
 

平成 30年度 第１回地域包括支援センター運営協議会 会議録 

 
 
 
  

会議名 平成 30年度 第１回地域包括支援センター運営協議会 
日 時 平成 30年 7月 2日（月）14：00～16：20 
場 所 うじ安心館 3階 大会議室 

出席者 

【委員】7名  
岡本会長、中村副会長、松本委員、石田委員、村山委員、 
奥西委員、関戸委員 

委員   7名 
その他 22名 
合計  29名 
 

 

【地域包括支援センター代表者】6名 
【事務局】12名 
  健康長寿部長 
  健康生きがい課 8名 
  介護保険課 3名 
【傍聴者】2名 
【報道関係者】2名 

議 題 

１．委員の委嘱について（委嘱状交付）、副市長挨拶 
２．正副会長の就任について、副会長挨拶 
３．自己紹介 
４．報告事項 
①平成 29年度 地域包括支援センターの運営状況について 
②地域包括支援センター自己評価結果について 
③平成 30年度 地域包括支援センターの事業計画について 

５．協議事項 
  地域包括支援センターの機能強化について 他 

配布 
資料 

・次第 
・地域包括支援センター運営協議会委員名簿 
・地域包括支援センター運営協議会設置規定 
・平成 29年度地域包括支援センター運営協議会＜報告事項 資料① ・資料①別冊＞ 
・平成 29年度地域包括支援センター収支決算 
・平成 30年度地域包括支援センター予算 
・平成 30年度地域包括支援センター重点取り組み事項 
・地域包括支援センターの機能強化 



 

会議の経過・結果 

１．委員の委嘱について（委嘱状交付）、副市長挨拶 
宇野副市長より各委員へ委嘱状が交付された。（挨拶後、公務のため退席） 

 
２．正副会長の就任について、副会長挨拶 
地域包括支援センター運営協議会設置規定により、正副会長の就任について第５条第２項の規定によ

り推薦を募った結果、会長に岡本委員を、副会長に中村委員が推薦され、委員による拍手を以って就任

の了承を得た。 
 
３．自己紹介 
委員及び事務局の自己紹介を行った。 
 

４．報告事項【報告事項 資料①・別冊資料①】 
① 平成 29年度 地域包括支援センター（以下「包括センター」とする）の運営状況について 
・総合相談支援業務については、新規相談者数、相談延べ件数共に増加した。介護保険に関する内

容が 9割以上を占めている。 
・権利擁護業務については、高齢者虐待に対する 1 人当たりの平均対応延べ人数が増加しており、
複数回対応が必要な事例が多くなっている。 
・包括的・継続的ケアマネジメント業務については、地域活動報告延べ件数の大きな変動はなく、 
活動が進んでいる。 
・第 1 号介護予防支援事業や指定介護予防支援については、給付管理件数が年々増加していること
に加え、各包括で委託率に差が発生している状況を課題としてとらえている。 
・多職種協働による地域包括ネットワーク支援の構築については、各圏域で 3 回以上の小地域包括
ケア会議を開催し、声掛け訓練や地域支援の把握、個別事例の検討などを実施した。 

② 地域包括支援センター自己評価結果について 
・基本的事項については、包括センターの看板等の案内表示が分かりにくいとの声を受けた影響か

ら設置環境に関わる項目と、欠員状況や業務多忙の影響からチームアプローチの確立が前年度よ

り下がっている。 
・総合相談支援業務、権利擁護業務、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務、介護予防ケアマ

ネジメント業務等は、改善している。 
質疑・応答および意見 
委員）    地域包括支援センター運営協議会（以下「運営協議会」とする）の設置規定について、

第 7条に会長は、協議会の会議において必要があると認めるときは、委員以外の者を会
合に出席させ、その説明もしくは意見を聞き、…とあるが、「出席させ」との文言は、

「会議への出席を求める」等、表現を変えるべきではないか。 
事務局）   他の規定にもそういった記述があろうかと思われる。そういったことも踏まえ、確認を

させていただきたい。 
委員）    各包括センターの平成 29年度の自己評価が高いのではないか。 



 

