［令和2年度姫路市地域包括支援センター適正運営評価］

1 自己評価及び第三者評価結果
自己評価日

令和2年8月4日

第三者評価実施日

令和2年8月28日

【地域包括支援センター概要（センター記入欄）】
センター名称

姫路市四郷・東地域包括支援センター

電話

079-252-8009

法人名

清章福祉会

FAX

079-253-1614

所在地

姫路市御国野町御着283-15

施設までの
交通手段

JR 山陽本線御着駅より徒歩3分

事業開始年月日

平成25年4月1日

【センターが所在する地域の校区別の人口と高齢者人口割合、特徴・特性（センター記入欄）】

【第三者評価で確認した優れている点、工夫点】

（四郷）
人口は7,200人弱で、高齢化率は、上鈴では43％を越え、東阿保でも23.2％と少しずつ前回より高齢化が進んでい
る。東阿保の高齢化についてはアクティタウンの住民が同じ年齢層が多く、高齢世帯の増加へとつながっていると
考えられる。老人会が無くなってしまった地区もあり、地域活動でも地域差がある。外国人定住者が増えているこ
と、高齢になり自宅を離れる人も多く空き家の問題が浮上している。 入院対応の医療機関はなく、整形外科と内
科の診療所が週2回開院しているが、姫路駅方面に出かけて受診している人が多い。
（別所）
人口は8,800を超え、小林、佐土では新しい住宅の建築も多く、高齢者よりも子供の問題が大きくなっている反面、
佐土新では高齢化率が38.4％と高く、地域差が大きくなっている。大型スーパーが3つあることでその場所でもコ
ミュニティができている。ただどこも国道2号線沿いにあり、2号線から離れると畑や田も多く、車を利用出来なくなる
と買い物に困る地区もある。総合病院、内科、歯科があり、皮膚科も昨年開院した。
（御国野）
人口は9,300人以上で前回と大きく変化はない。 御着・国分寺は新築の家も増え、高齢化率はほぼ横ばいで、深
志野が30％を越え西御着でも37.8％と高齢化が進んでいる。地域活動も活発であり、小学校や幼稚園との交流が
盛んである。老人会の活動も継続している。ＪＲ御着駅が近くにあり、駅近くにはスーパーや薬局もあるが、御着・
国分寺以外は便利とは言えない。医療機関は第一病院の他、小児科・内科・歯科・眼科とあるが、すべて駅より北
側にあり、線路より南側の校区内には医療機関はない。

顔が見える関係性の構築と若い世代の参加のために、地域住民の活動スポーツ21や忘年会など若い世代の
集会で情報発信を継続して行っている。また、地域支えあい会議を共通認識や情報交換の場としてとらえ、気
軽に開催することで、事業者・医療機関・民生委員等関係者とのネットワークが確立でき地域づくりにつながっ
ている。高齢者の権利擁護では、「法的な権利」としてではなく、「地域で暮らし続けること」を権利として、わか
りやすく説明し、高齢者の権利擁護・虐待予防等の普及に努めている。

【地域包括支援センターが目指している基本的な方針（センター記入欄）】

【第三者評価で確認した次のステップに向けて取り組みを期待したい点】

高齢者が住み慣れた地域で、生き生きと暮らし続けられるように多方面から支援していくことを目指している。これ
までも地域包括支援センターの認知度を高める工夫をしてきた。今後も医療・介護と地域の人々を含めた多職種
連携を目指し、ネットワークの構築を図る。

個別の支援を通して、地域の支えあい体制の構築にアプローチされていることはうかがえるが、更に自治会な
ど地域の団体との連携を深めることにより、地域のリーダーの育成をはじめ、資源の開発や地域づくりにつな
げていくことが期待される。また、新型コロナウイスルの影響が及ぼす身体機能低下が危惧されることから、身
近なサロンなど、地域活動に参加しやすい環境づくりへの後方支援の充実が望まれる。

【特に力を入れている点・アピールしたい点（センター記入欄）】

【備考・その他】

事業の理解や周知を図るため、サロンや講演会等の機会をとらえて、医療機関・介護事業所や地域の人々との交
流を図ってきた。活動の大きな柱として、高齢者の権利擁護・虐待予防等の普及に努め、介護予防普及・啓発を掲
げている。ケアマネ支援についても、相談しやすい関係を作るため、研修会の開催や社会資源の提供を行うなど
力を注いでいる。よりいっそう「地域」を支援し、地域包括ケアシステムの構築を目指し地域にアプローチしていき
たい。

