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令和３年度 第１回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３年 11月 15日（月）13時 30分～14時 45分 

 

■ 開催場所   飯田市勤労者福祉センター３階 第３研修室 

 

■ 出席委員   ８名 

市   名  出欠 氏   名 出欠 

岩佐 慎治 × 佐藤 澄子 〇 

牛山 雅夫 × 下井 明雄 〇 

梅村 浩正 〇 多田 雅幸 〇 

加藤 伸吾 × 原 由美子 × 

久保田 安子 〇 松村 秀樹 〇 

熊谷 兼富 〇 吉川 一実 〇 

 

■ 事務局（飯田市職員）  11名 

氏  名 部・課・係名等 備  考 
髙山 毅 健康福祉部長  
筒井 雄二 長寿支援課長  
飯島 ゆみ子 長寿支援課長補佐兼介護認定支援係長  
下島 剛 長寿支援課長補佐兼長寿支援係長  
原田 聡昭 長寿支援課機能回復担当専門技査  
福澤 紀美江 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  
小林 智男 長寿支援課基幹包括支援センター係  
山本 恵梨 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  
金田 春野 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） 

氏 名 所  属 備 考 
山上 芳雄 社協）地域福祉課長  
橋爪 里美 社協）地域包括支援係長兼いいだ地域包括支援センター管理者  
齊藤 みづき 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  
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１ 開会 

 

２ 委員長挨拶 

皆様、こんにちは。皆さんもご存知のとおり新型コロナウイルスの感染が拡大して、世界的にまた日

本も同じように第５波ということでかなりの感染が確認されました。ただ、現在は大分落ち着いてきて

おりまして、東京辺りでも昨日は日曜日ですけれども 22 人、この長野県に至っては０というのが２日

間続いております。 

世間の様子を見てみると、やっぱり人の動きが少し活発になってきたり、大規模イベントを「じゃあ

今まで５千人だったのをもうちょっと上限を上げようか」とか、少しずつですけれども、その経済的に

も活路を「もうちょっと活発になってくるかなあ」というような感じがします。 

ただこれから冬場を迎えて第６波というのも非常に懸念されて、それに伴う感染対策だとか病床数の

確保だとか、もろもろのことの準備を進めておるわけですけれども、今回のこの新型コロナウイルスの

感染が少し収まってきた原因の１つとしては、ワクチン接種が大分進んできた。２回目のワクチン接種

が進んできたということと、さらにその若年層のワクチンも進んできていること、それともう１つは、

変異株、特に今回の感染の要因になったのがデルタ株っていうものなんですけれども、これが急激に変

異をして感染を広めてきたと、ただ一気に広がったということで、逆に言うと弱毒化をしているんじゃ

ないかというような話もありました。ただ、今後どんな変異株が出てくるかはわからないということで、

医療従事者を含めて第３回目の接種がもう予定されておる状況だと思います。 

この新型コロナウイルスの影響として私たち施設は、特に施設・病院では面会ができなかったりとか、

家族とコミュニケーションが取れなかったということで、随分、家族も、入所・入院の患者さん・入所

者も悲しいまた寂しい思いをしてきたかなというのが現実です。 

その中で、例えば、リモート面会を試みたりとか、いろんな対応をしてきてようやく最近、少しずつ

各病院も各施設も面会が少しずつできるようになってきたなと思います。 

まだ施設とか病院は良いと思うのですが、在宅はもうちょっと厳しかったんじゃないかなと思います。

遠方の家族が来られなかったり、ましてや独居の方、こういう方々が本当に寂しい思い、苦しい思いを

ずっとして来たんじゃないかなというふうに思っております。 

そんな中で、今日のこの地域包括支援センターの運営委員会、特に地域包括支援センター、私はいつ

もこの冒頭のあいさつで言っているのですが、やはりそこが１番の要。要はこの地域の高齢者が困った

ときに、じゃあどこへ駆け込んだらいいのかわからない状況。ましてや身内にも会えない。近所に助け

もいない。そういったときにこの地域包括支援センターが窓口になって、支援をしていってくれるって

いうことを、私だけかもしれませんがすごい期待しておるし、そこが要だと思ってます。 

なので、今日のこの報告・協議事項も、今までの報告になると思いますが、そういった意味も含めて、

まだまだ新型コロナウイルスが終息したわけではありませんので、これからますますそういったお年寄

りが安心して生活できるような支援ができるようにお願いしたいと思います。 

これで私のあいさつを終わらせていただきます。 

 

