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久喜市地域包括支援センター運営方針新旧対照表 

（新）運営方針 現行の運営方針（旧） 

Ⅰ．方針策定の趣旨 

この「久喜市地域包括支援センター運営方針」は、地域包 

括支援センターの運営上の基本的考え方や理念、業務推進の

指針等を明確にするとともに、地域包括支援センター業務の

円滑で効率的な実施に資することを目的に策定する。 

 

Ⅱ．地域包括支援センター設置の目的 

  久喜市の地域包括支援センター（以下「支援センター」と  

いう。）は、地域の高齢者の心身の健康の保持、生活の安定 

のために必要な相談・援助を行うことにより、その保健医療 

の向上及び福祉の増進を包括的に継続して支援することを目 

的とする。 

 さらに、地域や関係機関等とのネットワークを構築し、地域

住民の様々なニーズに応えることのできる高齢者福祉の地域に

おける拠点となることを目指していく。 

 支援センターの設置責任主体は久喜市であることから、久 

喜市は支援センターの設置目的を達成するための体制整備等 

に努め、その運営について適切に関与する。 

 久喜市が設置する地域包括支援センター運営協議会は、支 

援センターの運営に関する事項について、承認や協議、評価 

する機関として役割を発揮することにより、久喜市の適切な 

意思決定に関与し、もって、適切、公正かつ中立な支援セン 

ターの運営を確保する。 

Ⅰ．方針策定の趣旨 

この「久喜市地域包括支援センター運営方針」は、地域包 

括支援センターの運営上の基本的考え方や理念、業務推進の 

指針等を明確にするとともに、地域包括支援センター業務の 

円滑で効率的な実施に資することを目的に策定する。 

 

Ⅱ．地域包括支援センター設置の目的 

 久喜市の地域包括支援センター（以下「支援センタ―」と

いう。）は、地域の高齢者の心身の健康の保持、生活の安定

のために必要な相談・援助を行うことにより、その保健医療

の向上及び福祉の増進を包括的に継続して支援することを目

的とする。 

さらに、地域や関係機関等とのネットワークを構築し、地

域住民の様々なニーズに応えることのできる高齢者福祉の地

域における拠点となることを目指していく。 

 支援センターの設置責任主体は久喜市であることから、久 

喜市は支援センターの設置目的を達成するための体制整備等 

に努め、その運営について適切に関与する。 

 久喜市が設置する地域包括支援センター運営協議会は、支 

援センターの運営に関する事項について、承認や協議、評価 

する機関として役割を発揮することにより、久喜市の適切な 
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Ⅲ．運営上の基本的考え方や理念 

 

（１）公益性の視点 

  支援センターは、久喜市の介護・福祉行政の一翼を担う

「公益的な機関」として、公正で中立性の高い事業運営を

行う。 

 

（２）地域性の視点 

  支援センターは、地域の介護・福祉サービスの提供体制

を支える中核的な機関であるため、担当圏域の地域特性や

実情を踏まえた適切かつ柔軟な事業運営を行う。 

   

（３）協働性の視点 

  支援センターの保健師（看護師）、社会福祉士、主任介

護支援専門員、介護支援専門員の専門職が、相互に情報を

共有し、理念・方針を理解したうえで、連携・協働の事務

体制を構築し、業務全体を「チーム」として実施する。 

  地域の保健・福祉・医療の専門職やボランティア、民生

委員等の関係者と連携を図りながら活動する。 

 

Ⅳ．業務推進の指針 

 

（１）事業計画の策定 

 支援センターは、市町村から示された包括的支援事業の

実施方針のほか、地域の実情に応じて必要となる重点課
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題・重点目標を含めた事業計画を毎年度作成し、毎年度末

には実施した事業の評価を行うことにより、事業の方向性

を明確にする。 

  

（２）設置場所 

  ・地域住民や介護支援専門員、サービス事業者等の多様

な関係者が相談しやすい身近な場所に事務所を設置す

る。 

 ・運営における基本的視点（公益性、地域性、協働性）

に立って事務所を設置する。 

 

