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人 口 28,367人

65歳以上の高齢者 10,208人

高齢化率 35.99％

要支援・要介護認定者

1,863人

うち認知症（自立度２以上）

1,347人
（R3.3.31現在）

新潟県胎内市の概要



新潟県胎内市の概要
認知症総合推進事業
●認知症初期集中支援事業★

●認知症地域支援推進員の配置★

●地域共生型認知症ケアパス

●認知症講演会

●認知症ケア研修会

●在宅生活継続のための相談・支援の推進

●虹色カフェたいない（認知症カフェ）

●家族介護者の会

●若年性認知症のつどい★

●チームオレンジプラスたいない★

●認知症サポーター養成講座

●認知症サポーターオレンジの会

●胎内市街あるき声かけ見守り模擬訓練★

日常生活圏域 ４か所

地域包括支援センター
直営 1か所
委託 3か所

認知症地域支援推進員
委託 ３人
地域包括支援センター２人
介護保険事業所 １人

認知症疾患医療センター 1か所

★印は、担当になってから新たに取り組んでいること



平成27年 担当し始めたころ

・主に2人で全体を考えていた

・胎内市の特徴･･･４つの包括の担当者と

話し合い、全員が納得の上、事業を進め

ていく

＜この頃の私の思い＞

・いくら話をしても、わかってもらえない。

どうしたら包括の担当の方に理解をしてもらえるのだろう…ﾓﾔﾓﾔ

・いったい誰のための認知症事業なんだろう…

・市民のためのものなんじゃないかな…

行政担当1人
（直営包括）

認知症地域
支援推進員1人

包括担当
包括担当

https://icooon-mono.com/13019-%e5%a5%b3%e5%ad%90%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%82%b3%e3%83%b3/
https://icooon-mono.com/12466-ol%e9%a2%a8%e3%81%ae%e4%ba%ba%e7%89%a9%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%82%b3%e3%83%b3/
https://icooon-mono.com/12491-%e7%94%b7%e5%ad%90%e5%ad%a6%e7%94%9f%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%82%b3%e3%83%b32/
https://icooon-mono.com/12471-%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%82%a6%e3%83%bc%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%81%ae%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%82%b3%e3%83%b33/


＜キーワード＞
支援者があきらめない 声をひろう 相手に合わせたコミュニケーション
本人の意志を探る 発信できない人を排除しない 気にかける
誰も取り残さない はじかない 輪からはずさない どこかでキャッチする

認知症になっても住み慣れた

地域で日常生活を過ごすことができる

胎内市認知症施策 めざすところ

１．全ての世代が認知症について正しく理解することができる
２．認知症の人もそうでない人もみんなが活躍できる胎内市
３．認知症になってもこれまで通りの生活が送れる地域づくり



令和３年 現在

・認知症地域支援推進員と打合せ 月2回・1時間ずつ

・認知症地域支援推進員から、このような市を目

指したい！と提案がある

→担当としては、事業化するための準備

・「こんな胎内市にしたいね」と目標から考えるこ

とができてきた

＜今の私の思い＞

・こうなったらいいね、と話をすると、やることが明確になる。

・打合せ自体が学びになる。1回ではわからないが、何回もくりかえす

ことで自分自身、考えることができる。学びの場は大事だな…

・私は、認知症地域支援推進員を支える役。それぞれ得意なところを

活かせればいい。

認知症地域支援推進員３人

行政担当1人

包括担当 包括担当

https://icooon-mono.com/12466-ol%e9%a2%a8%e3%81%ae%e4%ba%ba%e7%89%a9%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%82%b3%e3%83%b3/
https://icooon-mono.com/13019-%e5%a5%b3%e5%ad%90%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%82%b3%e3%83%b3/
https://icooon-mono.com/12494-%e7%94%b7%e5%ad%90%e5%ad%a6%e7%94%9f%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%82%b3%e3%83%b35/
https://icooon-mono.com/12502-%e7%94%b7%e5%ad%90%e5%ad%a6%e7%94%9f%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%82%b3%e3%83%b313/
https://icooon-mono.com/12471-%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%82%a6%e3%83%bc%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%81%ae%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%82%b3%e3%83%b33/
https://icooon-mono.com/12491-%e7%94%b7%e5%ad%90%e5%ad%a6%e7%94%9f%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%82%b3%e3%83%b32/


