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令和 2年度 第 3回焼津市認知症対策連絡会議 開催 
日時 

令和３年３月２３日 

18時 30分～20時 00分 

場所 焼津公民館 大集会室 

議題 １． 開会（委嘱状交付） 

２． 挨拶 

３． 報告事項 

（１）認知症施策の推進について 

（２）第 9期高齢者保健福祉計画（抜粋）について 

４．協議事項 

  (仮称)「認知症でつながるキャンペーン in○○」について 

５．認知症初期集中支援チーム検討委員会  （１）実施結果について 

６．その他 

決定事項 

報告事項 

連絡事項 

協議事項 

その他 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１．開会（委嘱状交付） 

任期の途中で交代の委員紹介。栗原武志委員から髙橋千恵子委員に交代 

委員の任期は、2021年 3月 31日までとなる。 

２．挨拶 

３．報告事項 

（１）認知症施策の推進について（資料１参照） 

①認知症への理解を深めるための普及・啓発の推進 

ア認知症サポーター養成講座・・新型コロナ感染症の影響により回数・人

数ともに減少している。 

イ認知症市民講座の開催 

②認知症の予防と早期発見に関する事業 

ア認知症スクリーニング受診者とイものわすれ相談プログラム（TDAS）の

実施件数はともに減少している。減少理由は、年度途中である事と新型コ

ロナ感染症の影響も大きいと感じている。認知症スクリーニング判定結果

の割合は、例年と変わらない。今後は、地域包括支援センターにおけるTDAS

の有効活用とスクリーニング検査のフォロー体制の検討をしていく。 

③認知症総合支援事業及び家族への支援 

イ認知症初期集中支援チーム 

活動数の減少がみられる。現在の実施方法は、相談からつないでいくチー

ムの設定になっているので検討していきたい。 

エ認知症の本人の集い  

認知症の本人が集まって話し合いをしている。回数を重ねていく中で、認

知症サポーター養成講座に出ていただき本人の声を発信する場を広げてい

る。 

オ認知症カフェ  

4か所で実施している。新型コロナ感染症の影響で中止している所もありま

すが、感染対策をして実施している所もある。 

 
（２）第 9期高齢者保健福祉計画（抜粋）について 

第９期ほほえみプラン２１の資料参照（P3.4.6.9.10.14.20.35.38.82.87.95.   
97.122.126） 

第 9期焼津市高齢者保健福祉計画、第 8期焼津市介護保険事業計画 
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計画期間：令和 3年度～令和 5年度 

