
令和3年度長崎市地域包括支援センター活動報告
令和4年3月末 （R3年3月末）

65歳人口 135 ,204人 （135 ,063人）

高齢化率 33 .5％ （33 .1％）

要支援認定者 7 ,272人 （7 ,462人）

認定者数 28 ,360人 （28 ,483人）

認定率 21 .0％ （21 .1％）

事業対象者 2 ,442人 （2 ,383人）

長崎市の

統計

地域包括支援センターの活動報告テーマ 一覧

コロナ禍でも、活動が継続できるよう工夫しました！
■包括内の感染予防対策や

職員の健康管理について

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

職員が新型コロナウイルス

に感染したり、濃厚接触者と

なる包括がありましたが、事

前に整備していた業務継続

計画（BCP)に基づいて対応

しました。

また、健康確認や職場内で

の感染対策の徹底により、

包括職員や関係者へ感染拡

大を起こすことなく活動を継

続することができました。

■地域ケア会議の開催に

ついて
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
自立支援型地域ケア個別

会議に加え、R3年度は、地域

ケア推進会議についても21回

をWebで開催しました。包括に

おいてWebでの開催が定着し

たことで感染拡大時も中止す

ることなく実施できています。

Web操作が苦手な地域の方

へ操作法の説明等の支援を

行うことで、Webで参加できる

地域住民の方もでてきました。

今後、地域住民向けにWeb操

作の説明を予定している包括

もあります。

■総合相談について

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

総合相談延件数が前年比で

6,730件減少しました。

内訳として、フレイル啓発を

含む「その他一般」が6,632件

減少した一方で、「認知症・認

知症予防に関する相談」は657

件増加しました。

昨年度に引き続き、高齢者サ

ロンや認知症カフェが自粛して

いる期間は、体調確認の電話

や脳トレ等のチラシを配布する

など、集団支援が困難な状況

下で、個別支援を重点的に実

施しました。

■コロナ禍での新たな集いの場

や、フレイル予防について

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

感染リスクが低く、屋外ででき

る活動であるウォーキングやラジ

オ体操等に取り組む包括が増え

ており、フレイル予防啓発の方法

も変化しました。

また、家族や友人とオンライン

でつながりたいという希望からス

マホ操作を学ぶ自主グルーブが

立上がりました。

サロンや自主グループが再開

する際に基本チェックリストやア

ンケート等を参加者に対し実施

する等、自粛による高齢者の心

身への影響の分析やフレイルの

早期発見に努めました。

各地域包括支援センター活動報告の紙面左スペースでは、

「コロナ禍における高齢者の影響について評価・分析や対応したこと」

や、「力を入れた取り組み」について掲載しています。

長崎市包括的支援事業実施方針の重点項目

１ 介護予防の推進

２ 認知症に関する取り組みの充実

３ 地域ケア会議を活かした活動の展開

４ 権利擁護事業の推進

包括名 令和3年度活動紹介の主なテーマ 実施方針の重点項目

東長崎 高齢者ふれあいサロン「つつじが丘倶楽部」が開設しました！ 介護予防の推進

日見・橘 橘小学校区で「徘徊模擬訓練」を初開催しました 地域ケア会議を活かした活動の展開

桜馬場 ”見守り・声かけ”で誰もが安心して外出できる地域に！ 地域ケア会議を活かした活動の展開

片淵・長崎 アフターコロナに向けての取組み 介護予防の推進

大浦 コロナ禍の取組み(フレイル予防・プレフレイル早期発見・感染対策強化　他） 介護予防の推進

江平・山里 高尾地区で高齢者見守り声掛け模擬訓練を開催しました 地域ケア会議を活かした活動の展開

西浦上・三川 第3波の自粛中に、花まるせ～のぉ体操媒体を配布。その後、地域はどう変わったのか？ 介護予防の推進

緑が丘 7年間の地域ケア会議の71事例から見えてきた地域課題 地域ケア会議を活かした活動の展開

淵 コロナ禍における高齢者分析(フレイル、転倒・骨折、外出自粛による精神的な落ち込み　他） 介護予防の推進

小江原・式見 自立支援型地域ケア会議から見えてきた課題 地域ケア会議を活かした活動の展開

西部 認知症のかたや家族を支える地域をめざして 認知症に関する取り組みの充実

岩屋 地域の結束力でコロナフレイルを予防！ 介護予防の推進

滑石・横尾 6か所のサロン再開時にアンケートを実施　サロン代表者交流会開催 介護予防の推進

三重・外海 地域ケア推進会議をオンラインで開催 地域ケア会議を活かした活動の展開

琴海 フレイル予防啓発ポスター 介護予防の推進

小島・茂木 高齢者が過ごしやすい町、防災に強い町を目指して！ 地域ケア会議を活かした活動の展開

戸町・小ヶ倉 新型コロナウイルス感染症を予防しながら、元気に過ごすための取り組み！ 介護予防の推進

