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会議結果 

 次の附属機関等の会議を下記のとおり開催した。 

附 属 機 関 等 の 名 称 令和２年度第２回介護保険運営審議会 

開 催 日 時 令和２年10月９日（金）午前10時00分から午前11時20分まで 

開 催 場 所 みよし市役所 ３階 研修室４、５ 

出 席 者 

宮本会長、成瀬副会長、平岩委員、石川委員、増岡委員、長山

委員、鈴木(淳)委員、制野委員、鈴木(睦)委員、長沼委員、深

谷委員、野村委員 

(事務局)廣瀬福祉部長、深津福祉部次長、浅井長寿介護課長、

深谷長寿介護課主幹、橋本長寿介護課副主幹、木戸長寿介護課

副主幹、近藤長寿介護課副主任 

次 回 開 催 予 定 日 令和２年11月13日（金） 

問 合 せ 先 

長寿介護課 担当者名 木戸、橋本 

電話番号０５６１－３２－８００９ 

ファックス番号０５６１－３４－３３８８ 

choju@city.aichi-miyoshi.lg.jp 
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令和２年度第２回 みよし市介護保険運営審議会 会議録 

日 時 令和２年10月９日(金) 午前10時00分から午前11時20分まで 

場 所 市役所３階 研修室４、５ 

次 第 

１ あいさつ 

２ 協議事項 

(1) みよし市介護保険運営審議会   

第８期高齢者福祉計画兼介護保険事業計画骨子（案）について 

【資料１-１、１-２】 

３ その他 

 

長寿介護課長： ただいまから令和２年度第２回介護保険運営審議会を開催いたします。 

「礼」ご着席ください。 

  本日、宇田委員、長谷川委員からご欠席との連絡を受けています。 

本日のスケジュールは、お手元の次第に基づきまして進めさせていただきます。 

なお、本会議は一般公開とさせていただいておりますので、ご承知おきください。 

また、第８期計画策定業務委託の受注者であるNext-i株式会社の担当者が同席して

おりますので、ご承知おきください。  

 

１ あいさつ 

 

長寿介護課長： 会に先立ちまして、宮本会長よりご挨拶をいただきたいと思います。 

 

宮本会長： 台風が迫っており足元が悪い中、お集まりいただきありがとうございます。 

これまで、コロナの問題が収束するかどうか期待をしてきましたが、最近、何人か

のドクターから３年我慢が必要だという話を聞きました。それが現実であれば、大学

生もこの先３年間キャンパスライフが送れなくなる可能性があります。次代のキー

ワードは「ソーシャルディスタンス」ではなく、意識的にきちんとした人間関係を形

成するための「ふれあい」「絆」が必要となります。少子化の一層の進展を含め、社

会全体の動向を注視していかなければならないということを意識し、引き続きこの仕

事を続けていきたいと思います。 

      今日は、計画本編に関わる内容なので、大きな話から小さな話まで、自由にご議論

頂けるとありがたいです。よろしくお願いします。 



２ 協議事項 

(1) みよし市介護保険運営審議会 

第８期高齢者福祉計画兼介護保険事業計画骨子（案）について 

 

長寿介護課長： ありがとうございました。 

それでは、これより次第に従いまして議事に移らせていただきますが、本日開催予

定でありました地域包括支援センター運営協議会につきましては協議すべき事項がな

くなりましたので、本日は介護保険運営審議会のみの開催とさせていただきます。 

本日の審議会資料は、事前に配布させていただいた資料１－１、１－２となります。 

それでは、議事進行につきましては、みよし市介護保険運営審議会要綱及び第５条

の規定により、会長がその会議の議長となり、議事の進行を取り行うことになってお

りますので、宮本会長、よろしくお願いいたします。 

 

宮本会長： それでは、次第に従いまして議事を進めてまいりたいと思いますので、委員の皆様

方のご協力をお願いします。 

では、「（１）介護保険運営審議会」の案件であります協議事項「第８期高齢者福

祉計画兼介護保険事業計画骨子（案）について」、資料のボリュームが多いため、前

半部分である「骨子（案）第２章まで」を始めに協議させていただきます。 

それでは、事務局より説明をお願いします。 

 

