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平成 30 年度第 2 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 10 月 30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（7 名）
小野宏志委員  仲村秀子委員  才川隆弘委員  松岡徹委員

稲田謙一委員  村上けい子委員 窪野伸治委員

欠席（3 名）
月井英喜委員  宇佐美嘉康委員 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、成瀬主任
医療・介護連携推進グループ ：鈴木Ｇ長

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）大村課長

（天竜）入手課長

４ 傍 聴 者 5人

５ 議 事 内 容 

（１）地域包括支援センター事業評価の実施について

（２）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

（３）地域包括支援センター事務所の移転について

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 議 事 

（１）地域包括支援センター事業評価の実施について 

◎概要 

地域包括支援センター事業評価の実施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）

平成 28年、29年度の 2年間に１度も委員が実地調査に行っていないところがあるが、
今年は行くよう調整しているか。

（事務局）

過去 2 年間の中で委員が実地調査に同行していないセンターを中心に調整している
が、平成 28年、29年度に行ってないところで今回も行けないところはある。
（委員）

そこを何とかして行くようにしないといけない。過去 2 年間の資料しかないので、確
実に 3 年に 1 回は、どこの地域包括支援センターにも委員が実施調査に行くようにした
方がよい。

（事務局）

委員の同行については、御都合もあるのでまんべんなくは難しいが、出来る限り配慮

はしていきたい。

（委員）

日程調整の資料の送付が遅いので、もっと余裕をもって調整してほしい。そうすれば、

行ってないところへ率先して行くようにできるのではないか。

（委員）

今回、新津だけに行くようになっているが、三和にも行くことができる。

（事務局）

2箇所行っていただけるのであれば、2箇所行っていただくよう調整する。
日程調整についてはタイトなスケジュールだったと思うので、次年度以降はそのあた

りの調整を早めるよう配慮する。

（委員）

国の示した基準に基づいて評価をしていく中で、昨年度に比べて、自己評価にかかる

時間や手間など、地域包括支援センターの負担はどうか。

（事務局）

自己評価については昨年度に比べると全国指標が１個加わったことでの負担はある

と思う。これは全国統一でやらなければいけないものである。
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（委員）

市独自のものを追加して負担が増えるのには疑問が残る。自己評価するより、地域に

出て現場に向かってほしい。評価も大事だが、信用して、国の示した簡略化した基準で

評価できればいいのではないか。

（委員）

市では国の評価指標だけでは足りないと思うのか。

（事務局）

国の指標だとあまり差が出ない。「はい」「いいえ」だけで、グレーの部分の判断が難

しい。もう少し深く掘り下げて聞きたいので市の独自指標で定めている。

（委員）

今までの評価を見ていると、自己評価が良くて市の評価が厳しい。地域包括支援セン

ターは、自分たちは一生懸命やっているのになぜ市は厳しく出しているのかと思ってい

るのではないか。新しく国の指標が出ているが、その辺の溝を埋められるのか。

（事務局）

国の指標は「はい」「いいえ」のため、同じような状況でも自己評価を厳しくつけて

いるところとそうでないところの差が出てくる。そのため、市の指標は１つの項目に対

して 4 段階としている。実地調査で聞き取りをしながら適正に判断していきたい。
（委員）

行政としては、そこは厳しくし評価していくのか。

（事務局）

やれているところがやれてないとなってしまうといけない。

（委員）

人数がぎりぎりの中で、評価にどのくらいの時間がかかっていると思うか。

（事務局）

時間はかかってしまうが、なるべく簡単に記入できるよう、昨年までは書かせるもの

が多かったが、今回は読んでレ点をつけてもらうよう変えている。

（委員）

 評価することで満足度が高まるかというとそうではない。自分たちの行動が左右され

てしまう。もっと自由な発想で活動をしてもらいたい。そのほうが地元の方々の満足度

が高まる。

（事務局）

ご意見として参考にさせていただく。

 結果の返し方については、自分のところの強み、弱みが分かるようにレーダーチャー

トの形に変更させていただき、マイナスをプラスに変えれるような評価にしていきた

い。

（委員）

利用者側からの評価が抜けている。市で利用者側にアンケートをしたことはあるの

か。

（事務局）

 現時点では、地域包括支援センターの評価に関して、利用者側からのアンケート等は

行っていない。
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（委員）

包括支援センターに対する苦情などは市に入らないのか。

（事務局）

苦情は、市や地域包括支援センターにも入る。実地調査で苦情記録は確認していく。

（委員）

苦情を言える人ばかりではない。一生懸命やっているが満足しない人もいるので、地

域包括支援センターもどこかで利用者側の観点もほしい。

（委員）

援助を受けている方の評価や、民生委員やケアマネジャーがいる事業所などの外部評

価がほしい。身内だけより実際に包括に係わっている人の評価の方がより参考になるの

ではないか。

（委員）

国や市の評価には利用者の立場からの評価項目はないのか。

（事務局）

 ない。貴重なご意見として次年度に向け検討していく。

（委員）

他に意見はないか。

異議はないか。

（委員一同）

異議なし。

（２）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ついて 

◎概要 

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ついて説明し承認を得た。 

◎発言内容 

（事務局）資料 2に基づき説明
＜質疑・意見＞ 

（会長）

異議はないか。

（委員一同）

異議なし。

（３）地域包括支援センター事務所の移転について 

◎概要 

地域包括支援センター事務所の移転について説明し承認を得た。 

◎発言内容 

（事務局）資料 3－1、3－2に基づき説明

＜質疑・意見＞ 

（委員） 

 移転というよりは「同じ建物内の移動」でよいのではないか。 
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（会長） 