（３）職員の姿勢 

  地域に暮らす高齢者が住みなれた環境で自分らしい生活 

を継続させるための支援であることを念頭に置き、常に当 

事者に最善の利益を図るために業務を遂行する。 

 

（４）地域との連携 

地域の住民や関係団体、サービス利用者や事業者等の意 

見を幅広く汲み上げ、日々の活動に反映させるとともに、

地域が抱える課題や不足している資源を把握し、解決に向

け積極的に取り組むため、地域において、行政機関、医療

機関、介護サービス事業者、区長や民生委員など、地域の

関係者、ボランティア等とのネットワークを構築し、その

調整役として、高齢者一人一人の状況に合ったサービスや

地域の活動につなげられるようきめ細やかな相談・支援を

実施する。 

題・重点目標を含めた事業計画を毎年度作成し、毎年度末

には実施した事業の評価を行うことにより、事業の方向性

を明確にする。 
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機関、介護サービス事業者、区長や民生委員など、地域の 
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（５）個人情報の保護 

支援センターでは、高齢者等の様々な情報を得ることに 

なるため、その情報が、業務に関係のない目的で使用され 

たり、不特定多数の者に漏れることのないように、久喜市 

個人情報保護条例に沿って厳正な情報管理を徹底する。 

 

（６）広報活動 

  支援センターの業務を適切に実施していくため、また業 

務への理解と協力を得るためにパンフレットや広報誌等を 

作成し、地域住民及び関係者へ積極的に広報する。 

 

（７）苦情対応 

  市及び各地域包括支援センターに、地域包括支援センタ  

ー（指定介護予防支援事業所）に対する苦情対応窓口を設 

置する。また、市は、福祉オンブズパーソン制度を設け、 

健康福祉サービスに関する苦情に対し、公正かつ中立な立 

場で迅速・適切に対処をする。苦情を受け付けた支援セン 

ターは、速やかに市担当者に報告するとともに、関係書類 

を市に提出する。  

 

（８）窓口機能の強化等 

  どのようなサービスを利用してよいか分からない市民に

対して、１か所で相談からサービスの調整に至る機能を発

揮する、いわば「ワンストップサービス」の拠点として機

能するため、日頃から、市及び関係機関との連携を図り、
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業務内容・役割分担等について協議しておく。  

  また、地域ケア会議を有効活用し、多様な機関や職種に

よる多方面の視点からの検討を行うことにより、個別課題

の解決に向けた支援を行う。 

 

Ⅴ．具体的な業務 

 １ 包括的支援事業 

（１）介護予防ケアマネジメント業務 

  基本チェックリストを実施した結果、二次予防事業対象 

者が、要介護状態等になることを予防するため、その心身 

の状況、その置かれている環境、その他の状況に応じて、 

対象者自らの選択に基づき、介護予防事業その他の適切な 

事業が包括的かつ効率的に実施されるよう必要な援助を行 

う。 

 

（２）総合相談支援業務 

  地域の高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしい 

生活を継続していくことができるよう、どのような支援が 

必要かを把握し、地域における適切な保健・医療・福祉サ 

ービス、機関又は制度の利用につなげる等の支援を行う。 

  ア 初期段階での相談対応及び継続的・専門的な相談支  

   援 

  イ 地域関係者のネットワークの構築 

  ウ 実態把握 
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（３）権利擁護業務について 

  地域の住民や民生委員、介護支援専門員などの支援だけ

では十分に問題が解決できない、適切なサービス等につな

がる方法が見つからない等の困難な状況にある高齢者が、

地域において、安心して尊厳のある生活を行うことができ

るよう、専門的・継続的な視点からの支援を行う。 

  ア 成年後見制度の活用促進 

  イ 老人福祉施設等への措置の支援 

  ウ 高齢者虐待への対応 

  エ 困難事例への対応 

  オ 消費者被害の防止 

 

