
様式第２号（第３条関係） 

審 議 会 会 議 録 

会議名称 平成 29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進捗状況について 

◇ 平成 28年度実績報告について 

（２） 伊達市地域包括支援センター事業報告について 

◇ 平成 28年度の事業報告について 

（協議事項） 

◇ 伊達市地域包括支援センターの人員体制について 

◇ 第７期高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画について 

（そ の 他） 

開催日時 平成 29年 10月６日（金）18：30～ 

場  所 伊達市市民活動センター 交流室２ 

出席者 
伊達市介護保険等運営協議会委員９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） 

■ 会長挨拶 

■ 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進捗状況について 

 

≪平成 28年度実績報告について説明≫ 

① 介護保険事業計画 

◎人口・被保険者数・要介護認定者数の実績について。 

 ・総人口ですが、平成 28年度の計画３４，８１３人に対し、実数は３４，８７１人です。

年代別で見ますと、４０～６４歳の第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。なかでも７５歳以上の人口



については、計画より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２８年度の計画２３，６０８人に対し、実数は２３，６９７

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２８年度の計画２，６２８人に対し、実数は２，３０５

人で計画を下回っておりますが、７５歳以上の占める割合が２，０１９人で全体の８

５．８％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２７年度実績から比較しますと認定者数は５%増となっていることから、見

込みの範囲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 

 ・居宅サービス④訪問リハビリテーションにつきましては、計画３，２９１回に対し実

数３，１９４回で計画より実数のほうが下回っておりますが、昨年度と比較してみま

すと１９．９％の増となっております。これは、平成２８年４月から市内の医療機関

が訪問リハビリテーションを開始したことにより、増えたものと考えております。 

・⑤居宅療養管理指導につきましては、計画１７２人に対し実数６０７人となっており

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、急増したものと考えております。 

 ・⑥の通所介護が計画２５，９２９回に対し、実数９，０３２回になっておりますのは、 

平成２８年４月から定員１８人以下の通所介護が地域密着型通所介護に移行したこと 

によるものです。（２）地域密着サービス①地域密着型通所介護の実数１４，８１１ 

回と合わせますと、２３，８４３回で昨年度の通所介護の実績と比較しますと、５.７％ 

増となっておりますが、ほぼ見込みどおりと考えております。 

 ・地域密着型サービス③小規模多機能型居宅介護につきまして、計画８５人に対し実 

数３８人となておりますが、こちらは市内の事業所の開設が今年１月からの開設とな 

り当初の開設時期よりもずれ込んだことによるものです。今後、通いを中心とした柔 

軟なサービスとして地域に認知されていくことで、利用者が増加していくものと考え 

ております。 

 ・地域密着型サービス④認知症対応型共同生活介護につきまして、計画の８０．４％ 

の実数となっておりますが、これはグループホーム１事業所の過誤請求による返戻が 

あったため、見込み額を下回っております。今年度に再請求となりましたので、実際 

は例年並みの利用者数であったと考えております。 

 ・その他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 

・介護予防サービスの④介護予防訪問リハビリテーションにつきましては、計画４５８ 

回に対し実数が５０５回で計画より上回っておりますが、介護サービス同様、市内の 



医療機関が訪問リハビリテーションを開始したことによるものと考えております。 

・⑤介護予防居宅療養管理指導につきましても、計画８６人に対し実数１１０人で計画 

より上回っておりますが、介護サービス同様に、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によるものと考えております。 

 ・⑥の介護予防通所介護が計画１，２８７人に対し、実数２，４９５回になっておりま 

す。増えた要因としましては、機能訓練型デイサービスの利用のため介護認定申請す 

る方が増えたことによるものと思われます。また、そのことにより、(4)介護予防支援 

につきましても、計画５，５０３人に対し実数６，０４４人と増加しております。 

ただし、今年４月から総合事業が開始となったことから、平成２９年度は減少する見 

込みとなっております。 

 ・その他のサービスにつきましては、介護サービスと同様見込みの範囲内と考えており 

ます。 

◎給付費の計画と実績 

 ・４ページと５ページでは給付費の実績を掲載しております。平成２８年度の計画と実 

績を比較いたしますと、各サービスでばらつきはありますが、総給付費（合計）では

計画に対し実数が約９５％で、ほぼ見込みどおりとなっております。 

 

