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第１ ガイドラインの目的 
 介護保険は、加齢による病気等で要介護状態となり、入浴・排せつ・食事等の介護、機能訓練、
看護・療養上の管理等の医療が必要な人に対して保健医療サービス・福祉サービスを提供する制
度であり、介護等が必要な人の尊厳を保持し、能力に応じ自立した日常生活を営むことができる
よう支援することを基本理念としている。（介護保険法（以下「法」という。）第１条） 
 高齢化の進展に伴い介護給付費が増大する中で、団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年や、団
塊ジュニア世代が 65歳以上となる 2040 年を見据え、高齢者がその有する能力に応じ自立した日
常生活を営むことができるよう支援することや、要介護状態となることの予防、要介護状態など
の軽減・悪化の防止といった制度の理念を堅持することが重要である。 
 次に、指定居宅介護支援事業者の基本方針には、「利用者の尊厳の保持」「自立支援」「重度化防
止」が掲げられている。法の基本理念を実現する上で、指定居宅介護支援事業者が極めて重要な
役割を果たすことが求められている。また、指定介護予防支援事業者（介護予防ケアマネジメン
トを含む）の基本方針にも同様に定められている。 
 このことから、法の基本理念実現に資するため、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支
援事業者のケアマネジメントについてのガイドラインを作成することにより、市内事業者の標準
化、質の向上を図るものである。 

第２ 目的を達成するための方法について 
１ ケアプラン点検・実地指導によるケアマネジメントの質の向上 
 ケアプラン点検 
介護支援専門員が作成した居宅サービス計画、介護予防サービス計画の記載内容について、事

業者に資料提出を求め又は訪問調査を行い、市町村職員等の第三者が点検及び支援を行うことに
より、個々の受給者が真に必要とするサービスを確保するとともに、その状態に適合していない
サービス提供を改善する。 
 ※参照：「第三期介護給付適正化計画」に関する指針について 

ア 対象利用者の選定 
① 森県国 健康保険団体連合会から提供されるデータ等により、対象ケースを抽出し、ヒア
リングシートを送付する。 
→ヒアリングシートの提出のみ 
②居宅介護支援事業所からの相談事例 
→面談（以下、イからエのとおり） 
③住宅改修や福祉用具利用等について、リハビリテーション専門職が点検に参加し、利用者宅
を訪問する場合がある。 
→自宅訪問、面談（以下、イからエのとおり） 

イ 介護支援専門員への通知（提出書類の依頼） 
対象事業所には、ケアプラン点検を実施する旨を通知し、書類提出の依頼を行う。 
提出書類  ・ケアプラン自己点検シート（市様式） 

・アセスメントシート 
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       ・居宅サービス計画（第１表から第３表、第６表及び第７表） 
       ・課題整理総括表 

ウ 面接 
 必要に応じて、面接には事業所管理者の同席を依頼する。 

エ 結果通知 
結果は、「良い・悪い」という評価ではなく、介護支援専門員の「気づき」を促すものであり、

次回のケアプラン作成に活かしていくことを主眼としている。 

※資料（ケアプラン自己点検シート） 

※資料 34 ページ 介護保険最新情報Vol.38「ケアプラン点検支援マニュアル」 
※資料 34 ページ 介護保険最新情報Vol.379「課題整理総括表・評価表の活用の手引き」 

事業所名 担当者名

達成度

1

2

3

4

5

1

2

3

1

2

3

4

5

6

1

2

第１表　居宅サービス計画書（１）

第2表　居宅サービス計画書（2）

課題を客観的に抽出するため手法として合理的なものと認められる適切な方
法を用いている。

課題分析項目（23項目）に沿って、包括的に情報が集められている。

点検内容

福祉用具貸与や特定福祉用具販売のサービスの必要性を記載してる。（別
紙に記載がある場合は、別紙を提出ください）

判断理由

アセスメント名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

利用者や家族の「できること」・「維持していること」・「できそうなこと」（可能
性）を分析し、自立支援に向けた検討を行っている。

課題分析（アセスメントシート）

主治医などから健康状態に関する情報を得て、予後や留意点などについて
整理できている。

情報の分析(要因・可能性・危険性)の記録がある。

利用者や家族の意向を把握し、介護サービスを受け、どのように生活したい
か、課題分析の結果を記載している。

総合的な援助の方針は、利用者及び家族を含むケアチームが目指すべき方
向性を確認し合える内容になっている。

生活援助中心型を算定した理由を記載している。

個々の解決すべき課題（ニーズ）について明らかにしている。

目標は解決可能であり、具体的に明記され、モニタリングで達成状況が把握
できるよう具体的に記載している。

目標、サービス内容、期間が整合性の取れた内容である。

第3表　週間サービス計画表

サービス利用状況、週単位以外のサービス（短期入所、福祉用具、医療等）
がわかりやすく記載している。

利用者や家族の日常生活上の活動がわかる計画となっている。

優先すべき課題の項目に応じた課題の整理を行っている。

支援者側の目標設定や、サービスの利用が目標になっていない。

＊評価の目安：概ねできている場合は「〇」、できていない場合は「×」、一部できていない部分がある場合は「△」を記入。

ケアプラン自己点検シート　

評価日
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 事業者指導 
法第 23 条の規定により、保険給付及び予防給付に係るサービス内容並びに介護給付等に係る費

用の請求に関する指導、利用者の自立支援及び尊厳の保持を念頭において、事業者の支援を基本
とし、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的として、以下
の方法で実施する。 
ア 集団指導 
 介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等について講習等の方式で行う。 
イ 実地指導 
管理者及び介護支援専門員の出席を求め、関係書類を閲覧し、基準条例、「運営指導マニュアル」

及び「報酬請求指導マニュアル」に基づき、面談方式で行う。 
※資料１ページ   市指定居宅介護 援等の事業の 員及び運営に関する基準等を定める条例
※資料 11 ページ   市指定介護予防 援等の事業の 員及び運営並びに指定介護予防 援等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例 

 居宅介護支援 
  市指定居宅介護 援等の事業の 員及び運営に関する基準等を定める条例（以下「条例」

という。）及び指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について（老企第 22 号）
（以下「解釈通知」という。）に基づき、ケアマネジメントの流れを確認する。 

ケアマネジメントの流れ 

  ア 内容及び手続の説明及び同意 （重要事項説明書の説明、契約） 
  ウ ①インテーク（初回面接・情報収集） 
  ウ ②アセスメント（課題分析） 
  ウ ③居宅サービス計画原案作成 
 ウ ④サービス担当者会議 
 ウ ⑤居宅サービス計画について、利用者及びその家族への説明・同意 
 ウ ⑥居宅サービス計画の交付（利用者、担当者） 
 ウ ⑦サービス利用 
 ウ ⑧モニタリング（再アセスメントを含む） 

ア 内容及び手続の説明及び同意（条例第６条、解釈通知第３の ）
 サービス提供開始前に、利用申込者に対して、運営規程の概要及び重要事項説明書を交付し
て説明を行い、利用申込者の同意を得る。 

