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様式第3号(第9条関係) 

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４回みよし市介護保険運営審議会 

開 催 日 時 令和２年12月４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、長谷川委員、鈴木(淳)委員、制野委員、鈴木(睦)委員、

長沼委員、深谷委員 

(事務局)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３年１月29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 

下欄に掲載するもの 
・議事録全文 

・議事録要約 
要約した理由   

審 議 経 過  別紙のとおり 
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令和２年度第４回 みよし市介護保険運営審議会 会議録 

日 時 令和２年12月４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   

ア 第８期高齢者福祉計画兼介護保険事業計画素案について 

【資料１―１、資料１－２】 

３ その他 

 

長寿介護課長： ただいまから令和２年度第４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、宇田委員からご欠席との連絡を受けています。また、長沼委員と野村委員も

ご不在ですが、長沼委員からは後ほど参加されるという連絡をいただいております。 

本日のスケジュールは、お手元の次第に基づき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： お忙しい時期にお集まりいただきありがとうございます。 

私自身も今はとても忙しい時期で、大学でもオンライン授業が行われていますが、

その知られざる苦労について少しお話させてください。 

文科省の指導により、生徒が講義後に課題を提出することが課せられており、教授

はそれに対するコメントを付けなければなりません。従って、100人の生徒を対象とす

る講義を担当したら、100のレポートにコメントをつけていかなくてはなりません。そ

の業務にかなりの時間を費やすことになり、私も講義を６コマ担当しています。 

それに加え、卒論の提出時期になっており、私も毎日２時間程度しか寝ることがで

きず、少しオーバーワークになっていますが、他の教授陣もそうなので、皆で頑張ろ

うと言ってやっております。通常期の３倍の業務を強いられている状況です。  

それでは議事に早速入っていきたいと思います。今日は、介護保険料を決めなけれ

ばならないという大きな仕事があります。これらの経験も踏まえ、より深い計画を作

るために力を発揮できればと思います。本日も審議の程、よろしくお願いいたします。 
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２ 協議事項 

(1) みよし市介護保険運営審議会 

ア 第８期高齢者福祉計画兼介護保険事業計画素案について 

 

長寿介護課長： ありがとうございます。 

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、その前に本

日の資料の確認をさせていただきます。 

本日の審議資料は、事前に配布させていただいた資料１－１、１－２となっており

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。なお、本日の出席者は現時点において11人で、全委員の半数以上の出席がござい

ますので、会議が成立していることをご報告申し上げます。 

では、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。 

「（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素案について」、前回第５章までの修正事項と第６章以降の２回

に分けて協議を行います。 

事務局より説明をお願いします。 

事 務 局： 「協議事項(1) 第８期高齢者福祉計画兼介護保険事業計画素案」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５章までについて、前回から修正した箇所の説明をさせていただきます。 

前回この審議会において委員の皆様方からご指摘をいただきました文章表現等の誤

りにつきましては、適宜見直しを行っております。 

表紙をご覧ください。この計画のタイトルの修正を行っています。 

これまで、「みよし市第８期高齢者福祉計画兼介護保険事業計画」としておりました

が、庁舎内の他の計画と表記を合わせて、「第８期」を「みよし市」の前に付ける形で

変更をいたします。 

続いて資料21ページをご覧ください。 

「３ 日常生活圏域の状況」です。前回の審議会まではそれぞれの地域を「○○地

区」と記載していましたが、今回の素案から、それぞれの地域の呼び名を「○○地域」

に変更しています。市の総合計画の表記と統一する形となります。 

戻りまして資料３ページをご覧ください。本計画にＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）

の考え方を取り入れるため、本計画とＳＤＧｓとの関係として、新たな項目を作成し

ました。 

続いて資料４ページをご覧ください。本計画と関連が深い目標として、６つの目標

を抜粋し、それぞれの目標についての説明をしています。 
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この計画においては48ページ以降の第４章「重点的な取組方針」内にＳＤＧｓの目

標を設置し、本計画を推進することでＳＤＧｓの目標達成につなげていきます。 

資料48ページをご覧ください。各重点目標のタイトルの下に関連する項目のアイコ

ンをそれぞれ挿入しています。 

「目標３ すべての人に健康と福祉を」は、「あらゆる年齢のすべての人々の健康的

な生活を確保し、福祉を推進する」という目標であり、４つの重点目標全てに掲載し

ています。 

資料48ページの重点目標１には、地域が協働してすべての高齢者が住みやすい街づ

くりを目指すため、「11住み続けられるまちづくりを」「17パートナーシップで目標を

達成しよう」を記載しました。 

続いて資料51ページをご覧ください。重点目標２には目標３に加えて、認知症の方々

の権利が守られるよう、「10人や国の不平等をなくそう」「16平和と公正を全ての人

に」のアイコンを記載しております。 

続いて資料54ページをご覧ください。重点事項３には目標３と目標17を記載してい

ます。 

続いて資料56ページをご覧ください。「重点目標４介護人材の確保及び育成」です。

こちらは目標３に加えて「８ 働きがいも経済成長も」を記載しています。 

ＳＤＧｓに関する変更点は以上となります。 

 

