
認知症施策推進計画（R３－R５）

対象者 性別 R3 R4 R5 アウトプット アウトカム

普

及

啓

発

既

存
認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ養成

【目的】

認知症について正しい知

識をもち、できる範囲で

見守りや支援を行う人を

養成する。

【概要】

小中高大学生向けに実施

する。市民、企業は、依

頼に基づき実施する。

全市民 男女 10 ～

事務

局

ｷｬﾗﾊﾞ

ﾝ・ﾒｲ

ﾄ

・小5は、各校と調整して

実施する。

・中学生は、復習の機会

とて、社協が行う福祉実

践教室と実施する。

・三好高校、東海学園大

学は、各校と調整する。

・市民、企業向けは、依

頼に基き実施する。

継続 継続 ・年間1,500人を目標

に養成する。

・R3中に、累計

20,000人を目指す。

認知症について正しい

知識をもつ市民が増加

する。

普

及

啓

発

新

規

認知症ｻﾎﾟｰﾀｰに係る

広報

【目的】

認知症ｻﾎﾟｰﾀｰそのものを

周知する。

【概要】

累計20,000人の達成を市

広報誌等で周知する。

全市民 男女 ～ 市

・累計20,000人を達成し

た後に、達成についての

記事を市広報誌、ﾎｰﾑﾍﾟｰ

ｼﾞ等で周知する。

・周知と同時に、講座の

受講を促す。

R3未達成でR４達成であ

れば、R４に実施する。

ー 広報、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに掲載

する。

認知症サポーターとい

う取組について、市民

が知ることができる。

登録ｷｬﾗﾊﾞﾝ・ﾒｲﾄの

活動支援

【目的】

ｷｬﾗﾊﾞﾝ・ﾒｲﾄとして登録

している人のうち、活動

できていない人のﾆｰｽﾞを

把握し、活動できる人を

増やす。

【概要】

ｷｬﾗﾊﾞﾝ・ﾒｲﾄ登録者に活

動に関するﾆｰｽﾞ調査を行

い、希望に応じた活動促

進を行う。

ｷｬﾗﾊﾞﾝ・ﾒ

ｲﾄ
男女 20 ～

・ｷｬﾗﾊﾞﾝ・ﾒｲﾄを対象に、

活動希望の有無や活動内

容の希望について、ﾆｰｽﾞ

調査を行う。

・ﾆｰｽﾞ調査を踏まえて、

R4以降の支援のあり方を

決める。

・R3決定のあり方を踏ま

えて活動支援を行う。

継続 ・全ｷｬﾗﾊﾞﾝ・ﾒｲﾄにﾆｰ

ｽﾞ調査を行う。

（R3）

既存キャラバン・メイ

トのうち、希望する活

動を行える人が増え

る。

認知症ｹｱﾊﾟｽの内容

充実

【目的】

認知症の人やその家族の

使い勝手に配慮した内容

を充実し、認知症の人や

その家族が望む情報を入

手しやすくなる。

【概要】

利用者へのｱﾝｹｰﾄを踏ま

えた大幅な修正を行う３

年のサイクルを確立し、

毎年度の軽微な修正と合

せて内容の充実を図る。

65歳以上

の高齢

者、その

家族

男女 65 ～

・R2の大幅な修正とｺﾛﾅ禍

に配慮し、早ければR3の

後半で配布した人に見や

すさや情報の入手のしや

すさについて利用者ｱﾝｹｰﾄ

を行う。

・ｱﾝｹｰﾄ実施ができれば、

利用者ｱﾝｹｰﾄの結果を踏ま

えて内容の修正を行う。

できなければ、軽微な修

正を加える。

・R3にｺﾛﾅ禍等により実施

できないことも想定され

るため、R3に実施できな

ければ、R4に利用者ｱﾝｹｰﾄ

を実施する。

・利用者ｱﾝｹｰﾄの結果を踏

まえて内容の修正を行

う。

・ｱﾝｹｰﾄは行わず、認知症

地域支援推進員、地域包

括ケア推進会議出席者等

の意見を踏まえて軽微な

修正を行う。

・利用者ｱﾝｹｰﾄを配布

者のうちから日常生活

圏域のバランスを考慮

して配布数を決め実施

し、80％以上の回収