事 務 局： 協議事項「第８期高齢者福祉計画兼介護保険事業計画骨子（案）について」前半部

分の説明をさせていただきます。 

今回の計画案の構成の説明をさせていただきます。 

資料１－１をご覧ください。第７期計画と第８期計画構成比較表です。第８期の構

成の説明をさせていただきます。 

第１章は、「計画策定の概要」です。計画策定の趣旨と背景、位置づけ、期間を記

載し、あわせて計画の策定体制、計画策定の基となる制度改正のポイントを記載して

おります。 

第２章は、現在のみよし市における「高齢者施策の現状と課題」です。推移と将来

推計を掲載しています。推移は平成27年から令和２年まで過去５年間と今年度実績。

将来推計については、第８期期間の３年間及び国の指針で示された令和７年（2025年）、

令和22年（2040年）の推計を記載しています。 

第３章は、「計画の基本理念」です。本計画の基本理念、基本目標と計画の体系に

ついて記載しています。 

第４章は、「重点的な取り組み方針」です。第２章７の課題を基に、４点に絞った

重点目標を設定します。 

第５章は、「具体的な取り組みの展開」です。基本目標を達成するための具体的な

取組みである各事業の概要と実績、今後の見込みについて記載します。目標値の設定

が必要な項目については、第６章以降でまとめて実施目標値を記載します。 



続きまして、計画案骨子の説明をさせていただきます。資料１－２をご覧ください。 

１ページ「第１章 計画策定の概要」です。我が国の高齢化の現状、介護保険制度

開始以降の社会変化と本計画の策定に至る背景について記載しております。 

２ページ「２ 計画の位置づけ」です。計画策定の根拠となる法令、計画の性格、

関連する他の計画との関係性について記載しております。 

３ページ「３ 計画の期間」です。第８期計画の期間は令和３年度から令和５年度

までの３年間です。今回の計画では、国の指針に基づいて2025年及び2040年の推計も

示し、中長期的に立った施策の展開を図ります。 

４ページから８ページは本計画から新たに掲載する項目となります。 

まず始めに４ページ、「４ 計画の策定体制」です。計画策定のための本審議会での

審議、本年度12月に開催予定のパブリックコメント、昨年度実施したアンケート調査

の実施の状況を記載しています。 

５ページ「５ 高齢者福祉に関する制度改正のポイント」です。 

「（1）これまでの制度の変遷」として、介護保険制度を取り巻く国の制度改正の変

遷。７ページ「（2）第８期介護保険計画におけるポイント」として国が掲げた指針を

掲載しております。 

 