引き続き、資料56ページをご覧ください。前回ご意見をいただきました「②介護従

事者等への研修体制の構築」について、現在行っている現任介護職員研修を行うこと

で「様々な職種や階層の職員が共通の課題についての研修体制を充実すること、また、

最後の２行で「市内事業所と市が連携し、市内事業所で働く介護職員の個々の能力や

就業年数に応じた段階別研修」の体制整備を進めることを述べ、イメージ図を追加し

ました。 

続いて、資料57ページをご覧ください。「第５章 具体的な取組の展開」です。こち

らの章については、それぞれの事業によって、項目の表記がまちまちな部分がござい

ました。「対象者」という項目がない事業が多く見られましたので、全ての事業におい

て対象者欄を削り、対象となる方については「事業の内容」の中で記載することで、

表記の統一をしています。また、第５章全般を事務局で見直しし、文章表現や用語の

統一もあわせて行っています。 

以上で、前回からの変更点についての説明を終わります。 

（事務局説明の途中で、長沼委員が入室） 

 

 

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。何かお気づきの点はございませんか。 

 

成瀬副会長： 前回までの議論が概ね反映されていると思いますが、追加として、コロナの感染者
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による介護の分野での様々な影響についても触れていただきたいと考えています。 

44ページ基本目標３「介護サービスの安定と充実」の中で、このような状況下にお

いても安定した介護サービスを提供していくことを述べることが必要であると思いま

す。委員の皆さんにも協議いただきたいと思いますが、基本目標３の一番最後に緊急

課題として、「新型コロナウイルス感染症の流行により、社会の様々な局面で人と人の

ふれあいが制限されています。介護保険事業でも、家族の面会制限や通所サービスの

利用制限など、ふれあいが断たれることにより、利用者の心や体に影響が出ています。

パンデミック下の介護保険サービスの実態を把握して対策を講じることにより、今後、

新興感染症や災害時に介護保険サービスを安定して提供できる体制を構築していきま

す」といった文章を入れたらどうかということを提案します。 

またそれに伴い、47ページの重点目標の下の部分にも、緊急課題としてのパンデミッ

ク下の介護保険サービスの提供に際し、実態の把握とその対策を行うということ、各

論の107ページ「介護従事者への研修の実施」の今後の方向性に、例えば施設と利用者

に対するアンケート調査による実態の把握を行う、コロナ対策として施設利用者の感

染対策マニュアルを作成する、という主旨の文章を付け加えると、withコロナ時代が

しばらく続くことが予想される第８期の計画としてもより良いものになるのではない

かという提案です。よろしくお願いします。 

 

 

宮本会長： ありがとうございます。 

コロナ対策は極めてタイムリーな問題であり、私は是非入れていく方向で検討をし

たいと思いますが、皆さんのご意見はいかがでしょうか。 

計画という大きな枠の中に、一時的な要素を入れていくにあたっては、上手く整合

できる形で取り込むことが必要です。本文の中で組み込むか、または別紙にするか、

この辺りの判断を事務局でして頂くといいと思います。皆さんはどう思われますか。 

事 務 局： 成瀬副会長からご意見いただきました感染症対策につきましては、昨日、国の審議

会でも検討されております。感染症や災害への対応力強化ということで、日頃からの

備えと業務継続に向けた取組の推進のための指定居宅サービス等の運営の基準の改正

が予定されていると聞いています。そのため、先ほど成瀬副会長がおっしゃったとお

り、コロナ対策については計画文章中に入れていきたいと思います。 

まず44ページの基本目標３に追加文を入れさせていただきたいと考えています。ま

た、具体的な取組について、47ページと107ページに追加で入れてはどうかという提案

がありましたが、82ページ「④介護施設における感染症対策の推進」に入れる形でも

よろしいでしょうか。 

 

宮本会長： では計画内に組み込んでいく方向で、82ページの項目に追加文をつけるということ

ですね。成瀬副会長、いかがでしょうか。 

成瀬副会長： その形で良いと思います。事業を行うにあたって、計画に入っていないことをやる

というのは難しいことだと思います。そういう方向性で、国も一生懸命進めておられ
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ると思いますが、時間的に余裕がありませんね。 

