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富津市介護保険運営協議会会議録 

１ 会議の名称 令和４年度第１回富津市介護保険運営協議会 

２ 開催日時 令和４年５月 20日（金）午後 14時 00分～午後 15時 22分 

３ 開催場所 富津市役所 ２階 第３委員会室 

４ 審議等事項 １ 議案 

（１） 富津市介護保険運営協議会会長の互選について 

（２） 令和３年度地域包括支援センターの事業評価及び決算につ 

いて 

（３） 令和４年度地域包括支援センターの事業計画及び予算につ 

いて 

（４） 指定地域密着型サービス事業所の指定更新について 

（５） 指定介護予防支援等の業務の一部を委託する居宅介護事業 

所の承認について 

２ 報告 

（１）第９期富津市介護保険事業計画・富津市高齢者福祉計画策定 

支援業務委託の実施について 

（２）介護予防把握事業の実施について 

（３）介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定更新につ 

いて 

５ 出席者 【委員】三木 千明、川口 泰明、 原 男、大野 泰代、 

小林 美奈子、宮野 京子、川名 健一、本山 繁樹、

有江 直樹 

【市長】高橋 恭市 

【事務局】坂本健康福祉部長、長谷川介護福祉課長、 

古宮介護福祉係長、中村高齢者支援係長、 

中島主任主事、美留町主事、飛澤副主査、 

千葉主任社会福祉士 

６ 公開又は非公開の別 公開 ・ 一部公開 ・ 非公開 

７ 非公開の理由  
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８ 傍聴人数 ０人 （定員２人） 

９ 所管課 健康福祉部 介護福祉課 介護福祉係 

電話 0439-80-1262 

10 会議録（発言の内容） 別紙のとおり 
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令和４年度第１回富津市介護保険運営協議会会議録 

発言者 発言内容 

開会（14：00） 

古宮係長 

 

……会議前諸連絡…… 

 資料確認等 

本山副会長 ……副会長あいさつ…… 

高橋市長 ……市長あいさつ…… 

坂本部長 ……委員及び職員紹介…… 

本山副会長  ……議事進行…… 

それでは、会長が選出されるまでの間、仮議長を務めさせていただきま

す。議案第１号「富津市介護保険運営協議会会長の互選について」を議題

といたします。事務局の説明を求めます。 

長谷川課長 ……議案１…… 

資料のとおり説明 

本山副会長 ……意見…… 

事務局の説明は終わりました。互選といっても、いろいろな方法があり

ますが、いかがいたしましょうか。 

川口委員 はい。 

本山副会長 川口委員 

川口委員  指名推選の方法がよいのではないでしょうか。 

本山副会長  ただいま、川口委員から指名推選の方法がよいのではないかというご意

見がありました。会長の互選は、指名推選の方法で行うということでご異

議ございませんか。 

……委員から「なし」の声あり…… 

本山副会長  それでは、どなたか会長の推薦をお願いいいたします。 

川口委員 はい。 

本山副会長  川口委員 

川口委員  会長に三木委員を推薦いたします。三木委員につきましては、議会でも

教育福祉常任委員会の委員長を務められておりますので、その点でお願い
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したいと思います。 

本山副会長  ただいま、三木委員を会長にという推薦がございました。 

 ほかに推薦はございませんか。 

本山副会長  ほかに推薦もないようですので、先ほど推薦のありました三木委員を選

任することでご異議ございませんか。 

……委員から「なし」の声あり…… 

本山副会長  異議がないものと認めます。 

 よって、三木委員を会長に選任することといたします。 

 それでは、ここで仮議長の任を終了させていただきます。 

古宮係長  ありがとうございました。それでは、三木会長、議長席へお願いしま

す。 

古宮係長 ここで、議事に入る前に、三木会長からごあいさつをいただきたいと思

います。 

三木会長 ……会長あいさつ…… 

古宮係長  ありがとうございました。 

 それでは、三木会長、議事進行をお願いいたします。 

三木会長  ……議事進行…… 

では、進行させていただきます。 

 まず、私から、本日の会議の議事録署名委員の指名をいたします。有江

委員を議事録署名人に指名しますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、会議次第に沿って、進めさせていただきます。 

