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令和元年度 第１回磐田市介護保険運営協議会 会議録 

開催日時   ：令和元年７月４日（木）午後１時３０分～３時３０分 

場 所    ：iプラザ２階 ふれあい交流室１・２ 

出席者    ：委員１２名   欠席  ２名 

傍聴者    ：なし 

１．開会 

２．あいさつ 

３．新委員委嘱 

４．会長及び副会長選出 

５．議事 

（１）地域支援事業の進捗状況について（資料１）

（２）認知症予防の推進について（資料２） 

（３）平成 30年度地域包括支援センター実績報告について（資料３） 

（４）令和元年度地域包括支援センター事業計画について（資料４） 

（５）地域包括支援センター介護予防支援の一部委託について（資料５） 

（６）第７期介護保険事業計画に係る事業者選定（第２回）について 

６．その他 

７．開会 

事 務 局：本日は、お忙しい中、お集まりいただきまして、ありがとうございます。 

ただいまから、介護保険運営協議会を開会いたします。 

議事に入るまでの間の進行を務めさせていただきたいと思いますのでよろしく

お願いいたします。 

初めに、健康福祉部長からあいさつをお願いします。 

健康福祉部長：雨が上がって日が差してまいりました。この辺においては、本当に大きな被害が

なく、雨もある程度の量で収まって本当によかったなと思っておりますが、九州で

は、１,000ミリを超えるような大変な大雨になっている、被害が出ているというよ

うな報道もあります。大変心配な状況ではあるわけですが、多くの方の無事をお祈

りしたいというように思います。 

梅雨のこういった集中豪雨、梅雨明けにはもうしばらく時間がかかると思いま

すが、皆様のところにおかれましても、十分な情報を収集していただいて、早め

の対応を取っていただきたいというように思っております。 

この協議会におきましては、現在、進めております第８次の高齢者保健福祉計



2

画、第７期の介護保険計画の策定に御協力いただきました。そして、現在はその

中に示してあります重点施策等を進めている、そういった進捗管理を皆様にもお

願いをしているというようなところでございます。 

市役所の組織改編におきまして、本年度からそういった地域包括ケアを１カ所

の部署で考える、地域包括ケア推進グループというものを５人体制でつくりまし

た。１カ所に集中することによって、より効率的にそしてより情報を共有する中

で、推進力を持って進めてまいりたいという表れでございますので、皆様におか

れましても、そういったところでいろいろご注文をつけていただきたいなという

ように思っております。 

そして、計画におきましては、３年計画で今年は中間点になります。２年前に

つくって、皆さんに御苦労おかけしましたが、もう次の計画を考えなければなら

ないような状況になってまいりました。今年度は、来年度策定をする次期の計画

のベースとなるアンケート調査などに取りかかっていく、そういった必要があり

ます。そういったところも御承知をいただくとともに、御議論いただきたいなと

いうように思っております。 

今日は、どうぞよろしくお願いいたします。 

事 務 局：では、初めにこのたび任期途中でありますが、委員の交代がありますので御紹

介をさせていただきます。 

任期につきましては、前任者の残任期間であります令和２年３月31日までとな

りますので、よろしくお願いいたします。 

引き続きの委員の方もおりますが、改めてこの会議の趣旨や役割等について御

説明をさせていただきます。 

事 務 局：介護保険運営協議会は、市の行います高齢者保健福祉事業や介護保険事業を中

心に、高齢者を取り巻くさまざまな事柄に関して、市民の方や民間事業者の方の

協力を得ながら、より良い施策の推進を図るために各方面の代表の方、市民代表

の方から御意見を伺うために設けています。それぞれの日ごろの活動の中から御

意見をいただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

次に、初めての委員さんもいらっしゃいますので、簡単で結構ですので自己紹

介をお願いしたいと思います。 

【自己紹介】 

事 務 局：以上、包括支援センターを含めて、一丸となって進めてくれると思います。よ

ろしくお願いいたします。 

では、次に会長、副会長の選出を行いたいと思います。 

規則では、会長、副会長を互選し、会長が議事の進行をすることになっており
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ます。今回、会長、副会長の委員さんが交代となりましたので、会長、副会長の

選出をお願いしたいと思います。何か、御意見のある方がいらっしゃれば伺いし

たいと思います。 

委 員：会長に○○委員、副会長に○○委員にお願いしたいと思います。よろしくお願い

します。 

事 務 局：ありがとうございました。 

ほかに、御意見ございましたらお願いします。 

よろしいでしょうか。御賛成いただける方は、拍手をお願いいたします。 

〔賛成者 拍手〕 

事 務 局：ありがとうございました。拍手多数と認め、承認されたものといたします。 

それでは、お二人からお一言ずつ、ごあいさつをいただきたいと思います。 

会長からよろしくお願いします。 

会 長：ただいま、会長として選出いただきまして、誠にありがとうございます。 

事務局の方からもお話がありましたけれども、本会は介護保険の事業計画並び

に高齢者保健福祉計画の進行管理も行いますし、また、ケアサービスの適正な給

付がなされているかどうか、また、同じく保険料の賦課についても、適正な執行

がされているかどうかも審議するという、非常に多岐にわたる審議をする会合で

ございます。私自身が、その会長の会務を総理して、また会を代表するというよ

うな、そんな任にたえるような、そんな力はありませんけれども、皆さんの御協

力を賜りながら一生懸命努めてまいりますので何とぞ、よろしくお願いを申し上

げます。 

副 会 長：副会長という大役をただいま仰せつかりました、改めましてよろしくお願いし

たいと思います。 

私自身、介護保険の最新の情報をさまざまに専門家としてやっているわけでは

ないのですけれども、介護保険がスタートしたときの第１回のケアマネージャー

の試験を受け、第１回のケアマネージャーとして、しばらくそのライセンスはペ

ーパーではありますけれども、また新たに勉強をいたしまして、今、会長さんの

ほうからございましたさまざまな大事な役割をこの会が担っていると改めて認識

いたしましたので、どうぞ皆さんよろしくお願いいたしたいと思います。 

事 務 局：ありがとうございました。 

では、議事に入りたいと思います。本日の会議ですけれども、総数16名のうち、

出席は14名で会議は成立しておりますことを御報告申し上げます。 

議事につきましては、規則によりまして、会長が議長になりますので、ここか

らは、会長によろしくお願いしたいと思います。 

会 長：はい、承知しました。それでは、議事進行につきましては、よろしくお願い申

し上げます。 
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初めに、資料にあります議事の１について、事務局から説明していただきまし

て、そののち委員の皆様から御意見を賜りたいと思います。 

では、まず事務局から説明をお願いいたします。 

事 務 局：それでは、高齢者支援課のほうから説明させていただきたいと思います。 

資料を既にお配りさせてもらってあります資料の１－１、地域支援事業の進捗

状況についてというもので説明させてもらいたいと思います。 

初めに、介護予防日常生活支援総合事業の状況ということです。 

１番としまして、要支援及び要介護の認定者数の推移というように書いてあり

ます。こちらのほう、一番左側をごらんいただくとおり、要支援の認定者数は平

成28年度につきましては、1,488人だったものが、平成30年度に入りまして、1,348

人ということです。平成29年度から総合事業がスタートしたということで、要支

援だった人が総合事業に移行したものであったりとか、介護保険の申請をせずに

そのまま総合事業を利用したりというようなところがあって、平成29年に入って、

また、そのあと平成30年でふえてきているというような状況です。 

その２つ横の下、行のところにあります認定者数のほうにつきましても、同じ

ように一度減ってまたふえてきているというような状況になってきております。

このあと、平成31年度、令和元年以降も少しずつふえていくのではないかなと予

想されるところであります。 

２番の訪問、通所型のサービスについてです。 

こちらにありますとおり、平成２８年度につきましては、訪問介護が2,475件、

金額としまして4,630万円ほど、通所のほうにつきましては6,382件、１億7,271万

円程度ということになっております。これが、今も話したとおり、総合事業がス

タートしたということで、平成29年度につきましては、平成28年度のサービスに

総合事業の相当サービスと緩和型のサービスがそれぞれ、訪問型、通所型のほう

につきまして、３本立てで動いたような形になっております。 

平成30年度につきましては、もともとのものがなくなって、新たにできた相当

サービス、それと緩和型のサービスの２本立てになっていくというような形で今、

流れているところです。 

平成30年度につきましては、一番下のところで訪問Ｋというところ2,162件とな

っております。通所のほうの7,089件となっております。こちらのほうは、上にあ

る平成28年度のものと比べますと、訪問型のほうについては、若干減ってきてい

るというような状況です。 

一方、通所型のほうにつきましては、7,089件と若干ふえてきているというよう

な状況になっています。こちらのほうにつきましては、本人であったりとか、御

家族のニーズが訪問型のサービスよりも通所型のほうへ移行してきているのかな

というところを感じているところです。これについては、通所型ということで、
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自宅から施設のほうへ預かってもらうということで、日中独居、一人だけにして

