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令和 2年度 第 3回松戸市介護保険運営協議会議事録 

 

開催日時  令和 2年 10月 22日（木）午後 2時から午後 4時 40分まで 

開催場所  松戸市役所新館 7階 大会議室 

出席委員  川 越 正 平  委員（会長） 

      大夛賀 政 昭  委員（副会長） 

      手 島 宏 明  委員 

      長谷川 栄 一  委員 

津 川   清  委員 

久 松 康 士  委員 

      石 山 麗 子  委員  

      小 泉 裕 史  委員 

小松﨑 康 文  委員 

石 澤 利 章  委員 

小 川 早 苗  委員 

小 島 可代子  委員 

      宮 本 哲 男  委員 

石 井 峰 義  委員 

原 田 信 子  委員  

丸 田 敬 子  委員 

山 崎 佳 子  委員 

 

事務局出席者 

 福祉長寿部   郡部長、清水審議監、中沢参事監 

 高齢者支援課  長島地域包括ケア推進担当室長、加藤補佐、 

川鍋保健師長、岸田主幹保健師、関根主査  

介護保険課   佐野課長、横山専門監、高安補佐、松崎補佐、榎本主幹、 

菊池主幹、染谷主幹、蟹江主査、小野主査 

  

傍聴者    5名 
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令和 2年度 第 3回松戸市介護保険運営協議会議事録 

 

日時：令和 2年 10月 22日（木） 

午後 2時 00分～午後 4時 40分 

場所：市役所 7階大会議室 

 

（会長） 

それでは、第 3回松戸市介護保険運営協議会を始めたいと思います。 

まず、会議の公開についてですが、当会議は公開の会議となっております。 

本日の傍聴はありますか。 

 

○○○様他 4 名から、本日の会議を傍聴したいとのことであります。これを、

許可したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

（委員） 

異議なし。 

 

（会長） 

どうぞ、お入りください。 

 

＜傍聴者入場＞ 

 

（会長） 

それでは会議次第に添いまして、議事を進めます。報告 1資料№1「介護保険

事業実施状況」について、事務局から説明をお願いします。 

 

（介護保険課長） 

 担当の方から説明させますので、よろしくお願いします。 

 

（事務局） 

 報告 1、資料 1．介護保険事業実施状況についてご説明申し上げます。 

この資料では、令和元年度の決算状況を含めまして、介護保険の各種事業の実施

状況についてご報告致します。 

内容が多岐にわたりますので、時間の都合上、概略の説明となりますことをご

了承くださいますよう、よろしくお願いいたします。 
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 はじめに、1ページ、介護保険特別会計令和元年度決算状況について、ご説明

いたします。 

「介護保険特別会計（決算）概要説明図」をご覧ください。左側が歳入・右側が

歳出となっております。右側の歳出をご覧下さい。介護保険に係る費用のほとん

どを占める保険給付費、327 億 9 千万円とその下の地域支援事業費 20 億 4 千万

円を合わせた 348 億 5 千万円につきましては、左側の財源によりまかなわれて

おります。 

給付費の負担割合は、理論値として、国が約 25%、県と市が 12.5％ずつ、40歳

から 65歳未満までの第 2号被保険者が 27％、65歳以上の第 1号被保険者が 23％

という構成になっており、それぞれの決算金額は表に記載されている通りでご

ざいます。表の下に記載されております 剰余金 10億円につきましては、その

下の行、本年度基金への積み立てとなる分はなく、国・県・市の一般会計等への

返還金、及び基金からの取り崩しを取りやめ、基金に留め置く分でございます。 

具体的な数字が入りました表が、次の 2 ページでございます。資料の表の右

側、歳出の上から大きく 3番目に「地域支援事業」が記載されておりますが、そ

の部分をさらに詳細にした表が、その次の 3 ページとなっておりますので、こ

ちらにつきましては後程ご覧いただければと存じます。 

次の 4 ページでは、過去 4 年間の給付費、及び地域支援事業費の決算額の推

移を示しております。 

5ページは、松戸市・千葉県・全国の人口の表でございます。令和 2年 4月 1

日現在で作成しておりますが、一昨年から、松戸市、千葉県、全国とも前期高齢

者数が減少に転じており、後期高齢者は引き続き増加しております。なお、高齢

化率としては 0.1ポイント上昇したところでございます。 

 次の 6 ページはグラフ化したものでございます。右側には、現在の第 7 期の

計画における推計値を記載しております。 

7ページをお願いいたします。要介護（要支援）認定者数の計画値と実績でご

ざいます。委員の皆様には後追いでお送りさせていただきましたが、令和元年 10

月 1 日現在の実績、速報値で記載しております。高齢者数・65 歳以上の人口は

12万 8267人で、計画値を 3,811人下回っております。要介護・要支援の認定者

数は 22,419人で計画値を 911人下回っており、出現率は、0.18ポイント上回っ

ております。 

8ページは要介護認定の申請、審査の状況でございます。出典の認定審査会正

副委員長資料では、令和元年度は開催中止となっておりますが、令和 2 年度の

誤りでございます。訂正いたします。 

次に、9 ページでございます。各年 10 月 1 日時点での認定者数と利用者数の

経年変化状況でございます。令和元年度の利用率は 79.9％となっております。
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利用率はほぼ横ばいでございます。 

続きまして 10ページをお願いいたします。介護保険サービスの利用者数の実

績と見込みでございます。平成 30年度実績、令和元年度の実績、令和元年度の

計画値と、実績と計画の差異を記載しております。 

計画と実績の差の内容として、先にご説明いたしました、計画よりも人口、認

定者数が下回ったことと連動して、利用者数も若干少なかった点はございます

が、特段大きく計画に影響はなく、あらかじめ見込んでおります余裕分程度の誤

差であると認識しております。 

続いて、11ページにつきましては、3月末現在の市内の指定事業者等の状況で

ございます。 

次の 12ページからは、地域支援事業の実施状況、決算で申し上げますと、3ペ

ージに記載しております事業のそれぞれの実績を記載しております。まず、（1）

介護予防・日常生活支援総合事業についてでございます。①介護予防・生活支援

サービス事業について要支援認定者および事業対象者への訪問型サービス、通

所型サービスの従前の介護予防相当サービス、および、平成 27年度より実施し

ております、緩和型の各サービスの実績を記載しております。 

次の 14 ページから 16 ページまでは、②一般介護予防事業となります。認定

状況に関わらず、65歳以上のすべての人を対象にした事業でございます。「介護

予防把握事業」では、記載の通り、一般高齢者の実態把握調査を実施しておりま

す。 

16 ページの「一般介護予防事業評価事業」では、都市型介護予防モデル「松

戸プロジェクト」として、千葉大学予防医学センターと「住民主体の介護予防に

役立つ活動を推進し、社会参加を主な目的とした地域づくりによる介護予防効

果の検証」について共同研究を実施しております。 

17 ページから 18 ページ（2）包括的支援事業につきましては、記載の通りで

ございます。 

19ページから、20ページにつきましては、（３）任意事業の一覧と平成 29年

度から令和元年度の 3年間の実績を記載しております。 

21ページから 23ページにつきましては、任意事業のうち、介護給付費適正化

事業の状況を記載しております。本市では、国が進めております適正化実施 5事

業については全て取り組んでいるところでございますが、さきに、第 2 回協議

会で先行してご報告させていただいた内容の詳細を記載しております。 

24ページは、介護相談員派遣事業の状況でございます。 

最後に、25 ページ、令和元年度決算の介護保険料の賦課・徴収の状況でござ

います。保険料の収納済額は令和 2 年 5 月末出納閉鎖日現在での全額を記載し

ております。収納率は対予算ベースでは、98.89％、対調定額ベースでは、96.38％
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となっております。以上、たいへん駆け足で恐縮ですが、資料 1の説明とさせて

いただきます。 

 

（会長） 

ありがとうございました。ただいまの説明について、ご質問については、配

布されました資料に記載されておりますが、補足ですとか、コメント、あるい

はご説明を聞いた上での質問などございましたら、お願いいたします。 

 

（会長） 

 委員より、介護保険の認定者数が少ないのではないかという質問をいただい

ていたかと思いますが、確かに少ないという結果になっているようです。 

 

（委員） 

そうですね。令和元年度の新規認定者数が 6,603人となっているのですね。

2019年のなくなった方は 4,569人なので、すべて認定者であっても本来は前年

との差は 500人ではないのではないかというのが疑問でした。ただ、行政側と

しては前年に対してトータルで認定者が何人になるかというとらえ方なので、

そこがちょっと違うかなというところなんですけど。 

 

（会長） 

 では、事務局から説明をお願いします。 

 

（事務局） 

令和 2年度 10月 1日現在の認定者数の伸び率が前年度までの傾向と比較し

て鈍化していることにつきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により

今年の 4月と 5月の申請控えが一因ではないかと事務局の方で考えておりま

す。また、6月以降新規申請件数が昨年と同じような延びをしていることか

ら、その影響があったとしても一時的なものと考えております。 

 

（会長） 

確かにコロナ禍の影響かと思われますが、仮に 4月 5月に申請控えがあった

としたら、6月にその反動が現れるのではないかと想像するのですけど。現状

6月以降は例年並みなんでしょうか。 

 

（事務局） 

6月以降は例年並みで、月によっては昨年よりも増加している時もございま
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す。 

 

(会長) 

まあ逆にフレイルの方が増えている可能性が高いわけですけれども。一体こ

の地域で何が起きているのかは注視する必要があるとは思いますが。何等か気

づけていないといいますか、支援につながっていない状況が発生している可能

性がありますか。 

 

（介護保険課長） 

今年度につきましては 4月 5月で減っておりましたが、1年間で見て前年と

比較してあまりにも減っているようであれば、新型コロナ以外の要因もあるの

ではないかと思いますので、下半期の動向も見てしっかり分析して対応につい

て検討していきたいと思います。 

 

（会長） 

 ありがとうございます。1年後の数字を見てでは遅いと思いますので、下半

期の途中で随時見ていっていただいて。実際のフロントに立つのは地域包括支

援センターやケアマネジャーの方がそういう方に出会えるのかといったところ

だと思いますが。 

 

（委員） 

 ケアマネがもてる人数が 35名ということで、計算上では本市においてもそ

れだけのケアマネがいることにはなっていると思いますが、その人たちはそれ

だけの人数をもっているのかというと、実態はそうではないのかなと思ったり

もしますが。今回コロナ禍において、申請控えた方はもう少し様子を見ますと

いうことがあったのではないかと思います。 

 

（会長） 

 がん検診や予防接種のほうも遅れていることは間違いなくて、そちらは医療

側で啓発していくほかないと思っていますが、介護領域でも各方面でも努力す

る必要があるのかなと。なかなかご本人が必要だと気づいてアクションを起こ

すのは難しいことかもしれないと思うので。 

 関連して、時間のない中恐縮ですけど、特別定額給付金について本日市のホ

ームページを確認したところ、申請が終了して、給付率が 99.2％になっており

ます。つまり、1,945世帯が給付を受けていないということになっておりま

す。どんな方が申請をしていないのか、そこに問題がないのかお分かりになる
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方教えていただけないでしょうか。 

 

（福祉長寿部長） 

 申請されていない残りの方は、高齢者も当然含まれております。一方で若者

が申請していないという傾向が強く出ているようです。これは本市だけではな

く他市においても、学生などの若い人たちが申請をしていないというような傾

向がみられているように感じます。当然、現時点でも高齢者の方々に対する給

付につきましては、申請書の不備というのが多くて、それをなかなか理解して

もらえないこともあり、滞っていたということも伺っております。その辺り

は、申請をすでにいただいておりますので、最後まできちんと丁寧に対応して

給付まできちんと結びつけるという担当課の話も伺っておりますので、総じて

いえば申請されていない 0.8％についてはそういった傾向があるという風に聞

いております。 

 

（会長） 

若者は若者なりの理由があるのかもしれませんが、少なくとも高齢者や生活

保護受給者に関しては、ぜひ福祉長寿部として詰めをしていただければと思い

ます。他にご意見等ございますか。無いようでしたら、報告 1「介護保険事業実

施状況について」の質疑を終わります。 

 

続きまして、報告 2資料№2「地域密着型サービス事業者等の状況について」、

事務局から説明をお願いします。 

 

