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はじめに

　　はじめに

　　（前略）

……こんなことは、わたくしの人生で初めてのことでした。

　昨年の春、社会福祉協議会のパワーアップ教室に通うことになり、そのあと、

教室のお手伝いのボランティアで通ううちに、何故か知らないうちに新しい力

が湧いてきて、共同体に尽くしたいと思うようになりました。

　　（中略）

……深いところにある人間力が一つひとつと連結していって、やがて未来に誰
もが幸せになる道があることを信じたいと思います。

　服部先生におかれましては、これからも試練が次々と押し寄せてくると思い

ますが、どうぞ全国の同志と響働して、理想に向かって前進してください。

　生駒の田舎の片隅から、心から声援を送らせていただきます。ありがとうご

ざいました。

　今後とも生駒をよろしくお願いします。� S.S　84才

　私は今年の４月、このようなお手紙を生駒市のＳさんからいただきました。かつて、
年齢を重ねるうちに腰痛がひどくなり、杖歩行であった上に駐車場で転倒、その後は
自宅に閉じこもりがちになってしまった方です。一旦は気力を失い、介護保険サービ
スの利用の相談に生駒市役所を訪れたのですが、窓口で対応した職員はこの方にはま
だまだ力があると判断して、生駒市の通所型サービスＣの一つであるパワーアップ
ＰＬＵＳ教室を案内しました。そこで、何よりご本人が努力され、また地域包括支援
センターの計画作成者や教室のスタッフ、地域ケア会議を構成する多職種が全力で支
援した結果、Ｓさんは見事に教室を「卒業」して、いまや教室のサポーターをしてく
ださるまでになり、その姿が教室の新たな参加者の目標になっています。さらに、Ｓ
さんは地域支援事業のあるべき姿に関心を持ってくださり、市役所や地域包括支援セ
ンターの職員とも日頃から議論されていて、そして、なんと私にまでわざわざお手紙
でエールを送ってくださったのでした。
　84歳の方が「わたくしの人生で初めてのこと」とおっしゃっています。生駒市の総
合事業は確かにＳさんに力を与えて、そして今はＳさんから力をいただいているので

す。お手紙の「響働」という二文字に、ここまでＳさんを支え、またＳさんが支えて
きた生駒市の皆さんの姿が重なります。

　もし、生駒市にパワーアップＰＬＵＳ教室がなかったら、Ｓさんは今、どのように
暮らしていらっしゃったでしょうか。ご自身で気力を取り戻されたでしょうか。い
え、パワーアップＰＬＵＳ教室だけではなく、パワーアップＰＬＵＳ教室が成立する
ためには介護予防ケアマネジメントが重要で、さらに窓口対応も地域ケア会議も全て
そろっていなければ機能しません。それらが一つでも欠けていたら？　いえ、さらに
その前に、Ｓさんは窓口相談から現在に至るまで様々な関係者と接していて、当時は、
一人ひとりの何気ないような動機づけの言葉やちょっとした支えも大切だったはずで
す。もし、一人でも欠けていたり、あるいは支援の姿勢が違っていたら？
　私たちは高齢者の人生を大きく左右する立場にいて、しかも支えを必要としている
方は待っていてはくれません。一日一日はあっという間に過ぎてしまうのです。そう
思うと、私は居ても立っても居られなくなってしまいます。他の市町村でもＳさんの
ような方はたくさんいらっしゃるはずで、しかし、誰か個人が一所懸命に頑張ればな
んとかなるというものではありません。生駒市の各事業は多くの関係者が10年以上か
けて構築してきてこその今なのです。

　田中課長も北原さんも、そして私も、介護予防ケアマネジメントや通所型サービス
Ｃ、訪問型サービスＣ、そして地域ケア会議について、市町村の担当者のみならず、
包括やケアマネジャー、介護事業者、リハビリ職などから、たくさんのご相談をいた
だいてきました。特に昨年の秋以降は、いよいよ平成29年４月に全市町村が総合事業
に移行するということで一気に数が増えています。きっと、皆さんが気づいたのだと
思います。総合事業とは、いかにヘルパーやデイサービスの「受け皿」を用意するか
ではなく、まず、いかに介護予防を効果的かつ効率的に行うのかが問われているとい
うことを。そして、結局、「自立支援」や「介護予防」について、役所、包括、ケア
マネジャー、専門職、そして住民が共通認識を持つことが第一で、ただサービスだけ
そろえても決して上手くいかないということも。

　本書は、そんな皆さんに対する回答として企画しました。生駒市の重層的な実践を
詳細に見ていただきつつ、全ての市町村に共通する介護予防ケアマネジメントや通所
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型サービスＣを中心とした総合事業の組み立て方を解説することを主眼としていま
す。生駒市役所でこれらにまさに中心的に取り組まれてきた田中課長は保健師と管理
職の立場で、生駒市社会福祉協議会でパワーアップＰＬＵＳ教室の運営を担当しさら
に現在では生活支援コーディネーターとしても活躍されている北原さんは現場の立場
で、そして、総合事業の制度構築と普及を担当していた私が少し離れた立場で執筆に
加えて編集を担当することで、それぞれ当事者にしかわからない事業の構築プロセス
や真の狙いなどを深く掘り下げつつ、どの市町村にも参考にしていただけるよう、で
きる限りわかりやすくまとめることを心がけました。

　第１章では、まず１節で総合事業の考え方を確認した上で、２節では生駒市の総合
事業の成り立ちを平成16年のモデル事業に遡って紹介します。現時点の各事業の形だ
けを見ても、構築のプロセスは見えてきませんから、事業の組み立てのために行って
いる地区診断、そこで活用しているデータ、さらに関係者、関係機関及び住民への周
知の方法も併せてまとめました。
　そして、３節以降は窓口対応から通所型サービスＣの卒業後の移行先までを流れに
沿って解説していきます。まず、利用者の申し込みからの流れ、介護予防ケアマネジ
メントの考え方や類型といった運用面を整理し、総合事業の成否を左右するといって
もおかしくないインテークやアセスメントについては特に紙面を割いて詳述しまし
た。生駒市は通所型サービスＣだけで３種類もありますが、他の市町村からは緩和型
のＡ類型を一つ新設しただけでも、窓口での振り分けやケアマネジメントに苦労して
いるという話も聞くところです。多様なサービスにどのようにつないでいるのか、生
駒市の日常生活自立度や基本チェックリストの活用方法、さらに生駒市独自の二次ア
セスメントシートも紹介します。
　また、介護予防ケアプランの作成については、その方法を基本から解説しました。
介護予防ケアプランの作成方法を解説したマニュアル等は他にもありますが、総合事
業を踏まえ、地域ケア会議との連動も踏まえての介護予防ケアプランの解説は他には
ないのではないかと思います。さらに、生駒市の介護予防・生活支援サービス事業の
各サービスメニュー、セルフマネジメントと介護予防手帳、そして最後に通所型サー
ビスＣ利用後の一般介護予防事業等のサービスメニューと移行先をまとめました。生
駒市では「卒業」と名付けている通所型サービスＣの利用後ですが、生駒市は一般介
護予防事業だけでも11種類があり、それ以外の卒業先も様々です。そこで、どのよう

