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資料７ 第８期 世田谷区高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 素案（抜粋） 



　この「（仮）私の希望ファイル」は、これまでのあなたの人生（思
い出）を振り返りながら、これからの生活についての思いや願い等を
書き記すものです。
   このファイルは、あなたが自分らしく希望を持って暮らしていくた
めの大切な手立てになるものです。家族や身近にいる人に伝えたい想
いや希望を話したり、文章やイラストを書いたり、写真を貼る等ご自
由に工夫して創ってください。

　すべての欄に書く必要はありません。また、１度に書くのではな
く、家族や信頼できる人とゆったりとした気持ちになる時間や場所
で、話しながら書いてみてください。

　また、記入した後に気が付いたことや書き直したいことがあれば、
いつでも書き足したり書き替えてください。

記入日：　　　年　　月　　日

たたき台

表紙

Nonaka103
フリーテキスト
令和２年１０月２７日
　　第２回作業部会
　　　　資料１



フリガナ

◎ 続柄

明治・大正・昭和　　　　　　年　　　月　　　日　生

住所
〒　　　　　－

性別：男・女
氏名

家
族
や
知
人
の
連
絡
先

(

緊
急
連
絡
先
に
は
◎

)
氏名 連絡先（電話等）

自宅 携帯番号
電話

私のお気に入りの写真
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②私が学校に通っていた頃

私
の
人
生
史

①私の子ども時代

故郷のことや両親、きょうだいのこと等自由に書いてください。
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③私が社会に出てからのこと

④私の人生における大きな出来事

私
の
人
生
史
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私
の
人
生
史

⑤私の大切な人や場所

⑥家族や大切な人に知っておいてほしいこと
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私
の
大
切
な
生
活

⑦私が希望すること（望みややってみたいこと等）

⑧私の趣味・好きなこと・関心のあること

５ページ



私
の
大
切
な
生
活

⑩将来、受けるケアについての希望

⑨食べ物や飲み物、睡眠、身だしなみ、トイレのことについて

6ページ 



　この「（仮）私の希望ファイル」は、これまでのあなたの人生（思
い出）を振り返りながら、これからの生活についての思いや願い等を
書き記すものです。
　このファイルは、あなたが自分らしく希望を持って暮らしていくた
めの大切な手立てになるものです。家族や身近にいる人に伝えたい想
いや希望を話したり、文章やイラストを書いたり、写真を貼る等ご自
由に工夫して創ってください。

　すべての欄に書く必要はありません。また、１度に書くのではな
く、家族や信頼できる人とゆったりとした気持ちになる時間や場所
で、話しながら書いてみてください。

　また、記入した後に気が付いたことや書き直したいことがあれば、
いつでも書き足したり書き替えてください。

記入日：　　　年　　月　　日

書き方の説明

たたき台

表紙

Nonaka103
フリーテキスト
令和２年１０月２７日
　　第２回作業部会
　　　　資料２



フリガナ

◎ 続柄

明治・大正・昭和　　　　　　年　　　月　　　日　生

住所
〒　　　　　－

性別：男・女
氏名

家
族
や
知
人
の
連
絡
先

(

緊
急
連
絡
先
に
は
◎

)
氏名 連絡先（電話等）

自宅 携帯番号
電話

私のお気に入りの写真

あなたのお気に入りの写真など好きな
ものを貼ったり、書くスペースとして
自由にお使いください。

1 ページ



②私が学校に通っていた頃

（例）
・小学校では、手先を使って物を作ることが好きだったので、図工の時間が楽し
　かったです。

私
の
人
生
史

①私の子ども時代

（例）
・私は、子どもの頃よく近所の〇〇ちゃんとかくれんぼや三輪車に乗って遊んで
　ました。小さい頃から体を動かすことが好きな活発な子どもでした。

故郷のことや両親、きょうだいのこと等自由に書いてください。

あなたの子どもの頃の大切な思い出や出来事などを
書いてください。
例：子どもの頃に好きだった遊びや家での暮らし、
お気に入りのおもちゃ、友達、その他。
（写真などがあれば、それを使用してもよいです）
自分で書くことが難しければ、代わりに信頼できる
人に話して書いてもらうのもよいでしょう。

あなたが学校に通っていた頃の大切な思い出や出来事
などを書いてください。
例：好きだった授業、行事のこと、先生、友達、
その他。（写真や絵などでも自由に描いてください）

