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令和元年度第 1 回佐賀市地域包括支援センター運営委員会 議事録 

佐賀市保健福祉部高齢福祉課 

 

○日時 令和元年 7月 19日（金）13：30～14：45 

○場所 ほほえみ館 1F きらきら学習ルーム 

○出席者  岩本幸子委員、牛島共子委員、木場千春委員、江口佳徳委員、久米ハル子委員、 

  高森志保委員、古賀義孝委員、後藤和美委員、貞富博文委員、凌文子委員、 

  庄司まゆり委員、須古育良委員、角町幸代委員、吉原正博委員 

  事務局（保健福祉部長、高齢福祉課職員） 

  各地域包括支援センター代表者 

○欠席者  傍示康久委員、鮫島隆晃委員 

○傍聴者  なし 

○議題 （1）佐賀市地域包括支援センター運営委員会 

  ①平成 30年度地域包括支援センター事業報告 

  ②令和元年度地域包括支援センター事業計画 

  ③高齢福祉課の関連事業 

 （2）認知症初期集中支援チーム検討委員会 

 （3）その他 

 

（事務局） 

本日は、大変お忙しい中、ご出席いただきありがとうございます。定刻となりましたので、令和

元年度第 1回佐賀市地域包括支援センター運営委員会を開会いたします。本日、進行を務めます佐

賀市高齢福祉課の山口と申します。よろしくお願いいたします。まず、前任者の異動退職等に伴い、

今回から新たに委員となっていただきました方を事務局からご紹介させていただきます。 

学識経験者といたしまして、西九州大学 木場千春委員。佐賀市ものわすれ相談室相談医 鮫島

隆晃委員、本日はご欠席です。それと、7月に異動があったということで佐賀市歯科医師会の方か

ら高森志保委員。新委員の皆様には委嘱状を机の上に置かせて頂いております。どうぞよろしくお

願いいたします。なお、新しい委員名簿は皆様の机上に置かせていただいておりますので、ご確認

ください。 

   それでは、開会に当たりまして、佐賀市保健福祉部長大城よりご挨拶を申し上げます。 

（部長） 

皆さん、こんにちは。佐賀市保健福祉部長の大城でございます。本日は皆様方大変お忙しい中に、

この運営委員会の方にご出席いただきまして誠にありがとうございます。私はこの 4月にこの部長

の職を拝命いたしまして、今現在のところは、皆さんの知識に追いつくように頑張っているところ

でございます。ご承知のとおり、2025 年に向けまして地域包括ケアシステム、こちらの方、喫緊

の課題となっております。その中で、この実現に向けては、地域包括支援センター、こちらの方の

充実が求められております。今後とも、皆様方とは連携を密にしながらやっていきたいと思ってお

りますので、ご指導、それからご協力の程、よろしくお願いいたします。本日は、皆様方の組織に

おいての色々なご意見をお聞きして、今後の福祉行政に活かしていきたいというふうに考えており
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ますので、よろしくお願いいたします。簡単ではありますけれども、私の挨拶にかえさせていただ

