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権利擁護への協力要請 
 
 

 総合相談 

      地域包括支援センター 

        自治体 

  

          在院日数短期化 
病院機能再編   

包括医療 
 

 医療機関 

 医師 
看護師・リハチーム 
相談室（医療相談・
看護相談） 

 

ケアマネジャー 

在宅医療担当医師 

訪問看護Ｓｔ． 

ヘルパー 

通所・訪問リハ 

支
援 

ショートステイ等 

在
宅 

介護予防事業 

多様な予防の取り組み
での連携 

ケアマネジメント
支援 

保健所 

社会福祉協議会 

福祉事務所 

支
援 

包括的継続的ケアマネ
ジメント支援事業 

権利擁護事業 
東京都老人総合研究所作成資料・一部加筆・修正 



地域ケアにおける諸課題 

○家族構成数の減少に伴う家族の介護力がない事例
への対応(高齢者同士の老々介護、介護者も認知
症・精神障害や疾病を抱えている、介護者の長時間
勤務・失業、男性介護者の課題・・・・) 

 ⇒介護者支援と虐待防止 

○単身で身寄りがない世帯の急増に伴う生活支援の
課題 

 ⇒生活援助(家事支援）による環境整備 

 ⇒近隣による見守り・支え合い体制 

 ⇒成年後見制度や日常生活自立支援事業等の地域
の権利擁護システムの構築と連携  
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地域ケアにおける諸課題 

 ○地域ケアにかかわる社会資源情報の
整理と市民への情報提供の重要性 

 

 ⇒医療、介護、福祉、権利擁護、居住支
援等の地域ケアに関わる社会資源情報
の整備と地域住民、関係者へのわかり
やすい情報の周知 

 (※地域課題の共有、地域の取り組みの事例
提示等も含む) 

  
 



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 

２０２５年の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 

・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 

・特定施設入所者生活介護 

                等 
 

日常の医療： 
 ・かかりつけ医 
 ・地域の連携病院 

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 
・急性期病院 
・亜急性期・回復期 
 リハビリ病院 

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 

介護の将来像（地域包括ケアシステム） 
○ 住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの実現により、 
 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 
 きるようになります。 
 
○ 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を生じています。 
  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です。 
 



（説明責任） 

利用者に必要な情報を適切な方法･わかりや
すい表現を用いて提供し、利用者の意思を確
認する。 

 

（利用者の自己決定の尊重） 

利用者の自己決定を尊重し、利用者がその権
利を十分に理解し、活用していけるように援
助する。 

6 出典： 日本社会福祉士会倫理綱領 

利用者に対する倫理責任 



個別支援と地域支援の循環 
(予防的な相談支援ができる地域づくりの必要性） 

予防 

発見 

支援 

対応 

組織 

地域 

7 
出典：日本社会福祉士会(2010) 『地域包括支援センターにおける連携・ネットワークの構築に関する研究 研修事業報告書』  



総合相談の流れとネットワーク 
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住民主体の地域ネットワーク 

専門機関のネットワーク 

総合相談 
（初期相談） 

総合相談 
（権利擁護等の 
専門的相談） 

ネットワークの 
活用 

実態把握 
ネットワーク 
構築 

 出典：日本社会福祉士会 『地域包括支援センターのソーシャルワーク実践』  



地域包括ケア実現に向けた多様な活動の循環例 

地域ケア会議 
（自治体全域ネットワーク） 

個別支援 個別支援 個別支援 個別支援 個別支援 個別支援 

地域包括支援センター 

運営協議会 

介護支援専門員ネットワーク 

地域ケア会議 
（個別ケースサポートネットワーク） 

サービス事業者ネットワーク 

地域ケア会議 
（生活圏域ネットワーク） 

地域福祉計画 

地域福祉活動計画 

介護・医療・保健・ 
福祉等の各種計画 

医療・介護連携ネットワーク 

総合相談支援・権利擁護・ケアマネジメント支援・予防マネジメント等 

地域包括支援ネットワーク 

住民主体のネットワーク 

権利擁護ネットワーク 見守りネットワーク 

個別支援 



地域ケア会議の構成モデル例 

個別ケース 
地域ケア会議 
（個別ケースの検討） 

日常生活圏域単位 

地域ケア会議 
（個別ケースや地域課題の検討） 

 

区市町村単位 

地域ケア会議 
（地域課題の検討） 

 

