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第３回 伊賀市高齢者施策運営委員会 会議録 

 

                                       日時：平成２３年１２月１日（木） １４：００～ 

場所：大山田福祉センター ふれあい広場 

 

所属等 名 前 所属等 名 前 

泉 美幸 堀井 博文 

大越 扶貴 矢谷 憲一郎 

門田 進 

委員 

藪内 勝 

杉森 吉祥 介護高齢福祉課 清水 健司 

田中 哲生 中 ひとみ 

壷田 律子 川口 光博 

中林 豊 

介護事業係 

廣瀬 智和 

中森 あつ子 高齢福祉係 森 義尚 

子日 光雄 矢谷 恵津子 

橋本 久美子 
地域包括支援センター 

二階堂 樹 

出

席

者 
委員 

服部 明 （株）エディケイション 大野 

 

（協議内容） 

１ あいさつ 

 事務局： 

  定刻となりましたので、只今から第３回の「伊賀市高齢者施策運営委員会」を開催させ

ていただきます。本日、12 月に入りまして大変お寒い中、皆さんご出席いただきまして

ありがとうございます。 

  それではまず事項書に沿いまして、大越委員長様よりご挨拶を頂戴いたします。よろし

くお願いします。 

 

 委員長： 

  みなさんこんにちは。よろしくお願いします。 

 

 事務局： 

  本日の運営委員会でございますが、委員 19 人中、本日ご出席いただいております方 14

人でございますので、会議が成立していますことをご報告申し上げます。 

  それでは、事項書に基づきまして、事項書の２番「委員の交代」ということですけども、

委員が８月末をもちまして介護相談員としての任期が満了となりましたことに伴いまし

て、職を退かれましたので、後任ということで、介護相談員としてご活躍なされておりま

す委員に交代となっております。委員様、どうぞよろしくお願いします。 

 

 委員： 
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  よろしくお願いします。 

 

 事務局： 

  本日ご協議いただきます「第５期事業計画の素案」ということなんですけども、ご協議

いただきました内容を事務局のほうでまた取りまとめさせていただきまして、当委員会の

「中間案」とさせていただき、「市議会への報告」また「パブリックコメントの実施」を

予定しておりますので、活発なご議論等よろしくお願いいたします。 

  それでは、議事のほうを委員長のほうで進めていただきたいと思いますので、よろしく

お願いします。 

 

 委員長： 

  では、皆さん伊賀市高齢者施策運営委員会、「第５期伊賀市介護保険事業計画素案」に

ついて検討したいと思いますので、まず、事務局のほうからご説明をお願いします。 

 

 事務局： 

  それでは「伊賀市高齢者輝きプランの素案」につきまして、これから委員の皆様にご意

見をお伺いさせていただくために、少しご説明のほうをさせていただきます。 

  初に「第５期計画」につきましては、基本的には「第４期計画の基本方針を踏襲する」

というということになっておりますことを念頭に計画を進めさせていただきたいと思い

ますので、ご了承ください。 

  介護保険制度は平成 23 年度で 12 年目となり、高齢者の介護を社会全体で支える仕組

みとして定着してきました。市や高齢者を取り巻く課題に対し、解決する方策と目指す目

標を定めるため、「高齢者福祉計画」と「介護保険事業計画」を一体的に策定しておりま

す。 

  「第５期計画」の策定においては、「団塊の世代」と言われる昭和 22 年から 24 年生れ

の人たちが全て 65 歳以上となります。今後の長寿社会を見据えた計画としなければなら

ないと考えております。そこで今回、先にお送りさせていただきました「伊賀市高齢者輝

きプランの素案」でございますが、先にも申しました通り「第４期の踏襲」ということで、

ほぼ大きく変わっているところはございませんが、今回の制度改正で新たな介護サービス

の追加といたしまして、主なものといたしまして、資料として前回と同じもので「介護サ

ービスの基盤強化のため介護保険の一部を改正する法律の概要」をお手元に配付させてい

ただいてあると思うのですが、こちらの資料のほう、２ページ、３ページのほうをご覧い

ただきたいと思います。 

  まず、資料の２ページ目の 24 時間対応の「定時巡回随時対応型訪問介護看護」、また、

資料の３ページ目の小規模多機能型居宅介護と訪問介護など、複数の居宅サービスや地域

密着型サービスを組み合わせて提供される「複合型サービス」、そして、市町村の判断に

より、要支援者、介護予防事業対象者向けの介護予防、日常生活支援のためのサービスを

総合的に実施できる制度。地域包括支援センターが利用者の状態像や意向に応じて予防給

付で対応するのか、また、新たな総合サービスを利用するのかを判断する「介護予防・日

常生活支援総合事業」の３点が主なものとなっております。 
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  この主な３点の介護サービスについて、伊賀市としてどのようにしていくのかを考えて

いきたいと思います。また、「介護予防・日常生活支援総合事業」につきましては、前回

からも少しお話をいただいており、輝きプランの素案を見ていただきまして、24 ページ

を開けていただき、そこの下から５行目にも反映させていただいておりますが、現在、市

といたしましては、地域の実情に即し、日常生活にも支援に関する事業や介護予防事業を

展開してきており、それを統合することは現段階では困難であると判断しています。また、

要支援の方たちに大きな影響を与える制度の変更なので、様々な調査を踏まえ、しっかり

と時間をかけて慎重に検討すべきと考えております。そこで「第５期計画」においては、

本事業の導入は見送ることとして、その調査・研究といいましょうか、そのメリット、デ

メリットを検証するということを提案いたしたいと思います。なお、今後導入の経費につ

いては、国から示される財源等踏まえ、対象者のニーズや事業者の参入意向などを把握し

ながら検討していきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。また、他の

２件につきましては、現在プランには掲載させていただいておりませんが、これらをどの

ようにすればよいのか話をしていきたいと思います。 

  また、先に送らせていただきました資料の中に、前回委員会におきまして、副委員長様

より大変ご心配をいただいておりました介護職員等による痰の吸引等の実施についてと

いうことで、資料のほうがインターネットにございましたので同封させていただきました

ので、見ていただいたかと思います。また、先にお送りさせていただきました「伊賀市高

齢者輝きプランの素案」の人口推計のところですが、こちらのところと、お手元に本日配

らせていただきました、介護保険のサービス量の見込みの資料２の人口推計のところが、

平成 22 年の実績と平成 23 年の実績の数字等が若干違っているんですが、これにつきま

しては、現在の人口推計は介護保険サービスのサービス量の資料のほうを基に、修正をさ

せていただきたいと思いますので、また後日、修正のほうをさせていただいて、お送りさ

せていただきたいと思います。また、この「輝きプラン」の内容や数字等の確認を各担当

課、係におきまして只今、お願いしているところでおりますので、調整し、また修正でき

たものを 12 月の中旬には委員の皆様にお送りをさせていただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。以上です。 

 

 委員長： 

  ありがとうございました。まず今回の「第５期」に関しては、ほぼ第４期の踏襲である

ということが一つです。そして、その上で主な改正点３つありますけれども、主な改正点

３つについて説明していただきました。「定時巡回随時対応型訪問介護看護」と「複合型

サービス」、それから、この素案のほうに載っています「介護予防・日常生活総合支援事

業」、この３つが主な改正点になります。 

  この伊賀市においては、「定時巡回随時対応型訪問介護看護」及び「複合型サービス」

については、プランに掲載しておりませんので、そのへんのところ、若干ご説明事務局の

ほうからしていただいてよろしいですか。それとも、ここで議論したほうがよろしいでし

ょうか。 

 

 事務局： 
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  委員会のほうで、まず議論をお願いしたいと思います。 

 

 委員長： 

  では、「定時巡回随時対応型訪問介護看護」と「複合型サービス」は、一応プランには

掲載していないということなんですが、皆さんの率直なご意見をお願いしたいと思います。

事前に「主な変更点」ということで、皆さんのほうへ送付して意見を求めましたが、ご意

見がなかったんですね。この際ですので、ぜひご意見を伺いたいと思います。必要である

かないかという白黒のご意見でも構いませんし、必要であるなら「どうして必要なのか」、

この２つのものだけ 初に討議したいと思います。 

 