他に意見はないか。 

異議はないか。 

（委員一同） 

異議なし。 

（会長）  

以上で、本日の議題は終了だが、予定された時間が残っているので、ご意見があれば

お願いしたい。 

（委員） 

再委託先について、近場に委託できるのが望ましいが現状はどうか。 

（事務局） 

地域包括支援センターにアンケートを取ったところ、要支援のプランの再委託を受け

てくれる居宅介護支援事業所は少ない状況であった。そのため、委託できる居宅介護支

援事業所が遠くになることもある。 

（委員） 

 計画通りにできているか掌握できているか。地域包括支援センターにいろいろな仕事

を頼みすぎて、ケアマネジャーに委託できると、ケアマネジャーにお願いしすぎている

のではないか。一生懸命やっているのが活きるような仕組みを考えてほしい。事務的に

ケアマネジャーをつければいいものではない。 

地域包括支援センターの職員が過度の負荷がかかっていないか、負担感を持ちながら

仕事をしているのではないか、みんなで考えていかなければならない。 

（委員） 

 遠くの事業所に委託する理由はなにか。委託先の近くのデイサービスを利用するとか

なのか。 

（事務局） 

 今回の中に静岡市の委託先が入っているが、住所移動をせずに静岡市に居住している

ためである。今後、住所移動が出来ればここから外れる。 

（委員） 

 制度上ではケアマネジャーは近くでなくてもやれる。ケアプランを作成するだけでよ

いのではない。制度上の欠陥をどこかで見直さないといけない。 

（委員） 

 予防に限らず山間地域ではケアマネジャーがいない。要支援はケアマネジャーの受け

られる件数の制限や委託費の部分等で受けられない事業所もある。行政の方で考えても

らいたい。 

（委員） 

 市の事業なので、ある程度市で考える事が出来るのではないか。ケアマネジャーはプ

ランを作成する方に重点を置くのか、要支援の中身をプラスアルファにするのか、どち

らがいいのか。 

（委員） 

 受けれる件数を変更したり撤廃してもらうとありがたい。もちろん委託料も見直しを

してもらうと違う。加算などの要件もある。 
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（委員） 

 減額になる分を市の方で補助すれば、受けてもらえるのではないか。 

（委員） 

 要支援は生活支援事業の対象になっていくので、受け皿がないのではないか。受け皿

がないところで単価が安いので回っていかない。 

（事務局） 

 受け皿としては、現行相当のサービスがそのまま継続して受ける事が出来る。 

（委員） 

 新たに要支援になった人の受け皿がない中で、ケアマネジャーが安い単価でケアプラ

ンを作らなければいけない。通常より高い単価で払わないと受け手がなくなる。 

（委員） 

 頑張って働こうとする気持ちが削がれる。高齢者が増え、減額になっていくのは問題

だが、法律的な問題もある。 

（事務局） 

 新総合事業については市町村事業なので、市の裁量で決めれることはある。市として

は従前の報酬金額を基に今の金額を設定している。しかし、それでは受けてくれない声

があるので真摯に受け止めて検討はしていく。 

（委員） 

 新聞報道によると要支援事業から従来の事業所は撤退している。住民主体の生活支援

事業で浜松には受け皿はない。 

（事務局） 

 現在、訪問型 2 ヶ所、通所型 3 ヶ所である。モデル的にスタートしたところで、だん

だん拡大していく。 

（委員） 

高齢者は受け皿ができるまで要支援になるのを待ってはくれない。 

（事務局） 

 大きな課題である。 

（委員） 

 地域包括支援センターの職員の満足度や疲弊度とか、そのあたりも見てもらいたい。

（委員） 

 若い職員が 1 年も持たずに変わっているところもある。どこかで無理が出る。そのあ

たりも見てもらいたい。 

（事務局） 

 実地調査で確認していく。 

（委員） 

 行政の方でモチベーションを上げてもらうような評価をしてもらいたい。 

（委員） 

 介護施設で職員の離職率が高いと世間で言われている。地域包括支援センターの職員

の離職率も高いのか。こういったものが市の独自の評価の中に入っているのか。 

（事務局） 

 今回の評価の中で、平均在職年数を入れている。 
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（委員） 

平均だけでみるのはどうか。  

（事務局） 

職員が変わるたびに配置調書を出してもらっているので、入れ替わりの激しい地域包

括支援センターと固定化しているところは把握している。 

（会長） 

他に意見はないか。 

異議はないか。 

（委員一同） 

異議なし。 

≪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