計画の策定方法、ヒアリング先一覧、高齢者の人口推移と将来推移,高齢者

世帯の状況、認知症高齢者の状況、健康課題の関心度、計画の基本理念、 

施策の体系：基本方針が７つの中の 5 番目高齢者を支える事業・ネットワ

ークの充実（２）認知症施策の推進にあげられている。 

【６６】認知症本人ミーティング拡充 

【６７】若年性認知症の社会参加の支援拡充 

第 9章 介護サービス基盤整備の推進、 

第 8 期介護保険事業計画における施設整備方針：認知症対応型共同生活介

護（グループホーム）の整備計画を令和 4年度に予定している。 

第 1号被保険者の第８期介護保険料基準額 
 
●チームオレンジ（別紙資料） 

認知症サポーター（認知症サポーター講座を受講した方）がステップアッ

プ研修を受講してチームを組んで活動すること。焼津市では、年間１００

０人の方が認知症サポーターになっているが、具体的な活動がなかった。 

今後は、研修を受けてもらいチームを組んで活動をしていただきたい。 

ステップアップ研修の趣旨、チームオレンジの活動・役割の紹介、チーム

オレンジとして目指すべき姿の説明。 
 
◇質問 

山田吉富美氏（コミュニティーケア高草居宅介護支援事業所） 

チームオレンジについて ステップアップ研修は、年間何回行われている
か。またどれくらいの方チームオレンジとして活動しているのか。 

杉山拓麻氏（事務局） 

今年度のステップアップ研修の開催は、2回。３つの団体が受講。第 9期ほ

ほえみプラン２１（P81）今後は、各包括の圏域に１箇所ずつ新規創設をし

ていきたい。 

 
４協議事項 

（仮称）「認知症でつながるキャンペーン in○○」について（資料３） 

第 2回認知症対策連絡会議（令和 2年 11月、書面回答による）委員の皆様

からの提案や意見をまとめると認知症の理解を深める施策、認知症の人や

家族が孤立しないネットワークづくり、認知症の適切な医療提供や早期発

見のしくみづくりとなりました。これは、第 9 期焼津市高齢者保健福祉計

画や認知症施策推進大綱につながる内容でした。コロナ禍で今年度は、活

動が制限されてきたが地域で認知症の方が暮らしているという現実は変わ

らない。一緒に活動をする事は難しいが、それぞれが認知症施策を推進し

ていこうと取り組めることはないか。9月の世界アルツハイマー月間や団体

さんのイベント（時期はいつでも）でできることはないか。活動例を紹介。 

委員さんに考えやご意見を伺いたい。活動の実施後は、市のホームページ

などで報告していきたい。 
 
◇意見 

髙松浩美氏（焼津市社会福祉協議会） 

決まっている事はないが、9月のアルツハイマー月間に社会福祉協議会の事
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務所や総合福祉会館に啓発や周知の展示ができそうかなと思います。社会

福祉協議会の事業の中の福祉教育で認知症について知ろうというコマをも

うける事が可能。他の方と連携して行って行きたい。居場所のボランティ

アさんへ研修を行う事も検討ができる。居場所に来る方の中で認知症かな

という方も利用されている。 
 
小谷幸代氏（認知症家族会 ひまわりの会） 

先月のひまわりの会の定例会で、提案をした。認知症の家族会なので、家

族介護として認知症を知っていただく機会を作ることができればと思いま

す。家族会が他の取組で必要な場合は、声をかけてほしいです。参加させ

ていただきます。 
 
八木孝博氏（焼津市民生児童員協議会） 

9月に健康長寿を祝う会があると思うので、認知症に関するチラシを配布し

て PRをするのはどうか。 

平岡雅子課長(事務局) 

コロナの流行っている状況で今年度健康長寿を祝う会を見合わせ、記念品

を贈りました。令和３年度の開催も見合わせの予定です。 
 
山中琴恵氏（認知症家族会 めぐみの会） 

認知症の家族の会は全国にあり、静岡県では 9 月に静岡駅で旗をたてたり

ティシュやチラシ配布を行っていたがコロナの影響で中止になった。静岡

県の富士では、認知症のカラーがオレンジなので、観覧車をオレンジ色に

ライトアップした。全国各地の支部がオレンジ色でいろいろな形でアピー

ルをした。焼津市でも取り組めたら綺麗で注目も浴びると思う。どこでで

きるのか。めぐみの会では、社会福祉協議会のおまつり「ふれあい祭り」

に 10年程物品販売として参加をしている。壁にめぐみの会の PRをしてい

るがなかなか周知できていない。オレンジ色に染めて、目からアピールす

る事が良いと思う。 
 
山田吉富美氏（コミュ二ティーケア高草居宅介護支援事業所） 

数年前に認知症初期集中支援チームやおみね輪の説明を介護支援専門員に

していただいた。介護支援専門員は、入れ替わりも多く新しい方も増えて

いる。市の会議や YouTube,zoom などで認知症初期集中支援チームやおみ

ね輪、チームオレンジなどの説明をして頂き、理解を深めていきたい。 
 
髙橋千恵子氏（焼津市薬剤師会） 

薬局は、9月のアルツハイマー月間の認知症の展示をする事の協力が可能。

依頼があれば、お薬の相談会や講演会の講師も可能。今年度は、薬とアロ

マの講演会を行った。認知症の本人だけでなく、介護者へのアプローチも

行った。来年度も 9 月のアルツハイマー月間に講演会の協力をすることが

できると思います。おみね輪プロジェクトの参加などの協力もできると思

いますが、薬剤師会で検討していきたいと思います。 

 
関口路子係長（事務局） 

認知症サポーター養成講座についてケアマネジャーに対して zoom の開催
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を検討していきたいと思います。薬剤師会で、9月の展示が可能とのお話を

