
平成２９年度地域包括支援センター職員研修Ⅰ（北海道委託事業） 
【主催 北海道社会福祉協議会 ／ 共催 北海道地域包括・在宅介護支援センター協議会】 

受講留意事項 

【日 程】 

時 間 テーマ 科 目 使用資料 

9:30～12:30 

（途中休憩 10分） 

《１》 

地域包括支援センター

に求められること 

①地域包括ケアシステムの推進 資料０１－１ 

②住民参加型の地域づくりの必要性

12:30～13:15 昼食休憩 

13:15～15:15 《２》 

総合相談支援業務・権

利擁護業務 

①高齢者虐待の理解について

②高齢者の権利擁護

③消費者被害防止について

資料０２－１～３ 

消費者被害防止ネットワークパンフ 

15:15～15:25 休憩 

15:25～18:15 

（途中休憩 10分） 

《３》 

包括的・継続的ケアマ

ネジメント支援業務 

①介護支援専門員への支援の視点に

ついて

資料０３－１～４ 

②地域ケア会議について

【講 師】 

テーマ 会 場 講 師 

《１》 
札幌・旭川 

社会福祉法人小樽北勉会 

小樽市東南部地域包括支援センター センター長 川尻輝記 氏 

北見・釧路 
一般社団法人北海道総合在宅ケア事業団 

砂川市地域包括支援センター 管理者 高橋 聡 氏 

苫小牧・函館 
社会福祉法人北海道福心会 

真狩村地域包括支援センター センター長 佐々木剛 氏 

《２》 

《３》 
札幌・北見 

社会福祉法人栄和会 

札幌市厚別区第２地域包括支援センター センター長 石﨑 剛 氏 

旭川・苫小牧 
医療法人秀友会 

札幌市手稲区第１地域包括支援センター センター長 藤田修一 氏 

釧路 
社会福祉法人普仁会 

地域包括支援センター愛仁園 センター長 渡辺こづ江 氏 

函館 
社会福祉法人函館厚生院 

函館市地域包括支援センターゆのかわ センター長 佐々木康寬 氏 

【受講にあたっての留意事項】 

①資料は北海道地域包括・在宅介護支援センター協議会ホームページ（URL：http://www.kaigoshien.org/）

から、予めダウンロードし印刷して各自が持参してください。

②当日は会場に到着したら、受付で所属先とお名前をお知らせ下さい。

③受付に配置された参加者名簿、当日配布資料、ネームプレートを各自でお取りください。

④予め参加者をグループ分けしてあります。名簿で各自のグループを確認のうえ卓上のグループ表示に従

い着席してください。（グループ卓内の座席指定はありません。）
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⑤ネームプレートには所属、職名、氏名を記入してください。（名刺でも結構です。）なお、帰りの際に返

却願います。 

⑥昼食休憩時間が短いため、昼食は持参されることをお薦めします。 

⑦次年度の研修内容の参考としたいので、研修アンケートの回答にご協力ください。 

⑧研修についてご不明の点は事務局職員までお尋ねください。 

 

主催事務局  〒060-0002 札幌市中央区北２条西７丁目１番地 かでる２．７ 

北海道社会福祉協議会 地域福祉部 地域福祉課（TEL：011-241-3977 FAX:011-271-3956） 
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地域包括支援センターに求められること

資料０１－１（平成２９年度地域包括支援センター職員研修Ⅰ）
○テーマ：「地域包括支援センターに求められること」
○科 目：①地域包括ケアシステムの推進 ②住民参加型の地域づくりの必要性
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地域包括支援センターの機能（概要）
○地域包括支援センターは、市町村が設置主体となり、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員等を配置して、3職種の

チームアプローチにより、住民の健康の保持及び生活の安定のために必要な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支援することを目的とする施設。

○平成27年度から介護予防支援及び包括的支援事業（①介護予防マネジメント業務、②総合相談支援業務、③権利擁護業

務、④包括的・継続的ケアマネジメント支援業務）に、在宅医療・介護連携、認知症施策、生活支援・介護予防（新総合事業）

も加えつつ、地域ケア会議を充実して、制度横断的な連携ネットワークを強化して実施するため、体制を強化。

成年後見制度の活用促進、
高齢者虐待への対応など

行政機関、保健所、医療機関、児童相談所

など必要なサービスにつなぐ

多面的（制度横断的）
支援の展開

介護サービス

介護予防
ケアマネジメント業務

主任ケア
マネジャー等

保健師等

社会福祉士等

包括的・継続的
ケアマネジメント支援業務

総合相談支援業務

権利擁護業務

・「地域ケア会議」の充実等を通じた自立支援型
ケアマネジメントの支援
・ケアマネジャーへの日常的個別指導・相談
・支援困難事例等への指導・助言

住民の各種相談を幅広く受け付けて、
制度横断的な支援を実施

チームアプローチ 介護予防・生活支援を目的に、その心身の状
況等に応じて、その選択に基づき、適切な
事業が包括的かつ効率的に提供

ヘルスサービス

地域権利擁護

医療サービス

ボランティア

成年後見制度

民生委員

虐待防止

生活支援・介護予防

介護相談員

：包括的支援事業
（地域支援事業の一部）
：介護予防支援（保険給付の対象）

在宅医療・介護連携

在宅医療・介護の一体的な提供体制を構築

認知症施策の推進

認知症になっても住み慣れた地域で暮ら
し続ける支援体制づくりなど

地域包括支援センターの概要（厚生労働省）参考
厚生労働省老健局振興課（事務連絡）参考
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１ 自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化等の取組の推進（介護保険法）
全市町村が保険者機能を発揮し、自立支援・重度化防止に向けて取り組む仕組みの制度化
・ 国から提供されたデータを分析の上、介護保険事業（支援）計画を策定。計画に介護予防・重度化防止等の取組内容と目標を記載
・ 都道府県による市町村に対する支援事業の創設 ・ 財政的インセンティブの付与の規定の整備

（その他）
・ 地域包括支援センターの機能強化（市町村による評価の義務づけ等）
・ 居宅サービス事業者の指定等に対する保険者の関与強化（小規模多機能等を普及させる観点からの指定拒否の仕組み等の導入）
・ 認知症施策の推進（新オレンジプランの基本的な考え方（普及・啓発等の関連施策の総合的な推進）を制度上明確化）

２ 医療・介護の連携の推進等（介護保険法、医療法）
① 「日常的な医学管理」や「看取り・ターミナル」等の機能と、「生活施設」としての機能とを兼ね備えた、新たな介護保険施設を創設

※ 現行の介護療養病床の経過措置期間については、６年間延長することとする。病院又は診療所から新施設に転換した場合には、転換前の病院又は
診療所の名称を引き続き使用できることとする。

② 医療・介護の連携等に関し、都道府県による市町村に対する必要な情報の提供その他の支援の規定を整備

３ 地域共生社会の実現に向けた取組の推進等（社会福祉法、介護保険法、障害者総合支援法、児童福祉法）
・ 市町村による地域住民と行政等との協働による包括的支援体制作り、福祉分野の共通事項を記載した地域福祉計画の策定の
努力義務化

・ 高齢者と障害児者が同一事業所でサービスを受けやすくするため、介護保険と障害福祉制度に新たに共生型サービスを位置付ける

（その他）
・ 有料老人ホームの入居者保護のための施策の強化（事業停止命令の創設、前払金の保全措置の義務の対象拡大等）
・ 障害者支援施設等を退所して介護保険施設等に入所した場合の保険者の見直し（障害者支援施設等に入所する前の市町村を保険者とする。）

Ⅰ 地域包括ケアシステムの深化・推進

４ ２割負担者のうち特に所得の高い層の負担割合を３割とする。（介護保険法）

５ 介護納付金への総報酬割の導入（介護保険法）
・ 各医療保険者が納付する介護納付金（40～64歳の保険料）について、被用者保険間では『総報酬割』（報酬額に比例した負担）とする。

Ⅱ 介護保険制度の持続可能性の確保

地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律のポイント

※ 平成３０年４月１日施行。（ Ⅱ５は平成29年8月分の介護納付金から適用、Ⅱ４は平成３０年８月１日施行）

高齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止、地域共生社会の実現を図るとともに、制度の持続可能性を確保
することに配慮し、サービスを必要とする方に必要なサービスが提供されるようにする。

５月26日成立、６月２日公布

（厚生労働省資料）
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１.地域包括ケアシステムとは
地域包括ケアの考え方
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ひとりひとりの高齢者を

自助・互助・共助・公助の組合せにより

地域で包括的に支えること

（地域包括ケア）

このようなケアの提供を可能とする

地域のしくみや体制

（地域包括ケアシステム）
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の前に・・・・・
問題です。
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「我が事・丸ごと」地域共生社会に関する
これまでの経過

平成27年9月 厚生労働省「新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン」

平成28年6月 政府「ニッポン一億総活躍プラン」閣議決定

⇒介護離職ゼロの実現のため「地域共生社会の実現」が盛り込まれる

平成28年7月 厚生労働省「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部設置

⇒ 「地域共生社会の実現」を今後の福祉改革を貫く基本コンセプトとし

具体策の検討を進める

・同年10月 地域力強化検討会設置・・・ 同年12月 中間とりまとめ

・平成29年2月 実現本部にて当面の改革工程をとりまとめる

平成29年5月 「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の

一部を改正する法律」成立

⇒「我が事・丸ごと」の包括的支援の理念を明確化（改正社会福祉法）
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「ニッポン一億総活躍プラン」
（平成28年6月2日閣議決定）

４．「介護離職ゼロ」に向けた取組の方向
（４）地域共生社会の実現

子供・高齢者・障害者など全ての人々が地域、暮らし、生きが
いを共に創り、高め合うことができる「地域共生社会」を実現す
る。このため、支え手側と受け手側に分かれるのではなく、地域
のあらゆる住民が役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍
できる地域コミュニティを育成し、福祉などの地域の公的サービ
スと協働して助け合いながら暮らすことのできる仕組みを構築
する。また、寄附文化を醸成し、NPO との連携や民間資金の活
用を図る。
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高齢者
地域包括ケアシステム

［地域医療介護確保法第２条］

【高齢者を対象にした相談機関】

地域包括支援センター

子ども・子育て
家庭

【子ども・子育て家庭を対象にした相談機関】

地域子育て支援拠点
子育て世代包括支援センター

等

課題の複合化

制度の狭間

・高齢の親と無職独身の５０代の子が同居（８０５０）
・介護と育児に同時に直面する世帯（ダブルケア） 等
⇒各分野の関係機関の連携が必要

・いわゆる「ごみ屋敷」
・障害の疑いがあるが手帳申請を拒否 等

土台としての地域力の強化
「他人事」ではなく「我が事」と考える地域づくり

地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制

生活困窮
者支援

「必要な支援を包括的
に確保する」という理念
を普遍化

「必要な支援を包括
的に確保する」とい
う理念を普遍化

○既存の制度による解決が困難な課題

障害者
地域移行、地域生活支援

【障害者を対象にした相談機関】

基幹相談支援センター 等

共生型
サービス

（厚生労働省資料）
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地域住民の参画と協働により、誰もが支え合う共生社会の実現

４つの改革

①福祉ニーズの多様化・複雑化

複合的な課題を有する場合や分野
横断的な対応等に課題

〔制度ごとのサービス提供〕
②高齢化の中で人口減少が進行

地域の実情に応じた体制整備や人
材確保が課題

背景・課題

○地域により
・ワンストップ型
・連携強化型

○地域をフィールドに、
保健福祉と雇用や
農業、教育など
異分野とも連携

による対応
１ 包括的な相談から見立て、
支援調整の組み立て＋資源開発

２ 高齢、障害、児童等への総合的な支援の提供

○ 多世代交流・多機能型の福祉拠点の整備推進

・ 運営ノウハウの共有

・ 規制緩和の検討 等

○ １を通じた総合的な支援の提供

４ 総合的な人材の育成・確保

○ １を可能とするコーディネート人材の育成

○ 福祉分野横断的な研修の実施

○人材の移動促進 等

３ 効果的・効率的なサービス提供のための生産性向上

○先進的な技術等を用いたサービス提供手法の効率化

○ 業務の流れの見直しなど効率的なサービスの促進

○人材の機能分化など良質で効果的なサービスの促進 等

高齢者 障害者 子ども

介護
サービス

障害福祉
サービス

子育て
支援

引きこもり
障害のある困窮者
若年認知症

難病患者・がん患者
など

高齢者 障害者 子ども

新しい支援体制を支える環境の整備

新しい地域包括支援体制

〔包括的な相談支援システム〕

サービス提供のほ
か地域づくりの拠
点としても活用

誰もがその
ニーズに合っ
た支援を受け
られる地域づ

くり

「新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン」
（厚生労働省資料）
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「地域包括ケアシステム」と
「地域共生社会」の実現に向けた包括的支援体制

（厚生労働省社会・援護局地域福祉課資料より）

「地域包括ケアシステム」

⇒高齢期のケアを念頭に置いた概念
（参考）「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」（平成26年に改正）

第二条 この法律において「地域包括ケアシステム」とは、地域の実情に応じて、高齢者が、可能な
限り、住み慣れた地域で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、医療、介
護、介護予防（要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状
態の軽減若しくは悪化の防止をいう。）、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される
体制をいう

「地域共生社会」の実現にむけて

⇒「地域包括ケア」の「必要な支援を包括的に提供する」という

考え方を、障害者、子ども等への支援や複合課題※にも拡げた

包括的支援体制を構築する必要がある
※複合課題の例：高齢の親と無職独身の50代の子どもが同居している世帯（「8050」）、介護と育児に
同時に直面する世帯（「ダブルケア」）等

◎地域共生社会は地域包括ケアシステムを包含する概念 13



出典：厚生労働省資料
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いつまでも元気に暮らすために･･･

生活支援・介護予防

住まい

地域包括ケアシステムの姿

※ 地域包括ケアシステムは、おおむね３０
分以内に必要なサービスが提供される日
常生活圏域（具体的には中学校区）を単
位として想定

■在宅系サービス：
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・福祉用具
・24時間対応の訪問サービス
・複合型サービス
（小規模多機能型居宅介護＋訪問看護）等

