
平成２９年１２月２６日成高第２０８５号 

平成３０年８月１日成介第９５２号一部改正 

令和２年３月１日成介第３５０２号一部改正 

 

成田市地域包括支援センター運営実施方針 

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４７第１項及び介護保

険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１４０条の６７の２の規定に

より，包括的支援事業の実施に係る方針を次のとおり定め，地域包括支援セン

ターの運営実施方針とする。 

 

１ 地域包括ケアシステムの構築方針 

「健康で笑顔あふれ 共に支え合うまち 成田」を基本理念とし，「支えあ

いのまちづくり」，「介護予防・健康づくりと生きがいのまちづくり」，「安

心した暮らしのためのまちづくり」，「充実したサービス提供体制と自立支援

のまちづくり」の４つの基本目標に基づき，地域包括ケアシステムの深化・推

進に取り組むとともに，制度・分野の枠を超え，それぞれが支援の「受け手」

とも「担い手」ともなり，支え合いのつながりの中で一人ひとりが生きがいを

持って暮らしていける地域共生社会の形成を目指し，次の点について重点的に

取り組むこととする。 

・健康づくりに関する意識の向上を図るとともに，地域活動，社会活動，健康

増進や介護予防に関する活動など，地域や社会との関わりを持ちながら，い

つまでも生きがいを持って元気に活躍することができる生涯現役社会を推進

すること。 

・地域住民や多様な社会資源と協働しながら地域の課題を把握して解決を図り，

地域づくりを一層促進するとともに，事業者等と連携し，支援が必要な者を

身近な地域で支えること。 

・認知症になっても希望を持って日常生活を過ごせるまちを目指して，認知症

の人や家族の視点を踏まえ，「共生」と「予防」を車の両輪として施策を推

進すること。 

・団塊の世代が７５歳以上となる２０２５（令和７）年に向け，医療，介護，

予防，住まい，生活支援が一体的に提供され，高齢者がいつまでも住み慣れ

た地域で安心して暮らすことができる体制の構築を重点的に進めるとともに，

地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構

築すること。 

 

２ 包括的支援事業が実施される区域ごとのニーズに応じて重点的に行うべき



業務の方針 

 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査，在宅介護実態調査及び介護保険事業に

関する実態調査を踏まえた課題分析に基づき，次の点について重点的に取り組

むこととする。また，ニーズ，地域課題等の抽出に当たっては，６に掲げる地

域ケア会議等を効果的に活用することとする。 

・認知症予防及び転倒予防による介護予防の推進 

・高齢者の社会参加促進による介護予防の推進 

・地域高齢者による声掛け等の相互扶助ネットワークの推進 

・在宅介護限界点の向上のための重度化防止の取組 

・介護離職ゼロに向けた認知症介護の負担軽減 

・介護職員人材確保と人材育成に対する支援の取組 

・介護保険サービスの充実と介護保険外サービスの充実 

 

３ 介護事業者，医療機関，民生委員及びボランティアその他の関係者とのネ

ットワーク構築の方針 

保健，医療，福祉等の様々な関係機関とのネットワークの構築に向け，関係

機関に働きかけ，多職種の連携及び協働を促進するとともに，地域包括支援セ

ンターの相談体制の強化に向け，住民自治組織，ボランティア等の地域のイン

フォーマルな資源を活用し，自立支援に資する適切な包括的・継続的ケアマネ

ジメントを行うことができるよう，次のとおり取り組むこととすることとする。 

・地域において悩み，問題等を抱えた者が孤立することを防ぎ，地域全体での

見守りネットワークの充実を図ること。 

・当事者団体，家族会，ボランティア，ＮＰＯその他の市民の自発的意思に基

づく様々な福祉活動及び健康づくり活動を支援すること。 

・高齢者が可能な限り在宅で生活し続けられるよう，医師会等の医療関係団体

との連携を強化し，介護サービスと医療サービスを継続的かつ一体的に提供

することができる体制の構築を図ること。 

・認知症高齢者及びその家族からの相談に対する支援を通じてネットワークを

構築し，医療と介護の連携強化及び地域における支援体制の整備を図ること。 

 

４ 第１号介護予防支援事業の実施方針 

利用者の自立支援に資するよう，心身機能の改善だけでなく，地域の中で生

きがいや役割を持って生活できるよう，心身機能・活動・参加にバランスよく

アプローチし，地域住民による自発的な活動など，地域に存在する貴重な資源

である人・もの・場所を最大限活用し，地域とのつながりを意識したケアマネ

ジメントを実施するとともに，支援が必要な者に，必要なサービスが適切に提

供できるよう，個人と地域社会をつないでアセスメントしていく力を養い，マ



ネジメントしていくことを目指すこととする。 

 

