
様式第２号（第３条関係） 

審 議 会 会 議 録 

会議名称 平成 28 年度 第１回伊達市介護保険等運営協議会 

 

 

 

議 題 

 

（報告事項） 

（１） 第６期高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の実績報告について 

◇ 平成 27 年度実績について 

（２） 伊達市地域包括支援センター事業報告について 

◇ 平成 27 年度の事業報告について 

（協議事項） 

◇ 伊達市介護予防・日常生活支援総合事業(案)について 

（３）その他 

開催日時 平成 28 年 12 月６日（火）18：30～ 

場  所 伊達市役所 2 階会議室Ａ 

出席者 
伊達市介護保険等運営協議会委員 10 名 

所管部課名 健康福祉部高齢福祉課 

公 開 

非公開 

の 別 

■ 公 開 傍聴者の人数 ０人 

□ 非公開 非公開の理由  

【会議の概要】 

■ 開会 

■ 挨拶（健康福祉部長） 

■ 会長、副会長の互選 

  事務局案の提示を求める声があり、事務局から会長に坪委員、副会長に小林委員を再 

任する案を提示したところ、全委員より了承をいただいた。 

■ 会長挨拶（坪会長） 

■ 副会長挨拶（小林副会長） 

■ 議事 

１ 報告事項（事務局より説明） 

（１）第６期高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の実績報告について 

 

