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平成 27 年度 第 6 回 四街道市地域包括支援センター運営等協議会 会議録 

                      

開催日時     平成 28 年 3 月 9 日（水）19：00～20：55 

場  所     四街道市総合福祉センター3 階 会議室 1 

出席委員     木村会長、永牟田副会長、菊地委員、兼子委員、千羽委員、松田委員 

         大岸委員、鮎川委員、田島委員 

欠席委員     清宮委員 

事 務 局     小澤部長、高橋次長、浜口参事、阿部課長、池田主幹、能勢副主幹 

坂本副主査、工藤主任保健師、岩楯主任主事、遠藤主事 

飯島地域包括支援センター長、田中社会福祉士、江沢社会福祉士 

傍 聴 人     ２名 

           

会議次第 

１．開会  

① 会長あいさつ 

② 福祉サービス部長あいさつ 

２．議事 

① 介護予防支援事業所の指定について 

② 平成 27 年度事業の進捗状況について 

③ 平成 28 年度の事業予算及び事業計画について 

④ 予防プラン再委託事業所の承認報告について 

⑤ その他 

 ３．閉会 

 

開会  

議事 ① 介護予防支援事業所の指定について 

能勢副主幹：（資料に基づき説明） 

千羽委員：車椅子を利用している方も行けるか。 

能勢副主幹：エレベーターがある。 

千羽委員：相談者は周りを気にせず相談できるか。例えば電話の際、相手が高齢者だとこちらも

大きな声になるが、情報が周りに漏れないような環境であるか。 

能勢副主幹：一部囲われている場所があり、オープンスペースからは見えにくくなっている。電話

の声はもれる可能性もあり心配だが、高齢者も入りやすい場として運営していきたい。 

阿部課長：直接来所した場合は、同フロアに相談室がある。現在「ほほえみ」という障害者相談

支援事業所が使っており、共同で使えないか協議中。 

田島委員：21 ページに評議員会という項目があるが、この位置づけはどうなるか。 

能勢副主幹：理事会で提案したものを評議員会で承認すると聞いている。 

兼子委員：三職種の中で社会福祉士だけ 2 名いるのは何か理由があるのか。 
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能勢副主幹：認知症コーディネーターまたは認知症地域支援推進員を兼務できる三職種としており、

たまたま認知症コーディネーターの方が社会福祉士資格も所持していたということ。 

議事 ② 平成 27 年度事業の進捗状況について 

田中社会福祉士：(資料に基づき説明) 

松田委員：県の認知症関係の会議には弁護士や警察署職員も参加し、問題があった時の対応方法

を話し合っていたが、多問題家族に係わる場合、権利擁護の面で弁護士や警察との係

わりも考えているか。 

田中社会福祉士：警察の生活安全課からは、認知症の方の徘徊や保護されている方の今後の支援につい

ての相談が毎週のようにある。千葉県弁護士会とは、虐待中心の多問題家族の勉強会

を共同で実施することとなり、第一回を終えたところである。警察や弁護士との連携

は来年度以降も密にとっていきたい。 

田島委員：3 ページの成年後見制度の研修会は、是非今後もお願いしたい。包括が 2 箇所になる

ので、現在の包括に余裕ができるのか。 

能勢副主幹：余裕ができるとは言えない。みなみ包括担当分の人数は減るが、現在の包括も課題は

多くあり、相談件数は増えていくと思う。 

田島委員：新しい包括の監督・指導は誰がやるのか。 

能勢副主幹：現在の包括が基幹型となり、みなみ包括を支援する。また、月に一度は連絡会を行い、

市も支援していく。包括の決定は市にあるので監督権は市にあるが、業務の具体的な

アドバイスは現在の包括が行う。 

田島委員：余裕がない中、みなみ包括の支援・監督が必要であれば、人を増やすべきではないか。 

能勢副主幹：地域支援事業で国の補助金もあるため、業務が進む中で人を増やすことも検討できる。 

木村会長：平成 25 年度に包括をどのように業務評価し、支援していくのかと議論されたが、その

後どうなっているのか。 

能勢副主幹：当初は１か所であったため、基準作りよりスムーズに運営できることを優先した。今

回２か所になるので、先進地のものを参考にしながら、平準化していきたい。 

木村会長：平成 25 年度の協議では、自己評価・行政のヒアリングを行い、その結果を運営協議会

で話し合い、次年度に活かしていく事になっていたと思うが、具体化されてないのか。 

能勢副主幹：自己評価はしているが、提出してもらっていない。当初、自己評価・行政指導・監督

を、提出があった時点で考えていかなければならないと思っていた。包括が 2 つにな

り、評価を平準化する事が必要なので、今後作っていきたいと思う。 

木村会長：どこがどう違い、どこが進歩しているのか、評価を重ねていかないと進歩はしない。 

千羽委員：他地域の包括に所属していたが、評価は厳しかった。自己評価票を提出し、評価委員

会のヒアリングもある。評価委員会の方は、現場の環境がよいか、情報が漏れないよ

うになっているか、トイレの手摺や椅子の肘掛の有無など厳しく評価されていた。良

くしていくにはある程度の基準を作り、行政だけでなく住民側も評価できるような体

制を作っていくのがいいと思う。 

木村会長：みなみ包括もできたので、体制を整えていただきたい。 

鮎川委員：10 ページの「高齢者虐待取り扱い状況」はいつまでの集計か。 

田中社会福祉士：昨年 12 月 31 日までのものである。 
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鮎川委員：通報を受け、具体的にどのように動くのか。「次年度に継続」とはどういうことか。 

