
エリア共通の取り組み報告

主任介護支援専門員連絡会 林 一矢



エリア共通勉強会

「災害時のおける命を守る支援

地域の特徴を知ろう。」

災害対策検討部会・主任介護支援専門員連絡会

① 防災ガイド 防災マップの見方

② 避難行動要支援者の個別避難計画の概要について

③ 業務継続計画（BCP）について



全エリアにて研修を実施

６月１０日 SONIKエリア

６月１３日 KOA エリア

６月１４日 サンストリート エリア

６月１５日 東南主マネ会 エリア

６月２１日 夕焼けボランチ エリア



研修後のアンケート結果から

○ 研修全体を通じ 約96％の方が参考になったとの返答があった

○ 個別避難計画書については約87％の方が参考になったとの返答が

あった

○ BCPについては約86％の方が参考になったとの返答があった

アンケート回答者数188名



研修後のアンケート結果から

○ BCPの取り組み状況については、5割程度が取り組みにかかっているとの

回答をいただき、個別の意見からはBCPに対しての理解が深まった、あらた

めて作成の必要性を感じたとの意見が多くあった。

○ 個別避難計画については、必要性は理解しているもののケアマネジャー

の多忙さからの作成がさらなる業務負担につながる、災害時の対応に不安

を感じているなどの意見があった。

個別の意見に関してはその後の災害対策検討部会等の進め方などの参考に
なりました



令和4年度 チームSONIK
活動報告



令和4年度
チームSONIK
活動計画

▪災害対策検討部会と共催で災害対策について

のエリア共通勉強会実施

▪ チームの代表者を3人選出し、代表者達でエリ

アのケアマネジャーに向けた事例検討会を企画、

実施する。

＊その他のチーム構成員はサポートを行う。



チームSONIK
会議

▪毎月第1もしくは第2金曜日 19：00から

Zoom にて開催

令和4年

5月13日 6月3日 7月8日 9月9日 10月14日

11月11日 12月19日

令和5年

1月13日 2月10日 3月15日



情報提供・
意見交換

▪個別避難計画について

▪ケアプラン点検について

▪新規サービス事業所について

▪実地指導について

▪アルコールチェックについて

▪データ連携システムに関して 等



災害対策
エリア共通
勉強会

▪令和4年6月10日 19：00 開催



事例検討会

▪ テーマ『難病の事例検討会』

日 時： 令和5年2月22日（水）14：00～15：30

開 催： Zoomにて

内 容： ①訪問看護ステーションひばり

認定難病看護師 井口氏より講義

「難病～パーキンソン病のケアマネジメント」

②パーキンソン病の事例を基にした

グループワーク

参加者： 35名



次年度の
活動計画

▪令和6年度 制度改正に向けた情報共有と

整備すべき事項の確認

▪ エリア内のケアマネジャーに向けた事例検討会の

実施



２０２３年
サンストリート活動報告

サンストリート代表

居宅介護支援事業所 片倉

市川 起理子



今年度のサンストリート目標

01 エリア全体会として、昨年度から実施してい

るハラスメント対応についての勉強会の継続実施

02 各包括圏域ごとに勉強会の実施

（包括合同研修会）



サンストリート全体会

６月 エリア共通勉強会

テーマ 災害時に命を守る支援について

２月 エリア勉強会

テーマ カスタマーハラスメント勉強会

「傷ついた気持ちを言語化しよう」



片倉地区

第1回

テーマ 多問題を抱える本人が望む暮らしを送るために必要な支

援を考える（片倉地域ケア会議）

第2回

テーマ KJ法について（圏域主任ケアマネ勉強会）

第3回

テーマ 地域ケア会議で話し合った内容にてモニタリング

第4回

テーマ ８０５０問題 NPO法人「ゆどうふ」さんを招いての講義

（圏域勉強会）



館地区

第1回

テーマ 地域での認知症サポートについて

館包括 認知症地域支援推進員 高尾 千香子

第2回

テーマ 在宅高齢者の災害時支援について

はちおうじ出前講座「総合防災ガイドブックセミナー」

八王子市防災課

第3回

テーマ 館圏域ケアマネジャー交流会



めじろ・高尾地区

第1回

テーマ 身寄りのいない認知症の方を地域で支援していく

介護事業所・認知症地域支援推進員とも供に考える



サンストリートの1年間を振り返り

０１ ハラスメント研修は60名が参加者した

（昨年度は50名）

０２ 今年度もエリアごとに包括と合同研修を実施した

０３ エリア全体を通じ、主マネの皆さんがファシリなどの役割を

務め、積極的に活動に参加した



～チームKOA～
２０２２年度活動報告

発表者

チームKOAエリア共同代表

山口みくに



チームKOA
２０２２年度の目標

①障がい事業所との連携（双方の事例検討会への参加・連

携マニュアル・ガイドライン作りなど）

①ハラスメントやBCP、災害（感染症）対策など、制度改正

で義務化されたマニュアル作りについての情報提供及び共有

③地域のケアマネ・住民ニーズの掘り起こし



定例ミーティング

第１回：5月23日（月）

第２回：7月11日（月）

第３回：9月12日（月）

第４回：11月14日（月）

第５回：1月16日（月）

第６回：2月13日（月）

第７回：3月13日（月）
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＊9月13日（月）：10/17多職種協働学習会

「8050その前に～引きこもるとは」のため

の打ち合わせ（講師：大橋氏、4包括、

KOA代表）

＊10月17日（月）：「8050その前に～引き

こもるとは」学習会

＊3月1日（水）：3.16事例検討会打ち合わせ

（対面）

＊3月17日（木）：障がい事業所との学

習・交流会
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ZOOM定例会
5



3包括より5名
障がい支援事業所より14名
ケアマネ事業所より27名
介護保険課より2名
障がい福祉課より2名
南多摩高次脳機能障害センターより
1名

計51名参加予定
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来年度に向けて
①障がい事業所との連携（双方の
事例検討会への参加・連携マニュ
アルなどの検討）

②災害（感染症）対策・BCP

③地域のケアマネ・住民ニーズの掘
り起こし
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🌸ご清聴

ありがとうございました🌸
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写真提供：粕谷惠子（わんにゃんピープロ
ジェクトメンバー）



