
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３回介護保険運営審議会 

開 催 日 時 令和２年11月13日(金) 午前10時00分から午前11時40分まで 

開 催 場 所 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、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12月４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 

 



令和２年度第３回 みよし市介護保険運営審議会 

第３回地域包括支援センター運営協議会 会議録 

日 時 令和２年11月13日(金) 午前10時00分から午前11時40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（案）のパブリックコメントの概

要について【資料１―１】 

イ 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―２】 

(2) みよし市地域包括支援センター運営協議会 

おかよし地域包括支援センターの整備概要について 

３ その他 

 

長寿介護課長： ただいまから令和２年度第３回介護保険運営審議会及び第２回地域包括支援セン

ター運営協議会を開催いたします。 

「礼」ご着席ください。 

  本日、宇田委員、深谷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： コロナが第３波を迎えているかのような気配です。高齢の私は、「withコロナ」で

は生きていけないので、「notコロナ」で過ごしたいと考えています。 

最近、介護保険の大きな流れが、富裕層が使いやすく、貧困層が使えない制度設計

となってきているように思われます。私はこの１か月間で、特養のショートステイを

利用しました。特養のショートステイ利用者は、特養待機者やロングステイの人ばか

りです。短時間のレスパイトが目的というニーズではなくなっているように感じます。 

また、施設によって、非常に荒れているショートステイと安定しているショートス

テイとの差があり、理由を考えると、そこにもやはり利用者の階層差があるように思

われます。体が弱る前から財政的に豊かな人は、体が弱っても豊かな弱り方をしてい

る印象があります。 

これらの経験も踏まえ、より深い計画を作るため、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。 



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(案)のパブリックコメントの概要について 

 

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、その前に本

日の資料の確認をさせていただきます。本日の審議会資料は、次第、資料１－１、資

料１－２、資料２となっております。 

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みよし市地域包括

支援センター運営協議会要綱第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12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「ア 第８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概要について」事務局より説明を

お願いします。 

事 務 局： 協議事項「(1)ア第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

概要について」説明をさせていただきます。 

 資料１－１をご覧ください。枠内がパブリックコメントの実施概要となります。 

「１ 実施期間」は、令和２年12月11日から令和３年１月12日までの33日間とします。 

「２ 閲覧方法」については、みよし市情報プラザ、サンネット及び市ホームページ

に設置及び掲載します。 

「３ 意見の提出方法」については、住所、氏名、電話番号を明記して、郵便、ファ

クシミリ、電子メール、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。なお、この内容については広報みよし12月号でパブリックコ

メントのお知らせ記事を掲載します。 

 パブリックコメント終了後は、提出された意見に対する市の考え方を取りまとめ、

提出された意見と合わせて２月上旬ごろに公表する予定です。公表に先立ち１月29日

に開催予定の第５回審議会において、状況報告をさせていただきます。 

 続いて、枠下の「１ 計画策定の趣旨と背景」をご覧ください。 

 介護保険制度の創設以降、高齢化が進んでおり、今後も高齢者人口及び要介護認定

者数の急激な増加が見込まれ、介護保険サービスなどへの需要のさらなる増大が予想

されます。この計画においては、福祉、医療、介護が連携して、高齢者が住み慣れた

地域で暮らし続ける「地域包括ケアシステム」の深化及び推進に取り組み、「地域共生

社会」の実現を目指していきます。 

 続いて「２ 計画の位置づけ及び計画期間」については、この計画が老人福祉法及

び介護保険法に基づくものであり、来年度から令和５年度までの３年間の計画である



ことを記載しています。 

 次に、「３ 本市の高齢者施策の課題」です。素案の42～43ページの内容を抜粋して

掲載しています。 

 また、「４ 計画の基本理念及び基本目標」についても、素案44～45ページの内容を

抜粋して掲載しています。 

 最後に「５ 第８期における介護保険料」です。 

 第８期の介護保険料については現在計算中です。次回、第４回の介護保険運営審議

会の中で案を提示し、ご協議をいただいた上で、12月11日からパブリックコメントに

予定金額の掲載をする予定です。 

 以上で協議事項１「(1)ア第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

メントの概要について」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。 

 

平岩委員： 資料枠内の「平成30年度に高齢者…」という記載箇所について。この計画は毎期ご

とに策定しているので、「第７期」という語句を入れた方がわかりやすいと思います。 

 また、その２行下の「本計画の素案」という箇所についても、「本計画」を「第７期

計画」に修正した方が正確ではないでしょうか。 

宮本会長： 事務局はどうお考えですか。 

事 務 局： はい、ご指摘のとおりです。正確な記載にいたします。 

宮本会長： ではこの箇所は修正してください。その他お気づきのことがありましたらお願い致

します。よろしいですか。特に無いようですので次に進みます。 

 

