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平成25年度 第１回伊達市介護保険等運営協議会 

 
  （報告事項） 

 

 

（１） 高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画について 

議  題 （２） 伊達市地域包括支援センター事業について 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （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 

  開催日時 平成26年3月18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 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】 

運営協議会委員入れ替えによる委嘱状の交付（佐野委員、杉山委員、浅水委員、片平委員） 

１．開 会 

２．挨 拶（福祉部長） 

３．会長挨拶（坪会長） 

４．報告事項（事務局より説明） 

  

（１）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24年度介護保険事業の実績ついて説明 

◎ 人口/被保険者数/要介護認定者数の実績について 

    ・人口と同様実数が計画を下回っている。（１号被保険者、２号被保険者） 

     75歳以上の人口は計画より実数が上回っている。 

    ・75歳以上の人口が増加している一方で、介護認定を受ける割合が高くなっている。 

◎ 要介護認定を受けている方の計画と実数について 

    ・訪問入浴介護→施設入所の待機者の利用が増えたことにより、計画より40％増となっ
ている。 

    ・居宅療養管理→他のサービス利用や施設入所により、実数は計画の76.8％となってい
る 

     ・短期入所療護介護→平成22年度より入所者ですべてベッドが埋まっている事業所があ
るため計画より減となっている。 



 る。 

・短期入所→平成22年度より受入制限を行っている事業所があること、施設入所や入院に
    より、実数は計画の65.9％となっている。 

・住宅改修→計画に対し、実績は６割程度。新規認定者の利用が見込みより少ない。 

  ◎ 要支援認定を受けている方の計画と実数について 

   ・訪問看護→計画より実数が30％増。投薬管理などが増えたことが要因。 

・短期入所→計画に対し、実数が25％となっている。計画人数が微少なため、許容範囲。 

◎ 地域密着型介護予防サービスについて 

   ・認知症対応型通所介護→要支援で認知症状の重い方が少ないため実績なし。計画人数が微
少であり、許容範囲である。 

   ・住宅改修→計画より30％増となっている。要支援の認定者数が増加してきたことによる。 

    

  健やかで自立した生活ができるまちづくり 

   １．生涯を通じた健康づくり（介護予防事業） 

・二次予防事業対象者把握事業→特定健診での基本チェックリストの実施の他、平成24 

 年度は山下町、平成25年度は西浜町の方を対象にチェックリストを実施し、全体の約1
3％が二 次予防高齢者となっている。 

 二次予防事業の対象となった方には通所型予防事業を実施している。（平成24年度山下
町、 

     平成25年度西浜町で介護予防事業を実施。） 

    ・口腔機能向上プログラム→平成25年度に大滝区を対象に実施。 

    ＊平成26年度に新規事業として、新プールを利用し、水中運動を中心とした介護予防事業
     を実施する予定。 

 

   ２．安心して生活できる環境づくり 

・高齢者向け住宅の整備（シルバーハウジング）駅前団地16戸、大滝区19戸 

  平成26年度には駅前団地２号棟14戸が増える予定。 

 ・養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホームについては変更なし。 

 ・権利擁護の普及啓発→広報での特集掲載、各種相談を実施。平成25年度については西胆
振３市町共催で市民後人養成講座が開催され、伊達市から13名が受講している。 

  平成26年度は室蘭市で成年後見センターが開設され、将来的には３市、３町で広域化さ
計画があります。それまでの期間は、受講修了者に対しフォローアップ研修を実施する。 

３．自立生活の支援 

 ・食の自立支援事業→コープさっぽろ、セブンイレブン等の民間による配食が展開されて
おり、おかずを選ぶ自由度も高いため、直近３年間はやや減少傾向にある。 

 

 

 



 自分らしく生き生きと生活できるまちづくり 

１． 社会参加・交流のあるまちづくり 

・介護予防地域住民等支援グループ活動事業→山下町、西浜町で介護予防教室を行った結
果、好評であったため、参加した方々がこれからも続けていきたいと、自主的に運営する
介護予防ボランティアグループが立ち上がりました。 

平成25年度春には「山下虹の会」が設立。現在も駅前シルバーハウジングを拠点にして活
発に活動している。３月１４日には西浜町で「さくらの会」が設立されたばかりで、今後
の活動が期待されており、今後も新たな支援グループづくりに力をいれて生きたい。 

２．生涯学習・スポーツへの取り組み 

   ・平成26年度では介護予防レク用品を新たに取り揃えて、各団体に貸し出しすることによ
    り、介護予防レクのバリエーションを増やし、内容を充実させていただきたいと考えてい
    る。 

