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羽生市地域包括支援センター運営業務委託仕様書 

 

１ 業務名 

  羽生市地域包括支援センター運営業務 

 

２ 目的 

  本仕様書は、介護保険法の関連法令（羽生市の関係条例等を含む）及び羽生市地域包括支援セ

ンター運営業務委託法人募集要項に定めるもののほか、本市における地域包括支援センター（以下

「センター」という。）の運営業務の委託に関して必要な事項を定める。 

 

３ 圏域及び名称 

  本業務を行うセンターの圏域及び名称は次のとおりとする。 

圏 域 担 当 地 区 名  称 

東 部 東１～９丁目、北１～３丁目、井泉、三田ケ谷、村君  東部地域包括支援センター 

西 部 西１～５丁目、羽生、新郷、岩瀬、川俣、上羽生の一部  西部地域包括支援センター 

南 部 中央１～５丁目、南１～８丁目、須影、手子林、南羽生、上羽生の一部 南部地域包括支援センター 

   

４ 委託期間 

  令和５年４月１日から令和１１年３月３１日までの６年間とする。 

 

５ 業務内容 

業務の実施については、国から示された「地域包括支援センター運営マニュアル」及びそ

の他関連通知、または通達に従い実施すること。なお、関係法令等の改正に伴い変更する 

 場合がある。 

  業務内容は次に掲げるものとし、第１号介護予防支援事業及び指定介護予防支援事業の一

部を除き、第三者に再委託することはできない。 

   

（１）包括的支援事業 

①第１号介護予防支援事業 

介護予防・日常生活支援総合事業において、要支援認定者及び基本チェックリスト該当

者に対して、自立支援・重度化防止に資するため、介護予防及び日常生活支援を目的とし

て、その心身の状況、置かれている環境その他の状況に応じて、本人の選択に基づき、訪

問型サービス、通所型サービス、その他生活支援サービス等適切なサービスが包括的かつ

効果的に提供し、一人ひとりの状況に合わせた介護予防ケアマネジメントを行うこと。 
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②総合相談支援業務 

地域の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、地域における関係者とのネットワークを構築するとともに、高齢者の心身

の状況や生活実態、必要な支援等を幅広く把握し、相談を受け、地域における適切な保

健・医療・福祉サービス、機関又は制度の利用につなげる等の支援を行うこと。 

なお、生活課題を抱える地域住民及びその世帯に対する包括的な支援体制を整備する

観点から、相談者の属性や世代に関わらず、相談の受け止めや関係機関との協働による

世帯全体へのチーム支援など必要な支援を行う。 

（ア）地域におけるネットワークの構築 

支援を必要とする高齢者を見出し、保健・医療・福祉サービスをはじめとする適

切な支援へのつなぎや継続的な見守りを行い、更なる問題の発生を防止するため、

民生委員や地域の関係機関との連携を図りながら地域における様々な関係者のネッ

トワーク構築を図ること。 

   （イ）実態把握 

構築したネットワークを活用するほか、様々な社会資源との連携、高齢者世帯へ

の戸別訪問、同居していない家族や近隣住民からの情報収集等により、高齢者や家

族の状況等についての実態把握を行うこと。特に、地域から孤立している要介護（支

援）者のいる世帯や介護を含めた重層的な課題を抱えている世帯等、支援等が必要

な世帯を把握し、高齢者や家族への支援につなげること。 

（ウ）総合相談支援 

     ａ 初期段階の相談対応 

        本人、家族、近隣の住民、地域のネットワーク等を通じた様々な相談を受け

て、的確な状況把握等を行い、地域共生社会の観点に立った包括的な相談等を

実施するとともに、専門的・継続的な関与または緊急の対応の必要性を判断し、

適切な対応を行うこと。また、適切な情報提供を行うことにより相談者自身が

解決することができると判断した場合には相談内容に即したサービスまたは

制度に関する情報提供、関係機関の紹介等を行うこと。 

     