≪平成 27 年度実績について説明≫ 

◎ 人口/被保険者数/要介護認定者数の実績について 



・総人口は、平成 27 年度の計画３５，１１０人に対し実数は３５，３３０人です。 

年代別で見ますと４０～６４歳の２号被保険者が計画より上回っているのに対し、 

６５歳以上の１号被保険者が計画より下回っております。中でも７５歳以上の人口 

については、計画よりも実数の方が少なくなっております。 

・被保険者数ですが、平成 27 年度の計画２３，６９０人に対し実数は２３，７２８人 

で実数の方が上回っておりますが、人口と同じく、７５歳以上の被保険者について 

は計画よりも実数のほうが少なくなっております。 

・要介護認定者数ですが、平成 27 年度の計画２，４２０人に対し、実数は２，２４０ 

人で計画を下回っておりますが、７５歳以上の占める割合は実数が２，００２人で 

全体の８９．３％となっております。全体を見ますと計画よりも実数のほうが下回 

っておりますが、平成 26 年度実績から比較しますと被保険者、認定者ともに７％増 

となっていることから、見込み範囲以内と考えております。 

◎ 居宅サービス・地域密着型サービス・施設サービスの計画と実数について 

 ・訪問入浴介護→計画は３６５回で実数は５４８回と１５０．１％となっております 

が、利用者人数が７名ほどで少ないことから見込み範囲内と考えております。 

・訪問リハビリテーション→計画３，１９６回に対し実数は２，６６４回で８３．４％ 

となっておりますが、在宅の要介護者の増加に伴い、今後増加が見込まれると考え 

ております。 

・短期入所生活介護→計画７，８９４日に対し実日数は６，０９７日で７７．２％と 

なっておりますが、今後は在宅の要介護者が増えると考えられるため、訪問リハビ 

リ同様、今後増加が見込まれると考えております。 

・その他の介護サービスにつきましては、多少の増減はあるもののほぼ見込みの範囲 

以内と考えております。 

◎ 介護予防サービスの計画と実数について 

・介護予防訪問看護→計画５７５回に対し４１８回で７２．７％となっておりますが、 

投薬管理が増えると考えられるため今後、増加が見込まれると考えております。 

・介護予防居宅療養管理指導→計画８４人に対し実数は６２人で７３．８％となって 

おりますが、平成 28 年５月から市内の医療機関が２４時間往診対応の在宅療養支援 

診療所の指定を受けたことから、今後増加が見込まれると考えております。 

・介護予防通所介護→計画１，２５６人に対し、実数は２，０５５人で１６３．６％ 

となっております。増えた理由といたしまして、機能訓練型デイサービスの利用を 

考え、介護認定申請する方が増えたため増加に繋がったと思われます。こちらは平 

成 29 年度から総合事業としてのサービスとなりますので、今後は減少すると思われ 

ます。 

・その他のサービスにつきましても、介護サービスと同様、見込みの範囲以内と考え 

ております。 



≪基本目標 1 介護予防・健康づくりの推進≫ 

◎介護予防事業の充実  

  ・すこやか高齢者把握事業→二次予防事業対象者把握事業では、特定健診での基本 

チェックリストの実施のほか、市街第一地区の住民を対象に計 1,958 名の方にチ 

ェックリストを行ってもらい、その内二次予防対象高齢者が 312 名となり、全体 

の約 15.9％が二次予防高齢者という結果となりました。 

 ・通所型・訪問型介護予防事業→二次予防事業の対象となった高齢者に対しまして 

は、市直営の介護予防教室、及び委託の介護予防事業を実施しております。 

内容としましては、全員が運動器向上プログラムの対象者で、旭町児童館と保健 

センターを利用して、介護予防教室を開催しております。２つの教室とも参加者 

が主体となって、この後説明いたします介護予防地域住民等支援グループ活動へ 

と発展して介護予防に取り組んでおります。 

  ※上記２事業については、総合事業移行に伴い、平成 28 年度で廃止となります。 

 ・ボランティア等の育成・支援→住民主体の助け合いや支え合いの必要性を地域住 

民へ普及啓発するとともに、ボランティア団体など住民主体の組織づくりに向け 

ての取り組みを進めていく必要があります。 

 ・介護予防地域住民等支援グループ活動事業→平成 27 年度には東地区で「東地区 

みらい健康会」、介護予防教室実施後に市街第一地区で「リフレの郷」、平成 28 

年度には、市街第一地区で「さわやかサロン」が新たに登録され、活発に活動さ 

れております。 

このような通いの場は介護予防に効果的で、地域住民が自主的に運営することに 

より、生きがいづくりにも繋がることから、今後も地域のニーズにあったグルー 

プ作りの支援を行っていきます。 

◎健康づくりと疾病予防の推進 

平成 27 年度は、介護予防レクリエーションのバリエーションを増やすため、レク 

用品を新たに取り揃えました。生涯学習課とも連携しております。 

今後はこの用品を介護予防支援グループや老人クラブなど各団体に貸し出しする

ことにより、介護予防活動を充実させていきたいと考えております。 

 

≪基本目標２ 高齢者の生きがいづくりの推進≫ 

◎生きがいづくり・仲間づくりの推進 

  ・老人クラブ運営費補助金→稀府地区において休止状態となっていた老人クラブを 

解散し、新たなクラブが立ち上がりました。老人クラブも地域の通いの場の一つ 

であることから、大変重要な地域資源の一つであると考えております。 

・高齢者はつらつ交流事業助成金→連合自治会や単位自治会が実施する敬老事業に 

対し助成しておりましたが、敬老会の参加率が年々低下していること等を勘案 



し、本事業は平成 27 年度をもって廃止としました。 

   平成 28 年度からは、自治会活動の一つとして、世代間交流、高齢者の生きがい 

づくりや見守り等、地域の実情に応じ柔軟な活動が行えるよう、単位自治会活動 

奨励金に「高齢者加算」として上乗せして交付しております。 

◎社会参加の支援促進 

  就労機会の確保や生きがいづくり支援のため、シルバー人材センターに対し運営費 

を補助しており、シルバー人材センターの利用について周知を行っております。 

 