令和４年度 夕焼けボランチ‐T活動報告

・恩方、元八王子、もとはち南、長房、圏域の主任介護支援専門員で構成

・隔月第三火曜日に定例会開催

今年度はＺＯＯＭを活用し、BCP関連や新型コロナ関連など、意見交換、情報
共有などを行いました。

・年2回（6月、3月）勉強会を開催（詳細次ページ）

勉強会開催に向け、勉強会準備のためコアメンバー選任、定例会での打ち合わ
せの他に、少人数での打ち合わせを行いました。



令和４年度 夕焼けボランチ‐T勉強会

令和４年６月２１日 １９：００～２０：３０ ＺＯＯＭ開催

・エリア共通勉強会「命を守る支援 地域の特徴を知ろう」

参加34名。BCP業務継続計画、個別避難計画の概要についての勉強会

令和５年3月１４日 １９：００～２０：００ ＺＯＯＭ開催

・エリア会勉強会「災害時の対応についてみんなで考えよう」

参加26名。架空事例を用いた事例検討。

平常時から備えておくこと、被災時の対応についてグループワークを実施。



令和4年度活動報告
東南エリア

• 南大沢・堀之内・由木東ブロック

• 長沼ブロック



東南エリアの活動の再編について

 令和３年度まで東南エリアは3ブロックで活動していたが、令和4年度か
ら2ブロックで活動

令和3年度 長沼 と 南大沢 と 由木東・堀之内

令和4年度 長沼 と 南大沢・由木東・堀之内



南大沢・堀之内・由木東ブロックの活動

 『地域ケアマネ勉強会』として事例検討会及び意見交換会を
実施。

 令和4年度についても新型コロナの感染拡大に伴いZoomにて
開催した。

 約3ヵ月に1回の頻度で開催した。



事例検討会の事例について

 事例「末期癌の利用者とサービスを拒否する夫への退院後の支援につい
て」

 日時：令和4年6月8日（水）13：30～15：00

 参加者：24名

 事例「独居の認知症利用者がコロナの濃厚接触者になり、通常のサービス
が入れられない時の対応について」

 日時：令和4年9月14日（水）13：30～15：00

 参加者：22名

 事例「入院中で本人の意向が掴めないケースを担当する時の対応につい
て」

 日時：令和4年12月14日（水）13：30～15：00

 参加者：19名



東南エリア共通勉強会

 「命を守る支援 地域の特徴を知ろう」

 日時：令和4年6月15日（水）13：30～15：00

 Zoomにて開催

 「BCP業務継続計画について」

 「避難行動要支援者の個別避難計画の概要について」

 質疑応答

 参加者：69名



東南エリアケアマネ交流会

 「ワールドカフェ形式の意見交換会」

 日時：令和5年2月1日（水） 13：30～15：00

 Zoomにて開催

 テーマ ①どんな事例が大変？（介護に繋がらない事例等）

 ②日常の記録どうしてる？

 ③医療機関とどのように連携している？

 ④社会資源を共有しよう！

 ⑤コロナを含め感染症で困った事

 参加者：49名



東南エリアケアマネ交流会の活動風景
令和5年2月1日（水）



令和4年度長沼ブロック
主マネ会活動報告書

テーマ

ズームを駆使し、コロナ禍でも役立つ研修！

報告者 川口 弘子



第1回会議 長沼ブロック主マネ会会議
日 時：令和4年6月15日（水）15：00～15：30

場 所：Zoomによるリモート会議
参加者：長沼ブロック主マネ及び協力員
内 容：（1）会員自己紹介、役員紹介
