
 令和３年度地域包括支援センター活動評価結果について 

一次・二次評価表（49項目） 

基準日：令和４年３月 31日 一次評価：受託者 二次評価：鹿屋市 

Ａ：できている 49 49 

Ｂ：一部できている 0 0 

Ｃ：できていない 0 0 

未評価 0 0 
 
 

区分 評価の視点 一次評価 二次評価 

基本方針・

実施方針 

本方針の内容に沿って、セ
ンターの事業計画を策定
し、関係者との連携が適切
に行われている。 Ａ 

市からの説明を受け方針・
事業計画の理解を深め、連
携を図っている。 

Ａ 

本方針に基づく事業計
画を策定し、地域の保
健・福祉・医療の専門職
や民生委員など関係機
関との連携が図られて
いる。 

サービス事業者等の紹介
が適切に行われ、公平・中
立性が確保されている。 Ａ 

利用者の意向を尊重しつ
つ、集中減算判定様式を活
用し、一部の事業者に偏る
ことのない選択に配慮し
ている。 

Ａ 

一次評価のとおり適切
に行われており、公平・
中立性が確保されてい
る。 

高齢者クラブ等の既存活
動を活用し、多様なネット
ワークの構築が行われて
いる。 

Ａ 

高齢者クラブ、高齢者学
級、各サロン等に参加する
ことで顔の見えるつなが
りを築き地域との関係性
の構築に繋げている。 

Ａ 

出前講座の実施や民生
委員の定例会等に出席
するなど、顔の見える関
係を築き、地域の連携支
援体制に繋げている。 

開庁日時、休日夜間におけ
る総合相談の窓口体制が
適切に確保されている。 

Ａ 

問合せ電話の転送当番に
より、24時間 365日の対応
を実施している。 

Ａ 

一次評価のとおり適切
に確保されている。 

定められた専門職種が適
切に配置され、職員が職務
に専念している。 Ａ 

包括的支援事業の実施基
準にある規定数を踏まえ、
計画的なプロパー職の増
加(79%)により専門職を確
保、配置している。 

Ａ 

実施基準を踏まえなが
ら、安定的・継続的な職
員の確保に努めている。 

職員に対する職場内、職場
外の研修機会が確保され
ている。 Ａ 

全体会議(年 12 回)などの
内部研修の開催や、ZOOMを
活用(感染症対策)した外
部研修(53 講座)に積極的
に参加している。 

Ａ 

一次評価のとおり適切
に確保されている。 

ミーティングを定期的に
行うなど、チームで業務に
当たっている。 Ａ 

全体会議、事業担当者会
議、グループミーティン
グ、グループ長会議、各分
科会など定期的に開催し
共通認識を得ている。 

Ａ 

一次評価のとおり適切
に行われている。 

個人情報の同意取得が行
われ、個人情報が適切に管
理されている。また、責任
者を配置して、個人情報の
持出・開示時は、管理簿へ
の記載と確認を行ってい
る。 

Ａ 

利用契約時利用者から文
書により同意取得してい
る。また、包括内で規程を
定め、誓約等を徴し、「個人
情報持ち出し管理簿」を職
員毎に整備して個人情報
保護遵守を徹底している。 

Ａ 

一次評価のとおり適切
に行われている。 

 
 



 

