
様式第２号（第３条関係） 

審 議 会 会 議 録 

会議名称 平成 30年度 第２回伊達市介護保険等運営協議会 

 

 

 

議 題 

 

（報告事項） 

（１） 第６期伊達市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 29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29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 

開催日時 平成 30年 12月７日（金）18：30～ 

場  所 伊達市市民活動センター 交流室３ 

出席者 
伊達市介護保険等運営協議会委員８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 

■ 市長挨拶 

■ 会長・副会長選出 

  会長に坪委員、副会長に小林委員を推薦する意見があり、出席委員において承認され

た。 

■ 議事 

報告事項 

（１）第６期伊達市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 

 

◎人口・被保険者数・要介護認定者数の計画と実績について 

・人口については平成 29年度末時点で、総人口合計ではほとんど誤差はないですが、

65歳～74歳の人口が計画を上回り、75歳以上については、計画より実数の方が少なく

なっています。 

・被保険者数については、65 歳～74 歳の被保険者数が計画を上回り 75 歳以上につい



ては実数の方が少なくなっています。 

・要介護認定者数については、平成 29年度から要支援１・２相当の方を対象とした介

護認定の不要な「総合事業」が開始したことに伴い、要支援１・２の人数が減少して

います。 

 

 ◎要介護１以上の認定を受けた方の各サービスの計画と実数について 

  ・訪問看護について、計画よりも実数が少なくなっており、理由としては、居宅療養

管理指導事業所が増え、薬剤師等による管理指導が増加したためだと分析しています。 

  ・通所介護について、計画よりも実数が少なくなっています。 

  ・小規模多機能型居宅介護について、見込みの半分程度の実績となっています。理由

としては、事業所の開設時期がずれ込んだことにより年度当初の利用者が少なく、１

年間全体としては、計画を下回っていますが、地域での認知度も高まり利用者が増加

しています。 

  ・その他介護サービスついては、多少の増減はありますが、概ね計画どおりとなって

います。 

 

 ◎要支援１・２の認定を受けた方の各サービスの計画と実数について 

  ・介護サービス同様に概ね計画どおりとなっています。 

 

 ◎介護保険サービス給付費の計画と実数について 

  ・各サービスで、ばらつきはありますが、概ねサービスの利用実数と同様の傾向にな

っています。 

 

 ◎地域支援事業費の計画と実数について 

  ・介護保険は市の一般会計とは別に、介護保険専用の特別会計で保険運営を行ってい

ますが、給付費と地域支援事業費を被保険者の保険料や国・道・市の負担金で支払っ

ております。平成 27・28・29年度実績では、計画に対し実数が下回る結果となってい

ます。毎年の保険料収入や定率の公費負担などで支払いが不足する場合、これまで積

立してきた「介護給付費準備基金」を取り崩して支払いに充てることになります。６

期の介護保険事業計画では、１億３千万円の基金取り崩しを見込んでいましたが、実

績では４千万円強の取り崩しに留まっています。 

 

 ◎介護予防事業の充実について 

  ・「すこやか高齢者把握事業」と「通所型・訪問型介護予防事業」につきましては、総

合事業移行に伴い、平成 28年度をもって廃止となっております。 

  ・介護予防講座については、福祉サービスについてなどの説明の他、体組成計測など



を老人クラブや自治会、介護予防グループなどに対し実施しています。平成 27・28年

度実績は、計画よりも実数が多くなっていますが、平成 29年度実績では、概ね計画ど

おりとなっています。 

  ・介護予防グループ活動支援事業については、２グループ増え計 16の介護予防グルー

プとなっています。平成 27・28・29年度実績は計画よりも実数が多くなっています。 

  ・生活管理指導等短期宿泊事業については、心身機能低下の心配がある高齢者に対し、

体調の調整などを行うことで、要介護状態の予防を図ることが出来るため、短期宿泊

事業は、今後も重要と考えています。 

・健康づくりと疾病予防の推進については、介護予防レクリエーションとしてラダー

ゲッターやノルディックウォーキング用ポールなど 60種類の貸し出し用品があり、

介護予防グループや老人クラブなど多くの団体に貸し出しすることにより、介護予

防活動の充実に向けた一助としたいと考えており、各団体に今後とも用具の種類や

使い方の周知を行っていきたいと考えております。 

 

 ◎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いては、平成 29 年度 29 クラブの活動でした。平成 29

