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平成 29年度第４回みよし市介護保険運営審議会 会議録 

 

日 時 平成 29年 12月６日 午前 10時から午前 11時 25分まで 

場 所 市役所３階 研修室２・３ 

次 第 １ あいさつ 

２ みよし市介護保険運営審議会 

（１）協議事項 

みよし市第７期高齢者福祉計画兼介護保険事業計画（素案）について 

３ その他 

 

１ あいさつ 

会  長：この介護保険運営審議会も今日である程度目途をつけて、来年度に答申という具合

にしていきたいと思います。地域包括ケアの考え方をずっと考えてきていますが、

なかなかそれを支えるマンパワーという点で問題があり、前回もヘルパーさんの話

が出てきました。いろんな問題を細かく見るとうまく進められるのかなと感じます

が、計画は立てていかなければいけないと思います。今日も活発なご意見をいただ

けると幸いです。よろしくお願いします。 

 

２ みよし市介護保険運営審議会 

（１）協議事項 

みよし市第７期高齢者福祉計画兼介護保険事業計画（素案）について 

会  長：それでは、みよし市第７期高齢者福祉計画兼介護保険事業計画素案について、事務

局よりご説明をお願いします。 

事 務 局：協議事項 みよし市第７期高齢者福祉計画兼介護保険事業計画（素案）について説明

します。お手元の資料をご覧ください。 

  まず、前回の会議で委員の皆さんからいただいたご意見を反映して修正した部分、

及び追加した部分を説明します。 

５ページをご覧ください。７行目からになります。前回の会議での意見を反映し、

介護予防や重度化防止対策などについて、市町村の取り組み実績に対して交付金が

交付されることを追加で記載しました。 

続いて７ページをご覧ください。図１のグラフの横軸のメモリの一番右側を平成

27年だったものを平成37年に修正しました。 

続いて８ページをご覧ください。図２についても同じく横軸のメモリを修正しま

した。 

続いて12ページをご覧ください。「２－５ 認知症高齢者の状況」を追加しました。

表９は、平成24年から平成29年までのそれぞれ３月末現在の介護認定調査の結果か

ら、認定者における認知症高齢者の日常生活自立度の推移をまとめたものです。Ⅱa

以上と判定された人は、500人台で推移していますが、認定者に占める割合は、減少

傾向にあります。 

続いて13ページをご覧ください。図６は平成29年３月末現在の介護認定調査の結
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果から、障がい高齢者の日常生活自立度と認知症高齢者の日常生活自立度をクロス

