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令和２年度介護保険運営協議会 第３回会議 会議録（概要） 

開催日時：令和２年１２月２１日（月曜日） 午後２時から午後４時まで 

開催場所：白井市役所 東庁舎１階 会議室１０１ 

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、小林委員、梶原委員、宰川委員、冨田委員、秋本委員、 

川島委員 

（欠席委員：山本委員、南委員） 

【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：０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（案）について 

②その他（公開） 

  １ 開会 

【事務局】 〇欠席委員２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】 ○師走に加えて、コロナの感染が広がり、それぞれの業種で忙しい中であ

るが、本日の会議も出来るだけ短い時間で有効な内容になるよう進めて

いきたい。お手元に第８期計画(案)が示されており、その内容について

事務局から説明をいただき、それについての意見を伺うことが今回の趣

旨である。 

  

【事務局】 〇本日は、事務局５名、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。 

 議題１ 第８期白井市高齢者福祉計画・介護保険事業計画(案)について  
【説明】 

・１つの取り組みが他の施策とも関連するものがある。例えばオムツの給

付については、日常の生活支援という要素とともに、家族介護の支援に

つながっている。生活支援体制整備事業は、生活支援サービスや高齢者

の社会参加にもつながっている。施策同士が絡み合っており、どちらか

に偏らせて記載している部分もあるのでご理解いただきたい。 

・国の基本指針や介護報酬の改定の内容は、今なお国で検討している途中

にあり、正式なものが出てきていない状況である。各市町村も計画をと

りまとめないと時間的に間に合わない状況であり、内容や表現の訂正に

ついては、一部修正を入れさせていただく場合がある。 
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・12、13 ページについて、12 ページは第７期の主な取り組み、13 ページ

は第８期に求められる取り組みを記載している。 

・地域包括支援センターの運営強化について、現在３つの担当圏域がある

が、２圏域については業務委託、１圏域は市直営で行っている。市直営

部分については、社会福祉法人等に委託し、市の職員は、基幹型の地域

包括支援センターとして、全体をバックアップをしていく仕組みを検討

している。 

・在宅医療・介護連携の推進について、医療・介護従事者が持っている情

報を ICTを活用して連携し、情報共有を図る仕組みを予定している。 

・認知症施策の推進について、市民の理解は得られてきているが、情報を

仕入れる機会が少ないこともあり、普及啓発を図るとともに、認知症パ

ートナーによる活動を推進していく。 

・住民主体の助け合い活動の推進について、昨年度補助金を作ったが、今

年度はコロナの関係で応募がなく、来年度以降の推進を強化したい。 

・介護予防の推進について、介護状態にならないために、サロンや楽トレ

体操等の住民主体の介護予防の活動を強化していく。介護予防と保険事

業の連携による一体的な健康づくりとして、保険事業等で把握した健康

面が気になる人を、介護予防のサロンや楽トレに取り込み、そこでの健

康教育の実施を検討する。 

・外出支援サービスについては、これまでもニーズとして必要性が求めら

れてきたが、公共交通機関の問題もあり市として答えが出なかったが、

今年度は「地域包括ケア推進会議」を行い、外出支援サービスの拡充を

図る検討をしている。 

・災害、感染症対策として、新型コロナウイルスに係る市民や介護事業者

等へ支援の手続きを行った。マスクやアルコール類の配布、一部支援金

の配布を行ったが、来年度も求められる可能性があることから対応を検

討していく。 

・介護人材対策として、介護福祉士実務者研修等の補助の拡充する。介護

人材に関する情報提供として、一部の介護施設については外国人の人材

を活用しており、未導入の施設については事業所と情報共有を図る。 

・訪問介護事業所への支援について、ヘルパー不足問題等があり、取り組

みを検討する。 

・介護サービス事業所への支援について、介護サービス制度が複雑なため、

わかりやすい情報提供を目指す。 

・17ページ施策の体系の項目等の変更、見栄えの変更を行っており、ご了

承いただきたい。 

・18ページの日常生活圏域については、第７期からの継続した内容だが、

２つの圏域に分けて福祉資源等を検討するものである。 

・19ページの図は、地域包括ケアシステムと第８期の市の取り組みを絡め

て、独自に表現したものであり、従来のイメージを具体化したものであ
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る。将来的にはここに足りないサービス等が追加されることを考えてい