・自宅
・サービス付き高齢者向け住宅等

相談業務やサービスの
コーディネートを行います。

■施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・認知症共同生活介護
・特定施設入居者生活介護

等

日常の医療：
・かかりつけ医、有床診療所
・地域の連携病院
・歯科医療、薬局

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー

通院・入院
通所・入所

病院：
急性期、回復期、慢性期

病気になったら･･･

医 療 介護が必要になったら･･･

介 護

■介護予防サービス

地域包括ケアシステムの構築について

○ 団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、重度な要介護状態となっても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、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される
体制（地域包括ケアシステム）の構築を実現。

○ 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、地域
包括ケアシステムの構築が重要。

○ 人口が横ばいで７５歳以上人口が急増する大都市部、７５歳以上人口の増加は緩やかだが人口は減少する
町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差。

○ 地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の
特性に応じて作り上げていくことが必要。

（厚生労働省資料）
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【地域包括ケアの５つの視点による取組】
地域包括ケアを実現するためには、次の５つの視点での取組が包括的（利用者の
ニーズに応じた①～⑤の適切な組み合わせによるサービス提供)継続的（入院、退院
在宅復帰を通じて切れ目ないサービス提供）に行われることが必須。

①医療との連携強化
・２４時間対応の在宅医療、訪問看護やリハビリテーションの充実強化
・介護職員によるたんの吸引などの医療行為の実施

②介護サービスの充実強化
・特養などの介護拠点の緊急整備(平成２１年度補正予算：３年間で１６万人分確保)

③予防の推進
・できる限り要介護状態とならないための予防の取組や自立支援型の介護の推進

④見守り、配食、買物など、多様な生活支援サービスの確保や権利擁護の推進
・一人暮らし、高齢者夫婦のみ世帯の増加、認知症の増加を踏まえて、様々な生活支
援(見守り、配食などの生活支援や財産管理などの権利擁護サービス)サービスを推進

⑤高齢期になっても住み続けることができる高齢者住まいの整備(国交省と連携)
・一定の基準を満たした有料老人ホームと高専賃を、サービス付高齢者住宅として高
齢者住まい法に位置づける)
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75歳以上の高齢者数の急速な増加
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人口（万人） （％）

14歳以下人口

15～64歳人口

65～74歳人口

75歳以上人口

65～74歳人口の割合

75歳以上人口の割合
人口ピーク（2004年）
12,779万人

12,806

1,529

8,174

1,684

11.9%

平成24年推計値
（日本の将来人口推計）

実績値
（国勢調査）

11.1%

（資料）総務省統計局「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成24年1月推計）出生中位（死亡中位）推計
2010年の値は総務省統計局「平成22年国勢調査による基準人口」（国籍・年齢「不詳人口」を按分補正した人口）による。

1,419

8,674

791

2,336

4,418

1,128

12,067

2,179

1,479

7,085

1,324

26.9%

13.0%

18.1%

12.3%

高齢者数のピーク
3,878万人（2042年）
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北海道の高齢人口の推移

平成22年
(2010年)

平成27年
(2015年)

平成32年
(2020年)

平成37年
(2025年)

平成42年
(2030年)

高齢者人口
(65才以上)

134万人 155万人 167万人 168万人 167万人

高齢化率
(65才以上人口/総

人口)
24.3％ 28.9％ 32.2％ 34.0％ 35.6％

75才以上人口
65万人 77万人 86万人 99万人 105万人

75才以上人口の
割合

11.8％ 14.4％ 16.6％ 20.1％ 22.5％

平成47年(2031年)には、高齢者人口は減少するものの、高齢化率37.4％、75才以
上の方々の人口の割合も23.4％を迎える。
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3%
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50%
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各年齢階層別の
認定率

６５歳以上全体の
認定率

18%

出典：社会保障人口問題研究所将来人口推計及び介護給付費実態調査（平成24年11月審査分）

年齢階層別の要介護（要支援）認定率
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北海道の高齢者世帯数の推移

平成22年
(2010年)

平成27年
(2015年)

平成32年
(2020年)

平成37年
(2025年)

平成42年
(2030年)

高齢者世帯 735
千世帯

833
千世帯

882
千世帯

877
千世帯

864
千世帯

(夫婦世帯)
293
千世帯

(39.9％)

314
千世帯

(37.7％)

315
千世帯

(35.7％)

297
千世帯

(33.9％)

296
千世帯

(31.9％)

(単身世帯)
248
千世帯

(33.7％)

294
千世帯

(35.3％)

328
千世帯

(37.2％)

346
千世帯

(39.5％)

360
千世帯

(41.7％)

夫婦のみ世帯や単身世帯が増加。特に単身世帯の占める割合が年々
上昇し、2020年には、夫婦のみ世帯の占める割合が逆転する。
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① 65歳以上の高齢者数は、2025年には3,658万人となり、2042年にはピークを迎える予測（3,878万人）。
また、75歳以上高齢者の全人口に占める割合は増加していき、2055年には、25％を超える見込み。

2012年８月 2015年 2025年 2055年

65歳以上高齢者人口（割合） 3,058万人（24.0%） 3,395万人（26.8%） 3,658万人（30.3%） 3,626万人（39.4%）

75歳以上高齢者人口（割合） 1,511万人（11.8%） 1,646万人（13.0%） 2,179万人（18.1%） 2,401万人（26.1%）

② 65歳以上高齢者のうち、「認知症高齢者の日常生活自
立度」Ⅱ以上の高齢者が増加していく。

④ 75歳以上人口は、都市部では急速に増加し、もともと高齢者人口の多い地方でも緩やかに増加する。各地域の高齢化の状況
は異なるため、各地域の特性に応じた対応が必要。

（万人）

（1,000世帯）

「認知症高齢者の日常生活自立度」Ⅱ以上の高齢
者数の推計（括弧内は65歳以上人口対比）

世帯主が65歳以上の単独世帯及び夫婦のみ世帯数の推計

今後の介護保険をとりまく状況について

280万人

（9.5％）

345万人

（10.2％）

410万人

（11.3％）
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（12.8％）
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埼玉県 千葉県 神奈川県 大阪府 愛知県 東京都 ～ 鹿児島県 島根県 山形県 全国

2010年
＜＞は割合

58.9万人
＜8.2%＞

56.3万人
＜9.1%＞

79.4万人
＜8.8%＞

84.3万人
＜9.5%＞

66.0万人
＜8.9%＞

123.4万人
＜9.4%＞

25.4万人
＜14.9%＞

11.9万人
＜16.6%＞

18.1万人
＜15.5％＞

1419.4万人
＜11.1%＞

2025年
＜＞は割合
（ ）は倍率

117.7万人
＜16.8％＞
（2.00倍）

108.2万人
＜18.1%＞
（1.92倍）

148.5万人
＜16.5%＞
（1.87倍）

152.8万人
＜18.2%＞
（1.81倍）

116.6万人
＜15.9%＞
（1.77倍）

197.7万人
＜15.0%＞
（1.60倍）

29.5万人
＜19.4%＞
（1.16倍）

13.7万人
＜22.1%＞
（1.15倍）

20.7万人
＜20.6%＞
（1.15倍）

2178.6万人
＜18.1%＞
（1.54倍）

（％）

4,980 6,008 6,679 7,007 7,298 7,622 

5,403 
6,209 

6,512 6,453 6,328 6,254 
20.0 

23.1 
24.9 25.7 26.6 

28.0 
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世帯主が65歳以上の夫婦のみの世帯数

世帯主が65歳以上の単独世帯数

世帯主が65歳以上の単独世帯と夫婦のみ世帯の世帯数全体に占める割合

③世帯主が65歳以上の単独世帯や夫婦のみの世帯が増加していく。
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介護保険法の理念に基づく「自立支援」とは

国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加
齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持
増進に努めるとともに、要介護状態となった場合におい
ても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医
療サービス及び福祉サービスを利用することにより、
その有する能力の維持向上に努めるものとする。

介護保険法 第４条
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介護保険法の理念に基づく「自立支援」とは

保険給付は、要介護状態又は要支援状態の軽減又は悪化の防止に
資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行わな
ければならない。

被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保
険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービス
が、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよ
う配慮して行われなければならない。

保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合
においても、可能な限り、その居宅において、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に配慮されなければな
らない。

介護保険法 第２条
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支え合いによる地域包括ケアシステムの構築について

地域包括ケア研究会「地域包括ケアシステムの構築における今後の検討のための論点」（平成25年3月）より

○地域包括ケアシステムの構築に当たっては、「介護」「医療」「予防」といった専門的サービスの前提と
して、「住まい」と「生活支援・福祉」といった分野が重要である。
○自助・共助・互助・公助をつなぎあわせる（体系化・組織化する）役割が必要。
○とりわけ、都市部では、意識的に「互助」の強化を行わなければ、強い「互助」を期待できない。

自助：･介護保険・医療保険の自己負担部分
・市場サービスの購入
・自身や家族による対応

互助：・費用負担が制度的に保障されていなボラ
ンティアなどの支援、地域住民の取組み

共助：・介護保険・医療保険制度による給付
公助：・介護保険・医療保険の公費（税金）部分

・自治体等が提供するサービス

「本人・家族の選択と心構え」
単身・高齢者のみ世帯が主流となる中で、在宅生活
を選択する意味を、本人家族が理解し、そのための
心構えを持つことが重要
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(生活支援・福祉サービス)
住まいを確保したら、その中に「生活」を培い、耕していく必要があります(鉢植えの中の土)。心身の機能低下や、経済的理

由、家族関係の変化などによって、従来どおりの生活を維持できなくなった場合は、生活を支える「生活支援」が必要になり
ます。生活支援の中には、食事の準備など、サービス化できる支援のほか、近隣住民の声かけや見守り、交流の場など、
必ずしもサービス化されていんいが、地域社会の中で提供されているインフォーマルな支援まで幅広いものが存在し、その
担い手も多様です。

介護保険・高齢者福祉の分野で提供するサービスの充実を図る他、地域全体で高齢者を見守る「支えあいの仕組み」を充
実させる事も重要になる。

(すまいとすまい方)
地域包括ケアシステムでは、高齢者本人の希望にかなった住まい方が確保されていることが前提になります。住まいとは、

高齢者のプライバシーと尊厳が十分に守られた住環境を意味し、在宅生活を継続する上での土台(鉢)となります。

例えばハード面での環境が困難な場合は、ソフト面での助け合いを促進していく必要があると考えます。どうしても、自宅で
の生活が困難になった場合は、サービス付高齢者向け住宅・ケアハウスなど、高齢者のための住宅に住み替える選択も必
要になってくる。

(本人・家族の選択と心構え)
今後、１人暮らし・高齢者のみの世帯が主流になります。在宅生活を送る中で生じる様々な出来事について、本人や家族

が理解し、そのための心構えを持つことが重要です。たとえば、自宅内で１人の時に倒れ、そのまま亡くなってしまう可能性
もあります。常に、誰かに見守られて自宅でなくなるわけではない事を踏まえつつ、自分のライフスタイルにあった生活(サー
ビスの利用・社会参加・交流など)を選択する事が求められる。
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三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング「＜地域包括ケア研究会＞地域包括ケアシ
ステム構築における今後の検討のための論点」
平成24年度厚生労働省老人保健健康増進等事業、2013年
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地域包括ケアシステム構築へ向けた
５つの視点+４つの支援

医療、介護、予防、生活支援サービス、住居の5つの視点をより詳しく現しそれらが
連携・重層化し要介護等への包括的な支援（地域包括ケア）を推進

①介護サービスの充実強化
②医療との連携強化
③予防の推進
④見守り、配食、など多様な生活
支援サービスの確保

⑤高齢期になっても住み続けること
のできる高齢者住まいの整備

地域包括ケア研究会報告書より
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自助 互助

共助 公助

生
活
支
援
サ
｜
ビ
ス

制
度
内
の
サ
｜
ビ
ス

【費用負担による区分】
・「公費」は税による公費の負担、「共助」
は介護保険などのリスクを共有する被保
険者の負担。
・「自助」には「自分のことを自分でする」こ
とに加え、市場サービス購入も含まれる。
・これに対し、「互助」は相互に支え合って
いるという意味で｢共助」と共通点がある
が、費用負担が制度的に裏付けられてい
ない自発的なもの。

【時代や地域による違い】
・2025年には、高齢者のひとり暮らしや高
齢者のみ世帯が増加。「自助」「互助」の
概念や求められる範囲、役割が新しい形
に
・都市部では、強い「互助」を期待すること
が難しい一方、民間サービス市場が大き
く「自助」によるサービス購入が可能。都
市部以外の地域は、民間市場が限定的
だが「互助」の役割が大
・少子高齢化や財政状況から、「共助」
「公助」の大幅な拡充を期待することは難
しく、「自助」「互助」の果たす役割が大き
くなることを意識した取組が必要。

地域包括ケアシステムにおける「自助・互助・共助・公助」

出典：厚生労働省資料（2013年）をもとに東洋大学ライフデザ
イン学部 生活支援学科 准教授 高野龍昭先生加筆修
（平成29年度 北海道主任介護支援専門更新研修テキスト）
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≪地域包括ケアシステム≫とは・・・・・・

地域 包括 ケア システム

我が町の みんなで 支え合う 仕組み

● 介護が必要になった場合でも住みなれた地域で暮らし続けられるよう、
『医療、介護、予防、生活支援、住まい』等が一体的・体系的に提供され
るシステム

● 地域の実情は様々なので、それぞれの地域の実情に応じて中長期的
に取り組む事が重要。

生駒市福祉健康部高齢施策課 地域包括ケア推進室 田中明美室長の資料より抜粋
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自分の担当する地域の状況を知っていますか？