行政に対して、職員の確保（特にプランナー）について支援策の提示を願いたい。また、同じ趣旨の会議が多く
あり会議の整理をして、職員の負担軽減など効率をはかった上で、事業化していただくことが重要だと思われ
る。

【次のステップに向けて取り組みたい点（センター記入欄）】
これまでに築いてきたネットワークを大切にし、より深いものにするためにも自助・互助の考え方を住民の方にも認
識していただき、啓蒙していきたい。また、統括責任者を含めたカンファレンスを元に各専門分野の知識や情報ヲ
スタッフ間で共有し、諸問題に対応していきたい。これからも地域のリーダーの育成や資源の開発等にもアプロー
チすることで「地域包括ケアシステム」の実現を目指し、少しずつでも目指す姿に近づいていけるよう努力していき
たい。

特定非営利活動法人

はりま総合福祉評価センター
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姫路市地域包括支援センター適正運営評価
姫路市四郷・東地域包括支援センター
評価項目
評価内容
重点項目

１．業務の共通事項

セ ン タ ー 記 入 欄
取 り 組 み の 状 況

現在課題と感じていること

評 価 調 査 者 記 入 欄
説明に必要な根拠
（参照資料）

訪 問 調 査 に よ る 確 認 内 容

次のステップに向けて期待
したい点

①朝礼など情報を共有する場で必要事項を確認した
り、総合相談なども共通の認識ができるようにしてチー
ムワークを大切にしている。カンファレンスを行い統括
やすく説明している。特に、自治会の役員や民生委員にわ
会議録
責任者を中心に、振り返りをして深めている。４職種が
かっていただくように心がけている。
地域包括支援センターの業務 広報誌
定期的に地域に出向き、様々な会合に参加してPRし
②職員がきちんと理解できていることが基本であり、苦情等 等、機会をとらえて啓蒙・伝達 パンフレット
ている。顔が見える関係性の構築と若い世代の参加
に関しても小さなことも取り上げ、スタッフ全員で考えるように を行っているが、まだまだと感 マニュアル（事故発生 のために、地域住民の活動スポーツ２１や忘年会など
している。統括責任者にも報告をしている。
じる部分もある。
時・苦情対応）
若い世代の集会で情報発信をしている。②個人情報
③職員は地域に根付いたものでありたいし、住民に対しては
ヒヤリハット報告書
については困りごとがあっても、地域で共有できない
公平でありたい。守秘義務を守りながら、実践力を向上させ
場合があるが、病気の説明などすることにより開示し
るため研修をし、自己研鑽に努めるようにする。
たほうが良いが秘密にすることがよいか配慮を要す
る。

地域包括支援センターの業務について、考え方や取り組みを地域住民に ①3地域の特性が明らかに違うので、それぞれに地域包括
支援センターとしての業務や地域の課題もできるだけわかり
分かりやすく明示し、伝えていく取り組み
① 担当区域の地域特性や地域課題の明確化について
② 個人情報の取り扱いや苦情に関する対応について
③ 地域包括支援センターの職員としてのあり方や姿勢について

２．介護予防ケアマネジメント及び介護予防活動支援業務
①本人の「したい」「できるようになりたい」を大切にした具体
的な生活を実現するために、今までの生活をしっかり理解し
た上でケアマネジメントを行うように努めている。
②自治会や老人会役員、民生委員等と密接に連絡を取り合
① 個々の生活状態を把握（アセスメントとモニタリング）について
い情報の共有を図っている。地域の病院や薬局等からの相
談・連絡により生活状況の把握に努めている。
③いきいき百歳体操の前後の会話時やサロン等を通して介
② 地域活動に参加していない高齢者の生活状況の把握について
護予防に関する啓発や生活状況の把握に努めている。地域
住民からの身近な相談窓口としての役割が果たせるように
いきいき百歳体操の活動など高齢者が参加・活動できる地域の集い 努力している。
③

