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1 P1

本表、右端項目の「空き数」、「待機者」について、待機者６５人に対し、空き数２４人は、
何んとももったいないと思います。待機者の入所希望先を調整することで、待機者数を減らせ
ることができそうといえますので、何らかの対処策がありますでしょうか？
入所先について、希望するところ以外も提示するとか、ケアマネの方に動いてもらう等もある
と思われます。

　介護サービス全般に言えることですが、ケアマネジャーは利用者やそのご家族から望む暮らしについての意向
を伺い、それを実現するためのサービスについて複数提案をするという役割を担っています。提案されたサービ
スや事業所の中でどのサービスのどの事業所を選択するかは利用者やそのご家族に委ねられており、その時の意
向により、選ぶ内容も変化するものと考えております。
　そのため、市としましても、利用者やご家族、ケアマネジャーが得られる情報量が重要と考えており、
「介護なび・まつど」や「松戸市在宅医療・介護事業者情報検索システム」等で情報提供をしております。ま
た、協議会全体の取組としてもホームページをを開設し、各事業所の空床情報などを公開しておりますので、今
後とも周知に向けて取り組んでまいりたいと考えております。

1

「介護離職ゼロ」の実現に向け在宅の限界点を引き挙げるためにも、地域密着
型サービスの持続可能性は極めて重要であると考えるが、一般的に経営基盤が脆
弱な事業所が多いことから、新型コロナウイルス感染症の影響は如何か？

　現段階におきましては、感染症の影響を受けて休廃止している事業所はございませんが、今後出て参ります給
付実績なども分析しながら、状況を注視し、必要に応じてどのような対応が必要か検討してまいりたいと考えて
おります。

1 P2

2ページ　小規模多機能型居宅介護
〇No.2，4，10の事業所の宿泊サービス利用回数が前回同様に極端に少ない状況が続いていま
す。その理由をお聞かせください。特に、No.10の事業所については、一人あたりの訪問介護
利用回数もかなり少ない提供にとどまっています。平均要介護度が最低であることを考慮した
としても、訪問介護のみを利用している方が2名、通所介護のみを利用している方が3名いるも
のと思われます。3つの機能を必要とする対象者に介護を提供しているのか、出来高での通常
サービスを選択した方が利用者にとっては有利なのではないかと心配になります。3機能を利
用しない利用者が登録している理由や包括報酬が不利ではないのかという点について、お聞か
せください。

　訪問サービスの回数が少ないことにつきましては、報告の数字以上に利用者宅への訪問を実施し、利用者の要
望に応えられるようなきめ細やかなサービス提供をしている実態があるとのことでした。これは、本来であれば
訪問に伺っていればその記録をとっていくことが必要ですが、見守りや安否確認などの細かな訪問についての記
録はそろっていないということでしたので、サービスが必要と判断し実施しているものであれば記録するよう事
業所へ指導したところであります。
 　また、宿泊の少ない事業所に確認をとりましたところ、ご家族の都合で急な宿泊が必要となるリスクの高い
方の受入も行いつつ、通所についても、宿泊こそしないものの、通常の通所では受入が困難な、早朝のお迎えや
深夜のお送りが必要な方のサービスを提供していることも伺い、短期入所や通所介護などのサービスを組み合わ
せる形では実現不可能なサービス利用の方法をとられている方もいらっしゃるとのことでした。
 　ただ、このような事例の全てが数字に表れない要因とは考えておらず、小規模多機能および看護小規模多機
能の求められる利用者像につきましては、協議会を含めた検討が今後も必要と考えております。
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3ページ　看護小規模多機能型居宅介護
○No.7の事業所について、9名の利用者に30.8回の宿泊サービスを提供したとあります。おそ
らく、介護度の重い利用者を受けている傾向があるものと予想しますが、9名の利用者がほぼ
毎日宿泊した形になっています。その結果として、他の11名の利用者は宿泊サービスを利用す
ることができない状況にあったものと思われます。利用者に対して平等なサービス提供の機会
を確保することが重要だと考えます。現状と今後の方針についてお聞かせください。

