
令和２年度介護保険運営協議会 第２回会議 会議録（概要） 

開催日時：令和２年１０月２０日（火曜日） 午後２時から午後３時まで 
開催場所：本庁舎４階会議室 
出 席 者：【委員】瀬野会長、岡本委員、青龍委員、松本委員、福岡委員、山上委員、

齋藤委員、山本委員、南委員、小林委員、梶原委員、宰川委員、 
秋本委員、川島委員 
（欠席委員：冨田委員） 

【事務局等】篠田高齢者福祉課長、鈴木副主幹、中村主査、髙瀬主査 
田口主査補 

傍 聴 者：１人 
議 題：①第８期白井市高齢者福祉計画・介護保険事業計画（素案）について 

②その他（公開） 

  １ 開会 

【事務局】 〇欠席委員１名、白井市介護保険条例施行規則第６０条第２項の規定によ

り、過半数に達しているので会議を開会する。 

〇会議は、原則公開とする。 

〇会議録（要点筆記）作成のため録音する。 

〇資料確認。 

  

２ 会長あいさつ 

【会長】 ○今回は第２回目の運営協議会であり、第１回目の会議は、コロナの影響

により、書面会議にてアンケート調査結果の報告を行った。本日の会議

は、そのアンケート結果の調査報告を元に作られた素案の内容を確認

し、ご意見を伺いたい。 

  

【事務局】 〇本日は、事務局４名、人事異動により、高齢者福祉課長が伊藤から篠田

に代わった。調査支援業務の委託先である株式会社アイアールエスが同

席し、必要に応じて発言する。 

【課長】 ○福祉分野は初めて経験する分野であり、介護保険制度は複雑になってい

るので勉強不足の部分もあるが、皆さまご指導ご鞭撻をよろしくお願い

したい。白井市の人口については、平成 30 年頃から減少傾向に転じて

いる。高齢者人口は増加傾向が続いており、要介護認定者が増加する中

で、制度改正にあわせて介護保険運営をいかに適正に実施するかが重要

だと考えている。本年度はそのベースとなる第８期の介護保険事業計画

の策定であり、それぞれの分野から貴重なご意見をいただきたい。 

  議題１ 第８期白井市高齢者福祉計画・介護保険事業計画(素案)について

【事務局】 【説明-1】これまでの経緯について 

〇昨年 10 月に国からアンケートの指針が出て、11 月 22 日にアンケート内

容の協議を行い、１月から２月にアンケートを実施した。コロナの関係

で業務に影響が出てしまい調査報告が遅くなってしまった。コロナの関



係で主な市の対応は、介護保険の保険料の減免制度の拡充、マスクやア

ルコール消毒液の配布(一部寄付を含む)、介護事業所への支援金(一事

業所原則 10 万円、特養等は 20 万円)、高齢者へ介護予防パンフレット

の配布、PCR 検査態勢の強化等、今後介護予防の事業等を予定している。 
【説明-2】白井市と周辺市の状況について 

・白井市の介護保険料の基準額は 4,600 円だが、周辺市では基準額が高く

なっている。 

・介護保険の認定率が今年の６月現在で 12.8％と低い状況である。 

・第７期計画と比較しても、被保険者数や認定者数の推移は想定どおりで

ある。 

・総給付費も第７期計画策定時から大きな変化はなく、ある程度給付は抑

えられている。 

・介護保険計画の数値の進捗状況について、一部大きく数値が変わる部分

は制度の見直しを図る。全体的には概ね当初見込んでいたものだが、市

の全体状況を把握するために今回資料を配付した。 

【説明-3】第８期白井市高齢者福祉計画・白井市介護保険事業計画(素案)

