターセンターセンターセンター

福祉センター

給付適正化事業については下半期で実施予定

一次予防については下半期で実施予定

二次予防については下半期で実施予定



③介護予防・日常生活総合支援事業

研修・会議名 日時 場所 内容等

介護予防会議 H28.5..23 市役所 平成28年度地域支援事業について等

介護保険事業所　集団指導 H28.4.28 浪切ホール 集団指導

コーディネーター会議 H28.5.11 福祉センター 資料作成

≪≪≪≪介護予防業務介護予防業務介護予防業務介護予防業務≫≫≫≫

①医療と介護の連携

研修・会議名 日時 場所 内容等

医療と介護の連携会議 H28.4.21～（毎月1回） 保健センター 各種関係機関と医療介護の連携について協議

②岸和田市地域包括支援センター連絡会

研修・会議名 日時 場所 内容等

六包括会議 H28.4.21～（毎月１回） 福祉センター 各包括の取組の共有と保険者との意見交換

岸和田市保健師・看護師部会 H28.4.12～（不定期） 福祉センター 介護予防ケアマネジメント業務についての意見交換

主任ケアマネ会議 H28.4.24～（毎月１回） 福祉センター 包括的継続的ケアマネジメントについての意見交換

③泉州地域包括支援センター連絡会

研修・会議名 日時 場所 内容等

泉州ブロック包括会議 H28.7.20 阪南市地域交流館 連絡会のあり方についての意見交換

④その他研修・会議　等

会議名 日時 場所 内容等

生活支援体制整備業務担当者会議 H28.4.26～（毎月1回） 市役所 生活支援コーディネーター会議

岸和田市介護保険事業運営等協議会 会長選任

岸和田市地域包括支援センター運営協議会 各事業報告

岸和田市地域密着サービス運営協議会 適正かどうかの議論等

専門職ネットワーク全体会議 H28.5.20 福祉センター 地域の活動について

地域リハケア会議 H28.7.26 葛城病院 医療と介護の連携シートについて

自殺防止会議 H28.8.18 保健センター 情報共有

（（（（５５５５））））地域啓発活動地域啓発活動地域啓発活動地域啓発活動・・・・地域交流会等地域交流会等地域交流会等地域交流会等　　　　参加状況参加状況参加状況参加状況

①合同活動　

行事名 日時 場所 内容等

市民フェスティバル H28.5.3 中央公園 健康チェック、出張相談、啓発活動の実施

②岸和田市事業所連絡会　

行事名 日時 場所 内容等

事業者連絡会総会 H28.4.14 福祉センター 事業報告・決算報告他　講演等

事業者連絡会合同ヘルパー研修 H28.7.29 福祉センター 食からの健康づくり

H28.7.22 市役所



【【【【各包括部分各包括部分各包括部分各包括部分】　　　　　　　】　　　　　　　】　　　　　　　】　　　　　　　岸和田市地域包括支援岸和田市地域包括支援岸和田市地域包括支援岸和田市地域包括支援センターセンターセンターセンター社協社協社協社協

（4）（4）（4）（4）各専門職各専門職各専門職各専門職におけるにおけるにおけるにおける研修会研修会研修会研修会のののの開催開催開催開催、、、、会議等参加状況会議等参加状況会議等参加状況会議等参加状況

≪≪≪≪包括的包括的包括的包括的・・・・継続的継続的継続的継続的ケアマネジメントケアマネジメントケアマネジメントケアマネジメント業務業務業務業務≫≫≫≫

①介護支援専門員へ日常的個別支援・困難事例への指導助言（同行訪問含む）
支援・助言 30件

②介護給付適正化事業

対象事業所 日時 プラン数 担当圏域

③介護支援専門員研修会

研修・会議名 日時 場所 内容等

ケアマネ対象事例検討会 H28.4/15・5/13・6/10・9/16 福祉センター ケアマネ支援・事例検討

特定集中減算対象者指導 H28.4.18 華 訪問し、助言

ケアマネ研修会 H28.8.10 福祉センター 市民病院　川島Dr

④地域ケア会議

研修・会議名 日時 場所 内容等

地域ケア会議 H28.6.22 東大路会館 久米田圏域地域ケア会議

≪≪≪≪権利擁護業務権利擁護業務権利擁護業務権利擁護業務≫≫≫≫

①高齢者虐待関連

研修・会議名 日時 場所 内容等

②岸和田市認知症支援ネットワーク構築事業

研修・会議名 日時 場所 内容等

キャラバンメイト連絡会議 H28.5/11～（毎月1回） 福祉センター 認知症高齢者対応について

認サポ朝陽マーガレットの会 H28.6.3 ふれあい朝陽 認知症サポーター養成講座

出張研修 H28.6.16 グリーンパーク荒木 認知症研修会（権利擁護について）

KDC打合せ
H28.6/20・7/11・8/9・
9/13・10/13

アムール KDCの内容についての検討

太陽生命認知症サポーター養成講座 H28.7.11 太陽生命 認知症サポーター養成講座

農協認知症サポーター養成講座 H28.8/8・8/9 農協 認知症サポーター養成講座

③その他

行事名 日時 場所 内容等

ケースカンファレンス H28.5/9・9/1 市役所 福祉政策課と事例検討

権利擁護支援会議 H28.6/21・9/20 福祉センター 成年後見の必要かについての判断

見える事例検討会 H28.6.29 八木市民センター 多職種による事例検討

中央校区事例検討会 H28.7.8 福祉センター 　　　　　〃

［［［［中央中央中央中央・・・・東光東光東光東光・・・・朝陽朝陽朝陽朝陽・・・・大宮大宮大宮大宮　　　　地区地区地区地区］　］　］　］　

（平成28年4月～平成28年9月）　　

下半期実施予定



≪≪≪≪介護予防業務介護予防業務介護予防業務介護予防業務≫≫≫≫

①一次予防事業

研修・会議名 日時 場所 内容等

フレッシュライフ教室 H28.9.26 ふれあい朝陽センター 体操・口腔ケア等

②二次予防事業

研修・会議名 日時 場所 内容等

≪その≪その≪その≪その他研修他研修他研修他研修・・・・会議等会議等会議等会議等≫≫≫≫

①医療と介護の連携

研修・会議名 日時 場所 内容等

多職種連携ワーキング会議 H28.8.20 ふじ原 研修会打合せ

②地域専門職会議・地域あんしんネットワーク会議

研修・会議名 日時 場所 内容等

中央・東光地区専門職会議 H28.4.15 福祉センター 中央・東光校区の情報交換

朝陽校区専門職会議 H28.4/22・6/23 ふれあいセンター朝陽
朝陽校区の情報交換、今後の活動につい
て

朝陽・加守専門職会議 H28.6.23 ふれあいセンター朝陽 朝陽・大宮校区の情報交換、今後の活動について

都市中核専門職ネットワーク会議 H28.8.12 福祉センター
都市中核の情報交換、今後の活動につい
て

大宮・朝陽専門職ネットワーク会議 H28.8/26・9/12 ふれあいセンター朝陽 朝陽・大宮校区の情報交換、今後の活動について

③出張相談

研修・会議名 日時 場所 内容等

福祉まるごと相談「いこい」
毎月第3木曜日
午前10時～12時

ふれあい朝陽 健康相談、小物作り、喫茶、脳トレ等

加守4丁目 H28.6.24 加守4丁目会館 施設の選び方について

④その他研修・会議　等

研修名 日時 場所 内容等

H28.4.8 福祉センター 権利擁護センター業務jについて　吉間所長

H28.4.28 包括久米田 介護保険改正にむけた動向

H28.7.1 福祉センター 地域包括支援センターについて　大浪所長

H28.5/13・6/3・6/28 福祉センター 青山氏　地域福祉について（3回シリーズ）

介護者家族の会『みずの輪』総会 H28.4.9 福祉センター 平成27年度活動報告、平成28年度計画等

事例検討会 H28.4/15～（毎月1回） 福祉センター ケアプラン社協との検討会議等・他

バリアフリー展 H28.4.21 インテックス大阪 福祉用具展示会

ふれあいセンター体操教室 H28.4.25 ふれあいセンター朝陽 特殊詐欺講座

展示場福祉用具・介護相談 H28.5/13～（毎週金曜日） 福祉センター 福祉用具相談・介護相談

ケアマネ講師養成研修
H28.5/6・5/20・6/8・
7/13・9/29

OCMホール 講師養成研修参加

泉州ふくせん会 福祉用具展示会 H28.6.10 いずみのホール 福祉用具展示会

地域福祉計画策定にむけた研修 H28.6.13 福祉センター 住民懇談会にむけた取組

H28.6.24 「福祉用具の活用方法と住宅改修のポイント」

H28.6.25 「膝のいたみとの上手な付き合い方」

大阪介護支援専門員協会総会記念講演会 H28.7.5 桜台市民センター ケアマネジメントのあり方

福祉用具展示会（講演会同時開催） 福祉センター

社協内部勉強会

今年度予定なし



生活支援コーディネーター研修 H28.7.11 大阪府庁 生活支援コーディネーターの役割

地域ケア会議実務者研修 H28.7.28 福祉センター 地域家会議の持ち方

介護者家族の会『みずの輪』定例会 H28.9.1 福祉センター 介護者家族の会

コーディネーター会議 H28.5.11 福祉センター 資料作成

会議名 日時 場所 内容等

包括係会議 毎月1回 福祉センター 6包括会議報告　情報共有

ケアマネ研修打合せ会議 H28.4.5 福祉センター
事業者連絡会、介護支援専門員協会、地
域包括で、研修のすり合わせ

事業者連絡会総会打合せ会議 H28.4.6 包括久米田 資料の確認

福祉用具展示会打合せ会議 H28.4/13・5/18・6/6 福祉センター 6/24・25展示会について

介護予防社協会議 H28.4/15～（不定期開催） 福祉センター 総合事業に対して社協の取組みについて

地域密着サービス運営推進会議 H28.4/15～（2ヶ月に1回） マエダケア 実績報告・事例検討等

朝陽地区福祉委員会 H28.5.14 ふれあい朝陽 地域の情報共有

事業者連絡会運営部会 H28.6.1 メディカルセンター 各部会報告

泉州在宅医療懇話会 H28.8/8・9/8
府民センター
テクスピア大阪

在宅医療推進のための懇話会

総合事業会議 H28.7.29 市役所 地域課題抽出、総合事業にむけた取組について

（5）（5）（5）（5）地域啓発活動地域啓発活動地域啓発活動地域啓発活動・・・・地域交流会等地域交流会等地域交流会等地域交流会等　　　　参加状況参加状況参加状況参加状況

①いきいきサロン・ふれあいの会　等

行事名 日時 場所

北野町茶話会 H28.4/14～（毎月1回） コーポラス 喫茶・交流

西之内リビング H28.4/7～（毎月2回） 西之内町会館 喫茶・交流

大宮ミニサロン H28.5.25 西之内町会館 ふれあい交流

1歩・2歩・散歩の会 H28.5.26 朝陽 交流会

サロン打合せ H28.6/15・7/27・8/31・9/28マエダケア サロン開催についての打合せ

たんぽぽ見学 H28.6.15 マエダケア マエダケア打合せ

本町サロン H28.6.19 本町町会館 喫茶・交流

朝陽サロン 偶数月開催（年間６回） ふれあい朝陽

港緑町サロン H28.6.21 港緑町会館 アクアパークサロン

加守4丁目きずな H28.6/24～（毎月1回） 加守4丁目会館 喫茶・交流

北町サロン H28.6.26 北町町会館 喫茶・交流

下野町1丁目サロン H28.7.9 集会所 体操・昼食・交流

下野町1丁目夕涼み会 H28.7.23 集会所 交流会

②地域体操教室　等

行事名 日時 場所 内容等

北町いきいき百歳体操 H28.4/13～（毎週水曜日） 北町会館 いきいき百歳体操開始

野田町体操教室 H28./4/27～（毎月1回） 野田町会館 「特殊詐欺について」岸和田警察岡本氏

野田町介護予防教室 H28.5/11～7月まで 野田町会館 毎週l水曜日

宮本町いきいき百歳体操 H28/4/25・4/27・5/18 宮本町会館 体力測定

もみじケ丘 H28.5.20 もみじケ丘集会所 体力測定

加守町1丁目はつらつ体操 H28.9/8・10/18 加守1丁目町会館 はつらつ体操

沼町介護予防体操教室 H28.8.26 沼町会館 はつらつ体操

宮前町はつらつ体操 H28.9.29 大宮青少年会館 はつらつ体操・体力測定



③地域行事　等

行事名 日時 場所 内容等

朝陽校区詐欺勉強会 H28.4.25 ふれあいセンター朝陽 消費者被害について（岸和田警察より）

宮本町還付金詐欺勉強会 H28.4.27 宮本町会館 消費者被害について（岸和田警察より）

野田町還付金詐欺勉強会 H28.4.27 野田町会館 消費者被害について（岸和田警察より）

大宮校区老人クラブ H28.6.7 大宮青少年会館 消費者被害について（岸和田警察より）

野田町地区福祉委員会 H28.6.25 野田町会館 見守りボランティア

東光校区地区福祉委員会 H28.6/6・７/26・8/23 〃 合同文化祭打ち合わせ

④その他地域活動

行事名 日時 場所 内容等

宮本町友愛訪問 H28.4/3～（2ヶ月に1回） 宮本町会館 同行訪問等

別所町見守り訪問 H28.4.13 別所町 同行訪問等

野田町見守り訪問 H28.4.13 野田町 同行訪問等

北町友愛訪問 H28.4/24～（毎月1回） 北町会館 同行訪問等

下野町見守り訪問 H28.4/14～（毎月1回） 下野町会館 同行訪問等

五軒屋町見守り活動 H28.5/26～（毎月1回） 五軒屋町会館 同行訪問等

住民懇談会 H28.8.1 福祉センター
都市中核圏域地域福祉計画
地域福祉活動推進計画のための意見交換

介護保険事業所　集団指導 H28.4.28 浪切ホール 集団指導



【【【【各包括部分各包括部分各包括部分各包括部分】　　】　　】　　】　　岸和田市地域包括支援岸和田市地域包括支援岸和田市地域包括支援岸和田市地域包括支援センターセンターセンターセンター社協久米田社協久米田社協久米田社協久米田