区分 評価の視点 一次評価 二次評価 

基本方針・

実施方針 

分かりやすい看板や案内
表示が掲示され、パンフレ
ット・チラシの配布、ホーム
ページ、出前講座等により
センターの活動が公表さ
れている。 

Ａ 

包括だより、オレンジだよ
り、支えあい通信の定期配
布、HP、出前講座等による
包括の機能、取組状況の周
知・広報を行うことで活動
を公表している。 

Ａ 

一次評価のとおり適切に
行われている。 

苦情対応、対策の検討と共
有、市への報告が適切に行
われている。 Ａ 

規程に基づく意見事故受
付簿に記録し対応協議し
ている。月 1回の市との事
業推進会議にて報告を行
い、妥当性を諮っている。 

Ａ 

一次評価のとおり適切に
行われている。 

総合相談 緊急性の有無、主訴以外の
課題の判断を踏まえ、親切
丁寧、迅速、ワンストップ
の対応が行われている。 

Ａ 

意向や実態把握を行いな
がら必要な支援を行って
いる。また、他機関へも必
要時は情報提供するなど
連携を図っている。 

Ａ 

一次評価のとおり適切に
対応されている。 

全ての相談内容（地域ケア
会議含む）が適切に「ほの
ぼの」に記録され、管理し
ている。 

Ａ 

月報報告前にほのぼの記
録の不備について回覧し
適切な記録を行っている。 Ａ 

一次評価のとおり適切に
記録及び管理されてい
る。 

困難事例等はケースカン
ファレンスを開催する等、
適宜関係機関と連携し支
援の方向性を検討してい
る。 

Ａ 

シェア会議やチームミー
ティングにて事例共有し、
専門機関の意見等も踏ま
え支援を検討している。 

Ａ 

一次評価のとおり適切に
対応されている。 

専門的継続的な支援が必
要な場合は、関連業務への
引き継ぎ、地域ケア個別会
議の活用、定期的なモニタ
リングなどが行われてい
る。 

Ａ 

シェア会議やチームミー
ティングで協議したのち
に、地域ケア個別会議を開
催している。課題解決に向
け支援しながら進捗も会
議等で共有している。 

Ａ 

一次評価のとおり適切に
行われている。 

全ての相談案件の進行管
理が適切に行われ、相談の
終了は「総合相談支援終了
基準」に基づき行われてい
る。 

Ａ 

総合相談支援終了基準に
基づき支援終了を行い、進
捗会議でも市と事例共有
している。 

Ａ 

月 1 回の総合相談進捗会
議で情報共有が図られて
いる。 

把握した地域資源をマッ
プやリストに整理し、適切
に管理・共有されている。 

Ａ 

生活支援コーディネータ
ーにおいて資源マップを
作成し、国のＨＰを活用し
市民・関係者向けに公表し
ている。また、地域資源リ
ストをカテゴリー分けし
簿冊管理の上、全職員で活
用している。 

Ａ 

地域資源リストの更新が
随時、図られており、適
切に管理・共有されてい
る。 

家族介護者からの相談に
ついて相談件数や相談内
容をとりまとめている。 

Ａ 

高齢者への支援を行って
いる家族からの相談につ
いてはほのぼのシステム
に記録する形で件数・内容
について管理している。令
和３年度については 1,099
件 

Ａ 

高齢者に限らず、介護す
る者からの相談について
も、精神的負担・身体的
負担の軽減のため、助言
し、支援を行っている。 

 
 
 
 
 
 



 

区分 評価の視点 一次評価 二次評価 

権利擁護 様々な機会を活用し啓発
に努めている。 

Ａ 

総合相談で県や包括作成の
パンフレット等を活用し周
知、案内を行っている。ま
た、虐待防止研修、出張講
座を実施し啓発に努めてい
る。 

Ａ 

コロナ禍においてもオン
ラインを活用するなど積
極的に周知・啓発活動を
行っている。 

成年後見や市長申立制度
の活用など、支援が適切に
行われている。 

Ａ 

成年後見市長申立の対応に
関するフロー図の見直しや
ケース検討、地域ケア個別
会議、介護支援専門員の後
方支援などの制度を活用し
支援につなげている。また、
市と連携進捗確認（分科会）
に努めている。 

Ａ 

市長申立や地域ケア個別
会議の開催など適切な支
援が行われており、月に
１回開催される分科会な
どで市との情報共有も確
実に行われている。 

虐待の相談、早期発見に取
り組み、虐待が発見された
ときは、実態の把握、安全
の確保、市への報告が迅速
に行われている。また対応
策を検討している。 Ａ 

警察や介護支援専門員、介
護サービス事業所、社協、
法テラス鹿屋など関係機関
と連携し未然防止にも努め
ながら、通報が市や包括に
あった際は相互に情報共有
し迅速な対応を行ってい
る。また、社会福祉士分科
会にて市と虐待案件の進捗
確認を行い対応を検討して
いる。 

Ａ 

通報に対し、迅速に対応
しており、市や警察、障
がい者基幹相談支援セン
ター等と連携しながら適
切に対応している。対応
の進捗状況についても逐
次、市と連携が取れてい
る。 

消費者被害に関する情報
を、民生委員、介護支援専
門員等へ情報提供してい
る。 

Ａ 

総合相談にて消費生活セン
ターを紹介し消費者被害に
ついて注意喚起しつつ、民
生委員定例会及び居宅介護
支援事業所の定例会で消費
者被害の情報提供を行って
いる。市主催の権利擁護実
務者会議に参加し消費生活
センターの状況や相談内容
など情報収集し、その内容
について発信している 