 委員： 

  居宅介護支援事業所、そういう事業所があると思うんですけども、そういうところから

ニーズとかそういうものは出ていませんか。具体的に日常活動の中で事業所があるんです

けれども、その中から「24 時間対応」とかですね、「随時対応」とかいうもののそういう

要望とかは基本的にはないんですか。 

 

 事務局： 

  この新しいサービスについては、全てまだ内容が把握できていないところの事業所さん

もあるかと思うんですけども、１月にさせていただいたアンケート調査では、「訪問看護

は、さらに必要」というご回答をいただいておりますが、「24 時間対応の随時」というこ

とに関しては、事業所のほうから、まだ答えをいただいておりません。 

 

 委員： 

  国が求めているのは、施設並みの事業をいわゆる地域包括ケアという中で日常生活圏域

の中で整備をしていくというのが、その発想してきたと思うので、我々の街でそういうこ

とが家族介護の中で解消されていくなら、多分、これ非常に対応するのはヘルパーさんの

事業所としては非常に、都市型であればできるんですけども、これだけ伊賀市みたいな人

口が拡散した中でこんなサービスをやるっていうのは、非常に現実には難しいと思うんで

すけども、ただ、ニーズがあればそれに応えていかなければいかんわけですけれども、そ

このところのバランスだと思うんですけども、実態として、ケアマネの事業所さんからそ

ういうお声がないということは、例えば、家族からもそういうお声がないということかも

わかりませんけれども。 

  ただ、独り暮らしの方が「声なき声」という情報があると思うんです。そこら、介護事

業者としての立場、あるいは、地域としての立場、皆さんご出席されているそれぞれの立

場からご意見を出していただいたらと思うんですけれども、現実的には、ヘルパーの事業

所としては、大変難しい問題、短時間で広域を回って、夜間もというのは非常に現実には

難しいとは思うんだけれども、ニーズがあるならなんとかして応えようという姿勢も大事

だと思いますので、そこらをご議論いただいたらどうかなと思うんですけども。 

 

 委員長： 
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  ニーズがあるならということは、潜在的なニーズを汲み取る必要があるんじゃないかと

いうご意見があったんですけど、例えば、前々回の会議の時だったと思うんですが、実は

大手のヘルパーサービスのところで、この定期巡回と随時ということについてのニーズと

いう意味ではたぶん夜間の排泄の問題が も大きくて、それに対応すべく、世田谷のほう

でトライをしているということですが、今のご意見にあったように、集中的に、例えば「高

齢者住宅」とか、その場所が集中している、アクセスが非常にいいとか、そのニーズ、「ち

ょっと、おしっこ失禁しちゃって、15 分ぐらいで来てもらえたらすっきりするのに」と

いう、その「15 分」の即対応できるっていう即応性みたいなところが求められていると

いうところから、今それが果たして、現実とした時に可能なのかどうかということも含め

て、皆さんの意見を伺いたいと思いますが、意見がない時は、こちらから名指しをさせて

いただこうかなと思っているのですけれど、どうでしょうか。 

 

委員： 

  まず、今のお話をさせていただく前に、ちょっと訂正だけさせていただきます。私自身

が、昨年まで代表を務めておりましたけれど、本年度「事務局」ということに変わりまし

て、こちらのほうに配られている資料の中に「代表」ということで記していただいており

ますので、訂正のほうよろしくお願い申し上げます。 

  この２点についてですけれども、家族が需要がないというわけではないはずなんです。

というのは、どうしても在宅で介護という風に国のほうが施策として進める中で、在宅で

家族が、 終看取りまでの中でなかなか医療、また福祉のケアは届いてないというのも現

状であり、「必要がない」「ニーズがない」ということは全くないと思います。 

  ただ、声を上げても今の現状として難しいという中で、ほとんど施設入所ということで、

もう 終的には「家で看れない」「お世話になれない」「助けてもらえない」ので、ほとん

どの方が 10 ヵ所、20 ヵ所も申し込まれて施設入所、空きを待たれるという現状なので、

このサービスがあればそれは本当に望ましいことだと思います。ただ、今回のこの２つの

施策の中で、この「24 時間対応」の特に、「定時巡回随時」というところでの括りの中で

の明確なものが、まだはっきりと家族として見えてこないんです。介護保険の中で、要介

護度「重度」となってます、そうすると、「寝たきり」「看取り」にならないと看てもらえ

ないのかと、先程委員長がおっしゃられたように、やっぱり認知症の場合ですと「要介護

度１、２、３」の一番大変な時期にほんとに飛んで来ていただいて、少し助けて見守って

いただけるならば、施設入所なんかでも特養、老健なんかでは「４、５」でないとお世話

になれない。一番大変な家族はもう本当に音を上げる手前のところで看ていただける、サ

ービスとして使っていただけるのかどうか、家族としては、特に認知症介護としては求め

るところであり、今まだ明確に私たちも、把握できていないところであると思います。 

  それと、今現状の伊賀のこの中で、介護サービスで夜に対応していただけるところとい

うとこが「ナイトケア」では上野病院さんだけだと思うんです。｢24 時間｣どころか夜の

ケア「ナイトケア」のサービスも使えない状況の中で、この「24 時間随時」というとこ

ろで、そうすると訪問看護の「24 時間」もほとんど１ヵ所だと私の中では把握をさせて

いただいております。 

  その中で、全ての介護、看護がこの対応で出来るのかっていうところ、これは県の委員
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のほうもさせていただいておりまして、「人員不足の中で、動き出したらほんとに回れる

のか、対応が出来るのか」っていうところでは、利用者側としては、不安は隠しきれない

と思います。 

 

 委員長： 

  ありがとうございます。委員のほうからその、介護度が重度、軽度とかということでは

なくて、やっぱり「必要時対応する」という意味では、この「随時サービス」というのは、

介護度重度に焦点を当てていますが、認知症だと軽度ぐらいから例えば「失禁の問題」と

か「夜間の見守りの問題」とかが出てくるので、それに対応しきれるのかどうかというこ

とと、実際、夜のサービス対応をしているところが非常に限られているという中で、現実

的にこれを検討していくことが可能なのかどうかというところを危惧されているという

ご意見がありましたが、皆さんの中で他にありますか。 

  

委員： 

  施設側といたしまして、今のお話とそのまま同じです。国はこういう地域在宅をずっと

進めてまいりますけれども、こちらとしては、人材が全くいない。施設を運営するための

人材すら、まともに募集をかけても出てこないというところで、看護師さんとか介護員な

んかは、本当にそういう状況です。ですので、この「24 時間」大変いいことはいいんで

しょう。そして、地域の方にも、説明させていただいたら利用される方は必ずお見えやと

思うのですけれども、いざ聞いて来られてもこちらは対応できないというのが今の現状だ

と思うのです。ですので、今、この資料を見せていただいていますけれども、絵に描いた

餅やなあというような、実際はそんな気持ちです。 

 

 委員長： 

  ざっくばらんなご意見ありがとうございます。現実的には、人材不足であるというとこ

ろで、募集をかけてもなかなか集らないのが今の伊賀の現状であるということと、一方で、

「やはり、ニーズがある」ということもその現状ですので、その中で、どういい具体策を

考えていくのかっていうところを、また、今日の会議では結論は出ないと思いますので、

この「第５期」の会議を通して、皆さんと一緒にこの①、②に関しては検討していければ

と思います。 

 

