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令和 3 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 3 年 7 月 27 日（火）14：00～15：20 

○場所 佐賀市立図書館 2F 多目的ホール 

○出席者  池田敦子委員、牛島共子委員、江口賀子委員、江口佳徳委員、木下拓郎委員、 

  坂井沙織委員、鮫島隆晃委員、凌文子委員、田代千文委員、友安賀代子委員、 

  中里栄介委員、藤井正志委員、松本博委員、山下美保委員、吉原正博委員 

  事務局 

大城敬宏保健福祉部長 

高齢福祉課（伊東孝治課長、直塚朝香参事兼地域包括支援係長、川﨑浩課副課長兼介護予

防係長、副島直美主査、山口美恵主査、西坂紀香主査、伊佐真太主任） 

福祉総務課（森留美子保健福祉部副部長兼課長、坂井勝己参事兼副課長兼政策係長、福本

武志地域福祉係長） 

佐賀中部広域連合（千住勇夢給付課副課長兼包括支援係長） 

各地域包括支援センター（昭栄 松田智子管理者、城北 真﨑渉管理者、金泉 下岡睦管理者、

鍋島 江口和文管理者、諸富・蓮池 蒲原鈴代管理者、大和 原口健吾管理者、川副 松石礼

子管理者、東与賀 畑瀬恵美子管理者、久保田 田中健一管理者、佐賀 西坂紀香主査） 

○欠席者  髙津万亀代委員 

  各地域包括支援センター（城南、城東、城西、富士、三瀬） 

○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令和 2 年度地域包括支援センター事業報告 

  ②令和 3 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 

  ④その他 

 （2）佐賀市認知症初期集中支援チーム検討委員会 

 （3）佐賀市地域ケア推進会議 

 

（事務局） 

本日は大変お忙しい中、佐賀市地域包括支援センター運営委員会にご出席いただき、ありがとう

ございます。定刻となりましたので、令和 3 年度佐賀市地域包括支援センター運営委員会のほうを

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副島と申します。どうぞよろしくお願い

いたします。 

当委員会の委嘱状を皆様の机の上に置かせていただいております。また、委員名簿に関しまして

は、事前にお送りをさせていただいた会議資料に添付をさせていただいたとおりとなります。 

本日は高津委員の欠席のご連絡をいただいております。 

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。今日はお暑い中、またお忙しい中、



2 

 

この委員会にお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。また、皆様方には日頃から、

佐賀市の保健福祉行政にお力添えをいただきまして、大変感謝をしているところでございます。 

ここ数日はオリンピックの話題で、選手の技もそうですけれども、選手のコメントの 1 つ 1 つ重

みがあり感動しているところでございます。このような中で、コロナ感染とかワクチンの方が少し

隅に追いやられたかなという感じもちょっとしますが、実は福岡の方ではかなり感染者が増えてき

ておりまして、オリンピックが終わった後どうなるのか、第 5 波だとか、そういったところが心配

をされるところでございます。 

ワクチン対策ということで、今日お見えになっている吉原会長を初め、関係者の方に協力をいた

だいて、実際接種の現場で働いてもらっております。そのような中、佐賀市の高齢者の 1 回目の接

種率は 93％、昨日までですけども、2 回目が 82％ということで、全国的にも高い数字、上位に位

置づけているというようなことでございます。ただちょっと心配されるのがワクチンの供給という

ことで、これは本当に私も国に対して少々ありますが、なかなかワクチンが入ってこないという状

況になってきております。接種をしたいという方もいらっしゃるので、なるべくスムーズな形で、

関係者と協力しながら進めていきたいというふうに思っております。 

今日の会議については私よりも皆様方の方が詳しいので、詳しくは説明しませんけれども、佐賀

市のほうでも、地域包括ケアシステムを進めているところでございます。これも喫緊の課題として、

特におたっしゃ本舗の活動というのがキーになってくるというふうに思っております。 

ただですね、この地域の状況を見ますと、なかなか問題が複雑化や複合化してきておりまして、

いろいろ対応が難しくなってきております。そのような中で、1 つキーワードとなるのが、やはり

関係機関のネットワークというようなことで、お互いに連携を密にしながら、解決策を見つけてい

かなければいけないということになります。 

また、この地域包括ケアシステムを地域では、これをするためには、その土台となる地域の方々

の助け合いなど、その支え合いというのが必要になってきますので、この分にはですね、後ほど説

明があるかと思いますけれども、重層的支援体制の整備ということですね。こういったものは国の

制度で、話がちょっと難しいのですけれども、このネットワークを通じて、地域づくりに貢献して

いくというようなことになっております。今日、皆様方にお集まりいただきまして、いろんな専門

的、そして現場での意見をいただきまして、この制度をより完全な形にしていく、そしてまた、市

民の皆様の満足度を高めていくというようなことですね、よろしくお願いしたいと思います。私の

挨拶に代えさせていただきます。本日はよろしくお願いします。 

 

（事務局） 

議事に入ります前に資料の確認をさせていただきます。まず、郵送でお送りをさせていただいた

資料で、ホッチキス止めをしております、令和 3年度佐賀市地域包括支援センター運営委員会資料、

同じくホッチキス止めのもので重層的支援体制整備事業の実施に向けた検討とある資料。次に、佐

賀市地域包括支援センター運営委員会委員名簿、佐賀市地域包括支援センター運営委員会設置要綱

の 4 種類となります。また、今回お配りをいたしました資料で、運営委員会資料の 26 ページの差

し替えの資料、それと介護保険べんり帳、令和 3 年度高齢者福祉サービスのご案内、認知症ケアパ

ス、佐賀市あんしん見守り事前登録事業のチラシ、それから最後に安心ノート。この 6 種類となり

ます。ご不足のものがありましたら挙手のほうをお願いいたします。 

次に、佐賀市地域包括支援センター運営委員会の設置につきまして、高齢福祉課長の伊東よりご

説明申し上げます。 
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（課長） 

はい、高齢福祉課長の伊東です。よろしくお願いいたします。まずですね、設置についてご説明

いたします。お手元にあります、佐賀市地域包括支援センター運営委員会設置要綱をお願いします。

この第 1 条ですね、佐賀市地域包括支援センターの公正、中立性の確保及び円滑、且つ適正な運営

を図るために、本委員会を設置するものです。従って皆様に活動内容について、ご意見をいただく

場ということになっております。続きまして、第 3 条のですね、第 2 項ですね、委員の任期は、3

年とするとなっております。なので、皆さん任期が令和 6 年の 6 月 30 日までとなっております。

その間に、異動とかによって欠員が出た場合は、前任者の方から引き継いだ新しい方は残任期間と

なります。 

続きまして、本委員会の会長及び副会長の選任に移りたいと思います。これについては第 4 条で

すね、本委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により、これを定めるとなっております。会

長が会議の議長としての進行などをしていただくことになっております。一応互選となっておりま

すので、どなたか立候補いただける方がいらっしゃったら挙手のほうをお願いいたします。 

いらっしゃらないようですので、事務局からのですね、提案をさしていただいてもよろしいです

か。（委員同意有）はい、ありがとうございます。それでは、会長につきましては、前回が佐賀中

部保健福祉事務所の保健所長の古賀様にお願いいたしておりました。なので、引き続き同じく、保

健所長の中里委員に会長をお願いし、また副会長には、前回副会長をお願いしておりました、佐賀

市医師会会長の吉原委員にお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。（各委員拍手有）は

い、ありがとうございます。それではですね、会長は中里委員、副会長は吉原委員にお願いいたし

ます。中里委員、吉原委員、どうぞよろしくお願いいたします。中里委員、吉原委員にはですね、

会長、副会長席にお移りいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

（事務局） 

ここでお二方より、一言ご挨拶をいただきたいと思います。会長お願いいたします。 

 

