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介護老人福祉施設・短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護 

グリーンハウスみと事業計画書 

〔１〕目 的 

１．介護老人福祉施設 

介護が必要とされる要介護者に対し、必要な介護・機能訓練・栄養管理・健康管理及び口腔ケア等を行なう。また全室個室と少人数の家庭的な雰囲気のユニットの中で、従

来の画一的な集団介護ではなく、より在宅の生活に近い日常の生活を通じ、家庭的な日常生活が送れることを目的としている。 

２．短期入所生活介護事業 

介護が必要とされる状態であっても可能な限り自立した生活が送れるように、全室個室と少人数の家庭的な雰囲気のユニットの中で必要な介護・機能訓練・栄養管理・健康

管理等を行なう。また家族の身体的・精神的負担の軽減を図ることを目的としている。 

３．介護予防短期入所生活介護事業 

要支援者が要介護状態になることをできる限り防ぎ、常に自立支援の観点に立った目標指向型のサービスを提供することを目的としている。また、要支援者が活動的な暮らし

をするための交流の場としての役割や緊急ニーズへの対応を担うものとする。 

〔２〕運営内容 

１．運営主体・・・・・・社会福祉法人 尚生会 

２．開設年月日・・・・・平成１５年 ７月 １日 

３．指定年月日 

①介護老人福祉施設・・・・・・・平成１５年 ７月 １日（介護保険事業者番号０８７０１０１６５６）  ※ 平成２４年７月１日より５０床から９０床へ増床 

②短期入所生活介護・・・・・・・平成１５年 ７月 １日（介護保険事業者番号０８７０１０１６５６） 
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③介護予防短期入所生活介護・・・平成１８年 ４月 １日（介護保険事業者番号０８７０１０１６５６） 