宮本会長： この部分については計画の中に入れていくということで対応していきたいと思いま

す。他に何かご意見、ご質問はないでしょうか。 

 

平岩委員： まず21ページのグラフについて、極めて分かりにくいと思います。カラー印刷で見

れば色が違うのだと思いますが、白黒印刷だと一体どこの地域がどのグラフなのか、

データ本体を見ないと分かりにくいので、修正していただきたいと思います。 

次に、35ページの家族構成の変化について。要介護認定者のグラフが先に掲載され

ていますが、前提として一般高齢者の家族構成データを掲載し、その後で要介護者の

データを掲載した方が良いと思います。 

また、字面で理解ができない部分が点在しています。例えば59ページ「⑦寝たきり

老人等床ずれ防止用具等利用助成事業」について、事業名は「用具等」ですが、本文

の事業内容では「用具」の利用となっており、言葉として誤っています。もう一度校

正をしていただきたいと思います。 

次に、60ページ「いきいきクラブ活動の支援事業」の事業内容の文章について。「地

域を基盤とする高齢者…」で始まり、最後は「支援します。」と括り、その後にいきい

きクラブの活動内容が表記されています。解釈がしづらい文章となっておりますので

再考をお願いします。  

また、各事業の「現状の評価」について、増加するや増加傾向であるという部分が、

データをみると必ずしも一致していません。その辺りももう一度見ていただきたいと

思います。 

それから79ページ「⑤世代交流サッカー」について、事業内容の文章中では、「世代

間交流」となっています。「世代間交流」か「世代交流」では意味合いが変わりますの

で見直しをお願いします。 

73ページ「④行方不明高齢者対応事業」について、みよしにおける行方不明者のデー

タは出ていなかったと思います。データの掲載について、出さないのか出せないのか、

出さない方がいいのか確認をしたいです。 

また、計画書巻末のアンケート結果の掲載について、計画本文が本を縦にして読ん

でいるところ、アンケートの部分だけが本を横にして読まねばならずとても読みにく

いです。データを探す際に不便ですので、その辺りも調整して頂きたいです。 

あと、どこの部分か忘れてしまいましたが、予測値と実測値について、別のグラフ

で掲載している部分があり、図表を一つにした方が見やすいかと思います。 

事 務 局： また個別に話を聞かせていただいてもよろしいでしょうか。 

平岩委員： 分かりました。 

 

宮本会長： 会議の中でのご提案に加えて、お気づきの点をリストアップして頂き、それを事務

局に確認、検討していただき、適宜修正していただくこととしていきたいと思います。

計画の大きな変更ではなければ了承していくという形でよろしいでしょうか。 

丁寧に見ていただいてありがとうございました。 
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グラフについてもカラーで出すのか、点や実線で出すのか、色で出せないなら形で

出すというような工夫を含め、細かい配慮をしてより見やすい計画にして頂きたいと

いうお願いをして次に進みたいと思います。 

事 務 局： 行方不明高齢者の件数については、対応件数であれば事務局で把握できております

ので、グラフを追加したいと思います。 

 

成瀬副会長： 基本的に最終的な冊子はカラーできれいに仕上がるかもしれませんが、実際に使う

ときは白黒印刷で使われることの方が多いです。図形も入れながら白黒でコピーして

も区別が分かるように、なおかつカラーにするとよりインパクトが強いという形で、

冊子の制作担当者に依頼してください。 

宮本会長： 冊子の形態や、形式、機能性など、様々な角度から考えて、より使いやすく便利で、

なおかつ内容が充実した冊子にしていければと思います。 

他にご意見はございますか。 

長谷川委員： 56ページ重点事項４に段階別の研修体制整備を追加していただいたことは良かった

と思いますが、107ページ「②介護従事者への研修の実施」の今後の方向性にも研修

体制整備の事を書いていただけると良いと思います。合わせて体制整備にかかる具体

的な取組などを書いていただいた方が、実効性が高まると思います。 

事 務 局： ありがとうございます。明記するようにいたします。 

 