事業所に確認をとったところ、新型コロナウイルス感染症の影響で、密を避ける配慮として、同居のご家族が都
内に勤務されている方を中心に宿泊メインでご利用頂いたことや、同居家族がテレワークの日には通所の利用を
控えて頂くなどの協力頂きながら、分散化をはかった結果とのことでした。今後も感染者当の状況に応じた対応
をとり、利用者の感染リスクを軽減していきたいとの報告を頂いております。

1 P7

看取り退去比率の2極化がみられます。極端に低い事業所（No.5、25，30，31，32，35）に
ついて、No.25，30，32，35のように入院による退去の比率が高い事業所は、疾病の増悪・発
症や事故の予防に課題が存在する可能性を憂慮します。No.5，31については、施設入所の比率
が高く、中間施設的な役割にとどまっているのでしょうか。それぞれの事業所の運営方針に加
えて、利用者の望む介護を提供する観点や重度化予防の観点から、市としてのお考えをお聞か
せください。

1 P8

看護小規模多機能型居宅利用動向等調査結果(利用修了者）
利用修了者の看取り退去が
29年度　23％
30年度　30％
元年度　36％
と徐々に増加傾向があるようですが、平均介護度が徐々に3.00、3.26、3.39上がっていること
以外に何か理由があるでしょうか。わかる範囲で結構ですので、お教えください。

1

「認知症対応型共同生活介護（グループホーム）利用動向等調査結果」の3か年平均看取り割
合」を見ると、0％～100%まで幅広いが、相対的に「看取り」による退所が多い傾向にあり、
データは示されていないが入居期間も長期化していることも想定され、より「終の棲家」とし
ての傾向が強まっていることが推測される。
特別養護老人ホーム等の施設系サービスの待機者数との関係もあるが、特養待機者の受け入れ
施設的な傾向が強まっているのではないかと思うが如何か？

※看取りに関するご質問についてそれぞれ関連がありますので、一括してお答えします。
　看取りについては、住み慣れた地域で可能な限り生活を続けたいといった利用者の希望を実現した形の一つが
グループホームの看取り件数や割合として表れているものと認識しております。毎年看取り退去の割合が上がっ
ていることは、事業者のご努力もありたいへんありがたいと思っております。
　そのうえで、利用者の身体的状況、利用者本人や家族の意向、事業所の方針や体制等が大いに実績数に影響す
るものと考えており、例えば、本来は看取り実施したいが、看取りを行う体制をとると人員不足となり、通常の
サービスの提供も困難となるため、やむを得ず入院したというような声もあり、結果としての「2極化」が起
こっていると認識しております。
　資料5において詳述しておりますが、施設サービス、重度者向け在宅サービス及びサ高住が整備されていく中
での、グループホームの役割については、様々な観点での議論があると考えますが、認知症状の悪化により在宅
での生活が困難となった方が、在宅に近い環境で暮らし続けることができるということがグループホームの重要
な機能であり、アイデンティティではないかと考えております。
　そして、サ高住での看取り率も徐々に高まっている中では、「最期まで過ごすことができる終の棲家としての
グループホーム」を選択するニーズは高まっていき、必然的に他サービスとの比較のなかでの対応が求められて
くるのではないかと考えております。
　また、利用者が最期をどこで迎えたいかという選択肢を増やす努力は、グループホームに限らず、介護サービ
ス全体に必要な姿勢なのではないかと考えており、市と致しましては、今後整備する施設の選定を含め、各事業
所の現状や意向も考慮しつつ、看取りができる場所の拡大に向けて働きかけてまいりたいと思います。
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３－２看護小規模多機能型在宅介護　７　ゆいまーる八ヶ崎
　2020年第1回の同事業者のサービス種類別利用者状況における訪問看護の介護対応1か月あ
たりの延べ利用回数132回　看護対応117回　サービス利用者数は介護対応18名、看護対応2名
になっていました。
　今回の同事業者のサービス種類別利用者状況における訪問看護の介護対応 1か月あたりの延
べ利用回数５４０回　看護対応５２回と介護対応が大幅に増えております。
（ただしサービス利用者数は介護対応16名　看護対応1名と減少しています。）
利用回数が増えたことは利用者からの要望であれば問題ないと思われますが、ケアプラン含め
て1社で行っていることでの弊害になっているのではと気になります

