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Ⅲ 和光市における高齢者福祉施策推進の取り組み 

 
 

介護予防機能向上を目指したこれからの在宅介護支援センターの役割 
・・・介護予防スクリーニング手法の確立から 

独創性のある介護予防マネジメントの取り組み・・・ 

                                                 

 

はじめに 

 平成１６年７月３０日の社会保障審議会介護保険部会報告「介護保険制度の見直しに関

する意見」を踏まえ、先日厚生労働省は全国介護保険担当課長会議を開き当面の準備作業

を説明した。制度改正に向けて自治体、関係事業者及び専門職等は、その動向を見据え情

報選択を的確に行う必要がある。 

 制度改正の主なポイントの一つに、「地域包括支援センター」の創設がある。それは、現

行制度下における在宅介護支援センターのあり方を問い、介護予防を包含した介護保険制

度下で在宅介護支援センターを再編し、新たな機能を位置づけるものであり、その機能は、

基本制度は別として地方分権の潮流にのった地域性を勘案したものでなければならない。

和光市では、地域の介護保障の確立を目指してナンバーワンではないオンリーワンの独自

施策を展開するため、「和光市長寿あんしんプラン（介護保険事業計画・高齢者保健福祉計

画包含）」を策定し、介護保険制度を中心とした高齢者保健福祉政策を進めてきた、在宅介

護支援センターの機能再編もその一つであり、その役割は非常に重要なポジションである。

以下に、和光市の取り組みを述べることにする。 

 

◆ 和光市における高齢者保健福祉のキーワード 

 ○介護予防…老化（要介護状態の悪化を含む）を遅らせ元気高齢者の多い街に  

 ○介護保険…在宅介護の充実（居宅介護の限界点を高める） 

 ○地  域…地域ネットワーク構築（支援センターを基本に、地域になじむ事業展開を） 

 ○権利擁護…金銭管理等は当然のこと、本質的な身上監護を 
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１ 和光市の独自施策（※印は支援センター関連） 

 ◇ 会議の設置 
  ・高齢者保健福祉推進協議会 

  ・介護保険運営協議会 

  ・居宅介護支援事業者連絡会及び介護サービス提供事業者連絡会 ※ 

  ・コミュニティケア会議（地域ケア会議）後述に詳細※ 

  上記会議の機能（検討協議の内容・制度周知と効果的投入指導・サービス調整能力等）

追求が非常に重要！ 

 

 ◇ 介護保険関連サービス 
  ○市町村特別給付事業 
  ・配食サービス事業…介護予防食対応・指定基準による指定事業者制・個人契約現物給付  

            ３６５日昼・夜対応可能・アセスメントによる必要者への投入 

  ・紙おむつサービス事業…パックでない１枚ごとのバリエーション提供・完全デリバリー 

              アセスメントによる投入量調整・限度額月１万・指定事業者 

  ・送迎サービス事業…要介護２以上に適用・通院通所等・限度額月４万５千円・指定事業者 

   

○保健福祉事業（介護予防と保険料納付還元をミックスアピール） 
  ★高齢者ヘルスチェック事業 

   ＊介護予防対象者スクリーニング（ヘルスアセスメントＢ票系を本市独自にカスタ

マイズしたもの）開発・保険料納付還元・個人結果フィードバック・３

年間で全被保険者に実施（郵送型・訪問型） 

※介護予防（栄養改善・転倒リスク・閉じこもり等）対象者のエントリ

ーができる。重要事業！！！ 

  ★地域型介護予防事業 ※ 

   ＊うえるかむ事業（閉じこもり予防）＊アクティブライフ事業に進化する（痴呆予防） 

   ＊ふれっしゅらいふ事業（筋力向上トレーニング） 

   ＊ヘルシーフット事業（フットケア and足の裏健康改善・転倒予防・転倒予防シューズの

提供）  

   ＊食の自立支援事業（栄養改善・食のケアプラン提供・進行管理） 

  ・健康増進浴場利用補助・市民文化センターコンサートチケット購入補助 

 