  また、居宅サービス計画の作成に当たって、『介護支援専門員に対して複数の指定居宅サービ
ス事業者等の照会を求めることや、居宅サービス計画原案に位置付けた指定居宅サービス事業
者等の選定理由の説明を求めることが可能であること』を説明しなければならない。この説明
は利用者申込者又はその家族の理解が得られるよう、重要事項説明書や契約書の交付に加えて、
それを理解したことについて、必ず利用申込者から署名を得る必要がある。 

  他に、利用者が医療機関に入院した場合は、担当の介護支援専門員の氏名及び連絡先を医療

ウ⑨居宅サービス
計画の変更 

（②から⑥を実施） 
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機関へ伝えるよう、利用者又はその家族に協力を求める必要がある。 
※必要な帳票等：運営規程、重要事項説明書、契約書 

イ 指定居宅介護支援の具体的取扱方針（条例第 15条、解釈通知第３の ）
サービス提供に当たっては、基本的事項が以下３点ある。 
①指定居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家
族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。（第 2号） 

②介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の自立した日常生活の
支援を効果的に行うため、利用者の心身又は家族の状況等に応じ、継続的かつ計画的に指
定居宅サービス等の利用が行われるようにしなければならない。（第 3号） 

③介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の日常生活全般を支援
する観点から、介護給付費等対象サービス以外の保健医療サービス又は福祉サービス、当
該地域の住 による 発的な活動によるサービス等の利 も含めて居宅サービス計画上
に位置付けるよう努めなければならない。（第 4号） 

ウ ケアマネジメントプロセス 
① インテーク（初回面接・情報収集）（条例第 15条第２号、６号） 
利用者やその家族との信頼関係、協働関係の構築が重要であり、介護支援専門員は、面
接の趣旨を利用者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得る必要がある 
利用者及びその家族の日頃の心身の状態や生活状況、生活上の困りごと等を聞き取ると
ともに、生活状況等を観察する。 
聞き取り及び観察を行う時は、課題分析標準項目（資料 23ページ）の内容を網羅できる
ように行う。 
以下のとおり、医療情報についても聞き取りを行う。 

 ・受診頻度、受診先 
 ・服薬管理の状況（お薬手帳等の確認） 
 ・治療中の疾患の症状等（直近の検査結果等があれば確認する） 
 ・療養上の注意点、医師からの指示内容 
※必要な帳票等：主治医意見書、認定調査結果→介護保険課へ請求する 

          ケアプラン作成連絡票（  市様式） 居宅介護支援事業所⇔医療機関 
          退院時の聞き取りシート（三八圏域共通様式） 

   ② アセスメント（課題分析）（条例第 15条第６号） 
    アセスメントツール（全国社会福祉協議会方式、インターライ方式等）の種類は問わな

いが、課題分析標準項目を網羅し、利用者の課題を客観的に抽出する適切な方法を用いる。
基本情報やフェイスシートに記載する情報を収集するだけでは、アセスメントにはならな
いことに注意する。 

    利用者の「できている・維持している」という利用者の良い点が、普段の生活に活かせ
ないか、家族内や地域社会等で役割を持てないか等を検討する。 

    「本人はどのような生活を望んでいるのか」といった意向をふまえて、「それを阻害して
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いる要因（個人的・環境）は何なのか」という分析が必要でなる。 
    本人の意欲が重要な要因であり、消極的・拒否的な意向の場合は、特に注意が必要であ

る。「できる能力があるのに、していないことは何か」「昔はしていたのに、しなくなった
ことは何か」「それはどうしてか」等の視点から、意欲が低下している理由を解明し、本人
の思いを引き出し、意欲を高める方法等を検討することが必要である。 

    アセスメント等により、抽出された課題を導き出した過程を確認する、地域ケア会議等
で説明する際等に「課題整理総括表」を活用することも必要である。なお、「課題整理総括
表」の作成を居宅サービス計画（原案）作成時に義務付けるものではない。 
「課題整理総括表」はアセスメントツールではないため、事業所で定めたアセスメントツ
ールを使用することが必要である。 

※資料 34 ページ：介護保険最新情報 Vol.379「課題整理総括表・評価表の活用の手引き」の活
用について（平成 26年６月 17 日） 

③ 居宅サービス計画原案作成 （条例第 15 条第８号） 
   居宅サービス計画原案作成に当たっては、利用者によるサービス選択に資するよう、当
該利用者が居住する地域の指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等
の情報を適正に利用者又はその家族に対して提供する必要がある。 

   特定の指定居宅サービス事業者に偏った情報を提供するようなことや、利用者の選択を
求めることなく同一法人のサービスのみによる居宅サービス計画原案を最初から提示する
ことは不適切である。 

   集合住宅（有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅等）において、特定の指定居
宅サービス事業者のサービスを利用することを、選択の機会を与えることなく入居条件と
することや、集合住宅と同一敷地内の指定居宅サービス事業者のみを居宅サービス計画原
案に位置付けないこと。 
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作成年月日 年 月 日

年 月 日

年 月 日 年 月 日

年 月 日 年 月 日 年 月 日

介護認定審査会の
意見及びサービス
の種類の指定

統合的な援助の

方針

利用者及び家族

の生活に対する

意向

～

・ 要介護３ ・ 要介護４ ・ 要介護５

認定日 認定の有効期間

居宅サービス計画作成 （変更） 日 初回居宅サービス計画作成日

利用者名 殿

居宅介護支援事業者・事業所名及び所在地

・

住所

第１表 居宅サービス計画書 （ １ ）

初回  ・  紹介  ・  継続

居宅サービス計画作成者氏名

生年月日

要介護２

認定済  ・  申請中

生活援助中心型の

算定理由
　　１．一人暮らし　　　　２．家族等が障害、疾病等　　　　３．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

要介護状態区分 要支援 ・ 要介護１

居宅サービス計画書第 1表 

 ①利用者及びその家族が、どのような内容の介護サービスをどの程度の頻度で利用しながら、
どのような生活をしたいと考えているのかについて課題分析の結果を記載する。消極的・拒
否的な意向には留意し、利用者の「想い」を引き出すような関わりが必要である。 

 ②被保険者証を確認し、「認定審査会意見及びサービスの種類の指定」が記載されている場合
には、これを転記する。 

 ③生活全般の解決すべき課題（ニーズ）」に対応して、当該居宅サービス計画を作成する介護
支援専門員をはじめ各種のサービス担当者が、どのようなチームケアを行おうとするのか、
総合的な援助の方針を記載する。また、あらかじめ発生する可能性が高い緊急事態が想定さ
れる場合には、対応機関やその連絡先等を記載する。 
④訪問介護の生活援助中心型を計画に位置付ける場合は、理由に○を付ける。 

① 

② 

③ 

④
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   居宅サービス計画書第２表 

 ①アセスメントによって明らかとなった利用者の自立を阻害する要因等であって、個々の解決
すべき課題についてその相互関係をも含めて明らかにし、それを解決するための要点がどこ
にあるかを分析するものであり、簡潔に利用者が理解できるよう記載する。また、原則とし
て優先度合いが高いものから順に記載する。 

 ②基本的には個々の解決すべき課題に対応して設定するものである。 
ただし、解決すべき課題が短期的に解決される場合やいくつかの課題が解決されて初めて達
成可能な場合には、複数の 期 標が設定されることもある。