宮本会長： 研修の段階がどのように上がっていくのかを認識していないと書くのが難しいと思

いますので、詳細には書けないということもあるかと思いますが、いただいたご意見

を基に、できるだけ56ページと107ページが連動している様に書いていただければと思

います。よろしくお願いします。それでは、他によろしいでしょうか。 

それでは、第６章以降の説明をお願いしたいと思います。 

事 務 局： 続いて、第６章「介護保険事業量等の推計」以降について説明をさせていただきま

す。資料108ページをご覧ください。 

ここでは、第８期における第１号被保険者の介護保険料基準額を積算するための「介

護サービス給付費等の推計」の方法について掲載をしています。 

まず、第８期中の65歳以上の第１号被保険者数を推計します。この推計値について

高齢者の状況を勘案し、要介護等認定者の将来数を推計します。 

次に、要介護等認定者の推計から、第８期中に行う介護保険事業のサービス必要額

を計算するため、施設・居住系サービスの利用者推計からその給付費を推計し、受給

率を勘案しながら在宅サービスの利用人数と回数の推計からその給付費を推計します。

それらの合計である「介護サービス給付費等」を推計します。 

推計された介護サービス給付費等を３年間の推計被保険者数で割り返し、介護保険

料の基準額を算出していきます。 

 

続いて資料109ページの表１をご覧ください。人口及び被保険者数の推計です。推計

の結果、第１号被保険者数は令和３年度で11,318人、令和４年度で11,441人、令和５
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年度で11,586人となっています。年齢構成別に見ると、特に75歳以上の後期高齢者が

増加する見込みとなっています。 

続いて、表２をご覧ください。要介護認定者数の推計です。認定率は、後期高齢者

人口の増加に伴い、合わせて増加するものと見込んでいます。なお、認定者数につい

ては、人口推計に基づく65歳以上の高齢者人口に実績から算出した認定率を乗じて計

算をしています。 

続いて資料110ページをご覧ください。 

「３．サービス利用回数及び利用人数の推計」です。 

サービス種類ごとに、過去３年間の実績と今後の認定者数の状況を踏まえて、令和

３年度から令和５年度までの第８期計画中の期間、及び団塊世代が後期高齢者となる2

025年（令和７年）、団塊ジュニア世代が65歳以上の高齢者となる2040年（令和22年）

の利用回数と利用人数を推計しています。 

110ページからが居宅サービス、111ペ―ジからが地域密着型サービス、112ページか

らが施設サービスの利用回数及び利用人数となっています。 

続いて資料113ページをご覧ください。「４給付費の見込み」です。資料右上に記載

させていただきましたとおり、介護給付費及び介護予防給付費については現時点にお

ける暫定値であり、今後、報酬改定や制度改正に伴い変更となる可能性がございます。 

113ページは要支援の方が利用する介護予防サービスの給付費見込みです。114ペー

ジからは要介護１以上の方が利用する介護サービスの給付費の見込みで、116ページは

地域支援事業として、総合事業対象者や要支援者が利用する「介護予防・日常生活支

援総合事業」の事業費見込み、117ページは地域支援事業のうち、地域包括支援センター

の運営費を始めとした「包括的支援事業及び任意事業」「包括的支援事業（社会保障充

実分）」の事業費の見込みを掲載しています。 

これらの給付費を総括した表が、118ページの「(4)総事業費の見込み」です。こち

らも欄外にありますとおり現段階における暫定値となります。 

介護予防サービス費、介護給付費などの総給付費、その他高額介護サービス費、高

額医療合算介護サービス費等を加えた標準給付費見込み額に、地域支援事業費を加え

た額が表の一番下の「事業費見込額」となります。 

令和３年度の事業費見込額は25億5,202万６千円、令和４年度の事業費見込額は26

億7,771万７千円、令和５年度の事業費見込額は27億8,604万5千円です。 

 

続いて119ページ「第１号被保険者の保険料」の算出です。 

表12の①②を足した金額は先ほどの事業費見込額と同額になります。第８期の３年

間で①標準給付費見込額は72億5,558万３千円です。この金額と地域支援事業費の７億

6,020万5千円を足した金額が３年間の事業費見込額となります。 

この①②を合計した事業費見込額に第１号被保険者保険料負担分の法定割合の23％

を乗じた額の③18億4,363万１千円が３年間の保険料必要総額となります。この③保険

料必要総額に 

④の調整交付金相当額を加えた額に、⑥介護給付費準備基金の積立残高から⑦の２
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億４千万円を取り崩してあてがい、差し引いた額が⑨の保険料収納必要額となります。

第８期３年間での保険料収納必要額は19億8,427万９千円です。 

この必要額を⑩保険料収納率98％と、⑪３年間ののべ被保険者数36,099人で割り返

した額が１人あたりの介護保険料となります。年額は56,090円となり、この額を月額

で割り返すと4,674円となります。 

 