人口、高齢化率、介護保険料など・・・・・
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【財源構成】

国 25%

都道府県
12.5%

市町村
12.5%

1号保険料
22%

2号保険料
28%

【財源構成】

国 39%

都道府県
19.5%

市町村
19.5%

1号保険料
22%

介護予防給付
（要支援1～２）

介護予防事業
又は介護予防・日常生活支援総合事業

○二次予防事業
○一次予防事業
介護予防・日常生活支援総合事業の場合
は、上記の他、生活支援サービスを含む
要支援者向け事業、介護予防支援事業。

包括的支援事業

○地域包括支援センターの運営
・介護予防ケアマネジメント、総合相談支援

業務、権利擁護業務、ケアマネジメント支援

任意事業
○介護給付費適正化事業
○家族介護支援事業
○ その他の事業

介護予防・日常生活支援総合事業
（要支援1～２、それ以外の者）

○介護予防・生活支援サービス事業
・訪問型サービス
・通所型サービス
・生活支援サービス（配食等）
・介護予防支援事業（ケアマネジメント）

○ 一般介護予防事業

包括的支援事業
○地域包括支援センターの運営

（左記に加え、地域ケア会議の充実）

○在宅医療・介護連携推進事業

○認知症総合支援事業
（認知症初期集中支援事業、認知症地域支援・ケア
向上事業 等）

○生活支援体制整備事業
（コーディネーターの配置、協議体の設置 等）

介護予防給付（要支援1～２）

充
実

改正前と同様

事業に移行
訪問看護、福祉用具等

訪問介護、通所介護

多
様
化

任意事業
○介護給付費適正化事業
○家族介護支援事業
○ その他の事業

地
域
支
援
事
業

地
域
支
援
事
業

介護給付 （要介護1～５） 介護給付（要介護1～５）

＜改正前＞ ＜改正後＞介護保険制度

全市町村で実
施

新しい地域支援事業の全体像 厚生労働省資料
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包括的支援事業（社会保障充実分）にかかる「事業実施」の考え方

○ 包括的支援事業（社会保障充実分）のうち、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に

ついては、平成29年度末をもって、施行の猶予期間が終了し、全市町村で事業を実施することとなる。

○ 猶予期間の終了を控え、事業の実施に関する基本的な考え方を整理すると以下のとおりである。

認知症総合
支援事業

生活支援体制
整備事業

在宅医療・介護
連携推進事業

○ 平成30年４月には認知症初期集中支援チームを設置し、また、認知症地域支援推進員を配置している必要があること。

※ 認知症初期集中支援チームのチーム員は、平成29年度末までに「認知症初期集中支援チーム員研修」を受講するこ

と。 （やむを得ない場合は、研修を受講したチーム員から受講内容を共有すること。）

○ 平成30年度内には、第１層、第２層の全圏域において、生活支援コーディネーターの配置と協議体の設置を行うこと。

※ 介護保険計画の第７期においては、地域の課題や資源の把握等を進めて、これを市町村と共有し、第８期の策定を行

う際には、取組の成果を踏まえて、計画に盛り込む必要があるサービスを計画上で明確化すること。

○ 平成30年度内には、在宅医療・介護連携推進事業について介護保険法施行規則に定める、いわゆる「（ア）から（ク）」の

８つの事業項目のそれぞれを実施している必要があること。

※ 平成29年度末までに、地域の医療・介護関係者とともに、事業実施に係る計画の立案または見通しを立てておくこと。

○ 市町村において、①事業の実施のための予算の確保、②事業の実施要綱等を定め、③平成30年度内に実施要綱等に基

づいた事業を実施する必要がある。

○ このため、平成29年度においては、実施要綱の策定や、必要な予算の確保に向けた対応を進める必要がある。

事業の実施に関する基本的な考え方

【その他、各事業の実施に係る留意点】

全国介護保険担当課長会議資料
平成29年7月3日（月）
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在宅医療・介護連携推進
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0%

20%

40%

60%

80%
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平成15年 平成20年

○６０％以上の国民が「自宅で療養したい」と希望。

○自宅で最期まで療養するには、家族の負担や急変したときの対応などに不安を感じる。

11.8

9.6

8.8

20.7

22.9

18.4

20.4

21.6

23

28.3

26.7

29.4

9

10.5

10.9

4.4

3.2

2.5

2.5

2.6

4.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成１０年

平成１５年

平成２０年

なるべく今まで通った（または現在入院中の）医療機関に入院したい なるべく早く緩和ケア病棟に入院したい

自宅で療養して、必要になればそれまでの医療機関に入院したい 自宅で療養して、必要になれば緩和ケア病棟に入院したい

自宅で最後まで療養したい 専門的医療機関(がんセンターなど）で積極的に治療が受けたい

■終末期の療養場所に関する希望

出典）厚生労働省 平成２０年「終末期医療に関する調査」

出典）厚生労働省 「終末期医療に関する調査」（各年）■自宅で最期まで療養することが困難な理由（複数回答）

終末期医療に関する調査
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※1994年までは老人ホームでの死亡は、自宅に含まれている 出典）厚生労働省 「人口動態調査」

9.1%

78.4%（病院）

2.6%
0.1% 1.1%（老健）

1.5%

3.2%（老人ホーム）

82.5%

12.4%（自宅）

0%

20%

40%

60%

80%

1951 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2009

病院 診療所 介護老人保健施設 老人ホーム 自宅 その他

2.4%（「診療所」、「その他」）５．９％

○２０世紀半ばには自宅で死亡する者が８割超であったが、現在では８割近くの者が病院で死亡している。

死亡場所の推移
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在宅医療・介護連携推進事業の必要性

医療
介護
（福祉）

【過去】

医療サービス 介護（福祉）サービス

主な提供場所 病院・診療所 介護保険施設（特養・老健等）

主な関与自治体 都道府県 市町村

医療と介護（福祉）は、それぞれ独立したシステムであり、
連携が必要なケースも少なく、現場の関係者の努力で対応してきた。

34出典：在宅医療・介護連携推進事業プラン作成強化セミナーより

37



在宅医療・介護連携推進事業の必要性

【現在】

後期高齢者の増加に伴い、全身疾患や認知症を有する要介護高齢者が増加。
特に、在宅においては、医療サービスと介護サービスを一体的に提供することが必要。

医療 介護
在
宅

35出典：在宅医療・介護連携推進事業プラン作成強化セミナーより
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在宅医療・介護連携推進事業の必要性

【これから】

医療 介護

在
宅

今後さらに、医療と介護サービスが必要な在宅の要介護高齢者が大幅に増加
し、現場の関係者の努力だけで対応するには限界。

要介護度の重い方や末期がんの方など終末期を含めて、在宅療養を選択でき
る環境づくりを行政がリードして取り組むことが必要

「在宅医療・介護連携推進事業」の活用を！
36出典：在宅医療・介護連携推進事業プラン作成強化セミナーより
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(カ)医療・介護関係者の研修会

＊地域の実情に応じて➁と➂を同時並行で実施する場合もある。

在宅医療・介護連携推進事業
○ 在宅医療・介護の連携推進については、これまで医政局施策の在宅医療連携拠点事業（平成23・24年度）、在宅医療推進事業（平成

25年度～27年度）により一定の成果。それを踏まえ、平成26年介護保険法改正により制度化。

○ 介護保険法の地域支援事業に位置づけ、市区町村が主体となり、郡市区医師会等関係団体と連携しつつ取り組む。

○ 本事業の（ア）～（ク）の８つの事業項目すべてを、平成30年4月にはすべての市区町村が実施。

○ ８つの事業項目は、郡市区医師会等（地域の医療機関や他の団体を含む）に委託することも可能。

○ 都道府県は、市町村における事業の進捗状況等を把握し、地域の課題等を踏まえ、都道府県医師会等関係団体と緊密に連携しつつ、保

健所等を活用しながら、市区町村と郡市区医師会等関係団体等との協議の支援や、複数市区町村の共同実施に向けた調整等により支援。

○ 国は、事業実施関連の資料や手引き、事例集の整備、セミナーの開催等により支援するとともに、都道府県を通じて実施状況を把握。

事業項目と事業の進め方のイメージ

在
宅
医
療･

介
護
連
携
の
推
進

（イ）在宅医療・介護連携の課題の抽出と
対応策の検討

■地域の医療・介護関係者等が参画する会議を開催し、
在宅医療・介護連携の現状を把握・共有し、課題の抽
出、対応策を検討

（ア）地域の医療・介護の資源の把握
■地域の医療機関、介護事業所の機能等を情報収集

■情報を整理しリストやマップ等必要な媒体を選択して共有・
活用

（ウ）切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進
■地域の医療・介護関係者の協力を得て、在宅医療・介護サービスの提供
体制の構築を推進

市区町村

医療関係者 介護関係者

PDCAサイクルで継続的に
実施することで成長

➂（ア）（イ）に基づいた取組の実施

（エ）医療・介護関係者の情報共有の支援
■情報共有シート、地域連携パス等の活用により、医療・介護関係者の情
報共有を支援

■在宅での看取り、急変時の情報共有にも活用

（オ）在宅医療・介護関係者に関する相談支援
■医療・介護関係者の連携を支援するコーディネーターの配置等による、
在宅医療・介護連携に関する相談窓口の設置・運営により、連携の取組
を支援

（キ）地域住民への普及啓発
■地域住民を対象にしたシンポジウム等の開催
■パンフレット、チラシ、区報、HP等を活用した、在宅医療・介護サービスに
関する普及啓発

■在宅での看取りについての講演会の開催等

（ク）在宅医療・介護連携に関する関係市町村の連携
■同一の二次医療圏内にある市区町村や隣接する市区町村等が連携し
て、広域連携が必要な事項について検討

➀地域の医療介護連携の実態把握、課題
の検討、課題に応じた施策立案

➁地域の関係者との関係構築・人材育成
（カ）医療・介護関係者の研修
■地域の医療・介護関係者がグループワーク等を通じ、
多職種連携の実際を習得

■介護職を対象とした医療関連の研修会を開催 等

＊図の出典：富士通総研「地域の実情に応じた在宅医療・介護連携を推進するための多職種研修プログラムによる調査研究事業」報告書を一部改変（平成27年度老人保健健康増進等事業） 37
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在宅医療・介護連携推進事業の進め方のイメージ
出典：富士通総研「地域の実情に応じた在宅医療・介護連携を推進するための多職種研修プログラムによる調査研究事業」報告書を一部改変

（平成27年度老人保健健康増進等事業）

○地域の実情という多様性の存在を前提としつつ、各地域における医療・介護提供体制のあるべき姿（目標）や進め方

の全体像を関係者で共有した上で、各取組を一体的に行うことが非常に重要。

○複数の主体が参加して体制を構築・強化していく過程は、常に参加者の認識の共有と合意、新たな知識の獲得や深化、

意識変容、連携強化が行われ、その一連をもって体制構築・強化が行われるという正のスパイラルである。それを短

期間に成し遂げるためには、漫然と取組を行うのではなく、戦略的に取り組んでいくことが必要。

(カ)医療・介護関係者の研修
会

在
宅
医
療･

介
護
連
携
の
推
進

(カ)医療・介護関係者の研修
(イ)在宅医療・介護連携の課
題の抽出と対応策の検討

(ア)地域の医療・介護の資源
の把握

(ク)関係市区町村の連携

(エ)在宅医療・介護関係者の
情報の共有支援

(キ)地域住民への普及啓発

(オ)在宅医療・介護関係者に
関する相談支援

(ウ)切れ目のない在宅医療と
在宅介護の提供体制の構築

市区町村

医療関係者 介護関係者

PDCAサイクルで
継続的に実施
することで成長

(ア)(イ)(カ)の
継続的な実施の
プロセスと連動
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医療と介護の連携についての現状は？
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認知症施策の推進
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認知症施策推進総合戦略
(新オレンジプラン)について

高齢化の進展に伴い、認知症の人はさらに増加が見込まれ、
認知症の人を単に支えられる側と考えるのではなく、認知
症の人が認知症とともによりよく生きることができるような
環境整備が必要とされる。

そこで、「認知症の人の意思が尊重」され、できる限り「住み
慣れた地域の良い環境」で「自分らしく暮らし続ける」ことが
できる社会の実現を目指し、厚生労働省が関係府省庁(内
閣官房、内閣府、警察庁、金融庁、消費者庁、総務省、法
務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通
省)と共同して認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)
を平成27年1月に策定
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認知症の人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で
自分らしく暮らし続けることができる社会の実現を目指す。

認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）
～認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて～の概要

・高齢者の約４人に１人が認知症の人又は予備軍。高齢化の進展に伴い、認知症の人はさらに増加 2012
（平成24）年462万人（約7人に1人） → 新 ２０２５年（平成37年） 約７００万人（約5人に1人）

・認知症の人を単に支えられる側と考えるのではなく、認知症の人が認知症とともによりよく生きていくことが
できるような環境整備が必要。

新オレンジプランの基本的考え方

七
つ
の
柱

① 認知症への理解を深めるための普及・啓発の推進

② 認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護等の提供

④ 認知症の人の介護者への支援

③ 若年性認知症施策の強化

⑤ 認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくりの推進

⑥ 認知症の予防法、診断法、リハビリテーションモデル、介護モデル
等の研究開発及びその成果の普及の推進

⑦ 認知症の人やその家族の視点の重視 46



認知症総合支援事業(地域支援事業)の柱

① できるだけ早い段階からの支援・・・認知症初期集中支援事業

・早期に認知症の鑑別診断

・速やかに適切な医療・介護等を
受けられる初期の対応体制を構築

認知症初期集中支援チームの
設置推進

② 地域における医療・介護等の連携の推進・・・認知症地域支援推進員設置事業

＊認知症になっても住み慣れた地域で生活を継続するために

＊認知症の容態に応じ、全ての期間を通じて

・必要な医療・介護及び生活支援を行う
サービス機関が有機的に連携したネ
ットワークを形成

・効果的な支援体制を構築

・認知症ケアの向上を図るための取組
を推進

認知症地域支援推進員の配置

47



【事業名】認知症地域支援・ケア向上事業 （地域支援事業）
【実績と目標値】２０１５（平成２７）年度実施見込 ８３９市町村 ⇒ ２０１８（平成３０）年度～すべての市町村で実施

認知症
地域支援推進員

【配置先】
○地域包括支援センター
○市町村本庁
○認知症疾患医療センター
など

※関係機関等と連携し以下の事業の企画・調整を行う
●認知症疾患医療センターの専門医等による、病院・施設等における処
遇困難事例の検討及び個別支援

●介護保険施設等の相談員による、在宅で生活する認知症の人や家族に
対する効果的な介護方法などの専門的な相談支援

●「認知症カフェ」等の開設
●認知症ライフサポート研修など認知症多職種協働研修の実施 等

認知症対応力向上のための支援

●認知症の人が認知症の容態に応じて必要な医療や介護等のサービスを
受けられるよう関係機関との連携体制の構築

●市町村等との協力による、認知症ケアパス（状態に応じた適切な医療
や介護サービス等の提供の流れ）の作成・普及 等

医療・介護等の支援ネットワーク構築

●認知症の人や家族等への相談支援
●「認知症初期集中支援チーム」との連携等による必要なサービスが認知症
の人や家族に提供されるための調整

相談支援・支援体制構築

市町村

協働

認知症地域支援推進員

【推進員の要件】
①認知症の医療や介護の専門的知識及
び経験を有する医師、保健師、看護師、作
業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉
士、社会福祉士、介護福祉士
②①以外で認知症の医療や介護の専門
的知識及び経験を有すると市町村が認め
た者
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連携（診断）