２ページ



③私が社会に出てからのこと

（例）
・初めての勤務地は、下町情緒のある町でした。先輩に教えてもらいながら
　外周りの仕事を一生懸命やって、緊張しましたがやりがいがあって楽し
　かったです。
・子育て中に自宅近くの図書館で、仲間と一緒に子どもたちに読み聞かせの
　ボランティア活動をしていました。親たちの交流もあって、本当に楽しい
　時間でした。

④私の人生における大きな出来事

（例）
・大きな病気をしたことがなく、健康に自信があったのだけれど、〇年前に
　転んで右足を骨折したことがとてもショックでした。あれから転ばないよ
　う、食生活を含めて気をつけています。

私
の
人
生
史

あなたが仕事をしていた時、仕事に関する大切な思い出や
興味関心のあったことを書いてください。
例：最初にした仕事、働いていた場所（在宅で働いていた場合はその
ことも書いてください）、好きだった仕事、地域で経験した役割、そ
の他。
（文章だけでなく、自由にスペースを使用してください）

あなたの人生に大きく影響したもの、出来事を書いて
ください。
ただし、あなたが他の人に知っておいてもらいたいと
思うことだけを書いてください。

３ページ 



私
の
人
生
史

⑤私の大切な人や場所

（例）
・遠くの故郷に住んでいる親や兄姉も含めて、家族が大切です。
・長く一緒に過ごしている愛犬の〇〇ちゃんが何よりの宝物。これからもで
　きるだけ一緒に暮らしたいと思います。

⑥家族や大切な人に知っておいてほしいこと

（例）
・できるだけ自分の家で生活することが希望ですが、家族が大変と感じること
　があれば抱え込まずに自分にちゃんと伝えてほしい。

あなたの人生において、大切な人を書いてください。
（例：家族、夫や妻。大切なペットのこと、その他）

また、あなたにとって、いちばん幸せなときを過ごした場
所、なじみのある場所の思い出を書いてください。
（例：建物、お店、ある地域の人や場所、その他の特別な意味
のある場所はどこですか）

文章だけでなく、自由にスペースを使ってください。

あなたが家族や大切な人に知っておいてもらいたいこと、
伝えておきたいことを書いてください。
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私
の
大
切
な
生
活

⑦私が希望すること（望みややってみたいこと等）

（例）
・今の生活を無事に日々怪我なく、病気もなく過ごせたらいいと思います。
　人に迷惑をかけないで日々過ごせたらいいなと思います。
・今、自分ができる楽しいと思うことをたくさんしたいと思います。

⑧私の趣味・好きなこと・関心のあること

（例）
・地域のサークルで書道をやっています。年１回開かれる書道展に出展するこ
　とが楽しみです。

あなたが興味関心のあること、趣味に関することを
書いてください。
例：好きな歌、聴きたい音楽の種類、スポーツ、本、
芸術その他。

あなたがこれからやりたいことや望むことを自由に書
いてください。

５ページ



私
の
大
切
な
生
活

⑩将来、受けるケアについての希望
（例）・住み慣れた自宅で、できるだけ長く暮らし続けたい。

⑨食べ物や飲み物、睡眠、身だしなみ、トイレのことについて
（例）
・朝食にパンを食べるのが習慣です。味付けはやや薄めが好きで、においの強い
　ものは苦手です。食器は軽いものがいいです。
・夜中に目が覚めた時に水分が欲しいので、いつも枕元に水筒を用意してます。
・服は動きやすいパンツスタイルが好きで、しわになりにくい生地がいいです。
・髪のカットはできたら１か月半くらいで切りたいです。シャンプーは香りが
　よくて刺激の弱いものがいいです。
・夜中に１回トイレにいくので、廊下に１つ灯りがあると安心です。

あなたが望む食事の時間、好きな食べ物、嫌いなものに
ついてなど、具体的な好みを書いてください。
食べたり飲んだりするのに何か手助けが必要であれば、
それについても書いてください。

心地よく眠るために大切にしていること、気分が落ち着く場
所や行いなどを書いてください。
例：寝室の明るさ、寝具、マッサージなど

自分の見た目、格好について、大切だと思うことを書いてく
ださい。例：服装や髪型、爪の手入れなど。何か手助けが必
要であれば、それについても書いてください。

トイレに関することで、あなたが気にしていることがあれば
書いてください。もし何か手助けが必要であれば、それにつ
いても書いてください。

あなたがもし将来、ケアを受けるときに何か希望があれば書いてください。
ケアにあたる人が、どのようにすれば一番良いかがわかるようなあなたに
とって大切なことを書いてください。

