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別記様式（第４条関係）

会 議 録

会 議 の 名 称 令和３年度第２回朝霞市地域包括支援センター運営協議会

開 催 日 時
令和３年１１月２４日(水)

午前９時３０分から１０時１５分まで

開 催 場 所 ゆめぱれす（朝霞市民会館）会議室 梅

出 席 者

委 員 ９名

八木会長、本田副会長、田中委員、大橋委員、安多委員、金

子委員、熊澤委員、吉川委員、高梨委員

事務局 ９名

三田福祉部長、望月長寿はつらつ課長、増田長寿はつらつ課長補佐、

荒井高齢者支援係長、長尾介護保険係長、吉﨑介護保険係主任、山

﨑地域包括ケア推進係主査、佐藤地域包括ケア推進係主任、宮﨑地

域包括ケア推進係主任

地域包括支援センター １１名

内間木苑（佐々木、遠藤）、つつじの郷（新坂）、モーニング

パーク（脇坂、谷、榎戸）、ひいらぎの里（髙野、森、吉田）、

朝光苑（小南、玉城）

会 議 内 容

（１）令和３年度上半期朝霞市地域包括支援センターの事業について

（２）地域包括支援センター受託法人選定の承認について

（３）その他

会 議 資 料

次 第

資料１：令和３年度上半期朝霞市地域包括支援センター事業報告

資料２：令和３年度朝霞市地域包括支援センター事業進捗状況

資料３：朝霞市地域包括支援センター運営業務委託受託候補者の

選定結果について

会 議 録 の

作 成 方 針

□電磁的記録から文書に書き起こした全文記録

■電磁的記録から文書に書き起こした要点記録

□要点記録

□電磁的記録での保管（保存年限 年）

電磁的記録から文書に書

き起こした場合の当該電

磁的記録の保存期間

■会議録の確認後消去

□会議録の確認後 か月

会議録の確認方法

会長による確認

そ の 他 の

必 要 事 項
傍聴者なし



2

審議内容（発言者、発言内容、審議経過、結論等）

１ 開 会

２ 議 題 議長 八木会長

議題（１）令和３年度上半期朝霞市地域包括支援センターの事業について

＊資料１：令和３年度上半期朝霞市地域包括支援センター事業報告

＊資料２：令和３年度上半期朝霞市地域包括支援センター事業進捗状況

＜事務局説明＞

宮﨑主任：長寿はつらつ課 地域包括ケア推進係の宮﨑と申します。着座にて説明いたし

ます。それでは、議題（１）令和３年度上半期朝霞市地域包括支援センターの事業

について、説明いたします。

まず、資料１を御覧ください。

表紙をめくっていただき、１ページから３ページ中段には、令和３年度４月か

ら９月に地域包括支援センター職員が、地域で行われている活動への参加状況や

具体的な活動内容を記載しております。参加回数や内容については、記載のとお

りとなります。

次に、３ページ中段から５ページにかけては、市が主催となって実施した各種

会議・研修会を中心に、各地域包括支援センター職員の参加状況について記載し

ており、協同で事業に取り組んでおります。

６ページ以降については、各地域包括支援センターの相談対応件数やケアプラ

ン作成数などの上半期実績となりますので、確認いただければと思います。

昨年度上半期は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、ほとんどの事

業が中止を余儀なくされた状況でしたが、今年度については、ほぼ全ての事業に

おいて感染症対策を徹底し、実施することができている状況になります。

以上、簡単ではございますが、資料１「令和３年度上半期朝霞市地域包括支援セ

ンター事業報告」の説明とさせていただきます。

続きまして、資料２「令和３年度上半期 朝霞市地域包括支援センター事業進捗

状況」を説明いたします。

昨年度、第３回目の本会議で承認いただいた各地域包括支援センターの年間

予定・実績評価表に、今年度上半期の事業実績を加えたものでございます。

それでは令和３度上半期の実績に基づいた進捗状況の報告を、各地域包括支援

センターより説明いたします。

まず、第１圏域 内間木苑より説明をお願いします。資料につきましては、

資料２の１ページとなります。
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＜①地域包括支援センター内間木苑 事業報告＞