おかなくていいというようなことで、安心感というところでふえている傾向があ

るのかなと思っているところです。 

あとまた、今年度、令和元年度の数字が出てくると、平成30年度と比較してど

のような推移になっているかというのは、また分析をしていかなければいけない

かなというように思っているところです。 

続きまして、２枚目のほうです。資料１－２、こちらのほうで総合事業、つま

り御説明させてもらったものの取り組み状況と今後の推進ということで記載させ

てもらってあります。主なものだけ説明させてもらいます。 

（５）番のところに、サービス内容・利用方法の検討ということで書いてあり

ます。こちらにつきましては、今、お話ししました通所型のサービスが週２回使

えるような今、状態になっていたものをこの検討の中で、通所型については原則

週１回というようなところで変更をしております。 

これにつきましては、できるだけたくさんの方に利用してもらって、予防とい

う観点を介護状態にならないようにしてもらいたいということで、多くの人の利

用をねらって２回でなくて、１回ずつというような形で進めているところです。 

それと合わせて、総合事業の皆さんにつきましては、ふだんのチェックという

のは、基本的に明確化されていませんでしたので、年に１回の基本チェックリス

トの実施による再判定というのを進めていくというようなことを取り入れてまい

りました。 

裏面のほうにいきまして、一般介護予防事業（８）ですね、いきいき百歳体操、

こちらのほうは、平成27年度からスタートして、30年度につきましては、91カ所

で実施していただいているところです。参加人数のほうはおよそ1,500人ぐらいで、

今年度、令和元年度につきましては、リハビリテーションの専門家に市内の十数

カ所に行ってもらって、今やっている百歳体操の効果であったりとか、新たな取

り組み方法であったりとか、もっとこういうふうにした方がいいよというような

ものを指導していただくようなことを計画しております。 

次の資料にいきます。資料１－３です。 

在宅医療介護連携の関係です。こちらのほうにつきましては、（２）番で静岡

県在宅医療介護連携情報システムのシズケアかけはしの登録の推進ということで

取り組んでまいりました。パソコンとかスマホで医療・介護、看護の皆さんから

情報共有としてより良いサービス提供、支援をしていくというようなものです。

こちらのシステムの導入にかかる費用を２分の１、年間１万2,000円かかります、

その中の6,000円を補助するというような取り組みをしてまいりました。昨年度３

５件でしたけれども、こちらのほうの制度を利用しながらより多くの方に利用し

てもらって、質の高いサービスにつなげていけたらなと思っているところです。 
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そして、その下にあります（４）番です。 

こちらのほうは、在宅医療介護連携推進協議会の下部組織として、課題抽出の

ための検討部会ということで設置をしました。年３回の会合を開催して、最後ま

で自分らしく暮らし続けるための、自分の受けたい、受けたくない医療やケアに

ついての意思決定のための検討を進めております。 

裏面にいきまして、下のほうにあります１２番です。 

地域住民への普及啓発、在宅医療介護連携で12番、交流センターでの普及啓発

事業ということで、磐田市医師会の協力のもと、市内の３カ所、井通、南、長野

の交流センターで研修を開催させてもらいました。これの延長線上という形で、

今年度は包括支援センターごとに地域に密着した講演会とか勉強会を開催する予

定でいるところです。 

続きまして、次の資料のほうで、１－４です。 

認知症総合支援事業というところになります。 

こちらのほうにつきましては、（２）番、認知症初期、３つ目のところにあり

ます認知症初期集中支援チームということで、平成30年度から本格稼働して、認

知症の初期段階であったりとか、状態は重たいけれども、初期というようなとこ

ろの対応ということで、１件昨年度はこのチームによって対応したというところ

になっております。 

その下の認知症ケアパス、こちらにつきましては、皆様のお手元にお配りさせ

てもらっております磐田認知症ハンドブックという名前で、リニューアルして、

より内容を充実させたものを新たにつくらせてもらいました。 

昨年度末に完成して2,000部発行しましたけれども、大変好評で今年度さらに

2,000部の追加をしているものです。 

続いて、資料の１－５になります。生活支援体制整備の取り組みということで、

こちらのほうにつきまして、（３）番、３つ目にある星印のところです。生活支

援体制整備講演会ということで、神奈川県の介護支援専門院協会の副理事をなさ

っている松川先生という先生がいらっしゃいまして、そちらの先生にお越しいた

だいて、ネットワークづくりとかの検討、ネットワークづくりについての地域の

課題の発掘とか、そういったようなところで勉強させてもらったというようなと

ころがありました。 

そして、裏面のところにいきまして、（５）番、社会参加促進事業ということ

で、セカンドライフカフェということで、向笠交流センター、南交流センターで

各３回ずつの勉強会を開催して、４７人の皆さんに地域への活動に生かしていた

だいているというような状況になっております。 

簡単ではありますけれども、以上となります。よろしくお願いします。 

会 長：ありがとうございました。 
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ただいま、第１号の地域支援事業の進捗状況について説明がありました。大変

資料がこの段階で多くの資料がありますけれども、何か御質疑が、せっかくの機

会ですので、御意見があれば承りたいと思います。 

なお、時間の関係もございますので、簡潔に御意見、御質疑していただければ

大変ありがたいと思います。 

いかがでしょうか。 

委 員：では、１つだけお願いします。 

ただいまの御説明の中で、訪問介護のことと、それから通所の関係、介護のこ

となのですけれども、今、通所介護がふえてきているということで、訪問介護の

ほうが減っているということですが、介護者自体のあり方というのですか、僕も

この数字を見ますと、最近うちのほうでも、介護されている方が大変だから通所

へ持っていこうとか、うちで見るのが大変だからということも結構聞くものです

から、どちらが本人にとって幸せなのかなという、そこのところを考えてしまう

のですよこの場合に。だから、介護されている本人の気持ちを大事にするのか、

介護している方が大事にされるのか、どちらなのかと思って、そんなことをちょ

っと申し上げただけでございます。 

事 務 局：はい、ありがとうございます。 

確かに、今おっしゃられたとおりです。ケアマネもその辺は十分に配慮した上

で家にヘルパーさんが来てもらうほうがいいのか、デイサービスに行ったほうが

いいのかというのも選択している方もいます。その中に今、お話があったように、

家族の気持ちというのも当然入ってきている部分はあるかと思います。 

会 長：御質疑していただくときに済みません。資料が大変多いものですから、この資 

料からということで、聞いていただけると事務局もわかりやすいと思います。 

ほかに何か御意見。 

委 員：資料１－２の真ん中ぐらいに、サービス料の適正化というのがあります。今、 

介護認定審査員の方は相当の人がおられると思うのですけれども、その人たちの

認定のレベルというのですか、大体平均化されているのですか、結構ばらつきが

あると思うのです。その辺の定期的なレベル合わせというのか、そういうのはさ

れているのですか。 

事 務 局：こちらの資料とはちょっと異なりますけれども、要介護認定についてです。 

こちらが申請されますと、訪問調査員がお伺いします。74項目の調査をします。

私たちは、調査員は直営といいまして、全員臨時職員です。そのため必ず奇数月

には研修会を開いて、ばらつきがないようにしていますし、今は７４項目の１つ

１つが全国平均、それから県平均、全部比べられるようになってしまっています。

ですので、平均から外れるようであればそれは修正をしますし、それから介護認

定審査会においても合議体についてばらつきがないように、合議体の人の会議な
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どを開いて、それぞれの合議体の審査状況、そういったものを全部合わせて見て

