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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３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４年３月２５日(金) 午後１時３０分から２時４５分まで 

開 催 場 所 朝霞市役所 別館５階 大会議室 

出 席 者 

委 員 ８名  

八木会長、本田副会長、田中委員、濵野委員、大橋委員、  

熊澤委員、吉川委員、高梨委員  

事務局 ７名  

望月長寿はつらつ課長、増田長寿はつらつ課長補佐、長尾介護保険
係長、荒井高齢者支援係長、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（塩味、遠藤）、つつじの郷（中山、新坂）、モーニ
ングパーク（脇坂、谷）、ひいらぎの里（髙野、水科、田中）、
朝光苑（小南、杉山） 

会 議 内 容 

（１）令和４年度朝霞市地域包括支援センター運営方針について 

（２）令和４年度朝霞市地域包括支援センター事業計画について 

（３）令和４年度朝霞市地域包括支援センター収支予算について 

（４）全国統一指標による朝霞市及び朝霞市地域包括支援センターの 

評価結果について 

（５）その他 

会 議 資 料 

次 第 

令和３年度第３回朝霞市地域包括支援センター運営協議会 出席者名簿  

資料１：令和４年度朝霞市地域包括支援センター運営方針 

資料２：令和４年度朝霞市地域包括支援センター事業計画書 

資料３：令和４年度朝霞市地域包括支援センター収支予算書 

資料４：全国統一指標による朝霞市及び朝霞市地域包括支援 

センターの評価結果について 

地域包括支援センター新設及び移設の周知 

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 １名 
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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４年度朝霞市地域包括支援センター運営方針について 

     ＊資料１：令和４年度朝霞市地域包括支援センター運営方針 

＜事務局説明＞ 

佐藤主任：議題（1）令和４年度朝霞市地域包括支援センター運営方針について、ご説明い 

たします。 

まずはじめに、この運営方針は、介護保険法に基づき、地域包括支援センターの 

運営上の基本的な考え方や理念、業務推進の指針等を明確にするとともに、地 

域包括支援センター業務の円滑で効率的な実施を目指すため、市が策定するも 

ので、毎年、内容について見直しをしています。 

今回、令和４年度の運営方針は、前年度から内容自体の大幅な変更はありませ 

ん。事業をより分かりやすい表現に修正しましたので、その部分について順を 

追ってご説明いたします。 

資料１令和４年度朝霞市地域包括支援センター運営方針の後ろの方にある新旧 

対照表の１ページ目をお開きください。新旧対照表の左側は新年度、令和４年 

度の運営方針の変更があった箇所を抜粋しています。一方右側には今年度、令 

和３年度の運営方針を記載しており、それぞれ変更箇所については下線を引い 

ています。 

     まず、Ⅳ業務推進の指針の「５ 市との連携」ですが、現在、市と各地域包括支 

援センターは一つの電算システムで接続され、相談記録等の情報を共有してい 

ますが、このシステムは市が指定するものを用いていますので、そこを明記い 

たしました。 

     次に、Ⅳ業務推進の指針の「６ 地域との連携」ですが、地域の社会資源の把握 

とネットワークの構築のために、これまで生活支援コーディネーターが把握す  

る社会資源等としていたところを、様々な社会資源等と改めました。これは、生 

活支援コーディネーターだけでなく、地域に出向く各地域包括支援センターの 

職員らが積極的に地域資源の発掘や情報共有を行うものとして、コーディネー 

ターに限らない表記としました。 

     また、これまで、地域のネットワーク構築を目的として企画する「地域支えあい 

ネット講座」を「市民を対象にした講座」に改めました。これも、ネットワーク 

の構築のみならず、様々な市民のニーズや普及啓発について広く市民に向けた 

講座を行うこととしています。これまで、高齢者を対象にした講座がほとんど 

でしたが、今後は高齢者だけでなく、家族や地域住民に広く普及啓発すること 

で、高齢者本人の支援者・理解者が増えることを期待しています。 

     次に新旧対照表２ページをご覧ください。（５）在宅医療・介護連携推進事業の 

事業内容ですが、国の地域支援事業実施要綱の文言と合わせて修正しました。 

最後に、（７）認知症総合支援事業ですが、認知症サポーターの活動の支援と 

してフォローアップ研修ではなく、ステップアップ講座に訂正しました。この 
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ステップアップ講座とは、より地域の支援者として活躍できるよう、深い知識 