（事務局） 

皆様こんにちは。ご紹介に与りました佐賀中部保健所長の中里です。私、この 4 月に佐賀に赴任

してきたんですけれども、昨年間約 500 件のコロナの患者さんが管内で出たんですが、4 月、5 月

でその同数が出まして、正直とても大変でした。6 月、少し落ちついていたんですけれども、また

最近、皆様ご承知のとおり、ボチボチ出だしてきていまして、今日も、高齢者の方で、余り詳細は

申し上げませんけれども、高齢者の方でワクチンを打っていない方がやっぱりちょっと重症化して

いたりということで、私は基本的にはワクチンに関して、ある程度その中立を守らなければいけな

いと、医学的に打てない方もいらっしゃいますので、中立な立場を取らなきゃいけないんですけれ

ど、そこはやっぱりぜひ打てる人は打ってほしいと。それがひいては感染拡大防止や、医療のひっ

迫を防ぐことにもつながりますので、ぜひワクチン対策をはじめ、これまで 1 年間続けられてきた

努力を、引き続き、皆がワクチンを打ってコロナがもっと落ち着くまで、引き続きやっていただけ

ればなというふうに思っております。 

本日、地域包括支援センターの運営委員会の会長を仰せつかりましたので、皆様どうぞよろしく

お願いいたします。 

 

（事務局） 
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ありがとうございました。続いて、副会長、お願いいたします。 

 

（副会長） 

ただいまご紹介いただきました、佐賀市医師会長の吉原でございます。引き続き、この会の副会

長を務めさせていただきます。先ほど大城部長からもありましたように、新型コロナワクチンに関

しましては、大城部長とは週に 2 回以上会っているんです。今夜も 6 時半からお会いいたしますけ

れども、とりわけ佐賀の方は開業医の先生方、また、大学、好生館の先生方のご協力があって、非

常に高い接種率になっております。当院も今日朝 30 例が打ちに来ましたし、またこの時間もまた

30 例やっています。ただ、大城部長も言われましたように、8 月に入ってからのワクチン供給が非

常に心配なんですけども、どうにか大城部長に頑張っていただいて、たくさん使えるワクチン確保

を期待しています。以上です。 

 

（事務局） 

ありがとうございました。本委員会は、1 時間半の 15 時 30 分までを予定しておりますので、委

員の皆様のご協力をお願いいたします。会議中、ご質問、ご意見がありましたら、マイクのほうを

お持ちいたします。お名前を言われてから、ご質問、ご意見をお願いいたします。 

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

いいたします。 

 

（会長） 

それでは改めましてよろしくお願いいたします。私はあまり滑舌が良くなくて、マスクをしてお

りますと余計に声が聞き取りにくいようですが、大丈夫ですか皆様。はい。それでは 15 時半まで

に終了できるように、皆様スムーズな進行にご協力いただきますようお願い申し上げます。 

まず、事務局から①令和 2年度地域包括支援センター事業報告について説明をお願いいたします。 

 

（事務局） 

はい、それではですね、私のほうから、令和 2 年度地域包括支援センター事業報告ということで、

私のほうからは 10 ページまでのほうをご説明いたします。すみません、座って説明させていただ

きます。 

ではまずですね、冊子の佐賀市地域包括支援センターの運営委員会の 1 ページをお願いいたしま

す。この 1 ページですが、令和 2 年度の地域包括支援センターの会議とか研修会等を実施した実績

が載っております。全体的に予定どおりは開催されたんですが、ただ、4 月、5 月を中心に、やっ

ぱりコロナの影響で出来なかった、中止といった研修会等もあります。これはもうコロナの影響で、

ある一定仕方ないのかなと思っております。その後、書面決議からですね、ちょうどこの会議です

ね、昨年度は地域包括支援センターの運営委員会は書面決議ということになりました。これが 1 番

上の 7 月の 31 日というところです。その後はヒアリングとか、リモートとかいうことで、研修会

等も工夫しながら、コロナ対策を工夫しながら、一応予定どおり実施できたということで報告いた

します。 

続きまして、2 ページをお願いいたします。2 ページには、地域包括支援センターの各包括の設

置状況等を載せております。だいたい大きな変更はないんですが、ただ、合計欄の佐賀市の人口は、

昨年度に比べて約 1,000 人、926 人減っておりますが、高齢者人口は、それに比べて 864 人も増え
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ております。高齢化率としては 28.6％ということで、0.5％ほど高齢化率は上がっております。毎

