
令和２年度第１回白井市介護保険運営協議会 会議録（概要） 

開催日時：令和２年８月２６日（水曜日） 

会議方法：書面による会議 

議 題：①第８期白井市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定に係るアンケート調査結果

について 

②アンケートなどから見えてくる課題・ポイントについて 

③その他 

 委員から出された意見及び事務局からのコメントは別添のとおり。 

 

 

  



令和２年度 第１回白井市介護保険運営協議会 委員意見 

分野 内容 事務局コメント 

全体  課題・ポイントについては理解しました。 

 これを具体的な施策につなげるならば、それぞれ

要望している方の人数が重要ではないでしょうか。

資料１にはアンケート結果がグラフとして記載され

ているが、「％」の表記となっている。例えば、エ

レベーターであれば、何台が必要とされているの

か。外出の手段であれば、⑧介護施設整備の必要性

のように、循環バス利用状況等の詳細が明示されれ

ば、より詳細なニーズの把握ができる。 

資料２では、詳細が追え

るよう、項目ごとの母数

がｎで示されており、結

果の割合から逆算できる

ようになっていますので

参考にご覧ください。事

業化等の検討において

は、ご指摘のとおり詳細

な数値が必要と考えま

す。 

全体 ○サービスが複雑だと余計なコストがかかります。

制度改正は止むを得ませんが事務コストを減らし

て、直接給付を増やす努力が必要だと思います。 

事務コストについては、

一般会計からの繰出しと

なっており、介護給付費

等に係る費用とは、切り

分けて予算が運用されて

います。 

全体 高齢者の思いがよく伝わってくるアンケートだと思

いました。高齢化は避けて通れぬため、それをどの

ように豊かな老後を過ごすかにかかっています。皆

様が地域コミュニティに溶け込みたい気持ちが結構

あり、これが本音かなと思います。ＵＲなどのエレ

ベーター問題はこれからはかなり障壁になると感じ

ます。齢８５が「森林限界」ならぬ「歩行限界」と

なるようでそのあたりも支援方法を探りたいもので

す。 

課題整理・計画案への参

考意見とさせていただき

ます。 

エレ

ベー

ター 

①エレベーター問題：外出頻度の減少とＡＤＬ低下

のみならず、フレイルによる介護度重症化も考慮す

る必要がある。 

課題整理・計画案への参

考意見とさせていただき

ます。 

エレ

ベー

ター 

1.エレベーターのない団地問題 昭和 50年代に建設

された団地等は、今後、老朽化及び耐震性の問題か

ら建て替えの時期が到来する。行政として建て替え

に直接関与できない問題ではあるが、市全体の団地

等の建設時期についてデータを公表するとともに、

他の自治体(多摩市など)の事例を研究する時期にき

ている。 

介護・高齢者分野だけで

は解決しない問題です

が、ご指摘のとおりと捉

えています。 



分野 内容 事務局コメント 

エレ

ベー

ター 

１．住環境について 

エレベーターのない団地が多いが、清水口、堀込等

の団地では、１Fであっても階段の昇降が必要な環

境である。通所事業所によっては、車いすでの対応

が上層階では困難であり、利用者が通所サービスを

利用したくても諦めざるを得ない状況がある。スカ

ラモービルなどの昇降機は高価で事業所が単独で用

意する事は難しく、貸与できるような仕組みがある

とよい。 

ご指摘のとおりと捉えて

います。 

エレ

ベー

ター 

➀エレベータ問題については、１０年以上前からの

懸念事項と捉えられていますが、そこに住む高齢者

の外出をスムーズに出来るような支援の施策が出来

ていない、重要課題として早急な取り組みが必要と

感じる。④にも大きく関連している。 

ご指摘のとおり長年の問

題であり、介護・高齢者

分野だけでは解決しない

問題ですが、事業化への

参考とさせていただきま

す。 

移送

外出

支援 

④移送サービス・外出支援の需要：介護保険非該当

者が８０％程ある。外出支援が必要な非該当申請者

も多いように思う。介護予防のため、外出、他者、

外界との接触は重要と考える。 

ご指摘のとおりと捉えて

います。 

移送

外出

支援 

4.移送サービス・外出支援の需要について 

①外出支援サービスが要介護 3.4.5及び障害者に限

定されているので、サービスを受けられる範囲を広

げる必要がある。(要介護 1.2 要支援1.2) 

