
様式第２号（第３条関係） 

審 議 会 会 議 録 

会議名称 平成 27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５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 26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 26年度の事業報告について 

（協議事項） 

◇ 地域密着型サービス事業者（小規模多機能型居宅介護事業所）の募集

について 

（３）その他 

開催日時 平成 27年 10月 20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９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】 

■ 開会 

■ 挨拶（福祉部長） 

■ 会長挨拶（坪会長） 

■ 議事 

１ 報告事項（事務局より説明） 

 

（１）第５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 26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 26年度の計画３６，０７４人に対し実数は３５，６２０人で、計画 



よりも人口の減少がみられます。 

年代別で見ますと４０～６４歳の２号被保険者の減少に対し、６５歳以上の１号被 

保険者は増加しており、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 

増加傾向にあります。 

・被保険者数ですが、平成 26年度の計画２４，２０６人に対し実数は２３，６８７人 

で実数の方が下回っておりますが、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多くなっております。 

・要介護認定者数ですが、平成 26年度の計画１，９６８人に対し、実数は２，１４９ 

人で計画を上回っております。このうち１号被保険者については、計画１，８８８ 

人に対し実数は２，１０６人で、中でも７５歳以上の認定者実数は１，９０５人と 

なっており、全体の９０％を占めております。 

このような状況から、７５歳以上の被保険者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ことがわかります。 

◎ 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 

 ・訪問介護サービス→26年度計画２５，１２６回に対し実数２０，２５６回で８０． 

６％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。 

・通所介護→計画１６，５１９回に対し実数は１９，７４２回と１９％増となってお 

ります。増えた理由としまして、介護認定者数の増加や施設の入所待機者等の利用 

により増加につながったと考えられます。 

・短期入所生活介護→計画７，１１３日に対し実日数は６，２７２日で８８．２％と 

なっておりますが、平成 27年度から特別養護老人ホームの入所が原則要介護３以上 

になったことで、訪問介護サービスと同様、在宅の要介護者の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。 

・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２６０回に対し４５３回で７４％増となりましたが、投薬 

管理などが増えたことが主な要因と思われます。 

・福祉用具貸与→５９％増となっており主に、浴室やベッドの手摺り、歩行器のレン 

タルが増えてきております。 

・福祉用具販売、住宅改修につきましては、計画の範囲以内となっております。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。 

◎ 給付費等の実績について 

 ・第５期計画期間の平成 24年度から 26年度の給付費及び地域支援事業費の計画と実 



績を年度別でみますと平成 24、25年度につきましては計画の９７．９％の実績とな 

っております。 

平成 26年度につきましては計画の９５．６％となっております。 

第５期計画総体でみますと計画の９７．１％の実績となっております。 

３年間と通しまして、計画と実績を比較いたしますと、各サービスでのばらつきは 

ありますが、ほぼ見込みどおりとなっております。 

 

≪健やかで自立した生活ができるまちづくり≫ 

◎ 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では、特定健診での基本チェックリストの実施のほか、 

関内地区の住民や介護保険事業第６期計画策定に伴うニーズ調査を対象に計 2,735 

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 606名とな 

り、全体の約 22.2％が二次予防高齢者という結果となりました。 

・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、高齢者福祉アンケート及び５月の集団健診で二次予防高齢者に 

該当した方を対象に保健センターを会場として運動器の機能向上と口腔機能向上の 

複合プログラムを実施し、また、関内地区の住民を対象に総合体育館を会場として 

運動器の機能向上プログラムを実施しております。関内地区におきましては、その 

後、月１回ほど地区の会館に集まり、自主活動に発展して介護予防に取り組んでお 

ります。 

・また、平成 26年度から温水プールとトレーニング室を利用した介護予防事業を実施 

しております。教室を２回開催しましたが、定員近くの参加があり、好評を得てい 

ると感じております。 

◎ 安心して生活できる環境づくり 

・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。 

  ・成年後見制度に関しまして、平成 26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６名の方が受講しております。 

