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館山市地域包括支援センター運営事業業務仕様書 

（豊房・館野・九重圏域） 

 

１ 業務名 

館山市地域包括支援センター運営事業（豊房・館野・九重圏域）業務委託 

 

２ 業務目的 

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して、包

括的支援事業等を地域において一体的に実施する役割を担う中核的機関としての地域

包括支援センターの業務を委託する。 

 

３ 対象者 

  概ね６５歳以上の要介護者及び要支援者並びに要援護となるおそれのある者並びに

その家族等とする。 

 

４ 委託期間 

  平成２８年４月１日から平成３０年３月３１日までとする。 

 

５ 業務及び内容 

  地域包括ケアシステム構築の体制整備を重点課題として取り組む。 

業務内容は次に掲げるものとし、各業務に関しては地域包括支援センター業務マニ

ュアル（一般財団法人長寿社会開発センター）に従い、三職種が互いに連携し適切に

実施すること。 

 (1) 地域支援事業の包括的支援事業 

  1）介護予防ケアマネジメント業務 

    二次予防事業対象者が要介護状態等になることを予防するため、その心身の状

況に応じて対象者自らの選択に基づき、介護予防事業その他の適切な事業が包括

的かつ効率的に実施されるよう必要な援助を行うこと。 

   ① 対象者の把握 

   ② アセスメント 

   ③ 必要に応じ介護予防ケアプランの作成（＊１件あたり２，０００円） 

   ④ 評価、再アセスメント及びプラン変更（＊１件あたり２，０００円） 

   ⑤ 継続支援のためのモニタリング 

  2）総合相談支援業務 
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    高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくことがで

