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平成２７年度第１回さいたま市地域包括支援センター運営協議会会議録（抄）

日時 平成２７年７月１７日（金）１４時３０分～１６時４５分

場所 市民会館うらわ ５０３・５０５集会室

【出席委員】（敬称略）

天野政則、五十嵐樹里奈、伊藤美佐子、大町明、岡村勝巳、柿堺一二三、北濱博之、佐々木みつる、清

水政和、鈴木千代子、田中岑夫、月岡朗、角田丈治、長塩礼子、中田幸枝、中根朝子、根本淑枝、藤高

祥子、藤谷克己、保坂由枝、宮本好彦、邨山由紀子、山本光彦

【事務局】

保健福祉局 ：青木理事

福祉部   ：志村部長、吉川次長

いきいき長寿推進課：吉田課長、飯塚課長補佐、岩瀬課長補佐、藤主査、藤波主任、山下主事

介護保険課 ：野崎課長

高齢福祉課 ：田辺課長

区高齢介護課：小山課長（西区）、松本課長（北区）、金子課長（大宮区）、津田課長（見沼区）、川角課

長（中央区）、原田係長（桜区）、小野係長（浦和区）、鳥海課長（南区）、阿部課長（緑

区）、金子課長（岩槻区）

さいたま市社会福祉協議会

：野崎在宅サービス課長、佐々木センター長（浦和）、片山主査（岩槻）

【傍聴人】 5名

司 会

志村部長

１．開会 

それでは、定刻よりも少し早いですが委員全員が揃いましたので、「平成２７

年度第１回さいたま市地域包括支援センター運営協議会」を開催する。

 まず、初めに委嘱状の交付についてだが、お時間の都合上、委員の皆様に机

上配布とさせていただく。

それでは、会議に先立ち、配布資料の確認をする。

 （配布資料の確認）

続いて、保健福祉局福祉部長の志村より挨拶をさせていただく。

２．福祉部長挨拶

我が国の高齢者人口は年々増加をしており、さいたま市においても、平成２７

年７月１日現在の人口は１２６万７０３５人、そのうち６５歳以上の方は２７

万６６６１人となっており、高齢化率が２１.８％を超える超高齢社会に突入し

ている。 

 高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して暮らせるよう福祉等の分野に
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司 会

司 会

中田委員

おける地域の総合的なマネジメント機関としての地域包括支援センターの設置

から９年が経過した。 

 今年度は、介護保険法が改正され、公的な介護・医療サービスに加え、住民

の自発的な活動などのインフォーマルサービスを含め有機的に連携した包括

的・継続的なサービスを提供することが必要となることから、そのコーディネ

ートを行う地域包括支援センターの役割は益々重要かつ期待されるところであ

る。 

 ２０２５年問題に適切に対応し、高齢者が尊厳を持ちながら住み慣れた地域

で人生の最期まで続けることができるよう医療・介護・生活支援・予防・住ま

いを日常生活の場で一体的に提供する地域包括ケアシステムを構築していくた

め、本年３月に策定した「さいたま市第６期高齢者保健福祉計画・介護保険事

業計画書」に基づき地域包括支援センターの機能を一層強化していくことが求

められている。 

 本運営委員会は大変重要な時期を迎えている。委員の皆様には地域包括支援

センターの運営にあたり、それぞれの経験・立場より様々なご意見を頂戴した

く、一層のご協力をお願いする。

３．委員紹介 

（委員名簿順に紹介） 

なお、委員の皆様におかれましては、「さいたま市地域包括支援センター運営

協議会設置要綱」第２条第３項の規定により、任期は３年となっている 

４．事務局職員の紹介 

（事務局紹介）  

５．会長 副会長の選出 

続きまして、本協議会の会長及び副会長の選出を行う。

さいたま市地域包括支援センター運営協議会設置要綱第 3 条第 1 項の規定によ
り、会長及び副会長につきましては、委員の互選となっている。

どなたか、ご意見はあるか。

当協議会会長には、藤谷委員を推薦する。藤谷委員は文京学院大学に勤務し

ており、健康づくり等に関するご見識をお持ちである。また、前年度まで当協

議会の会長を務めていたので、議論の継続性の観点からも、引き続き当協議会

の会長として適任と考える。また、副会長には宮本委員を推薦する。宮本委員

は、さいたま市介護支援専門員協会に所属され、さいたま市の高齢者施策に曽

見識をお持ちであることから、副会長として適任と考える。
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司 会