② 高齢者保健福祉計画 

「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  

 ・二次予防事業対象者把握事業では、これまで特定健診での基本チェックリストを実施

しておりましたが、今年度から特定健康診査（集団健診）受診者への基本チェックリ

ストを廃止したことから実施者数が大幅に減少しております。その他、竹原・長和地

区の住民を対象に計 1,069 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 119 名となり、全体の約 11.1％が二次予防高齢者という結果となりまし

た。なお、総合事業移行に伴い、昨年度をもって廃止となっております。 

・二次予防事業の対象となった高齢者に対しましては、市直営で通所型介護予防事業を

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、サ

ポートセンターひまわりとふれあい館を利用して、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。 

・ボランティア等の育成・支援につきましては、住民主体の助け合いや支え合いとい 

った互助の強化が求められていることから、助け合い・支え合い活動の必要性を地域

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につきましては、竹原地区で「ももとせ 



クラブ」、が新規に登録され、また、平成 29年度に入ってから、長和地区で「おさ 

る元気の会」が新たに登録されており、活発に活動しております。さらに、一昨日、

にれのき地区で「すみれ会」が設立され、今後、活動予定です。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、大変重要な地域資源の一つであると考えております。 

◎健康づくりと疾病予防の推進 

・平成 26年度・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、ストライクボードやノルディックウォーキング用ポールなどレク用品を新たに取

り揃えました。それらのレク用品を介護予防支援グループや老人クラブなど多くの団

体に使っていただけるよう、各団体に今後とも用具の種類や使い方の周知を行い、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につきましては、にれの木千樹クラブが解散したことから、 

一減って平成 29 年度は 29 クラブとなっております。老人クラブは地域の通いの場の

一つであり、生きがいづくりや地域での支え合い活動を進めていく上で、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につきましては、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ております。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。 

・長寿祝金支給事業につきましては、満１００歳の誕生日を迎えられた方に祝状と３０,

０００円の祝金を支給して降ります。 

◎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 

・この項目は、様々な福祉サービスに関して記載しておりまして、３ページの下から３ 

つ目の高齢者入浴サービス事業から４ページの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。 

・生活支援コーディネーターの配置に向けた準備といたしましては、住民同士の支えあ 



い・助け合いの地域づくりを目指して、平成 28年 7月に連合自治会長や民生委員協議 

会、介護予防グループ関係者など 24名でなる生活支援体制整備協議体が設立され、こ 

れまでに７回会議が開催されております。 

◎認知症施策の推進 

 ・高齢者人口の増加と共に認知症高齢者が増加すると予測されておりますが、認知症の

人は、精神科病院や施設を利用せざるを得ないという考え方を改めて、認知症になっ

ても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けるこ

とができる社会の実現を目指す ため、以下の事業を行っております。 

 ・認知症ケアパスにつきましては、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、市で内容を検討し作成完成したことから、普及のため市内の各

事業所 55ケ所に計６２０部配布しております。 

 ・認知症地域支援推進員につきましては、地域包括支援センターに１名配置して認知症

の方への支援を実施しておりますが、今後は平成 30年４月までに設置をします認知症

初期集中支援チームとの連携やチームと協働することになることから、その役割はま

すます重要となっていきます。 

 ・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）につきまして

は、配達事業者等と連携して見守り体制の充実を図っておりますが、認知症高齢者の

増加とともに実績も増えております。 

 ・平成 28年度は、事業者への一斉 FAXによる捜索依頼を２件実施してございます。なお、

２件ともに無事発見されております。 

◎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につきましては、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、平成 28 年 6 月に伊達市在宅医

療・介護連携推進協議会が設立され医療・介護関係者が連携に向けた検討を開始した

ところで、医療が介護に求めたい情報や介護が医療に求めたい情報の整理をしている

ほか、その情報をいつどのように伝えるかを整理するなど、引き続き、医療・介護関

係者と検討していきたいと考えております。 

◎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、市と連携を密にして、センター

の機能強化を図っております。また、個別ケースに対し、地域の関係者が本人や家族

を見守るうえでの意見交換や合意形成を行うため地域ケア会議を５件開催しておりま

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につきましては、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 28年度の入居は 56戸となっております。 

