
認知症地域支援推進員活動を、それぞれの地で、一歩一歩進めよう！
～本人の社会参加支援を焦点に～

令和2年度老健事業
「認知症地域支援推進員の質の評価と向上のための方策及び

認知症の人等の社会参加活動の体制整備に関する調査研究事業」

認知症地域支援推進員活動 報告会

認知症介護研究・研修東京センター

2021年3月12日 13：30～16：00（zoom）



すべての自治体が

認知症になっても

希望をもって

日常生活を過ごせる

地域共生社会に

認知症

地域支援推進員

活動

それぞれの地域を舞台に

現 在 近未来

日 本 全 国 、 そ れ ぞ れ の 自 治 体 で



本 日 の 報 告 内 容

１．研究概要および結果のダイジェスト

１）目的と内容

２）主な結果

①推進員活動の質をめぐる実態と課題（全国調査より）

②推進員活動の向上に向けた質の評価のあり方（提案）

③推進員活動の質向上の焦点となる認知症本人の

社会参加支援のあり方と今後の展開

２.実践報告：推進員による社会参加支援の実際と可能性
＜推進員それぞれの立場での社会参加支援＞

報告１：行政の立場

報告2:委託型地域包括支援センターの立場

報告3：介護事業所の立場

★質問をお寄せ下さい。Q&Aをご利用下さい。



１．研究概要および結果のダイジェスト

〇研究事業名

令和2年度 厚生労働省老健事業

「認知症地域支援推進員の質の評価と向上のための方策及び

認知症の人等の社会参加活動の体制整備に関する調査研究事業」



①推進員の質の評価の基本的な考え方
・ありかたを検討し、自治体及び推進
員に提案する。
⇒推進員活動の質を高めて
いくことを促進する。

②本人の社会参加活動を活発にして
いくための推進員活動の方策を
検討し、手引き等を作成する。
⇒地域の実情に応じて、多様な社
会参加の支援を促進する。

目 的

研究内容：①検討委員会、作業ワーキングチームを設置し、実情を踏まえて検討
②推進員の活動事例の収集・検討
③全国調査（都道府県、市区町村、推進員）

１）研究目的と内容

背 景

①全市区町村が、推進員を配置
⇒「配置している」から
「質の確保・向上」へ

＊国の大綱
推進員の質の評価や向上の方策を検討

②認知症の人の社会参加支援（大綱）
⇒推進員が地域での推進役として

＊本人が支えられる側だけでなく、
支える側として役割と生きがいを

2021年度以降、各自治体が推進員活動の質の向上を進めていくために



２）主な結果：①推進員活動の質をめぐる実態と課題（全国調査より）

（１）調査対象と回答者数

①都道府県認知症施策担当者 47
（100.0 %）

②市区町村認知症施策担当者 1143 
(65.6 %)

③認知症地域支援推進員 3402
(44.7 %)

★調査へのご協力、本当にありがとうございました。



（ ２ ） 調 査 内 容

都道府県 市区町村 推進員

基本情報

Ⅰ.推進員活動の環境整備・体制

Ⅱ.推進員活動の実際
（プロセス）

Ⅲ.推進員活動によ変化/成果

Ⅳ．取組んでみての思い・体験

Ⅴ.課題・要望

三者共通の構成・内容で調査
質の評価の
三領域

*本日は、調査の一部を抜粋して報告



認知症地域支援推進員の配置状況① （市区町村調査）

回答総数１,143中、未記入を除く

【推進員を最初に配置した年度】 【最初に配置してからの配置数等の変更】



認知症地域支援推進員の配置状況② （市区町村調査）

【現在、配置している組織】【現在の推進員の配置総数】



認知症地域支援推進員の概況① （推進員調査）

【配置されている組織】 【配置形態】

回答総数3,402中、未記入を除く



認知症地域支援推進員の概況② (推進員調査）

【配置されてからの年数】 【組織の中で何代目か】



認知症地域支援推進員の概況③ （推進員調査）

【推進員以外の連携担当の役割】 【全仕事の中で推進員業務の割合】
（兼任者）



Ⅰ .推進員活動の環境整備・体制① （推進員調査）

Ⅰ―6 「推進員の活動のしやすさ」への市区町村としての配慮や取組み



Ⅰ .推進員活動の環境整備・体制② （推進員調査）

Ⅰ―７ 「推進員同士がつながり、話し合い、学び合う機会等」

同じ市区町村内の推進員同士が集まり/つながり、
話し合ったり学び合う機会がある（複数配置の場合）

近隣の市区町村の推進員同士がつながり、
話し合ったり学び合う機会がある（推進員全体）

（ｎ=3367）



Ⅰ .推進員活動の環境整備・体制③ （推進員調査）

Ⅰ―９ 「推進員活動が持続発展していくための、行政の配慮・工夫等



Ⅰ .推進員活動の環境整備・体制④ （推進員調査）

Ⅰ―10 認知症施策を推進していくための、推進員の適正な配置と配慮・工夫等



Ⅱ .推進員活動の実際 （プロセス）① （推進員調査）

Ⅱ―1 推進員の活動のしかた（スタンス）について



Ⅱ . 推 進 員 活 動 の 実 際 （ プ ロ セ ス ） ② （ 推 進 員 調 査 ）

Ⅱ―２ 個別の相談・支援体制づくり



Ⅱ .推進員活動の実際 （プロセス）③ （推進員調査）

Ⅱ―３ 関係機関と連携した事業の企画・調整



Ⅱ .推進員活動の実際 （プロセス）④ （推進員調査）

Ⅱ―４ 医療・介護等の支援ネットワークの構築



Ⅱ .推進員活動の実際（プロセス）⑤ （推進員調査）

Ⅱ―５ コロナ禍の中での推進員活動



Ⅲ . 推進員活動を通じた変化 ・成果① （推進員調査 ）

本人が発症後の早い段階で相談窓口につながり、相談できる相手に出会えるようになった
（自治体の人口規模別）



本人が発症後の早い段階で自分が望む社会活動に参加し、地域の中で活き活き過ごせるようになった
（自治体の人口規模別）

Ⅲ .推進員活動を通じた変化・成果② （推進員調査）



地域の認知症の本人が、希望をもって自分らしく暮らしつづけるようになってきている
（自治体の人口規模別）

Ⅲ .推進員活動を通じた変化・成果③ （推進員調査）



認知症があってもなくても、同じ地域でともに生きる姿が広がってきている
（自治体の人口規模別）

Ⅲ .推進員活動を通じた変化・成果④ （推進員調査）



Ⅰ―８ 推進員活動のPDCAや質の評価等 （市区町村調査）



Ⅰ―８ 推進員活動のPDCAや質の評価等 （都道府県調査）



（都道府県調査結果）

推進員活動の「質の評価」の
都道府県の促進状況別

ｎ＝40

ｎ＝3

ｎ＝４


グラフ1

		１．特に行っていない		１．特に行っていない		１．特に行っていない		１．特に行っていない		１．特に行っていない

		２．促進している		２．促進している		２．促進している		２．促進している		２．促進している

		３．積極的に取組みを促進している		３．積極的に取組みを促進している		３．積極的に取組みを促進している		３．積極的に取組みを促進している		３．積極的に取組みを促進している



１．まだ動きも予定もない

２．今年度はまだだが、来年度から動きだす（予定含む）　

３．今年度から動きだしてきている

４．少しずつ進みつつある

５．年々、拡充してきている

都道府県内の認知症の本人が、希望をもって自分らしく
暮らしつづけるようになってきているか
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データ

		挿入日時		ワークブック名		データID		① 都道府県名		② 地方公共団体コード		③ 人口		③人口（階級）		④ 高齢化率		④高齢化率（階級）		⑤ 都道府県内の圏域数		⑤都道府県内の圏域数（階級）		⑥ 管内の推進員の配置総数		⑥管内の推進員の配置総数（階級）		① 認知症施策の担当部署名		② 認知症施策のご担当者の人数		②認知症施策の担当者人数（階級）		③ ご担当者の中で、認知症施策を
　　 最も長く担当している人の年数		③認知症施策の最長担当年数（階級）		① 都道府県の担当者が市区町村に出向いて、市区町村の担当者と推進員活動に関して話し合いをしている		② 都道府県の担当者が推進員の研修や集まり等に出向いて、推進員と実際に会うようにしている		③ 都道府県として、各市区町村の特性や意向を踏まえながら、推進員活動の促進を行っている		④ 都道府県の担当者と管内の推進員が一緒に、地元の認知症の本人の話を聴いたり本人と過ごしている		⑤ 都道府県として、推進員関連の取組みをする際は、推進員の意見を聴きながら行っている		⑥ 都道府県として、推進員の意見や提案を聴いて、それらを都道府県の計画作り/予算に反映している		① 認知症の本人がどんな姿で暮らすようになったらいいか、都道府県として目指す本人の姿を共有している		② どんな地域になったらいいか、都道府県として目指す地域の姿を共有している		① 都道府県内の認知症の本人がどのように暮らしているのか、その現状と課題を共有している		② 認知症をめぐり地域で起きていることの現状と課題を共有している		① 必要な推進員活動の機能・役割について共有している		② ①の中でも、今後特に自地域で注力すべき推進員活動の焦点について共有している		① 事業をこなすことを焦らずに、誰のために、何のために活動するのか、目的を見失わないようにする		② 認知症を自分事として考え、本人と地域が希望を持てるあり方をともにつくりだしていく		③ 地域の中にある古い認知症観や取組み方を、推進員が活動を通じて転換していく		④ 地元の本人参画、本人視点で事業や取組みを進める		⑤ 地域の特徴やあるものを大切に活かし、自地域ならではの取組みを進めていく		⑥ 推進員が、本人や地域の現状・課題を行政につなぐパイプ役を果たす		⑦ 推進員が企画をたて、行政と協働しながら、自発的な活動を展開していく		⑧ 当初の計画等の枠内でとどまらずに、やりながらよりよい取組みに発展させていく		⑨ 事業や取組みを単発で行わず、その後の継続や展開の仕方を常に考えながら行う		⑩ 事業や取組みをバラバラに行わず、本人視点で事業等をつなげ、統合していく		① 都道府県レベルで関係組織（医師会、自治会、警察、企業等）に、推進員活動についての説明やつなぎをつくる		② 推進員の存在や活動を、都道府県として管内へ広く発信・周知		③ 推進員が地域連携を進めやすくするための、分野横断の都道府県庁内の連携		④ 推進員が活動を進める上で必要な情報や参考になる地域・人を、市区町村/推進員に情報提供したりつなぐ		⑤ その他　「推進員の活動のしやすさ」への都道府県の配慮や取組み　　※ある場合は、右欄に「4」をご記入下さい		⑤－１　その他の内容・工夫等をご記入下さい		① 都道府県内の推進員同士が集まり・つながり、話し合ったり学び合う機会がある		② 情報共有や相談等をしあうための行政関係者と推進員とのメールやライン等のネットワークがある		③ 推進員同士等がつながり学び合うためのネット環境の整備に関して、都道府県の支援や後押しがある		④ 推進員が全国の推進員研修や集まりに参加できるよう都道府県としての支援がある		⑤ 他都道府県の推進員の活動や好事例等の情報を集め、推進員がそれらについて学んだり直に交流する機会を
　　 つくる		⑥ 都道府県管内で先行して取組んでいる推進員の力を活かし、管内の推進員同士で支援しあう体制がある		⑦ その他　推進員同士のつながり等に関する都道府県の取組みがある　　　※ある場合は右欄に「4」をご記入下さい		⑦－１　その他の内容・工夫をご記入下さい		① 推進員活動の「PDCA（計画・実践・見直し・改善）」を促進している		② 推進員活動の「質の評価」を促進している		③ 都道府県内の推進員活動の取組みの実際や成果等に関する冊子や事例集等を作成している　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		④ 推進員活動の取組みの実際や成果等を、都道府県のホームページ（HP)で地域に発信している		⑤ 推進員活動の実際や成果等を、ホームページ（HP）や報告会以外の方法で地域にPRしている		⑥ 推進員活動の報告会を開き、活動の向上に関する話し合いを行っている		※ ⑥－１　報告会を行っている場合、下記の該当する番号を1つ選択して右欄にご記入下さい		⑥－２　その他の内容を具体的にご記入下さい		① 推進員が異動せずに継続的に活動できるための調整や働きかけ		② 推進員が異動した場合、その人が望む場合は異動先で推進員として活動を続けるための調整や位置づけ		③ 推進員が退職等した場合、その人が望む場合は、活動に参画できるための促進		④ 推進員が交代した場合、前任者が後任者に引き継ぎをすることの促進		⑤ その他　推進員活動が持続発展していくための配慮や工夫　　　※ある場合は右欄に「4」をご記入下さい		⑤－１　その他の内容を具体的にご記入下さい		① 市区町村が推進員として適切な人材を配置するよう、都道府県から市区町村に情報提供等をしている		② 市区町村が適切な推進員数を検討し、その数を確保するよう、都道府県から市区町村に情報提供等をしている		③ 市区町村が効果的な「推進員の配置先」を検討し、配置先の工夫や調整をするよう、都道府県から市区町村に
　　 情報提供等をしている		④ その他　市区町村が推進員の適切な配置と工夫等を行うために都道府県として何らかの取組みをしている
　　　※ある場合は右欄に「4」をご記入下さい		④－１　その他の内容を具体的にご記入下さい		① 活動をする時は、本人の声を聴きながら、本人が活動に参画できるチャンスをつくっている		② 活動を自分や一部の人たちで進めずに、多様な立場や職種の人たちをつなげながら進めている		③ 事業を単発で考えずに、事業後の展開や事業と事業のつながりをつくることを考えながら取組んでいる		① 関わった本人と家族に必要な支援が一体的に届くように、支援体制をつくるための話し合いや調整をしている		② 個別相談で足りない支援や資源があった場合、その個人のために必要な支援や資源を新たにつくりだす活動を
　　 している		③ 一人と継続的に関わり、得られたことやつながり等を、他の人や地域に広げる活動をしている		④ 関わった一人をもとに、経過や地域の課題について多様な人たちと話し合い、地域支援の見直し・拡充を図っている		① 認知症多職種協働研修等の企画・調整		※ ①－１　多職種協働研修に取組んでいる場合、下記の該当する番号を1つ選択して右欄にご記入下さい		② 本人ミーティング等本人同士が出会いつながって話し合える機会をつくり、そこでの声を取組みや施策に活かして
　　 いくための企画・調整		③ 診断直後の本人等が前向きに暮らしていくための、本人によるピアサポートの企画・調整		④ 認知症カフェ等、地域の中での出会い、つながる場づくりの企画・調整		⑤ 地域の企業等、多様な分野の人たちが、本人と出会い、つながるための企画・調整		⑥ 本人・家族が必要な理解者・支援者とつながり、チームとして支えあう体制作りの企画・調整		※ ⑥－１　取組みをしている場合、下記の該当する番号を1つ選択して右欄にご記入下さい		⑦ 本人の声を活かして自地域に潜むバリアを解消していくための認知症バリアフリーの企画・調整		⑧ 本人の社会参加活動の機会や体制整備についての企画・調整		① 認知症ケアパスを本人視点にたって作成/改良		② 初期に総合的な支援が本人に行き届くために、初期集中支援チームと地域の多様な関係者がつながって協働して
　　 いくための調整や後押し		③ 本人を地域の多様な人たちで日常的に見守るネットワークづくり		④ 行方不明など本人のSOS時に素早く情報を共有し、その本人を協働で守るためのネットワークづくり		① （三密等に配慮や工夫をしながら）認知症カフェ等の集まりを行っている		② （三密等に配慮や工夫をしながら）本人ミーティングや本人同士の集まりを行っている		③ （三密等に配慮や工夫をしながら）本人が社会参加活動や戸外に出て楽しむ機会をつくっている		④ IT等を活用して、本人とつながりをつくっている		⑤ IT等を活用して、支援者同士のつながりをつくっている		⑥ これまでの活動をこの機会に振り返り、今後やるべきこと、やめてもいいこと等を考え整理している		① 本人が発症後の早い段階で相談窓口につながり、相談できる相手に出会えるようになった		② 本人が発症後の早い段階で受診でき、信頼できる医師や医療関係者に出会えるようになった		③ 本人が認知症カフェ等の地域の集い場につながり、仲間や味方に出会えるようになった		④ 本人が自分の思いや意見を周囲や地域に向けて発することができるようになった		⑤ 本人が発症後もそれまで勤めていた職場で働きつづけられるようになった		⑥ 本人が発症後の早い段階で自分が望む社会活動に参加し、地域の中で活き活き過ごせるようになった		⑦ 本人がスマホや通信機器を使って、他の人と交流できるようになった		⑧ 本人がGPS機器やヘルプカード等を使って、一人で安心・安全に外出できるようになった		⑨ 本人が次に続く本人のために相談にのったり、支え合うようになった		⑩ 本人が推進員とともに認知症施策推進や地域づくりの活動をするようになった		⑪ 若年性認知症の人が、上記①～⑩のいずれかで地域とつながる姿がみられるようになった		① 住民が本人の声を聴こうとするようになった		② 住民が認知症を自分ごととしてとらえ、地域の本人と自然体でつきあう/関わるようになった		③ 地域の企業等で働く人たちが、認知症の人への関心を高め、配慮や工夫をするようになった		④ 住民が地域の認知症カフェ等の集い場に参加し、本人と楽しく過ごしたり一緒に活動するようになった		⑤ 住民が本人の社会参加活動に加わり、一緒に活動するようになった		⑥ 医療・介護等の専門職の人たちが、本人の声を聴くようになった		⑦ 医療・介護等の専門職の人たちが、本人視点にたって一緒に支援や連携の改善を図るようになった		⑧ 地域の中で本人と多職種、住民等がいっしょに楽しく活動するようになった		⑨ 地域の中で通信機器を活用して、本人とつながるようになった		⑩ 地域の中での認知症バリアを本人とともに具体的にみつけ、バリアが少しずつ解消されるようになった		⑪ 住民や関係者が、制度やサービスでは行き届かないことについて、自発的な取組みをするようになった		① 都道府県内の認知症の本人が、希望をもって自分らしく暮らしつづけるようになってきている		② 認知症があってもなくても、同じ地域でともに生きる姿が広がってきている		① 推進員（事業）を担当し、やっていて楽しい		② 推進員（事業）を担当し、やりがいがある		③ 推進員（事業）を担当し、これまではやりたくても十分にできなかったことがやれてうれしい		④ 推進員（事業）を担当し、新しいことや未解決のことにチャレンジできておもしろい		⑤ 推進員（事業）を担当し、自分の力が引き出されたり、つながりが広がって、自分のためになっている		⑥ 推進員（事業）の担当を、今後も継続したい		⑦ 推進員（事業）を担当していく上での、負担やストレスが大きい		※小さなことでもいいので、推進員の活動を担当されて、手ごたえのあった体験やエピソードをご記入下さい		① 推進員として何をやったらいいか、役割・機能について都道府県と市区町村/推進員との具体的な話し合いが必要		② 推進員として何に注力すべきか、今後の活動の焦点について都道府県と市区町村/推進員との間で検討し、
　　 明確にすることが必要		③ 推進員としてやるべきこと/やりたいことを主体的にやれるように、活動の自由度を高めることが必要		④ 推進員活動を効果的に進めていくために、行政自体の発想や動きをより包括的なものに変えることが必要		⑤ 推進員の多様な業務を整理したり分担し、推進員として活動できる時間を確保する体制や配慮が必要		⑥ 推進員の異動/就任期限の懸念があるとじっくりと活動しにくいので、継続的に活動できる体制や配慮が必要		⑦ 市区町村における推進員の配置の仕方に関する見直しや工夫（増員やフォーメーションづくり等）の促進が必要		⑧ 同じ市区町村内の複数の推進員が、それぞれの特徴を活かして全体として活躍・協働しあえる配慮・工夫の促進が
　　 必要		⑨ 推進員が知りたいことがあったり悩んだ時に、具体的に相談できる人の確保やつながるための支援・体制が必要		⑩ 市区町村の施策担当者が知りたいことがあったり悩んだ時に、具体的に相談できる人の確保やつながるための
　　 支援・体制が必要		⑪ その他　課題がある　　　※小さなことでもいいので、ある場合は右欄に「4」をご記入下さい		⑪－１　どんな課題か具体的にご記入下さい		① 全国で行う推進員研修（新任者、現任者）		② 都道府県で行う推進員研修（新任者、現任者）		③ 全国の推進員同士が情報交換や具体的な相談をしあうネットワーク		④ 都道府県内での推進員同士が情報交換や具体的な相談をしあうネットワーク		⑤ 近隣市区町村の推進員同士が情報交換や具体的な相談をしあうネットワーク		⑥ 同一市区町村の推進員同士が情報交換や具体的な相談をしあうネットワーク		⑦ 推進員が活動等について個別に相談ができ、アドバイスを受けられるしくみ		⑧ 施策担当者が推進員活動等について個別に相談ができ、アドバイスを受けられるしくみ		⑨ 施策担当者と推進員が一緒に参加し、最新情報や活動に関して学んだり、他地域の人たちと話し合える機会		⑩ 情報収集やつながりを効果的に行うためのインターネットが使える環境整備の支援		⑪ 全国の推進員活動の情報を検索し、必要な情報を入手できるしくみ		⑫ その他　　　　※些細なことでも必要なことがあれば、右欄に「3」をご記入下さい		⑫－１　必要と感じておられることをご自由にご記入下さい
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		2/7/21 14:20		1.都道府県_0001(250007).xlsx		1		滋賀県		250,007		1,412,415		2		26.3		1		7		3		70		2		医療福祉推進課　認知症施策推進係		3		2		5		3		2		1		1		1		2		1		2		2		2		3		3		3		3		2		2		2		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		-2				2		2		2		4		2		1		-2				1		1		1		1		1		1		-2				1		1		1		1		-2				2		2		2		-2				1		3		3		1		1		3		1		1		1		3		3		4		1		3		3		1		1		1		3		3		3		4		3		3		0		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		2		3		2		2		2		2		3				1		1		3		3		3		3		3		3		1		1		-2				2		1		1		1		2		3		1		1		1		1		2		-2