委 員

司 会

藤谷委員・宮本委員

司会

司 会

藤谷会長

司 会

藤谷会長

事務局

藤谷会長

ただいま、中田委員から、会長には藤谷委員を、副会長には宮本委員を推薦

するご意見が出された。いかがか。

（異議なしの声）

委員の皆様にご賛同いただいたので、藤谷委員を会長に、宮本委員を副会長

に選出することとする。二人におかれては、御承諾いただけるか。

（承諾の返事あり）

それでは、藤谷委員には、会長席に、着席いただく。

（藤谷会長、会長席に着席）

６．会長あいさつ

ここで、藤谷会長に一言就任のご挨拶をいただく

昨年に引き続き、再度会長職を引き受けることとなり、身の引き締まる思い

で一生懸命精進したい。よろしくお願いします。

また、速やかに議事を進行するためご協力をお願いしたい。

「さいたま市地域包括支援センター運営協議会設置要綱」第４条第１項の規定

により、会長が本会議の議長を務めることになっているので、藤谷会長にはこ

れからの会議の進行をお願いする。

それでは、これから議長を務めさせていただく。会議の円滑な進行につきま

して、ご協力のほど、よろしくお願い申し上げる。

「さいたま市地域包括支援センター運営協議会設置要綱」第４条第３項規定

により、本会議は公開することとなっている。また、「さいたま市地域包括支援

センター運営協議会及びさいたま市区地域包括支援センター連絡会 会議運営

要領」第４条規定に基づき、会長が傍聴人の許可及び人数を定めることとなっ

ている。傍聴を希望されている方の確認を、事務局にお願いする。

 ５人の傍聴希望者がいる。

それでは、５人より傍聴希望があるということなので、傍聴人の人数を１０

人と定め、先着順で許可する。

（傍聴人を５人の入場）
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藤谷会長

事務局

藤谷会長

藤谷会長

事務局

藤谷会長

清水委員

事務局

佐々木委員

事務局

それでは、次第に従い進めさせていただくが、まず、議事に入る前に本運営

協議会の位置づけ等について、事務局に説明をいただく。 

地域ケア会議について、さいたま市の地域ケア会議は４層構造となっており、

本運営協議会はそのうちの１つである。 

さいたま市地域包括支援センター運協議会設置要綱に本運営協議会の設置目

的、協議事項がそれぞれ記載されているので確認いただきたい。

また、地域包括支援センターについて平成２７年４月より見沼区の圏域が３

から４へ変更し、全体で２６圏域から２７圏域に増加した。

ありがとうございました。 

では、議事にはいらせていただく。

７．議事 

(1)「平成２６年度さいたま市地域包括支援センター運営状況及び決算状況等

の報告について」、事務局に説明を求める。

なお、委員の皆様からのご意見やご質問につきましては、事務局の説明終了後

にお受けさせていただく。その際は、挙手によるご発言をお願いする。

（説明）

・地域包括支援センターの業務内容及び実績

・平成 26年度権利擁護実績報告
・平成 26年度さいたま市地域包括支援センター決算状況等について
・平成 26年度さいたま市地域包括支援センター介護者サロン実施について

ただいまの説明について、何か質問・意見等あるか。

今年度から生活機能評価チェックリストを地域包括支援センターが行うこと

となったが、昨年度まで医師会が行っていたときと比較して支障はないか。地

域包括支援センター職員の負担増加になっていないか

今のところ地域包括支援センターから負担が増えたとの報告は出ていない。

事前送付資料 P13 にある「１．総合相談支援業務」について、前年度からの
伸び率が高いところと低いところがあるのはどういうことか。

地域包括支援センター毎に件数のカウント方法にズレがあり、結果として伸

び率に差が出てしまっている。カウント方法の統一については、現在取り組ん
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藤谷会長