イ 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 

宮本会長： 協議事項「イ 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」、事務局よ

り説明をお願いします。資料が多いため、前回第３章までの修正事項、第４章、第５

章に分けて協議を行いたいと思います。では、事務局より説明をお願いします。 

事 務 局： 「協議事項(1)イ 第８期高齢者福祉計画兼介護保険事業計画素案」の前回からの変

更箇所の説明をさせていただきます。 

 資料１－２をご覧ください。第３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。 

 前回ご指摘をいただきました文章表現については所々修正し、全体的に変更を入れ

ております。 

 資料３ページをご覧ください。２ページの計画関係図「みよし市福祉・医療・介護

長期構想」についての説明文を挿入しています。 

 資料４ページをご覧ください。(1)のタイトル及び本文を変更させていただきました。

また、(2)(3)のパブリックコメントとアンケートの順番を入れ替えしています。 

 資料５ページをご覧ください。制度改正のポイントについては、若干わかりにくい



というご意見をいただきましたので、今回は「介護保険法の変遷」のみの表記に抽出

して掲載しております。 

 その上で６ページに「地域包括ケアシステム」の用語説明を挿入しております。 

続いて、７ページ(2)②「地域共生社会」、８ページ⑤「認知症施策推進大綱」の用語

説明欄を挿入しました。 

 資料９ページをご覧ください。第２章高齢者施策の現状と課題です。 

９ページから11ページの令和２年度推計値についてはすべて実績値に変更し、13

ページから16ページについては令和２年度実績値を追加しております。 

 続いて資料20、21ページをご覧ください。令和２年度実績値に修正、追加し、４圏

域別の高齢化率と認定率のグラフを追加しております。 

 続いて34ページをご覧ください。ここから39ページまでは、新たにアンケート結果

を掲載しています。次項の「８．みよし市の課題」を述べるために必要なデータにつ

いて、前回の平成28年度調査結果と今回の令和元年度の調査を比較し、抜粋して掲載

をしています。34ページで家族構成の推移、35ページでボランティア、地域づくりへ

の参加意向、36ページで認知症高齢者の状況、37～39ページで介護人材に関するアン

ケート結果を掲載しました。 

 以上で第３章までの主な変更箇所の説明を終わります。 

 

宮本会長： ありがとうございました。ただいまの事務局の説明に対して何かご意見、ご質問ご

ざいますか。 

石川委員： 39ページの３行目について、「窓口相談の設置」が23ポイント増加しています。この

パーセンテージの表示の「54.7％→31.0％」は数値が逆ではないでしょうか。 

事 務 局： ご指摘のとおりです。修正をさせていただきます。 

宮本会長： ありがとうございます。他にご意見のある方はいらっしゃいますか。 

今後この計画を基に事業を行っていくにあたり、示した数字の検証や、アセスメン

トをするゆとりがあるかどうかはわかりません。ただし、計画を策定しただけで済ま

せてしまうのではなく、今後きちんと振り返りをする時間を設けられたら良いと思い

ます。 

 