いただいています。そういった形の平準化をずっと進めておりますので、基本的

には、そんなばらつきはないというように考えております。 

以上です。 

委 員：資料の１－２番でお願いします。 

今、お話しがあったのですけど、通所事業サービス、デイサービスに通う回数

が週２回から１回に減らすということですけれども、実は、高齢者の一番怖いの

は孤独なんです。孤独というのは、ひとり暮らしではないんです。ひとり暮らし

イコール孤独では決してない。昔の流行歌に東京砂漠という言葉ありましたけど、

人がいっぱいいる中に一人いても、それは孤独なのです。 

要するに孤独というのは、話し相手がいないということなのです。そういう状

態をつくることが一番孤独で、一番怖いことで、高齢者にとってはそれが一番避

けなければいけない。２回が１回になるというのは、金額的な問題なのか、私が

近所で見ている限り、何カ所かかけ持ちで行っている人が実はいるのです。中に

は、毎日、１日も休みなく通っている人もいる。自己負担って聞いたら十何万負

担しているということを聞いたのだけど、これは介護保険で出る補助というのは、

週２回を１回に減らすことによって、それしか補助が出ないのか、あるいは２カ

所に行ってふやしたら補助はどうなのか、そこら辺の自己負担、いろいろと老後

の金額的な問題も含めてですけれども、支払いができる人はいいけど、できない

人については、かなり厳しくなると思うので、ここら辺を磐田市はどういう政策

を考えているか教えてください。 

事 務 局：今のお話ですけれども、２回を１回にしたというのは、平成２９年度から始ま

った総合事業の対象者の通所の回数です。ですので、今お話が出たように毎日行

っているような方というのは、恐らく介護度がもっと上で、介護２だとか介護３

という方で、サービスの利用の範囲内で行ってらっしゃる方なのかなというよう

に思います。 

例えば、この間ちょうどあったのは、原則１回ということで行っておりますの

で、例えば今まで要介護１だった、それで週３回デイサービスに行っていたとい

う方が、もうそんなに体の状態が悪くないので、総合事業でいいですというよう

な申請が出てきました。とはいうものの、今まで３回だったのが急に１回では、

ちょっと辛いよねということで、ケアマネからも相談があって、そういうことで

あれば、半年ぐらいは週２回行ってみるか。だんだん体を慣らしていって、その

あとは週１回でもいいよねというような形で、例外も当然つくりながらというこ

とで進めています。 

先ほど話をさせてもらったとおり、できるだけ多くの人たちに予防事業に取り

組んでもらって、早めに予防に取り組んで、できることなら、ずっとそこにいる
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のではなくて、元気になって、もうサービスを使わなくていいというようになっ

ていってもらいたいなというのが大きな思いとしてありますので、可能な範囲内

でできれば１回でということを原則でということで進めているところです。 

回復していくということに関しては、ここの中でも書いてありますけど、サー

ビスＣというのがあるのですけれども、これの場合だと割ともっと、回復のため

の運動をしたりとかということで、これは半年でサービスを回復して終わりまし

ょうという、卒業しましょうというようなサービスも盛り込んで取り組んでいる

ところです。 

会 長：よろしいでしょうか。 

介護支援事業について、総合事業の中での資料となりますので、それを踏まえ

ての御質疑をできればお願いしたいと思います。 

ほかに何かありますでしょうか。よろしいですか。はいどうぞ。 

委  員：資料１－２の裏面で先ほどの説明からちょっと抜けていたのですが、最後の下

のところの紙おむつ購入費とタクシー利用料助成の内容の検討と本年度行うこと

になっているみたいですけど、どういったことが予定されているのか教えていた

だけると思います。 

事 務 局：紙おむつ、タクシー券のほうにつきまして、紙おむつのほうにつきましては、

券をお渡ししてそれでお店で交換している。そのときにおつりどうなってるのと

か、本当に紙おむつでなくて、尿取りパットだけなのというようなところの確認

というのが、市のほうでも十分にできていないというのが正直なところです。そ

ういったようなところをしっかりとしていかなければいけないというところで、

何か別のいい方法がないかなということで、検討を進めなければいけないという

ところです。 

それとタクシーの利用券の助成というのは、こちらのほうについては、デマン

ド型タクシーなど、今、免許証を返納すると半額になるという取り組みをしてお

りますけれども、そんなものもありながらも、最近高齢者の交通事故というのが

大変多くなってきているものですから、その辺も考えながら免許証を返納した人

に対してのタクシー券なのか、それ以外のものなのかというようなことも含めて

検討が必要だよということで、ここに挙げさせてもらっています。 

以上です。 

会  長：よろしいですか。 

ほかにございますでしょうか。よろしいですか。 

それでは、１号につきましては、質疑もないようですので、ここで打ち切りさ

せていただきたいと思います。 

次に第２の認知症予防の推進についてをお願いいたします。 

事 務 局： 続きまして、認知症予防の関係で御説明させてもらいます。 
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Ａ３の横型のカラーのものです。こちらがつい先日、６月20日に厚生労働省の

ほうから出された認知症施策の推進大綱ということになります。 

こちら新聞でも取り上げられて結構話題になったところでもあるのですけれど

も、今まで新オレンジプランということで、取り組んできたものをちょっと内容

は変わりながらということになっております。左上のところに基本的な考え方と

いうように書いてあります。改めてですけれども、読ませてもらいます。 

認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望を持って日常生活を過ごせる社

会を目指し、認知症の人や家族の視点を重視しながら、共生と予防を車の両輪と

して施策を推進というような基本的な考え方になります。そのものについて、ど

んなコンセプトでということで左側に縦長の枠が細長く書いてあります。 

認知症はだれもがなり得るものということです。それと真ん中へんに書いてあ

るのは、地域の中で尊厳が守られ、自分らしく暮らし続けることができる社会を

目指す、というものです。これは、共生ということになるかと思います。 

下のほうへいくと、予防に関するエビデンスを収集、普及し正しい理解に基づ

き予防を含めた認知症への備えとして取り組みをしていきますということです。 

また、認知症の発症や進行の仕組みを解明、診断方法、治療方法の研究という

ような形で具体的に予防についても取り組んでいくというようなことが書かれて

います。真ん中のところで具体的な施策というのがあります。そこのところ、下

のほうに黄色い枠で①、②、③、④、⑤というように書いてあるのですけれども、

②のところの予防というところに２行目です。予防に関するエビデンスの収集の

推進というように書いてあります。国のほうでも予防に関する根拠とかというよ

うなものがなかなか十分にまだ見つけ切れていないので、もっと収集してくると

いうような方針を出しているというようにも読み取れるかなというように思って

おります。 

あと、５番の研究開発というようなところになると、右側のほうに認知症発症

前の人や認知症の人等の研究や知見に容易に参加できる仕組みを構築していると

いうことで、新しく薬が開発されるとか、そういったようなところが積極的に進

められるというようなところも読み取れるのではないかなというように思ってお

ります。 

それと、今までの政策と言葉として新しく出てきたというのは、④のところの

認知症バリアフリーの推進というところです。内容としては、今までも取り組ん

できた内容ですけれども、認知症バリアフリーというような言い方で、みんなが

いる地域の中で、共生できるようにというようなことを説明しているというよう

に感じ取ることができます。 

そのような取り組みですけれども、今回のこの共生と予防ということで、国の

ほうで出してきておりますけれども、実は、私どもがつくっているこの平成３０
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年から32年のこの計画ですね、この中の認知症施策のところというのは、35、36、