 ・高齢者向け住宅につきましては、常駐のスタッフによる見守りや安否確認、食事など



のサービスを提供するものですが、平成 28年度におきましては新規実績はありません。 

◎家族介護者支援の充実 

 ・認知症介護者の集いにつきましては、認知症の高齢者を介護している家族介護者の交

流・悩みなどを共有することにより、介護者の心身の負担を軽減することを目的とし

て開催しております。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、平成 28年度は延べ 40名の参加がありました。 

 ・介護マークの普及促進につきましては、介護者が女性の生活用品を購入したり、トイ

レなどの付き添い等で、周囲から受ける誤解や偏見をなくし、介護しやすい環境づく

りを進めるため、介護中であることを示す介護マークの普及を行っておりますが、平

成 28年度は 7枚配布しております。 

  介護マークの認知度向上に向けて、総合体育館や物産館、コミセン等の公共施設など

にポスターを掲示し、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介護マー

クの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。 

  また、成年後見制度に関しまして、平成 28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２名の方が受講しております。 

◎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につきましては、毎年民生委員に依頼

し、65歳以上のひとり暮らし高齢者と 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につきましては、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につきましては、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 28年度の実績報告といたします。 

 

意見質疑等 

委 員「認知症医療センターの医師は、訪問診療等を行うのだろうか。」 

事務局「認知症医療センターの医師は、基本的に院内にいることとなるため、医師が地域

に出向くということは想定していない。平成 30年４月から認知症初期集中支援チ

ームの事業が立ち上がり、医療と介護の専門職２名での訪問が基本となるが、ど

うしても医師の力が必要となった際には協力を得ることも考えられる。」 



委 員「生活支援コーディネーターとあるが、日常生活自立支援事業とは別の取組となる 

のだろうか。」 

事務局「日常生活支援事業とは別の取組である。この生活支援コーディネーターとは、制 

度改正により、地域での見守りや支え合いを進めていく上で、各関係者をつなぎ、 

地域で中心的な役割を担っていくものである。」 

委 員「生活支援コーディネーターの配置とはどういったものを想定しているのか。」 

事務局「第１層（市全体を把握していくコーディネーター）、第２層（生活形態や地域性で 

区分けし、生活の身近な場所に配置するコーディネーター）、第３層（直接見守り 

や支え合いに従事するコーディネーター）と分かれており、バランス良く配置す 

ることで、地域での支え合いの仕組みを構築していくものである。」 

 

（２）伊達市地域包括支援センター事業報告について 

◎介護予防ケアマネジメント業務 

・要支援認定者数（年度末）のＨ２８年度実績は要支援１が３６１名、要支援２が３８

９名、計７５０名で推移いたしました。前年比で要支援１が２２名の増、要支援２が

８名の増、合計で３０名の増となっております。 

 ・Ｈ２９年度につきましては、伊達市の第６期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計に 

よる「要介護認定者数の推移及び見込み」から、要支援１が２３８名、要支援２が６ 

５９名、計８９７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Ｈ２８年度ケアプラン数の実績につきましては、年間総数が６，１１７件。 

Ｈ２７年度から比べますと６４８件の増となっております。 

 ・居宅介護支援事業者に対する再委託件数につきましては１，０３３件で、前年度に比 

べ１２０件の増となっております。再委託できる居宅介護支援事業者の数は減ってい 

ますが、ケアマネ１人当たりの上限８件の縛りが無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。 

・Ｈ２９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６，８５ 

１件となる見込みです。 

・Ｈ２９年度再委託数についても過去の実績から推計し、１，１５６件程度を見込んで 

おります。 

◎相談事業 

・相談総件数につきましてはＨ２８年度実績が２，４２４件で、Ｈ２７年度に比べ４２ 

２件の件数増となっており、月平均では２０２件となっております。 

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

関すること」が多い状況です。Ｈ２７年度に引き続き、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「包括からのアプローチ」についても件数は多い状況となって