なところにどのような割合で移行しているのかも含めて解説しました。
　次に第２章では、生駒市での具体的な支援事例を見ることによって、どのような状
態像の人をどのように支援しているのかを紹介しています。紙面に限りがあるため、
一人の事例（Ｓさんの事例を基にプライバシーに配慮して加工した事例）を詳述した
上で、その他、典型的な事例について、ポイントが簡潔にわかるようにしました。
　第３章は、生駒市のケアマネジメント適正化推進事業の成果である「生駒市版　介
護予防ケアマネジメント点検（確認）支援マニュアル」から、生駒市の「自己点検（確認）
シート」を中心に解説しました。居宅介護支援の点検マニュアルはありますが、介護
予防ケアマネジメントに焦点を当てた点検支援ツールは他にないと思われ、これも紙
面を割いて紹介しました。
　第４章は、生駒市で活用している様式類をまとめたものです。各市町村で作成する
際のご参考になれば幸いです。

　最後に、本書は社会保険研究所の清水敦史さんの多大なご協力を得て出来上がった
本です。介護予防ケアマネジメントや通所型サービスＣといえば生駒市、というのは
厚生労働省も先進事例として繰り返し紹介しており、周知の事実ではありますが、一
般的に出版業界では、特定の市町村の取り組みを紹介したものはなかなか手に取って
もらいにくいということがあるそうです。市町村の実情は大きく異なりますので、他
市町村の取り組みをそのまま取り入れてもなかなか上手くいかないのが理由というこ
とですが、本書の趣旨は先述したとおり、生駒市の実践をご紹介しながらも、どの市町
村にもご参考にしていただける書籍を作成するということです。この企画の趣旨にご
理解いただき、また、様々な業務を抱え、なかなか執筆の時間がとれなかった著者３名
を支えてくださいました清水さんに、この場をお借りしまして深くお礼申し上げます。
　また、本書はＳさんからエールをいただいて私たちに何ができるだろうかと考えた
末、実現したものでもあります。Ｓさんには、これからも何卒私たちに力を与えてく
ださいますよう、この場をお借りしましてお願いさせていただきます。

　　　平成29年９月
著者を代表して　

服部　真治
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第１章●総合事業の考え方と生駒市の総合事業

（１）介護予防・日常生活支援総合事業

①総合事業の現状
　介護予防・日常生活支援総合事業（以下、総合事業）は、平成24年の介護保
険制度改正で創設された選択制の「介護予防・日常生活支援総合事業」をベース
に、予防給付の介護予防訪問介護、介護予防通所介護と地域支援事業の介護予防
事業を再構成して、全市町村が実施する事業に発展させたものです。なお、総合
事業は平成27年４月から実施されたものですが、市町村が条例で定める場合に
は平成29年３月末まで猶予可能とされ、その経緯から「新しい総合事業」とい
う略称も使われていました。現在は全市町村が実施しているので、単に「総合事
業」と呼ばれています。
　生駒市は実施を猶予せず、平成27年４月から総合事業に移行したので、すっ
かり市民にも定着しています。しかし、大半の市町村は実施を延期したので、ま
だ開始して間もないためか「介護保険から外して、市町村に押しつける制度」
「要支援切り」といった制度に対する誤解や、「安あがりのボランティアにやらせ
なければならないが受け皿となる担い手がいない」「単価を引き下げたA型サー
ビスを作ったが事業者が手を挙げてくれない」といった目的を見失った運用が見
受けられるのが残念なことです。先述のとおり、総合事業は介護保険制度の中の
地域支援事業の一つであって、財源構成も予防給付と何ら変更されていません。
むしろ平成26年改正では、新たに多様な生活支援の充実や高齢者の社会参加に
よる介護予防の推進を目的とした「生活支援体制整備事業」や、介護予防ケアマ
ネジメントを支えることなどを目的とした「地域ケア会議推進事業」が創設され
ています。また、ボランティアは自主的、自発的な活動であって市町村が強制す
るものではありませんし、財源について付け加えれば、予防給付から総合事業に
移行することで決算主義から予算主義に変更されますが、予算の上限額は移行前
年度の実績額に後期高齢者数の伸び率を乗じた額が確保されています。事業者と
相談もせずに単価を引き下げる理由はありませんし、そもそも単価を引き下げる
ことは総合事業の目的ではありません。

　そこで、生駒市の総合事業をご紹介する前に、総合事業の概要と考え方につい
て整理しておきたいと思います。

②総合事業の背景
　総合事業が導入された根本的な背景は「少子高齢化」ですが、その深刻度がま
だまだ理解されていないように思います。日本は既に人口減少が始まっており、
図表１－１－１のとおり、20～64歳の勤労者人口は2010年に7,497万人でしたが、
2025年には6,559万人と1,000万人近く減少し、さらに2060年には4,105万人まで減
ると推計されています。一方で、75歳以上の後期高齢者人口は2010年の1,407万人
から2025年には2,179万人と1.5倍に急増、その後も2,000万人台前半で推移します。

総合事業の概要と考え方1

1. 総合事業の概要と考え方

【図表１－１－１】人口ピラミッドの変化（1990～ 2060年）
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◆日本の人口構造の変化を見ると、現在１人の高齢者を2.6人で支えている社会構造になっており、
少子高齢化が一層進行する2060年には１人の高齢者を1.2人で支える社会構造になると想定
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出典：�総務省「国勢調査」及び「人口推計」、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」（各年10月１日現在人口）

