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令和２年度 飯田市地域包括支援センター運営協議会 

兼 認知症初期集中支援チーム検討委員会 議事録（概要） 

 

■ 開催日時   令和 2 年 11 月 19 日（木） 13 時 30 分～14 時 50 分 

 

■ 開催場所   飯田市勤労者福祉センター 第 3、4 研修室 

 

■ 出席委員   9 名 

 

 

■ 事務局（飯田市職員） 12 名 

氏 名 部・課・係名 備考 

清水 美沙子 健康福祉部長  

筒井 雄二 長寿支援課長  

熊谷 広志 長寿支援課長補佐兼長寿支援係長  

飯島 ゆみ子 長寿支援課長補佐兼介護認定支援係長  

 小林 洋子 長寿支援課 介護予防担当専門技査  

 原田 聡昭 長寿支援課 機能回復担当専門技査  

下島 剛 長寿支援課 基幹包括支援センター係長  

木下 昌和  長寿支援課 介護保険係長  

巣山 幸子  長寿支援課 基幹包括支援センター係  

小林 智男  長寿支援課 基幹包括支援センター係  

佐々木 寛子  長寿支援課 基幹包括支援センター係  

久保田 加代子  長寿支援課 基幹包括支援センター係  

 

■ 事務局（地域包括支援センター職員）  7 名 

氏 名 部・課・係名 備考 

乾 徳彦 社協地域福祉課地域包括支援担当課長  

原 浩司 社協いいだ地域包括支援センター管理者  

 近藤 真実 社協かわじ地域包括支援センター管理者  

征矢 雄希 社協いがら地域包括支援センター管理者  

田島 健一  社協南信濃地域包括支援センター管理者  

萱垣 充英  萱垣会本部事務局長  

片桐 由美  萱垣会かなえ地域包括支援センター管理者  

 

氏   名 出欠 氏   名 出欠 

岩佐 慎治 〇 下井 明雄 〇 

牛山 雅夫 × 多田 雅幸 〇 

梅村 浩正 〇 原 由美子 × 

加藤 伸吾 × 前島 園子 〇 

久保田 安子 〇 松村 秀樹 〇 

佐藤 澄子 〇  吉川 一実 〇 
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１ 開会 

 

２ 委員長挨拶 

皆さん、こんにちは。 

本日はお忙しい中、またご多忙中の中ご参加いただきましてありがとうございます。 

皆さん既にご存じのとおり、新型コロナウイルスの感染が拡大しております。１番最新の情報で本日、

東京では 500 人を超えるのではないか、長野県に至っては先日 30 人、過去最多の感染者数ということ

です。この飯伊地区は現段階で今のところ出てないという状況なんですが、ＧＯＴＯトラベルだとか、

ＧＯＴＯイートだとか現段階でまだ実施している以上、やはりこちらにそういった感染が拡大してくる

心配は非常にあると思います。感染予防と経済を両立していくことは大事なところですが、非常に難し

いところだと思います。 

それに伴って、やはり高齢者の感染率が第２波辺りから少しずつ増えてきたかなというところで、私

たち介護保険事業所も含めて、高齢者に携わる関係者としては、非常に心配しているところだと思いま

す。私たちだけではなく、高齢者の皆さん自身も、どうしたらいいんだ、どういう対策をとったらいい

のか、今後どうなってしまうのかというような心配を抱いていると思います。 

ワクチンがアメリカのほうでだんだんできてきて、来年に入れば日本にも入ってくるんじゃないかと

いうところもありますが、まだまだいろいろな副作用だとか、その運搬方法なども心配される部分があ

り、なかなか順調に進まないことが心配される中で、１番は自分自身の予防に努めることが、ワクチン

ができたとしてもしばらくこの体制が続いていくのではないかなと思っております。 

今日の地域包括支援センター運営協議会並びに認知症初期集中支援チーム検討委員会ですが、地域包

括支援センターというのは、やはり相談窓口、よろず相談みたいなところで、どんな相談でものってい

ただける、そういうやっぱり窓口があるということは、高齢者にとって非常に安心できることだと思い

ます。新型コロナのことだけでなくて、日々生活の中で、どんなことでも困ったことは相談にのってく

れる、そういう場所があるということを、今後とも確保して継続していくということも非常に大事にな

ってくると思います。また認知症初期集中支援チームに関しては、認知症は今現在まだまだ完全たる治

療薬が出た訳でもありませんし、日々の私たちの関わりが、認知症の患者さんに対してやっぱり１番の

大事な部分だと思います。 

今日は年に１回か２回の会議ではありますけれども、この場で皆さんの積極的な意見を出していただ

いて、今後より良いものにしていっていただけたらと思います。 

今日は、よろしくお願いいたします。 

 