３ 部長挨拶 

本日はお集まりいただきましてありがとうございます。この春から健康福祉部長に着任しております

高山と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 



- 3 - 

先ほどご案内いたしましたけれども、熊谷委員さんにありましては、新任委員さんということで、委

嘱状を直接手でお渡し申し上げたいところでありますけれども、こういったご時世で感染予防の観点も

踏まえまして、失礼ながら机にお届けしております。どうぞよろしくお願いいたします。 

この後の飯田市社会福祉審議会高齢者福祉分科会に先立ちまして、飯田市地域包括支援センター運営

協議会及び認知症初期集中支援チーム検討委員会を開催いたしました。気温の下がる中ではありますけ

れども、皆様お集まりいただきまして誠にありがとうございます。 

先ほど梅村委員長さんから地域包括支援センターへの期待のお話を頂戴いたしました。そのとおりだ

と思っておりまして、まさに地域包括支援センターは高齢者の暮らしの上での相談支援、そして介護予

防に係る個別のマネージメント機関であるというふうに考えておりまして、最も重要な拠点の１つであ

るというふうに考えております。 

保険者であります飯田市が７圏域５カ所の運営を置いて委託しておるところでありますけれども、今

日の資料でも今後の計画として７圏域６カ所へと分割強化して、一層の介護予防の効果を図りたいと計

画しているところでありますので、また説明を聞いていただければなと考えております。 

今日は、これまでの介護予防の状況、特に２年度と３年の上半期までについて地域包括支援センター

の様子や認知症初期集中支援チームの取り組みなどについてお話を申し上げますので、ご協議いただき

ますようよろしくお願いいたします。 

 

４ 報告・協議事項 

（１）地域包括支援センターの増設について 

委 員：増設ということで、いいだ包括とかの皆さんが日頃非常に幅広いところをやっている中で、こ
ういうふうに分割してよりきめ細かいサービスができるのは、非常に良いと思っております。資

料を見ると、同時に２カ所ということで非常に良いと思いますが、何か早くしなきゃいけないと

いう背景があるのか。全体の審議会ではここに書いてあるとおり２カ所という話があって、そう

いう感じかなと思ったのですが、２カ所同時に進めるというのに、大きな背景、例えば要介護者

の方が増えたとか増えないとか、上郷でそういう傾向があるので早めにしなきゃいけないだとか、

そういう介護上の何か背景があったのか。それとも法人がいろいろな意味で手を挙げてくださっ

たとか、早く始めるのは非常にいいことだと思うが、どういう背景があるのかどうか、ぜひお聞

かせいただきたい。 

それからもう１点、今までは社協がメインでやっていて、萱垣会が入られて非常に円滑にやっ

ていると思うのですが、こういうふうに法人がたくさん増えると、横の連携とかレベルとか、か

なりばらつきが出るのではないかと思います。だからそういう、サービスのばらつきや、サービ

スの把握とか、包括間の連携とか、意見交換とか、交流とか、そういうこともぜひ考えながら進

めていただければありがたいなと思います。 

萱垣会が非常にご苦労されて、鼎の中で定着されているように聞いておりますので、そういう

ノウハウを生かしながら新しい法人に関しても、いろいろなそういうノウハウ、知恵とか、包括

の横の連携などの取り組みも今からいろいろ考えていただければありがたいと思います。 

事務局：今回、２つの法人でお受けすると手を挙げていただいたといったところです。ご指摘の様な、

何か地域の中での課題があってというよりは、意向調査で２法人に手を挙げていただいたという

ところで進めていくというところです。 
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２法人、同じ時期に準備をして開設をしますが、松尾の圏域がいいだ包括のほうに事務所を持

