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平成 30 年度第 1 回浜松市地域包括支援センター 

運営協議会会議録

１ 開 催 日 時  平成 30年 6 月 28日 午後 7時 00分から午後 8 時 30分

２ 開 催 場 所  市役所 本館 8階 第 4委員会室

３ 出 席 状 況

出席（9 名）
小野宏志委員  仲村秀子委員  才川隆弘委員  月井英喜委員

松岡徹委員   稲田謙一委員  宇佐美嘉康委員 村上けい子委員

窪野伸治委員

欠席（1 名）
山田幸美委員

事務局（17名）
健康医療課          ：山中次長

健康増進課          ：辻村課長

介護保険課          ：市川課長

高齢者福祉課         ：小石川次長、山内担当課長、亀田補佐

地域包括ケア推進グループ  ：坂本 G長、木谷副技監、
成瀬副主幹、近藤

各区 長寿保険課       ：（中）鈴木課長、（東）鈴木課長

（西）秋田課長、（南）稲垣課長

（北）藤野課長、（浜北）内山課長補佐

（天竜）入手課長

４ 傍 聴 者 3人

５ 議 事 内 容 

（１）平成 29 年度地域包括支援センター事業報告
（２）平成 30 年度地域包括支援センター事業計画
（３）予防給付業務を委託する居宅介護支援事業所の追加承認

（４）その他

６ 会議録作成者  高齢者福祉課 坂本 田佳子

７ 記 録 の 方 法  発言者の要点記録

          録音の有無  有・無

公開・非公開の別
■ 公 開 □部分公開

□ 非公開
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８ 会 議 記 録 

１ 開 会 

２ 会長挨拶 

３ 健康福祉部次長挨拶 

４ 議 事 

（１）平成 29 年度地域包括支援センター事業報告 

◎概要 

平成 29 年度地域包括支援センターの事業報告について説明し承認を得た。 

◎発言内容 

（事務局）資料 1－1、1－2、1－3、1－4に基づき説明

＜質疑・意見＞ 

（委員）

ケアマネジャーへの指導件数について、指導内容と改善されたことの報告はあるの

か。指導の基準はあるのか。

（事務局）

件数報告のみである。具体的な指導内容や改善事項の報告は求めていないため、ケア

マネジャーからの相談に対してアドバイス等をした件数のみ報告してもらっている。

（委員）

地域包括支援センター職員だから、地域のケアマネジャーに係わると限定しなくても

いいのではないか。地域には居宅介護支援事業所の主任ケアマネジャーもいるので相談

にのることもできる。

（委員）

地域のケアマネジャーは地域包括支援センターの指導を受けなければ業務ができな

いのか。同じ専門職で差があるとは思えない。

（事務局）

差というよりは、圏域のケアマネジャーがよりよい支援が実践出来るようにしたり、

ケアマネサロンを開催し情報共有を図ったりすることで、地域全体のレベルアップにつ

なげるという役割もある。

（委員）

分からないことがあるから地域包括支援センターに相談をしていると思う。実際には

地域のケアマネジャーが地域包括支援センターに相談していることもある。経験の少な

い地域包括支援センターの職員に相談するより長くやっている地域のケアマネジャー

の方が経験もあり頼れるのではないか。地域包括支援センターに相談する構造が理解で

きない。

（事務局）

ベテランのケアマネジャーが地域包括支援センターにアドバイスをもらうことは少

ないかもしれないが、困難な事例に直面したときに、地域包括支援センターには 3職種
揃っているので、それぞれの立場で視点を変えて見る事ができ、解決の糸口につながる
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こともある。