（4）（4）（4）（4）各専門職各専門職各専門職各専門職におけるにおけるにおけるにおける研修会研修会研修会研修会のののの開催開催開催開催、、、、会議等参加状況会議等参加状況会議等参加状況会議等参加状況

≪≪≪≪包括的包括的包括的包括的・・・・継続的継続的継続的継続的ケアマネジメントケアマネジメントケアマネジメントケアマネジメント業務業務業務業務≫≫≫≫

①介護支援専門員へ日常的個別支援・困難事例への指導助言（同行訪問含む）

支援・助言 　　10　　　件

②介護給付適正化事業
対象事業所 日時 プラン数 担当圏域

③介護支援専門員研修会

研修・会議名 日時 場所 内容等

久米田圏域ケアマネ事例検討会 奇数月第２木曜日社協久米田 圏域内のケアマネが事例を提供

久米田圏域ケアマネ勉強会 毎月第３木曜日 社協久米田 参加しているケアマネと相談し実施

④地域ケア会議
研修・会議名 日時 場所 内容等

東大路町　地域ケア会議 6月22日 東大路町集会場 限界集落における早朝のゴミ出し問題について

≪≪≪≪権利擁護業務権利擁護業務権利擁護業務権利擁護業務≫≫≫≫

①高齢者虐待関連
研修・会議名 日時 場所 内容等

②岸和田市認知症支援ネットワーク構築事業
研修・会議名 日時 場所 内容等

徘徊ＳＯＳ登録世帯の交流会 ２ヶ月に１回 包括久米田 徘徊ＳＯＳ事業に登録されている人の家族交流会

男性介護者の集い 年２回 包括久米田 男性の介護者の集い

岸和田市高齢者等徘徊ネットワーク登録者 随時(全世帯訪問) 自宅
本人・家族・ケアマネジャーと面談。徘徊
に向けた予防策の確認など

≪≪≪≪介護予防業務介護予防業務介護予防業務介護予防業務≫≫≫≫

①一次予防事業
研修・会議名 日時 場所 内容等

②二次予防事業

[八木北[八木北[八木北[八木北・・・・八木八木八木八木・・・・八木南地区]八木南地区]八木南地区]八木南地区]

（平成28年4月～平成28年9月）

下半期実施予定

下半期で実施予定



≪その≪その≪その≪その他研修他研修他研修他研修・・・・会議等会議等会議等会議等≫≫≫≫

①医療と介護の連携
研修・会議名 日時 場所 内容等

住民啓発セミナー 9月28日 八木市民センター 精神科医による認知症の話・家族の介護体験

②地域専門職会議・地域あんしんネットワーク会議
研修・会議名 日時 場所 内容等

地域あんしんネットワーク会議 ２ヶ月に１回開催 八木市民センター 地域・高齢・障害分野の情報交換

③岸和田市事業者連絡会
研修・会議名 日時 場所 内容等

④出張相談
研修・会議名 日時 場所 内容等

紅葉ヶ丘町　福祉健康相談広場 毎月第２火曜日 紅葉ヶ丘町会館 血圧測定・相談受付

⑤その他研修・会議　等
研修・会議名 日時 場所 内容等

アムール岸和田運営推進会議 ２か月に１回開催 アムール岸和田 認知症カフェの在り方等について議論

つばらつばら運営推進会議 ２か月に１回開催 つばらつばら 施設の現状報告会

ひまわりの郷運営推進会議 ２か月に１回開催 つばらつばら 施設の現状報告会

ニッケふれあいセンター運営推進会議 ２か月に１回開催 ニッケふれあいセンター 施設の現状報告会

八木３地区ボランティア研修 平成28年9月3日 八木市民センター 災害時用支援者支援プラン額集会

久米田圏域　キャラバンメイト連絡会 ２か月に１回開催 包括 認知症サポーター養成講座について等

介護者家族の会　みずの輪　定例会 平成28年9月1日 福祉センター ケアマネジャーの役割について説明

まちかどデイハウス希望 8月22日 きぼう 介護保険制度について説明

あゆみ作業所 9月30日 あゆみ作業所 介護保険制度について説明

（（（（５５５５））））地域啓発活動地域啓発活動地域啓発活動地域啓発活動・・・・地域交流会等地域交流会等地域交流会等地域交流会等　　　　参加状況参加状況参加状況参加状況

①いきいきサロン・ふれあいの会　等
行事名 日時 場所 内容等

八木北地区ふれあい会食会（４町） 毎月第２・第４水曜日各町会館 いきいきサロン

八木地区ふれあい会食会（３町） 毎月第３水曜日 各町会館 いきいきサロン

八木地区　たから箱 毎月１日 五月ヶ丘町集会所 ふれあいリビング

ふれあいリビング　もみじ 毎月第２火曜日 紅葉ヶ丘町会館 ふれあいリビング

ふれあいリビング　ふれあいの郷 毎月第４土曜日 下池田東町会館 ふれあいリビング

楽しいおうち 毎月第１金曜日 箕土路町老人憩いの家 ふれあいリビング

おしゃべりカフェ 毎月第２・４水曜日 ＮＰＯ法人あゆみ作業所 ふれあいリビング

認知症カフェ　チャムール 毎月第４土曜日 アムール岸和田 認知症カフェ

認知症カフェ　みんなのＯＫハウス 毎月第３土曜日 ＯＫハウス 認知症カフェ

阪南医療生協　カフェひなた 毎月第４日曜日 ひなた 居場所作り

かふぇてぃえら 毎月第３水曜日 ティエラ下池田 居場所作り



②地域体操教室　等

行事名 日時 場所 内容等

いきいき百歳体操（大町） 月１回参加 大町町会館 測定支援、現状確認

いきいき百歳体操（西大路町） 月１回参加 西大路町　町会館 測定支援、現状確認

いきいき百歳体操（五月ヶ丘町） 月１回参加 五月ヶ丘町集会所 測定支援、現状確認

いきいき百歳体操（新小松里町） 月１回参加 新小松里町会館 測定支援、現状確認

いきいき百歳体操（額町） 月１回参加 額町会館 測定支援、現状確認

いきいき百歳体操（桃ヶ丘町） 月１回参加 桃ヶ丘町 測定支援、現状確認

いきいき百歳体操（紅葉ヶ丘町） 月１回参加 紅葉ヶ丘町集会所 測定支援、現状確認

いきいき百歳体操（八木市民センター） 月１回参加 八木市民センター 測定支援、現状確認

③地域行事　等
行事名 日時 場所 内容等

久米田圏域　避難訓練 6月27日 八木市民センター 避難訓練

④その他地域活動
行事名 日時 場所 内容等



《空　白》



【【【【各包括部分各包括部分各包括部分各包括部分】　　】　　】　　】　　岸和田市地域包括支援岸和田市地域包括支援岸和田市地域包括支援岸和田市地域包括支援センターセンターセンターセンター萬寿園中部萬寿園中部萬寿園中部萬寿園中部

（4）（4）（4）（4）各専門職各専門職各専門職各専門職におけるにおけるにおけるにおける研修会研修会研修会研修会のののの開催開催開催開催、、、、会議等参加状況会議等参加状況会議等参加状況会議等参加状況

≪≪≪≪包括的包括的包括的包括的・・・・継続的継続的継続的継続的ケアマネジメントケアマネジメントケアマネジメントケアマネジメント業務業務業務業務≫≫≫≫

①介護支援専門員へ日常的個別支援・困難事例への指導助言（同行訪問含む）

支援・助言 　　　　　　　34件

②介護給付適正化事業
対象事業所 日時 プラン数 担当圏域

③介護支援専門員研修会

研修・会議名 日時 場所 内容等

包括CM研修会事前打ち合わせ 5月10日 大阪介護支援専門員協会 主任CM更新要件研修についての打ち合わせ

包括CM研修会 5月23日 総合福祉センター 社会資源の情報提供等

包括新人向けCM研修会 6/16.7/21.8/18 総合福祉センター ケアマネジメントの基本　医療との連携

中部･葛城の谷圏域CM研修会 6/21.9/13 桜台市民センター 大阪弁護士会との連携　　感染症について

主任CMステップアップ研修 7月19日 総合福祉センター 看護サービス活用いついて

④地域ケア会議
研修・会議名 日時 場所 内容等

地域ケア会議強化研修 7/25.26 大阪府新別館南館他 PTより自立支援型地域ケア会議について

地域ケア会議 7月29日 中北町老人会館 徘徊高齢者の見守りについて

地域ケア会議 9月12日 南上町２丁目会館 認知症高齢者の地域での見守りについて

≪≪≪≪権利擁護業務権利擁護業務権利擁護業務権利擁護業務≫≫≫≫

①高齢者虐待関連
研修・会議名 日時 場所 内容等

虐待防止実務者会議 第二水曜 市役所 虐待対応　現状報告

萬寿園虐待防止委員会 月1回 萬寿園 施設内研修の開催準備等

包括向け法律相談 ２ヶ月に１回 総合福祉センター 各包括の法律に関係する事例についての相談

後見検討会議 毎月１回 総合福祉センター 後見人申し立てに関する検討

②岸和田市認知症支援ネットワーク構築事業
研修・会議名 日時 場所 内容等

KDCワーキング部会 月１回 アムール岸和田他 KDC開催に向けた検討、調整

ソフトボール（キャッスルズ） 月１回 久米田池グラウンド他 若年性認知症の方への支援

大阪市社協認知症研修 8月27日 大阪市社会福祉研修情報センター 若年性認知症の方への支援の取り組み報告

認知症サポーター養成講座 4月21日 グリーン介護 専門職への出張研修　（認知症講座）

認知症サポーター養成講座 8月3日 岸和田特養 専門職への出張研修　（高齢者虐待）

認知症サポーター養成講座 8月29日 市営桜台住宅 地域住民向け勉強会　包括の普及啓発

認知症サポーター養成講座開催 9月5日 ハートフル泉州 認知症の勉強会と包括の周知

（平成28年4月～平成28年9月）

下半期に実施

[光明[光明[光明[光明・・・・常盤常盤常盤常盤・・・・浜浜浜浜・・・・中央中央中央中央　　　　地区]地区]地区]地区]