いただき嬉しく思います。前の飾ってあるロバのお人形は、ミニデイの活

動をされている方から型紙をいただければ作るよというお話をいただいて

います。薬局の分作れたら・・それは難しいかもしれませんが、人とつな

がりをもって認知症の施策に市民全員で向かっていく事ができるのかなあ

と思います。できる事やアイデアの意見をいただき嬉しく思います。 
 
５．認知症初期集中支援チーム検討委員会 

（１）実施結果について（別紙資料） 

認知症初期集中支援チームとは、早期に認知症の関係するところで医療や

介護の介入が必要な方に対して、できる限り自立した生活が送れるように

体制を整えていくことです。各地域包括支援センターに認知症地域支援推

進員を含め設置されています。認知症サポート医の先生と医療系と福祉系

の専門職で主に構成されています。主な活動といたしましては、対象者と

その家族のお宅を訪問させていただいて、得た情報をもとに会議を行いま

す。その会議に基づきサポートの導入や調整をチームで関わり、家族支援

も含めて短い期間（おおむね半年）包括的、集中的の行います。 

認知症施策推進大綱の中では、５つの柱のうちの医療とケア（早期発見・

早期対応）と介護サービスの充実に該当します。本人気持ちが尊重されて

できるだけ今の環境を維持した状態で生活を続けられることを主な目標と

して活動しています。 

今年度、現状では 4事例あり 9回チーム員会議を開催しています。4事例と

も女性で、平均年齢は、84.3 歳ということで後期高齢の方になります。１

人暮らしではないが日中独居の方が多かった。開始時は、１人認知症の診

断を受けていたが他の方は診断がなく、かかりつけ医がある方は 2 人で医

療にかかっていない方が 2 人、介護サービスの全く利用していなかった。

終結した方は 2 人。初回と終了時を比較すると、DASC と DBD13 につい

てはどちらも改善傾向がみられ、Zaritについては、家族の介護負担が軽減

されていた。少数ではありますが、ていねいに対応していまして改善の傾

向がみられました。認知症施策推進大綱でも医療利用や介護利用を最終的

には 65％をめざすことになっておりますので、終了時どちらも引き継ぎが

できているということで、今後もできるだけ 100 パーセントに近づけるよ

うに目指して活動できるようにしていきたいと思っています。 
 
中山力英氏（焼津市医師会） 

南部と大井川地区でサポート医としまして認知症初期集中支援チームに関

わっています。先程の報告にありましたように令和 2 年度は 4 人という事

であまり活動しているという感じのない雰囲気ですが・・。認知症初期集

中支援チームは、医療や介護に結び付いていない方をいかにして結び付け

るかと思っている。毎月どれくらいくるのかと思っていた。年々、ケース

の人数が減っている。先程の報告にあったように、医療にかかっている方

は多くどちらかというと介護サービスに結び付ける事を努力している。い

かにして閉じこもりを無くしてデイサービスにつなげるとか、活動的にい

ろいろな方と交流できる場を設定するということだが、なかなか本人がそ

の気にならなくて閉じこもりがなかなか解消されないケースが多くあって

難儀をしていると思います。それにしても人数が少ないので、周知がいま
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いちではないかと思います。家族が認知症ではないかと悩む人は多くいる