宮本会長： それでは、次の第４章の説明をお願いいたします。 

事 務 局： 続きまして「第４章重点的な取組方針」について説明をさせていただきます。 

資料47ページをご覧ください。 

 この計画の策定にあたり、４項目を重点目標として定め、取組を推進します。 

まず、「重点目標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」です。 

全ての市民が安心して生活できる「みよし市版地域包括ケアシステム」を構築、推進

し、地域共生社会の実現を図ることを目標としています。 

 この目標を実現するために取り組む事項の１つめは「日常生活圏域の分割及び地域

包括支援センターの整備」です。第８期の取り組みとして、現在３圏域である日常生

活圏域について、きたよし地区をおかよし地区と分割し、４圏域とする計画をしてお



り、それに伴いおかよし地区に地域包括支援センター１カ所を設置することとしてい

ます。 

 資料49ページをご覧ください。取組事項の２つめは「生活支援体制の整備」です。 

公的なサービス以外である住民主体の支援の取組として、第８期では生活ごみを自宅

からごみ集積所まで運ぶことが困難になる人を対象とするゴミ出し支援を開始する

こととしています。 

 資料50ページをご覧ください。重点目標の２つめは、「認知症施策の推進」です。 

令和元年６月に認知症施策推進大綱が策定される等、国の認知症施策への機運が高

まっています。これに伴い、みよし市においても第８期計画期間中に認知症施策のさ

らなる充実と推進に向けて重点的に取り組んでいきます。 

 資料51ページをご覧ください。この目標を実現するために取り組む事項の１つめは、

「①認知症総合支援事業」です。第８期においては、認知症初期集中支援チームの運

用、認知症地域支援推進員の配置、認知症ケアパスの充実、認知症カフェの拡充など、

現在行っている事業をさらに推進し、これらに加えて備えに関する施策に取り組みま

す。 

 備えに関する施策としては「②チームオレンジの構築」です。平成30年度から開催

している認知症サポーターステップアップ講座の修了者による「チームオレンジ」を

組織し、第８期計画期間中に認知症の人の外出支援、見守りや声かけ、話し相手を始

めとした活動を開始できるように調整します。 

 資料52ページをご覧ください。もう１つの認知症に対する備えの施策として「③認

知症高齢者行方不明対策」です。現在も、行方不明高齢者捜索模擬訓練、認知症高齢

者等安心補償事業などを実施していますが、今後もこれに加え、愛知大学跡地プロ

ジェクトにおける子どもと高齢者の見守りのためのサポートシステム等の稼働状況

を見ながら、ＩＣＴを活用した捜索システムに関する調査・研究を進めていきます。 

 資料53ページをご覧ください。重点目標の３つめは、「高齢者の健康づくりと介護

予防施策の充実」です。 

 高齢者の健康を維持するため、健康づくりと介護予防を一体的に実施し、個々の高

齢者の状況に応じた支援を行います。 

 この目標を実現するために取り組む事項の１つめは、「①高齢者の保健事業と介護

予防の一体的実施」です。現在後期高齢者医療連合で行っている高齢者保健事業と、

市町村が実施している介護予防事業について、市民に身近な立場である市町村が、保

健師を中心に、データベースを活用して高齢者の医療や介護のデータを解析、把握す

ることで、課題がある人への個別的支援等を行います。 

 第８期期間中に、この体制を確立していきます。 

資料54ページをご覧ください。取組事項の２つめは「②地域リハビリテーション活動

支援事業」です。地域における介護予防の取組を強化するために、住民主体の通いの

場や個別地域ケア会議などに対し、理学療法士等のリハビリテーション専門職を派遣

し、助言者として支援する事業です。 

 第８期期間中においては、個別地域ケア会議、介護予防教室、サービス担当者会議



への派遣から開始し、今後の派遣先の拡充を図ります。 

 資料55ページをご覧ください。重点目標の４つめは「介護人材の確保及び育成」で

す。高齢者が増加し、介護へのニーズが増大する中、必要となる介護人材の確保と育

成を図ります。この目標を実現するために取り組む事項の１つめは、「①介護人材育

成等支援事業」です。現在も「介護職員初任者研修への受講補助」「嚥下ワークショッ

プの受講補助」「職員雇用ＰＲ支援補助」を行っておりますが、第８期期間中におい

ては、在宅医療の担い手である訪問医療職に範囲を拡大し、支援の拡充を行います。 

 取組事項の２つめは「②介護従事者等への研修の実施」です。第８期期間中からは

新たに介護支援専門員向けの研修を定期的に実施します。 

 以上で第４章の説明を終わります。 

 

宮本会長： ただいまの説明に対し、質問、ご意見、修正等々ありましたらお願いいたします。 

平岩委員： 53ページの「介護データを解析」という語句について。「解析」という言葉が使われ

るのはこの箇所だけで、他の関連する箇所には「分析」が使われています。 

 「解析」とは細かく分け見ていくという意味であり、「分析」はデータを集めて統計

するという意味です。この箇所だけに「解析」を使っている理由を知りたいです。 

 また、個人のデータの突合方法はどのように実施するのでしょうか。個人情報等を

扱うためにはプライバシーの問題があり、データを扱うにあたっては配慮が必要です

ので、どのような方法をとられるのかを知りたいです。 

データはアンケート結果と連動していないとあまり意味がないようにも思います。

このことについても、どのようにお考えか教えていただきたいと思います。 

 

宮本会長：「解析」と「分析」。ちょっと言葉の解説が難しいですね。 

平岩委員：「解析」というのは微分積分と同じように小さく分割し一定の分析をすることです。

「解析」をこの箇所のみで使っていることで、他と違う特殊なことをするイメージを

受けます。 

事 務 局： 今の平岩委員のお話を聞くと、今回行おうとしていることは「分析」だと思います。 

宮本会長： 「分析」ということは、もう少し要因を細かく分解して、それぞれの相互関係から

新しいことを発見し、何か政策を導きたいということでしょうか。 

平岩委員： いわゆるディープラーニングのような機械学習のようにマトリックスデータを用い

て、微分解析して数値モデルを作るのであれば「解析」でいいですが、そうでなけれ

ば違和感があります。 

 

宮本会長： 介護と医療の連携にあたっては、それぞれの関係をどう密にするか、どう有機的な

ものにするかを検討する必要があります。福祉の領域においては、「医療の提供は非常

にずさんだ」という見方もあり、一方で医療の領域においては、福祉における生きが

いや文化的要求を封殺してしまう一面もあります。互いに垣根を取り払い、どちらか

らアプローチしても満足のいく介護を得られるようにすることが必要です。 

「解析」と「分析」について、「解析」は要因分析も含めて行う必要があり、資金も



労力も必要です。今回は「分析」という手法で、想像力を働かせながら政策を打ち出

していきたいと思います。 

事 務 局： 具体的な分析の方法についてというご質問に対し、お答えします。 

これまでは個人情報の問題があり、介護のデータ、医療データ、検診などの保険の

データは別々に管理されてきました。今回の法改正により、これまで分けられてきた

データベースを突合して利用することができるようになりました。 

このデータベースを利用することで、本市においても、例えば検診を受けている人

と受けていない人で、介護の状況がどう違うのか、医療の受診の状況はどう違うのか

を分析することができます。 

一方で、今後は通いの場の拡充することが必要であり、通いの場に専門職を派遣す

る等、専門職が関与する方向性になっています。 

それぞれの通いの場の参加者の健診の受診状況や介護の状況等を分析することで、

それぞれの場にあった専門職の派遣、例えば口腔に問題を抱える人が多い場には、歯

科衛生士を派遣するなど、効果的に策を打つことが可能となります。 

データの分析をしながら、効果的に事業を進めていきます。 

 

宮本会長： ありがとうございます。 

例えばケース検討会議、サービス調整会議の際にも「分析」という手法を用いて反

映していくということでしょうか。そうなると、個人の状況に合わせて提供するサー

ビスの選定を注意する必要がありますね。 

平岩委員： 今の話ですが、データを突合する場合はＩＤを一定にしないと、各個人のデータを

突合、統合することができません。だからこそ、そのＩＤの取扱方法が大きな問題だ

と思います。 

確かに今説明いただいたそのシステムはとても良い事業だと思います。医療データ、

介護データ、アンケートデータ等、全てのデータを突合し、重ねることによって分析

が有効にできることは良いことです。 

さらに、提供されたデータのＩＤを一定にすれば、分析がしやすいというメリット

が生まれます。プライバシーを守りながらこのデータを活用するということにご配慮

いただければ嬉しいです。 

事 務 局： このデータは、市町村が持っているデータを国保連合会に渡し、国保連合会から国

保データベースによりデータを作り上げ、市に提供するという形になりますので、市

でデータを作成するということではありません。 

平岩委員： いいえ、そうではなく、提供されたデータを突合する時にＩＤがないと個人の特定

ができないという問題点を申し上げています。例えば１人の人に対する介護、医療の

データは、データ上ではＩＤが全部違います。ＩＤを統一することで一個人のデータ

が集めやすくなり、分析がしやすくなるということを私はお話しただけです。 

宮本会長： 事務局がどのように判断されるかは分かりませんが、様々な主体で管理しているデー

タは、それぞれ不足する部分がある場合があります。県でとった場合、小さな町でとっ

た場合等、各データを取得する範囲が異なることもあり、うまくデータがそろわない



場合もあります。 

突合データを利用することで、医療と福祉の連携がよりポジティブな方向に進む印

象を受けます。従前は、医療が先に走り、福祉が後から杖をついて歩いていくイメー

ジがあります。この事業で、何か市としてのモデルを作ることができると良いと考え

ます。 

 