 委員： 

  一つは、私ども、ここでご審議していただいて山畑で「小規模多機能型」がもう現に、

もう 12 月に工事が終わりましたけれども、そういう限られた中で、当然３つの「ショー

ト機能」と「通所」と「ヘルプ機能」があるわけですから、少なくとも「小規模多機能」

を目指すなら、やっぱり 25 名の方にそういう対応が地域ができるということをですね、

整備していくべきだと思うし、都市型じゃないわけですから、そういう「小規模多機能」

が地域のとこに点在をしながら、面としてのそういう「付加的なサービス」というんです

か、夜間の当然急変の方がいらっしゃるわけですから、それに対応出来るというようなこ

とで、僕はやっぱりウイングを広げていくべきじゃないかなあという風には思います。 
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  一方、その上野の市街地のとこではもう高齢化率が非常に高くなっているわけですけど

も、ある意味、そのモデル的なケースでやれないかというのはあると思うんです。モデル

として短期間やってみて、どれだけ需要に応えうるかということの挑戦もある意味ではす

る必要があるのじゃないかなあという風に僕は思います。 

 

 委員長： 

  ありがとうございます。その取り組みの一つとして、現実検討案として、小規模多機能

施設が、今１ヵ所ですが、もうじきもう１ヵ所追加になるということで、小規模多機能の

中のその夜間対応っていうのを受け入れてというところを試みてはどうか。それをすべき

であるということと、それから、モデルケースというような形で１回、ニーズの掘り起こ

しではないですが具体的にどうかというようなところをまた検討していってもいいので

はないかというお話があったと思います。これに関してご意見はありますか。 

 

 委員： 

  私たちは、介護というよりもそこへ入らんための施策といいますか、まず健康で長生き

するような形をとっております。私のところの地域で言いますと、健康福祉部という形で

いろんな人が集った中で、20 人程の「運営委員会」を作ってそこで、体力づくりをした

り、今年まだちょっと言ってないんですが、高齢者を調べて、地域でもって何か生活用品

を配ろうじゃないかというような計画をいたしまして、80 歳以上の独居の人と 75 歳以

上で老夫婦で住んでいるような人を調べてもらいます。民生委員さんと一緒に２、３年前

にやったんですけれども、その時のことを思うとだいぶ増えておりまして、やっぱり愕然

としたんですけども、やはり、これだけ高齢化率っていいますか、しかも極端な例で言い

ますと、ものすごく元気で普段もうほとんど家にいないという方と、訪問をしても開けて

くれないというような人もありますし、一つの町でもやっぱり 100 人以上そういう状態

だということで、聞くところによりますと、そういう介護施設にはやはり高くついて一般

の人が入れない。一般といいますか、やっぱり厚生年金とかそういうものがある人は、す

ぐに行けるんですけれども、それでもやっぱり足が出るというような形で、そういう人の、

入りたいけども入れない人のケアと申しますか、地域でもって、何か「いきいきサロン｣

でも何でもいいですけれども、そういったところで、一緒に何か「ケーキ食べよに」、「○

○はどうしようじゃないか」ということがやっぱり地域でやるようにせんと、「隣に住ん

でいても分からへん」「いつ亡くなったか分からへん」というような状況が起こりつつあ

りますので、それは非常に怖い社会だと思います。 

  そして家族も今は、葬儀自身が慣例化していますので、「家族葬」とか、いつの間にや

らもう葬式も終わって、綺麗な状態になって、これはもう行く先どういう風な社会になっ

ていくんやろう、年寄っていって、もう見捨てられて、いつの間にやら亡くなってしもた

という状態になりそうな気がしますので、やっぱり、ある種年金なり財産がある人は、そ

んでいいんですけども、そうでない人の大方の人を何とかして、ケアして救っていくよう

な方策を考えていかなければ、やっぱり怖い世の中になっていくんじゃないかなという風

に思います。 
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 委員長： 

  ありがとうございます。服部委員のほうから、「このサービスだけではなくて、やっぱ

り『地域づくり』もしていかないと」というところのご意見を出していただけたと思いま

す。 

  この①、②に対して、今、様々なご意見出されたのですが、たぶん結論を出すというの

は少し難しいので、もう１回具体的にどんな人がどんなニーズを持っているのか、という

ところを後半の委員会を通して、このものに関して焦点を絞って、①、②に関してその現

状把握と、ニーズ把握もそうなんですが、実際その、24 時間やっているサービスはどこ

どこがあってどこまで可能なのか、というような現状把握をしながら、具体的に、じゃあ

どうやっていったらいいのか、例えば、小規模多機能にそういう機能を付加していくとか、

今あったように、モデルケースというような形で取り組むことが果たして可能なのかどう

か、というところを一緒に検討していくことでよろしいですか。 

 

 副委員長： 

  今、皆さんのお話聞いてましたら、「ニーズ」というのは非常に大切だと思います。た

だ、そのニーズが、サービス出来るいわゆる「コスト」と、その人材の「マンパワー」が

あるかどうかというのが一番大きな点だと思うんです。そこが行政サイドで調べてあるか

どうか。 

  ニーズは、恐らくあると思います。無いと言ったらウソ。だから、それをするだけの人

材が伊賀地区にもう百何十％揃ってるからとすると上の段階へ行ける。もう一つは、保険

料が余っていること。でも今、無いわけですよね。今度は 5,000 円になるとか言ってる

んですね。その段階でこれをやって、コストがどんだけ維持できるかというのは、やっぱ

り考えていかないといけないと思うのです。ニーズというのはものすごくあるはずです。

恐らく、親子の関係がもう途切れておるような社会になっておりますから、子供が親を入

れてしまおう、手から離してしまおうっていう世の中になってきておるのです。正直言い

ますと、医療の立場から見ておると、そうすると、今現在入所してる人、或いは、在宅看

護してもらっておる人、介護してもらっておる人が、どれだけマンパワーが充足しておっ

てですね、本当に言葉では理想的なことを言うてますけれども、それをやられておるかど

うか。極端なことを言うと、ショートステイでほったらかされていましたっていう人もお

ります。そういうのがやっぱり調べていってですね、ほんとにこれ、やられるだけのマン

パワーがあるのかっていうことです。 

  先程言われましたけれども、ほんとにどこの施設も人材に困っとると思うんですよね。

募集をかけてもまず来えへんと、それを実しやかにやるのでは、ちょっと困ると思うんで

す。そこらへんの「充足度」を一回調べてもらう必要がある。だから、コストをやはり、

このままでいったらもう、介護保険は恐らく持たないと思うんです。「介護保険を使わん

人は介護保険料を払らわんでいい」とかそういう風な極論まで行かないとなかなか維持し

ていけないと思うんですよね。だから、介護保険料を払っておるからわしもとなる。今、

委員さんがええこと言うてくれましたが、ほんとに大事なことで、介護保険を使わんと元

気に健やかにいくというのが一番だと思いますね。だから、払わへん人にはそういう差を

つけていくとか、受益者負担を増やすような方針を採らないと、我も我もで介護を使った
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らこれは恐らく１万円でも追いつかんように数年間のうちになると思います。それを危惧

するところです。すいません、ちょっと焦点がずれたと思います。 

 

 委員長： 

  ありがとうございました。まず、「コスト」と「人材確保」はどうか、現実的かどうか

っていうところをもう一回事務局のほうで、ご提示していただいたらということがありま

したので、それは事務局のほうでお願いします。 

  実際私自身も、大手の２社にインタビューしていますので、その資料とかも次の会議の

時にお見せして、どんなニーズがあって、どういう対応をされているのか、どういう課題

が出ているのか、というところまで確認しておりますので、また情報提供します。 

  ①、②に関してはそういった形で、少しずつ検討を進めていけたらと思いますので、皆

さんの中で「やはり、無理だ」とか、「ちょっと無理であっても、ここはやっていきたい」

とかっていうような合意を図っていきたいと思います。よろしいでしょうか。 

  では、もう一つ③のところです。24 ページになります。 

  「介護予防日常生活支援総合事業」、ここに関しても先程事務局のほうからご説明があ

ったとおり、「地域の実情に即し、日常生活の支援に関する事業や介護予防事業を展開し

てきており、それを統合することは現段階では困難であるというふうに判断します」とい

うことが書かれています。そこで第５期においては、「当事業の導入を念頭に、当市に適

した事業のあり方を検討していきたい」というようなお考え、方向性を示しておりますが、

この点に関して皆さんのご意見ありますでしょうか。 

 