⑦ モニタリング

引き継ぎ後

連携
（情報提供・助言）

本人 家族

近隣地域

認知症初期集中
支援チーム

地域包括支援センター等

連携
（紹介）

連携
（診断）

かかりつけ医

認知症疾患
医療センター

連携（紹介）

④ 初回家庭訪問の実施
（認知症への理解、専門的医療機関等の利用の
説明、介護保険サービス利用の説明、本人・家
族への心理的サポート）

連携

地域の実態に応じた
認知症施策の推進

（医療・介護・地域資源
と専門相談等）

認知症地域
支援推進員

③ アセスメント
（認知機能障害、生活機能能障、行動・心理症
状、家族の介護負担度、身体の様子のチェック）

② 情報収集
（本人の生活情報や家族の状況など）

① 訪問支援対象者の把握

以下の体制を地域包括支援センター等に配置
○認知症初期集中支援チーム－複数の専門職が認知症が疑われる人、認知症の人とその家族を訪問し、アセスメントや家族

支援などの初期の支援を包括的・集中的に行い、自立生活のサポートを行う。
○認知症地域支援推進員 －認知症の人ができる限り住み慣れた良い環境で暮らし続けることができるよう、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。

⑤ チーム員会議の開催
（ｱｾｽﾒﾝﾄ内容の確認、支援の方針・内容・
頻度等の検討）

⑥ 初期集中支援の実施
（専門的医療機関等への受診勧奨、本人への助
言、身体を整えるケア、生活環境の改善など）

複数の専門職による
個別の訪問支援

（受診勧奨や本人・家族
へのサポート等）

（個別の訪問支援）

（専任の連携支援・相談等）

医療系職員
（保健師等）

介護系職員
（介護福祉士等）

保健師・看護師等

連携

認知症初期集中支援チームと認知症地域支援推進員について

専門医
（嘱託可）

出典:厚生労働省老健局資料

49



認知症の人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域の良い環境で、
自分らしく暮らし続けることができる社会の実現

認知症地域支援推進員の
活動

新

オレンジプランの
推進

地域包括ケアシス
テムの構築

市町村のめざす姿(総合計画等)

社会福祉法人浴風会 認知症介護研究東京センター発行 認知
症地域支援推進員活動の手引きより抜粋

認知症地域支援推進員の活動

認知症地域支援推進員の活動は、その活動を通じて市町村のめざす姿に近づく
ことを目標としていますが、それは国がめざす「新オレンジプラン:認知症高齢者等
にやさしい地域づくりの推進」の一環であり、かつ地域包括ケアシステム構築の一
助となる。
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○社会全体で認知症の人びとを支えるため、介護サービスだけでなく、地域の自助・互
助を最大限活用することが必要。

関係団体や民間企業などの協力も得て、社会全体で認知症の人びとを支える取組を展開

地域包括
支援センター

認知症疾患医療ｾﾝﾀｰ

役所

見守り

認知症になっても
安心して暮らせる地域

認知症ｻﾎﾟｰﾄ医
かかりつけ医

交番

見守り・配食

地域では多様な主体、機関が連携して認知症の人びとを含めた高齢者を支えていくことが必要。

関係府省と連携し、地域の取組を最大限支援

交通手段の確保

交通機関

（小・中・高・大）

生涯学習

見守り、買い物支援

ICTを活用した見守り

（イメージ）

成年後見

金融機関

市町村が中心となって日常生活圏域等で認知症の人びとの
見守り等を含めた自助・互助のネットワークを作る

介護サービス事業者
（デイサービス、
グループホーム等）

宅配、新聞配達スーパー、コンビニ、商店

見守り
認知症サポーター、民生委
員、ボランティアなど

認知症教育

薬局

社会全体で認知症の人びとを支える

出典:厚生労働省老健局資料

51

http://www.google.co.jp/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=YNBIgswDUUu0GM&tbnid=T07h_3PZBhvacM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://allabout.co.jp/gm/gc/58743/&ei=iOauUbrhNc78lAWA4ICQDg&psig=AFQjCNGmmuW6piwCrVEQDnGmeeXOHFnAYA&ust=1370503176913528
http://www.google.co.jp/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=YNBIgswDUUu0GM&tbnid=T07h_3PZBhvacM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://allabout.co.jp/gm/gc/58743/&ei=iOauUbrhNc78lAWA4ICQDg&psig=AFQjCNGmmuW6piwCrVEQDnGmeeXOHFnAYA&ust=1370503176913528


認知症高齢者施策と地域包括ケアシステムとの関係

○高齢者人口の約１割が認知症高齢者

○要介護認定者の約６割が認知症高齢者
→ 今後も増加が予測されている。

○介護サービス利用者の多くが何らかの認知症がある。

○また、認知症高齢者の半数は在宅で生活をしている。
→ 各介護サービスにおいても認知症への対応が求められる。

○各地域の実情に応じて、医療サービスから介護サービスへの
シームレス（切れ目ない）のサービス提供が求められる。
→ 認知症施策においても医療サービスから介護サービスへの切れ目ない

対応や連携が必要。

○各自治体では、今後、地域包括ケアシステムの構築を含めた
「街づくり」を行う必要がある。
→ その際、認知症施策を主眼においた「街づくり」が求められる。

地域包括ケアシステムの体制構築には認知症高齢者施策が必須
52



認知症施策の現状は？
認知症初期集中支援チームは？
認知症地域支援推進員は？
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生活支援体制整備
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【参考】生活支援・介護予防の体制整備におけるコーディネーター・協議体の役割

（２）協議体の設置 ⇒多様な関係主体間の定期的な情報共有及び連携・協働による取組を推進

（１）生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）の配置 ⇒多様な主体による多様な取組のコーディネート
機能を担い、一体的な活動を推進。コーディネート機能は、以下のＡ～Ｃの機能があるが、当面ＡとＢの機能を
中心に充実。

エリアとしては、第１層の市町村区域、第２層の中学校区域があり、平成26年度は第１層、平成29年度までの
間に第２層の充実を目指す。
① 第１層 市町村区域で、主に資源開発（不足するサービスや担い手の創出・養成、活動する場の確保）中心
② 第２層 中学校区域で、第１層の機能の下で具体的な活動を展開

※ コーディネート機能には、第３層として、個々の生活支援サービスの事業主体で、利用者と提供者をマッチングする機能が
あるが、これは本事業の対象外

（Ａ）資 源 開 発 （Ｂ）ネットワーク構築 （Ｃ）ニーズと取組のマッチング

生
活
支
援
・
介
護
予
防
の
基
盤
整
備
に
向
け
た
取
組

○ 地域に不足するサービスの創出
○ サービスの担い手の養成
○ 元気な高齢者などが担い手として活動す
る場の確保 など

○ 関係者間の情報共有
○ サービス提供主体間の連携の体制づくり
など

○ 地域の支援ニーズとサービス提供主体の
活動をマッチング
など

民間企業 ボランティアＮＰＯ 協同組合 社会福祉法人

生活支援・介護予防サービスの多様な関係主体の参画例

※１ これらの取組については、平成２６年度予算においても先行的に取り組めるよう５億円を計上。
※２ コーディネーターの職種や配置場所については、一律には限定せず、地域の実情に応じて多様な主体が活用でき
る仕組みとする予定であるが、市町村や地域包括支援センターと連携しながら活動することが重要

等

６
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地域住民の参加

高齢者の社会参加生活支援サービス

生活支援の担い手
としての社会参加

○現役時代の能力を活かした活動
○興味関心がある活動
○新たにチャレンジする活動

・一般就労、起業
・趣味活動
・健康づくり活動、地域活動
・介護、福祉以外の
ボランティア活動 等

○ニーズに合った多様なサービス種別

○住民主体、NPO、民間企業等多様な
主体によるサービス提供

・地域サロンの開催
・見守り、安否確認
・外出支援
・買い物、調理、掃除などの家事支援
・介護者支援 等

バックアップ

バックアップ

都道府県等による後方支援体制の充実

市町村を核とした支援体制の充実・強化

○ 単身世帯等が増加し、支援を必要とする軽度の高齢者が増加する中、生活支援の必要性が増加。ボランティア、ＮＰＯ、民間企業、協
同組合等の多様な主体が生活支援サービスを提供することが必要。

○ 高齢者の介護予防が求められているが、社会参加・社会的役割を持つことが生きがいや介護予防につながる。
○ 多様な生活支援サービスが利用できるような地域づくりを市町村が支援することについて、制度的な位置づけの強化を図る。

具体的には、生活支援サービスの充実に向けて、ボランティア等の生活支援の担い手の養成・発掘等の地域資源の開発や
そのネットワーク化などを行う「生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）」の配置などについて、介護保険法の地域支
援事業に位置づける。

生活支援サービスの充実と高齢者の社会参加

出典:厚生労働省老健局資料
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民間
企業

ボランティアＮＰＯ

バックアップ

市町村を核とした支援体制の充実・強化（コーディネーターの配置、
協議体の設置等を通じた住民ニーズとサービス資源のマッチング、情報集約等）

事
業

主
体

○高齢者の在宅生活を支えるため、ボランティア、ＮＰＯ、民間企業、社会福祉法人、協同組合等の多様
な事業主体による重層的な生活支援サービスの提供体制の構築を支援

・介護支援ボランティアポイント等を組み込んだ地域の自助・互助の好取組を全国展開

・「生活支援コーディネーター」の配置や協議体の設置などに対する支援

民間とも協働して支援体制を構築

家事援助
安否確認

食材配達

移動販売

配食＋見守り

自
治
会
単
位
の
圏
域

小
学
校
区
単
位
の
圏
域

市
町
村
単
位
の
圏
域

交流サロン

声かけ

コミュニティ
カフェ

権利擁護

外出支援

生活支援サービスの提供イメージ

協同
組合

多様な主体による生活支援サービスの重層的な提供

社会福祉
法人

介護者支援

出典:厚生労働省老健局資料
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第1層 市町村全域
中間支援組

織

地縁組織

社協
包括

市町村

協議体
NPO

民間企業
ボランティア団

体

第2層 日常生活圏域（中学校区等）

協議体

地区社協

包括NPO

意欲ある
住民

コーディネーター・協議体の配置・構成のイメージ

町内会 包括

介護サービ
ス事業所

意欲ある
住民

協議体

○ コーディネーターとして適切な者を選出するには、「特定の団体における特定の役職の者」のような充て職による任用ではなく、
例えば、先に協議体を設置し、サービス創出に係る議論を行う中で、コーディネーターにふさわしい者を協議体から選出するよう
な方法で人物像を見極めたうえで選出することが望ましい。

○ 協議体は必ずしも当初から全ての構成メンバーを揃える必要はなく、まずは最低限必要なメンバーで協議体を立ち上げ、徐々
にメンバーを増やす方法も有効。

○ 住民主体の活動を広める観点から、特に第２層の協議体には、地区社協、町内会、地域協議会等地域で活動する地縁組織や
意欲ある住民が構成メンバーとして加わることが望ましい。

○ 第３層のコーディネーターはサービス提供主体に置かれ、利用者と提供者のマッチング(利用者へのサービス提供内容の調整)
を行うが、その提供主体の活動圏域によっては、第２層の圏域を複数にまたがって活動が行われたり、時には第１層の圏域を超
えた活動が行われたりすることも想定される（体制整備事業対象外）

第2層 日常生活圏域（中学校区等）

第1層コーディネーター

第２層
コーディネーター

第３層
コーディネーター

７
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○地域における助け合いや生活支援・介護予防サービスの提供実績がある者、または中間支援を行う団体等であって、地域で
コーディネート機能を適切に担うことができる者。

○特定の資格要件は定めず、市民活動への理解があり、多様な理念をもつ地域のサービス提供主体と連絡調整できる立場の
者であって、国や都道府県が実施する研修を修了した者が望ましい。

○コーディネーターが属する組織の活動の枠組みを超えた視点、地域の公益的活動の視点、公平中立な視点を有することが適
当。

市町村が定める活動区域ごとに、関係者のネットワークや既存の取組・組織等も活用しながら、資源開発、関係者のネットワー
ク化、地域の支援ニーズとサービス提供主体のマッチング等のコーディネート業務を実施することにより、地域における生活支
援・介護予防サービスの提供体制の整備に向けた取組を推進する。

設置目的

常勤・非常勤やボランティアなどの雇用形態については問わず、また、職種、人数、配置場所、勤務形態等は一律には限定せ
ず、地域の実情に応じた多様な配置が可能であるが、市町村や地域包括支援センターと連携しながら活動することが重要。

配置

資格・要件

○生活支援の担い手の養成、サービスの開発等の資源開発・・・・・第１層、第２層
○サービス提供主体等の関係者のネットワーク構築・・・・・・・・・・・・第１層、第２層
○地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動のマッチング ・・・第２層

役割

コーディネーターの目的・役割等について
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サービスの分類 サービス事業 一般介護予防 任意事業 市町村実施 民間市場
地域の
助け合い

備 考

①介護者支援

②家事援助

③交流サロン

④外出支援

⑤配食＋見守り
サービス事業
では、民間市
場で提供され
ないサービス
を提供⑥見守り・安否

確認

総合事業の対象外であり、任意事業、市町村の独自事業での実施を想
定。介護者の集い、介護教室等。

要介護者の生活支援は任意事業で実施可能。

一般財源化された軽度生活支援は市町村独自で実施
可能。

訪問型サービス
で実施。NPO・ボ

ランティアを主に
活用

要支援者を中心に定期的な利用が可能な形態は総合事業の通所型サービス、その他の地域住民の通いの場は一般
介護予防事業を主に想定。住民、ボランティア等を中心に実施。

訪問型サービスD

で実施。担い手は
NPO、ボランティア

左記以外は、市町村・民間事業者が独自に実施

その他の生活支
援サービスを活用
可。担い手は
NPO、民間事業者
等

左記以外は、地域の地縁組織・民間事業者等による緩やかな見守り

左記以外は、任意事業又は市町村・民間事業者が独自に実施

※ 上表中、地縁組織は地区社会福祉協議会、自治会、町内会、地域協議会等を意味する。

その他の生活支
援サービスを活
用。担い手は住
民、ボランティア等

１.生活支援サービスについて

【出典】厚労省作成資料 ３
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介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン
（平成27年6月）