集計したものになります。障がい高齢者の日常生活自立度と認知症高齢者の日常生

活自立度の結果から「虚弱」「動ける認知症」「寝たきり」「寝たきり認知症」の４区

分及び転入継続に分けました。表11は、平成24年から平成29年までを、この４つの

区分に分けたものになります。平成24年から平成29年までにかけて、「虚弱」に該当

する人が増加傾向にあります。 

続いて18ページをご覧ください。「４－２ 認定者数」で、前回の会議での意見を

反映し、計画値より実績値が少なかった理由として、「介護予防教室への参加者の増

加などにより、健康な高齢者が増えたためだと考えられます。」という文章を追加し

ました。 

続いて19ページをご覧ください。図11及び図12について、それぞれの年度のメモ

リの尺が違っていたため、合わせました。 

続いて21ページをご覧ください。③について、前回の会議での意見を反映し、「地

域包括ケアシステムのさらなる推進が必要」を「地域包括ケアシステムの理解と基

盤づくりが必要」に変更しました。 

続いて26ページをご覧ください。基本理念について、前回の会議で皆さんからい

ただいた意見を反映し「絆でつくる 笑顔の日々」を「みんなでつくる 笑顔の日々」

に変更しました。 

続いて29ページをご覧ください。「第３章 重点的な取り組みの方針」で、それぞ

れの項目に、具体的な取り組み内容を追加しました。 

また、重点項目「１－２ 地域包括ケアシステムの構築」の「①地域包括ケアシス

テムの理解促進」の２行目の最後について、前回の会議での意見を反映し、「地域の

包括的なケア体制を充実し、」を「地域の包括的なケア体制を構築し、」に変更しま

した。 

続いて39ページをご覧ください。ここからは今回の会議で初めて説明させていた

だく部分になります。 

まず「第４章 高齢者福祉サービス等の実施目標」です。ここでは、第３章に掲げ

た「具体的な取り組み内容」をはじめ、本市が行う事業を、高齢者福祉事業（高齢

者福祉サービス）、介護保険事業（介護保険サービス）、地域支援事業、その他に分

類し掲載しました。本来であれば全ての事業について、個別にご説明するべきであ

ると思いますが、時間の都合上、新規の事業を中心に説明させていただきます。 

53ページをご覧ください。高齢者福祉事業（高齢者福祉サービス）の「高齢者い

きいき活動ポイント事業」になります。この事業は、平成30年１月から開始する事

業で、高齢者が介護施設で活動することで、自身の健康増進や介護予防につながる

とともに、住み慣れた地域で「いきいき」と暮らし続けられる仕組みを作ることを

目的としています。高齢者が市の指定を受けた介護施設で、レクリエーションの手

伝いや配膳の補助などをするとポイントが付与され、貯めたポイントを現金に交換

して交付するという事業です。今後は、活動する高齢者や受入機関である介護施設

の確保のため、広報紙やホームページで周知を図り、介護施設で活動する高齢者を
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増やすことで、高齢者の介護予防につなげていきます。 

続いて54ページをご覧ください。「介護人材育成支援事業」になります。この事業

は、平成29年４月から開始した事業で、高齢化による要介護等認定者の増加により、

介護人材の需要が増加すると思われるため、介護人材を確保することを目的として

います。介護職員初任者研修課程を修了し、市内の介護事業所等に就労した人に対

して研修受講料の２分の１を補助します。今後は、広報紙やホームページで制度を

周知し、市内事業所で働く介護人材を確保することで、適切な介護サービスが提供

できる体制づくりを推進するとともに、介護事業所が質の高いサービスを提供でき

るようにします。 

続いて55ページをご覧ください。「健康度評価事業」になります。この事業は、セ

ルフケアの推進を目的として、60歳以上の高齢者を対象に、健康診査の結果や生活

習慣の問診、体力測定の結果をもとに、保健師や健康運動指導士が一人一人の健康

状態に合わせた効果的な運動のアドバイスをします。今後は、継続していくことが

効果的であることから、新規参加者とともに、リピーターの確保を図ります。 

続いて56ページをご覧ください。「健康診査事業（後期高齢者健診）」になります。

この事業は、後期高齢者医療被保険者を対象に生活習慣病の早期発見や重症化予防

を目的として、血液検査や血圧検査、身体測定等を行います。今後は、啓発機会を

増やすことで受診率の向上を図り、生活習慣病の早期発見や重症化予防を図ります。 

続いて介護保険事業（介護保険サービス）に移ります。 

88ページの「⑥地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」をご覧ください。

このサービスは、定員30人未満の小規模な介護老人福祉施設で、原則本市の市民の

みが入所可能であるため、介護老人福祉施設の待機者や重度認定者等の受け皿とし

て有効でありことから、第７期計画中に１か所の施設整備を計画します。平成30年

度中に事業所を公募し、平成32年から開所する計画です。 

続いて116ページの「②事業所への立入り検査の実施」をご覧ください。この事業

は、本市が指定する地域密着型サービス事業所や平成30年４月から愛知県より指定

権限が委譲される居宅介護支援事業所に対して、介護サービスの質の確保及び保険

給付の適正化を図るため、事業所へ訪問し、運営状況等を指導監督するものです。

平成30年４月からは、豊明市、日進市、長久手市、東郷町と共同で実施し、業務の

標準化や体制の強化による適正給付を図ります。 

続いて117ページをご覧ください。「第５章 介護保険事業量等の推計」になります。

ここでは、第７期計画における第１号被保険者の介護保険料基準額とその積算方法

について掲載しています。 

118ページをご覧ください。「１ 介護保険事業の目標数値の推計手順」になります。

第１号被保険者の保険料基準額を算出するには、まず第７期中の被保険者の人数を

推計します。次に、この人口推計に基づき、要介護等認定者数を推計します。そし

て、要介護等認定者数の推計から、第７期中の介護保険サービスの利用者数を推計

し、その推計をもとに、介護保険サービスの給付額を算出します。これらの推計値

に基づき介護保険料基準額を算出します。 
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続いて119ページをご覧ください。「２ サービス対象者の推計」の「２－１ 将来