やボランティアとしての育成を目的に実施しているものです。なお、フォロー 

アップ研修とは、一度、認知症サポーター養成講座を受講し、サポーターとなっ 

た方の学びなおしの機会として実施しているもので、運営方針の中に記載はあ 

りません。 

このほか、漢字表記や誤字脱字等の訂正がありましたが、主な変更点としては 

ご説明した新旧対照表に掲載の通りです。 

以上、簡単ではありますが、令和４年度朝霞市地域包括支援センター運営方針 

についての説明といたします。 

八木会長：ありがとうございました。ただいまの説明に対しご意見、ご提案、またはご質問 

はございますか。 

 

＜質疑・応答等＞ 

田中委員：質問ではないですが、個人情報保護法の改正が来年度予定され、かなり厳しくな 

ると聞いています。県や市にそれぞれ制度があると思いますが、地域包括支援セ 

ンターで内規や細則等を作られるのであれば、法令根拠を示すなどの対応が必 

要になるようですので、意見として出させていただきます。 

佐藤主任：ありがとうございます。個人情報の保護については、市政情報課が担当していま 

して、法令改正に合わせて条例を改正するなどの対応を検討していることを担 

当者間で確認しています。そちらの状況等も確認し、地域包括支援センターで 

の対応等についても改めて確認していきます。 

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。 

 

その他、意見・質疑等なし 

 

議題（２）令和４年度朝霞市地域包括支援センター事業計画について 

     ＊資料２：令和４年度朝霞市地域包括支援センター事業計画書 

佐藤主任：それでは、議題(２)令和４年度朝霞市地域包括支援センター事業計画について、 

ご説明いたします。 

地域包括支援センターごとの事業計画のご説明に入る前に、資料の全般的なご 

説明をいたします。 

まず、資料２の表紙をめくっていただき、１ページ目をご覧ください。 

     上段は、運営方針のⅣ業務推進の指針に従って｢基本的事項｣とし、すべての地 

域包括支援センターで共通の記載となっております。下段は、地域包括支援セ 

ンターごとに、それぞれの地域特性や課題と捉えたことについて、年間重点項 

目として設定したものです。 

次に２ページ目をご覧ください。こちらは、包括的支援事業のうちの地域包括 

支援センターの運営に当たる（１）から（４）までの主要４業務についてです。 

網掛け部分が各地域包括支援センターの記載した部分で、各業務における課題 

と目標を文章表記て、右側には具体的な事業名と回数が記載してあります。 
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     昨年度までの事業計画書では、事業名及び実施目標回数などが記載されていま 