		2/7/21 22:29		2.都道府県_0002(320005).xlsx		2		島根県		320,005		666,941		1		34.7		4		7		3		36		1		高齢者福祉課		2		1		6		3		2		2		2		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		-2				3		2		1		3		3		2		4		推進員フォローアップ研修会の開催や、その他関係する会議・研修会への積極的な案内をしている。		1		1		1		1		1		2		3				2		1		1		1		-2				3		3		3		-2				3		3		3		3		2		3		3		3		1		2		2		4		2		3		2		2		3		3		3		3		3		4		0		0		0		0		0		0		0		4		0		0		0		0		0		0		4		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		4		3		3		2		3		3		3		1		市町村推進員と一緒になって、認知症の人やその家族と交流する機会があった。一緒に食事・会話をしていても、その人が認知症であることに気づかないこともあった。あらためて、認知症の人でくくるのではなく、その人自身を見て、支えていく姿勢が大事であると学ぶことができた。		3		3		2		3		2		2		2		3		3		3		-2				2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		3		限られた人材でも効率的・効果的に活動できるよう、同じく地域づくりを担う生活支援コーディネーターなどとの連携を深めていくことが必要

		2/7/21 22:30		10.都道府県_0010(020001).xlsx		3		青森県		20,001		1,275,783		2		32.7		3		6		2		168		4		青森県健康福祉部高齢福祉保険課高齢者支援・介護保険グループ		2		1		2		1		1		1		1		1		2		1		3		3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		3		1		3		1				3		1		1		3		3		2		4		認知症初期集中支援チーム員・認知症地域支援推進員ネットワーク連絡会を開催している。		1		1		1		1		2		2		3				1		1		1		1		1				2		2		2		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		-2		1		1		3		3		3		3		4		1		0		3		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		2		2		2		2		2		2		2		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		-2				3		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3		-2

		2/7/21 22:30		11.都道府県_0011(300004).xlsx		4		和歌山県		30,004		954,258		1		32.4		3		7		3		74		2		長寿社会課		2		1		0.75		0		1		1		1		1		2		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		3		2				2		1		1		3		3		3		1				1		1		1		2		1		1		-2				1		1		1		1		1				1		3		2		1				4		1		1		4		1		1		1		1		-2		4		1		4		1		1		-2		1		1		4		4		4		4		3		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		4		2		2		2		2		2		2		2				1		1		1		1		1		1		4		4		3		3		1				2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		-2

		2/7/21 22:30		13.都道府県_0013(120006)-0003から差替.xlsx		5		千葉県		120,006		6,321,366		3		27		2		9		4		439		5		健康福祉部高齢者福祉課認知症対策推進班		5		3		2		1		1		3		2		1		2		2		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		-2				3		2		2		1		2		2		-2				1		1		3		1		2		2		3				1		1		1		1		-2				2		2		2		4		医療と介護の連携等を担う「千葉県認知症コーディネーター」を養成している。
※本県では「千葉県認知症コーディネーター」が推進員を兼務していることが多い。		1		3		1		3		3		3		3		1		-2		1		1		4		1		1		-2		1		1		3		1		3		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		2		3		2		2		3		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		-2

		2/7/21 22:30		14.都道府県_0014(330001)-0012から差替.xlsx		6		岡山県		330,001		1,891,346		2		30.2		3		5		2		76		2		保健福祉部長寿社会課		2		1		1		0		1		1		2		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		3		1		3		-2				1		1		1		3		3		1		-2				1		1		1		1		1		1		-2				1		1		1		1		-2				1		3		1		-2				1		1		1		1		1		1		1		1		-2		3		1		1		1		1		-2		1		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		4		1		1		1		1		1		1		3				1		1		1		1		2		1		1		1		2		2		-2				2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		-2

		2/7/21 22:30		15.都道府県_0015(310000).xlsx		7		鳥取県		310,000		550,651		1		31.5		3		3		1		26		1		福祉保健部ささえあい福祉局長寿社会課		3		2		2		1		1		1		1		2		1		2		3		3		3		3		3		2		4		4		3		4		3		4		3		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		1		3		2		3		1				1		1		1		1		1		2		3		市町村担当者や推進員に出席していただき、取組や課題の共有、情報交換の場となる連絡会を開催している。		1		1		1		1		1				1		1		1		1				3		3		3		3		3		3		3		3		1		4		3		4		3		2		-2		3		3		4		3		3		3		4		4		4		3		3		0		4		4		4		4		4		4		0		0		4		4		4		0		4		0		0		0		4		4		0		0		0		0		4		4		3		3		3		3		3		3		2				3		3		3		3		2		2		2		3		4		4		-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		-2

		2/7/21 22:30		16.都道府県_0016(170003).xlsx		8		石川県		170,003		1,132,972		2		29.6		2		4		1		130		3		健康福祉部長寿社会課		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		3		1				1		1		1		3		1		1		1				1		1		1		1		1		1		-2				1		1		1		1		1				1		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		-2		1		1		3		1		1		-2		1		1		1		1		1		1		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		4		2		2		1		1		1		3		1				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		-2				2		2		2		3		3		3		3		3		3		2		2		2		各市町村の推進員活動に対する、都道府県の関わり方や役割に関する研修・意見交換・事例共有

		2/7/21 22:30		17.都道府県_0017(260002).xlsx		9		京都府		260,002		2,567,130		3		29.1		2		5		2		65		2		京都府健康福祉部高齢者支援課地域包括ケア推進係		4		2		4		3		2		2		2		2		2		2		3		3		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		3		2		2		3		2		3		2				4		2		1		4		3		2		2				1		1		1		1		1		2		3				2		1		1		2		2				3		3		3		2				3		3		3		1		1		3		3		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		4		3		4		4		3		3		3		3		3		3		0		0		0		3		0		0		5		3		3		0		0		0		0		4		0		0		3		3		4		5		0		0		4		4		2		3		2		2		2		3		1		今年度はコロナの影響で情報共有などの連絡しかできず、例年のような事業が取り組めていないので上記のような回答となっています。		4		4		3		4		3		3		3		3		3		3		-2				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		コロナ禍を踏まえた先進事例など参考になる取組集のような物があればうれしいです。

		2/7/21 22:30		4.都道府県_0004(270008).xlsx		10		大阪府		270,008		8,814,675		3		26.1		1		8		3		158		4		大阪府 福祉部 高齢介護室 介護支援課 認知症・医介連携グループ		7		4		3		2		2		2		2		1		2		2		3		3		3		3		2		2		3		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		1		3		1				3		3		3		3		3		3		1				1		1		2		2		2		1		-2				1		1		1		1		1				1		2		1		1				4		3		3		3		3		3		3		3		1		3		1		4		1		1		-2		1		3		4		3		1		3		3		0		3		3		3		3		0		0		4		4		0		0		5		0		0		0		0		0		0		0		4		2		2		2		4		5		0		0		4		4		3		3		2		2		3		3		3		本人の想いを実現するため、試行錯誤して取り組まれている市町村（推進員）があり、そうした取り組みを会議等で他市町村に周知できたこと。		4		4		3		3		3		3		3		3		4		3		-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		-2

		2/7/21 22:30		5.都道府県_0005(050008).xlsx		11		秋田県		50,008		952,005		1		37.9		4		8		3		105		3		秋田県健康福祉部長寿社会課		1		1		2		1		1		1		1		1		2		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1				3		1		1		4		3		1		1				1		1		1		1		1		1		-2				1		1		1		1		1				1		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		-2		1		1		1		1		1		-2		1		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1				1		1		1		1		2		1		2		1		2		3		1				3		2		2		3		3		3		2		2		2		3		2		1

		2/7/21 22:30		6.都道府県_0006(070009).xlsx		12		福島県		70,009		1,827,632		2		32.5		3		7		3		195		4		高齢福祉課		2		1		1		0		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1				3		3		1		1		3		1		4		一部の保健福祉事務所において、県域内の推進員向けに情報提供会を開催している。		1		1		1		1		1		1		-2				1		1		1		1		4		各保健福祉事務所で圏域内において情報提供や研修会を調整している。		1		1		1		-2				3		3		3		1		1		1		1		1		-2		1		1		1		1		1		-2		1		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		2		1		1		1		1		1		1		1				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		-2				2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		-2

		2/7/21 22:30		7.都道府県_0007(040002).xlsx		13		宮城県		40,002		2,283,164		3		27.9		2		4		1		334		5		保健福祉部長寿社会政策課		1		1		3		2		2		2		2		1		3		2		3		3		3		3		3		3		3		2		2		3		3		2		2		2		3		3		2		3		2		3		1				3		3		1		3		1		4		1				2		1		1		1		2		3		3				1		1		1		1		1				1		1		1		1				3		3		3		3		2		3		2		1		-2		3		3		4		2		3		3		2		2		3		3		3		3		4		4		0		3		0		0		0		0		4		4		0		0		0		0		4		2		5		0		0		3		3		0		5		5		5		0		0		0		4		4		3		4		2		2		2		3		2		昨年度，県内対象の推進員情報交換会を開催した際に，認知症当事者3名による「当事者による対談」を実施。アンケートより，「当事者の対談を聞くことができ，とても参考になった。もっと深く話を聴きたいと思った。」「当事者の方と会うことの大切さを再確認した。」等の意見があり，企画時にこちらが意図した部分が推進員に伝わったとき。		4		4		1		3		2		3		4		3		3		3		1				3		1		2		3		2		2		2		2		2		2		2		1