おります。 

・Ｈ２９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。 

◎包括的・継続的ケアマネジメント 

 ・地域のケアマネジャーに対して個別相談や困難事例の対応など、主に後方支援を行う 

ものであります。 

 ・ここに計上されていない業務として、Ｈ２８年度より伊達市介護給付等費用適正化事 

業におけるケアプラン点検事業において、市内の居宅介護支援事業者等を対象に適切 

なケアマネジメントが行われているか、報酬請求の観点から不適切なケアプラン・サ 

ービス提供となっていないか、地域包括支援センターにより点検と助言を行いました。 

Ｈ２８年度は、合計で８件実施しております。 

 ・④の「研修開催等」につきましては、Ｈ２９年度より開始となった介護予防・日常生 

活支援総合事業における介護予防ケアマネジメントについて、居宅介護支援事業者を 

対象に説明会という形で実施いたしました。 

◎共通的基盤整備 

 ・「地域におけるネットワーク構築業務」につきましては、市内に７か所ある居宅介護支

援事業者へ月に３事業所平均で訪問し、事例検討や情報交換、各種相談対応を行いま

した。２つの居宅介護支援事業所が休止となり、件数的に減となった要因と考えてい

ます。約３年実施してきましたこの取り組みにつきましてはＨ２８年度で一旦終了と

し、希望がある事業者のみ継続していく方向です。 

・地域住民への啓発活動につきましは、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」「財産管理」、「生活習慣病について」などお話しさ

せていただきました。 

 ・虐待とは認定せず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がほと 

んどでありましたが、担当のケアマネ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ジャーや

サービス事業者からが多い状況です。 

◎権利擁護業務 

 ・相談対応の実績件数は１４件（成年後見等：１１件、消費者被害：３件）です。 

 ・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。消費者被害についての相談は、布団の訪問販売

のクーリングオフ手続きの支援、架空と思われる業者から社債券購入を促す書類が郵



便で届き、包括支援センターにて警察へ情報提供した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を配置しております。 これまでは社会福祉士と

の兼務１名でありましたが、年々認知症に関する相談が増えていること。また、Ｈ３

０年４月設置予定の認知症初期集中支援チームとの連携も重要であることから、その

準備等も含め今年７月より保健師にも兼務発令し２名兼務での配置となっておりま

す。 

 ・伊達市高齢者福祉係、また市内に２カ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。また、認知症介護者のつどい「つくしんぼう」の開催や、 

市内の事業所が行っている認知症カフェへの協力・相談窓口設置等支援を行いました。 

◎人員体制 

 ・地域包括支援センターの人員体制につきまして、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、Ｈ２８年度は主任介護支援専門員３名となりま 

したが、総数につきまして増減はありません。 

 

意見質疑等 

委 員「今後在宅医療の増加が見込まれる中で、地域包括支援センターの職員が医療行為 

    を行うなど、いままでとはまるっきり違う業務が必要となることが予想される。

人員体制も含めて地域包括支援センターの方向性についてどのように考えている

のだろうか。」 

事務局「医療ニーズを持って在宅で生活する方が増えてくると、担当ケアマネジャーや地

域包括支援センターが受け持つケースが増えてくるため、何らかの後方支援を行

う必要がある。平成 30年 4月から医療介護の連携支援センターを整備予定であり、

医療や介護の関係機関から相談を受け付け、調整や情報提供を担っていくもので

あるが、地域包括支援センターの状況を鑑み、他法人への委託を予定しているた

め、そういった面では地域包括支援センターの負担は軽減できると考えている。」 

委 員「在宅医療の事業所が１つ増えただけで、かなり給付費があがっている。将来的に

は今の事業所だけでは賄いきれなくなることが予想されるが、どのように推計し

ていくのだろうか。」 

事務局「７期計画のサービス量の推計の際に考慮することとなるが、医療サイドの動きが

まだ示されていない。介護側については給付費の増加を見込んでいくこととなる

が、可能性として医療費の削減にも考えられるのではないかと思われる。医療と

介護の両方を合わせた時にどのよう形になるか注意深く検討していきたい。」 

 

