
1 

 

令和元年度 第２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 12 月 26 日（木）19：00～20：10 

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、渋谷委員、市川委員、岡田委員、清宮委員、 

         兼子委員、田島委員、金子委員 

欠席委員     松田委員 

事 務 局     齋藤部長、大塚副参事、只野課長、坂本係長、下山係長、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、田中係長 

傍聴人数         ２人 

 

会議次第 

１．開会  

福祉サービス部長あいさつ 

２．議事 

① 地域包括支援センターの事業評価を通じた機能強化について 

② 次年度の運営方針について 

③ 予防プランの再委託事業所の承認報告 

④ その他 

 ３．閉会 

 

開会  

 

議事 ① 地域包括支援センターの事業評価を通じた機能強化について 

[事業評価について] 

坂 本：(資料 1 に基づき事業評価について説明) 

千羽会長：事業評価について、質問はあるか。 

田島委員：ページ１。表の見方の質問をしたい。１番の右を見ると○が３つついているが、何ら

かの基準があって○がついていると思うが、そのものさしは何か。 

坂 本：表の中に、市とセンターの評価指標があり、それが判断基準になる。 

田島委員：下のパーセントは、○が３つだと 100 パーセントになるのではないか。 

坂 本：パーセント表示については、県内市町村の中で○がついた市町村の割合で、国は全国

の市町村で○がついた市町村の割合になる。 

田島委員：基幹型とみなみは点数評価がなく、○がつくだけか。「会議を開いたか」が評価され、

行っていれば○がつくことになるのか。 

坂 本：評価指標に示された内容を満たしていれば○がつく。 
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田島委員：この表全般に言えるが、「会議を行った」「電話連絡をした」ということで 100 パー

セントになるかもしれないが、市民の立場からすると、専門家が訪問や電話をした成

果について、この表からどのように把握したらいいのか。どのような成果があったの

かがわからない。成果はどうなっているのか。成果としてどのようなものが出たとい

うものが、この表だと出てこない。市民の立場からすると、どのような成果が出たの

かということに関心がある。電話を何回しました、訪問しました、ということはあま

り関係のない話で、その成果はどうだったのかということが、この表全般からは感じ

ない。やっていることは認めるが、市民の立場からすると、どういう成果があったの

か感じられない。 

坂 本：全国評価として、成果については求めていないことは事実。相談件数については、実

績報告で確認していただくことになる。これは、地域包括ケアシステム構築の上で、

地域包括支援センターの機能強化が重要と国が判断したことから、それぞれの地域包

括支援センターが抱えている現状を把握すること、できていること、できていないこ

とを全国と比較することを目的として作られているので、その部分の評価として捉え

てほしい。 

齋藤部長：何パーセント達成したかなどは、この中では求めていない。 

金子委員：パーセンテージは、何を示しているか。 

齋藤部長：表の左には、市と包括支援センターの指標が示されている。表の右には、その指標を

満たしているか○を付ける欄がある。その下に県と書いてあるが、県内で何パーセン

トの市町村や包括が、その指標を満たしているかが示されている。国と書かれている

ところには、全国で何パーセントの市町村や包括が、指標を満たしているかを示して

いる。 

金子委員：下は参考数値で、上の○がついているかが重要というわけか。それを足しあげていく

と、当市として約 80 パーセントになるわけか。 

田島委員：私には理解できない。 

千羽会長：おそらく、全国の地域包括支援センターの機能を強化していかなくてはいけないとい

うことで、全国的にこれだけは行ってほしいという指標を出して、自分の市はこれだ

けやっているというのがわかるもの。一般市民が地域包括支援センターに求めている

ものの評価ではなく、国として全ての市や地域包括支援センターに求める指標を示し、

全国の市町村や地域包括支援センターと比較して、どこができていて、どこができて

いないかを確認し比較するもの。いつも田島委員が意見を出してくれている、四街道

市の地域包括支援センターの評価とは違う評価。全国の地域包括支援センターが、「足

並みをそろえてやっていこう」という評価だと思う。「○のついていないところはな

ぜか」という質問のほうが、市の方も答えやすいと思う。 

梅野副会長：指標はもともとあったものか。 

坂 本：昨年から全国評価はあったが、評価指標が昨年とは変わっているため、その都度確認

し評価している。 

梅野副会長：○がつくかどうかの評価なので、最低限行う指標。田島委員のご意見のように、質の

評価についても別で必要だと思う。 
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金子委員：○がついていないところで、３職種が配置されていないということだが、３職種とは

