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　Ⅰ　担当圏域の特徴

担当圏域
の特徴分析

白井第一小学校区は、近年転入してきて高齢化率が低い地域と、従来からの多世代住居に高齢者世帯の
みが居住し高齢化が高い地域とが混在しています。市役所や医療機関、介護施設等、施設が多い地域で
す。白井第二小学校区は、人口が少ないですが面積が広く、駅や市役所、商業施設からも遠いため、車
が欠かせない地域です。地域によっては講の集まりが継続され、隣近所との関係性が維持できています
が、高齢化も進展しており、隣近所との交流もままならなくなってくることが想定されますが、現在は
同居等の子どもからの支援が得られ、介護上の課題が表面化していない地域です。七次台・桜台小学校
区は千葉ニュータウンの造成と共に転入した人が多く、高齢化率は低いですが、一気に高齢化率が高く
なることが想定されます。住民の活動意識は高く、自主活動も盛んな地域でもあります。
【高齢者人口と高齢化率】白井第一小学校周辺地域1,800人、26.0％、白井市第二小学校周辺地域1,048
人、31.7％、七次台小学校周辺地域1,062人、19.0％、桜台小学校周辺地域1,275人、18.5％。市全体
15,955人、25.0％。（H30.4.1時点）県26.0％（H29.4.1時点）

西
白
井
駅
前

白井第三小学校区、大山口小学校区、清水口小学校区

担当圏域
（小学校区）

白井第一小学校区、白井第二小学校区、七次台小学校区、桜台小学校区

第三小学校区は従来からの農村型地域と都市型地域が共存共栄しています。各自治会の高齢化率は高い
ですが定期的に自治会長が集まり情報交換や合同事業を行っており結びつきが強い地域です。大山口小
学校区は　西白井地区は若い世代の入居が増えていますが、大山口一丁目二丁目は千葉ニュータウン開
発当初に入居した住民の高齢化が進んでいます。自治会間の交流は盛んで地域のつながりが築かれてい
ます。清水口小学校区は市内で高齢者人口が最も多く、清水口三丁目自治会は平成28年度の時点で高齢
化率50％を超えています。自治会と地区社会福祉協議会との連携、協力関係は深く地域コミュニティ意
識が高い地域です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【高齢者人
口と高齢化率】白井第三小学校周辺地域　2,206人　23、0％　　大山口小学校周辺地域　1,925人
24、0％　清水口小学校周辺地域　2,414人　24、2％ (平成30年４月１日時点）

直
営

担当圏域
（小学校区）

南山小学校区、池の上小学校区

担当圏域
の特徴分析

南山・堀込・池の上地区は「団塊の世代」以上の住民が多く、現在も高齢者世帯や高齢単身者が多数居
住している。H28年には池の上小学校区の高齢化率が市内で1位となり、今後も更に高齢化率が上昇する
地域と考えられる。南山・堀込地区には千葉ニュータウン開発当初からの県営住宅やUR団地が多く、5
階建以上でも階段のみのものや3フロアのみエレベーターが停止するものが大多数で、高齢者の外出・
階段昇降に関する問題が顕在化している。池の上地区の一戸建では、屋内の階段だけでなく、門扉から
玄関まで段差が5段前後ある家も目立ち、同様の問題が見られる。笹塚や担当圏域内の根・復地区に関
しては近年の転入者が多く、若い世代（30・40代）も多く居住する。圏域内では核家族が多くを占め
る。
【高齢者人口と高齢化率】南山小学校区周辺地域　2,161人　29.1％、池の上小学校区周辺地域　2,064
人　34.5％（平成30年4月1日現在）

白
井
駅
前

担当圏域
の特徴分析

担当圏域
（小学校区）

※ 平成30年7月～（白井駅前地域包括支援センター移転後） 
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直
営

白
井

西
白
井

地域包括支援センターの利用者満足度向上
と公正・中立性を確保する。

・要望や苦情への対応は、センター内での共有と対策検討、市
（基幹型包括）による状況把握を行う。
・介護保険サービス情報公表システムを活用し、情報提供を図
る。
・指定介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントにおいて、
事業者選定理由を記録に残すとともに、複数の事業所紹介を求
めることが可能な旨を利用者や家族に説明する。