≪≪≪≪介護予防業務介護予防業務介護予防業務介護予防業務≫≫≫≫

①一次予防事業
研修・会議名 日時 場所 内容等

②二次予防事業

元気アップ教室（運動・口腔・栄養） 9月15日 桜台市民センター 教室開催前の個別面談

≪その≪その≪その≪その他研修他研修他研修他研修・・・・会議等会議等会議等会議等≫≫≫≫

①医療と介護の連携
研修・会議名 日時 場所 内容等

在宅医療介護連携拠点会議 月１回 保健センター 医療と介護の連携について

リハケア会議 7月26日 葛城病院 今年度の方針について

②地域専門職会議・地域あんしんネットワーク会議
研修・会議名 日時 場所 内容等

中部圏域地域専門職NW会議 4/14　6/14 萬寿園会議室 各専門職の情報共有と打ち合わせ

地域支援専門職NW会議全体会 5月20日 総合福祉センター 各専門職の情報共有と打ち合わせ

都市中核圏域専門職NW会議 5/20.8/12 総合福祉センター 各専門職の情報共有と打ち合わせ

都市中核圏域住民懇談会 8月1日 総合福祉センター 今後の地域福祉のあり方について

中部圏域住民懇談会 8月5日 桜台市民センター 今後の地域福祉のあり方について

③岸和田市事業者連絡会
研修・会議名 日時 場所 内容等

事業者連絡会総会 4月14日 総合福祉センター 昨年度の報告と今年度の予定等

各部会合同交流会 6月18日 浪切ホール 事業所間の交流

施設職員向け虐待研修会 9月8日 総合福祉センター 弁護士による虐待についての研修

④泉州地区地域包括支援センター連絡会
研修・会議名 日時 場所 内容等

全体会 7月20日 阪南市役所 情報共有

⑤包括会議

研修・会議名 日時 場所 内容等

役所・６包括会議 月１回 福祉総合センター 情報共有　業務内容確認

萬寿園法人内包括会議 月1回開催 葛城の谷包括 情報共有

保健師・看護師部会 4/12.5/24.7/4.9/26 総合福祉センター 活動内容に関しての検討

主任介護支援専門員部会 4/21.5/18.7/12 総合福祉センター 活動内容に関しての検討

介護予防会議 月１回 市役所 介護予防事業について

生活支援コーディネーター会議 適宜開催 市役所 活動内容に関しての検討

役所・６包括会議総合事業検討会議 適宜開催 市役所 総合事業開始に向けての検討

下半期で実施予定



包括向け研修会 8月12日 総合福祉センター 自立支援プラン　総合事業説明

⑥その他研修・会議　等
研修・会議名 日時 場所 内容等

萬寿園　施設内研修会 毎月第4金曜日 萬寿園 各種法令遵守等の研修会

みずの輪総会 4月9日 総合福祉センター 在宅医療に関して出水医師より講座

福祉用具展示会 6月24日 総合福祉センター 福祉用具の活用法方について

CM協会研修会 7月5日 桜台市民センター CM協会福田氏にて自立支援プランについて

自殺対策人材育成研修会 7月13日 保健センター 米本医師よりうつ病、自殺願望について

認知症ケア懇話会 7月9日 渡辺病院 認知症について

保看部会ヘルパー事業所向け研修 7月29日 総合福祉センター 管理栄養士による減塩食について

生活困窮者自立支援事業研修会 7月29日 市役所職員会館 自立支援事業についての説明

命を繋ぐネットワーク会議 8月18日 保健センター 各機関より自殺対策につちて

コラボラ 8月21日 総合福祉センター 地域ボランティア紹介等

日常生活総合支援事業説明会 9月27日 産業会館 訪問・通所事業所にむけた総合事業についての説明

岸和田市CM向け研修会 9月28日 産業会館 自立支援プラン　総合事業についての説明

（（（（５５５５））））地域啓発活動地域啓発活動地域啓発活動地域啓発活動・・・・地域交流会等地域交流会等地域交流会等地域交流会等　　　　参加状況参加状況参加状況参加状況

①いきいきサロン・ふれあいの会　等
行事名 日時 場所 内容等

門前サロン 4月10日 門前町会館 地域包括支援センター普及啓発

岸城町北サロン 5/24　7/4 岸城町北会館 地域包括支援センター普及啓発

桜ヶ丘サロン 5月30日 桜ヶ丘町会館 認知予防体操　地域包括支援センター普及啓発

八阪町サロン 6月12日 八阪町会館 認知予防体操　地域包括支援センター普及啓発

岸城町南サロン 6月14日 岸城町南会館 認知予防体操　地域包括支援センター普及啓発

南町サロン 6月26日 南町新会館 認知予防体操　地域包括支援センター普及啓発

上松町サロン 6月24日 上松町会館 認知予防体操　地域包括支援センター普及啓発

上松町西サロン 7月9日 上松町西会館 血圧測定　地域包括支援センター普及啓発

大工町サロン 7月16日 臨海会館 地域包括支援センター普及啓発

中町サロン 7月31日 まちづくりの館 地域包括支援センター普及啓発

光明地区サロン「ほのぼの広場」 9月4日 光明公民館 認知予防体操　地域包括支援センター普及啓発

下松町サロン 9月26日 下松町会館 健康講座　地域包括支援センター普及啓発

福田町サロン「ふくふくサロン」 7月28日 福田町公民館 健康講座　地域包括支援センター普及啓発

南上町１丁目サロン「ひだまり」 毎月第2金曜日 南上町会館 健康講座　地域包括支援センター普及啓発

南上町２丁目サロン「なごみ」 毎月第3木曜日 南上町２丁目会館 健康講座　地域包括支援センター普及啓発

中尾生町サロン「おしゃべり広場」 毎月第4金曜日 中尾生町会館 健康講座　地域包括支援センター普及啓発

上松町西サロン「たんぽぽ」 毎月第1・3水曜日 上松町西会館 血圧測定　知己包括支援センター普及啓発

尾生町サロン「あかとんぼ」 毎月第3火曜日 尾生町会館 健康講座　地域包括支援センター普及啓発

②地域体操教室　等
行事名 日時 場所 内容等

南町いきいき百歳体操 毎週金曜日 南町新会館 地域住民主体による体操



浜地区いきいき百歳体操 毎週火･金曜日 浜老人集会所 地域住民主体による体操

岸城町北いきいき百歳体操 毎週月曜日 岸城町北会館 地域住民主体による体操

上町いきいき百歳体操 毎週金曜日 上町会館 地域住民主体による体操

上松町いきいき百歳体操 毎週木曜日 上松町会館 地域住民主体による体操

星和上松台いきいき百歳体操 毎週火曜日 星和上松町会館さ 地域住民主体による体操

上松町西いきいき百歳体操 毎週水曜日（一週目は木） 上松町西会館 地域住民主体による体操

上松町東いきいき百歳体操 毎週木曜日 上松町東会館 地域住民主体による体操

下松町いきいき百歳体操 毎週金曜日（一週目は木） 下松町会館 地域住民主体による体操

八阪町いきいき百歳体操 毎週木曜日 八阪町会館 地域住民主体による体操

門前町いきいき百歳体操 毎週月曜日 門前町会館 地域住民主体による体操

桜ヶ丘いきいき百歳体操 毎週金曜日 桜ヶ丘町会館 地域住民主体による体操

市営桜台住宅いきいき百歳体操 毎週月曜日 市営桜台住宅集会所 地域住民主体による体操

中北町　クロリティー 毎月第2.4金曜日 中北町会館 地域住民主体による体操

南上町２丁目体操教室 毎月第１水曜日 南上町２丁目会館 地域住民主体による体操

③地域行事　等
行事名 日時 場所 内容等

南上町１丁目勉強会 4月8日 南上町会館 還付金詐欺　地域包括ケアシステム講座

浜地区勉強会 4月19日 浜老人集会所 還付金詐欺講座

中北町勉強会 4月22日 中北町会館 還付金詐欺講座

八阪町勉強会 5月19日 八阪町会館 還付金詐欺講座

大北町勉強会 6月18日 大北町新会館 救急救命研修会

南町勉強会 6月26日 南町新会館 災害時の心構えについて

④その他地域活動
行事名 日時 場所 内容等

光明地区総会 4月17日 光明地区公民館 昨年度実績報告　災害ボランティアについての研修

光明地区福祉委員会 ２ヶ月に１回 光明地区公民館 地域活動報告　年間行事の調整

大北町総会 4月23日 大北町新会館 年次計画の打ち合わせ

福田町介護予防体操打ち合わせ 5月27日 福祉委員宅 いきいき百歳体操提案　住民との打ち合わせ

常盤地区運営推進会議 4月26日 桜台市民センター 地域の活動報告　連絡事項

市民フェスティバル 5月3日 中央公園 地域包括支援センター普及啓発

グループホームやすらぎ運営推進会議 5/25.7/28 グループホームやすらぎ デイサービスの現状報告、家族からの意見等

市営桜台住宅介護予防体操打ち合わせ 6月7日 市営桜台住宅集会所 いきいき百歳体操提案　住民との打ち合わせ

城内地区福祉部会 6月13日 岸城町北会館 各地域の取り組み、実施計画の打ち合わせ

常盤ボランティア研修会 7月3日 桜台市民センター 災害発生時の対応について

萬寿園認知症対応型通所介護運営推進会議 7月14日 萬寿園 デイサービスの現状報告、家族からの意見等

運動デイ・ハート運営推進会議 8月29日 運動デイ・ハート デイサービスの現状報告、家族からの意見等

常盤デイサービス運営推進会議 9月15日 常盤デイサービス デイサービスの現状報告、家族からの意見等



【【【【各包括部分各包括部分各包括部分各包括部分】　　】　　】　　】　　岸和田市地域包括支援岸和田市地域包括支援岸和田市地域包括支援岸和田市地域包括支援センターセンターセンターセンター萬寿園葛城萬寿園葛城萬寿園葛城萬寿園葛城のののの谷谷谷谷

（4）（4）（4）（4）各専門職各専門職各専門職各専門職におけるにおけるにおけるにおける研修会研修会研修会研修会のののの開催開催開催開催、、、、会議等参加状況会議等参加状況会議等参加状況会議等参加状況

≪≪≪≪包括的包括的包括的包括的・・・・継続的継続的継続的継続的ケアマネジメントケアマネジメントケアマネジメントケアマネジメント業務業務業務業務≫≫≫≫

①介護支援専門員へ日常的個別支援・困難事例への指導助言（同行訪問含む）

支援・助言 　　　43　　　件

②介護給付適正化事業
対象事業所 日時 プラン数 担当圏域

③介護支援専門員研修会

研修・会議名 日時 場所 内容等

包括CM研修会事前打ち合わせ 5月10日 大阪介護支援専門員協会 主任CM更新の要件研修の持ち方について

包括CM研修会 5月23日 岸和田市立総合福祉センター 社会資源の情報提供等

中部･葛城の谷圏域CM研修会 6/21・7/13 桜台市民センター
弁護による法律が絡んだ事例等を交えて
保険所より（感染症について）

新人介護支援専門員向け研修会 6/16・7/21・8/18 岸和田市立総合福祉センター 介護保険の基本、医療との連携等

主任CMステップアップ研修 7月19日 岸和田市立総合福祉センター 看取り等に関する看護サービスの活用について等

④地域ケア会議
研修・会議名 日時 場所 内容等

地域ケア会議強化研修 7/25・26 大阪府新別館南館他 地域ケア会議の考え方についてPTより

土生住宅地域ケア会議 8月3日 土生住宅集会場 地域･CMとの個別見守り活動についての情報共有

≪≪≪≪権利擁護業務権利擁護業務権利擁護業務権利擁護業務≫≫≫≫

①高齢者虐待関連
研修・会議名 日時 場所 内容等

虐待防止実務者会議 第2水曜日 市役所 虐待対応　現状報告

包括向け法律相談 2ヶ月に1回 岸和田市立総合福祉センター 各包括にて法律が関係している事例について

萬寿園虐待防止委員会 月1回 萬寿園 施設内研修の開催準備等

後見検討会議 7月19日 岸和田市立総合福祉センター 後見人の申立ての必要性について検討

天神山荘ケース検討会議 8月19日 天神山荘 経済的虐待のケース検討

②岸和田市認知症支援ネットワーク構築事業
研修・会議名 日時 場所 内容等

認知症支援ネットワーク会議 月1回開催 市役所 認知症支援について各方面より検討

ソフトボール(キャッスルズ） 月1回開催 久米田池グランド他 ソフトボールを介して認知症の方とふれあい

KDCワーキング部会 月1回開催 グループホーム・アムール岸和田 KDC開催に向けた検討会議

認知症サポーター養成講座 6月15日 デイサービス健楽舎 専門職の出張研修（社会資源）

認知症サポーター養成講座 8月18日 グリーン介護 専門職の出張研修（社会資源）

認知症サポーター養成講座 6月16日 グリーン介護 専門職の出張研修（高齢者虐待）

[旭[旭[旭[旭・・・・太田太田太田太田・・・・天神山天神山天神山天神山・・・・修斉修斉修斉修斉・・・・東葛城東葛城東葛城東葛城　　　　地区]地区]地区]地区]

