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平成 29年度第３回みよし市介護保険運営審議会 会議録 

 

日 時 平成 29年 11月 17日 午後１時 30分から午後３時 15分まで 

場 所 ふれあい交流館１階 102会議室 

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 

ア 高齢者施策の現状と課題【資料１】 

イ みよし市第７期高齢者福祉計画兼介護保険事業計画（案）のパブリックコメン

トの実施について【資料２】 

３ その他 

 

１ あいさつ 

会  長：皆さま、お忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。第３回目のみ

よし市介護保険運営審議会を始めていきたいと思います。具体的なあいさつ抜きで

始めます。よろしくお願いいたします。 

 

２ みよし市介護保険運営審議会 

（１）協議事項 

ア 高齢者施策の現状と課題 

会  長：高齢者施策の現状と課題について、事務局よりご説明をお願いいたします。 

事 務 局：協議事項 高齢者施策の現状と課題について説明します。お手元の資料１をご覧くだ

さい。 

まず、みよし市第７期高齢者福祉計画兼介護保険事業計画の第１章で、前回の会

議で提示していない部分を説明します。 

２ページ及び３ページについては、前回の会議で説明しましたので、４ページを

ご覧ください。「２ みよし市の高齢者の現状」の「２-１ みよし市の人口の推移と

将来推計」になります。表１では、平成 24年から平成 32年まで及び平成 37年の各

年 10 月１日現在の人口の実績及び推計をまとめました。平成 37 年まで総人口は増

加し続け、平成 32 年には 61,890 人、平成 37 年には 63,381 人になると見込まれま

す。年齢別で見ると、65歳以上の高齢者の人口は増加し続け、平成 32年には 11,085

人、平成 37 年には 12,061 人になると見込まれます。また、高齢者人口のうち、75

歳以上の人口の急激な増加が見込まれます。 

続いて、５ページをご覧ください。表２では、平成 24年に対する各年の人口の伸

び率をまとめました。「０歳から 14歳」の人口は減少傾向にあり、65歳以上の高齢

者人口は増加傾向にあります。特に 75歳以上の高齢者は平成 37年には平成 24年の

倍以上の人口となることが見込まれます。 

続いて、６ページをご覧ください。「２－２ 高齢者人口の推移」になります。表

３では、被保険者数の推移、表４では、人口総数に占める被保険者数の割合をまと

めました。平成 27年から平成 29年まで総人口に占める 75歳以上の割合が増え続け
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ています。 

続いて、７ページをご覧ください。「２－３ 要介護等認定者数の推移」になりま

す。表５では、認定者数及び被保険者に占める認定率、表６では、要介護度別認定

者数をまとめました。本市の認定率は、国や県と比べて低い水準にあります。なお、

平成 29 年 10 月の国及び愛知県の認定率について、来年１月ごろに情報が出る予定

ですので、最終的に計画を作成するときには、データを入れる予定です。 

続いて８ページをご覧ください。「２－４ 重度化の状況」になります。表７及び

表８は、要支援１と要支援２の軽度者、要介護１と要介護２の中度者、要介護３以

上の重度者の状況をまとめました。本市の重度者の割合は、国や県と比べると低く

なっており、軽度者は高くなっております。 

続いて、９ページをご覧ください。「２－５ 日常生活圏域別の状況」になります。

ここでは、本市の日常生活圏域の区分をまとめました。本市では日常生活圏域をき

たよし地区、なかよし地区、みなよし地区の３つに分けています。 

続いて、10 ページをご覧ください。表 10 では、日常生活圏域ごとの人口、高齢

者数、認定者数をまとめました。いずれの圏域でも高齢者率は増加しています。認

定率については、きたよし地区、なかよし地区が増加しています。 

続いて、11ページをご覧ください。「３ みよし市の介護保険事業の状況」の「３

-１ 介護保険サービスの利用状況」になります。表 11から表 13まで居宅サービス、

地域密着型サービス、施設サービスの受給者数についてまとめました。本市の状況

としましては、居宅サービスの利用が増加傾向にあり、施設サービスが減少傾向に

あります。国や県と比較しても、居宅サービスの受給率は高くなっています。平成

29 年 10 月の国及び愛知県の各サービス受給者数について、来年１月ごろに情報が

出る予定ですので、最終的に計画を作成するときには、データを入れる予定をして

おり、表 13については、平成 29年 10月のものに変更する予定です。 

なお、平成 28年から地域密着型サービスの受給が増加していますが、これは、平

成 28 年４月１日から定員 18 人以下の通所介護が地域密着型通所介護に移行したた

めです。 

続いて、12ページをご覧ください。「３－２ 介護保険サービス給付費の状況」に

なります。居宅サービスの受給率の増加に伴い、居宅サービスの給付費も増加して

います。 

続いて、13ページをご覧ください。「４ 第６期計画の評価と検証」の「４-１ 高

齢者数（第１号被保険者数）」になります。表 15 では被保険者数について第６期計

画値と実績値をまとめました。実績については、第６期で見込んだ人数よりも若干

少ない値で推移しています。 

続いて、表 16では認定者数について第６期計画値と実績値をまとめました。実績

については、第６期で見込んだ人数より少ない値で推移しています。 

続いて、14 ページをご覧ください。「４－３ 認定者数（要介護度別）」になりま

す。要介護度別に第６期計画値と実績値を比べると、実績については全体的に少な

い値で推移しています。特に要支援１及び要支援２の人数が少なくなっていますが、
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認定を受けない元気な高齢者が増加したものと思われます。 