胎内市の認知症ケアパス
H24 「認知症ガイドブック」作成

認知症の予防、病気について

認知症の方への接し方

市の事業の紹介、相談窓口 等

H２７ 認知症ケアパスを作成 ･･･認知症ガイドブックに加えて配布

R1 認知症ガイドブックを見直し

→「地域共生型ケアパス認知症ケアパス2020」として作成



認知症ケアパス見直しの経過（令和元年度）

６月
・認知症地域支援推進員打合せ
・包括にケアパス見直しを説明

１１月 コアチームのワーキング②③

７月
・コアチームを作成し見直しに
向けて打合せ

１２月
胎内市地域共生型認知症
ケアパスの素案作成

８月
・佐藤信人さんの研修
・コアチームでワーキング①

１月

9月
地域住民の声を聞く
（胎内市街あるき声かけ見守り
模擬訓練の活用）

２月

１０月 ３月
胎内市地域共生型認知症
ケアパス完成



胎内市街あるき声かけ見守り模擬訓練研修会



10

P６～11認知症すごろく

胎内市認知症ガイドブック2020
～地域共生型認知症ケアパス～（抜粋）

・認知症の経過や
起こるかもしれ
ないエピソード
・相談窓口やサー
ビスなど

P１４～１５地域共生型認知症ケアパスワークシート

P16（裏表紙）
認知症地域支援推進員

・佐藤信人先生の研修資料を基
に作成
・地域でケアパスを使いながら学
習会の際に使用

https://www.city.tainai.niigata.jp/kurashi/kenko/koresha/ninnchishou.html

https://www.city.tainai.niigata.jp/kurashi/kenko/koresha/ninnchishou.html


地域共生型認知症ケアパス作成の時の思い

・ケアパス作成がなかなか進まない…課題は何だろう。

・ケアパスが知られていない？

・ケアパスが大事なのはわかっているが、介護関係者、包括職
員･･･等、皆にメリットがないと進まないのだろうなぁ。

・情報更新したケアパスを作って、活用できるだろうか。

平成27年に作成したケアパス。古くなってきているので情報の
更新が必要。

認知症地域支援推進員が中心になり、知恵を出し合い、話し合
い、考えて作成。活用しなくては！



胎内市チームオレンジプラスたいない
＜取り組みのきっかけ＞

・認知症当事者との出会い 認知症の人のイメージの変化

宮城県仙台市 丹野智文さんの講演会・「おれんじドア」の見学

→認知症になってもできることはたくさんある

自分たちのことを自分たち抜きで決めないでほしい

・専門職から提供する事業

→当事者1人1人がやりたいことを専門職・ボランティアの垣根なく、

一緒に楽しみを実現する活動をしたい！



チームオレンジを始めようと思った頃の思い

・地域支援事業、新オレンジプラン、認知症施策大綱等様々な資
料を読んでみた

・「チームオレンジ」がある。やらなければいけないのであれば、
やってみよう。これなら、できるかもしれない。

・私は、事業化するための準備の役目。計画的に実施できるよう
にしたい。

丹野さんとの出会い・当事者の思い・認知症地域支援推進員の
思い→何とか事業化したい！実現したい

認知症地域支援推進員に提案してみよう。



令和２年7月 元蕎麦屋さん
「以前のように蕎麦を打ちたい、

皆さんに食べてほしい」

やってみたい事がある方、
誰かの役に立ちたいけれど…
病気や障害などであきらめている人がいる

認知症地域支援推進員が個別に支援している当
事者の方に声かけ

コアメンバー（当事者、家族、友人、関わっている
専門職等で話し合い

「チームオレンジプラスたいない」の活動開始まで



ステップアップ講座とはなしあい

第1回（９／９） ・チームオレンジの役割と意義
・認知症の理解を深める
・対人援助の基本とコミュニ
ケーション
・パートナーの役割を理解する

第2回（９／16） ・フリートーク
「これからやってみたいこと、
挑戦してみたいこと」
・これからの活動について
・急病人が出たときの救助法に
ついて



やってみたいことがあ
る当事者

「○○をしたい。」

パートナー

パートナー

パートナー

パートナー

当事者
「私は○○が
得意です」

当事者
「○○をしてお手
伝いしたい」

当事者
「手伝って
ほしいことを
教えて」

当事者
「○○なら
やれそう」



「チームオレンジプラスたいない」の活動
令和２年度 令和３年度

９／３０ パートナーと当事者の関係づくり

１０／１４ みんなできそうなことの話しあい

１１／１１ みんなできそうなことの話しあい

１２／９ 冬になる前に草刈り・掃除

１／１３ 今後の方向性と冬の活動について

２／１０ ヨガ

３／１７ ロコモ体操・次年度の活動

４／１４ 今年度の活動について

５／１２ 次月の活動に向けた話し合い

6／９ 蕎麦打ち体験と試食

７／14 蕎麦打ち体験の振り返りと次月の予定

８／11 奥胎内ヒュッテで探鳥会

９／８ 探鳥会の振り返りと次月の予定

１０／13 みんなできそうなことの話しあい

１１／10 紅葉を楽しもう

１２／８ 新蕎麦を打ってみんなで食べよう

１／１２ 悪天候のため中止（スキーをしよう）
R3.12.22
新潟日報掲載



胎内市の認知症施策

•めざすところを大事にしよう

１つ１つの取り組みを大事に。

根っこの部分（目的）を忘れてはいけない。

包括で10年業務をしている。

ようやく、根っこの部分の話ができるようになって
きた。
これまで 認知症サポーター･･･4つの包括が統一して

認知症カフェ・・・４つの包括が一緒に



胎内市の認知症施策

•認知症地域支援推進員と行政担当、それぞれ
得意なことや挑戦したいことをやってみよう。

行政の役目…事業全体の管理や事務的なこと

私は、認知症地域支援推進員とは違う役割をしてい
こう。おまかせできることはやってもらおう。

私の動き

直営包括の保健師・ケアマネジャーとしての業務。個別ケースへの対応もあり。

他の包括やケアマネジャーとのケース対応もしている。

現場の声を活かしていこう！



胎内市の認知症施策

•学びを大事にしよう。

・打合せ自体も学びの機会。ケース検討も行ってい
る。

・コロナ前は、先進地から学ぶために、1回／年は、県
外研修をしていた。

・個別ケースからの学びも大事にしている。チームで
の訪問で学ぶことも多い。



これからの胎内市の認知症施策で大事にしたいこと

•当事者の思いを大事にしたい

•めざすところ…認知症の方もそうでない方も、住み
慣れた地域で生活を続けたい

•認知症地域支援推進員を中心に、事業全体を進め
ていきたい

とりくみは始まったばかり。時間はかかるが、地道に１つ１つ丁寧に
取り組んでいきたい。

行政と認知症地域支援推進員が、力を合わせて目標に向かって取
り組むことが大事。