人口の推計」になります。推計の結果、第１号被保険者数は平成30年度で10,667人、

平成31年度で10,879人、平成32年度で11,085人、平成37年度で12,061人となってい

ます。 

続いて「２－２ 要介護等認定率と認定者数の推計」になります。推計の結果、認

定者数は、平成30年度で1,246人、平成31年度で1,281人、平成32年度で1,307人、平

成37年度で1,418人となっています。 

続いて120ページをご覧ください。「２－３ サービス付き高齢者向け住宅等の整備

必要数の推計」になります。ここでは、地域包括ケアシステムに必要不可欠な住ま

いの整備について、本市におけるサービス付き高齢者向け住宅等の整備必要数を推

計します。 

表３では、平成29年１月に実施した「福祉・介護についてのアンケート調査」の

結果から、要介護等認定を受けていない第１号被保険者のうち、世帯類型別に介助

を必要とする人の割合をまとめました。 

続いて表４では、平成32年における高齢者の人口11,085人から要介護等認定者

1,307人を差し引き、表３の割合を乗じて、平成32年における世帯類型別身体状況別

の高齢者数を推計しました。 

続いて表５では、「福祉・介護についてのアンケート調査」をもとに、世帯類型や

身体状況に応じてサービス付き高齢者住宅等への入居割合をまとめました。 

続いて表６では、表４、表５をもとに、世帯類型別身体状況別の第７期における

サービス付き高齢者住宅等の必要戸数をまとめました。 

続いて122ページをご覧ください。「３ サービス別利用者数と給付費等の見込み」

になります。表７は各介護予防サービスの見込み額、利用者数、利用回数（日数）、

123ページの表８は各介護サービスの見込み額、利用者数、利用回数（日数）になり

ます。 

続いて124ページをご覧ください。「３－２ 施設サービス利用者数」になります。

表９の上から４行目に、平成30年４月に創設される介護医療院、５行目に介護療養

型医療施設があります。介護療養型医療施設は第８期の最終年である平成35年度末

で廃止されるサービスのため、第７期中ではサービス利用者の半分が介護医療院へ

移行すると見込んでいます。 

続いて「３－３ 標準給付費」になります。標準給付費とは、表７及び表８の給付

費に特定入所者介護サービス費、高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス

費、国民健康保険団体連合会への審査支払手数料を合わせた金額になります。標準

給付費は、平成30年度から平成32年度までの３年間で、およそ55億7,908万円を見込

んでいます。 

続いて125ページをご覧ください。「３－４ 地域支援事業費」になります。地域支

援事業は、３年間で、およそ5億2,994万円を見込んでいます。 

続いて126ページをご覧ください。「４ 第１号被保険者の保険料の推計」の「４－

１ 第１号被保険者負担相当額の見込み」になります。先ほどの標準給付費と地域支
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援事業に対する第１号被保険者の負担割合は第７期については23％ですので、保険

