
平成 29 年度 第 1 回 須坂市地域包括支援センター運営協議会（報告） 

 

日時 平成 29 年 7 月 5 日（水曜日）午後 2 時～午後 3 時 

 

場所 須坂市役所本庁舎 305 会議室 

 

出席者 

委員 

下鳥正博委員、佐藤香代子委員、木下悠也委員、横山道郎委員、平岡俊雄委員、 

依田さつい委員、長張吉男委員、白根美和子委員、中澤保子委員、小林正孝委員、 

細井洋子委員、横江幸子委員、青木一浩委員、押鐘芳子委員、北城和久委員 

 

欠席した委員 

相馬康彦委員、宮崎和子委員 

 

事務局 

青木健康福祉部長 

角田高齢者福祉課長地域包括支援センター所長 

杉山地域包括支援センター地域支援係長 

森地域包括支援センター介護予防係長 

佐藤地域包括支援センター主任介護支援専門員 

湯本地域包括支援センター社会福祉士 

成田地域包括支援センター社会福祉士 

山下地域包括支援センター保健師 

中澤高齢者福祉課高齢者福祉係長 

川口高齢者福祉課介護保険係長 

茂野高齢者福祉課介護保険係企画主査 

松原高齢者福祉課高齢者福祉係企画主事 

玉井高齢者福祉課介護保険係主任主事 

 

 



傍聴者 

なし 

 

配布資料 

・須坂市地域包括支援センター運営協議会設置要綱 

・平成 28 年度 地域支援事業 介護予防事業報告 

・平成 28 年度 地域支援事業 包括的支援事業報告 

・平成 29 年度 地域支援事業 介護予防事業概要 

・平成 29 年度 地域支援事業 包括的支援事業概要 

・平成 28 年度地域支援事業決算書・平成 28 年度地域支援事業予算書 

 

会議の概要 

 

1.あいさつ 

下鳥委員長： 

 地域包括支援センターは介護の中心となる重要な組織。本来ならば須坂市には 4 か

所程度必要であるが現在は 1か所のみである。平成 27年度に実施された須坂市の地域

福祉計画の市民意識調査において、地域包括支援センターの名前や活動が知られてい

ないことが明らかになっているため、市民への周知が必要である。 

 2018 年には介護保険制度の改正がある。自立支援に向けての支援と介護予防・重症

化の予防の 2 本の大きな柱がある。要介護状態の維持、または改善、介護給付費の抑

制にむけて、各市町村にインセンティブが与えられる可能性があり、これからの地域

包括支援センターの役割がますます大きくなると思われる。 

2.自己紹介（省略） 

3.協議状況 

平成 28年度事業報告について（事務局より説明） 

(1) 介護予防事業について 

 介護保険制度の改正に伴い、須坂市では平成 28年 4月 1日より介護予防・日常生活

支援総合事業（総合事業）が始まった。総合事業は介護予防生活支援サービス事業及

び一般介護予防事業で構成されており、65 歳以上の方の介護予防と日常生活の自立を

支援することを目的としている。 



 