したが、事業を実施するにあたっての課題や目標、具体的な実施内容などが分 

かりづらく、実施回数による評価になりがちでした。市が各包括にて行ってい 

るヒアリングの際には、各包地域包括支援センターが様々なことを課題と捉え 

て事業に当たっていることから、運営協議会においてもそれが見える形となる 

ように、今回の事業計画書から、各業務・事業の主な課題と目標について文章表 

記する形と変更しました。 

     裏面は、包括的支援事業のうちの社会保障充実分の４つの事業について記載し 

ています。昨年度までは、市と協同で実施する事業として、特に地域包括支援セ 

ンターで記載する部分はありませんでしたが、市と協同し、様々な事業を実施 

しているため、今回から明記するようにしました。 

それでは、地域包括支援センターごとに令和４年度の事業計画のご説明をいた 

します。 

＜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４年度の主 

な取り組みについて、ご説明申し上げます。 

重点的に取り組む課題と目標については、地域や関係機関等との連携を深めて 

いくために、地域との情報共有の機会を設けること、見守りの目を増やしていく 

こと、地域で活躍してもらえる人材の発掘に取り組むことです。具体的には３点 

あります。 

１点目は、地域包括支援センター内間木苑と市の協力も得て、前年度から行なっ 

ている朝霞市避難行動要支援者台帳の活用を進め、要援護者に行なった訪問状 

況を地域（具体的には、民生委員、自治会長）と共有し早期の気づきや発見に繋 

げていけるよう努めます。 

２点目は、朝志ヶ丘（ＵＲ浜崎団地）でＵＲ職員、民生委員との話し合いを継続 

し、早期の情報共有と情報連携を高めていきたいと思います。今年度は話し合い 

の会議だけでなく、共催での講演会（イベント）等も検討しており、その中で地 

域包括支援センターの周知やＵＲ様からの情報をお伝えし、より多くの方に身 

近な存在としてのセンターを目指します。 

３点目は、認知症サポーター修了生との定期的な座談会を通して、地域の温かい 

見守りの目になっていただきたいこと、また地域包括支援センター主催の各種 

イベント等にて協力を得られるよう地域でご活躍いただける方を発掘していき 

ます。 

地域包括支援センター内間木苑の令和４年度の事業計画については、以上とな 

ります。 

 

＜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４年度の主 

な取り組みについて、ご説明申し上げます。 
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コロナウイルスの感染拡大から２年が経過し、地域の高齢者との関わりは継続 

していましたが、体調を崩す方、体力が落ちた方など全く変わりませんと言う方 

はいませんでした。どんなにお元気な方でも友人との交流やサロン、運動教室へ 

の参加の減少、毎日の買い物など活動の機会が減少し、体力や筋力の低下を感 

じ、フレイル予備軍になっていると感じました。 

令和４年度としては、休止している団体（老人クラブ、サロン、運動教室）など 

の再開支援や活動している団体の継続支援、地域包括支援センター主催のイベ 

ントを通じて、活動機会を増やし、フレイル予防の土台作りを目指していきたい 

と思います。 

主な活動としては、市民向け講座の実施、地域包括支援センター主催の休止して 

いるサロンなどの再開、認知症サポーター養成講座の実施、多世代交流などにも 

取り組みます。幅広い年代が参加することで、フレイル予防や消費者被害防止を 

若い世代にも広めていけるよう、地域の支援者の育成に取り組んでいきます。 

日常生活圏域内のクリニックとも連携が図れる取り組みを模索していきたいと 

思います。地域の高齢者の情報交換・共有の方法を今後モデルケースとして、ク 

リニックの先生とも検討し取り組んでいきたいと考えます。 

今までの活動をベースにし、これからの活動もコロナ感染予防を意識しながら 

活動せざるを得ません。地域の活動団体によっても違いはありますが、活動団体 

の気持ちを尊重しながら、安全に安心して活動できる環境を提案することも意 

識し、支援していきたいと思います。 

地域包括支援センターつつじの郷の令和４年度の事業計画については、以上と 

なります。 

＜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４年度 

の主な取り組みについて、ご説明申し上げます。 

重点項目として、立ち上がった自主活動グループの今後の発展に協力するため、 

社会福祉協議会との連携、世代間交流並びに、認知症の理解を深める活動を通し 

て、目標として、グループの更なる自主化と支援者の理解を深めると同時に当事 

者を支える活動に取り組みます。 

総合相談支援業務として、地域の組織や個人間での横の繋がりの構築を目標 

に、地域のネットワークを更に拡げる活動に取り組みます。また、個人のつな 

がりの構築を目的にラジオ体操後の相談や出張相談会に取り組みます。 

権利擁護業務として、早期介入を目標に周知、関係機関との連携強化に取り組み 

ます。 

個別・老人会・サロンへの周知、専門職との連携、会議での事例検討を行い、迅 

速に対応できる体制の移行に取り組みます。 

包括的・継続的ケアマネジメント業務として、連携の充実を目標に、誰でも参加 
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できるネットワーク構築に取り組みます。特に、新日常生活圏域の事業所との連 