　　　厚生労働省資料
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　当然のことながら年齢を重ねるごとに要介護認定率は上昇しますから、後期高
齢者人口が急増すれば要介護認定者も急増します。しかし、支える側の勤労者人
口は今後、減り続ける一方なのですから、現在でも大変厳しいヘルパーなどの介
護人材の確保はますます難しくなっていくでしょう。厚生労働省は2025年時点
で37.7万人、需要に対して約15％の介護人材が不足すると推計していますが、現
時点でも、既に中山間地域などでは介護人材が確保できないために、要支援者向
けの介護サービスから撤退する事業者が出始めています。つまり、支えてもらい
たくても支える人が足りず、何も手を打たなければ、それこそ要介護認定を受け
てもサービスが使えない「要支援切り」になってしまうのです。
　また、勤労者人口が減少するということは納税者も減少するということですか
ら、国の財政はもちろん、市町村財政の見通しも決して明るくありません。さら
に介護保険の被保険者も2021年をピークに減少していきますから、介護保険料
は利用者数の増加と被保険者数の減少が重なることで、これまで以上に厳しい状
況が見込まれます。介護保険料を負担する被保険者を無視した保険運営などでき
ませんから、いかに介護保険料の上昇を抑制するかも考えなくてはならないこと
です（ただし、介護人材が不足してサービスが供給できなければ、皮肉にも介護
保険料の上昇は緩和されると考えられます）。

③総合事業と地域包括ケアシステム
　総合事業とは、その対応のために推進されている「地域包括ケアシステム」の
構築のために導入された事業に他なりません。地域包括ケアシステムについて
は、介護保険法第５条第３項１）でその理念が規定されていますし、また、社会
保障制度改革プログラム法第４条第１項２）において定義づけられ、その定義は
医療介護総合確保法でも引き継がれています。さらに、第６期以降の介護保険事

業計画は「地域包括ケア計画」と位置付けられましたから、各市町村（保険者）
の事業計画はそれを目標とし、「医療」「介護」「介護予防」「住まい」「生活支援」
の各要素について、具体的な施策が記載されていることと思います。
　地域包括ケア研究会３）では、地域包括ケアシステムを植木鉢（図表１－１－
２）にたとえて説明しています。この図で、「医療」や「介護」「リハビリテー
ション」といった専門職が提供するサービスは葉で表されていますが、今後の介
護需要の急増に備えるためには、この葉を大きく育てていかなければなりませ
ん。しかし、勤労者人口が減少する中で育てていくことになりますから、まず、
生活の基盤である「すまいとすまい方」が「鉢」にたとえられるようにしっかり
としている必要がありますし、植木鉢に満たされる「土」にたとえられる一人ひ
とりの「介護予防」や、介護保険制度外の市場サービスから近隣住民の支え合い
までを含む幅広い「生活支援」が充実しなければ、専門職は専門職でなければ提
供できないサービスに集中することができず、葉は枯れてしまうことでしょう。
さらに、水受け皿で表されているように、それら全ての基礎として、それぞれの

1. 総合事業の概要と考え方

１�）国及び地方公共団体は、被保険者が、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、保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、
要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域に
おける自立した日常生活の支援のための施策を、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図りつ
つ包括的に推進するよう努めなければならない。

２�）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

３�）http://www.murc.jp/sp/1509/houkatsu/houkatsu_01.html　編者も、平成28年度の地域包括ケア研
究会で委員を務めた。

【図表１－１－２】地域包括ケアシステムの「植木鉢」

出典：�三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング「平成27年度厚生労働省老人保健健康増進等事業＜地域包
括ケア研究会＞地域包括ケアシステムと地域マネジメント（地域包括ケアシステム構築に向けた制
度及びサービスのあり方に関する研究事業）」2016
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個人やその家族には今後、地域の状況がどのように変化していくかを知り、自ら
選択し、心構えを持つことが求められます。
　つまり、地域包括ケアシステムとは、人口減少社会における介護需要の急増と
いう困難な課題に対して、地域住民一人ひとりから専門職に至るまで、さらには
地域の住環境も含めて、それぞれの役割を果たすことで対応する、いわば地域の
資源を総動員するシステムです。そして、総合事業とは、その名称が「介護予
防・日常生活支援総合事業」であるように、この「土」である「介護予防」と
「生活支援」を豊かにしていくための事業です。総合事業の「外す」「切る」とい
う誤解は、介護保険財政が厳しいことと総合事業を短絡的に結び付けてのことだ
と思いますが、外したり切ったりして安心して暮らし続けられる地域を作ること
ができるのでしょうか。これは「他人事」ではなく、例外なく全ての地域で現実
に起こる問題であり、全ての国民が当事者といっても過言ではありません。

④総合事業の基本的な考え方
　では、総合事業は何からどのように進めていけば良いのでしょうか。結論から
先に言ってしまうと「地域の実情による」と思います。たとえば、「今のままで
何も困っていないのに、なぜ総合事業をやらなければならないのか」という声を
実際に聞いたこともありますが、本当に今のままが良いのなら、その地域はそれ
で良いのだとも思います。なぜなら、地域によって介護予防事業はもちろん、介
護予防訪問介護や介護予防通所介護という給付でさえ、内容や利用のされ方が異
なりますし、介護保険制度外の高齢者の生活支援の充実度や高齢者の社会参加の
状況も大きく異なるからです。我が国には既に高齢化率が45％を超える市町村
もありますが、そういった市町村は総合事業が導入されるずっと以前から、地域
で起こる問題に対して、様々な工夫をして対応してきました。そんな市町村で
「この地域では80歳ならまだまだ現役」「要支援者くらいなら畑に出られる」と聞
いたことがありますが、その地域は人と人が支え合い、できる限り働き続けられ
るような地域を作ってこられたのだと思います。一方で、同様に中山間の過疎化
が進む市町村で、介護予防訪問介護事業者の撤退が大きな問題になっていて、総
合事業を活用することで対応することができたという話も聞きました。総合事業
の導入がなんとか間に合ったのだと思いましたが、つまり総合事業とは、介護予
防事業と全国一律の介護予防訪問介護、介護予防通所介護を市町村の実施する総

合事業に移行することにより、市町村がその地域の資源を活用して創意工夫でき
るようにしたものに過ぎません。地域のニーズや課題に応じてその地域なりに事
業を組んでいけば良いのです。蛇足ですが、国の典型例に従って「訪問型サービ
スのAはなんとかできたが、Bがなかなか…。○○市はもう全てそろったらしい」
などといった話も聞きますが、正直、本質からずれていると思ってしまいます。
　とはいえ、制度としての基本的な考え方はあります。図表１－１－３は総合事
業全体の基本的な考え方を示したもので、「生活支援」や「介護予防」を充実さ
せていく必要があることを左側の円で表しています。つまり、ニーズに応じた多
様な生活支援・介護予防サービスを多様な主体が提供する地域を構築する必要が
あり、それらは、主に地域住民が担うことになるため、そのことが中央の白い円