37ページのところに、ここに書いてあるのですけれども、実は国が言う前から私

たち磐田市では、自慢ですけれども、37ページのところ２つに分かれているんで

す。認知症予防と重症化予防、もう１つが認知症の人とその家族への支援。まさ

にこれが、ことし国が言っている予防と共存の２本立てでいこうというようなと

ころです。そんなところが一足先に意識して進めていこうという心意気だけはあ

ったということだけは、自慢だなというように思っています。 

以上です。 

会  長：ありがとうございました。磐田市の政策は国に先駆けてやっているということ

で力説をされておりましたので、今日の資料といたしましては、国の推進の大綱

ですので、あまり具体的なものではありませんが、この資料をもとに何か御質疑、

御意見があればお願いいたしたいと思います。いかがでしょうか。 

ちょっと字が小さいものですから、皆さん見にくいかもしれない、申しわけな

いです。よろしいですか。 

それでは、ここについては、御意見、御質疑ないようですので、打ち切りとさ

せていただきたいと思います。 

それでは、次に第３番の平成30年度地域包括支援センターの実績報告について、

第４番の令和元年度地域包括支援センターの事業計画については、それぞれ関連

がございますので、続けて事務局からの説明をお願いいたします。 

事 務 局：よろしくお願いいたします。平成30年度磐田市地域包括支援センターの実績に

ついて報告をさせていただきます。お手元に資料３を御用意ください。 

１ページから４ページの行政の役割と自己評価について、５ページ以降の各地

域包括支援センターの状況を含めて報告をいたします。 

１ページ目、大きな（１）運営体制に関することの市の役割として、地域包括

支援センター業務の運営体制の整備と支援があります。平成３０年度は、磐田市

地域包括支援センター事業運営方針を基本としまして、関係機関との連携支援や

情報提供を行いました。 

また、地域包括支援センターの機能強化を図るために、人員体制を見直して委

託法人の選定を行いまいした。 

大きな（２）基本的事項のうち、（１）総合相談支援業務についてです。 

市の役割としまして、ネットワーク構築のため関係機関との連携が相談業務へ

の支援を行いました。 

５ページをごらんください。 

地域包括支援センターの業務は、１の総合相談支援業務から５番、指定介護予

防支援事業所、それから６番、その他まで幅広い業務内容があります。 

地域包括支援センター一人一人の業務内容を１から６に振り分けて集計したも
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のが業務内容割合の表になります。最も多いのが、総合相談支援業務で全体の３

割、そのあと権利擁護業務、包括的継続的ケアマネジメントと続いていきます。

権利擁護業務につきましては、１件が質的に濃厚なかかわりが多く、他機関との

連携も含め、業務的には多くなっています。 

続いて６ページをごらんください。 

総合相談の受付件数は、包括全体で１万3,915件、前年と比べますと297件減少

はしておりますが、６ページ右上のグラフを見ていただきますと、平成25年と平

成30年の比較では、受付件数、延べ件数ともに増加傾向にあり、平成30年度にお

いても、例年並みかなと思います。 

６ページ下の表、相談内容別件数を見ますと、介護保険サービス利用の相談や

虐待、成年後見に関する相談件数が伸びています。 

近年の家族環境の変化や家族の希薄化による相談内容の複雑化に加えて、キー

パーソン不在のケースや複数回かかわるケースも増加しています。 

資料１ページにお戻りください。 

（２）権利擁護業務についてです。市としては、権利擁護の事業に関する市民

へのＰＲなど行い、虐待、成年後見制度、消費者被害に関するそれぞれの事業の

支援をしてきました。 

地域包括支援センターでの状況は、７ページの上、３の表になります。 

高齢者虐待の対応状況の表を見ていただきますと、⑤番、今年度、新たに虐待

として通報があったのが28件、そのうち⑥番、虐待と判断したのが25件、解決し

た事例が⑦番、17件となります。対応については、地域包括支援センターだけで

はなく、地域や民生委員、ケアマネージャーと連携をしながら方針を立てており

ます。虐待や成年後見制度の相談が増加しているため、早期の相談や早期対応の

市民周知、困難化、悪化する前に対応、サービス、専門職の資質の向上を図って

いきたいと考えています。 

続いて２ページ、（３）包括的継続的ケアマネジメントの支援業務についてで

す。 

市の役割は、高齢者を包括的継続的に支援をしていくため、身近な支援者から

専門機関に至るまでの関係機関、ネットワークの構築です。先ほどの総合相談の

部分と共通する部分がありますが、見守り体制の維持強化、ケアマネの支援等を

行っております。 

（４）の介護予防ケアマネジメント業務では、市の役割としまして、介護予防

ケアマネジメント実施支援を行っております。平成30年度は、自立支援に資する

介護予防ケアマネジメント研修を包括の主任ケアマネを中心に、企画から行って

きました。 

指定介護予防支援事業所の業務として、ケアプランの作成状況が８ページにな
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ります。全体のプランの委託率がおよそ約７割となっております。資料が前後し

て申しわけありませんが、３ページに戻ります。 

平成30年度の重点事項のうち、（４）番、在宅医療と介護の連携では、多職種

連携の推進のため、研修の企画や課題抽出、実際の連携を深めるための事例検討

会を行いました。 

（５）番、認知症の施策としまして、地域での認知症フォーラムの開催や認知

症カフェの開催支援等、地域に根づいた活動を実施してきました。この２つの事

業につきましては、今年度仕様書にも内容を記載し、事業内容の充実と拡大を行

っていきます。 

各地域包括支援センターの平成30年度の収支決算の報告につきましては、９ペ

ージから15ページのとおりです。 

会議の開催状況について、包括ごとの実績を載せておりますので、16ページ、

17ページを見ていただければと思います。この地域ケア会議につきましては、18

ページ、個別ケア、地域ケア会議の開催の実績、19ページ、20ページは、小地域

の地域ケア会議の開催の実績になります。平成30年度、個別の地域ケア会議が19

件、小地域のケア会議が18件行われました。個別の地域ケア会議では、認知症高

齢者や独居高齢者の見守り支援、本人や家族に障害者がいたり、経済困窮、孫の

不登校など、課題が複雑に絡み合うケースの検討が多くありました。 

小地域ケア会議では、免許返納後の暮らし方、地域資源のマップづくり、糖尿

病のない地域を目指した取り組み、口腔ケアと介護予防など地域の課題に密着し

た会議も開催されました。 

４ページにまたお戻りください。 

（４）総合評価です。磐田市地域包括支援センター事業実施方針に基づいた包

括支援事業、包括支援業務と重点事項の内容について進めることができました。

小地域のケア会議やネットワーク会議等、さまざまな場面で地域住民生活支援コ

ーディネーター、専門職等関係機関とも活用しながら、地域課題の解決を学んで

いきました。 

（５）今年度の運営としまして、個別支援から政策形成まで抽象的な地域ケア

会議の構築を進めて、地域包括ケアシステムを効果的に推進していく機関として、

地域包括支援センターの機能強化を図っていきたいと思っております。 

以上が実績の報告となります。 

続きまして、令和元年度磐田市地域包括支援センターの事業計画についてです。 

お手元の資料４をご用意ください。 

地域包括支援センター業務の運営方針は、２ページから７ページのとおりです。

今年度は、５ページの２、社会保障充実分の１、（１）在宅医療と介護連携の推

進事業として、交流センター等での住民への普及啓発を中学校単位で１回以上。 
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（３）認知症施策の推進事業として、認知症フォーラムの地域開催、認知症カ

フェの開催及び開催支援を中学校単位で年間１回以上の開催、また、個別地域ケ

ア会議につきましても、開催回数を設定をして仕様書に追加をしております。 

これは、今までも地域包括支援センターで実施しているものでありますが、今

までつくりあげた地域の土台から、地域の実情に合わせて継続実施を委託内容に

明確化したものです。 

市として、全体の調整、後方支援を目的とした基幹的機能として、地域包括ケ

アシステムを効果的に推進できるよう機能強化を図りながら構築に向けた活動を

進めていきます。 

各センターの事業計画は、業務運営方針に基づいて立案していただき、８ペー

ジ以降、センターごとに示しています。ここで、各地域包括支援センター長から、

担当地域の課題と今年度の重点的な取り組みについて、センター長から発言をお

願いします。 

城山・向陽：城山・向陽包括支援センターから御報告させていただきます。 

城山地域包括支援センター、今年度名称も変わり、場所は同じですけれども、

65歳人口も１万人を超え、報告にありましたように近年相談数が増加しておりま

す。相談内容も介護保険、介護の相談が多いものの８０５０問題や自動車免許の

返納であったり、家族のこと、相談は複合的また、かつ長期にわたる相談もふえ

ております。 

そこで、今年度１人増員で７人体制になりました。相談に対して、丁寧かつ、

対応をワンストップサービスを拠点として役割が果たせるように行いたいと思っ

ております。 

また、地域包括ケアシステムを構築するということを見据えた、地域への対応

もチームとして取り組んでいきたいと思っております。 

以上。 

中部地域：続きまして、中部地域包括支援センターです。 

私たちの総合相談の中で、年々増加傾向なのが、複合的な課題を持つ世帯から

の相談です。高齢な親世代の相談に乗る中で、子どもさんが引きこもり状態であ

ったり、または障害があることでキーパーソンになり得なかったり、金銭管理が

できず浪費が止まらない、生活困窮、親子ともに認知症の発症が懸念されるなど、

さまざまな機関との連携が必要なケースがふえ続けています。 

そこで、今年度は他機関との連携をさらに密にしていくことを重点事項として

います。それは、専門職との連携のみならず、民事協との連携で地域の情報収取

と理解が進むよう考え、合同で自営学習の機会も持つ予定でおります。 

また、認知症支援の啓発についても、地域と連携し認知症サポーター養成講座

の連続講座を開催するなど、地域に根差した計画を進めています。 
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以上です。 