料収納必要額は、およそ16億2,503万円を見込んでいます。 

続いて128ページをご覧ください。「４－３ 所得段階別の保険料率」となります。

表14は、第７期での各所得段階別の保険料率で、第６期と同じ率で10段階に分けて

います。 

続いて「４－４ 第１号被保険者保険料基準額（月額）の見込み」になります。第

７期での介護保険料基準額は介護給付費準備基金から5,900万円を取り崩しまして、

第６期と同額の4,040円を予定しています。平成37年度については、介護給付費準備

基金を取り崩さないと、基準額4,790円となります。 

なお、現時点では、平成30年１月に予定している介護報酬の改定を考慮していま

せんので、報酬改定の内容が示されるまでは、標準給付見込み額や介護給付費準備

基金取崩し額は確定できませんので、ご了承ください。 

続いて130ページをご覧ください。「第６章 計画を円滑に推進するための方策」に

なります。ここでは、この計画を円滑に推進するために必要なことについて記載し

ています。 

続いて131ページをご覧ください。「１ 計画の推進のために」の「１－１ 市民、

地域、行政等の協働による取組み」として、地域住民、ボランティア団体、ＮＰＯ、

福祉関係団体、サービス事業者、医療機関などと行政が協働の視点に立って、それ

ぞれの役割を果たしながら、協力し合う連携体制を確立し、高齢者が地域で安心し

て生活できる環境の実現を目指します。 

続いて「１－２ 市民で進める地域づくりの推進」として、市民自身が地域の課題

やニーズ等を把握し、自分たちが地域に対して何ができるかを考え、それぞれ得意

分野を生かすことを通じて、健康で生きがいを持って生活できる地域づくりを推進

します。 

続いて「２ 推進体制の整備と強化」の「２－１ 内部推進体制の強化」として、

本計画にかかる事業は、高齢者の生きがいづくり、介護予防、介護保険サービスの

みならず、保健福祉関連のさまざまな分野にわたる内容が盛り込まれていますので、

関係各課の参加による庁内推進体制の整備及び強化を図り、計画の円滑な推進を図

ります。 

続いて「２－２ 計画の評価体制の整備」として、計画に記載した各種施策の達成

状況や実施状況について、定期的に実態を把握し評価します。評価結果は情報提供

し、サービスの質の向上につながるような取り組みを進めます。 

続いて「２－３ 人材の育成と確保」として、地域包括支援センターを中心とする

地域ケアを担う主任ケアマネジャー、保健師、社会福祉士などの人材について、関

係機関と連携しながら確保します。同時に、専門職同士の意見交換の場の充実、市

の現状を把握するための研修会の開催など、専門職の資質を高める機会を充実しま

す。 

続いて132ページをご覧ください。「第７章 高齢者施策の将来ビジョン」になりま

す。ここでは、高齢者施策の目標を記載しています。 
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続いて133ページをご覧ください。資料に誤りがありましたので、訂正をお願いし