年、大体 0.5％ずつ上がっていって、令和 7 年度には 30％になるということで、そういう見込みが

あります。 

続きまして、次のページですね、3 ページをお願いいたします。3 ページには総合相談支援とい

うことで、相談の内容が載っております。相談の合計としましては、約 15,000 件。これは昨年度

に比べて 3,000 件ほど増えております。内容としましては、やはり電話の相談が 2,000 件ほど増え

ております。ここでちょっと気になる所はこの 3ページの表の 1番右ですね、認知症に関する相談、

2,100 件となっておりますが、これはですね、昨年は 1,500 件弱だったので、約 1.4 倍になってお

ります。その後、左側ですね、そのうち、複合的な課題を持つ世帯からの相談件数ですが、これも

昨年度は 235 件ということだったので、約 2.3 倍ということで、やっぱり今は家庭内で、高齢者の

みじゃなく、やっぱり家庭全体のことの相談が多くなったということで、この件数も上がったとい

うことで、これは特に 2.3 倍となっております。 

続きまして、次のページです。これは相談の内容のですね、権利擁護とか、総合相談の支援とか

いうことです。これについては大体、令和 2 年度は 1.3 倍ぐらいには増えております、全体的にで

すね。唯一減ったのが、介護予防、左から 3 番目ですね。介護予防に関することだけが減っており

ます。これは恐らく、コロナ等で介護予防にまでちょっと相談する余裕がなかったのかなと。介護

保険とかですね、少しは増えているんですが、介護予防に関しては、令和 2 年度は少し減ったとい

うことで、約 1,100 件から 800 件ほどに、300 件ほど減ったということになっております。 

はい、すみません。続きまして次のページをお願いします。5 ページはですね、上の表は研修の

概要です。これは、コロナで 1 回目主任介護支援専門員特に主任ケアマネさんの研修を 1 回出来な

かったということで、2 回目だけ実施しております。その下の表が、包括的・継続的マネジメント

支援ということで、地域包括支援センターからですね、地区の協議会とか、研修会とかに参加した

という件数なんですが、これについてはもう、まさにコロナの影響で研修会とか開かれなかったと

ころもありますので、1 番左が 933 件合計なっていますが、昨年度が 1,300 件弱あったので、これ

が 3 割ぐらい減ったということで、これについてはですね、地区の会合とか研修はコロナの影響で

減ったということなので、ある程度もこれは仕方ないのかなと思っております。その他、介護支援

専門員からの相談とか、出前講座、通いの場等ありますが、軒並み 2 割から 3 割減っております。 

続きまして、6 ページをお願いいたします。6 ページには指定介護予防支援・介護予防ケアマネ

ジメントということで、各包括が介護予防のマネジメントをした件数になっております。これにつ

いてはコロナの中でもやはり、介護の必要な方っていうのは出てきますので、微増ということで、

前年度に比べて少し、実は増えていますが、大きく数字は変わっていません。これはもうコロナに

関係なく、実際の介護予防についてはですね、随時対応したのかなと思っております。 

すみません、ちょっと急ぎですけど最後に、7 ページから 10 ページをお願いいたします。この

内容は、各包括が令和 2 年度に目標を決めた分ですね。上に書いてあるように、介護予防ケアマネ

ジメント、総合相談支援、権利擁護、包括的継続的ケアマネジメントの 4 つの中から、包括毎で 1

つ目標を選んで、それに対してどう活動したかというのが、上のほうです。下のほうが、生活支援

コーディネーターと認知症地域支援の 2 つから選んだということで、それぞれ目標を立てて、毎年

活動をしているんですが、まさにこれについても、要は、その地域に出向いて、課題を掘り起こし

て、その課題に対してどう対応したかというふうな活動が主なんですが、殆どがですね、やはりコ

ロナの影響ということを書いてあります。自主グループとかサロン自体がもう休止しているという

ことで、実際その地域に出る機会がなかったと。まあ、昨年度はですね、コロナもすごく解明され
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ていない時だったので、やっぱり無理してもいけないということで、全体的に、コロナの影響で活

動が思ったよりも出来なかったという報告になっております。ただ、これについては後半の方に、

何とか、また再開したところについては、こまめな参加をして話を聞いたという事例もありますの

で、これについては、今ある一定の評価ができるのかなと。コロナに対してですね、対策を立てな

がらも頑張っているところが見えますので、ここら辺の対応については、1 つ 1 つは説明をしませ

んが、後で読んでください。令和 2 年度の実績については、以上となります。 

 

（会長） 

   はい、ご説明ありがとうございました。令和 2 年度の事業について様々な事業をなされる中で、

また、昨年度は特に、コロナで苦労しながら試行錯誤を重ねながら、様々な事業に取り組まれたこ

とがご紹介されました。この活動内容について、ご意見ご質問などがある方は挙手をお願いいたし

ます。また、マイクをお持ちしますので、お名前を言われてから、ご意見、ご発言をお願いいたし

ます。（意見なし）よろしいでしょうか。また最後に一括して全体を通しての質問の時間を持って

いただきますので、それでは時間の関係で、先に進めたいと思います。それでは②令和 3 年度事業

計画について、事務局からご説明をお願いいたします。 

 

（事務局） 

皆様こんにちは。佐賀市高齢福祉課参事の直塚と申します。よろしくお願いいたします。座って

説明させていただきます。 

私からは 11 ページからをお願いいたします。11 ページは、これまでのおたっしゃ本舗の活動を

通して出てきました、地域包括支援センターの課題を 3 つ挙げております。1 つ目の課題としまし

て、複合的な問題を抱えた、対応に苦慮するケースの増加ということです。高齢者の問題のほかに、

世帯の中に、障がいや子育て、貧困等、複合的な課題を持つ世帯が増加し、おたっしゃ本舗だけで

は解決出来ない困難なケースが増えてきております。対策としましては、関係機関等とのスムーズ

な連携と、日頃からの関係づくりや、対応力向上のための研修や意見交換、介護支援専門員の後方

支援の強化等が必要です。令和 3 年度も地域ケア会議や各種研修会等を開催していきます。2 つ目

の課題としまして、生活全般に支援が必要な認知症のある高齢者の増加ということです。独居や高

齢者のみの世帯も多くなり、お世話ができる家族が近くにいない中で、生活全般に支援が必要な認

知症高齢者が増えてきております。対策としましては、認知症に対する地域の方の理解を高めるこ

と、認知症の方、その家族が安心して過ごせる環境づくり、認知症初期集中支援チームとの連携、

地域での見守り体制の推進、成年後見制度の周知、啓発等が必要となります。令和 3 年度も個別の

対応と合わせまして、地域の中での理解の推進や認知症の方を支える体制づくり、権利擁護等の分

にも取り組んでいきたいと思っております。3 つ目の課題が、養護者の経済面や介護力の低さから

の虐待事案の発生ということです。8050 問題とも言われますように、親が認知症や介護状態とな

り、親の介護の仕方がわからず、ネグレクトや暴力につながったり、生活費の節約のために介護サ

ービスを受けさせない、入所費用が払えないなどの経済的な虐待につながるケースも出てきており

ます。対応率向上のために、虐待ケース検討会や、介護支援専門員と連携した虐待防止や養護者支

援の強化ということに取り組んでいきたいと思っております。 

これらを踏まえまして、資料の 12 ページのところになりますが、令和 3 年度の地域包括支援セ

ンター会議・研修等の計画を立てております。本日 7 月 27 日に、1 番の地域包括支援センター運

営委員会と合わせまして、2 番目の認知症初期集中支援チーム検討委員会、3 番の地域ケア推進会
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議を開催させていただきます。なお運営委員会につきましては、年 1 回の開催を予定しております