≪基本目標３ 安心して暮らせるための環境づくりの推進≫ 

◎在宅生活を支援するサービスの充実 

高齢者入浴サービス事業から高齢者福祉バス助成事業までの５つのサービスは、大 

滝区のみの事業となります。 

  ・食の自立支援事業→コープさっぽろ、まごころ弁当、レストランこだま、セブン 

イレブンなどの民間による配食が展開され、市の負担額と同程度で配食サービス 

が行われていることから、平成 27 年度をもって本事業を廃止しております。 

  ・生活支援コーディネーターの配置に向けた準備→市民ニーズに合わせた生活支援 

を検討する場として協議体の設置に向けて、社会福祉協議会や地域包括支援セン 

ターと設置に向けた準備会を開催しております。 

◎認知症施策の推進 

  認知症の方が、できる限り住み慣れた地域で生活できるよう、事業を行っております。 

  ・認知症ケアパス→認知症疾患医療センターの日赤とミネルバ病院、認知症地域支援 

推進員、市で内容を検討しており、今年度中の配布を予定しております。 

  ・認知症地域支援推進員→地域包括支援センターに１名配置して、相談対応などの 

支援を実施。認知症の増加とともに、役割はますます重要となります。 

  ・認知症高齢者を支える地域ネットワークの活用→今後は地域で生活する認知症の 

方を見守るネットワークづくりも重要となります。 

  ・事業者協力による高齢者等地域見守り活動（通称：もしかしてネット）→平成 

27 年度は、事業者への一斉 FAX による捜索依頼を３件実施し、２件は無事発見、 

１件は未だ発見されていない状況となっています。 

  ・認知症初期集中支援チーム→平成 30 年４月から稼動予定です。対象者は地域で 

生活する市民であることから、チームと包括、推進員との連携による支援が重要 

と考えております。 

◎在宅医療・介護の連携推進 

 ・在宅医療・介護連携推進協議会の設置→地域包括ケアの推進に向けて医療機関と 

介護サービス事業者等の連携を図るため、関係機関である地域包括支援センター 

と設置に向けた準備会を開催しております。 



◎包括支援センターの機能強化 

  地域包括ケアシステムの構築を円滑に推進するため、人員を１名増員し、地域包括 

支援センターの機能強化を図っております。 

◎安心して生活できる住環境の整備 

  ・シルバーハウジング事業→駅前団地１号棟と２号棟、大滝のほのぼの団地で実施 

しており、平成 27年度は 55戸となっております。 

  ・高齢者向け住宅→平成 27年度は実績がありません。 

◎家族介護者支援の充実 

  ・認知症介護者の集い→平成 27年度は延べ 40名の参加がありました。また、平成 

28年度からは実施主体が地域包括支援センターに変更となっております。 

  ・介護マークの普及促進→平成 27年度は２枚の配布に留まっております。認知度 

向上に向けて、コミセン等の公共施設、スーパーなどにポスターの掲示し、認知 

症疾患医療センターである日赤とミネルバ病院でも配布を行う体制をとってお 

ります。 

◎権利擁護の推進 

  権利擁護の普及啓発については、広報での特集記事や、各種相談を実施しています。 

  ・成年後見制度→平成 27年度に西胆振６市町共催で市民後見人フォローアップ研 

修を開催し伊達市から４名の方が受講しております。 

平成 28年４月に西胆振２市３町で広域による成年後見支援センターの運営が始 

まりましたが、伊達市は広域から離脱し、平成 30年４月から単独でセンターを 

設置する予定としております。 

◎高齢者を地域で支える体制づくり 

  ・民生委員等と連携した高齢者世帯の見守り支援→毎年民生委員に依頼し、65歳 

以上の独り暮し高齢者と 75歳以上夫婦世帯の調査を実施しており、見守りが必 

要な高齢者の情報を共有することで、孤立化の防止や緊急時に迅速に対応する体 

制づくりを進めております。 

  ・ＬＳＡによる地域見守り事業→駅前団地シルバーハウジングのＬＳＡが中心とな 

りまして、山下町在住の高齢者を対象に、安否確認や相談などの地域見守り活動 

を展開しております。 

  ・災害時の援護体制の推進→災害時における避難行動要支援者の安全確保を図るた 

め、名簿作成や情報共有により、円滑かつ迅速に避難するための支援体制を整え 

てまいります。 

 以上、平成 27 年度の実績報告といたします。 

 

