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平成 30 年度第 3 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 31年 2 月 27日 午後 7時 00分から午後 8 時 30分

２ 開 催 場 所  市役所 北館 1階 101、102会議室

３ 出 席 状 況

出席（7 名）
小野宏志委員  才川隆弘委員  松岡徹委員  石田真規子委員

稲田謙一委員  宇佐美嘉康委員 窪野伸治委員

欠席（3 名）
仲村秀子委員  月井英喜委員  村上けい子委員

事務局（16名）
健康増進課          ：坂本友紀副参事

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
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 2名

５ 議 事 内 容 

（１）平成 30 年度地域包括支援センターの事業評価実施結果について
（２）平成 30 年度地域包括支援センターの公正・中立性の評価について
（３）平成 31 年度地域包括支援センター事業委託について
（４）平成 31 年度地域包括支援センター運営方針について
（５）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

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）平成 30 年度地域包括支援センターの事業評価実施結果について 

◎概要 

平成 30 年度地域包括支援センターの事業評価実施結果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に基づき説明

＜質疑・意見＞ 

（委員）

評価結果は、その地域包括支援センターの評価結果だけをフィードバックするのか、

それとも全体を示しつつ結果を返すのか。

（事務局）

全体の評価表をお示ししつつ、それぞれの地域包括支援センターの個別の評価表を返

す。

（委員）

介護予防ケアマネジメントの評価が全体的に低いのはなぜか。

（事務局）

運営方針で直営のプランは他の業務に影響がないように月 20 件程度にとどめるよう
に示しているが、業務量も増えている中で、超えているところが多かったことが関係し

ていると思われる。

（委員）

今回の調査は、書類の確認だけで終わっていると感じている。身内が身内をみるので

はなく、客観的な評価とするため、委託を受けている事業所等にアンケートを取るなど

して公正な意見をとったらどうか。地域包括支援センターによって指導に差があり、そ

れが評価に反映されていない。どういう点をどう改善したか見えたほうが地域包括支援

センターにとっても市民にとっても良いものになるのではないかと思う。

（委員）

組織運営体制の評価が低いところで職員が足りないところは、法人の考え方に影響さ

れている。定員以上置いている包括もあるなかで、いつまでも欠員が続くのはよくない

ので、期限を設けて対策を取ってもらうよう徹底したほうが良い。猶予後に改善されな

ければ委託を見直すようにしないと、いつまでも欠員のままである。包括支援センター

の職員の問題でなく法人の問題ではないか。

（事務局）

欠員状態をいつまで認めるかは考えないといけない。来年度の委託の議事のところで

今後どうしていくか、皆様にご意見をいただきたい。

（委員）

業務チェックを見ると、国と市と 2つの評価が 2重になっているところがあり、時間
がかかる。思い切って市の評価はどういうことをやったかというアウトプットに重点を
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おき、国の指標のみにしてはどうか。どういうことをやっているかを見ると、ばらつき

が出て違いが見えるのではないか。

（事務局）

今年度から全国指標が出来ての市の独自評価であり、重複する部分もあり手間もかか

ってしまった。次年度以降は整理したい。外部評価を含めたアウトプットの評価につい

ても、次年度以降の参考にさせていただく。

（委員）

次年度は点数の低いところに委員が行けるようにしたほうがよい。また、評価の高い

ところと低いところの両方に行けるとよいのではないか。

（事務局）

 今年度評価の低かったところには、次年度はできる限り委員の皆様に同行していただ

けるよう調整したい。

（委員）

達成率 50％以下のセンターはないようだが、50％あればいいというものか。
（事務局）

達成率 50％を基準にしているわけではないが、市として 8割くらいはあってほしいと
いう思いはある。

（委員）

事業ごとに評価項目数が違うため、運営体制がしっかりしていないと評価がかなり変

わる。人員が揃っているからしっかりやっているとは、一概にはいえないのではないか。

（事務局）

運営体制の中には、チーム体制、情報共有の項目も含まれており、職員数が少ないこ

とで 3 職種でのチーム支援が難しくなるなどの影響が出やすい。また、事業項目によっ
て評価項目数が異なるため、1 点の格差が大きい事業とそうでない事業がある。
（委員）

人が少ないとセンター職員の重荷になる。法人に対して指導してほしい。

（会長）

他に意見はないか。

異議はないか。

（委員一同）

異議なし。

（２）平成 30 年度地域包括支援センターの公正・中立性の評価について 

◎概要 

平成 30 年度地域包括支援センターの公正・中立性の評価について説明し、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） 