が、もし協議事項等で必要がある場合は、臨時的に開催をさせていただきます。以下、日程の決定

しているものは、日付を入れております。年間を通して、職種別の研修会や目的別研修会等を開催

することで、各センター間の情報の共有や職員のレベルアップ等を図り、センターのよりスムーズ

な運営を目指していきたいと思っております。 

続きまして、13 ページから 16 ページにかけましては、令和 3 年度のおたっしゃ本舗の重点業務

に関する計画を挙げております。令和 3 年度の重点業務につきましても、おたっしゃ本舗毎に包括

的支援事業の 4 事業と社会保障充実分委託事業の 2 事業から、それぞれ 1 つずつの業務を重点業務

として選択し、その業務に対する計画を年度当初に立てております。重点項目の具体的な取組の概

要として上がっているものを幾つか挙げてみますと、総合相談支援の部分では、他機関の連携会議

に参加する、また、各職種の専門分野の情報共有を行い、対応力を向上させる、インフォーマルな

部分からのアプローチを図る、といった点が出ておりました。権利擁護に関しましては、地域に潜

在するニーズを把握する、早い段階から制度利用の活用ができるような働きかけをする、地域共生

の視点での権利擁護支援を検討し、合わせて広報周知活動をする、といったことが出ておりました。

包括的・継続的ケアマネジメントでは、小地域のニーズを集約し、地域で意見交換をするといった

こと等。また、介護予防ケアマネジメントでは、フレイルチェックを含めた健診の受診勧奨をする

ということ、状況に応じて適切なサービスにつなげ、重度化しないような支援を行う、といったこ

と等が出ておりました。また、社会保障充実分委託事業では、生活支援コーディネーターの分では

独居、高齢者世帯へニーズ調査を行い、地域課題、生活課題を把握する、キーパーソンとなる担い

手の発掘、地域で支え合う仕組みづくりの構築、といったことが出ておりました。認知症地域支援

につきましては、認知症の当事者と家族の居場所の必要性を啓発する、地域で立ち上がったカフェ

の継続のための支援、相談窓口の周知と相談しやすい関係づくり、といったことが出ておりました。

簡単ですが、令和 3 年度地域包括支援センター事業計画についての説明は以上となります。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。ただいま事務局から、令和 3 年度の事業計画についてご説明い

ただきましたけれども、これについて何かご意見やご質問はありますでしょうか。（質疑なし）そ

れでは特に質問がないようですので、次に、③高齢福祉課の関連事業について、事務局から説明を

お願いします。 

 

（事務局） 

高齢福祉課副課長川﨑と申します。私のほうから、資料 17 ページ、介護予防日常生活支援総合

事業について説明をさせていただきます。座って説明をさせていただきます。 

まず、一般介護予防事業についてです。運動機能を向上させること、また、認知機能の低下を遅

らせることを目的としまして、介護予防教室を実施しております。介護予防事業のメニューですけ

れども、メニューについては昨年度と今年度で変更はございません。教室数ですけれども、昨年度

程度で今年度も実施を予定しております。その中で、今年度、新型コロナウイルス感染防止の対策

をしっかりとりながらですね、教室の実施をしているところでございます。またこの教室、メニュ

ーの中で、2 番目の地域版元気アップ教室、これはですね地域の方々が中心となって立ち上げてい

ただく教室になりますけれども、これについては、コロナ感染の不安の影響もあって、コロナ以前
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の教室に比べると減少をしているという状況にございます。次に下段の、介護予防・生活支援サー

ビスについてです。まず、通所型サービスＣについてですけれども、これは、機能改善に向けた短

期集中的なプログラムのサービスとして実施をしております。次にその下、通所型サービスＢ、訪

問型サービスＢ、訪問型サービス D ですが、これらは住民が主体となって、介護保険の要支援者ま

たは事業対象者を対象に、通いの場の提供、生活支援、移送支援のサービスを行う地域団体に対し

まして、補助を行う事業として、昨年度 9 月から実施をしております。昨年度、5 団体に助成を行

いまして、今年度は現時点で 6 団体に助成の決定をしております。助成対象の判断につきましては

ですね、各包括支援センターに配置されております生活支援コーディネーターの意見を十分踏まえ

ながら、助成の判断をしているところでございます。以上でございます。 

 

（事務局） 

続きまして、18 ページをお願いいたします。18 ページ、19 ページは、佐賀市が行っております

高齢者見守りネットワーク事業の状況を説明いたします。高齢者見守りネットワーク事業は、地域

の方々の日頃からの見守りに加え、地域で働かれる事業者の方等にも登録をしていただき、営業と

かでさりげなく高齢者を見守っていただき、地域全体で高齢者を見守るという事業となっておりま

す。令和 3 年 3 月末現在の見守りネットワークの登録事業者数は合計で 1,150 事業者です。事業者

別では、介護保険事業者、薬局、医療機関等が多くなっています。その他に含まれますのは、中ほ

どの※印のところにありますように、組合や個人の事業者です。上の表の 1 番右の列が、令和 2 年

度に新規に登録してくださった事業者数です。新規に合計 68 事業者に登録をしていただいていま

す。令和元年度は 46 事業者でしたので、令和 2 年度は登録件数が増加しております。おたっしゃ

本舗別では金泉が 28 事業者、城西が 14 事業者、と多くなっているようです。小さい校区の包括で

は、新規にお声かけをさせてもらう事業者が少なくなっている地区もありますが、その分、登録済

みの事業者さんのところを巡回したり、登録事業者さんと研修や話し合いの場を持つなど、日頃か

らの連携を深めることが出来ているところもあるようです。 

続きまして 19 ページのところになります。19 ページは、気になる高齢者の事業者等からの連絡

の状況です。令和 2 年度の 1 年間に、631 件の連絡をいただきました。連絡元としましては、民生

委員さんから 177 件、医療機関さんから 145 件、と多くなっております。その他の 207 件に含ま

れますのは、行政機関、警察署、近隣住民、個人商店さん等からの連絡となっております。この中

で、おたっしゃ本舗毎に通報件数に多少開きがあります。どのような連絡を通報とみなし、相談業

務と区別するか等、包括ごとに捉え方が多少違っている面がありました。また、せっかく通報いた

だいたのに、カウントされていなかったケースを見受けられましたので、この件につきましては、

管理者会議の中でも集計に当たっての注意事項等について再度確認を行い、集計上での差が出ない

ように周知を図っているところです。高齢者見守りネットワーク事業につきましては、以上となり

ます。よろしくお願いします。 

 

（会長） 

はい、ありがとうございました。ただいま事務局から説明がございました、高齢福祉課の関連事

業について、何かご意見ご質問ありますでしょうか。はい。 

 

（委員） 



9 

 

すみません、運営委員鮫島ですけど、1 点だけ。音楽サロンの活動について、昨年も佐賀ではコ

ロナ感染の状況にあって、カラオケクラスターを発するというようなことが印象としてありました

が、特に感染対策をやりながら、とおっしゃっていましたけれど、音楽サロンの活動はどんなにさ

れているか、教えていただけますか。 

 

（事務局） 

ご質問ありがとうございます。音楽サロン、あの、今年度通してもですね、カラオケを伴う活動

での感染拡大をもって、国のほうから、県のほうからでも、このカラオケに対する自粛要請がござ

いました。そういった中で、今年度当初ですね、このカラオケ教室、また地域の中で音楽を伴う活

動については、市のほうからの要請をさせていただきまして、一旦活動の中止とさせていただいた

期間は、6 月ぐらいでございました。その後ですね、国の自粛要請というのも解かれましたので、

今、活動は自主的な判断の中でしていただいています。また、音楽サロンについては、現時点では

まだしておりませんけれども、今後ですね、開始をするように進めているところでございます。 

そういった中で、対策としましては、まず、音楽を伴うということで、発声についてはですね、

極力、講師のほうは、どうしても講師の発声というのは伴いますけれども、受講者の方の発声とい

うのは、極力控えたような形での運営。また、音楽の中で、教室の中で、楽器とかですね、道具を

使います。それについては、消毒をこまめに行いながら、感染を防ぐ方法をとるということ。また、

会の冒頭で、体温管理でありますとか、体調、また空気の換気等を行うなど、こういったものは徹

底をするということで、教室の運営を行っていきたいというふうに思っております。以上でござい

ます。 

 

