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Ⅲ 地域包括支援センター

１ 地域包括支援センターの設置 2018年度-2020年度運営方針記載案 重点事業における具体的数値目標（単年度の目標）
センター内

評価 H30.2時点での実施評価

高齢者人口の増加に伴い、身近な地域で相談体制を整え、
高齢者に対する細やかな支援にあたるため、平成29年度に
おいては、市内３か所に、地域包括支援センターを設置し、
それぞれに保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員（以
下「常勤専門職」という。）を配置することとします。

高齢者人口の増加に伴い、身近な地域で相談体制を整え、高
齢者に対する細やかな支援にあたるため、平成29年度におい
ては、表２のとおり、市内３か所に地域包括支援センターを設
置しする他、それぞれに、担当圏域の第一号被保険者数や相
談対応件数に応じて、保健師・社会福祉士・主任介護支援専
門員（以下「常勤専門職」という。）を配置することとします。

(数値目標なし） B

目標どおり、市内３か所に地域包括支援センター
を配置することは出来たが、西白井駅前地域包
括支援センターについては、第1号被保険者数が
6,000人を超過し、相談支援件数が想定よりも多
かった。常勤専門職の配置が不足していたため、
評価Bとした。

地域包括ケアシステムの構築に向けて、「在宅医療・介護連
携の推進」「認知症施策の推進」「地域ケア会議の推進」「生
活支援体制整備」の充実が必要であり、今後、後期高齢者
の増加によって、相談支援件数の増加・困難性や緊急性の
高い事例の増加が見込まれることから、白井市地域包括支
援センターに、施策立案、３か所のセンター間の総合調整や
地域ケア会議開催、「困難事例」に対する技術支援といった
後方支援などを行う「基幹型センター」としての機能を設けま
す。

　また、今後は、地域包括ケアシステムの構築に向けて、「在
宅医療・介護連携の推進」「認知症施策の推進」「地域ケア会
議の推進」「生活支援体制整備」の充実が必要であり、今後、
後期高齢者の増加によって、相談支援件数の増加・困難性や
緊急性の高い事例の増加が見込まれます。ることから、これを
受け、白井市地域包括支援センターに「基幹型センター」として
の機能をおき、施策立案、３か所のセンター間の総合調整や地
域ケア会議開催、「困難事例」に対する技術支援といった後方
支援を行ないます。

(数値目標なし） B

直営に基幹型センター機能をおき、各分野の施
策の推進の他、困難事例に対する支援等を行
なった。課題支援型地域ケア会議を基幹型が開
催し、各地域包括支援センターの事例を検討した
り、センターごとにケース検討会議を行なうなどし
たが、高齢者虐待通報や対応困難事例の相談
が、特に西白井駅前地域包括支援センター圏域
に多く寄せられ、基幹型として充分な後方支援が
出来たとはいえない。

白井駅前地域包括支援センターについては、特別養護老人
ホームさつきの里内に設置していましたが、担当地区住民の
利便性に配慮し、平成30年度中に、白井駅前センターに移転し
ます。

- （白井駅前地域包括支援センターの移転につい
ては未記載）

２ 地域包括支援センター運営に関する基本方針 センター内
評価 H30.2時点での実施評価

(1)　組織・運営体制及び市との連携

●各地域包括支援センター、その他の関係機関が出席する
連絡調整会議を月1回開催します。

●各地域包括支援センター、その他の関係機関が出席する連
絡調整会議を月1回開催します。

(数値目標なし） A 連絡調整会議は、月1回開催することが出来た。

●各地域包括支援センターにおいて、高齢化率や要介護認
定者数、地域の量的・質的ニーズなど担当圏域の特性を分
析し、地域包括支援センターごとの目標を定めて運営にあた
ります。

●各地域包括支援センターにおいて、高齢化率や要介護認定
者数、地域の量的・質的ニーズなど担当圏域の特性を分析し、
地域包括支援センターごとの目標を定めて運営にあたります。

(数値目標なし） B

年間計画書において、各地域包括支援センター
の担当圏域の特性を分析し、センターごとの目標
を定めて運営に当たることが出来たが、ニーズの
分析については、充分に整理が出来ているとは
いえない。