「在宅医療・介護連携の推進」「認知症施策の推進」「地域ケア会議の推進」「生活支援体制整の充実」を
図るとともに、市内３か所の地域包括支援センターの基幹型としての機能をおき、施策立案、センター間の
総合調整、地域ケア会議開催、困難事例に対する技術支援といった後方支援を行います。

・利用者本人と家族の意向を聞き、居住地域等を考え幾つかの
事業所を提案し選んでもらうようにする。特に要望が無い場合
も事業所に偏りが生じないように選定する

白
井
駅
前

西
白
井
駅
前

利用者の介護保険利用における事業者の紹
介・選定において、公平性中立性を確保す
る。

・利用者・家族の意向を確認し、複数の事業者の紹介を求めるこ
とが可能な旨を説明する。
・事業者紹介・選定の理由を記録に残す。

相談件数が多い圏域であり内容も多様で複
雑である。利用者満足向上に努め各専門職
の相談対応力の向上を図るようにする。

・各専門職それぞれの立場から意見を出し合い内部で検討す
る。又困難を感じたときには基幹型に相談し技術支援を行って
もらう。

当地域包括の移転開所の周知により圏域内の
相談が寄せられるように努め、身近な場で適
切に対応することで地域住民の満足度向上を
目指す。

・圏域内の高齢者の集いの場（サロンなど）において周知活動を
行う。
・圏域内自治会などの掲示板に周知ポスターを掲示する。
・利用者の来所・電話に迅速・適切に対応する。

利用者に居宅介護支援事業所の紹介、利用
する介護保険サービス事業者の選定におい
ては公正中立に行うこととし、選定の理由
や経緯を記録に残すようにする。

市の運営方針をふまえた今年度の
地域包括支援センターの目標

Ⅲ．各事業に関する取り組みの方針

　１．基本項目
　　　　-　組織運営体制・個人情報保護・利用者満足の向上・公平性中立性の確保

具体的な取り組み内容
（実施時期・回数の目標など）

Ⅱ．地域包括ケアシステムの構築に向けた地域包括支援センター
　としての目標

白井駅前地域包括支援センターの移転開所や高齢者に関する相談対応機関であることの周知に努めるととも
に、担当圏域に暮らす高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を送れるように相談支援・権利擁護・包括的
継続的ケアマネジメント業務を円滑に行うことを目指す。

担当圏域に居住している高齢者の相談が直接西白井駅前地域包括支援センターに寄せられ高齢者がいつまで
も住み慣れた地域で安心して生活出来るように相談支援や権利擁護、包括的継続的ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ業務を円滑に
行うことを目指す

白井駅前地域包括支援センターの移転や、
各地域包括支援センターについて広く周知
し、各担当圏域内の相談が各地域包括支援
センターに寄せられるようにする。

・市民、地域関係者へのリーフレット配布（移転周知含む）
・医療機関へのポスターやリーフレット等の掲示・設置依頼

施策立案、センター間の総合調整や技術支
援といった後方支援により、３ヶ所の地域
包括支援センター業務の円滑化を図る。

・地域包括支援センター連絡調整会議の開催
・個人情報保護研修会の実施
・各センターからの実績集計及び点検

直
営
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直
営

　３．包括的支援事業

直
営

西
白
井
駅
前

・地域のサロンや関係機関の会議への出席などを通し
て、地区社協・自治会・民生委員・医療機関等の関係者
と直接顔を合わせ、関係作りを進める。
・地域ケア個別会議を年2回以上開催する。

地域の特徴や社会資源を把握し、
様々な関係者・関係機関とのネット
ワークを構築する。

市の運営方針をふまえた今年度の
地域包括支援センターの目標

具体的な取り組み内容
（実施時期・回数の目標など）

市の運営方針をふまえた今年度の
地域包括支援センターの目標

具体的な取り組み内容
（実施時期・回数の目標など）

高齢者を含む地域全体の支え合い機能を充実
させ、集いの場を活性化するため、地域の中
で高齢者の集いの場を提供している団体を支
援する。

・当圏域内で開催されている集いの場（サロンなど）に積極的に
参加し、体操や講話を行ったり、参加者から相談を受けたりする
など、運営側と相談して実施する。

・担当圏域で行われるｻﾛﾝや行事に積極的に参加し、活動の後
方支援を行う。活動に特色が持てるよう講座や相談コーナーの
開催をし、運営に協力する。

総合相談支
援事業

【運営方針重点的
取組み】
●基幹型地域包括
支援センターにお
いて、介護支援専
門員から受けた相
談事例の内容を整
理・分類し、経年的
に件数や傾向を把
握し、運営協議会
で報告します。【市
全域】