		2/7/21 22:30		8.都道府県_0008(030007).xlsx		14		岩手県		30,007		1,212,201		2		33.7		4		9		4		92		2		保健福祉部長寿社会課		2		1		2		1		1		2		2		1		2		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		3		-2				3		1		1		1		2		2		-2				2		1		1		1		1		1		-2				1		1		1		1		-2				3		3		2		-2				4		4		4		4		3		3		3		3		2		3		2		4		3		3		3		3		3		4		3		4		4		4		0		0		3		3		0		0		0		3		3		0		0		0		0		0		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		4		3		3		2		2		3		3		3		本人の声（意見、要望等）を聞くことで、初めてわかることが多かったこと。		3		3		3		3		3		1		2		3		3		3		-2				2		2		2		3		3		3		2		2		2		2		2		-2

		2/7/21 22:30		9.都道府県_0009(370002).xlsx		15		香川県		370,002		956,069		1		31.8		3		3		1		62		2		健康福祉部長寿社会対策課		3		2		2		1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		-2				3		3		1		3		3		3		-2				2		2		2		2		2		2		3				1		1		1		1		-2				2		2		2		-2				3		3		3		4		3		3		3		1		-2		3		3		3		3		3		3		1		1		3		3		4		4		4		4		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		4		3		3		3		3		3		3		2		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		-2				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		-2

		2/7/21 23:14		18.都道府県_0018(180009).xlsx		16		福井県		180,009		761,710		1		30.2		3		4		1		45		1		福井県健康福祉部長寿福祉課地域包括ケアグループ		4		2		2		1		1		1		2		1		2		2		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		-2				2		3		2		3		3		2		-2				1		1		1		2		1		1		-2				2		2		2		2		-2				3		3		2		-2				1		1		1		1		1		1		1		2		-2		3		3		4		2		2		-2		3		2		4		4		3		4		4		4		0		0		0		1		0		0		4		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		4		3		3		3		2		3		3		3		2		認知症カフェを訪問した際に、認知症の本人からいろいろなお話を聞くことができ、大変参考になり、今後の施策に生かしていきたいと思いました。		3		3		3		4		3		3		4		3		3		3		-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		-2

		2/7/21 23:14		20.都道府県_0020(450006).xlsx		17		宮崎県		450,006		1,063,324		2		32.5		3		8		3		105		3		福祉保健部　長寿介護課　医療・介護連携推進室		1		1		2		1		1		2		2		1		1		1		1		3		1		1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1				3		1		1		1		2		1		1				1		1		1		1		1		1		-2				1		1		1		1		1				1		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		2		3		1		2		-2		1		3		1		1		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		3		3		3		3		3		3		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		推進員が継続的に学ぶことができる研修体系の構築。

		2/7/21 23:14		21.都道府県_0021(340006).xlsx		18		広島県		340,006		2,792,618		3		28.9		2		7		3		104		3		健康福祉局　地域包括ケア・高齢者支援課		4		2		5		3		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		1		1		4		4		2		2		認知症地域支援推進員活動に係る事例の共有及び意見交換を行う情報交換会の開催		1		1		1		1		1		2		2				1		1		1		1		1				1		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		-2		1		3		3		1		1		-2		1		1		1		1		1		1		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		-2

		2/8/21 17:40		19.都道府県_0019(190004).xlsx		19		山梨県		190,004		822,718		1		30.4		3		4		1		81		2		山梨県福祉保健部健康長寿推進課		3		2		2		1		2		2		2		1		2		2		3		3		2		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		3		2		チームオレンジの整備の一環として、ある程度取り組みをしたと回答しました。
  チームオレンジコーディネーター研修を介さしましたが、推進員でありコーディネーターとしてチームに仕組みづくりの中核を担って頂きたいと考えております。		2		3		1		4		3		3		3				1		1		1		1		1		1		-2				1		1		1		1		1				3		4		2		-2				3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		4		4		-2		-2		4		4		3		4		3		3		4		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		2		3		3		3		3		3		3		4		今年度からこの事業の担当になったが、コロナ業務との兼務により、優先順位がどうしてもコロナ業務が高い。
この事業をまだ熟知していない中で、この調査の回答が困難であった。		3		3		3		2		2		2		2		2		3		2		-2				3		2		3		2		2		2		3		3		3		3		3		-2		地域の特性に応じた事業展開となっている現在。
各市町村単位へのアドバイザー派遣による事業が有効ではないか。

		2/9/21 17:27		1.都道府県_0022(230006).xlsx		20		愛知県		230,006		7,537,672		3		25		1		11		4		298		5		愛知県福祉局高齢福祉課地域包括ケア・認知症対策室		10		4		3		2		2		2		2		2		2		3		2		4		3		4		3		2		3		3		3		4		3		2		3		3		3		2		2		2		2		3		4		認知症地域支援推進員の活動強化に係る研修会、研究会を開催し、先進的な取組等について情報提供している。		3		1		1		3		2		3		-2				1		1		1		1		1		3		4				4		2		2		4		4		推進員の活動支援をテーマとした市町村職員向け研修会の実施し、市町村による推進員の活動支援を働きかけている。		4		4		4		4		推進員の活動支援をテーマとした市町村職員向け研修会の実施し、市町村による推進員の活動支援を働きかけている。		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		0		3		3		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		0		0		0		4		0		2		2		0		3		3		3		3		3		3		3		3		2		「認知症施策の推進のためには、市町村による推進員の役割と機能の見極め、推進員との合意形成、その合意形成に基づいた推進員の活用が重要である」ということを、いくつかの市町村の認知症施策担当者と共通認識が持てた。		2		2		3		3		3		3		2		2		2		2		-2				2		3		2		2		2		3		2		3		2		2		2		-2

		2/9/21 17:27		2.都道府県_0023(080004).xlsx		21		茨城県		80,004		2,858,164		3		29.4		2		9		4		200		5		保健福祉部健康・地域ケア推進課		2		1		3		2		1		2		2		1		2		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		3		2				3		1		1		1		3		2		2				2		1		1		1		1		1		-2				1		1		1		1		1				1		1		1		1				3		4		3		4		3		3		3		3		-2		3		2		4		2		2		-2		2		2		3		4		4		3		2		2		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		2		3		3		2		3		3		3		2				3		3		3		3		4		3		3		3		3		3		-2				3		2		3		2		2		3		3		3		3		3		3		-2

		2/9/21 17:27		3.都道府県_0024(430005).xlsx		22		熊本県		430,005		1,735,901		2		31.6		3		11		4		82		2		認知症対策・地域ケア推進課		5		3		2		1		1		2		2		1		2		2		3		3		3		3		3		2		3		3		2		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		4		県独自に行う認知症地域支援推進員研修において、全市町村の推進員が一同に会し、意見交換を行うなど推進員同士のつながりを深める機会を設けている。		3		2		1		3		1		2		4		Ⅰ-６　⑤-1に同じ		1		1		1		1		1		1		-2				1		1		1		1		1				1		1		1		1				4		4		3		1		1		1		1		1		1		4		1		4		3		3		3		1		3		4		1		4		4		4		2		2		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		0		0		0		0		0		4		4		2		3		2		3		3		2		2		推進員の地域における役割等について、未だ勉強中です。		3		3		3		3		2		3		3		3		3		3		-2				3		2		2		2		3		3		2		3		3		2		2		-2

		2/9/21 17:27		4.都道府県_0025(200000).xlsx		23		長野県		200,000		2,034,971		3		32.3		3		10		4		173		4		健康福祉部保健・疾病対策課		1		1		2		1		1		1		2		1		1		1		3		3		2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2				3		1		1		1		1		1		3		推進員を参集して、情報提供や意見交換をする場として連携会議を開催している。		1		1		1		1		1		1		-2				1		1		1		1		1				1		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		-2		1		1		1		1		1		-2		1		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		2		2		3		2		2		2		3		3				2		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1				2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1

		3/4/21 7:45		1.都道府県_0026(150002).xlsx		24		新潟県		150,002		2,217,734		3		32.4		3		7		3		80		2		福祉保健部高齢福祉保健課		7		4		5		3		1		2		2		1		3		2		3		3		2		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		2		1				2		2		1		3		3		2		3		県内市町村の推進員を対象とした研修会の場で、推進員同士のネットワークづくりに配慮している。		3		3		1		3		1		3		3				1		1		1		1		1				1		1		1		1				3		3		3		3		3		3		4		1		-2		3		3		4		2		3		3		1		3		3		1		3		3		3		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		0		0		3		2		0		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		4		4		3		4		2		3		4		4		3				3		3		3		3		2		2		3		3		3		3		-2				2		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		-2

		3/4/21 7:45		10.都道府県_0035(440001).xlsx		25		大分県		44		1,124,983		2		32.9		3		6		2		29		1		大分県福祉保健部高齢者福祉課地域包括ケア推進班		3		2		1		0		1		1		3		1		3		2		3		3		3		3		2		2		3		3		2		3		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1				3		3		3		1		3		2		1				3		2		3		3		1		3		3				1		1		1		1		1				3		3		2		1				4		3		3		4		2		3		3		-2		3		3		2		4		3		3		2		3		3		4		3		1		4		2		3		4		4		4		0		4		4		4		4		4		2		1		1		4		5		5		1		1		4		4		4		3		4		4		4		4		4		4		4		3		3		3		3		3		3		3				3		2		3		3		2		3		4		4		4		3		-2				3		2		3		3		3		3		2		3		3		3		3		-2

		3/4/21 7:45		11.都道府県_0036(460001).xlsx		26		鹿児島県		460,001		1,602,000		2		32		3		7		3		212		5		高齢者生き生き推進課　認知症・生活支援係		5		3		3		2		1		2		2		1		2		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		1		3		1				3		1		1		1		2		2		1				1		1		1		1		1		1		-2				1		1		1		1		1				1		1		1		1				3		4		3		4		3		3		3		3		1		1		2		4		3		3		4		1		3		3		3		3		3		4		0		0		0		0		0		0		0		5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		4		3		3		2		2		3		2		2				3		3		3		3		2		2		3		3		3		3		-2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		-2

		3/4/21 7:45		12.都道府県_0037(220001).xlsx		27		静岡県		220,001		3,697,427		3		29.5		2		8		3		201		5		健康福祉部健康局健康増進課		3		2		3		2		2		1		2		1		2		2		2		2		2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		-2				3		2		2		2		3		2		-2				2		2		1		1		1		2		3		県内３地域で連絡会を開催し、先進事例や課題の共有、解決策の検討等を行っている。		2		2		2		2		-2				2		2		2		-2				3		3		3		3		3		3		3		3		4		3		3		3		3		3		3		2		3		3		3		3		3		4		4		4		0		0		0		0		0		0		5		0		0		0		5		5		5		5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		4		3		3		3		3		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		-2				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		-2

		3/4/21 7:45		13.都道府県_0038(110001).xlsx		28		埼玉県		11		7,342,682		3		26.7		1		10		4		430		5		福祉部地域包括ケア課		6		3		3		2		2		2		2		1		2		2		3		3		3		3		3		2		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		2		2		1		3		3		市町村職員、推進員が参加できる研修会を年１回実施（令和２年度は、見送り）。		2		2		2		3		3		2		2				1		1		1		1		1		1		-2				1		1		1		1		2				1		1		1		-2				4		3		3		1		1		1		1		-2		1		3		3		4		3		4		4		3		3		4		3		3		3		4		4		4		4		4		0		4		4		4		4		4		4		0		0		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		0		0		0		4		4		2		3		2		2		2		2		2				2		2		2		3		2		2		1		2		2		2		1				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		-2

		3/4/21 7:45		14.都道府県_0039(420000).xlsx		29		長崎県		420,000		1,309,143		2		32.11		3		8		3		57		2		長寿社会課		3		2		2		1		1		1		1		1		2		1		3		3		3		3		3		3		3		4		3		4		3		3		3		3		3		3		2		2		2		3		2				3		2		2		2		3		2		2				1		1		1		1		1		1		-2				1		1		1		1		1				1		1		1		1				3		3		1		1		1		1		3		1		-2		3		1		4		1		1		-2		1		1		3		3		4		4		4		4		4		0		0		0		4		4		4		4		4		4		0		4		4		4		0		5		5		5		5		5		5		5		5		0		0		0		4		4		3		3		3		3		3		3		3		県内の推進員に向けた研修をやっていくなかで、研修を受けて、本人目線での支援に取り組もうとしている自治体が増えてきたことが良かった。		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		4		サポーター養成講座を受けるだけの状況になっており、地域での活動につながっていない。		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		-2

		3/4/21 7:45		15.都道府県_0040(210005).xlsx		30		岐阜県		210,005		2,031,903		3		28.1		2		5		2		156		4		医療福祉連携推進課（推進員担当課）・高齢福祉課		4		2		3		2		2		1		2		1		3		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		4		3		3		1				4		3		2		3		4		3		4		県事業として、県全体及び圏域別のネットワーク会議を開催し、意見交換等の場を提供している。		1		2		1		2		1		3		3		（再掲）県事業として、県全体及び圏域別のネットワーク会議を開催し、意見交換等の場を提供している。		1		1		1		1		1				1		1		1		1				3		3		3		3		3		3		3		3		2		3		3		4		1		3		3		1		3		3		3		3		3		4		4		4		4		0		0		4		4		3		4		0		4		4		3		4		4		4		3		3		3		4		4		4		4		3		3		0		0		4		4		4		4		4		4		4		4		1				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		4		推進員と他の役割を兼任している現場の方から、地域包括支援センターの職員としての活動、推進員としての活動、認知症初期集中支援チーム員としての活動の区別が難しいとの意見を聞くことが多い。研修などで、それぞれの役割分担等の整理の仕方も具体的に取り上げられると良いと思う。		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1

		3/4/21 7:45		16.都道府県_0041(290009).xlsx		31		奈良県		290,009		1,331,330		2		31.28		3		5		2		66		2		地域包括ケア推進室		2		1		2		1		1		2		2		1		2		1		1		3		3		3		3		2		3		3		3		3		3		2		3		3		3		3		2		3		1		2		2				2		1		1		1		3		2		1				1		1		1		1		1		1		-2				1		1		1		1		1				3		3		3		1				3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		1		3		3		1		3		3		3		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		4		3		3		3		3		3		3		3		推進員研修で若年性認知症ネットワーク連絡会を傍聴して、推進員の皆様と若年性認知症サポートセンター、若年性認知症の当事者、ご家族と座談会で直接意見交換ができたこと		3		3		3		3		2		3		3		3		3		3		-2				3		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		-2

		3/4/21 7:45		17.都道府県_0042(090000).xlsx		32		栃木県		9		1,934,857		2		28.8		2		6		2		115		3		保健福祉部高齢対策課地域支援担当		3		2		4		3		2		3		2		1		2		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		3		3		3		3		3		2		3		4		1		4		-2				3		1		1		3		3		2		-2				1		1		1		1		2		1		-2				1		1		1		1		-2				1		1		1		-2				2		2		2		3		2		2		3		2		-2		3		2		4		2		3		3		2		2		2		3		2		3		4		2		1		1		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		4		1		4		1		3		1		2		1		1		1		1		1		4		4		3		3		3		3		3		3		2		今年度から介護部門に配属となり、認知症地域支援推進員を含め、認知症のことについて理解を深めることができた。また、県内の認知症地域支援推進員の認知度向上に向けて、チラシの作成を行っている。		3		2		2		3		3		1		1		3		2		3		-2				2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		-2