５ 介護支援専門員に対する支援及び指導並びに被保険者に対する包括的かつ

継続的な支援の環境の整備の実施方針 

 個々の高齢者の状況，変化等に対応した包括的・継続的ケアマネジメントを

実現するため，次のとおり取り組むこととする。 

・高齢者の自立支援に資する適切なケアマネジメントという観点に基づき，支

援及び指導を行うこと。 

・介護予防，重度化防止等に向けた意識付け及び資質向上を目的とした支援及

び指導を行うこと。 

 また，地域全体で包括的・継続的ケアマネジメントの質を向上させるため，

３及び６に定めるとおり，市民をはじめ，保健，医療，福祉等の様々な関係機

関とのネットワークを構築・活用することにより，住民１人１人の尊厳の保持

と自立支援に資する取組につなげることとする。 

 

６ 地域ケア会議の運営方針 

地域包括ケアシステム構築の重要なツールである地域ケア会議について，市

と地域包括支援センターが一体となって取り組み，多職種連携と市民の参画に

よるネットワークの構築を図りながら，地域の課題解決を図ることができるよ

う，次のとおり取り組むこととする。 

・これまでの取組から得た学びを各地域包括支援センターが共有し，個別事例

の検討を積み重ねることにより，地域課題を抽出し，住民，医療・介護の関

係者等と解決策を検討しながら，各地域の実態及び地域資源に応じた方法に

より高齢者の生活を地域で支える仕組みが構築できるよう，効果的な地域ケ

ア会議の展開を図ること。 

・市と地域包括支援センターが連携しつつ，それぞれの役割を果たしながら地

域に地域ケア会議を普及，定着させ，地域包括ケアシステムの実現に向けて

取り組むこと。 

 

７ 市との連携方針 

 市と各地域包括支援センターが情報交換を行う機会を定期的及び随時に設け

る等，適切に情報共有を行うこととする。 

 また，権利擁護事業においては，市と地域包括支援センターの役割分担を明

確化し，必要に応じ，市が成年後見制度の市長申立て，老人福祉法（昭和３８

年法律第１３３号）に基づく措置等の行政権限を行使する等，双方が連携を密

にしながら円滑に事業を実施することとする。 

 さらに，在宅医療・介護連携推進事業，生活支援体制整備事業及び認知症総



合支援事業との連携を適切に行い，地域包括ケアシステムの推進に資すること

とする。 

 

８ 公正性及び中立性確保のための方針 

 地域包括支援センターは，地域包括ケアの中核を担う公的な機関であり，正

当な理由なく特定の事業者，団体又は個人を有利に扱ってはならず，地域包括

支援センター等運営協議会の意見を踏まえて，適切，公正かつ中立な運営を確

保しなければならない。 

 また，地域包括支援センターの運営は，原則として公募により選定した法人

に委託することとし，地域包括支援センター等運営協議会の意見を踏まえて，

おおむね６年間を経過するごとに，公募により公正かつ中立に受託法人を選定

することとする。 

 

９ その他 

 充実したサービス提供体制と自立支援のまちづくりを目指し，市と連携し，

高齢者の地域における自立した日常生活の支援，要介護等の状態となることの

予防又は要介護等の状態の軽減若しくは悪化の防止に関する取組を推進するこ

ととする。 

 また，高齢者の介護予防の推進という観点から，支援する側と支援される側

というこれまでの画一的な関係性だけでなく，地域とのつながりを維持しなが

ら，生活支援の担い手として元気な高齢者の社会参加を推進することにより，

自立意欲の向上につなげることとする。 



地域包括支援センターの新評価指標に関する判断基準

趣旨，考え方，留意点，判断基準
評価
（１～
５）

1

・成田市包括的支援事業の実施に関する基準を定め
る条例（平成２６年条例第４３号）に定める基準並
びに地域包括支援センター業務委託契約及び地域包
括支援センター業務委託仕様書に基づき，適切に職
員の配置を行っているか。

いる：５／いない：１

2
・地域包括支援センターの３職種１人当たり高齢者
数はどのようになっているか。

地域包括支援センターの３職種（準ずる者を含む）
１人当たり高齢者数の状況が１，５００人以下となっている
５／いない１

3
・介護サービス情報公表システムその他の媒体にお
いて，地域包括支援センターの事業内容，運営状況
等に関する情報を公表しているか。

いる：５／いない：１

4
・毎年度，地域包括支援センター等運営協議会での
議論を踏まえ，地域包括支援センターの事業計画等
の内容を検討し，改善しているか。

改善している：５／検討にとどまっている：１

5
・適切な総合相談，苦情への対応等ができる体制と
なっているか。

３を及第点とし，夜間・土日の相談体制の状況，センターの
取組等のＰＲの状況について総合的に評価。
夜間・土日の相談体制を整え，積極的なＰＲを行っている：
５
夜間・土日の相談体制を整えているが，取組等のＰＲが不十
分である：３
夜間・土日の相談体制を整えておらず，取組等のＰＲを行っ
ていない：１