携強化に努め、従前からの関係維持にも取り組みます。 

介護予防ケアマネジメントとして、一層の介護予防やフレイル予防を目標にラ 

ジオ体操のリハビリ専門職の評価の複数箇所での実施や介護予防の講座の支援 

に取り組みます。 

在宅医療・介護連携推進事業として、入退院支援情報の共有の周知、啓発を目標 

に、在宅医療・介護連携に関する相談支援、市主催の会議へ参加し、連携シート 

の活用も目指します。 

生活支援体制整備事業として、ニーズの現状把握を目標とし、第２層協議体の運 

営からニーズにマッチした活動、運営ボランティアの確保を行い、電動カートの 

試乗や移動支援ボランティアの実現の構想の立ち上げを目指します。 

認知症総合支援事業として、当事者を支える側の普及啓発を目標とし、多世代に 

参加を呼び掛ける認知症サポーター養成講座に取り組みます。 

地域ケア会議推進事業として、地域課題の抽出を目標とし、地域包括支援センタ 

ー単位の地域ケア会議を個別的対応を引き出すよう取り組みます。 

地域包括支援センターモーニングパークの令和４年度の事業計画については、 

以上となります。 

＜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水科と申します。令和４年度の 

主な取り組みについて、ご説明申し上げます。 

体操ボランティア養成講座を開催し、サロン活動における安定した継続支援体 

制を整備します。ひいらぎの里圏域では介護予防体操の需要が高く、現在休止中 

の活動団体も含めて、１４か所の体操サロンがあります。しかしながら、その半 

数以上は８０～９０代の方が代表、代表者１名で担っているところがほとんど 

です。代表者が不在となった時、その会の存続が危ぶまれる為、現在、体操を行 

っている地域住民や第２層協議体の協力のもと、実際に行っている体操を学ぶ 

機会を設け、各サロンに派遣できる人材を見出すことで活動の安定化を図りま 

す。 

また、認知症に関する理解の促進や早期発見、関連事業に協力が得られる人材を 

見出す為、オレンジリングカフェ（仮）の立ち上げにり取組みます。認知症地域 

支援推進員を主として、４月よりリニューアルされる認知症ケアガイドブック 

を活用しながら、共に学び、朝霞市や地域包括支援センターが取り組む事業につ 

いて情報提供や意見交換を行う場を設けます。 

認知症サポーター養成講座に参加し、オレンジリングを得たとしても、さらに学 

ぶ意欲のある方や、オレンジカフェでボランティアとなっていただける人材を 

上手く拾い上げることができていないという気持ちがあり、課題に感じていま 

した。今年１月に行った徘徊高齢者声掛け訓練では、また参加したいという声が 
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多く、認知症と思われる方が身近にいて、勉強したいという意見もありました。 