　大幅なサービス利用増に関して事業所に確認を取ったところ、泊まりの利用者を含めた看護業務を回数に入れ
ていたということで、本日お配りした資料のとおり２１回に修正頂き、同様にサービス種類別利用者数につきま
しても、１６名から５名に修正をお願い致します。

　看護小規模多機能では利用者のケアプランを事業所所属の計画作成担当者が作成しますが、報酬が月額（定額
制）となっている中で、必要に応じて支援が増加することについては、柔軟なサービス提供が可能な特徴でもあ
り、むしろ望ましい形ではないかと考えております。

1 P10

グループホーム事故状況について
グループホームさざんかでは令和になってから事故報告数が増えており、そのなかでも誤薬の
事故が増えております。誤薬は命にかかわることもありますので、原因がどこにあるのか
職員側にあるのか、あるとすれば人数の問題か配置の問題か改善策と経過状況チェックする必
要あるのではと思います。

1 ｐ10

認知症対応共同生活介護事故報告状況
(参考)令和元年度介護サービス事業者事故報告状況
事故報告状況を見ると、「転倒・転落」「誤薬」は相変わらず多い状況にあるようです。利用
者の安心安全のためにも、事故を起こした業者に対してマニュアルの作成や事故の再発防止等
を指導されていると思いますが、大事なリスク管理でありますのでより一層の監督・指導を
行っていただきたいと思います。強い要望といたします。

　市へ提出される事故報告書には、発生原因や対応状況、再発防止策について記載をする欄が設けられており、
確認をした上で不明点や不備があれば、問い合わせや再提出をお願いするといった方法で、それぞれの状況を把
握しております。報告書の提出があった事故については内容や検討有無について書面で確認ができますが、一
方、本来報告が必要な事故について提出がないといった状況が問題であるとの認識でおります。
　したがいまして、認知症対応型共同生活介護などの市が指定を行うサービスにつきましては、実地指導の際に
事故報告に加え、事故に関するマニュアルや再発防止の検討を行った記録を確認し、漏れがあれば個別に指導を
行うております。
　さらに、昨年度から　松戸市医師会、在宅医療・介護連携支援センター、松戸市薬剤師会のご協力を頂き、事
故報告書から分析した転倒と救急搬送の問題、薬局での実例を踏まえた誤薬の防止等について、介護事業者とく
に居住系施設への研修をしていただくなど、より事故防止につながる実践的な取り組みを進めております。
　また、今後事故報告書からより的確な原因分析をできるように、医師会監修の報告書記載例を紹介する予定に
しております。その点につきましても実地指導にて個別に指導を行うとともに、集団指導等を活用し、引き続き
周知をはかってまいりたいと思います。
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看多機しまむらについて
開設年月日が９月１日とありますので、準備段階での申請となり、内容的に不明確な点がある
ことは理解できますが、以下の点については審議にあたり明確化されるべきと思います。
◆消防火設備及び防火管理者
所在地が、協力施設でもある「島村トータル・ケア・クリニック」と同じであり、添付平面図
から見て、この既存建物内に設置予定と推測できます。
従って、消防火設備についても既存設備と協調の取れた設備が必要となり、消防法上の解釈に
もよりますが建物全体として構築されるべきものと思います。従って、「設置予定」との表現
は適当ではありません。設置は必須と思います。
検査日時については、現時点では未定でもやむを得ませんんが。
防火管理者については、既存建物の防火管理者による共同選任として考えられているのでしょ
うか。

　委員ご指摘のとおり、今回の事業所は既存建物の一部を改築し、開設されますが、サービスとしては消火器や
スプリンクラー、自動火災報知設備等の設置が必要であります。
　しかしながら資料作成時点では、新型コロナウイルスの影響もあり内装等の工事が遅延している進行状況のた
め、「設置予定」と記載いたしました。
　現時点で確認したところ内装工事自体は完了しておりますが、備品等の設置が未了のため、完了し次第、９月
１日開設に向け、実地完了検査を行います。
　なお、当該工事は建築確認不要の改装工事でありますが、設計者・施工者立ち合いのもと検査を実施すること
を確認しております。
　また、防火管理者につきましては、当該事業所があります建物の防火管理者が兼ねることとなります。