   平成 26年４月に室蘭市成年後見センターが開設され、そこを拠点に西胆振６市町で 

広域化するための協議をしておりますが、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。 

その間、受講修了者のスキルを保つため、より実践的な内容のフォローアップ研修 

を実施していきたいと考えております。 

・高齢者向け住宅の整備（シルバーハウジング）についてですが、平成 26年度に駅前 

団地２号棟が完成したことで 15戸が増え、現在、全体で 56戸となっております。 

  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ございません。 



◎ 自立生活の支援 

・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。 

  ・食の自立支援事業につきましては、コープさっぽろ、まごころ弁当、セブンイレブ 

ンなど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、利用 

者は減少傾向にあります。 

≪自分らしく生き生きと生活できるまちづくり≫ 

 ◎ 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→平成 26年度に有珠地区で「仲良しクラ 

ブ TON珍 KAN」が新規に登録され、活発に活動しております。 

・平成 27年度には、東地区で「東地区みらい健康会」が新たに登録されております。 

今後、急速に高齢化社会が進む中で、身近な地域の集いの場・居場所として、この 

ような場はますます重要となってくると考えております。 

◎ 生涯学習・スポーツへの取り組み 

・平成 26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。 

今後はこの用品を介護予防支援グループ、施設、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ただきたいと考えております。 

◎ 認知症を支えるまちづくり 

  ・認知症高齢者を支える地域ネットワークの推進→全市的な取り組みとして、平成 26 

年度は、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、連合 

自治会単位で認知症出前講座を開催し、認知症の知識普及啓発に努めております。 

 ◎ 敬老事業 

・長寿祝金支給事業→これまでは満 88、99歳に 10,000円、満 100歳に 10万円を支 

給しておりましたが、条例を改正して、平成 26年４月より満 88、99歳の支給を取 

りやめ、満 100歳のみに３万円を支給することとしております。 

≪ともに支えあうやさしいまちづくり≫ 

◎ 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→平成 26年度に要綱を改正し、より実践 

的な地域ケア会議の体制確立を図っており、個別ケース会議についても実施してお 

ります。 

◎ 地域包括ケアシステムの整備 

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

く、平成 26年度には要支援者名簿の作成に取り組んでおり、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。 

  ・ＬＳＡによる地域見守りの実施→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。 

 ◎ 家族介護支援事業の充実 

・家族介護教室につきましては、年 5回の開催となっております。 

  ・家族介護慰労事業につきましては、H24、H25、H26ともに対象者はおりませんで 

した。 

  ・家族介護者交流事業につきましては、13名が参加され余市方面へ旅行し交流を図り 

ました。 

 

質疑 

委 員「特別養護老人ホームの入所が原則要介護３以上とハードルが高くなるが、一律に 

    するのはいかがなものか。」 

事務局「原則要介護３以上ですが、独居で介護する者がいない場合や、虐待を受けている 

など特別な事情がある場合には、要介護１から特例入居が可能となっています。」 

 

（２）伊達市地域包括支援センター事業報告について 

≪平成 26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→６６６人で昨年比は４４人増、９．３％増となっています。 

   ・介護予防ケアマネジメント件数→４８８５件で昨年比は１７５件増、３．７％増 

となっております。委託件数につきまして、委託先の居宅介護支援事業者が増え 

たことに伴い９７件の増となっております。（Ｈ２６年度：１８事業所） 

◎ 相談事業 

   ・相談件数→１３７７件で昨年比は４４１件増、約４７％増でした。 

    相談内容の内訳については「成年後見制度」「認知症に関する相談」「認定申請に

関すること」などが多い状況となっております。 

◎ 包括的・継続的ケアマネジメント 

    ・ケアマネージャー等支援状況件数 

    虐待の疑いの相談からケアマネへの後方支援へ繋がったケースや、成年後見制度

の活用にあたり弁護士や司法書士などと連携をとった相談等もあり、連携支援が

増えてます。 

◎ 共通的基盤整備 

    ・ネットワーク構築 

    地域におけるネットワーク構築業務→Ｈ２６年度より居宅介護支援事業者を毎月

訪問し、事例検討や情報交換等を行い連携強化に努めて参りました。今年度も全

事業所を訪問し継続していきたいと考えております。 



認知症対応連携業務→認知症の相談があった利用者を認知症疾患医療センターへ

繋げる個別支援のほか、伊達市や疾患センターと協働で出前講座を開催いたしま

した。 

   ◎人員体制 

    平成２６年度は臨時の事務職員を入れて７名体制で業務にあたっていましたが、 

今年度は保健師１名増となり８名体制となっております 

 

質疑無し 

 

２ 協議事項 

◇地域密着型サービス事業者（小規模多機能型居宅介護事業所）の募集について 

 