南部地域：南部地域包括支援センターです。 

４月から地域包括の法人が変更になりまして、職員が３人とも入れかわってお

りますので、今年度は、地域の自治会の方や民生委員の方々、地区社協の方々や

地域の医療機関、介護保険のサービスの事業所等と顔が見える関係づくりをして

いきたいと思います。 

本当にいろいろな場所とか会議に参加をさせていただいて、磐田の地域のこと

をいろいろ教えていただきたいと思っております。それと４月から働いていまし

て、地域の方々やケアマネージャーさんの方から、障害者、特に引きこもりの方

とか、あと精神障害者の方もかかわってほしいという御希望が多く聞かれていま

す。うちの事業所の隣りに、障害者支援センターのほうもできたものですから、

そういう障害者支援センターのほうに、どのようにかかわってもらったらいいの

かという御相談も多く聞かれています。なので、私たち地域包括支援センターと

障害者の支援センターと連携して支援していくということはもちろんですけれど

も、地域住民の方とかケアマネージャーさんたちが障害者の相談支援センターを

有効に利用できるよう、に私たちもパイプ役になっていきたいと思っています。 

これからもよろしくお願いいたします。 

豊岡地域：豊岡地域包括支援センターです。 

地域の課題としては、先ほど中部でも出ておりましたけれども、豊岡は高齢者

との同居率が高いためか、複合問題家族が多いということが挙げられます。去年

の個別地域ケア会議も複合問題家族の事例ばかりでした。高齢者の介護の問題で

家庭に入っていくと、そのほかにも課題があったり、同居している家族の潜在し

ていた課題が表出するというケースが多数みられております。もちろん先ほどの

ように、包括支援センターだけでは対応、解決できませんので、本当に各専門機

関と連携を取ることが多くなっております。相談も本当に多様化、複雑化してい

るのが現状です。今後も今まで構築してきたネットワークを活用しながら、各専

門機関と地域と連携を強化していきたいなと思っております。 

また、豊岡地区は、糖尿病が多い、治療している人も多いということですけれ

ども、罹患率が多いということが健康増進課の保健師から問題提起されておりま

す。これについても包括として、糖尿病のない地域を目指して、一人一人の意識

を変えようというテーマで、昨年、小地域ケ会議を２回開催しました。その結果、

豊岡医師会、健康増進課、社協生活支援コーディネーターに交流センターと協働

し、豊岡健康目指し隊として、地域の活動としてウオーキングマップをつくって、

実際にあるくウオーキングイベントを企画しようということで、今準備に進んで

います。 

豊岡包括は、設立して10年がたちました。包括支援センターの周知とかネット
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ワークづくり、個別や地域の課題解決に向けての活動を行ってきましたけれども、

先ほども共生と予防という言葉が出ていましたけれども、本当に予防と地域とい

う視点が今、求められておりますので、豊岡包括も予防と地域というところに重

点をおいた活動をしていきたいなと思っております。 

認知症講演会も過去２年間、地域で支えるというテーマにして開催してきまし

たけれども、ことしは認知症予防、早期対応ということでテーマにしていきたい

と思います。 

ことし豊岡包括は11年目になります。元号改訂とともにことしのスローガンを

令和とともに健康な豊岡を目指すとして活動していきたいと思います。 

以上です。 

豊田地域：豊田地域包括支援センターです。 

豊田地区の現状と課題になります。 

昨年度の相談件数の内訳の中で、成年後見53件増、その他、経済、家族問題が

131件増と、この２つの項目の相談件数がふえている実績から想定される要因とし

まして、頼れる身内がいない、長い間、連絡を取っていない等の家族の背景があ

り、認知機能が低下したとき、本人の生活を守っていくための手段を考えていか

なければならないケースが多くなっていることが考えられます。 

また、一家の中に障害を抱えたり、長い間就業していなかった子どもさんと同

居されているケースが一家を担ってきた親の生活機能が低下したことをきっかけ

に、一家全体の歯車が狂ってしまい、生活が立ち行かなるケースが多くなってい

ます。 

また、担当地域の高齢者人口は、8,114名ですが、団塊世代の方が多く、５年後

には後期高齢者が一機に増加する地区になります。 

介護予防の啓発も課題です。みずからＳＯＳを出すことができる人ばかりでは

ありません。支援が必要な人を見つけ、かかわり支えていくことができる仕組み

が必要です。高齢化が進む中で、認知機能の低下による相談も多くなることが想

定されます。ケアの向上や地域の人を含めた理解が必要になります。 

そこで、今年度の重点事項ですけれども、相談体制の強化のため社会福祉士を

２名加配し、相談体制の強化をします。権利擁護業務は、経済面や家族関係等、

デリケートな部分に介入していくため、スキルを求められます。総合相談は、包

括業務の基盤的役割を果たし、すべての業務の入り口となる意識を常に持ち、適

切な支援の展開につなげることを目指していきます。支援が必要な人がつながる

よう、相談内容を検証していくとともに、生活状況の把握だけでなく、介護予防

の啓発をかけた実態把握を行っていきます。 

今年度、２地区で、認知症の啓発も兼ねた認知症フォーラムを企画しています。 

池田地区は昨年度、認知症をテーマに小地域ケ会議を開催し、今年度、具体的
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な展開が進んでいます。認知症フォーラムは、準備委員会を立ち上げ、企画から

一緒につくり上げています。中学生ボランティアも参加し、若い力も発揮しても

らえる機運が高まってきました。フォーラム、カフェ、RUN伴の豊田コースの実現

をきっかけに、専門職と地域が垣根を超え、地域の中に認知症の理解が深まる年

にしていきたいと思います。 

以上です。 

竜洋地域：竜洋地域の課題としては、認知症高齢者や障害者の独居、複合世帯における本

人たちの意思決定をどう支援するかという点に注目しています。 

昨年、個別地域ケア会議において、劣悪な自宅環境に住み続けたいという、本

人、家族の意向を重んじながらも、危機管理、本人たちの安全と地域の協力を確

保することを検討しました。 

また、経済的な課題を持つ夫婦が病院と自宅でそれぞれ生活を続けたいという

意向に応じて支援を検討しました。こうした状況を受けて、今年度は意思決定支

援を重点に事業計画をしています。 

今週土曜日には、もしもの時の意思決定、あなただったら、あなたの家族だっ

たらどうしますか、というＡＣＰをテーマに講演会を企画しています。竜洋地域

で組織している地域医療を支える専門職の会で講演会を主催しており、開業医や

主任ケアマネ、訪問看護師、地域医療いわたが講師となり、地域住民への啓発や

医療、介護、福祉の連携を目的に実施します。司法書士の方や救急隊の方にも参

加していただく予定です。この講演をきっかけに、地域住民へのＰＲ活動を進め

るとともに、３月には地域医療を支える専門職の会の集まりを、意思決定支援を

テーマに司法関係者を交えて実施する予定としています。 

以上です。 

福田地域：福田地域包括支援センターです。 

福田地区の課題それから特徴ですが、引きこもりや障害のある方が非常に多い

地区です。あとまた、外出する機会、運動不足、物忘れが多い地区でもあると言

われております。特定検診の結果ですが、生活習慣病の１位から３位を占めてい

るのが福田地区です。あと、４位に精神疾患の方が多いというところも、特定検

診の結果で出ておりますので、健康面でも取り組んでいきたいなと思っておりま

す。 

あと、本年度の重点目標ですが、受け身の方が多いです。サロンが閉鎖をして、

いきいきデイサービスのほうに流れるみたいなことが非常に多くみられますので、

地域の実情に合わせて、みずから進める介護予防、みずから行う認知症予防とい

うことで、２層の生活支援コーディネーターとともに、地域に働きかけをしてい

きたいと考えております。 

以上です。 
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事 務 局：センター長の皆様、ありがとうございました。 