続いて、「第２章 高齢者施策の現状と課題」について説明をさせていただきます。 

第２章は前回の審議会でご説明をさせていただきました内容を基に作成しておりま

すので、前回から変更をした内容に重点を置いて説明をさせていただきます。 

まず、資料９ページの総人口について。前回の審議会では平成27年から令和元年ま

での過去５年間の実績の説明をさせていただきましたが、今回の資料では令和２年以

降の推計値を加えております。10ページの年齢別人口割合、11ページの高齢者数につ

いても同様です。こちらは暫定的に推計値を記載していますが、計画策定時までに令

和２年10月１日現在の実績値に変更をする予定です。ちなみに、９ページの令和２年

実績値は総人口61,234人、うち高齢者数は11,142人、前期高齢者5,714人、後期高齢者

5,428人で、高齢化率は18.20％となっております。 

資料12ページから19ページまでの内容については、前回審議会でご説明した内容と

同様です。 

続いて資料20ページ「（1）日常生活圏域別人口の推移と推計」です。日常生活圏域

別高齢者人口については、令和７年では「なかよし地区」、令和22年には「おかよし地

区」が最も多くなることが見込まれます。 

資料21ページから27ページは前回審議会でご説明した内容と同様です。 

続いて資料28ページ「６．第７期計画の評価と検証」です。こちらは第７期計画の

計画値と実績値を比較した資料となります。 

資料28ページ「第１号被保険者数」については、令和２年10月１日実績で、第１号

被保険者が11,119人、前期高齢者が5,708人、後期高齢者が5,411人です。第１号被保

険者計画よりも実績値が若干上回っております。 

資料29ページ「認定者数」については、計画値よりも実績値が大幅に上回っていま



す。令和２年10月１日実績は、第１号被保険者が1,425人、第２号被保険者が37人、認

定者全体で1,462人となっております。 

資料30ページ「要介護度別認定者数」については、特に要介護１と要介護４につい

て、令和元年度の実績値が計画値と比べ高くなっています。 

資料31ページ「居宅サービス利用者数」は、特に令和元年実績が計画値よりも高く

なっています。 

資料32ページ「地域密着型サービス利用者数」は「小規模多機能型居宅介護」の実

績値が計画値よりも高くなっています。 

資料33ページ「施設サービス利用者数」では、「特別養護老人ホーム」と「介護老

人保健施設」の実績値が計画値よりも高くなっています。 

これらの現状を受け、34～35ページに「みよし市の課題」としてまとめております。 

課題の１点目は「少子高齢化の進展及び高齢者のみ世帯の増加への対応」です。 

後期高齢者数が特に増加傾向にあり、要介護認定者の増加が見込まれることから、

サービスの利用増加が予想されるため、第８期計画においては、日常生活圏域ごとの

動向にも留意しつつ、介護予防や重度化予防に一層取り組んでいく必要があります。 

 また、高齢者単身世帯数及び高齢者夫婦世帯数が大幅な増加傾向にあります。地

域における主体的な取り組みを育成し、高齢者を孤立させない支援をきめこまやかに

行うため、地域包括支援センターの配置の見直し等の基盤整備を行う必要があります。 

２点目として、「認知症高齢者の増加への対応」です。 

みよし市における認知症高齢者数は増加傾向であり、要介護認定者が抱える疾病に

ついては認知症が最も多くなっています。また、若年者へのアンケート調査結果から

「認知症の予防」へのニーズが高まっており「認知症に備える」という意識が広がっ

ていることが考えられます。 

これまでみよし市で進めてきた認知症カフェ等やサポーターキャラバン等の「共生」

に関する認知症の各種施策、取り組みを一層推進するとともに、備えとしての「予防」

の取り組みを進めていく必要があります。 

３点目として「住民主体による取り組みの推進」です。 

若年者は、ボランティア活動の参加意向が決して高くなく、一方で、元気な高齢者

の過半数が地域づくりへの参加意向を示しています。 

今後増加が見込まれる高齢者の自立した日常生活を支えていくためには、地域住民

の主体的な日常生活支援への参画が必要です。地域の活動と連動させながら、そのネッ

トワークを活用し、地域全体で高齢者の生活を支える体制を整備する必要があります。 

４点目として「介護人材の確保と育成」です。 

少子高齢化に伴い、介護人材の確保は困難であり、より多くの介護人材をいかに確

保するかが大きな課題となっており、介護サービスの質の向上、多様化するニーズに

柔軟に対応できる人材の育成も求められています。 

今後、みよし市においても介護人材の確保、育成に向けた支援を充実させる必要が

あります。 

以上で協議事項１前半の説明を終わります。 



宮本会長： ありがとうございます。ただいまの事務局の説明について、何か御意見や御質問は

ございませんか。 

 

鈴木淳委員： 今回、構成を変えられた４ページについて。タイトルが「４．計画策定体制」とあ

り、続いて「（1）計画の策定体制」だと、同じ言葉が連続になってしまうため、（1）

は具体的に「審議会の設置」や「検討」とか、言葉を変えてもいいと思います。また、

「（2）計画策定の方法」内の「①パブリックコメントの実施」と「②高齢者等の現状・

意向の把握」について、時間軸で見ると、②が昨年実施、①が今年度実施と逆になり

ます。時間の流れに合わせて記載をする方が自然だと考えます。 

宮本会長： ありがとうございます。今、変更の提案を含めてご発言がありましたが、事務局と

してはどうですか。 

事 務 局： はい、鈴木委員のご指摘の通りだと思いますので、ここの部分は検討させていただ

きます。 

宮本会長： では、この部分は変更していただきます。その他ご意見ご質問はありますか。 

 

石川委員： 資料８ページ「⑦災害や感染症対策に係る体制整備」について。災害の発生で特に

今コロナウイルスによる対応の変化もあります。みよし市においても地震への備えは

必要になってくると考えられますが、コロナの影響を踏まえ、避難場所でどれくらい

スペースを取る確保の体制をとっているのか、もし分かれば教えていただきたいと思

います。 

宮本会長： この計画でどこまで取り込むべきかよく分かりませんが、部署が違うため関連で記

載していくという程度で行くのか、それとももう少し踏み込むのか、事務局ではどの

ようにお考えでしょうか。 

事 務 局： 市の災害関連の計画については、国からの指導で「コロナ対策を反映した避難場所

の確保」の関係は今回変更されているようです。今は手元に資料がないものですから

詳細にお答えはできませんが、必要であれば、どういった変更内容であり、市がそれ

に対して何を準備しているのかについてもお知らせできると思います。 

石川委員： 避難場所に関しては、各家庭にハザードマップが配られていますよね。新たに作成

される形になるのでしょうか。 

事 務 局： 避難場所自体は変わらないので、ハザードマップにおける避難場所の記載は変わら

ないと思われます。ただし現場では、今まで以上に避難場所のスペースを取らないと

いけないだとか、避難されてきた方にどういった感染対策をして受け付けるか等、運

営方法が大きく変わっています。避難場所自体は変わっていませんが、避難場所で使

う建物を増やすという変更は行われているようです。 

石川委員： ありがとうございます。 

 