6ページ 



７月１５日 作業部会での「私の希望ファイル」についての主な意見 

項 目 主な意見 

ねらい・目的 

 

 

 

・条例を実現し、具体化するためのツールであり、埋もれていた欲求やエ

ネルギーを、本人や家族から発信して創り出す共有のツールである。 

                          （西田・永田） 

・「何を大事にして生きたいか」「こういうことがあれば希望を持って生

きられる」という生き方を大事にする。          （永田） 

・認知症になってからも、まだなってない区民も自分事として一緒に創

り出し、地域の在り方を変えていく。           （永田） 

・共に創ることで、未来の人生における希望に気付かせたり、周囲の人も

違う見方ができる等の効果が期待できる。また、仲間を作ったり、繋が

っていくきっかけになることも期待できる。     （遠矢・中澤） 

ポ イ ン ト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ねらいやイメージについて、誰にでもわかりやすい説明や共通イメー

ジを打ち出す。                     （永田） 

・残された時間をどう生き抜くか、病気の経過や状況により変化する。 

（遠矢） 

・本人の希望や意思を一貫して尊重し、具体的に実現していく。（西田） 

・書式を埋めて終了でなく、書きながら周囲とコミュニケーションを深

めていく。その時々で修正し、周囲の人は希望を尊重して関わる。 

（西田・遠矢・中澤） 

・実現できたら楽しい、嬉しいと思う内容の希望ファイルを共に創る。そ

のためには周囲の協力が必要であり、本人の希望からアクションが生

まれる。                     （永田・蓮見） 

方 法 

 

 

・本人の話（大事にしてきたこと、生き方、家族との関係等）や希望を丁

寧に聞くことから開始し、過去の人生を理解した上で、その人らしい

生き方を共に組み立てていく。           （西田・遠矢） 

・認知症本人の思いや希望の表現方法（文章、絵等）は自由にして、創意

工夫を共に行う。                 （永田・さきこ） 

・認知症になる前からあらかじめ希望ファイルに記載したり、話し合う。 

（西田・遠矢） 

資料１ 

Nonaka103
フリーテキスト
令和２年１０月２７日
　　第２回作業部会
　　　　資料３



展 開 方 法 ・本人が所持するのか、スタッフが作成するのか、共用して保管するのか 

イメージを明確にする。                 （小林） 

・本人の希望を表明し、皆で聞いて実現する地域を創る。   （西田） 

・地区ごとに集まって希望ファイルをテーマに話し合う場を創り、広げ

ていく。子供も関わっていく。         （大熊・永田・中澤） 

・作業部会委員（本人）が認知症カフェに参加して、自分なら希望ファイ

ルにどのような内容を創りたいかについて聞く。      （中澤） 

・学生等、若い世代との交流や人生についての学びの機会としても期待

できる。                        （永田） 

プロジェクト

として 

 

 

 

・知恵を出す時間が必要。条例計画の中でいつまでに作成するか、希望フ

ァイルを実現するロードマップ（タイムテーブル）を作成する。 

 例として、１年後、２年後の計画を重ねていくプランを条例計画の中

で位置付ける。                     （西田） 

・開始時は区全体としての取組みでなく、１町会や地区、或いは個人から

の取組み開始でもよく、できるところから開始する。 （佐久間課長） 

・自分の医療の受け方や生き方をどう考えるか、区で作成中の「ACP」と

繋がるとよい。                     （遠矢） 

本人にとって

の希望 

・希望という言葉は漠然としているが、自分にとってはささやかだが、

日々無事に周囲に迷惑をかけずに過ごすことが希望である。 （藤原） 

 



第１回作業部会での意見まとめ（当日模造紙） 

令和 2 年 10 月 27 日 

第２回作業部会 資料４ 

 



世田谷区
認知症とともに生きる

希望条例
わたしたちができる希望のまちづくり

令和2年
10月1日
施工

おとなでも、こどもでも、
誰もが無関係ではないのが、認知症です。
ひとりひとりが、希望を持って

自分らしく生きられ、
安心して認知症になれるまちを

区民みんなで一緒につくっていくために、
世田谷区はこの条例をつくりました。

1

認知症とともに生きる
わたしたち本人も参加して

つくりました

令和２年１０月２７日
第２回作業部会
資料５



この条例では４つの視点を
大切にしています

①いままでの認知症の考え方を変える。

②みんながこの先の「そなえ」をする。

③ひとりひとりが希望を大切にしあい、

ともに暮らすパートナーとして支えあう。

④認知症とともに今を生きる本人の希望と、

あたりまえに暮らせること(権利）を

いちばん大切に。

2



「希望条例」って、
どんな条例なのでしょうか

第１条(条例の目的は？）

わたしたちが認知症になっても、希望をもって
社会の一員として暮らすことができるよう、
基本となる考えかたを共有し、
みんながともに生きることができる、世田谷をつくることです。

