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平成２７年度第２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１２月２１日（月）１４時３０分～１６時３０分

場所 浦和ふれあい館 第１会議室

【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、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

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）、益岡課長（桜区）、植村課長（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）、清水主査（大宮）

【傍聴人】 5 名

１．開会 

司 会 「平成２７年度第２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。

  （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

志村部長 地域包括支援センターは、高齢者等が住み慣れた地域で安心して過ごすこと

ができるよう、保健・医療・福祉等の分野における地域の総合的なマネジメン

ト機関として、その役割はますます重要であり期待されているところである。

 ついては、地域包括支援センターの運営などについて委員の皆様より、様々

な視点からご意見等をいただき、地域包括ケアシステム構築の推進力のひとつ

となりますよう、ますますのご協力をお願い申し上げる。
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３．議題

●傍聴人の確認等

司 会 「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。

藤谷会長 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。議題がめじろ押しになって

いるため、速やかに会議を進行していく。議題に直接関わりのないことについ

ては、後程別の機会に議論又は調査の要望をいただきたい。

藤谷会長 「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。

事務局 ５名の傍聴希望者がいる。

藤谷会長 それでは、５名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 ５名入場）

●第１回質疑への回答 

藤谷会長 まず、議題に入る前に、平成 27 年第 1回さいたま市地域包括支援センター運

営協議会で委員から出た質問に対する事務局の回答について説明を求める。 

事務局 配布資料の『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

で委員から出た質問に対する事務局の回答』に、事務局の考え方や対応を記載

している。疑義があれば、会議終了後に個別に対応を行う。 

（１）平成 28年度さいたま市地域包括支援センター運営方針（案）について 

藤谷会長 事務局に説明を求める。なお、委員の皆様からの意見・質問については、事

務局からの説明終了後にお受けする。

事務局 （資料：平成27年度第 2回さいたま市地域包括支援センター運営協議会資料（当

日配布資料 P1～8）） 

 平成 27年 3月末に、厚生労働省から「地域包括支援センターの設置運営要綱

の改正（案）」について通知（資料 P2,3）があり、方針の提示（資料 P4）がな

されたため、本市においても地域包括支援センター運営方針について見直しを

図った。 

 変更点は以下のとおり、 

Ⅱ 重要取組事項（資料 P6） 

「４．地域包括ケアシステムの構築に向けた事業の推進に努めます」を介護保

険制度の改正に伴い追加。 

Ⅲ 基本的な運営方針(資料 P6～7) 