（介護保険課長） 

報告 2資料 2．地域密着型サービス事業者等の状況についてお伝えしたい点に

絞って説明させて頂きます。1ページから 5ページにかけましては、令和 2年 8

月末日現在の地域密着型サービスの利用状況を記載しております。 

1ページ、グループホームにつきましては、前回のこの場でお伝えしたとおり、

グループホームしいえす常盤平が令和 2年 6月 17日付で廃止となりました。こ

のため、市内のグループホームは 38か所となっております。 

続きまして 2 ページ、小規模多機能型居宅介護の 7 番、エスケアライフ松戸

につきましては、令和 2 年 8 月 1 日に定員が 25 名から 28 名となり、市内の定

員数は 280名となりました。なお、9番、せらび小金原公園につきましては、報

道等でございましたとおり、新型コロナウイルス感染症のクラスターが発生 

しました。今回指定更新の協議を頂く事業所の 1 つでございますので、詳細に

つきましては後ほど説明させて頂きます。 
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続いて 7ページ、実地指導等につきましては、新型コロナウイルス感染予防の

ため、6月以降、主に書面にて実施しております。しかしながら、本来訪問すれ

ば確認できる書類も、書面になると複写頂く必要があるなど、事業所からも負担

を感じる声が一部聞かれますことから、今後の実施方法につきましては、地域の 

感染状況や法人の希望を考慮しながら、都度判断してまいりたいと考えており

ます。以上説明とさせていただきます。 

 

（会長） 

ただいまの説明について、ご質問については、配布されました資料に記載さ

れておりますが、補足ですとか、コメント、あるいはご説明を聞いた上での質問

などございましたら、お願いいたします。 

 

（委員） 

7ページの指導のことですが、総論的なことですが、市民は介護を受ける身

としては、市がちゃんと監査とかをしているという信頼があるから介護サービ

ス事業所を信頼しているというところがあると思うんですよ。今の説明だと、

どうしてもコロナの影響とかで監査とかがおざなりになってもしょうがないと

いうニュアンスなんですが。市民としては、ちゃんと市が関与しているからこ

そ正しいという信頼があるということは市が認識していてほしいです。 

 

（事務局） 

実地指導につきましては、主に 6年に 1度の指定更新の事業所であったり、

具体的には事業所を選定して、基本的には事業所に赴いて実施するものなんで

すが、感染拡大防止のために書面で提出いただいたものを確認するという、手

法が異なりますけれども実施はさせていただいております。事業所に本来は赴

いて作成されている書類を確認するか、提出用に複写をいただくかという違い

がありますが、確認の内容は運営基準に沿っているかどうかということで同じ

内容となっているので、そのあたりはご安心いただければと思います。 

 

（会長） 

4月 5月 6月、未来、と状況は刻刻変わるものと思いますので、事業所に不安

をもたらすやり方は芳しくないかもしれませんし、もちろん現場に赴いたほう

がよりわかることもあると思います。そういったことも勘案しながら、その時期

において適切な方法を進めていただければと思います。 

1 点私から質問させていただいたことをここでも確認しておきたいのですが、

定期巡回・随時対応型訪問介護看護についてご質問させていただいて、質問事項
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一覧にも回答を書いていただいているのですが、ご質問の趣旨は少なからずの

事業所が随時対応が月に 1 件もなかった、それから随時対応のコールもなかっ

たというところも 2か所ございます。なので、これは本当に必要がないのか、ど

んな方が登録されているのかということが気になってご質問させていただいた

のですが、モニタリングの結果、サービス量と費用のバランスが不均衡となった

場合には、従来型のサービスへの切り替えをする、もしそういうことになると担

当ケアマネさんが的確に判断していただけるということは信頼して大丈夫でし

ょうか。 

 

（委員） 

 結果からも言えるように、随時対応でなくても回っていけるプランを立てた

ということだと思います。ご家族に対しても適切な介護のプランを立てていた

だいたのではないかということしか私のほうから言えることがないのかなと思

います。 

 

（会長） 

分かりました。非常に十分量の訪問介護がもともと計画されていたのではな

いかということでしょうか。 

 

（委員） 

そういう解釈でいいかと思います。 

 

（会長） 

確かにこれだけではわからないですね。ありがとうございます。そんな風に適

切にプランが立てられていたり、必要性が見極められていてその結果随時対応

がなかったんだということですね。 

ありがとうございます。他にご意見等ございますか。無いようでしたら、 

報告 2「地域密着型サービス事業者等の状況について」の質疑を終わります。 

続きまして、議題 1 資料№3「地域密着型サービス事業者等の指定等につい

て」事務局から説明をお願いします。 

 

(介護保険課長) 

議題 1、資料 3．地域密着型サービス事業者等の指定等についてご説明いたし

ます。1ページをお願い致します。今回ご審議頂く対象のうち、指定更新と致し

まして、記載の 8件につきましてご審議をお願いいたします。 

続いて 2 ページにつきましては報告事項でございます。居宅介護支援事業所
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の新規指定が 3 件と、指定更新が 8 件ございました。更新に先立ち実地指導を

行いましたが、各事業所ともおおむね問題ないものと判断し、指定更新をさせて

いただいております。 

それでは、審議対象となる事業所について説明いたします。4ページ、定期巡

回随時対応型訪問介護看護、名称は『ルポゼ東松戸』、運営法人は「医療法人社

団寿光会」でございます。所在地は東松戸 3丁目 15番地の 16、日常生活圏域は

東部地区でございます。当該事業所につきましては、サービス付き高齢者向け住

宅と併設であり、従前より建物外の利用者に対するサービス実施がないことな

どについて、再三にわたり指導を行ってまいりました。この度、更新に先立ち実

施した実地指導では、建物外の利用者の受入についてわずかながら改善がみら

れるとともに、書面についてもプロセスに沿って作成されていることが確認で

きたことから、おおむね問題なしと判断し、令和 3 年 1 月 1 日に更新の方向で

進めてまいりたいと考えております。 

続きまして 8ページ、宿泊を伴う地域密着型通所介護、名称は『デイサービス

次郎』、運営法人は「パートナー株式会社」でございます。所在地、生活圏域は

記載のとおりで、利用定員は 10名でございます。 

ご質問頂いております、宿泊時の料金について事業所に確認を行ったところ、

現在は宿泊費 1,100 円、夕食代 660 円、朝食代 440 円と他事業所とほぼ同等の

設定をしておりましたので、市への早急な変更届を促しているところでござい

ます。来る令和 3年 2月 1日更新の方向で進めてまいりたいと考えております。 

続きまして 12ページ、宿泊を伴う地域密着型通所介護、名称は『デイサービ

ス六実』、運営法人は「有限会社ゼロ」でございます。所在地、生活圏域は記載

のとおりで、利用定員は 18 名でございます。本年 12 月 1 日更新の方向ですす

めて参りたいと考えております。 

続きまして 16ページ、宿泊を伴う地域密着型通所介護、名称は『あやめデイ

サービスセンター』、運営法人は「有限会社あやめ」でございます。所在地、生

活圏域は記載のとおりで、利用定員は 15 名でございます。こちらは令和 3 年 1

月 1日更新の方向ですすめて参りたいと考えております。 

続きまして 20ページ、小規模多機能型居宅介護、名称は『せらび小金原公園』、

運営法人は「株式会社日本ケアリンク」でございます。所在地、生活圏域は記載

のとおりで、登録定員は 29名でございます。 

当該事業所につきましては、9 月 3 日に新型コロナウイルス感染者が発生し、

最終的に 12名のクラスターとなりました。松戸保健所主導のもと、松戸市新型

コロナウイルス感染症対策専門チーム、介護保険課も関わり、事業所の状況把握

や PCR 検査に関わる調整を実施しました。保健所との相談の上通いと泊まりを

休止し、必要な方に対しては訪問にて入浴介助を行うとともに、毎日電話で状態
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確認を行い、9 月 20 日よりサービスを再開されたとのことでした。陽性者につ

きましては、現在も 1 名は陽性で入院中、その他 1 名は陰性となったもののリ

ハビリのために転院、その他の方々は利用再開をされているとのことです。更新

に先立ち実施した実地指導におきましても、大きな指摘事項はございませんで

したので、本年 12月 1日更新の方向で進めて参りたいと考えております。 

続きまして 24ページ、小規模多機能型居宅介護、名称は『わいわい豊夢栄町』、

運営法人は「有限会社元気介護支援サービス」でございます。所在地、生活圏域

は記載のとおりで、登録定員は 24 名でございます。本年 11 月 1 日更新の方向

で進めて参りたいと考えております。 

続きまして 28ページ、認知症対応型共同生活介護、名称は『グループホーム

マーガレット』運営法人は「株式会社コンコード」でございます。 

所在地他、記載の通りで、定員は 18名でございます。こちらにつきましては

11月 1日指定の方向で進めてまいりたいと考えております。 

続きまして 34ページ、認知症対応型共同生活介護の指定更新、名称は『グル

ープホームワカバ松戸』運営法人は「株式会社ワカバ」でございます。所在地他、

記載の通りで、定員は 18名でございます。 

ご質問頂きました光熱費につきましては、共益費として 徴収している中に

水道光熱費が含まれているということで、記載の金額となっておりますが、1カ

月あたりの合計支払額は、市内他事業所とほぼ同等となっております。来る 12

月 1日指定の方向で進めてまいりたいと考えております。 

以上、8件についてご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

 (会長) 

ありがとうございました。ご質問については、配布されました資料に記載され

ておりますが、補足ですとか、コメント、あるいはご説明を聞いた上での質問な

どございましたら、お願いいたします。 

 

（委員） 

4 ページの事業所の説明の中で色々と問題があったみたいなことをおっしゃ

っていましたが、気になるのでもう少し詳しく説明をお願いいたします。 

 

（事務局） 

過去に実施した実地指導の中で定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業の

運営基準に沿った実施について指導をしました。書類の作成はしていたのです

が、作成者が異なっていたりですとか、同一建物以外の地域に出てサービスを提

供していただきたいと指導していたことが、なかなか改善されなかったという
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ことがありました。それについて、今回の実地指導では前向きな取り組みが感じ

られたということでした。 

 

（委員） 

問題は解決されたということですか。それとも解決していないけれどもこの

場で決裁してほしいということなのでしょうか。 

 

（事務局） 

改善に向けて動いているということが確認できたということで、何をしなけ

ればならないのかをご理解いただいて、それを実行に移されているということ

で、市としては問題ないと判断させていただいております。 

 

（委員） 

分かりました。 

 

（会長） 

同一建物の利用者だけを見ている期間が長く続いていた事業所ですので、そ

れが運営基準に反しているとまでは言えないのかもしれないですけれども、地

域の方を見るのが本旨ですので、繰り返しこの場でも議論していて指導もして

いただいて、それが前の方向に少し進んでいるということのようです。資料 2の

結果にもあります。そのほかいかがでしょうか。 

無いようでしたら、議題 1「地域密着型サービス事業者等の指定等について」

を承認したいと思いますがよろしいでしょうか。 

 

（会長） 

それでは、議題 1は承認されました。 

続きまして、報告 3資料№4「令和元年度松戸市基幹型地域包括支援センター

運営方針の実施報告について」、事務局から説明をお願いします。 

 

（地域包括ケア推進担当室長） 

報告 3 資料 NO.4「令和元年度 松戸市基幹型地域包括支援センター運営方針

の実施報告について」説明させていただきます。実施状況につきましては、昨年

度の本協議会でご承認いただきました「令和元年度 松戸市基幹型地域包括支

援センター運営方針」に基づき、実施して参りました。 

1ページをご覧ください。令和元年度 松戸市基幹型地域包括支援センター運

営方針の重点項目を記載しております。2ページ以降の実施状況報告と合わせて、
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ご説明させていただきます。 