４．職員構成 

施設長１名 副施設長１名 生活相談員（介護支援専門員兼務）1 名 副生活相談員１名 主任介護職員１名 介護職員５１名 主任看護職員１名   

看護職員４名 事務員１名 管理栄養士１名 機能訓練指導員１名（非常勤） 環境美化員４名 嘱託医 1 名（非常勤）                 計 ６９ 名 

５．協力病院 

医療法人財団古宿会 水戸中央病院（水戸市）（嘱託兼協力） 

医療法人緑伸会 みどりおか歯科クリニック（水戸市） 

〔３〕利用対象者 

１．介護老人福祉施設（１ユニット１０名×９ユニット 定員９０名） 

６５歳以上の方で、寝たきりや認知症などによって介護を必要とし、原則要介護認定３以上を受けた被保険者の方（要介護 1・2 の要介護者であっても、市町村の適切な関与

の下、特例的に入所を認める場合もある）、又は４０歳以上６５歳未満の方で、老化が原因とされる特定疾病により、要介護認定を受けた被保険者の方。 

２．短期入所生活介護事業・介護予防短期入所生活介護事業 

（１ユニット１０名×１ユニット 定員１０名） 

６５歳以上の方で、寝たきりや認知症などによって介護を必要とし要支援認定及び要介護認定を受けた被保険者の方、又は４０歳以上６５歳未満の方で、老化が原因とされる特

定疾病により、要支援認定及び要介護認定を受けた被保険者の方。 

３．入所評価基準（介護老人福祉施設） 

入所希望者の施設サービスを受ける必要性、緊急性を勘案した入所決定を円滑に実施できるようにするとともに、入所決定過程において透明性、公平性を確保するため入所

評価基準を定める。 
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（１）入所検討委員会の設置 

施設は、入所に関する検討のため入所検討委員会を設け、入所者の決定は、その合議によるものとする。 

（２）委員の構成と開催 

委員会は、施設長と副施設長、生活相談員（介護支援専門員兼務）、主任介護職員、主任看護職員等で構成し、原則として委員会には第三者委員として水戸市の担当課

職員を加えることとする。また委員会は施設長が招集し、原則として月に１回以上開催するものとする。 

（３）入所の必要性を判断する基準 

要介護度、介護者の状況、在宅サービスの利用率、近住性の内容を基準とする。 

（４）入所申請者名簿の作成 

施設は、入所申請にあたり個別状況を調査し、その結果から基準に基づいて入所順位を付け入所申請者名簿を作成する。 

（５）委員会による入所の順位決定 

施設の状況及び入所希望者の事情を考慮したうえで入所順位を定め、空床が生じた場合に施設長は入所順位に従い入所者を決定する。また特別な事由の場合は、施設長

の判断で入所順位を決定する事ができるものとする。 

〔４〕運営方針 

１ 施設は、入所者の意思及び人格を尊重して、常に入所者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 

２ 入所者が可能な限り居宅における生活への復帰が出来ることを念頭に、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、入浴、排泄、食事等の介護、相談・援

助、社会生活上の便宜の供与、その他の日常生活上の介護、機能訓練及び療養上の介護を行うものとする。 

３ 地域や家族との結びつきを重視し､関係市町村、居宅介護支援事業者及び他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者と綿密

な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 
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〔５〕今年度運営目標（短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護事業） 

① 介護老人福祉施設                                       ② 短期入生活介護 

・平成３０年度見込数       入所者延べ人員３１，２０８名(９５％) 

報 酬 金 額    ４３３．２６１．０００円(食事・居住費込み) 

・平成３１年度目標数       入所者延べ人員３１，２０８名（９５％） 

報 酬 金 額    ４３６．１５１．０００円(食事・居住費込み) 

・平成３０年度見込数      利用者延べ人員３，4４４名(1 日９.４名) 

報 酬 金 額     ４７．０９３．０００円（送迎・食事込み） 

・平成３１年度目標数      利用者延べ人員３，４３２名(1 日９.４名) 

報 酬 金 額     ４７．６００．000 円（送迎・食事込み） 

＜３１年度重点目標＞ 

1.高齢者の尊厳 

 ～全職員が『尊厳を守ること』について理解し、高齢者の人権と人間性を尊重したケアに努める～ 

＜各町今年度目標＞ 

【共通目標】  

 高齢者の尊厳を理解し、施設生活における全ての虐待行為を戒め、その防止・啓発に努める。 

【桜町】 

  旬な物を提供するイベントを開催し、入居者様に召し上がっていただくことで、施設生活の充実に努める。 

【楓町】 

多職種連携のもと皮膚状態をアセスメントし、褥瘡等の皮膚トラブルの防止に努める。 

【楢町】 

事故報告書やヒヤリはっと内容の集計・分析や事前アセスメントを周知することで、短期入所の利用者も含めた転倒事故の防止・削減に努める。 
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【桧町】 

レクリエーションや施設内外の行事を企画し、充実した施設生活を送っていただくことで、QOL の向上に努める。 

【桂町】 

   入居者個々の行動を把握し、事故やアクシデントに結びつく情報の共有を図ることで、危険予知や再発防止に努める。 

〔６〕事業内容 

１.介護サービス計画に基づき、特に以下の点に留意して介護サービスを提供する。 

（１）リスクマネジメントに取り組み、入所者の「安心・安全」を重点に置くことで、想定されるリスクを最小限に抑えた生活を提供する。 

（２）疾患等により判断能力が低下した場合においても、権利擁護の認識を深めることで、尊厳ある人生と生活の継続を支援する。 

（３）常に入所者の心身の状況を的確に把握しつつ､相談援助などの生活指導、機能訓練その他必要なサービスを入所者の希望に添って適切に提供する。 

（４）入所後には定期的に体調の変化等も含め身元引受人（家族等）への報告を行うと共に、面会時や行事を通して家族との関わりを多くし家族への支援を行う。 

（５）感染症対策委員会を毎月開催し、感染症マニュアルに基づいた計画的感染予防、蔓延防止と発生時の迅速な対策に努める。 

（６）入所待機者及び施設退所者に関わらず、在宅生活をしている高齢者及びその家族の介護相談の窓口となり、居宅介護支援事業者や地域包括支援センター、または他の

保健医療福祉サービス提供者等と連携し、必要な援助を行う。 

（７）看取り委員会を中心に、多職種によるカンファレンスを開催し、ケアの内容や留意点、各職種の役割を明確にした上で、入所者・家族の意志に沿ったケアを行う。また、家族