 ｂ 継続的・専門的な相談支援 

        前担当地域包括支援センターが継続的に関わっている支援が必要な高齢者

について、十分な引継ぎを受けること。また、前任者とともに高齢者への挨拶

を行い、引継ぎを受けたことについて周知すること。また、専門的・継続的な

関与または緊急の対応が必要と判断した場合には、より詳細な情報収集を行い、

個別の支援計画の策定及び支援を行い、適切なサービスや制度につなぐととも

に、定期的に情報収集を行い、期待された効果の有無を確認すること。 
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ｃ 家族を介護する者に対する相談支援 

    家族を介護する者に対する相談支援を実施する際には、相談援助・支援、介

護に関する情報や知識・技術の提供、家族介護者同士の支え合い場の確保、家

族介護者に関する周囲の理解の促進等のニーズを踏まえ、育児と介護を同時期

に担う方にも配慮しつつ支援を行うこと。 

 

  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・継続的な視点から支

援を行うこと。 

  （ア）成年後見制度の活用促進 

      成年後見制度の利用が必要と思われる高齢者の親族等に対して、成年後見制度の

説明や申立てにあたっての関係機関の紹介などを行い、申立てを行える親族がいな

いと思われる場合や、親族があっても申立てを行う意思がない場合で、成年後見の

利用が必要と認める場合、速やかに市に状況報告し、市長申立てにつなげ、市及び

関係機関等と連携を図り、必要な支援を行う。 

      また、成年後見制度を幅広く普及させるための広報啓発を実施する。 

  （イ）老人福祉施設等への措置の支援 

      虐待等の場合で、高齢者を老人福祉施設等へ措置入所させることが必要と判断し

た場合は、市及び関係機関等と連携を図り、必要な支援を行う。 

  （ウ）高齢者虐待への対応 

      虐待の事例を把握した場合には、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支

援等に関する法律」（平成 17年法律第 124号）等に基づき、速やかに当該高齢者を

訪問して状況等を確認し、市及び関係機関と連携を図り、状況に即した適切な対応

を行う。 

  （エ）困難事例への対応 

      高齢者やその家庭に重層的に課題が存在している場合、高齢者自身が支援を拒否

している場合等の困難事例を把握した場合には、センターに配置されている専門職

が相互に連携するとともに、センター全体で対応を検討し、必要な支援を行う。 

  （オ）消費者被害の防止 

      高齢者や家族、関係機関等からの相談や実態把握によって、消費者被害に関する

問題が発生している又はその恐れがあると認められる場合には、関係機関と連携を

図り、必要な支援を行う。 

また、電話・訪問販売による消費者被害を未然に防止するため、消費者センター

等と定期的な情報交換を行うとともに、民生委員、介護支援専門員、訪問介護員等
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へ情報提供・普及啓発を図る。 

 

  ④包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

地域の高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、介護支援専門員、主

治医、地域の関係機関との連携、在宅と施設の連携など、地域において、他職種相互の協

働等により連携するとともに、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との相互の連携を図ることにより、個々の高齢者の状況や変