 ③提供されるサービスの目標とは、利用者が到達しようとする目標であり、サービス提供事業
所の個別サービス行為を指すものではないため、「デイサービスを週２回利用する。」などと
いう目標設定は不適切である。 

  本人が主体的に取り組めるよう達成可能なものとする。回数、方法、取り組み等を記載し、
達成できたかどうかを具体的にモニタリング・評価できるものとする。 
また、「短期目標」は、解決すべき課題及び 期 標に段階的に対応し、解決に結びつけるよ
う設定する。 

 ②、③共通事項：達成時期を期間として設定する。 
④「短期目標」の達成に必要であって、最適なサービスの内容とその方針を明らかにし、適切・
簡潔に記載する。この際、できるだけ利用者本人のセルフケアや家族による援助も明記する。
既に行われているサービスについても、そのサービスがニーズに反せず、利用者及びその家
族に定着している場合には記載する。 
⑤具体的な「サービス種別」及び当該サービス提供を行う「事業所名」を記載する。 
家族が担う介護部分についても、誰が行うのかを明記する。 

作成年月日 年 月 日

※１ 「保険給付対象かどうかの区分」について、保険給付対象内サービスについては○印を付す。
※２ 「当該サービス提供を行う事業所」について記入する。

期間

援助目標 援助内容

※１ サービス種別 ※２ 頻度（期間） 短期目標 （期間） サービス内容長期目標べき課題（ニーズ）

弟２表 居宅サービス計画書 （２）

利用者名 殿

生活全般の解決す

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
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⑥「頻度」は、「サービス内容」に掲げたサービスをどの程度の「頻度（一定期間内での回数、
実施曜日等）」で実施するかを記載する。セルフケアや家族の援助では、頻度に必要時や随時
と記入することもあるが、介護給付費の対象となるサービスでは、１回／週、毎週月曜日、
木曜日等具体的に頻度を記載する。 
その他：福祉用具貸与又は特定福祉用具販売を居宅サービス計画に位置付ける場合においては、

「生活全般の解決すべき課題」・「サービス内容」等に当該サービスを必要とする理由が
明らかになるように記載する。なお、理由については、別の用紙に記載することができ
る。 

   居宅サービス計画書第３表（週間サービス計画表） 

 ①介護給付費以外のサービスについても記載する。 
②利用者の起床や就寝、食事、排泄などの平均的な一日の過ごし方について記載する。 

 ③通院、福祉用具、住宅改修など、週単位以外のサービスについて記載する。 

作成年月日 年 月 日

月 火
4:00

深
夜

週間サービス計画表
第３表

利用者名 殿

12:00

日 主な日常生活上の活動水 木 金 土

6:00

8:00

10:00

14:00

16:00

早
朝

午

前

午

後

22:00

夜

間

週単位以外
のサービス

2:00

4:00

深

夜

20:00

18:00

24:00

① ② 

③
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作成年月日 年 月 日

第４表

開催場所

利用者名

月 日開催日

サービス担当者会議の要点

年 開催回数

殿 居宅サービス計画作成者（担当者）氏名

開催時間

結論

（次回の開催時期）

残された課題

所属（職種） 氏名所属（職種） 氏名 氏名会議出席者

検討した項目

検討内容

所属（職種）

④ サービス担当者会議（第 15条第９号） 
   利用者及びその家族の参加を基本としつつ、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有
するとともに、専門的な見地からの意見を求め、支援の方向性を確認する。また、必要に応
じて居宅サービス計画（原案）を修正する。 
サービス担当者会議は、以下の場合に必ず開催することが義務付けられている。 

    ⅰ 居宅サービス計画を新規作成（変更）する場合 
    ⅱ 更新認定を受けた場合 
    ⅲ 区分変更の認定を受けた場合 
   やむを得ない理由がある場合（※）は、その旨を支援経過等に記録し、担当者に対する照
会等により意見を求めることができる。 

   医療機関の医師等が参加できない場合は、ケアプラン作成連絡票（  市様式）等を活 
して、意見を聴取する。重度化防止の観点の視点から、療養上の留意点を確認し、ケアチー
ムで共有することが重要である。 

   サービス担当者会議の要点又は担当者への照会内容について記録する。 

 ※やむを得ない場合の例 
  ⅰ 新規作成、変更、要介護更新認定、要介護状態区分の変更の認定 

・開催の日程調整を行ったが、サービス担当者の事由により、参加が得られなかった場合 
・末期の悪性腫瘍の患者に限り、主治医等が１ヶ月以内に日常生活上の障害が出現すると
判断し、介護支援専門員が照会等により意見を求めることが必要と判断した場合 
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ⅱ 要介護更新認定、要介護状態区分の変更の認定 
・居宅サービス計画変更から間もない場合で利用者の状態に大きな変化が見られない場合 
例：サービスの追加により、アセスメント・サービス担当者会議の開催を経て 11 月 21
日居宅サービス計画変更。11 月 30 日更新認定を受ける。 

ⅲ 変更 
・利用者の状態に大きな変化が見られない等における軽微な変更の場合等 
※軽微な変更の場合 （資料 34ページ介護保険最新情報Vol.155 に例示されている。） 

  ・軽微な変更と判断した場合、以下を参考として、訂正する。 
ⅰ 軽微な変更と判断した日付、変更箇所を記載する 
ⅱ 期間や頻度等に二重線を引き、見え消し修正する 

・ただし、利用者、その家族、サービス提供事業所へ、軽微な変更により、居宅サービス計画
の作成やサービス担当者会議の開催を行わない旨を連絡するとともに、軽微な変更とした
根拠等を支援経過等に記録することが必要である。 

⑤ 利用者への説明・同意（条例第 15 条第 10 号） 
居宅サービス計画（原案）の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書によ

り利用者の同意を得ることが義務付けられている。 
利用者が自筆できない場合等は、代筆者の欄を設ける等して対応する必要がある。 
説明及び同意を要する居宅サービス計画原案とは、居宅サービス計画書の第１表から第３
表、第６表及び第７表となる。 

⑥ 居宅サービス計画書の交付（条例第 15 条第 11 号） 
   利用者及び担当者へ交付する。医療系サービス（訪問看護、居宅療養管理指導等）を利用
している場合は、主治の医師に対しても居宅サービス計画書を交付する必要がある。 

⑦ サービス利用 

⑧ モニタリング（条例第 15 条第 14 号） 
   モニタリングの目的は、ケアプランの実施状況を把握し、目標の達成状況、支援内容、新
たな課題の有無等を確認することである。 

   目標を達成した場合、新たな課題がある場合、目標達成が困難な場合は、居宅サービス計
画書を見直す必要がある。 

   訪問介護等の居宅サービス事業者等により、利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者
の心身又は生活の状況に係る情報を得た場合は、必要に応じて主治医・ 科医師・薬剤師へ
情報提供する必要がある。 

  ※情報提供する例 
  ・薬が大量に余っている又は複数回分の薬を一度に服用している 
  ・薬の服用を拒絶している 
  ・使いきらないうちに新たな薬が処方されている 
  ・口臭や口腔内出血がある 
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  ・体重の増減が推測される見た目の変化がある 
  ・食事量や食事回数に変化がある 
  ・下痢や便秘が続いている 
  ・皮膚が乾燥していたり湿疹等がある 
  ・リハビリテーションの提供が必要と思われる状態にあるにも関わらず提供されていない 