●地域包括支援センターが受けた介護サービスに関する相談
を白井市地域包括支援センターにおいてとりまとめ、保険者
（介護保険班）に報告・協議するなど、保険者との連携を図りま
す。

（※備考　：　国による財政的インセンティブ項
目・・・「地域包括支援センターが受けた介護サー
ビスに関する相談について、地域包括支援セン
ターから保険者に対して報告や協議を受ける仕
組みを設けている」）

2018年度-2020年度運営方針記載案 重点事業における具体的数値目標（単年度の目標）

H29地域包括支援センター運営方針記載内容 実施評価 平成29年度 重点事業における具体的数値目標 次期運営方針記載案 資料２ 
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(2)　個人情報の保護 2018年度-2020年度運営方針記載案 重点事業における具体的数値目標（単年度の目標）
センター内

評価 H30.2時点での実施評価

●地域包括支援センターは、業務上高齢者等の心身や家族
の状況等、多くの個人情報を知り得る立場にあります。その
保護については、白井市個人情報保護条例に基づき、情報
の漏えい防止、第三者への情報提供及び目的外利用の禁
止等、情報管理を徹底するとともに、内部規程やセキュリ
ティ体制の構築等万全の措置を講じます。

●地域包括支援センターは、業務上高齢者等の心身や家族の
状況等、多くの個人情報を知り得る立場にあります。その保護
については、白井市個人情報保護条例に基づき、情報の漏え
い防止、第三者への情報提供及び目的外利用の禁止等、情
報管理を徹底するとともに、内部規程やセキュリティ体制の構
築等万全の措置を講じます。

(数値目標なし） B

個人情報の漏洩や第三者への情報提供、目的外
利用に関する問題は発生しなかったが、書庫の
鍵の管理や個人情報管理簿などについて対応が
充分ではなかった。

●個人情報の保護については、非常勤職員を含めた全職員
を対象に研修会を実施し、個人情報保護のルール周知を徹
底します。

●個人情報の保護については、非常勤職員を含めた全職員を
対象に研修会を年１回実施し、個人情報保護のルール周知を
徹底します。

(数値目標なし） A
平成29年11月～12月に、地域包括支援センター
に勤務する全ての職員に対して、個人情報保護
に関する研修会を実施した。

(3)　利用者満足の向上 2018年度-2020年度運営方針記載案 重点事業における具体的数値目標（単年度の目標）
センター内

評価 H30.2時点での実施評価

●地域包括支援センターの増設について、市民その他地域
関係者に、リーフレット配布・会合への参加等により広く周知
し、各担当圏域内の相談が各地域包括支援センターに寄せ
られるようにします。

●地域包括支援センターについて、市民その他地域関係者
に、リーフレット配布・会合への参加等により広く周知し、すると
ともに、医療機関にポスターやリーフレット配置を依頼するなど
して、各担当圏域内の相談が各地域包括支援センターに寄せ
られるようにします。

(数値目標なし） B

年度当初に、全戸配布で地域包括支援センター
の周知を行なったほか、地区社会福祉協議会の
食事会やサロン等に参加し、周知を行なった。し
かし、ニーズ調査によると、地域包括支援セン
ターの認知度は充分とは言えず、今後も様々な
形で周知を行なっていく必要がある。

●定期的に広報、市のホームページ更新を行うほか、「介護
サービス情報公表システム」に地域包括支援センター情報を
掲載・更新します。

（※備考　：　国による財政的インセンティブ項
目・・・「介護サービス情報公表システム等への地
域包括支援センター事業内容・運営内容公表」）

●地域包括支援センターへの要望や苦情があった場合、セ
ンター内で情報共有するとともに、速やかに改善策を検討
し、相手にその内容を報告します。併せて、基幹型センター
に報告を行います。

●地域包括支援センターへの要望や苦情があった場合、セン
ター内で情報共有するとともに、速やかに改善策を検討し、相
手にその内容を報告します。併せて、基幹型センターに報告を
行います。