きます。 

（事務局） 

それでは、議事に入ります前に資料の確認をさせていただきます。事前にお送りしておりました、

ホッチキス止めしております、令和元年度第 1回佐賀市地域包括支援センター運営委員会資料。そ

れと先ほども申し上げましたが、佐賀市地域包括支援センター運営委員会委員名簿。その他に、今

回新委員になられました方には、要綱の方も机上に載せさせていただいております。何か不足のも

のはないでしょうか。 

本委員会は、1時間半の 15時までを予定しておりますので、委員の皆様のご協力をよろしくお

願いいたします。会議中、ご質問、ご意見を伺う際はマイクをお持ちします。お名前を言われてか

らご質問、ご意見の方をお願いいたします。 

それでは、ここからの議事進行は、会長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

（会長） 

はい、よろしくお願いいたします。それでは、早速議事に入らせていただきたいと思います。皆

様のご協力を得て、円滑に進みますように努めたいと思います。 

まず、地域包括支援センターの運営委員会の方から開催したいと思います。まず、①平成 30年

度事業報告について、事務局説明をお願いいたします。 

（事務局） 

はい、高齢福祉課の川副と申します。私のほうからは議題 1 の平成 30 年度の事業報告について

説明いたします。 

資料の 1 ページ目をお願いします。最初の事業報告です。これは 30 年度に実施しました、おた

っしゃ本舗における事業や研修会、また会議等の実績を取りまとめたものになります。30年度に新

たに行った主なものが表の一番下、目的別研修会において 9月や 11月、12月に開催しております、

あんしんノート、終活ノートなんですけれども、これについての研修会。また、1 月には理学療法

士と作業療法士によるリハビリ研修。こういった研修に新たに取り組みながら職員のスキルアップ

に努めております。 

続きまして 2ページ。おたっしゃ本舗の設置状況になります。表の左側には各おたっしゃ本舗の

担当地区の人口と高齢者の状況を掲載し、右側には各おたっしゃ本舗の人員配置を示しております。

地区間の格差はそれぞれありますけれども、佐賀市全体で申し上げますと総人口が減少していく中

で高齢者数が増加し、高齢化率が昨年度と比較して約 0.4 ポイント、27.6％となっております。ま

た、高齢化の進展とともに要支援者数も前年度より 300人程度増加しております。このような状況

の中で、表の右側のおたっしゃ本舗の職員配置状況についても、全体で 104.9人と、前年度末と比

較しまして 10.7 人の増加となっております。職員で小数点表記がありますけれども、これは兼務

やパートの職員を常勤に換算した数値になりますので、ご了承いただきたいと思います。 

続きまして資料 3ページ。総合相談支援、権利擁護をお願いします。表の下にはそれぞれの合計

件数を示しておりますが、総合相談件数として全体の件数としましては 13,683 件と、前年度と比

較して約 200件程度の増加となっております。総合相談の主な内容としましては、介護保険に関す

ることが約半数 50％となっております。5番目の権利擁護に関する相談は 237件と、前年度と比較

して 70 件程度の減少となっております。権利擁護に関しては様々な問題、要因が絡み複雑なケー
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スが増加しており、成年後見制度の申し立てを行う事案というのもだんだん年々増加傾向にありま

す。6番目の高齢者虐待に関する相談件数は 58件で、虐待認定件数は 11件。この虐待認定件数は

昨年度と同数となっています。高齢者虐待については、佐賀県弁護士会または佐賀県社会福祉士会

に委託しております相談対応事業というものを活用しながら、おたっしゃ本舗に対する支援の強化

を図っているところです。また、今年度はおたっしゃ本舗に協力いただいております市の単独サー

ビス、緊急通報システム、軽度生活支援、日常生活用具の給付等に関する相談件数も掲載しており

ます。 

続きまして包括的・継続的ケアマネジメントに移ります。資料は 4ページ目になります。最初の

主任介護支援専門員事例検討会についてですが、主任ケアマネのレベルアップを図るために 30 年

度は 4回開催し、延べ 130人の参加があっております。この検討会は、困難事例の見立てと手立て

を検討することで効果的な事例検討会が出来ておりますので、今後もこのような形で継続していき

たいと考えております。また、下の方の地域ケア会議につきましては、各おたっしゃ本舗における

地域ケア会議の実施状況というのが 198回、事例も 168件と昨年度から大きく伸びております。会

議の開催というのは充実しているものと思っております。 

続きまして次のページをお願いします。介護予防支援・介護予防ケアマネジメントになります。

表の左側には請求件数を示しておりますが、直接担当件数の合計は 2,357件と昨年同期と比較して

152 件の増加となっております。一方、委託件数のほうが 869 件ということで 60 件減少し、全体

の件数は 3,226件、92件の増加となっております。表の右側には内訳として、介護保険サービスと

しての介護予防支援と総合事業における介護予防ケアマネジメントを掲載しておりますが、割合的

には 3：2となっており、これについては毎年同じような数値となっております。 

次に資料 6ページ目をお願いします。ここでは生活支援コーディネーターと認知症地域支援推進

員を兼務する職員のうち、認知症地域支援推進員としての活動を掲載しております。活動としまし

ては、地域の実態把握や認知症の普及啓発が最も多く、地域の特性や課題を把握しながら活動につ

なぐことができたのではと考えております。個別相談の対応の述べ人数と実数で比較すると、認知

症の方への繰り返し関わることにより継続した支援、サポートを実践しているものと考えておりま

す。 

次に 7ページ目をお願いします。生活支援コーディネーターの活動報告です。生活支援の活動と

しましては、まず、地域の状況、実情の把握、介護予防教室、サロン、地域の各種会議への参加が

主となっております。認知症地域支援推進員、生活支援コーディネーターの活動、この 2つがです

ね、8ページ目になりますけれども、新たなサロンや自主教室等が設立される等、地域力の高まり、

又は支えあいの体制につながっているものと考えております。高齢者の在宅生活を支えるためには、

介護保険や市の公的サービスだけでなく、地域の支えあいで行う互助を基本とした生活支援、介護

サービスを創設する必要があると考えております。今後もコーディネーターの皆さんとも連携しな

がら、それぞれ地域にあった生活支援サービスの充実に努めていきたいと考えております。ここで、

申し訳ありませんが、6 ページ、7 ページの認知症地域支援推進員、生活支援コーディネーターの

活動については、市単独の、市独自の活動仕様になります。このため、おたっしゃ本舗間で数値の

取り方や上げ方が市の方から徹底できず、いくらかばらつきが見られるところです。市としても指

導が十分出来なかったということについてはお詫び申し上げますとともに、今後記載方法について

周知、共有していきたいと考えております。 
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最後になりますけれども、9ページです。9ページから 12ページについては、佐賀中部広域連合