評価項目

①構造（Structure）評価…センターの設備，人員，勤務体系等の構造を対象とした評価

各評価
項目の
平均値
とす
る。



地域包括支援センターの新評価指標に関する判断基準

趣旨，考え方，留意点，判断基準
評価
（１～
５）

評価項目

6
・担当する区域における高齢者のニーズの把握を
行っているか。

３を及第点とし，把握状況について評価。
ニーズの把握を行い，具体性の高い取組につなげている：５
ニーズの把握を行っているが，取組にはつながっていない：
３
ニーズの把握を行っていない：１

7
・市との間，専門職間の連携が効果的に行われてい
るか。

３を及第点とし，連携状況について評価。
十分に連携が図られている：５
いずれかの連携に改善の余地がある：３
連携が不十分である：１

8 ・ブランチ等との連携の向上に努めているか。

３を及第点とし，連携状況について評価。支所を有するセン
ターのみが該当。
定期的・適時の連携が十分に図られている：５
定期的に連携している：３
連携が不十分である：１

9
・責任者を配置するなど個人情報保護の徹底が図ら
れているか。

３を及第点とし，徹底の状況について評価。
個人情報保護責任者を定めるとともに，個人情報保護規程そ
の他のルールを定め，徹底が図られている：５
明文化されたルールは定めていないが，適切に対応してい
る：３
対応が不十分である：１

【組織・運営】

【個人情報の保護】

②過程（Process）評価…業務を行った結果ではなく，その過程を評価するもの。

各評価
項目の
平均値
とす
る。



地域包括支援センターの新評価指標に関する判断基準

趣旨，考え方，留意点，判断基準
評価
（１～
５）

評価項目

10
・安心して相談できるよう，プライバシーの確保が
行われているか。

プライバシーの確保に十分な配慮がなされている：５／いな
い：１

11

・公平性・中立性に配慮して，介護サービス事業所
等の紹介や指定介護予防支援業務（第１号介護予防
支援業務を含む。）の委託先の選定を行っている
か。

利用者に対し複数の選択肢を提示し，重要事項説明書等に署
名をもらうとともに，プランに位置付けた介護サービス事業
所等ごとの数及び委託先ごとの数を把握している：５
提示・署名については適切に対応しているが，数の把握が不
十分である：３
いずれもできていない：１

12
・相談内容ごとの対応状況の把握・進捗管理ができ
ているか。

３を及第点とし，把握・進捗管理について評価。
両者ともに適切にできている：５
いずれかが十分でない：３
いずれも不十分である：１

13

・地域包括支援センターが受けた介護サービス等に
関する相談について，地域包括支援センター連絡会
等を活用し，保険者である市に対して報告，協議等
を行っているか。

地域包括支援センター連絡会等を活用し，報告，協議等を
行っている：５／いない：１

14
・成年後見制度・日常生活自立支援事業の活用，消
費者被害の防止等の取組がなされているか。

制度の啓発，市との連携等が適切にできている：５
いずれかが十分でない：３
いずれも不十分である：１

【利用者満足の向上】

【公平性・中立性の確保】

【総合相談支援業務】

【権利擁護業務】

各評価
項目の
平均値
とす
る。



地域包括支援センターの新評価指標に関する判断基準

趣旨，考え方，留意点，判断基準
評価
（１～
５）

評価項目

15
・介護支援専門員を対象にした研修会，事例検討会
等の開催その他の介護支援専門員に対する支援を
行っているか。

市と協議した上で計画的な介護支援専門員向け研修会，事例
検討会等の開催計画を作成し，実行している：５
計画は作成していないが，開催している：３
いずれも不十分である：１

16
・介護支援専門員のニーズに基づいて，多様な関係
機関，関係者との意見交換の場を設けているか。

介護支援専門員のニーズに基づいた関係者との意見交換の場
を通じた顔の見える関係の有無を問うものであり，在宅医
療・介護連携推進事業等の枠組みで実施するものを含む。
ニーズを把握し，設けている：５
ニーズを把握し，検討している：３
ニーズを把握していない：１