(数値目標なし） A

毎月提出する月報において、地域包括支援セン
ターへの要望や苦情は確認している。個別支援
において、要望等があった際には、担当に伝達し
改善を図った。

●地域包括支援センターに、同時に複数の来所相談者が
あった場合、お互いの相談内容が聞こえないようにするな
ど、プライバシーが守られるよう配慮します。

●地域包括支援センターに、同時に複数の来所相談者があっ
た場合、お互いの相談内容が聞こえないようにするなど、プラ
イバシーが守られるよう配慮します。

(数値目標なし） B

白井駅前センターについては、特別養護老人
ホーム内に事務室や相談室があり、居宅介護支
援事業所と隣接するため、相談者のプライバシー
確保が困難であった。西白井駅前地域包括支援
センターについては、来所者が重複することが
時々あり、場所を分けるように工夫した。

(4)　公正・中立性確保 2018年度-2020年度運営方針記載案 重点事業における具体的数値目標（単年度の目標）
センター内

評価 H30.2時点での実施評価

●指定介護予防支援や介護予防ケアマネジメントに関する
居宅介護支援事業所への委託や、要介護認定者に関する
居宅介護支援事業所の紹介、利用する介護保険サービス
事業者の選定においては、利用者の居住地域やニーズに
応じて公正中立に行うこととし、選定の理由や経緯を記録に
残します。

●指定介護予防支援や介護予防ケアマネジメントに関する居
宅介護支援事業所への委託や、要介護認定者に関する居宅
介護支援事業所の紹介、利用する介護保険サービス事業者
の選定においては、利用者の居住地域やニーズに応じて公正
中立に行うこととし、選定の理由や経緯を記録に残します。

(数値目標なし） B
公正中立が確保できるよう、各職員が心がけた
が、選定の理由や経緯を記録に残す点について
は、徹底できなかった。

●指定介護予防支援や介護予防ケアマネジメントの契約にあ
たっては、複数の居宅サービス事業所の紹介を求めることが
可能である旨を、利用者や家族に説明します。

（※指定居宅サービス等の事業の人員、設備及
び運営に関する基準等の一部改正省令において
義務化）
※H30.2.21追加

●この運営方針及び業務仕様書に基づき効果的、効率的な
運営がなされているか、自己評価を実施するとともに、市の
定期的な点検を受け、公平性・中立性を確保します。

●この運営方針及び業務仕様書や各種関係法令に基づ適正
な運営がなされているか、自己評価を実施するとともに、市の
定期的な点検を受け、公正・中立性を確保します。

(数値目標なし）

（年度末に実施するとともに、翌年度運営協議会
に図り、点検を受ける予定）
（※指定介護予防支援について法令遵守の状況
に関する報告あり）
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(5)　包括的支援事業実施に関する重点事項 2018年度-2020年度運営方針記載案 重点事業における具体的数値目標（単年度の目標） H30.2時点での実施評価

●総合相談支援、権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメン
トの実施については、常勤専門職の専門性が発揮され、運
営形態を問わず、各地域包括支援センターの力量が均一に
向上し、支援困難性の高い事例にも適切に対処できるよう、
定期的に情報交換の機会を設けるとともに、基幹型センター
による後方支援や指導を行います。

　第７期白井市高齢者福祉計画・白井市介護保険事業計画に
定めるほか、下記に事項に重点をおいて取り組みます。
●総合相談支援、権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメント
の実施については、常勤専門職の専門性が発揮され、運営形
態を問わず、各地域包括支援センターの力量が均一に向上
し、支援困難性の高い事例にも適切に対処できるよう、定期的
に情報交換の機会を設けるとともに、基幹型センターによる後
方支援や指導を行います。

(数値目標なし） B

直営地域包括支援センターに基幹型センターの
機能を設け、各センターで月1回のケース検討を
行なったり、困難事例に同行訪問や相談同席な
ど行なったが、困難事例が多く、充分な後方支援
を行なうことは出来なかった。