今後も、高齢者が気軽に通うことができる場を拡充します。認知症を正しく理解 

し、地域で認知症の方の受け入れを促進することで、誰もが住み慣れた地域で安 

心して暮らせることを期待する取り組みと考えます。 

地域包括支援センターひいらぎの里の令和４年度の事業計画については、以上 

となります。 

＜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４年度の主な取 

り組みについて、ご説明申し上げます。 

重点目標として、多問題への対応力の強化、センター内カンファレンスの実施や 

職員研修の拡充、多方面の関係機関とのネットワーク構築などに取り組み、ワン 

ストップサービスの拠点となることを目指します。また、幅広い世代との新たな 

つながりの構築、人的資源の発掘を目指すため、多様なテーマからのアプローチ 

に取り組みます。 

続いて、個別の事業計画の主な事業について説明します。総合相談業務 

については、出張相談会と同時開催で市民向け講座を複数回企画いたしま 

す。また自主グループや民生委員への情報提供にも引き続き取り組み、センター 

機能の周知と幅広い世代へのアプローチを目指します。 

権利擁護業務につきましては、高齢者の権利擁護に対する意識の醸成を目指し、 

成年後見制度や社会福祉協議会の権利擁護事業等に関する情報提供に取り組み 

ます。 

介護予防ケアマネジメント業務については、今年度始めたラジオ体操の継続と、 

新たな場所での開催に取り組みます。また参加者に対する定期的なフレイルチ 

ェックの実施により、重度化防止を目指します。 

生活支援体制整備事業については、日ごろから地域住民のつながり作りの重要 

性の啓発を目指し、町内会と連携した防災講座を開催します。また町内会の課題 

についての情報収集に取り組み、情報提供や啓発等センターが行える支援につ 

いて検討します。 

地域包括支援センター朝光苑の令和４年度の事業計画については、以上となり 

ます。 

佐藤主任：ありがとうございました。 

なお、この事業計画は、令和４年度終了後に、各地域包括支援センターの実施報 

告と評価を加えたものを、令和５年度第１回の本運営協議会にてお示しするこ 

ととなります。 

以上で、議題(２) 令和４年度朝霞市地域包括支援センター事業計画についての 

ご説明を終了いたします。 

八木会長：ありがとうございました。ただいまの説明に対しご意見、ご提案、またはご質問 

はございますか。 
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＜質疑・応答等＞ 

熊澤委員：前回の本運営協議会の中でも報告があった通り、コロナ禍においてよくここま 

で実施されていると感じています。先ほど、ひいらぎの里から担い手養成につ 

いて話があり、他の地域包括支援センターからも同様の話があったと思います。 

その中で、講座等の開催が随時あるいは年２回などとされているところが多い 

ですが、担い手養成を考えた時に１度や２度の顔合わせでは難しく、コンスタ 

ントな開催が必要ではないかと感じます。全ての活動とは言いませんが、リピ 

ーターを増やす内容を取り入れていく中で、人材を見つけていくなどの対応が 

できるとよいと感じます。 

山﨑主査：各地域包括支援センターに配置している生活支援コーディネーターと情報交換 

を行い、単発での講座開催等では繋がりづくりは難しいと認識しています。地 

域なコミュニティの形成が活動支援や見守り等に繋がっていくと思いますの 

で、今後も市と地域包括支援センターで協働していきたいと考えています。 

本田委員：コロナ禍における地域の活動団体の状況等について、把握していますか。 

山﨑主査：時系列的にお話をさせていただくと、令和２年に市、地域包括支援センター、社 

会福祉協議会で協力し、約１１０の活動団体に調査を実施しました。その際、約 

４割の団体が活動を自粛されていました。１年後の令和３年にも同様の調査を 

実施しましたところ、２割の団体が依然として活動を自粛していましたが、８割 

の団体は活動を再開している状況でした。今後も地域包括支援センターと協同 

していきながら、リハビリテーション職の活用なども踏まえて、効果的・効率的 

に支援していけるよう検討していきます。 

本田委員：やりたくてもできないといった声も聞いているため、具体的な支援や介入が必 

要かと思いますので、意識的に取り組んでいただきたいと思います。また、第６ 

圏域について、引き継ぎなどは順調なのか確認をさせてください。 

宮﨑主任：具体的な引き継ぎは４月からになります。引継期間を４月～９月までの半年間 

に設定し、現段階での対象者の抽出も終えたところです。約２２０名の方が引 

継対象になっており、その内、約１８０名の方が第６圏域が担当することにな 

りますので、半年間をかけてしっかりと引き継ぎを行っていきます。 

八木会長：ひいらぎの里が仮称でオレンジリングカフェの開催を企画していますが、最近 

はオレンジリングがもらえず、オレンジカードが配布されていることが多いよ 

うです。現在もオレンジリングは配布されているのでしょうか。 

荒井係長：現在も認知症サポーター養成講座受講修了者にオレンジリング、オレンジカー 

ドの配付は行っています。令和４年度についても、不足分について発注をして 

おりますので、継続して事業展開をしていく予定です。 

八木会長：オレンジリングは配付されているのでしょうか。 

荒井係長：配付しています。キャラバンメイトで販売もしております。 

八木会長：最近はカードの配付も多く、学生もリングの方が良かったとがっかりしている 

様子も見受けられたため、確認しました。 

吉川委員：先日、児童館とモーニングパークとで認知症サポーター養成講座を中学生を対 

象に実施し、興味深く聞いている様子が見受けられ、オレンジリングも喜んで 

いました。 
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荒井係長：当初は無償だったものが、現在は購入しなければいけなくなったため、予算の範 

囲内で購入し、配付するようにしています。 

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。 

 