質疑 

委 員「駅前団地のＬＳＡは何人配置しているのか。他の場所にはいないのか。」 



事務局「駅前のＬＳＡは３名で、３５名の方がサービスを利用しており、大滝のほのぼの 

団地に２名配置で、２０名が利用しております。」 

委 員「災害時の援護体制ですが、民生委員に身障者・避難弱者の情報を伝えてもらえる 

体制はとっているか。前回の避難時、避難勧告があったことも分からなかったの 

で、緊急の場合の体制はとれるのだろうか。自治会には情報が行ったようだが、 

民生委員にも伝えて欲しいと思う。」 

事務局「情報を出さなければならない状況になれば、様々な手段を使って情報を伝える取 

り組みを行うことになります。支援の必要な避難者の名簿作成をして状況把握を 

進めておりますが、福祉サイドと総務サイドの調整は今後詰めていく予定です。 

今後どのように要避難者の情報を伝えていくかについては、検討していかなけれ 

ばなりません。」 

 

（２）伊達市地域包括支援センター事業報告について 

≪平成 27 年度の事業報告について≫ 

◎ 介護予防マネジメント業務 

   ・要支援認定者数→平成 27 年度実績は要支援１が３３９名、要支援２が３８１名、 

計７２０名で推移いたしました（要支援１が３６名増、要支援２が１８名増、合 

計５４名増）。 

平成 28 年度につきましては、伊達市第６期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計 

画による「要介護認定者数の推移及び見込み」から、要支援１が２５１名、要支 

援２が５５５名、計８０６名程度となる見込みです。 

   ・介護予防ケアマネジメント件数→要支援者のケアプラン数の平成 27 年度実績につ 

きましては、年間総数が５，４６９件で、平成２６年度から比べると約１２％増 

となっております。 

平成 27 年度再委託件数については８８５件で、昨年度に比べ３２０件の増となっ 

ております。再委託できるケアマネ１人当り上限８件の縛りがなくなったことに 

より、件数増につながったと考えられます。 

平成 28 年度のケアプラン数見込みについては、過去の実績等から推計し、約５， 

８９８件となる見込みです。（平成 25 年度→平成 26 年度との比は約＋３．７％、 

平成 26 年度→平成 27 年度との比は約＋１２％）※過去２年間の平均伸び率７． 

８５％増にて推計 

平成 28 年度再委託数についても過去の実績から推計し、８１８件程度を見込んで 

おります。※過去２年間の再委託率の平均（約１３．８６％）にて推計。 

◎ 相談事業 

   ・相談件数→平成 27 年度実績が２，００２件で、平成 26 年度に比べ６２５件ほど 

の件数増となっております。月平均では１６７件です。 



    相談内容につきましては①「介護サービスに関する問い合わせ」や⑪「認定申請

に関すること」が多い状況です。⑩の「情報提供」につきましては、主に医療機

関から入院中や退院前の利用者の状況報告などが多くなっている傾向です。平成

27 年度途中より、要支援認定を受けたが相談やサービス利用の無い利用者に対し、