へのグリーフケアに至るまで係われるよう支援する。 

（８）入所者の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き､身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為を行わない。緊急やむを得ず身体拘束を実施する場

合においては廃止に向けた取組みとして状態観察及び必要性を随時検討する。 
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通所介護センターグリーンハウスみと事業計画書 

〔１〕目 的 

１．通所介護 

   要介護状態にある高齢者及び障害者が、可能な限り居宅において、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、必要な介護及び機能訓練を行うことにより、利用

者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持向上並びに利用者の家族の身体的・精神的負担の軽減を図ることとする。 

２．総合事業・介護予防ディサービス 

   要支援状態にある高齢者及び事業対象者が、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが継続できるよう、必要な支援及び機能訓練を行うことに

より、生活機能の維持及び要介護状態への進行を予防する。 

〔２〕運営内容 

１．運営主体・・・・・・社会福祉法人 尚生会 

２．開設年月日・・・・・平成１５年 ７月 １日 

３．指定年月日 

①通所介護 

   平成１５年７月１日（介護保険事業所番号０８７０１０１６４９） 

②介護予防通所介護 

   平成１８年４月１日（介護保険事業所番号０８７０１０１６４９） 

   平成２９年４月１日総合事業（介護予防ディサービス） 

４．職員構成 

管理者（兼務）１名 生活相談員２名 介護職員６名 看護職員２名 機能訓練指導員２名（看護職員兼務） 非常勤作業療法士1名 運転手1名   合計１３名 

５．営業日及び営業時間 

   営業日    月曜日から土曜日        

  ただし、１２月３１日から１月３日までを除く。 

   営業時間 午前８：３０から午後５：３０まで 

  ただし、家族送迎の場合は、通常の営業時間の限りではない。 

６．協力病院 

   医療法人財団古宿会 水戸中央病院（水戸市） 

   医療法人緑伸会 みどりおか歯科クリニック（水戸市） 
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〔３〕利用対象者 

介護認定を受けた６５歳以上の被保険者の方で、寝たきりや認知症のため入浴、排泄、食事など日常の生活動作について常に介護が必要な方、または介護認定を受けた４０歳以上６

５歳未満の被保険者で脳血管障害、若年性認知症など疾病による身体機能の著しい衰えにより介護が必要となった方。 

また、介護予防サービスを目的とした、予防給付の対象となる要支援１または要支援２と認定された被保険者の方及び事業対象者。 

利用定員は通所介護・介護予防通所介護の利用者を合わせて２５名とする。 

〔４〕運営方針 

１ 施設は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 

２ 利用者が可能な限り居宅における生活への復帰が出来ることを念頭に、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、入浴、排泄、食事等の介護、相談・援助、社会

生活上の便宜の供与、その他の日常生活上の介護、機能訓練及び療養上の介護を行うものとする。 

３ 地域や家族との結びつきを重視し､関係市町村、居宅介護支援事業者及び他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者と綿密な連携を 

図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 

〔５〕今年度運営目標 

 １．平成３０年度実績見込み数 

（通所介護）                                            （介護予防通所介護） 

・利用者延べ人員      ５，８３２名 （４８６名／月、平均介護度２．０）     ・利用者実人員       ３９名 

・報酬金額      ５７，６２３，５５６円（食費、その他の料金含む）         ・利用者延べ人員     ４６９名 

                                                  ・報酬金額    ２，６６７，０４１円（食費、その他の料金含む） 

                                                                     （合計）        ６０，２９０，５９７円 

２．平成３１年度目標数 

（通所介護）                                            （介護予防通所介護） 

・利用者延べ人員  ６，０３６名（５０３名／月、平均介護度２．４）         ・利用者実人員         ４０名 

・報酬金額      ５９，７５０，００３円（食費、その他の料金含む）         ・利用者延べ人員       ４８０名 

                                                  ・報酬金額     ２，７０１，２１１円（食費、その他の量金含む）              

 （合計）       ６２，４５１，２１４円 
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＜３１年度重点目標＞ 