第２条（その特徴は？）

わたしたちが認知症になってからも、
自分らしく元気にチャレンジすることができるよう、
「私の希望ファイル」をなどをつうじて、みんなで話し合い、
よりよく暮らす「そなえ」をしながら、
前を向いて生きることができる社会を、考えつづけることです。

第3条（その基本的な考え方は？）

どんな場所で暮らしていても、ひとりひとりの思いとちから、
そして、権利が大切にされ、
安心して認知症になれる地域をつくっていきます。
わたしたちが認知症であってもなくても、
一緒に歩いてくれる人が必要です。
おたがいをささえあう味方(パートナー）が、
身近にいるまちが、世田谷です。

第4条（世田谷区が責任をもってすること）

区は、この条例の目的を実現するために、
いつでも、認知症本人の立場にたち、
本人や家族、そして区民と一緒に、
希望のあるまちをつくっていきます。 3



条例は、どんなふうに
つくられたのでしょうか

条例をつくる検討委員会では、本人たちが積
極的に発言しました

●私は代弁者は必要としません。自分の言葉で話す、いまの自分をわ
かってもらいたい。（藤原さん）
●認知症というと軽い人から重い人までいるので、そこをどう理解し
てもらえるかが心配です。ひとまとめの認知症ではない。
●自分が認知症だということを理解するのに２～3年かかりました。そ
して、認知症だっていい、自分自身で生きていくんだと思って立ち上が
りました。この会議に参加したことで、自分の認知症はこれからだな、
と思っています。（長谷部さん）
●「認知症とともに生きる」というところでは、こどもを含めて、という
ことを強調したいんです。こどもにも認知症について、学ぶ場をつくっ
てほしい。（藤原さん）

ワークショップやパブリックコメント、
本人交流会でも、意見がたくさん出ました

●認知症の本人が自分で決めていくことが大切。
●認知症を、隠そうとする風潮が問題。
●やはり本人の話や意見を聞くのがいちばん。
●認知症になる前のそなえが大事。
●だれでも、いつかは認知症になる可能性がある。
●「サポーター(支援者）」よりも「パートナー(伴走者）」に。

4

区で暮らす本人と
さまざまな人たちの声が

この条例をつくりあげました



認知症についての
考え方を変えよう！

◆認知症は、おもに脳の記憶にかかわる機能が少しずつ低下し、
日々の暮らしをだんだんうまく送れなくなっていく状態です。

◆さまざまな病気が引き金になりますが、自分のからだやこころ、
そして環境や暮らし方によって、状態が大きく変化しやすい
特徴があります。「認知症についての考え方」が状態を大きく
左右しているのです。

◆ひとりひとりが、認知症についての「古い考え方」を、
「新しい考え方」に変えていくことが、これから先を、

ともによりよく暮らしていくための第一歩です。

5

ひとりひとりが、考えかたをチェンジ！

●他人ごと、自分に関係ない ●自分ごと、自分も関係ある

●わからない、できない ●わかる、できることがある

●へんなことをいい周囲が困る ●本人なりのワケがある
配慮ない環境で困っている

●思いがない、まわりが決める ●思いがある、自分が決める

●地域のなかで暮らせない ●地域のなかで暮らしつづける
隠す、地域から遠ざかる オープンにする、地域でともに

●支えられるだけ ●ちからをいかして活躍、支えあう

●あきらめ、ぼんやり、絶望的 ●あきらめず、楽しく、希望を

古い考え方 新しい考え方



世田谷区を希望のまちにするために、
区とみなさんができること

区ができること

区民の私たちができること

医療や介護、生活支援の関係者ができること

いっしょに！！ 6

●認知症本人が声を発信したり社会参加できるよう、ちからを入れとりくみます。
●認知症について区民がもっと理解できるよう、とりくみを進めていきます。
●「私の希望ファイル」で認知症への「そなえ」を進めていきます。
●認知症の講座など、学びの場をふやしていきます。
●認知症の可能性のある人に、世田谷区認知症在宅サポートセンターなどを
つうじて、すばやい対応と、応援をしていきます。