1. 総合事業の概要と考え方

【図表１－１－３】生活支援・介護予防サービスの充実と高齢者の社会参加

◆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・介護予防サービスを
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・介護予防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・介護予防サービスの充実に
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。

都道府県等による後方支援体制の充実
バックアップ

市町村を核とした支援体制の充実・強化
バックアップ

生活支援・介護予防サービス 高齢者の社会参加

地域住民の参加

生活支援の
担い手としての
社会参加

○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

○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

出典：厚生労働省資料
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で表されています。そして、右側には「高齢者の社会参加」の円が重ねられてい
ますが、これは、高齢者が地域に参加され、また、地域で活躍されることが人口
減少社会の中での地域の活力になるということであり、社会に参加すること、社
会で役割を持つことこそが個人の生きがいにつながり、そして、それが介護予防
にもなるということを表しています。もちろん、どのように社会に参加するかは
誰からも強制されるものではありません。一人ひとりが興味や関心のあること、
それは就労であったり趣味活動であったり、ボランティア活動もあるでしょう。
その中で、一部の高齢者に生活支援や介護予防の担い手になっていただければ、
それは虚弱な高齢者を元気な高齢者が支える地域社会を作ることになります。中
央で円が重なっているのは、そのことを表しています。
　このコンセプトを実現するためには、高齢者の社会参加を推進し、多様な生活
支援の充実を担う担当者、制度的な支援の仕組みが必要です。そこで、総合事業
に加えて、生活支援体制整備事業が創設され、生活支援コーディネーター（地域
支え合い推進員）や協議体が配置されることになりました。生活支援コーディ
ネーターについては、その名称から、どうしても「生活支援の充実」だけが役割
と思われがちですが、同時に「高齢者の社会参加の推進」を一体的に図っていく
こと４）が目的であることを忘れてはなりません。

⑤総合事業において、まず検討すべきこと
　とかく総合事業は介護予防訪問介護や介護予防通所介護の移行ばかりに注目が
集まりがちですが、むしろ大きく見直されたのは「介護予防事業」と「介護予防
ケアマネジメント」です。
　介護予防事業については、平成18年度に導入され、高齢者を基本チェックリ
ストによって一次予防事業対象者、二次予防事業対象者と区分し、主に要支援・
要介護状態となるおそれのある二次予防事業対象者に対して、運動器の機能向上
プログラムや栄養改善、口腔機能の向上プログラムを実施するハイリスクアプ

ローチに主眼が置かれてきました。しかし、その参加率は全国平均で高齢者のわ
ずか0.8％程度と非常に低く、地域レベルではほとんど効果が見られないといっ
た指摘を受けてきました。全国の市町村で様々な対策が実施され、生駒市でも後
述するように効果的に実施するために工夫を続けてきましたが、全国的には大き
な改善は見られなかったのです。
　介護予防事業を総合事業の中で再構築するにあたって、これからの介護予防の
考え方は、機能回復訓練などの高齢者本人へのアプローチだけではなく、生活環
境の調整や、地域の中に生きがい・役割を持って生活できるような居場所と出番
づくり等、高齢者本人を取り巻く環境へのアプローチも含めたバランスのとれた
アプローチが重要であり、地域においてリハビリテーション専門職等を生かした
自立支援に資する取組を推進し、要介護状態になっても、生きがいや役割を持っ
て生活できる地域の実現を目指すこととされました。そこで、高齢者を心身の状
況によって区別するのではなく、「一般介護予防事業」として全ての高齢者（第
１号被保険者）を対象とし、住民自らが運営する通いの場（居場所、サロン等）
の充実を支援するなど、人と人とのつながりを通じて参加者や通いの場が持続的
に拡大していくような地域づくりを推進することになりました。つまり、総合事
業は制度として介護予防事業の対象者の区分を廃止し、それに伴って二次予防事
業も廃止されましたから、これには必ず対応しなければなりません。また、介護
人材の不足に対応するためにも、リハ職等の専門職については個別の「利用者」
に対するサービス提供にとどまらず、その知識や技術を生かして「地域」に貢献
していただけるよう、新たに地域リハビリテーション活動支援事業が追加され、
住民主体の体操教室の立ち上げ時の体操指導や、地域ケア会議等での技術的な助
言が行えるようになりました。図表１－１－４はそれらを整理したものです。
　総合事業の概要を対象者の観点からまとめると、図表１－１－５のようになり
ます。まず、二次予防事業対象者を把握するための基本チェックリストの配布は
行わず、高齢者を区別することはしませんので、元気な高齢者から要介護者に至
るまで、全ての高齢者は一般介護予防事業の住民運営の通いの場等に参加するこ
とができます。地域の身近な場所に数多くの住民運営の通いの場を展開し、仮に
要支援者、要介護者になったとしても、できる限り、地域とのつながりを保ち続
けられる体制を構築していきます。
　そして、「介護予防・生活支援サービス事業」の対象者は、要支援者と介護予

1. 総合事業の概要と考え方

４�）�地域支援事業実施要綱（老発第0609001号　平成18年６月９日）では、生活支援体制整備事業の目的
について、次のように規定されている。「単身や夫婦のみの高齢者世帯、認知症の高齢者が増加する中、
医療、介護のサービス提供のみならず、地域住民に身近な存在である市町村が中心となって、NPO法人、
民間企業、協同組合、ボランティア、社会福祉法人、社会福祉協議会、地縁組織、介護サービス事業所、
シルバー人材センター、老人クラブ、家政婦紹介所、商工会、民生委員等の生活支援サービスを担う事
業主体と連携しながら、多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を一体
的に図って行くことを目的とする。」
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⑥サービスの類型
　厚生労働省から示されているガイドラインにおいて、従前の訪問介護、通所介
護相当のサービスからA、B、C（訪問型サービスについては移動・外出支援の
Dも）までが多様なサービスの典型例として示されています（図表１－１－６）。
　ただし、このサービス類型については、厚生労働省のQ&A（「介護予防・日常
生活支援総合事業のガイドライン案」についてのQ&A【９月30日版】）にある
ように、あくまでも典型的な例が参考に示されたものであって、全てのサービス
類型をそろえなければならないという趣旨ではありません。ガイドラインにおい
て次ページのイからヘのように整理されているとおり、新しい総合事業や生活支
援体制整備事業の目的は「サービスづくり」ではなく、「地域づくり」ですから、
役所の中だけで検討し拙速にそろえようとするのではなく、住民も含めた関係者
が中長期的な視点で方向性を共有し、じっくりと組み立てていく必要がありま