○総合事業の趣旨
総合事業は、市町村が中心となって、地域の実情に応じて、住民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で、地域の支え合い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とすることをめざすもの。

○基本的考え方
イ 多様な生活支援の充実

ロ 高齢者の社会参加と地域における支え合い体制づくり

ハ 介護予防の推進

ニ 市町村、住民等の関係者間における意識の共有と自立支援に向けたサービス等の展開

ホ 認知症施策の推進

へ 共生社会の推進

地域のニーズが要支援者等だけではなく、また、多様な人との関わりが高齢者の支
援にも有効で、豊かな地域づくりにつながっていくため、要支援者等以外の高齢者、
障害者、児童等がともに集える環境づくりに心がけることが重要。

61



介護予防・生活支援・社会参加の融合

従
来
の
事
業
計
画
で
の
整
理

介護予防

生活支援 社会参加

新
総
合
事
業
で
の
考
え
方

<社会参加>
<生活支援>
<介護予防>

三菱UFJリサーチ&コンサルティング
介護予防・日常生活支援総合事業への移行のためのポイント解説より
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◎地域包括ケアとは

○ 高齢者が住み慣れた地域でできる限り継続して生活をおくれるように

支えるためには、個々の高齢者の状況やその変化に応じて、適切なサ

ービス、多様な支援を提供することが必要。

「地域包括域ケア」の確立

○そのためには、自助努力を基本にしながら介護保険を中心としつつも、保健・
福祉・医療の専門職相互の連携、さらにはボランティア等の住民活動などイン
フォーマルな活動を含めた、地域の様々な資源を統合、ネットワーク化し、高齢
者を継続的かつ包括的にケアする必要がある。

➾すなわちこれが「地域包括ケア」
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４.【演習】住民参加型の地域づくりの必要性
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（ＤＶＤ 地域支え合いのすすめ）

• 特定非営利活動法人 こやだいら
徳島県美馬市木屋平地区

• 三原さん家
福岡県久留米市安武地区
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住民参加型の地域づくり
基本１【ニーズ】 住民ニーズからスタートしている。

基本２【協働】 住民が力を発揮できる場づくり

基本３【住民主体】 ＝ 【ニーズ】 ＋ 【協働】

地域包括支援センターの役割大

地域包括支援センターが知られている事が必要
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ＧＷ（語り合い）の６つのルール

①他人の発言を遮らない。

②他人の発言を否定や非難しない。

③課題や問題点よりも、望ましい姿を中心に議論する。

④不満非難、責任の押しつけは避ける。

⑤地域のいいところに注目し、いいところを伸ばすと言う視点
で議論する。

⑥参加者が語った個人的な内容は、決して漏らさない。
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ＧＷ
各クループは「委託型」の地域包括支援センターです。

＊担当課長からこの様な話しがありました。
1、地域包括ケアシステムの構築に向けて「地域包括支援
センター」の役割は益々大きくなっていくと思っている。

2、生活支援コーディネーターをはじめ、多種多様な方々
に対して「地域包括支援センターの機能」について理解し
てもらう事が「顔の見える関係づくりの近道だ」と思ってい
る。
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地域包括支援センターの機能(役割)について地域
住民等に伝えるための準備をして下さい。

実施する事は以下の通りです。

1、地域包括支援センターの機能を伝える5分間スピーチ
＊ 地域住民にとって【役立つ機関】である事を「分かり
やすく」説明して下さい。

(伝える内容の検討→ どの機能を伝えるか！)

2、5分間スピーチを「より分かりやすく」するために模造紙
を活用して下さい。
(スピーチ内容の可視化 ）
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地域住民のニーズ
地域にある

あらゆる社会資源

資源をつくる

有効に活用する支援がほしい

活躍したい
役立ちたい

ニ
ー
ズ
と
社
会
資
源
を

効
果
的
に
つ
な
げ
る

住民の参画 ネットワーク

安心して暮らせる地域をどのようにつくっていくか？
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3.3人
（2005年）

15～64歳の住民
2.3人
（2015年）

いくつになっても元気に暮らし
地域の支え手としての
活躍が期待される

65歳以上の住民

高齢化が進行すると・・・・
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自分たちの町の老後の安心は
地域の力を総動員してつくる

一番の当事者は地域の皆さん！

住み慣れた地域に住み続けられる
地域づくりのために・・・
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新しい地域包括支援体制の構築

○ これまで、高齢者施策における「地域包括ケアシステム」の構築、生活困窮者に対する「生活困窮者自立支援制度」の創設な
ど、各制度においても、支援の包括化や地域連携、ネットワークづくりを推進している。

○ 今後とも、地域包括ケアシステムなどを着実に進めつつ、こうしたコンセプトの適用をさらに拡げ、多様なニーズを
掬い取る「全世代・全対象型地域包括支援体制」を構築していく。

地域包括ケアシステム

（住まい・医療・介護・予防・生活支援
を一体的に提供）

高齢者

生活困窮者自立支援制度

（包括的な自立支援を提供）

生活困窮者
難病患者・がん患者

の就労支援

障害が疑われる者

若年認知症・
高次脳機能障害

全世代・全対象型
地域包括支援体制

すべての人が、

年齢や状況を問わ

ず、その人のニーズ

に応じた適切な支援

が受けられる「地域

づくり」を進める

その他各制度における取組

高齢化

人口減少

家族のあり方や地
域社会が変容

壮年の引きこもりと
老親が地域で孤立

ネットワーク
づくり

支援の包括化

地域連携

（厚生労働省資料）
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地域包括支援センター職員に必要な

専門的知識・技術等（権利擁護業務）1

地域住民や民生委員、介護支援専門員等の支援だ
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なる
高齢者が、地域において尊厳のある生活を維持し、安
心して生活を行うことができるよう、専門的・継続的な視
点から、高齢者の権利擁護のための必要な支援を行う。
• 成年後見制度の活用促進
• 老人福祉施設等への措置の支援
• 高齢者虐待への対応
• 困難事例への対応
• 消費者被害の防止

平成28年度「地域包括支援センター職員研修のあり方検討委員会」 報告書より
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地域包括支援センター職員に必要な

専門的知識・技術等（権利擁護業務）2

• 必要な知識

• 成年後見制度

• 高齢者虐待防止法

• 消費者保護に関する制度

• 日常生活自立支援制度

• 老人福祉法（措置）

• 人権擁護

• 障がい者・制度に関する知識

• 関係機関（法テラス、社協、行政）について

平成28年度「地域包括支援センター職員研修のあり方検討委員会」 報告書より
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○住民の主体的な支え合いを育み、暮らしに安心感と生きがいを生み出す
○地域の資源を活かし、暮らしと地域社会に豊かさを生み出す

○個人や世帯の抱える複合的課題などへの包括的な支援
○人口減少に対応する、分野をまたがる総合的サービス提供の支援

◆制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が 『我が事』として参画し、
人と人、人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会

「地域共生社会」の実現に向けて（当面の改革工程）【概要】

「地域共生社会」とは

平成29（2017）年：介護保険法・社会福祉法等の改正
 市町村による包括的支援体制の制度化
 共生型サービスの創設 など

平成30（2018）年：
 介護・障害報酬改定：共生型サービスの評価など
 生活困窮者自立支援制度の強化

2020年代初頭：
全面展開

【検討課題】
①地域課題の解決力強化のための体制の全国的な整備のための支援方策（制度のあり方を含む）
②保健福祉行政横断的な包括的支援のあり方 ③共通基礎課程の創設 等

平成31（2019）年以降：
更なる制度見直し

平成29年2月7日 厚生労働省 「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部決定

実現に向けた工程

改革の骨格

専門人材の機能強化・最大活用

地域を基盤とする包括的支援の強化

地域包括ケアの理念の普遍化：高齢者だけでなく、
生活上の困難を抱える方への包括的支援体制の構築

共生型サービスの創設 【29年制度改正・30年報酬改定】

市町村の地域保健の推進機能の強化、保健福祉横断的な
包括的支援のあり方の検討

 住民相互の支え合い機能を強化、公的支援と協働して、地域
課題の解決を試みる体制を整備【29年制度改正】

 複合課題に対応する包括的相談支援体制の構築【29年制度改正】

 地域福祉計画の充実【29年制度改正】

地域課題の解決力の強化

地域丸ごとのつながりの強化

対人支援を行う専門資格に共通の基礎課程創設の検討

福祉系国家資格を持つ場合の保育士養成課程・試験科目の
一部免除の検討

「地域共生社会」の実現

改革の背景と方向性

公的支援の『縦割り』から『丸ごと』への転換 『我が事』・『丸ごと』の地域づくりを育む仕組みへの転換

 多様な担い手の育成・参画、
民間資金活用の推進、多様な就労・社会参加の場の整備

 社会保障の枠を超え、地域資源（耕作放棄地、環境保全など）と
丸ごとつながることで地域に「循環」を生み出す、先進的取組を支援

（厚生労働省資料）
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地域における住民主体の課題解決力強化・包括的な相談支援体制のイメージ

様々な課題を
抱える住民

高齢関係 障害関係

自立相談
支援機関

児相

児童関係

病院

医療関係

教育関係

保健関係

家計支援関係

がん･難病関係

発達障害関係

自治体によっては
一体的

住
民
に
身
近
な
圏
域

市
町
村
域
等

住民が主体的に地域課題を把握して
解決を試みる体制づくり

環境

産業

司法関係

住まい関係

市町村

市町村における
総合的な

相談支援体制作り

明らかになったニーズに、
寄り添いつつ、つなぐ

バックアップ

交通

土木

医療的ケアを要する
子どもやDV、刑務
所出所者、犯罪被害
者など、身近な圏域
で対応しがたい、も
しくは本人が望まな
い課題にも留意。

農林水産

都市計画

まちおこし

住民が主体的に地域課題を把握して解決
を試みる体制づくりを支援する

複合課
題の丸
ごと

世帯の
丸ごと

とりあ
えずの
丸ごと

解決
課題把握
受け止め 地域の基盤づくり

雇用･就労関係

「丸ごと」受け止める場
（地域住民ボランティア、地区社協、市区町村社協の地区担当、
地域包括支援センター、相談支援事業所、地域子育て支援拠点、

利用者支援事業、社会福祉法人、ＮＰＯ法人等）

協働の中核を担う機能

他人事を「我が事」に変えて
いくような働きかけをする機能

防犯・防災

社会教育

受け手 支え手

【１】【２】

【３】
権利擁護関係

多文化共生関係

自殺対策関係

社会福祉法人 消費生活協同組合

地区社協

ボランティア

企業･商店 ご近所

子ども会

NPO

自治会

PTA

老人ｸﾗﾌﾞ

学校

民生委員・
児童委員ﾞ

＜取組例＞
・住民が気軽に立ち寄る
ことが出来る居場所や住
民の自主活動等の活動拠
点の設置
・福祉に関する学習会の
実施や地域福祉活動に参
加するきっかけづくり
（例えば、大阪府豊中市
では、野菜づくりを通じ
て中高年男性が地域福祉
活動の担い手に）

など

（厚生労働省資料）
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行動する

知られている

知っている
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権利擁護業務の理解

資料０２－１（平成２９年度地域包括支援センター職員研修Ⅰ）
○テーマ：「総合相談支援業務・権利擁護業務」
○科 目：①高齢者虐待の理解について ②高齢者の権利擁護 ③消費者被害防止について
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高齢者虐待防止法の概要
• 高齢者の保護とあわせ、養護者への支援も行う

• 「養護者による虐待」と「養介護施設従事者等による虐待」
への対応を規定している

• 養護者による虐待は市町村・地域包括支援センターが対応

• 養介護施設従事者等による虐待は、都道府県・市町村が対応

• 国や自治体に連携強化、体制整備、専門的人材の確保、広報
啓発の責務が規定

• 介護・福祉・医療等の関係者には早期発見の努力、協力が求
められている

• 市町村には立ち入り調査権、警察への援助要請、老人福祉法
上の措置の実施、面会制限、成年後見の申立などの行政権限
が規定されている

• 財産被害の防止も施策の一つとしている
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高齢者虐待の定義

（１）「高齢者」

•高齢者虐待防止法では、「高齢者」を「65歳以上の者」

と定義（第2条第1項）。

・「65歳未満の者」においても、養介護施設・事業所を

利用している場合には、高齢者とみなし高齢者虐待

規定を適用する。

（２）「養介護施設従事者等」

•老人福祉法および介護保険法に規定される「養介護

施設」又は「養介護事業」の業務に従事する者（第2条

第5項）。※在宅系サービスの職員も含まれる

•これには、直接介護に携わる職員のほか経営者・管理

者層も含まれる。（契約は法人とする＝代表者の責任）

※有料老人ホームは届け出の有無ではない
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高齢者虐待の定義
（３）「養護者」

•高齢者虐待法は、養護者を「高齢者を現に養護する者であって養介

護施設従事者等以外のものをいう」と定義(第２条２項)

•「養護者」は、当該高齢者の日常生活において何らかの世話をする

人

•「養護者」は、必ずしも当該高齢者と同居していなければならない

わけではない。例えば、近所に住みながら世話をしている親族や知

人なども「養護者」と考えられる。

【現に養護していない者による虐待の場合】

•虐待を行っている者が「養護者」に該当するかどうか、具体的事実

に即して判断する必要がある。養護者が、同居人による高齢者への

身体的・心理的・性的虐待を放置した場合は「養護を著しく怠るこ

と」にあたる。
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Q:同居していない親族や知人による経済的虐待
への対応はどのように行ったらよいでしょうか。

• 高齢者虐待防止法では、経済的虐待の主体は「養
護者又は高齢者の親族」と規定しています（第２条
第４項第２号）。したがって、同居の有無にかかわら
ず、高齢者の親族が経済的虐待をしていれば、本
法の適用となる。