2ページをご覧ください。今回から、基幹型地域包括支援センターの具体的な

取組内容が分かるように、左側に「実施方針」、中央に「実施状況」、右側に「振

り返り、課題、方向性等」を記載しております。多くの項目や取組があり、記載

内容も多いことから、いくつかに絞りましてご説明をさせていただければと思

います。まず、Ⅰ「業務共通事項の実施方針」「（1）事業運営体制の充実」①を

ご覧ください。「各地域包括支援センターの事業計画策定に際しての助言等を通

じて、市と地域包括支援センターの運営方針の共有及び連携の強化を図る」につ

きましては、前年度包括評価を踏まえて、地区担当が各地域包括と共に令和元年

度の事業計画を協議する場を設け、前年度の目標達成状況を確認し、課題の整理

を行いました。また、センター長会議では、他課の新しい取り組みや地域包括全

体で共有すべき情報提供や好事例の紹介、取り組みの推進を行いました。 

6 ページ「（3）地域包括支援センター職員の確保・育成」①をご覧ください。

「地域包括支援センター職員の資質向上に向けた研修計画を策定」につきまし

ては、内部研修会の企画と実施、外部研修への参加支援を行いました。令和元年

度、合同研修会での研修内容は記載の通りでございます。今後の研修内容につい

ては地域包括の現場の声を聞きつつ、各種制度の理解を深める実務的な内容や

事例の振り返りから予防的な介入の視点やアセスメント方法等、グループワー

クを通じて学ぶことができる内容を検討しています。 

また、重点項目として「地域包括支援センター職員の資質向上に向けた研修計

画の策定と参加支援」につきましては、前年度の実績に応じた外部研修を計画し、

関係団体とも協議を行い、研修計画を立案しましたが、地域包括の業務の特殊性

を勘案しつつ、経験年数に応じた研修計画は地域包括支援センターともすり合

わせを行いながら継続的に検討していく予定です。 

9 ページⅡ「個別業務の実施方針」「（1）総合相談支援業務」①をご覧くださ

い。「地域包括支援センターから支援要請があった相談事例について、解決に向

けた直接的な支援を行う」につきましては、多問題を抱える高齢者世帯や経済的

に困窮した身寄りのない高齢者、虐待ケースなど、地域包括支援センターで対応

困難となった事例について、同行訪問等を行い、他機関の協力を得ながらサービ

ス調整を図り、解決をしております。 

 「参考資料 1」をご覧ください。この項目の右側「振り返り・課題」欄の記載

通り、相談受付票の改定、セルフネグレクト票を作成いたしました。1枚目「緊

急度チェックリスト」2枚目「モニタリング予定表」3枚目「ケースレビュー台

帳」になります。この書式を上手く活用しながら、基幹型地域包括としても地域

包括支援センターの後方支援を実施して参ります。 

つづいて、10ページ③をご覧ください。「市全域を対象としたワンストップ窓
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口（福祉まるごと相談窓口）」につきましては、令和元年 9月より地域包括と連

携強化を図り、より地域の身近な相談窓口となるよう包括化推進員を 3 環境区

に配置し、担当職員を 2 名から 5 名に増員し体制強化を図りました。配置に先

立ち、配置する包括の選定について調査、交渉、調整を、配置後は適宜ミーティ

ングを設けケースの共有や対応業務改善について打合せを実施しました。基幹

型地域包括職員が、普段から福祉まるごと相談窓口相談員からの相談を受けや

すい体制を整え、後方支援、助言等を行いました。令和元年度福祉まるごと相談

窓口実績は新規件数 434 件と前年の 197 件より 2 倍以上の増加となっておりま

す。 

12ページ⑤をご覧ください。「複合化した課題を抱える世帯への支援体制の整

備等地域共生社会に向けた取組みを強化するために、多分野における相談機関

の連携を推進する」につきましては、令和元年度より他機関の相談事例を用いて

事例検討を行うことで、多角的な視点からの相談支援体制及び連携強化を図り

ました。また、新たに子ども分野・障害分野・就労分野等の支援機関充実のため、

福祉相談機関連絡会への参加および各分野での連携強化を図れる体制整備をし

ております。重点項目として「総合相談支援体制の充実・機能強化」につきまし

ては、多分野に広くアンテナを張り、参加要請、交渉をすすめたことで構成員機

関数が 16 か所から 28 か所へと拡充し、相談事例に適した相談体制の整備を推

進いたしました。 

13ページ「（2）権利擁護業務」②をご覧ください。「困難事例に対する公権力

の行使も含めた迅速な対応」につきましては、虐待等の事由により、市の権限行

使が必要となった場合、高齢者支援課の管理職を含めたコアメンバー会議を速

やかに開催し、権利行使の必要性を判断するとともに、それに基づいた支援計画

を策定しました。また、やむを得ない措置実施時は基幹型地域包括が主導となり、

地域包括支援センターと連携しながら虐待の支援を実施しました。 

14ページ③をご覧ください。こちらは記載内容が多く、15ページにも続いて

おります。「高齢者虐待事例や高齢者虐待を疑われる事例に対して、迅速に対応

できる仕組みを構築する」につきましては、毎月市内 3 環境区ごとに行う個別

事例検討会に地区担当が必ず出席し、地域包括支援センターと共に「虐待認定」

「終結の判断」などを確認して、必要時助言を行いました。また、松戸市で作成

している松戸市高齢者虐待防止マニュアル「専門職用」「養介護施設用」「家庭用」

の 3種類をすべて見直し、令和 2年度版に改定作業を行いました。また、虐待者

の約 7 割は男性であることから、基幹型地域包括が企画立案し、関係者と複数

回協議を重ねて、男性養護者の会「ケアメンカフェわかば」の立ち上げ支援を行

いました。 

 18ページ「（4）地域ケア会議関係業務」①をご覧ください。「地域個別ケア会
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議、地域包括ケア推進会議、松戸市ケア会議の三層構造の地域ケア会議を通じて、

課題の解決を進める」につきましては、地域で解決できない課題は市レベルとし

て、松戸市地域ケア会議において課題を整理し、関係機関・関係団体・行政等に

よる取組みや他の会議等への提言や、施策形成に繋げております。重点項目とし

て「地域ケア会議関係業務」につきましては、特に地域包括ケア推進会議に向け

た準備を周到に行い、移動支援・免許証返納については警察署、バス、タクシー、

他市担当課職員等を、高齢者とペットの問題については他県ペットサポート事

業所や動物愛護センター等を招聘し、先進事例や好事例などを発表いただき、課

題解決に向けた検討を行いました。 

 23ページ「（6）在宅医療・介護連携推進業務」①をご覧ください。 

「医療的な課題が存在する困難事例等への対応を推進するため、在宅医療・介護

連携支援センターと地域包括支援センター・基幹型地域包括支援センターの連

携体制を強化する」につきましては、地域包括・基幹型地域包括から在宅医療・

介護連携支援センターに相談、アウトリーチの依頼を行い、同行訪問等を実施し

ながら連携を強化しています。また、在宅医療・介護連携支援センターの定例会

議に毎月参加し、在宅医療・介護連携支援センターの職員にはセンター長会議に

出席を依頼し、地域の状況や地域包括の取組等を共有いたしました。 

 25ページ「（7）認知症総合支援業務」③をご覧ください。「オレンジ協力員の

養成推進や活動機会増大等を通じて、あんしん一声運動を推進するとともに、認

知症地域支援推進員・認知症コーディネーター・オレンジ協力員等と連携した認

知症地域支援を推進する」につきましては、市と包括職員で構成されております

認知症地域支援推進員の活動としましては、活動ごとにチーム編成を行い、チー

ム内で活動目標を設定することで主体的な活動につなげ、進捗状況の確認や活

動支援を行いました。また、プラチナカフェの開催支援として、店のオーナーや

認知症コーディネーター、認知症地域支援推進員との連携、企画を進めると共に

近隣の公共機関などへのチラシ配架依頼、市のホームページ等での周知活動、メ

ディアへの対応も行っております。 

 本日、当日資料としてお配りしました参考資料 2 をご覧ください。小金原包

括支援センターが支援し、認知症カフェ「栗カフェ」が全国的に高く評価されて

いる全国キャラバンメイト連絡協議会主催の「わがまちの認知症サポーターの

活動事例」で優秀賞に選ばれました。もう一つの記事は、地域の見守り活動であ

るオレンジパトウォークが市内 3地区から市内全 15地区に拡大されたことが掲

載された新聞記事となっております。 

 以上、資料 NO.4「令和元年度 松戸市基幹型地域包括支援センター運営方針

の実施報告について」の説明になります。 
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（会長） 

ありがとうございました。ただいまの説明について、ご質問については、配布

されました資料に記載されておりますが、補足ですとか、コメント、あるいはご

説明を聞いた上での質問などございましたら、お願いいたします。 

この資料につきましては、私から 5 つ質問させて頂きました。どれも重要な

ことだと改めて感じております。やはり、たくさんの問題を抱えた複雑化した事

例に地域包括支援センターが、対応していただいているという事が着実に増え

ていると思いますので、そこを強化していくことが非常に重要だと思います。そ

ういった意味では、弁護士さんや行政書士さんをアドバイザーとする仕組みが

既にあることは非常に優れた方法だと思いますし、せっかくあるこの 25件や 11

件の経験を事例集としてまとめていただけるということなので、これは実際の

直接支援を担当している方々にとっては非常に有益な情報になるのではないか

と思いますので、是非進めていただければと思います。それから、様々なケース

の記録の仕方とか共有の仕方とか、仕組みを整えつつあるということで進めて

いただいているとのことですが、これを実際に地域包括支援センターの支援を

したり、管理・監督する基幹型が閲覧するということができる仕組みを整えてい

ただけると、どうしてもあのご報告を待っていると 1 か月に 1 回になってしま

ったりとか、報告がないものを追えないとか、そういうことがどうしても散見さ

れるかと思いますので、デジタル化が叫ばれるようになった政府の状況もあり

ますので、市としても強力に進めていただければと思います。他領域の問題につ

いて、すでに医師会が医師の相談や対応ができるという仕組みも整えておりま

すし、弁護士、行政書士、いろんな仕組みが出来ておりますが、これは実際に経

験を咀嚼するような機会という意味で研修会を継続的に開催することが非常に

重要だと思いますので、ぜひ、せっかく 4 回合同の研修機会があるということ

ですので、継続的に開催をしていただけるといいかなと思います。よろしくお願

いします。 

そのほかいかがでしょうか、よろしいでしょうか。では、ないようでしたら報

告 3 資料 No.4「令和元年度松戸市基幹型地域包括支援センター運営方針実施報

告について」の質疑を終わります。それでは 1時間経ちましたので、ここで 5分

間の休憩・換気に時間を取りたいと思います。宜しくお願い致します。 

 

＜5分休憩＞ 

 

（会長） 

それでは、再開させていただきます。では、つづきまして議題 2資料№5「令

和元年度地域包括支援センター事業評価の結果概要について」、事務局から説明
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をお願いします。 

 

（地域包括ケア推進担当室長） 

 それでは、資料 NO.5をご覧ください。今回は、令和元年度の地域包括支援セ

ンター事業評価結果の報告となります。まずは 1ページをご覧ください。 

令和元年度は、昨年度から大幅に評価方法を変更しております。1.事業評価の

見直しにつきましては、本市において法で義務付けられる 3 年前から独自に評

価指標を策定し、事業評価を行ってきたところです。2.見直しの概要につきまし

ては、各業務の実施状況を評価する「実施状況評価」及び事例対応や個別の取組

における優れた手法・成果を好事例として評価する「実施手法評価」としており

ます。3.見直しによる効果につきましては、国の評価指標と整合性を図りつつ、

松戸市独自の評価指標も取り入れることにより、松戸市の地域包括支援センタ

ーが担っている業務の実施状況をより的確かつ包括的に評価をすることができ

ます。また、「好事例」の中から普遍化すべきものを翌年度の評価指標に追加す

ることにより、業務の平準化を図り、各地域包括支援センターの運営に係る業務

水準の向上に繋がります。さらに「好事例」が一定程度、各地域包括支援センタ

ーで定着してきた場合は、運営方針や仕様書等に盛り込むことで、松戸市全体の

水準の底上げを推進していくことも可能となります。 

2ページをご覧ください。令和元年度、事業評価スケジュールは記載の通り進

めてまいりました。また、居宅介護支援事業所からも各地域包括支援センターに

対する意見などを聴取し、参考意見として集約致しました。 

3ページですが、この図は、令和元年度事業評価のイメージ図になります。青

色が「実施状況評価」、緑色が「実施手法評価」となります。 

4ページは事業評価の方法について記載しております。まず、①自己評価につ

きましては、各地域包括支援センターが評価項目の「評価の根拠」について自己

評価を実施し、高齢者支援課に提出致します。②行政評価としましては、「基本

的考え方」の 2つ目の〇ですが、まず書類審査を実施し、第 1回判定会議を行い

ます。その後、地域包括へのヒアリング審査を実施し、第 2回判定会議を行いま

す。すべての結果を踏まえまして、第 3 回判定会議を開催し最終的な行政評価

としております。実施状況評価はスコア、実施手法評価は好事例として評価を行

っております。 

5ページをご覧ください。好事例の普及や市民の理解促進の観点から、運営協

議会の事業評価関連の資料一式を松戸市ホームページにて公表致します。また

下の段、今回の包括評価の結果を地区担当と各地域包括が分析・振り返りを行い、

地域包括の課題や今後の目標を明確にすることで、地域包括自体のレベルアッ

プを図るとともに、各地域包括の地域特性を生かした支援を展開していきます。 
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6ページから 8ページにつきましては、令和元年度事業評価で使用しました様