（会長） 

参考までに、福岡県では対策本部会議が開かれて、その中で、約 1 か月間がカラオケ自粛の呼び

かけをするということで、その報告が今、当知事にあがっているところでございます。隣県の状況

を踏まえて、佐賀県としてもどうするか、これから考えていくことになるんだろうなというふうに

思います。以上です。 

他に何かございますか。（意見なし）よろしいですか。はい。それではですね、次に、地域包括

支援センター運営委員会の議題としては、最後の④その他について、事務局で用意されているとい

うことで伺っていますので、よろしくお願いいたします。 

 

（事務局） 

お世話になっております。福祉総務課地域福祉係長の福本と申します。それでは、お手元のです

ね、重層的支援体制整備事業の実施に向けた検討という資料をご準備ください。佐賀市では、社会

福祉法の改正によって、今年の 4 月に創設されました、重層的支援体制整備事業の、来年度の実施

に向けまして、その内容を、関係機関との調整を進めてきております。本日は、私、福祉総務課の

ほうから、この重層事業に関する国の動向を踏まえた、市の取組について説明をさせていただきま

す。その後、高齢福祉課のほうからこの事業における包括支援センターの具体的な取組としてです

ね、複雑化、複合化した事例の対応について説明をさせていただきますので、どうぞよろしくお願

いいたします。それでは座って説明をいたします。 

それでは 2 ページ、右下に 2 と書いてある資料になります。国の動向①地域共生社会とは、をご

覧ください。ここからはまず、国の動向について説明いたします。近年、少子高齢化や核家族化の
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進行によって、8050 とかダブルケアといった、既存の制度、分野ごとの支援体制では対応できな

いような、複雑化、複合化した問題が顕在化してきております。このような状況のもと、国のほう

では、縦割りや支え手、受け手という関係を超えて、住民一人一人の暮らしと生きがい、地域を共

につくっていく、地域共生社会の実現を掲げられております。 

資料をめくっていただいてですね、3 ページになります。こちらは、地域共生社会の実現をめぐ

る国の検討経緯を示しておりまして、先ほど申しましたように今年の 4 月から、重層的支援体制整

備事業が創設されております。佐賀市におきましても、このような国の動向を受けまして、平成 28

年度から、市における包括的な相談支援体制の整備を図るための多機関協働事業、そして、平成 29

年度からは、地域における課題の把握、解決を試みる体制構築を支援するための地域力強化推進事

業という、2 つの国のモデル事業に取組んできております。 

続きまして 4ページになりますが、こちらは、今度の重層事業の内容について示しておりまして、

制度上は、ここに記載されている、地域包括支援センターの運営を初めとした、対象事業の全てに

取り組むことが条件となっております。なお、重層事業を実施する場合でも、それぞれの対象事業

は、既存の各法律に基づいて実施されます。ですので、取組内容とか補助金額などは変わらないこ

ととなっております。 

続きまして、5 ページ、この国の動向④、ここまでが国の資料になりますけれども、重層事業に

よる支援フローのイメージ図。 

そして下の 6 ページですね、この 5 ページの国の図をもとに作成した、本市の今年度の取組の現

状を示した資料になっております。 

6 ページをご覧いただきたいのですが、先ほど申しましたように本市では、平成 28 年度から、

国のモデル事業である、多機関協働事業に取り組んでおります。 

この中で問題を複数抱えて相談先がわからない方とか、あるいは世帯で複数の問題を抱えている

ケースに対応するための福祉まるごと相談窓口を、佐賀市役所の 1 階に開設しております。 

この窓口には、市民や関係機関から相談を受け付け、複合的な問題などを抱えるケースについて

は、支援調整を行う相談支援包括化推進員を市の社協に、委託して配置をしておりまして、相談支

援体制の整備を図ってきたところです。 

しかしながら、こちらの空白の部分で示しておりますように、特に支援の実施状況の把握とかで

すね、フォロー体制といった部分では、まだ、十分に取り組むことが出来ていない現状がございま

す。 

めくっていただいてですね、最後の 7 ページが、まあこの重層支援事業を来年度以降ですね、取

組みたいというふうに考えておりますけれども、その事業実施のイメージ図を示しております。 

この中で、赤丸に新と示しているものは、来年度から新たに取り組むものを示しております。 

この中で特に真ん中に示しております、重層的支援会議においてですね、関係機関の役割分担と

か、支援の方向性などを協議する、こういった仕組みを整備することによってですね、複雑化、複

合化した事例に対応する体制を強化していきたいというふうに考えております。 

重層事業についての説明については以上となりますが、今後、社協さんを初めとした、関係機関

の皆様と協議させていただきながら、段階的に支援体制の充実を図っていければというふうに考え

ておりますので、引き続き、ご理解とご協力のほどをよろしくお願いいたします。 

 

（事務局） 



11 

 

それでは、同じ重層資料の分の 3 枚目のところで、補足の説明をさせていただきます。高齢者以

外の複合的な問題のある世帯の相談対応といたしましては、現在、大きく分けて 3 つのパターンが

あります。1 つ目は、福祉まるごと相談窓口につなぎ、まるごとは、おたっしゃ本舗に、おたっし

ゃ本舗を含めた関係部署や関係機関等との調整を行うことで、支援につながっているケースです。

2 つ目は、各おたっしゃ本舗から直接、関係機関や関係部署につなぐことで、時間のロスを少なく

しながら、おたっしゃ本舗と関係機関とで支援を行っているケースもあります。3 つ目は、つなぎ

先がないまま、おたっしゃ本舗が世帯ごと抱え込んでしまっているケースもあるかと思います。3

つの現状の中での課題としましては、まるごと相談が行っている関係機関との調整機能が、十分働

いていない場合があるということ、つなぎ先がなかなか見つからない場合があること、また、つな

ぎ先が見つかっても、他部署での支援が十分に得られなかったりなど、高齢者以外の家族の支援が

進まないまま、結局、おたっしゃ本舗が世帯としての関わりを続けているケースも多いようです。 

このような現状の中で、令和 4 年度以降、重層的支援体制整備事業を進めていきますが、複合的

な課題がある世帯への支援に苦慮している包括の負担軽減のためにも、まるごと相談窓口へつなぎ、

解決に向けた調整を行っていくことが、本来の目指すべき姿ではあります。 

しかしながら、複合化した事例の全てをまるごとで調整するのは、確かに今の体制では難しいか

と思います。先日、包括の母体法人との代表者会議におきまして、本事業説明を行いました中でも、

意見として、これまで包括で何とか解決して頑張ってきたが、令和 4 年度からは、複合化した事例

に関しては全てまるごとにつないでいいのか、15 包括で関わっても十分でなかった、まるごとの体

制は大丈夫なのか、といった質問やご意見をいただきました。複合的な課題がある事案の取扱いと

しましては、全て丸ごとにつなぐのではなく、包括から直接関係部署と連携し進めることができる

場合は、今後も可能な範囲で、各包括でも対応していただけたらと思っております。 

今後、包括、長光園、生活自立支援センター等、関係する機関からの意見聴取なども含めて、今

一度、現状での問題点や課題を分析し、よりよい重層的支援体制づくりを行っていきたいと思って

おりますので、どうぞよろしくお願いいたします。重層的支援体制整備事業の実施に向けた取組の

説明は以上となります。 

 