少なくとも１月に１回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接することと、少なくとも１
月に１回、モニタリングの結果を記録することが義務付けられている。モニタリングは、居
宅介護支援の提供開始月から実施する必要がある。 

   居宅サービス計画に位置付けるサービスは、短期目標を達成するために位置付けられるも
のであり、期間が終了した際には、地域ケア会議等で使用する「評価表」を活用することで、
目標に対して適切なサービス内容であったかも含めて評価することも重要である。 

  ⑨ 居宅サービス計画の変更 
軽微な変更を行う場合を除き、居宅サービス計画の変更に当たっては、原則としてケアマ

ネジメントのプロセスに基づき、一連の業務を行う必要がある。 
モニタリングの結果等、解決すべき課題の変化等が認められる場合は、必要に応じてケア
プランの変更が必要である。 

  ⑩ その他 
  ⅰ個別サービス計画の提出を求める（条例第 15条第 12 号） 

居宅介護支援事業所とサービス提供事業所の意識の共有を図る観点から、居宅サービス
計画及び個別サービス計画の連動性や整合性について確認しなければならないため、サー
ビス提供事業所が作成する個別サービス計画の提出を求めることが必要である。 

  ⅱ厚生労働大臣が定める回数を超えて訪問介護（生活援助中心型）を居宅サービス計画に位
置付けている（条例第 15条第 18 号の２）

    厚生労働大臣が定める回数を超えて訪問介護を位置付ける場合は、居宅サービス計画と
資料を添えて、市介護保険課へ提出する。 

  ⅲ短期入所サービスの利用が要介護認定の有効期間の半数を超えている（条例第 15 条第 21
号）

    利用者の心身の状況及び本人、家族等の意向に照らし、この目安（認定有効期間の半数）
を超えて短期入所サービスの利用が特に必要と認められる場合においては、目安を上回る
日数の短期入所サービスを居宅サービス計画に位置付けることも可能であり、その際には、
居宅サービス計画の「第１表総合的な援助の方針」に理由等を記載する。 
虐待や家族関係上のトラブル等、第１表に記載することが望ましくない場合は、居宅介
護支援経過に理由を記載する。 
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 介護予防支援・介護予防ケアマネジメント 
ア 事業内容 
①介護予防・日常生活支援総合事業 

  介護予防・日常生活支援総合事業（以下「総合事業」という）は、市町村が中心となって、
地域の実情に応じて、住 等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、
地域の支え合いの体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能
等することを目指すものである。 

「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン」より 

②介護予防ケアマネジメント（第１号介護予防支援事業） 
  要支援者及び基本チェックリストの記入内容が事業対象の基準に該当した者（以下「事業対
象者」という）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、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、訪問型サービス、通所型サービス、そ
の他の生活支援サービスも含め、要支援者等の状況にあった適切なサービスが包括的かつ効率
的に提供されるよう必要な援助を行う事業である。 

③介護予防ケアマネジメントの基本的な考え方 
  介護予防ケアマネジメントは、介護予防の目的である「高齢者が要介護状態になることをで
きる限り防ぐ（遅らせる）」「要支援・要介護状態になってもその悪化をできる限り防ぐ」ため
に高齢者自身が地域における自立した日常生活を送れるよう支援するものであり、従来からの
ケアマネジメントのプロセスに基づくものである。 

  地域において、高齢者が健康を維持し、改善可能な場合は適切な支援を受けて改善に向かい、
医療や介護、生活支援等を必要とする状況になっても住み慣れた地域で暮らし、その生活の質
を維持・向上させるためには、高齢者一人一人が自分の健康増進や介護予防についての意識を
持ち、自ら必要な情報にアクセスするとともに、介護予防、健康の維持・増進に向けた取組を
行うことが重要となる。 

  総合事業においては、高齢者自身が、地域で何らかの役割を果たせる活動を継続することに
より、結果として介護予防につながるという視点からも利用者の生活上の何らかの支援に資す
るよう、心身機能の改善だけではなく、地域の中で生きがいや役割を持って生活できるような
居場所に通い続けるなど、「心身機能」「活動」「参加」にバランスよくアプローチしていくこと
が重要である。 

  このようなことから、総合事業における介護予防ケアマネジメントについては、適切なアセ
スメントの実施により、利用者の状況を踏まえた目標を設定し、利用者本人がそれを理解した
上で、その達成のために必要なサービスを主体的に利用して、目標の達成に取り組んでいける
よう、具体的に介護予防・生活支援サービス事業等の利用について検討し、ケアプランを作成
していくこととなる。 

※資料 34 ページ「介護保険最新情報 Vol.484 介護予防・日常生活支援総合事業における介護予
防ケアマネジメント（第１号介護予防支援事業）の実施及び介護予防手帳の
活用について」 
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④実施主体 
  利用者本人が居住する所在地の地域包括支援センターにおいて、実施する。 
  包括的支援事業全体の円滑な実施を考えた上で、地域包括支援センターが業務の一部を指定
居宅介護支援事業所に委託し、当該事業所の介護支援専門員によって実施することも可能であ
る。 

当市の体制 

◎市包括が担当するケース

①住所地特例対象者 

    圏域内の                 ②市外居住者 

事業対象者・要支援者          ③市包括希望者（※２） 

※  市では、委託型地域包括 援センターを「〇〇地区 齢者 援センター」と呼称している。
※2特段の事情があるものに限る 

  市地域包括センター
（基幹型） 

高齢者支援 
センター(※)

住所地
特例 
施設 
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イ 介護予防ケアマネジメントの類型 
  介護予防ケアマネジメントのプロセスについては、利用者の状況や基本チェックリストの結
果、本人の希望するサービス等を踏まえて、従来からの原則的なケアマネジメント（ケアマネ
ジメントＡ）に沿った上で、以下のような類型を想定している。 
①介護予防ケアマネジメントの類型 

類型 
ケアマネジメントＡ 

（原則的な介護予防ケアマ
ネジメント） 

ケアマネジメントＢ 
（簡略化した介護予防ケア
マネジメント） 

ケアマネジメントＣ 
（初回のみの介護予防ケア
マネジメント） 

内容 

介護予防支援の流れ、様式
で実施するケアマネジメン
ト 

サービス担当者会議の省
略、モニタリングの適宜開
催等簡略化したケアマネジ
メント。様式はＡと同じ。 

ケアマネジメントの結果、
住 主体型のサービスや 
活支援サービスにつなげる
場合のケアマネジメント 

実施
主体 

地域包括支援センター 
（高齢者支援センター） 
居宅介護支援事業所(委託) 

