
本人氏名 様

作成日

支援機関・担当者等 実施日時・期間／評価日

C票　-　個別 個別支援計画書（地域ケア会議記録） B

平成26年2月20日

対象
優先
順位

個別の課題 目標
具体的な役割分担

何を・どのように

地域ケア会議の際に抽出された個別の課題や目標、個別

支援に関する役割分担等を記載する。

1

支援機関・担当者等 実施日時・期間／評価日

糖尿病により、定期的な受診が
必要だが訪問診療に拒否的

治療の必要性をご本人が理解さ
れ、訪問診療を継続する。

今回の会議で、治療の必要についてBさんが
理解してくださった。今後の関わりで、主治
医C先生とご本人の信頼関係を深める。本人
の意向の変化等が生じたら、C先生から介護
支援専門員に報告をいただく。

主治医C先生 H26.2～　/　H26.5.20

対象
順位

個別の課題 目標
何を・どのように

支援に関する役割分担等を記載する。

2

訪問介護の利用を再開することとなった。以
前利用していたE事業所への拒否感はないた
め、E事業所に○月△日から依頼する。介護
支援専門員は丁寧にモニタリングを行う。

E訪問介護事業
所・介護支援専門
員

H26.○.△　/　H26.5.20

地域包括支援セン

本
人

支援専門員に報告をいただく。

食事や内服管理、清潔保持が不
十分で生活に支障が生じている

食事や内服管理、清潔保持が出
来、在宅生活を継続する。

3

7 H26.2中に連絡　/　H26.5.20家
族

キーパーソンである姪が遠方に
転居し、細やかな支援が出来な
い

今後の支援に関する考え方を確認
する。

姪ごさんに今回の会議結果を報告。今後の支
援に関する姪ごさんの考えを伺う。

介護支援専門員

金銭管理があやふや
金銭管理の状況やご本人の判断力
を把握する。

金銭管理の状況・ご本人の判断力の状況を把
握し、必要な制度を判断する。

地域包括支援セン
ター・社会福祉協
議会

H26.2～　/　H26.5.20

6 H26.2～　/　H26.5.20
担当の介護支援専門員の経験が
浅く、対応に苦慮している

介護支援専門員としての、力量を
向上する。

今回の地域ケア会議で、介護支援専門員の力
量向上につながった。関係機関の連携も深
まったため、今後このつながりを活かす。今
後も地域包括支援センターが共に対応し、ケ
アマネジメントを支援する。

地域包括支援セン
ター

4

5
コンビニエンスストアから苦情

今後、同様の高齢者が増えること
をコンビニエンスストアに理解し コンビニエンスストア職員に、本人の状況を

介護支援専門員 H26.2～　/　H26.5.20

民生委員さんや地域住民は、本
人が買物に出かけている様子か
ら、火の不始末を心配してい
る。

地域住民に、本人の在宅生活につ
いて理解をえる。

民生委員さんから、今後介護保険サービス等
の利用で火の元の心配もなるべく軽減するよ
う、地域住民の○○さんに話してもらう（本
人了解）。

民生委員 H26.2～　/　H26.5.20

関
係
者

5
コンビニエンスストアから苦情
が出ている。

をコンビニエンスストアに理解し
てもらい、本人が安心して利用で
きるようにする。

コンビニエンスストア職員に、本人の状況を
伝え、配慮をお願いする（本人了解）。

介護支援専門員 H26.2～　/　H26.5.20

対応が困難な課題／今後検討しなければならない事項等（終結に向けた課題等を記載） 個別支援　評価予定日 平成26年5月20日

※記入欄が足りない場合は、様式を追加して記入 社団法人日本社会福祉士会 作成様式を改変

課題の解決のために、今後連携を
取った方が良い機関

検討手法 ■　地域ケア会議で検討 □地域包括支援センター内で検討 □個別支援担当者による検討 □その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）