 委員： 

  僕は、ほとんど後ろ向きの、ここに書いていらっしゃるんですけど、やっぱり、現在の

介護予防事業がいいのかどうかっていう議論の中からどうすべきか、やっぱり考えるべき

であって、今、地域で色々やっているから、それを統合するのは困難と、つまり、もうず

ばりそうおっしゃって、その一刀両断になっているわけです。 

  やっぱりそうじゃないと思うんですけど、地域福祉、「第２次の地域福祉事業計画」な

り、「５期の事業計画」の中で、在宅サービスなり、地域でやっていることと、どう結び

付けて、その予防、委員さんがおっしゃられるようなとこに展開するかというこの視点が

ないと僕は何の意味も持たないという風に思っているんで、もう少し前向きの考え方をし

やへんかなと思います。 

 

 委員長： 

  ありがとうございました。この「要支援１、２」、それから今まで「特定高齢者」と言

われていた方を第５期においては、「二次予防対象者」という風にしております。いわゆ

る、先程委員さんがおっしゃったように「引きこもり」「閉じこもり」でなかなか働きか

けても外に出ようとしていない高齢者の方々を早期に発見して、早期に対応するっていう

のがこの二次予防の対象者になるんですが、この方々と「要支援１、２」の方々をこれ以

上悪化させない、或いは、早く発見して、早く対応し、地域で対応していくということも

含めての、この施策になると思うんですが、このへんに関して、今、委員から予防の展開
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方法の工夫というか、ご意見があったと思うんですけれども、皆さんの中で他にあります

か。むしろ切り捨てるのではなくて、もうちょっと現状を踏まえて、前向きに検討してい

ただけないかというようなご意見だったと思うんですけども。 

 

 委員： 

  具体的なあれですと、例えば地域でいきいきサロンやらやっていらっしゃる、或いは、

地域のデイサービスをやっていただいている、色々その中で、地域の高齢者の方を、その

エンパワメントをどう活用していって、地域の福祉教育に繋げるのかっていう僕の発想が

ですね、委員さんがそういう視点でやっていただいているんだと思うし、我々も介護事業

の中、或いは、地域とのいきいきサロンとか色んな環境の中で、その現場の中でそれを活

かし込んでいかないと、例えば、予防をやりますからバスに乗って来てくださいって、こ

んなプランでやります、半年で終わりますというような今までのやり方じゃなくって、も

っと現実に現場の中でどう皆さんの力を借りて、実際のその、介護予防なり、日常生活の

機能を維持するか、というところに結び付いていただかないと、何か別の時点で別のこと

があるような気がしているんです。 

 

 委員長： 

  国の方から、具体的なこの「介護予防日常生活支援総合事業」が改正によって立ち上げ

ますという風に出されてはいるんですが、具体的に「どんな風に」っていうところは、あ

まり枠組みが示されていないのが現状で、あくまで例えば、伊賀市だったら、「伊賀市の

判断に委ねます」っていうところがあるので、「委ねます」というところ、「この委員会に

委ねます」っていうことなので、ある程度ここで意思決定じゃない、「方向性を委ねます」

ということになりますので、皆さんのご意見、考えていることっていうのが反映されてい

くと思います。 

 

 委員： 

  本当に、先程委員のほうから、必要なことっていうのは本当にどんなことでも必要だと

思うんです。予防っていうのも必要ですし、委員がおっしゃられたこともやっぱり、健康

でいるっていう、ただ、この予防等含めての事業がほとんど包括支援センターですよね、

中心が。で、包括支援センターさんがそれをされることによって、本当に従来しないとい

けないであろう事業っていうものが、なかなか回らないっていうようなこともお聞かせは

いただいております。これは、伊賀に関わらず全体的なことで、それから、その予防とい

うものをするんですけれども、先程委員のほうからお話があったように伊賀の体制の中で、

伊賀独自性として、その予防のほうをどちらか、何かで事業として包括が全てしないとい

けないんだろうかということは、私は常々から考えさせてはいただいております。 

  「認知症コールセンター」というものを委託を受けさせていただいておりまして、今、

認知症の相談業務を受けさせていただいている中で、やっぱり私たちが次に繋がせていた

だく、相談業務から次に繋ぐところというのは、各地域の包括支援センターなんですよね。

でも、各地域の包括支援センター以外にもそうなんですけども、繋ぎをさせていただいた

際に、これから受けていただくであろう、関わっていただくであろうという方の支援とい
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うのもとても必要な位置づけに見ていただく中では、予防も大切なんですけれども、それ

の振り分けですか、をしていただくことが、「事業の振り分け」っていうことも必要なん

じゃないかなあということは考えさせていただきます。 

 

 委員長： 

  委員ありがとうございました。色んな新しい、その改正点があるんですけど、果たして

その伊賀の優先順位を考えた時に、それがその一番大事なことなのか、これは早急に取り

組まなきゃいけないことなのか、或いは、もっと他に取り組むべきことがあるのかどうか

というところの整備も必要じゃないかというご意見と、予防というと包括支援センターに

なっていますが、例えばこれが、「包括支援センターが担う」ということになると、従来

行っていた本来業務にシワ寄せが行くんじゃないか、というようなところを危惧されてい

るというようなご意見だったと思います。 

  他にご意見ありますでしょうか。 

 

 委員： 

  分からないんですけど「日常生活支援総合事業」というのは具体的にどういう事業があ

るんでしょうか。というのとですね、「地域で今、実情は各地域で動いているのをそれを

統合することが困難である」ということをおっしゃっているが、「統合」とは何を統合す

るんですか。ちょっと分からないので教えていただけますか。 

 

 委員長： 

  では、事務局から平たく、分かりやすく、結構これ、インターネットで調べても「既存

の事業と何がどう違うの」、既存の事業をこんな風にその、例えばこういう言葉に、「総合

事業にした時にどういうメリットがあるんだろう」というところは、なかなか定義されて

ないところでもありますので、事務局のほうで説明をお願いします。 

 

 事務局： 

  地域包括支援センターです。今、委員長のほうから「出来るだけ分かりやすく」という

ご指示がありましたので、出来るだけ分かりやすく説明させていただくんですが、分かり

やすく説明するあまりに、ちょっと正しくないっていうか、ことを言ってしまうかもしれ

ません。 

  ものすごく、大雑把に申し上げますと、今、介護保険で認定されている方は、軽い方か

ら「要支援１、２」、「要介護１から５」っていう方になっていると思います。で、その昨

日の段階で以前まで「特定高齢者」って言っていた、「もうちょっと、このまま放ってお

くと要支援の認定を受けてしまうので、今のうちに何か予防を受けたほうがいいですよ」

っていう「特定高齢者」の方、今は「二次予防の対象高齢者」って言ってるんですけども、

がいらっしゃいます。その手前には、「一般高齢者」と「一次予防」の「今はとてもお元

気で、特段何もしなくてもお元気で健やかに大丈夫だろう」という高齢者の方という風に、

高齢者の方を分けているのが現状です。 

  今までは、その二次予防「ちょっと弱ったけれども、要支援の認定を受けるほどではな
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い」という方に、「介護予防事業」というのを提供しております。これは、「この方は二次