●地域包括支援センターの増設について、地域高齢者への
周知を図ります。また、担当地域高齢者の実態を把握する
ため、高齢者世帯への訪問調査を行います。

●地域包括支援センターの増設について、地域高齢者への周
知を図ります。また、担当地域高齢者の実態を把握するため、
高齢者世帯への訪問調査を行います。

（実態把握は引き続き実施するが、重点事業からは削除する）

(数値目標なし） C

増設に関する周知は、年度当初にリーフレットの
全戸配布を行なった。実態把握については、今回
増設した2か所の地域包括支援センターとも、目
標とした200件に届くことが出来なかった。原因と
しては、総合相談・権利擁護対応が多く、実態調
査訪問を行なう余裕が持てなかった。センター内
に電話を受理する留守番をおく必要があるため、
これも訪問に出にくい原因となった。

●軽度の機能低下がみられる高齢者（要支援者や事業対象
者）が自立した生活を送ることができるよう、自立支援型地域
ケア会議や研修会などを通じて、介護予防に資するケアマネジ
メントの向上を図ります。

●地域共生社会の実現に向けて、住民同士の見守りや支え合
いのある地域づくりを進めるほか、成年後見人の活動支援や、
親族に頼れない人の終末期・死後への備えの取組みを充実さ
せます。

●介護教室や介護者の交流会を実施するなど、介護に取り組
む家族等への支援を充実させます。

（包括的支援事業のうち、この３点を重点事業とし
て定めたい）
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３　地域包括ケアシステムの構築目標（第６期計画期間中） 2018年度-2020年度運営方針記載案 重点事業における具体的数値目標（単年度の目標）
センター内

評価 H30.2時点での実施評価

(1)   地域包括支援センターの増設により、高齢者の相談支
援や権利擁護、包括的継続的ケアマネジメント業務が円滑
に行われ、充実が図られるようにします。【市全域・担当圏域
単位】

(1)   地域包括支援センターの増設により、高齢者の相談支援
や権利擁護、包括的継続的ケアマネジメント業務が円滑に行
われ、充実が図られるようにします。【市全域・担当圏域単位】

(数値目標なし） B

増設により、各圏域の相談支援、権利擁護、包括
的継続的ケアマネジメント実施体制が整い、充実
することができたが、特に西白井駅前地域包括支
援センターにおける相談件数が多く、職員配置が
不足していたと判断している。

(2)   地域包括ケアシステムの鉢植え図の「土」（介護予防・
生活支援）が耕され、平成37年までに、住民主体の介護予
防・地域全体での支え合い・交流・見守りの場が確保されて
いるよう団塊の世代を主要なターゲットとして、多様な働きか
けを行います。【市全域】

(4)   地域包括ケアシステムの鉢植え図の「土」（介護予防・生
活支援）が耕され、平成37年までに、住民主体の介護予防・地
域全体での支え合い・交流・見守りの場が確保されているよう
多様な世代に団塊の世代を主要なターゲットとして、多様な働
きかけを行います。【市全域】

①生活支援コーディネーターの委託先と連携し、第1
層協議体を創設、年3回以上開催する。従来の地域
ぐるみネットワークふれあい会議を第2層協議体とし
て、運営委託し、圏域毎に月1回程度開催する。
② しろい高齢者みまもりネットによる「緩やかな見守
り」に加えて、地域住民同士の訪問等による見守りの
仕組みを整え、全市で実施する。
③ -1　「しろい高齢者みまもりネット」の協力事業者、
協力団体、協力機関を対象に、見守りや支え合いを
考える研修会・連携会議を開催する（年１回）。
③　-2しろい高齢者みまもりネットの活動状況を報告
する「見守りレポート」を年4回発行するほか、市内で
発生した所在不明者情報・消費者被害情報を、メー
ルやファックスで随時送信する。
④ 高齢者の社会参加の場を増やし、生活支援サー
ビスの担い手を確保する機会とするため、中高年齢
者を対象とした就職・ボランティア　マッチングイベン
トを開催する（年１回）。

A

①生活支援コーディネーターと連携し、第1層協議
体を設置し、年3回の会議を開催した。第2層とし
た地域ぐるみネットワークふれあい会議は、7月
から圏域毎に月1回開催した。