補足 

・ 介護予防・生活支援サービス事業について 

平成 27 年度まで二次予防事業として実施していた教室を介護予防・生活支援サー

ビス事業の通所型サービスに移行して実施している。事業対象者および要支援認定

を受けている方が対象になり、その中で支援が望ましい方へ必要に応じた介護予防

プログラムを提供し、活動的な生活を目指していただくことを目的として実施して

いる。担当者が個々の身体状況などから課題を分析し、目標を達成するための具体

策、利用サービスなどを決定し、ケアプランに基づいてサービス提供している。委

託して実施している。 

・ 訪問型短期集中型訪問指導 

ケアプランに基づいて、作業療法士による本人への日常生活動作の注意ポイントや

自立訓練内容などを実施してきた。 

・ 一般介護予防事業 

65歳以上の全ての方が利用できるサービス。 

介護予防把握事業は平成 27 年度までは、二次予防事業対象者把握事業として、生

活機能の低下等により、要支援・要介護状態になる可能性の高い高齢者を早期に把

握し介護予防への取組を促すことを目的としてきた。郵送によるチェックリストの

配布回収、須高医師会や民生児童委員等の関係機関との連携により対象者の把握に

努めてきた。また、教室や相談から二次予防事業対象者の把握をしてきた。平成 28

年度からは閉じこもりなどの何らかの支援を要する方を早期に発見し、介護予防に

つなげることを目的として教室や相談などから1,166人にチェックリストを実施し

た。そのうち支援が必要な方が 525人。 

(2) 包括的支援事業等について 

補足 

・ 総合相談等「その他」は、病院に面会に行った際の内容や、会議中の話等含まれる。 

相談内容の「その他」は、ケアマネージャーとの相談や教室、自主グループへの紹

介等、内訳にないものが含まれる。 

・ 地域ケア会議 

平成 28年度は高齢者の交通問題をテーマに、峰の原高原にて 2回開催。 

・ 地域包括支援センター業務連絡会 



ケース検討会も行っている。 

ブランチ業務委託している須坂荘、グリーンアルム福祉会、須坂やすらぎの園と県

立信州医療センター、高齢者福祉係と包括支援センターとの連絡会。 

・ 家族介護教室 

家族以外の方にも参加しやすいように「介護教室」とした。 

・ 認知症初期集中チーム 

平成 28年度新規事業。 

包括支援センター、高齢者福祉課の担当職員、認知症サポート医、社会福祉協議会

の特別支援ヘルパー担当者がチームとなって、地域の現状把握、認知症支援の取り

組み、個別のケース相談、認知症患者の早期発見、早期治療につなげる新たな取り

組み。 

・ もの忘れ相談 

平成 27年度までは須高医師会の医師に待機していただいていたが、平成 28年度か

らは包括職員で受付し、必要に応じて受診につなげる等個別に対応する方法に変更。 

平成 29年度事業計画について（事務局より説明を行った） 

(1) 介護予防事業について 

補足 

介護予防・生活支援サービス事業： 

・ 通所型サービス 

運動器の機能向上を目的としたはつらつ若返り教室（市内 8会場で 4事業所に委託、

週 1 回実施）、短期集中型のいきいき教室（マシンを使用した筋力トレーニング、

市内 1会場で 1事業所に委託、週 2回、全 24回 3クール）、認知機能低下予防を目

的とした脳げんき教室（市内 4 会場で週 1 回 3 事業所に委託）、閉じこもり予防な

どを目的としたミニデイサービス（市内 1会場で週 4回）がある。必要な方には送

迎対応している。 

担当者が個々の心身の状態などから課題を分析し、目的を達成するための具体策、

利用サービスなどを提案し、ケアプランに基づいて利用してもらう。 

・ 訪問型介護予防事業 

保健師、看護師等が訪問し、助言や指導をすることで介護予防の取組みを促してい

く。 

短期集中型の訪問型指導ではケアプランに基づいてサービス実施する。 



 

一般介護予防事業： 

65歳以上のすべての方を対象とした介護予防事業を一般介護予防事業として実施。  

・ 介護予防把握事業 

医療機関等とも連携を図る 

(2) 包括的支援事業について 

補足 

・ 地域ケア会議 

地域の課題を探る会議として重要。 

平成 30年～32年の第 8期須坂市老人福祉計画の策定の年になるので、現行の老人

福祉計画の振り返り、評価を資する場として、地域ケア会議の開催を予定している。 

・ 介護教室 

昨年までは家族介護教室としていたが、家族以外の方も参加しやすいように「介護

教室」と改めた。引き続き参加を呼び掛けていく。 

 

平成 28年度地域支援事業決算見込書・平成 28年度予算書について（事務局より説明） 

 

これらに対し、委員より次のような質問が事務局に出された。 

 

委員： 

 地域ケア会議について、車の運転のことが話題に上ったが、地域ケア会議とはその

地域で困っていること、介護の事例等をケアマネージャー通じて一つ一つ集めて相談

するような会議と思っていたが。 

 

事務局： 

 平成 28年度の地域ケア会議は峰の原地区で行った。個別に困っているケースについ

てうかがったところ、家族の送迎がないとデイサービスを利用できない事例があった。

その事例をもとに地区の方と会議を開催し、この課題をどう解決すべきか、2回話し合

いの場を持った経過がある。 

 

委員： 



 国でも地域ケア会議を重要視しているようなので、引き続きお願いしたい。 

 

委員： 

 認知症のカフェを作ったと聞いたが、ここの事業に入っていないのか？ 

 

事務局： 

 昨年度、高齢者福祉課でおこなっていた、つどい場創生事業を活用して、南原町に

ある NPO法人わくさん家のとなりに認知症カフェまゆが昨年 10月にオープンした。 

 4 月から毎週火曜日・木曜日午前 10 時から午後 3 時まで、オープンしている。その

場でご家族が相談したり地域のつどい場のように近所の方がカフェに寄ったりしてい

る。本人が参加することはまだ数が少ない状態だが、周知進めている状態。 

 

委員： 

 地域包括支援センターの事業ではないのか？ 

 

事務局： 

 別のものになる。 

 

委員： 

 認知症の事業でも、こちらでかかわったり、あちらでかかわったり、わかりにくい。 

 認知症ならここで網羅している、というほうがわかりやすいとも思うが。 

 認知症カフェは包括支援センターの事業ではない、ということでよろしいですね。 

 

委員： 

 一般介護予防事業評価事業とは、今まであまりなかったような気がするが、点数を

達成するために PDCAサイクルを使って評価しながら進めていくのか？ 

 

事務局： 

 総合事業が始まった時に、一般介護予防事業のなかで評価事業を実施するように、

とのことで始めたものである。「介護予防事業の評価」が本事業の報告となる。 

 



委員： 

 評価とは件数だけではなく、外部の評価も必要か、とも思ったが、まだ始まったば

かりでもあるし、そこまでは行っていないということですね。 

 評価は難しいところではあるが PDCAサイクルでも重要になるので今後もお願いしま

す。 

その他 

事務局から地域包括支援センターの見直しについて 

 現在須坂市の地域包括支援センターは直営一か所である。本年度は第 8 次須坂市老

人福祉計画、第 7期介護保険事業計画、平成 30年度～32年度までの計画策定の年にな

る。市町村の人口規模や業務量、運営状況や専門職などの人材確保の状況、生活圏域

との整合性に配慮して、最も効果的で効率的な業務が行えるよう、市町村の判断によ

り設置することとされている。高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるため

に総合的に支援する拠点としての地域包括支援センターのあり方について、たとえば

現在一か所だが、須坂市の人口規模から 2 か所必要ではないか、増やした場合、直営

で行うのか、事業所に委託していくのか、直営は一か所で業務を地区割り等で分担し

て仕事ができるように人員体制の見直しを行うのか、今まで通り一か所で行うのか、

市として検討していったのちに運営協議会の皆様にお伺いすることもあるかと思う。

その際にはご協力いただきたい。 

委員より 

 長野市ではたくさん包括があるが、数が多ければ事業所によるばらつきも出てくる

と思うので難しい。これだけ業務量が増えてくるとこのまま一つの包括で行うことも

負担が大きいのではないかとも思う。検討の際には皆さんのご協力をお願いしたい 

 

以上 