		3/4/21 7:45		18.都道府県_0043(100005).xlsx		33		群馬県		100,005		1,938,063		2		29.8		2		-2		-2		124		3		健康福祉部健康福祉課地域包括ケア推進室		2		1		3		2		2		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		3		-2				3		1		1		3		2		1		1				1		1		1		1		1		1		-2				1		1		1		1		1				1		1		1		1				3		3		1		1		1		1		1		1		-2		3		1		4		1		3		4		1		3		3		4		4		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		1		3		3		2		2		2		3		2				4		4		2		3		2		2		3		4		3		3		-2				3		2		3		3		3		3		3		2		3		2		2		-2

		3/4/21 7:45		19.都道府県_0044(060003).xlsx		34		山形県		6		1,062,998		2		33.4		4		4		1		108		3		健康福祉部　長寿社会政策課		2		1		1		0		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1				3		1		1		3		2		1		1				1		1		1		1		1		1		-2				1		1		1		1		1				1		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		-2		1		1		1		1		1		-2		1		1		1		1		1		1		2		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		-2				2		2		2		3		3		3		2		2		2		2		2		-2

		3/4/21 7:45		2.都道府県_0027(360007).xlsx		35		徳島県		360,007		721,721		1		33.6		4		3		1		85		2		保健福祉部長寿いきがい課生涯健康室		4		2		3		2		2		2		2		2		2		2		3		3		3		4		4		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		3		-2				3		2		3		3		4		4		-2				3		3		2		2		2		2		3				2		2		2		2		-2				3		3		3		-2				3		3		3		3		2		3		3		4		1		2		1		3		1		3		3		3		2		4		4		4		4		4		0		0		0		0		0		4		4		5		4		2		4		0		0		4		4		4		4		5		5		4		5		5		5		4		0		4		0		4		4		3		3		3		3		3		3		2				4		4		3		3		2		2		3		2		4		4		-2				3		3		2		3		3		3		2		2		3		2		2		-2

		3/4/21 7:45		20.都道府県_0045(280003).xlsx		36		兵庫県		280,003		5,457,201		3		28.7		2		8		3		291		5		健康福祉部健康局健康増進課認知症対策室		6		3		2		1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		4		①市町の推進員養成研修（認知症介護研究・研修東京センター）への参加費用の負担
②認知症地域包括ケア推進研修及び情報交換会の実施（２回程度／年）
③各市町ごとに推進員の活動報告を提出（１回／年）全県で共有し、ホームページにも掲載している。		3		3		1		3		3		3		-2				2		3		3		3		3		2		-2				3		2		2		3		4		推進員新任研修の受講料を負担をし、研修の機会を保障。その他研修会のテーマは推進員の希望を取り入れたり、国や他府県の動向を取り入れる等。		3		2		2		4		新任研修の受講料を県予算で確保して、市町の財政負担を軽減している。		4		4		4		4		4		4		4		4		1		3		3		4		4		4		4		3		3		4		4		4		4		4		4		4		4		3		0		5		0		5		5		4		5		0		0		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		4		4		3		3		3		3		3		3		3		○若年性認知症のとりくみにおいて、認知症疾患センターを中心とした支援ネットワーク構築のための多職種連携会議をきっかけとして、企業関係者への理解促進を図る工夫として、県事業として実施している働き盛り世代の理解促進研修（VRによる疑似体験）に関心をもって県職員に質問されたこと。
コロナのため実現はしなかったが、他市で開催する研修への参加を調整するなど広域的な視点で自治体同士のつながりを支援できたのではないかと感じた。
○認知症カフェ連絡会（認知症の人と家族の会に委託して実施）の様子より、活動の状況を把握することができた。認知症カフェの活動内容が充実してきており、認知症支援推進員のバックアップしている様子を間接的に実感することができた。		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		-2				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		-2		・県職員と市町職員が進むべき方向性（ビジョン）を共有する機会
・全国の都道府県職員の横のつながり。すすむべき方向性や考え方を深めたり、他府県の動向を広く把握できる機会が必要

		3/4/21 7:45		22.都道府県_0047(160008).xlsx		37		富山県		16		1,034,670		2		32.4		3		4		1		84		2		高齢福祉課地域包括ケア推進班		3		2		3		2		2		1		2		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		3		2		3		1				3		1		1		4		3		2		1				1		1		1		1		1		1		1				2		1		1		3		1				1		1		1		1				4		4		4		4		4		4		4		1		-2		3		3		4		3		3		4		3		3		4		4		4		4		2		2		2		0		0		0		4		4		3		2		1		2		0		0		2		0		2		0		0		4		3		0		4		4		0		0		0		2		2		2		3		3		2		2		3		3		2				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1				3		2		2		2		2		2		2		3		3		2		2		-2

		3/4/21 7:45		23.都道府県_0048(400009).xlsx		38		福岡県		40		5,124,294		3		27.5		2		13		4		181		4		高齢者地域包括ケア推進課		3		2		3		2		1		1		1		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1				3		1		1		4		3		2		1				1		1		1		1		1		2		3				1		1		1		1		1				1		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		2		4		1		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		3		2		2		1		1		1		2		1				3		3		3		1		2		2		3		3		3		3		-2				3		1		2		2		2		2		3		3		2		2		2		3		他の都道府県の施策担当者が、どのように推進員の活動へ関わっているのか定期的に伺う機会が欲しいと思います。

		3/4/21 7:45		24.都道府県_0049(390003).xlsx		39		高知県		390,003		687,710		1		35.8		4		6		2		88		2		地域福祉部高齢者福祉課地域包括ケア・認知症施策推進室		2		1		3		2		2		2		2		1		2		2		2		3		2		3		3		2		3		3		2		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2				3		1		1		1		3		2		1				1		1		1		1		1		1		-2				2		1		1		2		1				2		2		2		1				3		3		3		2		2		3		1		3		1		3		1		3		1		3		2		1		1		3		3		3		3		4		4		4		0		0		0		0		0		3		4		0		0		0		0		0		0		0		0		5		4		5		0		0		0		0		0		0		0		2		2		3		2		2		3		3		3		2				3		3		2		2		2		2		2		3		2		2		-2				3		3		2		3		3		2		2		2		2		2		3		-2

		3/4/21 7:45		3.都道府県_0028(010006).xlsx		40		北海道		10,006		5,226,066		3		31.7		3		21		0		414		5		保健福祉部高齢者支援局高齢者保健福祉課		3		2		1		0		1		1		1		1		1		1		4		4		1		1		4		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		-2				3		3		1		1		1		3		-2				1		1		1		1		1		2		2				1		1		1		1		-2				1		1		1		-2				1		1		1		1		1		1		1		1		-2		1		1		1		1		1		-2		1		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		2		3		3		3		3		3		3		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		-2				3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		-2

		3/4/21 7:45		4.都道府県_0029(140007).xlsx		41		神奈川県		140,007		9,216,000		3		23.9		1		8		3		146		3		神奈川県福祉子どもみらい局高齢福祉課		7		4		3		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		3		2		4		-2				4		2		2		2		4		4		4		行政、地域の支援団体や個人の支援者等が連携するための仕組「オレンジパートナーネットワーク」を構築するとともに、専用のウェブサイトを立ち上げた。		2		1		3		3		3		3		3				1		1		1		1		-2				3		3		3		-2				4		4		4		3		1		1		1		3		1		3		1		3		3		3		2		1		3		4		4		3		2		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		2		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		3		3		3		3		3		3		2		本県では、ステップアップ研修を受講した「オレンジパートナー」がボランティアとして活動を進めており、推進員がオレンジパートナーと連携して認知症カフェなどを運営している事例が報告されるようになってきた。		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		-2				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		-2

		3/4/21 7:45		5.都道府県_0030(240001).xlsx		42		三重県		24		1,779,700		2		29.7		2		8		3		104		3		三重県長寿介護課		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		3		3		4		4		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1				3		2		1		3		1		1		2				1		1		1		1		1		1		-2				1		1		1		1		1				1		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		4		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		4		3		3		3		3		3		3		2				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		-2

		3/4/21 7:45		6.都道府県_0031(380008).xlsx		43		愛媛県		380,008		1,362,859		2		32.44		3		6		2		172		4		保健福祉部　生きがい推進局　長寿介護課		2		1		3		2		1		1		1		1		2		1		2		1		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		2		2				3		1		1		4		2		2		4		今年度、推進員研修を実施する予定だったが、コロナのため、集合研修を取り止め、アンケート調査による情報共有を行うこととした。（現在調査中）
そのほか、推進員を含む市町の認知症施策担当者を集めた会議を実施している。		1		1		1		2		1		1		-2				1		1		1		1		1				1		1		1		4		東京センターが実施する推進員研修の受講料を県が負担している。		1		1		1		1		1		1		1		1		-2		2		2		3		1		2		-2		1		1		1		4		4		4		4		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		2		2		2		2		2		2		2		2		（複数の業務を担当しており、推進員の活動に関する業務にあまり力を入れられなかった）		3		3		4		4		3		1		1		3		3		2		-2		地域包括支援センター職員としての業務と、推進員としての業務の違いが明確化できない。		2		3		3		3		3		3		2		2		2		2		3		-2		当調査内容に関係ない事項ですが、例年、老健事業を活用して各団体が様々な調査研究事業を実施していますが、どの事業も同じ時期に報告結果が届き、どの調査がどの報告書に反映されているのか、気づきにくい中で、特に市町は質問項目の多いアンケートを複数回答している状況です。調査依頼をする時に、「前年度の〇〇調査はこのような成果報告となりました」というように紹介してもらえれば、回答するモチベーションにつながるのではないでしょうか。

		3/4/21 7:45		7.都道府県_0032(350001).xlsx		44		山口県		350,001		1,339,003		2		33.9		4		8		3		99		2		健康福祉部　長寿社会課		1.5		1		3		2		1		2		3		1		3		3		2		2		2		3		2		2		2		2		2		3		3		3		2		2		2		2		2		3		2		3		1				2		1		1		1		3		1		1				1		1		2		1		1		1		-2				1		1		1		1		1		1		2		1		1		1				3		3		3		4		4		3		2		1		-2		3		2		4		2		1		-2		3		3		4		3		3		4		4		4		4		3		0		0		0		0		0		4		0		0		0		0		0		5		5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		4		4		4		4		4		4		4		2				-2		3		1		2		2		2		4		4		4		3		-2				3		1		2		3		2		3		3		3		2		2		2		-2

		3/4/21 7:45		8.都道府県_0033(470007).xlsx		45		沖縄県		47		1,481,547		2		21.8		1		5		2		83		2		子ども生活福祉部高齢者福祉介護課		2		1		0.8		0		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		3		1				3		1		1		3		2		1		3				1		1		1		1		1		2		3				1		1		1		1		1				1		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		2		1		1		-2		1		1		3		1		3		3		-2		-2		-2		-2		-2		-2		5		5		0		4		0		0		0		5		0		0		5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		4		-2		-2		-2		-2		-2		-2		-2				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		-2
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データ (加工用)