宮本会長： 感染症対策について、病院側として記載が必要な点はありますか。 

成瀬副会長： 病院では従来、災害に対して、例えば地震が起きた想定での人の救命方法等を重点

に、高度の医療が必要な人と比較的軽症な方を判別する、トリアージというスタイル



もずっとやってきました。今は、避難所で問題が発生した人たちをどうやって医療に

つなげていくか、コロナの影響を踏まえた対応の方法について、災害対策委員会がマ

ニュアルを作って、実行可能かどうかを検証しています。マニュアルがまとまった段

階で市側と協議して、運用方法の検討をしていきたいと思っています。 

宮本会長： ありがとうございます。「行政と病院側」が連携してというような言葉で、掲載する

ということで良いのでしょうか。 

成瀬副会長： そうですね。市以外に医師会の先生方とも最終的な協議をする必要があります。実

際に、各避難所に医師会の先生方が出向くという原則がありますので、運用方法につ

いては医師会の先生方とも議論していかないといけないと思っています。 

宮本会長： では、そういった内容を踏まえながら、行政と病院が連携を取っていくという記載

を加えたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

       

宮本会長： その他、ご質問、ご意見はありますでしょうか。 

平岩委員： 「第２章 高齢者の施策の現状と課題」において、総人口を始めとしたデータでこ

れまでの経緯を説明されていますが、12ページの「（3）高齢者世帯（65歳以上世帯員

のいる世帯）の推移」だけが平成７年からとの比較となっています。他のデータはほ

とんど平成27年から現在までの動きを追っているのですが、ここだけ平成７年からに

した理由があるのか、あるいはデータ的な問題でそういう表記にしてあるのかお伺い

します。 

宮本会長： いかがでしょうか。 

事 務 局： こちらのデータについては、国勢調査のデータをもとに作っております。国勢調査

はちょうど今年行われているので、直前のデータが平成27年という形になります。他

のデータでは５年に渡っての動きを見ておりますので、このデータでも同様に５期に

渡った動きを見る必要があると判断し、このような掲載方法になっています。 

平岩委員： このデータだけが、平成７年からのデータであったので、少し違和感がありました。 

宮本会長： 恐らく、世帯変化や家族形態の変化については、大きい時間軸で捉えて比較した方

が問題を見やすいという観点もあるかもしれません。 

事 務 局： こちらについては国勢調査のデータしか持っていないものですから、このような形

で載せさせていただいています。 

宮本会長： 計画を作っていく上では、世帯の在り方は極めて重要なデータであり、計画策定す

るうえで単身世帯の動向を見据えることは重要かと思います。 

 

宮本会長： その他、ご質問、ご意見はありますでしょうか。 

成瀬副会長： 前回議論したかもしれませんが、４ページのアンケート調査結果の概要について、

高齢者一般の要支援認定者の回答率だけが70％と他のアンケートよりも突出していま

す。単に数字だけ掲載し、「調査の概要は下記のとおりです。」という表記になってい

ますが、他のアンケートに比べ回答率が高いということは、高齢者一般の方々は「福

祉と介護」という分野に対し、より関心を持っている世代であるという風に捉えるこ

とができますのでそのあたりの表記を入れていただくと良いと思います。 



      次に５ページからの「５高齢者福祉に関する制度改正のポイント」について、これ

をぱっと見て何がポイントなのか分かるのは、専門家のみであると思います。 

今回の第８期計画の中で、国の制度改正、今回の国の指針にどのように反映されて

いて、それを市としてどのように実現していくのか、国の政策で表記が足らない部分

については市独自の対策としてやっていくかを表す必要があります。その辺りがはっ

きりしないと、後のところに課題が書いてあっても分かりにくいと思います。対照表

の様なものを加えていただいて、国の政策がどのような方向で進んでおり、それに対

して第８期計画はどうなるのかということを明確にしていただきたいと思います。 

宮本会長： 一番のポイントをご指摘いただいたと思います。この点について事務局はどのよう

に受け止めていますか。介護保険が今後どのように変わっていくのかを、ポイントを

我々としても読まなければいけないことになると思い、私もとても関心があります。 

      例えば、地域包括ケアをどう進めるかというあたりにもウェイトがかかってくると

思いますし、一方で、施設ケアとか、専門的なことを検討する必要もあります。 

事 務 局： 改正のポイントについて、現在、国全体が地域包括ケアシステム構築のための推進

を行っており、その完成を目指す段階となっております。この部分に対しては、今回

の第８期計画に係るポイントでありますので、当市の課題を含めて整理した表の様な

ものを作成し、また次回以降にご提示をさせていただきます。 

宮本会長： それでよろしいでしょうか。介護保険そのものの将来像も含めて、学習できる機会

があれば良いと思いますので、よろしくお願いします。 

       