化に応じた包括的・継続的なケアマネジメントを実現するため、地域における連携・協働

の体制づくりや個々の介護支援専門員に対する支援等を行うものとする。 

  （ア）包括的・継続的なケア体制の構築 

      在宅・施設を通じた地域における包括的・継続的なケアを実施するため、医療機

関を含めた関係機関との連携体制を構築し、地域の介護支援専門員と関係機関の間

の連携を支援する。 

      また、地域の介護支援専門員が、地域における健康づくりや交流促進のためのサ

ークル活動、老人クラブ活動、ボランティア活動など介護保険サービス以外の地域

における様々な社会資源を活用できるよう、地域の連携・協力体制を整備する。 

  （イ）地域における介護支援専門員のネットワークの活用 

      地域の介護支援専門員の日常的な業務の円滑な実施を支援するために、介護支援

専門員の情報交換等を行う場を設定するなど介護支援専門員のネットワークの構

築や活用を図る。 

  （ウ）日常的個別指導・相談 

      地域の介護支援専門員の日常的業務の実施に関し、介護支援専門員に対する個別

の相談窓口の設置、居宅（介護予防）・施設サービス計画の作成技術の指導、サービ

ス担当者会議の開催支援など、専門的な見地からの個別指導、相談への対応を行う。 

      また、地域の介護支援専門員の資質向上を図る観点から、必要に応じて、地域包

括支援センターの各専門職や関係機関とも連携のうえ、事例検討会や研修会の実施、

制度や施策等に関する情報提供等を行う。 

 （エ）支援困難事例等への指導・助言 

      地域の介護支援専門員が抱える支援困難事例について、地域包括支援センターの

各専門職や関係機関との連携のもとで、具体的な支援方針を検討し、積極的に指導

助言等を行う。 
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⑤地域ケア会議推進事業 

    地域の支援者を含めた多職種が専門的視点を交え、介護支援専門員のケアマネジメン

トを通じて高齢者個人に対する支援の充実を行うとともに、個別の困難事例や生活圏域

の課題を解決することを目的に、市とセンターが緊密に連携しながら、個別地域ケア会

議（困難事例のケース会議等）、自立支援型地域ケア会議等を開催し、地域に必要な資源

開発や地域づくりの取組を推進していくものとする。なお、今後公布される政令、省令

等で規定される内容も含むものとする。 

（ア）個別地域ケア会議 

困難事例の検討を通じて、高齢者が住み慣れた地域で尊厳のあるその人らしい生

活ができるよう、関係者や地域の支援者が協力して個別課題解決に向けた協議をす

る場として開催すること。 

（イ）自立支援型地域ケア会議 

    様々な専門職による自立支援に資するケアマネジメントについての助言を得る場

として開催すること。 

 

⑥在宅医療・介護連携推進事業 

医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、人生の最後まで住み慣れた地域で、

自分らしい暮らしを続けることができるよう、市民への在宅医療・介護に関する意識の

醸成や医療機関と介護事業所等の連携強化に資する取組を行い、市民への啓発や多職種

が参加する事例検討会や研修会等に参加し、医療・介護連携に努め適切な支援につなげ

ること。また、市が行う様々な事業に関しても、市と連携しながら協力を行うものとす

る。なお、今後公布される政令、省令等で規定される内容も含むものとする。 

 

⑦生活支援体制整備事業 

    第１層協議体、社会福祉協議会、ボランティア等の関係機関と連携しながら、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、高齢者を支援する既存の社会資源の把握及び拡充による地域の支え合いの体制の

構築など、市と協働し、必要となる取組を実施すること。なお、今後公布される政令、

省令等で規定される内容も含むものとする。 
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⑧認知症総合支援事業 

    認知症の人が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることを目的とし、認知症の人や

その家族に対して効果的な支援が行われる体制を構築すること。あわせて、認知症ケア

向上を図るための取組みを行う認知症地域支援推進員を配置すること。 

また、認知症初期集中支援チームとの連携や認知症の人やその家族への支援、普及啓

発等の実施及び市が行う様々な事業に関し、協力を行うものとする。なお、今後公布さ

れる政令、省令等で規定される内容も含むものとする。 

 

（２）多職種協働による地域包括支援ネットワークの構築 

包括的支援事業を効果的に実施するためには、介護サービスに限らず、地域の保健・福

祉・医療サービスやボランティア活動などのインフォーマルサービスを有機的に連携する

ことができる環境整備を行うことが重要であることを踏まえ、連携体制を支える共通的基

盤として多職種協働による「地域包括ネットワーク」の構築のため、センターはこれらの

関係者との連携に努めるものとする。 

 

（３）一般介護予防事業 

要支援・要介護状態となる恐れのある高齢者を早期に把握し、要介護状態等をなること

を予防し、活動的で生きがいのある生活や人生を送ることができるよう支援すること。 

介護予防の意義や知識の普及啓発、地域において介護予防活動が自主的に実施されるこ

とで、介護予防に向けた地域づくりを推進すること。また、介護予防に関わる人材育成、

地域活動組織の育成、支援等を実施し、介護予防の重要性や一般的な知識、介護予防事業

の内容、参加方法等に関する情報について積極的に普及啓発を行い、地域ぐるみで介護予

防の推進を目指すこと。なお、今後公布される政令、省令等で規定される内容も含むもの

とする。 

 