ます。それぞれの項目番号が２－１、２－２、２－３となっていますが、１－１、

１－２、１－３に訂正をお願いします。 

続いて「１ 高齢者施策の目標」の「１－１ セルフケアを推進し、健康寿命を目

指す」として、バランスのとれた食生活、適度な身体活動、十分な休養、飲酒や喫

煙習慣の改善、歯や口腔の健康の保持など健康を保持するための生活習慣の改善に

市民一人一人が取り組むことを基本とし、健康長寿を実現できるセルフケアを推進

していきます。 

続いて「１－２ 地域の助け合いで、安心な生活を目指す」として、地域の人々が

助け合う多様な活動が展開される地域社会、活動者だけでなく地域で暮らす人すべ

てが信頼関係で結ばれる社会、生きがいを持って健康で暮らせる社会を実現し、高

齢者が安心して暮らせる地域社会を目指します。 

続いて「１－３ 福祉、医療、介護の連携を目指す」として、地域包括ケアの周知

及び理解促進を図るとともに、福祉、医療、介護の各専門機関が連携し、高齢者だ

けでなく誰もが住み慣れた地域で安心して生活できる「みよし版地域包括ケアシス

テム」の実現を目指します。 

以上で、みよし市第７期高齢者福祉計画兼介護保険事業計画素案の説明とさせて

いただきます。 

会  長：ありがとうございました。内容が多岐にわたっていて、第４章の「高齢者福祉サー

ビス等の実施目標」以降の内容が詳しくなったと思いますが、分けずにまず全体と

して、質問しておきたいことはありますでしょうか。 

天石委員：細かいことですが、27ページの表の基本理念が「みんなでつくる」ではなく「絆で

つくる」のままになっています。 

事 務 局：申し訳ありません。修正します。  

会  長：その類の修正もご指摘いただきながら、もし全体を通してどうしてもというところ

がないようでしたら、少し小分けにして、第４章の前までとします。ここまで議論

してきたことが主で、少し訂正があった程度の報告ですが、その件で何かご質問や

ご意見はありますか。 

成瀬委員：前回欠席したので議論が済んでいるかもしれませんが、13 ページの図６について、

これが介護認定に関わる人達の現状を、動ける人を障がいの自立度から分けた表で

すが、表 11 を見ると「虚弱」が増えてきています。それから「動ける認知症」も

徐々に増えてきています。地域包括ケアでつくべきところは、私はここだと思いま

す。寝たきりの人は対象ではないと僕は思っています。そうすると、この後に介護

保険のいろいろな事業が書いてありますが、そういう人たちに対してそれがどうマ

ッチしているか、ということを教えていただきたい。 

もう一つは 120ページの表４で、高齢者世帯の「一人暮らし」と「配偶者と二人

暮らし」で、「介助なし」の人が約 5,000 人います。この方々の中で、いきいきク

ラブに参加している人は、私は基本的には心配していません。地域健康講座とかに

行っても、皆さんお元気です。そうすると問題はこういう人たちではなくて、この

「介助が必要」というグレイゾーンの人たちが、「地域包括ケアの構築」という点

からすると、これから一番のターゲットになるのかなと思います。こちらも第７期
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の事業との関係を教えて下さい。 

会  長：前回その部分の議論はしておりませんので、事務局でもし補足があったら、ご説明

いただけますでしょうか。最初が、障がい高齢者の日常生活自立度と認知症高齢者

の日常生活自立度、そこでどこまでが地域包括支援センターでカバーできるかとい

うご指摘ですが。 

成瀬委員：地域包括支援センターでなくて、地域包括ケアとして、何とかこの人達を、安心し

て暮らせるようにできないかということです。このまま夫婦でずっといても、何か

困った時には何となく周りが支えてくれる、というものが地域包括ケアだという認

識から考えれば、その辺りが将来的にターゲットになってきます。そうすると７期

でその中のどの辺りを目指していくかということだと思います。 

会  長：専門の医療から在宅医療、介護と医療との連携と、順番にケアの対応が変わってい

きますが、全体を指すということになった時に、いま言われた「動ける認知症」の

ここまでだよということのご指摘が、どんな風に計画に反映されるのかと思います。

事務局でこの件に関して何かありますでしょうか。 

事 務 局：先ほどの表 11 で、「虚弱」「動ける認知症」が地域包括ケアの主なターゲットにな

っていくのではないか、「寝たきり」であればそれは地域包括ケアという概念とは

別にサポートしていくのか、というご意見だったと思います。基本的に今回の７期

の計画につきましては、虚弱や動ける人を含めて、寝たきりの人についても施設の

必要性というところまで検討しておりますので、全体では「寝たきり」や「寝たき

り認知症」までも含めたトータルでの７期の計画というようにご理解いただきたい

と思います。 

成瀬委員：計画にすぐに入れろということではないです。第７章の「セルフケアを推進し、健

康長寿を目指す」ということと、「地域の助け合いで、安心な生活を目指す」とい

うことが基本的な市の目標ですので、今日の議論の中ではこういう課題があるとい

うことを一つ残しておいていただきたい。ここのところをどうしていくかという、

パブリックコメントも含めて皆さんのご意見を聞かないと追えない部分だと思い

ます。高齢者の人も認定率が落ちてきているのは、「自分が世話になりたくない」

という意識がかなり強いからです。私はまだ大丈夫と。息子や娘もお父さんやお母

さんは大丈夫だと思いたい、だからそういうところで落ち込んでいる。そういうの

は駄目で、そういうことが日常現象ではたくさんあるので、いずれそれが大きな課

題になっていく可能性がある。そういう認識だけでいいです。 

会  長：意識啓発とか、自らの健康づくりとか、そういうところまでターゲットに入れて考

えなければいけないですね。他にございますか。 

天石委員：総合支援法が平成 28 年４月１日から開始されました。その前に国連で「障害者の

権利条約」というのが出て、それを批准するのに日本は長いことかかりましたが、

その中に、「障がい者といえども個人として尊厳される」と、要するに一般個人と

して社会で活躍できるようにいろいろなバリアを除きなさい、それが努めだとあり

ます。高齢者も社会の中で活躍できるような、そういう制度をもっと作っていかな

くてはいけないのではないか。この案を読んでみると、いろいろ書いてありますが、

「かわいそうだから助けてあげる」ということを強く感じます。弱ってしまった、

あるいは要介護だから助けてあげようという措置的な感じが強くて、障がい者の一

個人が社会に平等に参画するというそういう意識がもっと必要じゃないかなと思

います。きついことを言いますが、おもしろおかしく生きがいを持って明るく、そ
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の生きがいも、稼ぐというような生産的なことがもっとできるようにならないかな