高齢者が継続して地域生活を送るための介護予防活動についての取り
組み

コロナウイルス感染症拡大防
止のため、活動自粛や制限が
ある中で、どのように介護予防
活動を行っていくか、また、地
域の集いの場やそこに参加す
る必要性をどのように啓発して
いくかを検討していく必要があ
る。

・事業計画
・事業評価
・ヒヤリング記録
・業務分担一覧表
・業務日誌

の場の工夫について

３．総合相談支援業務
地域における多様な相談に対して、総合的に対応できる体制づくり
① 緊急性の判断や困難事例への対応について
② 相談の経過把握と終結の仕組みについて
③ 家族の障害や所得など高齢者に関わらない相談の対応について

様々な相談に対応できるよう、日頃からインフォーマルサー
ビス等の情報収集に努めている。各関係機関と連携し、関係
づくりにも努めている。
①緊急時には各専門職等で話し合い、緊急時対応マニュア
ルに沿って対応している。困難事例については、2人対応で
関わるよう心掛けている。
②相談受付票に内容を記録し、経過記録については対応し
た職員が責任を持って記載するようにしている。月1回のカン
ファレンスで情報共有を行ないながら、終結に向けて全職員
で取り組んでいる。
③地域の身近な相談窓口であるように、相談に来られたらま
ず話をしっかりを聞き、必要なサポート機関に引き継ぎがで
きるようなワンストップ窓口となるように努めている。その為
にも、インフォーマルサービス情報や各種制度などの情報を
整理して、すぐに対応できるようにしている。

①外出できない人をできるように。週１回の「いきいき
百歳体操」だけでなく、月１回の活動も「集いの場」とし
て途絶えないように支援している。②サロンなど集まり
において普段の様子をモニタリングをしている。参加で
きない人の配慮として、民生委員、自治会長等から情
報を得ている。いただいた情報については個人情報に
配慮して、やり取りをして相談のしやすさや信頼を重要
視している。③ケアマネジャーからの相談窓しやすい
関係性を維持できるよう配慮して対応している。「いき
いき百歳体操」の世話役の高齢化やコロナの影響によ
り活動の維持が困難となりつつある。

コロナ禍にあり自粛が続く場
合や高齢でリーダーが養成
できないサロンの対する支
援や対応について更なる取
り組みを期待します。

①２４時間３６５日の対応。事務所が開いていないとき
は転送電話対応をしている。状況が読めない場合や
心配があればその専門性に配慮できる役割担当が出
向くこととしている。８０５０問題などで精神的な支援を
対象としている高齢者以外の ・緊急時対応マニュア
必要とする場合は、保健センターと協働している。支え
家族に問題を抱えているケー ル
あい会議を開くこともしている。②サービスに繋がれば
スが増えてきている。その為、 ・相談記録
終結としている。 サービスに繋がらない場合等につい
保健所などと関わる事例も増 ・カンファレンス記録
ては、統括責任者含むカンファレンスにて評価して皆
えており、日ごろから関係機関 ・社会資源マップ
の相互の認識で終結を決定している。③生活保護の
との連携を大切にしていく必要
（インフォーマル）
対象者でも外出できない人には、行政に出向いてもら
があると感じている。
・障がい者福祉制度
うように対応をしている。配色サービスやゴミ出しなど
にについての困りごとなどは、地域の仕組みにつなげ
る役割を果たしている。地域と本人のパイプ役になる
ように努めている。

４．包括的・継続的ケアマネジメント業務
地域において包括的なケアマネジメントを行うために多様な社会資源と
連携し、ネットワークを構築していく取り組み
① 地域のインフォーマルサービスや社会資源の把握について
② 介護支援専門員（ケアマネジャー）との連携について
③ 地域の医療関係機関とのネットワークについて

①包括として活動していくためには、高齢者の生活を支える
ための社会資源を熟知し、ネットワークをつなげていくことが
大切と考える。
②地域の高齢者を支えていくため生活に密着しているケアマ
社会資源のリスト
地域住民の主体性を大切にし
ネジャーと連携を密にし、相談に乗ったり、資質の向上を図
研修記録
ながら、環境整備をしていく関
るため研修を行ったり情報提供を図っていく。
業務日誌
り方の難しさを感じる。
③地域の医療機関（歯科医院も含む）や、在宅介護連携支
ブロック研修の記録
援センター等の事例検討会・交流会に積極的に参加し、地域
で医療が受けられるようにネットワークを構築し、少しでも長
く在宅で生活できるようにしている。