続いて「４－４ 居宅サービス利用者数」では、居宅サービスを種類別で第６期計

画値と実績値をまとめました。訪問介護、訪問看護、居宅療養管理指導、通所介護

が高い値となっています。 

続いて、15ページをご覧ください。「４－５ 地域密着型サービス利用者数」では、

地域密着型サービスを種類別で第６期計画値と実績値をまとめました。地域密着型

通所介護が高い値となっています。 

続いて、「４－６ 施設サービス利用者数」では、施設サービスを種類別で第６期

計画値と実績値をまとめました。すべてのサービスで計画値より低い値で推移しま

す。 

続いて、16 ページをご覧ください。「５ みよし市の課題」になります。「①75 歳

以上の高齢者が増加し、今後急速な高齢化が見込まれる」としまして、４ページの

表１で示したとおり、平成 37年の 75歳以上の高齢者は、平成 24年の２倍以上に増

加することが見込まれ、本市は第７期から第９期までにかけて急激に高齢化が進む

ことが見込まれます。これに伴い、介護給付費も増加することが予想されるため、

これまで以上に給付の動向に注意し、介護予防や重度化予防に取り組む必要があり

ます。 

続いて、「②住民の主体的な取り組みによる予防が必要」としまして、平成 29 年

１月に実施したアンケート調査では、健康づくり活動や趣味などのグループ活動の

参加について、参加者としての意向に比べ、企画や運営「世話役」としての意向が

低くなっています。今後は、主体的に介護予防活動を行う人を育成するとともに、

どのように多くの住民参加を促すかが課題となります。 

続いて、「③地域包括ケアシステムのさらなる推進が必要」としまして、高齢者が

住み慣れた地域で暮らせるよう、地域におけるネットワークの基盤づくり、介護予

防や認知症予防、さらには一人一人の主体的な健康づくりを支える基盤づくりが必

要となります。 

続いて、「④高齢者の地域生活を支える、包括的な支援体制が必要」としまして、

核家族化などに伴い、ひとり暮らし高齢者が増加していく中、高齢者の孤独感の解

消のため、生活支援サービス等だけでなく、ボランティア活動など、地域における

主体的な取り組みを育成していく必要があります。 

続いて、17 ページから 20 ページまでは前回の会議で説明しましたので、21 ペー

ジをご覧ください。前回の会議で計画の理念として「ふれあいの社会 生きがいの

日々」を提案させていただきましたが、委員の皆さんからの意見を基づき、修正し

ましたので説明します。 

修正（案）として、第７期計画の理念を「絆でつくる 笑顔の日々」を提案しま

す。 

近年では、少子高齢化や核家族化の進行、住民同士のつながりの希薄化などから、

高齢者の社会的孤立や孤独死などの問題が起きています。 

そこで、第７期計画では、自分でできることは自分で行う「自助」だけでなく、
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互いに助け合えることは助け合う「互助」により絆を育み、その上で公的なサービ

ス「共助や公助」を利用しながら、住み慣れた地域で健やかに安心して、笑顔ある

れる日常生活を送れることを目指して「絆でつくる 笑顔の日々」を基本理念とし

ます。 

続いて、22ページの計画の体系は前回説明させていただきましたので、24ページ

からそれぞれの項目について説明します。 

まず、基本目標の１つ目「高齢者が安心して暮らせる地域づくり」です。基本目

標１では、高齢者が安心して暮らせる地域づくりに向け、地域包括ケアシステムの

実現を目指します。また、高齢者の心身両面の健康づくりを支えるセルフケアを推

進します。 

重点項目については、４つ掲げています。「重点項目１－１ セルフケアの推進」

は、「①健康づくりへの理解の促進」「②予防を重視したセルフケアの推進」となっ

ています。ここでは、一人一人のセルフケアを通じて疾病の予防や早期発見、早期

治療につなげる啓発をします。また、介護予防につながる生活習慣の改善を推奨し

ます。 

続いて「重点項目１－２ 地域包括ケアシステムの構築」は、「①地域包括ケアシ

ステムの理解促進」「②地域における見守り体制の充実」「③在宅医療と介護連携の

推進」となっています。ここでは、高齢者が安心して暮らせる「地域包括ケアシス

テム」の趣旨や目的を周知するとともに、地域包括支援センターを中心として包括

的、継続的なケア体制、ボランティア団体や NPO などの住民組織との協働による地

域全体で高齢者を支える体制、医療機関との協力による在宅医療と介護関係者の連

携体制の強化を図ります。 

また、認知症サポーターの養成に努めるとともに、高齢者の虐待、孤独死などと

いった観点からも、地域における見守り体制の充実を進めます。 

続いて 25ページをご覧ください。「重点項目１－３ 認知症高齢者ケアの充実」は、

「①認知症に関する知識の普及」「②早期診断のためのネットワークの充実」「③認

知症の進行防止と予防対策の充実」「④地域における認知症ケア体制の確立」となっ

ています。ここでは、認知症に関する講座や教室などの開催を通じて、認知症につ

いて正しい理解を普及するとともに、認知症の進行防止を図るネットワークづくり、

認知症地域推進員や認知症初期集中支援チーム事業などにより、認知症傾向にある

高齢者の進行防止と予防対策の充実、認知症高齢者を支える家族や地域への支援体

制の強化を図ります。 

続いて「重点項目１－４ 生活支援サービスの充実」は、「①多様な資源を生かし

た生活支援の充実」「②地域における支援活動の活性化」となっています。ここでは、

地域におけるコーディネート体制の強化を図り、多様な資源を生かした生活支援の

充実を図ります。また、ボランティア団体や NPO 法人等の多様な主体による多様な

支援活動の活性化を図るとともに、地域の連帯感を高めるなど、地域の高齢者を地

域で支える環境づくりの実現を目指します。 

続いて 26ページをご覧ください。基本目標の２つ目「福祉、医療、介護の連携に
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よるサービスの充実」です。基本目標２では、福祉、医療、介護の連携を推進する