内間木苑：第１圏域、地域包括支援センター内間木苑の遠藤と申します。

令和３年度上半期の事業進捗状況について、説明いたします。

「総合相談・支援業務」については、出張相談会は、ＵＲ様が行っている高齢

者等相談会開催日に共同で行なう予定となっております。

ニーズの把握においては、地区や年齢等を限定し、要支援者台帳に掲載されて

いる方々へのアウトリーチを下半期に予定しております。

４月から６月に行なった地域支えあいネット講座でのノルディック教室終了後

に２チームの自主化につながっております。

ＵＲ職員・民生委員との三者協議においては、本人の同意を得られた後に情報

共有を図っております。見守りの目を増やす事で更なる早期発見・早期対応に努

めてまいります。

老人会などへの参加においては、開催されているサロン等が限定していた事も

あり、サロン代表者宅への訪問や役員会などに出席をし、関係機関との関係を維

持できるように努めています。

「権利擁護業務」については、虐待対応など、市の担当職員と協働し対応いたし

ました。被虐待者だけでなく、虐待を行ってしまった方へのフォローの大切さ

と同時に、難しさも感じています。

高齢者声かけ訓練においては、オレンジカフェ開催時に行う予定です。

認知症の理解が１人でも多くの方へ届くよう努めてまいります。

「包括的・継続的ケアマネジメント支援業務」については、介護施設運営推進

会議で、コロナ禍のため、書面開催の対応を取られております。

第１圏域ネットワーク会議においては、事業所間との横のつながり強化などの

目的の為、定期的に開催していきます。

「介護予防ケアマネジメント業務」については、重度化防止を念頭に、必要に

応じて事業対象としての利用やサービスＣを有効に活用し、状態悪化防止と心身

機能の維持向上に繋がっていけるように対応いたします。

地域のサークル活動の現状を把握する為にも定期的な顔出しを継続し、気軽に

相談できる体制を今後も図っていきたいと思います。

地域包括支援センター内間木苑の令和３年度の上半期事業進捗状況について

は、以上でございます。

＜②地域包括支援センターつつじの郷 事業報告＞

つつじの郷：第２圏域、地域包括支援センターつつじの郷の新坂と申します。

令和３年度上半期の事業進捗状況について、説明いたします。

「総合相談・支援業務」については、昨年度は西部地区民生委員定例会への参加

は年２回程でしたが、今年度から毎月参加させていただいております。民生委員

からの要望を受けながら、事例紹介や勉強会の開催などを開催しております。

１０月以降も相談しながら参加していきたいと考えております。

コロナ禍で休止している自主グループへの支援、再開したグループへの支援も

行いました。今後も自主グループへの支援を行い、介護予防や防犯などの普及啓
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発に努めていきます。