（４）包括的・継続的ケアマネジメント支援業務について 

  高齢者が住みなれた地域で暮らし続けることができるよ 

う、介護支援専門員、主治医、地域の関係機関等の連携、 

在宅と施設の連携など、地域において、多職種相互の協働 

等により連携するとともに、介護予防ケアマネジメント、 

指定介護予防支援及び介護給付におけるケアマネジメント 

との相互の連携を図ることにより、個々の高齢者の状況や 

変化に応じた包括的・継続的なケアマネジメントを実現す 

るため、地域における連携・協働の体制づくりや個々の介 

護支援専門員に対する支援等を行う。 

  ア 包括的・継続的なケア体制の構築 

  イ 介護支援専門員のネットワークの構築・活用 

ウ 介護支援専門員に対する支援 

 ・日常的個別指導・相談 

（３）権利擁護業務について 

  地域の住民や民生委員、介護支援専門員などの支援だけ

では十分に問題が解決できない、適切なサービス等につな  

がる方法が見つからない等の困難な状況にある高齢者が、

地域において、安心して尊厳のある生活を行うことができ

るよう、専門的・継続的な視点からの支援を行う。 

  ア 成年後見制度の活用促進 

  イ 老人福祉施設等への措置の支援 

  ウ 高齢者虐待への対応 

  エ 困難事例への対応 

  オ 消費者被害の防止 

 

（４）包括的・継続的ケアマネジメント支援業務について 

  高齢者が住みなれた地域で暮らし続けることができるよ 

う、介護支援専門員、主治医、地域の関係機関等の連携、 

在宅と施設の連携など、地域において、多職種相互の協働 

等により連携するとともに、介護予防ケアマネジメント、 

指定介護予防支援及び介護給付におけるケアマネジメント 

との相互の連携を図ることにより、個々の高齢者の状況や 

変化に応じた包括的・継続的なケアマネジメントを実現す 

るため、地域における連携・協働の体制づくりや個々の介 

護支援専門員に対する支援等を行う。 

  ア 包括的・継続的なケア体制の構築 

  イ 介護支援専門員のネットワークの構築・活用 

ウ 介護支援専門員に対する支援 

 ・日常的個別指導・相談 
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    ・支援困難事例等への指導・助言 

 

（５）多職種協働による地域包括支援ネットワークの構築 

   

  包括的支援事業を効果的に実施するためには、介護サー

ビスに限らず、地域の保健・福祉・医療サービスやボラン

ティア活動、インフォーマルサービスなどの様々な社会的

資源が有機的に連携することができる環境整備を行うこと

が重要である。このため、こうした連携体制を支える共通

的基盤として多職種協働による「地域包括支援ネットワー

ク」を構築することが必要である。 

地域ケア会議の設置・運営 

   ア 個別課題の解決 

   イ 地域包括支援ネットワークの構築 

   ウ 地域課題の発見 

   エ 地域づくり・資源開発 

 

（６）在宅医療・介護連携の推進 

  医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣

れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けること

ができるよう、在宅医療と介護サービスを一体的に提供す

るために、在宅に関する医療機関と介護サービス事業者な

どの関係者の連携を支援する。 

 

（７）認知症施策の推進 

  認知症の人が住み慣れた地域の良い環境で自分らしく暮 

    ・支援困難事例等への指導・助言 
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ティア活動、インフォーマルサービスなどの様々な社会的

資源が有機的に連携することができる環境整備を行うこと

が重要である。このため、こうした連携体制を支える共通

的基盤として多職種協働による「地域包括支援ネットワー

ク」を構築することが必要である。 

地域ケア会議の設置・運営 

   ア 個別課題の解決 

   イ 地域包括支援ネットワークの構築 

   ウ 地域課題の発見 

   エ 地域づくり・資源開発 
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らし続けるために、地域の実情に応じて医療機関、介護 

サービス事業所や地域の支援機関をつなぐ連携支援や認知 

症の人やその家族を支援する相談業務等を行う。 

   

 

（８）生活支援サービスの体制整備 

  社会参加に意欲のある元気高齢者等が、生活支援サービ

スの担い手となることにより、高齢者に対する地域の支え

合いを推進できるよう、支援・協力を行う。 

 

