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令和元年度 第 1 回 地域包括支援センター運営等協議会 会議録 

                      

開催日時     令和元年８月８日（木）１９：００～２０：２０ 

場  所     四街道市総合福祉センター3 階 会議室 1 

出席委員     千羽会長、梅野副会長、松田委員、市川委員、岡田委員、 

         兼子委員、田島委員、金子委員 

欠席委員     渋谷委員、清宮委員 

事 務 局     齋藤部長、大塚副参事、只野課長、坂本係長、齊藤係長、工藤副主査、 

         塩田主事 

大川センター長、江沢センター長、田中生活支援コーディネーター(以下、田

中ＳＣ)、照沼認知症初期集中支援チーム員（以下、照沼チーム員） 

傍聴人数         ０人 

 

会議次第 

１．開会  

① 福祉サービス部長あいさつ 

② 委員・職員紹介 

③ 会長・副会長選出 

２．議事 

① 地域包括支援センター 平成３０年度決算及び事業報告 

② 予防プランの再委託事業所の承認報告 

③ 認知症初期集中支援チームの活動実績 

④ その他 

 ３．閉会 

 

開会  

 

議事 ① 平成３０年度決算及び事業報告について 

[決算について] 

坂本係長：(資料 1 に基づき決算について説明) 

金子委員：繰出金とはどういうものか。 

大川センター長：5 ページの介護予防事業の歳出の部で一番下の項目。予防プランを作成すると介護報

酬があり、これが介護予防事業の収入になっている。多くは包括支援センターの介護

支援専門員が作成しているが、中には包括の専門職がプランを立てる場合がある。専

門職が作成した場合、国の交付金の関係上、介護予防事業の収入と国からの交付金が

重複することになる。それを解消するため、専門職が立てた予防プラン報酬を介護予

防事業から包括的支援事業の歳入に繰入し、差し引き、市の委託金と重複しないよう

に調整するため繰出金という項目を作っている。 
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田島委員：大川さんに伺いたい。資料１の４ページ、一番下に市へ返還とあるが、市に返さなく

ても良いのではないか。 

坂本係長：できない。市も返還されたものを含めた金額で交付金の申請を行うため、実績報告の

段階でかかった経費を報告することになっている。 

田島委員：実費ということか。 

坂本係長：委託料ということ。 

田島委員：ならば、数字を調整することができるのではないか。要するに返さないということ。

社会福祉協議会の活動に使ったら良いのではないか。というのも、職員が辞めており、

研修などのお金も必要で、有効なものに使ったらいいと思う。 

坂本係長：その年度内で必要なものに流用して、使用することは良いが、実際に年度が終わって、

支出の決算が決まった段階では返すしかない。 

田島委員：予算措置を多めにすると良いのでは。 

坂本係長：そのようにするか、返還になっている金額を使い切るように事業を行うか。 

田島委員：そのようにしたらどうか.お金を返さないで、職員のために使ったらどうか。 

大川センター長：（資料１）４ページの予算については 100％市の受託金で賄われている。必要な事業

は行っており、予算自体は執行見込でいただき、必要な事業に消化し、消化しなかっ

たものはお返しする。足りない場合には補正予算で取り組むことになるかもしれない

が、基本的には当初予算の中で事業を組み立てている。繰り返しになるが、どうして

も使い切れなかった部分についてはお返しする。 

田島委員：なぜこんなことを言うのかというと、市民から見ると基幹型はリーダー的存在。報告

を見るとみなみより点数が悪い。お金が余っているなら、 悪いところにお金を使うべ

き。少なくともみなみより点数は上であってほしい。お金が余って、点数もみなみよ

り低いのは矛盾している。改善するためにお金を使ってほしい。 

千羽会長：１ページと４ページの業務委託費の最終予算額が両方とも多い。予算額と決算額の差

があるが、なぜこの予算額が決算額になったのか説明をお願いする。 

大川センター長：生活支援体制整備事業分が大きく差が開いており、当初予算はパソコンの保守管理の

費用として見ていた。最終予算で 140 万ほど増額しているが、地域支えあいの関係で

各中学校地区の（コーディネーターの）活動費として事業を進める中、予算が必要と

いうことで、臨時職員の給料から流用した。流用した予算について、各中学校区（第

2 層）のコーディネーターの活動費としてみていたが、コーディネーターの設置が進

んでいないこともあり、その予算がまるまる残ってしまった。 

千羽会長：その額が市に返還されたということでよろしいか。この部分が一番大きい。 

金子委員：確認させていただきたい。収入は介護予防事業分だけか。 

田 中 Ｓ Ｃ：プランを立てた分については収入になる。介護予防事業の繰出金を包括的支援事業費

に繰入することについて、専門職の人件費については包括的支援事業費として予算が

ついているため、専門職でプランを立てた分については包括的支援事業費に繰入を行

っている。 
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 [事業報告について] 