宮本会長： その他、ご質問、ご意見はありますでしょうか。 

平岩委員： 細かいことで申し訳ありません。２ページ「（2）計画の性格」の上から３行目「第

７期高齢者福祉計画兼介護保険事業計画」となっていますが、「兼」の前後に半角ス

ペースが入れてある部分と無い部分があり、統一していただきたいと思います。 

また、２ページの「２．計画の位置づけ」というのは、基本的には現在形で書かれ

ていますが、「（3）の関連計画との関係」の上から３行目は、『市地域福祉計画と整合

性を図り策定した計画』となっており、過去形になっています。ここだけ過去形になっ

ているので少し違和感があります。 

      また、３ページの「３．計画の期間」の上から５行目に『中長期的に立った施策の

展開を図ります。』という表記がありますが、正しい日本語として「中長期的な視野に

立った」なら意味が分かるのですが、「中長期的に立った」だけだと、何が立ったのか

不明です。また、４ページの「４．計画の策定体制」の上から２行目の「意見徴収」

は正しくは「徴取」です。このように日本語がおかしな箇所が他にもありますので、

その辺りをもう少しよく見直していただきたいと思います。 

事 務 局： 文章については改めて精査させていただきます。申し訳ございませんでした。 

平岩委員： 意味合いについても、読んでいると目的語が無い文章や、主語がどれかわかりにく

い文章もいくつかあるので、心を据えて１回読み直していただくと嬉しいと思います。 

宮本会長： さらに丁寧に推敲を重ねて、筋の通った文章にしていただければと思います。 

 



宮本会長： その他、ご質問、ご意見はありますでしょうか。 

増岡委員： 35ページ「７．みよし市の課題」の「（4）介護人材の確保と育成」について、「人材

確保が大きな課題となっている」という文言が出ています。今日は施設事業者の委員

もいらっしゃっていると思いますが、実際の現状について、介護業務は大変な仕事だ

と思いますがそれがどういう実態なのか、お聞かせ願えませんでしょうか。 

 

長沼委員： みよしの里は特別養護老人ホームであり、入居定員の方は現行110名です。10名単位

の生活の場であるユニット型での運営をしています。特別養護老人ホームは10名単位

のユニットが11ユニット、ショートステイは１ユニットの計12ユニットで、最大120

名の方が生活できるという形となっております。当然、多くの職員の人材確保が必要

となります。２つのユニットの利用者の20名に対し、概ね正職員が６名と非常勤職員

が２名～３名くらいの計10名ぐらいの職員で回しています。２ユニットが６つと考え

ると、最低でも60名程度の介護職員が必要になります。 

ここ２～３年、毎年４月に入られる新卒の職員の方は１人２人程度となっておりま

す。専門学校や大学を卒業した方の入職が減っており、高校卒業で入職される方がほ

とんどです。中途採用についても募集をしておりますが確保が厳しいという状況はあ

ります。今だと広告やチラシより、インターネットなどの媒体のほうが確保できる見

込みがあるため、そういった媒体での職員募集等もしております。募集への反響はあ

まり芳しくなく、１人２人程度であれば何とか確保できますが、５人10人の確保とな

ると、現実にはかなり厳しいです。担い手自体が少ないということ、また、他の介護

施設や病院による介護士の募集も多く、担い手側の選択肢が多いというのも確保が困

難な一因であると思います。 

 

宮本会長： 他の施設関係者の方からも、現状の報告をお願いします。 

制野委員： 一般的に全国の介護施設で、単年度で離職をするというのは平均15％～17％程度で

す。法人ごとに10％未満の事業所もあれば、当然従事人数の少ない事業所だと、１人

あたりの比重が高く25％や30％程度となってしまうケースもあるのですが、全体で約

１割５分から２割ぐらいが辞めていくわけですので、その補充が毎年必要です。 

      単純に50人が従事する施設で２割の10人がいなくなれば、その10人を毎年探さなけ

ればならず、一方、現状ではなかなか介護事業所が職業選択されないという時代に入っ

ております。私も法人の人事担当を兼務しておりますが、なかなか県内では人材を確

保できない状況にあります。県外にも働きかけますが、流出を防ぐという流れがある

ため確保は困難です。学校卒業者で県外に就職させようとすると、学校が教育委員会

から指導される状況もあると聞いています。そのような状況下、外国人労働者の採用

を試みていますが、コロナの影響で外国人の方も日本に来られません。 

このように介護人材不足が慢性的に続く中、ギリギリの人員の状況で働くと、働い

ている職員の負担もやはり高くなります。今年度私の事業所でも腰痛が原因で一人退

職されました。腰痛を含めた介護職員の負担も改善しなければ、なかなか介護業界に

人を残すのが難しい状況です。介護の仕事の魅力を構築できずに苦しんでいるのが、



今の介護現場の現状ではなかろうかと思います。 

      一方で、「地域での支え合い」という考え方がここ10年くらいで浸透してきた状況も

あります。地域で支え合える環境ができれば、多くの高齢者の在宅生活継続が可能と

なり、施設の負担はなくなるかと思いきや、なかなかそうもいかず、施設を期待する

方も多く、それに応えきれていないのが現状かなと思っています。 

宮本会長： 「地域に対する期待」という部分では、地域の中にある施設の機能も有効に使う必

要があるという発想もあります。施設の人員不足により八方ふさがりになるという認

識も出てくると思いますが、それを踏まえた上で、介護人材の確保・育成の問題を指

摘せざるを得ない状況があります。みよし市独自の施策で確保必要があるのかについ

ては、もう少し詰めて議論する必要があるかもしれません。ありがとうございました。 

 