「権利擁護業務」については、上半期は事業計画通り、実施できています。上半

期はコロナ感染が拡大していたため、講座内容も見直しながら実施しました。

当センターで開催していますオレンジカフェ（ひだまりカフェ）ですが、昨年度

から再開しています。感染拡大防止から今までの参加者を中心に開催しています

が、今後のコロナ感染状況を見ながら、新規の参加者を増やせるように取り組ん

でいければと考えております。

「包括的・継続的ケアマネジメント支援業務」については、上半期は事業計画通

り、実施できています。

ただし、介護施設運営推進会議は書面での報告及び参加となっており、対面で

の会議が再開となれば参加していきたいと考えております。

５包括合同のケアマネカフェ・ケアマネ勉強会については、５包括の主任ケア

マネが中心となって、年４回のうち、６月と９月に実施できております。

「介護予防ケアマネジメント業務」については、事業計画通り、実施できていま

す。サービスＣについては、市からの開催時期や場所に合わせて参加者を検討し

ています。

一般介護予防事業については、５月に地域支え合いネット講座「６０代からの

楽々片づけ術」を開催しました。

６月には３回に渡り、運動サークル「フレッシュアップ」への活動支援を市の協

力をいただき、ＴＭＧあさか医療センターリハビリテーション部に支援をいただ

き、実施しました。

７月からは、南割公園にてラジオ体操をスタートしました。保育園児も公園に

来られるので、一緒に体操をして、楽しんでおります。

５月より西朝霞公民館を拠点に散歩自主グループ「さんぽ紅愛（くらぶ）」を

立ち上げました。参加者は数名ですが、安全を考慮し、感染予防をしながら実施

しております。

地域包括支援センターつつじの郷の令和３年度の上半期事業進捗状況について

は、以上でございます。

＜③地域包括支援センターモーニングパーク 事業報告＞

モーニングパーク：第３圏域、地域包括支援センターモーニングパークの谷と申します。

令和３年度上半期の事業進捗状況について、説明いたします。

「総合相談・支援業務」については、１つ目として、切り絵の自主活動グループ

の立ち上げました。５月から７月に切り絵教室を開催し、８月からは自主活動グ

ループ「もみじの会」として活動を開始しております。

２つ目として、生活リハビリ講座から自主活動グループが立ち上がり、９月の

講座終了後、「チーム富士山」として活動を開始しております。

３つ目として、無料出張相談を実施しました。社協の栄養士と包括の保健師が

個別相談を実施しました。その他、フレイル予防、測定会などでの介護予防の意識

を高めることができました。

「権利擁護業務」については、１つ目として、認知症サポーター養成講座を溝沼

市民センターで一般市民向けに、新型コロナの感染予防に留意しつつ開催しまし
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た。定員２０名のところ３３名の参加があり、中学生から８０代の方まで、幅広い