 



２ 協議事項 

（１） 伊達市地域包括支援センターの人員体制について 

・伊達市介護保険等運営協議会規則第２条第３項の規定により、地域包括支援センタ 

ーの職員の確保に関する事項は、運営協議会の中でご協議いただくことになってお 

りますので宜しくお願いいたします。 

・地域包括支援センターの現状についてですが、ケアプラン作成件数は要支援者の増 

加に伴い年々増えており、平成２８年度はケアプランを作成する職員１人当たり平 

均担当件数が７２．８件となっております。相談件数も年々増加しておりまして、 

平成 28年度は 2,424件で前年比 21％の増となっております。一人暮らしの高齢者や 

高齢者世帯の増加に加え、認知症高齢者も増えていることから、相談内容が複雑化 

しており対応に時間を要するものが多くなってきています。 

  ・平成２６年の法改正では、地域包括支援センターの機能強化へ向けた方向性が示さ 

れており、平成３０年４月から取り組みが本格的となる「在宅医療・介護連携の推 

進」「生活支援サービスの体制整備」「認知症施策の推進」「地域ケア会議の推進」に 

係る事業が位置づけられ、包括支援センターにおいても、これらの事業に積極的に 

取り組み、それぞれの地域の実情にあった地域包括ケアシステムを構築していくこ 

とが必要とされています。 

・相談件数及びケアプラン作成件数の増加が見込まれる中、業務量が増大になること

が考えられるため、地域包括支援センターの現状を鑑み、ケアプラン作成を担う介

護支援専門員の増員は必要と思われます。 

・職員増員人数は臨時職員１名です。増員時期は平成２９年１２月以降の予定となり 

ます。ご協議を宜しくお願いいたします。 

 

意見質疑等 

委 員「資料から見ても要支援者数の増加があるため、人員の増は必要だと思われる。地

域包括支援センターの業務として、今後、医療から在宅医療へとシフトした時に

求められる業務量・業務内容について現段階では非常に不透明であるため、人員

体制として医療職を配置することも検討してはどうだろうか。」 

事務局「今後の介護の動向を見て、必要な人員を配置していく。」 

 