る。内容を追えるようにページ番号を記載している。 

・２０ページは施策内容の見方を表記している。今年度はコロナウイルス

の影響で事業の中止、延期縮小しているものがあるため、今までよりも

数字にばらつきがある。2020年度の数値については、現時点の見込みと

なり、実際の数値と異なる場合がある。 

・22ページについては、地域包括ケアの推進について、市直営圏域の委託

を推進し、職員については全体をバックアップする基幹型の包括支援セ

ンターとし、処遇困難ケースの後方支援や研修運営強化に力を入れてい

きたいと考えている。介護は人から人へ提供するサービスであるため、

それを支える職員を少しでも増やしていきたいと考えている。 

・24ページは、在宅医療と介護連携についてで、ICTを活用した情報共有

の仕組みや、25ページは、認知症に対する理解、予防のための取り組み

の普及啓発を進めるため、認知症サポーターの養成講座や、認知症パー

トナー活動を広げていきたいと考えている。 

・27ページの生活支援体制の推進について、市内各所で集いの場の開催、

見守りネットワーク事業、お元気見守り事業、住民主体の買い物支援バ

スの運行等、様々な生活支援サービスを創設するために取り組んできた

経緯がある。助け合い補助金を作って活用し、更に輪を広げていきたい

と考えている。 

・28ページの地域ケア会議の運営について、テーマに即して必要なメンバ

ーで会議を行う。外出支援サービスについても、新しいサービスを検討

している。 

・29ページの情報提供の充実について、わかりやすい情報提供が今後も求

められているため、ガイドブック等で提供していきたいと考えている。 

・30ページの相談・課題把握体制の強化について、高齢者の課題等の把握

に取り組んでいる。市でも地域包括支援センターに実態調査員等を配置

し、電話や訪問による高齢者の生活確認やニーズの把握をしているが、

更に強化していきたいと考えている。把握した中から介護予防の取り組

みに繋げ、施策的に展開していく。 

・31ページの権利擁護の推進について、認知症を発症して物事の判断能力

がなくなった時に援護者を選ぶ制度が成年後見制度であり、継続的に行

う。 

・32ページの虐待の防止については、地域包括支援センターで相談対応や

事業所への聞き取りを継続的に行っていく。 

・33ページの終末期、死後への備えについて、それぞれの利用者の意思や

希望を踏まえた備えについて、終活支援ノート等を利用し、相談会で対

応していきたいと考えている。 

・36ページの介護予防の推進について、市では「楽トレ体操」に力を入れ

ている。高齢者支援班で行っている取り組みだが、コロナの影響で各団
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体の取り組みが止まっている。少しでも後押し出来るよう、DVD を製作