田中社会福祉士：まず包括内で虐待の疑いがあることを共有し、虐待対応するか否かを市と協議する。

その後役割分担し、本人・養護者との面接、関係事業所や地域の方々への聞き取りで

実情を把握する。虐待が確認されたら、関係機関と連携をとりながら対応している。

生命に危険があると判断されれば、即時市が介入する。介護方法がわからず、結果的

に虐待となっている場合は、具体的な介護方法を関係機関とともに伝える。「次年度

に継続」とは、介護方法がわからず虐待となってしまっているケースをうまく介護が

できるよう見守っているケースである。 

鮎川委員：家族と引き離すのは年に何件あるか。 

田中社会福祉士：今年度、措置をしたのは 2 件である。 

鮎川委員：自分の地域で入所となった方が、施設に入ってから元気にやっていると聞いている。

家庭内で虐待が起きたケースでは、今後も一緒に生活するのは難しいのではないか。 

田中社会福祉士：目が届かない家庭内で介護されているので、高齢者の権利を守る意味で、きちんと介

護されているかを多機関で判断し、間違えた方向にいかないよう気をつけて支援して

いる。今年度から司法の目ということで弁護士とも連携をとっている。 

千羽委員：6 ページに認知症に関する相談が 135 件とあるが、認知症のどのような相談が多く、

どう対応したのか、四街道の傾向を教えていただきたい。 

田中社会福祉士：認知症に関する初期相談のデータを取り始めたので、今後分析して具体的な傾向を報

告したい。 

田島委員：被虐待者が要介護 4・5 である場合、どのように虐待が発覚したのか。 

田中社会福祉士：通報者の内訳から 1 番はケアマネジャー、続いて警察が多い。知人、隣人から相談が

入ることもある。実際に家に入るケアマネジャーからの通報が多いのが、今年の特徴。 

永牟田副会長：3 ページの上「養介護施設従事者等による虐待防止に向けた研修会」が特別養護老人

ホーム 1 箇所だけであるが、そこの老人ホームの職員のみに行ったのか。 

田中社会福祉士： １箇所のみ 2 日間に分けて全職員へ実施。今年に入り、もう 1 箇所行っているので、

次回報告する。地域包括支援センターが虐待防止研修を行っているとお知らせし、依

頼があったものもある。 

永牟田副会長：ケアマネジャー向けの研修もあるが、介護保険サービス利用者は施設を利用している

方が多いため、他の施設でも行ってほしい。また、施設の現場の人にも受けてもらい

たい。現場の人を高めるような研修が増えると、施設職員のあたたかい介護・助言で

変わっていくと思う。市内で研修を行い、来てもらうのもいいのではないか。 

田中社会福祉士：以前は施設の方に来てもらう研修だったが、業務の関係で参加できる方が少なかった。

昨年度からみなさんに受けてもらえるよう、18 時以降施設に出向く形とした。 

 

議事 ③ 平成 28 年度の事業予算及び事業計画について 

・事業予算 

飯島センター長：(資料に基づき説明) 

江沢社会福祉士：(資料に基づき説明) 

鮎川委員：2 ページの歳出の諸謝金の内訳は何か。 
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飯島センター長：昨年と比べ 33 万円増額している。総合事業に向けた研修・認知症に関する研修の講師

謝礼や連携会議 3 回分である。 

田島委員：1 ページの職員棒給が平成 27 年度の約 1.5 倍になっているのはなぜか。基幹型包括と

して監督をしなければならないのは大変だと思うが、市民の感覚としては疑問がある。 

飯島センター長：2 ページの 75 負担金支出が 3000 万円減っており、これはサブセンターの職員 6 名分

の負担額である。今までは社協職員 4名とサブセンター職員 6名の 10名体制だったが、

今後基幹型包括としては、社協職員 5 名と嘱託・臨時職員の 7 名体制で行っていく予

定。虐待や権利擁護、認知症対策が増え、総合事業も入る。そういった点も考慮して、

7 名という形で人員配置をしたいと思い、予算案として示させていただいた。 

田島委員：基幹型包括として、業務に対して余裕がある予算なのか。 

飯島センター長：介護保険法の改正により、総合事業や認知症施策、平成 18 年から行っている地域包括

ケアの強化、地域連携や多職種連携が必要になり、多忙になっていくと想定している。 

田島委員：高齢化が進めば、仕事が増え大変になるのはわかる。人員が足りなければ増やしてい

かなければならないと思う。1 ページの 55 公租公課費、65 食料費は何か。 

飯島センター長：55 公租公課費は車の税金、65 食料費は講師の方々への水代である。 

鮎川委員：みなみ包括の予算は 7 ページの支出、特に予備費が多めではないか。通常の会社であ

れば多くても 10％、通常は 5％程度であるが。また、新規件数 5 件は少なくないか。 

江沢社会福祉士：初年度なので、予算は多めにとった。年間 60 件になるので、月に新規 5 件は少なくな

いと考えている。 

田島委員：予算を多めにとっておいて、余った分はどうなるか。 

能勢副主幹：事業者の収入になる。 

・事業計画 

田中社会福祉士：(資料に基づき説明) 