委員）    民生委員の活動において「困った時の包括頼み」と言っている。包括センターには本当

によくやっていただいている。例えば、近所のごみ屋敷の片付けに 1週間程かかったが、
その半分を包括センターのセンター長が片付けていたのを目にしている。その様なこと

からも本当に努力をしておられることがよく理解できる。ただ、包括センターがやりす

ぎではないか心配もしている。人員が足りているのか。これから益々高齢化率が上がっ

ていく中で、これからどの様に考えていくのか。私はご苦労されているという心配をし

ている。 
北包括）   自己評価は平成 26 年度位から取り組んでおり、事務局が各包括センターを訪問してお

互いにディスカッションをする場を設けており、事務局の評価・見直しも入っている。

それを、平成 26～29年と繰り返してきた中で改善した所もあり、結果として、各包括
センターの平成 29年度自己評価が高くなっているのではないかと思っている。 

委員）    自己評価が入ってきた経緯等の補足の説明があればお願いしたい。 
事務局）   国から自己評価をするようにとのことで始まったもので、平成 26年度あたりから開始

している。現状は各市町村が内容を精査して実施しており、宇治市の評価表は京都市を

参考に作成したものである。今年度か来年度あたりからは国が統一した項目を示してく

ると聞いているため、その際は評価表の内容や項目をこの場で協議する必要があると考

えている。 
委員）    施設設備で看板が小さすぎる等の問題では、大きな看板があったらよく分かると思う。

総合相談支援事業の高齢者の実態把握については、される側の気持ちをどこまで汲んで

いるか、高齢者の実情を理解するということでなければならない。そういう気持ちでの

実態把握であってほしいと思う。 
委員）    100％の把握とするため、過去に 65 歳の方にお元気チェックリストを送付して、戻っ

て来ない方には包括センターや市が訪問していた。そういったことがこの会議で議題に

上がり、前へ前へと進んでいる現状がある。 
 
③ 平成 30年度地域包括支援センター事業計画について 
配布資料【平成 30 年度 地域包括支援センター重点取組事項】をもとに、６つの重点項目について
説明。 

質疑・応答および意見 
委員）    新しい委員の方もおられるので、平成 29 年度の重点取組事項と今年度のどこが変わっ

ているかの説明をお願いしたい。 
事務局）   3 番目に挙げている在宅医療・介護連携推進事業との連携については、今年度に在宅医

療・介護連携推進事業を宇治久世医師会と共にスタートさせたこともあり、平成 29 年
度の 4番目から 3番目に上げている。1番目と 2番目はこれまで通り。3番目と 4番目
の順番を変えているところが大きな違いとなっている。 

委員）    初期認知症ケア体制で、医療機関からの連携は十分にとっているのか。物忘れ外来やか

かりつけ医への相談の後、そこからすぐに連携されるシステムになっているのか。 
西宇治包括センターの徘徊模擬訓練について、「徘徊」とは、不審者がその辺りを見回

って歩いていることで、認知症の方は自分がどこに行っていいか分からない、どうして



 