頼れる身内がいないですとか、障害を抱える家族がいるといった家族背景、そ

れから生活困窮、閉じこもりとかというような課題が複雑化したケースの支援と

いったところと、あと連携といったところでは、地域との連携、専門職との連携、

その垣根を超える連携といったところでのネットワークづくりといったところ、

それから相談がふえていく中、介護予防ですとか早期の支援といったところがい

ろいろな包括から出てきたかなというように思っております。 

どの地域包括支援センターにおいても、重点事項の推進に当たり、今まで培っ

てきたネットワークの強化とともに、地域の特性や強みを生かしながら、地域包

括ケアシステムの互助、共助の部分において主体的に取り組む計画となっており

ます。 

４２ページからは、今年度の収支の予算書を載せてあります。 

先ほど説明をしました認知症総合支援事業と在宅医療介護連携の推進事業、地

域ケア会議の推進事業を委託料として収入に計上しておりますので、御確認くだ

さい。 

以上となりますが、最後となって申しわけありません。資料に誤字等ありまし

たので、訂正の報告をさせていただきます。 

資料３実績報告の１ページ目、下のほうになります。（２）権利擁護業務の市

の役割の３つ目、高齢者虐待等困難事例に地域包括支援センターですが、包括の

包という字が抜けています。申しわけありません。 

もう１点、計画になります。計画の４ページ目、（３）包括的継続的ケアマネ

ジメント、マネジメントがマンジメントになってしまいました。申しわけありま

せんでした。 

報告は以上となります。 

会  長：ありがとうございました。 

地域の灯台で地域福祉の灯台でもあります、地域包括の説明がありました。実

績の報告と事業の計画を合わせての説明でございましたので、御質疑、御意見も

特に、実績とか計画にとらわれずに、こういう項目でということで、御意見、御

質疑を言ってくだされば結構だと思いますので、よろしくお願いします。 

説明もありましたように各地域包括からの代表も来ておりますので、かなり入

った質問もお答えできるかなと思います。何かあれば、はいどうぞ。 

委  員：資料３の２ページに書いてあります、成年後見人の件でお伺いしたいと思いま

す。最近は、独居老人をねらって、振り込め詐欺が非常に横行している現状だと

思います。そんな中で、成年後見人というのは、非常に大きい役割を果たすので

はないかなと思いまして、現在、後見人の数というのは、充足しているのでしょ

うか。今後、これも増加させていくという施策といいますか、ここに書いてある



19

ちょっとした講座がありますけれども、これを充実していくというようなことは

考えておりますでしょうか。お伺いいたします。 

事 務 局： 成年後見人につきましては、市民後見人ということで、通常だと司法書士とか

弁護士とか社会福祉士等がなるのですけれども、市民後見人ということで、割と

軽い支援で済むような人を対象とする市民後見人の養成というものを昨年度初め

て11人受講を終了しております。今年度につきましても、今月からスタートしな

がら市民後見人の養成をしていく予定です。 

充足しているかどうかというところに関しましては、状態によっていろいろな

人があるものですから、何とも言えないところではあるのですけれども、利用し

たいというのが、例えば包括支援センターに来たときに、人がいないから利用は

できないというのは今までのところ、ケースとしてはないですけれども、これか

らますます需要が高まっていくことを考えると、市民後見人の養成というもので

対応していきたいなというように考えます。 

委  員：そういう意味で、後見人制度のアピールをもう少ししたほうがいいのではない

かなと、そんなふうに考えているものですから、いかがでしょうか。 

事 務 局： そうですね、それこそ詐欺にあってしまうような人たちというのは、割と在宅

で生活していて、多少もしかすると認知症がある人もいるのかな、それともしっ

かりしている人もいて、そういう人たちがうまくだまされてしまい詐欺にあって

いるというケース、では、その人たちに後見人をつけるか、その人たちが逆に社

協でやっている日常生活権利擁護とか、そういったようなサービスになってくる

のかなとか、その辺の兼ね合いもあって、何とも言えないところではあるのです

けれども、それこそ今のお話にあったように、詐欺にあって、大金を取られたり

というようなところというのは、どうしても何としてでも防いでいかなければい

けないところだと思いますので、成年後見人というのと合わせて、そういう詐欺

の対応というか、予防の啓発というのは進めていきたいなというように思います。 

会  長：ほかにいかがでしょうか。どうぞ。 

委  員：今、包括支援センターにほうからの中で、センターの方からのお話をちょっと、

それはそのことについて、どこもそうだと思うのですけど、高齢者が大変依存的

でお任せ、みんなお任せでやってもらおうという意識が大変強いというお話でご

ざいましたけど、確かに高齢者、ほとんどが受け身で、皆さんにやってもらいま

しょうという手を差し伸べているだけですよね。そういう状況の中で、考えます

というと、大変この介護予防等も大変だなということを思うわけですが、私はい

ろいろなところで研修会等参加させていただきまして、国が介護予防の見直しを

していますよね。フレイル対策で、ということで。その、フレイル対策というの

は、いわゆるフレイル、虚弱対策ですね。それで、本人が自分の虚弱に気づいて、

健康な体にしようと努力することがひとつのフレイル予防になるわけですけれど
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も、そんなことで国はそういう方針を出していますものですから、私たちの老人

クラブも全国的にフレイル予防を全面に出して取り組んでおります。そういうこ

とで、これからもフレイル予防、いわゆる高齢者自身が自分の弱いところに気づ

いて、自分で改善しなければ予防にならないのではないかということです。 

ですから、先ほどお話があったように、待っていてだれかにやってもらおうと

いうのは、これは介護ですよね。介護予防にならないわけです。ですからぜひ、

皆さん方、高齢者が自分で直そうという意識を持たないと改善されていかないと

いうことで、これからもそういう方向で、市のほうにおいてもいろいろな面にお

いて、そういうことを進めていただきたいなと思うし、私たちも老人クラブのほ

うもそういうことで働きかけをしておりますので、よろしくお願いしたいなと思

っています。 

以上です。 

会  長：地域包括の活動の中で今、おっしゃられたような趣旨の展開ができるかという

観点でお答えいただきたいと思います。 

事 務 局：そうですね、包括支援センターもそうですし、市のほうとしても介護予防とい

う、実はこの僕たちのグループ、地域包括ケア推進グループができて、週に１回、

必ずメンバー５人ですけど、５人で検討をする時間を設けています、週に１回。

その中でもやはり、予防の話というのがたくさん出てきておりまして、どんな形

で効率的にやっていくかとか、効率的であったり、有効であったりというところ

を考えて、取り組み方を考えています。その辺につきましてもまた、包括支援セ

ンターと情報を共有しながら、よりよいものに進めていきたいなというように思

います。 

話があったように、老人クラブでもフレイル予防ということで、取り組んでい

ただいているということで、大変ありがたいことだなというように思っています。

それこそ、市民クラブなどでいろいろなクラブがあって、体を動かすクラブから

頭を使うクラブやらいろいろある中で、取り組んでいただいているというのは、

大きな予防効果がある、フレイル予防になっているのではないかなというように

認識していますので、これからも引き続き、ぜひ進めていってもらいたいと思い

ますので、よろしくお願いします。 

会  長：よろしいですか、ほかに御質疑があればお願いいたします。どうぞ。 

委  員：３つほどあります。 

１つ目は、資料３－１の１ページに、運営体制に関することということで、地

域包括支援センターの業務内容と人員体制の見直しというところで、私は中部包

括等、城山・向陽の包括をときどき見るのですけれども、人員がふえております。

これは、以前から言っていましたので、ここで福祉課長にお礼を言いたいと思い

ます。いろいろ見直しをしていただいてありがとうございます。 
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それから２つ目ですね、同じ資料３－１の５ページに地域包括支援センター業