② しろい高齢者みまもりネットによる「緩やかな
見守り」に加えて、地域住民同士の訪問等による
見守りの仕組みを整え、全市で実施できる体制を
整えた。

③ -1　「しろい高齢者みまもりネット」
研修会・連携会議１回、見守りレポートを年3回発
行、所在不明者情報・消費者被害情報の情報送
信を実施した。
消費者被害防止の強化のため、商工振興課と協
力のうえ、ネットワーク事業を消費者安全地域協
議会に位置づけた。

④就職・ボランティア　マッチングイベントを1回開
催

(3)   地域包括ケアシステム構築に向けた「本人の選択・本
人家族の心構え」、介護保険の理念（自立支援）を市民や企
業等に分かりやすく伝え、自助や互助、セルフマネジメントの
重要性が浸透するように働きかけます。【市全域・担当圏域
単位】

(5)   地域包括ケアシステム構築に向けた「本人の選択・本人
家族の心構え」、介護保険の理念（自立支援）を市民や企業等
に分かりやすく伝え、自助や互助、セルフマネジメントの重要性
が浸透するように働きかけます。【市全域・担当圏域単位】

(数値目標なし） B

地域包括支援センターガイドを作成して全戸配布
し、その中で、地域包括ケアシステムや自助・互
助の重要性について周知したが、全体として周知
が充分であったとはいえない。

(4)   認知症になっても、医療が必要になっても、住み慣れた
地域で安心して暮らし続けることができるように、認知症支
援と医療・介護の連携推進のための取り組みを行います。
【市全域】

(1) 認知症初期集中支援チームを設置して適切な支援が行な
えるよう機能の充実をはかるとともに、認知症カフェ活動を定
着させるなど、認知症になっても安心して暮らせる地域づくりを
進めます。【市全域】

(2)　在宅医療・介護連携、認知症対策推進協議会における検
討により、在宅医療充実のための具体的な取り組みに着手す
るほか、救急時に適切に情報把握し、緊急連絡先に連絡がで
きるよう、救急医療情報キットの配布と更新を働きかけます。
【市全域】

(3)　自立支援・重度化防止が実現するよう、ケアマネジメント研
修や地域ケア会議を実施し、地域のリハビリ職の介護予防へ
の参画を進めていきます。

① ケアパス普及啓発のため年１回、多職種協働研
修に併せて相談拠点へ周知協力を依頼する。
② 認知症初期集中支援チーム設置に向け、認知症
初期集中支援チーム検討委員会を年４回開催する。
③ 各地域包括支援センターに認知症地域支援推進
員を１名以上配置。協力して認知症対策連絡会を運
営し、認知症施策の課題の洗い出し、具体的な行動
計画を立案する。
④　市民に認知症についての正しい理解の普及のた
め、９月を認知症周知啓発月間としてさまざまな場面
で啓発をしていく。
⑤　各地域包括支援センターで認知症サポーター養
成講座を年２回開催。
目標値：講座受講者数　約1,000人。
認知症パートナー養成講座（サポーターフォローアッ
プ研修）を年1回実施し、活動の場につなぐ。

B

①3/7多職種連携研修時に周知協力依頼を実施
予定。

②設置に向けて、３回実施。把握方法やかかりつ
け医との連携など意見をいただいた。

③各地域包括支援センターに認知症地域支援推
進員配置。認知症対策連絡会において、当事者
／家族支援の視点から話し合いを実施し、おおむ
ね課題の洗い出しや具体的な行動計画の立案が
行えている。

④認知症周知啓発月間として、認知症川柳を
テーマに多世代を巻き込んだ周知啓発を行うこと
ができた。

⑤認知症サポーター／パートナー養成講座ともに
目標どおり実施することができたが、講座受講数
1000人には至っていない。、
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Ⅴ 各分野に関する方針 2018年度-2020年度運営方針記載案 重点事業における具体的数値目標（単年度の目標）
センター内