３． 認知症を支えるまちづくり 

・全市的な取り組みとして、平成24年度に徘徊模擬訓練を実施、平成25年度には認知症関
連の映画上映を実施しました。 

平成26年度については伊達赤十字病院、ミネルバ病院、地域包括支援センターと連携して、
自治会等に出向き認知症出前講座を開催し、知識普及啓発に努めたい。 

  ４．敬老事業 

    ・長寿祝金支給事業については、現在満88歳、99歳に10,000円、満100歳に10万円を支給
しておりますが、条例改正を行い、平成26年4月より満88歳、99歳の支給を廃止し、満100
歳のみに3万円を支給することになります。 

 ともに支えあうやさしいまちづくり 

１． 地域支援体制の充実 

・包括的・継続的ケアマネジメント支援業務～地域ケア会議について、地域包括支援セン
ターと協議しており、平成26年度より要綱を改正し、より実践的な地域ケア会議の体制確
立を図る。 

２． 地域包括ケアシステムの整備 

・駅前団地シルバーハウジングのLSAが中心となり、山下町をモデル地区として、山下町
に住んでいる高齢者にも対象を広げ、安否確認や相談など地域見守り事業を展開する。 

３． 家族介護支援事業 

・ほぼ計画どおり進んでいる。 

家族介護教室については年５回開催、家族介護慰労事業については、平成24年度、25年度
ともに対象者はなし。 

     質 疑（なし） 

第６期計画の策定スケジュール（案）について 

・計画期間 平成27年4月1日から平成30年3月30日までの3年間、第5期計画実施時の計画を
参考に進めていきたい。４回の運営協議会を実施する予定で平成27年３月には計画を決定
し、議会報告、保険料の改定（条例改正）を行い、４月以降、公表、北海道への提出を行
う予定。 

 

     質 疑（なし） 



（３） 伊達市包括支援センター事業について（地域包括支援センターより説明） 

・平成24年度の事業報告・平成25年度の見込み・平成26年度計画 

介護予防ケアマネジメント業務 

・平成24年度認定者数ついては要支援1、272人。要支援2、292人に対し、平成25年度実績
見込みは要支援1、279人。要支援2、420人となり24％増となっている。 

平成26年度計画については高齢化率がおよそ33.56％で11,943名、要支援認定率も6.32％と
予測され、要支援者数上昇し、平成25年度に比べ8％増となる見込みとしています。 

    ・介護予防ケアプラン件数～平成24年度年間総数、4,425件、再委託は344件で7.77％・25
年度見込みはケアプラン数4,681件、再委託462件で9.87％・年間総数は平成24年度から
比べると5.8％増の見込み。26年度年間総数4,867件となる見込み。再委託については居
宅介護支援事業所が26年度から1事業所が休止となることから0.67％減となる見込み。 

   ・相談事業～平成24年度実績相談総数629件（内新規294件）月平均52件。25年度見込みは総
数740件（内新規346件）月平均62件で24年度に比べ、18％増。平成26年度は前年に比べ
6％増となる見込みとなっている。 

     平成23年度から比べると認知症に関する相談が増えている。理由としては認知症連携強
化事業に伴う認知症地域支援推進員の配置や認知症疾患医療センターとの連携による
ものと考えている。今後も増加傾向と予想される。 

     相談の問い合わせについては、本人、家族がもっとも多く60％となっており、その他民
生委員、医療機関からも多く寄せられています。 

   ・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
行っています。連携支援として、ケアマネ連絡会の役員として参加し、社会資源等と含
めて情報提供を行ったり、研修会の企画等支援を行っている。平成25年度の包括主催研
修会としては薬剤師による「居宅療養管理指導」をテーマに地域のケアマネの勉強会や
薬剤師とのネットワーク構築を図るということで実施した。 

   ・共通的基盤整備 

     ・地域におけるネットワーク構築業務の実績として、平成24年度は10件、25年度14件、
26年度の見込みは14件となっている・平成24年度には伊達赤十字病院神経内科の医師と
関係者間にてメーリングリストを作成、地域のケアマネに対して直接医師とメールのや
り取りをし、患者、利用者の相談や報告等の連携が図られるようになったという実績が
あります。   

     ・地域住民への啓発活動として、平成24年度4件、25年度8件、26年度見込みは12件とな
っています。実績といたしまして、各自治会、長生大学、介護予防教室など出前講座を
行っています。 

     ・高齢者虐待対応、疑いを含みますが、実績としては平成24年度9件に対し、25年度は4
8件、26年度見込みは25件となっています。なお、25年度のうち2件については、今も継
続中である。 

