
令和３年度 地域包括支援センター和上苑 運営方針 
事業目的・内容・方法 

運営体制 総合相談支援業務 
(1) 地域包括ケアシステムの構築 

地域の特性や実情を踏まえ、医療・介護・介護予防・
生活支援・住まいが一体的に提供される地域包括ケアシ
ステムの深化・推進に向けて積極的に取り組みます。 

(2) 日常生活上の身近な相談機関としての公益性、公正
性、中立性の高い事業運営の実施 
地域住 が気軽に相談できる環境を提供することを
心掛け、相談を受けた職員は公正・中立な立場を認識し、
常に当事者の最善の利益を図るための業務を遂行しま
す。 

(3) チームアプローチの実践 
保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員等の専門職
が、各々の専門職専門性を活かしつつ、相互に協働・連
携しながら問題解決に向けて対応する等、包括的に高齢
者を支えるチームアプローチを実践します。 

(4) 地域包括支援センター相互が連携した支援 
担当圏域に限定せず、高齢者の立場に立った適切な窓
口対応を実践します。また、高齢者虐待や困難事例につ
いては、技術的支援等も含め、他地域包括支援センター
と協力し、相互に連携及び補完し、高齢者を支援します。
積極的に、地域包括支援センター連絡会議等に参画し、
情報共有を行い、市との連携を図ります。 

(5) 「寄り添う気持ち」を意識した取組み 
地域の保健・医療・福祉サービスやボランティア等、
多職種協働による地域包括ケアシステムを有機的に構
築し、高齢者を地域全体で支え、地域の自助力・互助力
を めます。また、 政主導だけではなく地域住 の声
が いに反映される施策とするべく、地域住 の 場で
考え、立案段階からの参画を図ります。 

(6) 個人情報の保護 
関係法令及び法人規則ならびに市条例を遵守し、個人
情報について厳重に取り扱うと共に、情報の紛失・漏洩
がないよう十分に配慮します。 

(7) 苦情対応 
苦情に対する体制を整備し、迅速かつ誠実に対応しま
す。併せて再発防止に努めます。 

地域住 や 齢者に対し、地域における関係機関との
ネットワークを構築するとともに、身近な保健・福祉・
医療の総合窓口として、高齢者等の状況・必要な支援等
を把握し、相談を受け、地域における各種サービス・機
関・制度等の利用に繋がる地域包括支援センターとして
の機能充実を図ります。 
(1) 地域住 が気軽に相談できる機会の確保
・初期段階での相談対応 
・断続的・専門的な相談支援 
・家族介護支援への適切な支援の検討 
・来所・電話にとどまらず、地域のイベント等を利用
し、住 が気軽に相談できる機会の構築

(2) 地域高齢者の実態把握と地域課題の発掘 
相談を受けた際には、的確な状況の把握を行いま
す。また、独居・高齢者世帯、各関係者からの相談を
基に、実態把握を通して、地域に存在する課題・ニー
ズに応えます。 

(3) 各団体との連携による地域ネットワークの構築 
複合化・複雑化している課題を抱える高齢者に対
し、適切な支援への導き、継続的な見守り、さらなる
問題発 を防ぐため、各関係機関や 間業者、地域住
 等とのネットワークの構築に努めます。ネットワー
ク構築のため、関係機関開催の会議や行事等に積極的
に参加し、地域の社会資源やニーズを把握します。 

(4) 地域の社会資源の把握と活用 
既存の地域の各種団体、インフォーマル集団などの
社会資源の把握に努め、状況に応じて活用・協力依頼
の体制を構築します。 

(5) 相談協力員研修 
地域における  委員・家庭相談員等の協 機関の
人々に対する研修を定期的に開催し、連携を深めると
ともに情報を共有します。 

(6) 実態把握業務
地域におけるネットワークを活用し、様々な社会資
源との連携、高齢者世帯を中心とした個別訪問の実
施、同居していない家族や地域住 からの情報収集等
により、地域における高齢者の実態把握に努めます。 



令和３年度 地域包括支援センター和上苑 運営方針 
事業目的・内容・方法 

権利擁護業務 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 
権利侵害を受けているまたは受ける可能性が高い高齢

者に対し、地域、  委員、サービス関係者等だけでは
十分に問題解決できない等日常生活が困難な場合、地域
において尊厳ある生活を維持し、安心かつ安全な生活が
送られるよう、専門的視点から継続的に権利擁護のため
の必要な支援を行います。 
(1) 高齢者虐待への適切な対応 