• ※経済的虐待のみ、他の虐待と異なり、高齢者を現
に養護する者でない親族による行為も該当します。

• 一方で、養護者とは評価されない知人が経済的虐
待をしている場合は、本法の適用とはならない。
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相談・通報件数と虐待と判断した件数の推移の推移

（市区町村データ，養介護施設従事者等）
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158件（16.4％）増

対前年度比
108件（36％）増

対前年度比
520件（46.4％）増
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虐待に準じた対応が求められる状況

• 「養護者」ではない親族や、信頼関係が期待される
第三者からの虐待

• 認知症等の未受診で、家族が過剰な介護負担を抱え
ているなど、虐待とは峻別しがたい事例

• 一人暮らしなどの高齢者で、認知症やうつなどのた
めに生活能力・意欲が低下し、極端に不衛生な環境
で生活している、必要な栄養摂取ができていない
等、客観的にみると本人の人権が侵害されている事
例〔いわゆるセルフネグレクト（自己放任）〕

• 被虐待者が65歳未満であるが、介護保険の適用とな
る特定疾患を有しているなど、高齢者福祉の分野で
支援が必要であると考えられる事例
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対応における留意事項

虐待に対する「自覚」は問わない
※意思は問わない「いじめてやろう」「虐げよ
う」と思っているかどうかは、無関係

• 高齢者の安全確保を優先する

• 常に迅速な対応を意識する

• 必ず組織的に対応する

• 関係機関と連携して援助する

• 適切に権限を行使する

出典）厚生労働省「市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について」2006.
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相談・通報件数と虐待と判断した件数の推移
（市区町村データ，養護者）
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89



権利擁護とは

• 戦後構築されてきた社会システムの機能不全を
突破しようとする理念（利用者の自己決定、選択
及び自己責任、情報公開、アカウンタビリティ、
エンパワメント等）や施策（社会福祉の基礎構造
改革、措置から契約、社会福祉事業法から社会
福祉法、介護保険、成年後見制度、日常生活自
立支援事業、苦情解決、オンブズマン制度等）
が打ち出されてきた

• その共通基盤が「権利擁護」であり、利用者の主
張、権利獲得のプロセスを重視し、利用者の主
体性に価値をおく、社会福祉実践の根幹にある
概念である
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権利擁護業務とは

• 特に権利侵害行為の対象となっている高齢
者、あるいは自ら権利主張や権利行使するこ
とができない状況にある高齢者に対して、権
利侵害の予防や対応、権利行使の支援を専
門的に行う

• 具体的には、成年後見制度などの活用促
進、老人福祉施設などへの措置の支援、高
齢者虐待の対応、困難事例への対応、消費
者被害の防止など
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自己決定を支えることの意味

• 社会福祉基礎構造改革の柱「措置→契約」

• 自分に必要なサービスは自分で選ぶ「自己
決定」

• だけど自分の事だから自分で決めれば良い
という話では無く対人援助は「二人三脚」に例
えられる。援助する専門職とその利用者さん
が二人三脚のごとく、ともに援助過程を歩ん
でいく営みである
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狭義の権利擁護から積極的権利擁護へ

「本人らしい生活」と
「本人らしい変化」を
支えること

権利侵害からの保護
基本的ニーズの充足

93



高齢者虐待対応の流れについて

• 全体のフロー図を確認します。

• 愛知県高齢者虐待対応マニュアル 映像版

（各論編：初動期対応を中心として）
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相談通報の受付

• 高齢者虐待防止法（第7条第2項）は、国民に
対して、生命や身体に重大な危険が生じてい
ない場合でも、「虐待を受けたと思われる高
齢者」について、市町村に通報することを求
めている。虐待の疑いがある場合には、躊躇
することなく通報することによって、幅広く虐
待の芽を摘むことが狙いである。他方、市町
村としては、通報をしっかりと虐待通報として
受け付けることが法的責務であると考えるべ
きである。
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相談・通報内容の共有化

• 寄せられた情報から高齢者虐待の疑いを見逃さ
ないためには、市町村内の関係する相談窓口を
含めて、共通の書式（チェック項目）に基づく相
談受付票を使用し、相談者（通報者）の属性、高
齢者本人の状況、養護者の状況、相談の内容
や訴え（通報や届出の場合は虐待の状況）等に
ついて、的確に聞き取りを行うことが重要であ
る。

• 特に、高齢者の生命や身体の安全確認を最優
先する。

• 情報源を明確にする。
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相談・通報内容の共有化（組織内）

• 受け付けた組織内で、虐待の疑いについて
協議する。

• 複数の職員で、組織内で協議し、組織として
判断する。

• この時点で虐待の疑いが無いと判断した場
合は、その後の対応を協議する。

（例：虐待を除く権利擁護対応、包括的継続的

ケアマネジメント支援等）
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相談・通報内容の共有化（組織間）

• 高齢者虐待防止法では、虐待かどうかの判
断を最終的に市町村が行うこととしている。
地域包括支援センターが虐待の疑いと判断
した場合、速やかに市町村に報告を行いコア
メンバー会議につなげる。

• 一方で市町村が虐待の疑いと組織判断した
場合、地域包括支援センターとの情報共有方
法をシステム化しておく必要がある。
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コアメンバー会議に向けた事実確認

• 速やかな事実確認（DVDでは４８時間を目安

としている）によって、高齢者の生命や身体の
安全や虐待の有無を判断する事実を確認す
るために役割分担を検討する。

• 収集すべき情報内容を検討する。

• コアメンバー会議開催日時を検討する。

• 事実確認中に予測されるリスクと対処方法に
ついて検討する。
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記録について

• 高齢者虐待対応は、養護者や虐待対応に疑問
を抱いた他の親族、関係者から情報開示請求
や、対応の正当性について訴訟を起こされる可
能性の高い業務であり、予期せぬ事態に見舞わ
れた際に、守ってくれるよう記録を残す。

• 事実を客観的に残す。

• 事実と支援行為、その結果に一貫性を持たせ
る。

• 記録の作成者、作成日を必ず残す。
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コアメンバー会議の開催

• 虐待の有無と緊急性の判断については、市
町村の責任に基づいて開催されるコアメン
バー会議で行う。

• 市町村担当部署の管理職が出席した会議と
する。

• 事実確認で集めた情報を整理し、虐待の有
無と緊急性の判断を実施した後、当面の支
援計画を作成し、対応方針を決定する。

101



コアメンバー会議の決定に基づく対応

• 決定した対応方針に基づいて、今後行う具体
的な対応や具体的な目標、役割分担と定め
られた期限まで対応を行う。

・緊急対応による分離保護

・適切なサービス等の導入

・収集した情報が不十分なため判断できな

いため、事実確認の継続

・立入調査
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市町村権限の行使

• 老人福祉法上のやむを得ない事由による措置及び
そのための居室の確保（第9条2項、第10条）

• 成年後見制度の首長申立（第9条2項）

• 立入調査及び警察署長への援助要請

（第11条、第12条）

• 面会制限（第13条）
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養護者支援の視点

• 養護者支援と対応の違い。
• 介護負担が大きい場合、負担を軽減する。

• 介護知識・技術の不足している場合、習得の支
援を実施する。

• 経済的な問題がある場合、他の部署と協働で対
応する。

• 養護者自身に疾患等がある場合、他の部署や
機関と協働して対応する。

• 介護保険制度だけでは対応できない問題につい
ても、包括的に対応する。

104



介入拒否への対応について

• どのような訪問調査を行うべきか事前に準

備を行ったとしても、高齢者や養護者から介
入を拒否されることもある。その場合でも、高
齢者の生命や身体の安全確認を行うことが
できる方法を検討し、事前に確認した期限ま
でに、繰り返し事実確認を行うことが重要で
ある。
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虐待発生要因の分析

• 虐待発生要因を明確化するとともに、高齢者が
安心した生活を送るための環境整備に向けた課
題やニーズの明確化する。

• 高齢者本人の情報と養護者の情報、家族、近
隣、地域住民等との関係、地域の社会資源等か
ら虐待発生リスクを明確化する。

• 個々の虐待発生リスク（相互の関係性）から虐
待発生要因を導きだす。

• 虐待発生要因を解消するための課題を整理す
る
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虐待対応ケース会議の開催

• 虐待発生要因分析から導き出された課題へ
の対応についての協議は、虐待対応ケース
会議で行う。

• 市町村担当部署の職員と地域包括支援セン
ター職員が出席した会議とする。

• 関係する機関がチームとして対応するため
に、虐待発生リスクから導き出された虐待発
生要因を解決するための課題を整理し、虐待
対応計画を作成し、対応方針を決定する。
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虐待対応の評価と終結について

• 役割分担に応じて、期日までに計画を実施し、
終結を迎えるまで評価を行っていく。

• 虐待が終結しないということは、高齢者の権利
侵害（高齢者の生命・身体・財産が危険な状態
にあること）が継続している事を意味する。

• 終結の用件は「虐待が解消されたと確認できる
こと」、「虐待の解消だけでなく高齢者の安心した
生活につながる環境整備の目処がたっているこ
と」。
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第三者による財産上の不当取引による
被害の防止

• 高齢者虐待防止法は、「経済的虐待」について、養護者又は
高齢者の親族もしくは養介護施設従事者等が「高齢者の財
産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産
上の利益を得ること」を虐待と定めている（第2条第4項第2
号、第2条第5項第1号ホ、同項第2号） 。

• 第27条第1項は、高齢者の養護者や養介護施設従事者等で
なくても、悪質な取引業者が高齢者との間で取引行為を行
い、財産上不当な利益を取得して高齢者の財産を危うくする
消費者被害が多発していることに鑑み、高齢者虐待（経済的
虐待）の定義に当てはまらないものの、経済的な虐待に等し
いものとして、高齢者救済のため、市町村が対応すべき行為
の内容を定めている 。
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対応のポイントについて

• 消費生活センター等適切な機関と連携した活動

により、被害の回復に努める

• 高齢者の判断能力が低下している場合、被害を

防ぐために成年後見等申立てなど適切な対応を

行うことが必要

• 第三者による財産上の不当取引による被害に

対しては、個々の事例の解決のみでなく、地域

全体で防止するための啓発や取組が必要
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日常生活自立支援事業

・判断能力を不十分ながらも有している

・日常的金銭管理サービス

福祉サービスの利用援助

書類等の預かりサービス（別料金が発生）

・契約を結び、「生活支援員」が訪問、サービス提供

（＠1,200＋交通費）

・相談は 北海道地域福祉生活支援センター

各地区センター

各市区町村社会福祉協議会
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成年後見制度の理念

・画一的に定められ、硬直的であり軽度の人に対応でき
ないなどの問題が指摘されていた禁治産・準禁治産制
度における「本人保護」の理念への偏りがあった

・各問題点を踏まえ、①自己決定の尊重、②残存能力
の活用、③ノーマライゼーション等の新しい理念と、本
人の保護という理念の調和を図ることが求められる
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成年後見制度
法定後見

・判断能力が不十分になったときに、それを補完

または代替する制度

・判断能力に応じ「補助」、「保佐」、「後見」3類型

・申立ては、本人や親族等が本人の住所地を管轄
する家庭裁判所に申し立てる

・家裁が類型に応じ成年後見人等を選任

（親族のほか、弁護士、司法書士、社会福祉士など）

・役割 「身上監護」「財産管理」

・権限 「同意権・取消権」「代理権」
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成年後見制度
任意後見

・将来、判断能力が低下したときに備えて、あらか
じめ自分の後見をしてくれる人（任意後見人）を決
めておく制度

・本人と任意後見人で「任意後見契約」を結んでお
き、判断能力が低下したときに、本人・親族や任
意後見人が家裁に申立てる

・相談・公正証書の作成は公証役場

→公証役場にて「任意後見契約」を締結

・代理権のみ(同意権・取消権はない)
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一人暮らしで、食事を思うように作れなく
なってきました。
ヘルパーさんに来てほしいけれど、手続き
の方法がよくわからなくて・・・
誰かに手続きを手伝ってほしいの。

ひとり　ぐ

てつづき

ほうほう

だれ てつづ てつだ

しょくじ おも つく

施設を出て一人暮らしを始めました。
この間、訪問販売で高級ふとんを買ってしまい、
毎月の支払いが多くて、食費もきりつめています。
今後また、こんなことがないよう、誰かに見守っ
てほしいです。

病院を退院して、一人暮らしを始めました。
電話代や水道料を払わなくてはいけないのに、
パチンコについお金を使ってしまいます。
後からとても困ります。
お金の使い方を誰かにアドバイスして
もらわないと不安です。

年金の支給日をすぐ忘れて、いつも東京に
住む娘に教えてもらっています。誰か、身近
にいてお金の管理をしてくれないかしら。

しせつ

びょういん

でんわだい

かね つか

かね つか

ふあん

かた だれ

あと こま

はらすいどうりょう

たいいん はじ

ねんきん

す

かね かんり

むすめ おし だれ みぢか

わす とうきょうしきゅうび

ひとり　ぐ

あいだ

まいつき

こ ん ご だれ み ま も

しはら おお しょくひ

ほうもんはんばい こうきゅう か

で ひとり　ぐ はじ

日 常 生 活 自 立 支 援 事 業 の ご 案 内
にち　  じょう せい       かつ じ        りつ し　　　えん じ　　 ぎょう あん　   ない
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き ほ ん じ ぎ ょう

北海道地域福祉生活支援センターの実施する、「日常生活自立支援事業」（福祉サ

ービス利用援助事業）では、福祉サービス利用の手続きや、生活費の管理、年金

証書などの大切な書類の預かりをお手伝いしています。

①福祉サービス利用援助（基本事業）

③書類等の預かりサービス

②日常的金銭管理サービス

自立生活支援専門員
じ　りつ  せい  かつ    し   えん せん  もん  いん
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す