について 

・素案の骨組みを計画書として作成し、方向性を見てご意見をいただきた

い。分かりやすい計画にするため、文章の書き方や構成の内容を見直し

ながら作成している。基本的には３年に１回見直す計画のため、第７期

計画と大きく変更するわけではなく、見せ方を変更している。 

・2040 年問題を見据え、介護の需要が高まる中でどのようなサービスや地

域包括ケアシステムを構築出来るかが課題である。今まで進めてきた地

域包括ケアシステムをさらに進めていくが、今後施設を増やしても 2040

年を超えると需要が減っていくため、施設整備については、慎重に行う

必要がある。原則、在宅生活を中心に推進していかなければならない。

2040 年に向けた社会サービス、福祉サービス等の構築が必要である。 

・人口の動向について、千葉ニュータウンの開発と共に急激に増加してき

たが、当時現役世代だった層が高齢者となり、高齢化率も上がっている。

平成 30 年の人口最大値から段々減少している傾向があるが、高齢者人

口は増加している。 

・要介護者等の推移について、85 歳以上で急激にニーズが高まり、2040

年では倍の人数になることを見据えて、介護サービス・居宅サービスを

考える必要がある。 

・アンケート調査の結果については重要な内容を抜粋している。集合住宅

におけるエレベーターの重要性、外出支援の要望、介護人材不足の問題

が多くなっている。介護人材の離職が大きな課題となっている。 

・今後の課題について、市の特徴的な課題として、外出支援や認知症の問

題、亡くなるまで基本的には自宅で過ごしたいという希望が多くなって

いる。移動サービスや外出支援サービス、介護人材不足への対策、訪問



介護サービスのヘルパー不足への対策が重要になってくる。長期的な課

題については、「市民の課題｣「行政の課題」「事業者・地域団体等の

課題」に分けられるが、それぞれが役割を担い支え合うことが必要であ

る。 

・市の取り組みについて、第７期からの主な取り組みと第８期で求められ

る取り組みを分けて表記している。課題から考えられる取り組みを最終

的には表記していく。 

・計画の中身について、計画のスローガンと基本目標は第７期を引き継い

でいる。目指す将来像については、2040 年になっていたい将来像を表記

している。 

・基本方針について、これまでの地域包括ケアをさらに進めてまとめてい

く。介護予防を進めて認知症にならないよう取り組む。在宅で生活しや

すい環境を整える。介護保険事業のお金の整理等をしていく。 

・施策の体系について、第７期計画と表記は変更しているが、要素は全て

取り込んだ計画としてわかりやすさを整理している。 

・施策の展開の内容については現在作業中である。次回の会議では示した

い。 

 