予防の対象者になりましたっていう」いわばアンケートみたいなものに答えていただくと、

チェック項目で５項目立てた「あまり外出してない」とか「 近体重が減った」とか「何

かこう億劫に考えることがある」にチェックを入れていくと自動的に選ばれるということ

になる。その中で希望された方は、市が行う「通所型の介護予防の事業」であるとか、引

きこもりがちの方の場合は、「保健師による訪問の事業」を受けることが出来るという。

これが「介護予防事業」という二次予防の方に対する事業が始まって、「要支援１、２」

の方については、介護保険の要介護の方々と同じ保険給付を受けることが出来ます。です

ので、正直言って状態像としてはそれほど変わらない「二次予防の方」と「要支援１の方」

が認定を受けているかどうかによって、受けられるサービスがガラッと変わるっていうこ

とがある、というのが今の現状です。 

  それを国は市町村の判断で、「市町村の判断」というのは、「やるかどうかは、伊賀市さ

ん考えてください。やってもいいですし、やらなくてもいいです」ということで、やって

もやらなくても、特段、不利な扱いは受けないですけれども、何をやってほしいと国は言

っているかというと、この「要支援の認定を受けた方」のサービスと、その手前の「弱っ

ている方のサービス」を一体的に同じように再編成して、例えば、今までデイサービスと

かヘルパーさんが来ていたのを、もっと軽い方も含めて提供出来るようにするという仕組

みにしませんかと、それに関しては「要支援１、２の方」も「市町村の判断で今の介護保

険法に無いサービスを使っても、作ってもいいですよ」と、例えば、安否確認のためだけ

に５分だけ行って「お元気ですか」って言って帰ってくるようなサービスを使ってもいい

ですし、デイサービスでも「もっと時間の短いもの」とか自由に使っていいです、作って

いいですよということになっています。 

  要するに、「認定を受けてはいないけど情報が必要な方」と「認定を受けて軽い段階の

方」のサービスを一括でやります、やってくれませんかというのが、ものすごく雑駁な話

をしてしまうとそういう仕組みです。ただ、「保険給付」を選ぶのか、この「総合事業」

を選ぶのかは「市町村が利用者さんの意見・意向を尊重して、市町村が決めなさい」って

いうことになっていまして、ちょっとこのへんも問題があるのではないかと言われている

んですけれども、本来でしたら「保険給付」ですので、本人さんの権利で受けられるはず

なんですが、それを市の判断で「あなたは要支援２だけど市町村の『総合事業』を受けな

さい」、「あなたは要支援２なんだけど今までどおりのサービスを使っていいですよ」とい

う判断は、ご本人の意向によるんですけれども、あくまで「市町村の判断」ということに、

これをもし導入したら、「市町村が判断してください」という風になっております。 

  ただ、この「一緒になったサービス」っていうのは、先程、委員長さんからお話があり

ました通り、全くボワッとした話しか今出ていなくて、今まで例えば、要支援２の方々が

週２回とかデイサービスを使っていたものが同じように行けるのか、行けなくなるのかと

いうことも含めて、本来もし「第５期」で始めるのなら、４月１日から始めなくてはいけ

ないんですが、12 月１日の時点でまだ何もその中では出ていないというのが現状です。 

  例えば、介護保険の事業所であれば、人員基準であるとか運営基準であるというのは厚

生省令で国が定めて、全国一律の基準で、「利用者さんの安全を守るために、これぐらい

の部屋が必要です」「人はこれだけ配置してください」というのはあるんですが、ちょっ
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と危惧しているのは、これについても「目安」は示すけれども、市町村が独自で判断して

くださいというのを国は言っていまして、下手をすると、今までのサービスの質よりも低

下する可能性があるのと、申し訳ないですけど私の視点ですけども、それについても、ま

だちょっと明確なものが出ていないというものがあって、すみません。雑駁な話も含めて

ちょっとイメージしていただけましたでしょうか。 

 

 委員： 

  だとするなら、やっぱりもうちょっと、皆さんに考える幅を持たしてもらわないと、今、

包括支援センターさんの言われたことで、多分皆さん分かったと思うんやけど、果たして

それをすることによるメリット、デメリットもあるし、せやけど「地域福祉」やら、ある

いは 40％、50％に近い高齢化率の中で、その元気な高齢者を巻き込んで何をするかとい

う視点もないとナンセンスな話やと思うので、今じゃなくてもいいからやっぱり、全体を

考えて「朽ち果てていく地域をどう守っていくのか」、それで「高齢者をどうしていくの

か」という視点も含めて、やっぱり今の話だけやなくて、もうずっと続くことなんで、そ

ういう視点で少し、我々も臨んだほうがいいんじゃないか、その中に制度としてどう関わ

ったらいいのかというのを、もう少し前向きに携わっていただきたいなという思いを言わ

していただいているんで。 

 

 副委員長： 

  一点だけ、介護要支援２までの人ですね。この人を計画的にするというか、介護保険か

ら使わないわけでしょ。保険料としては、入ってないから。 

 

 事務局： 

  今、申し上げました「介護予防事業」っていうのは、「介護保険の特別会計」の中の「地

域支援事業費」っていうのであたっているんです。財源については保険給付費と全く同じ

です。１号保険料は、「第５期」からですと 29％、２号保険料は 21％あたりますので、

これにスライドしたからといってその分、給付費が事業費に、もちろん、或いはその「報

酬単価」なりを下げれば、ある程度その給付費の削減には繋がるかもしれないんですが、

恐らく今の人員基準とかでもギリギリのところで恐らくやられて、サービスを提供されて

いる中で、これ以上人員基準とかを緩和するということは、「利用者さんの安全」とかを

考えるとかなり難しいのではないかと思います。なので、心配されているとは思いますが、

「財源の問題」については、これは移したからといって保険料は中期的には、ちょっとな

らないと思います。 

 

 委員： 

  ただ、僕は思うんですけれど「介護に、予防に至らない前段階の人も、その給付の対象

に」という風に僕は受け取ったんですけども、そうじゃなくて「そういう人たちが、逆に

担い手の側にお助けをいただける」という立場で僕らがやっぱり取り組まないと、限りな

く介護給付を受ける人を、人数を増やしてしまって、家族介護者がどんどんその介護から

手を離れていって対象が増えていくというのではなく、「軽い人が重たい人を支えていく」
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という構図を何とか出来ないかなという視点がないとダメだろうと。その方法は色々ある

と思うんですけど、そういう工夫をやっぱりしていくべきだろう。 

 

 委員： 

  よろしいですか。先程の話にも通じるわけなんですけれども、やっぱり地域で、そうい

う固まりをなるべく作って、今ですと、住民自治協議会とか、前の自治会に替わってそう

いう形になっているので、比較的そういう人が出やすいかな、そういう民生委員さんだと

かは義務で各町で何件持っているとか見ているんですけれども、そうじゃなくて、普通の

人がそういう中へ入って、ボランティアで委員としてやっぱり調べたり、そういう活動を

するというような社会の仕組みがこうやっていかんと、やっぱり、高齢化率というよりも

ほとんどが老人で、大家族で住んでいる家を探そうと思ったら難しいくらいです。二人或

いは独居老人が、ずっと並んでいるっていうような状況ですので、その人たちは、今のと

ころ元気でいるのでいいんですけれども、何かあった時にはやっぱりそういう民生委員さ

んにしても、そういう住民自治協議会の中で入ってやってる人とか、そういう人たちが全

部把握して、地域ぐるみでやっぱりそういう人数調べたり、要介護何ぼとかそんなんもあ

ると思うんですけれど、ちょっと聞いた話では、結構元気だったんですけれども、ご夫婦

でもってそういう施設へ行かれてですね、子供さんもいるんやけども、どっかへ行ってし

まっていやへん。「将来はそういうとこで面倒見てもらう」というような考えで、ご夫婦

で入ったという人もいるというようなことも聞いております。 

  この頃やっぱり、親子・親族との関係が希薄になってきたので、そこまで、もう自分の

こと考えるので精一杯でですね、「親の面倒看られへんわ」という感じだと思います。や

っぱり、今のうちにそういう各地域ぐるみで、そういうことを把握したり、調べたりする

ようなシステムに変わっていかないと、そしてまた、そういう人たちに対して「オールボ

ランティア」ということじゃなくて、何らかのそういう「費用弁償」みたいな形があって

もいいのではないのかなあという風に思っています。 

 