　２．介護予防・日常生活支援総合事業

・基準を緩和した通所型サービスの創設に向けて課内（月１
回）、および関係機関との検討を進めていく。
・ＮＰＯやボランティアによるサービスについて協議体で検討
して具体化していく。
・市独自基準の訪問型サービスの担い手である生活支援員の養
成を行い、担い手の増加を図る（年２回）。
・買い物支援サービスの継続体制の検討

担当圏域内のネットワーク・市全
体の専門職ネットワークの充実を
図る。

・地域ケア個別会議の開催（担当圏域）
・課題支援型地域ケア会議の開催
・各圏域で把握された地域課題を整理分析し、白井市
地域ケア推進会議で支援や対策を検討する。
・お元気みまもり事業の実施

住民主体の介護予防・地域全体での支え合
い・交流・見守りの場が確保されているよ
う多様な働きかけを行う。

第1号介護予防支援事業において、要支援者・
総合事業対象者ができるだけ自立した日常生
活を送れるように必要な援助を実施する。

・適切および必要な頻度で評価、サービス担当者会議、モニタリ
ングを実施する。

要支援者及び総合事業対象者に対して適切
な支援を行い、自立に向けたサービスを提
供し、重度化予防を図る。

白
井
駅
前

西
白
井
駅
前

項　目

地域の高齢者への訪問による実態把
握を行い、支援が必要な高齢者を適
切なサービス・制度などにつなげら
れるようにする。

・訪問による実態調査を行い、心身状況や家庭環境等に
ついて把握して、支援が必要な高齢者の早期発見・対応
に結び付ける。
・関係機関と連携して必要なサービス・制度の利用につ
なげる。

白
井
駅
前

地域における関係者とのネット
ワークを構築するとともに高齢者
の心身生活状況や必要な支援等を
幅広く把握し適切なサービス機関
や制度の利用に繋がる支援を行
う。

・介護サービス事業者や、医療機関、民生委員、高齢
者の日常生活に関する活動に携わるボランティア等、
地域における様々な関係者との関係づくりを行う
・担当区域内の高齢者世帯を訪問し、実態把握を行う
ことで支援が必要な世帯を把握すると共に、必要な支
援に繋げることが出来るようにする。

・必要な頻度で評価を行い、適宜サービス担当者会議、定期的
なモニタリングを実施する。

地域全体での支えあいや交流の場が活性化
し、健康づくりに対する意識が向上するよ
う働きかけを行っていく。
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西
白
井
駅
前

担当区域利用者のケアマネジャー
が困難に感じているケースについ
て支援を行うことが出来る。

・ケアマネジャーとの同行訪問による助言を行う。
・ケアマネジャーに社会資源の情報の提供を行う。
・各関係機関の他職種相互の協働連携を図りながら支
援を行う。

直
営 権利擁護を必要となっても住み慣

れた地域での生活が維持できる体
制を整備する。

・成年後見人の活動支援
・親族に頼れない人の終末期・死後への備えの取り組
みの充実（エンディングノートの作成・死後事務委任
契約の講演会、個別相談会年１回）

項　目

権利擁護事
業

【運営方針重点的
取組み】
●課題支援型地域
ケア会議について、
法律や税、社会保
険などの専門職か
ら助言が受けられ
る権利擁護型の会
議を開催し、成年後
見人や地域包括支
援センターの権利
擁護活動を支援し
ます。【市全域】
●地域共生社会の
実現に向けて、住
民同士の見守りや
支え合いのある地
域づくりを進めるほ
か、成年後見人の
活動支援や、親族
に頼れない人の終
末期・死後への備
えの取組みを充実
させます。