17
・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している
か。

相談内容の「整理・分類」と「経年的（おおむね３年程度）
件数把握」を行っている：５
当該年度の整理・分類は行っている：３
整理・分類が行われていない：１

18
・多様な地域の資源がケアプランに位置付けられて
いるか。

ケアプランへの位置付けが徹底されている：５
ケアプランへの位置付けがある程度できている：３
位置付けがなされていない：１

【包括的・継続的ケアマネジメント支援業務】

【介護予防に係るケアマネジメント】

各評価
項目の
平均値
とす
る。



地域包括支援センターの新評価指標に関する判断基準

趣旨，考え方，留意点，判断基準
評価
（１～
５）

評価項目

19
・地域ケア会議について，地域ケア会議が発揮すべ
き機能，構成員，スケジュールを盛り込んだ開催計
画を策定しているか。

個別課題の解決，地域包括支援ネットワークの構築，地域課
題の発見，地域づくり・資源開発などの地域ケア会議の機能
を踏まえ，機能，構成員，開催頻度を決定し，計画的に開催
している：５
計画は策定していないが，適切に開催できている：３
適切に開催できていない：１

20
・地域ケア会議の運営方針について職員間での共有
ができているか。

運営方針を定め，共有できている：５
運営方針を定めていない：１

21
・地域ケア会議において多職種と連携して，自立支
援・重度化防止等に資する観点から個別事例の検討
を行い，対応策を講じているか。

多職種から受けた助言等を生かし対応策を講じている点を評
価。対応策の具体例は，次のとおり。
・課題の明確化
・長期・短期目標の確認
・優先順位の確認
・支援や対応及び支援者，対応者等の確認
・モニタリング方法の決定　など
助言等を生かし十分な対応策を講じている：５
助言等を生かし一定程度の対応策を講じている：３
対応策を講じていない：１

22
・個別事例の検討等を行う地域ケア会議における個
別事例の検討件数割合（個別ケースの検討件数／受
給者数等）はどの程度か。

割合が高いセンターから，５，４，３，２，１

23
・生活援助の訪問回数の多いケアプラン（生活援助
ケアプラン）の検証について，実施体制を確保して
いるか。

実施体制を確保し，実施計画を策定して，実施している：５
実施計画は策定していないが，実施している：３
実施していない：１

24
・地域ケア会議で検討した個別事例について，その
後の変化等をモニタリングするルールや仕組を構築
し，かつ，実行しているか。

個別事例の検討を行った後，フォローアップを行っている：
５
検討は行っているが，フォローアップが十分でない：３
フォローアップを行っていない：１

各評価
項目の
平均値
とす
る。

【地域ケア会議】



地域包括支援センターの新評価指標に関する判断基準

趣旨，考え方，留意点，判断基準
評価
（１～
５）

評価項目

25
・複数の個別事例から地域課題を明らかにし，これ
を解決するための政策を市に対し提言しているか。

地域ケア会議における検討が地域課題の解決につながる仕組
となっているかを評価。
地域課題を明らかにし，提言している：５
地域課題を明らかにしているが，提言していない：３
地域課題を明らかにしていない：１

26
・地域ケア会議の議事録，決定事項等を構成員全員
が共有するための仕組を講じているか。

多職種による課題共有を評価。
仕組を講じ，共有している：５
仕組は講じていないが，共有している：３
共有できていない：１

27
・在宅医療・介護連携推進事業，生活支援体制整備
事業，認知症総合支援事業との連携が適切になされ
ているか。

医療関係者と合同の事例検討会，講演会，勉強会等の参加状
況，在宅医療・介護連携推進センターへの相談件数，認知症
初期集中支援チームとの情報共有状況，生活支援コーディ
ネーター・協議体とのニーズ・社会資源の協議の状況等を総
合的に評価。
事業内容を理解し，市の事業と適切に連携できている：５
事業内容を理解しているが，連携が十分でない：３
事業内容を理解していない：１

28

・総合相談延べ件数，虐待対応件数，サービス担当
者会議に対する支援件数，介護支援専門員からの相
談件数，地域ケア会議開催回数，介護予防支援件数
等の前年度比はどうなっているか。

前年度比及び各センターの事業計画の達成度に基づき，３を
及第点とし，総合的に評価。
事業計画を上回り，前年度比も伸びている：５
事業計画をおおむね達成している：３
事業計画を達成できず，前年度比も減少している：１

29

・成田市地域包括支援センター運営実施方針の２に
掲げる区域ごとのニーズに応じて重点的に行うべき
業務のうち，重点的に取り組んだものとその成果は
何か。また，その他特筆すべき結果，成果等はある
か。

センターの事業計画の達成度等に基づき，３を及第点とし，
総合的に評価。

各評価
項目の
平均値
とす
る。

各評価
項目の
平均値
とす
る。

③結果（Outcome）評価…業務を行うことにより，どのような結果や成果があったのかを評価するもの。

【市町村事業との連携】