 高齢者の尊厳 

～全職員が『尊厳を守ること』について理解し、高齢者の人権と人間性を尊重したケアに努める～ 

〔６〕事業内容 

１．生活相談 

利用者及びその家族からの相談に対しては、個人情報保護法に基づきその保護に努め、適切な助言を行う。また、自立した生活が営めるよう個別援助に努め、環境を整備する働

きかけを行う。 

２．機能訓練 

   専門の指導員による個別機能訓練計画書の作成、及び訓練・指導のサービスの提供（特定の曜日限定）を行ない、障害の軽減と残存機能の向上による生活の質の改善に努める。 

３．口腔機能向上 

  ①口腔ケアによる自立支援 

食べる楽しみを得ることから生活意欲の高揚を図り、社会参加の継続と共に、口腔内の崩壊（虫歯・歯周病・義歯不適合）を専門機関との連携を図り予防と口腔機能向上に努める。 

  ②摂取・嚥下機能訓練 

構音・発声練習や呼吸法に関する訓練及び咀嚼機能訓練等の食事摂取・嚥下機能訓練を行う。 

４．介護サービス 

利用者の心身の状況に応じ自立支援を目的とした介護サービス（排泄、移動、見守り）を行う。排泄に関してはプライバシーを確保し、移動に関しては残存能力の活用に留意する。 

５．入浴サービス 

身体の状況に応じた浴槽で、自立支援を目的とした入浴介助または清拭を行う。常に利用者を観察し、安全・快適・プライバシーに留意する。必要に応じ、薬の塗布、患部の処置な

どを行う。 

６．認知症ケア 

  ①人格の尊重 

   生きがいのある快適で豊かな日常生活が送れるように援助する。 

  ②環境の整備 

   フォーマルケアとインフォーマルケアの連携・協力を図り、安心して生活が送れるよう環境作りを支援する。 

  ③進行の予防 

回想法や記憶を司る脳の海馬量を増やしながら前頭葉を効果的に鍛えるとともに、デュアルタスクを用いて予防と進行予防に努める。 

７．食事サービス 

管理栄養士の指導のもと、利用者の身体状況や要望に応じた食事形態（常食・粥・きざみ・ミキサー食等）で提供するとともに、利用者の嗜好を考慮して毎回選べる楽しみも一緒に

提供する。 
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８．送迎サービス 

利用者の身体状況に応じた各種車両で送迎する。また、常に送迎車両は清潔に保ち、リフト等の車両の操作を十分注意して行い安全に心掛ける。 

９．健康状態の確認 

看護職員により体温・血圧・脈拍等を測定し、健康管理を行う。体調が思わしくないときや緊急時には、家族や医師に連絡をとる。 

10．介護・認知症相談 

利用者及びその家族の日常生活における介護・認知症等に関する相談を受け付けた場合は、状況に応じて適切な助言を行い、家族の介護負担軽減が図られるよう努める。 
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居宅介護支援事業所グリーンハウスみと事業計画書 

〔１〕目 的 

要介護者、要支援者及び事業対象者が居宅において日常生活を営むために必要な保健・医療・福祉のサービスを適切に利用できるよう「居宅サービス計画」及び「介護予防サービス・

支援計画」を作成するとともに、その計画に基づいて居宅サービス及び介護予防サービスの提供が確保されるよう事業者等と連絡調整を行なう。また、介護保険施設への紹介やその他福