②渋川市等が実施している移送サービス(あいのりタ

クシー)について、研究する必要がある。 

移送・移動支援について

は、介護・高齢者分野だ

けでは解決しない問題で

すが、ご指摘のとおり

様々な方法を含め検討す

る必要があると捉えてい

ます。 

移送

外出

支援 

２．自宅での生活を望むが、家族負担が大きい。本

人の外出が必須な通院のサポートは急務だと思われ

る。ADL低下だけでなく、認知症により通院が難し

い方もいる。介護タクシーは高額で利用を控えてし

まう。緊急で車いすを借りる事ができない。等、柔

軟で利用しやすいサポートが必要。 

移送・移動支援について

は、介護・高齢者分野だ

けでは解決しない問題で

すが、ご指摘のとおりと

捉えています。 

介護

人材 

特にありません。介護職員不足問題では、市内事業

所の合同就職説明会の開催等を市の協力を得て出来

ると良いと思います。 

本年度は、中止となりま

したが、過去にも合同就

職説明会を開催した実績

があり、継続的な実施の

必要性を感じています。 



分野 内容 事務局コメント 

介護

人材 

⑤介護職員等の人材不足 

前回運営委員会で、外国人の人材は？との意見が述

べられたと記憶しております。2018年政府はベトナ

ム政府と同国から介護人材の受け入れ、拡大で合意

しており１年内に3,000人、2020年夏までには

10,000人の数値目標を設けたと報道で見ました。

10,000人の介護人材が技能実習制度を通して日本で

働くことができるよう政府間で合意。2020年は世界

中がコロナという未曽有の災害で前に進むことはで

きていませんが、私の意見として今後、外国人人材

の受け入れる働きを、白井市も介護業界に拡大して

いくように願いたい。 

市内の一部施設では外国

人介護職員の採用を進め

ており、今後、他の事業

所においても、人材不足

の対策として、まずは情

報共有などを図る必要性

を感じています。 

介護

人材 

６．介護職員の確保と定着 

・介護職求職者には未経験でかつ年齢層が高い方の

割合が高くなっている。本人も不安だが、事業所と

してもすぐに離職されてしまうのではないか？とい

う不安がある。双方の不安を解消できるような仕組

みが必要。 

ご指摘の内容は、簡単に

は解決しない難しい問題

と捉えており、課題整

理・計画案への参考意見

とさせていただきます。 

介護

人材 

・また、介護職員の高齢化もあり、若い人が介護の

仕事に関心を持てる取り組みが必要。小学生、中学

生、高校生等に対して、介護の仕事の魅力を伝える

など介護の仕事を身近に感じられるような環境づく

りが必要。 

 

介護

人材 

・資格保有状況（P29)では、比較的若い世代の女性

（20-30代）では、「いずれも該当しない」と答え

たのが 45.8％と高い。その中では無資格で就労して

いる方が一定数いるのではないか？無資格の方が就

労しやすく、キャリアアップができる取り組みも必

要ではないか。 

 