 議案第２号「令和３年度地域包括支援センターの事業評価及び決算につ

いて」を議題といたします。事務局より説明を求めます。 

長谷川課長 ……議案２…… 

資料のとおり説明 

三木会長 それでは、富津地区・大佐和地区・天羽地区の順で、各説明員より、順次

説明を願います。 

富津地区地域包括

支援センター 

……議案２…… 

資料のとおり説明 
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溝口センター長 

大佐和地区地域包

括支援センター 

三枝センター長 

……議案２…… 

資料のとおり説明 

天羽地区地域包括

支援センター 

藤野センター長 

……議案２…… 

資料のとおり説明 

三木会長 ……意見…… 

ありがとうございました。 

各説明員からの説明は終わったところです。委員の皆さんご意見、ご質

疑等ございますでしょうか。 

川口委員 はい。 

三木会長 川口委員 

川口委員 ６ページのですね、生活支援体制整備事業の欄なんですけれど、「地域の

支えあい体制づくりを進めるための意見交換会」これについては私も区長

として３回位出席させていただいたんですけど、なかなか良い取り組みだ

なという風に思っております。そこで、令和２年に３回参加させていただ

いたんですけれども、質問させていただきたいのは、今の進捗状況ですね。

どのような形になっているのか教えていただきたいと思います。 

あともう一点なんですけれども、16 ページのですね、「地域ケア個別会

議」の開催について「岩坂お助けクラブ」、これがサロンが７か所誕生した

とあるのですが、すごく良いことだなと思ってたんですけど、これの立ち

上げというのは区でやったのか、それとも賛同者でやったものなのか、ま

た、簡単でいいので具体的な内容についてどんな形でやっているのか質問

させていただければと思います。以上です。 

三木会長 ではまず６ページの進捗の状況にてついてですね。 

富津地区地域包括

支援センター 

溝口センター長 

はい。 

６ページの「生活支援体制整備事業」ですが、支えあい体制づくりを進

めるための意見交換会の団体で、生活支援コーディネーターさんと会議の
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場を設けるだけではなく、日頃の活動先でも出会うことがありまして、そ

ちらの方で今こういうことで困っている、不足しているサービスがあって

こういうものをやりたいなというご希望がありまして、それに応じて私た

ちが介入させていただいて活動の場のつくりの支援ですとか、そういうも

のを今取り組ませていただいております。 

まだ話の段階ですので、今年度中には１か所、皆さんが集まる場が始ま

るかなというところでございます。以上です。 

天羽地区地域包括

支援センター 

藤野センター長 

ご質問ありがとうございます。 

「岩坂お助けクラブ」と住民主体型のサービスについてですが、これは

先ほど申し上げました「地域ケア推進会議」の中で地域課題として何が問

題なのかということで皆さんとお話し合いをして、そのあとですね、この

会議には富津市の職員の方も必ずといって参加してくださってます。今私

の後ろに座っておられる飛澤担当の方が、この生活支援コーディネーター

ということで地域に必要な支援をつくっていくというようなお仕事を中心

的にしてくださっているのですが、ここで、この会議でこの両者がマッチ

ングする形になります。そして、行政の方から住民主体型のサービスを展

開するにあたって補助金を得るための要件ですとか、体制の整備のご指導

がありまして、その結果、令和２年の 11月からその動きをとりまして、令

和３年６月から「岩坂お助けクラブ」といいまして、これは具体的に通院

ですとか買い物ですとかご高齢者が自分でできない方がおられるのです

が、そういった対象者の理想の支援ですとか草刈りやちょっとした大工仕

事などを手伝ってくれる団体となっております。 

というような形でよろしいでしょうか。 

川口委員 ありがとうございました。 

本当、少子高齢化の中でですね、地域と市が一緒になってやっていけれ

ばと思いますので。ありがとうございました。 

三木会長 よろしいですか。 

川口委員 はい。 

三木会長 ほかにご質疑、ご意見等ございますでしょうか。 
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三木会長 よろしいですか。 

それでは、ほかにご質疑等もないようでございますので、議案第２号「令

和３年度地域包括支援センターの事業評価及び決算について」は、承認を

要しない案件でありますことから、以上で審議を終了いたします。 

続きまして、議案第３号「令和４年度地域包括支援センターの事業計画

及び予算について」を議題といたします。 

それでは、説明員の説明を求めます。富津地区からお願いします。 

富津地区地域包括

支援センター 

溝口センター長 

……議案３…… 

資料のとおり説明 

大佐和地区地域包

括支援センター 

三枝センター長 

……議案３…… 

資料のとおり説明 

天羽地区地域包括

支援センター 

藤野センター長 

……議案３…… 

資料のとおり説明 

三木会長 ……意見…… 

ありがとうございました。 

各説明員の方の説明は終わったところでありますが、ここで委員の皆様

方ご質疑、意見等ございましたらどうぞよろしくお願いいたします。 

小林委員 はい。 

三木会長 小林委員 

小林委員 富津地区の活動について要望と言いますか、いきいき百歳体操の関係な

んですけれども、新しい立ち上げももちろん目標として事業計画で毎年新

しい団体を立ち上げをするというのがあるんでしょうけれども、今まで、

今計測している団体さんへのアフターケアと言うんですか、と言いますの

は、コロナの状況もあるんでしょうけれども、体力測定をですね、もう２

年ほどやっておられない団体が近くにございまして、やっぱり地域包括支

援センターの方が来てくださって毎週一生懸命、百歳体操で体力の向上の
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モチベーションの向上としまして、年１回でもいいですから、包括支援セ