     ・権利擁護業務の実績としまして、平成24年度は17件、25年度は7件、26年度見込みは1
6件となっております。内容といたしましては、日常的なお金の支払いや年金等の必要
な手続きなどがあげられます。 

     ・認知症対応連携業務の実績といたしまして、平成24年度15件、25年度17件、26年度計
画として27件としております。内容といたしましては、認知症地域支援推進委員（社会
福祉士）を包括に配置し、市内2箇所にある認知症疾患医療センターと連携をし、認知
症に関する相談対応や早期発見・早期治療に繋げる役割を行っています。 

     認知症高齢者徘徊模擬訓練、認知症連携定例会議、認知症の方と家族を支える SOS ネ

ットワーク会議などを行っており、平成 26 年度には連合自治会への啓発運動を行う予



定になっております。 

      質 疑 

 委員  居宅療養管理指導ですが、実際にどれぐらい行っているのか。 
 包括  保険請求につながっているケースは少ないが院外薬局の薬剤師さんにご協力をいただ

き、薬の飲み方がうまくできない方に対し、薬カレンダーなどを使いながら助言をして

いただいたという声など多数聞いております。また、活用している方もかなり増えてき

ております。 

 委員  重要な役割だと考えます。高齢の方は無駄な投薬ですがあり、危険な状態になっている
方など、一人暮らしをしている方は特に多いのでこれらのことはこれから特に重要にな
ってくると思われます。よろしくお願いいたします。 

 
５．協議事項（事務局より説明） 

伊達市地域包括支援センターの人員体制について 

・協議していただきたい内容ですが資料にも書いてありますとおり伊達市包括支援センタ

ーの人員増員計画につきまして平成 26 年度 1 名、27 年度～28 年度 1 名を増員させていた

だきたいということが主な内容になります。 

   日本では超高齢化社会が到来したと言われていますが、もちろん伊達市でも高齢化の波は

確実に押し寄せてきています。都会に比べ地方は高齢化が先行しており高齢化率も 2 月末

で 32.08％となっており、3 人に一人は高齢者となっている状況で、伊達市では 65 歳以上

人口（介護保険第一号被保険者）が毎年 300 人程度ずつ増えてきております。 

   高齢者の増加に比例して、地域包括支援センターが高齢者と係わるケースは増加しつつあ

り、相談、予防プラン作成件数なども増加しており、このままでは現状でも余裕のない包

括支援センターが立ち行かなくなるだろうと考えられる状況となっております。 

   現在、包括支援センターは保健師 1 名・社会福祉士２名・主任ケアマネ２名の 5 人体制で

運営しており、人員増を検討しなければならないと考えておりましたところ、保健師 1 名

が 25 年度末をもって退職したい旨の申し出があったことから、急遽その補充と今後の体制

に鑑み 1 名の増員を行うことといたしました。本来であればこの協議会でご協議をいただ

き、進めるものでございますが、保健師は全国的にも人材が不足していることから、一刻

も早く募集をしなければ確保できない状況であるとの推測から、委員の皆様全員に事前に

承諾をいただき募集をさせていただいたところであります。募集の結果、保健師 1 名ケア

マネ 1 名の採用を決め、採用に向けて準備を進めているところです。おかげさまで平成 26

年度から保健師１名、社会福祉士２名、ケアマネ３名の６人体制となり、事後にご協議を

させていただくことにご理解を賜り、誠にありがとうございました。 

   更に 27 年度以降の包括支援センターの体制につきましても保健師１名の採用をしたいと

考えております。今後の業務増に対応しつつ、しっかり包括支援センターとしての役目を

果たしていくためにも人員体制の強化はしっかりやっていかなければならないと考えてお

りますのでご理解を賜りたいと思います。 

 委員  事前に相談をうけ、保健師１名、ケアマネ１名を増員することとなりましたが、平成2
7年度以降についても保健師１名を増員することにつきましていかがでしょうか。 

 

 委員  異議ありません。よろしくお願いします。 

 

 



６．その他（事務局から） 
   ・昨年の運営協議会につきまして、地域密着型施設２箇所についてご推薦をいただいたと

ころであります。その施設の現況についてご報告いたします。小規模特別養護老人ホーム

につきましては、定員 29 名で４月下旬オープンを目指している状況です。 

    認知症型グループホームにつきましては、既に２月１日オープンしてあり、定員 18 名に

対し、現在 12 名が入居しております。以上です。 

委員  事務局の説明について何かありませんか。 

委員  ありません。 

委員  何もないようですので以上で本日の議事は全て終了いたしました。 

    ご協力ありがとうございました。 

 

閉会 19：40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