きるようにするため、どのような支援が必要かを把握し、地域における適切なサ

ービス、関係機関及び制度の利用につなげる等の支援を行うこと。 

   ① 初期段階での相談対応 

   ② 専門的･継続的な相談支援 

    ア）訪問による相談や情報収集 

    イ）支援計画の策定 

    ウ）サービス提供機関や専門相談機関へのつなぎ 

    エ）継続支援のためのモニタリング 

    オ）その他相談支援に関すること 

   ③ 業務実施の上で必要となるネットワークの構築 

   ④ 高齢者の状況の実態把握 

  3）権利擁護業務 

    地域の住民や民生委員、介護支援専門員など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あ

る高齢者が、地域において安心して尊厳のある生活を行うことができるよう、専

門的・継続的な視点からの支援を行うこと。 

   ① 成年後見制度の活用促進 

    ア）成年後見制度に関する情報提供及び普及啓発等 

    イ）成年後見制度の利用に関する判断 

    ウ）成年後見制度の利用が必要な場合の申立て支援 

    エ）診断書の作成や鑑定に関する地域の医療機関との連携 

    オ）成年後見人等となるべき者を推薦できる団体等との連携 

    カ）その他成年後見制度の活用、促進に関すること 

   ② 老人福祉施設等への措置の支援 

    ア）緊急対応の必要性に関する判断 

    イ）老人福祉法上の措置を行う必要がある場合の市との連携 

    ウ）老人福祉法上の措置が行われた後の高齢者の状況把握 

    エ）成年後見制度の利用等を含めた適切な支援 

    オ）その他老人福祉施設等への措置の支援 

   ③ 高齢者虐待（養護者及び養介護施設従事者等）への対応 

    ア）高齢者虐待の相談・通報時の受付、事実確認、支援等の対応 

    イ）高齢者虐待防止マニュアル等の随時改正 

    ウ）緊急対応等連携体制の構築 

   ④ 困難事例への対応 
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   ⑤ 消費者被害の防止 

  4）包括的･継続的ケアマネジメント支援業務 

    高齢者が住み慣れた地域で暮らすことが出来るよう、主治医と介護支援専門員

との連携をはじめ、他の様々な職種との協働や地域の関係機関との連携を図ると

ともに、介護予防ケアマネジメント、指定介護予防支援及び介護給付におけるケ

アマネジメントを実現するため介護支援専門員に対する後方支援を行うこと。 

   ① 包括的・継続的ケアマネジメントの体制構築に向けた取組み 

    ア）関係機関との連携体制づくり（ケアマネジャー連絡協議会・ヘルパー事業

所連絡協議会・通所サービス事業所連絡協議会など） 

    イ）医療機関との連携体制づくり 

    ウ）地域のインフォーマルサービスとの連携体制づくり 

    エ）サービス担当者会議開催支援 

    オ）入院（所）・退院（所）時の連携 

   ② 介護支援専門員に対する個別支援 

    ア）相談窓口の設置 

    イ）支援困難事例を抱える介護支援専門員への対応 

    ウ）個別事例に対するサービス担当者会議開催支援 

    エ）ケアプラン作成指導等を通じた介護支援専門員のケアマネジメント指導・

助言 

    オ）介護支援専門員に対する情報支援 

    カ）質の向上のための研修 

      （介護支援専門員の講演会を企画した場合、講師謝礼については、別途請

求できる） 

  5）地域包括ケアシステムを構築するための事業の充実 

   ①地域ケア会議の開催 

     担当圏域内の高齢者が抱える課題や、困難事例などの個別ケース又は地域の

課題に対して、包括的・継続的な支援を実施するための方法や、把握した地域

課題を解決するため、保健福祉、医療関係者、民生委員など地域の多様な関係

者を集めて、当該事例を検討・協議する会議（地域ケア会議）を開催する。 

②在宅医療・介護連携推進事業に関する業務 

  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

い暮らしを続ける事ができるよう、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市と協働で推進する。 

③生活支援体制整備に関する業務 

  ＮＰＯ、民間企業、協同組合、ボランティア、社会福祉法人等の生活支援サ
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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いくため、市と協働し、必

要となる取組みを実施する。 

   ④認知症施策の推進 

    ア）認知症サポーターに関すること、介護家族会、認知症メモリーウォーク等

の実施 

    イ）認知症ケアパスの作成 

    ウ）認知症初期集中支援チームに関する業務 

    エ）認知症地域支援推進員の設置 

       認知症地域支援推進員は、認知症の人に対し、その状態に応じた適切な

サービスが提供されるよう、医療機関、介護サービス事業者や地域の支援

機関などとの連携ネットワークを構築し、認知症の人やその家族を支援す

る相談業務等を行う。 

また、その他担当する区域の実情に応じて、国の「地域支援事業実施要

綱」で定める業務を実施する。 

  6）介護予防・日常生活支援総合事業の実施に向けた検討及び調整 

介護予防・日常生活支援総合支援事業の実施に向けて、市と協働し、地域にお

ける健康づくりのための体制の検討や、高齢者を支援する既存の社会資源の把握

及び拡充により、地域の支え合いの体制を構築するための検討など、必要となる

事前準備・調整を行う。 

 

 (2) 地域支援事業の任意事業の一部 

  1）配食サービス事業調査事務 

   ①業務内容 

   ア）サービス利用相談受付および市への申請援助 

    ＊地域包括支援センターに直接相談があった場合。 

   イ）継続支援のためのモニタリング 

  2）家族介護支援事業(介護家族会のつどい) 

   ①業務内容 

    認知症の理解を深めること。介護者同士の意見交換、介護者の気分転換を図る。 

    介護相談等 

   ②契約方法 

    年間計画により、別途事業委託契約とする。 
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 (3) 指定介護予防支援事業 