2
Ｐ３
～17

それぞれの「協力医療機関との連携」の欄の記載事項について、具体的な連携の内容まで確認
しているのか？
これまで、公正取引員会から有料老人ホームへの表示上の指摘事項として「医療機関との連
携・提携」について、具体的取り決めがなく曖昧との指摘もあることから、「終の棲家」とし
ての傾向が強まっているとすれば、この医療機関との連携・提携は極めて重要となることか
ら、指定の際には、具体的内容まで確認し、指導すべきであると考える。

協力医療機関との連携につきましては、まず指定の際に書面審査において協力医療機関と事業者との契約が交わ
されているのかを確認いたします。また、医療科目や協力内容、また、グループホームの利用者の急変等の事態
に備えられているのか等、契約書の内容について現状の把握に努めております。
　また、認知症高齢者が可能な限り継続してグループホームで生活できるよう整備している事業所を評価する加
算として「医療連携体制加算」がございます。
　こちらは協力医療機関と連携して看護師が利用者の健康状態の観察や、医療面からの適切な指導や援助等を行
うことで日常的な健康管理や医療ニーズが必要なときの体制を整備していくものとなっており、実地指導におい
ては、実際の体制や連携内容について伺うことで適切な介護サービスの提供を行っているかを確認しておりま
す。今後も指導を行いつつ、積極的に加算の取得をするよう促していきたいと考えております。
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権利擁護事業➀高齢者虐待防止
例えば令和元年度虐待の相談者の件数の合計187件と実際の虐待の事実ありと判断された件数
99件のように、例年相談と事実認定の数に開きが大きいように見えます。この開きの原因は何
にあるのでしょうか。わかる範囲で結構ですがお教えください。

　まず、6ページ上部の合計数ですがこちらは重複数となっております。令和元年度の新規虐待受理の実件数は
185件となり、実際に虐待の事実ありと判断した件数は75件となります。
　ご質問のように毎年虐待受理件数と、虐待認定数は大きく開きがあります。その理由としては、通報があり地
域包括支援センターが事実確認をした結果、「虐待行為が認められなかった」又は「法的に虐待に当てはまらな
い」と判断したケースが多いためでございます。高齢者虐待防止法では高齢者虐待は「養護者による虐待」と
なっております。そのため例えば「養護関係にない高齢者同士の夫婦喧嘩」「認知症・障害がある被養護者から
養護者への虐待行為」については、虐待認定しておりませんので、相談数と認定数では差がある状況です。ただ
し、法令上の虐待には認定されておりませんが、虐待対応と同様困難事例として支援を行っているところでござ
います。

3 P5

事業対象特定者の有効期間満了後の状況一覧
　事業対象者として特定されたのちに自立に復した方が数年後にどのような状態にあるかとい
う貴重な資料のとりまとめをありがとうございます。今後、このような蓄積されたデータを分
析することによって、次なる介護予防に対策立案に役立てることを期待します。自立に復した
方に加えて、2年後も事業対象者となった方々がその2年後にどのような状態にあるか、解析可
能な範囲でお聞かせください。

　５ページの表につきましては、事業対象者と特定された方のその後について分析し、今回新たにお示ししてお
ります。
　75歳以上の後期高齢者の健康寿命の延伸のため、高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施という事業を今
年の4月よりスタートし、高齢者支援課内にフレイル予防班を設置いたしました。まさにこの事業対象者に対す
るフレイル予防は重要と考えており、フレイルの視点もいれながら分析を進めているところでございます。現在
は、事業対象者と特定され、その2年後に自立になった方のさらに2年又は3年後、要介護になるに至った原因、
また要介護状態に陥っていない要因等を分析中です。分析途中ではありますが、要介護状態になった原因として
「筋骨格が原因」である人が最も多く、次いで「認知症」、「循環器」が原因であると分かっています。また、
筋骨格のうち転倒によるものが最も多く、まさにフレイル予防が重要であると認識しております。次いで膝関節
症・脊柱管狭窄症が原因にあることも分かりました。
　まだ、分析途中の段階にありますので、情報を蓄積し、分析を進めていきながら今後の介護予防の計画を検討
していきたいと考えています。