事務局

藤谷会長

中田委員

事務局

佐々木委員

事務局

藤谷会長

でいる。

他に意見・質問はあるか。

よろしいか。それでは、次の議事へ進めさせていただく。

議事(2)「平成２６年度介護予防事業実施状況等について」、事務局に説明を

求める。

（説明）

・平成２６年度介護予防事業実施状況について

・平成２７年度の生活機能評価チェックリストの取扱いについて

平成２６年度は、各種健康診断の際に市内の医療機関で実施していたが、介

護保険制度の改正に伴い生活機能評価チェックリストは終了した。平成２７年

度からは、区高齢介護課及び地域包括支援センターにおいて基本チェックリス

トとして実施し、二次予防事業対象者の把握に努めている。

ただいまの説明について、何か質問・意見等あるか。

「平成２６年度公民館介護予防事業参加者実人員数一覧」の中の、「生きがい健

康づくり教室」について、南区で大幅に増加しているところがあるが、増加の

ための工夫等わかれば伺いたい。

公民館で行っている事業のため、詳細は把握していない。次回までにわかれ

ば報告する。

「平成２６年度うんどう遊園地域指導員自主活動実施状況」（事前送付資料P54）
について、見沼区と桜区は回数が「０」である理由を伺う。

うんどう遊園地域指導員の事業は、自主活動と派遣事業の２種類がある。派

遣事業については、事前送付資料の P53 に実績があるが、見沼区では派遣事業
を重点的に行っている。これは、事業の普及にあたり、区内の４つの地区社会

福祉協議会が中心となって派遣事業を重点的に行っているためである。

補足として、派遣事業とは、老人クラブ等の参加者が 5名以上の団体からの
要請に応じて、指導員を派遣する事業である。

自主活動とは、指導員が公園等で自主的に活動している事業である。

見沼区では、派遣事業の割合が多いという説明である。

介護予防事業について、現在は参加者や伸び率で評価しているが、プログラ

ムを実施したことによる効果を測る方法はあるか伺う。
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事務局

藤谷会長

事務局

藤谷会長

佐々木委員

事務局

清水委員

長塩委員

藤谷会長

長塩委員

数値として機能が向上したことを測ったデータはないが、事前送付資料のP50
にあるように、感想として「機能が向上した」等好評をいただいている。

介護保険制度の改正により、現行の一次予防事業が市町村の独自事業になる

ため、費用を投入したことの効果を測定するための工夫をする必要がある。

他に意見・質問はあるか。

よろしいか。それでは、次の事項に進めさせていただく。

議事(3) 「平成２６年度さいたま市地域包括支援センター業務評価等につい

て」、事務局に説明を求める。

（説明）

・平成２６年度さいたま市地域包括支援センター業務評価について

・平成２７年度さいたま市地域包括支援センター事業計画について

・地域包括支援センター事務所移転について

ただいまの説明について、何か質問・意見等あるか。

地域包括支援センターの業務評価は自己評価と区高齢介護課からの評価であ

るが、今後、利用者又は利用者の家族（介護者）からの評価を取り入れること

は検討しているか。

現在のところ見直しの予定はない。

介護者からの声は非常に大切な部分であり、ケアマネジャーから見た場合も

介護者の意見は大切である。しかし、どのように捉えていくか、介護者への支

援をどのように行うかは難しい課題である。

外部のケアマネジャーなどの意見も聞く必要があるのではないか。

権利擁護事業など実績がない箇所も高評価になっており、評価基準が不透明で

ある。

以前より、利用者の意見の取り入れについては言われているが、どのように

取り入れるかについては難しい面もある。単なる意見の拾い上げにならないよ

う、意見を評価に落とし込むためにする必要がある。

今後、今回の意見を反映した評価方法案を提示していただきたい。

地域包括支援センター毎に関わっている案件がバラバラであり、アンケート

のようなものであれば可能かと思うが、評価としては難しいのではないか。
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藤谷会長