坂本係長：（質問状に基づき田島委員の質問及びその回答を読み上げた） 

千羽会長：田島委員よろしいか？ 

田島委員：はい。 

金子委員：内容について簡単に説明等はないのか？ 

千羽会長：資料を読み、わからないことについてご意見やご質問をお願いする。今年の３月に事

業報告があり、その内容に沿った形で変わりない。 

金子委員：直面している一番大きな課題はどのようなものか？ 

千羽会長：両包括支援センターにお願いする。基幹型包括からお願いする。 

大川センター長：8050 問題もあるが、ご夫婦で生活していたが配偶者が亡くなり、独居で認知症を発症

したり、老老介護や子どもと一緒に生活しているが精神疾患により子どもが定職に就

けず、生活費を親の年金に頼ってしまうなど、支援に入るが家族の協力が得にくい世

帯があり、個人的には時間を要するし大変だという印象を受けている。 

千羽会長：続いて、みなみ包括支援センターにもお願いする。 

江沢センター長：最近のセンターの業務の傾向は、相談の内容がとても難しくなってきている。以前は

介護サービスの利用に関する相談が多かった。最近は経済的な困窮や、高齢者の家族

まで支援していかなくてはいけなくなっている。職員のスキルがないと対応ができな

く、法的なことも知らなくてはいけないなど、相談内容が難しくなってきている。高

齢者本人もだが、ご家族も主張が強くなってきており、職員が一方的にお叱りを受け

ることも出てきていて、対応が難しくなっている。職員のストレスもかなり溜まるよ

うになってきているので、相談スキルを高める点と職員のメンタルケア、長く続けら

れるような体制作りが難しいと感じている。 

金子委員：だいたい想像通りというか、そんな気がする。 

田島委員：資料５を見てほしい。基幹型包括、みなみ包括はまさに介護のプロ中のプロ。何でも

かんでも地域包括支援センターに行きなさいとみんな言っている。介護福祉に関して

はプロだけど、それ以外は必ずしもプロじゃない。ところが、市から何でもかんでも

相談に行きなさいと言われるので、大変。ストレスもたまると思う。なんでもかんで

も相談に行きなさいというやり方は市民として疑問に感じている。非常にストレスた

まると思う。費用も余っているならストレス対処に使ったほうがいいと個人的には思

うが、田中さんどう思うか。 

田 中 Ｓ Ｃ：基本的に、基幹型地域包括支援センターには専門職プラス認知症コーディネーター、

生活支援コーディネーターがいる。一人で対応できないものは包括内で連携しながら

解決に結びつくよう支援をしていくというのが鉄則。一人で抱え込まないために、包

括内での連携をすることが一番大切。田島委員が言うとおり、それだけでは解決でき

ないような問題については、関係機関との連携が重要で問題解決可能な機関へつなげ

ていく。多問題であったり、難しい相談を対応していくのが、包括支援センターの役

割だと思っている。ワンストップでまずは相談を受け、専門機関でないと解決できな

いものについては連携をしっかり取っている。心配していただいているように、かな
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りヘビーな仕事ではあるが、それも含めて包括の職員の業務だと思っている。 