世代の参加で、認知症について伝えることができました。

２つ目として、オレンジカフェの開催の目途が立ちました。８月と９月は緊急

事態宣言の為、通常利用の富士見町内会館が使えませんでしたが、１０月からは

ゆめぱれすに変更して開催しております。

「包括的・継続的ケアマネジメント支援業務」については、第３圏域内ケアマネ

ジャー向け情報交換会を例年開催しておりますが、今年度は初めて、長寿はつら

つ課に出席をいただきました。地域ケア会議や軽度者の申請等、普段なかなか聞

くことの出来ない内容の情報交換を行えたと感じております。また、他部署との

連携強化や関係構築の為、今後の開催に関しては、障害福祉課などの関係機関に

もお声掛けしたいと考えております。

「介護予防ケアマネジメント業務」については、１つ目は、ラジオ体操を実施し

ている３か所のうち、アサカグリーンでの実施分について、３か月に一度、塩味病

院のリハビリ職員の評価が入るようになりました。

２つ目は、生活支援コーディネーターが活動に参加し、「たむろう」という広

報誌を通じて情報発信していることであり、地域の介護予防活動の支援ができて

いると感じております。

地域包括支援センターモーニングパークの令和３年度の上半期事業進捗状況に

ついては、以上でございます。

＜④地域包括支援センターひいらぎの里 事業報告＞

ひいらぎの里：第４圏域、地域包括支援センターひいらぎの里の森と申します。

令和３年度上半期の事業進捗状況について、説明いたします。

「総合相談・支援業務」については、活動が行われている既存のサロンにほぼ毎

回参加し、顔のみえる関係づくりを強化するとともに、新型コロナウイルス感染

症や熱中症予防の注意喚起を行いました。また、このような状況だからこそ、集う

場の提供が必要と考え、新規のサロンを３か所立ち上げました。

「権利擁護業務」については、認知症当事者とその家族を対象としたほっとカ

フェは、上半期５回開催することができました。毎回、包括職員による体操を行っ

た後、季節を感じるイベントへの参加や小物を手作りし、お持ち帰りいただいて

おります。笑顔で作品を作る姿をみて、家族も笑顔になられることも多く、ほっと

する時間を感じていただく貴重な機会になっていると感じております。

「包括的・継続的ケアマネジメント支援業務」については、包括主催の地域ケア

会議を３回行うことができました。今年度はテーマを絞り、通所サービス以外で

外出機会のないケースの提出をお願いしておりますが、問題点を検討する中で、

あらためて、アセスメントの重要性を参加者で認識することができました。

基本的なことですが、そのような積み重ねがケアマネジメント力の向上につな

がりますので、より多くの機会を持っていただきたいと考えております。

「介護予防ケアマネジメント業務」については、地域のサロンに介護予防運動

指導員を派遣し、介護予防体操を指導していただきました。普段使うことのない

筋肉を動かせたなどの意見もあり大変好評でした。下半期も各サロンに専門職を

派遣し、地域の高齢者の健康増進に寄与していきたいと考えております。
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地域包括支援センターひいらぎの里の令和３年度の上半期事業進捗状況につい

ては、以上でございます。

＜⑤地域包括支援センター朝光苑 事業報告＞

朝 光 苑：第５圏域、地域包括支援センター朝光苑の小南と申します。

令和３年度上半期の事業進捗状況について、説明いたします。

「総合相談・支援業務」については、圏域内の公園２か所で、それぞれ週１回ラ

ジオ体操を開始しました。６月２２日に開始した幸町においては、緑が丘町内会

の協力を得て、町内会全戸にチラシを配布していただき、民生委員等の協力も得

て参加者を増やしております。栄町については、９月下旬から開始し、第２層協議

体の参加者の協力があり、毎回２０名程度の方が参加されています。青葉台体操

グループは、会場をお借りすることができず、立ち上げが困難となりました。

体操ＤＶＤ作成については、包括モーニングパークとも連携しながら、出演者

との調整や内容の検討など話し合いを重ねている段階です。

「権利擁護業務」については、包括主催地域ケア会議では、ＤＶや家族からの虐

待、アルコール依存など複合した課題のある事例を取り上げました。ケアマネジ

ャーからの個別相談は昨年度の実績より増加しており、同行訪問するケースも増

えております。ケアマネジャーのみで対応することが難しい多問題について、包

括としても対応力を向上していく必要性を感じております。

認知症サポーター養成講座の受講者に対して、朝光苑のオレンジカフェ通信を

作成し、郵送にて情報提供いたしました。今後も地域の活動情報を提供し、意欲を

高めていければと考えています。

オレンジカフェにおいて、会場に来られない方とオンラインで繋がりました。

電波の問題がありスムーズな進行はできませんでしたが、参加していただいた皆

様にとっては新鮮な場となったようでした。

「包括的・継続的ケアマネジメント支援業務」については、ケアマネ支援として

地域ケア会議の他、今年度は居宅介護支援事業所の戸別訪問を行っております。

今年度は４回訪問を計画していますが、業務に生かしていただける情報を提供す

るとともに、居宅の状況をお聞きしケアマネジメントに必要な支援を行っており

ます。

地域密着型運営推進会議は、コロナの影響で書面会議が続いております。オン

ラインでの開催を提案しましたが、実施には至っていない状況です。

「介護予防ケアマネジメント業務」については、７月に栄町市民センターで

介護相談会と併せて老後の住まい講座を開催しました。民間有料老人ホームにつ

いては参加者から高い関心が示されましたが、費用負担が大きい現実を知り、長

く健康で過ごすため、介護予防に取り組む重要性を意識してもらうことができま

した。

生活支援コーディネーターが昨年度編集したサロンガイドブックは、総合相談

やサービスＣ終了者、ケアマネ・民生委員等へ１１８部配布しております。９月下

旬より開始した体操サポーター養成講座については１８名の申し込みがありまし

た。講座は全４回で既に終了しました。終了後仲間と自主活動を始めた方や、サロ

ンでボランティアとして活動を始めた方などがおられ、効果的な講座が開催でき
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たと感じております。