		挿入日時		ワークブック名		データID		① 都道府県名		② 地方公共団体コード		③ 人口		③人口（階級）		④ 高齢化率		④高齢化率（階級）		⑤ 都道府県内の圏域数		⑤都道府県内の圏域数（階級）		⑥ 管内の推進員の配置総数		⑥管内の推進員の配置総数（階級）		① 認知症施策の担当部署名		② 認知症施策のご担当者の人数		②認知症施策の担当者人数（階級）		③ ご担当者の中で、認知症施策を
　　 最も長く担当している人の年数		③認知症施策の最長担当年数（階級）		① 都道府県の担当者が市区町村に出向いて、市区町村の担当者と推進員活動に関して話し合いをしている		② 都道府県の担当者が推進員の研修や集まり等に出向いて、推進員と実際に会うようにしている		③ 都道府県として、各市区町村の特性や意向を踏まえながら、推進員活動の促進を行っている		④ 都道府県の担当者と管内の推進員が一緒に、地元の認知症の本人の話を聴いたり本人と過ごしている		⑤ 都道府県として、推進員関連の取組みをする際は、推進員の意見を聴きながら行っている		⑥ 都道府県として、推進員の意見や提案を聴いて、それらを都道府県の計画作り/予算に反映している		① 認知症の本人がどんな姿で暮らすようになったらいいか、都道府県として目指す本人の姿を共有している		② どんな地域になったらいいか、都道府県として目指す地域の姿を共有している		① 都道府県内の認知症の本人がどのように暮らしているのか、その現状と課題を共有している		② 認知症をめぐり地域で起きていることの現状と課題を共有している		① 必要な推進員活動の機能・役割について共有している		② ①の中でも、今後特に自地域で注力すべき推進員活動の焦点について共有している		① 事業をこなすことを焦らずに、誰のために、何のために活動するのか、目的を見失わないようにする		② 認知症を自分事として考え、本人と地域が希望を持てるあり方をともにつくりだしていく		③ 地域の中にある古い認知症観や取組み方を、推進員が活動を通じて転換していく		④ 地元の本人参画、本人視点で事業や取組みを進める		⑤ 地域の特徴やあるものを大切に活かし、自地域ならではの取組みを進めていく		⑥ 推進員が、本人や地域の現状・課題を行政につなぐパイプ役を果たす		⑦ 推進員が企画をたて、行政と協働しながら、自発的な活動を展開していく		⑧ 当初の計画等の枠内でとどまらずに、やりながらよりよい取組みに発展させていく		⑨ 事業や取組みを単発で行わず、その後の継続や展開の仕方を常に考えながら行う		⑩ 事業や取組みをバラバラに行わず、本人視点で事業等をつなげ、統合していく		① 都道府県レベルで関係組織（医師会、自治会、警察、企業等）に、推進員活動についての説明やつなぎをつくる		② 推進員の存在や活動を、都道府県として管内へ広く発信・周知		③ 推進員が地域連携を進めやすくするための、分野横断の都道府県庁内の連携		④ 推進員が活動を進める上で必要な情報や参考になる地域・人を、市区町村/推進員に情報提供したりつなぐ		⑤ その他　「推進員の活動のしやすさ」への都道府県の配慮や取組み　　※ある場合は、右欄に「4」をご記入下さい		⑤－１　その他の内容・工夫等をご記入下さい		① 都道府県内の推進員同士が集まり・つながり、話し合ったり学び合う機会がある		② 情報共有や相談等をしあうための行政関係者と推進員とのメールやライン等のネットワークがある		③ 推進員同士等がつながり学び合うためのネット環境の整備に関して、都道府県の支援や後押しがある		④ 推進員が全国の推進員研修や集まりに参加できるよう都道府県としての支援がある		⑤ 他都道府県の推進員の活動や好事例等の情報を集め、推進員がそれらについて学んだり直に交流する機会を
　　 つくる		⑥ 都道府県管内で先行して取組んでいる推進員の力を活かし、管内の推進員同士で支援しあう体制がある		⑦ その他　推進員同士のつながり等に関する都道府県の取組みがある　　　※ある場合は右欄に「4」をご記入下さい		⑦－１　その他の内容・工夫をご記入下さい		① 推進員活動の「PDCA（計画・実践・見直し・改善）」を促進している		② 推進員活動の「質の評価」を促進している		③ 都道府県内の推進員活動の取組みの実際や成果等に関する冊子や事例集等を作成している　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		④ 推進員活動の取組みの実際や成果等を、都道府県のホームページ（HP)で地域に発信している		⑤ 推進員活動の実際や成果等を、ホームページ（HP）や報告会以外の方法で地域にPRしている		⑥ 推進員活動の報告会を開き、活動の向上に関する話し合いを行っている		※ ⑥－１　報告会を行っている場合、下記の該当する番号を1つ選択して右欄にご記入下さい		⑥－２　その他の内容を具体的にご記入下さい		① 推進員が異動せずに継続的に活動できるための調整や働きかけ		② 推進員が異動した場合、その人が望む場合は異動先で推進員として活動を続けるための調整や位置づけ		③ 推進員が退職等した場合、その人が望む場合は、活動に参画できるための促進		④ 推進員が交代した場合、前任者が後任者に引き継ぎをすることの促進		⑤ その他　推進員活動が持続発展していくための配慮や工夫　　　※ある場合は右欄に「4」をご記入下さい		⑤－１　その他の内容を具体的にご記入下さい		① 市区町村が推進員として適切な人材を配置するよう、都道府県から市区町村に情報提供等をしている		② 市区町村が適切な推進員数を検討し、その数を確保するよう、都道府県から市区町村に情報提供等をしている		③ 市区町村が効果的な「推進員の配置先」を検討し、配置先の工夫や調整をするよう、都道府県から市区町村に
　　 情報提供等をしている		④ その他　市区町村が推進員の適切な配置と工夫等を行うために都道府県として何らかの取組みをしている
　　　※ある場合は右欄に「4」をご記入下さい		④－１　その他の内容を具体的にご記入下さい		① 活動をする時は、本人の声を聴きながら、本人が活動に参画できるチャンスをつくっている		② 活動を自分や一部の人たちで進めずに、多様な立場や職種の人たちをつなげながら進めている		③ 事業を単発で考えずに、事業後の展開や事業と事業のつながりをつくることを考えながら取組んでいる		① 関わった本人と家族に必要な支援が一体的に届くように、支援体制をつくるための話し合いや調整をしている		② 個別相談で足りない支援や資源があった場合、その個人のために必要な支援や資源を新たにつくりだす活動を
　　 している		③ 一人と継続的に関わり、得られたことやつながり等を、他の人や地域に広げる活動をしている		④ 関わった一人をもとに、経過や地域の課題について多様な人たちと話し合い、地域支援の見直し・拡充を図っている		① 認知症多職種協働研修等の企画・調整		※ ①－１　多職種協働研修に取組んでいる場合、下記の該当する番号を1つ選択して右欄にご記入下さい		② 本人ミーティング等本人同士が出会いつながって話し合える機会をつくり、そこでの声を取組みや施策に活かして
　　 いくための企画・調整		③ 診断直後の本人等が前向きに暮らしていくための、本人によるピアサポートの企画・調整		④ 認知症カフェ等、地域の中での出会い、つながる場づくりの企画・調整		⑤ 地域の企業等、多様な分野の人たちが、本人と出会い、つながるための企画・調整		⑥ 本人・家族が必要な理解者・支援者とつながり、チームとして支えあう体制作りの企画・調整		※ ⑥－１　取組みをしている場合、下記の該当する番号を1つ選択して右欄にご記入下さい		⑦ 本人の声を活かして自地域に潜むバリアを解消していくための認知症バリアフリーの企画・調整		⑧ 本人の社会参加活動の機会や体制整備についての企画・調整		① 認知症ケアパスを本人視点にたって作成/改良		② 初期に総合的な支援が本人に行き届くために、初期集中支援チームと地域の多様な関係者がつながって協働して
　　 いくための調整や後押し		③ 本人を地域の多様な人たちで日常的に見守るネットワークづくり		④ 行方不明など本人のSOS時に素早く情報を共有し、その本人を協働で守るためのネットワークづくり		① （三密等に配慮や工夫をしながら）認知症カフェ等の集まりを行っている		② （三密等に配慮や工夫をしながら）本人ミーティングや本人同士の集まりを行っている		③ （三密等に配慮や工夫をしながら）本人が社会参加活動や戸外に出て楽しむ機会をつくっている		④ IT等を活用して、本人とつながりをつくっている		⑤ IT等を活用して、支援者同士のつながりをつくっている		⑥ これまでの活動をこの機会に振り返り、今後やるべきこと、やめてもいいこと等を考え整理している		① 本人が発症後の早い段階で相談窓口につながり、相談できる相手に出会えるようになった		② 本人が発症後の早い段階で受診でき、信頼できる医師や医療関係者に出会えるようになった		③ 本人が認知症カフェ等の地域の集い場につながり、仲間や味方に出会えるようになった		④ 本人が自分の思いや意見を周囲や地域に向けて発することができるようになった		⑤ 本人が発症後もそれまで勤めていた職場で働きつづけられるようになった		⑥ 本人が発症後の早い段階で自分が望む社会活動に参加し、地域の中で活き活き過ごせるようになった		⑦ 本人がスマホや通信機器を使って、他の人と交流できるようになった		⑧ 本人がGPS機器やヘルプカード等を使って、一人で安心・安全に外出できるようになった		⑨ 本人が次に続く本人のために相談にのったり、支え合うようになった		⑩ 本人が推進員とともに認知症施策推進や地域づくりの活動をするようになった		⑪ 若年性認知症の人が、上記①～⑩のいずれかで地域とつながる姿がみられるようになった		① 住民が本人の声を聴こうとするようになった		② 住民が認知症を自分ごととしてとらえ、地域の本人と自然体でつきあう/関わるようになった		③ 地域の企業等で働く人たちが、認知症の人への関心を高め、配慮や工夫をするようになった		④ 住民が地域の認知症カフェ等の集い場に参加し、本人と楽しく過ごしたり一緒に活動するようになった		⑤ 住民が本人の社会参加活動に加わり、一緒に活動するようになった		⑥ 医療・介護等の専門職の人たちが、本人の声を聴くようになった		⑦ 医療・介護等の専門職の人たちが、本人視点にたって一緒に支援や連携の改善を図るようになった		⑧ 地域の中で本人と多職種、住民等がいっしょに楽しく活動するようになった		⑨ 地域の中で通信機器を活用して、本人とつながるようになった		⑩ 地域の中での認知症バリアを本人とともに具体的にみつけ、バリアが少しずつ解消されるようになった		⑪ 住民や関係者が、制度やサービスでは行き届かないことについて、自発的な取組みをするようになった		① 都道府県内の認知症の本人が、希望をもって自分らしく暮らしつづけるようになってきている		② 認知症があってもなくても、同じ地域でともに生きる姿が広がってきている		① 推進員（事業）を担当し、やっていて楽しい		② 推進員（事業）を担当し、やりがいがある		③ 推進員（事業）を担当し、これまではやりたくても十分にできなかったことがやれてうれしい		④ 推進員（事業）を担当し、新しいことや未解決のことにチャレンジできておもしろい		⑤ 推進員（事業）を担当し、自分の力が引き出されたり、つながりが広がって、自分のためになっている		⑥ 推進員（事業）の担当を、今後も継続したい		⑦ 推進員（事業）を担当していく上での、負担やストレスが大きい		※小さなことでもいいので、推進員の活動を担当されて、手ごたえのあった体験やエピソードをご記入下さい		① 推進員として何をやったらいいか、役割・機能について都道府県と市区町村/推進員との具体的な話し合いが必要		② 推進員として何に注力すべきか、今後の活動の焦点について都道府県と市区町村/推進員との間で検討し、
　　 明確にすることが必要		③ 推進員としてやるべきこと/やりたいことを主体的にやれるように、活動の自由度を高めることが必要		④ 推進員活動を効果的に進めていくために、行政自体の発想や動きをより包括的なものに変えることが必要		⑤ 推進員の多様な業務を整理したり分担し、推進員として活動できる時間を確保する体制や配慮が必要		⑥ 推進員の異動/就任期限の懸念があるとじっくりと活動しにくいので、継続的に活動できる体制や配慮が必要		⑦ 市区町村における推進員の配置の仕方に関する見直しや工夫（増員やフォーメーションづくり等）の促進が必要		⑧ 同じ市区町村内の複数の推進員が、それぞれの特徴を活かして全体として活躍・協働しあえる配慮・工夫の促進が
　　 必要		⑨ 推進員が知りたいことがあったり悩んだ時に、具体的に相談できる人の確保やつながるための支援・体制が必要		⑩ 市区町村の施策担当者が知りたいことがあったり悩んだ時に、具体的に相談できる人の確保やつながるための
　　 支援・体制が必要		⑪ その他　課題がある　　　※小さなことでもいいので、ある場合は右欄に「4」をご記入下さい		⑪－１　どんな課題か具体的にご記入下さい		① 全国で行う推進員研修（新任者、現任者）		② 都道府県で行う推進員研修（新任者、現任者）		③ 全国の推進員同士が情報交換や具体的な相談をしあうネットワーク		④ 都道府県内での推進員同士が情報交換や具体的な相談をしあうネットワーク		⑤ 近隣市区町村の推進員同士が情報交換や具体的な相談をしあうネットワーク		⑥ 同一市区町村の推進員同士が情報交換や具体的な相談をしあうネットワーク		⑦ 推進員が活動等について個別に相談ができ、アドバイスを受けられるしくみ		⑧ 施策担当者が推進員活動等について個別に相談ができ、アドバイスを受けられるしくみ		⑨ 施策担当者と推進員が一緒に参加し、最新情報や活動に関して学んだり、他地域の人たちと話し合える機会		⑩ 情報収集やつながりを効果的に行うためのインターネットが使える環境整備の支援		⑪ 全国の推進員活動の情報を検索し、必要な情報を入手できるしくみ		⑫ その他　　　　※些細なことでも必要なことがあれば、右欄に「3」をご記入下さい		⑫－１　必要と感じておられることをご自由にご記入下さい
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		2/7/21 14:20		1.都道府県_0001(250007).xlsx		1		滋賀県		250,007		1,412,415		2		26.3		1		7		3		70		2		医療福祉推進課　認知症施策推進係		3		2		5		3		2		1		1		1		2		1		2		2		2		3		3		3		3		2		2		2		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		-2				2		2		2		4		2		1		-2				1		1		1		1		1		1		-2				1		1		1		1		-2				2		2		2		-2				1		3		3		1		1		3		1		1		1		3		3		4		1		3		3		1		1		1		3		3		3		4		3		3		0		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		2		3		2		2		2		2		3				1		1		3		3		3		3		3		3		1		1		-2				2		1		1		1		2		3		1		1		1		1		2		-2

		2/7/21 22:29		2.都道府県_0002(320005).xlsx		2		島根県		320,005		666,941		1		34.7		4		7		3		36		1		高齢者福祉課		2		1		6		3		2		2		2		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		-2				3		2		1		3		3		2		4		推進員フォローアップ研修会の開催や、その他関係する会議・研修会への積極的な案内をしている。		1		1		1		1		1		2		3				2		1		1		1		-2				3		3		3		-2				3		3		3		3		2		3		3		3		1		2		2		4		2		3		2		2		3		3		3		3		3		4		0		0		0		0		0		0		0		4		0		0		0		0		0		0		4		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		4		3		3		2		3		3		3		1		市町村推進員と一緒になって、認知症の人やその家族と交流する機会があった。一緒に食事・会話をしていても、その人が認知症であることに気づかないこともあった。あらためて、認知症の人でくくるのではなく、その人自身を見て、支えていく姿勢が大事であると学ぶことができた。		3		3		2		3		2		2		2		3		3		3		-2				2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		3		限られた人材でも効率的・効果的に活動できるよう、同じく地域づくりを担う生活支援コーディネーターなどとの連携を深めていくことが必要

		2/7/21 22:30		10.都道府県_0010(020001).xlsx		3		青森県		20,001		1,275,783		2		32.7		3		6		2		168		4		青森県健康福祉部高齢福祉保険課高齢者支援・介護保険グループ		2		1		2		1		1		1		1		1		2		1		3		3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		3		1		3		1				3		1		1		3		3		2		4		認知症初期集中支援チーム員・認知症地域支援推進員ネットワーク連絡会を開催している。		1		1		1		1		2		2		3				1		1		1		1		1				2		2		2		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		-2		1		1		3		3		3		3		4		1		0		3		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		2		2		2		2		2		2		2		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		-2				3		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3		-2

		2/7/21 22:30		11.都道府県_0011(300004).xlsx		4		和歌山県		30,004		954,258		1		32.4		3		7		3		74		2		長寿社会課		2		1		0.75		0		1		1		1		1		2		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		3		2				2		1		1		3		3		3		1				1		1		1		2		1		1		-2				1		1		1		1		1				1		3		2		1				4		1		1		4		1		1		1		1		-2		4		1		4		1		1		-2		1		1		4		4		4		4		3		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		4		2		2		2		2		2		2		2				1		1		1		1		1		1		4		4		3		3		1				2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		-2

		2/7/21 22:30		13.都道府県_0013(120006)-0003から差替.xlsx		5		千葉県		120,006		6,321,366		3		27		2		9		4		439		5		健康福祉部高齢者福祉課認知症対策推進班		5		3		2		1		1		3		2		1		2		2		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		-2				3		2		2		1		2		2		-2				1		1		3		1		2		2		3				1		1		1		1		-2				2		2		2		4		医療と介護の連携等を担う「千葉県認知症コーディネーター」を養成している。
※本県では「千葉県認知症コーディネーター」が推進員を兼務していることが多い。		1		3		1		3		3		3		3		1		-2		1		1		4		1		1		-2		1		1		3		1		3		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		2		3		2		2		3		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		-2

		2/7/21 22:30		14.都道府県_0014(330001)-0012から差替.xlsx		6		岡山県		330,001		1,891,346		2		30.2		3		5		2		76		2		保健福祉部長寿社会課		2		1		1		0		1		1		2		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		3		1		3		-2				1		1		1		3		3		1		-2				1		1		1		1		1		1		-2				1		1		1		1		-2				1		3		1		-2				1		1		1		1		1		1		1		1		-2		3		1		1		1		1		-2		1		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		4		1		1		1		1		1		1		3				1		1		1		1		2		1		1		1		2		2		-2				2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		-2

		2/7/21 22:30		15.都道府県_0015(310000).xlsx		7		鳥取県		310,000		550,651		1		31.5		3		3		1		26		1		福祉保健部ささえあい福祉局長寿社会課		3		2		2		1		1		1		1		2		1		2		3		3		3		3		3		2		4		4		3		4		3		4		3		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		1		3		2		3		1				1		1		1		1		1		2		3		市町村担当者や推進員に出席していただき、取組や課題の共有、情報交換の場となる連絡会を開催している。		1		1		1		1		1				1		1		1		1				3		3		3		3		3		3		3		3		1		4		3		4		3		2		-2		3		3		4		3		3		3		4		4		4		3		3		0		4		4		4		4		4		4		0		0		4		4		4		0		4		0		0		0		4		4		0		0		0		0		4		4		3		3		3		3		3		3		2				3		3		3		3		2		2		2		3		4		4		-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		-2

		2/7/21 22:30		16.都道府県_0016(170003).xlsx		8		石川県		170,003		1,132,972		2		29.6		2		4		1		130		3		健康福祉部長寿社会課		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		3		1				1		1		1		3		1		1		1				1		1		1		1		1		1		-2				1		1		1		1		1				1		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		-2		1		1		3		1		1		-2		1		1		1		1		1		1		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		4		2		2		1		1		1		3		1				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		-2				2		2		2		3		3		3		3		3		3		2		2		2		各市町村の推進員活動に対する、都道府県の関わり方や役割に関する研修・意見交換・事例共有