（２） 第７期高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画について 

・今回策定する第７期計画は平成 30 年度から 32 年度までの計画となります。３ヵ年分

の介護サービス量や地域支援事業量を見込みまして 65歳以上の方々にご負担いただく

介護保険料を設定するものになります。 

・伊達市の第７期高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画作成について、運営協議会

の中でご協議頂くことになりますが、市の計画の基となります国、道の指針について



まだ示されておりませんので、作成指針の概要にて簡単に説明させていただきます。

基本指針では、第６期計画以降の市町村介護保険事業計画は、「地域包括ケア計画」と

位置づけ、２０２５年まで各計画期間を通じて地域包括ケアシステムを段階的に構築

することとしています。７期計画においては、第６期計画で目指した目標や具体的な

施策を踏まえ、地域包括ケアシステムの着実な構築に向けた取り組みを進めて行くた

めに、第７期計画の位置づけを明らかにすることが求められています。伊達市におい

ても、第７期計画を国、道の基本指針に即して定めることになります。 

◎地域包括ケアシステムの基本理念 

 ・地域の実情に応じて、高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じて、 

医療、介護、予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制（地 

域包括ケアシステム）の構築に努めることとされております。国の考え方としては、 

高齢者の自立支援に資する取り組みをすることで、要介護状態になっても高齢者が生 

きがいをもって生活できるよう、介護給付等対象サービスの充実、強化、在宅医療の 

充実及び在宅医療・介護連携を図るための体制の整備、日常生活を支援する体制の整 

備、高齢者の住まいの安定的な確保が示されることとなります。 

◎医療計画との整合性の確保 

 ・病床機能の分化及び連携の推進による効率的で質の高い医療提供体制の構築並びに、 

在宅医療・介護の充実等の地域包括ケアシステムの構築が一般的に行われるよう、計 

画の整合性を確保するとされています。国の考えとしては、市町村計画・道計画・医 

療計画の作成、見直しサイクルを一致させること、そのためには協議の場を持つこと 

が必要ということ。又、地域ケア会議の内容や機能を明確にする、介護に取り組む家 

族等への支援の充実などが示されることとなります。 

◎認知症施策の推進  

 ・認知症施策推進総合戦略に沿って、認知症の方の意思が尊重され、出来る限り住み慣 

れた地域のよい環境で、自分らしく暮らし続けることができる社会を目指して、認知 

症施策を総合的に推進するとともに必要な人材を育成して行くとされております。国 

の考えとしては認知症サポーターの養成や活動の支援の推進、全市町村に設置されて 

いる認知症初期集中支援チームや認知症地域支援推進員について活用を図り、地域の 

実情に応じた体制整備の推進、若年性認知症支援コーディネーターの配置、高齢者虐 

待の防止として介護者の支援などが示されることとなります。 

◎PDCAサイクルの推進 

 ・地域の課題を分析し、地域の実情に則して高齢者の自立支援や重度化防止の取り組み 

に関する目標を計画に記載するとともに、実績評価及び評価結果の公表を行うことと 

しております。 

・いずれにしても、次回の第２回運営協議会の中で国の指針を踏まえた市の考えをお伝

えできると思います。 



 

意見質疑等 

委 員「今後高齢者が増え、地域ごとにいろいろな問題は増えてくる。考えなければいけ

ないのは、地域にいかに協力してもらい、見守りをしてもらえる人員体制を作る

かということ。今後、市・包括・社協だけで対応していくのは困難であり、地域

との連携を重視した計画の策定が必要だと思われる」 

事務局「資料２で説明した生活支援コーディネーターが地域づくりの取組である。進捗状

況として、これまでは民生委員や自治会長、地区社協の方たちと全市的に話し合

ってきたものが、地域に卸すことで、地域の資源を知り、地域ごとでどういった

支え合いや見守りができるかといいうことを進めている段階。黄金・稀府・長和

地区ではすでに話しが進んでおり、３ヶ月に１回程集まり、見守り体制の検討を

行っている。」 

 

◎介護保険事業所等に対するアンケート調査について説明 

・伊達市高齢者福祉計画・介護保険事業計画（第７期計画）の策定にあたり、サービス

事業者、施設事業者の意向を把握するためアンケートを実施いたしました。 

・調査対象者は市内施設で特定施設、ケアハウスを含む１７施設 

・居宅介護支援事業所等は市内、市外事業所１５事業所、包括支援センター、小規模多

機能居宅介護事業所です。居宅サービス事業所は市内事業所２０事業所を対象として

います。 

・調査内容としましては、各施設に対して平成 30 年度～32 年度（第７期計画）内の施設

整備予定。入所者状況、待機者状況となっております。 

・居宅事業所、サービス事業所は、利用者状況、市内で不足しているサービス、運営課

題、サービスの現状、展開となっています。 

・回答状況ですが、全施設、事業所５２件中４１件の回答を頂き、回答率は 75.9％とな

っております。 

・調査結果としては、平成 30 年度～平成 32 年度（第７期計画内）の施設整備予定は、

どちらの施設も予定はないという回答をいただいております。 

・現状といたしましては、どの施設、事業所ともに介護従事者の確保がむずかしい。制

度改正により介護報酬が下がったことから経営基盤がきびしいという回答がありまし

た。 

 ・この調査結果から、伊達市においては特別養護老人ホーム、介護老人保健施設ともに

待機者については他の施設との重複者が多く、実際は希望して長くても１ヶ月程度で

入所できているということ、又、認知症対応型 GH につきましても待機者がいない状

況から、第７期計画内での居宅サービス事業所ともに施設整備予定はなく、事業所の

展開もないことから第７期計画における施設整備は見込まない考えです。 



 