●本人や家族への支援の場をふやしていきます。
●地域のネットワークを、みんなでつくっていきます。
●そのための計画をつくり、希望のまちづくりを着実に進めていきます。

●認知症や、ともに生きることについての理解やつながりを深めるために、
講座やシンポジウム、地域のつどいや認知症カフェなどに参加しましょう。

●「私の希望ファイル」の取り組みには、だれでも参加できます。
●認知症の本人の声を聞き、自分でこれからできそうなこと考えてみましょう。
●自分も本人の「パートナー」として、一緒に楽しい体験を重ねていきましょう。
●認知症になってからも、自分の体験や思い、希望を伝え続けていきましょう。

●本人が自宅、病院、施設など、どこで暮らしていても、ひとりひとりの希望と
権利を大切にします。

●本人が必要なときに必要な支援をうけられるよう、関係者同士や地域との
つながりを深めます

●本人と家族が自分たちにあった支援を選べるように、必要な情報を
わかりやすくつたえます。

●「私の希望ファイル」を区民に伝え、いかしていくことを応援します。

「私の希望ファイル」
世田谷区独自の取り組みです。認知症になってからも、自分らしく希望
を持って暮らしていくために、認知症になる前から、自分の思いや希望、
意思を繰り返し書いていく過程としての文書、記録です。
このファイルは、認知症とともに生きることへの理解を深め、ともに希望
を実現していくための、共通の道具であり、そのしくみです



暮らしや地域を一緒につくる
ための窓口が身近にあります

こんなときには、つぎの窓口に相談を！！

世田谷区認知症在宅生活サポートセンター
☎ 03-6379-4315  

📠 03-6379-4316

世田谷区松原6-37-10

世田谷区保健医療福祉総合プラザ内

家族や近所の
人が認知症か
もしれない

最近、自分の
物忘れが気に
なってきた

地域でのつな
がりや、活動
の機会が
ほしい

医療や介護、
生活に役立つ

情報を
知りたい

本人同士の
交流会や認知
症カフェに参
加したい

認知症につい
て学びたい

7



みんなの身近な
“あんすこ”を知ろう、つながろう

世田谷には「あんしんすこやかセンター」が

28か所あります。
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令和２年９月２ 日 

高 齢 福 祉 部 

介護予防・地域支援課 

 

 

（仮称）世田谷区認知症とともに生きる希望計画の骨子（案）について 

 

 

 

１．主旨 

世田谷区認知症とともに生きる希望条例（案）第１６条第１項の規定に基づき策定する、

「（仮称）世田谷区認知症とともに生きる希望計画（以下、「計画」という。）」の骨子（案）

を取りまとめたので報告する。 

 

 

２．計画の骨子（案） 

（１）計画の背景 

（２）計画の位置づけ及び他の計画との関係 

（３）計画期間 

（４）計画の基本的な考え方 

（５）認知症施策の主な取組み項目 

（６）計画の推進体制 

 

 ・別紙 （仮称）世田谷区認知症とともに生きる希望計画の骨子（案） 

  

 

３．今後のスケジュール（予定） 

  令和３年  ２月    福祉保健常任委員会報告（計画案） 

３月    計画策定 

  

 

令和 2 年 10 月 27 日 

第２回作業部会 資料６ 



1 

 

（仮称）世田谷区認知症とともに生きる希望計画の骨子（案） 

 

区では、認知症とともに自分らしく暮らすことができる社会を実現するため、

世田谷区認知症在宅生活サポートセンターを拠点として認知症施策を総合的に

推進してきています。 

 令和２年１０月、世田谷区認知症とともに生きる希望条例（以下、「条例（案）」

という。）」の制定を予定しています。本条例（案）は、認知症は誰もがなり得

る可能性があり、全ての区民等が自らのこととして捉え、認知症があってもなく

ても、希望を持って、ともにより良く生きることができるよう、「一人ひとりの

希望及び権利が尊重され、ともに安心して自分らしく暮らせるまち、せたがや」

を目指しています。 

 この度、条例（案）第１６条に基づき、「（仮称）世田谷区認知症とともに生

きる希望計画（以下、「計画」という。）」を策定します。計画の策定にあたっ

ては、本人から直接意見を聴きながら進めていきます。 

なお、第８期世田谷区高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の検討を進めて

おり、それとの整合を図りながら、計画の策定に取り組みます。  

 

 