（４）指定介護予防支援 

    介護保険における予防給付の対象となる認定者が介護予防サービス等の適切な利用

等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

調整などを行うものとする。 

この指定介護予防支援の業務は、センターが行う業務とされており、法 115条の 22の

規定に基づき、市の指定を受けるものとし、業務の実施にあたっては、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（平成 18年厚生労働省令第 37号）を遵守するものとする。 
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（５）任意事業、その他の業務(市が必要と認める事項)等 

 任意事業、その他の業務(市が必要と認める事項)等をはじめとする市が行う様々な事

業に関し、市と連携しながら協力を行い、事業を推進していくものとする。なお、今後

公布される政令、省令等で規定される内容も含むものとする。 

 

６ 事業計画の策定・報告等 

   センターの各事業について、市の定める様式により翌月締め切り日までに報告をあげる 

  こと。なお、年間計画及び実績報告等については、評価事業と連動させて作成し、指定し

た期日までに提出すること。 

 

７ センター運営方針について 

   センターの運営方針にあたっては、その運営方針を定め、羽生市地域包括支援センター

運営協議会の審議を経て、承認を受けなければならない。そのため、運営協議会にセンタ

ー職員が出席し、説明を行うものとする。 

 

８ 運営体制 

   センターの運営体制については、次の点に留意し業務を行うこととする。 

 （１）３専門職（Ｐ８ 職員の配置（１）～（３）の資格を有する専従職員をいう。以下同じ。）

をはじめとする職員全員が、地域の課題に対する共通認識を持ち、目的を共有化し、

連携及び協力して業務を実施すること。 

 （２）年間計画に基づいて評価を行い、年間活動計画や業務内容・改善内容について職員間  

    で共有し、進捗管理を行うこと。 

 （３）対応事例等については、ケース会議等で情報共有を行い、センター全体として対応 

    を図ること。 

 （４）緊急対応等、必要に応じて市職員とケース支援を行うなど、行政との連携を図りなが 

    ら業務にあたること。 

 （５）センターに寄せられた苦情等については、その内容や対応方法について記録を残し市 

    に報告すること。 

 （６）個人情報の取扱いについては、社会資源を十分に活用し、市や関連機関等との連絡体  

    制協議のうえ、緊急時に対応できる体制を整備すること。 

（７）圏域を超えた業務については、担当圏域のセンターと連携を図りながら実施すること。 

 

９ 業務に要するシステム 

（１）システムの使用 

     センターの業務実施にあたっては、本市が指定する「地域包括支援センターシステム」

を使用し情報の共有を図ること。 
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（２）機器の貸与 

    委託業務に関するシステムのために使用するパソコン３台、プリンター１台につい

ては貸与する（ただし毎月の回線使用料はセンターの負担）。なお、それらを本業務以

外の用途に使用しないものとし、取扱いに十分注意し、管理体制を整えること。 

 

１０ 業務時間 

 （１）業務日 

    月曜日から金曜日 

※ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日、及び年末年始（１２月２９日

から１月３日）は除く。 

 （２）業務時間 

    午前８時３０分から午後５時１５分 

（３）その他 

業務時間外でもあっても地域住民、関係団体等の会議、研修会等への参加・対応が可

能となるように調整するほか、電話等により市が関与しなくとも２４時間が対応な連絡

体制を確保すること。なお、緊急時の連絡体制については、運営本体施設等との連携に

よる対応としても差し支えないものとする。 

 

１１ 職員の配置 

  職員体制は、必ず常勤で専従の以下の職員を各１名以上配置すること。また、職員の選定

についてはその者の経験や能力から適切かつ効果的な業務の履行が期待できる者とし、その

中の１名を管理者とすること。また、３専門職種の常勤かつ専従のいずれかの職員が産前・

産後休暇、育児休暇又は３０日以上の病気休暇等を取得する場合、あるいは退職等に伴う欠

員が生じた場合には、速やかに市に報告し、代替えの職員を配置すること。 

（１）保健師またはこれに準ずる者  

   保健師に準ずる者は、地域ケア、地域保健等に関する経験のある看護師（准看護師を

除く）であり、かつ、高齢者に関する公衆衛生業務経験を１年以上有する者とします。 

（２）社会福祉士またはこれに準ずる者 

   社会福祉士に準ずる者は、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者とする。 

（３）主任介護支援専門員またはこれに準ずる者 

    主任介護支援専門員に準ずる者は、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
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関する知識及び能力を有している者とする。 