個別課題解決機能 

地域課題発見機能 

ネットワーク構築機能 

地域づくり・資源開発機能 

政策形成機能 

区市町村を越えた単位 

地域ケア会議 

出典：地域ケア会議運営マニュアル 

地域包括支援センター 区市町村 



●地域概況 

 立川市は、東京都のほぼ中央、多摩地
域にあります。市域の南側には多摩川が、
北側には玉川上水の清流が流れ、地形は
平坦です。業務核都市として商業・業務
機能の整備が進み、JR立川駅徒歩圏内に
国営昭和記念公園や自治大学校もありま
す。市域の北部は都市農業や武蔵野の雑
木林など緑豊かな地域を形成しています。 
 

人口  １７８，４５６人 

●高齢化率 

  ６５歳以上 ２２．０％ 

  ７５歳以上  ９．９％ 

～自治体の概要～ 

東京都立川市 

有数の生産量を誇る立川うど 

立川市キャラクター・くるりん 

国営昭和記念公園         2013年現在 11 
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はごろも包括 

第1地区民児協 
第2地区民児協 

第3地区民児協 

第4地区民児協 

第5地区民児協 

第6地区民児協 

立川市における日常生活圏域６エリアの設定と地域包括支援センターの整備状況 

ふじみ包括・基幹 

たかまつ包括 

さいわい包括 

かみすな包括 

わかば包括 

・市内６ヶ所の地域包括支援センターの
配置 (市内人口約１７万８千人に対し、
６圏域の生活圏域の設定） 
・生活圏域の地区割は地区民生委員協
議会の地区割りと同一（地域福祉推進と
の連携） 
・６ヵ所の地域包括支援センターにプラス
して、住民に身近な相談窓口を強化す
るため、相談窓口機能を担う福祉相談
センター(ブランチセンター)を３ヵ所増配
置。 
・社会福祉協議会運営のセンターを基幹
センターとして設置して全体のネットワー
ク構築を推進 

社協の地域福祉コーディネーター 

行 政 

(立川市) 

民児協と地域包括支援センターの区域を統一 

各種行政計画 

協働・支援 

12 



行政・社会福祉協議会・地域包括支援センター
の協働によるシステム構築 

地 域 福 祉 
コーディネーター 

配  置 

立川市地域福祉計画 立川市社協地域福祉活動計画 

   ～誰もが安心して楽しく 
      幸せに暮らせるまち立川～ 

協働し、参加し、自らつくるまちづくり 
～すべての人がいきいきと 
     暮らす地域をめざして～ 

社会福祉協議会 
地域あんしんセンターたちかわ 

市民活動センターたちかわ 

民生委員・児童委員 自治会 

企業 学校 

支え合いサロン 

・福祉保健 
・生涯学習 
・子育て 
・環境・・・  
・各種行政計画  

協働       

協働推進 

住民主体のネットワーク構築 

専門機関のネットワーク構築 

地域包括支援センター 

行政 ＮＰＯ団体 

ボランティア 

13 



地域ケア会議の立体構造 

地域ケア会議(市全域レベル） 

小地域ケア会議(担当圏域レベル) 

 
個別支援会議(個別ケースレベル) 

 

地域包括支援センター
運営協議会 

保険者・ 
基幹センター 
レベル 

地域包括 
支援センター 
レベル 
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地域包括ケアネットワーク構築のデザイン 

地域ケア会議 

小地域ケア会議 小地域ケア会議 小地域ケア会議 小地域ケア会議 小地域ケア会議 小地域ケア会議 

地域包括支援センター 

運営協議会 

介護支援専門員連絡会・研修会 

地区民生委員協議会への参加 

サービス事業者別連絡会 

地域福祉市民フォーラム 

地域福祉計画 

地域福祉活動計画 

介護・医療・保健・ 
福祉等の各種計画 

地域包括支援センター業務別会議 

総合相談支援・権利擁護・ケアマネジメント支援・介護予防 
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毎月開催の市域全体の 
地域ケア会議・参加団体一覧 

• 地域包括支援センター・福祉相談センター 

• 高齢福祉課・介護保険課・健康推進課 
       （※各課管理職、係長、担当職員） 

• 東京都多摩立川保健所（地区担当保健師） 

• 社会福祉協議会(権利擁護担当、市民活動・地域福祉担当) 

• シルバー人材センター（家事援助コーディネータ－） 

• 消費生活センター（相談員） 

• 市内６病院（ソーシャルワーカー・地域連携室看護師等） 

 
※会議冒頭に地域の新規社会資源紹介の時間を設けて、市内外に新規開設
した介護･医療事業所・NPO、ボランティアグループ等を随時紹介 

 

 
16 



立川市地域ケア会議 
（市全域レベルの地域ケア会議） 

○市内の地域包括ケアに関する総合相談窓口の
関係機関・団体が集まり、地域ニーズへの相談
支援と取り組みの状況報告と意見交換を実施。
相談窓口としての共通対応を推進するとともに、
地域課題の把握と市内全域の地域包括ケア推
進に関する方策の検討を行なう。 

