
資料２－２

市実施・センター未実施項目について

１　確認結果

市項目 センター項目

個人情報が漏えいした場合の
対応など、センターが行うべき
個人情報保護の対応について、
センターへ指示しているか。

○ × まつがおか Q14

個人情報が漏えいした場合の
対応など、市町村から指示の
あった個人情報保護のための
対応を、各職員へ周知している
か。

（参考）その他の項目

市項目 センター項目

おおすみ

ごてん

とよだ

ひらつかにし

まつがおか

みなと

個人情報保護に関する市町村
の取扱方針をセンターに示して
いるか。

○ × 富士白苑 Q13

個人情報保護に関する市町村
の取扱方針に従って、センター
が個人情報保護マニュアル（個
人情報保護方針）を整備してい
るか。

市町村から配置を義務付けられ
ている3職種を配置しているか。

＜確認事項等＞
　今回のセンター項目は、３職種に準ずるものは対象外となっているため、６センターが未実施と回答している。全
センターに３職種の配置を義務付けているが、３職種に準ずるもの配置も認めている。全センターにおいて、３職種
に準ずる者は配置しているため、市の基準は満たしている。

Q６

センターに対して、介護保険法
施行規則に定める原則基準に
基づく３職種の配置を義務付け
ているか。

○ × Q７

Q14

＜確認事項等＞
　各センターが個人情報保護マニュアルを整備することは望ましいが、センター運営事業委託に係る契約において
示している別記「個人情報取扱特記事項」を遵守していれば、個別に個人情報保護マニュアルを整備することは義
務付けていない。

Q15
＜確認事項等＞
　事故報告については、事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに市に報告し、市の指
示に従うこととしている。個人情報の適切な取扱いの徹底や事故報告の流れについて、改めてセンターと共有し
た。

確認事項等として記載している内容のとおり、次の項目については、対象のセンターに対応につ

いて指摘しているが、その他の項目は問題なしとする。

市が実施としているがセンターが未実施としてしまっている項目について、次のとおり整理した。
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おおすみ

とよだ

ひらつかにし

まつがおか

おおすみ

ごてん

とよだ

富士白苑

あさひきた

ｻﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ湘南

ひらつかにし

富士白苑

まつがおか

あさひきた

あさひみなみ

ひらつかにし

Q24

＜確認事項等＞
　２センターについては、支援を要請した事例がない（この場合も×となる）旨回答している。

センターからの相談事例に関す
る支援要請に対応したか。 ○ × Q24

相談事例解決のために、市町
村への支援を要請し、その要請
に対し市町村からの支援があっ
たか。

地域ケア会議が発揮すべき機
能、構成員、スケジュールを盛り
込んだ開催計画を策定し、セン
ターに示しているか。

○ × Q37

地域ケア会議が発揮すべき機
能、構成員、スケジュール等を
盛り込んだ開催計画が市町村
から示されているか。

Q31

＜確認事項等＞
　各センターにおいて、年数回程度、ケアマネ支援研修を実施している。年度当初には難しいが、テーマ、講師、会
場等、ある程度決まった段階で指定居宅介護支援事業所に示している。

介護支援専門員から受けた相
談事例の内容を整理・分類した
上で、経年的に件数を把握して
いるか。

介護支援専門員のニーズに基
づいて、多様な関係機関・関係
者との意見交換の場を設けてい
るか。

○ × Q34

担当圏域の介護支援専門員の
ニーズに基づいて、多様な関係
機関・関係者との意見交換の場
を設けているか。

Q34

＜確認事項等＞
　在宅医療人材育成セミナーにおいて、介護支援専門員と関係機関との意見交換の場を設けている。

センターと協議の上、センターが
開催する介護支援専門員を対
象にした研修会・事例検討会等
の開催計画を作成しているか。

○ × Q32

Q35

＜確認事項等＞
　これまで、「介護支援専門員から受けた相談事例」という視点で整理していなかったが、この調査を通じて整理・
集計し、各センターに情報提供している。

センターが介護支援専門員から
受けた相談事例の内容を整理・
分類した上で、経年的に件数を
把握しているか。

○ × Q36

介護支援専門員を対象にした
研修会・事例検討会等の開催
計画を策定し、年度当初に、指
定居宅介護支援事業所に示し
ているか。

Q36

＜確認事項等＞
　地域ケア会議の機能、構成員等を示したマニュアルを配布している他、県への報告に際して、機能、構成員、ス
ケジュール等を盛り込んだ計画を作成し、各包括にも共有している。
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地域ケア会議において多職種と
連携して、自立支援・重度化防
止等に資する観点から個別事
例の検討を行い、対応策を講じ
ているか。