１．計画の背景 

・策定の趣旨 

・国などの動向 （認知症施策推進大綱など） 

・区の状況 

（高齢者人口、介護保険の要介護（要支援）認定者数、認知症高齢者数 

などの推移統計） 

 

２．計画の位置づけ及び他の計画との関係 

・条例（案）（第１６条） 

・区の総合的な計画 

（世田谷区基本構想、世田谷区基本計画、世田谷区新実施計画） 

・区の分野別計画 

（世田谷区地域保健医療福祉総合計画、第８期世田谷区高齢者保健福祉

計画・介護保険事業計画） 

 

３．計画期間 

   ・令和３年度～令和５年度 

 

別紙 
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４．計画の基本的な考え方 

・本人一人ひとりが、自分らしく生きる希望を持ち、その意思と権利が尊

重され、安心して暮らし続けることができる地域をつくります。 

・区民、地域団体、関係機関及び事業者が認知症に対し深い関心を持ち、

自らのことと捉え、参加と協働により、認知症とともにより良く生きて

いくことができる地域共生社会の実現を目指します。 

 

５．認知症施策の主な取組み項目 

（１）普及啓発・認知症への備え   

本人の声を積極的に発信し、条例の周知と合わせて、認知症への理解の普

及啓発に取り組むとともに、認知症への備えとして「私の希望ファイル」の

推進に取り組みます。 

 

・ 「私の希望ファイル」の推進 

誰もが認知症になる可能性があることを認識していただき、認知症にな

る前及び認知症になってからも自分らしく希望を持って暮らしていくた

めに、自らの思いや希望、意思を繰り返し書き記す過程やその文書、記録

を「私の希望ファイル」といいます。 

「私の希望ファイル」を取り組むことで、認知症への理解が深まるとと

もに、本人の希望の実現を支援することで、認知症でも暮らしやすい地域

共生社会を目指します。 

「私の希望ファイル」は、あんしんすこやかセンターのもの忘れ相談窓

口や講演会、認知症初期集中支援チーム事業などを通して、丁寧に説明し

ながら普及していきます。また、本人のパートナーであるケアマネジャー

や認知症対応型通所介護等の介護サービス事業者などへも取り組んでい

ただく機会を持ち、認知症に関する取り組みをしてきた地区や、認知症に

関心のある地区から進めるなど、また、その中の町会等と連携し、実際に

利用していただき、内容を更新しながら広く推進していきます。 

 

・ 認知症への理解の推進 

区民等が認知症及び地域共生社会に関する正しい知識及び理解を深め

ることができるよう、認知症サポーター養成講座や認知症講演会等の学習

の機会の提供を引き続き行うとともに、アルツハイマー月間でのイベント

開催など様々な機会を通して、広く推進していきます。 
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（２）早期対応・早期支援 

本人及び家族介護者へ、早期に対応し、早期に適切な支援を行うことで、

認知症の症状の進行を遅らせたり、家族の介護負担の軽減等に取り組みます。

また、本人が自ら発信する機会の充実及び施策へ参画できるよう、参加と協

働に取り組みます。 

 

・ 本人及び家族介護者への支援の充実 

本人同士の支えあい並びに社会参加活動としての「本人交流会」を引き

続き開催し、本人が自ら発信する機会の充実及び施策への参画ができるよ

う、参加と協働を推進します。また、引き続き、家族会や心理相談、スト

レスケア講座等の事業を通し、家族介護者等の孤立予防、仲間づくり、学

びあいを通して、介護負担の軽減等に取り組みます。 

 

（３）地域づくり・人材育成 

本人及び家族等が住み慣れた地域で安心して自分らしく暮らし続けるこ

とができるよう、地区高齢者見守りネットワーク・民生委員ふれあい訪問・

あんしんすこやかセンターによるあんしん見守り事業・高齢者安心コールの

４つの見守りの取組みと連携して、地域づくりを推進していきます。 

 

・ 認知症サポーターの養成・活動支援 

より多くの区民が認知症について正しく理解できるよう、認知症サポー

ター養成講座を各地域や学校等で開催します。さらに、認知症サポーター

ステップアップ講座、フォローアップ講座の内容を充実させ、認知症サポ

ーターが地域の担い手として、個人での活動だけでなくチームを作って活

躍できる仕組みづくりに取り組みます。 

 