続いて資料１－２をご覧ください。 

第８期の介護保険料予定額についてです。この表の第５段階が介護保険料の基準額

となります。 

表の左側が、現在の第７期です。第７期の保険料は、第６期から引き続き、介護保

険料基準額の月額が4,040円となっております。 

今回は、地域密着型サービス事業所を令和３年４月に新設すること等による給付見

込額の増、要介護認定者の増加により、介護標準給付費が増額することに伴い、介護

保険料も増額することが見込まれております。 

現在の保険料段階である10段階のままとした場合での試算が真ん中の表の（案１）

です。第５段階は月額4,809円の見込みとなり、第７期と比較をすると、１月あたり7

69円、19％の上昇となります。 

急激な増額に対応するため、第８期においては、所得段階をこれまでの10段階から1

3段階に細分化する（案２）を事務局案として提案させていただきます。 

右側の（案２）が保険料段階を13段階に細分化した場合の試算となります。第５段

階は月額4,674円の見込みとなり、第７期の4,040円と比較をすると、その差額は634

円、15.7％の上昇となります。細分化をすることにより、保険料の増額上昇率が軽減

されます。 

第７段階である、前年合計所得金額が125万円以上の人の保険料率を1.25から1.3に

変更し、第８段階以上については、それぞれの段階の対象金額の幅を狭くし、段階別

に保険料率を上げることで、保険料上昇を抑制し、低所得者層への負担軽減を図りま

す。 

現在の第７期における保険料最高段階は第10段階で保険料率が1.8ですが、第８期に

おいては第13段階で保険料率を2.2に引き上げることとします。 

また、11月30日付けで、第８期における国の基準所得段階の変更の通知があり、第

７段階と第８段階の境界となる合計所得金額が200万円から210万円に、第８段階と第

９段階の境界となる合計所得金額が300万円から320万円に変更となりますので、この

部分については、国の基準に合わせた金額設定としております。 

 

資料２ページをご覧ください。近隣市町の所得段階と本市の所得段階の比較表です。 

第７期の所得段階が表の左側で、第８期案が中ほどの「みよし市第８期案」と記載

されている部分になります。近隣市町においては、多くの市町で第７期期間中から多

段階化されており、最高所得段階の保険料率は2.0から2.65までで設定されています。

みよし市の第８期における最高段階は第13段階、2.2とさせていただきます。 
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その保険料率により計算をした保険料の状況について、資料３ページで記載をして

います。図１は、みよし市の第７期保険料と第８期の案、近隣市町の第７期保険料を

金額で比較した表です。それぞれの棒の一番下が第１段階の保険料額、一番上が最高

段階の保険料額で、真ん中が標準段階である第５段階の保険料額となります。みよし

市第８期保険料額の案において、１段階は11,220円であり、他の市町の第７期保険料

と比べて低い金額となっております。 

また、最高段階123,396円の保険料額については、他市町の第７期保険料と比較して、

知立市に次ぎ２番目に低い金額となります。 

  

続いて図２をご覧ください。こちらは、みよし市における介護給付費準備基金の年

度末残高を表した表です。介護給付費準備基金とは、第１号被保険者保険料のうち黒

字となった部分を積み立てて急激な給付費の増加に対応できるように設置されている

基金です。 

令和元年度までが実績値、令和２年度以降の数値は見込み値となります。第７期開

始年の平成30年度が一番高い残高金額となっておりますが、平成30年度以降は介護給

付費が増加しており、令和元年から取り崩す形での運用を行っており、残高が減少し

ています。 

第８期での基金取り崩し額は、現在２億４千万円で計算をする予定としており、令

和５年度末の基金予定残高は３億4,671万５千円となる見込みです。 

本来は、納めた期間の被保険者に対して還元する意味合いもあり、計画期間の３年

間で精算されるべき基金ではありますが、今後の急激な保険料の上昇を防ぐため、今

回は取崩割合を40.9％にとどめ、今後も引き続き計画的な取崩を行っていく予定です。 

 

資料1－1に戻りまして121ページをご覧ください。「(3)第１号被保険者保険料基準

月額の見込み」です。第８期における第１号被保険者の保険料基準額は、暫定値では

ありますが月額4,674円とします。介護給付費準備基金の取り崩し予定額は２億４千万

円とし、この取崩額の影響は月額565円となります。ちなみに、今回基金を取り崩さな

かった場合の保険料額は月額5,239円となります。 

 

続いて資料122ページをご覧ください。所得段階は先ほど資料１－２で説明した13

段階とします。また、第１段階から第３段階の低所得者の保険料率については、令和

元年10月から消費税が10％に引き上げされたことに伴い、公費負担による段階的な介

護保険料軽減対策を図っており（  ）書きで示しております。第１段階から第３段

階については、それぞれ令和２年度からの保険料割合と保険料軽減割合を引継ぎます。 

 

続いて、資料125ページをご覧ください。 

「第７章 計画を円滑に推進するための方策」です。 

この計画を円滑に推進するために、行政内部での関係部局との連絡体制の整備、地

域の関係団体との連携体制の充実、市民で進める地域づくりの推進を行っていきます。 
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また(4)に記載させていただきましたとおり、今後もこの審議会において、計画の進