３ 部長挨拶 

皆さん、あらためまして、こんにちは。 

本日は大変お忙しい中、飯田市地域包括支援センター運営協議会、兼ねて認知症初期集中支援チーム

検討委員会にご出席いただきまして誠にありがとうございます。 

新型コロナウイルスの話もしたいところではありますが、本日３つの会議を重ねて行うということで

すので、分科会の話に送らさせていただき、今回の内容についてごあいさつさせていただきたいと思い

ます。 

飯田市では平成 31 の４月に５カ所目となります「かなえ地域包括支援センター」を設置し、その運

営業務については、４カ所を飯田市社会福祉協議会へ、かなえ地域包括支援センターは萱垣会へ委託し
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ています。 

地域包括支援センターは、高齢者の総合相談窓口として、また初めて介護保険を利用したい方の相談

窓口として、その役割は非常に大きいと捉えています。 

今年度は市役所長寿支援課の基幹包括支援センター機能を拡充しまして、専門職員を配置して、初め

て介護保険サービスを利用したい方の初期相談機能を充実させました。これにより初期相談の結果、身

体状況が比較的軽度であり、利用サービスが総合事業の通所型や訪問型サービスが想定される方に対し

ては、地域包括支援センターの職員と長寿支援課の理学療法士が自宅へ同行訪問し、合同でアセスメン

トを行う取り組みを開始しました。地域包括支援センター、長寿支援課の初期相談や同行訪問の内容や

結果などは、両者間で緊密に情報共有・連携して対応していきます。今後もより適切で効果的なサービ

ス利用へつなげるため、この連携の体制を継続しながら取り組みを進めていきたいと考えています。 

また今後は、さらに介護予防の取り組みを強化していく必要がある中、総合案内の内容は年々複雑化・

多様化しておりまして、要支援者の介護予防サービス、計画作成業務も増えてきていると認識をしてい

ます。こういったことから、ここ数年、当市も含め全国的に地域包括支援センターの業務量は増えてき

ていると認識をしています。 

当運営協議会は、地域包括支援センターを適正に運営ができるよう設置運営に関することなどの審議

を行うことを目的として設置されています。 

本日は、報告・協議事項として、昨年度と今年度上半期の地域包括支援センターの事業内容、また併

せて、認知症初期集中支援チームの活動に関することをご報告いたします。せっかくの機会ですので、

委員の皆さんから率直なご意見をいただきながら有意義な会議にしたいと思います。 

本日はどうぞよろしくお願いします。 

 

４ 報告・協議事項 

（１）令和元年度及び２年度の地域包括支援センター事業報告について 

委員長：事務局から説明がありました令和元年度及び２年度の地域包括支援センター事業報告にいて、

質問及び意見等ございましたらよろしくお願いいたします。 

委 員：17 ページの相談状況ですけれども、２の中の 10 ですね、「虐待に関すること」ということで、

前年比で非常にこの件数が増えている状況があります。 

あと、地域性なのか特にこの南信濃というのは、ほかのところと比べると高齢者の人数は少な

いように思うんですが、ここの件数も非常に多かったような気がしますが、この辺りはどうい

うふうに分析しておられますか。 

事務局：昨年いただいたご相談の中では、全体を通して本当に気軽に相談していただいているようで、

非常にいろんな方からご相談をいただいたというところはあります。サービスにつながらなか

ったり、大きな内容ではなかったものも含まれており、件数の上では数が多くなってしまうん

ですが、皆さん、それぞれ困られてどうしようかといった時に、最初に包括支援センターの扉

を叩いていただいたのかなと解釈しています。 

委 員：相談内容としては、どういったことが多かったでしょうか。 

事務局：もちろん介護保険の話も多かった中で、日常生活のことですとか、近隣にお家がないので不安

だというお話もあり、それに対してどうしようかという話も多く見受けられました。 

委 員：虐待に関することの件数なんですけど。 

事務局：虐待に関するものに関しは、結局、内容としては同じケースというものが多く、ご夫婦でおい
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でになり虐待を疑われる、周りで見ていると虐待を疑われるという内容のもので、件数として