そうだん そうだん そうだん うむりょう ひ み つ げんしゅけっこう

ちいき しゃか い ふくしきょうぎ か い

しゃか い ふ くしきょうぎ

かいまた

りよう りよう ほんにん けいやく むす

ち　く たんとうしょくいん じりつ せ い か つしえ ん せ ん も ん い ん

じりつ せ い か つしえ ん せ ん も ん い ん

ほうもん くわ はな

そうだん か ぞ く しんせき ほ ん に ん い が い か た

けいかく つく けいやく むすせいかつしえんけいかく り よ う ほんにん

う

あと けいかく

もと

ていきょう

かくしちょうそん とうろく せ い か つしえ ん い ん ほんにん

そうだん こまぐたいてきほうもん はな きき ていきょう

●ご利用いただけるのは、高齢や障がいにより日常生活の判断に不安のある在宅で生活してい

る方、在宅で生活する予定の方です。

　（例えば、福祉サービスの利用手続きや生活費の管理が一人では難しいと思う方など）

●サービスを直接提供するのは、各市町村ごとに登録されている「生活支援員」です。

●１回（１時間程度）の利用で、利用料金1,200円と生活支援員の交通費実費をいただきます。

　〔生活保護を受けている方は、公費で補助されるので無料です。〕

　書類等の預かりで金融機関の貸金庫などを利用する場合は、費用の実費をいただきます。

まず、お住まいの地域の社会福祉協議会にご相談ください。ご家族、ご親戚など、ご本人以外の方か
らの相談でも結構です。相談は無料です。もちろん秘密は厳守します。相談を受けた社会福祉協議
会又は地区センターの担当職員「自立生活支援専門員」が訪問して詳しいお話しをさせていただき
ます。サービスのご利用にあたっては、利用されるご本人と契約を結びます。

ご相談を受けた「自立生活支援専門員」が訪問し、具体的な困りごとについてお話しを聞き、提供す
るサービスの計画を作ります。（生活支援計画）利用されるご本人と契約を結んだ後は、この計画に
基づいて各市町村ごとに登録されている「生活支援員」が、ご本人のもとにうかがって、サービスを
提供します。

自立生活支援専門員
じ  りつせいかつ  し  えんせんもんいん

市町村社会福祉協議会
・

地区センター

し ちょうそんしゃかいふく し きょうぎかい
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あなたのお住まいの相談窓口

●札幌市社会福祉協議会

●北海道地域福祉生活支援センター（実施主体：北海道社会福祉協議会）

◎相談受付時間：月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）9：00～ 12：00、13：00～ 17：00

北海道内の日常生活自立支援事業の相談窓口

連絡先（担当地区） 住 所 電話番号

H28 作成

連絡先（担当地区） 住 所 電 話 番 号

本部
（石狩・後志・空知・オホーツク・
胆振・日高・十勝・釧路・根室管内）

札幌市中央区北２条西７丁目１　北海道社会福祉総合センター内 ０１１－２９０－２９４１

道南地区センター
（渡島管内・檜山管内）

江差町字中歌町１９８-６　江差町地域振興センター内 ０１３９-５４-２９４１

道北地区センター
（上川管内・留萌管内・宗谷管内）

旭川市永山６条１９丁目１－１　上川合同庁舎内 ０１６６-４９-２９４１

札幌市社会福祉協議会
（中央区・南区）

札幌市中央区大通西19丁目　札幌市社会福祉総合センター3階 ０１1-６３３-２９４１

北区社会福祉協議会
（北区）

札幌市北区北24条西６丁目　北区役所1階 ０１１-７５７-２４８２

東区社会福祉協議会
（東区）

札幌市東区北11条東7丁目　東区民センター1階 ０１１-７４１-６４４０

白石区社会福祉協議会
（白石区）

札幌市白石区本郷通3丁目北1-1　白石区民センター2階 ０１１-８６１-３７００

厚別区社会福祉協議会
（厚別区・清田区）

札幌市厚別区厚別中央1条5丁目　厚別区民センター1階 ０１１-８９５-２４８３

豊平区社会福祉協議会
（豊平区）

札幌市豊平区平岸6条10丁目　豊平区民センター1階 ０１１-８１５-２９４０

西区社会福祉協議会
（西区・手稲区）

札幌市西区琴似2条7丁目　西区役所1階 ０１１-６４１-６９９６

北海道内
社会福祉協議会
イメージキャラクター

北のまちから

あっ
たかハート
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【参考資料】 

北海道立消費生活センター・ホームページのご紹介 

 北海道立消費生活センターのホームページには、消費者被害等に関する注意情報、消費者被害防

止ネットワークの最新情報、各種啓発リーフレットのダウンロードデータなど、消費者被害防止に

向けた様々な情報が掲載されています。 

 また、平成２８年２月には最新の消費者被害相談事例集「こんなトラブル注意報！２７年度版」

が発刊され、ホームページへのデータ版掲載も予定されています。 

 高齢者等の消費者被害防止に向けた情報収集や地域住民への意識啓発等に御活用されてはいか

がでしょうか。 

≪URL  http://www.do-syouhi-c.jp/≫ 

 資料０２－３（平成２９年度地域包括支援センター職員研修Ⅰ） 

○テーマ：「総合相談支援業務・権利擁護業務」

○科 目：①高齢者虐待の理解について ②高齢者の権利擁護 ③消費者被害防止について

（北海道社会福祉協議会） 

北海道立消費生活センター 

〒060-0003  

北海道札幌市中央区北 3条西 7丁目 北海道庁別館西棟 1・2F 

●電話番号（代表）011-221-0110  （相談専用）050-7505-0999

●FAX（共通） 011-221-4210

141



142



介護支援専門員への支援

資料０３－１（平成２９年度地域包括支援センター職員研修Ⅰ）
○テーマ：「包括的・継続的ケアマネジメント支援業務」
○科 目：①介護支援専門員への支援の視点について ②地域ケア会議について

143



介護支援専門員の現状把握

＜介護保険法の変化で介護支援専門員の業務量など
が大きく変化＞

• 地域の状況により、違いが大きい（1事業所当たりの
所属人数、ベースの職種）

• 相談機関が少ない（行政に相談できる事業所は極端
に少ない）

• 同じ事業所内であるからこそ相談しにくいこともある

＊地域包括支援センター主任介護支援専門員が自ら居
宅介護支援事業所へ出向き状況把握することが大切

144



事業所の特徴

①事業所の所属人数が少ないと、事例検討会など
の質の向上が図りにくい

②ベースの職種は介護福祉士が圧倒的に多いた
め、１事業所に「同じ職種のみ」という所も多く違
う視点でのアドバイスが受けにくい

③介護福祉士ベースの介護支援専門員の場合、
医療に関する知識が少ないだけではなく、医療
機関との連携に難しさを感じることが多い
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相談機関が少ない

①介護支援専門員の相談相手として、主任介護支
援専門員が養成されているが、どこに主任介護
支援専門員が所属していてそれが誰なのかを
知るすべがない

②行政に相談することも大切であるが、介護支援
専門員の心理として、行政に変な相談をすると
実地指導などで不利なことになりはしないかと不
安になることが多く相談することができない人が
多い
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同じ事業所であるからこそ
相談しにくい亊がある

①同じ事業所に勤務しているからといって皆仲
が良いとは限らない

②経験年数が同じ程度の場合、事業所内でも
解決しないことがある
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アウトリーチが大切

• 地域包括支援センターで相談を待つのではなく、
居宅介護支援事業所へ出向くことにより、現状
を把握し介護支援専門員がどんなことに悩み
困っているのかを把握することができる。

• 支援のための研修会の開催内容のヒントを得る
ことができる

• 信頼関係を築くことができることで気軽に相談し
ていただくことにつながる

• 「医療機関との連携」などでどのようなことを難し
いと感じているか生の声を聴き、地域包括支援
センターの業務に生かすことができる
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地域ケア会議と
ケアプランからの展開演習

(事例検討)
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地域ケア会議は主に５つの機能

これらの機能は相互に関係し
合い、循環して
います。

各機能が効果的に関連し合う
よう、市町村の実情に応じて、参
加者や設置範囲の異なる地域ケ
ア会議やその他の会議を組み合
わせることが、市町村に求めら
れています
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個別課題の解決機能

個別ケースについて、多機関・多職種が多様な
視点から検討を行うことにより、住民の問題解決を
支援するとともに、そのプロセスを通して地域包括
支援センター職員や介護支援専門員等の問題解
決力向上を図り、支援の質を高める機能です。

この会議では、サービス担当者以外に必要な参
加者を招集し、個別事例の課題だけでなく、個別
事例から地域課題を把握し、ネットワーク構築など
次のステップにつなげることが大切です。
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会議で取り上げる個別ケース（例）

①サービス未利用で支援を要する高齢者等への対応

②周辺住民や支援者が困っている事例

③支援のための資源や環境整備が必要な事例

④高齢者の心身の健康や権利が侵害されている事例

⑤保険者から見てサービス提供内容に課題がある事例

⑥地域課題に関する事例

等、在宅医療・看取りに関することや高齢者虐待・孤独
死事例から支援の振り返りといった、サービス担当者会
議で解決できないケースが対象となります
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地域包括支援ネットワーク構築機能

医療、介護サービス事業者等、地域の関係機関
との相互の連携を高める機能です。

自治会長（町内会長）や民生委員等、地域にある
ネットワークや取組を把握する必要もあります。

個別ケース検討を通して、個別課題や地域課題
を解決するために必要な関係機関の役割が明ら
かになるとともに、課題解決に向けて関係機関が
具体的に連携を行うことによって、連携が強まり、
個別課題解決機能が高まる実践へとつながります。
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地域課題発見機能

個別ケースの検討において、地域の共通課題を
見出すことに念頭を置き、個別の背景にある解決
すべき地域課題を明らかにする機能です。

発見された課題に対して、解決策・改善策を検討
するプロセスの中で、関係機関の取組と役割が明
らかになるとともに、どのような公的サービスやイ
ンフォーマルサービス等が必要かを検討すること
が、地域づくりや政策形成等、次のステップにつな
がっていきます。
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地域づくり・資源開発機能

インフォーマルサービスや地域の見守りネット
ワーク等、住民との役割分担を図りながら、地
域に必要な資源を開発していく機能です。

個別課題の検討の過程で、地域で不足する
資源や仕組みがあれば創出する必要がありま
す。
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政策形成機能

市町村による地域に必要な施策や事業の立
案・実施につなげる機能であり、広義には道や
国への政策の提言までを含む機能です。

明らかになった地域課題を集約・整理し、必
要な基盤整備、関係団体との調整等の行政機
能を発揮します。
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地域ケア会議の運営

（１）設置主体
地域包括支援センター、または市町村（保険者）。

市町村は地域の実情に応じた地域包括ケアシステムを想定したうえで、
その実現に向けて有効だと考えられる地域ケア会議を、地域包括支援
センターとともに設置および構築していく必要があります。

（２）コーディネート機能

地域包括ケアシステムを推進する出発点となる個別ケース検討が重要
であることから、個別ケースの支援内容検討会議の質を向上させ、なお
かつ効率的に検討するために事前準備や事後整理をすることも必要で
す。

地域包括支援センターは、個別ケースの検討を通して、地域課題の抽出、
地域課題の提出という一連の流れを円滑に行うことが必要となります。

市町村は、地域包括支援センターからの提言を受けて、地域課題解決
のための会議を主催する必要があります。
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情報共有のための様式の活用（例）

①「地域ケア会議事前準備シート」（別紙様式 ｐ７）

目的を明確にし、参集範囲や役割分担などを考えます。

②「地域ケア会議アセスメントシート」（別紙様式 ｐ１１）

個別ケースの検討を行う場合、「事例提供者の負担を軽減すること」と同時に、「会議参加者

全員が共通認識を持てる」よう理解しやすい資料であることが必要です。

ケアプラン等で十分理解が得られるような場合は、事例提供者の負担を考えて、既にある資料
を活用する方法もあります。

③「生活行為評価票」における現状評価と予後予測の整理票（別紙様式 ｐ１３）

利用者の生活機能について主観的な評価を行い、課題解決の優先度を考え、介護予防サービ
スの提供によって向上が期待される生活課題を明らかにし、関係者と共有します。

④「地域ケア会議の記録（個別課題用）」（別紙様式 ｐ１５）

個別ケースの検討を通して把握された地域課題が、地域づくり・資源開発など地域課題を検討
する会議へつながるよう整理します。

また、同市町村内の複数箇所の地域包括支援センターで出された地域課題を集約するために
は、個別課題解決の会議で統一した会議記録の様式を使用することも有効と考えます。

⑤「地域ケア会議実施報告書」（別紙様式 ｐ１７）

５つの機能を意識した会議開催であることと、会議内容を関係者が共有できるよう整理します。
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個人情報の取り扱いについて

個人情報に対しては、適切な対応をとる必要がありますが、
個人情報を気にするあまり、関係者間での情報共有が満足
に図れなくなると、支援内容の検討はもとより、支援が円滑
に運ばなくなることが懸念されます。

このことから、市町村によって個人保護条例の定めがある
ため、地域ケア会議における個人情報の取り扱いは、市町
村が基本的な方針を設定し、関係者で共有することが必要
です。

また、会議参加にあたり、誓約書によって個人情報を守る
という方法もあります（様式参考例ｐ１８、１９を参照）。

なお、地域ケア会議における個人情報の提供は、本人・家
族の同意に基づいて提供することもできますが、本人の同意
がなくても提供できる場合があります。
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本人同意がなくても提供できる例

①法令に基づく場合

高齢者虐待等、生命または身体に重大な危険が生じている場合は、
発見者に通報の義務があります。

②本人の利益を守ることが優先される場合（緊急時）

生命や財産等に危機があるが、重度の認知症などで本人の同意を
得ることが困難な場合

③個別の条例による場合

各市町村の個人情報保護条例で示されているとき（例：災害時要援
護者支援や認知症高齢者、一人暮らし高齢者支援のために平時か
ら民生委員と名簿を共有するなど）
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地域ケア会議における個人情報保護に

関する介護保険法の改正(27年4月1日施行)

介護保険法の秘密保持の規定が改正

115条48(会議)
第１１５条の４８ 市町村は、第百十五条の四十五第二項第三号に掲げる事業の効果的な実施の
ために、介護支援専門員、保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者、民生委員その他の関
係者、関係機関及び関係団体により構成される会議を置くように努めなければならない。
５ 会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、会議の事務に関して知り得
た秘密を漏らしてはならない。

205条2(罰則)
第１１５条の４８第５項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

※会議の構成員に書いてもらう「誓約書」は、ガイドラインの誓約書のひな形（１８ページ）などを使用
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既存会議の活用について

地域ケア会議の５つの機能すべてをひとつの
会議に盛り込むのではなく、既存の会議でいず
れかの機能を果たしている場合は、その会議を
活用し、充実させていくことができます。