◎第７期高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定に伴う調査について説明 

・市高齢福祉課高齢者福祉係は、第７期計画を策定するための基礎資料として、２つの

調査を行いました。この調査は、国が作成した、実施目的や方法、調査項目が明記さ

れた手引きに基づいて作成しました。調査の概要を説明する前に、今回から調査の目

的や内容が大きく変更されたことについて説明いたします。大きく変更されたことは

２点あります。ひとつは、１．のニーズ調査の内容が大きく変わった点、もう一つは

「在宅介護実態調査」が新たに設けられた点です。 

・介護保険計画策定に際しては、第５期、第６期ともに今回同様に高齢者向けのニーズ

調査を実施していました。しかし、「項目数が非常に多く負担が大きい」ことや「市町

村に応じて調査方法が異なっており比較ができない」こと、また、第６期計画時のア

ンケートは、対象が高齢者全般で、介護保険非該当の方から要介護状態の方までが対

象となっており、調査の対象状態が明確ではないなどの複数の課題がありました。 

  このため、今回のニーズ調査は、地域の実情に合わせて、医療・介護・生活支援、認

知症施策の推進といった地域の支え合いの体制づくりを推進する「地域包括システム

の構築」に向けて、「介護予防」に焦点を当てた目的、対象、調査内容となっています。 

 ・新たに設けられた「在宅介護実態調査」ですが、ニーズ調査の「地域包括ケアシステ

ム構築」の観点に加え、「介護離職をなくす」ための介護サービスの在り方を調査する

ことを目的に実施しました。第７期計画は、この２つの調査結果をもとに策定する予

定です。 

≪調査概要≫ 

◎ニーズ調査 

 ・国の示す手引きには、必須項目、オプション項目があり、これらを参考にしながら、

伊達市の独自項目を盛り込み、作成しました。設問や回答項目の作成にあたっては、

国立社会保障・人口問題研究所にご協力をいただきました。全 71 項目のうち 12 問が

独自項目で、地域支援事業における「在宅医療介護連携推進事業」に関係する、「介護

が必要になったときの住まいの希望」を問う質問や「生活支援体制整備事業」に関す

る、「地域の支え合いの中でできる支援」や「今後必要と感じる生活面の支援」を問う

質問、認知症に関する「相談先」を問う質問などを追加しました。 

・対象者は、市内在住の 65 歳以上で要介護認定非該当者～要支援２までの方 10,700 人

の中から、1,996人を階層化無作為抽出しました。 

・調査方法は別添１の調査票、記載方法説明用紙、依頼文、返信用封筒を同封し郵送、

調査期限を１か月後と設定しました。 

・回収率については、1,455 件、回収率 72.8％でした。第６期の際の回収率は、67.9％

でしたのでより多くの方にご回答をいただきました。年齢等で回収率に大きな偏りは

ありませんでした。 



◎伊達市在宅介護実態調査 

・調査対象者は、現在在宅で生活をしている、介護保険の更新等で要介護認定調査を受

ける方としました。新規申請者を対象としない理由として、この調査結果と介護認定

結果、現在利用しているサービス内容を突合させた分析を行うことがあります。 

・調査方法は、介護保険認定調査員４名が介護保険認定調査時に聞き取りを行いました。 

・調査期間は約３か月で、110名に聞き取りを行いました。 

 

○２つの調査の集計結果と分析結果については、２回目の本会議にて報告させていただき

たいと思います。 

 

意見質疑等 

委員「伊達市では医療介護の連携がそのまま医療産業につながっていく。どの施設、どの

事業所でもみんなで協力していかなければいけないと思うので、行政としてもこう

いったことを鑑みて計画の作成をお願いしたいと思います。」 

 

○第７期計画策定スケジュール（案）について 

・１１月の予定としては、第２回運営協議会は、平成 29年 11月 17日（金）を考えてお

ります。内容といたしましては、「指針を踏まえた市の考え」「人口、被保険者数等の

推移と見込み」「サービスの実績及び費用の推移」「１号被保険者保険料の推移」「ニー

ズ調査、実態調査の結果報告」となります。 

・１２月の予定として、第３回運営協議会は１２月中旬を考えております。内容としま

しては、計画素案の検討となります。 

<１月以降の予定> 

１月 パブリックコメントの実施（１月中旬～２月中旬までを予定） 

２月 第４回運営協議会は２月中旬を予定 

３月 計画策定、議会報告、保険料改定（条例改正） 

４月以降 公表、北海道への提出となります。 

以上です。 

 

■ 閉会  19：45  

 

 