作成日

C票　-　地域 地域課題分析　活動計画書（地域ケア会議記録）
平成26年2月20日

地域※に同様の課題
があるか

【目標】
本人の自立支援・地域課題の解決

目標実現のための具体的な取り組み（解決策）と役
割分担

地域に同様の課題が「ある」、現在ある資源等で解決が

「困難」である場合は、何らかの取り組みが必要と判断さ

れるため、【目標】（①②③）を記入する。

項目の補足説明あり

※「地域」
の単位⇒

□日常生活
　圏域
■小学校区
□中学校区
□他（　　）

市町村に
よる対
応・認識誰が・どのように 実施期間

対象
優先
順位

個別の課題
（「C票-個別」の「個別の課題」を転

記）

があるか
現在ある資
源やネット
ワークで解
決できそう
か

本人の自立支援・地域課題の解決
のために
①地域にこんな資源や環境があれ
ば
②既存の制度や仕組みがこのよう
に変われば
③地域にこんな支援者がいれば・

割分担

「C票-個別」に記載された個別の
課題のそのまま転記する。

地域に同様の課題が「ある」、現在ある資源等で解決が

「困難」である場合は、何らかの取り組みが必要と判断さ

れるため、【目標】（①②③）を記入する。

□他（　　）

1 ■ある
□ない
□未確認

□可能
■困難

■必要
□不要

2 ■ある
□ない ■可能 □必要本

人

糖尿病により、定期的な受診が
必要だが訪問診療に拒否的

①Bさんのように、外来受診に拒否的
な方を支援する在宅医がもっといれ
ば。

主治医のC先生から、他の開
業医仲間に訪問診療の必要性
について伝えてみてくれる。

H26.2～H26.5

食事や内服管理、清潔保持が不 ※サービス事業所はあるが、ご本

③地域にこんな支援者がいれば・
ネットワークがあれば

「C票-個別」に記載された個別の
課題のそのまま転記する。

「困難」である場合は、何らかの取り組みが必要と判断さ

れるため、【目標】（①②③）を記入する。

2 ■ある
□ない
□未確認

■可能
□困難

□必要
□不要

3 ■ある
□ない
□未確認

■可能
□困難

□必要
□不要

まずは、民生委員と地域包括

金銭管理があやふや
※日常生活自立支援事業又は成年
後見制度で対応可能。

本
人

食事や内服管理、清潔保持が不
十分で生活に支障が生じている

※サービス事業所はあるが、ご本
人の拒否がある。

7 ■ある
□ない
□未確認

□可能
■困難

□必要
■不要

家
族

キーパーソンである姪が遠方に
転居し、細やかな支援が出来な
い

①今後、親族遠方の独居が増えて
いる地域である。在宅生活を支え
る地域の理解・見守り支援が必
要。

まずは、民生委員と地域包括
支援センターが、自治会の集
まりで時間をいただき、地域
の高齢化の状況等について周
知するとともに、心配なこと
を伺う。

H26.2～H26.5

4 ■ある
□ない
□未確認

□可能
■困難

□必要
■不要

関

民生委員さんや地域住民は、本
人が買物に出かけている様子か
ら、火の不始末を心配してい
る。

①今後、同様の高齢者が増えるこ
とから、地域住民に在宅生活の継
続について理解を得る。

地域包括支援センターが、、
自治会長に働きかけて、認知
症理解のためのDVDを配布し
てもらう。

H26.2～H26.5

①今後、同様の高齢者が増えるこ
社会福祉協議会が、学区内に
あるコンビニエンスストアや

5 ■ある
□ない
□未確認

□可能
■困難

□必要
■不要

6 ■ある
□ない
□未確認

■可能
□困難

□必要
□不要

※地域ケア会議や地域包括支援セ
ンターの包括的継続的ケアマネジ

関
係
者

コンビニエンスストアから苦情
が出ている。

①今後、同様の高齢者が増えるこ
とから、職員に対応方法を理解し
てもらう。

あるコンビニエンスストアや
スーパーに呼びかけて、認知
用サポーター養成講座を実施
する。

H26.2～H26.5

担当の介護支援専門員の経験が
浅く、対応に苦慮している

地域ケア会議で検討できなかった場合でも、会議後に地域包括支援セ

ンター内部で検討したり、個別支援担当者が独自に検討することで、本

票を作成する方法もある。その場合、タイトルの（地域ケア会議記録）は

抹消する。

6 ■ある
□未確認 □困難 □不要

地域課題　評価予定日

□個別支援担当者による検討

※記入欄が足りない場合は、様式を追加して記入 社団法人日本社会福祉士会 作成様式を改変

ンターの包括的継続的ケアマネジ
メントにより今後も支援継続。

地域課題であるが対応が困難（理由）／別の日常生活圏域で同様の課題が見られる　等を記載 平成26年5月20日

検討手法 ■　地域ケア会議で検討 □地域包括支援センター内で検討 □その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

浅く、対応に苦慮している

地域ケア会議で検討できなかった場合でも、会議後に地域包括支援セ

ンター内部で検討したり、個別支援担当者が独自に検討することで、本

票を作成する方法もある。その場合、タイトルの（地域ケア会議記録）は

抹消する。

※記入欄が足りない場合は、様式を追加して記入 社団法人日本社会福祉士会 作成様式を改変