田島委員：できないことはできないと言ったほうがいい。何でもかんでも受けて、病気になった

ら困る。できないことはできないとはっきりと言うべき。自分の専門以外はストレス

たまると思う。できないことはできないで、解決できそうな機関に行くように促した

ほうが良い。専門に特化したほうが良いと思う。人数も少ないし。福祉以外の負担が

大変だと思う。専門以外は時間もかかるし。 

千羽会長：地域包括支援センターは総合相談窓口。まずは相談を受け、包括では対応できないこ

とに関しては他の機関につなげる。それを断ってしまうと、一般市民の方はどこに相

談したらいいのかわからなくなってしまう。 

田島委員：断らなくてもいいから的確な相談ができるところを紹介したほうがいいと思う。 

千羽会長：それは紹介していると思う。江沢さん、お願いする。 

江沢センター長：自分たちが専門でないことは、より専門の者に引き継くようにしている。地域包括支

援センターの業務として、相談にのることも業務だが地域づくりも業務であり、ここ

数年で困った時には包括だと言ってもらえるようになった。相談しやすい場所として

相談していただき、自分達の範囲でない部分は、担当の課や関係機関につなぐ。自分

たちで解決できないときには高齢者支援課にも相談して助言をもらい対応している。

大変だが、やりがいにもつながっている。 

岡田委員：民生委員はまさに困った時は包括。相談に応じて、色々な窓口にそれぞれつなげてい

くのが民生委員の仕事。地域包括支援センターとは、情報のやり取りや地域のネット

ワークづくり等、色々なことを協力しながら地域を一緒に見守っている。民生委員と

しても、何でもかんでも包括支援センターという訳ではなく、状況に応じて色々と担

当課へ紹介しているので、ご安心いただければと思う。地域包括支援センターは色々

なスキルを持っており、地域に明るいということもあるので、いつも情報交換をしな

がら、適切な解決の糸口を見つけるような方法を一緒に考えている。 

田島委員：本当に大変だから心配。 

梅野副会長：民生委員さんの中では、地域包括支援センターはどのくらい認知されているのか。 

岡田委員：結構認知されている。高齢で介護保険を使っている在宅の方は、まずは地域包括支援

センターへ相談、もしくは包括支援センターが訪問することになるので。地域密着と

いうことでかなり認知度は高い。 

金子委員：地域包括支援センターの仕事が大事なことはわかったが、最終的にはどこかの施設に

入ることが多いと思う。介護施設との関係はどうなっているのか。 

千羽会長：包括支援センターの方、お答えいただけるか。 

大川センター長：施設利用者の相談も受けており、要望を伺い、要介護の状態に合わせて対象となる施

設の情報提供や紹介を行い、サービス利用につなげている。 

千羽委員：江沢さんにもお願いする。 

江沢センター長：施設というお話だが、最近だと在宅で介護を受けながら生活できるということもお伝

えしている。そのうえで、ご本人、ご家族が在宅希望であればそれをかなえられるよ

うな支援チームを作り、自宅で看取っていく方法などアセスメントし支援している。
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施設入所希望だと、施設入所のお手伝いもするし、入所後も入所されている方やご家

族から相談があったり、施設の職員の方からも利用者さんやご家族のことでと相談が

入る。 

金子委員：施設ともお互いに協力関係にあるということか。 

千羽会長：先ほど、坂本さんからのお話で、10 月以降に評価が出るということだが、市で評価に

対する検証をし、この場で発表していただければと思う。自己評価だけではわからな

い部分がある。特に５段階評価が基幹型とみなみでは基準が違うかもしれないので、

具体的に何パーセントぐらいはできたなど、具体的な数字を検討していただければと

思う。市から見ての評価を委員の皆さんにご提示していただくとよりわかる。10 月以

降、ご検討していただければと思う。 

坂本係長：今年度の実施時は、それぞれが同じことをしているのに出している数字が違った場合、

協議・調整して評価を出している。今後、国の全国統一の評価に関しては、市の評価

が反映されたものができると考えている。レーダーチャートで出るようになっており、

全国平均と比較して、包括の機能としてどの項目が低いのか高いのか、行政としてど

こが弱くて、強いのかが出る予定。それを見た上で、今行っている評価を続けていく

のか、検討していただければと思う。 

田島委員：設置要綱の２条に協議会は評価を行うに当たっては必要な基準を作成すると書いてあ

る。主体は協議会ではないか。市の意見を聞く前に我々がもっと決めないといけない

のでは。主体は我々と書いてある。決めるにあたって案の提出を求めるならわかるが、

先に市の意見をもらうのは違うと思う。条文の理解からして。間違っているなら言っ

てほしい。 

千羽会長：市の客観的な評価も必要なのではないか、という話をした。評価を行うに当たっては

必要な基準を協議会が作成すると書いてあるが、この解釈について説明いただきたい。 

坂本係長：去年から作業部会の話が出ていたが、全国統一の評価基準が出るということで委員に

見ていただき、結果も見ていただき、そのまま使えると協議会で決まればその評価基

準で毎年やっていく、という形の評価を考えている。秋以降まで、待っていただけれ

ばと思う。 

千羽会長：最初のうちから評価に関しては言っている。国の評価が出たらということでそれまで

待ってと言われ、去年、評価が出た。また、先延ばしにしないように実行していただ

ければと思う。確かに、評価の内容の基準を作成するのが協議会なら、評価案をご提

案いただきたい。それでは事務局が示した通り平成 30 年度決算及び事業報告について

は承認してよろしいか。 

（全員 承認） 

 

議事 ② 予防プラン再委託事業所の承認報告について 

坂本係長：（資料３をもとに説明） 

金子委員：再委託ということは、包括支援センターの業務をこの事業所にお願いするということ

か。佐倉市や木更津市もあるが、一般的には四街道市内の事業所にお願いすることが
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多いのか。 