（会長） 

はい、ありがとうございました。なかなか重層的な支援体制を整えるということは難しい、とい

うところのご説明がありましたけれども、これに関して、今後も引き続き検討されるということで

すが、この場で何か市のほうにお伝えしておきたいご意見等がございましたら挙手をして、ご発言

をお願いいたします。はい、お願いします。 

 

（委員） 

お世話になります、西九州大学の江口です。先程、ご説明していただきました重層的支援体制整

備事業、令和 4 年度以降のイメージを協議させていただきまして、包括の方々がご苦労されている

部分が少し楽になるんじゃないかなと思っているのですが、この中で、新規事業の中の利用者支援

事業の子ども・子育てのところ。たぶん、今まではどちらかというと関わりがあまりなかった。で

も、今、ヤングケアラーの問題や色々な子供さんの問題が複合的な中で出てきていると思うんです

が、この領域についてはですね、社協さんのほうがなさるというふうに、つなぎ先というふうに考

えといて、この図でみると良いのか。それとも、どちらか別なところとかにつながるのかというの

を、もしよかったら教えていただければと思います。 
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（事務局） 

福祉総務課の坂井と申します。よろしくお願いいたします。子ども・子育て関係の利用者支援事

業につきましても、ヤングケアラーなどの複合的な問題の原則的なつなぎ先は、この他機関協働事

業の委託を受けます福祉まるごと相談窓口になるということで考えております。 

 

（委員） 

ありがとうございます。 

 

（会長） 

他にございますか。あ、はい、お願いします。 

 

（委員） 

すみません、鮫島です。このことについて考えるときに、おたっしゃ本舗の機能を強化するとい

う考え方もたぶんあったんじゃないかと思うんですが、そうではなく、新しいところを立ち上げる

ということは、そこにスペシャリストを揃えるというふうに理解してよろしいですか。あの、兼ね

てから、おたっしゃ本舗で問題になっていた、先程のまあ、子育て問題とかももちろんあったと思

うんですけども、例えば精神障害者とかソーシャルワークみたいなことは、やっぱりおたっしゃ本

舗はあまり得意じゃない分野だったと思うんですが、そういうところをソーシャルワーカーみたい

なのも入れて強化するという方法もあったと思うんですけど。それはなんか、ここの社協のところ

で一元的にやるっていうふうに理解してよろしいですか。 

 

（事務局） 

はい、そうですね。言われたとおりですね、その包括のほうを強化する、包括につきましてはで

すね、今までどおり、事業を行っていただきまして、福祉まるごと相談窓口のほうをですね、逆に

強化をいたしまして、支援になるべくつなげていくということで考えております。 

 

（委員） 

すみません。ということは、そこにスキルの高い人を配置するというふうに理解してよろしい、

ということですかね。 

 

（事務局） 

すみません、福祉総務課の森と申します。福祉まるごと相談窓口では相談の受付と、後、関係機

関とのネットワーク、つなぎということは行いますけれども、実際の支援を行うのはそれぞれの相

談支援機関ということになりますので、ここに専門的な、いろんな資格を持った職員を配置するっ

ていうわけではなくて、そういった資格、支援ができるところにつなげていくというのをイメージ

しております。以上でございます。 

 

（委員） 

すみません。じゃあ、窓口がもう 1 つ増えるっていうことでよろしいですか。 
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（事務局） 

窓口が増えるっていうことではなくて、地域住民の方や支援機関から、相談先、つなぎ先がわか

らない、というお声をたくさんいただいておりますので、そういったところへのつなぎ先というこ

とで、増えるというふうにご理解いただければと思います。 

 

（会長） 

よろしいですか。はい。まあ、なかなか難しい、課題だと思うんですけれど、他に何かございま

すか。それでは、いろんな考え方や課題があるかと思うんですが、基本的には、この方向性をもっ

て進めていきたいということですけれども、皆様よろしいでしょうか。はい、どうぞ。 

 

（委員） 

長年、包括が頑張ってきましたのが、お手上げになる部分を助けていただくということで、あの、

今後のまるごと相談室の活躍を期待しております。以上です。 

 

（会長） 

期待の声も上がってきたところです。それでは、この方向性で、関係者の皆様方のご意見を聞い

ていただきながら進めていただければということで、よろしくお願いいたします。 

 

（事務局） 

ありがとうございます。 

 

（会長） 

それではですね、続きまして、議題（2）佐賀市認知症初期集中支援チーム検討委員会について

ですけれども、本運営委員会がこの検討委員会を兼ねておるということで、引き続きご審議をお願

いしたいと思っております。事務局から報告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事業の報告をさせていただきます。資料の 20

ページ、実施要綱にありますように、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できるようにするためのものです。第 2 項にありますように、チー

ムが対象とするのは、40 歳以上の認知症の方、または認知症が疑われる方で、医療や介護に結びつ

いていない方、もしくは中断している方、医療や介護に結びついてはいるが、行動心理症状が顕著

で、対応に苦慮している方等です。チーム員の構成は、専門の医師と作業療法士、管理栄養士、社

会福祉士、保健師です。佐賀市では、平成 28 年 9 月から直営で 1 チームを設置しております。 

資料 22 ページに、初期支援チームの支援の流れを示しております。簡単に流れの説明をさせて

いただきます。認知症に関する相談がおたっしゃ本舗にあった時、各おたっしゃ本舗で対応を行い、

初期支援チームによる支援の対象と思われる方がいらっしゃった時は、おたっしゃ本舗からチーム

員に要請があります。左側の矢印のほうの流れのほうは、家族等から、市の高齢福祉課に直接相談

があった場合ですが、令和 2 年度までは、まず、その時もまず担当包括に案内をし、その後、担当

から支援チームへの要請があればチームが関わってきておりました。この流れも令和 3 年度から少



14 

 

し変更しました。令和 3 年度からは、家族等から市に直接相談された場合、相談のタイミングを逃

さずスムーズに支援につなげるため、相談者が支援を希望され、これまでに担当地区の包括が関わ

っていない新規の方の場合には、市への相談があった時点から、チーム員が関わりを持ち、包括と

情報共有しながら支援を行うように、初動の対応を変更しております。初期支援チームの流れです

が、情報収集後、チーム員とおたっしゃ本舗により訪問や状況の確認を行い、その後チーム員会議

で対応方針を決定し、支援を開始します。医療や介護にうまくつながるように、概ね最長 6 か月間、

チームによる初期集中支援を行います。支援終了後は、担当のおたっしゃ本舗等に引き継ぎますが、

概ね 2 か月後にモニタリングを行い、必要な医療や介護が継続できているか、別の課題が発生して

ないかなど、その後の経過を確認していきます。 

資料の 23 ページのところは、チーム員会議についてです。チーム員で月 1 回の定例会議を開催

しております。急を要する場合は、随時開催をしております。チームで案件を検討する場面に、ケ

ース担当の包括職員や希望する認知症地域支援推進員等も一緒に入ってもらうことで、協議の内容

を共有し、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しております。合わせ

て、おたっしゃ本舗が担当する困難事例等の事例検討を行うことで、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にもつながっております。 