とともに、介護保険事業等の充実と質的な向上を目指します。また、ケアマネジメ

ントの質を高め、利用者の視点に立った利用しやすさ等の向上等を図ります。 

重点項目については、４つ掲げています。「重点項目２－１ 介護サービスの充実」

は、「①介護サービスの充実」「②介護サービスの質の向上」「③地域密着型サービス

の整備と利用促進」「④介護給付の適正化」「⑤ケアマネジメントの質の向上」とな

っています。ここでは、市民ニーズに応じたサービス提供体制の充実を図ります。

また、介護相談員の派遣や介護給付費適正化事業を通じて、介護サービスの適正な

運営を図ります。 

続いて「重点項目 ２－２自立支援と重度化予防策の推進」は、「①効果的な予防

施策の実施と評価」「②介護予防・日常生活支援総合事業の充実」となっています。

ここでは、要介護等認定者の認定率の低下、要介護度の重度化防止に効果的な施策

を、本市の特徴を踏まえて取り組みます。また、社会福祉協議会及び各地域包括支

援センターに配置した生活支援コーディネーターを中心に、高齢者の居場所づくり

に着目した取り組みを進めます。 

続いて「重点項目 ２－３福祉、医療、介護の連携の推進」は、「①地域包括支援

センターの機能強化」「②福祉、医療、介護の連携の基盤づくり」となっています。

ここでは、各地域包括支援センターの評価の仕組みづくり等を通じて機能強化を図

ります。また、福祉、医療、介護それぞれの関係者が情報を共有及び連携し、お互

いに顔の見える関係を構築してサービスを提供することができる基盤づくりを進め

ます。 

続いて、28ページをご覧ください。「重点項目 ２－４サービスを利用しやすい環

境づくり」は「①サービス事業者の情報提供の充実」「②相談支援体制の強化」「③

家族介護者の支援」となっています。ここでは、介護サービス情報公表システムの

啓発や地域包括支援センターを中心とした相談体制の強化により、利用者がサービ

スを利用しやすい環境づくりに努めます。また、認知症高齢者を介護している家族

に位置情報端末機を貸し出し、介護者を支援します。 

続いて 29ページをご覧ください。基本目標の３つ目「生きがいを持って健康で暮

らせる地域づくり」です。基本目標３では、すべての高齢者が安心して生きがいを

持って暮らせる地域環境の実現を目指し、趣味や特技を生かした活動などの参加を

はじめ、社会や地域の多様な課題の解決につながる社会参加活動を促し、これまで

よりも積極的な社会参加と生きがいづくりを進めます。 

重点項目については、２つ掲げています。「重点項目 ３－１高齢者が安心して暮

らせる環境の整備」は、「①地域における防犯と防災体制の充実」「②高齢者に配慮

した住まいの確保」となっています。ここでは、地域と連携して高齢者などに着目

した防犯と防災対策の充実を図ります。また、住宅のバリアフリー化を支援するな

ど、高齢者が自分の地域で自立した生活を継続できるよう支援します。 

続いて、「重点項目３－２ 社会参加を通じた高齢者の生きがいづくり」は「①就

労による生きがいづくりへの支援」「②社会参加の促進」「③ふれあい交流活動の場
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の整備と充実」となっています。ここでは、高齢者の就労を通して生きがいを支援

するため、シルバー人材センター事業の充実及び強化を図ります。また、高齢者の

社会参加を促すとともに、高齢者のふれあいの場の確保を支援します。 

以上で、高齢者施策の現状と課題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。いろいろなセクションに分かれておりますが、まずは全