権利擁護業務が円滑に行えるよう
新設２ヶ所の地域包括支援セン
ターの支援を行う。

・地域包括支援センター連絡調整会における情報提供
・課題支援型地域ケア会議において権利擁護型の会議
を開催（年３回）

市の運営方針をふまえた今年度の
地域包括支援センターの目標

具体的な取り組み内容
（実施時期・回数の目標など）

・成年後見制度の利用が必要と思われる高齢者 親族等
に対し制度の説明 関係機関の紹介を行う
・虐待の事例を把握した場合は基幹型に報告 一連の流
れに沿った帳票の作成 会議の出席 専門機関と連携して
対応を行う
・消費者被害にあった事例を把握した場合は速やかに消
費者生活センターや印西警察署に連絡 被害の拡大を防
ぐ

・自立支援型地域ケア会議・課題支援型地域ケア会議
においてケアマネジャーに助言できる実力をつける。
・研修会、勉強会に積極的に参加する。

関係機関の情報提供、意見交換の
場の設定、情報共有の為のルール
作り等を行い、地域における関係
機関とケアマネジャーとの連携体
制の構築を支援する。

・当地域包括主催の情報交換会兼自主勉強会を年4回
以上実施する。
・上記の勉強会や予防ケアプラン等を通じて、ケアマ
ネジャーから当地域包括に相談しやすい環境を作る。

個々のケアマネジャーに対して、
日常的な業務の実施に関する専門
的な個別指導や、相談等の支援を
行う。

・実務経験の浅いケアマネジャーの支援の場として、
懇談会を開催する。
・当地域包括移転開所後のケアマネカフェの定例開催
を目指す。

直
営

白
井
駅
前

認知症等により判断能力が低下し契
約行為等が困難と考えられる高齢者
が、成年後見制度を円滑に利用でき
るよう支援する。

・集いの場（サロン等）も活用して、成年後見制度や日
常生活自立支援事業等の権利擁護制度を高齢者へＰＲし
て、普及に努める。
・権利擁護関連の研修等を受講し、必要となる知識・情
報の習得に努める。

高齢者虐待の把握時は速やかに市・
警察・医療機関・介護保険事業所等
の関係機関と情報共有を図り、連携
して対応する。

・窓口相談・実態調査などを通じて虐待事例の早期把
握・早期対応を図る。
・当地域包括独自のチラシを作成し、虐待防止や消費者
被害防止の啓発・注意喚起を行う。
・困難事例については、当地域包括内でのケース検討、
基幹型地域包括への相談、市地域ケア会議での検討など
を行う。

高齢者の権利擁護のために必要な支
援を諸制度を活用しながら行う

ケアマネジャーがケアマネジメン
ト上の困難を感じたときに、各地
域包括支援センターへの相談につ
ながる

・介護予防ケアマネジメント研修の実施
・ケアマネジャーに対して市内既存資源情報の提供
・ケアマネ通信の発行

各地域包括支援センターがケアマ
ネジャーを支援・指導する力量を
向上させる

・自立支援型地域ケア会議の開催
・主任ケアマネジャーの情報交換や勉強会の実施

担当圏域利用者のｹｱﾏﾈｼﾞｬｰを支援
することが出来るよう、各職員の
力量を向上させることが出来る。

白
井
駅
前

包括的・継続
的ケアマネジ
メント支援事
業

【運営方針重点的
取組み】
●主任ケアマネ
ジャーの指導力の
向上、スキルアップ
を図ることを目的と
して、情報交換や
勉強会の機会を設
けます。【市全域】
●地域ケア会議の
結果報告や、ケア
マネジメントに役立
つ情報を掲載した
「けあまね通信」を
発行します。【市全
域】

西
白
井
駅
前
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在宅医療と在宅介護の提供体制の
構築推進のため、地域の医療施設
や訪問介護・看護の事業所の機
能、情報の把握を行い関係機関と
の連携を築くようにする。

・在宅医療介護連携研修会への出席
・地域の病院の医療ソーシャルワーカーとの関係づく
りを行う。
・救急情報シートの活用をし、緊急時円滑な情報共有
を行えるようにする。情報シートの普及に努める。

社会福祉協議会やボランティア団
体、生活支援コーディネーターと
連携し、高齢者の日常生活支援体
制の充実及び社会参加の推進を一
体的に図る。

・地域ぐるみネットワークふれあい会議に毎回出席し
グループワークへの参加、生活支援サービスの創出へ
の協力を行う。
・生活支援コーディネーターと情報の共有を行い、活
動への協力を行う。