○高齢者福祉サービス  

 ・介護保険住宅改修費助成事業（横だし・上乗せ的・８０万限度）  

 ・介護保険利用料助成事業（適用が所得段階１・２・３で全額から５０％補助） 

 ・高齢者見守りネットサービス（支援度に応じたシステムの対応） 

 ・その他 各種展開 
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２ 和光市における在宅介護支援センターの体制 

 ・介護保険者に在宅介護支援センター機能を包含する 

  ※長寿あんしん課介護福祉担当に介護保険事務全般、関連福祉サービス及び基幹型在宅介護支援センター

を併設し、更に地域型在宅介護支援センターを保険者直轄下置き居宅介護支援事業所の併設や兼務は認

めず、在宅介護支援センター専任の体制としている。この体制に移行を図ってきたのは、平成１３年度

からである。従来は、社会福祉法人等に委託しなおかつ居宅介護支援事業所も併設していた。また、基

幹型在宅介護支援センターの設置も無く、役所内の機構に関しても、介護保険室と高齢者福祉課に別れ

在宅介護支援センターの所管は高齢者福祉課で表面的な連携はあったものの、本質的な高齢者保健福祉

政策を展開できる状況にはなかった。そこで、前述の体制にするために第２期介護保険事業計画を目途

に、機構改革の提言・実現、在宅介護支援センターの位置づけを明確にし、実効性のある計画「和光市

長寿あんしんプラン」を策定しその推進を図った。 

 

 ★在宅介護支援センタースタッフ 

＊基幹型在宅介護支援センター１ヶ所５体制 

リーダー 介護福祉担当統括主査兼務  

   相談員 看護師  ２名  

       介護福祉士１名 

       社会福祉士１名 

      （いずれも介護支援専門員取得者） 

 ＊地域型在宅支援センター３ヶ所6名体制 

  和光南アイリス在宅介護支援センター    相談員 介護福祉士１名 

                           看護師  １名 

  和光中央ふきのとう在宅介護支援センター  相談員 社会福祉士１名 

                           管理栄養士１名 

  和光病院在宅介護支援センター（北地区）  相談員 社会福祉士2名 

 （管理栄養士を除き介護支援専門員取得者）                     

  ※地域型在宅介護支センターの委託料は、１千万円を上限に設定し補助金は基本額のみ申請している。ま

た、基幹型は設置届のみで補助金を受けず独自の運営をとっている。 

 ★在宅介護支援センターの運営財源 

 ・基幹型在宅介護支援センター 直接雇用職員 月額２０万円報酬（一般財源） 

 ・地域型在宅介護支援センター 委託事業 年間１千万円上限委託料（補助金基本額・一般財源） 

  ※介護保険特別会計の的確な財源運用と福祉関係予算のスクラップアンドビルトを本気で（補助金メニュ

ー事業に依存しない斬新な財源確保） 
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３ 在宅介護支援センターの業務 （相談員はフル活動） 

 ○保険給付動向及び地域高齢者の生活背景に則した的確な機能を追求する業務体系を構築 

 ★１ 介護・福祉その他に係る訪問相談業務 

 
 ★２ 担当地区等の実態把握（民生委員による１人暮らし等高齢者実態調査結果等から） 

 

 ★３ 介護・保健・福祉その他個別サービス調整（通常ケース） 

 
 ★４ コミュニティケア会議運営業務 

  ＊自立（要援護等高齢者等）支援部会 

  ＊問題ケースサービス調整（権利擁護・虐待・経済的弱者・地域協力）包括ケアプラン調整部会（ケアマ

ネ支援・ケアチーム編成等） 

  ＊食の自立支援部会（プラン・モニタリング・評価） 

  ＊総合介護予防プログラム調整部会（栄養・筋力・足裏等、包括予防プラン・評価） 

 

