
 

 

平成 30年 8月 7日 

 

平成 30年度 第 1回須坂市地域包括支援センター運営協議会 

並びに地域密着型サービス運営委員会（報告） 

 

１ 開催日時・場所 

平成 30年 7月 18日（水） 午後 1時 30分～3時    須坂市消防本部大会議室 

 

２ 出席者 

 下鳥 正博 委員     土屋 文治 委員     青木 一浩 委員 

 箕輪 恵美子委員     滝澤 美和子委員     押鐘 芳子 委員 

 内田 泰子 委員     中澤 保子 委員     北城 和久 委員 

 松山 あき子 委員    土屋 麻子 委員     田中 友江 委員 

 丸山 和平 委員     細井 洋子 委員     金井 妃代子委員 

  

３ 欠席者 

 上原 光弘 委員     高相 道子 委員      

 

４ 事務局出席職員 

 青木 健康福祉部長     高橋高齢者福祉課長地域包括支援センター所長   森地域包括支援センター地域支援係長 

冨沢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   宮川地域包括支援センター主任介護支援専門員 

成田地域包括支援センター社会福祉士  鈴木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 

唐沢高齢者福祉課介護保険係長  宮下高齢者福祉課高齢者福祉係企画主事   

 

５ 傍聴者 

 なし 

 

６ 配布資料（別添） 

 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 29年度 地域支援事業 介護予防事業報告、介護予防事業評価 

平成 29年度 地域支援事業 包括的支援事業報告 

平成 30年度 地域支援事業 介護予防事業概要 

平成 30年度 地域支援事業 包括的支援事業概要 

平成 29年度地域支援事業決算書・平成 30年度地域支援事業予算書 

須坂市地域密着型サービス運営委員会設置要綱 

地域密着型サービスの概要 



地域密着型サービス事業所一覧 

地域密着型サービス事業所への運営指導状況 

 

７ 開 会 

   

８ あいさつ           

 青木健康福祉部長 

  皆様には日頃より、市行政にご協力いただきますこと感謝申し上げます。平成 27年度の介護保

険制度の改正から、国はより一層、医療・介護・予防が一体となった地域包括ケアシステムに力

を入れてきております。特に、在宅医療介護連携の推進、認知症施策の推進、生活支援サービス

体制の整備といったものが充実することが求められております。須坂市では医療介護につきまし

ては、ネットワーク推進室というものを平成 22年より設けまして、関係機関の皆様とともに、平

24年度には国のモデル事業にも取り組み、須高地域の医療介護連携というものを進めております。

認知症施策におきましても、須高医師会様のご協力のもと認知症初期集中支援チームを設置し取

り組んでおります。生活支援体制整備につきましても、平成 27年から生活支援コーディネーター

を社協さんにお願いしまして、地域の困りごとを地域の中で解決する仕組みづくりということで

取り組んでいただいております。 

地域包括ケアシステムの体制整備が、地域づくりにつながるということで、重要なこととして

位置付けて取り組んでいかなければと考えております。 

  今日は地域包括支援センターの運営状況の報告と、地域密着サービスの状況を報告させていた

だき、皆様からの忌憚のないご意見をいただき、今後の事業に役立てていきたいと考えています。

ご協力をよろしくお願いします。 

 

９ 自己紹介 

 

10 議事     

  （１）正副会長の選任について 

   会 長 下鳥 正博 委員 

   副会長 箕輪 恵美子委員  選任される 

 

   下鳥会長あいさつ 

    平成 30年度は介護報酬改定、第 7期須坂市介護保険事業計画など大事な年となっています。

その中で地域包括支援センターは須坂市の介護の要であります。いろいろ議題はありますが、

ご審議よろしくお願いします。 

 

   箕輪副会長あいさつ 

    不慣れではありますがよろしくお願いします。地域の方々とこうしてお目にかかる機会は

なかなかないので、こうした機会に地域の皆様と結びつきを深めてまいりたいと思いますの

で、よろしくお願いします。 



 （２）須坂市地域包括支援センター運営協議会 

■平成 29年度事業報告、評価について、事務局より説明を行った。 

   ①介護予防事業について（資料 p2～7） 

平成 28年４月から介護予防・日常生活支援総合事業を始めた。介護が必要になっても住み

慣れた地域で生活が続けられるように、多様な介護予防と生活支援サービスを提供している。 

総合事業は、「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」で構成されてお

り、65歳以上の皆様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。 

また、介護予防事業は、基本チェックリスト該当者を事業対象者として、介護認定を受け

ずに通所型サービスや訪問型サービスにつなげることができるようになった。 

 

   補足 

   ・介護予防・生活支援サービス事業について 

運動器の機能向上を目的に、「はつらつ若返り教室」「筋力向上トレーニングいきいき教室」、

認知機能低下予防を目的に「脳げんき教室」、また、ミニデイサービス事業を含め、４つ

の事業全てを市直営ではなく委託事業として実施した。訪問型サービスでは、介護予防が

必要な支援者及び事業対象者に保健師・看護師等が訪問指導したもので、309人の方を訪

問した。また、28 年度から、保健師や作業療法士等が訪問する短期集中型訪問指導を立

ち上げたが、29年度は該当者が居なかった。 

 