（委員）

介護支援専門員連絡協議会の専門職の立場からはどうか。地域包括支援センターを当

てにせずに自分たちでやっていけるのではないか。

（委員）

個々のレベルアップ、全体のレベルアップを図るためにも地域包括支援センターとう

まく連携を取っていく中で一緒に打ち合わせや研修もしている。

ケアマネジャーの相談指導の仕組みがもう少し分かりやすい方が良い。ケアプランの

点検等もありレベルアップを図るのはもちろん、それに対してどういった形で助言指導

をしているのかがわからない。

（委員）

ケアマネジャーもいろいろな方がいる。地域包括支援センターだけが指導するわけで

はないが、比較的経験をもって対応しているので、指導的立場の継続は必要である。も

ちろん、地域のケアマネジャーで素晴らしい人はたくさんいる。

（委員）

地域包括支援センターの職員のレベルを上げてもらわないといけない。経験の長い職

員もいるが、入れ替わりも多い。地域包括支援センターに対する期待もあるので職員に

なった方は頑張って続けてもらいたい。

（委員）

地域ケア会議や、認知症対策が進んでいるが、始まったばかりで認知症サポート医の

活用がされていない。認知症サポート医と地域包括支援センターの関係性が薄く、活躍

の場がないが、そのあたりはどうか。

（事務局）

認知症サポート医の役割として、認知症疾患医療センターと地域包括支援センターの

連携強化を求められているが、まだ体制づくりができていない。国の方で役割が明確化

されてくれば連携体制を作っていけると考えている。アンテナを高くして、情報を入れ

ていきたい。

（委員）

先生方は忙しい中資格を取るため研修を受け、意識を高く持ってはいるが、認知症サ

ポート医としてのはっきりした仕事がない。行政からも資格を取ってほしいと言われ協

力をしようとしているので、地域包括支援センターとも協議して進めていただきたい。

（委員）

医療と介護の連携が進んでいない。現場では、認知症のケースに振り回されている。

地域包括支援センターに入ってもらっているがなかなか前に出ない。医療とうまく結び

つけば現場は助かる。

（委員）

医師会としては最大限協力する。

（事務局）

認知症初期集中支援チームによる初期の認知症の方へのアプローチをなるべく早く

して、早期発見・早期診断へ結び付けようとしている。浜松市では精神科の病院へ初期

集中支援チームを委託して実施している。地域包括支援センターから情報をもらって初

期の対応をしている。病院の初期集中支援チームの中には必ず認知症サポート医に入っ
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てもらっている。

（委員）

知っているが、まだまだ依頼がこない。報酬的にはほとんどないに等しいが、意識を

高く持っておられる先生方がいる。私も初期集中支援チームに依頼したかったが、制約

があって至らなかった。門戸を広げて依頼しやすい環境を整えてほしい。認知症が増え

ているにもかかわらず、まだまだ対応できる認知症初期集中支援チームは不足してい

る。

（委員）

 認知症初期集中支援事業の内容を知らない人が多い。一般の人が分かるようにしてほ

しい。

（事務局）

 周知していく。精神科の病院と聖隷三方原病院の認知症疾患医療センターで、連携を

とって取り組んではいるが、偏らないように考えていく。

（会長）

他に意見はないか。

異議はないか。

（委員一同）

異議なし。

（２）平成 30 年度地域包括支援センター事業計画 

◎概要 

平成 30 年度地域包括支援センター事業計画について説明し承認を得た。 

◎発言内容 

（事務局）資料 2－1、2－2に基づき説明
＜質疑・意見＞ 

（委員）

非常勤職員はどのような扱いになっているか。

（事務局）

常勤職員の勤務時間を基本として、勤務時間数で人工換算をしている。

（委員）

 いつの基準で職員配置を積算しているか。

（事務局）

平成 29 年 10月時点の包括圏域毎の高齢者人口を基に配置基準を定めている。
（委員）

 職員配置人数を満たしていないところや、年度の途中でやめた場合はどうなるか。

（事務局）

 その分を減額する。

（委員）

3 ヶ所が人員基準を満たしていない。人員が補充できないと地域包括支援センターの
機能が確保できないと思うが、そのあたりのチェックや猶予期間はどのくらいか。あま

り人が確保できなければ、法人が地域包括支援センターを手放すようなことも心配され

るのではないか。
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（事務局）

4 月 1 日時点で欠員が生じている 3 ヶ所の包括のうち、平成 30 年度に関しては、法
人内での兼務も認めている状況のため、1 ヶ所は 4月以降満たされている。
委託料についての猶予期間は、退職の翌月までに補充されなければ、減額としている

ため、法人も早目の採用にむけての努力はしてくれている。しかし人材の確保が厳しい。

（委員）

どこまでこの状態に目をつぶるのか。あまり長く欠員が続くようなら委託をやめるの

もありなのか。

（事務局）

 あまり欠員が長く続いている所は、運営協議会に諮ってご意見を聞きたい。新規採用

はすぐに戦力にならないのは承知しており、できる限り経験のある方をお願いしてい

る。

（委員）

地域包括支援センターの職員は頑張ってやってくれているが、法人が積極的に補充を

考えていないところがあるので、法人の見極めをしてほしい。

（委員）

無理に基準を満たすため職員を増やさなくてもちゃんと仕事をしてくれていればい

いと思う法人もあるかもしれない。

（委員）

圏域ごとの高齢者人口であるが、地域包括支援センターがあまり係わらない施設に入

っている人数を引いた方が良いのではないか。

（事務局）

人員配置基準を考えるときにその事も検討したが、あまり大きな影響はなかった。

（委員）

職員配置基準は 65 歳以上の人数で積算しているようだが、実際には要介護にならな
いために要支援 1・2 の方へ資源を向ける必要があるというのが現在の介護保険の主旨
であると思うので、その辺の切り口から見たらこの人口比と違うものが出てくるのでは