事務局

藤谷会長

角田委員

事務局

藤谷会長

事務局

藤谷会長

北濱委員

事務局

他に何かあるか。

よろしいか。それでは、次の事項に進めさせていただく。

議事(4)「平成２６年度さいたま市在宅介護支援センターの実績報告・自己評

価について」、事務局に説明を求める。

（説明）

・平成２６年度さいたま市在宅介護支援センターの実績報告・自己評価につい

て

ただいまの説明について、何か質問・意見等あるか。

地域包括支援センターと在宅介護支援センターの業務の棲み分けについて、

さいたま市の今後の方針を伺う。また、厚生労働省の見解を伺う。

さいたま市では、現在２７の日常生活圏域に地域包括支援センターを設置し

ているが、在宅介護支援センターのそのブランチとして位置づけている。

しかし、ブランチとしての位置づけもはっきりしたものではないのが現状であ

る。今後は、新たに地域包括支援センターを設置した地域では、在宅介護支援

センターをなくすということも考えられるが、地域包括支援センターの増やし

方、在宅介護支援センターのあり方については、今後検討していきたい。

厚生労働省は、平成１８年度の介護保険法の改正の際に、地域包括支援セン

ターの設置に関しては明記しているが、在宅介護支援センターについては特段

の方針はない。

他に何かあるか。

よろしいか。それでは次の事項に進めさせていただく。

議事(5)「平成２７年度さいたま市区地域包括支援センター連絡会の開催状況

について」、事務局に説明を求めたいと思います。

（各区役所高齢介護課から説明）

・平成２７年度さいたま市区地域包括支援センター連絡会の開催状況について

ただいまの説明について、何か質問・意見等あるか。

生活機能評価チェックリストについて、今年度の件数見込及び機能低下の件

数見込について伺う。

生活機能評価については事業が廃止され、二次予防事業対象者の把握が困難
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角田委員

事務局

藤谷会長

邨山委員

中根委員

宮本委員

であることは把握している。

件数を低下させないよう、過去の教室参加者等への声かけを地域包括支援セ

ンター及び区高齢介護課で行っているところである。

地域ケア会議における困難ケースの吸い上げについて、区連絡会で実施でき

ていないのではないか。

平成２６年度に４つの会議（地域支援個別会議、地域支援会議、区連絡会、

運営協議会）をもって地域ケア会議とすることと定めた。

地域包括支援センターで地域支援個別会議を行い始めたのは、平成２６年度か

らであり、会議の進め方等を含めて現在模索しているところである。

区連絡会において、困難ケースが話し合われている箇所もあるが、そこまで

いっていない個所もある。全体で実施するためには、情報の積み上げ等もう少

し時間を要する。

ケースの設定を困難ケースのみに固執せず、地域に関連するケースや通常の

ケースへの取組みから始めるよう勉強していただく必要がある。

運営協議会への吸い上げについては、事例を活かして政策に活かす場である

ため、この場で具体的に個別の問題を解決することにはならないと考える。

昨年度より地域支援個別会議が始まり、各地域包括支援センターで苦労しな

がら運営している状況である。

会議の運営方法や、各会議への情報の吸い上げについては、地域包括センタ

ーの自主的な勉強会で検討しているところである。

運営協議会を地域ケア会議の一つとして考えた際に、各区より区連絡会の報

告があったが、各包括から地域支援会議等でどのような報告があったのかも併

せて報告していただきたい。そのうえで、重要な案件があれば運営協議会の中

で、一つでも取り上げていければ良いと考える。

見沼区の区連絡会の中で、ふれあい教室（うつ・閉じこもり予防）が廃止の可

能性が高いということであるが、病院（先生）や薬局等と協力してチラシをう

まく配ることで、廃止とならないようにしてもらいたい。

地域包括支援センターの業務として、ケアマネジャー支援があるが、ケアマネ

ジャーの資格には５年毎の更新研修が義務付けられており、来年度から更新研

修の期間も伸びる予定である。そのなかで、個別支援として取る時間はないの

ではないか。

居宅介護支援事業所への助言は必要な場面がある可能性はあるが、一人のケア

マネジャーに対しての個別支援は必要ないと考える。
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鈴木委員