土井首 コロナ禍で力を入れた取り組み(新型コロナウイルス感染対策マニュアル作成　他） 介護予防の推進

深堀・香焼 コロナ禍で危惧される4つの課題への取り組みとして…。 介護予防の推進

南部 コロナ禍での総合相談数・支援内容・介護認定者数の分析 介護予防の推進

1



認知症

対策の充実

認知症カフェ総合相談

徘徊模擬訓練

住民主体の通いの場づくり・支援

地域ケア会議 地域ケア会議
（地域包括

ケアシステム）

高齢者ふれあいサロンサポーターの養成者数と活動数及び、

市サロン（59ヵ所・Ｒ3年度末）の立上げ数の推移は次のとおり

介護予防

の推進

感染予防やフレイル予防の啓発とともに、グ

ループの代表者等と感染予防対策の確認も行

ないました。また、1か所の社協サロンや6か所

の自主グループの立上げ支援を行いました。

声かけ体験や通報訓練など、感染防止対

策を講じながら8包括で実施しました。また、

訓練に併せ、６包括でスマートフォンアプリを

活用し家族と協力者をつなぐ見守り活動で

ある「みまもりあいプロジェクト」の説明やチ

ラシ配布等の啓発を行いました。

認知症カフェや家族会・交

流会への支援や、認知症サ

ポーター養成講座等、地域

で活動されています。

徘徊高齢者等SOSネットワーク

認知症初期集中支援チーム

家族介護教室

通所型サービス

＜地域ケア推進会議での地域課題と取組内容（一部）＞

●地域課題についての検討

・大雨による道路寸断を通して災害時の課題を考える

・自立支援型地域ケア会議の事例に共通する地域課題の抽出

●地域課題に対する活動と評価

・誰もが安心して外出できる地域に！→徘徊模擬訓練実施

・地域の見守りが必要→高齢者ご近所見守りシート作成と見直し

・斜面地で集いの場が少ない→屋外歩行の自主グループ結成

・水溜まりや段差のある道路で転ばない体づくりが必要

→フレイル予防啓発ポスター作成

・自立支援に関する社会資源をもっと提供してほしい

→居宅支援事業所向け研修会・事例を通して社会資源

について学ぶ機会を提供

全ての包括において地域ケア会議による課題解決の抽出、活動の

実践、評価や見直しを行いながら、地域包括ケアシステム構築を

すすめています。

認知症ｻﾎﾟｰﾄﾘｰﾀﾞｰ

権利擁護

各包括2～4回シリーズで

開催しました。

R2年1月から、3チーム

で支援しました。

R3年度も、新型コロナウイルスの影響はありま

したが、Ｗｅｂ会議が定着したこともあり、

昨年度と比較し、回数や件数は増加しました。

R3年度は相談件数、虐待事例共に増加しましたが、被虐待

者のみでなく、虐待者への助言や支援も多く行いました。

成年後見制度では、申立てが完了するまで同行支援を行う

ことで、申立者の不安や負担の軽減に努めました。

通所サービスを新規利用する場合に、短期集中型通所サービ

スを第一選択に位置づけ、介護予防ケアパスを活用して、居宅

介護支援事業所との連携により、高齢者の状態に応じた自立

支援につながるサービス提供に努めました。

行方不明の恐れの

ある高齢者の把握

に努めました。

虐待防止

成年後見制度

Ｒ元 Ｒ2 Ｒ3
訪問実人数 63 67 74

チーム員会議 27 36 36

Ｒ元 Ｒ2 Ｒ3
登録者数 339 345 367

行方不明者把握数 124 123 139

Ｒ元 Ｒ2 Ｒ3
延相談件数 1,266 1,240 1,364
虐待事例 105 96 117

分離（別居）した事例 24 31 28

Ｒ元 Ｒ2 Ｒ3
延相談件数 821 999 946
実相談件数 166 173 155
申立支援数 34 46 37

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ元 Ｒ2 Ｒ3
養成者数 162 194 125 118 124 130 73 64 20

活動数 242 304 421 494 490 521 628 373 600

立ち上げ数 7 9 9 5 6 4 4 1 1

地域ケア推進会議

地域ケア個別会議 138回 248件 90回 142件 139回 208件

（再）自立支援型地域ケア個別会議 117回 225件 80回 132件 121回 190件

Ｒ元 Ｒ2 Ｒ3
59回 24回 36回

web会議開催割合（％）

地域ケア個別会議 地域ケア推進会議

83.5 61.1

＜男性介護者のつどい＞

男性が気軽に集える場が欲しい

との、ケアマネジャーの思いから

開催されました。

Ｒ元 Ｒ2 Ｒ3
24 24 26

(カ所）

Ｒ元 Ｒ2 Ｒ3
回数 48 35 32

実参加者数 344 269 328
延参加者数 506 320 454

Ｒ元 Ｒ2 Ｒ3
短期集中型通所サービス決定者 287 302 287

介護予防通所介護相当サービス（3月） 2,772 2,700 2,631

ミニデイサービス（3月） 316 367 374

昨年度は、マスク配布、

フレイル啓発の影響で増加

しましたが、Ｒ元 Ｒ2 Ｒ3

延件数 61,250 69,219 62,489
新たに2カ所

Ｒ元 Ｒ2 Ｒ3
養成者数 27 15 6

実活動者数 146 137 120
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