どのような職種か。 

坂 本：主任ケアマネと保健師と社会福祉士。保健師に準ずるものとして、看護師も含まれる。 

金子委員：充足される可能性はあるか。 

坂 本：この後の機能強化で説明する。 

金子委員：確認だが、今の議題は地域包括支援センターの事業評価を通じた機能評価になるのか。 

坂 本：そのうちの事業評価になる。 

千羽会長：例えば、表の項目９の研修計画について、市も両センターも○がついていないが、こ

のような項目について、来年度は○がつけられるようにしていくという考えはあるか。 

坂 本：この項目については市が示し、包括としては示されているかとなっているため、市が

示さないと○がつけられない。市としては来年度に向け、たたき台を作成し、両包括

にお渡しした。他の項目も、可能な範囲で○がつけられるように両包括と協議は済ま

せている。 

金子委員：今後、力を入れて取り組むことはあるか。 

坂 本：全国平均と比較すると、介護予防ケアマネジメントの部分が、市も包括も点数が低い

ので、市としては介護予防ケアマネジメントについて重点的に考えていきたいと思う。 

千羽会長：国全体として、地域包括支援センターがこの指標に○がつくようにしていくというこ

とで、自己評価になると思う。○がついていない部分については、来年度に向けて取

り組んでいただければ。次に機能強化について説明をお願いする。 

[機能強化について] 

坂 本：(資料２に基づき機能強化について説明) 

金子委員：みなみ地域包括支援センターのように、西地区に設置するということか。地域包括支

援センターが３つになるということか。 

坂 本：そのとおり。 

金子委員：場所とか具体的なことは決まっているのか。 

齋藤部長：このような方針で進めて良いか、ということ。 

梅野副会長：ここで賛成となった場合には、そのまま進むのか。それとも、最終的な決定は別な形

で行うのか。 

坂 本：最終的な決定は市が行うが、皆様の意見を参考に進めていこうと考えている。 

田島委員：課題で、専門職の数が足らないとある。現状、募集をかけても集まらないことを考え

ると、新しい地域包括支援センターを作っても、専門職が足りない事態にならないか。

それであれば、今の地域包括支援センターの人員確保を行ったほうが良いのでは。 

坂 本：一つの法人で人員を抱えてしまうこと、人員を補充したいが募集をかけても集まらな

い現状、人員が補充されたとしても地域包括支援センター内のスペースが手狭なこと

もあり、他の法人に委託を考えている。 

梅野副会長：地域の方にメリットがあること、手を挙げる法人にもメリットがあることから成り立

つと思うが、委託料はどのような形か。 

坂 本：公募という形で人件費等を踏まえ委託料を算出し、その金額で市が示した事業を行っ

てもらう。 
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梅野副会長：その人件費はどのように算出するのか。 

坂 本：経験年数や職種により市の規程を参考に決めることを考えている。 

梅野副会長：予算も限られていると思うが、どの程度委託料を出せるかによると思う。高齢者は増

えているし必要なことだと思うし、委託した法人が疲弊するのもよくないと思う。法

人の方から、なかなか委託を受け難いという話を聞いたことがある。ただ設置するだ

けなら、既存の地域包括支援センターの人員補充の策を検討したほうがいいのかなと

思う。地域包括支援センターの数は国の基準で決められているのか。 

齋藤部長：高齢者人口 6,000 人に１か所と国の基準には示されている。新たに設置したとしても、

今後も整備を進めることになる。 

坂 本：各中学校区の高齢者人口をみると、理想としては各中学校区に１か所ずつ設置。今回、

西中学校区に設置を考えている理由としては、今後も高齢者人口が増えることが予想

される地区のため。旭中地区も高齢化率は高いが、四街道中地区は若い世代も多く高

齢化率が低いのでバランスが取れているとも考えられる。理想としては全中学校区に

１か所ずつだが、高齢者数や高齢化率、現在の専門職員数や設置場所等を考えると全

中学校区設置には、現状迷いがある。 

岡田委員：西地区に設置ということで、利便性はあると思う。法人のメリットとしても信頼性が

得られることもあるでしょうし、今二つの法人がやめないということはそれなりの利

益を生み出していく努力をしながらやっているので、今まで施設から派遣され、基幹

型で支援を行っていた施設の職員もいるので、募集して応募がなかったらしょうがな

いが、興味がないということはないと思うので、市民の利便性を考えるのであれば、

もう１か所必要だと思う。 

金子委員：予算はある程度確保されているのか。 

坂 本：これから。 

渋谷委員：一貫して何年も言っているが、１か所直営で行ってはいかがか。市の職員が相談に乗

り、他の包括支援センターとの調整を行い、権利擁護の関係からも検討していただけ

たら。 

梅野副会長：直営を行うにあたり、市としてメリットデメリットあると思うが、どのような考えか？ 

坂 本：個人的な意見としては難しいと考える。社会福祉士、保健師は職種としてはいるが、

主任ケアマネジャーがいない。保健師についても他課で必要人数が足りていないこと

もあり、必要数の確保が困難。また、地域包括支援センターを行う経験のある職員も

いないため、経験のある法人の専門職と情報共有しながら進めるしかないと考えてい

る。 

金子委員：直営のほうが、メリットがあるのかわからないが、全国的に直営が多いのか。どのよ

うな傾向なのか。 

渋谷委員：全国で 25 パーセントほど。 

金子委員：直営を減らしているのか、増やしていこうとしているのか。どのような傾向か。 

坂 本：印象でいうと、立ち上げた当初、四街道市は委託で始まっているが、直営で行ってい

た市町村もある。直営で始めたが委託に切り替えている市町村も多いという印象。機

能強化として、大きな市町村は直営を作り始めているところもある。市の状況を見な
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がら進めていく必要があると考えている。 