地域包括支援センター 
（高齢者支援センター） 

高齢者支援センター 
（高齢者支援センター） 

対象
事業 

・従前相当サービス 
・短期集中予防サービスＣ 

・基準緩和型サービスＡ ・住 主体型サービスＢ 

プロ
セス 

アセスメント 
→ケアプラン原案作成 
→サービス担当者会議 
→ケアプランの説明・
同意・交付 

→サービス提供 
→モニタリング【給付管理】 

アセスメント 
→ケアプラン原案作成 
（サービス担当者会議） 
→ケアプランの説明・
同意・交付 

→サービス提供 
（モニタリング(適宜)） 

アセスメント 
→ケアマネジメントの結果
案作成 

→結果案の説明・同意・
交付 

→サービス提供 

※介護予防支援のプロセスは、Aと同様。 

②単価及び請求方法 
類型 ケアマネジメント費 初回加算 請求先 

ケアマネジメントＡ 431 単位 300 単位 
 森県国 健康保険団体連合会 
※サービスＣ単独利用は市へ 

ケアマネジメントＢ 351 単位 200 単位   市（ 齢福祉課） 
ケアマネジメントＣ ― ―   市（ 齢福祉課） 
介護予防支援 431 単位 300 単位  森県国 健康保険団体連合会 

※介護予防小規模多機能型居宅介護事業所連携加算は、300 単位 

③委託料及び請求方法 
類型 ケアマネジメント費 初回加算 請求先 

ケアマネジメントＡ 4,094 円 2,850 円 
利用者を担当する 

高齢者支援センター 
または 市地域包括支援センター 

ケアマネジメントＢ 3,334 円 1,900 円 
ケアマネジメントＣ ― ― 
介護予防支援 4,094 円 2,850 円 
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ウ ケアマネジメントのプロセス 

   要支援者・事業体対象者であること      を確認し、必要な申請の代行を行う。 
基本チェックリストにより該当者であること  様式は「カ 関連様式」 

介護予防支援等利用契約の締結、重要事項説明を行った上で、介護予防ケアマネジメント
を開始する。 

利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族と面接して行う。 

利用者の状況に応じて利用するサービスの選択を支援するとともに、その後の利用 
の関わりの必要度合いにより、介護予防ケアマネジメントプロセスの類型を決める。 

      目標には、本人の目標とわかるよう、回数、方法、取組み等を具体的に記載する。 

      利用者及びその家族の参加を基本とし、情報を共有するとともに、専門的な見地か 
     意見を求め、必要に応じて原案の修正を行う。 

      サービスの利用開始後の状況、問題、意欲の変化など継続的に把握。利用者及び家 
から直接聴取するほか、サービス提供者から状況を聴取。利用者宅への訪問によるモ 
タリングは、ケアマネジメントの類型により、その実施及び間隔が異なる。 

      実施期間終了時、ケアプランの目標が達成されたか評価し、ケアマネジメントの変
更も含めて今後の方針を決定する。 

介護予防ケアマネジメントの各プロセスについては、  市指定介護予防 援等の事業の
人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関す
る基準等を定める条例（以下「条例」という）第 32 条「指定介護予防支援の具体的取扱方針」
に基づき実施する。
①アセスメント 条例第 32 条第１項第６ ７号
アセスメントは、利用者の自宅を訪問して本人との面接による聴き取り等を通じて行う。 
利用者本人の生活機能の低下等についての自覚を促すとともに、介護予防に取り組む意欲を
引き出すため、本人及び家族とコミュニケーションを深め、信頼関係の構築に努める。 

②ケアプラン原案作成 条例第 32 条第１項第８号 
目標については、生活の質の向上を目指すものとして、利用者が、自分の目標として意識で

（１）介護予防ケアマネジメント対象者要件の確認

（２）介護予防ケアマネジメントの利用の手続き

介

護

予

防

ケ

ア

マ

ネ

ジ

メ

ン

ト

①アセスメント

②ケアプラン原案（ケアマネジメント結果）作成

③サービス担当者会議（ケアマネジメントＢの一部、ケアマネジメントＣを除く）

④ケアプランの説明・同意・交付

サービス提供

⑤モニタリング【給付管理】（ケアマネジメントＢの一部、ケアマネジメントＣを除く）

⑥評価（ケアマネジメントＣを除く）
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きるような内容・表現となるように設定する。 
計画に定めた実施期間の間に取り組むことにより、その達成がほぼ可能と思われ、利用者自
身でも評価できる具体的な目標とすることが望ましい。 
利用するサービスを検討する際は、単にサービス事業の利用のみに限定せず、家族や地域住
 による 援、 般介護予防事業における住 主体の活動や、 間企業の利 も積極的に位置
づけ、本人の自立支援を支えるケアプラン原案を本人と共に作成する。 
計画原案作成に当たっては、利用者によるサービス選択に資するよう、当該利用者が居住す
る地域の指定介護予防サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利
用者又はその家族に対して提供する必要がある。 

  特定の指定介護予防サービス事業者に偏った情報を提供するようなことや、利用者の選択を
求めることなく同一法人のサービスのみによる計画原案を最初から提示しないこと。 

③サービス担当者会議 条例第 32 条第１項第９号 
やむを得ない理由がある場合を除き、ケアプランの新規作成、変更、要支援更新認定、要支
援状態区分変更の認定を受けた場合は、サービス担当者会議の開催等が必要。 

※やむを得ない理由がある場合 
・開催の日程調整を行ったが、サービス担当者の事由により、参加が得られなかった場合 
・ケアプラン変更から間もない場合で、利用者の状態に大きな変化が見られない場合 
・利用者の状態に大きな変化が見られない当における軽微な変更(※)の場合  など  

※軽微な変更（サービス担当者会議に関する） 
 ・サービス利用回数の増減によるサービス担当者会議の必要性 
単なるサービス利用回数の増減については、必ずしも実施しなければならないものではない。 

 ・ケアプランの軽微な変更に関するサービス担当者会議の全事業所招集の必要性 
   ケアプランの「軽微な変更」に該当するものであれば、必ずしも実施しなければならない
ものではない。開催する場合には、必ずしもすべての事業所を招集する必要はなく、照会等
により意見を求めることも想定される。 

  ・サービス提供の曜日変更  ・サービス提供の回数変更  ・利用者の住所変更 
  ・事業所の名称変更  ・担当介護支援専門員の変更  ・ 標期間の延 
・同等の福祉用具に変更し単位数のみ異なる場合  ・目標もサービスも変わらない単なる
事業所変更  ・目標を達成するためにサービス内容が変わるだけの場合 

④ケアプランの説明・同意・交付 条例第 32 条第１項第 10、11 号 
利用者またはその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得て、交付する。 

⑤モニタリング 条例第 32 条第１項第 13、14、16 号 
サービスの提供を開始する月の翌月から起算して３月に１回、サービスの評価期間が終了す
る月、利用者の状況に著しい変化があったときは、利用者の居宅を訪問し、面接する。 
居宅を訪問しない月は、可能な限り通所サービス事業所等で利用者に面接するように努め、    
できない場合には、電話等により利用者との連絡を実施する。 
⑥評価 条例第 32 条第１項第 15号 
期間終了月に目標が達成されたか評価し、ケアプランの変更も含めて今後の方針を決定する。 
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エ ケアプラン等の作成方法 