地域包括支援センターより電話での状況確認を行っていることから、⑮の「包括

からのアプローチ」についても件数が増えた状況となっております。 

    平成 28 年度計画につきましては、過去の推計と要支援・要介護認定者数の伸び率

（約１０％）等と合わせて件数を見込んでおります。相談内容も要支援認定を受

けられた方からのものが圧倒的に多いことから相談数も同様に伸びるであろうと

推測しています。 

相談者は本人・家族が圧倒的に多く、ほかは伊達市や医療機関、居宅介護支援事

業者などです。 

◎ 包括的・継続的ケアマネジメント 

    ・地域のケアマネージャーに対して個別相談や困難事例の対応などについて後方支

援を行うものであります。 

    ⑦の「社会資源の紹介」が多い状況となっておりますが、内容としましては介護

保険サービス以外の資源について紹介させていただいたり、財産管理等について

権利擁護業務に繋いだケースなどがあります。 

    ④の「研修開催等」につきましては、伊達市高齢者福祉係と共催し「在宅でおこ

る虐待」をテーマに市内の居宅サービス従事者を対象に研修会を開催いたしまし

た。 

    それ以外の項目につきましては、ケアマネージャーの個別相談対応となっており

ます。 

◎ 共通的基盤整備 

    ・「地域におけるネットワーク構築業務」→市内に９ヵ所ある居宅介護支援事業者へ

月３事業所平均で訪問し、事例検討や意見交換、各種相談対応を行いました。 

   ・地域住民への啓発活動→老人クラブ等に対して主に出前講座を開催いたしました。

内容としましては、「介護保険制度について」「地域の入所施設について」「生活習

慣病について」などをお話しさせていただきました。 

   ・高齢者虐待対応（疑い含む）→虐待というよりも不適切な対応によるものなど疑

いのみで終結となったケースもありますが、昨年度は１７ケース対応いたしまし

た。担当のケアマネージャーが付いているケースもあり、その後のマネジメント

後方支援へ繋げたものもあります。相談・通報者は担当ケアマネージャーやサー

ビス事業者からのものが多い状況です。 

   ・権利擁護業務→相談の対応実件数は１３件。主に今後の財産管理について成年後

見制度利用に向けての支援対応となっております。弁護士等からの助言を受けつ



つ支援にあたったケース、または司法書士、社会福祉士事務所へ繋いだケースも

ありました。 

   ・認知症対応連携業務→当センターには認知症地域支援推進員（社会福祉士）を配

置しております。伊達市高齢者福祉係、また市内に２ヶ所ある認知症疾患医療セ

ンターとの定例会議や、認知症に関する正しい知識や理解の普及活動として出前

講座や認知症サポーター養成講座を開催いたしました。 

   ・共通的基盤整備等につきましては、平成 28 年度も同様の活動を継続していく計画

としています。 

   ◎人員体制 

    平成 27 年４月に保健師１名増員し、総勢８名体制で業務にあたっております。昨 

年度、介護支援専門員のスタッフが主任介護支援専門員の資格を取得したため、 

平成 28 年度は主任介護支援専門員３名となりましたが、総数は増減ありません。 

 

質疑無し 

 