平岩委員： 54ページの２行目で「リハビリテーション専門職」について。次の行では「リハビ

リ専門職」と書かれています。このようにした理由が何かあるのか、それともただ単

なる間違いなのでしょうか。この辺りは統一していただきたいと思います。 

宮本会長： どちらが正しいですか。 

事 務 局： 「リハビリテーション専門職」で統一します。 

宮本会長： リハビリテーションはまだ開発途上であり、リハビリテーションが大事だと言われ

始めて日が浅いです。専門職としてのリハビリテーションの改善をきちんとしていく

という努力をする必要があり、行政や教育機関や協議会等から、アクションをするこ

とも大切だと思います。 

 より良い計画を作ろうという熱意のもとご意見をいただくことができ、とても良い

議論が行われていると思いますが、その他に何かお気づきの点はありますか。 

 

石川委員： この素案を読み、49ページのゴミ出し支援は私にもお手伝いできると思いました。

この事業は、どのような形で市民にお知らせし、やっていただける方を募るのでしょ

うか。「開始します」と記載されているので、これから詳細を決めていく段階だとは思

いますが、隣近所の住民で割と簡単にできる、足が弱くなった高齢者を支援すること

ができる良い取組みだと思います。何か効果的な方法で行えると良いと思います。 

事 務 局： 現在、生活支援体制事業の中で検討を進めております。 

具体的には「ゴミを出す」という助け合いの仕組みについて、有償ボランティアを

軸に募っていきたいと考えています。有償ボランティアを募る方法として、広くでき

るだけ色々な方に周知をしていきたいと思っており、最終調整中です。各種団体等に

もちろんお声がけをし、広報やホームページを通じて広く市民の方にも周知していく

という方法を検討しています。 

アンケートの結果を見ても、ゴミ出し支援は手軽な取組みであり、やっていただけ

る方が多くいらっしゃるようです。市民に広くやっていただけるような仕組みにして

いきたいと思っております。 

石川委員： 行政区を通じて行えばとても簡単ではないかと思います。わざわざ組織の人に頼ま

なくてもお隣近所で簡単にできることであり、有償にする必要もないと思います。大

きなゴミは市の方で集める仕組みもあります。そうではない日常的なゴミはあまり格

式ばらないで、簡単にできる方法を取っていただければと思います。 

 

宮本会長： ゴミ出しの周知の方法の一つとして、ＣＡＴＶを用いている自治体もあります。各

家庭に独自のチャンネルを設定し、ゴミ出しの日や地域行事をアナウンスすることも



できます。私の住む団地にもＣＡＴＶがありますが、結構複雑な事柄でも分かりやす

い情報として高齢者の目に入ってきます。今後は情報機器の有効な活用を図っていく

という発想をしても良いと思います。 

 また、徘徊するお年寄りの身につけ居場所を把握する「徘徊探知機」という機器が

あります。これは福祉用具貸与の対象品目となっていますが、あまり周知されてない

印象を受けます。 

現代において色々な形で進化している情報機器を、高齢者施策とリンクさせること

も可能です。例えば、高齢者がスマホを触るのはちょっと難しいでしょうか。 

石川委員： かんたんスマホがあります。 

宮本会長： 昔は安否確認のベルを押すだけでした。今はスマホに機能が備わっているのでしょ

うか。 

石川委員： その機能はアプリケーションをいれなければ使えないですね。 

宮本会長： それはなかなか大変ですね。他の方でお気づきの点があればお願いします。 

 

成瀬副会長： 資料55ページ「重点目標４介護人材の確保育成」について。先ほど平岩先生から、

アンケート調査結果と実際の目標や計画がリンクする必要があるというご意見があり

ました。 

例えば38ページ、39ページのアンケート結果の中で、人材育成について、「内部で研

修が難しい」「動機付けが難しい」という回答が多くされています。 

介護職が正式に認定されたのは介護保険が創設された時であり、まだ20年ぐらいの

歴史です。 

一方で医療職は、看護師になるにも、リハビリの理学療法士になるにも、３年とか

４年、もしくは５年、６年の教育を受け専門職となり、専門職に就いてからも、次の

段階の目標設定が就業年数に応じて決められています。 

介護職での問題点は、医療職のような研修制度が日本で確立していないということ

です。また、就業する人全員が新卒で入るわけではなく、様々な年齢層や様々な学歴

を持った方々が入ってきます。その中でリーダーシップをとり、なおかつ質を上げて

いこうというのはかなり大変なことです。 

それらの部分について、みよし市が独自に見える形にしてあげる工夫が必要です。

回答状況から推察すると、介護職を５年やったけれど、自分が次に何を学べば良いの

かわからない、先輩を見ていてもあまり見えていない介護職が多いのだと思います。 

以前に、病院から退院され介護施設に戻られた数日後に、再び誤嚥性肺炎で病院に

Ｕターンした方がいました。介護施設のスタッフが摂食の技術を習得していれば、そ

ういったケースが減るのではないかと考え、昨年度市民病院において介護職を対象と

した研修を企画し募集をしたのですが、応募がありませんでした。 

応募がなかった理由について確認したところ、多くは日程調整がつかないとのこと

でした。介護の現場は日々のことに追われており、余裕がない様子です。 

そのようなことを踏まえ、市と事業者が議論し、ある程度の方針を決め、研修体制

を整えていくということを第８期計画に載せてはどうでしょうか。例えば入職してか



ら３年でこれを身につけようとか、各段階別の体制を整えることは非常に重要です。

介護の現場では日々様々なことに追われており、個々の事業所がそれぞれの職員のサ

ポートをしていくのは大変なことです。このことについては、実際の現場の皆様にも

ご意見を聞いていただきたいと思います。 

 