   介護保険における予防給付の対象となる要支援者が介護予防サービス等の適切な

利用を行うことができるよう、その心身の状況、その置かれている環境等を勘案し、

介護予防サービス計画を作成するとともに、当該介護予防サービス計画に基づく指

定介護予防サービス等の提供が確保されるよう、介護予防サービス事業者等の関係

機関との連絡調整等を行うこと。 

   但し、この指定介護予防支援の業務を行うため、介護保険法（平成 9 年法律第 123

号）第 115 条の 22 の規定に基づき市の指定を受けること。 

  1）予防給付に関するケアマネジメント業務 

  2）指定介護予防支援業務に係る介護予防サービス計画費（介護報酬） 

   指定介護予防支援業務に係る介護予防サービス計画費は受託者の収入とする。 

  3）指定介護予防支援業務の委託 

    地域包括支援センターは指定介護予防支援業務の一部を、委託契約を締結した

事業者が営む指定居宅介護支援事業所に委託できる。委託に当たっては以下の点

に留意すること。 

   ① 委託に関し地域包括支援センター運営協議会の協議を経ること。 

   ② 館山市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平

成 26 年条例第 25 号）第 32 条に規定するアセスメント業務や介護予防サービス

計画の作成業務等が一体的に行われるように配慮すること。 

   ③ 委託先の指定居宅介護支援事業所が、指定介護予防支援業務に関する研修を受

講する等必要な知識・能力を有する介護支援専門員が従事する事業所であるこ

と。 

   ④ 指定介護予防支援業務に係る責任主体は、地域包括支援センターであり、委託

を行った場合であっても、委託先の指定居宅介護支援事業所が介護予防サービ

ス計画の原案を作成する場合には、当該計画が適切に作成されているか内容が

妥当か等について確認を行うこと。また、委託先の指定居宅介護支援事業所が

評価を行った場合には、当該評価の内容について確認を行い、今後の指定介護

予防支援の方針等を決定すること。 

   ⑤ 委託料については、介護予防サービス計画費、指定居宅介護支援事業所への委

託範囲を勘案して、業務量に見合った適切な額を、センターが指定居宅介護支

援事業所との契約において設定すること。 

 

 (4) その他業務 

  1）毎月の報告に関する業務 
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    毎月の実績を市の定める様式により業務実施月の翌月１５日までに市に報告す

ること。市は、報告書の受理後１０日以内にその内容を審査するものとする。 

  2）年間を通じた計画的な業務の遂行に関する業務 

    年間事業計画及び予算書を策定し市に提出するとともに、当該計画に基づいた

業務遂行に努めること。また、年間の活動報告書及び決算書を作成し、年度終了

後３０日以内に市に提出すること。 

  3）市及び地域包括支援センター同士の連携に関する業務 

  4）担当区域を越えた業務への対応 

担当区域を越えた業務については、その他の区域のセンターと連携を図りなが

ら実施することとする。 

  5）地域包括支援センター運営協議会での報告、説明等の業務 

  6）介護予防事業の協働 

  7）適正な記録管理に関する業務 

  8）会議等への出席 

   ①地域包括支援センター運営協議会 

   ②高齢者虐待防止ネットワーク会議 

   ③運営推進会議 

   （認知症対応型共同生活介護施設、小規模多機能型居宅介護施設及び地域密着型

通所介護事業所（小規模通所介護）） 

   ④民生委員児童委員協議会定例会 

   ⑤高齢者見守りネット報告会 

   ⑥地域包括ケアシステム構築のための会議への出席 

   ⑦その他 

     本業務委託契約の締結日以降、介護保険制度改正への市の対応方針の決定及

び国の政令・省令などでセンターに関する新たな業務が発布された場合等によ

り、前述の業務以外の業務を実施する必要性が生じた場合には、別途、市と協

議のうえこれを実施するものとする。 

 

６ 施設の名称及び担当圏域 

  館山市地域包括支援センターA（仮称）  豊房、館野、九重地区 

 

７ 業務日等 

 (1) 月曜日から土曜日 

 ただし、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休

日及び１２月２９日から翌年１月３日までを除く。 
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 (2) 業務時間については、法人の業務時間に準ずるものとし、相談時間は、月曜日か 

   ら金曜日については９時から１７時、土曜日については９時から１２時までとす

る。 

   シフト制等により上記対応が出来るよう調整するとともに、業務時間外において 

   も、緊急時の対応など常に連絡が取れるように相談体制を準備しておくこと。 

 

８ 人員配置 

（１）職員の配置は，次に掲げる職員を常勤で配置し、各職種についてはそれぞれ１名

ずつ配置すること。また，その中の１人（介護支援専門員を除く）は管理責任者を

兼ねることができる。 

  ①保健師又はこれに準ずる者  

   保健師に準ずる者として，地域ケア・地域保健等に経験のある看護師。なお、こ

の看護師に准看護師は含まないものとする。 

  ②社会福祉士又はこれに準ずる者  

   社会福祉士に準ずる者として，福祉事務所の現業員等の業務経験が 5 年以上又は

介護支援専門員の業務経験が３年以上あり，かつ，高齢者の保健福祉に関する相談

援助業務に３年以上従事した経験を有するもの。 

  ③主任介護支援専門員又はこれに準ずる者 

ただし、業務経験５年以上の介護支援専門員でも可とするが、原則として主任介

護支援専門員又はこれに準ずる者とする。 

   主任介護支援専門員に準ずる者として、「ケアマネジメントリーダー活動等支援事

業の実施及び推進について」（平成 14 年 4 月 24 日付け老発第 0424003 号厚生労

働省老健局長通知）に基づくケアマネジメントリーダー研修を修了し、介護支援専

門員としての実務経験を有し、かつ、介護支援専門員の相談対応や地域の介護支援

専門員への支援等に関する知識及び能力を有していると地域包括支援センター運営

協議会で承認を得た者 

（２）（１）の各項目に掲げる職員のほか，必要に応じて事務職員（非常勤でも可）を１

名配置することができる。 

 