と思います。 

それから、「私たちのことは私たち抜きで決めないで」ということが国際的に言

われています。そういう切実な声が世界的にあるとしたら、その辺のことをどうク

リアするのかというのが大事なことかなと思いました。 

会  長：基本理念としては「みんなでつくる 笑顔の日々」で、そのような響きがあります。

そういう保護的な目というか「見守ってあげてるんだよ」という意味合い以外のも

のではないという状況から具体的にどう脱却できるかというのは、高齢者文化論を

入れていかないと改善されないと思います。どこか具体的に、こういうところから

脱皮できる項目があるという考えはお持ちでしょうか。 

天石委員：社会参加と言っているのではなく、これが私の仕事だ、というような、例えば高齢

者の授産施設、授産制度みたいなものができたらと思います。どういうものか思い

つきませんが、ケアプランの中に、簡単なことでいいと思いますが、料亭で使う木

の葉を集めるなどができればと思います。 

会  長：そのテーマというのは、実はシルバー人材センターや長寿介護課でなくて、高齢福

祉の他の部署で何か考えていることだ、というように受け止めてよろしいでしょう

か。 

事 務 局：これから取り組む新しい事業の中では、53ページの「高齢者いきいき活動ポイント

事業」が近いのかなと思います。元気な高齢者が介護施設で働き、働いた分に応じ

てポイントが付与され現金を受け取る、最終的には「生きがい」や「やりがい」に

つながるというのは、先ほどご提案いただいたことに近いのかなと思います。私ど

もも最終的には、これがシルバー人材センターへつながっていくようになるといい

なという思いも持っています。全てが当てはまるとは思いませんが、私どもの一つ

の施策的な提言として紹介させていただきましたので、よろしくお願いします。 

会  長：いきいき活動ポイント事業でもまだ「守ってあげなきゃいけない」対象ですと言っ

ているような感覚をお持ちかもしれません。他の方でどなたかお気づきのところは

ないでしょうか。 

古山委員：第７章の地域包括ケアシステムのところで「みよし版地域包括ケアシステム」とな

っていますが、「みよし版」であることを示す何かビジョンがここに載っていると

わかりやすいのですが、どんなことが「みよし版」にあたるのでしょうか。 

事 務 局：「みよし版地域包括ケアシステム」は、平成 28年度に「みよし市福祉・医療・介護

長期構想」を策定した時に出てきた概念で、高齢者だけではなく、障がい者、子ど

も、子育てをする親など、全ての人を対象にする地域包括ケアシステムという概念

です。それにつきましては 23 ページの中段に補足という形で説明させていただき

ましたので、そちらをご参照いただきたいと思います。 

古山委員：もっとわかりやすく言えば、例えばこの「福祉、医療、介護の専門機関が連携し」

というところに、障がいだとかそういう文言が入れば、先ほど言われた障がいの話

も含めてこう考えているんだなというように取れるのかなと思います。福祉という

とかなり広い分野で介護も入ったりするので、介護と福祉の違いはまた何なのかと

いうところもありますが、障がいなら障がいだと書いた方がもう少しわかりやすい

のかなと思います。 

会  長：障がい者サービスを受けていた人が 65 歳を超えて介護保険の対象になった時に、

介護保険を優先して適用することになっていますが、どちらを優先するかというよ
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うなところもこれからの課題だろうなという感じがします。障がいのことをどこか