総合相談から把握した予防支援等サービス介入が困難な方などについて、介護

予防把握事業として独自のシートを用いて２月からセンター内で情報共有を始め

ました。シートには見守り期間や見守り後の支援目標などを設定できるようにし

て、支援方針の統一を図っております。

地域包括支援センター朝光苑の令和３年度の上半期事業進捗状況については、

以上でございます。

宮﨑主任：ありがとうございました。以上で、令和３年度上半期地域包括支援センター事業

報告を終わります。

八木会長：ありがとうございました。感染拡大防止に配慮しながら、事業を実施されてい

ることが分かりました。ただいまの説明に対し意見、提案、又は質問はあります

か。

＜質疑・応答等＞

熊澤委員：新型コロナ蔓延時に、新規事業の立ち上げなど、とても素晴らしいと思いまし

た。ただ、今の素晴らしい発表内容が資料に記載されていないのが残念に感じて

おります。どのセンターの発表か失念しましたが、幼稚園児とラジオ体操してい

ることや、朝光苑の、オレンジカフェの案内なども記録にないため、素晴らしい活

動を残し、皆さんに知ってもらえるような対応が必要だと思います。

オレンジカフェの案内を見て、参加者は増えましたか。手紙だと経費も増える

ため、メールなどが使える方ならそのようなものの使用も検討すると良いと思い

ました。参加を促すと交流も活発になって良いのではないかと思います。

朝 光 苑：現状は、オレンジカフェの参加にはつながっておりません。

八木会長：実績を記載する部分のスペースが狭いので、しっかり取組が残せるように、記載

方法などを工夫してもらうと良いですね。

本田委員：相談件数が、各センターから上がっていますが、件数の把握の仕方はセンター毎

に異なると思いますが、ひいらぎの里が９，０００件以上あり、他のセンターと

差があるが、例年と比べて多いのでしょうか。

ひいらぎの里：啓発活動で、地域の方にお声掛けすることが多かったと感じています。

宮﨑主任：実績に関しては例年と大きな違いはありません。

ひいらぎの里は、新型コロナが蔓延していた時に、見守り活動に力を入れてい

たことから増えております。今年度も引き続き行っていただいております。

八木会長：オレンジカフェを実施している際は、飲食はしていないのですか。
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宮﨑主任：飲食に関しては、いずれの事業においても行っていない状況です。

八木会長：ありがとうございます。他に意見等はありませんか。引き続き、下半期もよろし

くお願いします。

議題（２）地域包括支援センター受託法人選定の承認について

＊資料３：朝霞市地域包括支援センター運営業務委託受託候補者の選定結果に

ついて

＜事務局説明＞

佐藤主任：長寿はつらつ課 地域包括ケア推進係の佐藤と申します。

それでは、議題（２）地域包括支援センター受託法人選定の承認について、事務

局より説明いたします。

資料３「朝霞市地域包括支援センター運営業務委託 受託候補者の選定結果に

ついて」を御覧ください。

第８期朝霞市高齢者福祉計画・介護保険事業計画に基づき、令和４年度から日

常生活圏域を５圏域から６圏域に見直して、新たな地域包括支援センターを設置

することとしております。

まず、日常生活圏域の見直しについては、前回の運営協議会にて、委員の皆様に

承認をいただきました。続いて、変更後の日常生活圏域第６圏域に新設する地域

包括支援センターについて、その運営を担う事業者の選定を公募型のプロポーザ

ルにて行い、審査の結果、受託候補者として「医療法人循和会」を選定した次第

でございます。

この受託候補者の選定に当たっては、市の福祉部及びこども・健康部の部課長

１０名で組織する選定委員会にて募集要項・審査基準の作成等とそれに基づく審

査を行いました。本プロポーザルへは医療法人循和会含め２事業者からの応募が

あり、両者について一次審査である書類審査、二次審査であるプレゼン及びヒア

リングを実施し、裏面のとおりの審査結果となりました。

選定委員の評価点の総合計点は、１，２５０点。そのうち、医療法人循和会が

１，００８点、Ｂ事業者が８８３点となり、最も点数の高かった医療法人循和会を

受託候補者として選定し、来年度の運営業務委託契約に向けての協議を行いたい

と思っております。なお、Ｂ事業者も総合計点が基準点、満点の６０％である

７５０点となりますが、こちらを超えていることから受託候補者としては適格

とされるため、次点とし、受託候補者との契約が成立しなかった場合に、市と協議

を行うことができることとしております。

つきましては、運営協議会の皆様には、以上のとおり選定いたしました受託候
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補者を、来年度から第６圏域の地域包括センターの運営を担う法人としてよいか