3 P5

事業対象特定者の有効期間満了後の状況一覧
　この貴重なデータを継続的に検討していくにあたり、事業対象特定者の有効期間をどのよう
に考えるのがよいのでしょうか（3年では長すぎるのではないでしょうか）。一定の障害や要
介護状態がある程度固定する認定者とは異なって、事業対象特定者の場合、改善も、悪化もあ
りうる状態の方だと言えそうです。貴重なデータ蓄積という意味も含めて、市のお考えをお聞
かせください。

　本市では事業対象者の有効期間を2年としていましたが、平成30年度介護保険法の改正により要介護認定有効
期間が3年に引き上げられたのを機に、事業対象者の有効期間も3年としております。他の自治体では事業対象者
の有効期間がないところもあると聞いています。
　4月からフレイル事業が始まり、事業対象者に関する分析についても今年度始めているところでございますの
で、分析を続け、情報を蓄積していく中で、有効期間については必要時検討してまいりたいと思います。
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3 ｐ8

成年後見制度利用状況
令和２年６月の厚生労働省の成年後見制度の現状の中で千葉県では令和元年度402件の市町村
長申立てがあり、松戸市は38件と全体の9.5%を占めています。また、千葉県申し立ての総件
数は1669件で市町村長申立は全体の２４％となっています。
　松戸市は66件の申し立てなので、市長申し立ては全体の58％となります。全国的には市町村
長申し立ては平均で22％です。そういう観点から松戸市は頑張っていると思います。
　市町村長申し立ては増加傾向にありますが、認知症高齢者が増加が見込まれる現在、地域共
生社会の実現に向けた地域づくりと暮らしの安心確保点からも、今後とも国の成年後見制度利
用事業等を利用されて、これからも成年後見制度の利用を促進していただければと思います。
要望です。

本市の市長申立て件数は年々増えております。認知症の方の増加、家族関係の希薄、独居高齢者問題、複雑困難
化するケースが多々あり、本人申立て・親族申してでは対応できない事例が増えてきていると感じています。平
成31年度（令和元年度）は市長申立てを検討する会議を計12回、合計49件検討しております。しかし、市長申
立て件数が増えることは、市が申立て費用や後見人報酬費用等を負担することになるため、財源の面については
今後の課題となっています。
また、成年後見制度利用促進法が施行され、権利擁護支援の地域連携ネットワークづくりが求められておりま
す。本市におきましても成年後見制度の利用ニーズが高まっており、利用しやすい制度の運用、周知、ネット
ワークづくりを促進するため、令和2年4月より社会福祉協議会に成年後見支援センターを設置したところでござ
います。

3 P8

成年後見制度利用支援
　新松戸地区と馬橋西地区において、本制度の利用につながった件数が極端に少ない傾向がみ
てとれます。支援する側の課題覚知や制度利用のノウハウが不十分なために利用が少ない状況
にあるという点を憂慮します。現状についてお聞かせください。

　まず、この表でお示ししている市長申立て件数につきましては「その年に家庭裁判所に申立てした実数」を計
上しております。そのため「市長申立て検討会を実施して、申立てをする事が認められた」としても、当該年度
内に家庭裁判所への申立てに至らなかった場合は計上しておりません。令和元年度の「市長申立てに図った件
数」は新松戸包括で3件、馬橋西包括で1件となっており、後見が必要な方へのアプローチは行っているところで
ございます。
地域包括支援センターでは成年後見制度について、外部講師を招いての内部研修やケースの振り返り、外部研修
への参加等を行っており、職員のスキルアップを図っています。また、市民向けにも研修会や勉強会を開催して
おり、成年後見制度の周知も努めています。
成年後見制度の理解は認知症の方等の権利を守ること、高齢者虐待防止の視点からも非常に重要であると考えて
おりますので、支援者側のスキルアップのため、研修の実施や勧奨、また地域包括支援センター長会議での本資
料の共有、地域包括における取組み方法の協議等を実施していきたいと思います。
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3 P9