		2/7/21 22:30		17.都道府県_0017(260002).xlsx		9		京都府		260,002		2,567,130		3		29.1		2		5		2		65		2		京都府健康福祉部高齢者支援課地域包括ケア推進係		4		2		4		3		2		2		2		2		2		2		3		3		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		3		2		2		3		2		3		2				4		2		1		4		3		2		2				1		1		1		1		1		2		3				2		1		1		2		2				3		3		3		2				3		3		3		1		1		3		3		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		4		3		4		4		3		3		3		3		3		3		0		0		0		3		0		0		5		3		3		0		0		0		0		4		0		0		3		3		4		5		0		0		4		4		2		3		2		2		2		3		1		今年度はコロナの影響で情報共有などの連絡しかできず、例年のような事業が取り組めていないので上記のような回答となっています。		4		4		3		4		3		3		3		3		3		3		-2				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		コロナ禍を踏まえた先進事例など参考になる取組集のような物があればうれしいです。

		2/7/21 22:30		4.都道府県_0004(270008).xlsx		10		大阪府		270,008		8,814,675		3		26.1		1		8		3		158		4		大阪府 福祉部 高齢介護室 介護支援課 認知症・医介連携グループ		7		4		3		2		2		2		2		1		2		2		3		3		3		3		2		2		3		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		1		3		1				3		3		3		3		3		3		1				1		1		2		2		2		1		-2				1		1		1		1		1				1		2		1		1				4		3		3		3		3		3		3		3		1		3		1		4		1		1		-2		1		3		4		3		1		3		3		0		3		3		3		3		0		0		4		4		0		0		5		0		0		0		0		0		0		0		4		2		2		2		4		5		0		0		4		4		3		3		2		2		3		3		3		本人の想いを実現するため、試行錯誤して取り組まれている市町村（推進員）があり、そうした取り組みを会議等で他市町村に周知できたこと。		4		4		3		3		3		3		3		3		4		3		-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		-2

		2/7/21 22:30		5.都道府県_0005(050008).xlsx		11		秋田県		50,008		952,005		1		37.9		4		8		3		105		3		秋田県健康福祉部長寿社会課		1		1		2		1		1		1		1		1		2		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1				3		1		1		4		3		1		1				1		1		1		1		1		1		-2				1		1		1		1		1				1		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		-2		1		1		1		1		1		-2		1		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1				1		1		1		1		2		1		2		1		2		3		1				3		2		2		3		3		3		2		2		2		3		2		1

		2/7/21 22:30		6.都道府県_0006(070009).xlsx		12		福島県		70,009		1,827,632		2		32.5		3		7		3		195		4		高齢福祉課		2		1		1		0		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1				3		3		1		1		3		1		4		一部の保健福祉事務所において、県域内の推進員向けに情報提供会を開催している。		1		1		1		1		1		1		-2				1		1		1		1		4		各保健福祉事務所で圏域内において情報提供や研修会を調整している。		1		1		1		-2				3		3		3		1		1		1		1		1		-2		1		1		1		1		1		-2		1		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		2		1		1		1		1		1		1		1				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		-2				2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		-2

		2/7/21 22:30		7.都道府県_0007(040002).xlsx		13		宮城県		40,002		2,283,164		3		27.9		2		4		1		334		5		保健福祉部長寿社会政策課		1		1		3		2		2		2		2		1		3		2		3		3		3		3		3		3		3		2		2		3		3		2		2		2		3		3		2		3		2		3		1				3		3		1		3		1		4		1				2		1		1		1		2		3		3				1		1		1		1		1				1		1		1		1				3		3		3		3		2		3		2		1		-2		3		3		4		2		3		3		2		2		3		3		3		3		4		4		0		3		0		0		0		0		4		4		0		0		0		0		4		2		5		0		0		3		3		0		5		5		5		0		0		0		4		4		3		4		2		2		2		3		2		昨年度，県内対象の推進員情報交換会を開催した際に，認知症当事者3名による「当事者による対談」を実施。アンケートより，「当事者の対談を聞くことができ，とても参考になった。もっと深く話を聴きたいと思った。」「当事者の方と会うことの大切さを再確認した。」等の意見があり，企画時にこちらが意図した部分が推進員に伝わったとき。		4		4		1		3		2		3		4		3		3		3		1				3		1		2		3		2		2		2		2		2		2		2		1

		2/7/21 22:30		8.都道府県_0008(030007).xlsx		14		岩手県		30,007		1,212,201		2		33.7		4		9		4		92		2		保健福祉部長寿社会課		2		1		2		1		1		2		2		1		2		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		3		-2				3		1		1		1		2		2		-2				2		1		1		1		1		1		-2				1		1		1		1		-2				3		3		2		-2				4		4		4		4		3		3		3		3		2		3		2		4		3		3		3		3		3		4		3		4		4		4		0		0		3		3		0		0		0		3		3		0		0		0		0		0		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		4		3		3		2		2		3		3		3		本人の声（意見、要望等）を聞くことで、初めてわかることが多かったこと。		3		3		3		3		3		1		2		3		3		3		-2				2		2		2		3		3		3		2		2		2		2		2		-2

		2/7/21 22:30		9.都道府県_0009(370002).xlsx		15		香川県		370,002		956,069		1		31.8		3		3		1		62		2		健康福祉部長寿社会対策課		3		2		2		1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		-2				3		3		1		3		3		3		-2				2		2		2		2		2		2		3				1		1		1		1		-2				2		2		2		-2				3		3		3		4		3		3		3		1		-2		3		3		3		3		3		3		1		1		3		3		4		4		4		4		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		4		3		3		3		3		3		3		2		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		-2				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		-2

		2/7/21 23:14		18.都道府県_0018(180009).xlsx		16		福井県		180,009		761,710		1		30.2		3		4		1		45		1		福井県健康福祉部長寿福祉課地域包括ケアグループ		4		2		2		1		1		1		2		1		2		2		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		-2				2		3		2		3		3		2		-2				1		1		1		2		1		1		-2				2		2		2		2		-2				3		3		2		-2				1		1		1		1		1		1		1		2		-2		3		3		4		2		2		-2		3		2		4		4		3		4		4		4		0		0		0		1		0		0		4		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		4		3		3		3		2		3		3		3		2		認知症カフェを訪問した際に、認知症の本人からいろいろなお話を聞くことができ、大変参考になり、今後の施策に生かしていきたいと思いました。		3		3		3		4		3		3		4		3		3		3		-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		-2

		2/7/21 23:14		20.都道府県_0020(450006).xlsx		17		宮崎県		450,006		1,063,324		2		32.5		3		8		3		105		3		福祉保健部　長寿介護課　医療・介護連携推進室		1		1		2		1		1		2		2		1		1		1		1		3		1		1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1				3		1		1		1		2		1		1				1		1		1		1		1		1		-2				1		1		1		1		1				1		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		2		3		1		2		-2		1		3		1		1		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		3		3		3		3		3		3		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		推進員が継続的に学ぶことができる研修体系の構築。

		2/7/21 23:14		21.都道府県_0021(340006).xlsx		18		広島県		340,006		2,792,618		3		28.9		2		7		3		104		3		健康福祉局　地域包括ケア・高齢者支援課		4		2		5		3		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		1		1		4		4		2		2		認知症地域支援推進員活動に係る事例の共有及び意見交換を行う情報交換会の開催		1		1		1		1		1		2		2				1		1		1		1		1				1		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		-2		1		3		3		1		1		-2		1		1		1		1		1		1		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		-2

		2/8/21 17:40		19.都道府県_0019(190004).xlsx		19		山梨県		190,004		822,718		1		30.4		3		4		1		81		2		山梨県福祉保健部健康長寿推進課		3		2		2		1		2		2		2		1		2		2		3		3		2		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		3		2		チームオレンジの整備の一環として、ある程度取り組みをしたと回答しました。
  チームオレンジコーディネーター研修を介さしましたが、推進員でありコーディネーターとしてチームに仕組みづくりの中核を担って頂きたいと考えております。		2		3		1		4		3		3		3				1		1		1		1		1		1		-2				1		1		1		1		1				3		4		2		-2				3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		4		4		-2		-2		4		4		3		4		3		3		4		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		2		3		3		3		3		3		3		4		今年度からこの事業の担当になったが、コロナ業務との兼務により、優先順位がどうしてもコロナ業務が高い。
この事業をまだ熟知していない中で、この調査の回答が困難であった。		3		3		3		2		2		2		2		2		3		2		-2				3		2		3		2		2		2		3		3		3		3		3		-2		地域の特性に応じた事業展開となっている現在。
各市町村単位へのアドバイザー派遣による事業が有効ではないか。

		2/9/21 17:27		1.都道府県_0022(230006).xlsx		20		愛知県		230,006		7,537,672		3		25		1		11		4		298		5		愛知県福祉局高齢福祉課地域包括ケア・認知症対策室		10		4		3		2		2		2		2		2		2		3		2		4		3		4		3		2		3		3		3		4		3		2		3		3		3		2		2		2		2		3		4		認知症地域支援推進員の活動強化に係る研修会、研究会を開催し、先進的な取組等について情報提供している。		3		1		1		3		2		3		-2				1		1		1		1		1		3		4				4		2		2		4		4		推進員の活動支援をテーマとした市町村職員向け研修会の実施し、市町村による推進員の活動支援を働きかけている。		4		4		4		4		推進員の活動支援をテーマとした市町村職員向け研修会の実施し、市町村による推進員の活動支援を働きかけている。		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		0		3		3		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		0		0		0		4		0		2		2		0		3		3		3		3		3		3		3		3		2		「認知症施策の推進のためには、市町村による推進員の役割と機能の見極め、推進員との合意形成、その合意形成に基づいた推進員の活用が重要である」ということを、いくつかの市町村の認知症施策担当者と共通認識が持てた。		2		2		3		3		3		3		2		2		2		2		-2				2		3		2		2		2		3		2		3		2		2		2		-2

		2/9/21 17:27		2.都道府県_0023(080004).xlsx		21		茨城県		80,004		2,858,164		3		29.4		2		9		4		200		5		保健福祉部健康・地域ケア推進課		2		1		3		2		1		2		2		1		2		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		3		2				3		1		1		1		3		2		2				2		1		1		1		1		1		-2				1		1		1		1		1				1		1		1		1				3		4		3		4		3		3		3		3		-2		3		2		4		2		2		-2		2		2		3		4		4		3		2		2		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		2		3		3		2		3		3		3		2				3		3		3		3		4		3		3		3		3		3		-2				3		2		3		2		2		3		3		3		3		3		3		-2

		2/9/21 17:27		3.都道府県_0024(430005).xlsx		22		熊本県		430,005		1,735,901		2		31.6		3		11		4		82		2		認知症対策・地域ケア推進課		5		3		2		1		1		2		2		1		2		2		3		3		3		3		3		2		3		3		2		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		4		県独自に行う認知症地域支援推進員研修において、全市町村の推進員が一同に会し、意見交換を行うなど推進員同士のつながりを深める機会を設けている。		3		2		1		3		1		2		4		Ⅰ-６　⑤-1に同じ		1		1		1		1		1		1		-2				1		1		1		1		1				1		1		1		1				4		4		3		1		1		1		1		1		1		4		1		4		3		3		3		1		3		4		1		4		4		4		2		2		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		0		0		0		0		0		4		4		2		3		2		3		3		2		2		推進員の地域における役割等について、未だ勉強中です。		3		3		3		3		2		3		3		3		3		3		-2				3		2		2		2		3		3		2		3		3		2		2		-2

		2/9/21 17:27		4.都道府県_0025(200000).xlsx		23		長野県		200,000		2,034,971		3		32.3		3		10		4		173		4		健康福祉部保健・疾病対策課		1		1		2		1		1		1		2		1		1		1		3		3		2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2				3		1		1		1		1		1		3		推進員を参集して、情報提供や意見交換をする場として連携会議を開催している。		1		1		1		1		1		1		-2				1		1		1		1		1				1		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		-2		1		1		1		1		1		-2		1		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		2		2		3		2		2		2		3		3				2		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1				2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1

		3/4/21 7:45		1.都道府県_0026(150002).xlsx		24		新潟県		150,002		2,217,734		3		32.4		3		7		3		80		2		福祉保健部高齢福祉保健課		7		4		5		3		1		2		2		1		3		2		3		3		2		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		2		1				2		2		1		3		3		2		3		県内市町村の推進員を対象とした研修会の場で、推進員同士のネットワークづくりに配慮している。		3		3		1		3		1		3		3				1		1		1		1		1				1		1		1		1				3		3		3		3		3		3		4		1		-2		3		3		4		2		3		3		1		3		3		1		3		3		3		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		0		0		3		2		0		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		4		4		3		4		2		3		4		4		3				3		3		3		3		2		2		3		3		3		3		-2				2		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		-2

		3/4/21 7:45		10.都道府県_0035(440001).xlsx		25		大分県		44		1,124,983		2		32.9		3		6		2		29		1		大分県福祉保健部高齢者福祉課地域包括ケア推進班		3		2		1		0		1		1		3		1		3		2		3		3		3		3		2		2		3		3		2		3		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1				3		3		3		1		3		2		1				3		2		3		3		1		3		3				1		1		1		1		1				3		3		2		1				4		3		3		4		2		3		3		-2		3		3		2		4		3		3		2		3		3		4		3		1		4		2		3		4		4		4		0		4		4		4		4		4		2		1		1		4		5		5		1		1		4		4		4		3		4		4		4		4		4		4		4		3		3		3		3		3		3		3				3		2		3		3		2		3		4		4		4		3		-2				3		2		3		3		3		3		2		3		3		3		3		-2

		3/4/21 7:45		11.都道府県_0036(460001).xlsx		26		鹿児島県		460,001		1,602,000		2		32		3		7		3		212		5		高齢者生き生き推進課　認知症・生活支援係		5		3		3		2		1		2		2		1		2		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		1		3		1				3		1		1		1		2		2		1				1		1		1		1		1		1		-2				1		1		1		1		1				1		1		1		1				3		4		3		4		3		3		3		3		1		1		2		4		3		3		4		1		3		3		3		3		3		4		0		0		0		0		0		0		0		5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		4		3		3		2		2		3		2		2				3		3		3		3		2		2		3		3		3		3		-2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		-2

		3/4/21 7:45		12.都道府県_0037(220001).xlsx		27		静岡県		220,001		3,697,427		3		29.5		2		8		3		201		5		健康福祉部健康局健康増進課		3		2		3		2		2		1		2		1		2		2		2		2		2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		-2				3		2		2		2		3		2		-2				2		2		1		1		1		2		3		県内３地域で連絡会を開催し、先進事例や課題の共有、解決策の検討等を行っている。		2		2		2		2		-2				2		2		2		-2				3		3		3		3		3		3		3		3		4		3		3		3		3		3		3		2		3		3		3		3		3		4		4		4		0		0		0		0		0		0		5		0		0		0		5		5		5		5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		4		3		3		3		3		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		-2				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		-2