体的なことでご質問やご意見はございますか。 

新谷委員：「１－１ 地域包括ケアシステムの深化と推進」の「②医療と介護の連携の推進」の

記述に関して、前回の会議で、愛知県は 2025 年まではこの病床についての状況を

クリアしているので書く必要はないのではというご意見があったと思います。計画

策定の背景として法改正とか厚労省の動きを前段に入れるのは良いと思いますが、

前段の最後に「みよし市高齢者福祉計画の主なポイントは次のとおり」とあります

ので、今の記述が第７期の策定のポイントになるかどうかが疑問です。その後どう

いう議論をされて、このままになっているのか確認させていただければと思います。 

事 務 局：介護療養型医療施設は平成 30年３月 31日で廃止となる予定でしたが、特別養護老

人ホームや介護老人保健施設への転換が進んでいないことから、廃止が６年延期さ

れ、第７期計画中も介護療養型サービスは存続することになりました。そこで国が

各医療機関に、６年間でいつ新しく創設された介護医療院等に転換するか、という

アンケート調査を実施したところ、まだ介護医療院について報酬等の詳細が決まっ

ていないので、医療機関としては答えられないという回答が多くありました。そん

な中で愛知県からは、介護療養型医療施設が６年後に廃止になるということから、

第７期計画中では、半分を介護医療院に転換するという見込みで計画を作るように

言われています。みよし市には介護療養型医療施設はありませんが、利用している

人が３人おり、この計画中では、その３人のうちの２人を介護医療院に移行すると

見込みますので、文章を残しています。 

会  長：介護医療院の制度としての仕組み自体が不安定で、そういう要素が残っているとい

うことですか。 

事 務 局：報酬改定が来年１月に示される予定ですが、その時に介護医療院の報酬も出てくる

と思われますが、報酬も出していない段階で転換するかどうかは分からないという

ことです。６年後に介護療養型施設は廃止することになっていますので、まったく

見込まないわけにはいきません。この計画中では、既存の介護療養型医療施設の半

分が介護医療院に転換するとします。 

会  長：いくつか読めない状況で、考えなくてはいけないポイントを整理されているのでし

ょうか。 

事 務 局：みよし市内にこのサービス事業所が建物としてできるかというと、現状でも市内に

３人しか利用者がおらず、できないのではないかと思っています。 

会  長：よろしいでしょうか。 

新谷委員：理由はわかりました。 

会  長：介護医療院について、名前自体が新しくなって、それがどう定着するか。療養型病

床群の動向ですが、それが介護医療院に全部変わるのかどうかということも含めて、 

事業者は計画と相談して考えなければいけないですね。他にご意見はございますか。 

村上委員：４ページと５ページのグラフですが、目盛の右端が H27 となっていますが、H37 の

間違いですか。 

事 務 局：間違いですので、修正します。 
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会  長：ありがとうございます。そういったご指摘でもかまいません。 

天石委員：全体的な話になります。お年寄りがちょっと調子が悪くなると、認定を受けて要支

援、要介護になる。そこまでいっていないということになると、基本チェックリス

トを受けて、総合事業の対象になる。そこまでは分かりますが、今困っているのが、

基本チェックリストで事業対象者になった人もヘルパーを利用したりサロンに行

ったりします。その時に事業者がもらう報酬が、要支援や要介護の人と比較して全

然違うというのはどういうことなのか。困っているからヘルパーを派遣し、困って

いるからサロンへ来て、その時に、事業者はヘルパー等に同じ賃金を払っている。

だけど入ってくる報酬は全然違う。この４月まで社会福祉協議会でサロンをやって

いましたが、４月以降は総合事業の施設に移譲しました。４月以前に社会福祉協議

会を利用していた利用者はどうなっているのかと思って会ってきましたが、総合事

業の人と要支援、要介護の人は、扱いがほぼ一緒なんです。同じ部屋に居て、同じ

ようにやっている。それでお聞きしたいのは、なぜコストが違ってしまっているの

か。それは国のせいでもありますが、今後どうするのか。総合事業にかかるお金は、

介護保険から出ているのではなくて、市の財政ですか。 

事 務 局：介護保険サービスではなく、地域支援事業になります。財政負担は、介護予防訪問

介護や介護予防通所介護と同じく、国、県、市、被保険者の保険料で賄っています。 

天石委員：だけど介護保険サービスと一緒にやっている。ヘルパーの賃金は一緒だが、事業者

の報酬は違う。同じ事業者が同じヘルパーを派遣しているのに、報酬が数倍違い、

やれば損になっている。地域包括支援センターをやっていて「ヘルパーさんを派遣

しましょう」となってケアプランを作った時に、社会福祉協議会さん来て下さいと

言われたらやらざるを得ない、一緒にやりましょうという話になるのですが、入っ

てくる報酬が数倍も違うと、本当にやっていけるのかなと思います。 

それと、老人を孤独にしない、というのはものすごく必要なことです。サロンの

人達も「ここへ来て本当に楽しい、孤独感が癒される、こんな楽しいことはない」

と言ってくれます。何がそんなに楽しいのと聞いたら、「バスで迎えに来てくれて、

みんなとお話ができて食事もできてこんなに楽しいことはない」と。それはその通

りで、守り続けなければいけないと思いますが、そういう人を断って、要介護の人

を受ければ、数倍報酬が増えます。この辺のことは、長い計画を作るとなったら、

総合事業のあり方というのをもっと考えていかないといけない。もし今の業者がな

くなったらどうしますか。 

会  長：介護予防・日常生活支援総合事業が始まる時に、通所介護事業を、それぞれの市町

村が独自財源でやってもいいし、ボランティアでやってもらってもいい、とにかく

介護保険からはお金が出ないという仕組みを作ってしまった。ところがサービスを

提供する時には、今言われましたように、業者が同じサービスをやっても一方はお

金がもらえて一方は極端に少ないという構図になっています。Ａ型からＤ型まで作

って、Ｃ、Ｄのパターンは全部ボランティアがやるようなそういう仕組みを作って

いて、それを総合的な計画の中でどのようにに考えていくか、あるいは、どういう

関係で市民の人に理解してもらって計画を作っていくのか。そう簡単には作れない

と思うが、作らないといけない。それで、それぞれの市町で作ってくれと言ってい

るのですが、みよし市ではどうするか、というのは我々も含めて考えなければいけ

ないだろうなと思います。 

天石委員：それと今も困っていますが、障がい者の総合支援のホームの人が 65 歳になると、
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介護保険に移行します。そうすると、障がい者、精神までは障がいの制度で介護を