  ◎地域密着サービスについて 

介護を必要とする方ができる限り住み慣れた地域での生活が継続できるように、平 

成 18年に創設されたサービスです。 

このサービスは、原則として事業者が所在する市町村に居住する方が利用対象者と 

なりますので、伊達市に所在する事業所を利用するには、伊達市が発行する介護保 

険被保険者証を持っている方しか利用できないことになります。 

◎市内の地域密着型サービス事業所について 

認知症対応型デイサービス １ヶ所 

認知症対応型グループホーム ５ヶ所 

小規模の特別養護老人ホーム １ヶ所 

◎小規模多機能型居宅介護事業所について 

   このサービスが創設されるまでは、「通い」、「訪問」と「宿泊」の介護サービスをそ 

   れぞれ別の事業所で受けるスタイルでした。このため、それぞれの場面で利用者に 

対応するスタッフが異なり、利用者とスタッフとの馴染みの関係が保たれないため、 

特に認知症高齢者への対応に課題がありました。   

小規模多機能型居宅介護では、「通い」を中心に利用者の様態や希望に応じて、随時 

「訪問」や「宿泊」を組み合わせてサービスを提供できるものです。同一施設のた 

め、サービスを利用するときに同じスタッフが対応でき、また連続性のあるケアを 

受けられるというものです。 

◎事業者の公募について 

   サービスの質と適正な運営の確保を目的として、よりよいサービス提供が期待でき 

   る事業者を公平・公正に選定するために行うものです。 

  ◎事業者公募のスケジュール 

   10月 22日（木） 応募受付開始 



   11月 13日（金） 質問受付締切 

   11月 30日（月） 応募受付終了 

   12月 15日（火） 当運営協議会による審査及び指定候補事業者の決定 

   12月中旬～下旬  事業者へ結果通知及び決定事業者の公表 

以降、募集要項のとおりとなっております。 

 

質疑 

委 員「いわゆる指定管理とは違い、市から補助は出ないが、自分の責任で収益を上げる

営利事業としてよいのか。」 

事務局「そのとおりです。更新は６年です。」 

委 員「事業内容として、小規模多機能型居宅介護事業所は一般的に広まっていない。た 

だ、在宅の傾向はどんどん広がり、大きな入れ物を作って運営していく時代では 

なくなっている。社会保障費を削減し在宅を中心にやっていく中で、選択肢を多 

くすべきではある。」 

委 員「経済的なバックアップは無い中で運営していくのは非常に難しい。必要なサービ 

スだとは思うが、職員不足・職員の管理といった問題がある。馴染みの職員が家 

に行ってデイも行ってというのは、職員も大変だと思う。利用者の家族としては 

嬉しいサービスだろうが、夜勤体制など何かと大変だと思う。」 

委 員「可能な限り、行政のバックアップが必要だと思う。地域にどれだけ根ざせるか、 

地域にとってどれだけ必要なものなのか評価・認識されるまではかなり苦しいも 

のだと思う。」 

事務局「事業者アンケートをとりましたところ、是非やりたいと手を挙げた業者がいまし 

たし、居宅介護事業所からもこういうサービスがあるべきじゃないのか、室蘭で 

も４か所、登別でも１か所あるので伊達にもあったほうが良いとの意見もあった 

ことから今回計画したところです。」 

委 員「やってみないとどのような問題が出てくるか分からない。」 

事務局「今回計画するに当って、室蘭市の事業所を見学しましたが、まだこのサービスが 

地域に根付いていないとは感じました。このサービスは在宅ケアの切り札的なサ 

ービスと捉えられていましたが、まだ医療機関での認知も低いですので、周知と 

いう点で行政としてバックアップしていけると考えております。」 

委 員「応募する業者が既に自分の事業所を持っているとして、そことの関連のすみ分け 

は明確にしたほうが良い。やはり経験のある事業所が入ってくると思う、新規で 

は難しい。後になって、これはダメとならないように細かいところまで説明する 

必要があるだろう。」 

事務局「了解しました。指定管理とは違いまして、一事業所として市が認めるというもの 

です。高齢福祉課としては今回２度目でして、平成２４年度にグループホーム１ 



か所と小規模の特別養護老人ホーム１か所をやっています。」 

委 員「職員が既存の事業所と小規模多機能型を兼務することは可能か。」 

事務局「一つの法人が幾つかの事業所を持つことは構いませんが、職員が兼務することは 

認められません。」 

 

３ その他 

次回会議は 12月 15日(火)午後６時 30分から開催予定です。内容としましては、小規 

模多機能型居宅介護事業所の指定候補事業者の決定です。 

 

■ その他 

  無し 

 

■ 閉会 

   ・19：20  

 

 

 

 