		3/4/21 7:45		13.都道府県_0038(110001).xlsx		28		埼玉県		11		7,342,682		3		26.7		1		10		4		430		5		福祉部地域包括ケア課		6		3		3		2		2		2		2		1		2		2		3		3		3		3		3		2		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		2		2		1		3		3		市町村職員、推進員が参加できる研修会を年１回実施（令和２年度は、見送り）。		2		2		2		3		3		2		2				1		1		1		1		1		1		-2				1		1		1		1		2				1		1		1		-2				4		3		3		1		1		1		1		-2		1		3		3		4		3		4		4		3		3		4		3		3		3		4		4		4		4		4		0		4		4		4		4		4		4		0		0		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		0		0		0		4		4		2		3		2		2		2		2		2				2		2		2		3		2		2		1		2		2		2		1				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		-2

		3/4/21 7:45		14.都道府県_0039(420000).xlsx		29		長崎県		420,000		1,309,143		2		32.11		3		8		3		57		2		長寿社会課		3		2		2		1		1		1		1		1		2		1		3		3		3		3		3		3		3		4		3		4		3		3		3		3		3		3		2		2		2		3		2				3		2		2		2		3		2		2				1		1		1		1		1		1		-2				1		1		1		1		1				1		1		1		1				3		3		1		1		1		1		3		1		-2		3		1		4		1		1		-2		1		1		3		3		4		4		4		4		4		0		0		0		4		4		4		4		4		4		0		4		4		4		0		5		5		5		5		5		5		5		5		0		0		0		4		4		3		3		3		3		3		3		3		県内の推進員に向けた研修をやっていくなかで、研修を受けて、本人目線での支援に取り組もうとしている自治体が増えてきたことが良かった。		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		4		サポーター養成講座を受けるだけの状況になっており、地域での活動につながっていない。		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		-2

		3/4/21 7:45		15.都道府県_0040(210005).xlsx		30		岐阜県		210,005		2,031,903		3		28.1		2		5		2		156		4		医療福祉連携推進課（推進員担当課）・高齢福祉課		4		2		3		2		2		1		2		1		3		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		4		3		3		1				4		3		2		3		4		3		4		県事業として、県全体及び圏域別のネットワーク会議を開催し、意見交換等の場を提供している。		1		2		1		2		1		3		3		（再掲）県事業として、県全体及び圏域別のネットワーク会議を開催し、意見交換等の場を提供している。		1		1		1		1		1				1		1		1		1				3		3		3		3		3		3		3		3		2		3		3		4		1		3		3		1		3		3		3		3		3		4		4		4		4		0		0		4		4		3		4		0		4		4		3		4		4		4		3		3		3		4		4		4		4		3		3		0		0		4		4		4		4		4		4		4		4		1				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		4		推進員と他の役割を兼任している現場の方から、地域包括支援センターの職員としての活動、推進員としての活動、認知症初期集中支援チーム員としての活動の区別が難しいとの意見を聞くことが多い。研修などで、それぞれの役割分担等の整理の仕方も具体的に取り上げられると良いと思う。		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1

		3/4/21 7:45		16.都道府県_0041(290009).xlsx		31		奈良県		290,009		1,331,330		2		31.28		3		5		2		66		2		地域包括ケア推進室		2		1		2		1		1		2		2		1		2		1		1		3		3		3		3		2		3		3		3		3		3		2		3		3		3		3		2		3		1		2		2				2		1		1		1		3		2		1				1		1		1		1		1		1		-2				1		1		1		1		1				3		3		3		1				3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		1		3		3		1		3		3		3		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		4		3		3		3		3		3		3		3		推進員研修で若年性認知症ネットワーク連絡会を傍聴して、推進員の皆様と若年性認知症サポートセンター、若年性認知症の当事者、ご家族と座談会で直接意見交換ができたこと		3		3		3		3		2		3		3		3		3		3		-2				3		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		-2

		3/4/21 7:45		17.都道府県_0042(090000).xlsx		32		栃木県		9		1,934,857		2		28.8		2		6		2		115		3		保健福祉部高齢対策課地域支援担当		3		2		4		3		2		3		2		1		2		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		3		3		3		3		3		2		3		4		1		4		-2				3		1		1		3		3		2		-2				1		1		1		1		2		1		-2				1		1		1		1		-2				1		1		1		-2				2		2		2		3		2		2		3		2		-2		3		2		4		2		3		3		2		2		2		3		2		3		4		2		1		1		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		4		1		4		1		3		1		2		1		1		1		1		1		4		4		3		3		3		3		3		3		2		今年度から介護部門に配属となり、認知症地域支援推進員を含め、認知症のことについて理解を深めることができた。また、県内の認知症地域支援推進員の認知度向上に向けて、チラシの作成を行っている。		3		2		2		3		3		1		1		3		2		3		-2				2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		-2

		3/4/21 7:45		18.都道府県_0043(100005).xlsx		33		群馬県		100,005		1,938,063		2		29.8		2		-2		-2		124		3		健康福祉部健康福祉課地域包括ケア推進室		2		1		3		2		2		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		3		-2				3		1		1		3		2		1		1				1		1		1		1		1		1		-2				1		1		1		1		1				1		1		1		1				3		3		1		1		1		1		1		1		-2		3		1		4		1		3		4		1		3		3		4		4		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		1		3		3		2		2		2		3		2				4		4		2		3		2		2		3		4		3		3		-2				3		2		3		3		3		3		3		2		3		2		2		-2

		3/4/21 7:45		19.都道府県_0044(060003).xlsx		34		山形県		6		1,062,998		2		33.4		4		4		1		108		3		健康福祉部　長寿社会政策課		2		1		1		0		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1				3		1		1		3		2		1		1				1		1		1		1		1		1		-2				1		1		1		1		1				1		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		-2		1		1		1		1		1		-2		1		1		1		1		1		1		2		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		-2				2		2		2		3		3		3		2		2		2		2		2		-2

		3/4/21 7:45		2.都道府県_0027(360007).xlsx		35		徳島県		360,007		721,721		1		33.6		4		3		1		85		2		保健福祉部長寿いきがい課生涯健康室		4		2		3		2		2		2		2		2		2		2		3		3		3		4		4		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		3		-2				3		2		3		3		4		4		-2				3		3		2		2		2		2		3				2		2		2		2		-2				3		3		3		-2				3		3		3		3		2		3		3		4		1		2		1		3		1		3		3		3		2		4		4		4		4		4		0		0		0		0		0		4		4		5		4		2		4		0		0		4		4		4		4		5		5		4		5		5		5		4		0		4		0		4		4		3		3		3		3		3		3		2				4		4		3		3		2		2		3		2		4		4		-2				3		3		2		3		3		3		2		2		3		2		2		-2

		3/4/21 7:45		20.都道府県_0045(280003).xlsx		36		兵庫県		280,003		5,457,201		3		28.7		2		8		3		291		5		健康福祉部健康局健康増進課認知症対策室		6		3		2		1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		4		①市町の推進員養成研修（認知症介護研究・研修東京センター）への参加費用の負担
②認知症地域包括ケア推進研修及び情報交換会の実施（２回程度／年）
③各市町ごとに推進員の活動報告を提出（１回／年）全県で共有し、ホームページにも掲載している。		3		3		1		3		3		3		-2				2		3		3		3		3		2		-2				3		2		2		3		4		推進員新任研修の受講料を負担をし、研修の機会を保障。その他研修会のテーマは推進員の希望を取り入れたり、国や他府県の動向を取り入れる等。		3		2		2		4		新任研修の受講料を県予算で確保して、市町の財政負担を軽減している。		4		4		4		4		4		4		4		4		1		3		3		4		4		4		4		3		3		4		4		4		4		4		4		4		4		3		0		5		0		5		5		4		5		0		0		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		4		4		3		3		3		3		3		3		3		○若年性認知症のとりくみにおいて、認知症疾患センターを中心とした支援ネットワーク構築のための多職種連携会議をきっかけとして、企業関係者への理解促進を図る工夫として、県事業として実施している働き盛り世代の理解促進研修（VRによる疑似体験）に関心をもって県職員に質問されたこと。
コロナのため実現はしなかったが、他市で開催する研修への参加を調整するなど広域的な視点で自治体同士のつながりを支援できたのではないかと感じた。
○認知症カフェ連絡会（認知症の人と家族の会に委託して実施）の様子より、活動の状況を把握することができた。認知症カフェの活動内容が充実してきており、認知症支援推進員のバックアップしている様子を間接的に実感することができた。		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		-2				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		-2		・県職員と市町職員が進むべき方向性（ビジョン）を共有する機会
・全国の都道府県職員の横のつながり。すすむべき方向性や考え方を深めたり、他府県の動向を広く把握できる機会が必要

		3/4/21 7:45		22.都道府県_0047(160008).xlsx		37		富山県		16		1,034,670		2		32.4		3		4		1		84		2		高齢福祉課地域包括ケア推進班		3		2		3		2		2		1		2		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		3		2		3		1				3		1		1		4		3		2		1				1		1		1		1		1		1		1				2		1		1		3		1				1		1		1		1				4		4		4		4		4		4		4		1		-2		3		3		4		3		3		4		3		3		4		4		4		4		2		2		2		0		0		0		4		4		3		2		1		2		0		0		2		0		2		0		0		4		3		0		4		4		0		0		0		2		2		2		3		3		2		2		3		3		2				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1				3		2		2		2		2		2		2		3		3		2		2		-2

		3/4/21 7:45		23.都道府県_0048(400009).xlsx		38		福岡県		40		5,124,294		3		27.5		2		13		4		181		4		高齢者地域包括ケア推進課		3		2		3		2		1		1		1		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1				3		1		1		4		3		2		1				1		1		1		1		1		2		3				1		1		1		1		1				1		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		2		4		1		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		3		2		2		1		1		1		2		1				3		3		3		1		2		2		3		3		3		3		-2				3		1		2		2		2		2		3		3		2		2		2		3		他の都道府県の施策担当者が、どのように推進員の活動へ関わっているのか定期的に伺う機会が欲しいと思います。

		3/4/21 7:45		24.都道府県_0049(390003).xlsx		39		高知県		390,003		687,710		1		35.8		4		6		2		88		2		地域福祉部高齢者福祉課地域包括ケア・認知症施策推進室		2		1		3		2		2		2		2		1		2		2		2		3		2		3		3		2		3		3		2		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2				3		1		1		1		3		2		1				1		1		1		1		1		1		-2				2		1		1		2		1				2		2		2		1				3		3		3		2		2		3		1		3		1		3		1		3		1		3		2		1		1		3		3		3		3		4		4		4		0		0		0		0		0		3		4		0		0		0		0		0		0		0		0		5		4		5		0		0		0		0		0		0		0		2		2		3		2		2		3		3		3		2				3		3		2		2		2		2		2		3		2		2		-2				3		3		2		3		3		2		2		2		2		2		3		-2

		3/4/21 7:45		3.都道府県_0028(010006).xlsx		40		北海道		10,006		5,226,066		3		31.7		3		21		0		414		5		保健福祉部高齢者支援局高齢者保健福祉課		3		2		1		0		1		1		1		1		1		1		4		4		1		1		4		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		-2				3		3		1		1		1		3		-2				1		1		1		1		1		2		2				1		1		1		1		-2				1		1		1		-2				1		1		1		1		1		1		1		1		-2		1		1		1		1		1		-2		1		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		2		3		3		3		3		3		3		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		-2				3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		-2

		3/4/21 7:45		4.都道府県_0029(140007).xlsx		41		神奈川県		140,007		9,216,000		3		23.9		1		8		3		146		3		神奈川県福祉子どもみらい局高齢福祉課		7		4		3		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		3		2		4		-2				4		2		2		2		4		4		4		行政、地域の支援団体や個人の支援者等が連携するための仕組「オレンジパートナーネットワーク」を構築するとともに、専用のウェブサイトを立ち上げた。		2		1		3		3		3		3		3				1		1		1		1		-2				3		3		3		-2				4		4		4		3		1		1		1		3		1		3		1		3		3		3		2		1		3		4		4		3		2		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		2		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		3		3		3		3		3		3		2		本県では、ステップアップ研修を受講した「オレンジパートナー」がボランティアとして活動を進めており、推進員がオレンジパートナーと連携して認知症カフェなどを運営している事例が報告されるようになってきた。		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		-2				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		-2

		3/4/21 7:45		5.都道府県_0030(240001).xlsx		42		三重県		24		1,779,700		2		29.7		2		8		3		104		3		三重県長寿介護課		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		3		3		4		4		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1				3		2		1		3		1		1		2				1		1		1		1		1		1		-2				1		1		1		1		1				1		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		4		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		4		3		3		3		3		3		3		2				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		-2

		3/4/21 7:45		6.都道府県_0031(380008).xlsx		43		愛媛県		380,008		1,362,859		2		32.44		3		6		2		172		4		保健福祉部　生きがい推進局　長寿介護課		2		1		3		2		1		1		1		1		2		1		2		1		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		2		2				3		1		1		4		2		2		4		今年度、推進員研修を実施する予定だったが、コロナのため、集合研修を取り止め、アンケート調査による情報共有を行うこととした。（現在調査中）
そのほか、推進員を含む市町の認知症施策担当者を集めた会議を実施している。		1		1		1		2		1		1		-2				1		1		1		1		1				1		1		1		4		東京センターが実施する推進員研修の受講料を県が負担している。		1		1		1		1		1		1		1		1		-2		2		2		3		1		2		-2		1		1		1		4		4		4		4		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		2		2		2		2		2		2		2		2		（複数の業務を担当しており、推進員の活動に関する業務にあまり力を入れられなかった）		3		3		4		4		3		1		1		3		3		2		-2		地域包括支援センター職員としての業務と、推進員としての業務の違いが明確化できない。		2		3		3		3		3		3		2		2		2		2		3		-2		当調査内容に関係ない事項ですが、例年、老健事業を活用して各団体が様々な調査研究事業を実施していますが、どの事業も同じ時期に報告結果が届き、どの調査がどの報告書に反映されているのか、気づきにくい中で、特に市町は質問項目の多いアンケートを複数回答している状況です。調査依頼をする時に、「前年度の〇〇調査はこのような成果報告となりました」というように紹介してもらえれば、回答するモチベーションにつながるのではないでしょうか。

		3/4/21 7:45		7.都道府県_0032(350001).xlsx		44		山口県		350,001		1,339,003		2		33.9		4		8		3		99		2		健康福祉部　長寿社会課		1.5		1		3		2		1		2		3		1		3		3		2		2		2		3		2		2		2		2		2		3		3		3		2		2		2		2		2		3		2		3		1				2		1		1		1		3		1		1				1		1		2		1		1		1		-2				1		1		1		1		1		1		2		1		1		1				3		3		3		4		4		3		2		1		-2		3		2		4		2		1		-2		3		3		4		3		3		4		4		4		4		3		0		0		0		0		0		4		0		0		0		0		0		5		5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		4		4		4		4		4		4		4		2				-2		3		1		2		2		2		4		4		4		3		-2				3		1		2		3		2		3		3		3		2		2		2		-2

		3/4/21 7:45		8.都道府県_0033(470007).xlsx		45		沖縄県		47		1,481,547		2		21.8		1		5		2		83		2		子ども生活福祉部高齢者福祉介護課		2		1		0.8		0		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		3		1				3		1		1		3		2		1		3				1		1		1		1		1		2		3				1		1		1		1		1				1		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		2		1		1		-2		1		1		3		1		3		3		-2		-2		-2		-2		-2		-2		5		5		0		4		0		0		0		5		0		0		5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		4		-2		-2		-2		-2		-2		-2		-2				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		-2