Ａ 

一次評価のとおり適切に
情報提供されている。 

包括的・

継続的ｹｱ

ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

支援 

担当圏域における居宅介
護支援事業所のデータ(事
業所毎の支援専門員等)を
把握している。 

Ａ 

年度初めに東西南北の介護
支援専門員連絡会にて案内
し、新しいデータに更新し
ている。 

Ａ 

一次評価のとおり適切に
行われている。 

相談窓口を確保し、必要な
助言指導、情報提供や研修
の実施、同行訪問、サービ
ス担当者会議等の支援を
行っている。 

Ａ 

ケアマネジメントの相談窓
口としてチラシや必要な情
報をメール送信し、年２回
よろずや相談会を実施。個
別対応は随時対応し、ケア
マネジメントで困っている
案件は、サービス担当者会
議への出席、関係機関への
情報収集、情報提供を行い、
経過の確認など後方支援を
行っている。 

Ａ 

相談会、各種研修会の開
催など、実態把握や顔の
見える関係づくりを行う
とともに、専門的な見地
からの助言及び相談支援
を行うなど、介護支援専
門員に対する支援を行っ
ている。 

 
 
 
 
 
 



 

区分 評価の視点 一次評価 二次評価 

包括的・

継続的ｹｱ

ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

支援 

研修会・事例検討会・意見
交換の場等の開催計画を
作成し、実施している。 

Ａ 

研修会、事例検討会、意見
交換は介護支援専門員連
絡会にて企画、立案し実施
している。包括主催の事例
研究会にも申込制にて参
加してもらっている。 

Ａ 

一次評価のとおり適切に
実施されている。 

介護支援専門員の相談の
内容を整理・分類し経年的
に件数を把握している。 

Ａ 

主任ケアマネジャーが受
けた相談案件は、６つの項
目に分類し Q＆A に整理し
年度ごとに集計している。 

Ａ 

一次評価のとおり適切に
対応されている。 

介護予防

ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝ

ﾄ・指定

介護予防 

基本チェックリスト該当
者の利用が適切に促され、
自立支援に資するケアマ
ネジメント(地域の社会資
源含む)が行われている。 

Ａ 

自立支援型地域ケア個別
会議において、専門職の意
見を元に適切な総合事業
の利用や社会資源におけ
る情報提供をいただきな
がら、自立支援に資するケ
アマネジメントを行って
いる。 

Ａ 

自立支援型地域ケア個別
会議を活用し、事業対象
者の社会資源の活用を含
めた自立支援に資するケ
アマネジメントが行われ
ている。 

委託した場合、台帳への記
録及び進行管理(三職種等
の適切な関与)を行ってい
る。 

Ａ 

令和３年度一部委託管理
表を元に、継続者の把握、
ケアプラン、評価のコメン
ト、終了者の確認を行い、
ファイル返却の呼び掛け
を行う。未返却ファイルに
ついては担当ＣＭに確認
を依頼し、期限を定めて返
却を促している。なお、書
類に不備があったものに
関しては付箋等に不備内
容を記載し担当ＣＭに示
した上で返却を受けるよ
うにしている。また、定期
的に鹿屋市内の一部委託
の居宅を訪問しマネジメ
ント等における相談助言
を行っている。 

Ａ 

定期的に委託先の居宅介
護支援事業所を訪問し、
ケアマネジメントの確認
や相談を受け、進行管理
を行っている。 

要介護認定率の改善のた
め、総合事業の適切な活用
が行われている。 Ａ 

要支援１・２の認定更新に
ついての取り扱いに準じ
て、事業対象者への移行を
適切に行っている。 

Ａ 

要支援者のうち、総合事
業のサービス利用者は事
業対象者に移行する等、
適切な活用が行われてい
る。 

自立支援による要介護度
改善、日常生活支援の活用
による給付費適正化を目
指した適切な介護予防ケ
アプランの作成、評価が行
われている。 

Ａ 

週１回の事例検討会にて、
介護予防に資するプラン
内容の適正化や困難ケー
スにおいて支援のあり方
を検討した。 
評価については、各担当に
て行い、更新、サービスの
追加、終了など項目に応じ
て行っている。評価表の漏
れがないように相互チェ
ックファイル確認を毎月
行っている。 