 ★５ マネジメントリーダー業務（地域包括支援センタースタッフを目指す） 

＊問題ケースプラン・包括ケアプランの作成支援（通常ケアプランの指導支援含む） 

・・・他制度間調整（介護・福祉・保健・権利擁護 他）・進行管理・ケアチーム編成

及びカンファレンスコーディネート・進行管理 

   ＊食の自立支援・・・アセスメントの実施・食の支援プラン作成及び部会での説明・結果を踏まえた対

象者への説明合意形成・進行管理（摂食管理・血糖値把握等） 

   ＊総合介護予防プログラム実施（厚生労働省介護予防モデル事業重点市） 

          ・・・食の自立支援（介護予防ケース）の一連の流れを基本として、スクリーニング・

個別アセスメント・事前評価包括介護予防プラン（個別プログラム）を作成・サ

ービス導入管理・モニタリング・評価・見直し 

 
 ★６ 地域型介護予防事業運営及び管理業務（民間事業者委託管理含む） 

   ・うえるかむ事業（閉じこもり予防） 

   ・ふれっしゅらいふ事業（筋力向上トレーニング） 

   ・ヘルシーフット事業（フットケアand足の裏健康改善・転倒予防）  

   ・食の自立支援事業（栄養改善・食のケアプラン提供・進行管理） 

 
★７ ヘルス喫茶サロン 

 
★８ 食の自立支援マネジメントセンターデイ      

  ※★６～★８は、二つの小学校余裕教室を改修した、介護予防センター「ふれあいプラザ」及び公民館等

で、事業実施している。 
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４ 在宅介護支援センター相談員（専門職）に求められるもの 

 ＊接遇・洞察能力・・・接近困難者対応や、高齢者が訴えるニーズはあたりまえ見えないニーズの洞察をす

る 

 
 ＊説明・説得能力・・・リーダーシップとヘッドシップを基本とした説明説得の必要性、この能力がなけれ

ば、施策の推進はしない 

 
 ＊カンファレンスコーディネート能力・・・状況報告ばかりのカンファレンスはＮＯ、結果に導く会議進行を

身につけ、合議制の意義を認識 

 
 ＊制度間調整能力・・・医療保険、生保や支援費等の調整はもとより、権利擁護前段の消費生活相談員等の

チームケア参加調整や、税申告等の制度理解も重要なことである 

 
 ※在宅介護及び地域型介護予防の充実には、上記４点の能力向上が不可欠である。地域で在宅を中心に専門

職が行うソーシャルワークのあり方を、きちんと考える。 
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５ 和光市の介護予防ビジョン（新予防給付を含む制度改正を見据えて） 

 ★１ 新予防給付を勘案したコミュニティケア会議の機能拡大 

    ・介護予防重点評価・推進部会の設置（モデル事業） 

    ・介護予防プログラム作成部会の設置（モデル事業） 

    ・その他コミュニティケア会議及びケアカンファレンスを活用した人材育成 

 

 ★２ 介護予防サービス提供客体の確立（事業所育成及びスタッフの養成） 

    ・介護予防サービス関係事業者等の保険原理運営の検証 

    ・介護予防型の配食サービス・介護予防食訪問調理(共同調理～自己調理シフト)サービス 

    ・介護予防ヘルパー養成（介護予防食現任研修・在宅筋力トレーニング支援ヘルパー養成） 

    ・足裏健康事業（フットケア含む）・閉じこもり予防・口腔ケアに係る民間サービスのモデル事業の実

施 

    ・地域密着型サービスに係る小規模多機能施設の内容及び市内整備計画の仮作成（介護予防機能を多

機能に組み込む） 

 

★３ 新予防給付対象者の把握と自立者等に係る介護予防事業（市町村事業）対象者の把握 

    ・本市が行っている介護予防スクリーニングシート個別結果と認定審査個別結果の介護度（要支援・

要介護１・要介護２）及びそのケースの疾病状況を突合分析し、介護予防型・生活援助自立支援型

（介護給付）・併用型の分類を図る。 

  
★４ 地域包括支援センターの基盤整備計画を策定     

    ・地域密着型サービスともリンクするが、現在における本市設置の在宅介護支援センターからの変革

は、スタッフ調整をすれば問題ないが、新たな地域包括支援センターをどのように育成設置するか

早急に検討が必要。 

    ・和光市では、食の支援（介護予防型）などは、ケアマネジャーにアセスメントと支援プランの作成

をさせ、マネジメントリーダーレベルも数人育成され、地域包括支援センターを担える居宅介護支

援事業も数社ある。 

    ・簡易な推計においても、新予防給付の対象となるケースを、現行の在宅介護支援センター数で補う

のは非常に厳しいものがある。 
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和光市における介護予防事業の流れ（概要） 
 