ちますので、８期の期間中は６つの事務所になります。次の計画期間にここを分割して７つの圏

域というふうな進め方を予定しております。 

あと２つ目のご意見をいただいた、法人が増えることでそれぞれの連絡調整をしっかりして、

それぞれの抱えている課題などをきちっと把握をして共有をして進めていくようにといったと

ころは、ご意見いただきましたとおり、そんな思いで進めていきたいと思いますのでお願いいた

します。今後、また何かありましたらご意見をいただければと思います。 

委員長：事務局から話があったように、Ｄ圏域をかわじ地域包括支援センターから銀座の堀端ビル２階

のＡ圏域の合同事務所へ移動ということで、松尾・下久堅・上久堅地域をほかへ持っていくとし

ても、多分Ａくらいしかないのかなという感じは当然理解できる。松尾・下久堅辺りまでは、地

域的に良いと思うのだが、上久堅はかなり地域包括支援センターの事務所から離れてしまう。今、

車もあるし連絡手段もいくらでもあると思うが、窓口としてちょっと離れ過ぎているので、多少

は問題があるのかなと思う。飯田のまちの中に遠方のお年寄りが出向いていくとか、そういった

壁ができてしまわないように、この辺の運用が今後の課題になってくるかなと思うが、いかがか。 

事務局：おっしゃるとおり少し上久堅からは距離があるのかなあと思いますが、川路とどのくらい違う

かちょっとそこらはわかりませんが。 

どちらかというと地域包括支援センターの事務所に訪れて相談というよりは、お電話をいただ

いてこちらの包括の職員のほうがお宅にお邪魔をして相談っていうのが中心になってくるって

いったようなところで、市民の皆さんにご迷惑をかける部分も少しあるかとは思いますが、働き

方とするとそんなふうだということでご理解いただければと思います。 

委員長さんがおっしゃるとおり事務所について、堀端のいいだ包括の事務所にちょっとスペー

スがあるといったところで、とりあえずそこに席をおいて、その後何年かの間に松尾の圏域のほ

うに事務所を予定していければというふうに思っておりますので、ご理解いただけますようお願

いいたします。 

委員長：できるだけ、アクセスの部分も考えていただいて、今、私が言ったように遠く離れても、ほか

の手段で密に、どこの地域の高齢者の方々とも連絡をとっていただいて、近くにいる人と遜色が

ないように対応していただけたらなというふうに思います。 

事務局：今、担当のほうからも説明をしましたが、包括に関しては役割等を改めてしっかりと市民の方

にも周知をしていきたいと捉えております。市民へ市で統一してアンケートする機会に「包括の

ことを知っていますか」というような質問をすると、大体４割くらいの方が「知っています」と

いう結果です。４割というのをどう評価するかというところは、なかなか難しいところです。た

だ一方でその割合が少しでも高くなるようにしっかりとＰＲをしながら、ぜひ「出向いていただ

かなくても、こちらから出向きます」という部分も含めて、そういった周知は進めていきたいと

いうふうに思っておりますので、先ほど言いましたように、基本的には出向くことを中心として

日頃からやっておりますので、周知の部分でもしっかりとしていきたいと思っております。 

委員長：今、事務局のおっしゃるように、やはり周知という部分が、非常に今後のポイントになってく

るかなとは思います。 

実は私も日頃の業務をやる中で、介護度が付かない、例えば要支援まで付かない、今後ちょっ

と認定調査したら何とか要支援付きそうな方からの相談を結構受けることがあって、「どこへ相
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談を持っていったら良いのか困っている。」というのを結構聞きます。そういったときに私は、

「まずは最寄りの地域包括支援センターへ相談に行ってください」ということを言っています。

だから今、事務局がおっしゃるように、そういった部分で、本当に介護度が付くとか、ケアマネ

ージャーがもうすぐ付きそうだとか、入院していてそこからの支援でケアマネージャーがすぐ見

つかるとか、そういった流れもまったく知らない方が大勢いらっしゃいます。介護保険を受ける

にはケアマネージャーがいないとだめですし、介護保険の申請もしなきゃいけないので、そうい

うことも知らない人が大勢いると思います。 

だから、そういったことの窓口の１つとして、介護保険の事等をまるきり知らない人たちや、

どこへ相談していっていいのかわからないといった方々に、しっかりＰＲしていっていただきた

いというふうに思ってます。 

 

（２）令和２年度及び３年度の地域包括支援センター事業報告について 

委 員：私はこの会議に出る前に、事業者のことがよくわからないことがあるので、親しい事業者に「何
か気になる点はありませんか」ということを聞くように努力しています。その中で、介護予防に