千羽会長：３つめの地域包括支援センターを作る際には、場所を考慮していただければと思う。 

兼子委員：高齢者が行きやすい場所というのは重要。委託する場合、法人が受けることが多いと

思うが、施設や敷地の中に設置するのではなく地域に出したほうがよいと思う。地域

に出て行う際の家賃等を市から補助すれば、事業所も委託を受けやすいと思う。 

金子委員：やりやすいということか。 

千羽会長：一番は、市民が相談に行きやすいということが条件。既存の施設でそういう施設があ

れば良いが。 

坂 本：四街道市は、さほど広くないこともあり、利便性を考えたら市役所周辺だが、そこに

設置すると基幹型と距離が近くなってしまうので、西中学校地区で公的な場所で利便

性となると難しいという思いはある。どこを借りると利便性がよいのか。 

千羽会長：そういうことも含めて、この会議でご検討いただければ。 

岡田委員：旭中学校地区は、みなみ地域包括支援センターが担当地区だが、みなみ地域包括支援

センターに行く人は少ない。電話で相談したり、みなみ地域包括支援センターが各地

域に出向いてくれる。そういう努力をしてくれている。利便性も大事だが、市民のこ

とを考えて、工夫してくれるような事業所にしていただければと思う。 

千羽会長：評価が出たが、一般市民の地域包括支援センターに対する意見も聞くといいのでは。

アンケートを行い、どこの地域包括支援センターのどういうところが良いとか、改善

してほしいとか、地域包括支援センターをもう一つ考えているのであればその点も含

めてご検討いただければ。今ある課題を抽出し、新たに設置する際に活かしていただ

ければ。ほかに質問あるか。ないようなので、今いただいた意見を参考に、進めてい

ただければと思う。 

 

議事 ② 次年度の運営方針について 

坂 本：(資料３に基づき次年度の運営方針について説明) 

千羽会長：運営方針について、質問はあるか。なければ承認でよいか。 

（全員 承認） 

 

議事 ③ 予防プラン再委託事業所の承認報告について 

坂 本：(資料４に基づき予防プラン再委託事業所の承認報告について説明) 

千羽会長：今の説明について、質問はあるか。 

金子委員：予防プランとはどのようなプランを指すのか。 

坂 本：要支援１，２の認定を受けた方は地域包括支援センターでプランを作成することにな

っており、介護１以上の場合には、居宅介護支援事業所がプランを作成することとな

っている。ただ、今回のように入院などで本人が市外に居たり、要介護認定が出ると

思い手続きを進めていたが要支援だった場合に、家族や本人から依頼があれば地域包

括支援センターではなく、居宅介護支援事業所でそのままプランを作成することもで

きる。 

千羽会長：予防プランの再委託事業所の承認報告について、承認してよろしいか。 
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（全員 承認） 

 

議事 ④ その他 

千羽会長：その他ということで、他に何か説明があるか。 

下 山：(資料６に基づき地域密着型事業所の整備状況ついて説明) 

千羽会長：今の内容について、質問はあるか。 

金子委員：地域密着型事業所の定義は、何か。 

下 山：地域密着型の対照として広域型があるが、広域型の定員は 30 床以上、地域密着型は

29 名以下となっている。また、地域密着型を利用できる方は、原則四街道市民に限ら

れる。平成 20 年くらいから整備を行っている。 

千羽会長：他に質問等あるか。事務局から何かあるか。 

坂 本：次回の開催は、２月から３月くらいに予定。主な内容としては、地域包括支援センタ

ーの事業の進捗状況や次年度の事業計画、予算について。 

田島委員：資料５を見てください。働き方改革やセクシャルハラスメントなど言われているが、

働き手不足との話もあり、貴重な人材が辞められたら困る。地域包括支援センターで

長く働いてもらうために取り組まれていることはあるか？ 

大川センター長：昨年２名辞めたが、採用により辞めた人数分は充足している。ケース対応で困難さ、

やり辛さを抱えていると思うが、少しでも解消する目的で個人面談を一人一人行った。

事業内容についても不安に感じていることなど、本音を話せるような形でセンター長、

係長で聞き、少しでも気持ちの安定につながればと思い行った。また、可能な限り研

修に参加してもらうことで知識をつけ、仕事を進める上での自信をつけてもらうこと

も行っている。個人的には、小さなことではあるが、挨拶をするなどのコミュニケー

ションを図っている。 

田島委員：資格があっても、経験がない人は一人前ではないと思う。ベテランの人が一緒に指導

しないと辞めていってしまう。専門職を集めるのが大変なら、余計に配慮が必要。 

千羽会長：他にないようなので、議事を終了する。議事の円滑な進行に協力いただき、感謝する。

進行を事務局にお返しする。 

坂 本：以上を持ちまして令和元年度第２回地域包括支援センター運営等協議会を終了する。 

 

（２０：１０閉会） 

 

 

 