その他、意見・質疑等なし 

 

議題（３）令和４年度朝霞市地域包括支援センター収支予算について 

     ＊資料３：令和４年度朝霞市地域包括支援センター収支予算書 

＜事務局説明＞ 

佐藤主任：それでは、議題（３）令和４年度朝霞市地域包括支援センター収支予算について 

概要をご説明いたします。 

資料３の令和４年度朝霞市地域包括支援センター収支予算書をご覧ください。 

５つの地域包括支援センター共通の事項について、一括してご説明申し上げま 

す。 

まず、左側の表、収入の上段、１の包括的支援事業分については、市からの包括 

的支援事業委託料は、３，１１６万９千円でございます。委託料の積算根拠です 

が、全地域包括支援センター共通で、専門職５名分及び事務職１名分の人件費 

として２，６２４万９千円、一般管理事務費として１００万円、事業費として３ 

９２万円となっております。 

なお、１ページ目の内間木苑については、前年度予算額よりも５１７万８千円 

の大幅減となっています。これまで第１圏域内の第１号被保険者数は他の圏域 

と比べて多く、６千人を越えていたため、専門職１名を追加配置し、人件費５２ 

５万５千円が加算しておりました。しかし、令和４年度の日常生活圏域の見直 

しにより、高齢者人口を平準化したことで他の日常生活圏域と同等数となり、 

この追加配置がなくなったため、減額となっています。なお、委託料自体は、 

市で積算根拠の見直しを行い、７万６千円の微増となっています。 

このほか、各地域包括支援センターで見込まれる総合事業による介護予防ケア 

マネジメント料と、コーディネーター設置委託料として３９９万６千円が記載 

されています。 

続いて、収入の下段、２の指定介護予防支援事業分については、住宅改修意見書 

作成料と、各地域包括支援センターで見込まれる予防給付による介護予防ケア 

マネジメント料となっています。 

総合事業及び予防給付のそれぞれの介護予防ケアマネジメント料ですが、過去 

の実績や新規利用者の伸び率を加味して積算しているほか、令和４年度の日常 

生活圏域の見直しに伴い、どの日常生活圏域も利用者の引継ぎが行われる予定 

であり、いずれの包括支援センターでも前年度と比較して金額の増減がある見 

込みです。 

続いて、右側の表の支出ですが、上段は人件費、下段は事務・事業費を記載して 
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おり、いずれも過去の実績や今後の見込みを加味して積算しています。 

１点、大きな変更があるのは、４ページ目ひいらぎの里の収支予算書の支出の 

１３賃借料が１２０万円の増額となっています。これは令和４年度の日常生活 

圏域の見直しに伴い、現在の事務所所在地が担当する日常生活圏域外となって 

しまうことから、担当する日常生活圏域内に事務所を移設するため、別途賃料 

が発生し増額となっていす。そのほか、大きな変更等はありません。 

以上で、令和４年度朝霞市地域包括支援センター収支予算書についての概要説 

明を終了いたします。 

八木会長：ありがとうございました。ただいまの説明に対しご意見、ご提案、またはご質問 

はございますか。 

 

＜質疑・応答等＞ 

濵野委員：コロナ禍で活動が縮小されていると思いますが、車輌費や燃料費などが前年度

と同様の予算立てになっている点について、見直し等はしなくて大丈夫でしょ

うか。 

佐藤主任：令和３年度の予算から見直しをしており、例えば保健衛生費等は増減が発生し

ています。車輌費や事務消耗品費については、訪問や配布物等が増えています

ので、増額するなどの調整を行っていますので、令和４年度については大きな

変更はありません。 

八木会長：この２年間で非対面で実施することも増えてきた中で、例えばＩＣＴの活用に

関する予算がつくなどの対応は実施していますか。 

佐藤主任：令和２年１０月からタブレット端末を市の予算で配布しています。そのため、Ｉ

ＣＴに関する予算立てはしていません。毎週水曜日にオンラインミーティング

開催するなどしています。 

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。 

 

その他、意見・質疑等なし 

 

 