行管理や評価を行い、新たな第９期計画の策定を進めていきます。 

 

なお、パブリックコメントについては、12月11日金曜日から実施予定です。パブリッ

クコメントにおいては、素案の第１章から本日ご説明をした第７章までの内容を提示

し、実施する予定です。 

また、現時点においては、今後の介護報酬単価の改定率や詳細な制度改正内容は決

定されておりません。今後、国の改正内容が示されるまでは標準給付費見込み額、介

護給付費準備基金取り崩し額などは確定できません。今回のパブリックコメントにお

いても暫定値であり予定金額であるとしてこれらの金額を掲載する予定です。 

 

以上で、「第６章」及び「第７章」の説明を終わります。 

 

宮本会長： ありがとうございました。 

項目が多いですが、確認したいことやご意見はありますでしょうか。 

 

鈴木淳委員： 私ども社会福祉協議会においては在宅サービスをやっており、今年度の利用実績は

昨年度並みか若干増えているという状況です。一方で、コロナの関係で名古屋ではデ

イサービスが閉鎖されているという話があります。 

通所系や入所系のサービスについては、実績額を反映したものなのでしょうか。も

し令和３年の実績値もコロナによる影響を受け例年ほど伸びない状況となるとした

ら、給付は計画値ほど伸びずに、保険料だけが15％も上がってしまい、市民から厳し

い意見がでる可能性がありますが、コロナの影響は加味されているのでしょうか。実

際の実績はどうなのでしょうか。通所系も利用は減っていないのでしょうか。 

事 務 局： 実際に、比較的総合事業等の軽い方に対するサービス利用実績はコロナの影響によっ

て減少している傾向がかなり出ていると思います。 

ただ、介護度が重い方はやはり介護保険サービスが必要な方が多いためか、それほ

ど、総合事業ほど影響が無いように見えていますが、全体的に例年と比較し伸び率が

若干低くなっている状況です。 

今回の保険料、利用回数を算定するにあたっては、令和２年度までの最新の実績ま

で反映させているという形になっているので、コロナの影響により減になった状態も

含め、また、介護認定者数の伸びも踏まえて、今回は計算しております。 

 

鈴木淳委員： コロナの影響を踏まえて設定されたという理解でよろしいでしょうか。 

これから先どうなるか分からないので、コロナの影響を踏まえて保険料を決めたと

いう事でないと、この会議でなぜ認めたのかと言われてしまう可能性があります。 

事 務 局： 来年度から永熊会の地域密着型特別養護老人ホームやグループホームが開始されま

す。入所系サービスの利用者が増えることで、在宅サービスは恐らく一定程度伸び悩

むだろうということは加味させていただいております。ただし実際にどこまでそれが
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現実と一致するかは何とも言えません。 

宮本会長： なかなか難しいところですね。 

最初の読みを数字に変えて記載していくということは少し離れ業の様な感じもあり

ますが、コロナの感染症問題や利用控え等の影響を加味して料金や予算を少なくして

もいいのではないかという考え方は、私は避けた方がいいと思っています。 

それで介護保険料が上がって文句が出るという可能性がどこまであるのかは分から

ないですが、皆さんはどう思われるでしょうか。 

 

鈴木淳委員： 私は国保運営協議会の会長もしており、国保では飲食業などもろに影響を受ける方

が保険者として多くいるためその辺りを加味してほしいのではないかということを

事務局と話していました。ただ、介護保険の場合、被保険者は年金収入の方が多く、

コロナによる収入減の影響は少ないのかなと思います。保険料が高くなっても、他の

市町と比べれば低いということを説明していただければ良いのではないかという部

分もあり、若干その辺りは迷いがあります。 

宮本会長： 職業構成や社会的な構成、地域差など色々なことを加味して臨機応変で行った方が

良い地域もあるかと思いますが、みよし市はどちらかというと住宅地が多く、どちら

かというとあまり考えなくてもいいような印象を受けます。計画自体を変える必要は

ないかなという感じがします。 

成瀬副会長： 今回は少し保険料が上がりますが、他市町村との比較を見れば、極めてみよし市は

魅力的な額です。第７章に出てきたＰＤＣＡサイクルで次回の計画策定に向け検討す

る形でもよいのではないでしょうか。 

国保のように自営業者など現役の世代が負担しているような性質のものは、コロナ

のように全く予測できないものについても相当考慮してあげないといけないと思い

ますが、先ほど鈴木委員もおっしゃったように、介護保険は基本的には年金の世界で

動いています。 

コロナの影響で年金受給額が減少するということになれば、その分保険料減額につ

いても考慮しなければならないかもしれませんが、私は妥当ではないかと思います。 

 