（平成28年4月～平成28年9月）

下半期に実施



認知症サポーター養成講座 8月3日 岸和田特養 専門職の出張研修（高齢者虐待）

畑町認知症サポーター開催打ち合わせ 6/6・6/20 畑町会館 勉強会打ち合わせ

認知症サポーター養成講座 9月5日 畑町会館 認知症の勉強会と包括の周知

認知症サポーター養成講座 9月5日 ハートフル泉州 認知症の勉強会と包括の周知

≪≪≪≪介護予防業務介護予防業務介護予防業務介護予防業務≫≫≫≫

①一次予防事業
研修・会議名 日時 場所 内容等

②二次予防事業

元気アップ教室（口・栄） 9月14日 東岸和田市民センター 教室開催前の個別面接

≪その≪その≪その≪その他研修他研修他研修他研修・・・・会議等会議等会議等会議等≫≫≫≫

①医療と介護の連携
研修・会議名 日時 場所 内容等

在宅医療介護連携拠点会議 月1回開催 保健センター 医療と介護の連携について

市民病院退院前カンファレンス 適宜開催 岸和田市民病院 退院前等、在宅生活に向けて

修斉校区出前講座 7月13日 有真香会館 熱中症と正しい薬の使用方法について

②地域専門職会議・地域あんしんネットワーク会議
研修・会議名 日時 場所 内容等

葛城の谷圏域専門職NW会議 月1回 持ち回り 各専門職の情報共有と打ち合わせ

地域支援専門職NW会議全体会 5月20日 総合福祉センター 各専門職の情報共有と打ち合わせ

地域住民懇談会 7月29日 東岸和田市民センター 各町別の意見交換と今後の地域のあり方について

③岸和田市事業者連絡会
研修・会議名 日時 場所 内容等

事業者連絡会運営会議 3ヶ月に1回程度 メディカルセンター 総会打合せ、研修会調整、情報共有

平成27年度会計監査 4月6日 メディカルセンター 会計監査の実施

事業者連絡会総会 4月14日 岸和田市立総合福祉センター 昨年との報告と今年度の予定等

各部会合同交流会 6月18日 浪切ホール 事業所間の交流

施設職員向け虐待研修会 9月8日 岸和田市立総合福祉センター 弁護士よる施設職員向けの事例を活用した研修

④泉州地区地域包括支援センター連絡会
研修・会議名 日時 場所 内容等

全体会 7月20日 阪南市役所 情報共有

⑤包括会議
研修・会議名 日時 場所 内容等

役所・6包括会議 月1回開催 社協包括 情報共有

萬寿園法人内包括会議 月1回開催 葛城の谷包括 情報共有

介護予防会議 月1回開催 市役所 介護予防事業等について

下半期に実施



主任CM会議 適宜開催 岸和田市立総合福祉センター 研修会等の打合せ

生活支援コーディネーター会議 適宜開催 役所 生活支援コーディネーターの活動内容等の検討

役所･包括総合事業検討会議 適宜開催 役所 総合事業開催に向けた検討会議

保健師･看護師部会 4/12・7/4・9/26 岸和田市立総合福祉センター 包括の医療職の活動に関して検討

包括専門職研修 8月12日 岸和田市立総合福祉センター 自立支援に向けたケアプランの考え方について

⑥その他研修・会議　等
研修・会議名 日時 場所 内容等

萬寿園　施設内研修会 毎月第4金曜日 萬寿園 各種法令遵守等の研修会

みずの輪　総会 4月9日 岸和田市立総合福祉センター 出水先生より在宅医療に関して

桜台健老大学 4月22日 桜台市民センター 包括の周知と介護予防

主任CM更新研修
5/2･24・6/14・30・7/14・26・

8/17・9/1
介護支援専門員協会 主任CM更新に伴うアセスメントを中心とした研修

テレビ岸和田収録 5月12日 テレビ岸和田 包括の業務内容についての周知啓発

老年看護学：専門課程 6/8・7/1・7・15・21 医師会立看護専門学校 高齢社会と社会保障：虐待、成年後見制度等

老年看護：高等課程2年生 6/6・23・7/11 医師会立看護専門学校 老年看護全般：多職種連携について等

老年看護：高等課程1年生 9/2・9・30 医師会立看護専門学校 高齢者の暮らしの場と看護・認知症の理解等

福祉用具展示会 6月24日 岸和田市立総合福祉センター 谷口先生による福祉用具の活用方法について

地域福祉･地域福祉活動支援推進会議 6月27日 岸和田市立総合福祉センター 昨年度の報告と現状の報告等

CM協会岸和田市・忠岡支部総会 7月5日 桜台市民センター 現状の報告等。福田氏より自立支援プランについて

認知症ケア懇話会 7月9日 渡辺病院 認知症について

保看部会ヘルパー事業所向け研修 7月29日 総合福祉センター 管理栄養士による減塩食について

日常生活総合支援事業説明会 9月27日 産業会館 平成29年度からの総合事業に向けた説明会（通所）

岸和田市介護支援専門員研修会 9月28日 産業会館 大東市の逢坂PTを迎えて自立支援プランについて等

（（（（５５５５））））地域啓発活動地域啓発活動地域啓発活動地域啓発活動・・・・地域交流会等地域交流会等地域交流会等地域交流会等　　　　参加状況参加状況参加状況参加状況

①いきいきサロン・ふれあいの会　等
行事名 日時 場所 内容等

土生住宅フラワーサロン 第1土曜日 土生住宅集会場 ふれあいリビング、軽食等で交流

天神山１丁目サロン 第1火曜日 天神山１丁目集会所小物作り、体操、脳トレ等

天神山あいサロン 第4水曜日 天神山公民館 血圧測定、ミニ講座、介護相談等

天神山ふれあい給食 第2水曜日 天神山公民館 会食会

土生住宅ふれあい食事会 7月16日 土生住宅集会場 会食会、ゲーム、包括の周知、消費者被害

土生滝町サロン 5月6日 土生滝町会館 特殊詐欺について、介護予防

葛城町サロン 5月26日 葛城町会館 特殊詐欺について

土生住宅老人会 7月16日 土生住宅集会場 自転車の交通ルールについて（警察所より）

天神山3丁目サロン 7/29・9/30 3丁目会館
特殊詐欺について
健康ポイント、健康講座等

上白原町サロン 9月4日 上白原町会館 包括の周知と介護予防、脳トレ等

②地域体操教室　等
行事名 日時 場所 内容等

土生町筋トレ教室 第3火曜日 土生町会館 体操、脳トレ、ミニ健康講座等

山下住宅筋トレ教室 第3金曜日 山下住宅集会場 体操、脳トレ、ミニ健康講座等



土生住宅いきいきサロン 第3水曜日 土生住宅集会場 体操、脳トレ、ミニ健康講座等

北阪町筋トレ教室 第3金曜日 北阪町会館 体操、脳トレ、ミニ健康講座等

畑町サロン 第3月曜日 畑町会館　 体操、脳トレ、ミニ健康講座等

流木町筋トレ教室 第4水曜日 流木町会館 体操、脳トレ、ミニ健康講座等

阿間河滝町筋トレ教室 第3金曜日 阿間河滝町老人集会場 体操、脳トレ、ミニ健康講座等

神須屋町筋トレ教室 第1火曜日 神須屋町会館 体操、脳トレ、ミニ健康講座等

土生マスターズマンションいき百 9月12日 マスターズマンションエントランス 6ヶ月に1回の体力測定実施

③地域行事　等
行事名 日時 場所 内容等

葛城町認知症勉強会 4月28日 葛城町会館 認知症の勉強会と包括の周知

太田町勉強会打ち合わせ 6/29・7/25 太田町会館 勉強会の打ち合わせ

④その他地域活動
行事名 日時 場所 内容等

市民フェスティバル 5月3日 中央公園 包括の周知啓発等

太田校区役員会 6月10日 流木町会館 太田校区の新役員等との顔合わせと包括周知

天神山3丁目役員会 6月25日 3丁目会館 包括の周知啓発と地域の現状について

天神山荘運営推進会議 7月25日 天神山荘 施設内の現状報告、家族からの意見等

アルケルデイサービス運営推進会議 7月26日 アルケルデイサービス デイサービスの現状報告、家族からの意見等

樹楽団らんの家運営推進会議 8月25日 樹楽団らんの家 デイサービスの現状報告、家族からの意見等

ひかりデイサービス家運営推進会議 9月29日 ひかりデイサービス デイサービスの現状報告、家族からの意見等



【【【【各包括部分各包括部分各包括部分各包括部分】　 　】　 　】　 　】　 　岸和田市地域包括支援岸和田市地域包括支援岸和田市地域包括支援岸和田市地域包括支援センターいなばセンターいなばセンターいなばセンターいなば荘荘荘荘　　　　北部北部北部北部

（4）（4）（4）（4）各専門職各専門職各専門職各専門職におけるにおけるにおけるにおける研修会研修会研修会研修会のののの開催開催開催開催、、、、会議等参加状況会議等参加状況会議等参加状況会議等参加状況

≪≪≪≪包括的包括的包括的包括的・・・・継続的継続的継続的継続的ケアマネジメントケアマネジメントケアマネジメントケアマネジメント業務業務業務業務≫≫≫≫

①介護支援専門員へ日常的個別支援・困難事例への指導助言（同行訪問含む）
支援・助言 86件

②介護給付適正化事業
対象事業所 日時 プラン数 担当圏域

③介護支援専門員研修会
研修・会議名 日時 場所 内容等

『在宅医療・ケアにおける意思決定支援』

講師：出水クリニック　出水医師

④地域ケア会議
研修・会議名 日時 場所 内容等

7月1日 地域ケア会議開催にあたり

7月20日 対象者への説明と同意、ニーズ確認

北部地域ケア会議調整 7月1日 白ゆりケアプラン ケアマネとの地域ケア会議への打合せ

『春木団地の高齢者が地域の関わりを持ちながら

生活できるしくみ』地域課題と取組について

平成28年度 7月25日 大阪府新別館南館 自立支援に向けた介護予防マネジメント

地域ケア会議充実強化研修会 7月26日 国民会館 地域ケア会議における課題抽出の方法について

北部地域ケア会議調整（大芝地区） 7月29日 包括いなば北部 ケアマネとの地域ケア会議への打合せ

『一人暮らしの認知症高齢者への支援』

地域や関係機関の継続的支援について

8月4日 青空市場の開催増加、秋まつりについて

8月19日 UR住宅担当者、地域との打ち合わせ

≪≪≪≪権利擁護業務権利擁護業務権利擁護業務権利擁護業務≫≫≫≫

①高齢者虐待関連
研修・会議名 日時 場所 内容等

平成28年度高齢者虐待対応研修 大阪府 高齢者虐待防止法について

（基礎研修） 社会福祉会館 早期発見・早期対応の必要性

徘徊高齢者等見守りネットワーク 随時 関係機関に状況確認、支援等

②岸和田市認知症支援ネットワーク構築事業
研修・会議名 日時 場所 内容等

若年認知症の人と家族のつどい 偶数月　第1土曜日 神於山 岸和田まあるい会　山登り会

若年認知症の人と家族のつどい 奇数月　第3土曜日 福祉センター 岸和田まあるい会　交流会

若年認知症ソフトボール 毎月　　最終土曜日 岡山グラウンド 岸和田【キャッスルズ】　ソフトボール

4/14,6/10,7/4 大芝地区公民館 圏域内における認知症サポーター養成講座

8/2・16 春木地区公民館 予定・調整

ラパーク岸和田認知症サポーター 8/25　ラパーク岸和田認知症サポーター

養成講座打ち合わせ 養成講座内容・準備等

戎町認知症サポーター養成講座 6月20日 戎町会館 認知症サポーター養成講座

八幡町認知症サポーター養成講座 6月22日 八幡町会館 認知症サポーター養成講座

5月16日

北部圏域　キャラバンメイト連絡会

6月2日 ラパーク管理事務所

7月20日 春木団地集会所

北部地域ケア会議（大芝地区） 8月3日

北部地域ケア会議調整（春木地区） 対象者自宅

大芝地区公民館

北部地域ケア会議（春木地区）

春木団地集会所地域ケア会議、内容の具体化会議

     [春木     [春木     [春木     [春木・・・・大芝大芝大芝大芝・・・・新条新条新条新条・・・・城北城北城北城北　　　　地区]地区]地区]地区]　　　　