に提出しております重点事業、これは包括的支援事業から一つ、社会保障充実分から一つを重点事

業として取り組むようになっておりますが、その成果と実績について掲載しております。全体的に

なりますけれども、包括的支援事業から重点事業に選択されたのが包括的・継続的ケアマネジメン

トが 6包括、総合相談支援が 5包括、権利擁護と介護予防ケアマネジメントがそれぞれ 2包括とな

っております。また、社会保障充実分から重点事業に選択されたのが、認知症地域支援が 10包括、

生活支援コーディネートのほうが 5包括となっております。それぞれ課題、重点事業に取り組んで

成果も出ておりますが、課題等も見受けられます。課題等については次年度の計画に活かしていき

たいと考えております。課題については次の議題、事業計画のほうに掲載しておりますので、計画

の中でまた改めてご説明させていただきたいと考えております。私のほうからは、議題（1）の事

業報告については以上となります。 

（会長） 

   はい、分かりやすい説明ありがとうございました。ただいま事務局のほうから平成 30年度事業

報告について説明がありました。何かご意見やご質問、ございませんでしょうか。中部地域は非常

に良く、特に佐賀市はよくやっていると思われたと思いますけれども。頑張り過ぎない、というこ

とでしょうか。非常に大変だと思いますけれども。 

（委員） 

たぶん皆さんが文句を言われないぐらい各支援センター頑張っていると思います。よろしくお願

いします。 

（会長） 

   委員の皆さんも分かっていただけたかと思います。何かご意見、ご質問ございませんでしょうか。 

（委員） 

   はい。 

（会長） 

   はい、どうぞ。 

（委員） 

   ちょっと 30 年度の件と趣旨が変わるんですけれども。30年度の事業報告の中で 6ページ、7ペ

ージに来庁というグラフがあるんですけれども、これに関連しまして、全体的に各包括支援センタ

ーの来庁、来所で相談に来られた件数っていうのは把握されてるんかなと思って。これは認知症の

件と生活支援コーディネーターの件と、管轄のデータだと思うんですけれども、それ以外の、例え

ば全体的に来庁が何件位あったとかは摑んでらっしゃるんでしょうか。もし、摑んでらっしゃらな

いようでしたら、今年度から摑んで頂いてですね。訪問することはここに出ていますけれども、来

庁された方の件数は相対的に摑めてないものですから、ちょっと摑んでみたいなと思ったものです

から。以上です。 

（会長） 

   はい、ありがとうございます。事務局、わかりますか。 

（事務局） 

   はい。ご意見、ご質問ありがとうございます。これまで総合相談等で各包括受けていました相談

に関しまして、そこそこで包括でまとめている数字はあるかもしれませんが、全体的にどこでの相
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談だった、来庁だった、電話だったというふうに分けて報告してくださいという様式ではありませ

んでしたので、30年度まではそういった分類に集計は出来ておりません。佐賀中部広域連合でも令

和元年度から統一した実績報告様式見直しとなりましたので、令和元年度からはそういった電話に

よるものか、来庁によるものかといった相談の対応の方法というところでの集計も求めております

ので、そういったところは令和元年度からは出せるかと思います。ありがとうございます。 

（会長） 

   よろしいでしょうか。 

（委員） 

   はい。 

（会長） 

   他、はいどうぞ。 

（委員） 

   お疲れ様です。地域ケア会議の開催が 4ページですけれど。毎年見ていると開催回数が上がって

きていてとても素晴らしいなと思っているんですけれど。この中で地域課題を出していくというと

ころでは、今特に挙がってきているものとか、また、挙がってきた課題をどういうふうに政策に持

っていくというようなところはされているかどうかを、ちょっとお聞きしたいと思います。 

（会長） 

   代表的な課題でも良いですけれども、何か。 

（事務局） 

   各おたっしゃ本舗からいろいろ報告を受けておりますけれども、やっぱり生活支援に関する課題

が多く挙げられております。買い物に行く店がない、近くにないとか、手段がないとかですね。後、

病院等含めて移動手段、交通アクセスがないといった日常生活に関する困り事というのが多く出て

きております。これらの課題については地域でできることもありますし、行政で対策を考えていく

べき課題等もありますので、そういった仕分けをしながら今後施策に活かして、何らかの形で少し

でも活かせる方向に持っていきたいなと考えております。 

（会長） 

   はい、ありがとうございます。何か他に皆様からありますでしょうか。（意見なし） 

   また、最後にお受けしたいと思いますので。②の計画について事務局から説明をお願いいたしま

す。 

（事務局） 

高齢福祉課参事兼地域包括支援係長の直塚と申します。どうぞよろしくお願いいたします。   

資料 13 ページからお願いいたします。令和元年度の地域包括支援センター事業計画について説明

をさせていただきます。資料の 13ページの所は、平成 30年度におたっしゃ本舗の活動等を通して

出てきました主な課題ということで、5 つ挙げております。5 つの課題に対しまして、主な対策と

それに対しての関連事業ということで表にしてまとめております。説明を少し加えさせていただき

ます。課題の 1つ目は、複合的な問題を抱えたケースの増加ということです。高齢者世帯の中で障

がいのある子どもさんやお孫さんとの同居とか、生活困窮、アルコール問題等、何らかの支援の必

要のある複合的な問題を抱えられているケースが多くなっております。対策としましては、関係機

関とのスムーズな連携と日頃からの関係づくり、対応力の向上等が挙げられます。また、対応に苦



6 

 