3

「５．健康でいつまでも元気で暮らすための支援を行います。」中、下線部につ

いて、二次予防事業対象者の把握方法の変更に伴い修正。 

Ⅳ 運営にあたっての留意事項（資料 P7,8） 

「１．在宅介護支援センターと連携協力します」中、下線部を追加。 

「２．包括・在支総合支援センターと連携を図り、地域包括支援センターの機

能を強化します」中、下線部を追加。 

「３．地域包括支援センターの地域ケア会議を活用します」中、下線部を修正。

「４．個人のプライバシーを守ります」中、下線部を追加。 

「５．サービスの公正・中立性を確保します」を厚労省提示の方針に合わせ追

加。 

「６．自己評価を実施します」を介護保険制度の改正に伴い追加（明文化）。 

藤谷会長  ただいまの説明について、何か質問・意見はあるか。 

邨山委員 （意見） 

資料 P7「Ⅳ 運営にあたっての留意事項 １．在宅介護支援センターと連携・

協力します」中の「在宅介護支援センターとともに事業計画を策定していきま

す」という部分について、非常に重要なことであるため、早めに在宅介護支援

センターに周知をしていただきたい。各地域包括支援センターにおいて、来年

度の事業計画を立てる時期である。在宅介護支援センターと協力し一緒に考え

るための時間が必要。 

 事務局の説明のなかで、地域包括支援センターの業務が今後増える中で、ブ

ランチである在宅介護支援センターと協力していかないとなかなかやっていけ

ないであろうとの言及があった。市内の在宅介護支援センターの数は相当数あ

るが、ブランチとして地域包括支援センターと連携・協力をして動いている箇

所となかなか協力が得られない箇所がある。協力が得られない箇所については

御指導いただきたい。また、圏域によっては在宅介護支援センターがない地域

包括支援センターもあり、そのあたりの不均衡がある。できれば、各圏域の中

に、少なくとも一つのブランチを作る等不均衡を是正していただきたい。 

佐々木委員 （質問） 

資料 P8「Ⅳ 運営にあたっての留意事項 ６．自己評価を実施します」につ

いて、自己評価は自分で評価すると思うが、最終的にどのような方が評価を行

うのか。 

事務局 （回答） 

 区役所の高齢介護課が評価を行う。 

長塩委員 （質問） 

資料 P7「Ⅲ 基本的な運営方針 ３．高齢者の権利を守るための支援を行い

ます」について、資料の後ろのページには虐待のケースが出ているが、実際に

行政と連携してどこが主導権を持って対応するのか。 

事務局 （回答） 

 高齢者虐待については、包括、区の高齢介護課が、マニュアルに沿って協力
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して対応を行っている。 

長塩委員 （質問） 

 連携・協力についてはわかった。しかし、実際に動くとなると難しい。介入

などについて、実際に主導権を持って対応するのは行政なのか、包括なのか。 

事務局 （回答） 

 事案が発生した場合には、行政と包括が二人一組、又は行政のみで、家庭訪

問や介入をし、会議の設置、どのように動くかというマニュアルを策定してい

る。 

中田委員 （質問） 

 資料 P8「Ⅳ 運営にあたっての留意事項 ３．地域包括支援センターの地域

ケア会議を活用します」中、「各地域の取組状況や課題等を区の連絡会に報告し

ます」について、当日資料の P27 岩槻区の区連絡会で、具体的に地域支援個別

会議の報告を受け、高齢者独居や認知症への対策が上がっている。おそらく区

連絡会で上がって、地区で解決できる問題であれば、連絡会の中で解決に持っ

て行けると思うが、市全体の課題は、どういう形で解決に結び付けていくのか。

具体的な方向付けができていれば教えていただきたい。 

事務局 （回答） 

 虐待案件への対応マニュアルの策定は４年ほど前であるが、見直す時期に来

ていると考えている。 

中田委員 （質問） 

 虐待に限らず、市全体の問題についてもマニュアル化で解決するということ

か。 

事務局 （質問） 

 市全体の問題の解決方法ということであれば、運営協議会等の場で議論して

いただき、適切に対応ができることを目指している。今回の岩槻の件について

は、会議が終了したばかりであり現状分析ができていないため、議題にできる

状況にはなっていないが、オールさいたまに関する事案については、このよう

な場で報告・議論を経て決定していく。 

藤谷会長  他に御意見がなければ、事務局の案のとおりでよろしいか御承認いただきた

い。 

委員一同  異議なし 

（２）平成 27年度さいたま市地域包括支援センターにおける介護予防支援業務の公正・中立性の評価

について 

藤谷会長  事務局に説明を求める。 

事務局 （資料：平成27年度第 2回さいたま市地域包括支援センター運営協議会資料（当

日配布資料 P9～15）） 

 地域包括支援センターにおける介護予防支援業務の公正・中立性の評価につ

いては、センターが設置された平成 18年度から毎年度実施している。 

 センターの公正・中立性の評価については、介護予防訪問介護及び介護予防
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通所介護の 2種類のサービスを調査・評価するものである。 