会議の開催自体を目的化せず、既存の会議
において５つの機能を意識した検討を行うこと
で、有意義なものになると考えられます。
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会議体の分類

1 •個別面接

2 •サービス担当者会議

3 •地域ケア個別会議

4 •地域ケア会議

5 •福祉計画策定会議

6 •老人福祉計画・障がい福祉計画

実務レベル

政策レベル

「ケア会議で学ぶケアマネジメントの本質(中央法規)」一部抜粋・修正
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サービス担当者会議との相違点

地域ケア会議（個別ケース検討） 項 目 サービス担当者会議

地域包括支援センターまたは市町村 開催主体 介護支援専門員（契約が前提）

ケース当事者への支援内容の検討、地域
包括支援ネットワーク構築、自立支援に資
するケアマネジメントの支援、地域課題の把
握など

目 的 利用者の状況等に関する情報共有、サー
ビス内容の検討および調整など

サービス担当者会議で解決困難な課題等
を多職種で検討
例：

・サービス未利用で支援を要する高齢者等
への対応
・支援者が困っている事例

・高齢者の心身の健康や権利が侵害されて
いる事例 等

内 容 ・サービス利用者の状況等に関する情報
の担当者との共有

・当該居宅サービス計画原案の内容に関
する専門的見地からの意見聴取
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事例検討会との相違点

援助者の実践力向上を主目的とする場合は、
研修の意味合いが強くなるため、地域ケア会議
とは異なります。

逆に、地域ケア会議と同じ目的および機能を
果たしているものであれば、名称にかかわらず
地域ケア会議として整理することができます。
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高齢者虐待対応の
「個別ケース会議」との相違点

高齢者虐待防止法に基づき開催される会議
は、高齢者虐待対応の方針検討・支援計画の
策定をするために必要なメンバーで構成される
会議です。

虐待対応に必要とされる地域のネットワーク
づくり、虐待対応における地域の問題・課題の
把握やその解決方法の検討などは、地域ケア
会議によって行うことができます。
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地域包括支援センター運営協議会
との相違点

地域包括支援センターの業務に関する評価を
行い、センターの適切、公正かつ中立な運営の
確保を目指すことを目的としていますが、地域
づくり・資源開発や政策形成等の地域ケア会議
の目的や機能に合致する内容の検討を行う場
合には、地域ケア会議に置き換えられます。
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研修会との相違点

支援者の技術向上を目標として開催される研
修会などについて、研修そのものについては地
域ケア会議とは位置づけられません。

個別事例の積み重ねを通じて、支援者の資
質が地域課題として取り上げられ、その対策と
して研修会を開催するといった決定までのプロ
セスは地域ケア会議に該当しますので、研修会
そのものは地域ケア会議以外の事業として整
理する必要があります。
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その他の会議との相違点

顔の見える関係づくりのみを目的としたネット
ワーク会議や懇談会といったものは、地域ケア
会議とは異なります。

しかしながら、関係性を構築することのみを目
的とせず、個別支援においての連携強化や、
地域の基盤整備を目指すための顔合わせと
いった、具体的な目標に向かうなかでの一環と
して開催される場合は、地域ケア会議として位
置づけることも可能です。
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地域ケア個別会議
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ケースの選定の流れ

【国マニュアル43】

総合相談受付(ｽｸｰﾆﾝｸﾞ)

介護予防
CM業務

総合相談
支援業務

権利擁護
業務

包括的・
継続的CM
支援業務

地域包括支援センターの業務の一環として地域ケア会議の必要性を判断した場合

個別ケースの検討を行う地域ケア会議
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ケアマネ支援としての
個別支援と地域支援について

ケアマネ支援としての個別地域ケア会議は、ケア
マネが課題や困難性を感じている部分に焦点をあ
て支持的に行うことが望ましく、当該ケアマネと個
別地域ケア会議で対応することの合意を得た上で、
ケアプラン等を事前に受領するなど、最適な支援
を行えるよう課題の仮説やその解決のため、会議
のデザインを考えていく。

また、同じ事例からその地域課題の抽出や検討
を行っていくが、ケアマネの求めている課題解決と
は別次元のものであるので、配慮して対応していく
必要がある。

172



会議参加者(個別ケース)

個別ケースの検討を行う地域ケア会議では、次のような構成員が考えられ
る。会議の目的を達成するために最適な参加者を選ぶ。

・ケースの当事者や家族
・主催者(市町村や地域包括支援センター)
・事例提供者
・介護支援専門員
・介護サービス事業者
・保健医療関係者
・民生委員
・住民組織など

【国マニュアル50】
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地域ケア会議で使用される資料

○アセスメントシート

○家族図

○エコマップ

○時系列整理

○フェイスシート

○生活機能評価表

○課題整理表(仮)など
【国マニュアル52】
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会議の流れ

司会・記録

①ケース概要を共用する

②課題の明確化と対応の検討

③明確な役割分担

④モニタリング

⑤決定事項の確認
【国マニュアル55-58】
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終了後の運び

① 記録作成・管理

② 事例提供者へのサポート

③ モニタリング

④ フィードバック

【国マニュアル60】
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地域ケア個別会議のイメージと
今日の演習

地域ケア個別会議

ＣＭの処遇

困難支援

ＣＭ支援（個別支援）

ネットワーク構築

個別課題の解決

地域課題の発見・蓄積

ＣＭと協労した

地域課題抽出

ネットワーク構築

支援の新しい気づき

地域課題発見共有

地域づくり・資源開発

ＣＰ指導

給付適正化 ち
地域支援事業等
で実施
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地域課題と政策形成のイメージ

地域
課題

•地域ケア個別
会議で抽出

地域
課題

•地域ケア個別
会議で抽出

地域
課題

•地域ケア個別
会議で抽出

政策形成
機能とし
ての地域
ケア会議

地域づくり・資源開発機能
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個別ケースの検討を行う地域ケア会議の注意点

①実践力を高める会議とすること

・ケアマネ等の実践を批判するものではない

・利用者の抱える課題に向けた対応を検討

・ケアマネ等の気づきによる実行・振り返り

②本人不在の地域ケア会議の限界を認識する
こと

・あくまでもケアマネ等の支援者を介した情報
【国マニュアル60】
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地域課題の検討を行う地域ケア会議

①インフォーマルサービスや地域の見守りネッ

トワーク等の地域に必要と考えられる資源を

開発する「地域づくり・社会開発機能」

②地域に必要な取り組みを明らかにして、施策や

政策を立案・提言していく「政策形成機能」

※個別ケースの検討を積み重ね、地域に不足している資源や
サービス、連携が不充分な職種や機関、深刻化が予測される
地域の課題等が明らかになる。

【国マニュアル60】
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北海道の支援方針

各総合振興局では、各市町村の地域包括支援
センターの行う地域ケア会議を支援

① 個別ケース会議を行う地域ケア会議の運
営に係る助言及び支援

② 地域課題を検討する地域ケア会議の機能
充実に係る助言及び支援
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【事例研究（地域ケア会議）】演習のすすめ方 

【地域の設定】 

Ａ市 人口：71,894人 高齢者人口：17,943人 高齢化率：約 25％

 

 

 

 

 

 

＊上記以外の情報はそれぞれのグループで想定（ありえない想定は除く）して結構です。 

①個人ワーク（20分）

地域の課題として抽出された「移動手段」について、解決するための方法を個人ワークで

行ってください。（アイデア） 

②グループワーク【1】（30分）

＜各グループはＡ市の地域包括支援センターと仮定してのグループワークです＞

個人ワークで出された課題解決方法をグループ内で話し合い、誰のどの案で解決をめざ

し、地域ケア会議開催をするか合意形成してください。 

【演習の目的】 

個別地域ケア会議で地域の課題として「通院や買い物、運動教室参加などの移動手段に困って

いる地域がある」ことが抽出された。この課題を政策形成につなげていくための地域ケア会議を

開催できるようになる。 

高齢者施設：介護老人福祉施設 3ヵ所、介護老人保健施設 2ヵ所、認知症グループ 

ホーム 10ヵ所  

サービス：居宅介護支援事業所 12か所、通所介護 12ヵ所（内リハ特化型 4ヵ所）、

通所リハビリテーション 3ヵ所、訪問介護 14ヵ所、訪問看護 4ヵ所 

＊A 市では、バスや JR など公共の交通機関がそれなりに充実している。しかし、土地が平

坦な場所ばかりではなく、冬期間などは外出を控えてしまうことで歩行状態の悪化を招いて

しまう方々も少なくない。 

A 市としては予防の観点から運動教室にも力を入れているが、送迎対応は今後も行う予定

は無いため、この課題を解決しなければ参加しにくい地区に居住している方の介護予防には

つながりにくい状態となっている。 

資料０３－２（平成２９年度地域包括支援センター職員研修Ⅰ） 

○テーマ：「包括的・継続的ケアマネジメント支援業務」

○科 目：①介護支援専門員への支援の視点について ②地域ケア会議について
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③グループワーク【2】（50分）

合意形成された案をテーマに地域ケア会議を開催いたします。

1）開催に向けてどのような参加者をどのような役割で召集すべきかを検討してください。 

2）どの機関がどのような役割を担い政策形成まで持っていくかを検討ください。 

（政策形成への戦略） 

   ＊例 1）自治体が前向きではない為、実際に困っている人が多い自治会長に依頼し要

望を伝えてもらう。 

例 2）移送サービスを行っている社協の協力を得て、実際にどの程度の住民が困っ

ている実態があるか調査を行い、そのデーターを元に自治体へ相談を行う…

など 

⑤発表（10分）

＊社会資源の開発は一見難しそうに感じると思います。「最初から制度が無いから…」「うち

の市では人手が無いから…」であきらめがちです。しかし、地域包括職員一人一人があきら

めないことが重要です。一度トライしてあきらめるのではなく、必要なことであれば時間を

かけてでも実現するように計画を立て行動することが大切です。 

職員間で「うちの市でもこんなことができたらいいよね～」と言う夢を語ることができる

地域包括支援センターであることが実現の第一歩だと思います。 
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【事例研究（地域ケア会議）】演習のすすめ方 

【地域の設定】 

Ａ町 人口：9、000人 高齢者人口：2,800人 高齢化率：約 31％

 

 

 

 

 

 

 

＊上記以外の情報はそれぞれのグループで想定（ありえない想定は除く）して結構です。 

①個人ワーク（20分）

地域の課題として抽出された「移動手段」について、解決するための方法を個人ワークで

行ってください。（アイデア出し） 

②グループワーク【1】（30分）

＜各グループはＡ町の地域包括支援センターと仮定してのグループワークです＞

個人ワークで出された課題解決方法をグループ内で話し合い、誰のどの案で解決をめざ

し、地域ケア会議開催をするか合意形成してください。（包括内の合意形成） 

【演習の目的】 

個別地域ケア会議で地域の課題として「通院や買い物などの移動手段に困っている地域があ

る」ことが抽出された。この課題を政策形成につなげていくための地域ケア会議を開催できるよ

うになる。 

高齢者施設：介護老人福祉施設 1ヵ所、介護老人保健施設 1ヵ所、認知症グループ 

ホーム 2ヵ所  

サービス：居宅介護支援事業所 2か所、通所介護 2ヵ所（内リハ特化型 1ヵ所）、通

所リハビリテーション 1ヵ所、訪問介護 2ヵ所、訪問看護 1ヵ所 

＊Ａ町は山村であり最近ＪＲが廃線となり、バスが唯一の公共交通機関である。社会福祉協

議会において移送サービスは提供されているが、福祉車両一台の対応であり朝の時間帯は受

診対応で予約が多く空きが無い状態である。Ａ町は中心街以外にもいくつかの集落があり通

院等での足はバスのみで 1時間に 1本。足が悪くバスの昇降ができない人は利用できない。

また多くの町民の受診先はＡ町ではなく、隣町のＢ市であることが多く、家族の送迎が無い

と困ってしまう地区がある。また、年齢が高くなり危険だからと車両を手放してしまう町民

が増えている。 

資料０３－３（平成２９年度地域包括支援センター職員研修Ⅰ） 

○テーマ：「包括的・継続的ケアマネジメント支援業務」

○科 目：①介護支援専門員への支援の視点について ②地域ケア会議について
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③グループワーク【2】（50分） 

 合意形成された案をテーマに地域ケア会議を開催いたします。 

1）開催に向けてどのような参加者をどのような役割で召集すべきかを検討してください。 

 

2）どの機関がどのような役割を担い政策形成まで持っていくかを検討ください。 

（政策形成への戦略） 

   ＊例 1）自治体が前向きではない為、実際に困っている人が多い自治会長に依頼し要

望を伝えてもらう。 

    例 2）移送サービスを行っている社協の協力を得て、実際にどの程度の住民が困っ

ている実態があるか調査を行い、そのデーターを元に自治体へ相談を行う…

など 

 

 

 

⑤発表（10分） 

 

＊社会資源の開発は一見難しそうに感じると思います。「最初から制度が無いから…」「うち

の町では人手が無いから…」であきらめがちです。しかし、地域包括職員一人一人があきら

めないことが重要です。一度トライしてあきらめるのではなく、必要なことであれば時間を

かけてでも実現するように計画を立て行動することが大切です。 

職員間で「うちの町でもこんなことができたらいいよね～」と言う夢を語ることができる

地域包括支援センターであることが実現の第一歩だと思います。 
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政 策 形 成 

ヒント！ 

 

１）最初から無理だとあきらめない 

 

２）どこから口説き落としていけばよいか（巻き込む） 

 

３）自分たちの地域の予算状況や今話し合われている委員会等に興味を持つ 

 

４）かかわる関係機関それぞれにメリットがないと進まない 

 

５）高齢者支援の枠にとらわれない 

 

６）職員間で「夢（こうなったらいいね～）」を語ることができる職場環境 

 

７）すぐに結論が出なくてもあきらめない（必要性を訴え続ける） 

 

８）感覚だけではいけない！根拠（数値、データー）を持つことが行政を動かす近道 

 

９）行政内に味方（理解者）を作る 

資料０３－４（平成２９年度地域包括支援センター職員研修Ⅰ） 

 ○テーマ：「包括的・継続的ケアマネジメント支援業務」 

 ○科 目：①介護支援専門員への支援の視点について ②地域ケア会議について 
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