防・生活支援サービス事業対象者（以下、事業対象者）です。引き続き、予防
給付で提供される訪問看護や福祉用具等を利用する場合には要支援認定が必要
ですが、「介護予防・生活支援サービス事業」のサービスのみを利用する場合に
は、事業対象者はこれまで二次予防事業対象者の把握のために使用されてきた基
本チェックリストにより判断され、要支援認定が省略されますので迅速なサービ
ス利用が可能です。要支援認定とは判断基準が異なりますから状態像も変わりま
すが、何らかの支援を必要として窓口に相談に来た高齢者の要支援認定の実態か
ら、従来の要支援者の状態像と同様と想定されています。しかし、窓口でどのよ
うに対応し、どのように介護予防ケアマネジメントを行うべきか、それも市町村
においてどうしても検討しなければならないことです。

1. 総合事業の概要と考え方

【図表１－１－４】平成26年法改正における介護予防事業の体系

◆機能回復訓練などの高齢者本人へのアプローチだけではなく、地域づくりなどの高齢者本人を取り巻
く環境へのアプローチも含めたバランスのとれたアプローチができるように介護予防事業を見直した。
◆年齢や心身の状況等によって分け隔てることなく、住民運営の通いの場を充実させ、人と人との
つながりを通じて、参加者や通いの場が継続的に拡大していくような地域づくりを推進する。
◆リハ職等を活かした自立支援に資する取組を推進し、介護予防を機能強化する。

介護予防事業

１．訪問型サービス（第１号訪問事業）
　①訪問介護（従前相当のサービス）
　②訪問型サービスＡ（緩和した基準によるサービス）
　③訪問型サービスＢ（住民主体による支援）
　④訪問型サービスＣ（短期集中予防サービス）
　⑤訪問型サービスＤ（移動支援）
２．通所型サービス（第１号通所事業）
　①通所介護（従前相当のサービス）　
　②通所型サービスＡ（緩和した基準によるサービス）
　③通所型サービスＢ（住民主体による支援）
　④通所型サービスＣ（短期集中予防サービス）　
３．その他の生活支援サービス（第１号生活支援事業）
　①栄養改善の目的とした配食
　②住民ボランティア等が行う見守り
　③訪問型サービス、通所型サービスに準じる自立支　
　　援に資する生活支援（訪問型サービス・通所型サ
　　ービスの一体的提供等）

一次予防事業
・介護予防普及啓発事業
・地域介護予防活動支援事業
・一次予防事業評価事業

二次予防事業
・二次予防事業対象者の
　把握事業
・通所型介護予防事業
・訪問型介護予防事業
・二次予防事業評価事業

予防給付

・介護予防通所介護
・介護予防訪問介護

介護予防・日常生活支援サービス事業

1.　介護予防把握事業
2.　介護予防普及啓発事業
3.　地域介護予防活動支援事業
4.　一般介護予防事業評価事業
5.　地域リハビリテーション活動支援事業

一般介護予防事業
【旧】 【新】

介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

廃
止
と
再
編

介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業

出典：厚生労働省資料を一部修正

【図表１－１－５】総合事業の概要

介護予防・生活支援サービス事業対象者

◆訪問介護・通所介護以外のサービス（訪問看護、福祉用具等）は、引き続き介護予防給付によ
るサービス提供を継続。

◆地域包括支援センターによる介護予防ケアマネジメントに基づき、総合事業（介護予防・生活
支援サービス事業及び一般介護予防事業）のサービスと介護予防給付のサービス（要支援者の
み）を組み合わせる。

◆介護予防・生活支援サービス事業によるサービスのみ利用する場合は、要介護認定等を省略し
て「介護予防・生活支援サービス事業対象者」とし、迅速なサービス利用を可能に（基本チェッ
クリストで判断）。

※ 第２号被保険者は、基本チェックリストではなく、要介護認定等申請を行う。

従 来 の 要 支 援 者

一般介護予防事業（要支援者等も参加できる住民運営の通いの場の充実等。全ての高齢者が対象。）

地域包括支援センターが介護予防ケアマネジメントを実施

訪問看護、福祉用具等
※全国一律の人員基準、運営基準

介護予防・生活支援サービス事業
①訪問型・通所型サービス
②その他の生活支援サービス（栄養改善を目的とした配食、定期的な安否確認、緊急時の対応 等）
※事業内容は、市町村の数量を拡大、柔軟な人員基準・運営基準

要 支 援 者 一般高齢者等

介護予防給付

総 合 事 業

要支援認定 基本チェックリスト※で判断

※二次予防事業対象者把握のための
　基本チェックリストの配布は行わない

出典：厚生労働省資料
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（１）生駒市の概要

　生駒市は、奈良県の北西部、京都府・大阪府に隣接した近畿のほぼ中央に位置
する人口12万797人、面積53.15㎢の自治体です（平成29年４月１日現在。図表１
－２－１、図表１－２－２）。大阪の難波駅から直通で20分、近鉄奈良駅から15
分と大都市隣接の利便性を生かして、低層住宅を中心とした質の高い住宅都市と
して発展してきました。学研パブリッシングの「主婦が幸せに暮らせる街」ラン
キングにおいて、関西では西宮市に次いで２位、全国でも７位（2014年調査）、
東洋経済新報社の「住みよさランキング」では奈良県内１位、関西で10位（都
市データパック2016年版）と、関西有数の住みたい街として知られています。

　生駒市の高齢化率の予測では（図表１－２－３）、2013年（平成25年）の高
齢化率に対して2020年（平成32年）には、市内の多くの地域で高齢化率が35～
45％以上になると予測されています。

（２）生駒市の総合事業の成り立ち

①平成18年度改正への対応と実践、課題
　総合事業は、これまでの介護予防事業と予防給付の介護予防訪問介護、介護予
防通所介護を再編したものですから、いずれの市町村においても、既存の予防事
業や予防給付、あるいは上乗せ横出しサービスといった独自事業を基に、総合事
業を組み立てることになります。
　そこで、生駒市の総合事業の中身に入る前に、まず、生駒市のこれまでの経緯
をご紹介しておきたいと思います。
　原点は、今から13年前のことですが、平成16年度に国のモデル事業として「筋