 評価方法については、資料 P10 下段から P11 のとおりであり、判定基準数値

を超過し、「課題あり」とされたセンターに対しては、理由書の提出及びヒアリ

ング・指導を行い、そのデータと判定結果を区連絡会及び本協議会に報告する

ものとしている。 

 資料 P12,13 は過去 3年間の推移である。 

資料 14,15 は本年 7 月実施の結果であり、介護予防訪問介護及び介護予防通

所介護のどちらも判定基準数値を超過しているセンターはない。 

藤谷会長  ただいまの説明について、何か質問・意見はあるか。 

（質問・意見なし） 

藤谷会長  よろしいか。 

 それでは、平成 27年度さいたま市地域包括支援センターの公正・中立の評価

については適切であると判断することでよろしいか。 

委員一同  異議なし 

（３）平成 28年度さいたま市地域包括支援センターにおける介護予防支援業務の公正・中立性の評価

の基準（案）について 

藤谷会長  事務局に説明を求める。 

事務局 （資料：平成 27 年度第 2回さいたま市地域包括支援センター運営協議会資料

（当日配布資料 P16～18）） 

 平成 26 年度に実施された包括的外部監査において、公正・中立性の評価方法

について 2点指摘を受けた。 

①時点評価を行っているが、時点評価の「特定月」が毎年同じ月であること 

②介護予防通所介護の判定基準数値が「70%」であり、介護予防訪問介護の判定

基準数値の「50%」に比べ高く設定されており、同様の「50%」とする等の見直

しが必要であること 

 以上の指摘を受け、次のとおり見直しを図る。 

①評価対象月（特定月）を毎年変更 

②介護予防通所介護の判定基準数値を「70%」から「50%」へ見直し 

 また、評価方法の見直しにあたり、委員より御意見があった。 

①基準にあたるものを見直し、「50%」及び「70%」の妥当性を勘案すること 

②時点評価の他に、期間評価の 2段階評価を用意すること 

③ヒアリングを実施すること 

④理由書（弁明書）を定型フォーマットとすること 

 以上の御意見について、は次のとおりである。 

①過去 3年間について調査を行ったところ、占有率が「50%」を超えたセンター

は 1ヶ所で 1回のみであった。市平均では、20%台であり、他市においても「50%」

を設定しているところが多くみられた。 

②今後の検討事項とする。 
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③・④判定基準数値を超えた場合は、理由書を提出させ、ヒアリングを実施し

ていく。 

藤谷会長  ただいまの説明について、何か質問・意見はあるか。 

天野委員 （質問） 

（P17 「３．評価方法」中「時点評価については、毎年度 1回実施し、対象月

は異なった月（特定月）を指定する」について） 

評価基準の特定月というのはいつのことをいうのか。区毎に異なるのか又は

市全体で同一の月となるのか。 

事務局 （回答） 

 市全体で同一の月となる。 

天野委員 （質問） 

 それであれば、「異なった月（特定月）」と言わず、8月なら 8月と決めたらい

かがか。 

事務局 （回答) 

 包括的外部監査において、毎年特定月が同一になっているとの指摘を受けた

ため、今回は「異なった月（特定月）」としている。 

天野委員 （質問） 

 包括的外部監査とは誰のことをいっているのか。 

事務局 （回答） 

 外部に監査委員がおり、そこで監査を行っている。 

天野委員 （質問） 

 監査をする人は、一定の特定月を決めておかなければ評価はできないのでは

ないか。 

事務局 （回答） 

 一定の特定月とした場合、ないとは思うが、地域包括支援センターで数字を

調整してしまう可能性があるため、月の特定は行わないということで考えてい

る。 

天野委員 （質問） 

 区毎に異なる月で調査を行っていたら、良い中立の評価はできないのではな

いか。 

事務局 （回答） 

 区毎ではなく、年度毎に異なる特定月で行う。 

天野委員 （質問） 

 年度毎であれば、年度毎の調査月を決めているのか。 

評価は、一定の期間を区切ってやらないと正しい評価ができないのではないか。

事務局 （回答） 

 たしかに前年比で評価を行う場合は固定月がよいと思う。横浜市では独自に

毎年固定の期間に評価を行う期間評価を採用している。しかし、他の市におい

ては、任意の一月を指定することで評価を行っている。監査においてもそのよ
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うな指摘を受けたとのことである。 

天野委員 （質問） 

 平成 27年度の評価月はいつであったのか。 

事務局 （回答） 

 7 月である。 

天野委員 （質問) 