慮する地域のケアマネージャーへの後方支援ということも、地域包括支援センターの役割として今

後さらに必要になってくると考えます。2 つ目が生活全般に支援が必要な、認知症のある独居高齢

者の増加ということです。認知症が多少あってもお世話してくださる家族がいらっしゃったら、表

面に問題が出てくることなく何とか生活できていっても、ご家族の入院とか死亡等でお世話する人

がいらっしゃらなくなったことで急に問題が浮上し、生活全般に対しての支援が必要となるケース

も増えてきております。対策としましては、関係機関との連携の強化、認知症初期集中支援チーム

との連携、また、地域の人たちに認知症に関しての理解を深めてもらいながら、見守りや支え合い

の体制づくりを強化していく必要があると思います。課題の 3つ目が、経済面や介護力低下から困

難事例や虐待事案が発生している、という点です。世間でも 8050 問題やひきこもり等いわれてお

りますが、虐待につながるような深刻なケースも増えてきております。対策としましては、日頃か

ら関係部署や関係機関がお互いの役割を理解した上で、必要時はより綿密な連携を行う必要があり

ます。合わせて養護者への支援体制の強化も必要になってくると思います。課題の 4つ目が、自立

支援の視点の不足ということです。要支援者のケアマネジメントにおいても、ヘルパー派遣やディ

サービスの利用等、そういったサービスの利用が継続して定着する形になってしまい、介護保険の

理念である自立した生活に向けての支援という視点が忘れがちになることがあります。対策としま

しては、今後も自立支援型の地域ケア会議でリハビリ専門職等のアドバイスを受け、ケアマネジメ

ント力の向上を図るとともに、ご本人の意欲と力を引き出せるような自立に向けた支援が必要です。

また、生活習慣病の重症化予防の視点からも、介護予防ということついても働きかけていく必要が

あると思います。最後の課題の 5 つ目が、高齢者のつどいの場の不足ということが挙げられます。

介護予防に関心を持ち、実践する人を増やしていくことが大切ですが、そのためには通いの場が必

要です。資料の 8ページの所でも住民主体の通いの場の設置状況をお伝えしましたが、まだまだ身

近な場所での通いの場が不足している状況です。対策としましては、自主グループ立ち上げのため

の集まる場所の確保、お世話人の育成、継続のための支援が必要です。以上、5 つの課題と課題に

対する対策となっております。このような点を踏まえまして、資料の 14 ページの所では令和元年

度の佐賀市地域包括支援センターの事業計画ということで挙げさせてもらっております。各おたっ

しゃ本舗の活動が高齢者の安心できる暮らしの実現のためのより質の高い支援につながるように、

佐賀市としても年間を通して研修や会議、情報交換の場等を作ってきたいと思っております。令和

元年度特に力を入れたい点は、他機関との日頃からの関係づくりと連携の強化というところです。

計画の中では 6番の 3職種会議、この中の保健師会議の中で県の精神保健福祉センターとの研修会

の開催等も計画をしております。また、一番最後の所の 13 番の目的別研修としまして、自立支援

センターとか障がい福祉課、その他関係機関との意見交換や事例検討の場等を持ちたいと考えてお

ります。また、佐賀市福祉まるごと相談窓口等の部署でも他機関連携のための体制づくりを推進し

ておりますので、そういった部署とも連携をしながら調整し、実施していきたいと考えております。 

資料の 15ページから 18ページまでの所は、各おたっしゃ本舗から佐賀中部広域連合に提出され

ている、令和元年度の重点業務に関する計画を挙げております。包括的支援事業の 4つの中では総

合相談支援業務と包括的・継続的ケアマネジメント業務を重点目標に挙げている所が多かったよう

です。また、社会保障充実分の 2 事業の中では生活支援コーディネーター業務を挙げた所が 12 か

所と多かったようです。重点目標達成のために、それぞれのおたっしゃ本舗でも計画的に取り組ん

でいきたいと思っております。令和元年度の事業計画については以上となります。よろしくお願い
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いたします。 