生駒市の総合事業の特徴2

2. 生駒市の総合事業の特徴

【図表１－２－１】
生駒市の人口と高齢化率

基本情報
（平成29年４月１日）

人口 12万797人

第１号
被保険者数 3万2,040人

65〜74歳 1万7,973人

75歳以上 1万4,067人

高齢化率 26.5％

ひとり暮らし
高齢者数 3,668人

【図表１－２－３】生駒市の高齢化率予測
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30％以上35％未満
35％以上40％未満
40％以上45％未満
45％以上

町別高齢化比率

平成25年 平成32年（予測）

【図表１－２－２】生駒市の位置

兵庫県

京都府
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大阪府
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※�ひとり暮らし高齢者は平成28年２
月のものを掲載
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（１）生駒市の総合事業の利用の流れとサービス

　生駒市の総合事業の利用の流れは図表１－３－１の通りです。全体的な流れは
総合事業のガイドラインで示されたものとほぼ同じです。生駒市の介護保険課、
地域包括ケア推進課は市役所の１階フロアで廊下を挟んで向き合っています。介
護予防給付を所掌する介護保険課と、総合事業を所掌する地域包括ケア推進課の
どちらにも窓口があり、市民が相談に来た場合、どちらでも同じように対応でき
るようにしています。また、生駒市では、日常生活圏域を10圏域に分けて六つ
の地域包括支援センターを設置（図表１－３－２）しており、市内の６法人に委
託しています。地域包括支援センターにおいても市役所と同様の対応を行ってい
ます。
　特に、新規の相談者については、利用者および家族の主訴や意向を丁寧に聞
き取り、要支援・要介護認定が必要かどうかを見極め、申請を勧めるか、基本
チェックリストで対応を図るかを判断します。基本的には市の窓口で事業対象者
と判断し、その場で介護保険被保険者証を発行することはありません。市の窓口
では、主訴や意向を伺った上で明らかに認定が不要ということであれば、本人の
同意を得て基本チェックリストで確認します。後日、介護予防ケアマネジメント
を実施する地域包括支援センターの職員が家庭を訪問し、再度心身の状態を聞き
取り、最終的に要介護認定の必要性を判断し、総合事業のみの利用で良いかの判
断をします。
　また、更新認定者については更新案内文書に認定申請書を同封せず、地域包括
支援センターに相談するよう案内しています。地域包括支援センターの負担は増
えますが、同センターの意向もあり、「お守り申請」など不必要な更新を避ける
のみならず、必要な人に必要なサービスが提供できるよう工夫を行っています。
　なお、図表１－３－１のどの過程にあっても明らかに非該当である方々に対し
ては、一般介護予防事業等の案内や教室の担い手、支援者としての参加の提案を
行います。しかし、要支援状態であり介護予防給付が必要な場合や明らかに要介
護状態であり介護給付が必要な場合には、要支援・要介護認定申請を促します

利用者の申し込みからの流れ3

3. 利用者の申し込みからの流れ

【図表１－３－１】生駒市の総合事業の利用の流れ

【総合事業】
一般介護予防事業　　●対象：６５歳以上の全ての高齢者

生駒市介護保険課、地域包括ケア推進課あるいは地域包括支援センターに相談

基本チェックリストなどで判断

介護予防・生活支援
サービス事業対象者

認 定 審 査

要 支 援 者要介護者 元気な高齢者

【介護予防給付】
訪問看護、福祉用具等
※全国一律の人員、運営
　基準など

【介護給付】
※全国一律
　サービス

在宅サービス
施設サービス

非該当

非該当

明らかな要介護認定と
介護予防・生活支援サービス
事業の対象外の人

明らかな要介護認定必要者
（介護予防給付受給希望者）

地域包括支援センターが介護予防ケアマネジメントを実施

【総合事業】
介護予防・生活支援サービス事業
●対象：要支援１・２の人、事業対象者

【図表１－３－２】生駒市の日常生活圏域と担当の地域包括支援センター
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担当地域包括支援センター地　　域　　名圏 域

生駒市フォレスト
地域包括支援センター

生駒市フォレスト
地域包括支援センター

生駒市メディカル
地域包括支援センター

生駒市阪奈中央
地域包括支援センター

生駒市東生駒
地域包括支援センター

生駒市社会福祉協議会
地域包括支援センター

生駒市梅寿荘
地域包括支援センター

生駒市メディカル
地域包括支援センター

生駒市梅寿荘
地域包括支援センター

生駒市メディカル
地域包括支援センター

高山町、ひかりが丘１～３丁目、北田原町、西白
庭台１～３丁目

鹿畑町、鹿ノ台東１～３丁目、鹿ノ台西１～３丁
目、鹿ノ台南１～２丁目、鹿ノ台北１～３丁目、
美鹿の台
上町、白庭台１～６丁目、真弓１～４丁目、真弓南
１～２丁目、あすか野南１～３丁目、あすか野北１
～３丁目、あすか台、北大和１～５丁目、上町台
南田原町、喜里が丘１～３丁目、生駒台南、生駒
台北、新生駒台、松美台、俵口町の一部（阪奈道
路以北）

辻町、小明町、谷田町、桜ヶ丘

北新町、俵口町の一部（阪奈道路以南）、東松ヶ丘、
西松ヶ丘、光陽台

山崎町、東旭ヶ丘、西旭ヶ丘、新旭ヶ丘、東新町、
山崎新町、本町、元町１～２丁目、仲之町、門前町、
軽井沢町、東生駒１～４丁目、東生駒月見町、東
菜畑１～２丁目、中菜畑１～２丁目、西菜畑町、
菜畑町、緑ヶ丘

壱分町、さつき台１～２丁目

萩原町、藤尾町、西畑町、鬼取町、小倉寺町、大
門町、有里町、小平尾町、青山台

小瀬町、南山手台、東山町、萩の台、萩の台１～
５丁目、乙田町

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

※�生駒市社会福祉協議会地域包括支援センターが機能強化型地域
包括支援センターを担う。
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第１章●総合事業の考え方と生駒市の総合事業