いいか分からない、という不安な気持ちであちらこちらを歩いている。同じ様に「徘徊」

というのはいかがなものか。 
委員）    徘徊という言葉について、医学的には認知症の中核症状、周辺症状として使っている。 

気持ちを汲んだいい言葉があればいいとは思うが、他にいい言葉が見つからないと考え

る。元を正せばディメンツという言葉があり、それを日本語に訳した際、痴呆症と最初

に訳されてしまった。訳し方が間違っていたというところまで、おそらく当時は認知症

のことを皆分かっていなかった。医者も分かっていなかった。初老期の痴呆症という言

葉で最初紹介されていたが、高齢化社会と共にそれでは駄目だとかなり反省したと思

う。認知症という言葉も本当にそれでいいのか、他にどういった言葉がいいのか、とい

うのは医学部の中でも、我々の中でもすごく考えられているところである。状況を説明

する時の言葉は、状況等を伝えることが大事であり、もっといい言葉があればそれを使

えばいいと思うが、今我々が使える言葉の中ではそれが一番であると、学会でも考えて

出している訳で、我々としてはそれを使わざるを得ないところである。 
西包括）   今現在も「徘徊模擬訓練」という言葉が、ケアマネジャーの研修といったところで全国

的に使われており、私共も当初から使っていたが、宇治市では認知症の人にやさしいま

ち・うじという形で啓発をしているにも関わらず、こういう言葉は望ましくないという

ことから、途中でプロジェクト名として、「西小倉のだれどこプロジェクト」と名称変

更した。それ以降は、認知症高齢者への声掛け訓練として「西小倉だれどこプロジェク

ト」として進めており、今年度も引き続き実施する予定となっているため、ご了承いた

だきたい。 
事務局）   ご質問のあった医療機関との連携について、宇治市では包括センターの中に認知症初期

集中支援チームがあり、医療機関やかかりつけ医で知っていただいた方について、支援

が必要な方には認知症初期集中支援チームと連携をとっていただいているのが現状。認

知症初期集中支援チームでは年間約 60件対応しており、平成 28年度はその半数、平成
29年度は 1/4程度が医療機関から繋いでもらったものになる。 
宇治市高齢者保健福祉計画・第７期介護保険事業計画にある京都認知症総合センターが

出来たこともあり、病院からの繋ぎについてはこれからも強化していかなければならな

いと感じているところである。 
重点課題 3つ目の在宅医療・介護連携推進事業との連携についても、医療との連携を第
1に考えているので、力を入れていきたいと思っている。 

委員）    重点取組について、民生委員として小地域包括ケア会議並びに認知症初期集中支援チー

ム、地域の定例会や研修に参加させてもらっており、他の民生委員にも広く浸透してい

る。各地域においての小地域包括ケア会議は、住んでいる所の最前線の問題を直接聞い

ていただける、発信していただける場であり、1 つでも地域で出来ることがあれば地域
でやっていけるという、とてもいい機会となっている。 
認知症初期集中支援チームについては、民生委員は解決する立場でなく、繋ぐ立場の対

応をしている。しかし、何を相談者に伝えられるかを知っていなければ何もできない。

民生委員の肩書だけで相談されても何も答えられない。これではいけないとのことで、

研修等にも来ていただき、広く知識として勉強する場をいただいている。 



 

委員）    1の医療・福祉・介護の専門を超えた地域包括支援ネットワークの充実の中の 2番目の
項目に、医療・福祉・介護の専門を超えた地域包括ケアネットワークの構成員となる社

会資源の開発とあるが、具体的に行っていることはあるのか。 
事務局）   これまでは、医療・福祉・介護を中心に、認知症の方も含めての支援と考えていたとこ

ろであるが、認知症の方も地域で生活する生活者というところから、今力を入れている

のが民間企業。戸配業者や、小売店、スーパー等の商店、金融業といったところに小地

域包括ケア会議への参画を求めている。地域で生活されている認知症の方の視点で、ど

なたでも関わるであろう民間企業との連携に力を入れて取り組んできたところである。 
中包括）   質問のあった介護の専門を超えた地域包括支援ケアネットワークの構成員となる社会資

源の開発というところでは、個別支援で個別の課題が見えた時に必要になってくる。一

例を出すと、高齢者の 1人暮らしの男性で、食事はカップ麺等であまり栄養も摂れてい
ない状況で食事の改善が難しいところであったため、地域の小さなスーパーに高齢者に

合わせた惣菜を作ってもらえないかとお願いをした。1 人向けの少量の惣菜を作って置
いてもらったところ、他の方にも口コミで広がった。小売業者側も大手スーパーに客足

が流れる中、色々な策を考えておられるが、なかなか高齢者のニーズが分からないとい

うこともあったようで、快く引き受けて下さった。地域に入り込んで、この店は何を売

っているのか、どういったことをしてくれるのか、そういった地域活動の中で専門性を

超えて、地域のお店との連携をとって高齢者の食生活が十分になるような仕掛け作りを

包括センターで少しずつしているところである。 
委員）    その事例の共有等するために何かされているのか。 
中包括）   地域のケアマネジャーや事業所にお知らせして広報している。自分の所だけに収めない