式をお示ししております。 

9ページをご覧ください。まず、実施状況評価の点数につきましては、最も高

い点数が小金包括の 3.78点、次いで常盤平包括の 3.76点、明第 2東包括の 3.74

点となっています。15包括の平均は 3.62点でございました。 

10 ページをご覧ください。実施手法評価の結果となります。上の青い表は実

施手法評価の「事例対応」について、下の緑の表は実施手法評価の「個別の取組」

となっております。好事例は、基本的に各項目 1つとしており、★が好事例とな

った項目で、●はその他の良い事例対応・その他の良い取組となっております。

好事例を見ますと、上の表の事例対応では、明第 1 包括は 6 つ、矢切包括が 1

つ、小金包括が 2 つ、小金原包括が 1 つとなっており、下の表の個別の取組で

は、明第 1 包括は好事例 1 つ、明第 2 西包括が 1 つ、明第 2 東包括が 1 つ、常

盤平包括が 2つ、六実六高台包括が 1つ、小金包括が 1つとなっております。 

11 ページからは各地域包括支援センターごとの結果を取りまとめた資料とな

っております。時間の都合上、①明第 1 地域包括支援センターのみご説明させ

ていただきます。実施状況評価 3.59点 実施手法評価 好事例数 7つとなって

います。好事例としましては、個別取組★の 3 つ目【3.権利擁護業務】におい

て、男性介護者による虐待防止のため、男性介護者の集いの場として「ケアメン・

カフェわかば」を立ち上げました。講評ですが、権利擁護や在宅医療・介護連携

についてのケース対応において、本人の意思を尊重すること、ACPの視点をもっ

た対応が出来ていることは、非常に良い取り組みと感じられます。一方、明第 1

包括エリアは高齢者人口が多いこともあり、認知症予防教室や体操教室、認知症

サポーター養成講座を上手く活用して、市民の認知症等の理解向上、オレンジ協

力員の活動増加に繋げ、地域の基盤をさらに整えていくことが求められます。 

その他、各地域包括支援センターの行政評価結果の概要につきましては、お時

間のある際にご一読お願いします。より詳細な包括の事業評価につきまして

は、今後ホームページでも公表いたします。 

また、実施手法評価の事例対応につきましては、26ページから 31ページに実

施手法評価事例対応の「対応上の工夫や配慮等により特筆すべき結果が得られ

た事例」としてまとめており、32ページから 35ページでは、実施手法評価個別

取組「発展的、先進的取組等」をまとめております。 

 今回の介護保険運営協議会終了後には、各地域包括支援センターと今回の包

括評価について情報共有を行い、地域で展開できる個別取組や事例対応の好事

例について学び、実践していくことができるように支援をしていきます。 

 以上、資料 NO.5「令和元年度 地域包括支援センター事業評価の結果の概要

について」のご説明とさせていただきます。 
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（会長） 

ありがとうございました。ただいまの説明について、ご意見・ご質問がござい

ましたら、お願いいたします。 

今回のやり方を少し国の指標が始まったのに合わせて変更になった部分があ

ります。もともとは点数で何かと比較するようなことが趣旨ではなくて、より良

い取り組みを目指していく、参考にしていただくというのが本来の趣旨だとは

思いますけれども。数字で出るとなんとなくそれが見える感じにはなってしま

いますけれども。この実施手法評価というので、星印をつけるということも合わ

せて見せておりますので、優れた事例対応した、優れた取り組みをしたところも

スポットライトを当てていくのが、すごく意味があると思います。 

また、過去 3年ほどもうやってきた評価とそしてこの評価、そしてまた来年、

今年度以降の評価の連続性だったり戦略だったり。それは次の議題で議論させ

ていただきたいと思います。 

1点だけ私からコメントさせていただきますと、7番の在宅医療・介護連携推

進業務については、事例を 4 つの領域について、ご提出いただいて各地域包括

支援センターの取り組みの事例を通じて表現していただくという形で今回やっ

ております。この中では、結果的に星印が 4つあったんですけれども、何も明第

1地区の地域包括支援センターからの事例になりました。これは資料でいいます

と 29、30ページに概要だけが記載されているんですけれども。特に、地域包括

支援センターの実務者の方には、実際にご提出になった詳細資料がまた後日公

開されると思いますので、ぜひ熟読していただくと非常に困難な事例について

どのように対応していくのが良いかということの好事例だと思いますので、学

びになるかと思いますので、読んで頂ければと思います。 

 

（副会長） 

私も事前の質問事項一覧で挙げさせていただいているんですけど、No.23のと

ころですね。この度、点数を付けるような実施状況評価と質的な事例による手法

評価の 2 つの視点から評価を導入されたということなんですけども。後ほど時

間を頂いてプレゼンさせていただきますけれども、どうしても皆さん頑張って

改善していこうということで、評価項目に挙がっているようなところを目指し

ていこうというところで毎年見ててもですね満点によっていくというか、4段階

ついたら 4 の方に向かってきてそうすると、最終的にはほとんど満点の 4 点に

なってしまうと評価が成り立たなくなってしまうので、国の様々な評価の方も

達成した項目は落としましょう、より高みのある項目を作りましょう、みたいな

ことも挙がっていますので、恐らくこの評価の考え方も少しずつ変えていかざ
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るを得ないと思っています。私はこの手法評価が導入された意義は色々ご説明

を伺っていて、好事例をより高みの評価項目というか上であったりとか、市が狙

っていく重点施策を評価するポイントとして集めていると理解していますので、

あえてここで質問させていただいたのは、せっかく実施手法評価というものを

導入されて、具体的に評価項目になりそうなものは挙がっていますでしょうか

というちょっといやらしく質問をさせていただいたのですが、まあ答えていた

だいているように、少し考えていらっしゃるということで少し安心しました。今

の私の発言について何かコメントがありましたらお願いしたいと思います。 

 

（地域包括ケア推進担当室長） 

包括においては、色々な取り組みがされてきているところではありますが、過

去から現在において見れば、先ほども新聞の紹介をさせていただきましたがパ

トウォークというものをある包括が始め、それは認知症の方を見かけたら声を

かけようというところからみんなで週 1 回ビブスを着て町内を歩く、包括の圏

域内を歩くというところから始まっています。そこから、オレンジ協力員の皆様

の協力を経て、包括によっては広報をするためのチラシをポスティングしたり、

認知症の方達と一緒にパトウォークに参加していただく、それぞれ包括の特徴

に合わせたパトウォークを実施していただいて、最初は 1 カ所でしたが、つい

先日 3か所まで広がりました。今年度 15箇所、全部の包括にパトウォークをや

るという形に変わってきていますので、このように一つ一つの良い取り組みが

全市に広がることが本当に嬉しく、評価をした意義があるのかなという風に思

っていますので、今後も今やり始めているケアメンカフェでしたり、養護者支援

でも、３虐待条例を制定しましたし、松戸市が虐待のないまちを目指してがんば

っていけたらという風に考えております。以上です。 

 

 (会長)  

ありがとうございます。他にご意見等ございますか。 

無いようでしたら、議題 2「令和元年度地域包括支援センター事業評価の結果

概要について」を承認したいと思いますがよろしいでしょうか。 

 

＜異議なし＞ 

 

（会長） 

それでは、議題 2は承認されました。 

続きまして、議題３ 資料№6「令和 2年度地域包括支援センター事業評価の

方向性と評価項目について」事務局から説明をお願いします。 
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（地域包括ケア推進担当室長） 

それでは、ご説明させていただきます。1 ページ目の「目的」「事業評価を実

施してきた経過」「例年のスケジュールについて」は記載の通りでございます。

スケジュールにつきましては、今年度と同様に、5月上旬に各地域包括支援セン

ターより事業評価の提出を受け、6月・7月・8月と判定会議を実施し、10月の

介護保険運営協議会にて評価結果を報告し、承認を受けたあと、公表するという、

スケジュールで進めていきたいと考えております。 

2ページの事業評価のイメージは、今年度と同様でございます。図下の緑の矢

印に「普遍化すべき好事例を評価指標として追加」と書いてございますが、具体

的な好事例につきましては、後ほどご説明させていただきます。それ以降は、令

和 2年度の事業様式や評価項目をお示ししております。 

4ページは「事業状況評価の様式」になります。今年度と大きな変化はござい

ませんが、基本的には青枠の選択式、オレンジ枠の実績入力、緑枠の記述式とな

っております。 

5ページから 13ページは「実施状況評価項目」になります。「評価の根拠」を

ご覧いただき、黄色に塗られている項目につきましては「国の評価指標」、白色

につきましては「松戸市独自の評価指標」になっております。「評価の根拠」に

つきましては、今後一部記載内容を変更することも検討しております。令和元年

度の事業評価を経て、令和 2 年度事業評価の指標に取り入れる好事例、横展開

させる 2事例についてご説明いたします。 

9ページをご覧ください。まず 1つ目ですが「3.権利擁護業務 ④その他、権

利擁護に関する取組を行っているか」という評価項目につきましては、赤字の

「イ.高齢者虐待の防止のため、男性養護者支援（社会資源の育成、社会資源の

周知等）を実施しているか。」と言う評価根拠を追加いたします。これは「令和

元年度、明第 1地域包括支援センターの個別の取組で男性養護者支援について」

の好事例から展開させているものです。高齢者虐待につきましては毎年男性養

護者からの虐待が約 7 割を占めており、松戸市高齢者虐待防止ネットワークに

おいても「男性養護者支援」の取組に力を入れているところでございます。また

本年 4 月から松戸市虐待防止条例も施行され、虐待防止をより推進していく必

要性がございますので、今回横展開することにいたしました。 

続いて、11ページをご覧ください。2つ目ですが「5.地域ケア会議関係業務①

「地域ケア会議の開催を通じて、地域の課題を把握しているか」という評価項目

につきましては、赤字の「シ.地域ケア会議において、写真・映像・用具・マッ

プ等を用いるなどの視覚的な工夫をして、会議を開催しているか。」という評価

根拠を追加いたします。これは「令和元年度 明第 2 西地域包括支援センター
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の個別の取組において、地域ケア会議で事例対象者の食事内容を約 1 週間分撮

影した写真資料を基に、検証と助言を行った工夫」の好事例から展開させている

ものです。地域ケア会議は各地域包括が工夫をしながら実施しております。地域

ケア会議においては、協議をする中で、先進事例を展開している方を招聘しての

好事例紹介や、視覚的な情報を踏まえて会議を行うことで、グループワーク等で

より活発な意見が出たり、参加者の学びにもなり、非常に有意義な会となりまし

た。地域ケア会議はネットワークの構築、困難事例の検討、地域課題の発掘、新

たな資源開発や地域づくりとなる貴重な場でもありますので、より充実した会

になるように、今回横展開することにいたしました。 

14ページから 17ページは「実施手法評価項目」になります。16ページをご覧

ください。16 ページは「実施手法評価 事例の様式」になります。赤文字が修

正している箇所になります。いくつかの項目に「支援開始時」「現在状況」と書

かれていますが、地域包括の支援開始時と、支援を行った今年度末時点において、

どのような変化が現れたのかを分かりやすくしております。また、「特筆すべき

結果・成果のチェック項目欄」を新たに設け、ひと目でどのような成果に結びつ

いたのか分かるようにしております。この様式は、15 ページのアからケの 9 つ

の評価対象事例ごとにシート様式を少しずつ変更していきます。 

17 ページをご覧ください。「令和 2 年度 実施手法評価 個別取組 事例様

式」になります。様式の右側に「結果・成果」を記載する欄を追加しております。 

 18 ページにつきましては「行政評価結果の概要 イメージ図」になります。

今年度と同じように表記をしていくことを考えておりますが、青色の実施状況

評価、緑色の実施手法評価の示し方といたしましては、前年度結果も表記し、経

年比較ができるようにと考えております。 

 19ページの「課題」「方向性」につきましては、副会長からのお話の後にご説

明をさせていただきます。副会長宜しくお願いいたします。 

 