ンターの方がいらして体力測定をしていただけるとお年寄りも例えば、何

年前はこうだったけどまだ体力が保ててるよ、とか中には上がったよ、と

かそういう数字で見たりすることによって、継続してやろうという気持ち

が生まれると思うんですね。なので、もちろん新しい団体を立ち上げる目

標はけっこうなんですけれども、今あるグループの例えば自主的に活動し

たからお任せというんじゃなくて、やっぱりその後どうなっているかなと

かそういう目配りをしていただけると、地域の住民としても、お年寄りの

生活の向上に繋がるのではと思いますけれども。 

三木会長 フォローの体制というのはどうなっているのか、もしお話しできれば 

富津地区地域包括

支援センター 

溝口センター長 

定期的に看護師が状況確認に行きましたり、定期的に測定している個所

もあるんですが、そちらが漏れてしまっていたことは大変申し訳ございま

せんでした。また状況を確認いたしまして、事業の中に入っていますもの

で、的確にやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

小林委員 こちらこそよろしくお願いいたします。 

三木会長 よろしいでしょうか。 

小林委員 はい。 

三木会長 ありがとうございました。 

ほかにご質疑、ご意見等ございませんでしょうか。 

宮野委員 はい。 

三木会長 宮野委員 

宮野委員 どこの包括というわけではないんですけれども、コロナがもう２年にな

りまして、例えば、私薬局なのですが、月に一度見えてる方でも、やっぱり

ちょっと運動量が減っているとか、全く外に出なくて活動ができていない、

第三者と会うことがほとんどないとかっていう方っていうのが結構いらっ

しゃいまして、この２年で結構認知機能とか運動機能が下がっているとか

って露骨に見える方がいらっしゃるんですよ。あと例えば新規とかで申請

を出した場合今すごく時間がかかるとも伺っているんですけれども、その

あたり新しくと言いますか、落ちている人に対してのアプローチとか実際
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に相談に行ってたぶんすごく大変だとは思うんですけれども、そういった

ところで手一杯とかそういったことはありますか。 

天羽地区地域包括

支援センター 

藤野センター長 

ありがとうございます。 

百歳体操、これがコロナの感染時にはほとんどの団体で停止しました。

我々の地域では天神山地区が６月からほぼ全域で再開することになりまし

たが、実はこの百歳体操がものすごく高齢者にとっては有意義なものでし

た。週一回ご高齢者が集まることによって運動する、これによって先ほど

おっしゃっていた認知症状ですとか運動機能の低下がさけられるだけでは

なくて、高齢者同士がお話し合いをする、それから私共の看護師がそこで

講話をしたりですとか、最近こんなことが困っているですとかそこで相談

を受けたりするんですね。これが早期に状況の変化を把握されて適切な福

祉サービスもしくは介護保険の申請から始まるわけなんですが、そういっ

たことの契機になっていたんです。ところが、この２年間なかなか百歳体

操も開催できないような状況で、今委員がご指摘のとおりそういった状況

多々見受けられてます。先ほど事業報告の方で令和３年度３月に認知症の

徘徊が２件発生したケースもほぼこれと同じようなケースでした。なので

我々としては、これまで百歳体操に関しては市長が音頭を取って富津全域

にできたものですが、天羽地区には今 14か所の百歳体操の会場があります

ので、活動は休止してますが、看護師の方でその代表者さんとのやり取り

ですとか、その中で変化のあった方については情報を上げてくれますので、

我々も適宜介護保険の申請ですとか、そういったことに対応させていただ

いております。この百歳体操のメンバー、これからもどんどん募っていき

たいと考えておりますが、運動だけでなくて、そういった地域の新しい繋

がりとして有効な団体となっております。 

回答となっているか不安ですが以上になります。 

宮野委員 質問が漠然としていて申し訳ありません。ありがとうございます。 

三木会長 よろしいですか。 

宮野委員 はい。 

三木会長 ほかにご質疑等ございますでしょうか。 
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三木会長 よろしいでしょうか。 