 委員長： 

  ありがとうございました。今の新しい創設された３つ目の「介護予防日常生活支援総合

事業」に関しては「メリット・デメリット」もそうですし、あと「財源の確保」というと

ころもそうですし、併せて「インフォーマル」というか、普通の人たちがどう、この方々

を支えていくかということが「今、どこまで出来ていて、どういう所が不足しているのか」

という所も含めて、今後ここに書いてある通り、「『あり方』をある程度調査して、検討し

ていく」ということでよろしいですか。今、まだ雲を掴むような感じなので、「実際どれ

だけお金がかかるのか」、「財源の確保が可能なのか」さっきの事業と同じですね。そこも

また検討しつつ、包括の仕事がどんな風に拡大していって、具体的にですよ、何かそうい

うことも「今のマンパワーで対応できないんだたら、絵に描いた餅」って先程、委員さん

かがおっしゃってましたけど、また少し「時間をかけて検討する」、「第５期の中で検討す

る」ということでよろしいでしょうか。 

  それでは、おおよそ新しい事業に関しては、載っかっているのはこの「『日常生活支援

総合事業』の導入に関する調査・研究」のみなんですが、他のは、まだ「検討に載せる段
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階ではない」ということでちょっと載せていないんですが、この案、「素案」ということ

で皆さんのご承認をしていただきますでしょうか。よろしいでしょうか。 

  では、この３つは引き続き検討していきますので、皆さんのお知恵を拝借したいと思い

ます。率直なご意見とか、もし新たな情報とか、データとかありましたら、活発に出して

いただけると、より伊賀のためになるのかなあと思います。ぜひ、よろしくお願いします。 

  では、次に移ります。「介護サービスの見込み」について、事務局のほうでご説明をお 

 願いします。 

 

 事務局： 

  括弧の２番の「介護サービスの見込み」についてでございますが、今回の事業計画を作 

成するにあたりまして、エディケーションのほうでお世話になっているんですけれども、 

こちらのほうでデータを作成いただいているので、ご報告させていただきます。 

 

 エディケーション： 

  エディケーションです。よろしくお願いします。色々資料作り、事務局のほうのお手伝

いをさせていただいておりまして、情報の取りまとめをさせていただきましたものですか

ら、ご説明させていただきます。 

  今、ちょうど「地域福祉」のことも含めて良いお話をずっと聞かせていただいたあと、

ちょっと数字の話になりますので面白くないかもしれませんが少し我慢してください。 

  今度の｢介護保険事業計画｣ですけれども、来年度「平成 24 年度から 26 年度の３年間

の介護サービスの見込み」を立てます。そしてその費用を推計して、 終的には「保険料

の決定」まで至るんですけれども、今、私のところは「サービス量の見込み」について少

しお話させていただきます。どうやって推計するかっていうところだけお話させていただ

きます。 

   （ボードを使って説明） 

  さっき言いましたように、24 から 26 年度のサービスの見込み量です。サービス、こ 

れとこれとお使いになるフォーメーションがある。請求します。ここに伊賀市の 24 年か 

ら 26 年、各年の高齢者が各年代あります。「65 歳から 90 歳以上」というのがあります 

けれども、その高齢者がどれだけになるかというのをまず推計します。その中から、「介

護保険の認定を受けられる」これは「現在の認定率」から推計しますけれども、「これだ

けの方が、この認定を受けますよ」という認定者を推計します。そして今度は、認定者

の中から「施設サービス」特養、老健、療養型、それから居住系のサービスとして、グ

ループホームとか、特定施設があります。あと小規模特養というのもありますけれど、

そういった「施設に入られる方」をまず推計します。推計というか、皆さんこれ、お分

かりになるかと思いますけれども、施設というのは、「ハコ」がないと、入りたくても入

れないわけなんで、市内及び近隣の状況を加味しながら「どれぐらいの人がこの 24 年か

ら 26 年までのサービスを利用していますよ」という、施設サービスの利用者を推計いた

します。 

 そして、この残りの部分、ここがいわゆる「居宅のサービス」というか、地域密着型サー

ビスもありますけれども、そういったサービスを利用するその対象者になります。ただ
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認定を受けた方が全て利用されているとは限りません。認定だけ受けておられる方がお

りますので、またこの中から、実際サービスを、「居宅サービス」を使ってみえる方がど

れだけおるかなというのを推計します。 

  この利用者の中から、「居宅サービス」にはまず「訪問介護」、それから通所系の「通所

介護」があります。そういったサービスごとに要介護どれだけの人が、どのサービスを

月何回ぐらい利用しているという、これは、現状の数字から、推計しますけれども、サ

ービス一つ一つがこれからどんな風に伸びていくかなあということを推計します。流れ

としてはこんな感じになります。 

  それで、資料のお手元にある「伊賀市介護保険サービスの見込み」というのでちょっと

お話させていただきます。一番外の部分「人口の推計」が１ページ目にあります。この

推計の方法というのは「コーホート法」という方法を使います。 

  一番オーソドックスな方法ですけれども、例えば、65 歳から 69 歳の男性が、ある年

から、その何年かあとに何人になっていくか、その変化率を表にして推計するものです。

その方法で推計したものがこの１ページ目になります。見ていただくと分かりますよう

に、総人口自体はこれからとどんどん減っていくような状態です。ただ、高齢者の数は

どんどん増えていきます。しかも 75 歳以上の後期高齢者の方が非常に多くなります。

それだけ皆さん長生きになってきているということですけども、そういった流れになっ

てきている。この辺が、１ページ、２ページになります。 

  次に、３ページですけれども、今度は「認定者について」になります。基本的には、今

「直近の認定率」といいますか、今ありました、その年齢階層ごとに、男女別に、例え

ば要介護３の女性で 75 歳から 79 歳の人が何人いるか、それで実際にというかさっきの

推計人口、75 歳から 79 歳の女性の人口に対して、何人の方が認定を受けているかとい

うところから率を出しまして、その推定人口に掛け合わせます。そういったことで、認

定者数を出します。この認定者数ですけども、今その全体で伊賀市の認定率、この認定

率っていうのは認定者数、これは２号被保険者 64 歳の人も入るんで、それも入れて分

母が高齢者数なので首をかしげるところもあると思うんですが、国のほうもこういう風

に認定率を出しているので、それに従いました。それでいきますと、伊賀市の場合は 24％

と非常に高いです。三重県の平均が 18.3％かそこらですから、非常に高い。それはさっ

き説明したように後期高齢者の方が多いというのがまず第一かなと思います。それから、

その「気質」もあるのでしょうか、サービス以外でも受けたいということで認定を受け

られる方、そういった方も結構多いんかなということにもなるんですけども、それでや

っぱり認定者数がかなり多いという状況です。 

  その「認定者」の中から、４ページなんですけれども、さっきまでの施設を利用するだ

ろうなあという人の分を引いたのが、この受給対象者数、４ページの表になります。そ

れから、その横に受給者数という推計というのがありますけれども、その中でもサービ

スを利用する方がどれだけっていう説明。５ページ以降が各サービスについて、さっき

の５ページへ行ってください。訪問介護、ホームヘルプサービスですけれども、真ん中

に表がございます。表の真ん中辺というか、左のほう、実績ということで、21、22、23

年、これは第４期の実績です。もちろん 23 年はまだ途中ですので、これは現時点まで

の数字から推計したものになりますけれども、それでこちらが 24 年以降を推計したも
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のになります。これを見ますと、一つ一つ見ていくとちょっと時間がないので、基本的