評価 H30.2時点での実施評価

１年後の目標：個別世帯を支援するネットワーク・地域包括
支援センターの担当圏域内のネットワーク・市全体の専門職
ネットワークが充実すること

３年後の目標：個別世帯を支援するネットワーク・地域包括支
援センターの担当圏域内のネットワーク・市全体の専門職ネッ
トワークが充実すること

●各担当圏域で、介護事業者・医療機関・民生委員・ボラン
ティア等の関係者を集めた担当圏域ネットワーク会議を開催
し、地域包括支援センターの周知を図るとともに、担当圏域
関係者のつながりを深める機会とします。【担当圏域単位】

●各担当圏域で実施されるサロン・民生委員や地区社会福祉
協議会の会議・地域密着型サービス事業所が行なう運営推進
会議・見守りパートナーの交流会や見守り拠点チーム意見交
換会等に積極的に参加し、担当圏域関係者と連携を深め、相
談しやすい関係づくりを進めます。【担当圏域単位】

(数値目標なし） D

総合相談等の業務量が多く、担当圏域ネットワー
ク会議を行なうことが出来なかった。一方、地区
社会福祉協議会の行事やサロン、地域密着型運
営事業者の運営会議等に参加する機会が多く、
周知を行なったり連携を図ることは出来た。新た
な会議を設けて関係機関を招集するのではなく、
各関係機関が実施している会議に積極的に参加
する方針としたい。

●市内の医療職及び介護職を対象に、在宅医療・介護連携
研修会を開催し、医療職と介護職のネットワーク構築を進め
る機会とします。【市全域】

●市内の医療職及び介護職を対象に、在宅医療・介護連携研
修会を開催し、医療職と介護職のネットワーク構築を進める機
会とします。【市全域】

①在宅医療・介護連携の課題の抽出、対応策の検
討を行う協議会を年4回開催する。
課題解決に向けたワーキンググループを3つ立ち上
げる。（救急時情報連携、多職種連携研修企画、認
知症）
②多職種連携を図る目的で、多職種連携研修会を
年4回開催。研修企画ワーキンググループにより、研
修内を決定する。

A

・白井市在宅医療・介護連携、認知症対策推進協
議会を設置し、年間4回開催した。また、３つの課
題別ワーキングを設置し、救急時情報連携を目
的とした救急医療情報シートの作成、運用に至っ
た。
・多職種の顔の見える関係づくりを目的とした研
修会を研修企画ワーキングメンバーにより企画
し、年間4回開催できた。

２ ケアマネジャーに対する支援・指導の実施方針 2018年度-2020年度運営方針記載案 重点事業における具体的数値目標（単年度の目標）
センター内

評価 H30.2時点での実施評価

１年後の目標：ケアマネジャーがケアマネジメント上の困難
を感じたときに、各地域包括支援センターへの相談につなが
るよう、周知を行うととともに、信頼関係を構築すること。全て
の地域包括支援センターがケアマネジャーを支援・指導する
力量を向上させること。

３年後の目標：ケアマネジャーがケアマネジメント上の困難を
感じたときに、各地域包括支援センターへの相談につながるよ
う、周知を行うととともに、信頼関係を構築すること。全ての地
域包括支援センターがケアマネジャーを支援・指導する力量を
向上させること。ケアマネジャーの支援力が向上するとともに、
介護保険の理念に沿った、自立支援型のケアマネジメントが実
践されていること。

●ケアマネジャーを対象とした介護予防ケアマネジメントの
研修を開催し、自立支援型ケアプランの作成方法を学ぶ機
会とします。【市全域】

●ケアマネジャー等を対象とした介護予防ケアマネジメントの
研修や自立支援型地域ケア会議を開催し、自立支援型ケアプ
ランの作成方法を学ぶ機会とします。【市全域】

(数値目標なし） A １１月に介護予防ケアマネジメント研修会、２月に
自立支援型地域ケア会議の研修を実施。

●地域包括支援センター連絡調整会議において、要支援認
定者及び事業対象者に対するケアプラン改善、ケアプラン点
検を目的とした自立支援型地域ケア会議を開催します。【市
全域：一部新規】