年度末に、寿喜和クラブ、悠々会の２クラブが解散したことから、２クラブ減って平

成 30年度は 27クラブとなっています。 

  ・長寿祝金支給事業については、満 100歳の誕生日を迎えられた方に祝状と 30,000円

の祝金を支給しております。 

 

◎在宅生活を支援するサービスの充実 

・高齢者等緊急通報サービス事業については、急病などの緊急時に利用者が緊急通報

端末装置の緊急ボタンを押すことにより、警備員の駆けつけ対応もしくは専門のサー

ビス会社のオペレーターが音声による対応を行い必要に応じて協力員への連絡や救急

車の要請などを行う不測の事態を未然に防ぐ事業です。平成 27・28・29年度実績は概

ね計画どおりとなっています。 

・生活支援コーディネーターの配置については、住民同士が支えあい・助け合う地域

づくりを目指して、生活支援等のサービスの提供体制の構築に向けたコーディネータ

ーとして、市全体をみる第１層に市職員を配置し、各連合自治会ごとに包括職員が配

置されています。 

 

 ◎認知症施策の推進 

･認知症サポーター養成事業として、認知症を理解し、認知症の人や家族を温かく見守

り支援する人を養成し、地域でのサポーター活動を進めることを目的に実施しており

ます。介護予防グループをはじめ企業や団体など 229人が受講しており、平成 27年度



からの３年間で、計 410人が受講しております。 

・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新たに１名配置し

て計２名で認知症の方への支援を実施しています。 

・事業者協力による高齢者等地域見守り活動については、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いま

す。 

・認知症初期集中支援チームについては、平成 30年４月にミネルバ病院内に設置され、

認知症本人や家族等と関わり、これまで３名の支援を行なっております。 

 

 ◎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いては、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行い「連携支援シート」を作成したほか、連携のた

めのルールや「専門用語はあまり使わず、相手に分かりやすい言葉で伝えましょう」

などの連携マナーを含め、市内の医療・介護の施設の情報が乗っている連携ガイドブ

ックを作成し配布したほか、医療や介護関係者等を支援する相談窓口となる連携支援

センターを平成 30年４月に設置しています。 

 

 ◎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 29年度の入居は 55戸となっており、平成 27・28・29年

度で概ね計画どおりとなっています。 

 

 ◎家族介護者支援の充実 

  ・認知症介護者の集いについては、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

催しています。 

・家族介護教室事業については、年５回の開催となっています。 

・家族介護用品支給事業については、要介護４又は要介護５に認定された在宅高齢者

を対象として、紙おむつや尿取りパットなどの必要な用品を支給し、福祉の向上を図

っています。平成 29年は 14名の方が利用しています。 

  

 ◎権利擁護の推進 

・権利擁護の普及啓発については、平成 29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名受講しています。 

 

◎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いては、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歳以上のみの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

制づくりを進めています。 

・ＬＳＡによる地域見守り事業については、駅前団地シルバーハウジングのＬＳＡが

中心となって、山下町在住の希望する高齢者を対象に、定期的な安否確認や生活相談

などの地域見守り活動を展開しています。現在、山下町地区 65歳以上、定期的な安否

確認、７世帯８人の方に実施しています。 

・災害時の援護体制の推進については、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

整えています。 

 

意見質疑等 

委 員「訪問看護の回数が計画より少なかったのは、居宅療養管理指導が増加したためと

言っていたが、担っている役割が同じということか。」 

事務局「今まで薬剤師が地域に積極的に出ていくことは、それほど多くなかったので、服

薬管理を含めて訪問看護が担っていたが、現在では、薬剤師が地域に出て活動す

ることも増え、その分訪問看護の実績が少なくなっている。」 

委 員「了解した。」 

 

 

（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１・２の人数が、平成 28年度と比べ、平成 29年度では少なくなっているが、

平成 29年の４月から始まった「総合事業」の事業対象者に移行したもので、実際の介

護予防ケアマネジメント業務としては、増加しています。介護予防ケアマネジメント

業務の委託については、本来包括支援センターで行うべき、介護予防の業務を外部の

居宅介護支援事業所のケアマネジャーに委託しており、平成 29年度実績で 1037件（全

体の 15.82％）を委託しています。平成 30 年度では、もう少し委託を増やそうと考え

ています。 

 