（１）生駒市の介護予防ケアマネジメントの考え方

　総合事業の開始に向けて介護予防ケアマネジメントの見直しを生駒市と地域包
括支援センターで行いました。
　厚生労働省が示した「要支援１〜要介護２の認定調査結果」（第１章の122頁
参照）を参考に、生駒市においても総合事業に移行するに当たり、同様に要支援
１、２の認定調査結果で状態像を確認しましたが、厚生労働省が示した状態像と
ほぼ同様な傾向が見られ、IADLに支障が生じているものの、基本的に要支援者
のADLはほぼ自立していました。ただし、要支援者の中には認知症の方もおら
れ、長年習慣として行ってきた家事ですので、一見、できるように見えても、以
前のように適切に行えなくなる人もいました。認知症状を有しながらもADLの
高い高齢者の中には、たとえば調理であれば、ときに味付けがおかしくなった
り、同じようなものを毎日、食べたり、水分を欲することが減って脱水傾向に
なってしまうなど、健康課題に影響を及ぼす人もいました。また、パーキンソン
病等の難病では、１日の中でも日内変動があり、ON・OFFの状況によっては、
身体介護を要するほどの時間帯が存在する人もいました。
　また、第６期（平成27〜29年度）の介護保険事業計画策定の際、介護予防通所
介護や介護予防訪問介護の利用者の意向や要望、実際のサービス提供の内容など
を把握するために、地域包括支援センターにヒアリング調査を行いました。
　その結果、介護予防訪問介護を利用した理由の大半は、腰痛や膝痛があるため
にかがむ姿勢がとりづらく、居室内やトイレ、浴室の掃除が困難だからというこ
とでした。次いで多かったのは、坂道の多い生駒市においては、下肢筋力の衰え
等によりスーパーまで買い物に行くことができないため、食材や日用品の購入が
できないことでした。また、IADLの低下については、加齢に加えて、家族構成、
地域や家庭内での役割の変化から影響を受けることも多いことがわかりました。
その他、身体能力が備わっていたとしても、若いときから家事の経験がないため
に段取りがわからず、家事を遂行することができない高齢者もいました。掃除や
買い物の支援ニーズが多いことから、今後、訪問介護員が不足していくことが見

介護予防ケアマネジメントの特徴4 介護予防ケアマネジ
メントの種類 ケアプラン 利用するサービス サービス提供開始月 ２月目

（翌月）
３月目

（３ヶ月後）

原則的な介護予防
ケアマネジメント

（ケアマネジメントＡ）

作成あり

指定事業者の
サービス

サービス
担当者会議 ◯ × ×

モニタリ
ング等 ─（※１） ◯（※１） ◯（※１）

報酬

基本報酬＋初回加算
（※２） 基本報酬 基本報酬

4,000円＋3,000円 4,000円 4,000円

訪問型サービスＣ・
通所型サービスＣ
（パワーアップPLUS

教室）

地域ケア
会議（Ⅰ） ◯ ◯ ◯

モニタリ
ング等 ─ ◯ ◯

報酬
基本報酬＋初回加算 基本報酬 基本報酬

4,000円＋3,000円 4,000円 4,000円

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Ｂ１）

通所型サービスＣ
（パワーアップ教
室・転倒予防教室）

評価会議 ◯ × ◯

モニタリ
ング等 ─ × ◯

報酬
基本報酬＋初回加算 ×（※３） 基本報酬

4,000円＋3,000円 ─ 4,000円

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Ｂ２）
訪問型サービスＡ

サービス
担当者会議 ◯ × ×

モニタリ
ング等 ─（※１） ◯（※１） ◯（※１）

報酬
基本報酬＋初回加算 基本報酬 基本報酬

3,000円＋3,000円 3,000円 3,000円

初回のみ介護予防
ケアマネジメント

（ケアマネジメントＣ）

その他
委託のサービス

生活期
ひまわりの集い

サービス
担当者会議 × × ×

モニタリ
ング等 ─ × ×

報酬
基本報酬＋初回加算 × ×

4,000円＋3,000円 ─ ─

（※１）指定事業者のサービスを利用する場合には、給付管理票の作成が必要
（※２）基本報酬：予防給付の単価を踏まえた単価を設定
（※３）Ｘ：モニタリング不要のため報酬発生なし

【図表１－４－１】生駒市の介護予防ケアマネジメントの種類

4. 介護予防ケアマネジメントの特徴
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第２章●生駒市の総合事業の支援事例

　本章では、生駒市の総合事業の具体的な支援事例を紹介します。
　第１章で解説したとおり、生駒市の総合事業は短期集中の通所型サービスＣ
＋訪問型サービスＣ（パワーアップＰＬＵＳ教室）を支援の柱にし、自立支援型
の介護予防ケアマネジメントと地域ケア会議の連動により、要支援者等が「自ら
の価値」に気づき、目標を持って努力することによって支援から「卒業」するこ
と、卒業後の生活についても、セルフマネジメントの支援等を通してしっかりと
つなげるところに特徴があります。その特徴を、実際の支援事例を通じて肌で感
じていただけたらと思います。
　事例は計６例ありますが、紙面が限られていますので、最初にその中の１例を
1で詳述します。利用者基本情報、基本チェックリスト、二次アセスメントシー
ト、診療情報提供書、支援計画書、地域ケア会議の評価シートと、全ての様式に
より、生駒市の計画作成担当者の視点や、支援の具体的な内容、変化を確認して
ください。
　2では、状態の改善に合わせて介護予防通所介護相当サービスからパワーアッ
プＰＬＵＳ教室を経て一般介護予防事業に移行した方、認知症のある方や医療
ニーズが高い方など、多様な状態像の方々の事例を五つ紹介します。
　見開きで、支援内容と本人の状態等の変化を時間の流れに沿ってコンパクトに
まとめました。
　さらに利用者基本情報や基本チェックリスト、診療情報提供書、二次アセスメ
ントシートについて、注目すべき点を示しています。1を踏まえて、自らが支
援計画書を作成することも想定し、利用者の状態・状況を把握してみていただけ
ればと思います。
　全ての事例について、多職種で連携するとともに、本人の意欲を巧みに引き出
すなど、工夫している点も読み取っていただければと思います。
　なお、全て実在の人物に対する支援事例ですが、プライバシーに配慮して、若
干の加工をしていますことをご了承ください。

通所型・訪問型サービスＣを利用した支援の具体例1 （１）�パワーアップＰＬＵＳ教室を卒業後、サポーターとして活躍し
ている事例

①事例紹介（申請時）
氏　名：Ｓ.Ｓ（男性）　年　齢：82歳　
介護度�：��事業対象者
基本チェ�ックリスト：生活全般13／20、運動器５／５、栄養０／２、口腔２／