 

１２ センターの設置 

 （１）設置場所は、応募する圏域内とすること。 

 （２）センターを設置する予定である建物及び不動産については、建築基準法やその他の法

令等を遵守していること。 

 （３）センターには事務室と相談室を設置すること。なお、相談室は相談者のプライバシー

が確保されるような構造とすること。 

（４）事務室には受付等に対応できるような、受付カウンターを設置すること。また、併設 

のサービス提供事業部門がある場合はセンターの事務室スペースとは分離すること。 

（５）事務室内には、事務机・椅子一式、施錠可能な書類保管庫を整備し、専用利用できる 

電話、ＦＡＸを設置すること。なお、委託業務に関する「包括支援システム」及びパ

ソコン３台、プリンター１台については貸与する（ただし毎月の回線使用料はセンタ

ーの負担）。 

 （６）市が指定するインターネットへの接続方式（ＶＰＮ）とし、センターが専用で利用で 

きる電子メールアドレスを取得すること。 

 （７）センターには看板を１つ以上設置し、地域住民等へ周知すること。 

 （８）センターの職員業務に必要な自動車を配備すること。 

 （９）センターへの来訪者に配慮し、事務所の所在地がわかるよう、案内板を１つ以上設置 

し、地域住民への周知に努めること。 

   ※前に定める設備類及びその他の設備に関する経費は、受託者が負担すること。 

 

１３ 運営財源等 

 （１）センター運営にかかる委託料 

    各年度における委託料の上限  １６,０００,０００円（人件費、事務費ほか） 

 （２）指定介護予防支援事業に係る介護予防サービス計画費 

    センターを受託する法人の報酬とする。第１号介護予防支援事業及び指定介護予防支 

援業務の一部委託を行う場合は、指定居宅介護支援事業所へ委託料を支払うことにな 

る。 

（３）本事業は市委託事業であり、地域支援事業交付金の対象であることから、３専門職種

またはこれに準ずる者の配置を必須としており、職員の欠員が生じた場合はその期間

及び内容により、委託料から一部返還を求めるものとする 
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１４ 委託料の請求・支払い 

センター運営業務委託契約後、市の指定する方法により、請求するものとし、委託料は四

半期ごとに概算払いで支払うものとする。 

  なお、市は委託料の適正な請求を受けたときは、請求日より起算して３０日以内に支払う

ものとする。 

 

１５ 留意事項 

（１）個人情報の管理及び守秘義務 

     センターは運営上、多くの個人情報を取り扱うことから、次に掲げる事項に留意し

なければならない。 

   ①法及び羽生市個人情報保護条例（平成13年条例第3号）等に基づき、適正に個人情報

を管理し、個人情報について厳重に取り扱うとともに、その紛失・漏洩がないよう

に十分配慮すること。 

②各事業の実施にあたり、各業務の担当者が互いに情報を共有し、その活用を図ること

が重要であることにかんがみ、予め本人から個人情報を事業目的の範囲内で利用する

旨の了解を得ること。 

   ③センターの業務に従事している者、または従事していた者は、当該業務に関して知り

えた個人情報を他人に知らせたり、不当な目的に使用したりしてはならない。 

 （２）公平・中立性 

     利用者に提供される介護予防サービス等が特定の種類に偏することがないよう、ま

たは特定の介護予防サービス事業者等に偏らないよう公平中立を確保すること。 

（３）関係法令等の遵守 

    センター運営にあたり、羽生市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準

を定める条例、羽生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を定める条例、地方

自治法、介護保険法ほか関係法令を遵守すること。 

 

１６ 協議事項 

   この仕様書に関し、疑義が生じた場合またはこの仕様書に定めのない事項については、

その都度市と協議して決定するものとする。 

 