資料の 24 ページをお願いいたします。24 ページからは、平成 28 年 9 月の事業開始から令和 2

年度までの認知症初期集中支援チームの活動状況となっております。包括が対応しました認知症相

談件数は、令和 2 年度は延べ 2,100 件でした。その中で、支援チームへの相談件数は 19 件でした。

少しずつ、チームに上がってくる相談件数は増えてきております。包括の内訳は、上の表に示して

おりますように、10 か所の包括から相談が上がっております。包括としましては、これまでで一番

多くなっており、これまで上がって来ていなかった新たな包括からの相談も含め、少しずつチーム

との連携ができているように思います。相談があった 19 件のうち、初期集中支援チームで支援を

行ったのは 10 件でした。残りの 9 件は、担当包括に助言等を行い、継続支援として依頼をしてお

ります。 

令和 2 年度の実績を報告いたします。性別に関しましては、女性が 7 人と多くなっております。

年齢は幅広く、65 歳未満の若年性の相談を 1 件ありました。表 3 の世帯状況は、独居が 3 人、夫

婦のみが 2 人、その他の世帯が 5 人と最も多くなっております。4 の対象者の把握から初回訪問ま

でにかかった日数は、3 日以内が 6 人と最も多くなっております。この対象者 1 人当たりのチーム

の訪問回数は、1~5 回が 6 人と最も多くなっております。6 番のチームの支援期間は、ケースの課

題の困難さによって幅がありました。未終結となっている 2 人は、今年度も引き続き支援中です。 

7 の医療、介護保険の導入つきましては、支援したケースは、医療や介護保険サービスの導入につ

なぐことが出来ております。医療、介護の導入なしの 1 名は、チームの支援の途中に亡くなられ、

終了となったケースです。8 は支援終了時の状況です。在宅継続 4 人、入院 3 人となっております。 

支援を終了したケースは支援終了後に担当包括に引き継いだ後も、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や、他の課題が生じていないか等の確認を行っており

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出来ますので、そういう面からも早期の介入が大切で

す。 

今後も支援チームと認知症地域支援推進員が理解を深め、気軽に相談や連携をとりやすい体制をと

っていきたいと思っております。認知症初期集中支援事業に関する報告は以上となります。よろし

くお願いします。 



15 

 

 

（会長） 

はい、ありがとうございました。ただいま事務局の方から、認知症初期集中支援チームの活動内

容についてご報告がありました。冒頭の総合相談支援のところでも 2,100 件くらい相談が上がって

いるということで、非常に相談件数も増えてきて、かつ、早期の介入も大切だと思うんですけれど、

これに関して何かご意見、ご質問はありますでしょうか。（意見なし）よろしいですか。なかなか

大変な難しいところもあると思いますけれども、引き続きよろしくお願いいたします。 

それでは、（3）佐賀市地域ケア推進会議についても、先程と同様、本委員会が兼ねておりますの

で、引き続きご審議をお願いしたいと思います。それでは事務局からご説明をお願いいたします。 

 

（事務局） 

   引き続きよろしくお願いします。26 ページをお願いいたします。佐賀市地域ケア会議の報告をさ

せていただきます。佐賀市の地域ケア会議の推進体制につきましては、資料の 26 ページにありま

すように、佐賀中部広域連合が示しております、地域ケア会議構成図を基本としております。目指

すものは 1 番上の帯のところにありますように、地域包括ケアシステムの実現による地域住民の安

心・安全・ＱＯＬの向上です。その実現のためには、認知症施策の推進、生活支援体制の整備、在

宅医療の充実及び介護連携、自立支援の 4 つが必要な要素となっております。地域ケア会議は、3

つの会議で構成されております。出発点となりますのは、1 番下のところになります、個別事例の

検討です。各おたっしゃ本舗で、おたっしゃ本舗地域会議を開催しております。おたっしゃ本舗の

地域ケア会議の機能には、個別課題の解決、ネットワークの構築、地域課題の発見の 3 つがありま

す。おたっしゃ本舗地域ケア会議から上がってきたものは、課題として、上の段の地域ケア連絡会

議にいきます。ここで、おたっしゃ本舗同士の意見交換や成功要因の共有、そして地域課題の集約

を行います。集約された地域課題は、さらに上の段の地域ケア推進会議に上がっていきます。ここ

で、市レベルでの地域課題の解決に向けた検討を行い、地域づくり資源開発と、政策形成へとつな

げることを目指しております。本日の会議は、この地域ケア推進会議に当たります。 

  資料の 27 ページをお願いいたします。これまでの地域ケア会議の開催状況の経過をあげており

ます。令和 2 年度の実施状況としましては、4 のところにありますように、開催回数 85 回、取扱

い事例数は 84 事例となっております。平成 28 年度からこれまでに合計 668 回開催し、598 事例の

検討を行っております。令和 2 年度はコロナ感染症の影響で、開催回数、事例数とも少なくなって

おります。 

29 ページの資料をお願いいたします。令和 2 年度おたっしゃ本舗地域ケア会議の実施報告とな

ります。表にありますように、15 包括全体で、延べ 1,256 名の方にご参加をいただいております。

参加者の内訳としましては、介護支援専門員の他、医師、歯科医師、薬剤師、理学療法士、作業療

法士、社会福祉協議会や民生委員さん、住民組織からもご参加いただいております。各種団体から

のご参加を本当にありがとうございます。事例の概要を②のところで示しております。世帯状況で

は、独居世帯が 47 件と半数以上を占めております。複合世帯が 23 件となっております。介護度別

では、殆どの方が、認定なしから要介護 1 までの軽度の方となっております。③のところの事例課

題の内訳としましては、テーマとしては、生活支援体制整備に関することや、自立支援に関するこ

とが多くなっております。 

続きまして、30 ページをご覧ください。これまでの地域会議を通して、様々な地域課題が上がっ

てきておりますが、30 ページでは、地域課題の解決に向けた佐賀市の取組みとしまして、佐賀市と
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して整理が出来たものに絞ってお示しをしております。この中では、6 つの地域課題を挙げており