介護予防サービス・支援計画表（１） 

①初回・紹介・継続 
 初回…初回加算の対象となる方 
紹介…予防給付（要支援）から介護予防ケアマネジメント（事業対象者）になった方。 

または介護予防ケアマネジメントから予防給付になった方 
継続…予防給付が今後も予防給付を受ける予定。または介護予防ケアマネジメントが今後も介

護予防ケアマネジメントを受ける予定 
②要支援１・要支援２・地域支援事業 
 地域支援事業…総合事業対象者の方 
③計画作成（変更）日（初回作成日） 
 計画作成日とは、利用者が計画原案について同意した日である 
 初回作成日とは、２回目以降は、初回に作成した日を入力する 

書き方のポイント 

 ①「アセスメント領域と現状の状況」から「具体策についての意向 本人・家族」まで、左から
右へ記載していく。 

 ②アセスメント時に確認した事項を、過不足なく具体的に、本人にもわかりやすく記載する。 
 ③「本人・家族の意欲・意向」は、「○○できるようになりたい」、「○○したい」と具体的に。 
 ④「課題に対する目標と具体策の提案」まではサービスの利用を前提とした内容を記載しない。 
 ⑤第三者が計画表（１）を一読して、当該利用者の状況をイメージできるような内容とする。 
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介護予防サービス・支援計画表（２） 

①目標とする生活 
１日とは、大きな目標にたどり着くための段階的な目標である場合や、健康管理能力や機能
の向上・生活行為の拡大・環境改善など様々な目標が設定される場合もあり得る。 
１年とは、利用者とともに、生きがいや楽しみを話し合い、今後の生活で達成したい目標を
設定する。あくまでも、達成可能な具体的な目標とする。 
②目標 
計画表（１）の「具体策についての本人・家族の意向」を踏まえて、計画作成者と利用者・家
族の三者が合意した目標を記載する。計画表（１）の「課題に対する目標と具体策の提案」で
合意が得られている場合には、その内容をそのまま記載する。 
※目標についての支援のポイント 

  「目標」に対して、計画作成者が具体的な支援を考える上での留意点を記載する。 
※本人等のセルフケアや家族の支援、インフォーマルサービス 

  本 が ら取組むことや、家族が 援すること、地域のボランティアや近隣住 の協 、 
間企業により提供される生活支援サービスなどもインフォーマルサービスとして記載する。 

※介護保険サービス又は地域支援事業 
  介護保険サービス、地域支援事業で提供する具体的な支援内容を記載する。 
※サービス種別 

  サービスの種類、回数、利用曜日、加算（区分支給限度額内のもの）を具体的に記載する。 
※期間   
原則６か月だが、認定の更新時期、 標の内容によっては、短縮、延 も可能である。 
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書き方のポイント 

 ①「目標」に対する支援の内容を具体的に、本人にもわかりやすく記載する。 
 ②第三者が計画表（２）を一読して、利用者の目指す姿をイメージできるような内容とする。 
 ※障害福祉サービスは、サービス種別、事業所欄に記載する。 

サービス担当者会議の要点 

書き方のポイント 

 ①会議で話し合われた内容を箇条書きにするなど簡潔に記載する。 
 ②テーマ、具体的に話し合った内容、決定事項を具体的に記載する。 
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介護予防支援・介護予防ケアマネジメント サービス評価表 

書き方のポイント 

 ①目標の達成状況から達成・未達成を確認し、未達成の場合には、その原因を本人・家族の   
視点、専門職の視点から分析した結果を具体的に記載する。 

②分析した結果を踏まえて、今後の方針（目標、サービスの見直し等）を具体的に記載する。 
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モニタリング実施報告書 

書き方のポイント 

 ①経過記録に記載した内容を簡潔に記載する。 
 ②電話や訪問により行ったモニタリングの内容を具体的に記載する。 

オ 委託ケアプランの確認方法 
①確認書類 
受託事業所は、条例第 30 条第２項第１号及び第２号 掲載されている以下の記録を整備し、

担当の  市地域包括 援センターまたは 齢者 援センター（以下「センター」という。）
に提出する。 

記録の整備（条例第 30条第２項） 

  第１号 指定介護予防サービス事業者等との連絡調整に関する記録 ⇒ 支援経過 
  第２号 ア 介護予防サービス計画    ⇒ 介護予防サービス・支援計画表 、 
                        介護予防週間支援計画表 
      イ アセスメントの結果の記録  ⇒ 利用者基本情報 から 
      ウ サービス担当者会議等の記録 ⇒ サービス担当者会議の要点 
      エ 評価の結果の記録       ⇒ 介護予防支援・介護予防ケマネジメントサー

ビス評価表 
      オ モニタリングの結果の記録  ⇒ 支援経過又はモニタリング実績報告書
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書類名 新規作成時 更新作成時 
①利 者基本情報（１） （３） 〇 △※１ 
②介護予防サービス・支援計画表（１）（２） 
 介護予防週間支援計画表 

〇 〇 

③サービス担当者会議の要点 〇 〇 
④介護予防支援・介護予防ケアマネジメント 
サービス評価表 

〇 〇 

⑤介護予防支援・介護予防ケアマネジメント
支援経過 又は モニタリング実施報告書 

― 〇※２ 

 ※１…利用者基本情報（３）は、提出が必要。利用者基本情報（１）・（２）は、内容に大きな変
更があった場合に、提出を依頼することがある。ただし、軽微な修正が可能な場合には、
高齢者支援センターが手書き修正する場合がある。 

  例）家族構成（死別、キーパーソンの変更等）、住環境（引っ越し等による変化）、現病歴等 
 ※２…介護予防支援・介護予防ケアマネジメント支援経過については、支援終了時に指定介護

予防支援事業者（高齢者支援センター）が保存することになるため、ケアプラン更新時に
毎回提出するか、支援終了時に一括して提出するかは、両者で協議して決定する。 

注）その他の書類は、上記の書類だけではケアプランの確認が困難な場合には、提出を依頼す
ることができる。 

②確認内容 

  利用者基本情報（１）（２）（３） 

   ケアプラン作成上、サービス提供上、必要な情報が記載している。 
   ※初回のアセスメント時には、聴取ができない内容は、後日記載しておくよう依頼する。 

介護予防サービス・支援計画表（１） 

   本人・家族にも、わかりやすい表現となっているか。 
例）専門用語の使用を控える。文字を見えやすい大きさで。  ※介護予防サービス 

   過不足なく、情報が掲載されているか。             支援計画表 と共通 
   サービス提供者が、利用者の状態像をイメージできるように具体的に記載されているか。 
   計画作成日が、同意日より前の日付になっていないか。 
    ※計画作成日は、利用者から同意をもらい、ケアプランが確定した日。

  介護予防サービス・支援計画表（２） 

本人・家族、サービス提供者が、目標達成に向けて、具体的に取り組めるような表現とな
っているか。（目標、それぞれが実施することがわかりやすく記載されているか。） 

   同意日、ケアプラン受取日が、サービス担当者会議開催日以降の日付となっているか。 
   本人または家族の署名、捺印がされているか。 ※センターのケアプラン確認後 
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介護予防週間支援計画表 