（会長） 

はい、ありがとうございました。課題分析をされて、それに向けての新たな取組が事業に組まれ

ているかと思います。何か委員の皆様からご意見、ご質問はございませんでしょうか。 

よろしいでしょうか。せっかくの機会でございますので。 

（委員） 

   じゃあ、いいですか。 

（会長） 

   はい、どうぞ。 

（委員） 

   13ページの第 3項、経済面や介護力低下からの困難事例云々とありますけれども、民生委員の

経験上ですね。昭栄地区はご存知のように日新、新栄、嘉瀬と 3つの小学校が重なって昭栄になっ

ているんですけれども。その 3校区の困難事例検討会というのを年 1回、これ確か 9月か 10月や

ったと思いますけれども。当然高齢福祉課の方からも参加していただいたことがあったと思います

し。困難事例の検討を各校区から 1件ずつ毎年報告をさせていただいているような状況が 17、8年

続いているんじゃないでしょうか。他の所はこういうことをされているということを、私が民生委

員を 3年前までやっている時には聞かなかったんですよね。で、他の校区でもこういう民生委員と

共有するという形の困難事例検討会を、高齢福祉課が主体になるのか、福祉総務課が主体になるの

かは別にしまして、今日大城部長が来られていますので、保健福祉部としてそういう働きかけを各

校区にしていただいたらですね。何れにしましても、高齢者の虐待云々から高齢者の実態把握とい

うのは民生委員が一番良く知っているものですから、そういう方向に持っていっていただくという

のも一つの方法じゃないかなって、私はずっと考えております。先ほど言いましたように、昭栄校

区ではもう 20年近くやってきていますので、一つの良い例として。今日ここに来られている昭栄

さんなんかずっとよくご存知かと思いますし、高齢福祉課の方もそういうことはご存知かと思いま

すので。そういうことも共有していただくということも、虐待防止の一つの方法ではないかなと考

えていますので、できればご検討の方をお願いしたいなと思っております。 

（委員） 

   関連よろしいでしょうか。民生委員の立場からよろしいでしょうか。 

（会長） 

   はい。 

（委員） 

   私、民生委員の地区の会長をやっております。今おっしゃったことは素晴らしいことで、私の所

も他の校区も実は結構やっております。昭栄は 3民生地区が一緒になってやってらっしゃるけれど

も、結構 2地区で、2校区で一緒になって年 1回、困難事例研修。それがまた子どもの虐待である

場合もあるし、また高齢者のこの 8050問題の件でもあるし、認知症の件でもあるし。課題を設け

てやってらっしゃる校区は実は多くございます。高木瀬では、必ず市の方からとか、おたっしゃ本

舗さんにもたまには来てもらったりとしながら、年に 1、2回困難事例研修というのをやっており

まして、今度若楠校区と一緒に困難事例の研修を 10月に計画を練っておりまして、そこでまたや

るようにしております。確かにさっきおっしゃったとおり、民生委員が切実で、特に認知症が本当
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に目に見えて増えてこられておりまして、そういう方、特にお一人暮らしの場合はどうするかとか

ですね。それから高齢者になられてのひきこもりの問題とか、いろんな課題を抱えて、本当に私た

ちだけではどうにも出来ないんですけれども、話し合いをしながらどうにかより良き方向にしてい

けるかなという思いで、皆も取り組んでいるところなんです。全ておたっしゃ本舗さんがしっかり

関わって相談に乗っていただきながらの、今民生委員の動きでございまして。おたっしゃ本舗さん、

包括支援センター、大変ありがたい存在で、頑張っていただいておりますので助かっております。

以上でございます。 

（会長） 

   はい、ありがとうございます。本当に、民生委員活動からつながる理想的な形ではないかと思い

ますので。おそらく他の校区もやられている所は多いのではないかと思いますけれども。今後とも

引き続き連携を図っていただければというふうに思います。他に委員の皆様から何かご意見、ご質

問ございませんでしょうか。（意見なし） 

また、後でお聞きしたいと思いますので。続きまして③の高齢福祉課の関連事業について、事務

局説明お願いいたします。 

（事務局） 

高齢福祉課の関連事業ということで説明をさせていただきます。高齢福祉課、川﨑と申します。

よろしくお願いいたします。 

資料 19ページをご覧ください。介護予防・日常生活支援総合事業についてご説明をいたします。

上の方です。一般介護予防事業についてですが、1 番のセンター版元気アップ教室から 3 番の街な

か元気アップ教室、これについては運動機能向上に向けた教室となっております。また、4 番の脳

いきいき健康塾から 6番の脳若教室、これは認知症予防に向けた教室となっております。事業のメ

ニューにつきましては、平成 30 年度と令和元年度での変更はございません。また、今年度の教室

については昨年度の利用申込み状況、今年度の各地域の教室の立ち上げの意向等を踏まえまして教

室数を決めているところでございます。事業によっては、昨年度から教室数を減らしているものも

ございます。一方、自主教室の数につきましては、地域包括支援センターの支援によるところも大

きくございまして、昨年度と比べまして元気アップ教室、音楽サロンの教室が約 20 団体増加をし

ているところでございます。高齢福祉課の方では、介護予防に取り組むきっかけを行政の方がつく

りまして、継続については地域等で自主的に取り組んでいただきたいと考えているところです。自

主化した団体が増えたということにつきましては、地域での介護予防の取組が拡大しているものと

捉えているところです。一番下の段、介護予防生活支援サービス事業の通所型サービス事業につい

てです。佐賀市では、短期集中の通所事業であります通所 C 事業を平成 30 年 10 月から実施をし

ております。利用実績につきましては、平成 30 年度は 4名、今年度は 6月末現在で 3名の利用と

なっております。この事業はサービス終了後に、地域の通いの場等でこのサービスによって改善し

た身体機能を維持していただくということを目的としております。従いまして、対象となる方はあ

る程度限られてまいりますので、利用者が大幅に増えるものではないというふうには考えておりま

す。今後、地域包括支援センターの方ともこの事業の対象者のイメージを共有しながら、今後のサ

ービスの利用につなげていきたいと考えております。 

続きまして 20 ページをご覧ください。生活・介護支援サポーター事業についてです。生活・介

護支援サポーター事業につきましては、サポーターの登録者数や各地域包括支援センターで実施さ
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れましたフォローアップ研修の実施状況について載せております。昨年度、生活・介護支援サポー