に入れておく必要性は高いだろうという気はします。 

事 務 局：133ページの「２－３ 福祉、医療、介護の連携を目指す」に、そのような趣旨の文

言を付け加えます。 

会  長：他の法律も微妙に変わっていっている中で、介護保険関係のことをどうリンクさせ

ていくかという、非常に面倒な作業をしなければいけないですが、こういう計画の

中にプロセスとして組み込めるかどうか。他の方で何かお気づきのことはないでし

ょうか。 

成瀬委員：54ページで、介護人材の育成のために、５万円を上限に４人、年間 20 万円を払い

ますと言っていますが、これが本当に育成につながるのでしょうか。もらえる給料

が 10％増えるとかそういう仕組みがあればこれはすごいと思いますが、そうでない

ならまったく意味がないと思う。そこを間違えてほしくないと思います。 

事 務 局：116 ページの事業者への立ち入り検査の実施につきまして、この文言の趣旨がスト

レートに理解されにくいのかなとも思いますし、これが介護保険計画の中で必要か

という論点もあるかと思います。今回、第７期の中で必要ではないのではというご

意見があれば、なくてもいいのかなとも思います。その辺りもご審議いただけると

ありがたいです。 

会  長：ただいま事務局より提案があった事柄に対して、「立入権限」というのが少し管理

的過ぎる印象をもたらすとマイナスになるのではという提案ですが、いかがですか。

削除した方がよろしいでしょうか、それとも別の方法がありえるでしょうか。 

久野委員：削除しても関係ないんですか。 

事 務 局：第７期の計画全般の中で、この立入り検査の実施を共同でやりますということが、

果たして本当に必要不可欠なことかどうか、その辺も含めてご審議いただきたいと

思います。 

久野委員：今まで事務方が中心となって尾三管内の連携強化という形の中で積み上げてきたも

のを、ここでこれは必要ない、じゃあやめますというようなことがあっていいもの

かどうか。 

事 務 局：実施をやめるということでなくて、この部分だけを計画に載せる必要があるかどう

かということです。 

久野委員：載せる必要はないけどやることはやるのですね。 

事 務 局：ここに載せる必要が果たしてあるのかどうかということです。 

久野委員：やるなら別に載っていても問題はないと思います。 

会  長：この計画ができて出版され、隅から隅まできちんと読んで、もし丁寧に読んでいっ

た場合に疑問を持たれる人が多くなってはいけないと思います。 

天石委員：おっしゃる通りで、本当に削除していいのかというのは少し疑問に思います。文章

は修正すればいいんですが、隣の市町との標準化から意見交換をしますよというの

はみんなに知っておいてもらった方がいいのではと思います。 

会  長：この「事業者への立入り検査の実施」の１項目は法律で決められていることで、あ

えてリピートする必要がないので、１項目を除いて２項目を残すというような発想

はどうでしょうか。「市町村にサービス事業者への立入権限が付与されて」いるの

は介護保険法で決められていることですが、これを宣伝、あえて棚卸しすることに

何か特別な意味があるのかととられると困ってしまいます。 

成瀬委員：文面はこれで、ストレートでこういう状況だということでいいと思います。しかし、
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この介護保険をどのようにやっていくかということで、これからどんどん人が必要

要なところで、この運用の結果として市民がサービスを受けられなくなるようなこ

とは避けていただきたい、という意味合いです。「保険者機能の強化の観点から」

と言われるより、やはり市民の受ける介護をよくするために、サービス事業者がし

っかりやっているということを市としては確認していきます、という書き方がいい

のではないかと思います。 

会  長：２項目を１項目に上げて、１項目を但し書きのように入れる。そういう付記をする

という格好で、２項目を一番上に上げる。重要なのは２項目であって、これを進め

ていく上で背景にこんな取り組みがありますということで、１項目を下げる、とい

うのはどうでしょうか。事務局の方で少し検討していただけますか。 

事 務 局：では、先ほど会長からご提案いただきました入れ替えをして、表現の方も見直しさ

せていただきます。２項目の「体制強化」というのも気になりますので、その辺も

含めてもう一度考えてみます。 

会  長：ありがとうございました。いろいろなところに課題が出てきますが、それぞれの立

場で考えるところは全然違うと思います。 

他に何か確認しておきたいところはないでしょうか。なければ、以上をもちまし

て会議を終了します。 

      事務局より、連絡事項はありますか。 

事 務 局：委員の皆さまには長時間にわたるご審議、ありがとうございました。次回の会議は、

パブリックコメント終了後の２月９日金曜日の午前 10 時といたしますので、よろ

しくお願いします。 