祉サービスについて便宜の提供を行い、要介護者及び要支援者やその家族を支援することを目的とする。 

〔２〕運営内容 

１．運営主体・・・・・・社会福祉法人 尚生会 

２．開設年月日・・・・・平成１６年 ５月 １日 

３．指定年月日 

平成１６年 ４月 ２７日（介護保険事業者番号 ０８７０１０１９６１） 

４．職員構成 

管理者 １名（兼務）  介護支援専門員 ３名 

５．営業日及び営業時間 

営業日  月曜日から金曜日（土日曜日、１２／３１～１／３休日） 

      ただし、必要に応じて休日の変更ができることとし、また休日中の相談業務は、各担当介護支援専門員の携帯電話にて対応する。 

営業時間 午前８：３０から午後５：３０まで 

         ただし、時間外の相談業務については各担当介護支援専門員の携帯電話にて対応する。 

〔３〕利用対象者 

要介護認定及び要支援認定を受けた被保険者の方、要介護認定及び要支援認定の申請を希望される被保険者の方、または事業対象者。 
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〔４〕運営方針 

１．被保険者が要介護及び要支援状態、または事業対象者となった場合において、可能な限り居宅にて、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する。 

２．利用者の心身状態やその置かれている環境に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健・医療・福祉のサービスが、多様な事業所から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮す

る。 

３．利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって、利用者に提供される居宅サービス及び介護予防サービスが、特定の種類または特定の居宅サービス事業所及び介護予

防サービス事業所に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。 

４．事業の運営に当たっては、市町村、各サービス事業所、地域包括支援センター、介護保険施設、医療機関との連携に努める。 

５．各サービス事業者が、要介護者、要支援者及び事業対象者の支援について共通の目標を持ち、個々の役割分担を認識しながら、役割を果たせるよう「居宅サービス計画書」及び「介護

予防サービス・支援計画書」を作成、実施する。 

６．全職員の事故防止意識の高揚を図り、制限内速度であっても、更に周囲環境に応じた安全運転を心掛ける。車両点検及び整備については毎月実施し、事故が生じた際には、その原因

を解明し再発防止に努める。 

７． 契約に基づくサービス提供にあたり、利用者や家族に契約内容を理解してもらうよう重要事項の説明を経て、契約事項や事業内容の特徴などを説明し、内容の理解と同意を得られた

際には契約担当職員（説明者）と利用者または家族の署名捺印をもって契約とし、双方で確認できるよう契約書を二部作成し一部ずつ保管する。 

８．障害者や障害児を含めた利用計画作成のサービス支援ができるよう外部研修や勉強会に参加し、知識や援助技術の向上を図り、適切なサービス提供ができるよう努める。 

また、介護支援専門員と障害福祉制度の相談支援専門員との密接な連携を促進するため、特定相談支援事業者との連携に努める。   

〔５〕今年度運営目標 

①平成３０年度実績見込み数  

・利用者延べ人員            1,304 名 

（居宅介護支援   1,192 名、予防介護支援   112 名） 

・                            ・ 報酬金額             18,348,386  円 

②平成３1年度目標数  

・ 利用者延べ人員           1,404 名 

（居宅介護支援   1260 名、予防介護支援  144 名） 

・ 報酬金額             19,302,570  円 

（特定事業加算（Ⅲ）         4,044,600  円含む） 
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＜３１年度重点目標＞ 

 高齢者の尊厳 

～全職員が『尊厳を守ること』について理解し、高齢者の人権と人間性を尊重したケアに努める～ 

〔６〕事業内容 

１．要介護認定及び要支援認定、更新、区分変更申請等、介護保険に関する申請を代行する。 

２．居宅で生活をしている要介護者、要支援者及び事業対象者が、日常生活を営むために必要な保健・医療・福祉のサービスを適切に利用できるよう、要介護者、要支援者及び事業対象

者からの依頼を受けて「居宅サービス計画書」及び「介護予防サービス・支援計画書」を作成する。 

３．「居宅サービス計画書」及び「介護予防サービス・支援計画書」に基づき、居宅サービス及び介護予防サービスの提供が確保されるよう、サービス事業者やその他の者との連絡調整につ