①２年に１回社会資源リストの更新を行っている。リス
トはケアマネジャーに公開している。「わくわく四郷」
で、校区内の新規介護サービス事業者などを把握でき
ている。②ケアマネジャーとは普段の関係性が良好で
相談件数も多い。ケアマネジャーの代わりに繋がりを
見つけて相談窓口に相談をおこなっている。③地域の
医療ソーシャルワーカーとの連携が深まっている。開
業医へは訪問して先生からの相談を受けて地域住民
の訪問を行っている。相談をしたり受けたりして関係性
がある。

特定非営利活動法人

はりま総合福祉評価センター
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姫路市地域包括支援センター適正運営評価
姫路市四郷・東地域包括支援センター
評価項目
評価内容
重点項目

セ ン タ ー 記 入 欄
取 り 組 み の 状 況

現在課題と感じていること

評 価 調 査 者 記 入 欄
説明に必要な根拠
（参照資料）

訪 問 調 査 に よ る 確 認 内 容

次のステップに向けて期待
したい点

５．地域ケア会議

ネットワーク作りの課題とし
支えあい会議録
て、資源の開発や地域づくり
地区診断
につなげていくことができてお
事業計画
らず、止まっているように思う。

①支えあい会議は頻繁に行っておりケアマネジャーと
のつながりに役立っている。ただ情報交換の場がある
ことでも有意義である。気軽に開催ができ多様な意見
を聞くことでサポート体制ができることにつながってい
る。②準基幹との話し合いは２か月に１回。８０５０問題
や経済的困難や認知症課題について情報を共有して
いる。高砂市との境で医院のない地域があり往診して
くれる医師がいないのが問題である。関係性をみるた
めに客観的に評価することで整理できる環境がある。

見守り体制をしっかりと構築し
たいが、どうしても地域のリー
ダーとなる方が偏りがちにな
る。

サロン参加記録
事業計画
業務日誌
社会資源リスト

①高齢者に関する取り組みに偏りがちではあるが、個
人の課題を客観的に全体像をとらえることにより、地域
課題として捉えた内容を理解して、地域の若い世代に
対してアプローチするよう、今後の取組みを検討するこ
とになっている。具体的にはゴミ出し支援が始まってい
る。

サロンに来ている人には、詐
欺被害の手口を分かりやすく
紹介することで予防することは
できるが、サロンに来れない人
には周知することが出来ず、
被害に遭っていても相談する
事もできなく困っているのかも
しれないと考える。そのため、
地域住民全員に周知できる方
法を開拓する必要性を感じて
いる。

・講演会実施記録、会
議、研修参加記録
・高齢者虐待等対応マ
ニュアル
・消費者被害情報

①高齢者が理解できるように、暮らし続けることを「権
利」として話をしている。②虐待について疑わしい場合
には２人体制で訪問している。成年後見についても申
し立ての依頼が増えてきている。成年後見支援セン
ターとの連携も深まっている。③包括だよりに予防の
啓発のための情報発信している。実際におこった事例
などをわかりやすく伝えている。虐待は人によって捉え
方が違うため、「虐待かな」という段階での相談の必要
性を説明している。

地域における多様な機関との連携会議を設置することで、地域の支えあ
①地域支えあい会議を開催することで、事業者・医療機関・
いの体制を構築していく取り組み
① 地域支えあい会議の開催について
②

高齢者を支えるネットワークの構築について
（準基幹：地域課題を抽出について）

③

準基幹地域包括支援センターとの課題共有について
（準基幹：地域マネジメント会議の運営について）

６．地域支えあい体制の構築方針

民生委員等関係者とのネットワークが確立でき地域づくりに
つないでいくことができる。
②検討した事例を準基幹とともに内容を整理し、地域の課題
を探る。
③地域の特性や実情を把握し、個人のニーズに合わせて長
く安心して生活できるように反映させていきたい。