介護予防サービス、総合事業サービスのほか、利用しているインフォーマルサービスがあ
る場合は、その内容を記入しているか。 

   ※②の軽微な変更については、加筆、見え消し修正の上、日付を記入する。見え消しは、
修正部分に線を引き、修正日を記入する。作成者、センター職員どちらでも可

  サービス担当者会議の要点 

   出席者、検討内容等が、具体的に記載されているか。 
   注）サービス担当者会議の開催日は、ケアプラン作成日と前後している場合がある。 
     前…ケアプラン原案を会議の際提示し、同意を得た場合。同日もあり得る。 
     後…サービス担当者会議の意見を踏まえ、後日、内容の修正を行った場合。 

  介護予防支援・介護予防ケアマネジメント サービス評価表 

   目標の達成・未達成とその原因が明確に表現されているか。 
   今後の方針が、具体的に示されているか。 

  介護予防支援・介護予防ケアマネジメント支援経過 又はモニタリング実施報告書 

毎月に電話または訪問によるモニタリング、３か月に１回以上の自宅を訪問することによ
るモニタリングが実施されているか。 

   変化があった内容を簡潔に記載されているか。 

③確認等に関するルール 

  ケアプラン原案の確認方法 

   FAX で確認する場合には、必ず利用者氏名を消した上で、番号を間違わないよう伝える。 
   センターへの持ち込みによる確認については、必要時のみに依頼する。 
    例）内容の不備や修正点が多い、過去連続して不備がある など 
   セキュリティ上、USB メモリによるデータの受け渡しは原則行わない。 

  書類上の不備の修正 

   軽微な入力ミス等については、見え消しも可とする。提出し直しは不要とする。 
ケアプラン作成日等の介護予防ケアマネジメントのプロセスに反する内容については、原
則作成者の印を押印し、修正とするが、指定介護予防支援事業所である高齢者支援センタ
ーの職員が修正、押印する等、受託者に負担をかけないよう対応する。

  ※書類の受け渡し等については、高齢福祉課内のメールBOXを活用可とする。 

④給付管理等について 
委託契約、給付管理及び委託料の請求等については、委託先と協議の上、負担の少ない方法

で行う。また、必要時には、修正を行う。 
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  例）委託の契約書の受渡しは、持込みのみ ⇒ 郵送可とする。 
    サービス利用表別表等の提出は、毎月５日まで ⇒ 委託先の事情も考慮し、対応する。 
    委託料の請求書は、毎月 10 日まで ⇒ 事務処理上、問題なければ、15日までとする。 

⑤終了時の書類の保管 
  支援が終了した場合、受託者は作成した書類（②確認内容で示したもの）を高齢者支援セン
ターへ提供し、高齢者支援センターが条例第 32 条第２項に基づき保管する。 

  また、作成したデータについて、高齢者支援センターは、受領後できる限り早めに内容を確
認し、必要に応じて受託者に修正を求める。修正がない場合または修正完了後には、データの
削除を求め、それにより受託者は、データを削除する。 

カ 関連様式 

提出書類 総合事業サービス利用時 

① 介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書（居宅届） 
②   市介護予防・ 常 活 援総合事業利 申請書
③ 基本チェックリスト 
④   市 齢者（運動・口腔・認知）機能向上事業実施依頼書 
⑤   市通所型短期集中予防サービス事業利 申込書兼誓約書
⑥ 介護保険証 
⑦ 介護保険被保険者証等再交付申請書 
⑧ 総合事業対象者における一時的な区分支給限度額変更申請書 

 ※書類の提出については、委託先の担当者の提出も可。ただし、担当者の代理は不可。 

提出パターン 

Ⅰ更新申請せず 要支援・要介護→事業対象者 
⇒②、③  ※①は、要支援で既に当該センターが担当していれば不要 
要支援・要介護の認定有効期間の終了月に、従前相当の介護予防訪問介護・介護予防通

所介護のみの利用予定で、事業対象者として利用申請する場合 
Ⅱ新規申請の結果 非該当→事業対象者 
  ⇒①、②、③、⑥ 
Ⅲ未申請で事業対象者 
  ⇒①、②、③、⑥  ※原則、高齢者支援センターが直接担当する場合のみ利用可 
Ⅳ新規の事業対象者 
  ⅰ）従前相当サービス利用 
    ⇒①、②、③、⑥ 
  ⅱ）訪問型サービスA 
    ⇒①、③、⑥ ※本サービスのみを利用する場合は、高齢福祉課にご連絡ください。 
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 ⅲ）通所型サービスＣ利用  
     ○通所型サービスＣ 初回利用 
      ⇒①、③、④、⑤、⑥ 

○通所型サービスＣ ２回目（筋力アップ⇒筋力アップ） 
      ⇒③、④、⑤、⑥（コピー）※①は保険証に当該センター名が掲載されていない 

場合、必要。初回から２年経過しないと利用不可。 
○通所型サービスＣ ２回目（筋力アップ⇒脳力アップ※逆も可） 

      ⇒③、④、⑤、⑥（コピー）    
   ⅳ）訪問型サービスC 
     ⇒①、③、⑥ ※本サービスのみを利用する場合は、高齢福祉課にご連絡ください。 
Ⅴセンター・委託先変更 
⇒① ※センター変更の場合は、要支援は原本を介護保険課、コピーを高齢福祉課へ。 

事業対象者は原本を高齢福祉課へ。介護保険課への提出不要。 
※委託先変更の場合は、原本を高齢福祉課へ。介護保険課への提出は不要。 

Ⅵ介護保険証・負担割合証の再交付 
    ⇒⑦ ※事業対象者のみ（要支援は介護保険課へ） 
Ⅶ区分支給限度額の変更 

   ⇒⑧ ＋ ケアプラン＋サービス担当者会議の要点 
   ※アセスメントの結果、サービスを追加することで、介護予防、自立支援に資すると判断

した場合に、申請するものとする。単に、利用者からの要望があったという理由では、
申請を受け付けない場合がある。 

   注）決定までに時間を要するため、遅くても開始月の前月 20 日までに申請すること。 
※書類の記入の仕方等については、市包括に連絡し、確認すること。 

留意事項 

 第２号被保険者かつ生活保護受給者 
  ・「介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書」は、原本を

生活福祉課に提出し、コピーを高齢福祉課へ提出 ⇒「ほのぼの」へ入力するため 
  ・認定結果が、「ほのぼの」の利用者台帳に登録されていない場合には、高齢福祉課へ認定結

果を報告する。 
  ・ケアプラン作成後、ケアプランを生活福祉課の担当ケースワーカーに提出する。 
  ・事業所から提出されたサービス提供票は、センター担当分をまとめて、毎月 10 日までに  

生活福祉課へ提出する。 ⇒介護券発行のため 

キ その他 

暫定利用 

  サービスを暫定利用する場合には、必ず居宅届を介護保険課へ提出する。 
  更新申請等を行う際には、必ずシミュレーションを行い、結果に応じて対応する。 
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 要介護認定申請 

事業対象者または要支援者について、要介護申請を行う場合には、同時に居宅届を介護保険
課へ提出する。 

 例１）要支援２の方の更新申請時、シミュレーションで要介護１ 
 例２）事業対象者の新規申請時、シミュレーションで要介護１ 
  ⇒センターから居宅に依頼し、居宅届を提出する。 