高齢者虐待防止法に基づき次の業務を行います。 
・虐待の早期発 に繋げるため、地域住 ・各種団体
に通報義務を伝える等、啓発活動に努めます。 
・虐待を把握した場合、速やかに高齢者・養護者を訪
問し、高齢者の安全と状況確認を行います。 
・３職種が情報共有し各々の専門性を発揮し、各関係
機関と連携し、問題解決に導きます。 
・事例検討等を通し、職員の対応力向上を図ります。 
・虐待と判断し難い場合でも、高齢者の利益の侵害、
権利擁護が必要と判断される場合は、虐待事例に準
じて必要と思われる支援を行います。 

(2) 消費者被害への対応 
・消費者被害の予防啓発に努め、また、被害防止のた
め、消費者センター・警察との情報共有を図り、地
域の関係機関等に情報を提供します。 
・被害者に対する相談・支援を行います。 

(3) 困難事例への対応 
困難事例を把握した場合は、専門職が連携し、セン
ター全体で対応を検討し、地域ネットワーク等を活用
し、適切な支援を行います。 

(4) 成年後見制度の活用促進・助言 
・市と連携し、対象者や家族に対する申し立て支援・
助言等を行います。 
・地域住 への制度の普及啓発や圏域内の居宅介護支
援事業所等への周知・相談・助言を行います。 
・関係機関で協議し、制度利用の判断を行います。 
・申請に必要な診断書作成や鑑定を行う地域の医療機
関との連携を図ります。 
・成年後見人を推薦できる団体と連携を図ります。 

(5) 老人福祉施設等への措置の支援 
・必要に応じ市と連携し、また、成年後見制度の利用
等適切な支援を行います。 

個々の高齢者の状況や変化に対して、介護支援専門員
が中心となり包括的・継続的ケアマネジメントが実践で
きるよう、直接的並びに間接的な支援を行います。ま
た、包括的・継続的ケアマネジメントの実践を阻害する
ような要因、必要な素材、介護支援専門員のニーズ等を
把握します。 
(1) 個別的相談・支援体制の確保 
・介護支援専門員が相談しやすい体制を構築し、個別
相談による支援を行います。 
・個別のケアマネジメントでの活用を目的に地域の社
会資源の情報を提供します。 

(2) 環境整備の実施（研修会・事例検討・相互情報交
換） 
・各関係機関との連携における介護支援専門員のニー
ズを把握し、その連携・協働体制を推進していくた
めの場を提供します。 
・介護支援専門員の実践力の向上・知識や技術の向上
のための研修会や事例検討会等を実施します。（主任
ケアマネ研修・介護支援専門員育成研修等） 
・介護支援専門員同士の情報交換等が気軽に行えるネ
ットワークの構築・活用を図ります。また、包括
的・継続的ケアマネジメントを効果的に推進するた
めに、主任介護支援専門員と連携・協働を図りま
す。 
・地域における多職種機関が有機的に連携できるよ
う、ネットワークの充実・強化に取り組みます。 



令和３年度 地域包括支援センター和上苑 運営方針 

事業目的・内容・方法 
介護予防関連業務 在宅医療・介護連携推進業務 

総合事業対象者・要支援者に対して、その状況に応じ
た適切な予防サービス事業、生活支援サービス事業等を
包括的・効果的に提供します。 
(1) 指定介護予防支援事業 

介護保険における予防給付対象者が、介護予防サー
ビス等の適切な利用等を行うことができるよう、その
状況・環境を精査し、当該介護予防サービス計画に基
づく指定介護予防サービス等の提供が確保されるよ
う、関係機関との連携を行います。 
① 介護予防ケアマネジメント給付管理 
② 総合事業・要支援者のスクリーニング業務 
③ 総合事業・要支援者のケアプラン点検 
④ プラン評価・給付管理 
⑤ 対象者の訪問調査 

(2) 一般介護予防事業 
地域の高齢者を年齢や心身の状況等によって分け隔
てるのではなく、住 運営の通いの場を充実させ、 
と人とのつながりを通じて継続的・拡大的に地域づく
りを推進するとともに、リハビリ専門職等を活かした
自立支援に資する取組みを推進し、生きがいを持って
生活できる地域の実現を目指します。 
地域における全ての第１号被保険者を対象に、市と
協働して事業を実施します。 
① 介護予防の把握 
地域の実情に応じて収集した情報等を活用し、何ら
かの支援を要とする人を把握し、介護予防活動へ繋げ
ます。 
② 介護予防の普及啓発 
・自立した日常生活が継続されるよう、高齢者支援だ
より等、パンフレットの作成配布や講座（フレイル
予防）等を通して広く普及・啓発します。 
③ 地域介護予防活動への支援 
・いきいきふれあいのつどい指導員業務を行います。 
・エリアの特徴を踏まえた教室等を開催します。 
・エリア内の事業提供可能な事業所と連携し、年数回
の実施を目安に計画します。 