 来年度については未定であると思われるが、誰が評価月を決めるのか。 

事務局 （回答） 

 いきいき長寿推進課にて評価月を決めて周知を行う。 

天野委員 （質問） 

 それであれば、予めいつ評価を行うか明記したほうがよいのではないか。 

藤谷会長  話が空転しているので整理する。 

 評価についての基準は決まっている。特定の調査月を設けないということは

無用な操作をされないという意図があり、監査委員の論理は理解できる。 

それに対して、運営協議会又は行政がどのように対処するかということであ

る。予め調査月を定めずに、特定の月を指定して資料の提出を求めるほうが公

正性は保たれるはずである。事前に通知した場合、調査月に向けて数字を調整

する可能性がある。あくまで可能性を防ぐ目的で特定月を定めないということ

である。他自治体の調査を行ったが、名古屋市などこのような手法を用いる自

治体もある。手法として、これを採用するかしないかという問題である。 

藤谷会長 他に御意見がないか。それでは、事務局提示の案のとおりでよろしいか。 

委員一同 異議なし 

藤谷会長 異議なしとのことであるため、事務局の案のとおり変更する。 

（４）地域包括支援センターにおける居宅介護支援事業所への引き継ぎについて 

藤谷会長 事務局に説明を求める。 

事務局 （資料：平成 27 年度第 2回さいたま市地域包括支援センター運営協議会資料

（当日配布資料 P19～21）） 

第 1回本会議でお伝えしたとおり、平成 26 年度に外部から「要支援から要介

護になる要介護高齢者について、地域包括支援センターから居宅介護支援事業

所に照会するときに、地域包括支援センターと同一法人の居宅介護支援事業所

に誘導する囲い込みがあるのではないか。」との意見があった。 

本市としては、引継件数及び引き継いだ事業所の割合等についての実態把握

に努める。また、他市状況についても情報収集に努めることで内容についても

検討していく。 

藤谷会長  ただいまの説明について、何か質問・意見はあるか。 

邨山委員 （質問） 

現状の調査をするとのことであるが、資料 P20,21 にあるものは他市の資料で

あり、今後本市においても使用することを検討するということでよろしいか。 
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事務局 （回答） 

 そのとおりである。 

事務局 （補足説明） 

 まずは、件数・実態把握に努める。 

 また、資料については他市の資料である。これらを踏まえて今後検討してい

くということになる。実際の運用の際は、ご相談させていただく。まずは、手

法の一つとして参考までにお示しした。 

藤谷会長  他に意見はないか。 

 事務局においては、本日の意見又は後日までの意見を踏まえ、実態の把握、

他市の対応状況などの情報収集を行い今後の検討を行うようお願いする。 

（５）介護予防給付のケアマネジメントに係る委託居宅介護支援事業所の承認について 

藤谷会長  事務局に説明を求める。 

事務局 （資料：平成27年度第 2回さいたま市地域包括支援センター運営協議会資料（当

日配布資料 P22～24）） 

 介護予防ケアプラン作成等の介護予防支援業務については、地域包括支援セ

ンターが「介護予防支援事業所」として、本市の指定を受けて実施しているも

のである。 

 例外として、業務の一部を居宅介護支援事業所へ委託することが可能である。

一部業務の委託にあたっては、本市の指定を受けた居宅介護支援事業所のうち、

「介護予防支援従事者研修」を受講した介護支援専門員が所属する事業所であ

ることが条件となっている。また、本協議会の承認を得ることを条件としてい

る。 

 今回、本協議会で承認していただきたい事業所は、資料にあるとおり、新た

に研修を受講した介護支援専門員が所属する 18事業所である。 

藤谷会長  ただいまの説明について、何か質問・意見はあるか。 

邨山委員 （質問） 

 ここに挙がっている事業所は、本協議会の承認を得たのちに受託ができると

のことでよいか。 

事務局 （回答） 

 そのとおりである。 

佐々木委員 （質問） 

 事業所住所について、2階にあるものもあるが、利用者が十分な支援を受けら

れるのか。現場確認を行っているのか。 

事務局 （回答） 

 事業所の指定については介護保険課で行っている。その際の審査は、書類で

行っているため、現場確認は行っていない。入所系の施設であれば現場確認を

行っている。 

佐々木委員 （質問） 

 専門の方が現場確認に行くのが良いのではないか。 
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事務局 （回答） 