務内容ということで、１から６までいろいろ割合が出ておりますけれども、実績

報告として、例えば総合相談支援業務の総合相談というところがありますが、こ

れを５４３２１の評価で、ここは５でよかった、次のネットワーク構築は、ちょ

っと足りなかったから３だったとか、そういう数字で表して、総合的に今年度は

平均で４から4.5だったというようなことで表していただければ、この業務はよか

ったんだな、ここはもうちょっと足りなかったな、じゃあ来年度の計画でここを

もう少し重点的にやろうという、そういうようなＰＤＣＡが回ってくるのではな

いかと思います。 

それともう１つ、３つ目ですが、資料４―２の令和元年度の業務詳細計画とい

うことで、すごいたくさんの仕事があって、本当にこれ、できるのかなというよ

うな心配があります。でも、目標は高く立てたほうがいいと思いますので、これ

も次回の報告のときに実績報告のときに５４３２１、それがいいかどうかわかり

ませんが、そういう評価方法で実績を出していただければここは満足でできたん

だな、ここはもうちょっと足りなかったなというのが評価としてできるのではな

いかと思いますので、できれば何か一工夫していただければいいかなと思います。 

以上です。 

事 務 局：各包括からこちらに年度初めに昨年の分の報告をいただいております。この報

告の中には、各包括から業務ごとでの１番から５番で包括の自己評価というもの

とあと、それに対するコメントを書いて私たちいただいておりますので、ここら

辺を踏まえて資料の作成を考えていきたいなと思っております。 

計画のほうにしましても、包括、いろいろたくさん思いを持って熱くかかわっ

ていただいておりますので、今年度の取り組みをたくさん書いていただきました。

また、この中で、きょう包括のセンター長から直接お話しいただきましたが、特

にここに重点を置くぞというような、ほとんどわかりやすいような資料作りを私

たちも考えていかなければいけないかなと思いました。 

ありがとうございます。 

事 務 局：以前から、こういう会議の内外で包括やいろいろな福祉の関係で、御意見をい

ただいていました。本当に先ほど、包括のセンター長のほうからお話があったよ

うに、相談は確実にふえていっていますし、複雑化、困難化している実態もあり

ます。そういう中で、どういったより機能が果たせるかというところについては、

行政も一緒に取り組んでいけたらと思っていますので、今後もどうぞよろしくお

願いいたします。 

委  員：行政保健師の方とあと、包括の方にお聞きしたいと思います。資料４のほうで、

事業計画を細かく上げていただいて、とても現状、複合的な問題を抱える相談が

ふえているというあたりは、どこの包括も共通かなというように思いました。地
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域包括ケアを推進するためには、本当に保健師さんたちそれから包括の方の活躍

というものがとても重要だと思っていますが、今現在、各包括さんと地区担当の

行政保健師さんたちという中で、連携とか協働の実態がよくわからなかったので、

お聞きしたいなと思います。 

事 務 局：地域保健グループのグループ長です。 

いくつかの包括の代表者の方からも言っていただけると助かるのですが、地区

担当保健師それぞれ、自分の地区で包括の方とコミュニケーションを取りながら、

さまざまな場面で連携を取っていただいております。わかりやすいところでいく

と、まちの保健室なども協働で開催したりですとか、個別のケースについても情

報を共有するという場面もいくつかあるかと思いますので、その辺、もし御紹介

していただけたら助かります。 

よろしくお願いします。 

城山・向陽：城山・向陽包括支援センターです。 

先ほど、まちの保健室という健康増進課が地域担当の保健師さんが開催してい

る交流センター単位でやる健康相談があるのですけど、そこに包括支援センター

職員を介護・福祉の相談窓口として、一緒に窓口をさせていただいています。 

また、先月、いいとこまんじゅうという施設があるのですけど、そこで健康増

進課の地域担当の保健師さんと私たち包括支援センターの職員とが一緒になりま

して、相談会というのを開催させていただいたり、また、日常的に相互で相談の

つながりというところをさせていただいています。 

中部地域： 中部地域包括支援センターです。 

中部エリアの地域担当保健師さんのほうとの連携としては、認知症フォーラム

のようなイベントの際に、出張まちの保健室ということで、地域の方が集まった

ところでいろいろな測定ですね、血流測定であったり骨密度のようなそういった

測定をしていただくということで、地域の健康意識の啓発というような部分を一

緒に取り組んでいます。 

また、私たちがオレンジカフェという認知症の方の支援の集いの場ですけれど

も、それを特別養護老人ホームに働きかけて、地域の特別養護老人ホームを会場

にして、カフェを開催していますが、そのカフェを開催している特別養護老人ホ

ームのほうへ、まちの保健室の方も合同でオレンジカフェのときに出張するとい

うことと、それに加えてその施設の職員さん向けに健康相談というんですか、健

康指導のほうを取り組むというような形で、私たちのネットワークの中に一緒に

活動を取り組むという、健康意識を高めるというようなことで活動しております。 

以上です。 

南部地域：南部地域包括支援センターです。 

４月からなので、まだ少しのお話になりますけれども、ちょうど私たち磐田の
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南部地区がどんな地区かということがわからないときに、地区の保健師さんが来

てくださって、この地区は血圧が高いんですよとか、その地域の特性を教えてい

ただいたので、そういうのを参考にサロンの出前講座とか、そういうのをやって

いけるかなというように思っています。 

あと、小地域ケア会議のグループワークのファシリテーターで参加していただ

いたりですとか、先日も認知症家族の交流会も一緒にさせていただいたりという

ことで、一緒のネットワークのほうでさせていただいております。 

以上です。 

事 務 局： ありがとうございました。 

今、包括のセンター長からお話ししていただきましたとおり、まちの保健室で

すとか包括が行う認知症のカフェ、フォーラムといったところで、企画から一緒

に地区活動の保健師が連携を取りながらやっています。今、このような地区活動、

保健師が地区担当制になって５年目になりますので、だんだん地区活動班がライ

フステージすべてを対象としていくといったところで、連携を取りながらいろい

ろなところと活動ができているかなというところです。 

フレイル対策といったところでも、今後評価をしていければいいかなと思って

おります。 

以上です。 

委  員：ありがとうございました。 

健康相談とか啓発というところで行政保健師さんが地区で動いているというの

がよくわかりましたが、各包括で複合的な問題を抱えるというケースは、すぐに

出動したりとか、すぐ何かをこうしなければというところでは、行政保健師さん

は今は、動いていないという実態でよろしいですか。 

事 務 局： ひとつわかりやすい事例というか、地区担当の保健師が一度、夜にコンビニエ

ンスストアで、高齢者の方が血を流されて、認知症の方かなというような方をお

見かけしたしたことがあるのです。そういったときにも、保健師のネットワーク

で、包括の方と連絡を、夜ですけど取り合って、すぐに包括の方もそこに駆けつ

けてくれて、連携して対応したというような事例もあって、日ごろのそういった

啓発ですとか、ネットワークづくりがいざというときの対応につながっていると

いうことは、自信を持って言えると思います。 

以上です。 

事 務 局：先ほど申し上げた生活相談グループというところが、生活保護、生活困窮の相

談に加えて、総合相談ということで高齢や障害の困難事例を担当する職員が今

年度４人新たに設置をしました。その中に１名保健師が入っておりますので、

緊急の事案につきましては保健師もそのチームの中に入っています。その後、

継続して何か必要な場合は、包括や地区担当保健師と連携を取りながら対応す
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るというようなことも今後出てくるかと思います。 