受けていましたが、同等のサービスが同じコストで受けられなくなります。この話

もあまりまだ話題になっていませんが、ぼちぼち困ったという相談も出ています。

これも国の制度ですか。 

会  長：今言われた問題、障がいを持ってる人が 65 歳になって、総合支援法から介護保険

に変わる時に、特例のサービスがあるはずです。その辺りをちゃんと説明した上で、

今どのような考えで国が動いているかというのは、事務局の方から説明していただ

いた方がいいのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

事 務 局：障がい者との兼ね合いということでは、計画の３ページに「我が事・丸ごと」の地

域共生社会の実現を目指す概念が示され、具体的には、地域福祉を進めるとともに、

高齢者と障がい者が同一事業所でサービスを受けやすくする新たな共生型サービ

スについて記載しています。これについては今後取り組んでいかなければいけない

と認識しておりますが、現時点でまだ具体的な取り組みはありません。 

鈴木（睦）委員：今 68 歳の人がしおみの丘に通っていて、去年ぐらいから移行という形で私たちの

デイサービスに通っています。日曜日、月曜日、火曜日に老人デイサービスに通っ

て、後の４日間はしおみの丘に通っています。現在、ケアマネ、しおみの丘の職員、

デイサービスの職員で話し合って移行をさせている状態です。本来ならば 65 歳以

上になると切られるのですが、何とかしおみの方にお願いしてずっと障がい者のサ

ービスでやっていただいていたのですが、介護保険に移行すればスパンと切らなけ

ればいけない。だけど今のところは上手に市とも取り合って、障がいを抱える人と

話し合いながら移行していて、何とかやっている形です。飛び飛びに行ければ一番

いいと思いますが、高齢になってきて知的のこともあって混乱するといけないとい

うことで、日曜日、月曜日、火曜日に老人デイサービス、後の４日間はしおみの丘

でという形になっています。来年はどのような形で移行していくか、70 歳になる

前にはもうデイサービスに移行させようということで検討しています。これは一例

で、それまで 65 歳になるとスパンと切られてどこも行き場所がないのをしおみの

丘が助けてくれていたわけですが、いつまでもそういうわけにはいかないし、やは

りしおみの丘に通っている人とのギャップが凄く出てきているということで、今の

ところは少しずつ移行させています。他にもたくさん 65 歳以上の人は出てきます

ので、それまでに何とか市が障がい者の側と考えていただければいいのかなと思い

ます。 

会  長：具体的には、サービスを利用した場合の利用料の払い方が、障害福祉でみていた場

合と介護保険に変わった場合とでガクンと変わるという、そういう問題で障がい者

の人が困っている。今度の移行に関しては、障がい者の人が１割負担でやっていた

ものが移行するという特例措置ができたという話を耳にしています。総合支援法の

枠から介護保険へ移行する時に外枠の方で連続するような措置がとれる、という通

達が出ているのかもしれません。 

天石委員：そうでしたら早く知らせてあげないと、今まで障がいで受けていた負担よりも、自

分が年をとったことによりさらに負担金が増えてしまう、あるいは受けていたサー

ビスが受けれなくなるというのは厳しいなと思います。 

会  長：24時間サービス等がそのまま移行しているはずです。その辺りの法令的な変化の整

理と、障がい者と高齢者の地域共生という点で、来年度から障がい者が高齢者のサ

ービスを生み出すとか、「我が事・丸ごと」サービスという提案の中に共生型のい
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くつかの業務が出ているものですから、それらを見えるように計画の中に入れてい

けるようにできたらいいのですが、それをやるといろいろ問題が出て来るかなとい

う気もしています。話が飛んでしまって申し訳ありませんが、他に気になるところ

がある人はいますか。 

天石委員：お聞きしたかったのは、総合事業のあり方をはっきりしていかないといけないとい

うことです。社会福祉協議会ももっと考えなければいけないし、危惧しています。 

事 務 局：総合事業につきましては、言われているのは、Ａという緩和した基準のサービスの

ことだと思います。これについては従前の８割か９割ぐらいの報酬で単価の設定を

しています。近隣市町もおそらくその程度だと思います。その緩和した基準という

のは、本市の場合は人員基準を緩和しており、基準を緩和している分、従来の介護

予防通所介護と同じ単価ではいけないということで単価を下げています。事業所に

ついては、今までより報酬が少なくなりますが、その分基準を緩和した部分がある

ということで、それを含めて国の考えがこういう形であるということでお願いをし

ている状況です。 

鈴木（睦）委員：他の市町村では８割というところで、みよし市はまだいい方だと思います。やはり

運営主体は大変ということを承知していただければ、ありがたいと思っています。 

天石委員：それと、緩和の制度だからいいよと言われますが、実際の運営の現場に来てみると、

総合事業と介護保険と、分け切れるのかなと思います。 

会  長：総合事業自体の矛盾点といいますか、それがもし厳密な問題となってきた時期に市

が行政としてどう対応するかというメニューを作っておかなければいけないのか

もしれません。例えば８割の報酬にした時に補填をするというような市の対応など、

いろいろな対応の仕方も出てくるかもしれないし、考えていかなければいけないと

いうことですね。 

天石委員：市だけにお任せするのではなく、我々ももっと一生懸命やらなければいけない、と

自戒も込めて言っております。 

会  長：実際にやっている事業所が嫌だよと言う事態を食い止めなければいけません。そこ

で行政にお願いすることと社会福祉協議会でやること、市民で何とかすること、そ

の辺りを連立化していくということが必要です。そのことを計画にどう反映するか

という点で何かご提案がありますか。 

天石委員：具体的な物はないのですが、総合事業のあり方、既存の制度の整合性のようなもの

を考えるべきだと思います。 

会  長：ありがとうございます。行政も留め置いて下さい。その他にご指摘はございますか。 

鈴木（睦）委員：14ページで、認定者数のグラフは H28と H29ですが、その下の居宅サービス、地域

密着型サービス、施設サービスの利用者数のグラフは H27 と H28 になっています。

これはよろしいのでしょうか。 

事 務 局：認定者数は 10 月の段階の数字で資料を作りましたが、居宅サービス、地域密着型

サービス、施設サービスについてはこの資料を作った時にまだ 10 月の数字が出て

いませんでしたので、この部分は今後合わせて作成します。 

鈴木（睦）委員：15 ページの地域密着型サービス利用者数のグラフで、細かいことですが、小規模

多機能型居宅介護は H27では 19人で大きいなと思ったら、H28は 25人なのに小さ

くなっています。 

事 務 局：H28 のグラフは地域密着型通所介護が 100 人と多かったので尺の違いが生じていま

す。ここは合わせるようにします。 
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会  長：他に何か、現状についてご質問はありませんか。 