事務局

保坂委員

事務局

藤谷会長

事務局

藤谷会長

事務局

天野委員

事務局

大宮区の報告にある、「地域の高齢者がNPO法人等から騙される事例」につ
いて、どのようなケースか把握していれば伺いたい。

また、地域づくりの連携のための取組（注意喚起等）があれば伺いたい。

区連絡会では、委員からの注意喚起のみであったため、具体的なケースは把握

していない。また、具体的な取組みはまだ行っていない。

高齢者が増加していく中で、高齢者自身へ知識や情報を伝えていく必要があ

り、病院や薬局等における広報なども取り組んでいく必要があると考えるが、

このような関係機関との連携をどのように考えているかについて伺う。

また、権利擁護の広報についての見解を伺う。

地域包括支援センターの広報・周知については、これまでも様々な機会を通

して行っているが、まだまだ不足していると考えている。広報・周知に関して

良い案があればぜひ伺いたい。

権利擁護の広報についても、地域包括支援センターの広報と同時に行ってお

り、今後も続けていきたい。

「権利擁護」といっても高齢者にはわかりにくい。地域包括支援センターの

４つの機能について市民が本当に理解できているかが重要なのではないか。

本年４月より認知症の方を対象とした『認知症ケアパス』を作成し、権利擁

護について謳っているが、どのような方法があるかも含め検討していきたい。

他に何かあるか。

よろしいか。それでは、次の事項に進めさせていただく。

議事(6)「さいたま市地域包括支援センター運営要綱・運営方針の見直しにつ

いて」、事務局に説明を求める。

（説明）

・さいたま市地域包括支援センター運営要綱・運営方針の見直しについて

ただいまの説明について、何か質問・意見等あるか。 

平成 27年度予算はどのようになっているか伺う。各地区の予算はあるが、総
括的な予算を示していただきたい。 

次回提示する。
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藤谷会長

事務局

藤谷会長

事務局

宮本委員

事務局

大町委員

邨山委員

当日資料 P21 にある、運営方針の見直し内容の「④介護予防に係るケアマネ
ジメント（第１号介護予防支援事業等）の実施方針」については、平成 27年介
護保険法の改正に伴って、要支援１・２の方の従来のものに代わって自治体又

は地域包括支援センターが行っていくものとして示されたという理解で問題な

いか。

④に関しては、新しい総合事業の中で実施されるマネジメントであり、P23 の
「４「新しい総合事業」の創設に伴う内容の見直し」に記載のとおりである。

今回の見直しは、重要な局面であり、委員から広く意見を求めた上で案に反

映させたいと考えるが、意見はないか。

ないようであれば、このままの形で市から新たな要綱案として提示されたもの

を議論する形になる。

他に何かあるか。それでは、次の事項に進めさせていただく。

議事(7)「さいたま市地域包括支援センターの公正・中立性について」、事務局

に説明を求める。

（説明）

・さいたま市地域包括支援センターの公正・中立性について

要支援から要介護となったケースのみではなく、最初から要介護認定となり

そうな方の相談も実質的に地域包括支援センターが行っているため、最初に地

域包括支援センターへ相談を行った方を含める方がよいのではないか。

また、この件に関して、是正・指導の実績があれば伺いたい。

要支援から要介護となった際の居宅支援事業所の紹介の実績はない。また、

是正・指導については、これまでに実績はない。

後見について、後見は本人死亡で終了する。「死亡から納骨まで」の仕組みを

作っていただきたい。その時、依頼をするなら、行政は文書で依頼していただ

きたい。また、独居の高齢者が介護施設や病院などに入居、入院できる仕組み

を作っていただきたい。さらに、行政が保証人になっていただきたい。後見で

は保証人や医療同意ができないし、手続きに時間がかかる。

冒頭の福祉部長あいさつの中で「コーディネート」を地域包括支援センター

が行うとしていたが、生活支援体制の第２層の協議体及びコーディネーターは

これから協議される内容であると思うが、話の意図を伺う。
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事務局

中田委員

藤谷委員

司会

あいさつの中での「コーディネート」は一般的な意味であり、法律上の「コ

ーディネーター」の意味とは異なる意味で使用した。

参考資料「平成２６年度第２回地域包括支援センター運営協議会でいただい

たご意見について」の 5,6 について、「4 階層の地域ケア会議について、それ
ぞれの機能が発揮できるよう、各階層の充実に努めてまいります」とあるが、

一層の充実に努めていただきたい。

他に何かあるか。

無ければ、以上で、本日の議事について、すべて滞りなく終了した。ここで、

議長の職を降ろさせていただく。委員の皆様方のご協力に対し、心から感謝申

し上げる。

８．閉会

長時間にわたるご審議等ありがとうございました。

最後に事務連絡をさせていただく。次回の運営協議会につきましては、１２月

を予定しているので、別途案内をする。 

それでは、「平成２７年度第１回さいたま市地域包括支援センター運営協議

会」を閉会とする。

＜会議終了＞