承認をいただきたいと思います。

事務局からの説明については、以上です。

＜質疑・応答等＞

熊澤委員：インターネットで循和会を検索したところ、地域で訪問診療等などの活動をさ

れているということで、安心できますが、具体的な審査基準の詳細が分からない

のですが、人員体制について、どのような提案があったか説明をお願いします。

佐藤主任：まず、事務所の場所については、新たに設定した第６圏域内、北原に設置を予定

しております。

人員については、主任ケアマネジャーを法人内部の異動で対応し、その他の

職員については、新規で募集するとの提案がありました。

本田委員：循和会は、今までの地域包括支援センターの運営母体とは感覚的に異なり、医療

に強い法人であることは想像できるが、従来施設を持っている母体がセンターを

担っていましたが、今回、決定の決め手となったことはどのようなことがありま

したか。

佐藤主任：事務局については中立な立場で行っておりますが、選定委員の意見をお伝えさ

せていただきます。

「切れ目のない支援が期待できる」、「ケアラー支援について言及している」、「医

療と介護の連携や地域包括ケアシステムに対する強い意志が感じられた」などの

意見がありました。

本田委員：緊急時など、入院・入所が発生した場合、他のセンターは施設等を持っている

が、循和会は持っていないため、どのような対応を考えていますか。

望月課長：質問いただきました内容は、既存の受託法人は、入所施設等を持っているため、

緊急の入所等が発生した場合に対応が可能となるため、今回の受託法人が同様の

状態となった時、どのような対応を取るかを質問いただいたと思いますが、地

域包括支援センターは、要支援の方を中心に対象としているため、緊急性の低い

方の対応が多いと考えておりますが、地域にはさまざまな方がいるため、緊急対

応が求められる場面も、現在も見受けられます。その場合には、長寿はつらつ課の

ケースワーカーと協働して、緊急入所等の措置は、市が調整するため、今後も、同

様の対応を行うこととなりますので、地域の方にも安心していただける対応が出

来るものと考えております。

また、こちらの法人については、医療に強みがあり、プレゼンテーションの中で

も、在宅で医療と介護を連携しているとの強い運営方針を持っており、地域包括

ケアシステム構築の考えがあり、強みだとも考えております。
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八木会長：他に質問や意見等はありますか。

ないようなので、承認いただけるとのことでよろしいでしょうか。

委員一同：同意

議題（３）その他

＜事務局説明＞

佐藤主任：資料はありませんが、前回、日常生活圏域が５圏域から６圏域に変更となること

を説明した際に、皆様から質問をいただきました、第４圏域、地域包括支援センタ

ーひいらぎの里の既存の事務所が、担当圏域外になることについては、法人と調

整をし、圏域内への移設で協議しております。

また、場所などの詳細が決定しましたら、本会議において、改めて説明いたしま

す。

＜質疑・応答等＞

熊澤委員：地域包括支援センターのみが移設すると考えてよろしいですか。

佐藤主任：センターのみ移設をし、運営法人は既存の所在地のままです。

＜事務連絡＞

山﨑主査：次回の運営協議会の開催予定についてお伝えします。

次回は、令和４年２月又は３月に開催を予定しております。日時等の詳細が決

定しましたら、通知にてお知らせいたしますので御承知ください。

それでは、以上を持ちまして、令和３年度第２回朝霞市地域包括支援センター

運営協議会を終了させていただきます。

本日は大変お忙しい中、ありがとうございました。