し普及啓発に取り組みたいと考えている。今後は専門的な講師を派遣

し、食事や運動の仕方等の指導教育を予定している。 

・37ページの介護予防の普及啓発については、要介護状態になりやすいフ

レイル、認知症の予防に関する取り組みについて知識を普及啓発しなけ

ればならないと考えている。 

・38、39ページの介護予防・生活支援サービスの推進については、今後も

市独自でサービスの設定をしていくものである。生活支援員の養成研

修、要支援認定者や事業対象者への生活援助を提供する担い手をつくる

研修を行っている。 

・40、41ページの高齢者の社会参加について、高齢者の働く場を紹介する

シルバー人材センターや、就労指導センターにおける就労技能講座等も

継続的に行う。高齢者が地域で生活する上で様々な活動に参加してもら

うため、町内会や自治会の活動、ボランティアセンターでの活動等、地

域で活動することにより元気に過ごすことが介護予防に繋がると考え

ている。 

・44ページでは、日常生活に必要なサービスの提供について表にまとめて

いる。給食サービスについては民間事業者の参入等により利用者が減少

したため、令和２年度で廃止となった。介護保険で行える事業について

は補助金があるが、補助金がない事業については、財政難、人口減少も

あるため見直しを図り、調整をしなければならない状況にある。 

・46、47ページについて、外出支援については公共交通の担当と共にサー

ビスの拡充について相談調整を行っている。介護に取り組む家族への支

援については、生活支援サービスの他に家族介護教室を開催し、家族の

介護の負担軽減、認知症家族の会によるケアサポートの場の支援を行っ

ている。 

・48、49ページについて、生活の安全・安心の確保について、消費者被害

に関する情報を各産業振興課・消費生活担当・警察と連携し対応してい

きたいと考えている。災害対策・感染症対策については、要支援者の登

録制度を運用し、災害時でも安心して過ごせる取り組みが行政の役割だ

と考えている。新型コロナウイルスについても継続して市で取り組む。 

・52ページは全体的な介護保険サービスについての記載である。要介護・

要支援認定者は高齢者の増加と共に増えており、認定者の増加による給

付費の増加が今後も見込まれる。 

・53 ページは居宅サービスについての一覧であり、細かく分類されてい

る。アンケート調査によるとホームヘルパー不足の問題があり、何かし

ら支援が出来ないか検討していく。 

・54、55ページについて、地域密着型サービスは地域に密着した小規模な

介護サービスであり、通常の広域型のサービスに比べて定員人数の規模

が縮小している。未整備の施設については、夜間対応型の訪問介護や看
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護小規模多機能型居宅介護がある。経営的に苦労するサービスは事業者

の参入がないのが実情である。55ページには小規模サービスの他に施設

系サービスの記載がある。特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介

護医療院があり、介護医療院は比較的新しく出来た制度であり、以前は

介護療養型医療施設、医療療養型介護施設とされてきたものだが、今ま

で医療でみていた部分を一つにまとめて介護医療院として、日常的な医

学的管理、看取り、ターミナルケア、生活施設としての機能を備えた新

しい施設として用意されている。介護医療院については市では未整備で

ある。 

・56ページは今後の見込みであり、介護サービス以外のサービスもあわせ

て記載している。４月１日時点の利用率も表記させていただき、施設系

サービスでは全体で 88.2％使用されているが、その中に白井市の被保険

者は 41％である。地域密着型の施設は基本的には白井市民しか使用出来

ないので、89.9％となっており、白井市民の需要がそこまで高まってい

ないと感じている。サービス付き高齢者向け住宅は、基本的には一般の

住宅に近いものとなるが、サービスが入っている施設であり、併設され

る事業所によって介護サービスの提供が行われることが多い。来年度に

26床定員の施設が完成する予定である。介護医療院等、未整備の施設に

ついては今後検討が必要だが、全体の利用率等を勘案して第８期中の施

設整備について現時点では予定していない。 

・57ページの負担軽減サービスについて、一部国の制度の見直しにより段

階をわけて収入に応じて負担を細分化することが示されている。 

・サービスの見込み量等を整理したものが 58、59 ページである。国の介

護報酬改定が明確に示されておらず、0.7％増となっているが実際にど

このサービスの点数が変わるのか示されていないため、ここには反映さ

れていないが、大きく見込み量が変わることはないと考えている。2020

年度はコロナの関係で給付費の延びが鈍化している。 

・60、61ページは適正なサービス利用・提供の推進とし、今まで出てきた

介護サービスを使用する上での適正なサービスの点検として、国から介

護給付適正化事業が５つ位置付けられている。介護給付通知については

第 7期計画ではやっていなかったが、第８期に盛り込んでいる。 

・62ページの介護サービスの質の向上について、事業者に対し、適正なサ

ービスが提供されないと利用者に不利益等がかかるため、それに対する

指導や監査を行っている。介護職員実務者研修の補助、事業者への全体

的な支援も実施していきたいと考えている。 

・63ページからは予算についての記載であり、介護保険特別会計で国から

もらう負担金を整理しているが、介護保険の給付費については、単年度

35、6億円程度を推移し、予算の 90％を占めている。地域支援事業とし

て、第１章から第３章まで展開してきたもののお金を地域支援事業費で

整理しており、全体の７％の２、３億円程度で推移している。 
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・64 ページは公費の負担等が整理された表になっている。消費税 10％に