宮本会長： 介護サービス事業者の委員の皆様、何かご意見はありませんか。 

制野委員： 成瀬副会長がおっしゃる通りで、私共の法人でも各職員の能力や感性のばらつきが

ひどい状況であり、計画的に育成をしてこなかった弊害が出てきています。 

余談になるかもしれませんが、実は11月１日に入職してきた方が、たった10日で辞

めてしまいました。辞めただけならいいのですが、私共の他の職員に対して、「お前も

来い」と言って、誘っているようであり目を疑いました。 

 私は「介護学」という表現を使っているのですが、介護を行うにあたっては、研修

で学べる技術や知識だけではなく、介護職として学ぶべき基礎的な教養を身につける

ことも必要です。この20年間で、そういったものが全く醸成されておらず、レベル差

がどんどん広がるばかりです。 

何年までにどのような能力を身に付けどのような感性を身に付ける、という段階的

研修制度は間違いなく必要です。医療職は段階的に学んでから入職するということを

考えると、介護職はそういう面があまりないです。 

 介護職は資格がない方でも雇えばすぐに配置人数としてカウントできます。ただし、

それをラッキーと思えない、なかなか一施設だけでは対応がしきれないという状況も

あります。 

また、この重点目標４には「行政と連携して介護職の育成・確保」と書いてありま

すが、この文章には「確保」についてはほぼ触れていません。本来の「確保」とは何

かという踏み込んだ重点目標であればと良いと率直に感じます。 

 

成瀬副会長： 可能であれば段階別の研修体制について、この重点目標４の中に１行か２行記載し

ていただきたいです。そうしないと次の第９期計画も同じことになり、何も進歩がな

い状況になります。もちろん市が単独でできるようなレベルの話ではないですが、こ

の先５年10年でみよし市の介護人材を確保育成することが必要であり、「みよし市で

介護職に就けばまあまあの処遇を受けることができ、職業として人生の先が見える」

という方向に持っていかない限りは良い人材は集まりません。 

「研修制度の確立」とまで言うと大変かもしれないので「研修制度を作る」という

表記でもいいとは思いますが、一施設だけでやるのは限界がある現実もあるため、「み

よし市として研修を支援していく」という表記を入れたら良いと思います。 

 ②についても「研修制度の実施」だけでなく「研修制度を確立する」程度の表記を

してはどうかと思います。制度を確立する一環として「今期ではこういう研修を実施

します」と記載をしても良いと思います。 

宮本会長： 研修の質や研修の機会はそれぞれの施設で差があり、それがバラつきを生み出して、

介護の質が下がったということでしょうか。この機会に、各事業所の研修制度がどう



なっているのか一度調べてみる必要があると思いました。 

ピッタリと適合するような計画書を作るのは大変なので、少しでもベターなものに

していきたいと思います。 

 今いろいろ意見が出てきましたが、事務局の方でも調整し検討をしていただきたい

と思います。他にご意見、質問はございませんか。 

 

増岡委員： 計画のパブリックコメントが、今回の計画書にどんなふうに反映されていくのか、

また、パブリックコメントの位置づけを教えていただきたいです。意見により、大幅

修正する、又は一部修正する等、どの程度反映されるのかが知りたいです。 

事 務 局： パブリックコメントにつきましては、12月11日から１月12日まで行います。 

パブリックコメントの内容、結果の内容を踏まえて計画の方に反映させて、第５回

の会議でお示ししたいと思います。 

増岡委員： 市民の意見により、計画の内容が一部修正のみで終わってしまうのか、それとも大

幅修正になるのか。どの程度の修正が行われるのでしょうか。 

事 務 局： 修正の程度は、いただいたコメントの内容によって異なると思います。 

宮本会長： 具体的にこうしたらどうかといった提案されるような提言をいただけるとイメージ

がしやすいかもしれないですね。 

 