９ 職員の責務 

 (1) 地域包括支援センターの職員は、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万

全を期するものとし、正当な理由なく、その業務に関し知り得た秘密を漏らしては

ならない。 

 (2) 地域包括支援センター職員は、本事業の果たすべき役割の重要性を考慮し、各研

修会及び異職種との交流等あらゆる機会を捉え、個別処遇計画の策定等の技術に関
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し自己研鑽に努めること。 

 

１０ 法令等の遵守 

  地域包括支援センターの運営にあたっては、本仕様書のほか、関係法令を遵守しな

ければならない。 

 

１１ 守秘義務 

  地域包括支援センターの設置者若しくはその職員又はこれらの職にあった者は、正

当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。また各事業

の実施に当たり、当該事業の実施に関する個人情報を利用する必要があるときは、あ

らかじめ本人から個人情報を目的の最小限の範囲で利用することに同意を得ておくこ

と。 

  なお、個人情報の適切な取扱について受託者が講ずべき措置は、別記「個人情報取

扱特記事項」によるものとする。 

 

１２ 公平･中立性 

  受託者は、地域包括支援センターを運営するにあたり、正当な理由なく特定の事業

者･団体・個人を有利に扱うことがないよう十分配慮すること。 

 

１３ その他 

本仕様書は、本業務委託の基本的な事項を定めるものであり、仕様書に記載されて

いない事項であろうとも、委託の目的を達成するために必要と思われる事項について

は、受託者の責任において行うものとする。また、本仕様書に定めのない事項につい

て、疑義が生じた場合は、市と受託者が双方協議のうえ決定するものとする。 



別記

　（複写等の禁止）

第７　乙は，甲の指示又は承諾があるときを除き，本業務を処理するために甲から貸与され

　た個人情報が記録された資料等を複写し，又は複製してはならない。

第９　乙は，本業務を処理するために甲から貸与され，又は乙が収集し，若しくは作成した

　個人情報が記録された資料等を，この契約の終了後直ちに甲に返還し，又は引き渡すもの

　（再委託の禁止）

第８　乙は，本業務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし，甲の承諾があると

　きを除き，第三者に取り扱わせてはならない。

　（資料等の返還等）

　ならない。

　個人情報の保護に関する法律の趣旨に照らして，個人情報の保護に関して必要な事項を周

　知しなければならない。

　（漏えい，滅失及びき損の防止）

第４　乙は，本業務に係る個人情報の漏えい，滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正

　な管理のために必要な措置を講じなければならない。

　（収集の制限）

第５　乙は，本業務を処理するために個人情報を収集するときは，本業務を処理するために

　必要な最小限の範囲内で，適正かつ公正な手段により行わなければならない。

　（個人情報の目的外の利用及び提供の禁止）

第６　乙は，館山市（以下「甲」という。）の指示又は承諾があるときを除き，本業務に関

　して知り得た個人情報を，本業務を処理するため以外に利用し，又は第三者に提供しては

　（秘密の保持）

第２　乙は，本業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ，又は不当な目的に

　利用してはならない。なお，この契約が終了し，又は解除された後においても同様とする。

　（業務従事者への周知）

第３　乙は，本業務に従事する者に対し，在職中及び退職後においても本業務に関して知り

個人情報取扱特記事項

　得た個人情報をみだりに他人に知らせ，又は不当な目的に利用してはならないことなど，

　とする。ただし，甲が別に指示したときは，当該方法によるものとする。

　（基本的事項）

第１　この契約による業務（以下「本業務」という。）の受託者（以下「乙」という。）は，

　館山市個人情報保護条例（平成１６年館山市条例第８号）に基づき，個人情報の保護の重

　要性を認識し，本業務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては，個人の権利利益

　を害することのないよう，個人情報を適正に取り扱わなければならない。



　解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。

　ことを知ったときは，速やかに甲に報告し，甲の指示に従うものとする。なお，この契約

　が終了し，又は解除された後においても同様とする。

　（契約の解除及び損害賠償）

第１１　甲は，乙がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは，この契約の

　（事故発生時における報告）

第１０　乙は，この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ，又は生ずるおそれがある