?  介護予防事業導入機会 

 ・全被保険者ヘルスアセスメント実施（スクリーニング）による対象者エントリーから 

 ・要介護認定者のケアマネジメントから 

  情報集約セクション 

 ↓ ①長寿あんしん課（介護福祉担当・基幹型在宅介護支援センター） 

 ↓ ②地域型在宅介護支援センター 

 ↓ ③居宅支援事業所（和光市居宅介護支援事業者連絡会参加事業業者） 

 ↓ 

?  個別アセスメント調査 

 ↓ ＊基幹型および地域型支援センターの相談員（一部居宅介護支援事業所） 

 ↓  （担当者・マネジメントリーダーになる） 

?  利用判定（エントリー）、プラン作成及びサービス調整 

 ↓ ＊コミュニティケア会議（食の自立支援部会・介護予防プログラム調整部会・評価部会） 

 ↓   構成＝長寿あんしん課介護福祉担当、基幹型および地域 

 ↓      型センター、管理栄養士（外部）、保健センター（保健師）、 

 ↓      歯科医（外部）、理学療法士（外部）、等 

 ↓ 

?  利用判定結果の報告と食の支援プラン及び介護予防プログラムの説明 

 ↓ ＊基幹型および地域型支援センターの相談員 

 ↓ ＊個別ケアカンファレンス（対象者等同席） 

 ↓ ＊段階的な支援プランへの移行 

↓ 

?  サービスプログラムの実施 

   ＊筋力向上トレーニング系サービス 

   ＊食の自立支援（栄養改善）系サービス 

 

※ 個別評価・総合評価・・・・政策的評価 

 ○ 介護予防重点・評価委員会 
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※マネジメントリーダー

・介護予防プログラム
・自立支援プラン
・福祉サービス利用判定
・総合サービス調整
・ケアカンファレンスの開催
・権利擁護支援

※マネジメントリーダー ※マネジメントリーダー ※マネジメントリーダー

和光南アイリス
在宅介護支援センター和光病院在宅介護支援センター

 （地域交流・食の自立支援・筋力向上・フットケア等）

在宅介護支援センター

・食の自立支援マネジメント業務

                 対応・調整・解決業務

・南地区地域ケア会議管理事務（協力員任命含む）

・介護予防推進業務（モデルマネジメントの作成等）

・うぇるかむ事業担当

長寿あんしん課  介護福祉担当（保険者）

基幹型在宅介護支援センター

和光中央ふきのとう

    コミュニティケア会議

和光市の在宅介護支援センター運営フロー （イメージ図）

  地域協力体制 

（チームケア参加者 うぇるかむ協力員）

・地域型在宅介護支援センター業務連携リーダー

・介護福祉に係る窓口・電話・訪問相談の

・見守りネットワークの実施（地域支援・システム支援）業務

・北地区地域ケア会議管理事務

・介護予防推進業務（モデルマネジメントの作成等）

・うぇるかむ事業担当

・介護福祉に係る窓口・電話・訪問相談の

・地域型痴呆ケア体制推進業務

・介護福祉に係る窓口・電話・訪問相談の

・中央地区地域ケア会議管理事務（協力員任命含む）

・介護予防推進業務（モデルマネジメントの作成等）

・うぇるかむ事業担当
    （地域交流・食の自立支援・筋力向上・フットケア等）

    （低栄養回避食・配慮食の在宅・研修指導）

対応・調整・解決業務

                             対応・調整・解決業務

・在宅医療介護推進業務

   （地域交流・食の自立支援・筋力向上・フットケア等）

 