伴い、国が介護保険料の負担軽減制度を行い、非課税世帯、特に収入等

が少ない方は介護保険料が安くなっている。 

・負担や今後の介護給付の見込み等をあわせて 65 ページで保険料を設定

している。第７期の介護保険料については、月額 4,600円、年額 55,200

円となっており、その費用負担が所得に応じて変わってくる制度となっ

ている。全国平均では 5,869円、県平均では 5,265円で、白井市は安く、

県内で下から６位、全国でも下から 51 位となっている。今回、第８期

の介護保険料を算定する上で、内部協議を行い、市長とも相談したが、

ここ数年の介護給付が思ったほど延びておらず、保険料が基金に貯まっ

ていることから、これを活用することで月額 4,600円を維持したいと考

えている。計算は複雑だが、介護給付、地域支援事業の給付費を被保険

者数の見込みで割り返し、年額 55,200円、月額 4,600円となっている。 

・65ページ(２)について、８億２千万円と記載があるが、８億４千万円と

訂正願いたい。 

・66ページに介護保険料の設定が出ているが、基本的には第７期と変わら

ない料金設定となっている。国で所得の段階が見直されたこともあり、

第７段階から第９段階のところで 200 万円だったところが 210 万円、

300 万円だったところが 320 万円に変更されている。今後の介護保険料

の見込みについて、サービス料の増加、給付費の増加が見込まれるため、

第９期中の介護保険料については 5,000円以上になる可能性がある。今

後のサービスの見込みを建て直し、第９期の計画を立てていきたいと考

えているが、上がる傾向はやむを得ないことをご理解いただきたい。 

・67ページの今後の対策について、数値指標による進捗管理、事業の評価

等、介護保険運営協議会の皆様の意見を伺った上で計画を作らなければ

ならない。介護保険は３年でどんどん制度が変わるため、制度改正や地

域共生社会など、柔軟に対応する必要があり、高齢者が生活しやすい環

境を作らなければならない。エレベーター問題、移動支援問題について

は、少しずつサービスの拡充に取り組んでいきたいと考えている。 

・資料２について、第７期中に出来なかった事を整理した。介護給付通知

については費用対効果を見込んで見合わせていたが、来年度からは実施

する予定である。企業向けの認知症サポーターについて、実施したが上

手くいかなかった。地域包括ケアシステムのガイドの作成については、

予定より遅れている状況である。外出支援、エレベーター問題等、第７

期計画で検討としていたものについて、引き続き実施に向けた検討を進

めたい。エレベーターの無い団地の問題については、スカラモービルを

所持している事業者にヒアリングをしたところ、意外と使用されておら

ず、適切な知識を持った人でないと事故が起きる可能性があるので、物

品の導入も検討はしているが、支援策として良い答えに至っていない。

ヘルパーの増員等でフォローが出来ないかも含め、検討をしている。 
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【議長】 