 設備基準については、図面の提出を求めているため、どのような事業所であ

るかは確認をしている。もちろん事業所に直接出向く方もいるが、基本的には、

事業所が家庭を訪問し、ケアプランを作成するため、2階にあるから使いにくい

というものではないと考えている。 

藤谷会長  他に意見はないか。 

 18 箇所の居宅介護支援事業所を、受託することが可能な事業者として追加す

ることに承認いただけるか。 

委員一同  異議なし 

藤谷会長  18 箇所の居宅介護支援事業所を追加承認することとする。 

（６）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 

藤谷会長  事務局に説明を求める。 

事務局 （資料：平成 27年度第 2回さいたま市地域包括支援センター運営協議会資料（当

日配布資料 P25～26）） 

 資料から各区ともいろいろ苦慮している様子がわかる。これらの内容につい

て精査を行い、今後本協議会で取り上げるべき内容について検討していく。 

 本日は、浦和区において、地域支援個別会議から課題として挙がった内容が

区連絡会を経てどのように事業化につながったかについての報告をさせていた

だく。 

事務局  昨年度から地域支援個別会議を新たに開始し、地域ケア会議として４層構造

となった。そのため、地域包括支援センター(以下、「包括」)で行う地域支援個

別会議（以下、「個別会議」）と地域支援会議の関係、また区連絡会とのつなが

りをどうするかということが課題となっていた。 

 包括より個別会議で出た課題について、地域支援会議、また区連絡会で取り

上げたいとの意見があった。各会議で同様の議論になることを防ぐため、課題

の整理を行う必要があり、行政と包括が協力して協議を行った。まずは、包括

同士で会議の見学や情報交換により情報の共有化を図った。 

 今回の事例は、個別会議で出た課題を整理し、地域支援会議、区連絡会に上

げたものとして報告する。 

（資料：平成27年度第 2階さいたま市地域包括支援センター運営協議会資料（浦

和区））について説明 

個別会議：個別事例から課題の抽出 

地域支援会議：課題の整理、区連絡会への提言 

藤谷会長  ただいまの説明について、何か質問・意見はあるか。 

角田委員 （意見） 

 新しい総合事業のガイドライン（厚生労働省）を見てびっくりしたが、地域
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包括支援センターが今後生活支援のコーディネーターとして重要な役割を担う

とある。中身として、ボランティア等のインフォーマルサービスを開発すると

いう役割がある。 

 しかし、本日の資料の中には、新しい総合事業があまり話題になっていない。

今後業務量が増加し、ますます大変になる中で、是非周知をしていただきたい。

事務局 （回答） 

 浦和区の支援会議では、地区社協や民生委員、自治会の方に参加していただ

いている。その方々が各々の活動について報告をし、情報共有などを行うこと

もある。これから、協議体・コーディネーターが出来ていく場合に、そのよう

な形で会議を進めていくのであろうと考えている。 

藤谷会長  このような事例を広く共有できるように、公開できる範囲でウェブサイト上

に公開するなどの試みも必要になると考える。 

中根委員 （意見） 

 介護予防について、効果が実感できる形でという話があったが、どうしても

身体づくりに目が向きがちであるなかで、文化的な生活を充実させるというこ

とで織り込んでもらえればより前向きになるのではないかと思う。 

藤谷会長  生活支援という面からすると、身体の機能や認知機能だけではなく、もう少

しポジティブな側面からアクティブな人生を送れるということで、そのような

情報が届くことが理想であると考える。そのようなことを話し合える場として、

地域ケア会議は良い機会だと思うので、積極的に様々な方面から議論していた

だきたい。 

藤谷会長  他に意見はないか。 

（７）平成 27年度上半期さいたま市地域包括支援センター運営状況等について 

藤谷会長 事務局に報告を求める。 

事務局 （資料：平成 27年度第 2回さいたま市地域包括支援センター運営協議会資料（事

前送付資料 P13～54）） 

・P14：4 月から 9月までの地域包括支援センターにおける各業務の件数一覧（土

日祝日含む） 

・P15 上段：土曜日のみ 

・P15 下段：日・祝日のみ 

・P16,17：各業務の説明及び件数 

・P18～21：昨年度上半期との比較 

・P22～26：介護者サロンの実施状況 

・P27～54：権利擁護業務実績報告（個人情報のため委員資料のみ） 

藤谷会長  ただいまの報告について、何か質問・意見はあるか。 

宮本委員 （指摘） 

（資料：平成27年度第 2回さいたま市地域包括支援センター運営協議会資料（事

前送付資料 P14） 
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 前回運営協議会に出た意見の中で、数のカウント方法について統一してくと