新谷委員：全体的にみよし市の場合は、居宅サービスを利用している人が増えていくわけで、

その人達をどう支えていくかというところでいくと、14ページに通所介護とサービ

ス名だけあるんですが、どういう介護度の人がどういうサービスを利用されている

のかということがわかると、また今後法律が変わって利用の形が変わったりした時

に、どういう人達がどんな状況で自分の事業所に来たのかというのが推測できます

し、サポートの内容を深めることができると思います。そういうデータがあって、

わかるようにできるようであれば、と感じました。 

会  長：今ご指摘のあった要介護度別の居宅サービス利用者数について、グラフとしては少

し複雑な物になるでしょうが、もし載せるという場合に載せられるだけのデータ整

理は事務局でできていますでしょうか。 

事 務 局：各サービスの要介護度別の実績を掲載します。 

新谷委員：要支援１、要支援２と要介護１、要介護２と要介護３以上といった３分割がありま

したが、そういう分け方でもわかるといいと思います。 

会  長：施設サービスの利用者が減ってきているという現象と、居宅で利用している人が増

えてきているという、そんな傾向がありますが、それを要介護度別で見た場合に、

重い人が例えば施設サービスをやめる傾向があるだとか、その辺りの利用者の状態

とサービス利用との関係が見えてくると、打つべき対策も変わってくるし、明確に

なってきます。そういう点で大事な指摘だなと思います。他に何かございますか。 

村上委員：13ページのグラフですが、４－１の高齢者数は計画に対して実績が若干少ないなと

いうのは何となくわかりますが、４－２の認定者数は計画値に対して乖離が少し大

きいなと思います。これについては「計画値よりも少ない値で推移しています」で

終わるのではなくて、この乖離についてもう少し解析した言葉があった方が良いと

思います。 

会  長：いかがでしょうか。実態として申請する人が少なくて保険の利用者が少ないという、

そのあり方についての分析は抜きにして、今の本市での傾向をそのまま計画に当て

はめるとこうなるということですね。そうなると、現状分析でなぜこうなったか、 

これでいいのか、ということについての検討は必要ないでしょうか。 

村上委員：高齢者数は事実だと思いますが、下のグラフは認定の話で、人的な話です。故意に

認定を押さえ込んでいないかとか、いろんな見方もできると思いますので、そこは

しっかり言及しておいた方が良いと思います。 

事 務 局：検討します。 

会  長：他に何かご指摘はありませんか。平成 30 年の計画の改正では、頑張ってケアに取

り組んで要介護度が下がれば報奨金が出るという仕組みができると聞いています

が、頑張って予防に取り組むと全体での要介護度が下がって介護保険にかかるお金

がセーブできる、そういうことも少しどこかに書いておく必要がありますでしょう

か。そちらも事務局で検討願います。 

天石委員：21ページの基本理念「絆でつくる 笑顔の日々」ですが、反対するわけではないで

すが、大震災の時に「絆」が出ましたが、まだ「絆」かという感じが何となくしま

す。 

会  長：「絆」をご提案いただいていますが、助け合いというか「我が事・丸ごと」を反映

しているのかなという感じがしますが、どうでしょうか。 

事 務 局：前回の会議の時に、委員の皆さんから、今まで「ふれあいの社会 生きがいの日々」
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をずっと継続しているので、少し目線を変えたらどうかというご意見をいただいて

おりました。その会議後に複数の人から「今までのままでも良い」という話も伺っ

ています。ただ事務局も、委員の皆さんのご意見を真摯に受け止めまして、今回は

このページで「提案します」という表現で示しています。今までの物も含めてご検

討いただきたいと思います。 

会  長：前の「ふれあいの社会 生きがいの日々」は生涯現役のような響きがありますが、

だんだんと高齢化が進み、否が応でも介護の必要が増えてきているという、そうい

うさらに進む高齢化の中で、市をあげてどう対応するのか。いかがでしょうか。 

古山委員：「ふれあい」よりも「絆でつくる」の方が、市民にとってはイメージしやすいとい

う気がします。 

鈴木（睦）委員：私も「ふれあい」がいいかなと思います。「絆」も素晴らしい言葉ですが。 

鈴木（久）委員：私も 90歳の父を見ていると、地域の「やさしさ」が大事に思えますので、「ふれあ

い」「生きがい」の方がまだいいかなと思います。 

村上委員：私も「絆」が悪いわけではないと思いますが、東日本大震災後によく使われた言葉

で、議論が巻き起こりました。「たずな」だとか「縛る」「拘束する」というような

イメージもあって、そう捉える人がもしいるとするならば、「やさしさ」だとか「ふ

れあい」の方がまだいいかなと思います。 

天石委員：当事者も中に含めるのであれば、「みんなでつくる」という感じがします。 

新谷委員：私も「我が事・丸ごと」であれば、「自分」を意識していただく方がいいと思いま

す。「社会」と言ってしまうと少し「身の外」という感じがするので、いま言われ

た「みんなでつくる」の方がいいです。「生きがい」もいいのですが少し重いので、

「笑顔」という言葉がすごく大事だと言われていますから、皆さんに笑顔をつくっ

ていただきたいので、「みんなでつくる 笑顔の日々」というのがいいかなと思い

ます。 

会  長：「絆」「ふれあい」「みんな」と３つ出ました。 

松崎委員：前の二人に説得されたみたいで、なるほどその方がいいと思います。 

青木委員：私は「絆でつくる」のほうが、前の「ふれあい」よりもイメージがシャープかなと

思います。 

会  長：私は「絆でつくる」というのが好きだったんですが、いま「みんなで」と言われて、

「みんな」と「絆」というのはそう遠いものではないということと、「みんなで」

は「やさしさ」にもつながりますから、三択目の「みんなで」に賛成します。今は

「絆」２票、「生きがい」３票で、「みんなで」が４票です。多数決ではないですが、

「みんなで」でいかがでしょうか。パブコメにはどうされますか。 

事 務 局：この後、パブリックコメントにかけていくわけですが、その前にもう一度会議があ

りますので、その時に改めて提案させていただくという形でよろしいでしょうか。

次回は 12月６日を予定しております。 

会  長：他にご意見、ご質問はありますか。なければ、以上で協議事項「高齢者施策の現状

と課題」を終了させていただきます。 

 