在宅医療・介
護連携推進
事業
【運営方針重点的取
組み】
●在宅医療・介護連
携、認知症対策推進
協議会における検討
により、在宅医療充実
のための具体的な取
り組みに着手するほ
か、救急時に適切に
情報把握し、緊急連
絡先に連絡ができる
よう、救急医療情報
キットの配布と更新を
働きかけます。【市全
域】
●市内の医療職及び
介護職を対象に、在
宅医療・介護連携研
修会を開催し、医療職
と介護職のネットワー
ク構築を進める機会と
します。【市全域】

生活支援体
制整備事業

【運営方針重点的取
組み】
●地域包括ケアシス
テムの鉢植え図の
「土」（介護予防・生活
支援）が耕され、住民
主体の介護予防・地
域全体での支え合い・
交流・見守りの場が確
保されているよう、多
様な世代に働きかけ
を行います。【市全
域】
●介護保険サービス
のみならず、地域の
多様なインフォーマル
の資源を含めた包括
的なケアマネジメント
を実現できるよう、白
井市の既存資源に関
する情報を収集整理
して、ケアマネジャー
に提供します。【市全
域・担当圏域単位】

医療・介護の両方を必要とする高
齢者が在宅生活を続けられるよう
在宅医療と介護を一体的に提供す
るため、医療機関・介護保険事業
者等の関係者の連携を市と協働し
て推進する。

・近隣地域の医療機関の情報収集を行う。
・市在宅医療・介護連携研修会に毎回出席して、多職
種連携の実際の習得に努めるとともに、医療関係者と
協働できる関係を構築する。
・救急医療情報キットの配布拡大に努める。

生活支援体制整備事業に協力し、
高齢者に対する日常生活支援体制
の充実および高齢者自身の社会参
加の推進を一体的に図る。

・地域ぐるみネットワークふれあい会議（第2層協議
体）に毎回出席してグループワークに参加し、新たな
生活支援サービスの創出に協力する。
・生活支援コーディネーターに対して当圏域でのニー
ズ・資源の状況に関する情報提供を行い、その活動に
協力する。

第1層・第2層協議体運営事務局の
委託を行い、生活支援コーディ
ネーターにより住民主体の活動の
充実を図る。

・地域ぐるみネットワークふれあい会議（第2層協議
体):Ａ・Ｂ圏域毎に月1回
・しろい高齢者みまもりネット生活支援コーディネー
ターの委託先と連携し、第1層協議体及び第2層協議体
の運営を通して生活支援サービスの検討を行う。
・「しろい高齢者みまもりネット」の協力事業者、協
力団体、協力機関を対象に、見守りや支え合いを考え
る研修会・連携会議を開催する（年１回）。
・しろい高齢者みまもりネットの活動状況を報告する
「見守りレポート」を年4回発行するほか、市内で発
生した所在不明者情報・消費者被害情報を、メールや
ファックスで随時送信する。

項　目
市の運営方針をふまえた今年度の

地域包括支援センターの目標
具体的な取り組み内容

（実施時期・回数の目標など）

医療と介護が必要となっても、住
み慣れた地域で最期まで生活が続
けられるよう、医療と介護が切れ
目なく支援が提供できる体制の構
築を関係機関と協議を続ける。

・白井市在宅医療・介護連携、認知症対策推進協議会
の開催（年４回）
・課題別ワーキンググループ（５テーマ）の運営
・救急医療情報シートの普及対策の検討
・研修会の実施（年3回）

　４．包括的支援事業（社会保障充実分）
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項　目
市の運営方針をふまえた今年度の

地域包括支援センターの目標
具体的な取り組み内容

（実施時期・回数の目標など）

認知症の方、その家族が地域の中
で安心して生活が出来るように、
当事者家族の支援、支援人材の育
成、認知症理解への周知・啓発を
行う。

・ポワールの会へ参加し、認知症施策の充実に向けた
課題の整理と計画立案に関わる。
・市民の認知症理解の向上普及のために、認知症サ
ポーター養成講座を実施する
・認知症初期集中支援チームに参加し個別に適切な支
援が行えるように取り組む