（副会長） 

では、私の方からこの委員提出資料ということで出させて頂いた資料につい

てのご説明をさせていただきます。私自身ですね、この地域包括支援センターの

評価ということに長年関わってきまして、2006 年に全国的に地域包括支援セン

ターが設置されたんですけど、そのあとすぐ 2008年から調査研究事業を国レベ

ルで行ってきまして、当時から地域包括支援センターは大事なんだけど、うまく

機能していないよねということで評価を行って、これを機能強化していこうと

いう動きが近年までずっと続いています。その中で、先ほどの資料の中にもご説

明があったんですけれど、2018 年から国の中で評価指標が定められて、全国の

5,000箇所ぐらいある地域包括支援センターは、年に 1回の国に評価を提出する
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ことになっています。ただ、この松戸市では先進的な取り組みを行ってきまして、

2018年の 3年前、2015年からすでに、今回も皆様に見ていただいているような

方式での評価を行ってきました。この二つの流れがあって、現場からすると国に

出す評価と市に出す評価と二重評価になっていて、大変だというような議論が

あり、今年度今見ていただいている評価から合体したというようなご説明があ

ったので、みなさんもご存じかと思います。ただ、私自身少しちょっと気になっ

ておりまして、後で出てくるんですけど、国の評価指標は 2 段階評価なんです

ね。やっているかやってないかというものを確認する項目が中心になっていま

す。一方で、この松戸市の評価は 4段階評価になっています。周りとグラデーシ

ョンを付けて、しかも一度自己評価していただいて、それを行政側がしっかり 4

段階評価に変えていくというようなプロセスを重視している、中身を問うよう

な評価項目になっています。そのコンセプトの違いを聞いただけでも、そもそも

評価の仕組みが違うよねということは、みなさんも認識できることかと思いま

す。 

そこで私が市の方にお願いしたのが、国の評価指標と市の評価指標が本当に

マッチしたのか確認してくださいと言っていたのですが、お願いするよりもや

った方が早いかなということで今回データをいただいてちょっとやってみたの

で、みなさんと一緒に共有していきたいなという風に思います。今述べたところ

の 2 枚目の箇条書きしているところをお話しさせていただきます。早速内容に

入っていきたいと思います。おめくりいただいて、上の評価指標の構造というこ

とになっております。いろいろな図が入っておりますが、一応国の評価指標です

ごく良いところはですね、センターの評価、例えばこの松戸でいうと、15 セン

ターの評価と同時にそれと運営方針を出している市の評価というのも同じよう

な項目で評価するというような仕組みが取られています。これなぜかと言うと、

センターばっかりいじめてないでしっかり市が運営方針を出して、これをマネ

ジメントというか管理できていますかというところも評価しなければならない

という、長年の調査研究に基づいているわけです。その両面を評価するというよ

うな体裁になっています。調査項目は、令和 2年度、上の 3枚目のスライドの右

下の箱を見ていただくと、センターは 55 項目で評価されて、市町村は 59 項目

で評価されて、その共通項目というものがありまして、それが 49項目という構

造になっています。これらの項目を松戸市の評価指標にも入れ込んでいるとい

うものです。具体的に言いますと、みなさんさきほど地域包括ケア推進担当室長

からご説明いただいた資料 6 の一番最後の具体的な評価項目一覧というものが

ずっと載っています。5ページ目以降ずっと表になっています。この中の黄色く

塗りつぶされているものがこの評価指標の中に入れられた国指標という構造に

なっています。国で評価させる指標を合体させたのですね。それをご確認いただ
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ければと思います。データを頂いて、この令和元年度評価における国指標の達成

状況というものを私が計算しましたが、そうするとですね、この表を見て一目瞭

然なんですが、ほぼ達成しちゃっています。私が懸念しているところなので、国

が求めるレベルをすでに松戸はほぼ達成しているというようなところですね。

90 何パーセント達成となっているので、これらの項目をいれてしまうと評価が

かなり上振れしてしまうというか、点数が高く出てきてしまうので、これは前提

とすべきではないかということをこれから見ていきたいと思います。次の 5 枚

目のところです。ちなみに私はどのようなことを考えたかというと、元の評価が

この黄色いもので領域別の点数を出していくと、このような評価になります。4

点満点で平均点を取ってくと、各 15センターの平均がこのような値になるとい

うことです。ちなみに、国の指標をあえて抜いてみて計算すると右のグリーンの

国除外というふうになっています。さらに、国を抜いた上でさっき 98%くらい達

成している国項目を達成できてない場合に、ちょっと言い方は悪いんですが、減

算というようなマイナスポイントという、みんなやるべき内容が達成できてな

い場合は、ちょっとマイナスしますよみたいなルール作りをしてみて、シュミレ

ーションをしたということになっています。下のレーダーチャートでみると、青

いところが元の評価、それの国指標を除くとオレンジとグレーの線になってい

て、一部国指標を満たせていない領域が、1.組織／運営体制の領域にありました

ので、ここでグレーのところが少し内側に入っているというようなことになり

ます。 

そして、下のところ、元の評価というところで、今日お示しいただいた個別の

レーダーチャートを 15センター分重ねるとこんな形になるのが 6枚目です。今

の状況です。これを覚えておきながら、一枚めくっていただいて、上の国除外評

価のレーダーチャートを見ると、かなりこのバラついてきてますよね。なので、

今の評価ではほぼ 15センターの違いがよく分からなくなっていると、みんな達

成しちゃっている項目がかなり含まれているので、できているかできてないか

ということが見えづらくなっている。これを抜いて、別に評価しましょう、評価

はするんだけれども、計算の仕方を変えて見方を変えると国除外評価というこ

とで課題があるセンターとか、課題がある領域がより分かりやすくなる。これが、

松戸が求めているより高みの地域包括支援センターに求めている評価内容を評

価できているんではないか。という風に考えます。一応、参考で下がその 3つの

視点における点の出方をセンター別に出したものであり、さらにおめくりいた

だいて、9 枚目のところで 15 センター分の点の出方であるとか、あるいは順位

が変動する、あまり順位は大事ではないんですけれども、一応順位が大きく変わ

ってしまうとアレなので見てみたというようなところです。まとめです。私は当

初考えていた国指標達成率は、98.1%も達成されていました。このような状況に
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おいては、評価項目は達成すべき項目として、達成しなかった場合は減算とする

ような評価の仕組みを導入してはどうかということです。これは、より高みを目

指していくためということですね。今日の方でグッドプラクティスを項目化し

て、みんなやってきましょうよと、どんどんどんどん好循環を促すような仕組み

を作っていくものが、私はこの松戸市の包括評価としていいのではないかと。た

だ、評価項目自体は、今のデザインで行くという風に事務局の方から説明があり

ました通りでいいと思います。やはり、国が求めているものを評価指標の中に入

っているんですけど。ただそれは基本項目にするということです。そして、下の

ポツから分析を除いて、私の個人的な意見が羅列されているのですけれども。も

う一つ国評価を計算から除いてしまうと、結構評価項目減っちゃいますってい

うこともあります。領域ごとにおいては、結構評価のポイントが少なくなります

ので、ちょっとそれはこれから来年度はすぐには解決しないんですけれど、ちょ

っとバランスをとった方が良いのではないかと最終的には領域ごとに丸めて平

均点を出しているので、その例えば項目は少ない領域においては、一個達成する

ことがすごくそのポイントに大きな負荷がかかってしまうということですね。

不公平感があるので、そこはちょっとバランスを取っていく必要があると思い

ます。これを統計的にやる手法というのも私はもちろん知っているんですけれ

ども、ちょっとそれには評価の構造の整理が必要だと考えています。ただ一方で、

これを逆にとって、市が目指すべき重点施策なんていうものを恣意的に多めに

点数をつけるというのもやっちゃってもいいのではないかということを書いて

います。4つ目です。いずれにしても、包括支援センターの取り組みを継続的に

改善していくためには、今後良い取り組みを明文化、指標化して、この内容をも

って他のセンターの引き上げを誘発することが必要だと私は考えています。最

後にですね、今日もこの議題の一個前に基幹型包括支援センターの取り組みと

いう事例ベースでかなり重厚な評価をいただきましたけれども、一方でこれを

もうちょっと揃えたり、整理をして、分かりやすくしていったほうがいいのでは

ないかなと。なぜなら、15 センターのバックアップとか、マネジメントってい

うことを、お話聞いているとかなり基幹型包括でやられているということなん

ですね。だから、ここの機能評価ということも、今議論しているのと併せてやっ

ていかなければいけないですし、できれば市の体制として提案なんですけれど

も、通常業務に忙殺されるとマネジメントができないということが全国的に言

われているので、15 包括を評価したり、運営管理したりする部門と基幹型包括

としてほかの包括と同じように何か業務を持つという、何か分けていく方がい

いのではないかと、そういう風に実際にやっている市もあるということなので。

あの、現業を持たなくてですね、それぐらい本当に包括の業務を整理していった

りですとか、これを重点・効率化していくことが大事になっていますので、まあ
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皆さんにもそのことを知って頂きたいし、この場でもそのことを議論してきた

なという風に思っています。長くなりましたが私の説明は以上です。ありがとう

ございました。 

  

（地域包括ケア推進担当室長） 

副会長、詳細な分析をありがとうございました。では、地域包括支援センター

事業評価の課題・方向性について説明させていただきます。当日配布させて頂き

ました「差し替え資料の 19ページ」をご覧ください。まず、1.令和元年度事業

評価では「国の共通評価指標」と「松戸市独自評価指標」を 1つにすることで、

自己評価を行う地域包括支援センター、行政評価を行う基幹型地域包括支援セ

ンターの事務的負担を緩和することができました。しかし、多くの評価基準を国

の共通評価指標である「いる」「いない」の 2 択としたことによって、1 から 9

の各項目の点数、特に点数が高い項目の中の地域包括毎の「差」が見えにくくな

っております。同じ「いる」と評価をしていても、地域包括支援センター毎に実

施回数や方法、内容等に違いがあると考えられますので、「いる」「いない」だけ

で評価するのではなく、評価指標によっては評価基準の細分化等を行い、出来て

いるとしている中でも、「差」「質」につきまして評価できるようにした方が良い

のではないかと、考えています。 

 続いて、2.地域包括支援センター事業評価の方法につきましては、昨年度大幅

に評価方法を見直しており、令和 2 年度につきましては、概ね令和元年度と同

様の方法で事業評価を進めて参ります。評価指標につきましても基本的には大

きな変更はいたしませんが、「評価の根拠」「評価基準」「採点方法」について一

部見直しを行うことを検討いたします。例えば、採点の細分化、減算方式や重点

項目を設定しての加算方式などを考えており、新たな方法をシミュレーション

していきたいと考えております。 

 また、包括評価の取組と第 8 期松戸市介護保険事業計画との連動を持たせる

ように検討致します。 

これらの方向性につきましては、次回の令和 2 年度第 4 回の介護保険運営協

議会にて皆様にお示し致しまして、承認を頂きたいと考えております。以上、資

料 NO.6「令和 2 年度 地域包括支援センター事業評価の方向性と評価項目につ

いて」のご説明とさせていただきます。 

 

（会長） 

ありがとうございました。たくさんのご報告がありましたので、簡単でない

かもしれませんけれども。先ほどの資料 5 の地域包括支援センターの昨年度の

評価、それの今後のあり方について大きな方向性をお示しいただいたというこ
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とになります。ご意見ご質問ありましたらお願いいたします。 

 

（委員） 

先ほど副会長からお話があったのですけれども、私も実は地域包括自体他の

福祉と比べて第三者評価をうけるところがなくて、やっと松戸をベースとして

国が作ってきたというような経過を重々承知しているので、先ほどお話があっ

た、点数のばらつきがある部分の整合性だとか、それから、基幹型が他にあまり

なくて、基幹がそういった動きをしているので、実態はバックアップ組織とし

て相当大きな役割を果たしていることは重々承知しているんですけど、私もで

きれば基幹型が一つの包括と同じようにシステマティックに動いている方なの

で、やはり評価する立場としては、一緒に巻き込まれていくことも有り得るの

ではないかと思うので、できれば基幹型も評価をしておいて、その評価には基

幹型もうまく動けるようにしていく方が。すみません、これすごく難しいこと

だと思っているのですが、松戸でやれるのであれば、そういう方向もお話し聞

いていて確かにありかなと思いました。 

 

