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美濃加茂市地域包括支援センター運営業務委託仕様書 

 

 本仕様書は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第１１

５条の４７の規定に基づき、本業務の受注者（以下、「受注者」という。）が設置し

た地域包括支援センター（以下「センター」という。）において実施する業務に関し、

必要な事項を定めるものとする。 

 

１ 業務名 

  美濃加茂市地域包括支援センター運営業務（中部長寿支援センター） 

２ 業務場所（担当圏域） 

  山手小学校区・山之上小学校区・蜂屋小学校区・伊深小学校区・三和小学校区 

３ 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推進を包括的に支援することを目的

として、包括的支援事業を地域において一体的に実施する役割を担う中核機関と

してセンターを設置することを目的とする。 

４ 業務の内容 

  業務の内容は下記に掲げるもの（以下「センター業務」という。）とする。また、

市と協働して日常生活圏域における地域包括ケアシステムを構築することを業務

の基本理念とし、美濃加茂市地域包括支援センター運営方針をふまえて毎年度業

務計画を作成し、市と協議のうえ事業を推進していくこと。 

(1) 包括的支援事業 

ア 第１号介護予防支援事業（法第１１５条の４５第１項第１号ニ） 

高齢者が要介護状態になることを予防するため、その心身の状況等に応じ

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支援を行うこと。 

業務内容としては、介護予防が必要であると市が把握、選定した、要介護

状態となる恐れのある高齢者についての介護予防ケアプランを必要に応じて

作成し、地域支援事業における介護予防・日常生活支援総合事業等が包括的

かつ効率的に実施されるよう、必要な援助を行うものである。 

イ 総合相談支援業務（法第１１５条の４５第２項第１号） 

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、どのような支援が必要かを把握し、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。 

業務内容としては、初期段階での相談対応及び継続的・専門的な相談支援、

その実施に当たって必要となるネットワークの構築及び地域の高齢者の状況



2 

 

の実態の把握を行うものである。 

ウ 権利擁護業務（法第１１５条の４５第２項第２号） 

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み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。 

業務内容としては、成年後見制度の活用促進、老人福祉施設等の措置の支

援、高齢者虐待への対応、困難事例への対応、消費者被害の防止に関する諸

制度を活用し高齢者の生活の維持を図るものである。 

エ 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務（法第１１５条の４５第２項第

３号） 

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、介護

支援専門員、主治医、地域の関係機関等の連携、在宅と施設の連携など、地

域において多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を行うこと。 

業務内容としては、包括的・継続的ケアマネジメントの体制構築に向けた

取り組みとして、関係機関との連携体制構築への取り組み、支援に関する会

議開催の調整、入院・退院及び入所・退所時の連携を行うこと、介護支援専

門員に対する個別支援として、相談窓口の設置、支援困難事例を抱える介護

支援専門員への対応、個別事例に対するサービス担当者会議開催支援、ケア

プラン作成指導等を通じた介護支援専門員へのケアマネジメントの指導、介

護支援専門員に対する情報支援その他ケアマネジメントの質の向上に対する

必要な支援を行うものである。 

(2) 包括的支援事業（社会保障充実分） 

ア 在宅医療・介護連携推進事業（法第１１５条の４５第２項第４号） 

    医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が住みな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、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等の多職種の関係者との連携を推

進すること。 

イ 生活支援体制整備事業（法第１１５条の４５第２項第５号） 

ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯、および認知症高齢者等の増加に

伴い、高齢者のニーズが多様化する中、多様な主体による生活支援提供体制

を構築し、高齢者を支えるための地域における支え合い体制づくりを推進す
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ること。 