イ みよし市第７期高齢者福祉計画兼介護保険事業計画（案）のパブリックコメントの実施

について 

会  長：みよし市第７期高齢者福祉計画兼介護保険事業計画（案）のパブリックコメントの

実施について、事務局よりご説明をお願いいたします。 
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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（案）のパブリック

コメントの実施について説明します。お手元の資料２－１をご覧ください。パブリ

ックコメント実施概要となります。 

「１ 意見募集期間」ですが、平成 29 年 12 月 15 日（金）から平成 30 年１月 19

日（金）までの 36日間とします。 

続いて「２ 閲覧方法」として、「広報みよし 12 月 15 日号」に計画（案）の概要

を掲載するとともに、平成 29年 12月 15日（金）から市ホームページ、みよし情報

プラザ及びサンネットに掲載及び設置し、広く意見を募集します。 

続いて「３ 意見の提出方法」として、住所、氏名、電話番号を明らかにして、「郵

便」「電子メール」「ファクシミリ」「直接持参」のいずれかの方法で、長寿介護課へ

提出していただくこととしております。 

続いて「４ 市の考え方の公表」として、パブリックコメント終了後、提出された

意見に対する市の考え方を取りまとめ、提出された意見と併せて２月上旬ごろ公表

します。 

続いて資料２－２をご覧ください。パブリックコメントにおける原稿（案）です。 

「１ 計画策定の背景と目的」として、平成 12年４月の介護保険制度の創設以降、

高齢者数とともに、要介護等認定者数が増加していること、平成 37 年、2025 年に

は、団塊の世代が 75歳以上に達するため、介護保険サービスなどへの需要のさらな

る増大が見込まれること、平成 29年の介護保険法の改正について、第７期高齢者福

祉計画兼介護保険事業計画では、第６期高齢者福祉計画兼介護保険事業計画を継承

しつつ、福祉、医療、介護が連携して、高齢者が住み慣れた地域で暮らしていける

「地域包括ケアシステム」の深化及び推進を目指すことを説明しています。 

続いて、２ページをご覧ください。「２ 計画の策定まで」として、計画の策定に

あたって、平成 29 年１月に若年者、40 歳から 64 歳まで、、一般高齢者及び要支援

認定者、要介護認定者、サービス事業者、介護支援専門員を対象としてニーズ調査

を実施したことなどを説明しています。 

続いて、「３ 本市の現状と課題」の「（１）みよし市の人口の推移と将来推計」と

して、（表１）で平成 24年から平成 32 年まで及び平成 37年の人口総数及び０歳か

ら 14 歳まで、15 歳から 39 歳まで、40 歳から 64 歳まで、65 歳から 74 歳まで、75

歳以上の人口を示しています。 

続いて「（２）要介護（要支援）認定者の推移」として、３ページの表２で平成 27

年 10月、平成 28年 10月、平成 29年 10月の要介護度別の人数及び認定率について

国、愛知県との比較を示しています。 

続いて「（３）みよし市の課題」の「①75歳以上の高齢者が増加し、今後急速な高

齢化が見込まれる」「②住民の主体的な取り組みによる予防が必要」「③地域包括ケ

アシステムのさらなる推進が必要」「④高齢者の地域生活を支える、包括的な支援体

制が必要」について説明しています。 

続いて「４基本理念及び計画の基本目標」として、「絆でつくる 笑顔の日々」を

基本理念とすること及び「基本目標１ 高齢者が安心して暮らせる地域づくり」「基
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本目標２ 福祉、医療、介護の連携によるサービスの充実」「基本目標３ 生きがい

を持って健康で暮らせる地域づくり」の説明を記載しています。     

続いて、５ページをご覧ください。ここでは、「５計画の体系」を掲載しています。 

続いて、６ページをご覧ください。「６ 第７期における介護保険サービスの計画

値」として、（表３）では、平成 30年から平成 32年までの高齢者数及び要介護等認

定者数を掲載しています。（表４）では、サービスの利用見込量として、居宅サービ

スなどの給付の見込み、（表５）では、地域支援事業の見込みを掲載しています。 

続いて「７ 第７期における介護保険料」として、介護給付費準備基金が平成 29

年度末で 6 億円を越える見込みで、ここから３年間で 7,500 万円程度取り崩し、第

７期の介護保険料基準額は第６期と同額の月額 4,040円を予定しています。 

続いて７ページをご覧ください。「８ 高齢者施策に係る長期構想」として平成 37

年の高齢者数及び要介護等認定者数を掲載しています。 

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（案）のパブリック

コメントの実施について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。資料２－２の２ページの認定率が低いことについては、