   ・一般介護予防事業 

     介護予防把握事業では、総合事業開始に伴い、各種教室や相談等の機会を活用して基本

チェックリストを行い、何らかの支援が必要な方の把握に努めた。介護予防普及啓発事

業としては、65歳健康教室をはじめ、表に記載のとおりの事業を行い、参加人数の合計

は 4,986人の参加者があった。 

 

・介護予防事業の評価について 

平成 30 年 3 月に第八次須坂市老人福祉計画、第七期須坂市介護保険事業計画、総称して

「須坂市高齢者いきいきプラン」を策定した。平成 27 年度から 29 年度の計画の指標が、

１介護保険事業計画に定める目標値についての高齢者福祉施策の指標の達成状況の表中

の項目となっている。 

     数値目標を掲げている項目が 10 項目あり、「介護予防サポーター累積養成人数」は目標

に達成したが、他は目標に近づいてきているものの達成には至っていない。 

 

②包括的支援事業等について（資料 p8～10） 

補足 

・総合相談 

身近なところで相談できる窓口として、ブランチ業務を市内 3か所に委託している。平成

29年度の相談件数は全体で 4,917件であり、前年より 1,044件の増加となった。 

 



    ・地域ケア会議 

     「須坂市高齢者いきいきプランの評価」「平成 28 年に実施した峰の原高原を対象とした

会議の振り返り」「特定事業所集中減算について」の内容で 3回実施。 

 

    ・家族介護教室 

     介護技術を習得し介護負担の軽減を図るなどの目的で 10回開催した。 

 

    ・認知症総合支援事業 

     キャラバンメイトのフォローアップ研修を行い、知識の向上を図った。サポーター養成

講座では、各町の人権学習会や民生児童委員やシルバー人材センターなど各種団体に対

し、認知症の正しい知識の普及を図った。 

     認知症初期集中支援チームについては、市内認知症サポート医、社会福祉協議会、高齢

者福祉課、地域包括支援センターとの間で認知症支援の取り組みについての情報交換と

個別相談を実施する会議を 2回開催し、19ケースの検討を行った。 

  

       

■平成 30年度事業計画について、資料に基づいて事務局より説明を行った。 

   ①介護予防事業について（資料 p11～14） 

    補足 

   ・介護予防・生活支援サービス事業 

通所型サービスの 筋力向上トレーニングいきいき教室については、基本チェックリストに 

該当した事業対象者が利用できる教室で、29 年度までは週 2 回の 3 クールで実施してきた

が、クールで実施すると利用したい時に利用しにくいため、今年度より、他の教室同様に週

1回でどの月からも利用開始となるよう利用者の利便性を考え変更した。 

 

  ②包括的支援事業について（資料 p15～16 差し替え資料ｐ17） 

 補足 

 ・地域ケア会議 

  今年度より「地域ケア個別会議」と「地域ケア推進会議」に区分した。地域ケア個別会議

では高齢者個人の支援内容の検討に必要な支援者（多職種）が参加し、課題解決に努める。 

  また、地域の課題や高齢者の支援を支える地域づくりを進めるための地域ケア推進会議の

開催も行う。 

 ・包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 

  介護支援専門員研修会は、介護支援専門員の意見を反映し、昨年より回数を減らして今年

度は 6回で実施する。 

 ・認知症総合支援事業 

  認知症初期集中支援チーム員会議は、随時の相談支援、月 1回のチーム員会議Ａ、2か月に

1回サポート医の先生等と連携するチーム員会議Ｂを開催し、情報共有や課題に応じた支援

の計画、支援困難ケースの相談や支援終了についても協議していく。 



■平成 29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 

事務局より資料に基づいて説明を行った。（資料 P18～19、資料 P20）  

 

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  介護予防事業はチェックリストでチェックされた人が利用できるとのことだが、該当

しなければ希望しても利用できないのか。 

 事務局  基本的には利用できない。チェックリストに該当しない人には、ｐ3にあるような一般

介護予防事業である「さわやか貯筋教室」やｐ4の後期高齢者健康増進事業の「お達者

元気塾」等にお誘いをしている。 

 

委員  認知症初期集中支援チームでの医師の関わりについて知りたい。29年度は 19ケースあ

るが、医師が一緒に訪問することもあるのか。 

 事務局  認知症サポート医の先生に関わっていただくのは、会議にて実際にチーム員が動いて

いる状況等を報告し、困難ケースへのアドバイスをいただいたり、医療機関に結びつ

いていない方も大勢いるので、どのように関わっていったらいいかなど一緒に検討し

ていただいている。サポート医の先生の所に受診できるような調整を行うこともある。 

  委員  医療機関に行ってくれる人なら良いが、ゴミ屋敷などで認知症の可能性があり、近隣

が困っているが、本人は受診を拒否しているようなケースもある。そういったケース

はどこに相談したらいいか。 

 事務局  高齢者であれば、地域包括支援センターにつないでいただければ良い。いろんな問題

を抱えているケースもあると思われるので、相談の中で必要な場所につなげていくこ

とができる。 

  委員  横のつながりがあるということですね。 

 