ウ 認知症総合支援事業（法第１１５条の４５第２項第６号） 

認知症の人やその家族が住みなれた地域で安心して暮らし続けるためには、

医療や介護および地域が有機的に連携したネットワークを構築し、効果的な

支援が行われることが重要であり、国が示す「新オレンジプラン」の推進を

念頭に、市と協議しながら事業の充実を図ること。そのため、「認知症地域支

援推進員（以下「推進員」という。」を 1名配置すること。なお推進員につい

ては、後述７(1)ア～ウの中から選出すること。 

 (3) 追加事業 

ア 圏域ごとで実施する介護予防教室の開催（法第１１５条の４６第１項） 

介護予防に関する普及啓発を行う事業として介護予防教室を開催すること。 

詳細は別紙「介護予防教室の開催に関する特記仕様書」のとおりとする。 

イ 圏域ごとで実施する認知症サポーター養成講座の開催 

    子どもから大人まで、幅広く認知症を正しく理解し、認知症の人や家族が

暮らしやすい地域をつくるために、圏域内の市民や小中学校、各種関係団体

等に認知症サポーター養成講座を開催すること。 

  ウ 居宅訪問等による実態把握調査の実施 

市の依頼により高齢者の居宅等を訪問し実態把握調査を行い、その結果を

市へ報告すること。 

(4) その他 

市が実施する関連事業等について、必要に応じて参画し、及び協力すること。 

５ センターの運営 

(1) センターの業務実施日 

ア センターの開所日及び開所時間 

(ｱ) 月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午後５時までとする。ただ

し、市と協議の上、指定介護予防支援事業所の開設時間に合わせて変更す

ることができるものとする。 

(ｲ) 開所時間中は、常時相談等に対応できるよう、必要な勤務体制を組むこ

と。 

(ｳ) 電話による相談は、２４時間受け付ける体制を整えること。 

イ センターの休日 

(ｱ) 土曜日及び日曜日 

(ｲ) 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 

(ｳ) １２月２９日から翌年１月３日までの日 

ただし、個々の業務の事情により、市が必要と認める場合にあっては、

休日を変更し、または臨時に休日とすることができる。 
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なお、休日・夜間における電話相談については２４時間対応とし、地域

住民が緊急時に相談できる体制を整えること。留守番電話のみの対応は認

められない。 

(2) センターの設置基準等 

センターの設置場所及び設備については、受注者の負担において確保及び整

備することとし、次の要件を満たすこと。 

ア センターの設置場所等 

(ｱ) 担当圏域内にセンター事務所を設置すること。 

(ｲ) 地域住民の利便性に配慮した場所とし、原則として受注者の施設外とす

る。やむを得ず受注者の施設内に設置する場合は、事務所への専用の入り

口を設けるとともに、間仕切り等により他の施設及び事務所等から独立し

た区画を有すること。 

(ｳ) センターの施設はバリアフリーに配慮すること。 

(ｴ) センターを設置する建物について、建築基準法その他の法令を遵守して

いること。 

イ 事務所に関する設置基準 

(ｱ) 事務室の面積は、概ね２０㎡程度を目安とし、配置する職員が業務を実

施するに当たり必要かつ適切な広さを確保すること。 

(ｲ) 来所者に応対するために必要な環境を整備するとともに、相談者のプラ

イバシーに配慮した相談室を、事務室のスペースとは別に確保すること。 

(ｳ) 建物の２階以上に設置する場合は、エレベーターを有すること。 

ウ 備品の設置基準等 

(ｱ) 職員数分の事務机と椅子、施錠可能な書類保管庫等を設置すること。 

(ｲ) センターが占用できるパーソナルコンピューター、プリンター、ファク

シミリ、固定電話及び携帯電話等を備えること。 

(ｳ) インターネット接続環境を確保すること。また、センターが占用できる

電子メールアドレスを取得すること。 

(ｴ) センター業務に必要なコンピューターソフトシステムを導入すること。 

(ｵ) センター看板及び案内看板等を設置し、地域住民への周知に努めること。 

(ｶ) 訪問等に使用する自動車等は受注者の負担により適切な台数を配置する

こと。なお、交通事故等の損害金、その他自動車等に関する一切の責任は

受注者が行うものとし、市は一切関与しないものとする。 

エ 駐車場の確保 

自動車等での来所者に十分対応できる駐車スペースを、業務車両の駐車場

とは別に確保すること。 

(3) センター運営の実施に際しての留意事項 
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ア 地域包括支援ネットワークの構築について（法第１１５条の４６第７項） 

受注者は、包括的支援事業を効果的に実施するために、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、インフォーマ