率を得る。

高齢者福祉計画兼介護

保険事業計画作成基礎

アンケートで「サービ

スを知らない」を理由

とするサービス未利用

者を０人とする。

（R2調査結果7人、有

効回答者数400件）

（H28調査結果4人、

有効回答者数373件）

目標（達成時期：令和5年度末）
取組の目的・概要

ターゲット

年齢
項目 取組名

実施
主体

実施計画
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認知症初期集中支援

チーム

【目的】

認知症の人又はその疑い

のある人、家族に早期に

診断や受診支援を行い、

本人が望む生活の継続を

支援する。

【概要】

医療・介護の専門職が

チームで活動し、認知症

サポート医の助言、チー

ム員会議でのケース検討

でよりよい支援を行う。

40歳以上

の高齢

者、その

家族

男女 40 ～

・認知症初期集中支援

チームの検討委員会の機

能のあり方を再検討し、

活動の活性化について議

論できる環境を整える。

・チーム員の活用方法、

使用書式の簡略化に向け

た見直しを行う。

・R2作成のチーム員伝達

研修により異動者等の

チーム員の研修を行う。

・R３の取組を評価し、改

善して取組を継続する。

継続 年間12件支援を行

う。

本人が望む生活を継続

できる。

認知症カフェの普及

【目的】

認知症カフェの周知度を

高め、必要な人が認知症

カフェを利用できるよう

にする。

【概要】

市広報誌の認知症カフェ

のｺｰﾅｰを継続する。

全市民 男女 ～

・R2から開始した市の広

報誌の「認知症ｶﾌｪ」のｺｰ

ﾅｰを継続する。

・ｺﾛﾅ禍に配慮して参加者

数が急増しないように口ｺ

ﾐで広める。

・広報誌の掲載継続

・生活支援体制整備事業

の通いの場の充実計画に

基づく取組の状況をみて

一体的な普及を図れるよ

うにする。

継続 ・市広報誌に毎月掲載 認知症ｶﾌｪの新規の利

用者増

認知症カフェの開設

支援

【目的】

市内に特色の異なる認知

症ｶﾌｪが増えることで、

市民の多様なﾆｰｽﾞに対応

した認知症ｶﾌｪが提供で

きる。

【概要】

量的拡大の方針を維持

し、ｺﾛﾅの収束状況を見

ながら開設支援を行う。

認知症ｶﾌｪ

開設の担

い手候補

～

・R2に行った既存の認知

症ｶﾌｪの開設者へのﾋｱﾘﾝｸﾞ

を踏まえて、開設支援に

はどのようなことが必要

かをまとめた推進員必携

用ﾏﾆｭｱﾙを作成する。

・ｺﾛﾅの状況を見ながら、

開設候補となり得るとこ

ろへ説明や開設促進の交

渉に出向く。

・ﾏﾆｭｱﾙを参考にし、開設

希望者に対して支援を行

う。

継続 希望者又は候補者との

開設に向けての協議を

各圏域2件以上を目途

に行う。

各圏域に2か所ずつの

認知症ｶﾌｪ実施

（R2.3時点5か所）

認知症カフェの開設

支援

【目的】

認知症ｶﾌｪの参加者のﾆｰ

ｽﾞ、意見、要望を把握

し、既存のｶﾌｪの改善、

新規立ち上げの際の参考

にする情報を得る。

【概要】

各ｶﾌｪ参加者を新規と継

続者に分けてｱﾝｹｰﾄを実

施する。

各認知症ｶ

ﾌｪ参加者
男女

・R2に推進員の合議によ

り作成した新規用、眷属

者用ｱﾝｹｰﾄを実施する。

・半年、1年のところを目

途に集まったｱﾝｹｰﾄを分析

する。

・ｱﾝｹｰﾄ内容が分析したい

ﾃﾞｰﾀを取得できる内容で

あるかの視点で改善す

る。

・R3の改善を反映したｱﾝ

ｹｰﾄで情報収集する。

継続 各ｶﾌｪ参加者全員からｱ

ﾝｹｰﾄ収集

市民の望む認知症ｶﾌｪ

に改善され又は新規設

立され、ｶﾌｪが参加者

の楽しみの場になる。