宮本会長： その他、ご質問、ご意見はありますでしょうか。 

成瀬副会長： 今の議論を踏まえ、「介護人材の確保と育成」がみよし市の４番目の課題であると提

示するのに対し、第２章におけるデータが不足しているように思われます。第２章は、

ほぼ利用者側の数字だけとなっています。サービス利用者数に対するサービスを担う

介護人材がどういう状況にあるのかのデータを掲載しないと、（4）の介護人材の確保

と育成という課題にはつながりません。可能な範囲でいいので、現状の状況で集計し

掲載をする必要があります。この後パブリックコメントで市民の皆さんのご意見を伺

うことになりますが、まずみよし市の現状を理解してもらうことが啓蒙する方法にも

なりますので、そこを付け加えたらどうかというのが提案です。 

宮本会長： 事務局としてはどうでしょうか。大変な作業になるかもしれませんが。 

事 務 局： アンケートの報告の中で、使えそうなものがあればと考えています。 

成瀬副会長： やれる範囲でいいのでお願いします。 

宮本会長： 今ご発言いただいた内容は一番大事なことになるかもしれません。 

      貴重なご意見ありがとうございます。 

事 務 局： 離職についてのデータをアンケートで取っておりその辺りの使用等を考えています。 

成瀬副会長： 恐らく、介護人材がほとんど伸びていない、ほぼ横ばいという状況で、需要はアッ

プだということが見えないと、市民に危機感を持ってもらえないと思います。 

宮本会長： その辺りは県が資料を作っていると思われます。 

成瀬副会長： 市で持っていなければ県のデータでもいいですが、ある程度介護人材全体が伸びて

いないことが見えてこないといけません。実際に施設の方でも、部屋は確保できてい

るが従事者が足りないから閉じている現状もあります。需要が無くて閉じているので

あればいいのですが。 

事 務 局： 前回のアンケートと、県のデータとを見て、分析して使えそうなものがあれば、反

映させていきたいともいます。 

宮本会長： この審議会の中に当事者の方や施設の方が入られていて、現場の状況をお伝えいた

だけるということで、方針を出す際に、こうした方々の意見をよく反映させて進めて

いただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

宮本会長： その他、ご質問、ご意見はありますでしょうか。 



成瀬副会長： 「７．みよし市の課題」の「（3）住民主体による取組の推進」について。みよし市

では、この部分がなかなか上手くいかない状況があると思います。 

健康な老人が集まる場所は、びっくりするような元気な人たちばかりであり、とて

も介護保険の一歩手前の要支援の方とか、そういった人たちが入れる環境というのは

ないと思います。「住民主体」はいいのですが、どのように進めるかという策が無いと、

言葉だけになってしまいます。支援の方法や方向性を盛り込んでいただきたいと思い

ます。 

宮本会長： この点は私もとても大事なことだと思います。 

自助・共助・公助という部分で、共助の部分をみよし市としてどのように構想する

かというのが重要です。元気な人は元気な人同士で、老人クラブでも元気な人が、元

気な人に声をかけて活動をする形になっています。一方で、元気な人が弱った人に声

をかけて助け合うというシステムはなかなか作れません。これは、どこのまちでも課

題となっていることであり、システムを新たに創出するというくらいのアイデアが必

要だと思います。そのアイデアがないと住民主体の取り組みは推進できないだろうと

思います。町内会・自治会、あるいは社会福祉協議会など、既存の団体の持つ可能性

に少し触れる必要があるのかなという気もします。 

 

成瀬副会長： コロナの時期であり、多くの大学生はアルバイト先を失っています。そうした若い

人たちが少しでも参加できる体制があると良いと思います。高齢者側からも、コロナ

の時期であり少し助けてもらいたいというようなことは増えています。スタートとし

ては有償ボランティアであっても良いと思います。そのくらいの体制を整えないと住

民主体の取組は発展しないと思います。 

宮本会長： 例えば長久手あたりで取り組まれている取組を見ると、純粋にボランティアに頼る

というよりは、少し勉強されている人や社会福祉士等の福祉従事者であり半ば住民と

いう、その辺りのスタッフを開発することが必要かと思います。知恵を出し合いこの

所を充実させて、少しでもリアルな姿にできると良いと思います。これは実現できた

らすごいことです。どこの市でも課題で上がる項目ですが、あまり成功していないよ

うに思います。 

 

宮本会長： その他ご意見、ご質問等なければ、次に進みたいと思います。 

 では、前半部分の現状の認識、あるいは計画を作っていく時の発想というあたりの

議論が進んだところで、後半の部分の、第３章以降の説明と議論に入っていきたいと

思います。第３章の計画の基本理念の部分から、後半部分の説明をお願いします。 

 