ルサービス等の様々な社会的資源が有機的に連携することができる環境整備

を行うこと。このため、こうした連携体制を支える共通的基盤として多職種

（介護サービス事業者、医療機関、民生委員、被保険者の地域における自立

した日常生活の支援又は要介護状態等となることの予防若しくは要介護状態

等の軽減若しくは悪化の防止のための事業を行う者その他の関係者）協働に

よる「地域包括支援ネットワーク」を構築することが必要であり、これらの

関係者との連携に努めていくこと。 

  イ 地域ケア個別会議の実施について（法第１１５条の４８） 

受注者は、個別ケースを検討する地域ケア個別会議を主催し、医療、介護

等の専門職をはじめ、民生委員、自治会長、ＮＰＯ法人、社会福祉法人、ボ

ランティア等地域の多様な関係者と協働し、介護支援専門員のケアマネジメ

ント支援を通じて、介護等が必要な高齢者の住み慣れた住まいでの生活を地

域全体で支援していくこと。 

また、受注者は、地域ケア個別会議により共有された地域課題を地域づく

りに着実に結びつけていくことで、市が取り組む地域包括ケアシステムの構

築に向けた施策の推進にもつながることから、市との緊密な連携を図ること。 

６ 指定介護予防支援業務（法第８条の２第１６項）の実施 

(1) 受注者は、指定介護予防支援事業者（法第１１５条の２２）の指定を受け、

指定介護予防支援事業所をセンターに併設して設置し、指定介護予防支援業務

を実施しなければならない。 

(2) 指定介護予防支援業務は、その一部について指定居宅介護支援事業所を営む

事業者に委託することができる。なお、この場合は、以下の事項に留意すると

ともに、その事業者と委託契約を締結すること。 

ア 委託に関して、美濃加茂市高齢者施策等運営協議会に諮り承認を受けるこ

と。 

イ 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）第３０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配慮すること。 

ウ 委託先となる指定居宅介護支援事業所は、指定介護予防支援業務に関する

研修を受講するなどして業務に必要な知識・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。 

エ 指定介護予防支援業務に係る責任主体はセンターであることを理解し、委
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託を行う場合であっても、委託先の事業者が作成した介護予防サービス計画

の原案について、内容の妥当性や計画が適切であるか等を確認すること。ま

た、委託先の事業者が評価を行った場合は、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。 

オ 委託をした場合は、介護予防サービス計画費の相当分を委託先の事業者に

支払うこと。 

７ センターの職員配置及び体制 

(1) センターに配置する職員 

センターには、次の資格を有する専従常勤職員（以下「専門職員」という。）

を、各 1名以上配置すること。 

ア 保健師又はこれに準ずる者 

「準ずる者」とは、地域ケア、地域保健等に関する経験のある看護師（准

看護師は含まない。）のことをいう。 

イ 社会福祉士又はこれに準ずる者 

「準ずる者」とは、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のある者のことをいう。 

（※）高齢者の保健福祉に関する相談援助業務とは、単に介護保険サービス

に関するケアプラン作成にとどまらず、例えば在宅介護支援センター等

において、介護保険サービスを含む地域の様々な保健福祉サービスや生

活支援サービスについて包括的な相談業務に従事していたことをいう。 

  ウ 主任介護支援専門員又はこれに準ずる者 

「準ずる者」とは、「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関する知識及び能力を有している者のことをいう。 

(2) センターの職員体制 

ア 受注者は、センターの業務の履行において、センターを代表して責任を負

う者（以下「センター長」という。）を、専門職員の中から定めること。 

また、センターに併設する指定介護予防支援事業所の管理者については、

専門職員又は指定介護予防支援業務に専従する常勤職員の中から定めること。 

イ 受注者は、専門職員のほか、その運営を円滑に遂行するために必要な人員

について、委託料の範囲内において適切に配置すること。 

ウ 専門職員及び指定介護予防支援業務の担当職員その他運営を円滑に遂行す

るために必要な人員（以下「センター職員」という。）は、本仕様書に規定し
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ているセンターの業務内容と認められないもの（以下「他業務」という。）に