（会長） 

ありがとうございます。重要なポイントをご指摘いただいたと思います。2015

年度からこの松戸市で包括の評価を取り組み始めたとときは先例がなかったこ

とをやっているわけですので。確かに、一考に値することかと思います。評価と

いう言葉がなじむのかは分かりませんが、目標を立て、それの進捗を確認してい

くってこと自体は真っ当なことかなという風に思います。事務局としてはいか

がですか？ 

 

（地域包括ケア推進担当室長） 

ご意見ありがとうございました。他市がどちらかというと松戸市の評価を視

察されたり、見習っていただいて、今の国の評価に変わってきているところでは

あります。基幹型も全部の市にあるわけではないので、基幹型の数も少ないとい

うところと、国の方に確認しましたが、国の方が基幹型の評価を示していないと

いうところ、あとは、全国にある基幹型がどのように基幹型の評価をしているか

というところを確認しましたが、ほとんど今行っていることは先ほどお話にあ

った国の評価を実施しているに留まっているというところではありますので、

それをまた松戸で基幹型の評価をするっていうことになると、また新たな取り

組みということになりますので、そこら辺も踏まえてちょっと検討できたらと

思います。ありがとうございます。 
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（委員） 

実は、これは私が勝手に思っているんですけれど、将来的な地域共生社会は介

護中心にして、実際は包括自体が受けているのは、別に高齢者だけではなくて、

障害や子どもからいっぱい受けていることになっているので、最終的には業種

別の包括があっても、介護の包括が一番システマティックに動いているので、た

ぶんそこが中心になっていくんじゃないのかなって思っています。ですから、そ

うなるといずれ、何年後かに共生社会の新しい形が出てくるときに、ひょっとし

たら包括を中心とした市の大きな流れがまた基幹型に流れていくんじゃないか

って、そういう先のこともあるので、基幹型さんは大変だと思うんですけど、こ

れから 5 年 10 年後のことも見据えながら、市の施策しかないんですけれども、

どう考えるかという時代がそろそろ来ているんではないかなという風には感じ

ています。以上です。  

 

 

（副会長） 

私が提案しているものも、国のかなり先をいっているので、松戸市に期待され

るところが大きいと思うんですけど、みなさんと一緒に議論している中でも、地

域共生社会が 8 期の目標に立てられて、福まる相談に大きな負荷がかかってい

るというのもみなさん書類を見て感じていることだと思いますので、国が求め

ている介護保険における地域包括支援センターという枠組みを超えて、先の評

価をどう考えるかということをみなさんと一緒に考えていきたいですし、その

中で、基幹型包括の業務量は大変なものになっていてここもしっかりしなけれ

ばならないので、こういった評価を行うことは点数をつけることが目的ではな

くて、この評価を通じてみなさんが何をやっているのかなということを把握す

るとともに、今回私がデータを示したのは、どこが弱くてどこが強いのかという

ことですね、力をかけるところはどこなのかとか、今おっしゃっていたようにば

らつきがあるところを見える化しないと業務が多い中で業務に溺れてしまいが

ちなので、そういったところを一つ整理する材料として、この評価が大事だと思

っています。今日の議論をきっかけに、また継続的にみなさんと話し合っていき

たいなという風に思います。 

 

（会長） 

ありがとうございます。おまとめいただきました。おおまかに言いますと、市

が重点とする項目がどこなのか、例えば認知症のところをより強化したいとい

うことであれば、それをどのように項目立てするのかということだったり、地域

共生社会というものをここに盛り込んでいくのか、別文脈をきちんと立ててそ
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れとの連動を考えるのか、それを遠からず決めていかなければいけないことな

のだと思います。そういうことの導線になるような実施の報告なのか評価なの

か分かりませんが、そのようなものをだしていただいたり、それが地域包括支援

センターが取り組む 1 個 1 個の項目にも連動していく、そういったことになる

といいのかと伺っていて思いました。いずれにしても地域包括支援センターは、

実際に活躍している度合いと今回出された平均点が感覚的にマッチしてるのか

というようなことも現場としては気になることかもしれませんし、相対評価じ

ゃないわけですけど、やはりせっかく業務に取り組むにあたって、励みになった

り、欠点が分かったことで来年度のどこを強化していこうかという、可視化する

ということにつながったりする、いろんな効果が期待されますので、そして次期

計画で 3 年間の経年的な評価も見ていきたいというところで、大きくは変えな

いけれども工夫を毎年重ねていくということになると思います。難作業になり

ますけれども、第 4回に詳細な内容をお示しいただければと思います。では、事

務局よろしくお願いいたします。 

 

（会長） 

よろしいでしょうか。では、無いようでしたら、議題 3「令和 2年度地域包括

支援センター事業評価の方向性と評価項目について」を承認したいと思います

がよろしいでしょうか。 

 

＜異議なし＞ 

 

（会長） 

それでは、議題 3は承認されました。 

続きまして、報告 4 資料№7「介護支援専門員の質の向上に向けた取り組み

について」事務局から説明をお願いします。 

 

(介護保険課長) 

 それでは資料 7 につきましては、担当のほうから説明させていただきますの

で、よろしくお願いいたします。 

 

（事務局） 

報告 4、資料 7．介護支援専門員の質の向上に向けた取り組みについてご説明

させていただきます。 

この度、本市における介護支援専門員に対する支援について、関係団体との意

見交換を重ねた結果見えてきた課題や、計画策定に向けたアンケート結果等を
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整理した上で、資質向上に向けた新たな取り組みを行っていきたいと考えてお

ります。 

1ページ目は、介護支援専門員に関する資格の概要について お示ししており

ます。介護支援専門員、主任介護支援専門員ともに 5 年ごとの更新制となって

おりますが、特に主任介護支援専門員につきましては、他職種連携や、介護支援

専門員への助言・指導、地域づくりへの活動の継続的な実践が求められるととも

に、それらが資格更新の要件にもなっております。 

続きまして 2ページをお願い致します。居宅サービスの計画を作成する、居宅

介護支援事業所の管理者は、一定の要件を除き、主任介護支援専門員であること

が運営基準に定められております。このため、管理者として居宅介護支援事業所

に配置されている主任介護支援専門員は、その期間は、資格を更新し続けること

が必要であり、いわゆる「1 人ケアマネ」など、指導機会が少ない環境にある管

理者についても指導経験が必要となっております。 

つぎに、5ページから 6ページにつきましては、市内介護支援専門員を対象と

した、次期計画策定に向け実施したアンケートの結果の一部を掲載致しました。

全体的にスキルアップに対する取り組みには積極的ではあるものの、個別に指

導をしている割合が少ないこと、また主任介護支援専門員からは、役割の明確化

や主任介護支援専門員としての資質向上に向けた取り組みについて要望がある

ことがわかりました。 

その他、松戸市介護支援専門員協議会、松戸市居宅介護支援事業所連絡協議会、

地域包括支援センター主任ケアマネ部会等、関係団体の方々と話し合いを重ね

た内容を合わせたものとして、7ページに、現状と課題をまとめました。先ほど

申し上げました資格保持に関する課題だけでなく、現状、様々な団体により研修

が行われているものの、日程やテーマ、講師の重複が発生し、参加者の分散がみ

られること、また、昨年度末からの新型コロナウイルス感染症の影響から、多く

の集合研修が中止されていることなどを踏まえ、今後、主任介護支援専門員、介

護支援専門員それぞれの役割に応じたスキルアップの場づくりや、新しい生活

様式を考慮した学び方の検討が必要という結論に至りました。 

そこで、8 ページにお示ししている、「介護支援専門員地域同行型研修」を本

市における具体的な資質向上の取り組みの 1 つとして、令和 3 年度より実施し

て参りたいと考えております。こちらにつきましては、実習型の研修を提供する

ことにより、介護支援専門員の実務能力の向上と主任介護支援専門員のスーパ

ービジョン能力の向上を同時にはかること、つまり、個別に教える、教えられる

形態で、役割に応じたスキルアップを相互にはかることが可能な方法であると

考えております。厚生労働省が定めた要綱をもとに、地域の実情に合わせて実施

するもので、千葉県でも平成 28年度より実施しておりますが、募集定員が県全
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体で 50名と小規模であることから、指導の機会を求める希望者が全員参加でき

る方法として、松戸市独自で実施して参りたいと考えております。具体的には指

導者と相談者がペアを組んでの演習や同行実習がメインとなりますので、新し

い生活様式に沿って感染防止対策をとりながら、実施する予定です。 

最後に 9 ページに、今後目指していく市内介護支援専門員に対する支援体制

イメージ図をお示ししております。現在関係団体と共通認識をはかりながら、各

団体がそれぞれでどのような役割が担えるかについて検討頂いているところで

す。今後も、連携をはかりながら、より効果的な方法について検討を重ね、実施

して参りたいと考えております。 

以上、ご説明とさせていただきます。 

 

（会長） 

ご質問については、配布されました資料に記載されておりますが、補足ですと

か、コメント、あるいはご説明を聞いた上での質問などございましたら、お願い

いたします。 

 

（委員） 

コメントというか要望なんですが、5ページのアンケート結果なんですが、枠

にも囲ってあるんですが、相談できる相手がいないというのが 5％いますが、こ

れを少ないとみるのか微妙ですが、5％もいるんだ、そんなにいっぱいいるんだ

というのが私の正直な感想です。これは守秘義務とかもあって、まじめにやって

いる人ほどたぶん相談できないということもあるのかもしれませんが、ここは

業界の方もぜひ自分のことだと思って前向きに取り組んで欲しいです。 

 

（会長） 

幸い職能団体も市内にありますので、取り組んでいただければと思います。ご

専門の立場からいかがでしょうか。 

 

（委員） 

ありがとうございます。1ページ目にお示しになったように、介護支援専門員

と主任介護支援専門員の大きな違いは、介護支援専門員は法律に規定されてい

ますけれども、主任介護支援専門員は地域包括支援センターに関しては規定は

ありますが、居宅介護支援の主任に関しては、役割は、法律にも省令にもないと

いうところ、研修実施要綱という局長通知レベルでこういう像を目指しますよ

というものしかない中なので、たぶん今全国的に主任さんが活動なさる中で、自

分たちの存在ってなんなんだろうというところを疑問に思い始められていると
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ころかと思います。法律にも省令にもないので、言ってみれば地域で合意を取っ

ていくしかないという風に思います。でも、改正を求めていくしかないのですけ

れども、それまでの間地域での活動はお互いの合意を取って、どうやっていくか

ということを決めなければいけないと思いますので、今回取り組みについては、

話し合いを繰り返し、具体的な活動を決めてこられたということですばらしい

という風に思っています。ここの中ではどういう仕組みで行っていくのかとい

うことなんですけれども、助言や指導を行う場合には、指導をする人によって指

導の内容が変わってしまうのは望ましくない。なので、そこにはやはり一定のエ

ビデンスベースの知識や理論が必要になってくると思いますので、主任さんに

はしっかりと学んでいただく機会を保証していくということとともに、先ほど

地域包括支援センターのところでも出ておりましたけれども、近年の介護支援

専門員の対象者というのは、被保険者だけではなく、家族も含めて世帯単位で見

ていくという形になりました。これも、法律ではそう書かれておりませんけれど

も、実行上そうなっていて、地域共生社会に移行していく中で、実際に要介護者

の方が他方も使っていくとか、ご家族自体が他の制度を必要としているとか、あ

るいは障害の疑いがあるけれども手帳はお持ちではないというような方が増え

ている中で、介護保険の被保険者以外のところでどうスクリーニングしていく

かというところが、主任さんの助言の中にも重要な点になってくると思います。

ですので、そういったところをたぶん経験値が貯まっているので、さきほどの理

論を統一化するということとはまた別に必要なことが、主任さんの貯まった経

験をもとに世帯を見るときのスクリーニングのポイントみたいなシートを作っ

ていかれるといいのではないかなと思いました。体制そのものは素晴らしいと

思うので、体制を組んだ後にどういう知見に基づいて、あるいはどういうツール

に基づいて行っていくのかというところの整理をしていかれるといいのではな

いかなという風に思います。以上です。 

 

（会長） 

ありがとうございました。 

 