事 務 局： 続いて「第３章 計画の基本理念について」以降の説明をさせていただきます。 

資料36ページをご覧ください。「１．基本理念」です。 

今回の計画の基本理念ですが、第７期計画を継承し「みんなでつくる笑顔の日々」

を提案させていただきます。第１期から第６期まで続いた「ふれあいの社会 生きが

いの日々」という基本理念を改め、新たに第７期から変更した理念となっております。 



続いて37ページをご覧ください。基本目標となります。 

基本目標１「安心して生きがいを持って暮らせる体制づくり」として、すべての高

齢者が安心し、生きがいを持って暮らし続けることができる地域づくりを推進します。 

基本目標２「福祉・医療・介護の連携と介護予防の充実」として、地域包括ケアシ

ステムの一層の充実強化、福祉・医療・介護の連携の推進、自立支援・重度化予防の

推進、医療介護連携拠点の整備に向けた検討を進めます。 

基本目標３「介護保険サービスの安定と充実」として、介護保険事業の安定した運

営と質的向上をめざします。 

続いて38ページ、「計画の体系」です。 

表の一番左側「基本理念 みんなでつくる笑顔の日々」の実現のため、３つの基本

目標をたて、その右側に目標実現のための各事業を記載しています。第２章７のみよ

し市の課題を基に４つの基本項目を重点目標として設定しています。重点目標の１つ

めは38ページの一番下、２－２－１「地域共生社会実現に向けた地域包括ケアシステ

ムの深化」、２つめは、39ページ２－２－２「認知症施策の推進」、３つめは２－２－

５「高齢者の健康づくりと介護予防施策の充実」４つめは、40ページ３－３－３「介

護人材の確保及び育成」です。 

なお、この具体的な取組については、現段階では「案」と記載させていただいてお

り、今後変更する可能性があります。 

ここまでが本日ご協議いただく内容となります。 

 

参考までに、第４章と第５章についてのレイアウト案も掲載しています。内容につ

きましては、次回以降の審議会で提示をさせていただく予定です。 

41ページは「第４章 重点的な取組方針」、重点目標の一つめとして、「地域共生社

会実現に向けた地域包括ケアシステムの深化」です。 

こちらでは、「日常生活圏域の分割及び地域包括支援センターの整備」と「生活支援

体制の整備」に焦点をあてて記載する予定です。 

続いて42ページ、重点目標の２つめの「認知症施策の推進」です。「認知症総合支援

事業」「チームオレンジの構築」「高齢者行方不明対策」を中心に記載する予定です。 

続いて43ページ、重点目標３「高齢者の健康づくりと介護予防施策の充実」です。 

「高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施」「地域リハビリテーション活動支援

事業」についての記載をする予定です。 

続いて44ページ、重点目標４「介護人材の確保及び育成」です。 

「介護人材育成支援事業」「介護従事者への研修の実施」についての記載をする予定

です。 

第４章ではそれぞれの項目について、その事業を重点目標とした理由、現在の状況、

今後の方向性について記載する予定です。 

 

続いて資料45ページ「第５章 具体的な取り組みの展開」です。 

先ほどご説明をさせていただいていた39ページの計画の体系中「具体的な取組」に



ついて、事業ごとに事業の内容、対象者、現状の評価と今後の方向性を記載する予定

です。前期計画では今後の方向性に目標値を掲載しておりましたが、今期計画では、

目標値はまとめて第６章に掲載する予定です。 

以上で、説明を終わります。 

 

宮本会長： ありがとうございました。 

      ただいまの説明に関して、何かご意見、ご質問はございますか。 

鈴木淳委員： 37ページの「２．基本目標」の２行目に、「重点項目」という語句が載っております。

次ページの表を見ていくと、基本目標の下には基本項目があり、その中で重点目標が

決まっています。「重点項目」という語句がないので、「基本目標及び重点目標を定め」

に変更していただけたらと思います。 

宮本会長： ご指摘についてはいかがでしょうか。基本計画と実施計画に分けた時、実施計画の

時に重点項目ということが出てきますが、ここの部分は基本計画、基本理念なので、

実施計画ではないですね。ですから、扱いを少し精査していただければと思います。 

      