総合評価はよくても、公正・中立性の評価で、自法人のサービスが 50％超えていると

ころがあるが、総合評価に反映されていないのか。 
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（事務局） 

自法人のサービス 50％を超えた理由を確認し、やむを得ない事情であれば、評価にひ

びかない。 

（委員） 

地域柄仕方がないというセンターもあり、50％超えているからと一律で評価するのは

どうか。 

（事務局） 

評価というよりは、公正・中立が守られているかということをチェックしている。50％

を超えているところが公正・中立性を欠いていないか、超えているところは理由を聞い

ている。やむを得ない状況のところもあるため、これだけで評価を下げるわけではない。

（委員） 

50％の根拠は何か。 

（事務局） 

これまでやってきたことに倣っているが、ご意見があれば見直す。 

（委員） 

福祉用具貸与が 50％を超えているセンターの理由をみると、病院等ですでに推奨され

ていたからという理由だが、これが理由となるのか？ 

（事務局） 

病院から推奨されても、センターとしては複数紹介しているという点を理由として挙

げている。 

（委員） 

病院が紹介したケアマネジャーだと遠方の人がつくことがある。現実そういう側面が

ある。できるだけ同じ区のケアマネジャーがよい。 

（委員） 

入院は日数がどんどん短くなっている。その中でケアマネジャーを探さなくてはいけ

ないので、やむを得ない。 

（委員） 

近い方でその疾患に合うケアマネジメントをしてくれればよいが、ガン末期の方や急

変する方へは、多職種で連携していくことができたり、訪問看護を持っている法人など、

病院の相談員が経験上必要なケアマネジャーを紹介している。 

（委員） 

緊急時に近くにケアマネジャーがいないと困る。同じ区でケアマネジャーがついてほ

しい。 

（委員） 

病院も複数提案し、家族が選んでいる。全部の病院がそうかはわからないが、対応し

てくださっている。福祉用具はすでに決まっているケースもあるので、他を紹介しにく

いこともある。ご本人ご家族が困らなければよいのではないか。 

（委員） 

介護予防の通所、訪問をやりたくない事業所が増えている。公正・中立とは言いなが

らも自分のところでやらざるを得ないことが増えてくる。そこを踏まえどう評価してい

くか、考え直してもらいたい。 

（事務局） 

参考にさせていただく。 
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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。

（３）平成 31 年度地域包括支援センター事業委託について 

◎概要 

平成 31 年度地域包括支援センター事業委託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） 

 福祉業界は人がいない。募集しても入らないことが多い。人がいないことでできてい

ない事業があれば問題だが、福祉業界は人が入らないという根本的な問題がある。そこ

をどう考えるか？ 

（事務局） 

 難しい状況であることは聞いている。ただし、揃えている地域包括支援センターもあ

るので、揃えられない理由が何かを明らかにすることが必要である。 

（委員） 

 追加資料によるとケアマネジャーの資格を持っている人が 1,942 人だが、勤務してい

る人は 1,218 人。この差はなにか。 

（事務局） 

 登録者は平成 12 年度からの積み重ねである。年齢により仕事をしていない人や、市

外での勤務者もいる。 

（委員） 

 保育業界も同じである。どのくらい働ける人がいるのか、行政として把握しておく必

要があるのではないか。人材確保を地域包括支援センターの職員にやれというのは無

理、法人に強く働きかけて補充を求めていってほしい。少ない人数でやっている現場の

人達を応援してほしい。区長寿保険課もこの問題を受け止めてほしい。 

（委員） 

 行政からのサポートで人材の現物給付もありかもしれない。 

（委員） 

 法人の就労条件の問題もあるかもしれない。 

（事務局） 

 ケアマネジャーの国家試験を受ける人が減っている。全国でケアマネジャーの確保が

難しくなっている。家庭の事情でフルタイムで働けない人など、パートタイムでもでき

る人を掘り出していくことを考えていきたい。ただ信頼関係もあるので、ケアマネジャ

ーがころころ変わるのもよくない。 

（委員） 

 まずは地域包括支援センターをやっている法人さんに感謝しつつ、こうすれば地域の

人にとってよりよい地域包括支援センターとなるようしていただきたい。 
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（事務局） 