いて便宜の提供を行う。 

４．要介護者等が介護保険施設への入所を要する場合には、介護保険施設への紹介など便宜の提供を行う。 

５．利用者が３６５日２４時間いつでも相談できるように、各担当介護支援専門員の携帯電話に連絡できる体制とする。 
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水戸市常澄高齢者支援センター事業計画書 

〔１〕目 的 

水戸市地域包括支援センターと一体となりながら、地域において包括的支援事業に係る業務及びその他の業務を実施し、地域住民の心身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、地域住民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。 

〔２〕運営内容 

１．運営主体及び運営委託先・・・・・・実施主体（水戸市）、運営委託先（社会福祉法人 尚生会） 

２．開設年月日・・・・・平成２７年 ４月 １日 

３．職員構成 

センター長１名（兼務）  主任介護支援専門員１名  社会福祉士等１名     計 ２ 名 

４．営業日及び営業時間 

  営 業 日 月曜日から金曜日（土日曜日及び１２／２９～１／３休業日） 

  営業時間 午前８時３０分から午後５時３０分まで ※時間外及び休日の相談業務は、携帯電話または併設施設にて対応する。 

〔３〕利用対象者 

事業の対象者は、市内に住所を有する６５歳以上の者及び水戸市が行う介護保険の第２号被保険者のうち、要介護認定を受けている者又はそのおそれがある者並びにその家族とする。 

〔４〕運営方針 

１．水戸市の介護・福祉行政の一翼を担う「公益的な機関」として、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって、利用者に提供される支援が不当に特定の事業 

者等に偏することのないよう、公正で中立性の高い事業運営を行う。 

２．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として、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。また地域包括支援センター運 

営協議会や地域ネットワーク会議等の場を通じて、地域住民や関係団体、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 

る課題を把握し、解決に向けて積極的な取り組みを行う。 

３．主任介護支援専門員、社会福祉士等の専門職種が「縦割り」に業務を行うものではなく、職員相互が情報を共有し、理念・方針を理解した上で、連携・協働の事務体制を構築 

し、業務全体を「チーム」として支える。また地域の保健・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。 

〔５〕今年度運営目標 

１．圏域内の社会資源や支援を要する高齢者の実態把握 

２．圏域内の事業所や地域団体等とのネットワークづくり 
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３．支援困難事例の検討を通じてケアマネジメント支援や地域課題の把握を行う地域ケア個別会議の開催 

４．認知症の正しい知識の普及啓発と地域の連携強化及び認知症の人とその家族を支援する取り組みの実施 

※上記の４項目について月１回実績報告を行ない、定期的な運営評価による適正な運営を行う。

〔６〕事業内容 

１． 介護予防ケアマネジメント業務 

水戸市が実施する介護予防・日常生活支援総合事業の介護予防・生活支援サービス事業を利用する事業対象者に対し，介護予防及び生活支援を目的として，その心身の状況，置か

れているその他の状況に応じて，その選択に基づき，適切なサービスが包括的かつ効率的に提供されるよう，専門的な視点から必要な援助を行う。 

２． 総合相談支援業務 

ア 広報活動 

水戸市地域包括支援センターの業務を周知し，水戸市地域包括支援センターに対する理解と協力を得るため，広報誌やチラシ等の配布，市民センターや老人福祉センター等で開催

する相談会等を通じて広報活動を行う。さらに，実施可能な出前講座のメニューを市民センター等に示し，高齢者支援センターを活用するよう周知する。 

イ 地域におけるネットワークの構築 

支援を要する高齢者の把握及び継続的な支援を行うために，高齢者に関わる医療，介護・福祉サービス関係者，民生委員，自治会・町内会等の地域の方々など，様々な関係者との

ネットワークの構築に努める。また，生活支援体制整備事業における生活支援コーディネーター等との連携による資源開発への協力等、高齢者を地域全体で支える仕組みづくりを行う。 