ます。それぞれの地域課題の解決に向けて、佐賀市が行う取組についてお示しをしております。課

題の 1 つ目の認知症施策の推進に関することでは、認知症に対する地域の理解が不十分、家族の負

担が大きくなっている、徘徊し、行方不明になられたときの捜索が困難、消費者被害など、生活の

安心を脅かす状況に対する地域での見守りの不足、権利擁護のニーズの潜在化という課題が上がっ

てきております。その取組としましては、小中学校や高校生徒を含めた認知症サポーター養成講座

の開催、また、サポーター養成講座終了後に、さらに、ステップアップ講座を希望される方やボラ

ンティアとして地域で活動したいという意思のある方を対象としたステップアップ講座を開催し、

さらに学びと実践力を高めてもらうことで、地域で活躍できるボランティアを育成しております。

ステップアップ講座の開催状況としましては、令和 2 年度までに 4 か所で開催し、90 名が受講さ

れています。前回の運営委員会のご意見の中で、認知症の理解が地域でも進むよう、地域での講座

の開催等に関し、うまく進んでいる地域の話を聞けたらといったご意見を委員さんから頂戴しまし

た。ステップアップ講座の開催につきましては、おたっしゃ本舗毎の開催につながるよう、認知症

地域支援推進員研修の中でも、先進的に実施している包括の事例を報告してもらうことで、取組み

の内容を共有しました。令和 3 年度から、先進事例をいかしながら、それぞれの地域に合ったやり

方を検討し、体制が整った包括から地域ごとのステップアップ講座を開催しているところです。合

わせまして、認知症のご本人や、ご家族が問題を抱え込んでしまわないように、認知症に関する相

談先の周知が必要です。その取組としましては、佐賀市で作成している認知症ケアパスや認知症に

関するチラシを各種講座の開催時に活用したり、薬局等の関係機関に配置や設置をしていただくこ

とで、なお一層相談先の周知に努めております。また、仮に行方不明になられた場合でも、発見時

に本人確認を速やかに行い、家族等にスムーズに連絡がとれるよう、行方不明になる恐れのある方

の情報を佐賀市へ事前に登録していただく、あんしん見守り事前登録事業を令和 2 年 9 月から開始

しております。令和 2 年度に 56 名の方が登録されています。ご家族の安心とともに、もしも行方

不明になられたときに、速やかな発見につながるよう、警察や多くの関係者にもご協力をいただき

ながら、令和 3 年度登録の推進のための周知広報に努めていきたいと思っております。また、ご本

人の思いを残してもらうための、佐賀市あんしんノートの発行と活用のための周知活動を続けてお

ります。また、判断能力の低下された方の権利擁護のために、消費生活センターと連携した消費者

被害防止に関する周知を行います。さらに、社会福祉協議会と協働しながら、成年後見制度の利用

促進のための中核機関設置に向けた体制づくりを進めているところです。 

続きまして、2 つ目の課題、生活支援体制整備に関するものです。緊急に連絡が必要な場合の連

絡先がわからない、買い物や移動に困っている、という課題が上がっております。緊急時の連絡先

につきましては、緊急連絡先等を含めた 65 歳以上の高齢者実態調査を 9 月から 12 月に民生委員さ

んに実施していただくことになっております。買い物や移動の支援につきましては、先ほど高齢福

祉課の関連事業でお伝えしましたように、住民主体によるサービスを行う地域の団体等に対し、市

が補助を行う事業を令和 2 年度から開始しております。課題の 3 つ目、在宅介護連携に関すること

としましては、介護支援専門員が入退院支援のために、医療機関等と連携する際の担当窓口がわか

らない、という課題が出てきております。関係機関の聞き取りや協議の場を持ちながら、医療と介

護の担当者が連携しやすい体制づくりを進めていきたいと思っております。4 つ目の課題で自立支

援に関することは、栄養管理が不十分なために筋力低下や疾病の重症化につながっている、という

課題が出てきております。その取組としましては、令和 3 年度から管理栄養士を自宅に派遣して栄

養指導を行う事業を開始する予定です。5 番目、その他の複合的課題をもつ世帯に関することとし
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まして、生活困窮、子のひきこもりや精神疾患などの複合的課題があり、支援困難なケースがあり

ます。対応としましては、福祉まるごと相談や生活自立支援センターとの連携を深めるための研修

や、情報交換を行っていきたいと思います。また、令和 4 年度に向けて、重層的支援体制整備事業

の体制づくりも進めていきたいと思っております。6 番目、その他の高齢者の運転に関することと

しまして、高齢ドライバーの事故等の問題についての意識が低い、免許更新や返納タイミングがわ

からない、運転免許返納後の生活が不安、等の課題が出ております。おたっしゃ本舗が地域の高齢

者に、対して、安全運転の意識向上のための研修の場をつくったりしている地区もあります。佐賀

市の取組としましても、認知機能が低下された高齢者が運転免許証を返納される場合、返納者やご

家族の同意のもと、警察から情報提供が市にありますので、それを担当地区のおたっしゃ本舗に伝

えております。担当のおたっしゃ本舗から訪問や電話等にて、免許返納後の助成制度等の情報提供

や、介護予防の取組等の紹介を行っております。 

地域ケア会議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。地域課題の解決に向けた佐賀市の取組みに関しまして、これま

で抽出された課題の中で整理出来たものをご報告いただいたところです。今回はその進捗状況につ

いてご報告がありましたけれども、これについて何かご質問、ご意見などございますか。（意見な

し）よろしいですか。 

この課題に関することで、各団体が取り組まれているような事例がございましたら、ここでご紹

介いただければと思いますけれども、何かございますか。（意見なし）よろしいでしょうか。 

それでは時間もだいぶ押してきているようですので、全体を通して何か、ご質問、ご意見ござい

ますか。（意見なし）特にないようですので、今回、私が初めて参加させていただいたんですけれ

ども、なかなか難しい課題の取組が多く、必ずしも十分とは言えない部分もあるかもしれませんが、

佐賀市として、いろいろ試行錯誤を重ねながら取り組んでおられる状況が報告されたのかなと思っ

ております。関係者の皆様におかれましては、今後さらなるご支援やご指導をいただければありが

たいというふうに思っております。 

それでは、以上で予定された議題が全て終わりましたので、進行を事務局にお返ししたいと思い

ます。どうも円滑な会議の進行ありがとうございました。 

 

（事務局） 

会長ありがとうございました。それでは、議題 3 のその他につきまして、事務局から 1 点ござい

ます。介護保険運営協議会委員の推薦につきまして、佐賀中部広域連合より依頼があっております。

これは、佐賀市地域包括支援センター運営委員から 1 名の推薦を行うもので、今年 3 月までの委員

を、佐賀市医師会代表の吉原委員のほうにお願いをしておりました。どなたか、委員に立候補して

いただける方はいらっしゃいますでしょうか。（立候補なし）いらっしゃらなければ引き続き吉原

委員のほうにお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。（各委員から拍手あり、吉原委員

了承）ありがとうございます。それでは、吉原委員を推薦させていただきます。委員の皆様からは、

何か連絡等はございますか。（意見なし）本日は、長時間にわたり熱心にご審議いただきまして、

ありがとうございました。それではこれをもちまして、令和 3 年度佐賀市地域包括支援センター運

営委員会を終了いたしたいと思います。どうぞお気をつけてお帰りください。本日はありがとうご

ざいました。 