【質疑応答】 

〇今までのところで質問はあるか。質問者はあらかじめページ数を言った

上で発言していただきたい。 

【委員】 〇25 ページの認知症施策について、認知症予防の取り組みを続けてきた

が、令和３年度は予算化されていないのか。今後はどのように考えてい

るのか。 

【事務局】 〇ボランティアセンターの地域教室として実施している事業である。 

【委員】 〇ボランティア連絡協議会に委託して予算化はされていないのか。 

【事務局】 〇これまではボランティア連絡協議会に委託をしていたが、コロナの関係

で今年度は実施出来ていない。このタイミングで、別の方法を検討して

いくために、令和３年度は予算化していない。 

【委員】 〇今年度は集まらなかったということか。 

【事務局】 〇今年度は実施出来ていない。令和３年度以降は別のやり方で検討してい

く。 

【委員】 〇29 ページの現状と課題の上から３つ目、30 ページの現状と課題の上か

ら４つ目について、地域包括支援センターを強化することに異論はない

が、受け身型に感じている。楽トレの DVDを自治会の集会所でやるとい

う提案もあったように、もう少し自治会と連携して説明会や相談会を実

施すべきと考える。広報を見ても複雑で理解が出来ないので、住民と密

接なところで実施していただきたい。 

【事務局】 ○今までは、認知症講座や終活支援講座等、テーマ型の講座を行ってきた

ので、地域包括そのものを周知していなかった。 

【委員】 ○個別の相談会を実施した方が参加しやすい。 

【事務局】 ○なるほど行政講座等、市の職員が説明会を実施したり、楽トレ体操も自

治会で実施してきたが、もう少し行政の職員が行動的に実施した方がい

いという提案か。 

【委員】 ○地域で支える高齢者福祉であれば、地域社会と密接なところで推進する

ことが理想ではないか。 

【事務局】 ○出来るところは検討していきたい。 

【委員】 ○現状をよく把握し、課題の抽出もかなりよく出来ていると感じた。提案

として、28ページの数値目標の項目「ご近所支え合い会議開催数」につ

いて、今年度２回開催していることを知らなかった。ゴミ捨てを行って

いる事業の方のうち、すでに３名の方が手をあげていると聞いているの

で、今後は白井市の全地域で開催したらいいのではないか。 

○地域包括支援センターについて、22年度から基幹型になったら、一般住

民は自分の地域にある委託された地域包括支援センターで相談しなけ

ればならないのか。 

【事務局】 ○現状は担当地域以外も相談を受けている。基本的には今後も受けるが、

相談後アドバイスをして１回で終了すればいいが、計画的な関わりが必
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要になってきた場合は担当包括に持ってもらい、困難性が高い内容につ

いては市職員が一緒に対応する。 

【委員】 ○委託の包括支援センターは職員の交代が多く、白井市の包括支援センタ

ーに話を持って行った方が頼りになる。 

30ページの今後の主な取組の上から２つ目について、今までは関係が希

薄な部分があったので、横の繋がりを強化することで民生委員・児童委

員のやり甲斐に繋がると感じた。 

【委員】 ○56ページの施設の名称が分かりにくい。住民から相談を受けて地域包括

に持って行くが、ある程度まで話が進み、DVの問題等については警察や

ケアマネが介入するが、その後の連絡が何もない。横の繋がりが少ない

と感じている。白井市は健康に力を入れているが、「介護認定されない

人をつくること」に力を入れて進めていただきたい。 

【事務局】 ○その後の連絡については、伝えられない場合もあるのですぐに判断は出

来ないが、体制の問題があると考えられる。介護予防の取り組みについ

ては、施策体系の一番前に持ってくるか悩んだが、バランス等を考えて

第２章に置いている。介護予防の取り組みが広がることが重要であり、

健康で長生きしていただきたいと考えているので、重々承知した上で取

り組みたいと考えている。 

【委員】 ○47ページについて、認知症の方も含めて、家族への支援が必要である。

今年度はコロナの関係で家族会の活動が上手く出来ていないが、家族会

については当事業所で毎月活動しているが、「認知症家族会等ピアサポ

ート」のように、家族同士のサポートや、理解者、正しい知識、専門家

からの教育と当事者同士のサポートが必要である。物理的な問題で参加

出来ない人もいるが、潜在的に足を運べない方を拾える事は出来ないか

と考えている。住民と密になるようなところに家族教室等の設置、介護

の専門家からの意見もそうだが、心理師などの専門家による家族への情

緒的な部分のサポート、精神的なサポートが必要である。 

【議長】 ○各種業種の研修会についても、計画の中に入れていただきたい。 

【委員】 ○市町村によって違うと思うが、以前は、転入の際に地区の民生委員を教

えてくれたが、現在は民生委員を知らない方が多い。民生委員を知れば、

困り事の相談時に地域包括支援センターに繋げてくれるので、転入の際

や民生委員が変更した場合は、役所で知らせていただきたい。 

【事務局】 ○民生委員については社会福祉課の管轄なのでこの場で回答するのは難

しい。 

【委員】 ○市広報で３年に１回、地域の民生委員の名前、担当区を開示している。

電話番号は開示していない。リーフレットの配布やポスティング、電話

通知、訪問等の実施については、今後も促していきたいと考えている。 

【委員】 ○24ページの今後の主な取組の上から４つ目、「情報共有ツールとしての

ICTの活用」とはどのようなものがあるのか。 
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【事務局】 ○提供している企業がいくつかある中で、医療従事者・介護従事者等の使