ウ 実態把握 

水戸市が提供する情報や前項で構築したネットワークを活用し，高齢者本人，家族，民生委員，医療機関，介護サービス事業者等，様々な機関や関係者と連携しながら，訪問や電

話等の手段を用いて支援を要する高齢者を把握する。また，必要に応じて，適切なサービスや制度につなぎ，継続的な支援を行う。 

エ 総合相談業務 

高齢者，家族，近隣住民，民生委員等の地域のネットワーク等を通じた様々な相談に対応し，相談内容に即したサービスや制度等に関する情報提供，関係機関の紹介などを行う。な

お，専門的な関与や緊急対応が必要な場合には，当事者に関する課題を明確にしたうえで，適切なサービスや制度につなぎ，継続的な支援を行う。また，保健福祉サービスの代行申請

等の便宜を図るとともに，当該高齢者等の現状把握を行う。 

３． 権利擁護業務 

ア 権利擁護に関する啓発 

高齢者虐待の予防や通報，成年後見制度・日常生活自立支援事業等の利用促進並びに消費者被害に関する情報提供など，医療，保健，介護，福祉関係者だけでなく，地域住民

に対して，権利擁護に関する意識を啓発するための取組みを行う。 

イ 高齢者虐待の通報等受理及び介入 

高齢者虐待に関する通報や相談を受理した際は，速やかに事実確認を行い，水戸市と連携しながら高齢者虐待の早期発見及び早期介入に努める。介入にあたっては，水戸市ととも

に支援の方針を定め，介護サービス等の導入支援や見守り等を行う。なお，改善が見られない場合や生命の危険性が高い場合には，必要な措置を講ずるよう，速やかに水戸市に要請

する。 

ウ 成年後見制度等の活用支援 
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ひとり暮らしの認知症高齢者や虐待（自己放任を含む）等の理由により身上監護や財産管理に関する支援が適切に行われていない事案については，状況に応じて，日常生活 

自立支援事業や成年後見制度の活用を支援する。 

エ 消費者被害への相談支援 

高齢者を狙った消費者被害から高齢者を守るために，民生委員，介護サービス事業者，近隣住民等，日頃から高齢者と接する機会の多い関係者から情報収集することに努める。ま

た、消費者被害を把握した際には，水戸市消費生活センター等との連携，成年後見制度等の活用を図り，問題の解決に努める。 

４． 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

ア 地域における包括的・継続的ケアマネジメント支援体制の構築 

介護支援専門員が，担当する高齢者を包括的（様々な社会資源を活用しながら高齢者を支援すること）に，また，継続的（施設や医療機関の入退所（院）の場面で支援が途切れ無

く）に支援できるよう，水戸市地域包括支援センターは，医療機関職員（主治医，退院調整看護師，医療ソーシャルワーカー等），介護支援専門員，介護サービス事業者，保健・福祉サ

ービスの実施者やボランティア団体，インフォーマルサービス事業者，民生委員等の多職種協働による連携体制（地域包括支援ネットワーク）を構築する。 

イ 介護支援専門員への支援 

水戸市地域包括支援センターは，介護支援専門員が担当するケースについて，専門的な見地から日常的業務の相談等に応じる。特に，支援困難な事例を担当する介護支援専門員

に対しては，同行訪問や後述する地域ケア個別会議等を活用しながら，その活動を支援する。 

５． 地域ケア会議推進事業に関する業務 

地域ケア会議は，水戸市地域包括支援センター職員，市職員，介護サービス事業者，医療関係者，民生委員等の多職種が参加する会議体であり，多職種が協働して支援困難事例

等の個別課題の解決を図る（個別課題解決機能）とともに，自立支援に資するケアマネジメントが実践できるよう介護支援専門員の能力を高め（ネットワーク構築機能），個別事例の課題

分析等を積み重ねることにより，地域に共通した課題を明確化（地域課題発見機能）し，共有された地域課題の解決に必要な資源開発や地域づくり（地域づくり・資源開発機能），さらに