  委員  決算書の決算額で歳入と歳出が 1円単位まで同じだが、そういうことはあるのか。 

事務局  介護保険の特別会計の構成が大きく分けて三つある。一つはデイサービス、特別養護

老人ホームなどの施設に払っている介護給付費、もう一つがこの地域支援事業費、そ

して事務費というのがおおまかな構成である。余ったお金は繰越金になるが、介護保

険全体では繰越金はあるが、地域支援事業費では繰越金は設けていない。 

  

委員  認知症総合支援事業の予算が大きく増えているのはなぜか。 

 事務局  嘱託職員を 1名増員していることが主な理由。 

 

 

 

 

 

 （３）地域密着型サービス運営委員会 



  地域密着型サービスの適正な運営を確保するため、市がサービス事業者の指定や独自の報酬並

びに指定基準の設定をする際に意見を求めるほか、サービスの質の確保や運営の評価などの事

項を報告し協議していただく場である。 

  会長、副会長については引き続きお願いしたい。 

 

■地域密着型サービス事業所指定状況について資料に基づいて事務局より説明を行った。 

（ｐ22～25） 

補足 

・地域密着型サービスの概要 

  原則としては須坂市の住民のみが須坂市の施設を利用できるとなっているが、小布施、高山と

協定を行い、須坂市の住民で待機者がいない場合には、小布施、高山の待機者を受け入れるこ

とになっており、その逆の場合もある。 

 ・指定地域密着型サービス事業所 

  平成 29年度 10月 1日より、「地域密着型特別養護老人ホーム そのさと」を新規指定している。 

昨年度の指定更新事業所に、県外の事業所が上がっているが、須坂市の住民の方が他市に転出

した場合に住所地特例という制度があり、転出前の市町村が保険者になる場合がある。住所地

特例を申請した方が利用している事業所を指定している。 

 

■地域密着型サービス事業所への運営指導状況について資料に基づいて事務局より説明を行っ

た。（ｐ26～27） 

 

補足 

・実地指導については、指定の有効期間が 6年となっており、その間に 1回の指導を行うことが

義務づけられており、平成 29年度は 3事業所で実施した。今年度は 9事業所を予定している。 

 

■第 7期施設計画について事務局より説明を行った。 

平成 30 年度から 32 年度に定員 18 名のグループホームを 2 ユニット整備する予定でいるが、

小布施町で新規にグループホームができていることもあり、必要性については 10 月に高齢者

施策推進協議会があるのでその場でも詰めていきたい。 

 

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  施設について監査は行っていないのか。 

 事務局  今回報告させてもらったのは指導についてだが、権限としては指導と監査の両方があ

る。指導の中で必要があれば監査ということになる。 

  委員  最悪、指定取り消しとなることもあるのか。 

 事務局  指定取り消しの要件というものがあるので、そこに該当すれば指定取り消しとなりこ

ともある。 

11その他 



委員より 

認知症の総合事業について、他の市町村と比べてどの程度の活動量や需要があるのか知りたい。 

 

 事務局 

  他市町村との比較をまだ行ってはいないが、認知症サポーター等は早期に立ち上げたという自

負もあり、市民の皆さんのご理解もある地域だと認識しています。家族会といったものも、市内

に設置していただいており、それが認知症カフェの開催にもつながっている。認知症カフェは平

成 28 年 10 月に立ち上げていただいた。そういったことからも、ある程度活動ができているので

はないかと感じている。 

 

 委員より 

  そういったことも含めて、認知症に対応した地域密着型のグループホームなどの立ち上げにな

っていくのかと思うが、予防段階としての活動もどんどんと、須坂市として活発にやっていただ

くことが理想的だなと感じている。私たちの世代だと、仕事として携わっていると認知症のこと

がわかってはいるが、おそらく若い世代の人だと須坂市のほうからいろいろ活動しているという

ことを掲出されたとしても目につかないこともあると思う。これからの社会は若い世代、子供た

ちが高齢者を支えなければならないと思う。キャラバンメイト等も子供たちにも行っているとは

思うが、若い世代をひっくるめた活動を積極的に取り入れていくことが理想的だと思っている。 

  50代、60代、70代の方たちが活発に活動するのもすごくいいとは思うが、若い世代ができるよ

うな活動を考えていただきたい。 

 

 事務局より 

  平成 28年度につきましては、中学校と連携して認知症サポーター養成講座を開催させていただ

いたり、27 年度につきましては小学校と連携させていただいたりしている。今年度につきまして

は企業さんと連携して、企業の研修会という形で認知症サポーター養成講座を開催した。ありと

あらゆる関係団体と連携していきたいと考えている。 

  

 

以上 