江沢社会福祉士：(資料に基づき説明) 

松田委員：内容の表現方法が２包括で少し違うが、提出の前にすり合わせはしたのか。 

田中社会福祉士：1 月から毎週、市と基幹型包括とみなみ包括で打ち合わせをし、同じ方向でやってい

くための準備を進めている。次年度も連絡会で考え方を共有していく予定。 

松田委員：みなみ包括は前回の会議でも地域の特性を意識して話しており、それを強調して構成

していると想像する。同じ市内で線路をはさんだ程度で、違う表現をされると疑問が

ある。現在不十分と感じる部分があり、今後すりあわせを行ってほしい。市民の方が

平等にサービスを受けられるようにしていけたらよいのではないか。 

田島委員：1 ページの「運営の基本姿勢」は企業でいう理念になると思うが、みなみ包括の基本

姿勢には基幹型にはない「公正で中立性」があるのはなぜか。 

江沢社会福祉士：市から統一するようには言われておらず、みなみ包括の独自性を盛り込んで作るよう

言われていたため、みなみ包括の特性として盛り込んだ。 

田島委員：個人的には、包括は共通の目的・理念を持って運営していくと思っているため、片方

のみ「公正で中立性」が入っているのに違和感があった。当初の狙い・実際の差など

の評価は、いつ誰がやっていくのか。 
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能勢副主幹：包括は圏域ごとに１箇所あるのが原則のため、それが狙いであった。今回北と南、そ

れぞれの圏域に 1 箇所ずつ整備できた。評価については運営協にも諮りながら決めて

いきたい。 

兼子委員：生活支援コーディネーターはどこに入るのかを教えていただきたい。 

能勢副主幹：行政で係わるのは第一層と第二層。まずは第一層だけを考えている。基幹型の資料 4

ページの 4 に該当する日常生活支援事業の中に生活支援コーディネーターを含んでい

る。平成 29 年度以降、第二層も考えていかなければならないと思っている。 

兼子委員：生活支援コーディネーターの人員はもう決まっているのか。 

能勢副主幹：市としては包括職員に行ってほしいと考えており、すでに研修を終え、着任している。 

鮎川委員：みなみ包括の 7 ページ「地域ケア会議推進事業」で、地域のサロンなどに参加すると

いう部分について。旭中学校区は一昨年からサロンを立ち上げ、旭ヶ丘に続いてみそ

ら、今年に入り鷹の台が立ち上げた。自治会・地区社協・民生委員の共同事業。自治

会館に当番がいて、自由に集まれる。旭ヶ丘は毎週月～金曜日にサロンを実施。平均

1 日 10 数名の方が来ており、子供や子連れのお母さん、高齢者など。そことみなみ包

括が一緒にやれることがたくさんあると思うので、みなみ包括の PR をしに来ていた

だき、サロンの方からも認知症のことや口腔ケアのこと、包括に相談したいので、一

緒に盛り上げていただけたらと思う。よろしくお願いしたい。 

江沢社会福祉士：旭ヶ丘のサロンについては平成 28 年度 3 回出向かせていただく予定になっている。ま

た、鷹の台のサロンには 4 月に、みそらのサロンには 3 月中に一度出向かせていただ

く予定になっている。地域の方々との関係を深めていきたいと思っている。 

千羽委員：高齢者人口を北と南で教えていただきたい。 

能勢副主幹：だいたいであるが、北は 1 万 6 千人、南は 8 千人である。 

鮎川委員：人口や高齢化率はどうなのか。 

能勢副主幹：割合は北も南もおおむね同じである。 

千羽委員：三職種の人数としてはどうなのか。 

能勢副主幹： 6 千人に対して 3 名というのはクリアしている。認知症コーディネーターは兼務も可

能であり、三職種の資格を持っている。基幹型については、センター長から説明があ

ったように 6 名でスタートし、今後臨時職員・正職員へと変わっていく可能性がある。 

 

議事 ④ 予防プラン再委託事業所の承認報告について 

能勢副主幹：(資料に基づいて説明) 

 

その他 認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護の承認について 

池田主幹：(資料に基づき説明) 

 (事務連絡) 

 次回は 7 月上旬の開催を予定しており、内容としては 27 年度決算及び事業報告である。 

一切終了(20：55) 

 

閉会 