Ａ 

事業対象者について、要
支援１相当のサービスか
ら要支援２相当のサービ
スを検討するときは、自
立支援型地域ケア個別会
議により多職種で検討す
る等、給付費適正化を目
指した適切なケアプラン
の作成や評価が行われて
いる。 

 
 



 

区分 評価の視点 一次評価 二次評価 

地域ケア

会議 

積極的に活用され、適切な
支援、支援に対する進行管
理が行われている。 

Ａ 

コロナ感染症の流行状況を
考慮し、人数を限定するこ
とや ZOOM 開催とするなど
感染予防対策を講じ実施し
た。また、会議以外におい
ても電話等による関係機関
との支援の方向性について
検討を行った。進行管理に
ついては、会議実施後も総
合相談による支援を継続
し、相談終結に至るまで個
別対応を実施している。 

Ａ 

オンライン開催等によ
り、定期的に開催され、
地域ケア会議で検討され
た事例について、検討さ
れた内容に関する進行管
理等が行われている。 

自立支援・重度化防止等に
資する観点から個別事例
の検討を行っている。 

Ａ 

本人や家族が参加する必要
がある場合には、本人・家
族を含めて会議を実施し、
関係機関の多職種で協議す
るなど、本人・家族の状況
や能力を多角的にとらえな
がら自立支援・重度化防止
の視点で検討を行った。 

Ａ 

多職種が協働し、自立支
援・重度化防止に資する
観点から、個別課題の検
討を行っている。 

把握された課題や政策が
地域ケアふれあい会議に
適切に報告されている。 

Ａ 

地域ケアふれあい会議が開
催されていない状況である
が、個別課題から見出され
る地域課題について把握し
た結果については市へ報告
している。 

Ａ 

地域ケアふれあい会議の
開催に向けて、個別課題
の集約等、必要な情報の
整理や報告等がなされて
いる。 

在宅医療・ 

介護連携 

入退院時の連携のための
退院支援ルールの周知、活
用、普及に努めている。 

Ａ 

入退院支援ルールについて
は入院時98％（前年94％）
退院時92.5％（前年91.5％）
と90％以上の運用を継続し
ている。様々な会議出席の
機会を活用し医療関係、介
護事業所等への周知、活用、
普及に努めている。 

Ａ 

入退院支援ルールの運用
を積極的に行い、関係機
関との情報共有に努めて
いる。 

様々なデータ等を活用し、
現状分析と課題を検討し
ている。 

Ａ 

ソーシャルワーカーネット
ワーク会議や地域包括支援
センター長会議において課
題集約を行い、厚労省等の
データを活用した情報収集
により、情報共有を図り課
題の検討を行っている。 

Ａ 

一次評価のとおり適切に
対応されている。 

医療・介護関係者等が参画
する会議において対応策
を協議するとともに、在宅
看取りや認知症対応力向
上に繋がる支援を実施し
ている。 Ａ 

医療・介護関係者の連携の
ための「在宅医療推進検討
委員会」を開催。鹿屋市の
在宅医療の現状とACPにつ
いて意見交換を行った。ま
た、この中で会議等で収集
した情報を提供し対応策の
協議を実施した。認知症対
応力向上ではコロナで未実
施ながらVR認知症体験研修
の準備を進めている。 

Ａ 

一次評価のとおり適切に
実施されている。 
 

 
 
 
 



 

区分 評価の視点 一次評価 二次評価 

在宅医療・ 

介護連携 

相談窓口を設置し、内容を医
師会等の会議で報告してい
る。 Ａ 

在宅医療に関しての相談
は随時対応し、事業委員会
において協議、医師会等へ
は理事を通して必要に応
じ報告している。 

Ａ 

一次評価のとおり適切
に報告されている。 

医療機関等との日常的な連
携に努め、提供体制の構築に
努めている。 

Ａ 

入退院支援に関する医療
機関や家族からの相談へ
の支援の実績は 105件、前
年度より 8％増となって
いる。 
連携窓口担当者マニュア
ルの活用を促進し、情報共
有を重ね、スムーズな連携
に努めている。 