（平成28年4月～9月）

5月19日 メディカルセンター牛滝の谷・北部ケアマネ研修会

下半期実施予定



ラパーク岸和田認知症サポーター ラパーク岸和田 認知症サポーター養成講座

養成講座 １階ホール 社会資源の展示、認知症プログラム実施等

≪≪≪≪介護予防業務介護予防業務介護予防業務介護予防業務≫≫≫≫

①一次予防事業
研修・会議名 日時 場所 内容等

春木若松町いきいき100歳体操説明 7月20日 春木若松町会館 岸和田市高齢化の現状、体操の効果と実施

春木大小路町いきいき100歳体操説明 8月4日 春木大小路町会館 岸和田市高齢化の現状、体操の効果と実施

介護予防健康づくり 9/29,10/12・27 いきいき100歳体操、口腔、栄養改善、認知症予防

フレッシュらいふ教室 11/9・24 最終回サロンの実施

健康づくり体操教室　春木年番本部A 5月～7月(12回) 春木年番本部 相談窓口の開設、地域広報活動、体操フォロー

健康づくり体操教室　春木年番本部B 5月～7月(12回) 春木年番本部 相談窓口の開設、地域広報活動、体操フォロー

健康づくり体操教室　春木地区公民館 5月～8月(12回) 春木地区公民館 相談窓口の開設、地域広報活動、体操フォロー

②二次予防事業
研修・会議名 日時 場所 内容等

平成27年度分介護予防アンケート 平成27年度介護予防アンケート未回収者

未回収者実態把握 160名実態把握　 内160名訪問

③介護予防・日常生活支援総合事業
研修・会議名 日時 場所 内容等

第2回泉州ふくせん会福祉機器展 分かりにくい制度をかみ砕こう～新たな総合事業

総合事業講演会 地域包括ケアシステム実現にむけて

生活支援コーディネーター担当者会議 6月16日 福祉センター 地域活動（社会資源）まとめ

大阪府生活支援コーディネーター 生活支援コーディネーター、協議体のあり方

養成研修 助け合いを広める鍵と方策について

総合事業から見えてくる助け合い 総合事業について専門職と一緒に考える機会

について 講師：さわやか財団　中田壽子氏

≪その≪その≪その≪その他研修他研修他研修他研修・・・・会議等会議等会議等会議等≫≫≫≫

①医療と介護の連携
研修・会議名 日時 場所 内容等

6月11日

7月28日

岸和田緩和ケアネットワーク研究会 8月27日 岸和田市民病院 『緩和ケアにおける薬剤師の関わり』

②地域専門職会議・地域あんしんネットワーク会議
研修・会議名 日時 場所 内容等

4/11,5/16,6/20 岸和田北特養 平成28年度活動計画・地域情報共有

7/11,8/22 包括いなば荘北部 あんしんネットワークの内容検討

③岸和田市事業者連絡会
研修・会議名 日時 場所 内容等

中堅ケアマネジャー向け勉強会 7月14日 福祉センター 今こそ復習！サービス担当者会議の開催

総合事業研修会 9月27日 福祉センター 総合事業から見えてくる助け合いについて

④出張相談
研修・会議名 日時 場所 内容等

福祉まるごと相談 毎月　第2木曜日 春木市民センター 福祉相談会に参加

春木団地ふれあいひろば　なごみ 毎月　第4月曜日 春木団地集会所 ふれあい喫茶コーナー福祉に関する各種相談

ラパーク岸和田 ラパーク中央イベントホールでの各相談

イベントホール もの忘れ相談プログラムの実施

北部地域専門職会議

毎月　第3火曜日ラパーク岸和田　福祉相談会

7月11日

8月25日

大阪府新別館南館

北部医療出前講座打合せ 橋間診療所

対象校区

泉の森ホール6月10日

9月27日 福祉センター

新条地区公民館

セミナー内容、テーマ確認・打合せ



春木団地　なんでも相談会 毎月　第4水曜日 春木団地集会所 生活に関する各種相談

⑤その他研修・会議　等
研修・会議名 日時 場所 内容等

介護者家族の会『みずの輪』総会 4月9日 福祉センター 平成27年度活動報告、平成28年度計画等

バリアフリー展 4月23日 インテックス大阪 平成28年度バリアフリー展

第2回泉州ふくせん会　福祉機器展 6月10日 泉佐野文化会館 地域包括ケアシステムの実現にむけて

福祉機器・介護用品展示会研修会 6月25日 福祉センター 膝の痛みと上手な付き合い方

大阪介護支援専門員協会 介護支援専門員の新たな研修体系と

岸和田忠岡支部記念講演会 介護支援専門員に求められるもの

自殺対策推進人材養成研修 7月13日 泉南府民センター うつ病と自殺のサインの早期発見・早期対応

第4次地域福祉計画・地域福祉活動推進計画

市民アンケート結果・地域課題等について

地域密着型介護老人福祉施設 岸和田北特別養護 小規模特別養護老人ホーム

運営推進会議 老人ホーム 運営推進会議

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

介護医療連携推進会議 医療介護連携推進会議

地域密着型通所介護運営推進会議 8月24日 いろは・胡蝶 地域密着型通所介護運営推進会議

地域密着型通所介護運営推進会議 9月6日 春木笑福 地域密着型通所介護運営推進会議

元気に輝き続ける秘訣 貝塚市生活支援コーディネーターからの講演

老人力を活かす～60歳からの夢探し～ 健康維持や地域力の高め方について

地域福祉・高齢者支援コーディネーター 6月24日

会議 9月30日

（（（（５５５５））））地域啓発活動地域啓発活動地域啓発活動地域啓発活動・・・・地域交流会等地域交流会等地域交流会等地域交流会等　　　　参加状況参加状況参加状況参加状況

①いきいきサロン・ふれあいの会　等
行事名 日時 場所 内容等

岸和田北特別養護 地域交流スペースでのふれあい喫茶

老人ホーム 福祉に関する各種相談

春木泉町ふれあいサロン 4月4日 春木泉町会館 会食、広報活動、認知症予防について

ふれあいリビング春ケ丘の郷 4月20日 春ケ丘集会所 広報活動、情報提供、茶話会、小物づくり

春ケ丘元気ひろば 4月20日 春ケ丘集会所 健康体操、健康指導、茶話会

春木旭府営住宅ふれあいサロン 4月24日 春木旭住宅集会所 会食、広報活動、情報提供

城北地区元気ひろば 4月27日 城北地区公民館 健康体操、健康指導、茶話会

北部圏域　おしゃべりカフェ① 4月28日 地域交流会の開催、お菓子つくり

北部圏域　おしゃべりカフェ② 8月19日 減塩への指導、栄養に関する情報提供

春木宮本町サロン 6月7日 春木宮本町会館 広報活動、情報提供

春木旭府営住宅元気ひろば 6月7日 春木旭住宅集会所 健康体操、健康指導、茶話会

大芝地区いきいきサロン　神弥町 6月13日 神弥町会館 大芝公民館長講義、情報提供

春ヶ丘いきいき健康ひろば 6月15日 春ヶ丘町集会所 健康体操、健康指導、茶話会

春木旭町元気ひろば 6月18日 春木旭町会館 健康体操、健康指導、茶話会

大芝地区いきいきサロン　戎町 6月20日 戎町会館 大芝公民館長講義、認知症サポーター養成講座

大芝地区いきいきサロン　八幡町 6月22日 八幡町会館 大芝公民館長講義、認知症サポーター養成講座

大芝地区いきいきサロン　松風町 6月27日 松風町会館 大芝公民館長講義、情報提供

大芝地区いきいきサロン　大道町 7月4日 大道長生会館 大芝公民館長講義、情報提供

大芝地区いきいきサロン　磯上町 7月12日 多目的ホール 大芝公民館長講義、保健師からの指導

春木宮川町サロン 7月15日 春木宮川町会館 警察からの講義『自転車のルールと詐欺』

春木団地　お弁当会・音楽療法 8月24日 春木団地集会所 春木団地交流会の開催、音楽療法の実施

4/26,6/28,7/6

8/23,9/7

北部圏域　市民懇談会

9月11日

7月24日

奇数月に開催

3ヶ月毎に開催

7月5日

リビングゆずる 春木旭住宅集会所

カフェ磯のカメ 毎月　第3火曜日

広報活動、茶話会

ふれあい朝陽 地域福祉コーディネーター担当者会議

桜台市民センター

岸和田市立公民館

春木市民センター

春木市民センター

ケアネット徳洲会



②地域体操教室　等
行事名 日時 場所 内容等

春木南浜町 毎週金曜日 春木南浜町会館 広報活動、健康チェック、体操フォロー

春木泉町 毎週木曜日 春木泉町会館 広報活動、健康チェック、体操フォロー

神弥町 毎週月曜日 神弥町会館 広報活動、健康チェック、体操フォロー

春木若松町 毎週水曜日 春木若松町会館 広報活動、健康チェック、体操フォロー

大道町 毎月第1・3月曜日 大道長生会館 広報活動、健康チェック、体操フォロー

春木大小路町 毎週金曜日 春木大小路町会館 広報活動、健康チェック、体操フォロー

春木泉団地 毎月第1・3金曜日 春木泉団地集会所 広報活動、健康チェック、体操フォロー

八幡町 毎週水曜日 八幡町会館 広報活動、健康チェック、体操フォロー

松風町 毎週月曜日 松風町会館 広報活動、健康チェック、体操フォロー

春木宮川町 毎週金曜日 春木宮川町会館 広報活動、健康チェック、体操フォロー

③地域行事　等
行事名 日時 場所 内容等

春木年番本部リビング立上げ見学会 4月11日 リビング星ケ丘 春木年番本部リビング立上げにつき見学実施

星ヶ丘ハッピーランチ 5月12日 星ヶ丘集会所 認知症研修会、食事会

春木団地　ランチ会 5月25日 春木団地集会所 相談会でのランチ会実施

4月20日 ふれあいサロン、個別見守り活動報告

7月6日 学び舎プログラム実施検討等

9月7日

春木旭府営住宅福祉会学び舎プログラム 9月11日 岸和田市立公民館 老人力を活かす～60歳からの夢さがし講演会

4/13,,5/11,6/8 圏域ケアマネ、地域とのケース検討

7/13,9/14 情報共有

見守り訪問活動、今後の活動について

春木団地秋まつり、青空市場について

④その他地域活動
行事名 日時 場所 内容等

大芝地区見守り活動報告会 4/20,6/15 大芝地区公民館 見守り活動報告、見守り分担について

参加者・活動紹介、棟に分かれての意見交換

ケアマネとの連携交流会

新条地区福祉委員会 4/21,5/18 新条地区の活動と会計報告

なかよし新条 6/15,8/17 各活動報告、協議　ふれあい訪問報告

なかよし新条懇親会 5月11日 グランドホール 平成28年度新条地区福祉委員会懇親会

4/8,5/13 平成28年度活動予定

6/10,8/12,9/9 城北地区の活動報告、今後の活動について

春木地区福祉委員会 5月28日 春木地区公民館 平成28年度地区福祉委員会

5月16日 65歳以上独居高齢者訪問活動123件

7月13日 UR担当者と同行（87名＋8名）

4/20,5/18 大芝地区見守りボランティア報告会

6/15,8/17,9/21 見守り分担、対象者フォローについて

大芝地区シニアクラブ定例会議 5/10,8/9 大芝地区公民館 地域活動、サロンの調整

春木団地UR自治会会議 9月10日 春木団地集会所 春木団地秋祭り開催にむけて

春木旭住宅集会所春木旭府営住宅福祉会『絆』

新条地区公民館

星ヶ丘ランチミーティング 星ヶ丘集会所

4/21,5/16,8/4 春木団地集会所春木団地ランチミーティング

にこにこ大芝見守り活動報告会 大芝地区公民館

若葉ケ丘福祉懇談会 4/27,5/24,7/15 若葉ケ丘集会所

城北地区福祉委員会 城北地区公民館

春木団地　独居高齢者同行訪問 春木団地



【【【【各包括部分各包括部分各包括部分各包括部分】　 】　 】　 】　 岸和田市地域包括支援岸和田市地域包括支援岸和田市地域包括支援岸和田市地域包括支援センターいなばセンターいなばセンターいなばセンターいなば荘荘荘荘　　　　牛滝牛滝牛滝牛滝のののの谷谷谷谷

（4）（4）（4）（4）各専門職各専門職各専門職各専門職におけるにおけるにおけるにおける研修会研修会研修会研修会のののの開催開催開催開催、、、、会議等参加状況会議等参加状況会議等参加状況会議等参加状況