  

 ２ 指定介護予防支援について 

  介護保険における予防給付の対象となる要支援者の心身

の状況、置かれている環境等を勘案し、介護予防サービス

計画を作成するとともに、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、介

護予防サービス事業者等の関係機関と連絡調整などを行

う。 

  

３ その他 

（１）二次予防事業対象者の把握事業 

  市に住所を有する６５歳以上の者に対し、基本チェ 

ックリストの実施により、二次予防事業の対象者に関する

情報収集を行い、二次予防事業対象者の決定を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３ 指定介護予防支援について 

  介護保険における予防給付の対象となる要支援者の心身

の状況、置かれている環境等を勘案し、介護予防サービス

計画を作成するとともに、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、介

護予防サービス事業者等の関係機関と連絡調整などを行

う。 

  

 4 その他 

（１）二次予防事業対象者の把握事業 

  市町村に住所を有する６５歳以上の者に対し、基本チェ   

ックリストの配布・回収の実施等により、二次予防事業の
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（２）介護予防普及啓発事業 

  介護予防に資する基本的な知識を普及啓発するためのパ

ンフレット等の作成及び配布、有識者による講演会や相談

会等の開催など、市町村が効果があると認める事業を適宜

実施する。 

（３）地域介護予防活動支援事業 

  介護予防に関するボランティア等の人材を育成するため 

の研修や、介護予防に資する地域活動組織の育成及び支援 

など、市町村が地域における介護予防に資する活動の支援 

として効果があると認める事業を適宜実施する。 

 

（４）二次予防事業評価事業及び一次予防事業評価事業の一 

  部 

  二次予防事業及び一次予防事業それぞれの事業に対する 

評価を行う事業であり、介護保険事業計画において定める 

目標値の達成状況等の検証を通じ、各施策の事業評価を行 

うものである。 

 

（５）ケアマネジメント事業 

  要支援者（指定介護予防支援または特例介護予防サービ 

ス計画費に係る介護予防支援を受けている者を除く。）及 

び二次予防事業対象者に対して、介護予防及び日常生活支 

援を目的として、その心身の状況、その置かれている環境 

その他の状況に応じて、その選択に基づき、予防サービ 

対象者に関する情報収集を行い、二次予防事業対象者の決

定を行う。 

 

（２）介護予防普及啓発事業 

  介護予防に資する基本的な知識を普及啓発するためのパ

ンフレット等の作成及び配布、有識者による講演会や相談

会等の開催など、市町村が効果があると認める事業を適宜

実施する。 

（３）地域介護予防活動支援事業 

  介護予防に関するボランティア等の人材を育成するため 

の研修や、介護予防に資する地域活動組織の育成及び支援 

など、市町村が地域における介護予防に資する活動の支援 

として効果があると認める事業を適宜実施する。 

 

（４）二次予防事業評価事業及び一次予防事業評価事業の一 

  部 

  二次予防事業及び一次予防事業それぞれの事業に対する 

評価を行う事業であり、介護保険事業計画において定める 

目標値の達成状況等の検証を通じ、各施策の事業評価を行 

うものである。 

 

（５）ケアマネジメント事業 

  要支援者（指定介護予防支援または特例介護予防サービ 

ス計画費に係る介護予防支援を受けている者を除く。）及 

び二次予防事業対象者に対して、介護予防及び日常生活支 

援を目的として、その心身の状況、その置かれている環境 
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ス事業、生活支援サービス事業、その他の適切な事業が包

括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行うもので

ある。 

 

（６）任意事業 

被保険者の地域における自立した日常生活の支援を行う 

ため、必要な事業を実施する。 

その他の状況に応じて、その選択に基づき、予防サービ 

ス事業、生活支援サービス事業、その他の適切な事業が包

括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行うもので

ある。 

 

（６）任意事業 

被保険者の地域における自立した日常生活の支援を行う

ため、必要な事業を実施する。  

 