と思うが、どこにいっていいかわからない人がいると思う。そういう方は

医療にも介護にもつながっていないと思うので、気軽に地域包括支援セン

ターに電話できるよう周知したほうが良いと思います。私は、介護保険の

審査会もしていますが、確実に認知症の方は多いです。書面会議でも認知

症初期集中支援チームのケース人数が少ないのかと質問したが、回答が初

期集中支援チームにあげる前に解決してしまっているという内容だった。 
 
山中琴恵氏（認知症家族会 めぐみの会） 

家族も認知症による物忘れなのに、加齢による物忘れではないかと思って、

気が付いたときには認知症の中期になっている方がすごく多い。この 4 名

の方は、みなさんが動いて見つけた方なのか依頼があって動いた方なのか。 

それによって認知症の度合いが違うと思う。93 歳の介護をしている友人が

いるが,家族の疲弊をすごく感じています。家族はデイサービスの利用をし

ていても認知症の方のことを常に考えている。その中で、デイサービスに

すら行ってくれない思いをひしと感じる。医療だけでなく、デイサービス

につなげていく支援をしてほしい。 
 
夏苅直己氏（やきつべの径診療所） 

困難事例が少ないというわけではなく、私の場合は困難事例ばかりです。

ただ、認知症初期集中支援チームは相談にきていただいたり様式が整って

いないとのっける事ができない。私のところにくるケースは、認知症初期

集中支援チームとしてはやっていないが、包括から相談をもらいご家族が

困っていて本人は自覚がなく相談には来てくれるケースが多く疾患医療セ

ンターとして対応している。認知症初期集中支援チームの対象になる方の

選定を低くできればと思います。全てが医療的に認知症というわけではな

く、統合失調症などの場合もある。他の疾患を見過ごされている場合が、

多々ある。また、子供が以前から受診していて父親が認知症を発症したケ

ースがあり、虐待もあった。ケアマネジャーから ICTで情報をいただいた。 

困難事例が多いが、認知症初期集中支援チームにのっかってこないケース

が多い。 
 
望月旬子氏（南部包括支援センター） 

山中さんの質問ですがケースによってさまざまで今年度あげたケースで

は、家族から助けてくださいと連絡があった場合や警察から包括の相談を

すすめられて連絡を受けたけれど家族はあまり課題を感じていない場合が

あった。周知の問題は大きいと思っていて、医師会の先生方（認知症初期

集中支援チームのサポート医の先生ではない方）や介護支援専門員の方に

もう一度認知症初期集中支援チームの周知していきたい。認知症初期集中

支援チームの初期の意味は、認知症の初期という場合と私達が関わり出し

た最初という意味が２つあり、最初から BPSD が激しいケースや認知症な

のかどうなのかMCIの段階なのか判らないというケースがあって、国の施

策としては早期発見・早期治療をめざす事の施策だと思うが、現実的には、

BPSD が顕著で何とかしてほしいというケースやすべてのサービスや関わ

りを拒否しているケースなどさまざまある。命の危険があるようなケース

は対象外になる。総合相談で対応している。認知症初期集中支援チームの



R2-38 
 

6 
 

ケースがあがってくる事で全てが解決するわけではないですが、今の現状

よりは暮らしやすくなったり、環境が整ったり、認知症の予防につながっ

たりする活動だと思っている。 
 
鈴木有貴氏（事務局） 

認知症初期集中支援チームに関してのさまざまな意見をいただきありがと

うございます。市でも対象者数のところは課題と感じている。選定の方も

認知症地域支援推進員と検討をしていきたい。最近、認定調査員に認知症

サポーター養成講座を行った。認定調査員は、介護保険を申請した方の自

宅などに訪問し初めて本人やご家族にお会いするファ―ストタッチにあた

る方達だと思いますので、認知症初期集中支援チームについても周知をし

て認定調査員からもご家族に説明ができるしくみを作っていきたい。 
 
６．その他 

夏苅直己氏（やきつべの径診療所） 

９月のアルツハイマー月間やその月に限らず、私のところや焼津市立病院

もそうですが、県から認知症疾患医療センター宛てにみんなで認知症の人

をみんなで支える地域づくりの推進という助成金が出るので、私のところ

だけではなく、みなさんのお知恵を拝借してご一緒にやらせていただきた

いと思っています。ぜひ直接アドバイスをいただければと思います。以前

に、おみね輪で模擬訓練をする際に変装の準備をした。コロナの影響で模

擬訓練は中止になってしまったがまた呼んでいただければと思います。 
 
鈴木有貴氏（事務局） 

今言っていただいたのは、おみね輪プロジェクトのアプリを使用して認知

症の行方不明者を探す模擬訓練を福祉大の方をやらせていただいた。夏苅

先生ともやりましょうと検討していたが、雨で中止になりコロナで模擬訓

練を行えていないということをおっしゃっていただいた。 
 
平岡雅子氏（事務局） 

皆様からの貴重なご意見を参考に、今後も認知症施策を進めて参りたいと

思います。また、３月３１日をもちまして、当連絡会の委員の任期が終了

となります。委員の皆様には、３年にわたり貴重なご意見をいただきあり

がとうございました。各団体には新たな委員の選任を依頼させていただい

ておりますが、引き続き委員に選任された際は、来年度もよろしくお願い

いたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