ようにしている。 
 
５．協議事項  
地域包括支援センターの機能強化について 
○地域包括支援センター増設に向けた日常生活圏域数の検討について【協議事項 資料②】 

  ・2040年には、高齢化率が約 35.5％となる推計の中、医療・介護・予防・生活支援・住まいが連 
携する「地域包括ケアシステム」の構築が重要であり、その推進にあたり、包括センターをシ 
ステムの中核と位置づけ、機能強化を図る。 

・8圏域の想定では、現在の支所 2か所を本所に格上げし、圏域をそのままとして区分けする。 
引継の混乱が少ないメリットがあるが、圏域の高齢者人口が 4,000人程度から 8,000人超の状況
であり、圏域人口の差を解消することが困難な状況である。 

・10圏域の想定では、中学校区ごとに区分けする。 
国が定める日常生活圏域で設定するため、利用者が来所しやすくなると思われるが、圏域の高齢

者人口が 3,000人程度から 8,000人程度と差が大きくなり、圏域によっては将来的に 3,000人を
下回る可能性もある。3,000人未満の場合、包括センター内に保健師、社会福祉士、主任介護支
援専門員の 3職種が揃わなくなる。また、現在の担当圏域と大きく変更される場合もあり、引き

継ぎ等で混乱が生じる可能性もある。 
・8圏域、10圏域ともに、圏域ごとの高齢者人口に大きな差が生じる状況となったことから、9圏



 

域を想定した。9 圏域では、圏域を区分けする根拠がないことから、現在までの運営協議会の意
見を踏まえ、地域で活動する団体との活動の整合性をとり、小学校区で区分けし高齢者人口の分

布を確認した。結果、高齢者人口は 4,000人程度から 7,000人程度となり差は最も小さいものの、
担当圏域が変更となる所では、引き継ぎ時の負担は係る状況である。 

・利用者の利便性と引き継ぎに係る負担の軽減も視野に入れ、将来的に 3,000人から 6,000人程度
の圏域人口で推移し、高齢者人口に大きな差が生じないように圏域を設定したいが、地形の問題

もあり、圏域人口の多寡、圏域面積、地域性等のすべての条件が揃いにくい現状である。 
・厚生労働省の通知では、包括センター設置等に関する決定は市が行うものとされているが、市が

適切に決定を行えるよう、委員の皆様からのご意見をいただきたい。 
質疑・応答及び意見 
委員）    10圏域に分ける方がきめ細かい。また、中学校区ということも地域の方にとっては分か

りやすくていいと思う。ただ、川の西側は非常に細かくて良いが、東側の東宇治校区に

ついては圏域の端が隠元橋となると非常に遠いと感じる。そのへんの考慮が必要ではな

いか。 
委員）    学校区によって変えると、かえって利便性が落ちるのではないかとの心配がある。8 圏

域の場合は、基本的には今まで通りの利便性となる。ただ、8 圏域でも 10 圏域でも大
事なのは、利用者へのサービスが低下しないこと。それが最低限の条件。例えば高齢者

の数によって定めたり、そこにどれだけの人員配置をしてサービスを低下させないかが

問題。今まで通りのサービスをそのまま受け継ぎ、差が出れば人員の配置で考慮してい

くというのが迷うことがない気がした。 
委員）    どこで区切っても運営が回るならいい。ただ、いわゆる外部の援助を必要とする場合、

学区福祉委員といった既存のものがあるが、全部小学校区でできているので、そういっ

た所との連携の点では今の時点で問題が起こっている。そのため、中学校区にするのか、

小学校区にするのかとのことで今回の案となっている。中学校区にした場合、2 つの小
学校区に分かれて入ってきたりするため、あえて小学校区でくっつけるという案も出し

てもらっている。 
委員）    今の支所を格上げした方が地域の方には分かりやすい部分がある。 
委員）    人員の配置基準は。 
事務局）   圏域内の高齢者人口が 3,000～6,000人で 3名配置。7,000人を超えると 4人目、10,000

人を超えると 5人目を配置。 
委員）    8、9、10圏域になった時、今の職員との数はどう変わるのか。 
事務局）   現在の基準では、8圏域については 4,000～9,000人になるため、3人もしくは 4人配置。