認知

症 

３．認知症に関する相談窓口、および認知症ケアパ

スの認知度がかなり低い。認知症ケアは早期に支援

を開始する事が重要。そのためにもいち早く相談で

きる事が必要。認知症発症や支援が必要となる前か

ら周知されている事が望ましい。 

ご指摘の内容は、介護が

必要となってくる場合の

根底の問題の一つであ

り、継続的な取り組みが

必要であると考えます。 

認知

症 

○資料 1の 11ページ下段「結果からいえること」 

・物忘れの自覚を放置せず、早期に対応するための

具体的な取り組み 

課題整理・計画案への参

考意見とさせていただき

ます。 



分野 内容 事務局コメント 

認知

症 

認知症についても、家族がどう対応するべきかを？

市として、自治会などを通じて知らせていくように

して欲しいです。 

計画案への参考意見とさ

せていただきます。 

在宅

介護

等 

③在宅介護・在宅での生活を維持するための問題：

介護度が上がるほど就労との両立が難しい。介護サ

ービス充実と有効利用が必須と感じる。 

課題整理・計画案への参

考意見とさせていただき

ます。 

在宅

介護

等 

○資料 1の 17ページ下段「結果からいえること」 

 入所施設への期待が高まるが、実際は待機や経済

的な問題で利用または継続利用が難しいこともある

のではないかと思います。本人が在宅介護、在宅で

の生活を希望することと、実際の介護負担の問題に

は少しずれがあるようにも思います。介護離職を回

避するためにも入所環境の整備を考えることも必要

なのではないでしょうか。もちろん人材不足など施

設側の課題の解決も必要なことです。 

在宅介護、施設入所、人

材不足、保険料、介護離

職については、密接な関

係となっており、ご指摘

のとおりの意見がある反

面、判断を慎重に期すべ

きものと考えています。 

在宅

介護

等 

５．介護者の方が不安に感じる介護等についての設

問からも、認知症への対応に関する関心が高いもの

と思われる。また、介護者への心のケア（家族会や

家族教室）の必要性もある。 

課題整理・計画案への参

考意見とさせていただき

ます。 

在宅

介護

等 

良くまとめられていると思います。 

ただ、気になる事は、看病や世話をしてくれる人に

配偶者、子供を求める意見が多いですが、実際一人

暮らしの方や結婚されない子供達が増えている事か

らどう対処するべきかが不安です。（補足：一人暮

らしや未婚がいけないという意見ではない。） 

課題整理への参考意見と

させていただきます。 

終末

期 

②高齢化による身体的・精神的衰え：終末期に受け

る医療・療養について過半数が話し合ったことがな

いとなっている。市として講演会など話し合うきっ

かけや知識を与える場を提供できる方法はないか？ 

課題整理・計画案への参

考意見とさせていただき

ます。 

介護

認定 

・他に介護区分に対する不満があるか？あるとすれ

ば具体的な内容もあるといいと思う。（申請してい

るが、認定されない場合も含めて） 

認定区分を変更したい場

合は、区分変更申請もで

きるため、審査請求（不

服申立）に及ぶケースは

最近ではありません。 



分野 内容 事務局コメント 

介護

サー

ビス 

資料4も含め気になる事項を下記に述べます。 

○資料 1の 4ページ下段「結果からいえること」◆

の 2番目 

・身体的に不自由なのに、「認定」がないと介護サ

ービスを受けられない。所謂「狭間の問題」 

・自己負担(経済負担)の関係で「サービス利用を控

える問題」 

総合事業については、認

定が無くても一部のサー

ビスを使うことができま

す。経済的な面から支出

を抑えたいケースは、か

なり難しい問題と捉えて

います。 

市の

事業 

４．市事業への参加希望について 

介護予防や、認知症に関する教室の関心の高さが伺

える。コロナの影響により今年はほぼ開催されてい

ないと思われる事からも、来期より、コロナ情勢を

見極めつつ、開催を強化していく事が必要。 

課題整理・計画案への参

考意見とさせていただき

ます。 

市の

事業 

2.高齢化による身体的・精神的衰えについて 

 成年後見制度は、認知症などで財産管理能力を喪

失した方の財産を保護する制度となっている。制度

開始から20年が経過しているが、成年後見制度を利

用する方は少なく、一方で認知症の方は増加傾向に

あるため、成年後見制度や日常生活自立支援事業の

周知を図ることに加え、受任者側の体制を整備する

必要がある。 

課題整理・計画案への参

考意見とさせていただき

ます。 

情報

発信

等 

市の事業(健康や介護予防に関するもの)や地域活動

についてのアンケートなどでは、高い意識結果が出

ているが、実際には参加している高齢者は限られて

いる様に思われる。こうした事も含め、高齢者への

情報が行き届いていない、(私自身は市や社協からの

情報発信は出来ていると思うが）のではないか……

高齢者向けの広報紙の作成などで、必要な情報を必

要な人へ分かり易く発信し、高齢者の外出意欲を高

め、交流を図ることが重要なポイントであると考え

る。 

課題整理・計画案への参

考意見とさせていただき

ます。 

 