≪≪≪≪包括的包括的包括的包括的・・・・継続的継続的継続的継続的ケアマネジメントケアマネジメントケアマネジメントケアマネジメント業務業務業務業務≫≫≫≫

①介護支援専門員へ日常的個別支援・困難事例への指導助言（同行訪問含む）
支援・助言 43件

②介護給付適正化事業
対象事業所 日時 プラン数 担当圏域

③介護支援専門員研修会
研修・会議名 日時 場所 内容等

『在宅医療・ケアにおける意思決定支援』

講師：出水クリニック　出水医師

④地域ケア会議
研修・会議名 日時 場所 内容等

牛滝の谷地域ケア会議調整 6月28日 すいめい介護 ケアマネとの地域ケア会議への打合せ

7月25日 大阪府新別館南館 自立支援に向けた介護予防ケアマネジメント

7月26日 国民会館 地域ケア会議における課題抽出方法

牛滝の谷地域ケア会議調整 9月6日 渡辺病院 講師の先生との事前調整、内容確認

牛滝の谷地域ケア会議 『地域で支えあう暮らし～病気があっても外出を

（三田町・岡山町） 楽しもう』　講師：渡辺病院　稲山医師

≪≪≪≪権利擁護業務権利擁護業務権利擁護業務権利擁護業務≫≫≫≫

①高齢者虐待関連
研修・会議名 日時 場所 内容等

平成28年度高齢者虐待対応研修 大阪府 高齢者虐待防止法について

（基礎研修） 社会福祉会館 早期発見・早期対応の必要性

徘徊高齢者等見守りネットワーク 随時 関係機関に状況確認、支援等

②岸和田市認知症支援ネットワーク構築事業
研修・会議名 日時 場所 内容等

若年認知症の人と家族のつどい 偶数月　第1土曜日 神於山 岸和田まあるい会　山登り会

若年認知症の人と家族のつどい 奇数月　第3土曜日 福祉センター 岸和田まあるい会　交流会

若年認知症ソフトボール 毎月1回土曜日 岡山グラウンド 岸和田【キャッスルズ】　ソフトボール

牛滝の谷圏域における認知症サポーター

養成講座の開催予定と役割

認知症の人を支える家族のつどい 『認知症介護に役立つ医学の話』講義

【牛滝の谷圏域】 うえのクリニック　上野医師

大沢大学認知症サポーター養成講座 7月21日 大沢山荘 認知症サポーター養成講座

末広大学認知症サポーター養成講座 7月15日 山滝地区公民館 認知症サポーター養成講座

内畑大学認知症サポーター養成講座 7月20日 内畑町会館 認知症サポーター養成講座

若年認知症研修 9月29日 山直市民センター 若年認知症本人からの話

下半期実施予定

         [城東         [城東         [城東         [城東・・・・山直北山直北山直北山直北・・・・山直南山直南山直南山直南・・・・山滝山滝山滝山滝　　　　地区]地区]地区]地区]　　　　

（平成28年4月～9月）　

牛滝の谷・北部ケアマネ研修会 5月19日 メディカルセンター

6月29日

牛滝の谷　キャラバンメイト連絡会 6/23,29,7/7 包括いなば荘

山直市民センター

5月16日

9月21日

地域ケア会議研修

山直市民センター



≪≪≪≪介護予防業務介護予防業務介護予防業務介護予防業務≫≫≫≫

①一次予防事業
研修・会議名 日時 場所 内容等

いきいき１００歳体操自主教室 5月30日 いきいき100歳体操趣旨説明、体力測定

東ヶ丘町 7月11日 自主教室支援、フィードバック

いきいき１００歳体操自主教室 5/17,6/7・14・21・28 いきいき100歳体操趣旨説明

黄金塚第二期 7月8日 体力測定、自主開催支援

いきいき１００歳体操自主教室 8/1,9/5・12・26 いきいき100歳体操趣旨説明

岡山町 10月3日 体力測定、自主開催支援

健康づくり体操教室　田治米町 6月～9月(12回） 田治米町会館 相談窓口の開設、地域広報活動、体操フォロー

健康づくり体操教室

久米田池交流資料館

健康づくり体操教室　翠ケ丘町 8月～11月(12回） 翠ヶ丘町会館 相談窓口の開設、地域広報活動、体操フォロー

②二次予防事業
研修・会議名 日時 場所 内容等

平成28年元気アップ運動教室 対象者10名への教室

事前面接（久米田青少年会館） 運動機能向上教室参加者事前面談

平成28年元気アップ口腔・栄養教室 対象者4名への教室

事前面接（山直市民センター） 口腔機能向上教室参加者事前面談

③介護予防・日常生活支援総合事業
研修・会議名 日時 場所 内容等

第2回泉州ふくせん会福祉機器展 分かりにくい制度をかみ砕こう～新たな総合事業

総合事業講演会 地域包括ケアシステム実現にむけて

生活支援コーディネーター担当者会議 6月16日 福祉センター 地域活動（社会資源）まとめ

大阪府生活支援コーディネーター 生活支援コーディネーター、協議体のあり方

養成研修 助け合いを広める鍵と方策について

総合事業から見えてくる助け合い 総合事業について専門職と一緒に考える機会

について 講師：さわやか財団　中田壽子氏

≪その≪その≪その≪その他研修他研修他研修他研修・・・・会議等会議等会議等会議等≫≫≫≫

①医療と介護の連携
研修・会議名 日時 場所 内容等

牛滝の谷住民啓発セミナー打合せ 6/25,7/23,8/6 五ッ星薬局 セミナー内容確認・打合せ

『知っておきたい薬の知識』

講師：五ッ星薬局　岡本薬剤師

岸和田緩和ケアネットワーク研究会 8月27日 岸和田市民病院 『緩和ケアにおける薬剤師の関わり』

②地域専門職会議・地域あんしんネットワーク会議
研修・会議名 日時 場所 内容等

4/18,5/17,6/20 千亀利荘 平成28年度活動計画・地域情報共有

7/28,9/9 いなば荘 あんしんネットワークの内容検討

③岸和田市事業者連絡会
研修・会議名 日時 場所 内容等

中堅ケアマネジャー向け勉強会 7月14日 福祉センター 今こそ復習！サービス担当者会議の開催

総合事業研修会 9月27日 福祉センター 総合事業から見えてくる助け合いについて

7月11日

8月27日 山直市民センター

9月13日 久米田青少年会館

9月16日 山直市民センター

6月10日 泉の森ホール

牛滝の谷住民啓発セミナー

9月27日 福祉センター

牛滝の谷地域専門職会議

黄金塚第二集会所

東ヶ丘町会館

大阪府新別館南館

相談窓口の開設、地域広報活動、体操フォロー久米田池交流資料館

久米田青年会場

5月～8月(12回）



④出張相談
研修・会議名 日時 場所 内容等

福祉まるごと相談 毎月　第2木曜日 山直市民センター 福祉相談会に参加

ラパーク岸和田 ラパーク中央イベントホールでの各相談

イベントホール もの忘れ相談プログラムの実施

⑤その他研修・会議　等
研修・会議名 日時 場所 内容等

介護者家族の会『みずの輪』総会 4月9日 福祉センター 平成27年度活動報告、平成28年度計画等

バリアフリー展 4月23日 インテックス大阪 平成28年度バリアフリー展

7/5・19,8/4・23 大阪府主任介護支援専門員研修

9/13・29 全12回

自殺対策推進人材養成研修 7月13日 泉南府民センター うつ病と自殺のサインの早期発見・早期対応

第4次地域福祉計画・地域福祉活動推進計画

市民アンケート結果・地域課題等について

地域福祉・高齢者支援 6月24日

コーディネーター会議 9月30日

小規模多機能型居宅介護 地域密着型小規模多機能型居宅介護

運営推進会議 運営推進会議

地域密着型通所介護運営推進会議 7月12日 徒然 地域密着型通所介護運営推進会議

地域密着型通所介護運営推進会議 9月13日 ひとやすみ 地域密着型通所介護運営推進会議

地域密着型通所介護運営推進会議 9月28日 オレンジ 地域密着型通所介護運営推進会議

（（（（５５５５））））地域啓発活動地域啓発活動地域啓発活動地域啓発活動・・・・地域交流会等地域交流会等地域交流会等地域交流会等　　　　参加状況参加状況参加状況参加状況

①いきいきサロン・ふれあいの会　等
行事名 日時 場所 内容等

東ケ丘シルバーサロン 毎月　第3金曜日 東ケ丘町集会所 広報活動

カフェ山滝 7月26日 内畑町会館 山滝地区リビング、茶話会

黄金塚第二期　きらきら喫茶 5月13日 黄金塚二期会館 ふれあいリビング開催、地域交流

お亀茶屋 4月10日 千亀利荘 地域住民との交流会、茶話会

6月25日 居場所づくりとしてのサロン開始

7月23日 血圧測定、福祉相談会実施

黄金塚二期独居高齢者茶話会 7月8日 黄金塚二期会館 健康寿命についての講義・健康手帳交付

三田町いきいきサロン 7月3日 三田町会館 地域交流、広報活動

徒然カフェ 8月30日 デイサービス徒然 地域住民との交流会、茶話会

牛滝の谷圏域　おしゃべりカフェ① 9月16日 久米田青少年会館 地域交流会の開催、お菓子づくり

②地域体操教室　等
行事名 日時 場所 内容等

大沢町筋トレ教室 毎月第4木曜日 大沢山荘 広報活動、健康チェック、体操フォロー

内畑町筋トレ教室 毎月第4金曜日 内畑町会館 広報活動、健康チェック、体操フォロー

黄金塚筋トレ教室（第一期） 毎月第1～4木曜日 黄金塚第一集会所 広報活動、健康チェック、体操フォロー

黄金塚筋トレ教室（第二期） 毎月第1～4火曜日 黄金塚第二集会所 広報活動、健康チェック、体操フォロー

摩湯町 毎週月曜日 摩湯町会館 広報活動、健康チェック、体操フォロー

田治米団地 毎週木曜日 田治米団地集会所 広報活動、健康チェック、体操フォロー

今木町 毎週月曜日 今木町公民館 広報活動、健康チェック、体操フォロー

③地域行事　等
行事名 日時 場所 内容等

包近町老人会 毎月1日 包近町会館 広報活動、健康チェック、体操の実施

稲葉町老人会 毎月10日 水なすの館 広報活動、健康チェック、体操の実施

城東地区福祉講座 毎月1回 摩湯町会館 住民の手による福祉活動講座

東ヶ丘町健康講座 6月27日 東ヶ丘町会館 生涯健康脳を保つために今できること

ラパーク岸和田福祉相談会

ふれあい朝陽

奇数月に開催

田治米団地集会所

毎月　第3火曜日

8月2日 山直市民センター

田治米団地いきいきサロン

牛滝の谷圏域　市民懇談会

大阪府主任介護支援専門員研修 OMMビル

地域福祉コーディネーター担当者会議

さくらの苑



④その他地域活動
行事名 日時 場所 内容等

城東地区福祉委員会会議 毎月　第三金曜日 城東地区各会館 福祉委員会に参加、包括との連携等

さくらの苑地域交流会 4月1日 さくらの苑 地域住民との交流会

田治米団地居場所づくり打合せ 5月9日 田治米団地集会所 居場所づくり日時内容検討

田治米団地、春木団地居場所視察 8月5日 春木団地集会所 居場所の見学会

山直南地区福祉委員会 6月11日 山滝地区公民館 福祉委員会に参加、包括との連携等

山滝地区 7月16日 いきいきサロン・ビング開催に関する内容検討

市民協議会福祉部会会議 9月24日 山滝カフェ大沢開催について
内畑町会館



地域密着型地域密着型地域密着型地域密着型サービスサービスサービスサービス事業所事業所事業所事業所のののの指定状況一覧指定状況一覧指定状況一覧指定状況一覧（（（（平成平成平成平成２８２８２８２８年11月年11月年11月年11月１１１１日現在日現在日現在日現在））））

○定期巡回・随時対応型訪問介護看護○定期巡回・随時対応型訪問介護看護○定期巡回・随時対応型訪問介護看護○定期巡回・随時対応型訪問介護看護

法人名称 事業所名称 定員 事業所所在地 生活圏域 指定年月日 有効期間満了日 備考

（社福）寺田萬寿会 定期巡回・随時対応訪問ケア　まんじゅ ※ 南上町一丁目４８番５号 都市中核地域 平成25年4月12日 平成31年4月11日

（株）ケアネット徳洲会 ケアネット徳洲会　定期巡回・随時対応型訪問介護看護　岸和田 ※ 磯上町四丁目２２－４０ 岸和田北部地域 平成25年3月1日 平成31年2月28日

○夜間対応型訪問介護○夜間対応型訪問介護○夜間対応型訪問介護○夜間対応型訪問介護

法人名称 事業所名称 定員 事業所所在地 生活圏域 指定年月日 有効期間満了日 備考

（社福）寺田萬寿会 ナイトヘルパー　萬寿園 ※ 尾生町８０８ 岸和田中部地域 平成19年3月1日 平成31年2月28日

○認知症対応型通所介護（介護予防認知症対応型通所介護）○認知症対応型通所介護（介護予防認知症対応型通所介護）○認知症対応型通所介護（介護予防認知症対応型通所介護）○認知症対応型通所介護（介護予防認知症対応型通所介護）

