
 

地域包括支援センター運営協議会の会議結果報告 

 

１．会 議 名 平成 28年度第１回松阪市地域包括支援センター運営協議会 

２．開 催 日 時 平成 28年 7月 4日（月） 午後１時 30分～午後３時 30分 

３．開 催 場 所 松阪市民活動センター（カリヨンビル 3階）会議室 

４．出席者氏名 

(委員) 

志田会長、津田副会長、小林委員、岩瀬委員、大津委員、三宅委員、竹田

委員、高木委員、殿村委員、植嶋委員、山口委員、三宅委員 計１２名 

（地域包括支援センター）  

地域包括支援センター職員 計１１名 

（地域振興局） 

飯高振興局地域住民課長、嬉野振興局地域住民課長 

（事務局） 

高齢者支援課石川課長、介護保険課：田口課長、高齢者支援課松田担当監、 

地域包括支援室：西山担当監、森本主任、大西主任、稲垣、認知症地域支

援推進員：奈良 

５．公開及び非公開 公 開 

６．傍 聴 者 数 1名 

７．担 当 

松阪市健康ほけん部高齢者支援課 

TFL 0598-53-4099 

FAX 0598-26-4035 

e-mail  kourei.div@city.matsusaka.mie.jp  

 

協議事項 

１． 平成 27年度 各センターの実績報告と決算について 

２． 平成 28年度 地域包括支援センター運営方針について 

３． 平成 28年度 各センターの事業計画と予算について 

議事録 

 別紙 



開催日時 平成28年7月4日（月）午後1時30分～午後3時30分

開催場所 松阪市市民活動センター

出席者

(委員)
志田会長、津田副会長、小林委員、岩瀬委員、大津委員、三宅委員、竹田委員、高木委員、殿村委員、
植嶋委員、山口委員、三宅委員　　計12名
（地域包括支援センター）
第一地域包括支援センター管理者：2名、第二地域包括支援センター管理者：2名、第三地域包括支援セ
ンター管理者：2名、第四地域包括支援センター長：3名、第五地域包括支援センター管理者：2名
（地域振興局）
飯高振興局地域住民課長、嬉野振興局地域住民課長
（事務局）
高齢者支援課石川課長、介護保険課：田口課長、高齢者支援課松田担当監、
地域包括支援室：西山担当監、森本主任、大西主任、稲垣、認知症地域支援推進員：奈良
（傍聴）　1名

欠席者 川岸委員、飯南振興局地域住民課長、三雲振興局地域住民課長

13:30～
開会

課長 平成28年度第1回松阪市地域包括支援センター運営協議会を開催します。

今年度は介護保険制度の改正、地域包括ケアの推進に向けて認知症への対応充実を図る目的から、各
地域包括ケア支援センターに認知症地域支援推進員を1名づつ配置し新たな体制で奮闘いただいていま
す。

会長
平成12年に介護保険制度が始まり、平成17年から地域包括の運営協議会が立ち上がった。今までいろい
ろ協議を重ねてきて充実した内容で第一から第五までの包括が育ってきた。

包括の方の大変な努力にお礼申し上げる。

これからの仕事もさらに増え充実していかねばならないことが多い。

事務局 本協議会の委員については委員名簿（別紙）のとおり。 委員2名の任期交替について紹介。

地域包括支援センターの職員について名簿（別紙）のとおり。

松阪市では平成28年度から認知症地域支援推進員として、高齢者支援課に職員1名、地域包括支援セン
ターに各1名（計6名）の配置をした。松阪市として今後の認知症地域支援がより一層図れるのではと考え
ている。

認知症地域支援推進員の自己紹介。

会長
報告事項、法改正に伴う新しい総合事業・認知症総合支援事業等の準備について、地域包括ケア推進会
議について、事務局から報告です。

事務局 法改正に伴う新しい総合事業・認知症総合支援事業等の準備について

「松阪市新総合事業のための地域づくり懇談会開催について」「介護保険法改正による新しい総合事業を
始めます　高齢者を支えるための地域づくり」のチラシと「介護予防日常生活支援総合事業をご存知です
か」リーフレット、「基本チェックリスト」について説明。

総合事業を進めるにあたって地域づくりを考える。介護サービス以外に地域の中でできる事があれば取り
組んでいこうと宅老所、サロンもそれにあたるものもあると思うので広めていきたい。そのための地域づく
り懇談会を予定している。

平成28年度　第1回松阪市地域包括支援センター運営協議会　議事録



認知症の総合支援事業は、これまで認知症サポーターの養成やカフェも広がっているが、それに加え認
知症地域支援推進員を配置し、認知症初期集中チームの設置、認知症のケアパスをこれから取り組む予
定をしている。