・ 地域のネットワークづくり 

認知症在宅生活サポートセンターが、あんしんすこやかセンター等の後

方支援を行いながら、地域団体、関係機関及び事業者と連携し、地域のネ

ットワークの強化に取り組みます。 

地域で行っている「地区高齢者見守りネットワーク」や「高齢者見守り

ステッカー」、社会福祉協議会の「せたがやはいかい SOS ネットワーク」

等の活動と認知症サポーター等が連携し、地域住民同士のネットワークの

強化を図りながら、警察や消防とも連携し、本人に地域の目が行き届く地

域づくりを推進していきます。 

また、地域ケア会議等において、多職種で事例の共有を行うことにより、

医療・福祉の連携体制を強化していきます。 
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６．計画の推進体制 

認知症施策を総合的かつ計画的に推進するため、条例（案）第１８条の規定

に基づき、区長の附属機関として「世田谷区認知症施策評価委員会」を設置し、

達成状況等を確認し、計画を推進していきます。 



 

 

 

 

 

第８期 世田谷区 

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 
 

素案 

 

（令和３年度～令和５年度） 

（２０２１年度～２０２３年度） 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年９月 

世田谷区

別紙２ 

Nonaka103
フリーテキスト
令和２年１０月２７日
　　第２回作業部会
　　　　資料７

Nonaka103
フリーテキスト
（抜粋）
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センターが実施している介護人材発掘・就労支援の取組みを紹介するなど、「ポイ

ント事業」をきっかけにした新たな地域人材が活躍するための仕組みを充実させま

す。 

 

⑥ 地域での交流と活動を支える場の支援 

国や東京都の動向、区の第四次住宅整備方針(令和３～12年度)、空き家の実態調

査等も参考にしながら、今後の事業のあり方やマッチングについて、整理・検討し

ていきます。 

 

（４）認知症施策の総合的な推進 

 現在、「（仮称）世田谷区認知症とともに生きる希望条例」の制定に向け、検討を進

めており、その検討状況及び条例との整合を図りながら、施策を推進します。 

 

① 条例の啓発 

平成 31年４月から「（仮称）世田谷区認知症とともに生きる希望条例」の制定に

向け、学識経験者、専門医等から構成された検討委員会、及び認知症の人や家族を

含む区民や事業者等が参加したワークショップ等で意見を伺いながら、検討を進め

ており、令和２年 10 月の施行を目指しています。制定された条例を、各種媒体を活

用して周知するほか、認知症講演会や認知症サポーター養成講座、各種イベント等

において、広く周知していきます。また、医療・介護保険事業者だけでなく、商業

を営む各種事業者などの連絡会や会合などへも出向き、周知に取り組んでいきます。 

 

② 「私の希望ファイル」の推進 

現在発行している認知症ケアパスには、もしもの時に備え、「私の覚え書き」とし

て家族や親しい人などに伝えたいことを書き留めるページを設けていますが、「（仮

称）世田谷区認知症とともに生きる希望条例」の制定に合わせ、一人ひとりの意思

決定と自分らしく暮らし続ける備えとして、自らが希望する生活を繰り返し書き記

すことをより充実させた「私の希望ファイル」を作成し、積極的に普及啓発してい

きます。 

また、関係機関向けにも説明会や研修を開催し、「私の希望ファイル」の書き方や

使い方について医療機関や介護サービス事業者、支援機関等に広く伝わるように働

きかけていきます。さらに、よりわかりやすく使いやすいものとなるよう、実際に

利用した区民からのフィードバックをもとに内容を更新していきます。 

 

③  認知症への理解の推進 

区の認知症施策に関する情報や認知症の医療・介護サービス等の情報を、区ホー

ムページやパンフレット類等によって発信することに加え、認知症在宅生活サポー

トセンターホームページや機関誌等、様々な媒体を使用して普及啓発を行います。 

ＲＵＮ伴※１イベントやアルツハイマー月間イベントの開催を通じて、多世代の区
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民が認知症を理解する機会をつくります。また、認知症の人の声を積極的に発信し、

「（仮称）世田谷区認知症とともに生きる希望条例」の周知と併せて普及啓発に取り

組みます。 

（※１ 特定非営利活動法人認知症フレンドシップクラブが運営している、今まで認知症の

人と接点がなかった地域住民と認知症の人や家族、医療福祉関係者が一緒にタスキをつなぎ、

日本全国を縦断するイベント） 

 

④ 認知症への備えと軽度認知障害等への対応 

認知症への備えとして、社会参加と健康の保持増進の取組みを介護予防の取組み

と併せて推進します。また、軽度認知障害に関する講演会を開催し、軽度認知障害

（ＭＣＩ：Mild Cognitive Impairment）について広く普及啓発していきます。 

 