9ページ　日常生活自立支援事業
○高齢化の進行に伴い、本事業の利用促進は喫緊の課題だと考えます。松戸市社会福祉協議会
として、事業の対象者数に加えて、新規に導入した利用者の件数について、経年的にお知らせ
ください。

　令和元年度相談者149名に対して契約者数は21件となっております。実際訪問をしても契約に結び付かない
ケースも多数あります。
　令和元年度は平成30年度に比べ、本事業解約者が1.6倍でした。判断能力の低下により成年後見制度への移行
ケースが多数あり、関係者と連絡を取りながら丁寧に対応する必要がありました。また、相談者の中には経済的
虐待など複合的な課題を抱えたケースが増えてきております。十分にアセスメントをした上で対応可否の判断を
していますが、本事業の担い手である地域住民での支援が難しい場合は専門職が担っているケースもあり、より
きめ細やかな配慮が必要なケースが増えてきています。
　令和2年より成年後見支援センターを松戸市より受託しています。関係機関と顔の見える関係づくりを始め、
本事業の利用や本事業から他機関への移行がよりスムーズに行えるように、加えて対象者にとって安心感のある
切れ目のない支援を提供できるように他機関との連携を強化していきます。
最後に、本事業の周知活動も積極的に行い、担い手の確保にも力を注いでまいります。
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3 P10

10ページ　包括的・継続的ケアマネジメント支援業務
○4つの内容について件数をお示しいただいていますが、圏域にお住まいの高齢者人口を勘案
しても、全体として新松戸地区、馬橋西地区、本庁地区などではケアマネジメント支援の実績
が相当程度少ない状況になっています。その理由について、市のお考えをお聞かせください。
ケアマネジメント支援を業務とする地域包括支援センターが居宅介護支援事業所から頼りにさ
れていないという実態の有無について憂慮します。

　本庁、馬橋西は地区内に居宅介護支援事業所が少なくケアプラン委託数も少ないこと、高齢者虐待通報数が本
庁、新松戸は極端に少ないため、ケアマネジャーと密に連携し対応するということが少なくなっているのではな
いかと考えられます。
各地域包括支援センターでは地域ケア会議やケアマネ勉強会、ケアマネ交流会、研修会等を実施したり、定期的
に事業所に顔を出す等して連携強化に努めております。
一昨年と昨年の介護支援専門員からの新規相談実績を比較しますと相談件数は増加傾向となっています。また相
談・支援・調整についても概ね増加しており、昨今の相談内容は複雑困難化しており何度も相談・連絡をしなが
ら地域包括は対応をしている事が分かります。
現在、高齢者支援課で行っている地域包括支援センター業務評価でも居宅介護支援事業所からの意見を聴取して
おりますので、地域包括にどのようなことを求めているのか、その内容も踏まえ今後より地域包括と居宅介護支
援事業所が連携できるように、市としても支援を検討してまいります。

2

項番2　松戸プロジェクトは、他市に見られない先進的な取り組みと評価でき、今後の進展に
期待します。
その中で、ボランティア（プロボノワーカー）が、6人というのは、残念ながら少数です。何
らかのサポートをご検討お願いします。

　プロボノワーカーが6人というのは実際に支援先団体とマッチングして活動している人数であります。サポー
トを受けたいと希望される団体がまだ少ないため、マッチングができていない現状もございます。松戸市プロボ
ノ事業は以前は年1回イベント形式で応募を行っていましたが、昨年度から随時応募があれば対応出来るように
変わり、より多くの団体がサポートを受けやすい方法に変更しております。団体がサポートを受けたいと思った
ときにワーカーとマッチングすることができますが、毎年度支援先団体数は5団体と変わっておりません。
　活動するプロボノワーカーの数を増やすためには、より多くの支援先団体に登録していただき、ワーカーの支
援先を増やす必要があると感じております。
そのためには、プロボノの有用性をさらに周知して、団体に困りごとがある際や、活動が硬直・停滞している際
に解決の方法としてプロボノによる支援を選んでいただけるように、啓発していきたいと考えます。
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4 P2

Ｑ１）「資料4」2Ｐの「項目番号1」の「在宅医療・介護連携支援センター」の「実施内
容」、「自己評価」、「課題と対応策」を見ると、「目標値を大きく超える成果」とされてい
ることから高く評価するが、その主要な要因は何か？一過性のものか、それとも適正に機能し
ているのであるとすれば、今後も増加が見込まれるということなのか？