ターの養成研修をけやき荘さん、そして徐福の里さんにご協力をいただきまして、2 か所で開催を

いたしまして 32 人の受講がございました。昨年度末時点のサポーターの登録者数は、224 人とな

っております。各地域包括支援センターにおきましても、フォローアップ研修を開催していただき

ながら、サポーターをフォローしていただいているところでございます。サポーターの活動としま

して、実績として把握しております内容は、サロンやカフェ等のお世話、介護予防教室でのサポー

ト、ゴミ出し、見守り等の生活支援等の活動をしていただいているところでございます。サポータ

ー事業については以上です。 

続きまして、資料の 21ページ、22ページの所をお願いいたします。高齢者見守りネットワーク

事業について挙げております。認知症の方を含む高齢者にやさしい地域づくりの一環ということで

実施をしております。平成 31 年 3 月末現在の登録事業者数は 1,083 事業者です。各おたっしゃ本

舗の職員が、地域の店舗等を回り新規登録を呼びかけております。平成 30年度は 39件の新規登録

をいただいております。おたっしゃ本舗の活動といたしましては新規登録の呼びかけの他、登録済

の事業者を再度訪問させてもらい、日頃から定期的に研修会やネットワーク会議を開催するといっ

たようなことで連携を強化しているおたっしゃ本舗もございます。毎年、地域の皆様より年間 500

件以上の気になる高齢者の情報をおたっしゃ本舗に頂いております。資料 22 ページの所です。平

成 30年度も 552件の連絡をいただきました。連絡元の内訳としましては、民生委員さんからが 205

件と一番多くなっております。続いて医療機関の 128件の連絡というのもあります。その他の所が

145件となっておりますが、その他ということでは、その一番上の表の一番下の所に※印で挙げて

おります。近隣住民、自治会とか近隣の皆さんから 53件ほど頂きました。次の個人商店さんは 13

件、警察署、交番からの連絡が 16件、行政機関等が 59件というふうに、その他の中ではなってお

ります。日頃から高齢者をさりげなく見守り、支えてくださる方々は、高齢者が安心して暮らし続

けるための貴重な社会資源ですので、今後も新規登録やネットワークづくりのための活動をしてい

きたいと考えております。高齢福祉課の関連事業については以上となります。よろしくお願いいた

します。 

（会長） 

はい、ありがとうございました。関連事業についても非常に成果を挙げているんじゃないかと思

われます。何か委員の皆様からご意見、ご質問はございませんでしょうか。あまりにも説明が上手

すぎて、疑問点が無いような、非常に分かりやすい説明ありがとうございます。それでは前段の運

営委員会の方は終わらせていただきます。 

続きまして、認知症初期集中支援チームの検討委員会を兼ねておりますので、議題（2）の認知

症初期集中支援チーム検討委員会の方に移らせていただきます。事務局、説明をお願いいたします。 

（事務局） 

 それではここからは認知症初期集中支援チームについてご協議をお願いいたします。資料が 23

ページからとなります。認知症初期集中支援チームの設置の目的は、認知症の人やその家族に対す

る支援を包括的、集中的に行うことで、認知症の人やその家族が可能な限り住み慣れた地域で生活

を続けることが出来るようにするためのものです。認知症総合支援事業として、国が平成 30 年度

には全市町村に設置することと定めております。全国で、もうほぼ全ての市町村で設置されている

ようです。佐賀市では平成 28 年 9 月から設置をしております。チーム員としましては、専門の医



10 

 