議題（４）全国統一指標による朝霞市及び朝霞市地域包括支援センターの評価結果につい 

     て 

     ＊資料４：全国統一指標による朝霞市及び朝霞市地域包括支援センターの評価 

結果について 

＜事務局説明＞ 

佐藤主任：議題（４）全国統一指標による朝霞市及び朝霞市地域包括支援センターの評価結 

果について、ご説明いたします。 

こちらは、平成３０年度から厚生労働省が実施する全国の市町村及び各地域包 

括支援センターを統一した指標で調査及び評価をするもので、全国平均と比較 

することができるものです。 

それでは、資料４の１ページ「業務チェックシート」をご覧ください。 

この表の左側に市町村、右側には地域包括支援センターの評価指標を示してい 
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ます。昨年５月にこの指標に基づいて国から調査があり、市及び各地域包括支援 

センターが令和２年度実績として「実施できている」ものは〇、それ以外は×で 

表記しています。 

続いて、５ページにあります「レーダーチャート」をご覧ください。こちら 

は各センターの業務チェックシートの結果をチャート化したものです。 

青色の線で表示されているものが各地域包括支援センターの回答結果、赤色の 

線で表示されているものが全国平均値となります。 

次に、６ページ上段をご覧ください。こちらは青色が朝霞市の結果、赤色が全国 

平均値のチャート表です。中段は、市及び地域包括支援センターを比較したチャ 

ート表となっていす。下段には、市及び地域包括支援センターの項目ごとの数値 

を掲載しました。 

朝霞市の傾向としまして、市も地域包括支援センターも概ね全国平均並みかそ 

れ以上に実施できていますが、「2-（5）の介護予防ケアマネジメント・介護予防 

支援」が平均より下回っています。これは以前からの課題であり、朝霞市の高齢 

者人口に対して給付率が高いことの一因であるとも考えられますので、可能な 

ところから方針を示すことができるよう、調整していきたいと思っています。 

なお、組織運営体制等のうち、センターへの職員配置については、今年度から見 

直しを行い、１名増員となったことで、次年度の調査では改善される見込みで 

す。 

以上で、簡単ですが、議題（４）全国統一指標による朝霞市及び朝霞市地域包括 

支援センターの評価結果についての説明といたします。 

八木会長：ありがとうございました。ただいまの説明に対しご意見、ご提案、またはご質問 

はございますか。 

 

＜質疑・応答等＞ 

本田委員：総合事業の取組強化など、具体的に検討している内容はありますか。サービスＣ

が各地域包括支援センターの事業計画の中に明記されていましたが、事業所か

ら見ると改善が必要ではないかと感じています。具体的に検討している内容が

ありましたら教えてください。 

望月課長：大事なご意見ありがとうございます。平成２９年度から新たな総合事業を実施

していますが、サービスＣの不足、サービスＣ卒業後の受け入れ先の不足等の声

やニーズがあることは把握しています。また、朝霞市は現行相当サービス、サー

ビスＡ双方が利用できることになっていますので、この点のあり方も検討が必

要と感じています。 

 来年度から第９期計画策定に向けた準備を進めていきますので、総合事業につい 

ても議論を重ねていきたいと考えています。 

本田委員：制度のあり方に関する意見も現場からは挙がっていますが、社会資源の活用に 

も限界があると感じます。市の制度設計も重要になってくると思いますので、 

引き続き検討をお願いします。 

熊澤委員：介護予防ケアマネジメントについて、全国平均を下回っているとお話がありま 

したが、介護予防の取組は重要だと思います。全国平均を下回っている理由、今 

後の対応策について教えてください。 
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佐藤主任：介護予防ケアマネジメントについて、全国平均を下回っている理由は、資料４の 