宮本会長： 他にご意見ご質問ありますか。 

無いようですので、第５章の方の説明をお願いしたいと思います。 

事 務 局： 「第５章 具体的な取組の展開」について説明をさせていただきます。 

資料56ページをご覧ください。 

 この計画の３つの基本目標である「安心して生きがいをもって暮らせる体制づくり」

「福祉・医療・介護の連携と介護予防の充実」「介護保険サービスの安定と充実」を実

現するための具体的な取組となります。 

 本来であれば全ての事業について個別にご説明すべきではありますが、時間の都合

上、新規事業と拡充事業を中心に説明をさせていただきます。 

 まず、56ページ「１－１②家族介護用品支給事業」です。現在、紙オムツや尿取り

パッドなどの介護用品の現物支給を行っていますが、アンケートで要望が高かった「家

族介護用品の購入補助」の併用を含め、介護する家族が利用しやすいサービスの提供

方法を検討していきます。 

 次に、62ページ「１－３①成年後見事業」です。こちらは今回新たに項目を作成す

る事業となります。本年度７月に設置された「みよし市成年後見支援センター」を中

心に、成年後見制度に関する相談や手続き支援、普及啓発を推進します。 

 「１－３②高齢者虐待への対応」についても、平成28年度から通報・対応件数が増

加していることから、今回新たに項目を作成しています。 

 次に63ページ「１－４②高齢者向け住まいの充実」です。国の指針において、有料

老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の設置状況を記載することと記載されて

いることから、今回新たに項目の作成をしています。 



 次に65ページ「１－４⑤公共交通の充実」です。今回のアンケートにおいて、移動

支援等の高齢者の足の問題についてのニーズが高かったことから、新たに項目を作成

しています。今後の方向性として、アンケートで要望の高かったタクシー料金の助成

を検討し、高齢者が安心して快適に暮らせる環境整備を図ります。 

 次に66ページ「２－１①地域包括支援センターの運営」です。第８期において日常

生活圏域を拡充し、地域包括支援センターを１か所新設することを記載しています。 

 次に68ページ「２－１⑤地域ケア会議の推進」です。本年度１月から自立支援型地

域ケア会議を開催する予定であり、今回新たに項目を作成しています。 

 続いて「２－２①認知症総合支援事業」です。この事業については第７期計画にお

いては１つの項目での記載をしていましたが、今回「認知症施策の推進」を重点項目

２とすることから、「ア 初期集中支援チーム」、「イ 認知症地域支援・ケア向上事

業」、「ウ チームオレンジの構築」の３項目に分けて記載をしています。 

 続いて72ページ「２－２③認知症高齢者等あんしん補償事業」です。認知症等の人

の特徴や写真をあらかじめ市や警察署に登録し、行方不明となったときに早期に発見

できる体制を整え、認知症等の人が事故などにより第三者に負わせた損害を補償する

ための個人賠償責任保険に市が契約者となって加入する平成31年４月から開始した事

業です。 

 続いて75ページ「２－３②在宅医療の推進」です。令和３年度から自宅での看取り

を希望する患者や家族に対応する在宅医療バックアップを構築します。また、在宅医

療を支える看護師の資質向上を図るため、介護人材育成事業の対象者を拡充します。 

 次に77ページ「２－４④生活支援体制整備事業」です。今後の方向性として、第８

期において、ごみ支援サポーターの養成をします。また、市民のニーズとサポーター

のマッチングを行います。 

 同じく77ページ「２－５①地域リハビリテーション活動支援事業」です。この事業

は令和３年度から開始をする予定であり、リハビリテーション専門職を通いの場等へ

派遣し、助言を行う事業です。 

 次に78ページ「２－５②高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施」です。 

これまで別々に取り組まれてきた保健事業と介護事業を一体的に実施し、データを活

用することで個々の高齢者の介護予防に対する支援を行うものであり、令和３年度か

ら新たに開始する事業です。 

 次に82ページ「３－１③介護サービス相談員派遣事業」です。令和３年度から新規

に整備される施設と現存の市内有料老人ホームに相談員を派遣することとし、事業の

拡充を行います。 

 次に83ページ「３－１④介護施設における感染症対策の推進」です。国の指針に基

づき感染症への備えについて新たに記載しています。 

 次に101ページ「３－２③エ認知症対応型共同生活介護」です。令和３年４月に１施

設（２ユニット定員18人）が開所予定となっております。また、102ページの「３－２

③カ地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」についても同一法人により１施設

（29人定員）が開所予定です。 



 次に107ページ「３－３①介護人材育成支援事業」です。第８期において、新たに医

療職に研修範囲を拡大します。 

 最後に108ページ「３－３②介護従事者への研修の実施」です。第８期から介護支援

専門員に対する研修を実施します。 

 以上で、第５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。ただいまのご説明に対して何かご意見、ご質問はござい

ませんか。 

平岩委員： 第５章の形式は、事業ごとに事業内容、対象者、現状の評価、今後の方向性となっ

ておりますが、事業内容が現在進行形で書かれている等、時制が一致しない箇所があ

ります。対象者についても市内何歳というように、65歳以上だけで「市内在住」が入っ

ているところと入ってないところがあって、統一されていません。また、現状の評価

のところに図表が掲載されていますが、全く図表がなくコメントをしてない項目があ

ります。 

 今後の方向性についても、文章上問題がある箇所があります。 

56ページの今後の方向性の中で、「アンケートで要望の高かった」と「要望」という

言葉が使われていますが、他の箇所では「希望」が使われています。アンケートで「希

望」を取ったのか「要望」を取ったのかがはっきりせず、言葉がぶれています。 

 それから57ページ、④緊急通報システムの事業の内容に「一人暮らし重度身体障が

い者」と書かれていますが、対象者は「一人暮らしの重度身体障がい者」と書いてあ

ります。「の」を入れた理由はどこにあるのでしょうか。 

事業にデータが掲載されていなかったりとか、言葉上の誤字脱字があったりする箇

所もあります。 

80ページの「３介護保険サービスの安定と充実」３－１の①と②だけが、他の事業

と形式が違うことについて、何か理由があるのかどうかということも確認したいです。 

 コメントに見合ったデータがどこを探してもない部分があります。コメントと連動

した図表と説明をわかりやすく付けてもらうと良いと思います。 

 私は歯科医師会の代表をしており、88ページの「オ居宅療養管理指導」の事業の内

容で「歯科訪問診療」とありますが、一般的には「訪問歯科診療」というので、字面

を修正していただきたいです。 

また、現状の評価の２行目、「形態が病院、歯科医、薬局」となっておりますが、「形

態」であれば「歯科医」ではなく「歯科医院」ではないかと思います。 

 多々そういう箇所があるので、今一度お目通しいただければ嬉しいと思います。 

宮本会長： いくつかご指摘をいただきました。事務局の方で何かお答えすることがあるでしょ

うか。 

事 務 局： 文章や体裁等につきましては、もう一度しっかり確認させていただき、いただいた

ご意見を参考に直させていただきます。あと必要なデータが出てないところにつきま

しては、データがあれば記載するようにし、コメントのないところにつきましても、

コメントを記載させていただきます。 



 