い勝手が良いものを検討し進めている。今年度中にシステムを導入し、

本稼働は来年４月を予定している。不安もあるが、活用出来ている事例

を増やし、将来的には情報連携を上手く出来る制度を作っていきたいと

考えている。 

【委員】 ○現在は介護者を通じて情報の共有を行っているので、ツールを使用し、

横の繋がり強化に役立てていただきたい。 

【委員】 ○24ページの主な取組の下から２つ目、「救急医療情報キット」について

説明を願いたい。 

【事務局】 ○「救急医療情報キット」は、かかりつけ医・服薬歴・緊急連絡先等が記

載されているシートが筒状になっており、玄関と冷蔵庫で保管すること

により、救急隊が来た時に一目でわかり搬送時間の短縮に繋がるもので

あり、それを市民に無料で配布している。高齢者を搬送した場合、救急

隊から地域包括へ連絡がいく仕組みを現在整えており、キットを持って

いない方には連絡して配布をしている。 

【委員】 ○隣の家はそれを知る必要がないものという認識でよろしいか。年配の方

に対しての普及であり、全市民に対しての普及ではないということか。 

【事務局】 ○高齢者がいない世帯にも知っていただきたいと考えている。 

【委員】 ○積極的に取り組んでいただきたい。各ページの表について、2018年度か

らの実績と 2023 年までの見通し、見込み数の記載があるが、内容によ

り伸びていない数字と伸びている数字があるが、何か根拠になるデータ

はあるのか。 

【事務局】 ○数字については、各担当事業の展開の状況等に応じて数字を入れている

のが実情である。複数の事業を展開しているので、ある程度の上限があ

る。ガイドブックやパンフレット等については、配布の見込み数に応じ

て見込みを立てているので、一概に全部の数字が伸びるようには作られ

ていない。 

【議長】 ○32 ページの表について、高齢者の虐待相談が来年度から 10 件ずつ増え

る見込みとなっているが、どのような根拠でこの予想がされているの

か。根拠が無ければ記載しない方がいいのではないか。 

【事務局】 ○相談支援延べ件数であり、虐待発生件数とイコールではない。出来るだ

け細やかな支援をしていく必要があると考えている。 

【議長】 ○見込み数を立てると、その見込みとずれていることで、実績としてこれ

に到達出来たかどうかの評価の時に影響が出てくるので、見込みの根拠

が難しいものは立てない方がいい。23 ページと 18 ページに関係するこ

とだが、18 ページでは A 圏域と B 圏域の２つに分かれているが、23 ペ

ージの担当地域で分けた時、七次台小学区がずれてしまう。分け方の根

拠はあるのか。 

【事務局】 ○18ページの圏域については、介護・福祉資源等のバランスのいい配置が

されているかで設定しており、23ページについては地域包括支援センタ
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ーの担当圏域なので、高齢者のフォローをするための圏域設定であり、

そこで差別化が図られている。 

【議長】 ○実務上問題がなければいい。 

【委員】 ○スカラモービルについて、団地の５階に住んでいる方を２人がかりで対

応しているケース等があった。スカラモービルがあっても使わないのは

勿体ないので、皆で共有出来る仕組みがあればいいのではないか。 

【事務局】 ○貸し出す方法も考えたが、既にスカラモービルを持っている事業所との

兼ね合い等で二の足を踏んでいるので、今後検討していきたい。 

【議長】 ○事務局は本日いただいた意見を素案に反映し、市民へのパブリックコメ

ントを実施することとなるが、他に意見があれば直接事務局へ連絡して

いただきたい。   

【事務局】 議題２ その他 

・本日いただいた意見も踏まえ、文言等の見直し調整を行い、１月 15 日

号の広報でパブリックコメントの周知を行う。パブリックコメントの期

間は２週間で、その内容に応じて計画に反映させるもの等があれば再度

検討する。会議にかける必要のものがあれば運営協議会を開催させてい

ただくが、会長との相談の上、一部修正等で対応できるものは文書等を

用いた対応を予定している。パブリックコメント等の報告は、２月を予

定している。 

・３月中に最終的な計画の決定、印刷製本等を行い、４月から第８期の計

画がスタートする予定である。    
会議終了。－閉会－ 

 