宮本会長： いくつか他の考え方もあるとは思いますが今後、少しご検討いただくということで

よろしいでしょうか。他の委員の皆さんはどう思いますか。 

 

平岩委員： 一つ教えていただきたいのですが、私は資料１－２図２の介護給付費準備基金年度

末残高のグラフを見て、７期は8,000万くらいの取崩額なのですが、８期は２億4,000

万となっており、準備基金の取り崩しが大きくなっています。今後、高齢世代がさら

に多くなってくる、団塊の世代が75歳以上になる時期が来るわけですが、このような

取り崩し方法で良いのかという疑問があります。８期は良いけれど、９期や10期になっ

た時にこのままで本当に対応ができるのかと思いました。 

宮本会長： 事務局からの見解がありましたらお願いします。 

事 務 局： 今回の第８期の試算での保険料月額は4,674円ですが、２億４千万円の取り崩しをし
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たうえでの金額です。取り崩しがない場合ですと、5,239円となり、第７期の保険料と

比べ急激に高くなってしまいます。 

 

宮本会長： 準備基金は、本来は貯めておくためのものではないため、無くなってもいいわけで

す。黒字で残っていること自体が不自然であり、そう考えれば、切り崩していってな

くなっても仕方がありません。今後、団塊の世代が後期高齢者となるピーク時期を迎

え、その後は減っていくので、その時には再び貯まっていくのではないかという推計

をしていただくことも、説明の一つの方法です。現時点では、ここに書いていません

ので何とも言えませんが、国の将来推計予測を見ていると、団塊世代の次の世代に照

準を合わせて金額をはじくという発想が出てきています。 

ただし、本来基金残高はゼロになっても自然です。マイナスはいけませんが。 

平岩委員： 他の市町村がどのくらい準備基金を持っているのかについても気になりました。 

事 務 局： 取り崩しがないと5,239円まで上がってしまい、第７期の時の4,040円と比べますと、

だいたい30％くらいの上昇になります。このような急激な保険料の上昇は避けるため、

今回の保険料上昇額は30％ではなくその半分の15％くらいで設定したいということ、

また、令和７年度の保険料額の予測についても5,853円ということで、今回の第８期の

提案額の4,674円から比較しますと、25％ほど上がってしまうということになっていま

す。基金の方もある程度である３億程度を残し、次の時期でも保険料の調整が出来る

ようにしたいと考え、その辺りのバランスも踏まえて今回は２億4,000万という数値で

考えさせていただきました。 

 

宮本会長： 私としてはこの程度で良いと思いますが、皆さんどう思われますか。 

基本的には準備基金を取り崩していくのは仕方がない、しなければならないだろう

ということ、また、第９期以降における急激な保険料の値上げは、市民感覚として受

け入れられないだろうという理由で、ここは妥当な選択をされたと思いますが、いか

がでしょうか。例えば10年後、20年後のみよし市の介護保険料はいくらくらいになり

ますか。 

事 務 局： 令和22年だと6,815円と試算されています。 

宮本会長： 20年後というと、今40歳くらいの人になるでしょうか。 

事 務 局： 計画的に基金を崩して、保険料が上がっていくことは避けられませんが、なるべく

その上がり方を滑らかにするような形でしていきたいと思います。 

 

宮本会長： 短期的な所で、なだらかな変化で終わるように、受け入れやすいように上がるのは

いいけど、長期的にみたらすごいことになるよというようなことを言われた時に、そ

のようなこともないというように答えられるようにしておければ無難かなと思います。 

ここはパブリックコメント等も含めて、市全体で結論が出るのを待つということで

しょうか。 

他にご意見ご質問ないでしょうか。 
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長山委員： 質問ですが、116ページ「訪問型サービスの見込み」について、訪問型サービスのＢ

やＣがずっとゼロになっているのですが、これらはどういった内容のサービスなので

しょうか。 

 