師と作業療法士、管理栄養士、社会福祉士で構成されております。資料の 23 ページの所に初期支

援チームの支援の流れを示しております。間単に流れを説明させていただきます。認知症に関する

相談対応は、まず各おたっしゃ本舗で行っております。この中で医療や介護に結びつけるのが難し

い、医療に結びついてはいるが症状が顕著で対応に苦慮している等、初期支援チームの支援の対象

となると思われる方がいらっしゃった時には、おたっしゃ本舗からチーム員に要請があり、（1）の

所の初期集中の受付ということになります。（2）のおたっしゃ本舗とチーム員により初回訪問を行

います。訪問後は（3）の所のチーム内検討会議ということで、その事案がチームの対象となるか

どうかということを判断します。チームによる支援が必要と判断した場合は、（4）の所に進みます。

まず、チーム員会議というところに切り替えまして、その後のチームの対応方針等を検討します。

その後支援を開始する流れとなります。医療や介護に上手くつながるように、概ね最長 6か月間で

チームによる支援を行います。戻りまして、（3）の所で矢印の右側の所、チームの支援なしと判断

された場合、例えば認知症というより精神疾患によるものということでチームの対象ではないとい

うような時もあります。そういったときは専門医等のチーム員がおりますので、その後のおたっし

ゃ本舗の支援の助言等を行っております。続きまして（5）の所ですね、支援が最長 6 か月間以内

で修了した場合、その終了後は担当のおたっしゃ本舗に引き継ぎます。引継ぎ後は、概ね 2か月後

に（6）モニタリングということで行います。必要な医療や介護が継続出来ているか、また別の問

題や課題が発生していないか等その後の経過を確認していきます。 

次の 24 ページの所をお願いいたします。チーム員・包括定例会議についてです。チーム員とお

たっしゃ本舗と認知症地域支援推進員で月 1 回定例会議として開催をしております。23 ページの

所の初期支援チームの対応の流れの中の、チームで案件を検討するような場面にも認知症地域支援

推進員が一緒に入ってもらっております。そういった中でお互いが協議の内容を共有でき、おたっ

しゃ本舗と支援チームの連携がよりとりやすくなるようにということで、同時に開催をしておりま

す。合わせまして、おたっしゃ本舗が担当する困難事例等の事例検討会もこの中で行うことで、支

援チームの専門職からのアドバイス等も得られますので、認知症地域支援推進員のレベルアップと

いうことにもつながるかと思います。令和元年度も引き続き、月 1回の定例会議ということで開催

をしていきたいと思っております。 

続きまして、資料の 25 ページ、26 ページの所をお願いいたします。こちらは平成 28 年 9 月か

ら平成 30 年度 3 月末までの認知症初期集中支援チームの活動状況をまとめてみましたので、報告

をさせていただきます。認知症の方への相談対応は、各おたっしゃ本舗の通常業務の中で年間では

延べだいたい 1,700件程度対応しております。おたっしゃ本舗で 1,700件程度の支援を行っており

ますので、支援チームへ上がってくる件数はそれほど多くはありません。それでも年々少しずつ対

応件数が増えてきております。おたっしゃ本舗から初期支援チームへの相談件数は、3 年間の合計

で 27件です。そのうち、初期支援チームで支援を行った実際のケースは 21件でした。その状況を

まとめてみました。表 1 のところでは対象者の男女別ということで、女性が 13 人と多くなってお

ります。年齢別では 85 歳以上が 9 人と全体の半数近くを占めています。表 3 の所では対象者の把

握ルートということで、家族からの相談が 9人で約 4割を占めております。次いで多いのが地域住

民の方からの連絡ということになっております。まず、各おたっしゃ本舗に相談がありまして、対

応がスタートしております。次の 4番のところでは、介入時の医療機関の受診状況ということでま

とめております。何れの医療機関にも受診していなかったという方が 10 人と約半数を占めており
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ます。次いで、認知症以外で受診があった方が 5人となっており、認知症での受診をしていなかっ