（委員） 

今委員からお話しがありましたとおり、実は我々ソーシャルワーカーでもス

ーパーバイジングをやってますけれども、スーパーバイズをやるには一定のソ

ーシャルワーカー連盟のスーパービジョンができるくらいの方での研修を受け

て、一般的な理論をマスターしないとスーパーバイジングをやれない厳しい状

況にあります。私も社会福祉士とか専門職以外でも主任さんがこういうところ

で研修項目にスーパービジョンが入っているとかいうところが新しい取り組み



33 
 

で入っているので、現場で働く方たちには絶対必要な項目であり、ソーシャルワ

ーカーは別に専門職がやるわけではなくて、いろんな方がやっていく、これは、

一番身近に接している方がやるのが一番いいのかなという風に思うので、前か

らこれを見てて、研修の項目が入ったときに介護支援専門員を研修でスーパー

ビジョンをやるということを簡単に書かれているので、主任さんが困らないよ

うなシステムを作ってあげないと下からも突き上げを食らうでしょうし、上か

らも大変だと思うので、そういうところもきちんと作って、具体的に書いていな

いんですけれども作っていければいいなという風に思っています、以上です。 

 

（会長） 

ありがとうございます。委員いかがですか。 

 

（委員） 

その通りだと思います。会議の中で、介護保険課、高齢者支援課、介護支援専

門員協議会、居宅介護支援専門員連絡会、包括の主任部会の 5 者で協議をした

ときにも、指導するときに主任介護支援員のレベルが一緒でないと、あの人に教

わったけど、別の人に教わったら違うというのはダメだよねというところで、先

ほど委員のお話にもあったように、ツールをきちんと設置して、それに併せて指

導する側も研修を積んでこういう同行型研修の指導者になるというような、ま

だ話が出たところの案なので、これからもっと詰めてより良いものにしていき

たいと思っております。以上です。 

 

（会長） 

ありがとうございます。委員お願いします。 

 

（委員） 

ツールだけではなく、理論があってそれを実行してくためのツールというの

が必要になると思います。両方ということと、使いこなすための訓練の研修が必

要だと思います。ひとつ情報提供させていただきますと、厚生労働省の方で適切

なケアマネジメント手法の策定、通称「ケアマネジメント標準化」と言っている

んですけれども、会長がワーキングの委員長をなされていて、会長も一緒に入っ

て作っている標準化理論がありまして、こちらが 2011年からニッポン一億総活

躍プランで行っていて、2020 年から第 2 フェーズに入って、実行していく、使

っていただくフェーズに入ってきています。厚生労働省が、コロナもあって介護

支援専門員の法定研修のオンライン化を進めていくんですけれども、厚労省が

責任をもって作るテキストの中にこの標準化理論が入るんですね。11 月にリリ
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ースされるんですけれども。今後法定研修にはこの標準化理論が入っていきま

すが、受けられるのは、実務研修と専門までなんですね。レベル的には基礎理論

なので、主任さんたちも知っている前提になっています。ただ、受ける機会がな

いので、そういったものも設定をなされて今後標準化理論としてケアマネの方

が前提としてやっていくものについて学ばれる機会があるとそれこそスーパー

ビジョンの時とか、日頃のケアプラン点検とかでも活用できると思います。以上

です。 

 

（会長） 

ありがとうございます。たくさんのことをご議論いただきました。まず、200

名の主任ケアマネジャーさんの中に豊富な実践経験をお持ちの方がどなたなの

か、そして今の理論や何かシートのようなものですか、そしてスーパーバイズと

いう新しい指導ノウハウを学ぶというのもまた別途必要なのかもしれませんね。

まあ、そうやってまずは中心となる方が、指導が実際にある程度標準的にできる

ようになり、主任ケアマネジャーさん全体の底上げができ、その方々から一般の

ケアマネジャーさんが底上げされていくというそんな遠大な話になるかと思い

ますので、これも松戸市として先駆的に取り組めたらすごく意味が生じると思

います。市と実務者の職能団体等の方で力を合わせて進めていただければと思

います。 

よろしいでしょうか。他にご意見無いようでしたら、報告 4「介護支援専門員

の質の向上に向けた取り組みについて」についての質疑を終わります。すでに 2

時間経ちましたので、ここで休憩をはさみたいと思います。 

 

 

＜5分休憩＞ 

 

（会長） 

では、再開させていただきます。続きまして、報告 5 資料№8「主要事業の

方向性について」事務局から説明をお願いします。 

 

(介護保険課長) 

 それでは資料 8 につきましては、担当のほうから説明させていただきますの

で、よろしくお願いいたします。 

 

 

（事務局） 
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主要事業の方向性について、事務局から説明をいたします。おめくりいただき

まして、この資料につきましては、記載の 3 つの事業について順次ご説明をさ

せていただきます。はじめに、介護予防・日常生活支援総合事業の活性化につい

てでございます。サービスの類型という風に書かれております。先ほど資料 1の

ところでも触れさせていただきましたが、平成 27年度より介護予防・日常生活

支援総合事業の制度が始まり、本市はいち早く全国トップランナーとしてスタ

ートいたしました。この制度の特徴といたしまして、要支援の方、その際新たに

定義されました事業対象者の方を対象としたサービスについて、これまで介護

給付でいう訪問介護・通所介護の従前型のサービスの他に基準を緩和した多様

なサービスの類型が提示され、記載のように訪問型サービスＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄとい

うような形の基準が設けられたところでございます。本市におきましては、こち

らの訪問Ａ、Ｂにつきまして、訪問型元気応援サービスのＡについては生活支援

コース、Ｂについては困りごとコースとして、平成 28年度よりこちらの事業を

展開させていただいております。また、訪問Ｃにつきましては、この次のページ

でございます通所型サービスＣと一体的なものとしておりまして、短期集中予

防サービスいきいきトレーニングという形で展開をさせていただいているとこ

ろでございます。この事業につきまして 4 ページをご覧いただきますと、実施

当初からの利用状況、総合事業実施前と比較してのものでございますが、左側訪

問系サービスにつきましては、従前型サービスの値が赤の折れ線グラフ、青の方

が訪問型元気応援（生活支援コース）ということになっておりますが、こちらに

ついては従前型が横ばいであるのに連なって、折れ線グラフの青の訪問型元気

応援サービスも若干上がってはおりますけれども、まだその件数には大きな開

きがあるということになっております。通所型については、逆に従前型について

は右肩上がりになっているのに対しまして、短期集中予防サービスの方は低い

位置で横ばいになっているという状況がございます。 

 次のページをお願いいたします。今回の計画策定に基づく市民アンケート調

査の中でもこちらのサービスについての認知度等を調査したところでございま

すが、高くても 10％程度になっている状況です。 

このような状況を受けまして、昨年度、この訪問型サービス、通所型サービス

の緩和型サービスのその問題点や課題の分析、活性化政策等を検討するにあた

りまして、事業者の方、包括、ケアマネジャー、学識経験者として、本日お見え

いただいております副会長にもご協力いただきまして、ご意見を伺う懇談会を

開催いたしました。そして、そこでいただいたご意見を元にいたしまして、次期

計画への政策を今検討しているところでございます。 

次のページがその際訪問型サービスについて、懇談会でいただいた主な意見

でございます。訪問型について、主なご意見としては、そもそもその担い手とな
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る方が非常に不足しているということと、提供する事業者や団体の方が少ない

ので、利用しづらいというご意見ですとか、やはり要支援と要介護でのケアプラ

ンの報酬の大きな違いというのが難しい、あるいはケアマネジャーさんが元気

応援サービスの内容を知らないため、よく知っている従前相当のサービスに流

れてしまうというようなご意見がございました。また通所型のサービスにつき

ましては、事業所数が少ないということと、要介護から要支援、要支援から要介

護に変わった状態でも同じようなサービスあるいは同じサービスを使いたいと、

事業所を使いたいと、利用者さんもケアマネさんも思っているので、なかなか使

いにくいというようなご意見もありました。また、今後の活性化の方法として、

一つはバーセル・インデックスなどのリハの指標を活用したインセンティブを

検討してはどうかということですとか、あるいは事業所を増やすためにはある

程度の運用について、基準の緩和が必要ではないかといったようなご意見もい

ただいたところでございます。 

今後の方向性、次のページでございますが、訪問型元気応援サービスにつきま

しては、全体の共通事項といたしまして、まず担い手になる方の養成機会を拡大

していく、具体的には、オンラインの研修を実施することですとか、事業者委託

などを検討しております。 

また、実際運用する場合の規定をわかりやすく、使いやすく見直しをしていく、

例として挙げさせていただいていますが、家族要件の緩和ですとか、ちょっと

細々した部分の運用を改善していく、また、介護予防ケアマネジメントの推進と

いうことで、様々な手法がございますけれども、この受け入れを拡大していただ

くのに向けての検討をしていく、また、更なる周知の拡大ということで、特にケ

アマネジャーさんなどにこのサービスをより知っていただくということを行っ

ていく方向で考えております。 

次に、訪問 Aのコースにつきましては、こちらも参入事業者の拡大ということ

で、今まで 3 年に 1 回で行っておりました新規指定の申請を随時受付していく

ことの検討ですとか、訪問 B の困りごとコースについては、参入していただく

団体を拡大する意味で、全市を提供するのではなく、ある程度提供地域を絞った

形で地域の各種団体の参入を促進していく、あるいは見守りというものを事業

内容とする多様なサービスなどの提供も創設する、あるいは軽度生活援助を既

存の市の事業との使い分けによって利用機会の拡大を図っていくことを検討し

ております。 

次のページの通所型サービスにつきましては、先ほどもございましたが、ADL

の維持向上に積極的な事業者の評価ということで、今回事業者アンケートの中

でも、こういった自立支援重度化防止についての事業者へのインセンティブを

与えることについてのお考えを伺ったところでは、賛成の方も 50%程度、あるい
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はどちらともいえないっていうのは 29%といったような形で、非常に明確な反対

というのは 10%程度というところにありましたので、この辺についても今後の創

設を検討してまいりたいと思います。 

また、短期集中予防サービスの中では、参入事業者がやはりこちらの拡大とい

うことで、送迎がなくても徒歩圏内で利用できるような事業者を増やしていく

ことですとか、さらにその一定要件を緩和して事業者間連携で推進していくと

いうところを検討しております。 

また、現在はございませんが、今後の計画の中で通所 Bのサービスについても

創設をすることを検討しております。こちらにつきましては 12ページにイメー

ジ図がございますけれども、元気応援クラブと併用することなどによってです

ね、要支援や事業対象者となっても、馴染みの通いの場を併用して利用できると

いうことを新たな介護予防重度化防止に繋がっていくのではないかと考えてお

ります。 

13 ページお願いいたします。今回の法改正の中で、新たに今まで要支援と事

業対象者に限定されておりましたこちらのサービスにつきまして、来年度から、

市町村の判断により弾力化されて、要介護の方であってもその総合事業のサー

ビスを使えるという形に緩和されることとなっております。 

これについての対応の方向性でございますが、14 ページにございますが、下

段になります、この総合事業のサービスのうち、訪問型元気応援サービス、それ

から短期集中予防サービス、および今のところ再来年度を予定しておりますが、

通所 B について、要介護認定や事業対象者の方の利用も可能と指定させていた

だこうと考えております。その際には、サービスを提供する方の質の担保ですと

か、提供する側の担い手になります市民の方の安全などを考慮しまして、原則と

して要介護 1、2の利用者を対象とさせていただこうと考えております。要介護

3から 5の利用者数につきましては、その生活を考える、支える上でこのサービ

スだと代替が困難だということで、総合事業のサービスで十分対応可能とケア

マネジャーさんが判断した場合に限って、例外的に認める方向で考えておりま

す。 

次のページお願いいたします。その場合のメリットデメリットでございます

が、メリットといたしまして、先ほどの課題の中でも指摘されていました要支援

から要介護への区分変更となっても利用が継続できる場合のものがある一方で、

デメリットとしましては、介護給付に比較して報酬が低いため、事業者さんの方

が要介護者の受け入れを敬遠するですとか、消極的な引き受けとなる可能性が

ございますので、従前型のサービスには適用しない方向で考えております。また

介護度が重い利用者さんに対して担い手の方、特に資格をお持ちでない方につ

いてのサービス提供となりますので、こちらについては、質を確保するという観
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点から要介護 3 以上には原則として適用しないということで考えております。