ついて改めて見解を聞きたいという話が出ております。介護予防はどの時点でやったらいいかと

いうことが非常に気になります。例えば、事業対象者なのか、要支援なのか。彼は、できるだけ

早く介護事業対象者前くらいの間にするような雰囲気をつくると介護予防の効果があるのでは

ないかと言っている。元気な高齢者に介護予防の意識の改めての向上と、できるだけ早く開始で

きる意識付けが必要だということを訴えてほしいという話があり、要介護の直前よりもっと前に

スタートをかけるという環境づくりをしてほしいというのがありました。 

もう１点ですが、包括は総合相談がメインだと思いますが、総合相談的な窓口はほかにもいろ

いろあります。例えば、社協がやっている「まいさぽ」とか、福祉課がやってる重層的な窓口や

基幹包括支援センター。いろいろな窓口があって、その中の連携とか、役割とか、あり方とか、

同じ人がいろいろなところに行くようですけど、そういう連携のあり方はどうなのか。それぞれ

が独自でやっているので良いとするのか、気になる課題については情報交換をするとか、そうい

う取り組みをすることがあるのか。そこら辺のところはどうでしょうか。さっき委員長から「利

用者さんがどこに相談するのか」ということがありました。そうしたときに、いろいろな窓口の

役割を、チラシも含めてもう１回はっきりしていただければありがたい。そうすれば相談に行き

やすいと思います。わかりやすくなるよう、相談窓口の連携、それからＰＲなどをしてくだされ

ばありがたいと思います。 

事務局：包括というよりはもう少し大きなお答えのほうが良いのかなということで、私からお答えさせ

ていただきますが、介護予防に関しては、みんなおっしゃるとおり足らない面があります。 

一応、私ども長寿支援課では、基本的に介護保険制度の中での扱いとしているところが主です。

介護保険制度の中も、介護予防の部分というのはある程度広がって、前は介護保険で扱っていな

かった一般介護予防っていうようなとこまで含まれてきておる部分もございます。 

特に介護予防をいつから、もっと早いとこからというのは、当然そのようなご指摘はまったく

そのとおりでありまして、市も若い人も含めて健康づくりという扱いでは保健課が担当する課に

なっております。保健課の結果で今、特に健康な高齢者に関しては介護と一体的に、特に後期高

齢者の方と一体的な介護予防の取り組みをというところも進めておるところですので、そういっ
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たものでは連携をしながら、いずれにしても介護予防と一言に言ってもやっぱり言葉の範囲は広

いので、私どもからすると、どうしても介護の保険料を使っておることからして、比較的症状が

出てしまったり出る直前の方が対象者っていうふうにならざるを得ない部分があるので、その方

の、その前の方についても保健課と連携する中でしっかりと行いたい。 

介護保険の事業計画の中でもそういう介護予防の意識醸成というのは、きちんと位置づけてあ

りますので、そういった位置づけの中で長寿支援課としても取り組みを進めていきたいというふ

うに思っております。 

その後の連携のあり方というところも、相談の内容とすると一時的には当然、高齢者の視点か

らの相談がありますけれども、特に例えば虐待だとかネグレクトだとかといったような問題は、

お年寄りの視点ばかりの問題では解決できない。むしろ虐待やネグレクトをする方が若い方であ

るいうこともあるので、まさにそこは連携が必要であるというところであろうかと思います。 

まず相談の窓口として、先ほども言いましたけれど、一旦は包括が担当するにしても、飯田市

には重層的な支援の担当があったりしますので、特に重層的な支援の担当も新しい年度からはひ

きこもりみたいなことに関しては、これまで以上に力を入れていきたいというような方向性も言

っておりますので、そういったところと庁内の連携はもちろんしっかりと対策を考えていきたい

と思います。 

具体的に重層的支援係の担当とは、市の内部的なところや包括との連携を持ちながらという部

分では体制をとっておりますけれども、当然のことながら高齢者の課題はほかにも、今ですと振

り込め詐欺のようなことまで一緒に取り組む必要もあったりということはあるかと思いますの

で、そういったところの連携はしっかり進めていきますけれども、より深めるような連携のうま

いあり方があれば、それは連携をしていきたいと思っておりますので、ちょっと具体性の部分で

は、お答えになってない部分もあろうかと思いますけれど、そういうことでご理解をいただけれ

ばと思います。 

委員長：私が補足という感じでは大変失礼な話なんですが、まさしく今、事務局のおっしゃるように、

例えば高齢者の場合、今回介護予防ケアマネージメントの中に、通所型サービスＣ事業というの

があり、運動・栄養・口腔の３つの柱でやっています。実はこれって昔は、単独で１つずつでし

た。例えば口腔だったら歯医者さん。栄養だったら栄養士さんだけが栄養指導するとか、運動だ

ったらリハビリテーションの理学療法士・作業療法士。個々がそれぞれに単独で関わっておった

ものを、このＣ事業というのは、通所に来てくれたときに一体化してそれぞれの専門職が関わっ

ていく。まさしく今、事務局がおっしゃったように、総合的にかかわることが大事で、どれが欠

けても駄目である。例えば支援がついてなくてまるっきり自立した人でも、例えば栄養が不足し

ていたら栄養不足で動かなくなる。口腔ケアがうまくできてなかったら食べる物が食べれなく、

ほかの栄養もとれなくなる。だから、やっぱり行政側としたらこういうものを一体的に提供する

ことで、今の現在のご本人の生活を維持していくということだと思います。 

例えば権利擁護についても、いろいろ今多岐に渡ってます。振り込み詐欺だとか虐待だとかも

ろもろあります。これを見るとやっぱり、例えば高齢者にとっても、いろいろなことが重複して

重なってくることを、行政側としては１つだけっていう感じじゃなくてトータル的に見てくれて

いるのかなというふうに、私、実は感じています。 

 