宮本会長： その他、内容的なことも含めて、何かご意見、ご質問はないでしょうか。 

成瀬副会長： 36ページの「基本理念」の総論について。２番目の項目で、「地域包括ケアシステム

を作り上げ」と突然出てきます。ただし、「地域包括ケアシステム」はどのようなもの

なのかという文章は、ここまでの中で確認できません。 

さっきも述べましたが、計画で市民の皆様に啓蒙する必要があるので、「地域包括ケ

アシステム」は何かということが分かるようなイントロがないとまずいと思います。

住み慣れたまちで、自分で自立した生活を送り、人生を遂げたいというようなところ

を説明し、それを実現しようという話でないと分からないと思います。 

それから、37ページ「基本目標３ 介護保険サービスの安定と充実」ですが、これ

までのデータを見ていて、ここに介護保険サービス事業の「安定」という言葉を入れ

なければならない必然性は、今回の第８期の計画の中にありますか。 

「安定」という言葉が必要であるのは、介護保険の財源が無くなったとか、それか

ら利用者がたくさんいるのにも関わらず利用できないというような状況の場合である

と思います。現状のみよし市は、ニーズに対して介護サービスを充実させるというこ

とが課題です。「安定」が必要であれば、保険料を上げる話になると思います。だけど、

私が知る限りではみよし市は全国では有数に介護保険料が安い町です。今やるべきこ

とは、将来はそこを見据えてということだと思いますが、基本目標としては、「安定」

よりも「充実」が必要であると思います。 

宮本会長： この部分は「安定」を取って、「充実」のみで良いというところでしょうか。事務局

で今のご発言を受け止めていただき、必要であれば変えるということで、対応してい

ただければと思います。 

      まだ発言されてない方もいらっしゃると思いますが、遠慮なさらず、ご意見、ご質

問をお願い致します。 

      「地域包括ケア」を、分かりやすく説明する、どのように市民に広報しているのか、



地域包括支援センターに行ったことがある人は分かりますが、行ったことのない人に

対して「地域包括ケアシステムとは何か」という説明をどのように行うかが課題にな

るのでしょうか。内容的には、病院から退院するなど、なるべくお金のかからない方

法で、場合によっては隣近所での助け合いということも含めて、イメージが作られて

いるのかどうか、説明という点ではどこまでされているのでしょう。 

      事務局は、市民の理解としては、どの程度理解されていると推測なされますか。 

 

事 務 局： やはり、市民の方も当事者になったときに、「地域包括ケアシステム」を改めて実感

し、知ろうとするのだと思います。 

「地域包括ケアシステム」という言葉自体も、「地域」とはどこの地域なのか、「包

括」は何を包括するのか、何をケアしていくのかも分かりにくく、自分が担当するま

ではすごく分かりにくい言葉だと思っていました。 

この言葉を分かりやすく伝えるということは大切なことだと認識しておりますので、

計画の中でも、言葉を分かりやすく説明する部分を入れていきたいと思います。 

宮本会長： 多分、この基本目標の３つとも、地域包括ケアシステムを説明する大事な骨子であ

るという考え方もあるものですから、あえて細かく説明することではないと思う観点

もあるかもしれません。ただし、住民の側からすると「地域包括ケアシステム」とは

一体何かという疑問は当然生まれると思われますので、検討して頂きたいと思います。 

基本理念でも「みんなでつくる 笑顔の日々」とあります。「地域包括ケア」を通し

て理念を実現できるような、そのような位置づけでの記載ができると良いのではない

かということが私の意見です。 

また、ケアマネージャーの位置づけも、この地域包括ケアで実質的に変わってきて

います。より行政的な立場となり介護保険の運営をする側として、今までの「個々の

事業所のケアマネージャーが自由に何かをする」という状態から、より統括するよう

な役割を果たす方向となっています。 

また、何かあったら、困ったらまずはすぐに地域包括支援センターに行きなさいと

いう流れもあります。センターが行政の一部として認識されているのか、それともそ

うではないのかという捉え方も、自治体によって違っているのではないかという気が

します。私自身も要支援者であり、包括支援センターにはお世話になっていましたの

で、行政の一部と分かるように書くことが必要であると思います。 

      さて、他に質問しにくいかもしれませんが、それぞれの立場から、何か言っておき

たいということはありますか。無いようであれば、これまで出されたご意見やご要望

を上手く反映させて、事務局に修正をしていただき計画を取りまとめていくというこ

とでよろしいでしょうか。 

今後、さらに皆さんの協力をお願いしながら、進めていきたいと思います。 

      課題がとても大きいという印象がありますが、今日の所は、協議事項についてはこ

れで終わりにしたいと思います。 

      その他について、何か事務局から話がありますでしょうか。 

 



事 務 局： 次回の会議につきましては、11月13日金曜日午前10時から、こちらの会議室での開

催を予定しております。主な審議の内容は、「第８期高齢者福祉計画兼介護保険事業計

画のパブリックコメントの概要」等となりますので、よろしくお願いいたします。 

 

長寿介護課長： 貴重なご意見、ありがとうございました。 

      皆様のご協力により、スムーズに協議が終了いたしました。 

      以上をもちまして、本日の会議を終了させていただきます。 

最後に、礼の交換をしたいと思いますので、ご起立をお願いします。 

「礼」ありがとうございました。 

      

 