事 務 局： このサービスについては、平成27年の法改正に伴い、それまで国が全国一律で決め

ていた要支援の方の訪問、ヘルパーやデイサービスの仕組みについて、市町村に裁量

を持たせる形とし、市町村が独自に訪問系サービスと通所系サービスに整備をし直し

たものになります。 

「訪問介護相当サービス」は、法改正前の要支援の人たちに全国一律で国が作って

いたルールに基づいて提供するサービスであり、訪問型サービスＡＢＣは、ある程度

市町村の中に裁量が与えられたサービスです。 

サービスＡは、基本的には相当サービスをベースとし、人員基準等の条件の緩和と

費用の見直しが行われたサービスです。サービスＢは、住民主体とされており、ボラ

ンティアやＮＰＯなど、住民が主体となって行うサービスです。サービスＣは、専門

職が提供するサービスとして、短期集中的に行うサービスです。訪問型サービスⅮは、

住民主体で行われる移動支援を行うサービスです。 

サービスＡは市町村が主体で提供していくサービスですが、ＢやＤ等は、市町村が

ある程度住民が主体的な活動ができるような環境を整備していくというような形で行

うこととなっており、整備にあたっては少なからず時間を要するといわれています。 

みよし市においても現在、生活支援体制整備事業として、ゴミ出しの支援の体制整

備を進めております。こちらが恐らく訪問Ｂのような形で提供できるのではないかと

検討していますが、現段階では決定していないので、現在の計画値としてはゼロとい

う形になっています。 

 

宮本会長： 新しいサービスの説明がありました。 

今の説明の中で、市町村独自に柔軟なサービスを組み入れてもいいとのことでした

が、これらのＡＢＣＤの中で処理できるものですかね。 

成瀬副会長： 今の説明を計画内で簡単に説明として書き、現状の評価や今後の方向性についてこ

この110ページの下の所に数行書けませんでしょうか。 

事 務 局： 第６章は事業量の推計になりますので、第５章75ページ「①第１号通所事業」、76

ページ「②第１号訪問事業」に記載をさせていただきます。 

第５章に総合事業の説明を加えまして、第６章の推計の方は、第８期中は全てゼロ

ですので、こちらの方は逆に欄を省かせていただく形で修正させていただきます。 

 

宮本会長： 通常の介護保険サービスに追加された形で生活支援サービスが組み込まれたので、

それがどのように整備されていくのかを多くの方が理解されていません。例えば、配

食サービスの料金、その他の例えば移送サービスなどこれまで介護保険ではなかった

サービスも、少しずつ取り入れていくという動きがあり、その辺りは生活支援サービ

スという形で整備していくのかという流れがあるのですが、なかなか厚生労働省が宣
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伝しても上手く浸透していかない様子があり、他の省庁で議論されている制度が並走

している様子もあります。 

例えば、サ高住を管轄する国土交通省の動きと、特別養護老人ホームの設置等を管

轄する厚生労働省が並走して走っているのだけれど、管轄が違い、うまく連携がされ

ていないこともあります。 

サービスを使う住民側からすると重要なことであるため、工夫して説明を書いてい

ただくことにしましょう。 

 

宮本会長： もし他に質問が無いようであれば、本日委員の皆さんからいただいたご意見等を基

に、パブリックコメントに向け、事務局で修正をしていただきます。 

計画書の中の字句の修正等、軽微な修正については、事務局に一任することとした

いと思いますが、皆さんご承認いただけますでしょうか。 

承認いただける方は挙手をお願いします。 

 

出席委員： （全員挙手） 

 

宮本会長： ありがとうございます。 

それでは事務局の方では、今日の意見も含め、計画案の微調整も含めて修正し、パ

ブリックコメントを実施していただきますようよろしくお願いします。 

それでは、協議事項につきましてはこれで終わりにしたいと思います。 

 

３ その他 

 

宮本会長： それでは、「その他」について、事務局より何かありますか。 

 

事 務 局： 委員の皆様には、長時間にわたるご審議ありがとうございました。 

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。 

なお、パブリックコメントにつきましては、来週、12月11日金曜日から令和３年１

月12日火曜日までを予定しております。 

本日ご審議いただきました第８期高齢者福祉計画兼介護保険事業計画（案）につき

まして、本日委員の皆様からいただきましたご意見等を踏まえて、事務局で必要な修

正をさせていただき、パブリックコメントでの計画案提示をさせていただきます。 

なお、次回の会議につきましては、来年の１月29日金曜日午前10時から、３階研修

室３、４での開催を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

平岩委員： すみません、最後に一つだけよろしいでしょうか。 

みよし市のホームページで本審議会の議事録をずっと見ているのですが、この審議

会は公開のはずなので、この審議会にご興味のある方は、前回の議事録を読んでくる

かもしれません。 
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確か、昨日の段階で第３回の議事録がアップされていなかったように思いますが、

公開ということを前提に考えれば、少なくとも数日前にはホームページに議事録を出

しておく必要があるのではと思いましたので、ご一考の程よろしくお願いします。 

 

宮本会長： 事務局については、努めていただきますよう、よろしくお願いします。 

 

長寿介護課長： ご意見ありがとうございます。 

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存じますので、ご起立をお願いします。 

 

「礼」ありがとうございました。 

 