認知症初期集中支援チームは、認知症が疑われる方あるいは認知症と思われても医療への受診が難し
い方に最初に集中的に取り組む、保健師や看護師を中心とする医療職と福祉職のチームとし、そこに医
師が入り認知症の支援チームを最低1チーム市内に置く予定。

今年度体制をどうしていくのか考え29年度、30年度につないでいく。

認知症のケアパスについて本人や家族が認知症に対してどう接したらよいか、どこへ相談に行ったらよい
か、これからの生活を考えていけばよいのかを、パンフレットを作りこういったことを踏まえてケアパスを考
える。



事務局
専門職がみて分かるものを作る必要はあるが、家族、本人に寄り添うようなものを作る必要があり、現在
取り組みを始めている。

松阪市地域包括ケア推進の内容とスケジュール（案）について説明。認知症に寄り添う部会　第1回目は5
月26日に終了、現在作業に入っている。次回は9月5日を予定。

まつさか医療～顔の見える連携会議は、平成28年5月から進めている。医療と介護の連携、特に退院時
の相談などのために拠点を作る、関係職種の方が集まり協議が始まっている。第1回は5月16日、第2回
は6月15日。第3回は8月2日。

急性期病院（3病院）の現状をみながら在宅も視野に入れながら議論進めている。

会長
この表で地域包括ケア推進会議が中心となるが、推進会議は年3回の予定。その進行管理と全般的な松
阪の地域包括ケアを考えていくために運営幹事会を毎月行っている。この中で企画・検討し、それぞれの
部会、会議で決めていく形になっている。

運協は5つの包括の運営内容だけでなく、第2条の4にあるように、その他の地域包括ケアに関することと
いう項目があり、運営協議会は地域における連携体制の構築、地域包括事業を支える地域資源の開発、
その他の地域包括事業で運営協議会が必要と判断した事項を行うとある。

包括の運営だけでなく松阪市の地域包括のすべてのことに関して必要であれば大事な役割もある。
今後、地域包括ケア推進会議、運営協議会が一緒に進んでいく事が大事になっていく。これから医療と介
護の連携拠点の事業が始まっていく。この運協の中でも報告でなく議論をしていく必要がある。

会長 実績報告をよろしく

事務局 平成27年度松阪市地域包括支援センターの運営状況及び関連事業報告について説明（資料１）

総合相談支援業務　例年変わりなく相談件数があがっている。独居高齢者の相談が6割を占めている。そ
れに基づいて訪問件数も増えている。元気はつらつチェックシート未回収者への訪問もしている。

権利擁護業務は新規も増えている。介護予防のケアマネジメントプランについては、毎年、要支援認定者
が増えており、プラン数も年々増えている。

介護予防事業について、Ｈ27年までは二次予防者を把握しハイリスク者（要介護になる可能性のある方）
への介護予防教室をしてきた。Ｈ２８年度からは、法的にハイリスクの対象者を把握する事が廃止され、
一次二次の区分けがなくなり、一般の高齢者すべての人に、若いうちから日頃の生活習慣を変えてもらう
方向で取り組んでいく。

一次予防事業は、自治会や宅老所、自主Ｇの立ち上げへの支援が、ここ数年、回数も参加者数も増えて
おり、力を入れている。

介護予防いきいきサポーターを養成し、登録者数468名になった。登録して終わりでなく、サポーターに向
けてフォローアップ研修も行っている。

数年前より、認知症カフェ、介護者カフェにも積極的に取り組んでもらっている。

認知症への取り組みとしては、物忘れ相談会、認知症サポーター養成講座、安心見守り隊のフォロー研
修等、積極的にされている。

平成27年度松阪市地域包括支援センターの収支決算書について説明（資料２）

会長 意見・質問は?代表して第一包括の青木さん。

第一包括
平成２７年度に収支状況は６１０万位マイナスとなった。運営費で２５０万円をもらっているが、。地域包括
支援センターとして運営費（車両費、備品購入費、修繕費等）が収支を圧迫しているので検討をお願いし
たい。

会長 承認いただけますか？

委員 はい。



会長 平成２８年度松阪市地域包括支援センター運営方針について

平成２８年度各センターの事業計画と予算について説明を

事務局
平成２８年度松阪市地域包括支援センター運営方針について説明（資料３）
添付資料（H28年度　75歳お達者訪問対象のフローについて説明）

会長 平成２８年度各センターの事業計画と予算について説明を

第一～第
五包括

平成２８年度各センターの事業計画について説明（資料４）

会長 何か質問

小林委員

５つの包括のみなさんの今年度の事業は本当に大変だと思った。地域医療連携の評価として、診療所を
巻き込んでいこうという動きもあり、地域医療の関係づくりに力を添えてもらっている。　今年度は多職種
が医療を学ぶ会を作っていただくような機会や５つの包括内の診療所が勉強会に携わってもらえるよう
に。3病院の退院調整の職員、診療所、行政の顔の見える関係で、退院調整がうまくいくように構築してい
る。これからたくさんの事業がある中で退院調整に関して協議していく大変な時期でもあるため、退院に関
する病院と診療所の連携や、橋渡しになる役割の皆さんが少しでも楽になるようなシステムが作れるとい
い。