①地域住民と直接話し合う機会を特別に設けているわけで

地域住民と協議、連携することで、地域での支えあい体制を構築していく はないが、サロン等で話題にするなど地域住民との交流の
機会に色々と話し合うようにしている。地域に溶け込む努力
取り組み

はしている。
②いろいろな機会をとらえ、自助・互助の大切さを伝え、支え
① 地域課題や地域の現状を地域住民と共有する取り組みについて
あうことで長く地域で暮らしていけるように取り組んでいる。
地域での支えあいをより強化し、地域の実情に合わせること
で仕組みを作っていく。
② 既存のつながりの再構築や支えあい体制の強化について
③地域を知る立場として地域包括支援センターが動き、その
準基幹地域包括支援センターと地域包括支援センターとの協働につ とりまとめ等を準基幹が行うなど、協働で動いていくことが地
③
域での支えあい体制構築に必要であると考えている。
いて

７．高齢者の権利擁護業務

①地域のサロン等で消費者被害についての情報提供や、成
年後見制度について講義を行ない、権利擁護についての理
高齢者の地域での生活の権利を保持をしていくための支援に関する取り 解を深めて頂くようにしている。
組み
②虐待疑いの通報が入った際には高齢者虐待等対応マニュ
アルに基づき、迅速に対応するよう心掛けている。また、必
① 高齢者が自らの権利を理解できる取り組みについて
ず包括支援センター内で協議し、どのように対応していくかを
決め、必ず２人体制で訪問等を行なっている。
③地域のサロン等で最近の消費者被害の手口を紹介するな
② 高齢者の虐待のファーストコンタクトについて
ど、情報提供を行ない、注意を喚起している。
③ 高齢者の消費者被害の予防について

公的機関・専門機関との連携と地域からの情報収集により
認知症の早期発見により適切な医療・介護支援が行えるよう
対応している。
認知症の人の生活を地域で支援する取り組み
地域住民からの情報や警察からの情報をもとに対応し、必
要時は医療機関につなぐことで認知症の早期発見に努めて
いる。
① 認知症の人に対する地域内での理解を深めるための啓発について
認知症と診断されても住み慣れた地域で自分らしく暮らして
いただけるよう地域活動（サロン・いきいき100歳体操）への
参加を促し、認知症の進行を防ぐよう支援している。
② 認知症の人を排除しない居場所づくりや見守り体制について
①地域のサロンで認知症についての講座を行っている。ま
た、認知症サポーター研修を開催している。
③ 認知症初期集中支援事業の活用について
②自治会役員・民生委員との連携により、地域行事(サロン・
ふれあい給食など）への参加を促し、地域での見守りや状態
把握が出来るよう支援している。
③認知症の可能性がある方が適切な医療を受けられるよう
支援している。また、保健センターと連携することにより、保
健センター対象者である場合にも協働し、相談・連携を図っ
ている。

８．認知症総合支援業務

個別の支援を通して、地域
の支えあい体制の構築にア
プローチされていることはう
かがえるが、更に自治会な
ど地域の団体との連携を深
めることにより、資源の開発
や地域づくりにつなげていく
ことが期待される。

①定期的に４職種がサロンなどに出向き顔が見える関
係性を作っている。受診につなげることも視野に入れ、
相談しやすい環境を作っている。集まりは社協の集い
だけではなく、お茶会、体操など地域の方々が集まる
ところに出向いて啓発活動を行っている。商業施設な
ど人が出入りする場所へ出向いて啓発活動を行って
地域住民の認知症に対しての ・サロン記録
いる。若年者に対するアプローチは、小中高校などに
理解を深める為、啓発を行っ ・SOSネットワーク記録
対してすすめている。コロナ禍にあって、検討しても
ているが、参加していない住 ・警察からの情報につ
らっている。実際に問題があった地域や集合住宅など
民に対しても理解を深める必 いての対応記録
においてはサポーター養成研修など開催して周知をす
要があると考えている。
・支援経過
すめている。回数を重ねて周知を行っている。③家族
に対する了承が必要になるため、煩雑さがあるが、認
知症疾患医療センターとの連携が密にできていること
で、経過報告までできる。独居が多くなっているため、
警察との連携が重要になっている。家族がいない人の
場合SOSネットワークに登録する人がいない。

特定非営利活動法人

はりま総合福祉評価センター