 1 年継続して欠員がある地域包括支援センターについて、市としては半年で協議して

いきたいと考えているが、ご意見はあるか。 

（委員） 

 危機感を持つ目的としては半年でよいのではないか。不足する職種を市より派遣する

ことで内情を知り、状況把握と実地指導ができるとよい。 

（会長） 

半年でよいのではないか 

他に意見はないか。 

異議はないか。 

（委員一同） 

異議なし。 

（４）平成 31 年度地域包括支援センター運営方針について 

◎概要 

平成 31 年度地域包括支援センター運営方針について説明し承認を得た。 

◎発言内容 

（事務局）資料 4に基づき説明

＜質疑・意見＞ 

（委員） 

 重点事業にはないが、総合事業が開始され新たに要支援になった人の受け皿はどうす

るのか。また、あんしんネットワーク事業について、委託業者に新聞配達業者が入って

いるが、配達員が第一発見者となった場合、警察が現場に行くまで待っていなければな

らず、配達が出来なくなるので困っている。頼みっぱなしではなく、見守り支援をして

くれている現場の人の話を聞いてあげる場をもってほしい。また、個人情報についてで

あるが、共有する仕組みをきちんとするべきで、浜松市はどうしていくか考えて欲しい。

（事務局）  

総合事業の訪問型サービスについては、要支援のサービス事業者は全国的にもだんだ

ん引いている。緩和したサービスは 8 割、9 割の報酬のため、なかなか進まない。住民

主体サービスを増やしていくのが国のねらい。地域の中で住民主体サービスを増やすよ

う働きかけているが人材確保ができないので、すぐには進まないのが現実である。 

（委員） 

シルバー人材センターを巻き込んでやっていくのはどうか。 

（事務局） 

シルバー人材センターも昨年から新総合事業に参入してくれている。規模は小さいが

拡大していく方向で考えてくれている。緩和したサービスは研修を受けて資格がなくて

もできる。そういう人を増やしている。 

（委員） 

 あんしんネットワーク事業と地域包括支援センターとの関連はどういうことか。 

（事務局） 

 地域包括支援センターは民生委員、自治会、協力事業者等、連携しながら地域全体み

んなで一体となって見守る。今後はあんしんネットワークの協定締結先との意見交換会
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を検討していきたい。個人情報については高齢者の場合、Ａリスト・Ｂリストとして民

生委員さんへ提供している。 

（委員） 

 ケアマネジャーに話しても「本人の同意がないと話せない」という。警察も頼んで行

ってもらったのに、その後のことを教えられないと言う。柔軟性がまったくない。個人

情報を盾に地域でフォローができない状況がある。地域の支援者がすべての情報を共有

するのに何の問題があるのか。情報の共有の仕組みをできるだけ早く作ってほしい。 

（委員） 

 行政のほうでは個人情報についてどう考えているか。 

（事務局） 

 高齢者の場合は個人情報の保護審査会に図って、リストを民生委員さんへ提供してい

る。 

（委員） 

 一家の中で介護の必要な高齢者と障がい者がいる世帯が増えている。それぞれで動い

ているので、障がい者相談支援事業所と地域包括支援センターの連携も文書として載せ

てもいいのではないか。 

（委員） 

 東区では「あんしんネットワーク」連絡会で顔を合わせているので、訪問した障がい

者の担当から高齢者の担当へ連絡があった事例があった。お互いに顔の見える関係にな

っているので対応が取れた。 

（事務局） 

 地域包括支援センターもワンストップサービスの拠点として、すべての年齢に対して

受け止めてもらいたいと示している。地域包括支援センターによってはすでに地域の相

談機関と連携をとっているところもある。今後ますます連携が推進されていくように方

針の中に追加できればと考えている。 

（委員） 

 重点取組の中で、個別ケースケア会議をどのように増やしていくのか、また介護予防

活動推進で対象を拾い上げる方法について、次回までに提示してほしい。 

（委員） 

 人員が不足している地域包括支援センターは、忙しくて地域ケア会議が開けていな

い。後回しになっている。関係者会議を開く事例であるにもかかわらず、なかなか声が

かからない。ケア会議を開ける環境を整えていくことも大事である。 

（会長） 

他に意見はないか。 

異議はないか。 

（委員一同） 

異議なし。 

（５）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 

◎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について説明し承認を得た。

◎発言内容 

（事務局）資料 5に基づき説明
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＜質疑・意見＞ 

（委員） 

居宅介護支援事業所は、何か所もの地域包括支援センターから依頼を受けていいの

か。 

（事務局）  

はい。 

≪その他≫ 

（事務局）窪野委員からの質問に対しての追加資料について説明した。 

≪連絡事項≫

（事務局）

 本日の議事録は、後日送付するので確認願う。

４ 閉 会