⑤ 相談・支援体制の充実(もの忘れ相談) 

認知症在宅生活サポートセンターがあんしんすこやかセンターの認知症専門相

談員の専門研修等を実施し、スーパービジョンを行うことで、もの忘れ相談窓口の

質の向上に取り組みます。また、あんしんすこやかセンターや地域のケアマネジャ

ーが認知症の専門的な相談ができるよう、認知症在宅生活サポートセンターによる

後方支援機能を推進します。 

身近な相談体制づくりとして、地区で地区型「もの忘れチェック相談会」及び地

域で啓発型「もの忘れチェック講演会」を実施するとともに、区民等への周知方法

の充実や相談医との連携を深めます。 

 

⑥ 訪問サービスによる在宅生活サポートの推進  

認知症初期集中支援チーム事業の円滑な運営及びさらなる支援の質の向上のた

め、あんしんすこやかセンターとチーム員との合同研修及び連絡会開催による人材

育成と事業の評価に取り組みます。 

医師による認知症専門相談事業については、本事業を必要とする人に適切に対応

できるよう、引き続きあんしんすこやかセンターとの連携を深めていきます。また、

あんしんすこやかセンターを対象とした認知症の総合アセスメント及び精神疾患

に関する研修の充実に取り組み、支援の質の向上を図ります。 

 

⑦ 認知症の人への支援の充実 

認知症カフェ未整備地区での立ち上げに向けた情報収集を行い、区内全ての地区

に認知症カフェを整備することで、身近な地区で気軽に認知症カフェに参加ができ

る地域づくりを実現します。 

社会参加型プログラムをより多くの通所介護事業所等にて実施できるよう、各事

業所を巡回し、普及啓発と活用支援に取り組みます。また、若年認知症の人を含む

軽度認知症の人が活躍できる機会の拡充として、有償ボランティア等謝礼の発生す

るプログラムを中心に新規のプログラム開発を行っていきます。 

本人同士の支えあい並びに社会参加活動としての本人交流会を引き続き開催し、
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認知症の人が自ら発信する機会の充実及び施策への参画ができるよう参加と協働

を推進します。 

 

⑧ 家族介護者等への支援の充実 

家族介護者等の介護負担軽減のために、引き続き家族会や心理相談を実施しなが

ら、ストレスケア講座の内容の充実を図ります。 

認知症在宅生活サポートセンターのホームページや機関誌等を活用し、家族会や

心理相談、ストレスケア講座等の普及啓発の工夫を行い、家族介護者等の孤立予防、

仲間づくり、学び合いを通しての社会参加の推進を図ります。 

  家族会交流会を開催し、家族会同士の活性化及びインフォーマルなネットワーク

づくりを支援します。また、家族会を巡回し、各団体が抱える課題やニーズを把握

するとともに、希望に応じて認知症ケアに関する勉強会を開催すること等により、

家族会の運営支援を行います。 

 

⑨ 認知症サポーターの養成・活動支援 

より多くの区民が認知症について正しく理解できるよう、認知症サポーター養成

講座を各地域で開催します。また、小・中学生から認知症について理解を深めるた

めに、学校と協力しながら講座を開催していきます。 

さらに、チームオレンジ※２創設に向けた取組みとして、認知症サポーター養成講

座、ステップアップ講座、フォローアップ講座の内容を充実させ、認知症サポータ

ーが地域の担い手として活躍できる仕組みづくりを行います。また、認知症の人や

その家族も担い手の一員（ピアサポーター等）として社会参加できるよう取り組ん

でいきます。 

 （※２ ステップアップ講座を受講した認知症サポーター等が支援チームを作り、認知症

の人やその家族の支援ニーズに合った具体的な支援につなげる仕組み） 

 

⑩ 地域のネットワークづくり 

認知症在宅生活サポートセンターが、あんしんすこやかセンター等の後方支援を

行いながら地域のネットワークづくりに取り組みます。また、地域ケア会議等にお

いて多職種で事例の共有等を行うことにより、医療・福祉の連携体制を強化します。 

認知症サポーターによる見守り活動を地域全体で推進し、認知症サポーターをは

じめとする地域住民同士のネットワークの強化を図りながら、警察署等の関係機関

と連携し、認知症の人に地域の目が行き届く地域づくりを推進します。 

福祉人材育成・研修センターにて開催する多職種協働研修や認知症の緩和ケア研

修の内容を充実させることにより、専門職の認知症ケアの質の向上及びネットワー

クづくりを図ります。 

 

 

  