Ａ 

一次評価のとおり、医療
機関との日常的な連携、
提供体制の構築に努め
ている。 

認知症施

策 

市民の理解を得られるよう
な情報提供や学習機会を提
供している。 Ａ 

出前講座やサポート医に
よる講話、アルツハイマー
月間のパネル展示の実施
やオレンジ便りの発行を
行った。 

Ａ 

啓発の場を活用して、当
事者の思いを周知する
機会を創出するなど、新
たな取組が実施されて
いる。 

相談内容に応じて専門医・専
門機関の情報を提供し、認知
症初期集中支援チームに引
き継ぐなど、早期発見・対応
に向けた支援をしている。 

Ａ 

総合相談から必要時専門
医・専門機関の情報提供を
行い、つないでいる。また、
チームと情報共有しなが
らケースに応じてチーム
員が面談や同行訪問を行
い、早期対応に向けた支援
を行っている。 

Ａ 

３職種や認知症地域支
援推進員と共に、早期対
応に向けた支援・連携が
なされている。 
 

認知症初期集中支援チーム
から認知症地域支援推進員
へ支援事例の情報提供を行
っている。 Ａ 

推進員はチーム会議に毎
回参加。場合によりチーム
員と同行訪問を行ってい
る。チームの支援終了者に
対してカフェへの参加を
促す等、継続支援を行って
いる。 

Ａ 

一次評価のとおり適切
に情報提供が行われて
いる。 

生活支援 

体制整備 

様々な事業主体と連携して、
地域資源や課題の収集及び
高齢者の社会参加に取り組
んでいる。 

Ａ 

民生委員、社協、包括、社
会福祉法人等と連携して
課題の収集、高齢者の社会
参加に取組んでいる。引き
こもりがちな高齢男性の
活躍の場をつくる YAROO‼
プロジェクトを立上げ、常
設型居場所「あっちゃん家
（社福法人慈恵園）」にて
男の料理教室を開催した。 

Ａ 

把握したニーズを基に
男性の料理教室等の新
たな地域資源の開発に
取り組んでいる。 

要支援高齢者については地
域の支えあいを積極的に活
用することとし、生活支援ｺ
ｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ及び地域福祉ｺｰﾃﾞｨ
ﾈｰﾀｰ等が連携している。 

Ａ 

毎月 1 回地域福祉ｺｰﾃﾞｨﾈｰ
ﾀｰと生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰが
集まり、情報共有を行って
いる。共有したボランティ
ア活動やサロン等の情報
を地域ケア個別会議等で
活用している。 

Ａ 

定期的な情報共有の場
を設け連携ができてい
る。 
 

 
 
 
 



 

区分 評価の視点 一次評価 二次評価 

生活支援 

体制整備 

協議体と地域における高齢
者のニーズや社会資源につ
いて協議している。 

Ａ 

協議体の中で、「高齢者に
やさしいまちづくり」とい
うことで「認知症サポータ
ー養成講座」、「買い物支
援」では「走るＡコープの
拡大(企業との意見交換）」
などが話し合われている。 

Ａ 

一次評価のとおり適切
に協議されている。 

事業への

協力 

在宅医療・介護連携、認知症
施策、一般介護予防、介護給
付適正化等に関する本市の
事業との連携や協力が適切
に行われている。 

Ａ 

地域包括ケア推進係と包
括との合同会議や事業委
員会、作業部会において情
報共有の上、連携してい
る。 

Ａ 

一次評価のとおり適切
に行われている。 

その他 設置の手続き及び報告が期
日までに適切に行われてい
る。 Ａ 

示された仕様書に基づき
設置届、実績報告、年間計
画、職員名簿等について提
出している。 

Ａ 

一次評価のとおり適切
に行われている。 

受託者の雇用職員が採用計
画に基づき配置されている。 

Ａ 

計画に基づきハローワー
クでの募集を継続し雇用
に努めている。基準を満た
す配置ができている。 

Ａ 

一次評価のとおり適切
に配置されている。 

事業内容、運営状況が公表さ
れているか。 Ａ 

HP、包括だよりにて公表し
ている。 Ａ 

一次評価のとおり適切
に公表されている。 

必要な機器等を確保し、貸与
財産を含めて台帳等を整備
し適切に管理使用されてい
る。 

Ａ 

機器等は備品シールを貼
り備品管理台帳、公用車は
車両管理台帳を整備し管
理している。購入の際は、
市と協議している。 

Ａ 

一次評価のとおり適切
に管理使用されている。 

金銭の管理が適切に行われ、
支払い等の業務が適切に行
われている。 

Ａ 

3か月に一度、伝票、帳票、
出納について会計事務所
の実地チェックを受け、適
正管理を徹底している。 

Ａ 

一次評価のとおり適切
に行われている。 

 

 