要支援認定された場合には、遡ってセンターが居宅届を提出する。 
 注）居宅届の提出がない場合は、原則、介護保険制度での請求はできない。 

最後に 

介護予防ケアマネジメントは、地域の高齢者が、「要介護状態になることをできる限り防ぐ（遅
らせる）」、「要支援状態等になっても、その悪化をできる限り防ぐ」ことが目的です。その前提
のもとに、ケアマネジメントを実施しましょう。 
高齢者支援センターと居宅介護支援事業所が連携して、事業対象者及び要支援者の自立支援、

重度化防止に取り組む必要があります。ケアマネジメントの実施だけではなく、地域の特性を捉
えつつ、地域課題を共有し、その解決策について検討しましょう。 
具体例）地域ケア会議での連携や圏域内での勉強会や意見交換会等の開催・参加等 
事業対象者・要支援者が要介護者となる場合、要介護者が要支援者となる場合もあるため、利

用者やその家族に負担がないように、連携して支援しましょう。 

２ 多職種との連携・協働によるケアマネジメントの質の向上 
 ケアプラン点検（再掲） 
一般介護予防事業の 1 つである地域リハビリテーション活動支援事業を活用し、理学療法士、

作業療法士、管理栄養士などに助言を得ることがある。 

 地域ケア会議 
 ア 地域ケア会議の目的 
  地域ケア会議の目的は、医療・介護の多職種や地域の関係者が適宜協働し、介護支援専門員
のケアマネジメント支援等を通じて、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう支援す
ること及び、高齢者等の支援内容の検討から共有された地域課題を地域づくりや政策形成に結
び付け、地域包括ケアシステムの構築に向けた施策の推進を図ることを目的として地域ケア会
議を実施する。 

イ 地域ケア会議の構成 
地域ケア会議の構成は、次のとおりである。 

  ①地域ケア個別会議 
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②圏域ケア推進会議 
  ③地域ケア推進会議 

ウ 地域ケア個別会議の実施内容等 
地域ケア個別会議は、高齢者支援センターの管理者が開催し、地域の高齢者に係る次の事項
の検討を行い、個別課題の解決及び地域の関係機関によるネットワークの構築を図るとともに、
地域全体の高齢者支援に係る課題（以下「地域課題」という。）を把握する。 
① 独居で身寄りがない高齢者又は高齢者世帯において疾病、経済的困窮その他の個々の
様々な課題を抱え、何らかの支援が必要とされる高齢者の支援に関すること。 

② ①に規定する高齢者又は高齢者世帯のほか、①に規定する課題を抱える高齢者の支援に
関すること。 

  ③ その他地域の高齢者支援に関し市 が特に必要と認める事項に関すること。
介護予防・生活支援サービス事業及び介護保険サービス（以下「サービス」という。）を利

用するケアプランをもとに、利用者の有する能力の維持及び向上を重視し、自立した生活が
継続できるよう支援に向けた検討を行うとともに、サービスに係る支援者の実践上の課題解
決力の向上を高め、個別事例を通し地域課題を把握する。 

エ 圏域ケア推進会議の実施内容等 
圏域ケア推進会議は、高齢者支援センターの管理者が開催し、地域の関係機関の相互連携を
高め、地域包括ケアシステムの推進に向けたネットワークの構築を図るとともに、地域ケア個
別会議及び地域における様々な機会を通じて把握された地域課題を地域の関係者で共有し、イ
ンフォーマルサービス、地域の必要なサービス資源、住 活動等の開発に向けた検討を う。

 オ 地域ケア推進会議の実施内容等 
地域ケア推進会議は、市 （  市包括 援センター）が開催し、地域ケア推進会議は、地
域包括ケアシステムの構築推進のため、地域ケア個別会議及び圏域ケア推進会議で把握された
地域課題の総合調整を図り、地域づくり及び地域に必要な資源開発の検討並びに地域課題の解
決を図る施策の立案及び社会基盤の整備に向けた検討を行う。 

 カ 地域ケア会議の構成員 
地域ケア会議は、次に掲げる者のうちから、各会議で協議する内容及び議題に応じて、各会
議を開催する者が必要と認めた者を招集し構成するものとする。 

  ① 保健医療関係者（医師、薬剤師、保健師、理学療法士、作業療法士など） 
  ②   委員児童委員
  ③ 地域活動経験者（町内会会 など）
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  ④ 社会福祉関係者 （社会福祉士など） 
  ⑤ 介護保険サービス事業所職員  
⑥   市職員

 キ 地域ケア会議への協力（条例第 15条第 27 号） 
  居宅介護支援事業所は、地域ケア会議の検討を行うための資料又は情報の提供、意見の開陳
その他必要な協力の求めがあった場合には、これに協力するよう努める必要がある。 

包括的支援事業研修会 
 ア 目的  
居宅介護支援事業所・在宅介護支援センター・高齢者支援センター職員等が、地域包括ケア
を推進するために必要な知識・技術を習得することにより、高齢者が住み慣れた地域でその人
らしい生活を継続できるよう支援する。 

イ 目標  
①介護予防、ケアマネジメントに関する知識・技術を習得し、実際の支援に活かす。 
②居宅介護支援事業所・在宅介護支援センター・地域包括支援センター等の専門職が、それ
ぞれの機能、役割を理解し、円滑に連携することができる。 

ウ 実施概要 
①対象者    市内の居宅介護 援事業所の介護 援専 員

高齢者支援センター職員 
在宅介護支援センター職員 

        行政職員 
②実施者   講師、  市地域包括 援センター職員等
③実施場所  市庁別館２階会議室Ｂ・Ｃ他 
④周知    居宅介護支援事業所、高齢者支援センター等へ年度計画をメールで通知 
        開催約１ヶ月前に、居宅介護支援事業所、高齢者支援センター等へ案内 
⑤内容    地域包括ケアに関連するものとし、詳細は講師と相談する。 

開催数は、年 3回程度とし、開催時間は、１回約 120 分とする。 
1 回は介護予防ケアマネジメントに関するものとする。 

 地区ブロック研修会 
   市を４つのブロックに分けて、事例検討会、ケアプラン作成 法等の研修会を実施してい
る。特定事業所加算（※）を算定している居宅介護支援事業所の主任介護支援専門員が中心とな
り運営されている。各地区の高齢者支援センターもオブザーバーとして参加している。 
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※特定事業所加算（解釈通知第３の 11） 
 当該加算の趣旨は、中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応や、専門性の高い人材の確保、
医療・介護連携への積極的な取組等を総合的に実施することにより質の高いケアマネジメントを
実施している事業所を評価し、地域における居宅介護支援事業所のケアマネジメントの質の向上
に資することを目的としている。 
 また、当該加算を算定している事業所は、「公正中立性を確保し、サービス提供主体からも実質
的に独立した事業所であること」「常勤かつ専従の主任介護支援専門員及び介護支援専門員が配置
され、どのような支援困難ケースでも適切に処理できる体制が整備されている、モデル的な居宅
介護支援事業所であること」が必要となるものである。 

 職能団体による研修会 
 ア   地域介護 援専 員協議会
   事務局：社会福祉法人スプリング（居宅介護支援事業所さざなみ） 
       0178-71-3377 
イ  森県介護 援専 員協会   部
  事務局：株式会社サンライム（居宅介護支援事業所ポラリス） 
      0178-96-6040 