た人いうのが全体の約 8割以上となっております。 

26 ページの所の 5 になります。対象者の区分としましては、臨床診断を受けていないという方

が 13 人と最も多くなっております。次いで、介護サービスが必要であるが結びついていないとい

う方が 5 人でした。6 の所の初期支援チームの訪問回数という所では、1 から 5 回で終了した人が

11 人と最も多く、次いで 6 回から 10 回の訪問で終了となった方が 7 人でした。7 のチームの支援

期間という所では、31日から 60日間が 9人と最も多く、次いで 61日から 90日の 6人ということ

になっております。続きまして、8 の医療・介護の導入に関しては医療と介護保険の両方にチーム

の介入でつながったという方が 9人ですね、医療機関につながったケースは 8人、介護保険につな

がったケースが 3 人ということで、チームが集中的に関わることで全体の 95％の方が医療や介護

保険に無事つなぐことが出来ておりました。つながらなかった方につきましては 1人だったんです

けれども、この方は支援の途中で亡くなられた方ということになりました。チームの支援終了後は

担当包括に引き継いで、概ね 2か月後にモニタリングを行うことで、医療や介護が継続できている

か、他の課題が発生していないか等の確認を行っています。チームが早期に介入することで早期か

ら適切な医療と介護を受けることができれば、在宅で生活できる期間をできるだけ延ばすことがで

きますので、そういう面からも早期の介入が大切と思われます。先に説明しましたように、認知症

の方への相談対応は、まず各おたっしゃ本舗が通常業務ということで関わっております。おたっし

ゃ本舗が関わることで多くのケースが医療や介護等にも結びついているようです。チームに上がっ

てくるケースが割と少ないんですけれども、ケースが少ないのはおたっしゃ本舗が対応することで

適切な対応とか支援につながっているということともなりますので、初期支援チームで扱う件数が

少ないことがそのまま周知や連携不足という評価にはならないかとは思いますが、ただ、支援チー

ムにつないだほうが望ましかったというケースが、連携不足等でつながらなかったということは避

けなければならないかと思っております。以前行った各おたっしゃ本舗へのアンケートで、これま

でに初期支援チームに事案を提出していなかったおたっしゃ本舗からの意見としましては、チーム

につないでもまた戻ってくるというような意見とか、どのようなケースがチームの対象になるか分

からなかったといったような意見、このくらいのケースでつないで良いものかと思い遠慮したとい

うような意見等もありました。また、日頃から、おたっしゃ本舗が推進しております地域のネット

ワークの中で、医療の先生方にも相談できる体制ができているので、チームに依頼することもなく

地域内の連携で適切な支援につながっているといったような意見もありました。支援チームにつな

いだ方が良かったケースが、理解や連携不足で支援チームにつながらなかったということがないよ

うに、今後も支援チームと認知症地域支援推進員が、毎月 1回の定例会でチームが扱う事案の情報

を共有する等、今後もチームへの理解を深める等、気軽に相談しやすい連携をしやすい体制をとっ

ていきたいと思っております。以上で、認知症初期集中支援チームに関する報告を終わります。よ

ろしくお願いいたします。 

（会長） 

はい、ありがとうございました。これも非常に必要なケースが全てサービスにつながっています

し、先ほど説明でもありましたように、佐賀の場合は結構おたっしゃ本舗内で医師と連携して解決

している部分も多いんじゃないかなという感じがしています。今年度、特に佐賀校区が急増した原
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因が何かありますか。何か少し活発につなげようとした意図があるのかどうか。平成 30年度が倍

増していますけれど、殆ど佐賀校区ですよね。 

（事務局） 

30年度 15件中 10件が佐賀ということで実績が上がっておりますが、まあ佐賀が連携しやすか

ったということもあったかと思いますが、割と早い段階から初期支援チームにつなぐことでより成

果が出るのだろうという前提の元に、早めにチームと連携をつないでいたという状況でもありまし

たので、実績としましては 10件ということで上がっております。チームにつないだことによって、

割と早めに解決につながったというケースもございましたので。やはり早い段階からの関わりとい

うことが大切ということも見えてきたところです。 

（会長） 

はい、ありがとうございます。まあ、佐賀がこれだけ出しているので、他のおたっしゃ本舗も遠

慮せずに、これぐらいでも出していいということがあるかと思いますので、遠慮せずに、躊躇せず

につなげていただきたいと思います。 

他、委員の皆様から何かご意見やご質問ございませんでしょうか。（意見なし） 

認知症支援チームについてはよろしいでしょうか。それでは全体を通して、何かご意見、ご質問

ございませんでしょうか。（1）から（2）、初期集中支援チームまでを通して。医療側から見て何か

おたっしゃ本舗にありますか。 

（委員） 

   質問なんですけれども、26ページの表の 5の所で、認知症の臨床診断を受けていないというの

が 13人と。この中で受診している人は精神科病院に行っているのか、それとも内科とか一般外科

に行っているのかとか。そこの所はわかりますか。精神科じゃなくても、今一般内科の医者も認知

症の診断の訓練、トレーニングを受けているから普通なら分かるんですよ。だから、その対象者が

どういう病院に行かれたかという所はわかりますか。 

（事務局） 

   臨床診断を受けてらっしゃらない 13人につきましては、医療そのものを受けてらっしゃらなか

った。もちろん診断も受けてらっしゃらないということです。医療に結びついていなかったという

事例です。 

（会長） 

   安心しましたですね、はい。佐賀市医師会の先生がきちんと診断してくださっているということ

ですね。まあ、まずは受診してもらわないとですね。他、委員の皆様から何かございませんでしょ

うか。よろしいでしょうか。おたっしゃ本舗の代表ということで。 

（委員） 

   現場の人が一番詳しいと思いますし。私自身のことではカウントの仕方にバラつきがあるって。

なるほど、私の所なんですけど、何にも来所者が無かったと。支援センターはちゃんと構えてます

のに無かったのかなとか。ちょっと内部のことで私ショックを受けておりまして。だいたい成績表

ですから、今後気を付けていきたいと思っております。ちょっと代表じゃない挨拶でごめんなさい。

どこでも頑張っていらっしゃると思います。 

（会長） 
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   そうですね、考え方とか様式の統一は再度また、お願いしたいと思います。それでは、はい、ど

うぞ。 

（事務局） 

   すみません、先ほどの来庁者ゼロとなっている分は、この表の分自体が認知症地域支援推進員さ

んとしての活動の分のみをまとめたものですので、他の方が対応してくださった分とかはもちろん、

来庁の方もあるかと思いますので。そういったところで少し関わった方が違ってたりですね。 

（会長） 

   はい、ありがとうございます。他にご意見ございませんでしょうか。ちょっと予定の時刻より早

いですけれども、特に無いようであれば以上をもちまして会議の方、閉じさせていただきたいと思

います。事務局にお返しします。 

（事務局） 

会長、ありがとうございました。それでは、3番その他につきましては、事務局からは特にござ

いません。委員の皆様から何か連絡等ございますでしょうか。（意見なし）無ければ、本日は熱心

にご審議いただきまして、ありがとうございました。次回は、来年の 2月頃を予定しております。

それではこれをもちまして、令和元年度第 1回佐賀市地域包括支援センター運営委員会を終了いた

します。皆様どうぞお気をつけてお帰りください。ありがとうございました。 