(2) その他

第2回会議 長沼ブロック主マネ会会議
日 時：令和4年9月22日（水）13:30~14:30

場 所：Zoomによるリモート会議
参加者：長沼ブロック主マネ及び協力員
内 容：（1）今年度の活動について
(2) 第1回長沼ブロック研修について



第1回研修 長沼包括主催研修
日 時：令和4年11月17日（木）13:30~15：05

場 所：Zoomによるリモート研修
参加者：長沼ブロック介護支援専門員
内 容：
第１部 虐待とは、虐待対応での包括の動き方について
（講師小山さん）
事前に手配布した資料を用い、画面共有しながら説明

第２部事例検討会（利用につながらない利用者さんへの働きかけ）
（司会：今里さん）
事例の説明や質疑応答後にグループワークで事例について話し
合いを行ない、グループ発表



第3回会議 長沼ブロック主マネ会会議
日 時：令和4年12月12日（木）13:30~15：05

場 所：Zoomによるリモート会議
参加者：長沼ブロック主マネ及び協力員
内 容：（1）11月17日研修の振り返り
(2)次回主マネ主催研修の日時・内容の検討

第4回会議 長沼ブロック主マネ会会議
日 時：令和5年1月13日（金）13:30~15：00

場 所：Zoomによるリモート会議
参加者：長沼ブロック主マネ及び協力員
内 容：（1）2月17日研修の時間配分と役割分担
について
(2) 2月17日第2部のグループワークについて



第2回研修 長沼ブロック主マネ主催研修
日 時：令和5年2月17日（金）13:30~15：00

場 所：Zoomによるリモート研修
参加者：長沼ブロック介護支援専門員
内 容：
個別避難計画作成について（講師：八王子市福祉政策課 深沢主査）
事前に提供された八王子市個別避難計画作成マニュアル（ケアマネジャー用）
を用いての説明。
事前質問の回答及び質疑応答

第2部 グループワーク（上記研修について、ケアマネとしての困りごと等内
容は自由）グループワークで話し合いを行ない、その後グループ発表



令和4年度
主任介護支援専門員連絡会 全体会
ワールドカフェ

テーマ

次期制度改正について



給付と負担

①ケアマネジメントの自己負担導入見送り

②要介護1・2の訪問・通所介護の総合事業への移行見送り

☞ 令和9年度制度改正までの間に検討

③利用料2割負担の対象拡大

☞2023年夏までに結論を得る



地域包括ケアシステムの深化・推進
（地域包括支援センターの体制整備等）

①介護予防支援の指定を居宅介護支援事業所でも

受けられるようになる

②相談業務を居宅介護支援事業所等でも業務委託が

可能になる



地域包括ケアシステムの深化・推進

（在宅サービスの基盤整備）

・複合型サービス（通所＋訪問）の創設

（ケアマネジメントの質の向上）

・法定研修のカリキュラムの見直し

～適切なケアマネジメント手法の普及促進

・居宅介護支援事業所でもLIFE の活用を検討

～科学的推進加算が算定できるようになる？

・業務効率化等の取り組み

～データ連携システムの推進



地域包括ケアシステムの深化・推進

（その他）

・財務状況の見える化

～利用者の選択に資する情報提供という観点から

介護サービス事業者について財務状況を公表する
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