瑞穂区地域包括ケア推進計画
【概要版】
平成26年度〜30年度

地域包括ケアシステムの構築
「住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けるために」
高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けるためには、医療、介護､
予防、住まい、生活支援サービスを切れ目なく提供する「地域包括ケアシステム」の構築が必
要です。地域包括ケアシステムの構築のためには、自助・互助・共助・公助を組み合わせた体
制づくりが必要であり、本人、介護者等家族、地域住民、ボランティア・NPO、介護支援専
門員・医療関係者をはじめとする専門職、保健・医療・福祉などの関係機関、社会福祉協議会､
そして行政が連携し、瑞穂区ぐるみで取り組んでいく必要があります。
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（瑞穂区地域包括ケア推進計画作業部会・認知症専門部会）
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周囲と交流がなく、地域や社会から孤立している
なかで、誰にも看取られずに一人で亡くなり、その
後、相当期間発見されない、いわゆる「孤立死」を
未然に防ぐため、「緊急対応」「見守り」「閉じこ
もり予防」の取り組みを整理し、特に「緊急対応」
に関する具体的な事業・サービス・仕組みを検討し
ていきます。
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対象：介護者家族
場所：喫茶店・コミセン
内容：先輩介護者アドバイス等

対象：介護者家族
場所：レストラン・ファミレス
内容：ランチ交流・プチ勉強会
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介護者・本人交流の場づくり
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認知症の理解・見守り体制づくり
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認知症は早期発見・対応が重要であり、地域ぐるみ
で対応する必要があります。認知症の方と接点のある
様々な地域の方々が認知症について理解し、その対応
方法を学ぶとともに、地域全体で認知症の方を見守る
体制づくりを検討していきます。
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①個別課題の検討 ②地域課題の発見 ③ネットワーク構築
④地域づくり・資源開発 ⑤政策形成 を行うために協議する場
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（１）これまでの時期：①平成24年11月 ②平成25年11月
（２） 〃
内容：通所系施設利用者の作品展、ミニ講座など
（３） 〃
運営：通所系施設職員による実行委員会形式
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〇認知症家族教室
〇認知症家族サロン
〇もの忘れ相談医による専門相談

対象：本人・介護者家族・専門職
認知症サポーター・地域住民
場所：コミセン・小規模デイなど
内容：学習・若年性働く場
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緊急対応の仕組みづくり
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対象：男性介護者・本人
場所：デイ空き時間など
内容：お酒を飲み交流
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26年度モデル実施
検証→拡大
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家族介護者が参加しやすい時間帯や場所に気楽に
参加できる場である「オレンジカフェみずほ」をつ
くり、仲間づくり、相談し合える関係づくりを目指
します。また、場に参加できない介護者のために、
新たな社会とのつながりづくりを目指した方法を検
討していきます。

̾КἃỴ˟ᜭᴾ

̾КἃỴ˟ᜭᴾ

̾КἃỴ˟ᜭᴾ

個別課題の検討を繰り返す中で、地域課題を発見し、検討を
通じて参加者同士のネットワーク構築につながり、その検討の
結果、地域づくり・資源開発を行い、政策形成に展開させる
「地域ケア会議」を様々な地域の方々と機能を整理し取り組ん
でいきます。

今後ますます互助・共助の活動を発展させていくため
にも、事業①〜③共通の課題である事業・サービス、
支え合い・見守りの担い手や福祉人材の発掘・育成と
フォーマル・インフォーマル団体の有機的なネット
ワーク構築を目指した場づくりを検討していきます。

瑞穂区社会福祉協議会 第３次地域福祉活動計画
「地域における助け合い・支え合い活動の推進」
〜
『瑞穂区』で、みんなが支え合いながら、自分らしく住み続けていけるように〜
瑞穂区社協の第3次地域福祉活動計画は、『「瑞穂区」で、みんなが支え合いながら、
自分らしく住み続けていけるように』するための住民主体の活動計画です。
瑞穂区では、地域包括ケアシステムの構築のために、両計画を一体的に策定しています。
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担当地域
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豊岡・中根・弥富・陽明・汐路小学校区

瑞穂区東部
いきいき支援センター

瑞穂区東部
いきいき支援センター分室

佐渡町3‑18 瑞穂区在宅サービスセンター内
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ホームページアドレス：http://mizuhoikiiki.sakura.ne.jp ブログアドレス：http://mzhikiiki.exblog.jp
いきいき支援センター（地域包括支援センター）は、高齢者の皆様がいつまでも住み慣れた地域で安心して生活
できるよう、主任介護支援専門員、社会福祉士、保健師などの専門職がチームとなって、健康・福祉・介護など
様々な面から高齢者の皆様やそのご家族などを支える機関です。