その場合には、介護度が比較的軽度な利用者の方が今までの従前相当のない住

民主体サービスを利用することで細かい部分で在宅での生活に役立つことを目

的に利用していただくことを目指しております。 

次に 16ページ、家族介護支援事業についてです。17ページをお願いいたしま

す。松戸市で今現在行っております、紙おむつ支給事業の今後の方向性について

でございます。こちらは今現在地域支援事業の任意事業、家族介護支援事業とし

て実施をしているところでございます。事業の概要については記載の通りでご

ざいますが、今までの実績といたしまして令和元年度決算でおきますと、およそ

3,600万円の決算額というふうになっておりまして、延べ実利用者人数としては

1,530名の方にご利用いただいてございます。この制度でございますが、全国的

にも行われております。18ページでございますが、すでに平成 27年度からこの

事業につきましては、任意事業の対象外というふうに国の方では定められてお

りまして、その例外的な激変緩和措置として、平成 26年度に実施していた市町

村のみ、それ以降も任意事業として継続ができるということで、本市も平成 26

年度に実施しておりましたので、今現在もこの規定を利用して実施していると

ころでございます。 

次の 19 ページでございますが平成 30 年度以降につきましても、全体的にこ

の事業についての廃止縮小に向けた具体的方策を検討している場合に限り、平

成 30年度以降も激減緩和措置として、こちらの事業を実施していいということ

で現在まで続いてきたところでございます。しかしながら、これこちらについて

も今現在までの状況におきましては、今後は展開するのは非常に難しいという

ことになっておりまして、それについて 20ページでございますが今回、この事

業の実施のあり方について市民の方へのアンケート調査を行ったところでござ

います。その中では事業を廃止しても構わないという風にご回答されてる方は

5%程度となっておりますので、事業の継続自体は、本市の在宅重視の施策の展開

の中でも求められているものという風に考えております。 

また、これを継続するにあたって保険料の引き上げが出てくることについて

はある程度やむを得ないというようなお答えをいただいているという風に考え

ております。 

それに伴いまして、今後第 8 期も引き続きこの事業は実施する方向で考えて

おりますが、その財源について非常に検討が必要となっております。今現在の状

況におきましては、財政当局とも協議しているところでございますが、こちらの

ポツの 3 段目にございます介護保険会計の保健福祉事業というところに事業を

移行いたしまして、その際の財源としては 1 号保険料の 100%充当するという形

で行わせていただく方向で今検討しております。仮に第 7 期の場合にこのよう
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な形でこの事業を実施したと仮定いたしますと、およそ基準額ベースで月額 20

円程度の影響があるものという風に考えております。 

この第 8 期今現在保険料についてもこれから詳細に積算していくところでご

ざいますが、この場合につきましても様々な事業の見直しですとか、保険者機能

強化推進交付金の活用なども視野に入れながら、保険料の上昇抑制をできるだ

け図ってまいりたいという風に考えております。 

次に 23ページでございますが、この介護人材の確保につきましてでございま

す。24 ページにお示ししておりますが、こちらは第 7 期の場合のですね、いき

いき安心プラン 6 まつどにおいての人材の確保育成定着の方向性について示し

たイメージ図でございます。 

これに対しまして、25 ページをお願いいたします。松戸市の今現在の介護従

事者数の推計でございます。これにつきましては各事業者へのアンケート調査

をベースにいたしまして、記載の通りでございますが、回答になかった事業者に

ついてはその他の、各種データを活用しまして、前回よりも精度は高まっている

ものと思います。 

その際にですね、一部全体を見ますと、10,042 人というところで、前回の中

で約 1 万人というところで出た部分の、ほぼ横ばいということになってござい

ますが、個別の事業のマイナスプラスを見ますと、事業所数の増減と比較すると、

想定しにくいものも何個かございますので、前回推計の中でも若干過大過少が

あったものかとは思われます。今後ですね、こちらの数字をもとにして今後の必

要数等を積算してまいりたいと考えております。 

26 ページでございますが、こちらも事業所への人材不足の状況についてのア

ンケート調査でございますが、特に全体として人材不足感については、サービス

によっての濃淡があることがわかってまいりました。結論としては全体として

宿泊、つまり夜勤を伴う施設ですとか、有資格者に限られる訪問介護の不足感が

強く出ているところでございます。 

27 ページでございますが、それを補完する場合の、介護助手という形での採

用につきましては、資格を要求される訪問系サービス以外では非常に積極的な

形がここでお答えをいただいております。また、ボランティアで受け入れること

につきましても、訪問系以外は全て 70%以上になっております。 

28 ページでございますが、ハラスメント対策は喫緊の課題ということで、介

護従事者へのアンケートによれば、これまで利用者家族からの暴力ハラスメン

トを受けたことがあると回答したのは正規職員で半数以上、非正規職員で約 4割

に上っておりますので、またこういった賃金等の処遇改善は少しずつ進んでい

る一方で、このような働く環境の改善というのが、定着、そして新たな参入を図

るために必要な課題であり、今後研修等の支援を通じて対策を図ってまいりた
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いと考えております。 

29 ページでございますが、今後の次期計画の基本的な考え方をお示ししたも

のでございます。全体の中の川の流れに例えておりまして、この図につきまして

は、本日ご欠席でございますが、久留委員がお作りになったものを許可を得まし

て一部を改変させていただいております。全体として、川の流れに例えますと、

上流の水源がですね、新しい人自体が減ってきているということで、川に例えれ

ば水の源流が枯渇しているので、下流に流れている水の流量が減っているとい

う状態で、下流にあたる介護現場では、やっぱり少ない水を奪い合う状態になっ

てしまっているというところで、これを変えていくにはやはり川上対策と川下

対策を、両方バランスよくやっていく必要があるということで考えております。 

具体的なものについて 30ページから進めさせていただいております。まず川上

対策として、新しい多様な人材の参入の促進というところで、記載のような形で、

マッチングの促進ですとか、今まで就労してこなかった未就労女性、元気高齢者、

家族介護の経験者ですとか潜在的介護職員っていう方を、いろいろな介護助手

であったり住民サービスの担い手として、マッチングを強化していくことも含

めて、参入を促進していきたいと、また外国人材についても今コロナの関係でな

かなか滞っておりますけれども、今後中長期的にはこちらも必要になってくる

という風に考えております。 

31 ページでございますが、こちら川下対策の一つといたしまして、まず人材

を定着させるというところにおきまして、大きく労働環境の改善、それから処遇

改善の取り組みの支援、そして介護人材のスキルアップというようなところを

考えております。具体的には先ほど申し上げましたハラスメントの防止対策、こ

ちらは現場の研修だけではなく、ご家族への啓発というのも今後必要になって

くると考えております。また処遇改善の取り組み支援の中では中期的な課題に

はなりますけれども、居住環境の整備による処遇改善ということで、宿舎の建設

ですとか家賃補助などについても今後検討してまいりたいと考えています。ま

た介護職員の地位向上として表彰制度の導入につきましても、考えております。

その他、介護人材のスキルアップの支援ということで、初任者研修実務者研修の

助成を引き続きやっていくところでございます。 

次 32ページでございますが、川下対策の二つ目として、こちらは介護現場の

革新による好循環の実現として、こういった事業を現場が変わっていくことに

よって、それを参入の促進に繋げるというところを考えております。一つは介護

事務の標準化とか、簡略化の支援ということで、こちらの中には介護助手の方と

かが入っていきやすい業務の分類を細分化しシェアワークというか、そういっ

たものを念頭に考えております。 

また、介護記録との ICT 化の導入を支援することによってより電算化という
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ことでの省力化を推し進めていきたい。また負担軽減という意味でのセンサー

やロボットの導入、また、最終的に介護のイメージアップということで、市民の

方含めて、特にまた教育機関ですとか、親御さんも含めて、そういったところで

の理解の促進というのを深めていきたいと考えております。このような三つの

大きなポイントとしまして、分野ごとに人材確保対策を進めていくことで計画

を進めているところでございます。以上ご報告とさせていただきます。 

 

（会長） 

ありがとうございました。ご質問については、配布されました資料に記載さ

れておりますが、補足ですとか、コメント、あるいはご説明を聞いた上での質問

などございましたら、お願いいたします。 

 

（委員） 

質問は事前に出したのですが、昨日出しましたもので。内容は紙おむつ事業な

のですが、トータルで 3,680万円という金額毎年出ているということで、もう少

し値段が下がるものではないのかなと。この結果、保険料+20円という影響が出

てくるという試算が出ていますので、もうちょっと下げられるんじゃないかな

と思いました。事前に本日事務局から説明がありまして、現在 3,600万円という

のは 5 年前の平成 25 年この表には載っていないのですが、5,000 万円の支出が

あったと。それが 3,600 万円ということは、25％下がっていますということで

す。ちょっと細かい内容を知り合いから資料をもらって品目を確認したのです

が、品目ごとに値段を決めておむつ券を出しているということなので、管理とし

てはよくできているなということを感じました。一応 25％下げておりますので、

ぜひもう一段 30％まで下げるというご努力をお願いしたいです。そうすると保

険料の値上げは検討しなくても済むのかなと考えますので、引き続きよろしく

お願いします。 

 

（会長） 

ありがとうございます。工夫できるところはご検討いただければと思います。

他にご意見等ございますか。無いようでしたら、報告 5「主要事業の方向性につ

いて」についての質疑を終わります。 

 

（会長） 

最後に、9 その他としてご意見・ご報告事項はありますか 

（委員） 

ニュースにもなった事柄ですけども、老人の介護を受けている人がいて、子ど
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もさんが介護をしていましたという家庭で、その子どもさん（50 歳くらい）が

感染をしましたということで、隔離されなければいけない。しかし、残った親御

さんをどうしましょうかと。結構重度の介護を要する人でしたということでも

って、この場合松戸市におかれては何か対策や方法をとられますかと質問をさ

せていただきました。回答として一番最後のページに、一応県の方に訪問介護を

行う職員の派遣体制を整えていますという回答がありましたので、それで大丈

夫かなと思いますので、回答いただきましてありがとうございました。以上です。 

 

（委員） 

 私の情報収集不足かもしれませんが、県の社会福祉協議会から市の社会福祉協

議会へのこういう事業に対する通達や意見を求めるところがないように今聞い

ておりますが、千葉県が千葉県社会福祉協議会に委託する形でとここに書いて

あるんですが、これはすいません。逆にどこの資料をどのようにという形なので

しょうか。教えていただければと思います。 

 

（事務局） 

 回答させていただきます。9月 9日に千葉県から県の社会福祉協議会の方に委

託をされて、県の社会福祉協議会主体で行いますという報道発表があったとい

うことで、それがホームページにも記載されているというところです。現状は各

施設に千葉県の方から人材を登録してくださいとか、社会福祉協議会さんの方

で、登録された方々に対する衛生管理の指導研修会を何月何日に開きますとか

っていう形で、県社協主体でやられていると伺っています。 

 

（委員） 

では、今のところ県社協主体でととらえてよろしいでしょうか。ありがとうご

ざいました。 

 

（会長） 

報道発表があったということですが、整備を進めているということなんでし

ょうかね。実働しているのかどうかはすでにこの発表から 1 か月以上経ってお

りますけれども、まだちょっとわからないんでしょうか。実際にはご家族が感染

者となりますと当然濃厚接触者ですので、家庭内感染の率も今多くなってます

ので、危険がないっていうわけではないので、単純に派遣すれば解決するってい

うことではないので、より安全なスキームを構築しないと実行不能ではないか

と思います。ちなみに埼玉県は、既に仮設の濃厚接触者用の介護施設を設置した

ということで、そこは特養等の敷地内にプレハブで仮設で何カ所か作っておら
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れるということで、非常に優れた仕組みだと思いますけれど。そうやって防御す

る仕組みや体制を整えて受け入れるのならありだと思いますけど。安易にお宅

に派遣するのが大丈夫なのかというのは千葉県もよく検討した方がいいのでは

ないかと思います。 

よろしいでしょうか。では、これで本日の議事は全て終了しました。進行を事

務局にお返しします。 

 

（司会） 

川越会長どうもありがとうございました。 

最後に、事務局から連絡事項がございます。次回の開催につきましては、令和

3 年 2 月 18 日（木）午後 2 時からを予定しておりますので、よろしくお願いい

たします。 

 本日、お車でお越しの方がいらっしゃいましたら駐車券を職員にお申しつけ

下さい。 

以上をもちまして、令和 2 年度第３回松戸市介護保険運営協議会を閉会いた

します。本日は長時間ありがとうございました。 