○ × 倉田会 Q40

センター主催の地域ケア会議に
おいて、多職種と連携して、自
立支援・重度化防止等に資する
観点から個別事例の検討を行
い、対応策を講じているか。

地域ケア会議の議事録や検討
事項を構成員全員が共有する
ための仕組みを講じているか。

○ × ゆりのき Q42

センター主催の地域ケア会議に
おいて、議事録や検討事項をま
とめ、参加者間で共有している
か。

あさひきた

倉田会

ひらつかにし

センター主催の地域ケア会議で
検討された内容を把握している
か。

○ × ゆりのき Q45
センター主催の地域ケア会議に
おける検討事項をまとめたもの
を、市町村に報告しているか。

センター、介護支援専門員、生
活支援コーディネーター、協議
体に対して、保険給付や介護予
防・生活支援サービス事業以外
の多様な地域の社会資源に関
する情報を提供しているか。

○ × まつがおか Q47

介護予防ケアマネジメント・介護
予防支援のケアプランにおい
て、保険給付や介護予防・生活
支援サービス事業以外の多様
な地域の社会資源を位置づけ
たことがあるか。

Q43

＜確認事項等＞
　地域ケア個別会議において個別事例を検討しているが、モニタリングのうえ、その後の変化などを引き続き参加
者間で共有すべき事項があれば、会議を複数回開催する仕組みとしている。

Q46

＜確認事項等＞
　市への報告は確認している。○（実施）と回答すべきところを×（未実施）と回答してしまったとのこと。

Q50

＜確認事項等＞
　地域で開催されているサロンの情報等を提供している。

○ × Q43
地域ケア会議で検討した個別事
例について、その後の変化等を
モニタリングしているか。

地域ケア会議で検討した個別事
例について、その後の変化等を
モニタリングするルールや仕組
みを構築し、かつ実行している
か。

Q42

＜確認事項等＞
　地域ケア会議は検討事項を会議参加者（構成員）全員が共有することを前提として開催している。

Q40

＜確認事項等＞
　
　多職種と連携して、自立支援・重度化防止等に資する観点から個別事例の検討を行う必要がある場合は、地域
ケア個別会議において、検討し、対応策を講じている。
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利用者のセルフマネジメントを
推進するため、介護予防手帳な
どの支援の手法を定め、セン
ターに示しているか。

○ × ｻﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ湘南 Q48

利用者のセルフマネジメントを
推進するため、市町村から示さ
れた支援の手法を活用している
か。

あさひみなみ

とよだ

ひらつかにし

ふじみ

生活支援コーディネーターや協
議体とセンターの連携・調整が
図られるよう、連携会議の開催
や情報共有の仕組みづくりなど
の支援を行っているか。

○ × みなと Q55

生活支援コーディネーター・協
議体と地域における高齢者の
ニーズや社会資源について協
議をしているか。

Q59

＜確認事項等＞
　協議体の各階層の会議に包括が参加しており、地域における高齢者のニーズや社会資源について協議をしてい
る。また、地域の高齢者ニーズを市に報告する仕組みも構築している。

Q51

＜確認事項等＞
　訪問型サービスBの利用に関する手順書を定めており、原則としてセルフマネジメントのために介護予防手帳を
配布することとしている。

Q55

Q57

在宅医療・介護連携推進事業に
おける相談窓口とセンターの連
携・調整が図られるよう、連携会
議の開催や情報共有の仕組み
づくりなどの支援を行っている
か。

○ × Q53
在宅医療・介護連携推進事業に
おける相談窓口に対し、相談を
行っているか。

医療関係者とセンターの合同の
事例検討会の開催または開催
支援を行っているか。

○ × Q51
医療関係者と合同の事例検討
会に参加しているか。

＜確認事項等＞
　平成２９年度第５回平塚市在宅医療人材育成セミナーに参加していただいていることを確認した。

＜確認事項等＞
　相談について平塚市在宅医療連携支援センターが窓口となっており、平成２９年１０月より開始している。相談が
０件の場合もあるが、連携体制や相談窓口があることの認識の共有はできている。
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