 ◎相談事業 

  ・相談事業について、相談総件数の平成 29 年度実績は平成 28 年度実績と比べ少なく

なっています。理由として考えられるのは、総合事業の開始に伴い、更新の手続き

が不要となるなど、事務仕事が簡略化されたことにより相談総件数が少なくなった



と考えています。相談総件数は少なくなっているが、認知症に関する相談は増加し

ており、何度も訪問が必要で仕事量的には減っていないというのが実情です。 

 ◎包括的・継続的ケアマネジメント 

  ・包括的・継続的ケアマネジメントとは、市内居宅介護支援事業所のケアマネジャー

が困った時の相談や、困難事例を一緒に考え解決策を見出すような後方支援の事で、

年間 50件ほど対応しています。 

 

◎ 共通基盤整備等 

・地域におけるネットワーク構築業務として、平成 26年度から平成 28年度にかけて

包括支援センターの主任ケアマネジャーが、市内居宅介護支援事業所に月３回程訪問

し、事例検討・情報交換・相談対応などを行っていました。現在は、希望があれば対

応しています。 

平成 29 年度から新たに「生活支援体制整備事業」が始まり、職員が地域に出向い

て地域づくり座談会という名称で住民との話し合いの場を設けています。 

・地域住民への啓発活動として、介護保険制度の説明や成年後見制度の周知など様々

な話をしています。 

・高齢者虐待対応については、市役所と協議をしながら行っています。 

・権利擁護業務については、身寄りのない方の財産管理など相談内容が増えてきてい

ます。 

・認知症対応連携業務については、平成 30 年度からはミネルバ病院に「認知症初期

集中支援チーム」が設置され、そこに包括支援センターの職員が兼務していました。 

 

 ◎人員体制 

  ・包括支援センターの業務が多岐にわたっており、ケアプラン作成件数が増えたこと

から、平成 29年 12月に介護支援専門員を嘱託として増員しました。平成 30年度の始

めには、社会福祉協議会の中で人事異動があり、主任介護支援専門員が１名減となり、

介護支援専門員が１名増となりました。 

 

意見質疑等 

委 員「伊達赤十字病院にも地域包括ケア病棟が出来たが、どういう繋がりなのか。病棟

はしっかりと動いているのか。」 

事務局「この前の地震の際に、在宅酸素や痰の吸引が必要な方や透析が必要な方のレスパ

イト入院を引き受けることができたと報告があった。急性期が終わって、在宅に

向けての準備を整えて在宅の介護サービスに繋げる動きは取れているようだ。」 

委 員「急性期医療から回復して在宅復帰したり、在宅に戻ったけれど生活が困難で医療

機関に入院したりと、包括支援センターと密接に連携を取らなければいけないケ



ースがあると思うが、それはできているのか。」 

事務局「包括支援センターで担当している住民の方については、電話でのやり取りや書面

でのやり取りを行っており、退院後のサービス利用などスムーズに行えるように

連携を取っている。ケアプランの共有も行っている。」 

 

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 

 

・包括支援センターの現状について、国の方針として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いる中、伊達市の地域包括支援センターでも今年度から

新たな業務を担っています。具体的には、認知症が疑われる人に対して専門医や医療

介護職などで構成される支援チームが家族支援も含めて集中的にサポートする「認知

症初期集中支援チーム」の業務、市が進める生活支援体制整備の中で各地域に出向い

て、地域の相談や調整役を担う「生活支援コーディネーター」の業務などが開始とな

りました。生活支援コーディネーターの活動は、様々な集いの場に参加する等、地域

の実情や課題を把握・整理し施策を考えていくものであり、かなりの業務量が増加し

ています。また、要支援認定を受けた方や総合事業対象者のケアプラン作成、給付管

理などを担っていますが、担当件数は年々増えています。昨年 12月に介護支援専門員

１名を増やしたことにより、職員１人当たり月平均担当件数は減少しましたが、道内

の他市と比較しても依然、担当件数は多く、新規業務もある中、他の業務に十分な時

間を割けない状況となっています。以上の状況を踏まえて、今後、地域づくりにおけ

る生活支援コーディネーターの役割がますます重要となることから、ケアプラン作成

を担う職員の増員が必要と考え、２名、嘱託職員として増員したいと考えています。

時期は早くて年明け以降の予定です。ご協議を宜しくお願いいたします。 

 

意見質疑等 

委 員「必要だと思う。」 

事務局「委員の皆様にご承認いただきましたので、嘱託職員２名増員として準備等進めさ

せていただきます。」 

 

その他 

特になし 

 

以上。 

■ 閉会  19：20  



 