には右肩上がりで増えているというような状況ではあります。 

  利用、居宅サービス、全部が全部ではありません。施設に入られることを除きますので、

その分施設を減らせば居宅のこの個数が減りますので、中には 24、25、26 年とサービ

スが減る部分も中にはあります。その現状と、本当の施設利用者の方を差し引いて出て

きたんですけども、総じて緩やかに増えていくという形です。 

  それから、13 ページですけれども、私、算数苦手なもので足し算が間違っておりまし

て、これはここの推計になるんですけれども、施設サービスを利用される方、施設サー

ビスから居住系サービスを利用される方、24 年の施設利用者数 1,090 とありますが、足

し算すると分かると思いますけど 1,077 です。すいません、余計なことをいたしました。

25 年が 1,152、26 年が 1,177 です。1,205 が 1,177 です。一番下も違います。左から

1,334、1,450、1,524 です。これが、ここの施設の推計になります。 

  14 ページに施設整備についてありますが、これはちょっと後からまた事務局のほうに

言って説明しますので、またあとでお伝えします。 

  15 ページ以降が、施設サービス、それと、グループホームでの居住系サービスのこれ

までの実績とその見込みになります。これも、先程言った整備計画の話していただきた

いのと、話がまとまらんかもしれませんが、やはり増えてくるような状況になっており

ます。 

  そういったことで、流れを追ってきていただいて、19 ページです。伊賀市さんの場合

は、介護保険の市町村特別給付、これは、市町村が、保険者が、独自の判断で出来る給

付なんですけれども、この財源という時に以前に委員会で議論していただきまして、い

わゆる紙おむつとか介護用品に係る費用は、介護給付の中で、特別給付でやろうという

ことになりまして、それの推計が 19 ページであります。 

  20 ページなんですが、皆さんも新聞等で色々ご覧になっていると思いますけれども、

介護報酬というものが今度変わります。今、議論しているところですが、まだどんな風

になるか全然話が出てきておりません。現段階での報酬を基に、費用を推計したのがこ

の 20 ページ、21 ページになります。これも当然と言えば当然なんですけれど、サービ

ス全体が右肩上がりに増えてきておりますので、費用もやはり右肩上がりに増えてきて

ると、しかも、その後期高齢者がどんどん増える、介護保険を利用される方も増える、

そして施設整備というのもやはり、安心してサービスを受けて居宅で暮らしていただく

ためには、その担保として施設というのは必要ですから、そこではやっぱり、必要なも

のは整備していかなきゃいけない。やはり、先程議論してきていただいてきた新しいサ

ービスも、全部施設へ介護を投げかけるといったって、そういう流れを作ってしまうと、

これ介護保険の理念に反します。やっぱり在宅というものを基本に考えるのが介護保険

ですので、やはり新サービスの導入なんかもやっぱし検討しないといけないと思うんで 

すけれども、そういったところを含めながらの推計です。 

  とりあえず先程のお話にもありましたように、新サービスについては、この中には含ま

れておりません。もしそれを導入するということになると、またちょっと推計が変わっ

てくると思います。その時は、さっきのこの流れじゃないですけれども新サービスを利

用する人があれば、この部分はまた差し引いて推計することになりますので、全体の数
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字が変わってくると。ただ、説明する介護報酬自体が変わっていないので、今のところ

では、それで保険料いくらなのかなかなか難しいとは思いますけども、それだけやはり

サービス量が増える、費用も増えるというのが、推計になっています。 

 

 委員長： 

  ありがとうございました。介護サービスの見込みについて、今、エディケーションさん

からご説明していただいたんですが、簡単な結論から言うと、サービスは右肩上がり、ず

っと増えていきますよという風に予測されますということです。 

  あともう一つ、認定率 24％で県内一番高いんじゃないかというところで、プラスに考

えれば、皆さんの中に介護保険っていうその制度が浸透しているっていうことともプラス

に改まることも出来ますので、伊賀市の場合認定率は、制度が浸透していないと上がって

きませんので、そういう意味では前向きに捉えることが可能かなと思います。 

  では、このサービスは右肩上がりに増えていることが予測されるという風にご説明され

たんですけれど、この資料に関してこれはもう、ご意見とかを伺うだけになりますが、ご

意見とかありましたら。 

 

 副委員長： 

  委員さん、すんません。４ページのですね、受給対象者数とですね、これ、受給者数っ

ていうのはどっかに出てますか。平成 21 年度から 23 年度までの。 

 

 エディケーション： 

  失礼しました。また資料を間違えました。ごめんなさい。受給対象者数 21、22、23

とありますけど、これ、24、25、26 の誤りです。過去のものは今、ちょっと資料にはご

ざいませんが、今から計画書には載せるようにいたします。数字を基にして推計したもの

でございますので、また後ほどそれは資料として出さしていただきます。 

 

 副委員長： 

  はい。分かりました。 

 

 委員長： 

  ４ページのところの受給対象者数は、24 年度、25 年度、26 年度に修正をお願いいた

します。あくまでも、推計のところですので、21 年から 23 年は、改めてまた追加しま

すということでした。 

  他にご意見ありませんでしょうか。併せて、関連してきますので施設整備計画について、

この推計とも関連してきますので、事務局からご説明をお願いします。 

 

 事務局： 

  失礼します。座って説明させていただきます。資料の方は、事前に送らせていただいた

資料にも載っていますが、見込みの説明は後ということでそのままサービス見込みの方、

資料の方の 14 ページをご覧になってください。 
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  簡単にこちらの表に記載させていただいてある内容を説明させていただきますが、まず

第５期ということで、平成 24 年から 26 年度の３年間で、どれだけ施設等を整備してい

くかというところなんですが、こちらの方、箱物というかハードの整備で、たくさん整備

すればその分、介護保険の給付が増えて、それがそのまま保険料の方に反映されていくと

いうところの中で、検討させていただいたところなんですが、まず介護老人福祉施設、特

別養護老人ホームになりますけれど、こちらの方、第４期、今現在のところで、まだ今年

度整備中の部分があるんですが、今年度末終わった時点で特別養護老人ホームとして、９

ヵ所で定員数としては 650 人が整備される予定です。今年度においては、新規で１ヵ所、

定員 80 名の特養が現在建設中であるのと、既存の特別養護老人ホームの方で、２ヵ所、

合計 70 床の増築を現在されているところです。 

  この第５期の中では、平成 24 年度、来年度に建設する予定としまして、１ヵ所定員 80

名ということで計画を上げさせていただいてあります。こちらについてはもう既に、希望

されている法人さんがいまして、現在県の方で審査・選定の方を受けているところです。

こちらの方が整備されれば、 終的に特養としましては、10 ヵ所で定員数としては、720

名ということになります。 

  あと整備の方を予定しているところで、認知症高齢者グループホーム。こちらの方、第

４期で整備、現在２ヵ所のところでグループホームを整備しているところなんですけれど

も、そこが完成しまして、11 ヵ所で、定員が 126 名ということで、こちらの方は第５期

の方で、平成 26 年度に建設をするとして、１ヵ所、定員は９名ということで予定をさせ

ていただいております。 

  この下にあります、地域密着型介護老人福祉施設、こちらは施設としては特養というこ

とになるんですけれど、定員が通常の特養より少ない 29 人以下という形になっておりま

す。小規模特養という風に通常呼ばれているんですけれど、こちらを現在１ヵ所 29 名と

いうことでありまして、第５期の方で平成 26 年度に１ヵ所、10 名と上げさせていただ

いてあるんですが、こちらは制度改正がありまして、現在、特別養護老人ホーム彩四季さ

んの方で、当初は 50 名の定員で開設されたんですが、それとは別に、新たに定員 10 名

のユニット型の特養を増築されておりまして、そちらの 10 名の部分が制度改正によって、

別の施設として指定を受けなければならないという形になりまして、定員 10 名というこ

とであれば 29 名以下ということで地域密着型の特養の中に入ってくるという形になりま

して、こちらに数字のほうを上げさせていただいてあります。 

  第５期の中で施設整備としては、以上３つのサービスのみ予定をさせていただいており

ます。 

  一応こちらの表としては、あと一点なんですけれど、一番上の特養の方で、 終的な合

計が 10 ヵ所、定員が 720 名ということで、それまでの 23 年度の 650 と、24 年度の 80

を足したら 730 になるのではっていうところなんですけれど、 初の 650 というところ

に、この地域密着型で平成 26 年度に上げました 10 名という部分が含まれておりますの

で、そちらが 終的な合計ではこの地域密着に 10 名が上がってくる関係でこちら、650

のところが 640 という形になりますので、640+80=720 ということです。ちょっとやや

こしいんですが、そういう形になっております。 
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 委員長： 