２ 協議事項 

◇介護予防・日常生活支援総合事業について 

 平成 29 年 4 月から実施することとなります、介護予防・日常生活支援総合事業（案） 

についてご説明をいたします。 

  ◎総合事業の概要と伊達市の現状について 

・介護予防・日常生活支援総合事業は、要支援１と２の方の訪問介護と通所介護を予 

防給付から切り離し、地域の実情に合わせて地域が独自の基準を設けてサービスを 

実施するものであります。 

総合事業の趣旨としましては、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、 

多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、要 

支援者に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目指すものでありま 

す。この総合事業を導入するに至った背景としましては、高齢者の生活支援ニーズ 

の増大と担い手の減少があげられます。国は新たな視点を取り入れた介護予防の取 

組により元気な高齢者の増加を目指し、高齢者が支援の支え手となることで、より 

よい地域づくりを推進していくという方針を打ち出しました。 

・総合事業への移行見込み人数を、平成 28 年 8 月提供分のサービス利用実績から分析 

しております。平成 28 年 8 月現在で、要支援認定者数は 718 人いますが、そのうち 

訪問介護利用者は 175 人、通所介護利用者は 203 人でした。 

この人数を基礎数値として、12 月で割り平均値を出したところ、平成 29 年 4 月か 

ら平成 30 年 3 月までの総合事業移行者数の推計としましては、訪問型サービスで毎 

月約 15 人、通所型サービスで毎月約 17 人、合計で毎月約 32 人が総合事業へ移行す 



る予定となっております。実際には月によって人数の増減が見込まれます。 

  ・昨年９月に地域包括支援センター職員に対して、伊達市の要支援者の日常生活自立 

状況の調査をした結果、伊達市の要支援者については、身の回りの動作、食事を摂 

ること、トイレ、着替えなどのほとんどは自立しています。できない割合が多かっ 

たのは、掃除や調理、買い物などでした。 

・利用目的・理由の調査については、訪問介護では掃除、買物、調理、ゴミ捨てをし 

てほしい、通所介護では、送迎がある、リハビリを受けたい、交流したいといった 

内容でした。この調査結果からは、専門職による訪問や通所サービスが必要な方が 

いる一方で、必ずしも専門職による支援を必要としない人が多くいるということを 

読み取れます。 

これらを高齢者等を含む多様な主体が提供することで、地域の実質的な担い手を増 

やすことが可能となります。住民主体の活動を地域の中で作り上げていくことで、 

地域全体としての支援体制を強化していくことができることとなります。 

◎伊達市における総合事業移行のサービス(案)について 

・平成 29 年 4 月から伊達市が実施する訪問型サービスとしましては、現行の訪問介護 

相当の基準により実施する訪問介護サービスと、人員等の基準を緩和した基準によ 

り実施する訪問型サービスＡを実施する予定としております。 

現訪問介護事業者中、６事業者とシルバー人材センターが緩和した基準によるサー 

ビスＡへ参入する意向があるため、必要サービスは確保できるものと認識しており 

ます。 

・訪問型サービスの基準（案）として、「現行相当サービス」は従来どおりの基準とな 

ります。「サービスＡ」は人員・運営の基準が緩和されています。 

・通所型サービスについては、現行の通所介護相当の基準により実施する通所介護サ 

ービスと、人員等の基準を緩和した基準により実施する通所型サービスＡを実施す 

る予定としております。 

現通所介護事業者中、９事業者が緩和した基準によるサービスＡへ参入する意向が 

あるため、必要サービスは確保できるものと認識しております。 

・通所型サービスの基準（案）として、「現行相当サービス」は従来どおり、「サービ 

スＡ」については人員・設備・運営の各基準を緩和しております。 

・介護予防の取り組みを強化して、住民主体のサービス利用を促進することで費用を 

抑制していくこととなりますが、年 5～6％と予測される予防給付の伸び率を中長期 

的には後期高齢者の伸び率である 3～4％程度とすることを目安に努力していくこと 

になります。 

伊達市の予防給付費は平成 27 年度決算で 192,869 千円で、給付費全体の 6.6％にあ 

たりまして、伸び率は、年平均で 5.8％となっております。 

予防給付費のうち、要支援者の訪問介護、通所介護費の平成 27 年度決算額は、83,027 



千円で、予防給付費全体の 43.0％となっております。 

市の試算では、平成 29 年度につきましては、予防給付費の 1.6％程度を抑制できる 

ものと予測しております。 

◎介護予防ケアマネジメントについて 

  ・利用するサービスが、総合事業のみの場合のケアプラン作成は「介護予防ケアマネ 

ジメント」と言い、地域包括支援センターが実施しますが、従来の介護予防支援と 

同様に業務の一部を指定居宅介護支援事業所へ委託することが可能です。 

  ・伊達市では、現行の予防給付に対する介護予防ケアマネジメントと同様のケアマネ 

ジメントＡとサービス担当者会議やモニタリングを必要に応じて省略できるケアマ 

ネジメントＢとする予定であります。 

ケアマネジメントＢにつきましては、指定事業者以外の多様なサービスを利用する 

場合のマネジメント類型となり、現段階ではシルバー人材センターによる訪問型サ 

ービスＡの利用が想定されます。Ｂは再委託ができませんので、地域包括支援セン 

ターのみが実施です。Ｂの算出根拠につきましては、基本報酬からサービス担当者 

会議実施分相当単位とモニタリング実施分相当単位を差し引いた結果、209 単位とな 

りました。これは国が示したとおりに算出した内容となっております。 

◎これまでの経過と今後の予定について 

   ・これまで利用者の現状把握や事業者への聞き取り調査を行い、説明会を開催し、 

市の基準案を作成し、本日協議となっております。 

・今後は介護事業者への第２回説明会を開催し、事業所指定事務を開始するととも 

に、現利用者に対して周知、広報での周知等を行ってまいります。 

 