 

○市の福祉施策・介護保険施策に関する情報の
周知、課題把握と調整。（※地域課題把握や地
域包括支援センターの取り組み支援のうえで、
管理職が出る意味合いは大きい） 
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市全域レベルの地域ケア会議の意義 

○市内各地域包括支援センターは、前月の活動を
「状況報告書」にまとめ、全体で共有していきたい
個別事例の課題検討をはじめ、センターとしての全
ての業務の取り組みを振り返る。取り組みを通して
見えてくる地域課題や必要な社会資源があった場
合は文章化して会議で提言。参加している関係機
関間で共有し、対応策を検討。 

 

○市内病院や関係機関による地域包括ケアに関する
情報・意見交換。互いに協働できる推進策の検討。 

 

○関係機関の取り組みのノウハウを吸収・積み上げ。 
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地域課題の例 
• 一人暮らしの高齢者世帯、高齢者のみ世帯が増えており、介護サービ
スや医療サービスが必要になったとき、また終末期をどのように過ごし
ておきたいか、死後の事務はどのようにしておきたいか等の事柄の意
思表示を事前に示しておく必要性が高まっている。  

  →生前からの老いの暮らし方、介護・医療の受け方、終末期、死後事
務等への準備、意思表示の必要性 
 

• 老老介護世帯等で、週末や夜間帯に、利用者本人だけでなく、介護し
ている家族が不調との連絡が入った際の緊急対応が増加している。 

  →介護家族の緊急時対応の増加 
 

• 独居高齢者が居住物件の取り壊し等で転居を迫られ、物件探しを支
援。適切な保証人がいないため保証協会の申込みするも審査通らず。
不動産会社を介して高齢者住宅財団の登録物件を紹介してもらい財
団の保証制度利用にいたる。転居等の一連の手続きに支援者なしで
は困難さがある人が増加している。 

  →保証人なしの事例の増加。住まいの確保、居住支援の必要性 
 



ロジックモデル： 
地域ケア会議の開催（市域全域） 
インプット 活動 アウトプット アウトカム インパクト 

基幹地域包括
支援センター
が事務局機能 
・通知発送 
・資料準備 
・会場準備 
・企画 
・司会進行 
・グループ 
ファシリテート 
 

月1回定期的

に市内の高齢
者福祉に関わ
る相談窓口・
関係機関が集
まって、互い
の情報交換・
地域課題の検
討を行う。 

定期的に相談
窓口・関係機
関が集まって
情報交換・地
域課題の検討
を行えた。 

市内の高齢者
福祉に関わる
相談窓口・関
係機関のネッ
トワークが構
築され良好に
機能している。 

地域住民が安
心して相談支
援が受けられ
る地域環境に
なる。 
 
 

地域包括ケア
の実現 

・少子高齢化・家族構成数の減少等による社会状況の変化 
・多層的な地域課題の増大 
・地域課題解決の為の関係機関ネットワーク構築の必要性の高まり 
・関係機関・団体間のネットワーク構築を求める声の増大 
・「地域ケア会議」の制度化 



業務の見える化の可能性と課題 

• 地域を基盤としたソーシャルワーク実践には、個
別レベル、組織レベル、地域レベルのアプローチ
がある。それぞれのレベルにおける実践の見える
化が必要。 

• データの分析や活用には、相談件数の推移等の
量的な分析・活用とともに、個別支援と地域支援
の取り組み・内容の質的な分析が必要。 

• 相談件数等の量的推移の見える化、類型化が重
要。一方で量的分析のみでも実践現場の全体像
は見えづらい。実践者も量的推移の評価のみで
は張り合いが持てない状況がある。 
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業務の見える化の可能性と課題 

• 実践現場の見える化には、地域実践において
課題となっている事例概要、課題の明確化、対
応方法の簡潔な提示、及び地域におけるネット
ワーク構築等の地域支援実践の事例提示、関
係者相互の情報交換、ノウハウの蓄積、評価、
認め、等の場作りの仕組みが必要。 

• 地域ケア会議は、あくまで地域包括ケアシステ
ム構築、地域ぐるみの支えあいの仕組み構築
に向けた一つの手段でしかないが、地域支援実
践の見える化、関係者間のノウハウの共有、関
係者相互の評価には有用な手段の一つとなる。 
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業務の見える化の可能性と課題 

•各地域の社会資源状況や特色を
活かした構造的な仕組みづくり、
ネットワーク構築が必要となるが、
これまで構築してきたネットワー
ク・仕組み、今後目指すべきネット
ワーク・仕組みのデザインの見え
る化と、地域住民・関係者への分
かりやすい提示が重要となる。 
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