平岩委員： ポジティブなデータに対してだけコメントがされており、ネガティブなデータには

コメントが全くない箇所もあります。データを出すのであれば、やはりこっちはこう

で、こっちはこうでなかったとコメントを入れる必要があると思います。自分に都合

のいいところだけコメントしているようにとられる可能性があるので、両方のデータ

について正確にコメントをする必要があるのではないかと思いました。 

 また、表について、基本的には「H27年度」と書いてありますが、一部「平成」と書

いてある箇所があります。これも統一した方が良いと思います。 

 

事 務 局： ３－１の介護保険サービスの表記が他のところと違うというご指摘についてご説明

します。この部分は事業の内容的に、この事業の対象者、評価、方向性が他のところ

と若干違っており、前期計画でもこのような形で表記しておりますので、差し支えな

ければこのままの形でいきたいと考えています。 

 

宮本会長： ここに掲載されているのは、現在までの数字ですね。あわせて今後の見通しのこと

なども書くべきでしょうか。事務局ではどうお考えですか。 

事 務 局： 今後の推計値については第６章でまとめて掲載をさせていただく予定です。 

 

宮本会長： 他に質問がある方はいらっしゃいますか。 

平岩委員： 日本全国で４万件というコメントがどこかにありましたね。全国で４万という予測

を基に、みよし市では12人と計算上予測されていますが、この計算は正しいのでしょ

うか。 

事 務 局： 69ページでしょうか。 

平岩委員： そうです。69ページの「全国の支援実人数の目標値を４万件と定めています」とあ

ります。国で４万ということは人口１万人につき平均４人になります。みよし市の現

在の人口は今６万人ぐらいなので、24人ぐらいという計算になりますが、ここでは12

人になっています。この計算が正しいのか、あるいは高齢化率が全国よりも半分ぐら

いしかないからこういう数になったのかが疑問です。 

事 務 局： 愛知県が高齢者の人口比をもとに計算をするという計算式で、愛知県の目標値が定

められており、それを基に計算しています。 

平岩委員： では全国の目標値だけではなく、別の目標値があるということでしょうか。 

事 務 局： この４万人というのは、認知症施策推進大綱の中で、国が設定した「４万人を実人

数としてやっていきます」という目標値ですが、国の高齢者人口全体に占める４万人

の割合を計算し、それを基にみよし市の高齢者人口から計算すると、12人ぐらいにな

るという計算です。 

平岩委員： そういう計算式があるわけですね。人口比で単純に計算すると数が異なります。根

拠はわからないのに12人と出ていると、普通に読んだら計算間違いじゃないかと思う

わけです。 

 



成瀬副会長： よろしいですか。77ページの生活支援体制整備事業④、現状の評価の表27に「買い

物支援実施回数」と入っていますが、現状の評価がこれでありながら、今後の方向性

はゴミ出しの話が述べられるのみとなっています。 

買い物支援は、市内ではみなよし地域包括支援センターのみがやっている事業です。 

国の介護保険の認定者のデータを見ますと、要支援者で、最初に必要となる生活支

援は買い物が上位です。要支援１で６割の人が一人で買い物ができなくなり、要支援

２になると75％、要介護１になれば９割以上ができなくなります。 

買物支援は生活支援の中のトップにくる内容であるため、みなよし以外の他の地域

包括支援センターにおいても、全市にそうした事業を進めていくと入れていただける

とありがたいです。よろしくお願いします。 

宮本会長： ただいまの意見に関しては、事務局の方でどんなふうに扱われますか。 

事 務 局： ご意見のとおり、みなよし地区だけで行われておりますので、この事業を全市の包

括に適用していけるように検討を進めていきます。こちらの方にもそのような形で載

せていきたいと考えています。 

 

成瀬副会長： 買物支援とは別件になりますが、高齢者の足の確保も結構重要です。高齢者が地域

包括支援センターに公共交通機関で行けるということは必要条件だと思います。 

 さんさんバスで地域包括支援センターに行けない箇所については、今後さんさんバ

スの運行を担っている担当部署と長寿介護課で調整していただき、高齢者が公共交通

機関で地域包括支援センターに行けるような体制をとっていただけるよう記載を入れ

ていただきたいと思います。その他介護福祉関係の施設についても同様に調整をいた

だきたいと考えています。 

宮本会長： 長久手ではコミュニティーバスが、市内全域を網羅しています。高齢者の足の確保

にあたっては、そういった市をモデルにする等、特別な対策がいるのかもしれません。 

 

増岡委員： 79ページ「④回想法事業」の現状の評価内の表について。開催回数と参加人員の関

係の表の見方が理解できないです。例えば、令和元年度が16回開催したのに、参加人

数が11人しかいない表記となっています。この表の見方を教えてください。 

事 務 局： 参加人数については実人数で記載をしております。延べ人数ではなく実人数の記載

をしております。例えば平成27年度であれば、年間で16人参加し、実人数として掲載

しています。延べ人数の方が分かりやすければ、修正をさせていただきます。 

制野委員： 回想法事業は私どもの施設の方で実施している事業です。 

開催回数は年間16回になっていますが、１年に２クール×８回を実施しています。

それぞれのクールに対し、16人の方が参加していただいております。 

 令和２年の10回は、コロナの関係で縮小し１つのクールを10回にさせていただきま

した。その10回に同じ方が４人毎回参加をされています。 

宮本会長： 色々な数字を突き合わせ、それを実現するための条件整備の課題を見込むことで、

膨大な計画になりすぎる可能性があります。この計画の策定時にも、地域振興やまち

づくりの関係者に入っていただけると良いのではないかと考えています。 



 