ないか。

（事務局）

高齢者人口に対する要支援者の割合は、平均すると 4％くらいであり、地域によって
大きな開きはない。地域包括支援センターは要支援者が要介護に移行しないようにする

だけでなく全ての高齢者が要介護状態にならないように支援をしていくことも重要な

役割と考えている。

（事務局）

 要支援の方の割合も今後は頭に入れながら進めていきたい。

（委員）

業務委託料の中で、地域見守り支援事業とはどのような内容か。

（事務局）

地域の人から通報があった時に、関係者に連絡したり現場へ駆けつけ状況を確認した

り、救急車を呼んだりしている。24時間連絡がとれる体制は整えている。
（委員）

24時間体制ということであるが、東区では地域包括支援センターが夜間に出動したと
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いうことは聞いたことがない。東区はあんしんネットワークでチラシ作りなどの経費が

ないため、ここから出してもらってもよいのではないか。夜中に救急車を呼んだケース

は民生委員が対応しているので地域包括支援センターの職員にも現場に来てほしい。ど

のくらい夜間対応しているか厳格に調べてほしい。

（事務局）

 対応件数は報告をいただいている。民生委員と協力し支援した報告も受けている。委

託料としては事業費としての積算しているため、1件いくらではない。
（委員）

地域包括支援センターは赤字が多いがあえて頑張っていると聞いている。

（委員）

平成 30年度の委託料は、配置職員数が少ないところは委託料が減っているのか。
（事務局）

人員配置基準が少ないところは委託料が減っている。ただし、北遠中央はエリアが広

域で支所が 2 つあるので 5人の配置とし、法人に了承してもらっている。
（委員）

北遠地域と街中とでは 1人あたりにかかる時間的な問題が大きいと思うが、そのあた
りを考慮しているのか。

（事務局）

北遠中央は広域であるため支所を 2 ヶ所配置しており支所設置費を追加している。細
江と天竜も支所を１ヶ所配置しているので支所設置費を追加している。エリアが広い所

は訪問に時間がかかるので支所を設け費用を追加としている。

（委員）

地域包括ケアシステムに関して、精神科疾患を含めて地域包括ケアをしていくが、地

域包括支援センターは関わっていかないのか。

（事務局）

65歳以上の高齢者で精神科疾患があれば対応していく。また、訪問の中で家族にそう
いった方がいれば、必要な機関に支援をつなげていく。

（委員）

来年度以降、新しい事業計画はあるのか。

（事務局）

現在は新しい事業計画を立てていないのが現実である。全国的に先進的な事例とし

て、地域共生社会ということで地域包括支援センターで子育てや障害の部分も一緒に相

談窓口を設置する試みをしようとする動きがあると聞いている。そういった所を参考に

浜松市も検討をしていく。

（会長）

他に意見はないか。

異議はないか。

（委員一同）

異議なし。

（３）予防給付業務を委託する居宅介護支援事業所の追加承認 

◎概要 
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予防給付業務を委託する居宅介護支援事業所の追加承認について説明し承認を得た。

◎発言内容 

（事務局）資料 3に基づき説明
＜質疑・意見＞ 

（委員） 

 地域包括支援センター毎に再委託先の件数を把握しているか。また、追加承認を毎回

しているが、逆に撤退、閉所等の件数や原因を把握しているか。 

（事務局） 

 新たに追加になったところを確認しているため、過去の分を積み上げて地域包括支援

センター毎に何か所の事業所に委託しているのかは把握していない。また、撤退、閉所

については、居宅介護支援事業所を閉所する場合は廃止届が提出されるが、委託を撤退

する場合についての届出はされないため把握はしていない。 

（委員） 

委託先が区をまたいでいる。ケアプランに基づいて支援を行うのに離れているのはい

かがなものか。要支援 1・2 について介護保険事業から外されて民間の事業所が撤退し

ていき、受け皿として住民主体のサービスをしようとしているがなかなか実施できてい

ない。事業所に偏りがあるのは、委託するところがないため受けてくれるところにお願

いしているということか。 

（事務局） 

委託できる事業所が少ないので、遠方でもやってくれるところに委託していく。居宅

介護支援事業所は要介護者のプラン作成をメインにやっているので要支援までやる余

裕があるところばかりではない。何回か電話をしてやっと受けてくれた所が遠方だった

ということも聞いている。 

（委員） 

居宅介護支援事業所としては件数の問題もあるので、なかなか受けられない。何かあ

ったら駆けつける事が出来る地域で実施できるほうがありがたい。委託料や件数の上限

の面で受けられる体制を考えてもらいたい。 

（会長） 

他に意見はないか。 

異議はないか。 

（委員一同） 

異議なし。 

（４）その他 

（事務局）はままつ友愛の高齢者プランについて報告した。 

≪連絡事項≫

（事務局）

 本日の議事録は、とりまとめ送付するので確認願う。

４ 閉 会
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