高木委員

地域包括の１～５までのみなさんはとても頑張ってると思うが、これから事業が拡大しつつある中で、限ら
れた人数、それぞれ地域の特性がある中、各包括内で予防プランを作る事はいいです。しかし、制度で決
まった事に追われて事業自体が薄っぺらくならないか、一人ひとりの中に根差して支援しているかと懸念
している。重点的に事業を行っていくアイディアがあればありがたいが事業が多いため、大変であると思
う。もう一点は社会資源である事業所を巻き込みながら取り入れ連携しながら事業を続けてもらえればと
希望している。

山口委員

地域包括支援センターが発足した当初のころの協議会は委員が発言する時間があった。今は説明を聞い
ているだけで、私たちは何をしたらいいのかと思った。地域特性があるが、全部の事を皆が一緒に行う事
は難しい。資料をもう少し考えてもらいたい。例えば重点目標が各包括で中身が違うため、重点目標に対
してどのように考えているのかピックアップしてほしい。みんなが理解できるように、内容を紙に起こしてほ
しい。

植嶋委員

膨大な資料でどこがポイントなのかわかりづらい。個別に対応してもらっているのは分かったが、もう少し
わかりやすくなればいいなと。管理栄養士の研修会をやったが、第一包括の地域ケア会議を基に始まっ
たが、まだシステムは固まってない。食事は健康の基本であることから、大切さを広げていってほしいと思
う。

三宅委員

以前介護高齢課にいたが、その頃に比べるとすると業務の内容が増大している。システムの構築のため
には、たくさんの事業をしてもらわなければならず、地域包括支援センターの皆さんには苦労をかけている
と思う。まだまだ、地域包括支援センターの知名度が低いと感じるため地域包括のＰＲを行政としては行っ
ていきたい。

会長 Ｈ28運営方針と予算について承認いただけますか？

委員 はい。

アルツハイマーデーという事で、９月18日アスト津で講演会がある。

次回の運営協議会の予定は、10月頃を目途に開催したい。まだ日付までは未定。

運営協議会の進行をこれから事務局と相談していきたい。1時間半では検討も難しい。

運営協議会を閉会します。ありがとうございました。
会長

課長
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える。



事務局
専門職がみて分かるものを作る必要はあるが、家族、本人に寄り添うようなものを作る必要があり、現在
取り組みを始めている。

松阪市地域包括ケア推進の内容とスケジュール（案）について説明。認知症に寄り添う部会　第1回目は5
月26日に終了、現在作業に入っている。次回は9月5日を予定。

まつさか医療～顔の見える連携会議は、平成28年5月から進めている。医療と介護の連携、特に退院時
の相談などのために拠点を作る、関係職種の方が集まり協議が始まっている。第1回は5月16日、第2回
は6月15日。第3回は8月2日。

急性期病院（3病院）の現状をみながら在宅も視野に入れながら議論進めている。

会長
この表で地域包括ケア推進会議が中心となるが、推進会議は年3回の予定。その進行管理と全般的な松
阪の地域包括ケアを考えていくために運営幹事会を毎月行っている。この中で企画・検討し、それぞれの
部会、会議で決めていく形になっている。

運協は5つの包括の運営内容だけでなく、第2条の4にあるように、その他の地域包括ケアに関することと
いう項目があり、運営協議会は地域における連携体制の構築、地域包括事業を支える地域資源の開発、
その他の地域包括事業で運営協議会が必要と判断した事項を行うとある。

包括の運営だけでなく松阪市の地域包括のすべてのことに関して必要であれば大事な役割もある。
今後、地域包括ケア推進会議、運営協議会が一緒に進んでいく事が大事になっていく。これから医療と介
護の連携拠点の事業が始まっていく。この運協の中でも報告でなく議論をしていく必要がある。

会長 実績報告をよろしく

事務局 平成27年度松阪市地域包括支援センターの運営状況及び関連事業報告について説明（資料１）

総合相談支援業務　例年変わりなく相談件数があがっている。独居高齢者の相談が6割を占めている。そ
れに基づいて訪問件数も増えている。元気はつらつチェックシート未回収者への訪問もしている。