10 圏域については 2,000 人代という所があり 2 名配置になる。また最大の所が 8,800
人のため、4人までの配置となる。9圏域については、すべて 3人もしくは 4人の配置
になると思われる。 

委員）    9圏域か 10圏域にする場合、包括センターは新しく作るのか。箱ものから建てるのか、
借りるのかということになる。費用の問題も考えておいた方がいいと思う。 

事務局）   宇治市の包括センターはすべて委託であり、新たに増やす所についても委託となるため、

基本的には何かの事業所跡地を利用して新しい包括センターになればと思っており、新



 

しい建物を建てて、そこに入ってもらうことは無いとは思っている。例えば今現在、支

所になっているところを本所に格上げするとなれば、支所がそのまま本所になるので、

新しい建物の必要もなくクリアできると思う。ただ、宇治市の基準では 3,000人未満の
圏域ができると 2人態勢になるため、支障が出るかもしれないとは思っている。 

委員）    宇治市の基準で職員の数が決まっているとのことだが、各包括センターで自前で雇用し

ているケースはないのか。自己評価の基本的事項の中の施設環境に関わる項目が、平成

28 年度 4.8、平成 29 年度 4.6 となっているのは、自前で雇用していたために、机が余
計にいる等で環境が悪くなったのではないか。 

事務局）   独自配置については、東宇治北包括センターで社会福祉士を 1名。他包括センターにお
いても指定介護をプランするアルバイトを東宇治南包括センターで 3名、中宇治包括セ
ンターで 1名、西宇治包括センターで 1名、北宇治包括センターで 1名独自で配置して
いただいている。また、南宇治包括センターは事務職も別で雇用している。 

委員）    委託費用と人件費といった経営面において、雇用を増やすと負担が大きくなるのでは。

委託料は妥当なのか。 
事務局）   今日は現場の方が来ており、契約サイドの方の会議はまた別にある。ただ、厳しい中で

やっていただいていると理解している。介護報酬の改定等の関係もあるため、3 年に 1
度は今の委託水準で良いのか内部でも検討し、法人とも協議をして決めている。 

委員）    包括センターは高齢者のみが対象なのか。高齢者だけの問題でないため障害者など色々

広がってくるのでは。また、高齢者の中でも 85 歳以上の方もいる。色々なことを想定
してこの数も考えておいた方がいいのでは。 

委員）    マンションが多い所は人の移動が激しく、一戸建てはそれほど動かない。そういったこ

とは考える必要があるとは思う。 
北包括）   高齢者のみが対象なのかとありましたが、最近では 80 代、90 代の両親を看ている 50

代、60代の精神障害のあるご家族に対するダブルケアの問題がある。両親は認知症、そ
の家族にも何等かの障害があって…との相談が多く入って来ているので、障害関係の窓

口に繋いだり、一緒に動いたりしている。線引きはしておらず、65歳未満は受付しない
ということはない。ただ、今後は益々増えていくのではないかと懸念をしているところ

ではある。 
委員）    今後家族の形態も変わってくる。最終的には、個々の認識を踏まえてどう個別対応する

かが現場の一番大事な基本になるだろうと思う。ただ、費用面の問題もあり実施となる

と現実レベルでは簡単ではない。 
事務局）   人口の流入・流出については詳細に調べられている訳ではない。宇治市は持ち家率が 85％

位と高く、移動が頻繁に起こっていることはないのではと思う。高齢になった時に賃貸

だからとの理由で出ていくのは考えにくいのでは。 
委員）    北宇治の方が高齢化率が低く、西や南はワンルームマンションが多いように思う。 
委員）    最後によろしいか。連合喜老会を包括センター単位に編成し直したいと考えているとこ

ろである。何かあった際は相談に行くように言っても構わないか。 
各包括）   構わない。 
委員）    生き生き手帖の包括センターの所が分かりにくいのでは。何をしている所であるのか等。



 

1Ｐ目にこういった悩みは包括センターに聞くように記載してはどうかと思う。 
 
終了時刻のため議事進行を事務局へ。次回の協議会開催日（平成 31年 2月 14日）について案内。 
 
＜会議終了 16：20＞  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