高齢者が自宅等の地域の中で自分らしい生活を最期ま
で継続できるよう、医療と介護のサービスを一体的に提
供するため、各関係機関やそこに従事する多職種による
協働・連携の体制づくりを推進します。 
(1) 医療機関等との連携支援 
・在宅医療と介護の連携における課題を抽出し、その
対応策を検討します。 
・医療機関等との連携体制を構築するため、圏域内の
各機関へ地域包括支援センターの周知を行うととも
に、介護との連携に有用な情報収集を行います。 
・入院中の高齢者が、退院後の介護サービスを希望し
ている場合等、医療と介護の切れ目ない支援のた
め、適切な連携がとれるよう、入院時支援情報提供
シート・退院時支援情報共有シート等を活用し、関
係者間での協働を導きます。 
・在宅医療に関する知識を深め、適切な相談対応や医
療機関との連携が容易に行えるよう研鑽します。 

(2) 在宅ケアの普及啓発 
・地域住 が、在宅ケアについて、 ら考えることが
できる動機付けとなるよう、市と協働して、講演会
等を開催します。 
・様々な機会を捉え、在宅ケアに関する社会資源等を
活 し、地域住 への周知に努めます。 
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生活支援体制推進業務 認知症総合支援業務 
高齢者世帯、認知症高齢者が増加する中、医療・介護

サービスのみならず、各専 機関団体、 間企業等、 
活支援サービスを担う事業主体と連携しながら、多様な
日常生活上の地域課題に対しての支援体制の充実・強化
及び高齢者の社会参加の推進を一体的に図ります。 
・地域の資源開発やネットワーク構築の機能を果たす
人材を育成します。 
・地域の支援ニーズと課題の把握、サービス提供主体
のマッチングを推進します。 

認知症になっても本人の意思が尊重され、地域全 
体で、増加している認知症の人や介護する家族を見守
り、支援体制整備を行うため、認知症コーディネーター
が中心となり、地域関係者と連携しながら、認知症の人
とその家族の視点を重視し、地域の特性に則した取組み
を推進します。 
(1) 認知症の正しい理解についての普及・啓発活動 
・地域の若年層や幅広い世代に対して、認知症サポー
ター養成講座等を実施します。その内容は、若年性
認知症、運転免許返納等、将来的に訪れることが予
測される事柄を盛り込み、より理解が得られるよう
検討します。 
・地域の認知症サポーター等と普及啓発に取り組みま
す。 
・主体的に活動するキャラバンメイト等を増やす取組
みを検討します。 

(2) 認知症の人にやさしい地域づくりの実践 
・認知症による行方不明者を早期に発見するため、地
域住 や企業が気軽に対応できる地域づくりを 指
し、認知症 齢者の 守り模擬訓練を地区住 ・介
護サービス事業所・関係団体・市と協働して実施し
ます。 
・各協力機関とのネットワークの構築に努めます。 
・家族介護者に対する交流事業等を実施します。 

(3) 認知症の早期発見・早期対応の推進、認知症の予
防・進行抑制 
・定年齢認知症検診結果による医療への結び付けを行
います。 
・認知症初期集中支援チームとの協働により、初動の
重要性の理解を深めます。 
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地域ケア会議の実施 多職種協働による地域包括支援ネットワーク 
包括的・継続的ケアマネジメントを効果的に実施する

ため、介護支援専門員を中心に医療・介護の専門職、地
域の福祉関係者等(場合に応じて 間企業等を含む)によ
る地域ケア会議を開催します。 
個別ケース支援の検討により、介護支援専門員による

自立支援に資するケアマネジメントの支援や地域包括支
援ネットワークの構築など行うことにより、高齢者個人
の支援の充実を図るとともに、地域の課題抽出を検討
し、地域住 への福祉意識付けや社会資源の開発・政策
形成等に繋げます。 
＊個別ケースに係る会議（地域ケア個別会議）の開催
（年２ケース以上） 
＊地域課題やニーズに係る会議の開催（年１回以上） 
＊高齢者の自立支援に資するケアマネジメントを支援
します。 
＊実態把握や課題解決のための地域包括支援ネットワ
ークの構築を図ります。 
＊個別ケースの課題分析等により、地域課題を捻出・
把握します。 

 政・医療・介護に関わる関係機関以外の地域住 
が、地域包括支援ネットワークの一員となり、地域の高
齢者が可能な限り住み慣れた地域での自分らしい生活が
継続されるよう連携を図ります。 
(1) 地域の特性の分析 
・地域が持つ特性の理解を地域住 に深めます。
・社会資源の分析のため、日常的に街並みを観察しま
す。 

(2) 地域の福祉の担い手への説明責任 
・サロンや  委員定例会等へ出席します。
(3) 各種団体が協働できる環境の設定 
・市社会福祉協議会・町内会等を活用し、協働しやす
い環境を設置します。 

(4) 地域と市が情報を共有できる仲立ち 
・地域の声が行政施策等へ反映されるよう、施策の立
案段階からの参画を図ります。 