はその１件１件について計上させていただき、いろいろな方が見て重複するものも何件か入っ

ております。 

委 員：わかりました。 

委員長：今お話を伺う中で、よろず相談所というか、そういう立場で、非常に風通しもよく、誰もが気 

軽に相談できるような状況になっているようなので、非常にいいのかなと感じています。 

事務局：少し補足させていただきます。 

いろいろな方から、同じ方についての虐待案件が寄せられるというケースもあり、１回相談が

きて何となく解決に向かったのかなと思うとまた同じ方の相談がくる、こういったケースもあ

るので、同じ方について複数挙がってくるものがこの中には含まれることを付け加えさせてい

ただきます。 

委 員：わかりました。 

委 員：萱垣会さんにお尋ねしたいんですが、私一度伺って明るい職場だなって思っております。 

非常にご苦労されていることがよくわかります。２点お聞きしたいですけれど、この１年間経

過して鼎地区に包括ができたよという地域への浸透度合い、元々包括の浸透というのは課題に

なっていますが、新しい包括ができてご苦労されていますが、その浸透度合いはどのようにと

らえていますか。もう１点は、いろいろご苦労されていることはよくわかりますが、その中で

受託をして非常によかったと、そのような感想があれば聞かせていただきたい。これから新し

い包括ができるかもしれませんが、そのときに参考になるかもしれませんので聞かせてくださ

い。 

事務局：平成 31 年４月から委託を受けて開設させていただきました。浸透度合いということでは、自

分が訪問に回らせていただいたり、相談を受け付ける面での感じでは、今でもかなえ包括とい

うところが 100％浸透しているかといえばやっぱり難しいのかな感じています。 

ただ、かなえデイサービスセンターの事業所内にございますので、最近直接訪ねてきてそこの

門を叩いていただく方が増えてきたという点は、本当にありがたいと思っています。これから

も、日々周知していただけるような相談援助業務を続けていければと思っております。 

事務局：１点目の浸透度合いについては、私も地区に出るとやはり民生委員の方とか、高齢者クラブの

方から、地域包括支援センターを受けたんだねというお話はいただけます。たまたま、かなえ

デイサービスセンターの敷地内にできましたので、かなえデイサービスセンターは平成当初か

ら実施していますので、そこと合わせて周知できているのかなと、感じています。 

２点目の受託して良かった点については、やはり母体が社会福祉法人なので、当法人は、養護

老人ホームの運営にはじまり福祉に関わるなかで、早く来て、見つけて、いろんなサービスに

つなげるという視点で取り組んでいます。昔から当法人はこの地でお世話になっておりますの

で、そういった点では社会福祉法人としてのやりがいというか存在が示せているのかなと感じ

ています。 

委 員：ありがとうございます。 

この報告の中にも困難事例がいっぱい入っていますね。そういうところも多分力を入れていら

っしゃると思います。ぜひそういう困った方を助けていただければありがたいです。 

事務局：ただいまの萱垣会さんのかなえ包括の浸透に関連してですが、そもそもすべての地域包括支援

センターについて、市のほうとしても周知をしたいというふうに考えております。 
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今後も毎年広報いいだなどの方策を使いまして広報に努めてまいりたいと思っていますし、今