３ページの設問をご参照ください。主に指針を示せていない点が挙げられます。 

長尾係長：今後の対応について、基本方針は、市のケアマネジメントの考え方や手続きの内

容等を示すことが必要になりますので、内容等を精査し、基本方針の策定に向け

て検討していければと考えています。その他の部分については、介護予防手帳等

の手法や介護予防ケアマネジメントの委託に関する方針になりますが、高齢者

実態調査の調査項目がセルフチェックも兼ねていますので、この点の活用など

を踏まえて課題として捉え、検討したいと思います。 

熊澤委員：手続き的な話で点数が下がってしまっているように感じますので、勿体ない気

がします。介護予防につながる取組を進めていただきたいと思います。 

望月課長：自立支援・重度化防止に向けた市町村の取組自体は実施していますが、基本方針

が定められていない状況です。別の会議体においてケアマネジメントの視点等

をまとめるなど、少しずつ進めているところです。高齢者実態調査においてセル

フチェックができるようになっていますので、地域包括支援センターと共有し

ながら、市民に向けた情報発信を実施していきたいと思います。 

田中委員：地域ケア会議に出席していますが、全国平均と比較しても高い水準を確保され

ています。職員の方の尽力だと思いますので、感謝しています。 

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。 

 

その他、意見・質疑等なし 

 

議題（４）その他 

＊資料：地域包括支援センター新設及び移設の周知 

＜事務局説明＞ 

佐藤主任：その他について、事務局よりご説明させていただきます。 

それでは、本日配付いたしました資料「地域包括支援センターの新設及び移設 

の周知 広報あさか４月号（案）から抜粋」をご覧ください。 

令和４年４月１日より、第６圏域を担当する地域包括支援センターあさか中央 

を新設し、圏域変更に伴って、第４圏域を担当するひいらぎの里が岡３丁目か 

ら仲町１丁目に事務所を移設することになります。 

これまで、運営協議会の皆様には、昨年７月に日常生活圏域の見直しと、１１月 

に新設する第６圏域の地域包括支援センター運営業務委託受託法人の承認をい 

ただきまして、その都度、関係機関や市民向けに周知をしてきました。 

今後の周知活動については、まず、お示しのような広報あさか４月号及び市の 

ホームページにて、名称や連絡先を広く市民に周知するとともに、来年度当初 

より朝霞市地域包括支援センターパンフレットの刷新にとりかかり、６月を 

目途に高齢者のいる全世帯への全戸配布を予定しています。 

また、民生委員や自治会・町内会など地域の関係機関との連携が途切れること 

のないよう、引き続き情報共有を図っていきます。 

なお、現在、既存の地域包括支援センターが支援している方で、今回の日常生活 

圏域変更の対象となる方は、おおむね４月から９月までの半年間に次の担当地 

域包括支援センターへ引継ぎを行います。 
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新設する第６圏域の地域包括支援センターあさか中央には、令和４年度の上半 

期は相談体制の確立に専念したのち、事業等は下半期から実施する方向で調整 

をしています。来年度第１回の運営協議会にて予算書や事業計画書を委員の皆 

様にお示しすることになりますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

なお、お配りいたしました広報あさか４月号（案）については、未定稿を本会議 

の資料としてお出ししたものとなり、実際の記事と異なる可能性があります。 

市民向けには、来週の３月２７日から３１日までの間で全戸配布される予定で 

すので、ご承知おきください。 

以上で、簡単ですが、その他についての説明とさせていただきます。 

八木会長：ありがとうございました。ただいまの説明に対しご意見、ご提案、またはご質問 

はございますか。 

 

＜質疑・応答等＞ 

熊澤委員：サロンなどの活動団体に関する引継ぎはどのようになりますか。 

宮﨑主任：サロン等の活動団体については、日常生活圏域変更後も、現在関りのある地域包 

括支援センターとの関係性を考慮する必要があると考えています。そのため、 

４月から９月までの引継ぎ期間とは別に、新旧双方の地域包括支援センター 

との連携も含めて調整していきます。 

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。 

 

その他、意見・質疑等なし 

 

八木会長：本日の議題について、すべてご審議いただきました。 

円滑な議事進行にご協力いただきましてありがとうございました。 

これにて、議長の任を解かせていただきます。 

 

＜事務連絡＞ 

山﨑主査：八木会長、ありがとうございました。 

     次回の来年度第１回運営協議会につきまして、７月頃の開催を予定しています 

ので、よろしくお願いいたします。 

それでは、以上で令和３年度第３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。 

 

 

 

会議録署名人               

 