のことがあったが、相変わらず数値にかなりの差がみられる。 

 わかる範囲で提案をしたいと思う。 

①「総合相談業務」中の「地域活動（主催）」 

②「包括的・継続的ケアマネジメント」中の「ケアプラン作成指導等を通じた

介護支援専門員のケアマネジメントの指導回数」 

③「権利擁護業務」中の「延件数」、「困難事例」 

 （①について） 

桜区の彩寿苑については、複数の項目に「0」がある。このあたりについては、

市監査指導課の実地指導が行われていると聞いているが、市より助言が必要で

あると考える。 

 （②について） 

どのような内容で行っているのかを、ケアマネジャー協会として知りたい。

職能団体で協力・企画できることがあればと考えている。 

 （③について） 

浦和区よりアクティブに動いている事例の照会があったが、ここにこそ個別

支援会議にかけるケースがあると考える。ここが「0」であるというのは、様々

な事情（ケアマネの質等）があると思われるので、内容について次回以降教え

ていただきたい。 

藤谷会長  実態調査を行うとのことであるので、これらのことも対象となり得ると考え

る。困難事例についても、地域ケア会議では困難事例だけを取り上げるわけで

はないが、これだけ差があることについての調査は必要であると思う。 

藤谷会長 他に意見はないか。 

（８）平成 27年度上半期介護予防事業実施状況等について 

藤谷会長 事務局に報告を求める。 

事務局 （資料：平成 27年度第 2回さいたま市地域包括支援センター運営協議会資料（事

前送付資料 P55～61）） 

・P61 

 平成 26 年度をもって、医療機関で実施していた生活機能評価（介護予防健診）

が終了となった。平成 27年 4 月からは区役所高齢介護課及び地域包括支援セン

ターの窓口で基本チェックリストを実施する方法に変更となっている。 

藤谷会長  ただいまの報告について、何か質問・意見はあるか。 

山本委員 （質問） 

（資料：平成27年度第 2回さいたま市地域包括支援センター運営協議会資料（事

前送付資料 P57） 

（平成 27年度上半期うんどう教室参加者数一覧について） 

 浦和区の鹿島台公園の参加者が少ない。住民に対する周知が悪いのか、場所

が悪いのか。場所が悪いのであれば公園の変更は考えているか。 

事務局 （回答） 
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 浦和区内で、うんどう遊具が設置されている公園は、鹿島台公園のみである。

しかし、地理的な問題や開催頻度などの理由で参加者が増えていない。参加者

を増やすことについて、今後事業者とも相談をしていく。 

天野委員 （質問） 

（資料：平成27年度第 2回さいたま市地域包括支援センター運営協議会資料（事

前送付資料 P61）） 

（平成 27年度上半期基本チェックリスト関係件数について） 

 桜区では 4月に件数が集中しているが、その理由を伺う。 

事務局 （回答） 

 今年度から基本チェックリストの実施方法が変更となり、4月に集中的に行っ

たため。 

北濱委員 （質問） 

 前年度と比べかなり少ないと思われるが、前年度の件数を伺いたい。また、

西区の件数が少ない理由について伺う。 

事務局 （回答） 

 前年度の件数については、後日回答する。 

事務局 （回答） 

 周知が不足していた。今後、区役所及び地域包括支援センターにて一層の周

知を図っていく。 

鈴木委員 （前年度件数の補足） 

平成 26 年度上半期総件数は「33,335 件」である。前年比で 2%程度の実績と

なっている。 

（質問） 

 今年度件数が減少していることの理由（実施方法・周知）について伺う。 

事務局 （回答） 

 平成 26年度まで実施していた生活機能評価（介護予防健診）は、要支援の認

定を受けていない方で、特定健診や人間ドックの際に併せて実施していたため、

本来サービスの対象とならない方であっても実施していた。そのため、件数に

大きな開きが出たと考えている。 

藤谷会長  基本チェックリストの受診者が少ないことで、今後特定高齢者の漏れがある

のではないかということを心配しての質問であったが、そのことについて十分

精査を行い、もし今後このようなことが起こるようであれば、見直しを図るこ

とも検討していただきたい。 

事務局 （補足回答） 

 周知については不足しているため、様々な方法で周知を図っていく。 

長塩委員 （質問） 

 前年度実施した生活機能評価（介護予防健診）3 万件のうち、「生活機能の低

下が心配と判定された」件数は何件か。 

鈴木委員 （情報提供） 
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 3 万件のうち「4,382」件である。 

（９）その他について 

藤谷会長 事務局に報告を求める。 

事務局 （資料：平成 27 年度第 2回さいたま市地域包括支援センター運営協議会資料

（当日配布資料）P28～32） 

１．西区北部圏域地域包括支援センター三恵苑の移転について 

平成 28 年 1 月 12 日に移転を予定している。 

２．平成 27 年度第 1回資料の差替えについて 

 網掛け箇所中、下線部について修正を行った。 

藤谷会長  ただいまの報告について、何か質問・意見はあるか。 

（質問・意見なし） 

藤谷会長  よろしいか。 

その他に、全体を通して質問や意見はあるか。 

大町委員 成年後見人について意見を申し上げたい 

藤谷会長 内容については、運営協議会が終わった後に事務局に伝えていただく形でお

願いしたい。 

藤谷会長  よろしいか。 

以上で、本日の議題について、すべて滞りなく終了した。 

４．閉会 

司会  これをもって「平成 27年度第 2回さいたま市地域包括支援センター運営協議

会」を閉会とさせていただく。 