３、閉じこもり２/２、物忘れ０／３、うつ３／５に該当
家族状況�：妻と娘との３人暮らし
住まい：�山間部にある住宅地内の一戸建て。自宅前道路面から玄関まで10段ほ

どの階段
健康状態�：学生時代から腰痛持ち。５年ほど前から悪化。普段は頓服や安静にて

コントロール。痛みが強いときはブロック注射。右下肢にしびれ感あり
既往歴および現病歴：脊柱管狭窄症、高血圧症、心房細動、不眠症
医師の指�示：内科医指示（運動可能な血圧上限160／90mmHg、脈拍上限100回

／分）。転倒や骨折、移動能力や心肺機能が低下するリスクが高いが、
生活機能の維持・改善が期待でき、運動教室への参加は可能

日常生活�：杖を使用。50歩ほど歩いては休憩するため、長距離歩行が困難。こ
こ１ヶ月は家で横になって過ごすことが多い。日常生活（IADL）では、
家事全般は妻や娘の役割

趣　味：�地域の集会所の囲碁や映画会、老人クラブやサロン活動に参加。ここ２
～３ヶ月は欠席が多く、直近１ヶ月は参加していない

②申請に至るまでの経緯
・１ヶ月ほど前に転倒してからほとんど外出していない。今後の生活について悩
み、家族と話し合って、そろそろ介護保険のサービスを利用したほうが良いと考
えて、妻、娘に連れられ介護保険課の窓口を訪れた。
　本人は終始うつむき加減で、窓口では主に妻が話す。介護保険課の係員が基本
チェックリストを実施し、事業対象者であったことから地域包括ケア推進課が
引き継いで、その場で経過や現在の生活の様子を確認した。総合事業の適応と
判断し、リーフレットやDVDを活用しながら説明。徐々に、本人と視線が合い、

1. 通所型・訪問型サービスＣを利用した支援の具体例
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第３章●生駒市のケアプラン点検（確認）支援と生駒市版「自己点検（確認）シート」

（１）介護予防ケアマネジメント点検（確認）支援マニュアル作成の経緯

　居宅介護支援のケアプラン点検支援マニュアルは、平成20年に厚生労働省か
ら保険者向けに示され、現在も各市町村で活用されています。また、市町村の中
には、厚生労働省のマニュアルをベースにアレンジを加えた独自のマニュアルを
作成し、活用しているところもあります。しかしながら、それらはあくまでも居
宅介護支援のためのマニュアルであり、総合事業への移行を踏まえた介護予防ケ
アマネジメントの点検（確認）支援マニュアルは、私たちの知る限り先例がない
ようです。
　生駒市では、総合事業の開始とともに、今まで以上に要支援者への介護予防ケ
アマネジメントに着目をしていましたから、地域包括支援センターだけではな
く、居宅介護支援事業所にも自立支援の視点を持っていただくためにも、介護予
防ケアマネジメントに焦点を当て、自らの予防プランを自己点検し、自立支援の
ヒントを得たり、振り返りができるツールが必要と考えました。そこで、生駒市
でマニュアルを作成することを決断し、平成28年度に「生駒市ケアマネジメン
ト適正化委員会」を発足させ、９名の委員（268頁）の力を借りて「生駒市　介
護予防ケアマネジメント点検（確認）支援マニュアル」を作成しました。
　その際に重視したのは「ケアマネジャーによる自己点検」のためのマニュアル
とすることです。厚生労働省のケアプラン点検支援マニュアルは「保険者による
点検」のためのマニュアルですので、それを「自己点検」のマニュアルに組み直
したかったのです。そこで、厚生労働省のマニュアルに加えて、川崎市介護支援
専門員連絡会・川崎市健康福祉局長寿社会部介護保険課が作成した「自己点検」
のためのマニュアル「ケアマネジメントツール～ケアプラン確認マニュアル～
【川崎版】第２版」を参考にさせていただきました。
　そうして、実際に「生駒市　介護予防ケアマネジメント点検（確認）支援マ
ニュアル」を活用し、それぞれの「自己点検」後にケアプランの点検支援を行っ
たところ、「ついうっかりして見過ごしてしまう大切な情報を意図的に聞き取る
力が付いた」等のうれしい声をいただいています。

　点検支援は、マニュアルに基づき、ケアプラン点検（確認）支援が行える、適
正化への取組を積極的に実施している主任介護支援専門員や他市町村の保険者等
の有識者の方々に、「ケアマネジメント支援員」として計画作成者と面談してい
ただき、実践的・専門的な観点から指導・助言を行っていただきます１）。
　そこに、生駒市地域包括ケア推進課（平成28年度は地域包括ケア推進室）も
立ち会い、ケアプラン点検（確認）の実際を学ぶことで、給付の適正化や自立支
援の考え方を共有しています。なお平成29年度からの運営は、地域支援事業の
任意事業を活用しています。
　そこで、この章では、生駒市におけるケアプラン点検（確認）支援の概要と、
マニュアルの一部である生駒市版「自己点検（確認）シート」を紹介します。

（２）ケアプラン点検（確認）支援の流れ

①�ケアプラン点検（確認）支援を行う市は、計画的にプランを抽出し、ケアプラ
ンの自己点検を計画作成者に依頼します。
②�計画作成者は、依頼されたプランについてマニュアルに沿った自己点検を行
い、終了後速やかに市に以下の書類を提出します。
　・生駒市版�「自己点検（確認）シート」
　・「�自己点検後のふりかえりシート」
　・�「利用者基本情報」
　・�「基本チェックリスト」
　・�「生駒市版　二次アセスメントシート」
　・�「居宅介護・介護予防指示書や診療情報提供書」
　・�「ケアプラン」
③�市は書類を確認後、計画作成者およびケアマネジメント支援員に対し、ヒアリ
ング（面談）の依頼とともに、点検（確認）支援を実施する日程を調整します。
④�市は、計画作成者から提出された書類は個人が特定されないよう配慮しケアマ
ネジメント支援員に送付します。
⑤�ケアマネジメント支援員は、計画作成者とは別に、生駒市版「自己点検（確

1. ケアプラン点検（確認）支援の概要

ケアプラン点検（確認）支援の概要1

１�）平成28年度のケアプラン点検（確認）支援では編者もケアマネジメント支援員を務めた。