		3/4/21 7:45		9.都道府県_0034(130001).xlsx		46		東京都		130,001		13,834,925		3		22.6		1		12		4		459		5		福祉保健局高齢社会対策部在宅支援課認知症支援担当		12		4		3		2		1		2		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		2		1				3		2		3		4		1		2		1				1		1		1		1		1		1		-2				1		1		1		1		-2				1		3		1		-2				1		1		1		1		1		1		1		3		1		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		1		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		4		3		3		2		2		3		3		1				3		3		4		4		4		3		3		4		3		3		-2				2		2		2		2		3		3		3		2		2		2		3		-2

		3/4/21 7:49		21.都道府県_0046(410004).xlsx		47		佐賀県		410,004		808,821		1		30.6		3		5		2		68		2		健康福祉部長寿社会課		2		1		3		2		2		2		2		1		2		2		3		3		3		3		2		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		3		-2				2		2		1		1		1		1		-2				1		1		1		1		1		1		-2				1		1		1		1		-2				1		2		1		-2				4		4		3		3		3		4		3		3		1		2		3		3		1		4		4		1		1		3		3		4		4		4		4		4		0		0		0		5		5		5		0		4		0		0		0		0		0		5		5		5		0		4		0		5		5		0		0		0		0		4		4		2		2		2		2		2		2		2				3		3		4		3		2		2		2		4		3		4		-2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		-2





都道府県Ⅰ-8・Ⅲ-3①クロス

		① 都道府県名		② 推進員活動の「質の評価」を促進している		① 都道府県内の認知症の本人が、希望をもって自分らしく暮らしつづけるようになってきている

		B1_1		Q1_8_2		Q3_3_1						Ⅲ-3		１．まだ動きも予定もない		２．今年度はまだだが、来年度から動きだす（予定含む）　		３．今年度から動きだしてきている		４．少しずつ進みつつある		５．年々、拡充してきている

		滋賀県		1		1				Ⅰ-8		１．特に行っていない		6		10		2		22		0

		千葉県		1		1						２．促進している		0		0		0		4		0

		石川県		1		1						３．積極的に取組みを促進している		0		0		0		3		0

		秋田県		1		1

		宮崎県		1		1

		山形県		1		1

		1 個数		6		6

		青森県		1		2

		福島県		1		2

		広島県		1		2

		山梨県		1		2

		茨城県		1		2

		長野県		1		2

		富山県		1		2

		高知県		1		2

		北海道		1		2

		愛媛県		1		2

		2 個数		10		10

		愛知県		1		3

		福岡県		1		3

		3 個数		2		2

		島根県		1		4

		和歌山県		1		4

		岡山県		1		4

		鳥取県		1		4

		京都府		1		4

		大阪府		1		4

		宮城県		1		4

		岩手県		1		4

		福井県		1		4

		熊本県		1		4

		鹿児島県		1		4

		埼玉県		1		4

		長崎県		1		4

		奈良県		1		4

		栃木県		1		4

		群馬県		1		4

		神奈川県		1		4

		三重県		1		4

		山口県		1		4

		沖縄県		1		4

		東京都		1		4

		佐賀県		1		4

		香川県		2		4

		大分県		2		4

		静岡県		2		4

		岐阜県		2		4

		新潟県		3		4

		徳島県		3		4

		兵庫県		3		4

		4 個数		29		29

		総合計		47		47





都道府県Ⅰ-8・Ⅲ-3①クロス

		



１．まだ動きも予定もない

２．今年度はまだだが、来年度から動きだす（予定含む）　

３．今年度から動きだしてきている

４．少しずつ進みつつある

５．年々、拡充してきている

都道府県調査結果：都道府県内の認知症の本人が、希望をもって自分らしく暮らしつづけるようになってきている
クロス集計：推進員活動の「質の評価」を促進している



都道府県Ⅰ-8・Ⅲ-3②クロス

		① 都道府県名		② 推進員活動の「質の評価」を促進している		② 認知症があってもなくても、同じ地域でともに生きる姿が広がってきている

		B1_1		Q1_8_2		Q3_3_2						Ⅲ-3		１．まだ動きも予定もない		２．今年度はまだだが、来年度から動きだす（予定含む）　		３．今年度から動きだしてきている		４．少しずつ進みつつある		５．年々、拡充してきている

		滋賀県		1		1						１．特に行っていない		6		10		3		21		0

		千葉県		1		1				Ⅰ-8		２．促進している		0		0		0		4		0

		秋田県		1		1						３．積極的に取組みを促進している		0		0		0		3		0

		宮崎県		1		1

		群馬県		1		1

		山形県		1		1

		1 個数		6		6

		青森県		1		2

		福島県		1		2

		広島県		1		2

		山梨県		1		2

		茨城県		1		2

		長野県		1		2

		富山県		1		2

		高知県		1		2

		北海道		1		2

		愛媛県		1		2

		2 個数		10		10

		福井県		1		3

		愛知県		1		3

		福岡県		1		3

		3 個数		3		3

		島根県		1		4

		和歌山県		1		4

		岡山県		1		4

		鳥取県		1		4

		石川県		1		4

		京都府		1		4

		大阪府		1		4

		宮城県		1		4

		岩手県		1		4

		熊本県		1		4

		鹿児島県		1		4

		埼玉県		1		4

		長崎県		1		4

		奈良県		1		4

		栃木県		1		4

		神奈川県		1		4

		三重県		1		4

		山口県		1		4

		沖縄県		1		4

		東京都		1		4

		佐賀県		1		4

		香川県		2		4

		大分県		2		4

		静岡県		2		4

		岐阜県		2		4

		新潟県		3		4

		徳島県		3		4

		兵庫県		3		4

		4 個数		28		28

		総合計		47		47





都道府県Ⅰ-8・Ⅲ-3②クロス

		



１．まだ動きも予定もない

２．今年度はまだだが、来年度から動きだす（予定含む）　

３．今年度から動きだしてきている

４．少しずつ進みつつある

５．年々、拡充してきている

都道府県調査結果：認知症があってもなくても、同じ地域でともに生きる姿が広がってきている
クロス集計：推進員活動の「質の評価」を促進している





【①推進員活動の質の評価の目的】
各市町村に配置された推進員が、地域共生社会の実現に向けて
推進員活動をより効果的・円滑に展開していくことを促進するために
必要な補強点・改善点等を明らし、推進員活動の向上を図っていくことを
目的に実施する。

【②基本方針】

＊①推進員個人ではなく、「推進員活動」を評価する。

＊②推進員活動に関して、行政と推進員等が協働で評価する。

＜本人の声を聞き、反映しながら＞

③形式的な評価や推進員を脅かしたり活動を狭める評価ではなく、推進員が

視野やつながりを広げ、前向きに楽しく活動していくきっかけとする。

＊④評価の企画や実施、評価結果の活かし方について行政と推進員が話し合い、

その後の推進員活動の向上に役立てていくプロセスを大切にする。

⑤推進員活動の補強点・改善点と同時に、ふだんの中では見えづらい

推進員活動を通じて生み出されつつある変化や成果、工夫等も明らかにする。

⑥評価に関して、推進員と行政関係者内の閉ざされた評価にせずに、

評価のプロセスや結果を関係者や地域と最大限共有を図り、

その後の推進員活動や認知症施策の推進等に活かしていく。

＊行政(事業）評価にも反映させていく。

２）主な結果：②推進員活動の向上にむけた質の評価のあり方（提案）



推 進 員 活 動 の 質 の 評 価 の 方 法

【①評価の実施主体】
〇各市町村
〇各市町村が実施しない場合

推進員が個々に、あるいは同一市町村や周辺地域の推進員が複数で
自主的に主体となって実施することも可能。

＊都道府県は、管内市町村の取組みを促進・後押しする。

【②誰が評価するか】
＜基本＞
〇行政担当者
〇推進員（複数配置の場合は、各推進員）

<展開＞
〇市町村内の認知症の本人、家族、関係者、地域の人とともに評価
〇市町村外の人（他地域の推進員、関係者、本人等）

【③評価の時期】
＜基本:年次評価＞
〇最低年に1回 ＊質向上のために各市町村で適切な時期を検討し決める。

＊都道府県が、管内で統一的な実施を促進する場合、
管内市町村や推進員と協議しながら決める。

＜展開＞
〇各市町村で必要な時期に実施

推進員研修の実施前、市町村として重要な年間事業の実施後等
＊評価実施を通じて、行政担当者、推進員が日常的に推進員活動の質を意識して
取組むこと契機とする＝日常的な評価を積み上げて、年次評価を行う。



( 2 ) 推 進 員 活 動 の 質 の 評 価 の 方 法 （ つ づ き ）

【④評価の流れ】

ステップ１ 評価実施の企画

・評価の目的、基本方針の確認・共有

・基本をベースに、自地域にあった評価方法の検討・企画

ステップ２ 評価の実施

①行政担当者、推進員が各自で評価 ＊本人の声・視点を踏まえ

②①をもとに話合い

③協働で評価結果をまとめる

④推進員活動向上のための補強点、改善点等を明確にする。

ステップ３ 結果の公表・共有・話合い

＊公表・共有の範囲や方法は行政と推進員が

協議して決める

ステップ４ 推進員活動の質向上を図る

＊評価結果及び話合い等の内容を活かして、即、補強・改善を図る。

＊行政、推進員が各自及び協働で。

＊推進員の活動計画にも反映して、計画的に向上を図る。



A.推進員活動の環境整備、体制作り

【評価内容（項目）の観点】

①評価しながら、推進員活動がめざしていること・注力すべことに気づける（再確認できる）内容（項目）

②新任者も評価項目をみることで、推進員としての重点・動き方を知ることができる内容（項目）

③何を何回やった等の現行の事業評価ではなく、行政と推進員がめざしていることの実現に近づくための

プロセスとその後の変化/成果を確認する内容（項目）に：評価しながら流れ・展開について確認

※いきなり成果ではなく、見えにくいが大切な活動のプロセス、推進員の細かな努力：課題も浮き彫りに

⑤活動自体だけではなく推進員活動のしやすさや成長の背景にある環境/体制も確認できる構成・内容に

⑥評価しながら、これなら自分にもできることがある、やりたい、とモチベーションがあがるような項目を

（３）推進員活動の向上のために、何を評価するか

B.活動のプロセス C.活動を通じた変化・成果

「推進員活動の質の3領域」



＊市区町村の担当者と推進員が
活動を振り返り、補強点・改善点を具体的に見つけ、一緒に活動を改善していこう

＊都道府県は
・市区町村担当者が、推進員とともに話合いながら「質の評価」に取組む促進を。

・都道府県管内で、動き・到達状況に大きな違いがみられている
★管内の好事例情報を集約して、横展開を図ろう：他の市区町村が動きだす後押しを

・活動の環境整備の工夫
・活動のプロセスの工夫
・変化/成果の具体

・都道府県間で、推進員活動の促進状況に大きな違いがみられている
★他都道府県の推進員活動の促進を参考に、今後、自地域にあった促進を。

今年度の全国調査の全国集約及び都道府県別の集計結果を、都道府県にフィードバックします。
ぜひ、各市区町村、各都道府県で、「推進員」が力を発揮できるように検討・話合いを！

推進員の配置・存在を大切に、質の向上を一緒に

一連の流れとして



３）主な結果：③推進員活動の質向上の焦点となる認知症本人の

社会参加支援のあり方と今後の展開に向けて

全国調査・事例収集を通じて見えてきた
推進員による本人の社会参加支援の可能性：その１

「新たな特別の業務」ではなく、ふだんの活動の中で

本人の社会参加支援を始めていける！

★主なポイント
＊ふだん接する「その一人」の社会参加を大切に：必ず社会参加していた、したい！
＊「本人が望む社会参加」を：カタチをつくろう、カタチにはめようと焦らない
＊本人の声と力をフルにいかし、一緒に進める
＊「本人がやりたいこと」を、周囲・地域に伝え、支援者仲間を増やす

相談 認知症
カフェ

本人ミー
ティング

初期集
中支援

地域ケア会議
/連携会議
/多職種会議

啓発・
講座
イベント

見守り・
SOS
体制作り

その他

健診
健康
作り

認知症
ケアパス
の改良



推進員が社会参加支援に取組んでいくと、
認知症施策全体が促進、加速、向上していく

相談 認知症
カフェ

本人ミー
ティング

初期集
中支援

地域ケア会議
/連携会議
/多職種会議

啓発・
講座
イベント

見守り・
SOS
体制作り

その他

本人の社会参加支援

健診
健康
作り

認知症
ケアパス
の改良

本人発信
多様な場へ
の本人参画

多様な人々
のつながり

認知症
バリアフリー

多様な人々
の認知症観
が変わる

認知症になっても希望をもって日常生活を過ごせる

わが町ならではの地域共生

全国調査・事例収集を通じて見えてきた
推進員による本人の社会参加支援の可能性：その２

質
の
向
上

質
の
向
上



推進員自身が、やりがい、楽しさの手ごたえが大きい。
本人から元気をもらい前向きに取組んでいくモチベーションUP

全国調査・事例収集を通じて見えてきた
推進員による本人の社会参加支援の可能性：その３

＊都会地でも、地方の小さなまちでも

＊推進員の職種、経験年数によらず

＊推進員の配置場所によらず

★すべての市区町村で、推進員が

本人の社会参加活動支援に力を入れていこう！

立場の異なる推進員さんの、活動報告をお聞きいただき、ヒントを得て下さい。

質問や情報提供を、どうぞ！ ZOOM画面下のQ&A機能を



委員 稲垣 康次 富士宮市保健福祉部福祉企画課

委員 岡田 眞理 広島市西部認知症疾患医療センター

委員 上村 佐和子 兵庫県健康福祉部健康局健康増進課認知
症対策室

委員 谷口 泰之 御坊市市民福祉部介護福祉課地域支援係

委員 中川 由紀代 大崎市社会福祉課地域包括ケア推進室

委員長 永田 久美子 認知症介護研究・研修東京センター

委員 橋本 佳子 山口県健康福祉部長寿社会課地域包括ケ
ア推進班

委員 速水 陽一 釧路市福祉部介護高齢課高齢福祉担当

委員 横山 麻衣 藤枝市地域包括ケア推進課

委員 力石 雅博 燕市分水地区地域包括支援センター
燕市認知症総合支援事業

委員 足立 哲也 恵那市医療福祉部高齢福祉課
恵那市地域包括支援センター

委員 岡田 眞理 広島市西部認知症疾患医療センター

委員 金谷 佳寿子 鳥取市福祉部長寿社会課地域包括ケア推
進係

委員 作田 直人 医療法人資生会
千歳病院 認知症疾患医療センター

委員 谷口 泰之 御坊市市民福祉部介護福祉課地域支援係

委員長 永田 久美子 認知症介護研究・研修東京センター

委員 速水 陽 釧路市福祉部介護高齢課高齢福祉担当

委員 横山 麻衣 藤枝市地域包括ケア推進課

委員 吉田 肇 千歳市北区地域包括支援センター

委員 力石 雅博 燕市分水地区地域包括支援センター
燕市認知症総合支援事業

ワーキングチーム委員一覧
（敬称略、五十音順）

検討委員一覧
（敬称略、五十音順）

事務局：認知症介護研究・研修東京センター
花田、飯塚、永田、翠川、小宮山



DCnet推進員ページをご覧ください
https://www.dcnet.gr.jp/suishinin/



認知症地域支援体制推進全国合同セミナーを開催します。
（zoom)

＊自治体の認知症施策担当者・関係者向け

推進員の活動促進についての自治体の取組報告もあります。

3月19日（金）13：00～16：00

申し込み不要です。

ホームページDCネットをご覧ください。

＊当日報告資料を、ホームページDCネットに掲載します。

ぜひ、ご参考に！

お知らせ
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