（地域ケア会議の項に移行）

①　-3　事業対象者・要支援認定者の生活課題の解
決（自立支援）をめざすケアマネジメントの質の向上
を目的とした「自立支援型地域ケア会議」を年６回開
催する。

B

９月からモデル実施。実施方法など整理が必要
な部分・課題があり、来年度の本格実施に向けた
整理や助言者向けの勉強会などの必要性があ
る。

●主任ケアマネジャーの指導力の向上、スキルアップを図る
ことを目的として、情報交換や勉強会の機会を設けます。
【市全域】

●主任ケアマネジャーの指導力の向上、スキルアップを図るこ
とを目的として、情報交換や勉強会の機会を設けます。【市全
域】

(数値目標なし） B
特に主任ケアマネジャーの更新についての関心
が高く、情報交換が主となった。またケアマネカ
フェの後方支援を行った。

●介護保険サービスのみならず、地域の多様なインフォーマ
ルの資源を含めた包括的なケアマネジメントを実現できるよ
う、白井市の既存資源に関する情報を収集整理して、ケアマ
ネジャーに提供します。【市全域・担当圏域単位】

●介護保険サービスのみならず、地域の多様なインフォーマル
の資源を含めた包括的なケアマネジメントを実現できるよう、白
井市の既存資源に関する情報を収集整理して、ケアマネ
ジャーに提供します。【市全域・担当圏域単位】

【一部関連】
・基準を緩和した通所型サービス、短期集中サービ
スなどの創設に向けて課内、および関係機関との検
討を進めていく。
・ＮＰＯやボランティアによるサービスについて協議体
で検討して具体化していく。
・総合事業の周知を進めるため、市民向け、事業所
向けのパンフレットを作成する

B

・通所型サービスや短期集中サービスについて
検討したが、具体的なサービス創設には結びつ
かなかった。
・インフォーマルな資源の周知については、現在
進めている状況にあるが、完成していない。
・総合事業の市民向け、事業所向けパンフレット
は作成した。

１　介護事業者・医療機関・民生委員・ボランティア等の関係者との　　ネットワーク（地域社会との連携及び専門職との連携）
構築の方針
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２ ケアマネジャーに対する支援・指導の実施方針 2018年度-2020年度運営方針記載案 重点事業における具体的数値目標（単年度の目標）
センター内

評価 H30.2時点での実施評価

●地域ケア会議の結果報告や、ケアマネジメントに役立つ
情報を掲載した「けあまね通信」を発行します。【市全域】

●地域ケア会議の結果報告や、ケアマネジメントに役立つ情
報を掲載した「けあまね通信」を発行します。【市全域】

(数値目標なし） A
予定どおり、地域ケア会議結果報告やケアマネジ
メントに関する情報を掲載した「けあまね通信」を
発行した（年8回予定）。

●基幹型地域包括支援センターにおいて、介護支援専門員か
ら受けた相談事例の内容を整理・分類し、経年的に件数や傾
向を把握し、運営協議会で報告します。【市全域】

（※備考　：　国による財政的インセンティブ項
目・・・「地域包括支援センターが介護支援専門員
から受けた相談事例の内容を整理・分類した上
で、経年的に件数を把握する」）

３ 地域ケア会議の運営方針 2018年度-2020年度運営方針記載案 重点事業における具体的数値目標（単年度の目標）
センター内

評価 H30.2時点での実施評価

１年後の目標：各担当圏域での地域ケア個別会議を充実さ
せるとともに、第７期計画策定に向けて、地域ケア推進会議
を新規創設すること。

３年後の目標：各担当圏域での地域ケア個別会議を充実させ
るとともに、第７期計画策定に向けて、地域ケア推進会議を新
規創設すること。地域ケア個別会議について、会議の目的に
沿った運営ができるよう、地域包括支援センターの運営スキル
を向上させるとともに、地域ケア会議の全ての機能が実現でき
るよう、それぞれの会議体を充実させる。

●個別事例に関する関係者を集めた「ご近所支え合い会議
（地域ケア個別会議）」を各担当圏域で開催し、個別ネット
ワークの構築を図るとともに、そのネットワークが他の高齢
者や地域全体にも活用できるように工夫します。各地域包括
支援センターは、基幹型センターに、事例の概要と把握され
た地域課題を提出します。【担当圏域単位】