【議長】 

【質疑応答】 

〇今までのところで質問はあるか。 

【委員】 〇取り組みの中で出来たこと、出来なかったことがこれだけでは分からな

いので、施策の PDCA をベースに作成した方がいいのではないか。 

【事務局】 〇表記しきれていない部分については、課題でも出てきている。例として、

エレベーター対策については進展が難しい状況である。移動支援も人数

が多くなる反面、公共交通の関係もあり簡単にサービスを入れることが

出来ない状況があるので、少しでも解消出来る方法の検討を第８期に入

れていきたいと考えている。今よりもベターになる取り組みを考えてい

るが、第７期で出来なかった部分を記載するかについては検討させてい

ただきたい。 

【委員】 〇課題やアンケート結果を踏まえて計画を作成するべきである。 

【議長】 〇PDCA の意味、解説の記載があるともっと見やすくなるのではないか。今

までの未解決問題についての明示をすることが大事である。解決する、

しないは別として、解決する方向に向けてどのようなことが出来るの

か。例えば、移動支援については一部署だけでは解決出来ない問題なの

で、他部署にもわかりやすく発信出来るといい。 

【委員】 〇包括の取り組みについて、包括の職員はとても頑張っていると感じてい

る。事業者として、介護人材の不足問題は急務と感じているが、若い人

の就労希望者が少ない。以前から働いている人は上を目指して資格を取

得しているが、資格を取得して長く安定して働き続けられる仕組みが必

要だと考えている。子育ての関係で離職をしたり、能力のあるパートの

方でも、扶養範囲内でしか働けない状況がある。子育てや保育園の問題



で働きたくても働けない、という比較的若い女性の方が多いと感じてい

る。人材育成の初任者研修受講者も少なく、資格を取る人が少ないのか、

補助制度を知らないのか、もっと制度を活用した方がいいと思う。全体

的に若い職員を支える仕組みがあるといいのではないか。 

【事務局】 〇状況は把握している。介護人材の就職フェアを定期的に市で開催してい

るが、コロナの関係で流れてしまった。初任者研修の補助の利用につい

ても PR 活動が足りなかったと反省している。介護人材については、外

国人の就労も注目されているので、既に取り入れている事業所に説明し

てもらう機会を設ける等、取り組みが必要だと感じている。 

【委員】 〇資料の数値指標の進捗状況について、実績と計画で数字がかい離してい

る項目が見受けられる。分析はされていると思うが、かなり目標を下回

っているところについては検証をしていただきたい。検証済みであれば

報告していただきたい。 

【事務局】 ○老人福祉施設(老人福祉センター)について、目標値が 29,000 人となっ

ているが、令和元年度の実績で 17,964 人となっている。高齢者向けに

作られている施設でお風呂の利用がある場合、お風呂の費用負担の部分

で見直しを図り、手数料を取るようにしたことで、結果として利用者数

が減少した。施設を維持管理しなければならないというところと、利用

者数を増やしたいというところでかい離がある。制度的な見直しをした

ことで大幅に減少してしまったのが現状である。給食サービスについて

は、計画値が 6,300 のところ、令和元年度の実績として 2,842 と数字が

出ている。自己負担の見直しを図った結果、サービスの利用は減少した

が、民間サービスの普及も影響していると考えられる。 

【委員】 ○高齢者の方で、地域包括センターを知らない人が多い。医師と協力して、

そのような機関があることをアドバイスしていただけるとありがたい。

【事務局】 ○今回の調査結果でも、地域包括センターの認知度が低く、PR 不足だと感

じている。相談相手が看護師だという意見が多かったが、以前病院を周

りパンフレット配布やポスター掲示の取り組みはしていたが、継続が出

来ていないので、意見を踏まえて連携していきたいと考えている。 

【議長】 ○小冊子やポスターをいただいたことはあるが、皆さんあまり掲示物を見

ていない。医師が説明するべきだとは思うが、支援が必要な方に周りが

声をかけられる仕組みも必要ではないか。 

【委員】 ○アンケート調査について、地域で民生委員や社会福祉活動をしていて感

じることは、アンケートを取ると高い意識で結果は出るが、現場では

中々参加者が増えないというハードルがある。それをクリアするために

は何が必要なのか、持っている意識を行動に移すということを常に考え

て行動しているが、難しい現状がある。今年に入って、在宅医療介護連

携として、自宅で最期を迎えたいという余命の短い方のお宅に、見守り

の協力者として訪問していた。民生委員で同じ住宅内にいたので、鍵の

在処を聞いて見守りが出来ているが、今後包括ケアシステムを構築して



いくにあたり、このような信頼できる住民の協力が不可欠だと感じてい

る。信頼できる方を育てて、意識を持ってやってくれる方が必要である。

住んでいる人同士で話し合えるものではないので、市や福祉課、社協、

包括が力を入れて取り組んでいただきたい。 

【議長】 ○実際に活動されている方の意見を伺うことは大事であり、今後そういう

方がより活動しやすくなるよう考える場なので、そのような意見があれ

ば教えていただきたい。 

【委員】 ○素案 15 ページについて、この目指す将来像を市民が目標にするという

ことだと思うが、実際問題として、高齢者の中には、自分で物を食べら

れるし買い物も行けるが、認知が少し入ってきて、転びやすくなってい

る方もいて、そういう人は、家を売って施設に入ることが多い。「自宅

での生活を基本としながら高齢者向け住宅を利用する～」とあるが、グ

ループホームは今現在認知症の方しか入れないので、高齢者向け住宅を

新しく作るということなのか。 

【事務局】 ○抽象的な反面、実態と合っているのかという違和感は出てくる。高齢者

向け住宅についても、定義として幅広く、明確にイメージしやすい「サ

高住」や「グループホーム」でも自分らしい生活が出来るように、とい

うイメージで書いている。民間の有料老人ホームに入所する方もいるの

で、その人の状態、家族の状況によっても代わってくるので、表現の変

更が必要であれば検討していきたい。 

【委員】 ○中間が難しい。家で最期まで生活したいが、子どもに迷惑をかけたくな

いから施設に入所するという方もいるので、実際問題は難しいのではな

いか。 

【事務局】 ○明確な回答を出すのは難しい。支援が必要でも介護申請を出さない人も

いるので、生活を継続していくにあたりどのような支援が必要か、地域

包括やケアマネージャーを中心として、生活の建て直し方を考え、相談

しやすい体制を作ることが求められている。 

【委員】 ○介護職員の人材不足の対策について、初任者研修の受講助成の周知徹底

が不足しているということと、スキルアップを図りたいが費用面で負担

が多く研修が受けられないという意見が事業所でも実際にある。他市の

講座を受けて他市で勤めている方もいるので、初任者研修だけでなく、

介護福祉士の国家試験に向けた人材育成、スキルアップを図り、そこで

定着出来るような仕組み作りも必要ではないか。 

【事務局】 ○他市で補助があることは把握しているので、当市でも取り入れなければ

ならないと考えている。ハローワークでの補助もあるようで、周知活動

不足を感じている。 

【委員】 ○16 ページの基本方針Ⅱについて、年金の減額も言われているが、これか

らは高齢者の経済的基盤の確保をしていかなければならない。年金が足

りないために病院に行くことも我慢をしているという高齢者の話を聞

くので、高齢の方への就労支援も必要。若い方の労働力の減少で、高齢



者にも仕事が回ってくる可能性もあるのではないかと考えられるので、

高齢者の就労支援に力を入れていただきたい。目指す将来像は素晴らし

いが、本当に実現出来るのか、実現出来なければ大変なことになるので、

市も住民も一生懸命やっていかなければならないと感じている。 

【議長】 ○いただいた意見、現場から上がってくる意見等は、13 ページにある、第

８期に求められる取り組みに盛り込む要素があるので、上手く意見とし

て反映させて、充実した内容の計画書を作成していただきたい。医師と

して診療する中で、近年は 100 歳を超える人や 90 歳を超える人もおり、

これまで誰も予測していなかった時代が来ている。今までどおりにやっ

ていたら上手くいかない。画期的なことを思いついてやらなければなら

ない時代にきている。国の政策を変えることは出来ないが、白井市の政

策を変えることは可能だと思うので、この場所で貴重な意見をいただ

き、少しでも我々の住んでいるまちを良くしていきたいと考えている。

【事務局】 議題２ その他 

・施策内容を調整し、12 月の会議で改めてお示ししたい。 

・保険料については、８期の計画の期間に想定される介護給付の伸びを見

込んで、それに必要な保険料を算定していくものとなる。現状は月額

4,600 円、年間 55,200 円となっているが、若干値上げとなる可能性があ

る。今一度、給付費については精査し、次回会議で報告したい。 

・次回の会議は 12 月中旬を予定。 

  
会議終了。－閉会－ 

 