は介護保険事業計画への反映など政策形成につなげる機能（政策形成機能）を有する。 

圏域高齢者支援センターは，支援困難事例を担当する介護支援専門員を支援するために必要と判断した場合は，個別課題解決機能を有する地域ケア個別会議を随時開催する。ま

た，ネットワーク構築機能，地域課題発見機能を有する地域ケア個別会議を，適宜開催する。 

※水戸市は，地域ケア個別会議で行う個別課題検討の手法を多様化するため，検討手法の研究や周知等必要な措置を講じるとともに，明らかになった地域課題の解決に資する 

助言等を行う。さらに，地域ケア個別会議全体会を開催し，地域資源だけでは解決困難な地域課題の検討や集約を実施する。 

６． 在宅医療・介護連携事業に関する業務 

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期まで続けることができるよう，在宅医療と介護を一体的に提供するために，医療機関と

介護事業所などの関係者の連携を推進することを目的とするとともに、地域住民の在宅医療・介護の連携について理解を促進することを目的とした講座等を実施する。 

７．認知症総合支援事業に関する業務 

ア 認知症初期集中支援推進事業に関する業務 

認知症になっても本人の意思が尊重され，できる限り住み慣れた地域で暮らし続けられるために，認知症の人やその家族に早期に関わる「認知症初期集中支援チーム（保健師，作業

療法士及び社会福祉士と認知症サポート医である専門医がチーム員となる）」を水戸市に配置し，早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築する。圏域高齢者支援センターは、適時



- 39 - 

認知症初期集中支援チームにつなげ，適切な医療・介護等に結びつかない認知症（認知症の疑われる状態を含む。）の人とその家族に早期から関与し，適切な医療・介護等を受けるた

めに必要な支援等を行う。 

イ 認知症地域支援・ケア向上事業に関する業務 

① 認知症地域支援推進員等の配置 

認知症地域支援推進員研修を受講した水戸市地域包括支援センター（圏域高齢者支援センター）の職員を，認知症地域支援推進員を兼ねる職員として配置する。 

また，認知症地域支援推進員は，水戸市地域包括支援センター連絡会議等を活用して，業務の課題や進捗状況を確認及び共有する。 

② 認知症地域支援推進員の業務 

認知症地域支援推進員は，認知症の人やその家族を支える地域の社会資源をコーディネートし，認知症の人が地域で暮らし続けられるよう支援するため，次の事に 

取り組む。 

・「地域におけるネットワーク」としてこれまで連携している関係者に加え認知症サポーター等と連携する。 

・「認知症ケアパス（認知症１２３）」や「認知症 456（すごろく）」等を活用し，認知症の正しい知識の普及啓発を行う。 

・適切な医療・介護サービスにつながっていない認知症の人を把握した際には，必要に応じて適切なサービスにつなぎ，継続的な支援を行います。なお，適切なサービ 

スにつなぐことが困難な事例については，認知症初期集中支援チームに支援を依頼する。 

・認知症カフェや家族介護者の集い，徘徊模擬訓練等の実施など，認知症の人やその家族が孤立することがないよう地域で支援し，認知症の人の家族の介護負担を 

軽減することなどを目的とした取組みを行う。 

８．その他の業務 

ア 業務記録の作成 

前述「１～８」に示す業務に関する記録を「株式会社カナミックネットワークシステム社『地域包括支援センターシステム』」に入力する。 

イ 年間事業計画及び年間活動報告に関する業務 

年間事業計画を策定し、業務の受託開始日から 30日以内に水戸市に提出する。また、年間活動報告書を作成し、業務の受託期間終了日から 30 日以内に水戸市に提出する。 

ウ 会議に関する業務 

水戸市の求めに応じて、水戸市地域包括支援センター運営協議会に出席する。また、水戸市地域包括支援センター連絡会議に出席し、情報共有等を図る。 

エ その他 

高齢者支援センターを適正に運営するために必要な業務を実施する。 