●個別事例に関する関係者を集めた「ご近所支え合い会議
（地域ケア個別会議）」を各担当圏域で開催し、個別ネットワー
クの構築を図るとともに、そのネットワークが他の高齢者や地
域全体にも活用できるように工夫します。各地域包括支援セン
ターは、基幹型センターに、事例の概要と把握された地域課題
を提出します。【担当圏域単位】

① -1各地域包括支援センターで、高齢者の個別課
題について本人や親族、関係者と検討し解決に向け
る「ご近所支え合い会議」を最低年２回開催する（３セ
ンター×２＝６回）。

D
ご近所支え合い会議については、直営で1回実施
したのみで、目標とする６回を実施することが出
来ない見通しである。

●ケアマネジャーや地域包括支援センター専門職が対応に
困難を感じている事例等を提出し、多職種から助言を受ける
課題支援型地域ケア会議を開催し、ケアマネジメントや個別
対応支援を行うとともに、資質向上の機会とします。【市全
域】

●ケアマネジャーや地域包括支援センター専門職が対応に困
難を感じている事例等を提出し、多職種から助言を受ける課題
支援型地域ケア会議を開催し、ケアマネジメントや個別対応支
援を行うとともに、資質向上の機会とします。【市全域】

① -2　市内ケアマネジャーや地域包括支援センター
担当で、対応困難な事例などを出し合い、管理栄養
士・歯科衛生士・薬剤師・理学療法士など専門職によ
る助言が受けられる「課題支援型地域ケア会議」を
年８回開催する。

A

課題支援型地域ケア会議、自立支援型地域ケア
会議とも、目標とした回数を実施することが出来
る見通しである。千葉県主催の研修において、両
会議に関する取り組み報告を行なった。

●課題支援型地域ケア会議について、法律や税、社会保険な
どの専門職から助言が受けられる権利擁護型の会議を開催
し、成年後見人や地域包括支援センターの権利擁護活動を支
援します。【市全域】

（備考･･･成年後見制度利用促進法における「協議
会」の目的を果たせるよう、地域ケア会議を活用す
る）

●要支援認定者及び事業対象者の自立支援や介護予防を目
的に、担当する地域包括支援センターやケアマネジャーがケア
プランを提出し、多職種から助言を行なう自立支援型地域ケア
会議を開催します。【市全域】

●「ご近所支え合い会議」及び「課題支援型地域ケア会議」
で提出された事例の課題を基幹型センターにおいて整理分
析します。各地域や市全体の高齢者の課題を抽出し、必要
な支援や施策を検討する「白井市地域ケア推進会議」を開
催します。【市全域：新規】

●「ご近所支え合い会議」及び「課題支援型地域ケア会議」で
提出された事例の課題を基幹型センターにおいて整理分析し
ます。各地域や市全体の高齢者の課題を抽出し、必要な支援
や施策を検討する「白井市地域ケア推進会議」を開催します。
【市全域：新規】

② -1　課題の整理分析を行い、地域包括支援セン
ター運営協議会に提出、白井市の地域包括ケアシス
テム構築に向けた方針を検討する。また、これに伴
い、高齢者福祉課職員・各地域包括支援センター・生
活支援コーディネーターによるワーキンググループを
年5回程度開催する。
②　-2　課題支援型地域ケア会議のうち1回、これま
での検討内容の整理を行い、市内ケアマネジャー等
と共有、意見交換を行なう。

B

課職員等によるワーキング会議を４回開催。地域
包括支援センター運営協議会に整理分析結果を
提出するとともに「本人の選択・本人家族の心構
え」について議論を行なった。②-２については、
今年度末に実施を検討する。

【活動の達成度】（年度当初予定した事業計画が実施できたか）

　Ａ「計画どおり進んでいる」・・・・・・・・目標に対する実績の割合 ～８０％

　Ｂ「概ね計画どおり進んでいる」・・・・・・目標に対する実績の割合 ７９％～６０％

　Ｃ「あまり計画どおり進んでいない」・・・・目標に対する実績の割合 ５９％～３０％

　Ｄ「計画どおり進んでいない」・・・・・・・目標に対する実績の割合 ２９％～ ０％