・地域ケア個別会議で地域課題が明確化し、整理分析
ができるよう司会進行の技術力向上を図る。
・基幹型が実施する課題支援型・自立支援型地域ケア
会議に毎回出席する。

認知症総合
支援事業

【運営方針重点的
取組み】
・認知症初期集中
支援チームを設置
して適切な支援が
行なえるよう機能
の充実をはかると
ともに、認知症カ
フェ活動を定着させ
るなど、認知症に
なっても安心して暮
らせる地域づくりを
進めます。【市全
域】

認知症本人が住み慣れた地域で安
心して生活できるように、認知症
本人・家族に対して医療・介護な
どの関係機関が連携して効果的な
支援を行える体制を、市と協力し
て構築する。

・ポワールの会に毎回出席し、認知症本人・家族の支
援や認知症理解への周知・啓発などの施策の充実へ向
けた取り組みを推進する。
・地域住民へＰＲし「認知症サポーター養成講座」を
積極的に開催して住民の認知症理解を深め、認知症本
人・家族を見守る体制作りにつなげる。

・担当圏域の個別ケースに関する地域ケア個別会議
（ご近所支え合い会議）を年2回以上開催する。
・地域ケア個別会議の司会を各職種が輪番で担当し、
会議運営の技術向上を目指す。
・基幹型地域包括が開催する課題支援型および自立支
援型地域ケア会議に毎回出席する。

・地域ケア個別会議の開催（担当圏域）各センター２
回
・課題支援型地域ケア会議（年５回）、自立支援型地
域ケア会議（年12回）の開催
・各圏域で把握された地域課題を整理分析し、白井市
地域ケア推進会議で支援や対策を検討する。

認知症初期支援チームを通して適
切な支援につなぐ体制をつくる。

項　目
市の運営方針をふまえた今年度の

地域包括支援センターの目標
具体的な取り組み内容

（実施時期・回数の目標など）

地域ケア会議推進事業

【運営方針重点的取組み】
●ケアマネジャー等を対象とした介護予防ケアマネジメントの研修や自立支援型地域ケア会議を開催し、自立支援型ケアプランの作
成方法を学ぶ機会とします。【市全域】
●個別事例に関する関係者を集めた「ご近所支え合い会議（地域ケア個別会議）」を各担当圏域で開催し、個別ネットワークの構築を
図るとともに、そのネットワークが他の高齢者や地域全体にも活用できるように工夫します。各地域包括支援センターは、基幹型セン
ターに、事例の概要と把握された地域課題を提出します。【担当圏域単位】
●ケアマネジャーや地域包括支援センター専門職が対応に困難を感じている事例等を提出し、多職種から助言を受ける課題支援型
地域ケア会議を開催し、ケアマネジメントや個別対応支援を行うとともに、資質向上の機会とします。【市全域】
●「ご近所支え合い会議」及び「課題支援型地域ケア会議」で提出された事例の課題を基幹型センターにおいて整理分析します。各地
域や市全体の高齢者の課題を抽出し、必要な支援や施策を検討する「白井市地域ケア推進会議」を開催します。【市全域】

各会議目的に沿った運営が可能となるよう運営スキ
ルの向上を図る。
会議体の機能が発揮できるよう各会議の充実を図
る。

介護等が必要な高齢者の住み慣れた住まいでの生活
を地域全体で支援していくために、各地域ケア会議
に出席して個別や地域の課題把握・解決とネット
ワーク構築を図る。

高齢者が住み慣れた住まいでの生活を継続させるこ
とを地域全体で支援していくために、地域ケア個別
会議を開催し事例検討をもとに個別課題の解決ネッ
トワークの構築を図る

・認知症対策連絡会(ポワールの会）の開催（年６
回）
・認知症初期支援チームの実働（チーム員会議毎月開
催、年２回認知症対策推進会議で報告、評価実施）
・認知症本人や家族が集える場として認知症カフェの
開催（お楽しみ処の活動　月２回　など）
・認知症周知啓発月間（９月）に併せてイベントや講
座等を通して周知啓発実施。チラシの配布。
・認知症サポーター養成講座や認知症パートナー養成
講座を開催し、地域の活動につなぐ。店舗向け認知症
サポーター養成講座開催。　目標値：認知症サポー
ター養成講座開催数25回　認知症パートナー養成講座
受講者数20人
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