法人名称 事業所名称 定員 事業所所在地 生活圏域 指定年月日 有効期間満了日 備考

（株）Ａ・Ｔ・Ｓプランニング わが家 12名 上野町東２９－３ 都市中核地域 平成19年7月1日 平成31年6月30日 介護予防の指定なし

（社福）寺田萬寿会 まんじゅ　デイサービスセンター 20名 南上町二丁目５－６ 都市中核地域 平成19年10月1日 平成31年9月30日

（社福）緑寿会 デイサービスセンター緑寿荘 10名 流木町６６８－１ 葛城の谷地域 平成12年4月1日 平成32年3月31日

（社福）寺田萬寿会 特別養護老人ホーム　萬寿園 24名 尾生町８０８ 岸和田中部地域 平成12年4月1日 平成32年3月31日

（社福）大恵会 デイサービスセンターいなば荘 12名 稲葉町１０６６ 牛滝の谷地域 平成24年4月1日 平成30年3月31日 休止中

（社医）慈薫会 社会医療法人慈薫会認知症対応型通所介護大阪緑ヶ丘 6名 神須屋町６６２番地の２ 葛城の谷地域 平成27年6月1日 平成33年5月31日

○○○○地域密着型通所介護地域密着型通所介護地域密着型通所介護地域密着型通所介護

法人名称 事業所名称 定員 事業所所在地 生活圏域 指定年月日 有効期間満了日 備考

社会福祉法人岸和田市社会福祉協議会 社会福祉法人岸和田市社会福祉協議会ふれあい朝陽デイサービスセンター 18名 岸和田市下野町五丁目３番１１号 都市中核地域 平成28年4月1日 平成32年3月31日

社会福祉法人光生会 ピープルデイサービスセンターきしわだ 15名 岸和田市尾生町２１３０番地４ 岸和田中部地域 平成28年4月1日 平成32年3月31日

有限会社サン・エー 通所介護サービスひかり 18名 岸和田市土生滝町５３０番地 葛城の谷地域 平成28年4月1日 平成33年5月31日

株式会社Ｅｉｇｈｔ エイトデイサービス 18名 岸和田市上松町４番地５ 岸和田中部地域 平成28年5月1日 平成34年4月30日

株式会社ニッケ・ケアサービス デイサービスセンターニッケつどい岸和田 15名 岸和田市額原町１０１２番地 久米田地域 平成28年7月1日 平成34年6月30日

有限会社チェリーくめだ チェリーくめだデイサービスセンター 13名 岸和田市岡山町８０番地の３ 牛滝の谷地域 平成28年4月1日 平成28年11月30日

資料資料資料資料３３３３
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○○○○地域密着型通所介護地域密着型通所介護地域密着型通所介護地域密着型通所介護

法人名称 事業所名称 定員 事業所所在地 生活圏域 指定年月日 有効期間満了日 備考

株式会社グリーマリン グリースマイル 14名 岸和田市加守町二丁目６番２号 都市中核地域 平成28年4月1日 平成30年8月31日

久米田池庵株式会社 元気でレッツゴー久米田池 18名 岸和田市岡山町５２７番地の２ 牛滝の谷地域 平成28年4月1日 平成31年4月30日

株式会社文衛門 つじいリハビリ・デイサービス 15名 岸和田市小松里町１２３０番地 久米田地域 平成28年4月1日 平成32年4月30日

医療法人大植医院 医療法人大植医院芙蓉メディカルサポート 10名 岸和田市大町３６７番地 久米田地域 平成28年4月1日 平成34年2月28日

株式会社ライフパートナー リーブルデイサービス岸和田 14名 岸和田市土生町二丁目２９番１２号 葛城の谷地域 平成28年4月1日 平成34年3月31日

株式会社凛花苑 デイサービスセンター凛花苑 10名 岸和田市下野町一丁目１１番２３号 都市中核地域 平成28年4月1日 平成34年10月31日

有限会社へルパーステーション・ハート デイステーション・ハート 10名 岸和田市上松町２８０番地４ 岸和田中部地域 平成28年4月1日 平成34年10月31日

株式会社フラハ みらいケア喜多 10名 岸和田市中井町三丁目１９番２１号 岸和田北部地域 平成28年4月1日 平成34年11月30日

株式会社山下社中 デイサービスいろは 10名 岸和田市春木本町９番１１号サンローゼ春木１Ｆ 岸和田北部地域 平成28年4月1日 平成29年2月28日

株式会社さたき デイサービスセンター青い鳥 15名 岸和田市西之内町７番２１号 都市中核地域 平成28年4月1日 平成29年3月31日

特定非営利活動法人クオリティー・オブ・ライフ 中央デイサービス 18名 岸和田市藤井町二丁目５番３４号 都市中核地域 平成28年4月1日 平成29年8月31日

株式会社ライフパートナー アムールデイサービス岸和田 10名 岸和田市池尻町６８６番地の７ 久米田地域 平成28年4月1日 平成29年9月30日

株式会社アキコーポレーション 樹楽団らんの家東岸和田 10名 岸和田市葛城町１２５０番１１ 葛城の谷地域 平成28年4月1日 平成29年10月31日

三宅繊維工業株式会社 デイサービスセンター美 10名 岸和田市西大路町３番地の１ 久米田地域 平成28年4月1日 平成30年2月28日

株式会社美愛 デイサービスじーばーず 10名 岸和田市春木宮本町８番１６号 岸和田北部地域 平成28年4月1日 平成30年4月30日

株式会社ヤマシタ デイサービスときわ 15名 岸和田市上松町１丁目７番１号 岸和田中部地域 平成28年4月1日 平成30年6月30日

阪南医療生活協同組合 阪南医療生協デイサービス「ひなた」 10名 岸和田市大町四丁目１番地１０号 久米田地域 平成28年4月1日 平成30年6月30日

社会福祉法人やまだい福祉会 デイサービスやまだいふれあいの家 10名 岸和田市田治米町４２５番地１ 牛滝の谷地域 平成28年4月1日 平成30年7月31日

株式会社ベルーツ ＧＥＮＫＩＮＥＸＴ岸和田下松 13名 岸和田市下松町３丁目５－５２ 岸和田中部地域 平成28年4月1日 平成30年9月30日

株式会社そうせい介護支援事業所 そうせいデイ春木 10名 岸和田市春木本町９番１５号 岸和田北部地域 平成28年4月1日 平成30年10月31日

有限会社ヨシダヘルスケアサービス デイサービス　オレンジ 10名 岸和田市岡山町４５２－１ 牛滝の谷地域 平成28年4月1日 平成30年10月31日

有限会社妙薫 すいめい介護支援センター 8名 岸和田市三田町９３番地の２ 牛滝の谷地域 平成28年4月1日 平成32年11月30日

株式会社ＳＯＳＯ デイサービス徒然 13名 岸和田市摩湯町７２６番地４ 牛滝の谷地域 平成28年4月1日 平成31年2月28日

合同会社かつみ デイサービスひとやすみ 10名 岸和田市田治米町２９９番地の７ 牛滝の谷地域 平成28年4月1日 平成31年3月31日
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○○○○地域密着型通所介護地域密着型通所介護地域密着型通所介護地域密着型通所介護

法人名称 事業所名称 定員 事業所所在地 生活圏域 指定年月日 有効期間満了日 備考

株式会社ライフサポート谷脇 デイサービス　花水木　色彩 18名 岸和田市南上町二丁目２４番１３号 都市中核地域 平成28年4月1日 平成31年3月31日

有限会社グッドライフコミュニティ いずみの森クラブ 14名 岸和田市宮本町２番１４号 都市中核地域 平成28年4月1日 平成31年4月30日

株式会社フラハ デイサービスセンター蔵 10名 岸和田市宮前町２４番５号 都市中核地域 平成28年4月1日 平成31年6月30日

有限会社へルパーステーション・ハート 運動デイ・ハート 10名 岸和田市上松町２８２番地１ 岸和田中部地域 平成28年4月1日 平成31年8月31日

株式会社グリーン介護サービス デイサービス　グリーン 15名 岸和田市荒木町一丁目８番３号 岸和田北部地域 平成28年4月1日 平成31年9月30日

ウエルネスネット株式会社 アルケルデイサービス 10名 岸和田市土生町３０９番地 葛城の谷地域 平成28年4月1日 平成31年11月30日

株式会社山下社中 デイサービス　胡蝶 10名 岸和田市春木本町１５－２０ 岸和田北部地域 平成28年4月1日 平成31年12月31日

株式会社まほろば デイサービスセンター春木笑福 10名 岸和田市春木若松町６番６号 岸和田北部地域 平成28年4月1日 平成32年4月30日

株式会社結屋 結屋岸和田デイセンター 10名 岸和田市作才町１１８１番地 葛城の谷地域 平成28年4月1日 平成32年9月30日

アールズ株式会社 レッツ倶楽部岸和田 14名 岸和田市下野町三丁目１０番３９号 都市中核地域 平成28年4月1日 平成33年2月28日

有限会社結い デイサービス　ゆいの集い 16名 岸和田市西之内町１０番２号 都市中核地域 平成28年4月1日 平成33年2月28日

有限会社　マエダケアサービス ソラーレ 10名 岸和田市別所町１－１９－１３ 都市中核地域 平成28年4月1日 平成33年4月30日

株式会社乃有 いろは 10名 岸和田市南上町一丁目３３番７号 都市中核地域 平成28年4月1日 平成33年9月30日

ライジングサン株式会社 デイサービス花りぼん 18名 岸和田市宮前町１０－１４ 都市中核地域 平成28年4月1日 平成33年11月30日

久米田池庵株式会社 元気でレッツゴー 10名 岸和田市大北町６番５号 都市中核地域 平成28年8月1日 平成34年7月31日

株式会社ピア ＯＫハウス 8名 岸和田市小松里町２０６５コマツビル１０５号 久米田地域 平成28年10月1日 平成34年9月30日

株式会社ピア ＯＫハウス友 9名 岸和田市小松里町２０６４ＭＫビル１０１号 久米田地域 平成28年10月1日 平成34年9月30日

○小規模多機能型居宅介護（介護予防小規模多機能型居宅介護）○小規模多機能型居宅介護（介護予防小規模多機能型居宅介護）○小規模多機能型居宅介護（介護予防小規模多機能型居宅介護）○小規模多機能型居宅介護（介護予防小規模多機能型居宅介護）

法人名称 事業所名称 定員 事業所所在地 生活圏域 指定年月日 有効期間満了日 備考

（有）マエダケアサービス マエダケアフラット 12名 別所町一丁目２０－２８ 都市中核地域 平成19年4月1日 平成31年3月31日 (通所6名宿泊2名）

（社福）寺田萬寿会 居宅介護　まんじゅ 25名 南上町一丁目４８－５ 都市中核地域 平成19年10月1日 平成31年9月30日 (通所15名宿泊5名）

（株）ニッケ・ケアサービス ニッケふれあいセンター　下松 25名 額原町１０１２ 久米田地域 平成18年9月1日 平成30年8月31日 (通所15名宿泊8名）

（株）生活支援センター・ひまわり 介護多機能型施設　つばらつばら 18名 大町４４８－５ 久米田地域 平成19年10月1日 平成31年9月30日 (通所12名宿泊4名）

（株）そよかぜ さくらの苑　内畑 25名 内畑町５９１ 牛滝の谷地域 平成20年1月1日 平成31年12月31日 (通所15名宿泊5名）
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○認知症対応型共同生活介護（介護予防認知症対応型共同生活介護）○認知症対応型共同生活介護（介護予防認知症対応型共同生活介護）○認知症対応型共同生活介護（介護予防認知症対応型共同生活介護）○認知症対応型共同生活介護（介護予防認知症対応型共同生活介護）

法人名称 事業所名称 定員 事業所所在地 生活圏域 指定年月日 有効期間満了日 備考

(社福）寺田萬寿会 グループホームまんじゅ　 18名 南上町二丁目５－６ 都市中核地域 平成19年10月1日 平成31年9月30日

（社福）高陽会 グループホーム凪の里 18名 中井町三丁目２－２７ 岸和田北部地域 平成19年5月1日 平成31年4月30日

（社医）慈薫会 グループホーム大阪緑ヶ丘 18名 神須屋町６６２－２ 葛城の谷地域 平成20年6月1日 平成32年5月31日

（医）利田会 グループホームやすらぎ 9名 尾生町２９４４ 岸和田中部地域 平成21年5月1日 平成33年4月30日

（株）ライフパートナー グループホーム　アムール岸和田　 18名 池尻町６８６－７ 久米田地域 平成23年3月1日 平成29年2月28日

（社福）大恵会 グループホームいなば 9名 稲葉町１０６６ 牛滝の谷地域 平成20年4月1日 平成32年3月31日

（医）徳洲会 医療法人徳洲会　グループホーム三田 9名 三田町１３４ 牛滝の谷地域 平成20年6月1日 平成32年5月31日

（有）清寿会 グループホーム正寿苑 18名 稲葉町２５５２－２ 牛滝の谷地域 平成20年9月1日 平成32年8月31日

○地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護○地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護○地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護○地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