では、ご質疑等もないようでございますので、議案第３号「令和４年度

地域包括支援センターの事業計画及び予算について」は、承認を要しない

案件でありますことから、以上で審議を終了いたします。 

各地域包括支援センターにあっては、高齢者の方が地域で安心して生活

ができますよう、積極的な事業展開をお願いいたします。 

では、説明員の方は、退室してください。ありがとうございました。 

……説明員退席…… 

三木会長 続きまして、議案第４号「指定地域密着型サービス事業所の指定更新に

ついて」を議題といたします。事務局の説明を求めます。 

本山副会長 はい、議長 

三木会長 本山副会長 

本山副会長 議案第４号「指定地域密着型サービス事業所の指定更新について」です

が、私は、当事者となりますので、退席の許可をお願いいたします。 

三木会長 はい。退席を認めます。 

……本山副会長退室…… 

三木会長 では、改めて事務局の説明を求めます。 

美留町主事 ……議案４…… 

資料のとおり説明 

三木会長 ……意見…… 

ありがとうございました。 

事務局の説明は終わったところでありますが、ご質疑、ご意見等ござい

ますでしょうか。 

三木会長 よろしいですか。 

では、ご質疑等もないようですので、議案第４号「指定地域密着型サー

ビス事業所の指定更新について」は、承認することとしたいと思いますが、

ご異議ございませんでしょうか。 

……委員から「なし」の声あり…… 

三木会長 異議なしと認めます。それでは、議案第４号「指定地域密着型サービス
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事業所の指定更新について」は、承認することといたします。 

それでは、本山副会長には席にお戻りいただきますように。 

……本山副会長入室…… 

三木会長 続きまして、議案第５号「指定介護予防支援等の業務の一部を委託する

居宅介護事業所の承認について」を議題といたします。事務局の説明を求

めます。 

千葉主任社会福祉

士 

……議案５…… 

資料のとおり説明 

三木会長 ……意見…… 

事務局からの説明は終わりました。委員の皆様、ご質疑、ご意見等ござ

いませんでしょうか。 

三木会長 よろしいでしょうか。 

それでは、ご質疑、ご意見等もないようでございますので、議案第５号

「指定介護予防支援等の業務の一部を委託する居宅介護事業所の承認につ

いて」は、承認することとしてご異議ございませんでしょうか。 

……委員から「異議なし」の声あり…… 

三木会長 異議なしと認めます。それでは、議案第５号「指定介護予防支援等の業

務の一部を委託する居宅介護事業所の承認について」は、承認することと

いたします。 

以上が、本日の議案となります。 

 なお、答申書の書面につきましては、私に一任いただいてよろしいでし

ょうか。 

……委員から「異議なし」の声あり…… 

三木会長 ありがとうございます。 

続きまして、報告に移ります。報告第１号「第９期富津市介護保険事業

計画・富津市高齢者福祉計画策定支援業務委託の実施について」でありま

す。事務局の説明を求めます。 

中島主任主事 ……報告１…… 

資料のとおり説明 
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三木会長 ……意見…… 

事務局の説明は終わりました。委員の皆様方ご質疑等ございますでしょ

うか。 

三木会長 では、ご質疑等もないようでございますので、報告第１号「第９期富津

市介護保険事業計画・富津市高齢者福祉計画策定支援業務委託の実施につ

いて」の報告を終了といたします。 

三木会長  続きまして、報告第２号「介護予防把握事業の実施について」でありま

す。事務局の説明を求めます。 

飛澤副主査 ……報告２…… 

資料のとおり説明 

三木会長  ……意見…… 

事務局の説明は終わったところであります。委員の皆様方ご質疑等ござ

いますでしょうか。 

三木会長 よろしいですか。 

では、ご質疑等もないようですので、報告第２号「介護予防把握事業の

実施について」の報告を終了といたします。 

続きまして、報告の最後、報告第３号「介護予防・日常生活支援総合事業

指定事業者の指定更新について」であります。事務局の説明を求めます。 

美留町主事 ……報告３…… 

資料のとおり説明 

三木会長 ……意見…… 

ありがとうございました。 

事務局からの説明は終わりました。ご質疑等ございますでしょうか。 

三木会長 よろしいですか。 

では、ご質疑等もないようでございますので、報告第３号「介護予防・日

常生活支援総合事業指定事業者の指定更新について」の報告を終了といた

します。 

以上で、本日の審議内容は終了したところでありますが、その他として

委員の皆さん方から何かありますでしょうか。 
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三木会長 よろしいですか。 

事務局から何かございますでしょうか。 

事務局 ……諸連絡…… 

次回開催予定を案内 

三木会長 よろしくお願いいたします。 

皆様方、長時間にわたり大変お疲れ様でございました。 

また、次回８月という予定でありますが、特に男性の皆様方、クールビ

ズの期間でありますので、今日はまだ空調が期間ではないので大変蒸し暑

い中上着やネクタイが大変だったと思うんですけれども、クールビズ採用

していただいて結構ですということで、次の協議会臨んでいただければと

思います。 

では、以上で、令和４年度第１回富津市介護保険運営協議会を終了とい

たします。長時間にわたり大変お疲れ様でございました。 

閉会（15：22） 

 

 


