は

じ

め

に

少子高齢化が進む中、医療および介護ニーズの増大や孤立等に対応することが喫
緊の課題となっています。そして、そのひとつの対応策として、住まい、生活支援、
医療、介護、予防といったケアを一体的に提供できる地域の体制である地域包括ケ
アシステムの構築が推進されています。それと同時に、地域の高齢者が尊厳を保持
してその人らしい主体的な生活を継続できるように、高齢者の方々によるニーズに
応じた多様な社会資源の適切な活用を支援する自立支援に資する包括的・継続的ケ
アマネジメントの有効な活用も期待されています。
このような高齢者個人に対する支援の充実とともに、それを支える社会基盤の整
備を行うのに有効な手段のひとつが地域ケア会議です。これは、介護保険制度の開
始前から、在宅介護支援センター等によって地域の実情に合わせて取り組まれてき
たこれまでの実績から明らかになったといえます。そこで、平成 24 年３月、「地域
包括支援センターの設置運営について」において、包括的 ・ 継続的ケアマネジメン
ト支援業務と多職種協働による地域包括支援ネットワーク構築において地域ケア会
議が位置づけられました。
本マニュアルでは、地域ケア会議の目的や機能等を正確に理解していただいたう
えで、地域の実情に合わせて、自助・互助・共助・公助を組み合わせた地域のケア
体制の整備を推進すべく、地域ケア会議を有効に構築および運営していただけるよ
うに、地域ケア会議を展開してきた市町村や地域包括支援センター等で活動してい
る委員の実践をもとにまとめています。地域住民が安心して生活を継続できる地域
をつくっていくために、地域ケア会議を有効に活用していただければと思います。
地域ケア会議の開催主体である市町村や地域包括支援センターはもとより、地域
ケア会議に参加する方々の手引きとして、本マニュアルを役立てていただければ幸
いです。

平成 25 年 3 月
地域ケア会議マニュアル作成委員会
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委員名簿

本書の構成
本マニュアルは、介護保険制度の運営に従事する市町村（保険者）、地域包括支援センター
職員および地域包括支援センターの受託法人の方々に読み込んでいただくとともに、地域ケ
ア会議に参加する介護支援専門員や事業者の方々にも適宜ご参照いただくことにより、地域
ケア会議の目的や機能に関する共通理解を得ていただき、高齢者が安心して住み続けられる
地域の実現に向けて、地域ケア会議を構築および運営するための手引書となることを意識し
て作成しています。
〈第１章

地域ケア会議の意義〉

地域ケア会議の意義として、必要とされている背景をとりまとめ、法令上での定
義や位置づけをまとめています。また、その有する機能や役割、目標についての詳
細を示すとともに、地域において従来から取り組まれている様々な会議との相違点
について説明しています。
〈第２章

地域ケア会議の構築・運営〉

地域ケア会議を実践するにあたっての、設置・構築から開催、また改善といった、
地域ケア会議の運営上の基本的な事項をまとめています。
また、地域おける様々な実情に合わせた地域ケア会議の構築・運営を可能にする
ため、画一的な方法論に限ることなく、地域ケア会議の運営に係る様々な視点を盛
り込んでいます。
〈第３章

地域ケア会議の実践例〉

地域ケア会議を効果的に実施している先行実践例を 8 例取り上げています。
それぞれの実践例は、様々な構築 ・ 運営形態となる「地域の実情に合わせた地域
ケア会議」を示すため、市区町村規模・地域包括支援センターの運営形態・地域ケ
ア会議の構成の違いごとに取り上げ、掲載しています。
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厚生労働省老健局より平成 25 年３月 29 日に発出された、『地域包括支援センター
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関するQ&A』を本マニュアルの巻末に掲載しています。
「地域ケア会議」に関するQ&Aは、地域ケア会議の具体的な解釈について取りま
とめたものです。
「地域ケア会議」に関するQ&Aの理解をより深めるため、それぞれの問いに該当
するページを参照してください。
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