法人名称 事業所名称 定員 事業所所在地 生活圏域 指定年月日 有効期間満了日 備考

（社福）和秀会 岸和田北特別養護老人ホーム 29名 磯上町三丁目３番１３号 岸和田北部地域 平成26年4月1日 平成32年3月31日

（社福）和成会 社会福祉法人和成会ひまわりの郷 29名 小松里町９３８－２ 久米田地域 平成26年4月1日 平成32年3月31日

（社福）レーベンダンク 特別養護老人ホーム　岸和田天神山荘 29名 流木町３３７－７ 葛城の谷地域 平成27年2月1日 平成33年1月31日

介護予防支援事業所介護予防支援事業所介護予防支援事業所介護予防支援事業所のののの指定状況一覧指定状況一覧指定状況一覧指定状況一覧（（（（平成平成平成平成２８２８２８２８年11月年11月年11月年11月１１１１日現在日現在日現在日現在））））

法人名称 事業所名称 定員 事業所所在地 指定年月日 有効期間満了日

（社福）岸和田市社会福祉協議会 岸和田市地域包括支援センター社協 ※ 別所町三丁目１２－１ 平成18年4月1日 平成30年3月31日

（社福）大恵会 岸和田市地域包括支援センターいなば荘北部 ※ 磯上町二丁目７番４号 平成25年10月1日 平成31年9月30日

（社福）寺田萬寿会 岸和田市地域包括支援センター萬寿園葛城の谷 ※ 土生町二丁目３０番１２号泉洋ビル３Ｆ　３０２号 平成25年10月1日 平成31年9月30日

（社福）寺田萬寿会 岸和田市地域包括支援センター萬寿園中部 ※ 尾生町８０８ 平成20年6月1日 平成32年5月31日

（社福）岸和田市社会福祉協議会 岸和田市地域包括支援センター社協久米田 ※ 下池田町三丁目７番３０号 平成25年10月1日 平成31年9月30日

（社福）大恵会 岸和田市地域包括支援センターいなば荘牛滝の谷 ※ 稲葉町１０６６ 平成20年6月1日 平成32年5月31日

生　活　圏　域

都市中核（浜、城内を除く）

牛滝の谷地域

岸和田中部地域、都市中核（浜、城内）

久米田地域

岸和田北部地域

葛城の谷地域
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資料４ 

第６期介護保険計画に基づく施設整備事業者選考結果 

 

（１）公募受付期間について 

募集事業所 募集圏域 受付期間 

地域密着型サービス 

小規模多機能型居宅介護 
岸和田北部 

葛城の谷 平成 28年 8月 3日（水） 

～8月 22日（月） 
看護小規模多機能型居宅介護 

都市中核 

（なければ他の圏域も可） 

 

 

（２）応募事業者数について     

 

 

 

 

 

 

 

（３）選考委員会について 

  日   時 ：  平成 28年 10月 21日（金） 13：30～14：30 

  選定事業所 ：  株式会社 エタニティケア 

   

募集事業所 応募事業者数 

地域密着型サービス 
小規模多機能型居宅介護 なし 

看護小規模多機能型居宅介護        1 （都市中核） 

























1 

 在宅介護実態アンケート 調査票   Ａ  

被保険者番号  

0 0 0 0       

 

【A票の聞き取りを行った相手の方は、どなたですか】 （複数選択可） 

１． 調査対象者本人 ２．主な介護者となっている家族・親族 

３． 主な介護者以外の家族・親族 ４．調査対象者のケアマネジャー 

５． その他 

 

問１ 世帯類型について、ご回答ください（１つを選択） 

１．単身世帯 ２．夫婦のみ世帯 ３．その他 

 

問２ ご家族やご親族の方からの介護は、週にどのくらいありますか（同居していない子どもや親族等

からの介護を含む）（１つを選択） 

１．ない 

  

２．家族・親族の介護はあるが、週に１日よりも少ない 

３．週に１～２日ある  

４．週に３～４日ある 

５．ほぼ毎日ある 

 

問３ 主な介護者の方は、どなたですか（１つを選択） 

１．配偶者 ２．子 ３．子の配偶者 

４．孫 ５．兄弟・姉妹 ６．その他 

 

問４ 主な介護者の方の性別について、ご回答ください（１つを選択） 

１．男性 ２．女性 

 

問５ 主な介護者の方の年齢について、ご回答ください（１つを選択） 

１．20歳未満 ２．20代 ３．30代 

４．40代 ５．50代 ６．60代 

７．70代 ８．80歳以上 ９．わからない 

問３～問１３へ 

問８（裏面）へ 

へ 
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問６ 現在、主な介護者の方が行っている介護等について、ご回答ください（複数選択可） 

〔身体介護〕 

１．日中の排泄 ２．夜間の排泄 

３．食事の介助（食べる時） ４．入浴・洗身  

５．身だしなみ（洗顔・歯磨き等） ６．衣服の着脱 

７．屋内の移乗・移動 ８．外出の付き添い、送迎等 

９．服薬       10．認知症状への対応 

11．医療面での対応（経管栄養、ストーマ 等） 

 

〔生活援助〕 

12．食事の準備（調理等） 13．その他の家事（掃除、洗濯、買い物 等） 

14．金銭管理や生活面に必要な諸手続き 

 

〔その他〕 

15．その他 16．わからない 
 

問７ ご家族やご親族の中で、ご本人（認定調査対象者）の介護を主な理由として、過去 1 年の間に仕

事を辞めた方はいますか 

（現在働いているかどうかや、現在の勤務形態は問いません）（複数選択可） 

１．主な介護者が仕事を辞めた（転職除く）  

２．主な介護者以外の家族・親族が仕事を辞めた（転職除く） 

３．主な介護者が転職した ４．主な介護者以外の家族・親族が転職した 

５．介護のために仕事を辞めた家族・親族はいない ６．わからない 

※ 自営業や農林水産業のお仕事を辞めた方を含みます。 
 
 

● ここから再び、全員に調査してください。 

問８ 現在、利用している、「介護保険サービス以外」の支援・サービスについて、ご回答ください 

（複数選択可） 

１．配食 ２．調理  ３．掃除・洗濯 

４．買い物（宅配は含まない） ５．ゴミ出し  ６．外出同行（通院、買い物など） 

７．移送サービス（介護・福祉ﾀｸｼｰ等） ８．見守り、声かけ  

９．サロンなどの定期的な通いの場         10．その他  

11.利用していない 
 

問９ 今後の在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービス（現在利用しているが、さらなる充実が必

要と感じる支援・サービスを含む）について、ご回答ください            （複数選択可） 

１．配食 ２．調理  ３．掃除・洗濯 

４．買い物（宅配は含まない） ５．ゴミ出し  ６．外出同行（通院、買い物など） 

７．移送サービス（介護・福祉ﾀｸｼｰ等） ８．見守り、声かけ  
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９．サロンなどの定期的な通いの場 

10．その他 11.特になし 

 

※介護保険サービス、介護保険以外の支援・サービスともに含みます。 
 

問 10 現時点での、施設等への入所・入居の検討状況について、ご回答ください （１つを選択） 

１．入所・入居は検討していない ２．入所・入居を検討している 

３．すでに入所・入居申し込みをしている 

 
※「施設等」とは、特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設、特定施設（有料老人ホーム
等）、グループホーム、地域密着型特定施設、地域密着型特別養護老人ホームを指します。 

 

問 11 ご本人（認定調査対象者）が、現在抱えている傷病について、ご回答ください（複数選択可） 

１．脳血管疾患（脳卒中） ２．心疾患（心臓病） 

３．悪性新生物（がん）  ４．呼吸器疾患 

５．腎疾患（透析）  ６．筋骨格系疾患（骨粗しょう症、脊柱管狭窄症等） 

７．膠原病（関節リウマチ含む） ８．変形性関節疾患 

９．認知症  10．パーキンソン病 

11．難病（パーキンソン病を除く） 12．糖尿病 

13．眼科・耳鼻科疾患（視覚・聴覚障害を伴うもの）  １4．その他 

15．なし  １6．わからない 

 

問 12 ご本人（認定調査対象者）は、現在、訪問診療を利用していますか （１つを選択） 

１．利用している ２．利用していない 

 

※訪問歯科診療や居宅療養管理指導等は含みません。 

 

問 13 現在、（住宅改修、福祉用具貸与・購入以外の）介護保険サービスを利用していますか 

（１つを選択） 

１．利用している ２．利用していない 

● 問 13で、「２」 を回答した場合は、問 14も調査してください。 

 

問 14 介護保険サービスを利用していない理由は何ですか （複数選択可） 

１．現状では、サービスを利用するほどの状態ではない  

２．本人にサービス利用の希望がない 

３．家族が介護をするため必要ない     ４．以前、利用していたサービスに不満があった 

５．利用料を支払うのが難しい ６．利用したいサービスが利用できない、身近にない 

７．住宅改修、福祉用具貸与・購入のみを利用するため 

８．サービスを受けたいが手続きや利用方法が分からない  ９．その他 
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                                                  岸和田市介護保険課 
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在宅介護実態アンケート 主な介護者様への調査票   Ｂ  

 

※主な介護者様、もしくはご本人様にご回答・ご記入（調査票の該当する番号に○）をお願い致します。 

問１ 主な介護者の方の現在の勤務形態について、ご回答ください （１つを選択） 

 

１．フルタイムで働いている 

２．パートタイムで働いている 

 

３．働いていない 

４．主な介護者に確認しないと、わからない 

※「パートタイム」とは、「一週間の所定労働時間が、同一の事業所に雇用される通常の労働者に比べて短
い方」が該当します。いわゆる「アルバイト」、「嘱託」、「契約社員」等の方を含みます。自営業・フリーラン
ス等の場合も、就労時間・日数等から「フルタイム」・「パートタイム」のいずれかを選択してください。 

 

問２ 問１で「１．」「２．」と回答した方にお伺いします。 

主な介護者の方は、介護をするにあたって、何か働き方についての調整等をしていますか 

（複数選択可） 

１．特に行っていない 

２．介護のために、「労働時間を調整（残業免除、短時間勤務、遅出・早帰・中抜け等）」しながら、働

いている 

３．介護のために、「休暇（年休や介護休暇等）」を取りながら、働いている 

４．介護のために、「在宅勤務」を利用しながら、働いている 

５．介護のために、２～４以外の調整をしながら、働いている 

６．主な介護者に確認しないと、わからない 

 

問３ 問１で「１．」「２．」と回答した方にお伺いします。 

主な介護者の方は、勤め先からどのような支援があれば、仕事と介護の両立に効果があると思

いますか （３つまで選択可） 

 

１．自営業・フリーランス等のため、勤め先はない   ２．介護休業・介護休暇等の制度の充実 

３．制度を利用しやすい職場づくり     ４．労働時間の柔軟な選択（フレックスタイム制など） 

５．働く場所の多様化（在宅勤務・テレワークなど） ６．仕事と介護の両立に関する情報の提供 

７．介護に関する相談窓口・相談担当者の設置 ８．介護をしている従業員への経済的な支援 

９．その他 10．特にない 

11．主な介護者に確認しないと、わからない 

 

 

⇒ 皆様、裏面へお進みください 

問２～問５へ 

問５（裏面）へ 



6 

 

問４ 問１で「１．」「２．」と回答した方にお伺いします。 

主な介護者の方は、今後も働きながら介護を続けていけそうですか （１つを選択） 

１．問題なく、続けていける ２．問題はあるが、何とか続けていける 

３．続けていくのは、やや難しい ４．続けていくのは、かなり難しい 

５．主な介護者に確認しないと、わからない 

 

 
● ここから再び、全員の方にお伺いします。 

問５ 現在の生活を継続していくにあたって、主な介護者の方が不安に感じる介護等について、ご回答

ください（現状で行っているか否かは問いません） （３つまで選択可） 

〔身体介護〕 

１．日中の排泄 ２．夜間の排泄 

３．食事の介助（食べる時） ４．入浴・洗身  

５．身だしなみ（洗顔・歯磨き等） ６．衣服の着脱 

７．屋内の移乗・移動 ８．外出の付き添い、送迎等 

９．服薬 10．認知症状への対応 

11．医療面での対応（経管栄養、ストーマ 等） 

 

〔生活援助〕 

12．食事の準備（調理等） 13．その他の家事（掃除、洗濯、買い物 等） 

14．金銭管理や生活面に必要な諸手続き 

 

〔その他〕 

15．その他 16．不安に感じていることは、特にない 

17．主な介護者に確認しないと、わからない 

 

 

 

 

アンケートは以上です。ご協力ありがとうございました。 

 