質疑 

委 員「通所型サービスで結構な数が総合事業に移行するようですが、想定している事業

者数で賄いきれるのか。」 

事務局「サービスＡに移行する方は、新規申請で新たに認定を受ける方と事業に該当する

方、また、現在通所型サービスで主に運動目的で利用されている方が該当すると

思われます。運動目的ですと、市内ではレッツ倶楽部、きたえるーむ等で受け入

れできるのではないかと考えております。 

おそらくサービスＡに移行できるのは、今利用している方の３割程度だと思いま 

す。身体状況等もありますので、ヘルパーのほうは６割程度移行出来そうですが、 

通所はパーセントが低くなると思われます。そう考えますと、１３事業者中９事 

業者ですけれども賄いきれると試算しております。」 

委 員「小規模多機能型アウルの要支援１・２の自己負担額についても、行政が介入して 

いくのか」 

事務局「小規模多機能については総合事業の対象外です。今回の制度改正とは別になりま 



す。」 

委 員「サービス付高齢者住宅ですが、医療機関の周辺にあるものが多い。アウルの場合、 

その辺の連携はあるのでしょうか。」 

事務局「開設にあたり、医療機関との提携は必須ですので確保するものと思われます。」 

委 員「６ページの通所介護の利用目的・理由を基にして、１１ページの基準案を考えた 

のか。現行の相当サービスの中で機能訓練士という項目もあるが、それがＡでは 

外れている訳だが、それで要望が満たされるのだろうか。」 

事務局「基準については、全国で先んじて総合事業に移行した自治体の情報を参考にして 

おります。自治体が違えど、要支援の状態像に差はないですので、利用目的を参 

考にしたと言う訳ではないです。 

６ページでいうリハビリは必ずしも専門職によるものではなく、運動不足解消・ 

外出を目的とするもので、脳卒中等のリハビリとは違うものです。リハビリを受 

けたい方で、認知症や退院後間もないといった、専門職のＯＴ等によるリハビリ 

が必要な方には、総合事業に移りながらも今までと同じ現行相当サービスで対応 

することとなります。サービスＡが適用できる方には、基準緩和したサービスを 

利用して運動・レクリエーションの機会を作っていただきたいと考えておりま 

す。」 

部 長「市議会の中でも心配しているのは、国が介護保険サービスを減らすために要支援 

を切り捨てるのではないか、強制的に卒業させるのではないかということです。 

各々の自治体で総合事業に移行する際には、必要な方には現行サービス、給付の 

必要な方・福祉用具が必要な方には予防給付のほうで対応する仕組みになってお 

りますので、その辺りを包括支援センターと連携しながら対応していきます。」 

 

（３）その他 

委 員「歯科訪問診療の関係で、口腔アセスメントシートを作って広めようとしている。 

ケアマネージャーや施設担当者に集まっていただき説明したが、口の中を見ない 

とわからない項目が多く、体のアセスメントをする時に一緒にやってもらえると 

歯科医師のほうでも行きやすい。その辺はどう考えているだろうか。」 

事務局「在宅医療・介護連携推進協議会の中で、歯科医・歯科衛生士もメンバーに入って 

いただいております。その中で口腔内の問題については、まだ浸透していない現 

状です。自立度を下げない点からも口腔の問題は大きいと捉えており、今後協議 

会の中でも歯科医等からの意見を聞く必要性があると話し合われております。」 

会 長「要介護・福祉・医療の連携に関する会議が頻繁に行われております。重複した内 

容になることがあるが、今後とも連携しながら進めて行かなければならないと思 

う。」 

事務局「市内初の小規模多機能型施設が１月上旬にオープンしますが、１２月２５日・２ 



６日に内覧会がございますので、見学していただければと思います。」 

会 長「初の試みですが、実際に動いてみないと正直どこまで機能するのか分からない。 

トータルの協力が必要だと思う。」 

 

■ 閉会 

   ・19：40  

 

 

 

 