ついて、兼務してはならない。 

エ 専門職員について、退職、休職その他の事情により欠員が生じる場合は、

速やかに代替の職員を配置すること。なお、欠員となって代替の配置がない

場合は、市はその期間に応じた委託料の返還を求めることがある。 

(3) 職員の資質向上 

受注者は、センター職員について、計画的な研修の実施等によりその資質が

向上するよう努めること。 

８ 業務の実施における留意事項 

(1) 業務の実施においては、関係法令及び以下の通知、マニュアル等を遵守する

こと。また、これらが改正又は改定された場合は、その最新の内容に基づいて

業務を実施すること。 

ア 「地域支援事業の実施について」（平成１８年６月９日付け老発第 0609001

号厚生労働省老健局長通知 最終改正平成２９年６月２８日付け老発 0628

第 8号） 

イ 「地域包括支援センターの設置運営について」（平成１８年１０月１８日付

老計発第 1018001 号・老振発第 1018001 号・老老発第 1018001 号 平成２８

年１月一部改正あり） 

ウ 「地域包括支援センターの運営費に関する地域支援事業交付金の算定方法

について」（平成２８年１１月２９日付老振発 1129号 2号） 

エ 「地域包括支援センター運営マニュアル」（一般財団法人 長寿社会開発セ

ンター作成） 

(2) 委託契約の締結日から業務が円滑に開始できるように、業務全般にわたる引

継ぎを速やかに行うこと。なお、引継ぎにかかる必要な経費は、新たに委託契

約を締結する受注者の負担とする。 

(3) 苦情等に対応するための体制を整備し、苦情等が寄せられた場合は、誠実に

対応するとともに再発防止に努めること。また、必要な場合は速やかに市に報

告し、指示を受けること。 

(4) 災害の発生等の緊急時に備え、センター内及び市をはじめとする関係機関と

の連絡網を整備するとともに、対応手順等を定めること。 

(5) 業務の実施に関連して事故が生じた場合又は発生する恐れがある場合は、被

害を最小限に防止するために必要な措置を講ずるとともに、市に速やかに報告

し、その指示を受けること。 

９ 業務の管理 

受注者は、次に掲げる事項について、センター長の職責において管理し、及び

実施するものとする。 
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(1) センター業務の進捗状況の管理 

ア センター業務が円滑に行われているかどうかを把握し、必要に応じ改善を

図ること。 

イ 年間業務計画等について、市が定める様式により、各年度が開始する前に

市に報告すること。 

ウ 月ごとのセンター業務の実績について、市が定める様式により、翌月の１

５日までに市に報告すること。 

エ 各年度が終了したときは、年間業務実績について市が定める様式により、

翌年度の５月１０日（土曜日又は日曜日の場合は、以降直近の平日）までに

市に報告すること。 

(2) センター職員の管理 

ア センター職員の勤務状況を管理し、及び記録を整備すること。 

イ センター職員に対し、公正・中立性の確保などセンター職員が遵守すべき

事項について、周知徹底をすること。 

ウ センター職員に異動等（センター長の交代を含む。）がある場合又は専門職

員のいずれかが２週間以上不在となる場合は、事前に市に報告すること。や

むを得ず事後となった場合は、速やかに市に報告すること。 

(3) 情報の管理 

ア センター業務で取り扱う個人情報について、外部に漏えいしないよう必要

な措置を講じること。 

イ センター職員以外の者が、個人情報を閲覧することができないような措置

を講じること。 

(4) その他 

ア センターが発行する文書又は発信する情報等は、公正中立の立場を理解し

作成すること。疑義等がある場合は、市と協議すること。 

イ センター相互間の連携及び情報交換を推進するために、市が開催する地域

包括支援センター連絡会及び職種別連絡会等に、専門職員を出席させること。 

１０ センターの適正な運営に関する事項 

(1) センター職員の行動に関する指針 

ア 他業務への関与の制限 

(ｱ) 他業務に従事した場合は、当該職員は常勤しておらず、センター職員を

欠いているものとみなし、相当する委託料の返還を求めることがある。 

(ｲ) 社会通念上又は法令の定めにより、センター職員が受注者の従業員であ

るために当然生ずると認められる事務等は、他業務に含まれない。 

(ｳ) 受注者の組織における管理業務（センターに関する管理業務を除く）は、

他業務に含まれる。 
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イ その他 

センター業務に従事している間は、市が交付する「地域包括支援センター

職員証」を携行し、求められた場合は提示すること。 

(2) 公正・中立性の確保に関する事項 

ア センターの運営において、特定の事業者、団体又は個人を有利に扱うこと

がないよう、十分注意すること。介護サービス事業所の取扱いについては、

特に公平性を確保するよう努めること。 

イ センター業務において、他業務を行う事業所等の名称を掲げた車両は、緊

急の事態への対応のためやむを得ない場合を除き、使用してはならない。ま

た、センターの業務車両は、緊急の事態への対応のためやむを得ない場合を

除き、他業務に使用してはならない。 

ウ センターが発行する印刷物等に、受注者が運営する他の事業所の名称、事

業内容等、広告・宣伝にあたるものは掲載しないこと。 

１１ 個人情報の保護 

センターの運営上、個人情報を取り扱うことになるため、次に掲げる事項に留

意すること。 

(1) 美濃加茂市個人情報保護条例を遵守すること。 

(2) 別記「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。 

(3) センターにおける各事業の実施にあたり、各事業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から、あらかじめ本人から個人情

報を事業目的の範囲内で利用する旨の了解を得ること。 

１２ その他  

(1) センターの届出事項に変更が生じた場合は、その日から１０日以内に市へ必

要書類を提出するものとする。ただし、指定介護予防事業所の休止・廃止の場

合は、その１月前までに市へ必要書類を提出すること。 

(2) センターの運営に係る経理と、他業務に係る経理を明確に区分すること。 

(3) センターの運営にあたっては、介護保険法その他関係法令等を遵守すること。 

(4) この仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた事項に関しては、必要に応じ

て両者が協議して定めることとする。 

 

 

※ 本仕様書の内容は、法改正その他の理由により変更する場合があります。 