後も社協さん、萱垣会さんとも出張相談等で広報に努めていただくようにお願いしたいと思っ

ています。 

以前の高齢者分科会でも若干触れさせていただいたように、高齢の方については、比較的地域

包括支援センターというものを認知していらっしゃる方が多いのですが、これから介護になる

世代、またはもっと若い世代の方、そういう方を合わせますと市全体の意識調査の中で、４割

弱の方しか地域包括支援センターの認知は進んでいない現状があります。そういったことも踏

まえ、今後周知に取り組んでまいりたいと思います。 

委 員：今年、新型コロナ感染症に関連して話題にもなったと思いますが、生活福祉資金について、こ

この報告には、そういう項目がないのでわかりませんが、その関係の相談や支援がについて質

問します。 

事務局：生活福祉資金については、社協の「さんとぴあ」にあります地域福祉推進係が担当しておりま

す。専門にそこの窓口で担当しておりますので、生活福祉資金についての相談はそちらの窓口

に直接お問い合わせいただくようなご案内をしていますので、地域包括支援センターが相談を

受けてということではないです。相談窓口を分けさせていただいています。 

委 員：それは相談する人にとってわかりにくいということはないですか。「ワンストップ」という話が

ありますが、例えば、かなえのほうへ相談に行ったのに、「市役所へ行って」というようなこと

になるわけですね。 

事務局：そうです。我々が直接に担当していれば、そこですぐ受けられるのですが、実際にその相談を

受けて手続きをするところが、社協の中の別の係がやっていますので、包括で１回受けて間を

介するよりは、直接担当窓口にお出かけいただいたほうが、手間はかからないかと認識してい

ます。 

委 員：お話はわかりました。 

委員長：権利擁護の業務に関してですが、先ほど委員から高齢者の虐待の数が増えてきているという話

が出ていますが、以前から虐待というのは、グレー部分で、非常に関わりが難しいということ

もあり、その中で高齢者虐待防止マニュアルの飯田市版が今年度の完成を目指して作成中とい

うようなことが書いてあります。 

今の進捗状況と今後どうなっていくのかという展望を教えていただきたいです。私たちも非常

に心配で、以前はどこへこの虐待ケースを相談したらいいかわからない時代もありました。今

は包括とかケアマネとか、いろいろな関わり合いがある中で、そういったルートをきちんとつ

くることが大切ですが、マニュアルの作成がなかなか進まない状況ですが、今の進捗状況を教

えていただきたいとおもいます。 

事務局：虐待対応マニュアル作成の進捗状況ですが、擁護者からの虐待に関するマニュアルについては、

ほぼ完成をみております。最終的に地域包括の社会福祉士会と打ち合わせをして運用開始する

方向です。 

施設職員による虐待対応マニュアルにつきましては、今年度中に作成する予定です。 

委員長：ありがとうございました。 

 

（２）認知症施策について 

委員長：事務局から説明がありました認知症施策について、意見質問等ございますか。 
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委 員：私たちは認知症等と低栄養は無くしたいと思い取り組んでいます。そうした中で認知症に関し

て勉強会をやっています。サポーター養成講座を２回ほど受けましたが、もう少し細かい事例、

例えば冷蔵庫の中にいっぱいものが入っているという方とか、私は認知症じゃないので付き添

いはいらないという方とか、お金がなくなった、薬がなくなったという方がよくあります。も

う少し踏み込んだ事例をサポーター養成講座の中に入れていただくといいと思います。そうい

う事例を入れれば、サポーター養成講座がより身近になって、家族や、身近な人が認知症にな

ったときに役立つのではないかと思います。 

これは要望です。やれと言うわけじゃないですが、そういうきめ細かさが必要かなと感じてい

ます。 

事務局：ありがとうございます。また講座の内容等も、より良い内容になるようにまた検討してまいり

ます。 

委員長：若年性認知症の相談件数が増えていますが、この若年性認知症の相談内容を、教えていただき

たいです。 

事務局：若年性認知症の方の相談は、サービスをどのように使えるというところが一番問題で、一般的

な高齢者の皆さんと一緒のデイケア・デイサービスという所はなかなか行きづらい、というこ

とがあり、そんな場合にこういうところがいいんじゃないかとか、そういう方向性を相談した

りします。それからやはり若い方ですので、例えば奥さんが認知症で、旦那さんが下の世話は

しにくいとか、そういう相談があり、どういう形でヘルパーさんを入れていくかとか、そうい

った細かいところをケアマネさんから相談をいただくなど、第三者的な目で一緒に訪問し相談

してくる、そういうようなこともしています。 

若いのでサービスをうまく使えているのかどうかというところを確認することと、あとはやは

り若い方ですので経済的な部分で障害年金などの手続きができているかとか、そういったとこ

ろも確認にしながら相談に行っています。 

委員長：高齢者とちょっと違った観点でいろいろ支援をしていかなきゃいけない。そういった部分で、

大変なところもあるかもしれませんが、今後ともよろしくお願いいたします。 

委員長：それでは、以上で報告・協議事項が終了とします。 

ご協力ありがとうございました。 

 

５ 閉 会 

 