鈴木委員： 社会福祉協議会の現場の職員からの意見を代弁させていただきます。97ページ「居

宅介護支援、介護予防支援」の現状の評価の中で「ケアマネジャーが市内において不

足」している現状を認識していただいております。そして、今後の方向性のところで、

「介護支援事業所と協力して、供給体制の確保を図ります」という記載がされており

ます。ケアマネジャーの供給体制の確保は本当に大事なことであるのでぜひお願いし

たいと現場から意見があげられております。よろしくお願いします。 

宮本会長： これはどこの社会福祉協議会にも共通した要望ですね。 

現在、ケアマネジャーの試験を受ける志願者数がどんどん減っており、他の職種と

比べると待遇はあまり良くないと思います。 

 

鈴木委員： 社会福祉協議会においては最近、予防関係の業務が増えており、予防業務の単価が

低いため、労働に見合った報酬が確保できない状況です。人手が限られており、対象

者も増えていることから予防業務には時間がかかります。 

通常の要介護者へのケアマネジメントの仕事であれば高い単価となりますが、単価

の安い業務が増えてきたために人手が足りないという状況が出ているようです。 

宮本会長： 介護事業の財源に限りがある弊害がここにも出てきているかもしれません。市の福

祉の力を増強し、様々な要望を実現していけると良いと思います。計画段階では無理

な事かもしれませんが、じわじわと前進していけると良いと考えます。 

また、市内のケアマネジャーの方々のご意見をまとめていただくことで議論にも役

立ちます。最近は特に高齢者の家族の状況が変わってきており、そこを的確に捉える

ことが必要です。都市化すればするほど、親族ネットワークが弱くなり、社会的な援

助サービスがないと生きていけない状況が広がってきます。それらに対応した計画作

りをしないと、介護保険自体が崩壊するのではないかと思っています。 

 

宮本会長：  「(2)みよし市地域包括支援センター運営協議会 おかよし地域包括支援センター

の整備概要について」事務局より説明をお願いいたします。 

 

(2) みよし市地域包括支援センター運営協議会 

おかよし地域包括支援センターの整備概要について 

 

事 務 局： おかよし地域包括支援センターの整備概要について、説明します。 

資料２をご覧ください。７月開催した地域包括支援センター運営協議会において、第

８期計画の中で日常生活圏域を見直し、地域包括支援センターを３か所から４か所に

増設するということをご承認していただきました。 

 現時点における予定について説明をさせていただきます。 

(1)開設時期は、令和４年度を予定しております。 

(2)運営形態は、なかよし、きたよしと同じように民間事業者に委託とします。 

(3)職員配置につきましては、保健師1人、主任ケアマネまたは社会福祉士を１人、医



療または介護等の国家資格の有資格者を１人、その他で１名の合計４名の配置をお願

いいたします。 

(4)委託の受注者の選定方法は、公募型プロポーザル方式を採用し、令和３年４月に選

定委員会を設置し、公募によって応募された事業者からの書類審査、プレゼンテーショ

ン及びヒヤリングによる審査を行い選定いたします。その後、８月にこちらの運営協

議会でご承認いただき決定をするというスケジュールで考えております。 

 また、設置場所については市が指定をします。資料の右側をご覧ください。まず上

の図が現状であり、市内３つの包括支援センターの位置図です。これを４つの区域に

分け、きたよしの上部分をおかよし地域とし、新しい包括支援センターを作ります。 

 予定している場所は三好丘駅前にある、カリヨンハウスの１階にある、みよし市ビ

ジターセンターの一部です。 

資料裏面をご覧ください。カリヨンハウスの図と写真を載せております。 

 三好ヶ丘駅の目の前にある建物です。現在駅前を整備工事していて、これはロータ

リーの完成イメージ図です。下の写真は現在の外観写真になります。 

 ここに写っているビジターセンターのスペースを壁で分割する改修工事を令和３年

度に行う予定です。 

 どのように分割するかは、表の図面をご覧ください。執務室の面積は54㎡で、比較的

広いスペースになります。三好ヶ丘駅前にあるさんさんバスの停留所も近くにできる予

定です。タクシーも常駐していますし車などの足が無い方でも立ち寄りやすい場所です。

 令和３年度に準備し４年度から開設できるようにしていきたいと考えております。 

 包括支援センターの整備については以上です。 

 

宮本会長： 現在３つの地域包括支援センターが４つに分割するという提案です。それに伴う職

員配置、事業者選出方法、選定期間についての説明をいただきました。 

 比較的交通の便の良い北部地区には、若い世代が自分の親を呼び寄せる家庭が多く

あります。古くから住む高齢者ではなく、どちらかというと漂流型の高齢者に対する

拠点づくりを進めることが必要です。 

      図面も含め、何かご意見はございますか。無いようであれば、事務局案のとおり進

めますが、よろしいですか。 

 では、これで会議を終了させていただきたいと思います。事務局の方よろしくお願

いします。 

 

事 務 局： 委員の皆様には長時間に渡りご決議いただき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。 

 今回は会議直前の資料を配布となり、大変申し訳ありませんでした。本日ご発言い

ただいた内容以外についても、引き続きご意見の方を募集したいと思います。お気づ

きの点等ございましたら、次回の会議までに資料に反映させていただきたいと考えて

おりますので、11月20日金曜日までに事務局の方にご連絡をいただけると幸いです。

 次回の会議については、12月４日金曜日の午前10時から、こちらの会議室での開催



を予定しております。審議の内容につきましては、第8期高齢者福祉計画兼介護保険事

業計画素案等となりますので、よろしくお願いします。 

 

長寿介護課長： 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。 

 

 

 