委  員：地区担当の保健師さん、困難事例のときの動きというのは、ちょっとわからな

かったものですから、そういう部署ができたということでとても安心しました。 

よろしくお願いします。 

委  員：資料４の各包括支援センターさんの事業計画の中で、地域の人的な資源、どん

な方たちの手助けがあってカフェが運営できたり、そしていろいろな交流会とか

も催していけると思うのですが、そういう地域の人的な財源、資源の養成の取り

組み、今後大事だと思うので、ますます進めていただけたらなと思います。 

認知症サポーターの養成もできれば中学とか高校とか、学校のほうとも連携し

て、幼いうちから世の中には多様な人がいるんだということを、そういう教育の

機会としても、やっていただけたらなと思います。 

お昼間にまちの保健室とか、そういう動きがあるのですけれども、実際働き手

となっている人たちは、駅を経由したりとか、車の通勤とかでどんどん市外へ出

ていって、帰ってくるのは本当にまた夜だったり、磐田市の日中の人口構成とい

うと、高齢者と子どもという感じになっていると思うのですけれども、ときには

駅とかどこか車がたくさん通っているところに行って、高齢者の実態を何か、選

挙活動ではないのですけれども、いろいろな方に広めていただくようなアクティ

ブな啓発活動というのも期待しております。 

よろしくお願いします。 

事 務 局： 地域資源が人の地域資源ですよね。そういったものを発掘というのをしていか

なければいけないというところが承知しています。社会福祉協議会の職員の皆さ

んに、生活支援コーディネーターということで、地域資源の発掘とかそういう支

援というのを進めていただいておりますので、そういう中で人的資源を見つける

ことができるかなというように思っています。 

いろいろなところで啓発というところで、街頭で啓発、考えてみます。 

委  員：今の少し関連するかもしれませんが、地域の人材育成ということで、この会議

でだいぶ前になりますが、委員さんから保健委員廃止になって、すごい地区が困

っているんだという質問があったり、意見がありました。その中で、市のほうの

回答は、今地区のためにやってくださるというそういう委員というのが、どこも

老人クラブとかＰＴＡもそうですけど、そういうのをやってくれる人も少なかっ

たり、忙しくてそういう地区の役員を受けてくれる方がいないということが課題

になっているということで、いろいろなことを考えて、流れで保健委員は何年か

前に市が廃止して、うちの地区は幸いとして、地区として残しているのですが、

残していないところで、すごく困っているという意見が出たときに、市のほうの

回答がアンバサダーの講習会があって、それをやって人材をプールして、それを

地区ごとに分けて、交流センター別に分けて、気持ちとしてある人の中で保健委
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員さんの担い手みたいなものを構築したいというように、将来的には考えている

という回答があったのですけど、その辺を今、どうなっているのか。 

アンバサダーの講習会は定期的に結構やっていて、磐田市でも相当の数の人が

受けていると思うのです。私も受けましたけど、その数は確かにすごいあるので

すけど、１つの運動プログラムの提供している会社の方がすごく圧倒的に多くて、

それもちょっとどうかなという気も私はしていたのですが、でもいろいろなこと

で地域にそういう人材がいて、それを地域別にして保健委員さんが前向きにやろ

うとする人に、保健委員さんみたいな感じを市としては、つくりたいというその

ときはお話がありましたけど、それは今どうなっていますでしょうか。 

事 務 局： 健幸アンバサダーについては、今お話しいただいたことをまさにやろうとして

いて、今週の土曜日に健幸アンバサダー元気アップ講座という講座をやりまして、

既に健幸アンバサダーになっていただいている方で、意欲のある方が３０名弱で

すけど、来ていただいて地区に分かれたグループワークも含めて、まさに取り組

もうとしているところです。 

そこでまた、地区担当保健師とのつながりを持って、地域のそういったリーダ

ーを育成していけたらなというように考えています。 

以上です。 

会  長：地域包括を前提とした御質疑、御意見をいただければと思いますけどもいかが

でしょうか。 

委  員：各包括エリアで、結構１号保険者被保険者数の数も１万人超えているところか

ら、3,000人程度のところまであって、もちろんそれぞれの包括のセンターによっ

て、職員数とは違ってはあると思うのですけど、いろいろな事業すべてが全部、

１つ１つの包括が別々にやらなければいけないという何か決まりでもあるのか、

例えばそういう認知症カフェなら隣り同士の包括で交互にやるだとか、一緒にや

るだとか、何かそういった横の連携みたいなものはないのかなと、だんだん今、

認知症カフェ、認知症のフォーラム、医療の連携のお話ですか、全部だんだん包

括のところに下りてきて、そこに所属しているところのいろいろなケアマネだと

か何だとかもみんな協力しているとは思うのですけど、エリアによってそれをや

れるだけの人員とかもあるところもあれば、結構もうこれやるだけで大変で、と

いうところもあるのかなと思ったので、そういう横の連携でうまく効率化だとか

が図っているものなのかどうかというのをお聞きしたいなと思いました。 

事 務 局： 取り組む内容によっては、包括支援センター７つが合同で取り組んでいるもの

もありますし、それこそ数年前から始めている認知症フォーラムなどは、全体で

やっていたものを地域ごとにやっています。そのことによって、より参加しやす

くなって、認知症施策について理解を深めてもらったりとか、今年度から取り組

んでいる在宅医療介護連携のほうも、地域でより多くの人にということで取り組
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んでいます。ものによって、集約したりとか分散したりということで、取り組み

をしていますので、そんなところも包括支援センターとまた、話しをしながら進

めていきたいと思っています。 

委  員：すべての包括でやることと、それぞれの包括さんの意見も聞いていただいて、

実情に合った開催ができればいいかなと思います。 

よろしくお願いします。 

会  長：ありがとうございます。 

ほかに地域包括にかかわる、ここのところで御質疑、御意見ありましたらお願

いいたします。 

よろしいですか、では、ないようですので打ち切りとさせていただきます。 

それでは次に（５）番の地域包括支援センター介護予防支援の一部委託につい

てに入ります。 

事務局からの説明をお願いします。 

事 務 局： お願いいたします。 

本日、配付をさせていただきました資料５を御用意ください。 

事業対象者と要支援者のケアプランに関しましては、地域包括支援センターが

立てることになっておりますけれども、地域包括支援センターの本来の業務に支

障がないよう、一部を居宅介護支援事業所に委託をすることができるようになっ

ております。今回、新しく委託をしましたのが、この資料の事業所となります。

南部地域包括支援センターは、今年度、受託法人が変わったことから改めて届け

出がありました。 

以上、報告をさせていただきます。 

会  長：事務局からの説明が終わりました。この件につきまして、何か御質疑、御意見

があればお願いいたします。 

よろしいですか。御質疑、御意見もないようですので、質疑は打ち切りをさせ

ていただきます。 

次に移ります。 

６番の第７期介護保険事業計画に係る事業者選定第２回でありますけど、これ

について審議に入りたいと思います。 

事務局からの説明を求めます。 

事 務 局： では、説明させていただきます。 

磐田市では、要介護者の増加に対応するために、また、施設入所の待機者の解

消をするために、３年ごとに作成している介護保険事業計画の中で、施設整備の

計画も行い、計画的に施設の整備を進めています。 

平成30年度からの３年間を第７期介護保険事業計画と定め、この期間で小規模

多機能型居宅介護施設を２施設と、看護小規模多機能型居宅介護施設を１施設整
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備する予定となっています。 

この計画にしたがい、昨年度施設整備のために事業者の公募を行いましたが、

３施設の募集に対し、応募は小規模多機能型居宅介護施設１施設のみでした。 

そこで、今年度、小規模多機能型居宅介護施設と看護小規模多機能型居宅介護

施設、それぞれ１施設について、再度事業者の公募を行っております。 

以上です。 

会  長：ありがとうございました。事務局からの説明が終わりました。 

この第６号について、何か御質疑、御意見があればお願いいたします。 

いかがでしょうか。 

それでは、御質疑、御意見がないようですので、打ち切りとさせていただきま

す。一応、本日予定をいたしました議事は終了しましたが、先ほど伊藤さんから

も御質疑がありましたので、全体にかかわる何か御質疑、御意見があればお願い

します。 

会  長：ありがとうございました。 

では、ほかによろしいですね。 

それでは、御意見もないようですので、これで議事を終了させていただきたい

と思います。 

皆様、本当に御協力ありがとうございました。 

事 務 局： ありがとうございました。 

最後に事務局から連絡事項がありますので、よろしくお願いします。 

事 務 局：ありがとうございました。 

次のこの介護保険運営協議会の日程ですけれども、次第の２枚目につけてあり

ますとおり、第２回が令和元年11月７日木曜日の午後１時30分から同じ会場で予

定しております。 

年間計画としましては、４回ということで予定しておりますので、御承知おき

いただければと思います。よろしくお願いいたします。 

次回以降につきましては、改めまして御通知を差し上げますので、よろしくお

願いします。 

それでは、本日はありがとうございました。 

これで閉会させていただきます。 