江沢センター長：委託ということだと、市内の居宅介護支援事業所に委託するのがほとんどである。 

田島委員：デイサービスについて、デイサービスの設置許可はどこか。  

千羽会長：県です。それでは、再委託事業所の承認をしてよろしいか。 

（全員 承認） 

 

議事 ③ 認知症初期集支援チームの活動実績について 

坂本係長：（資料４をもとに説明） 

金子委員：認知症初期集中支援チームということで、認知症に特化する理由をうかがいたい。 

照沼チーム員：この制度は国の認知症施策の中で示された事業。今まで早期対応や早期診断が遅れ、

対応に遅れが出ていた。認知症の早期発見、早期診断、早期対応の体制を構築し、本

人の意思を尊重しつつ、できる限り住み慣れた地域で生活していけるように支援して

いく事業。医療や介護が中断すると、ご家族が本人の対応に困ったり、症状が進行し

たりということが見受けられる。そうした状況に対応する必要があるということと、

認知症の初期の段階であればご本人の意向を支援者が把握しやすく、対応がスムーズ

にできるということで対象者の基準が設けられている。 

金子委員：目的としては、できるだけ在宅で介護することということか。 

松田委員：訪問診療も行っているので、認知症の方を良く診るようになっている。症状が進んで

しまうと正直お手上げ。初期集中ということで、医療介護サービスを受けていない人

が対象となると思う。今、日本の医療は、医師のやる医療と、歯科医師のやる医療と

二通りある。歯科医師が行う医療については担保されていない。今日行った方だと、

独居で認知症の方で、家族も遠くに住んでいる。そうすると老人ホームに行かないと

非常に危険という状況に急になったりする。そうなると、その人は不安定な生活を送

ることになる。一番最初の段階でそういうところを精査して、安全に在宅生活を送れ

るようにするという設計がこのやりようからは感じ取れないというのが素直な感想。

これについて、再度ご検討いただきたいと思う。 

千羽会長：ご意見を頂戴しましたので、今後、ご検討いただきたいと思う。それでは、認知症初

期集中支援チームの活動実績について、承認でよろしいか。 

（全員 承認） 

 

議事 ④ その他 

田島委員：四街道市で認知症の予防の活動はどんなことやっているのか。 

坂本係長：認知症に特化した形でという意味では、コグニサイズで認知症予防という単発のもの

が年２回と、年６回のコースで認知機能を高めながら生活習慣を改善していくものを

14 コース予定している。ただ、認知症予防にはエビデンスがあるものを国が研究して

報告するということが大綱に示されていたので、今後、それを参考に考えていこうと

思う。社会参加、バランスの良い食事、よく噛んで食べる、人との交流など、トレー

ニングではない部分の効果が示されている。運動との関連性とか。いきいき脳の健康
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講座もやっているが、ファイブ・コグ検査という認知機能が低下しているかどうか判

断するものを活用していただくようになっている。 

田島委員：成年後見制度の市長申立は何件ぐらいか。 

齊藤係長：昨年度の市長申立は２件になる。 

金子委員：そろそろ対象者になると思う。これから認知症になる方も増えると思うが、市民とし

てどういったことに気を付けたら良いか。 

坂本係長：今、介護予防に関しては地域づくりと一緒に考えられている。地域の担い手が少ない

ため、元気な高齢者には担い手を継続してもらいたい。担い手になることでその人の

介護予防にも結果的につながるというような考え方なので、積極的に運動を行うなど、

予防につながる生活習慣をするとともに、地域活動に参加していただき、地域の方と

の交流や助け合いを実践していただけると良いと思う。 

金子委員：市政だよりに認知症サポーター養成講座をいうのが出ているが、市民が参加できる制

度なのか。 

坂本係長：認知症サポーター養成講座は、受講するとオレンジリングというものがもらえる。認

知症の基本的なことを学び、偏見を減らすことが目的。ただ、国としても知識を持っ

ているだけでは不十分という判断のもと、チームオレンジというチームで認知症の方

を支えていくことを今後考えており、そのチームのメンバーはサポーター養成講座を

受けた方で、よりスキルアップをした方が支援するということを示している。四街道

市も２年前からサポーターを対象にステップアップ講座や、ボランティアミーティン

グを開催しているが、まだ登録者が少ない状況。今後、包括支援センターで企画して

いるオレンジカフェというようなものに協力いただいたり、そこで顔見知りになった

認知症の方とボランティアさんが個別の支援につながっていくということも可能にな

るかと思い、協力体制を整えている。 

千羽会長：それでは事務局のほうから連絡事項等お願いする。 

坂本係長：次回の開催は 11 月頃予定している。主な内容は、地域包括支援センターの評価と機能

強化と、次年度運営方針について予定している。 

 

閉会（20：20） 