権利擁護業務は新規も増えている。介護予防のケアマネジメントプランについては、毎年、要支援認定者
が増えており、プラン数も年々増えている。

介護予防事業について、Ｈ27年までは二次予防者を把握しハイリスク者（要介護になる可能性のある方）
への介護予防教室をしてきた。Ｈ２８年度からは、法的にハイリスクの対象者を把握する事が廃止され、
一次二次の区分けがなくなり、一般の高齢者すべての人に、若いうちから日頃の生活習慣を変えてもらう
方向で取り組んでいく。

一次予防事業は、自治会や宅老所、自主Ｇの立ち上げへの支援が、ここ数年、回数も参加者数も増えて
おり、力を入れている。

介護予防いきいきサポーターを養成し、登録者数468名になった。登録して終わりでなく、サポーターに向
けてフォローアップ研修も行っている。

数年前より、認知症カフェ、介護者カフェにも積極的に取り組んでもらっている。

認知症への取り組みとしては、物忘れ相談会、認知症サポーター養成講座、安心見守り隊のフォロー研
修等、積極的にされている。

平成27年度松阪市地域包括支援センターの収支決算書について説明（資料２）

会長 意見・質問は?代表して第一包括。

第一包括
平成２７年度に収支状況は６１０万位マイナスとなった。運営費で２５０万円をもらっているが、。地域包括
支援センターとして運営費（車両費、備品購入費、修繕費等）が収支を圧迫しているので検討をお願いし
たい。

会長 承認いただけますか？

委員 はい。



会長 平成２８年度松阪市地域包括支援センター運営方針について

平成２８年度各センターの事業計画と予算について説明を

事務局
平成２８年度松阪市地域包括支援センター運営方針について説明（資料３）
添付資料（H28年度　75歳お達者訪問対象のフローについて説明）

会長 平成２８年度各センターの事業計画と予算について説明を

第一～第
五包括

平成２８年度各センターの事業計画について説明（資料４）

会長 何か質問

小林委員

５つの包括のみなさんの今年度の事業は本当に大変だと思った。地域医療連携の評価として、診療所を
巻き込んでいこうという動きもあり、地域医療の関係づくりに力を添えてもらっている。　今年度は多職種
が医療を学ぶ会を作っていただくような機会や５つの包括内の診療所が勉強会に携わってもらえるよう
に。3病院の退院調整の職員、診療所、行政の顔の見える関係で、退院調整がうまくいくように構築してい
る。これからたくさんの事業がある中で退院調整に関して協議していく大変な時期でもあるため、退院に関
する病院と診療所の連携や、橋渡しになる役割の皆さんが少しでも楽になるようなシステムが作れるとい
い。

高木委員

地域包括の１～５までのみなさんはとても頑張ってると思うが、これから事業が拡大しつつある中で、限ら
れた人数、それぞれ地域の特性がある中、各包括内で予防プランを作る事はいいです。しかし、制度で決
まった事に追われて事業自体が薄っぺらくならないか、一人ひとりの中に根差して支援しているかと懸念
している。重点的に事業を行っていくアイディアがあればありがたいが事業が多いため、大変であると思
う。もう一点は社会資源である事業所を巻き込みながら取り入れ連携しながら事業を続けてもらえればと
希望している。

山口委員

地域包括支援センターが発足した当初のころの協議会は委員が発言する時間があった。今は説明を聞い
ているだけで、私たちは何をしたらいいのかと思った。地域特性があるが、全部の事を皆が一緒に行う事
は難しい。資料をもう少し考えてもらいたい。例えば重点目標が各包括で中身が違うため、重点目標に対
してどのように考えているのかピックアップしてほしい。みんなが理解できるように、内容を紙に起こしてほ
しい。

植嶋委員

膨大な資料でどこがポイントなのかわかりづらい。個別に対応してもらっているのは分かったが、もう少し
わかりやすくなればいいなと。管理栄養士の研修会をやったが、第一包括の地域ケア会議を基に始まっ
たが、まだシステムは固まってない。食事は健康の基本であることから、大切さを広げていってほしいと思
う。

三宅委員

以前介護高齢課にいたが、その頃に比べるとすると業務の内容が増大している。システムの構築のため
には、たくさんの事業をしてもらわなければならず、地域包括支援センターの皆さんには苦労をかけている
と思う。まだまだ、地域包括支援センターの知名度が低いと感じるため地域包括のＰＲを行政としては行っ
ていきたい。

会長 Ｈ28運営方針と予算について承認いただけますか？

委員 はい。

アルツハイマーデーという事で、９月18日アスト津で講演会がある。

次回の運営協議会の予定は、10月頃を目途に開催したい。まだ日付までは未定。

運営協議会の進行をこれから事務局と相談していきたい。1時間半では検討も難しい。

運営協議会を閉会します。ありがとうございました。
会長

課長