- 7 - 

（３）認知症施策について 

委 員：資料の３ページに、短期集中支援終了後のフォローというのがあり、これは非常に良いなと思
う。終わってからも気になる方々に対してフォローを継続的に行って、ある程度の着地をしてく

ださっている。ぜひこういう活動が定着して、ほかのいろいろな相談を受けて終わった後もフォ

ローをするという文化は非常に良いと思います。 

併せてほかのいろいろな相談を受けたあとにきちんとフォローをしていく。全員することは不

可能だと思いますが、そういう気持ちで取り組みたいなと思いました。 

委員長：２ページの若年性認知症 64歳以下と 65歳から 69歳アルツハイマー病者の相談件数というこ

とで、この実人数、あと新規相談、前年度から継続ということで、延べ人数は令和元年度に比べ

て令和２年度ほうが若干少なくなり、今年度９月末まで 10 なので、今後どういうふうになって

行くかわからないけれども、これは多少、相談件数として延べ人数が少なくなってきたかなとい

うような感じを受け取められるのですが、その辺りはどうかなということと、もしそうだとした

らその原因がわかれば教えていただきたい。 

事務局：確かに人数的にどうかっていうと不明なのですが、１番はこの介護保険に申請してくる若年者

というのは、本当に介護保険やサービスを使いたいという方が出てくるので、どうしても症状が

重くなったりしている。本当に認知症だけで早期の場合というのはなかなか上がってこないので、

私らも今、もっと早く見つけて、もう少し良い対応ができたらなと思っている。特に介護度４・

５という方は、はっきり言って施設に入りたいっていう形で申請が出てくるので、私たちも、も

う手が付けられないというか、相談するのが本当に施設だけという状況である。そういった面も

あって、若年性の認知症をどうフォローしていかなくてはいけないかというのが、まだまだ私た

ちの中でも本当に疑問というか難しい点だなというふうに思います。 

それで人数が少なくなっているのかと言われると、なかなかそうでもないですが、ここに上が

ってくる認知症の方というのは、どちらかというと血管性の認知症が多くて、やっぱりそういう

方だとサービスもそれなりのものが必要になりますが、本来のアルツハイマーの軽いような方と

いうのは、そんなに何かサービスということでは話が出てこないんです。家族もなんとか対応で

きているので、「そんなサービスはいいですよ」といった感じになるので、その辺のところが私た

ちの中でも今難しいなというふうに思っています。 

それで、認知症の人が減っているかというとそうではないかなとは思いますが、少し脳血管疾

患の数は少なくなっているので、その部分の人の認知症は減ってくるかなというふうには思った

りしておりますが、根本的なアルツハイマーが減るという感じは、ちょっと私もまだ確信はあり

ません。そんな現実です。 

委員長：脳血管疾患の場合は、事前に気をつければ防げる、予防できることなので、その辺は今の例え

ば事前に健診とか、そういったところで早く対応できて減ってきているのかなという部分である

かもしれません。 

アルツハイマーに関しては、非常にこの若年性のアルツハイマーって進行が早いと思います。

この間まで歩けていた人が、つい何カ月後にはもう寝たきりになってしまってご飯も食べられな

い。そういった方が実際にいらっしゃると思いますが、そういったところで非常に対応に苦慮さ

れておると思います。 



- 8 - 

だから、やはり若年性のアルツハイマーの方の対応をきちんとしなければいけない。今後もう

しっかりした行き場所がはっきり言ってないと思うんですよね。なかなか施設に入れない方もい

らっしゃるし、在宅で家族が頑張って看ていらっしゃるけれども、もう大変だっていうところで、

じゃあ施設へすぐに入れるかというとなかなかそうもいかない。年齢が若いから後回しにされて

しまうこともある。本当はあってはいけないことだと思いますが、そういったこともあるのでそ

の辺をしっかりフォローをしていただけたらなというふうに思います。 

委員長：それでは、これで地域包括支援センター運営協議会と認知症初期集中支援チームの検討委員会

は閉じさせていただきます。ありがとうございました。 