先ほどご意見をいただきましたが、コメントを書き加えてパブコメに出しますか。 

事 務 局：書き加えます。 

事 務 局：パブコメにつきましては、広報紙等には要約版という形で出させていただきます。

ホームページには素案全体を載せますので、広報で要約版を見ていただいて、ホー

ムページで具体的な内容を見ていただくというようにしていただけるとありがた

いと思います。 

また、話を戻して恐縮ですが、基本理念についてスケジュールを確認しましたと

ころ、次回の会議で決めていては間に合わないということがわかりましたので、こ

の場でご決定をしていただきたいと思います。ご審議をよろしくお願いいたします。 

会  長：それでは、「みんなでつくる 笑顔の日々」でよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

会  長：ご了承いただきましたので、これにしたいと思います。 

それでは元に戻って、パブリックコメントの実施の件と原稿についての審議をよろ

しいでしょうか。 

新谷委員：資料２－２の３ページの「みよし市の課題」の「③地域包括ケアシステムのさらな

る推進が必要」ですが、市民の人達に地域包括ケアシステムについて広報したこと

がありますでしょうか。まだあまり知らない人が多いと思います。具体的な計画の

体系のところでは「ケアシステムの理解促進」と書いてあります。しかも内容を見

ると、市民の人達が自分で努力する必要があることが書かれているということは、

市民の人達にこの地域包括ケアシステムがどういうものかを知ってわかっていた

だかないと、という気がします。「さらなる推進」というと私の感覚では「今ある

物をもっと」というイメージになりますので、まだ「地域包括ケアシステムの理解

と確立」とかその段階で、前の中長期計画でも「33年までは基盤づくり」とうたっ

てあったと思います。「地域包括ケアシステムの基盤づくり」でもいいと思います

が、もう少し前の段階に言葉を下げていただく方がしっくりくるような気がします。 

会  長：今のご意見について、何かございますか。「さらなる」という言葉にちょっと無理

がある、というご指摘です。なかなかできないので何とかしてやろう、みたいなゴ
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リ押し的なイメージがあるような気もします。一番簡単なのは「さらなる」を取る

だけですが、「地域包括ケアシステムの基盤づくり」、「地域包括ケアシステムの推

進が必要」などとするのはいかがでしょうか。事務局は「さらなる」を取るだけに

するか、あるいは「さらなる」を取って別の言葉にするか、ご検討いただきたいと

思います。 

古山委員：理解と促進や理解と基盤づくりはいかがでしょうか。 

会  長：「理解と基盤づくり」にしましょうか。では「地域包括ケアシステムの理解と基盤

づくり」でいかがでしょうか。 

会  長：パブコメの文章についてのご意見は、他にはよろしいですか。 

古山委員：計画案について、資料１の 29 ページの「高齢者に配慮した住まいの確保」に書い

てあるサービス付き高齢者住宅の整備ですが、「住宅施策と福祉施策が連携し計画

的に進める」とありますが、今後本当に意識して進められていくということでいい

のかということと、「高齢者に配慮した」ということでは、みよし市としては交通

の便がかなり悪いと思いますので、今後地域に出ていく高齢者の人を増やそうと思

うと何かそういう交通手段の拡充のような取り組みを計画に入れていただけると、

もう少し外に出やすい人が多くなるのではないかなと思います。そういう地域がで

きるといいなと思います。 

事 務 局：みよし市においてはさんさんバスになりますが、市では来年ぐらいに総合計画を含

めた一環として、いろいろなことを検討しようかなということで動いております。

今回皆さんに審議いただいております計画は向こう３年間の物になりますので、ま

ち全体の公共交通のあり方が表に出てくるのは、次の第８期に影響する形になって

くるのかなと思います。古山委員に言われたことは大変重要なことと事務局も考え

ております。 

会  長：簡単に、市の公共交通の計画と連携して整備していきますぐらいの文言を入れてお

く必要はないですか。何も触れてないというのは少しまずいと思います。凄く移動

しにくいのは事実で、それについてどうする気かと言われたらどうするか。市の公

共交通の計画と連携して整備していきます、と軽い書き方でもダメということです

か。 

古山委員：実際動かないなら書けないのかもしれないですが、ただ問題としてある中で、計画

として何か考えていただけるのであればと思います。 

会  長：元気で笑顔で、やっぱりみんな雨が降ろうが雪が降ろうが外に出たいです。 

新谷委員：私はそちらの委員もさせていただいていますが、相当お金が使われていて簡単で単

純な問題ではないです。課題としては検討すべきですが、最初から方向性を検討す

るのも難しくて、いわゆる生活支援サービスという部分で、みよしでもあまり簡単

ではないですが、福祉移送的なサービスの可能性ももう少し多様に可能性を探る中

にあってもいいと思いますが、そうでなければ難しいと思います。 

会  長：そういえば生活支援サービスのメニューに移送サービスが入ってきましたね。そう

いう高齢者の生活状態に合わせて必要なサービスを整備するという点ではどうで

しょうか。 

新谷委員：外出できる選択肢の広がりを検討していけるぐらいになればいいと思いますが、い

きなりは厳しいと思います。 

会  長：公共交通の整備とそれから福祉的な生活支援、移送サービス的なもの、２つのアプ

ローチがありますね。どちらが先だろうなという状況にあるのだと思います。市の
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計画と連携して考えていくという文言を入れるかどうかは、事務局にお任せしてよ

ろしいでしょうか。他の委員会との兼ね合いもあります。私どもの審議会としては

入れていただけるとうれしいなという願望があります。では、他にパブコメに関し

てご意見はございますか。全体としても言い残したことはありませんか。なければ、

以上を持ちまして協議事項「みよし市第７期高齢者福祉計画兼介護保険事業計画

（案）のパブリックコメントの実施について」を終了させていただきます。 

      以上で、この会議を終了させていただきます。 

      事務局より、連絡事項はありますか。 

事 務 局：次回の会議は、みよし市第７期高齢者福祉計画兼介護保険事業計画の素案について

ご審議いただくということで、12 月６日水曜日の午前 10 時からの開催を予定して

おります。ご協力をお願いしたいと思います。 