　平成30年度までは介護保険特別会計で予算化されており、高齢者または高齢者を含む世帯を対象に実施してお
りました。令和元年度より一般財源も合わせ予算化しており、在宅医療・介護連携支援センターに分野横断的な
相談に応じる包括化推進員を配置。対象を障害及び子ども分野まで拡大し、幅広い相談に対応できる体制へ変更
したため、増加したと考えています。今後の相談件数の見込みについては令和元年度の横ばい、もしくは微増に
推移するものと考えておりますが、引き続き相談件数の動向は注視していく必要があると考えています。

4

（Ｑ２）「資料4」3Ｐの「項目番号5」の認知症対策の充実　認知症サポーター養成講座の
「実施内容」「課題と対応策」のを見ると、企業向けの講座がポイントであると認識してい
る。イオングループ等のように積極的に取り組んでいる企業等もあることから、アプローチの
仕方だと思うが、商工会等の地元経済界との連携についての取り組み状況はいかがか？

　企業向け認知症サポーター養成講座は、地域包括支援センター職員が講師を務めており、令和元年度は（銀行
5件、薬局1件、その他企業等5件の）11企業302名の方に実施いたしました。協定を締結している企業との定例
会において、認知症サポーター養成講座の受講状況を確認したところ、8割の企業が受講済みとなっており、少
しずつ認知症サポーターが増えていると感じております。
　また、松戸市商工会連合会は、地域ケア会議の委員としてもご参加いただいており、認知症サポーター養成講
座の周知についてご協力いただいております。当課としましては、商工会と担当課の会議等に直接参加をして、
ご案内や現状把握を行うことを検討しており、今後さらに見守り協定締結企業及び銀行などの高齢者に関わる企
業へのアプローチを推進していきたいと考えております。

4

Ｑ３）「資料4」4Ｐの「項目番号13」に関連して、千葉県国民健康保険団体連合会の機能につ
いて、「介護給付費等費用の適正化」が挙げられており、これも重要なチェックポイントであ
るが、国保連には介護保険法上の苦情対応の機能もあるが、松戸市内の介護保険関係事業者の
苦情の状況はいかがか？

　国保連合会が対応した苦情相談については、必要に応じて市に情報提供があり、昨年度は3件ございました。
　また、隔年で国保連合会の巡回相談というものがあり、苦情相談の情報共有をおこなっております。昨年度7
月に実施された際に報告された案件は平成30年度分で9件、主な内容としましては、ケアマネジャーや施設職員
の対応に対する不満や、施設において発生した事故（骨折等）についてなどがございました。
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4

P2
P3.
P4

ｐ2.3.4
介護保険事業計画の自己評価結果の報告について
項目番号1～14まで、いずれも重要な事業です。その中で、特に感じたのが、表中「区分」自
立支援介護予防重度化防止の項目番号1,4,9の事業は、支援が必要な方々の発見や、個の生活環
境の解決につなげる事業であると思います。実績評価（自己評価）が高く、その分課題が多く
発見されており、対応策として多様な手法でのアウトリーチ活動の重要性が挙げられておりま
す。その通りだと思います。行政関係機関等の連携はもちろんですが益々、支援組織である
NPOや市民団体等との連携を（支援組織の発掘も含め）お願いいたします。感想になりまし
た。

4 P4

項目番号10について参考に教えてください。
「目標」の件数は明示できないので、委託件数全件との表示かと思います。
「実施内容」の全件は、何件位ですか？相当な数と思いますが、良いです。

認定調査票のチェック・点検は委託により全件行っており、令和元年度実績は20,429件です。

松戸陽だまり館でのコロナ感染について
６月２９日、松戸市内介護施設で、コロナウイルス感染が発生。
７月１１日までに　職員３名、入所者２名（８０歳代、９０歳代）、職員親族１名　合計６名
となっています。感染した職員並びに入所者の方々は、陽性判明後、速やかに病院に入院され
たかを、確認させてください。

【別紙にて報告させていただきます】
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