  一番上のところ 650 のところが、この 650 のうちの 10 が、平成 26 年度の地域密着型

の 10 であるというというご説明だったと思うんですけれど、そうしますと、何か足し算

が合わないと思います。上はそれで合うんですけれど、何か地域密着型で再計上していま

すよね、39 って形で。この 10 は上の 650 に含めるんだったら、何かもうちょっと分か

りやすく表記していただければ。 

 

 事務局： 

  そうですね。表記としては分かりやすいように直させていただきたいと思います。 

 

 委員長： 

  もう少し資料を工夫していただければという風に思います。 

 

 事務局： 

  はい、分かりました。 

 

 委員長： 

  ありがとうございます。今、事務局の方から施設等整備計画について、第５期において

は、介護老人福祉施設とそれから、認知症高齢者グループホームとそれから、地域密着型

介護老人福祉施設ができますというご説明がありましたが、この点に関して、皆さんの方

からご意見とかご質問とかありますでしょうか。 

 

 委員： 

  今ご説明いただいたのは分かるんですけれども、この３年間で整備されるこのベッド数

と先程推計されている、施設の利用者数とはこれ整合するんですか。それで、この定員数

でいけるという計画でしょうか。 

 

 委員長： 

  事務局の方、お願いします。先程のサービス量の見込みで計上しているところと、現在

のその施設整備計画で出されたところの数っていうのが、整合性があるのかどうか、充足

しているのかどうか。 

 

 事務局： 

  見込みの方は、この整備を見越して介護保険を見込んでおりますので、この見込みの基

に介護保険料も計算する形になっております。 

 

 委員： 

  これだけ福祉サービスをやったらいけるという数字なんですね。 

 

 事務局： 
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  いけるというか、これだけ整備して、それに対応して介護保険料を設定させていただく。 

 

 委員長： 

  委員の介護サービスの見込みというところでエディケーションさんからご説明があっ

たと思うんですけど、大体これぐらいの利用者数があるだろう、想定されるだろうという、

施設整備に関してもこれぐらいの利用者数が想定されるであろうというご説明があった

と思うのですが、その見込量と２番の施設整備計画というのが整合性が図られているかと

いうのが、今の委員のご質問だったと思うんです。それでよろしいですか。 

 

 委員： 

  そうです。 

 委員： 

  それに加えて、今現在の待機数ですよね。現状の待機数と、そして今後のこの３年間の

整備の中でのその待機数との歩調が取れるかどうかということもご一緒にお尋ねできれ

ばと思います。 

 

 事務局： 

  推計に関して、私、地域包括支援センターです。推計方法につきましては、国が示して

いる方法が居宅の推計の方法と施設の推計の方法、若干異なっております。 

  居宅については、ニーズをほぼ完全に満たす形で、高齢者の方のニーズが増える、そう

すると要介護認定を受ける方が増える、そうすると利用される方が増える、利用される方

のうち、こんだけの方がサービスを使うであろうというところから算出して居宅サービス

の方の量を推計しておりますので、居宅サービスについては、ほぼニーズを満たす形なん

ですが、施設サービスの推計につきましては、今、ご質問がありましたように待機の方が

全てニーズとみなして、全て入れる施設を造ってしまうと、もちろん既にパンクしてしま

いますので、施設の介護サービス事業の推計については、施設を造ったらほぼ 100％埋ま

ることになりますので、どれだけ造るかという計画が先にあって、それを造った場合を見

込んでいくということになっております。 

  先にいくつ建てます、もちろんニーズは把握するんですけれども、居宅のように、ニー

ズをフルに満たすという考え方は施設の場合は取れませんので、保険料等の結果を勘案し

ながら、必要なニーズを満たすギリギリのところで何ヵ所かというのを事務局の方で出さ

せていただいて、それについて、ここが満床で３年間動いた場合、これだけのサービスが

使われますという風に見込みますので、居宅の場合と施設の場合で、若干見込み方が変わ

ってきます。今、委員からいただいたものについては、施設をこの計画通り、今特養を

24 年度に 80 床を１ヵ所、認知症グループホームを 26 年度に１ヵ所造ったらこれだけ使

われますよという形で推計をしています。 

 

 委員長： 

  ありがとうございました。委員よろしいでしょうか。 初にハードがありきで、ハード

のほうから推計していくっていうところがあったと思います。居宅も少し違うというとこ
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ろで、今お手元に待機者状況というのが、資料がお配りされたと思うんですが、735 人現

時点でいらっしゃる。 

他に、ご質問ありますでしょうか。 

 

 副委員長： 

  これ、待機者の氏名確認してますか？ 

 

 事務局： 

  はい。名寄せして、ダブってるのを省いた数です。 

 

 委員長： 

  名寄せをして、ダブりをちゃんと見直して、この待機者ということです。 

 

 副委員長： 

  この 735 名おるんですね、待機者が。それで、この左の枠はどういうことですか。シ

ョートステイの待機者が介護５で 37 名おるということですか？ 

 

 事務局： 

  こちらの方は、待機されている方が今現在どういうサービスを使って待機されているか

ということを表しています。 

 

 副委員長： 

  分かりました。ショートステイしとる人がその入所を待ってるということですか？ 

 

 事務局： 

  はい、そうです。 

 

 副委員長： 

  そうすると療養型で介護３の８名はこれ、どういうことですか？ 

 

 事務局： 

  こちらは、療養型の中には介護療養型の医療施設さんと、有料老人ホームを含めさせて

いただいているんですけれど、そういうところで入所されながら待機されています。 

 

 副委員長： 

  そうすると、待機者じゃないですよね。 

 

 事務局： 

  一応 終的に、その特養に入所したいというところで、今現在はこういうサービスを使

って待ってられるという状況です。 
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 副委員長： 

  要するに、老健、療養型、グループホームへ入所しておるけれども、別の所へ行きたい

人が待機として挙がっておるということですね。 

 

 事務局： 

  今現在はそうです。 

 

 副委員長： 

  今住んでいる所より、ここがいいからというのが待機者になってるんですね。 

 

 事務局： 

  はい。 

 

 副委員長： 

  そうすると、本当の意味の待機者じゃないですよね。例えば、高級マンションに住みた

いからって、わしが今住んでおる高級マンションに住みたいからっていうのが待機者にな

っておる。家なしになっておる。これを抜いておかないと本当の待機者にはならないんじ

ゃないかなと思いますけども、結局居宅の 270 名が正直言いますと待機者ですわね。入

所待機者っていうことです。ショートも入れたらそうなるかも分からん。ショート、ショ

ートで長い人もいる。だから、実際は 270 名。 

 

 委員長： 

  今、副委員長から、居宅の待機者をどう考えるか、どう整理していくかっていうところ

で、何か純粋には居宅にいらっしゃる方が待機者として見なしたほうがということだと思

いますし、老健、療養型、グループホームっていう施設に入っている方をどう捉えるかっ

ていうようなご意見だったと思うんですが。事務局のほうで何かありますか。待機してい

るのは違いないんですけれど。 

 

 委員： 

  色々普段ケアマネとして作成させてもらってまして、老健の長期とかに入って、やっぱ

りどちらかというと施設を待ってて、空きがなくて仕方なく老健に入っていて、さっき先

生が言ったら、反対というか、高級マンションに、ほんまは安いマンションに入りたいけ

ど、高級マンションに住んでいるみたいな感じになってると思うんですね。２、３ヵ月や

ったらそういうお金は払えるけど、できたら安い所に行きたいっていう人で待機してて、

こういう老健の数字とかが入ってるんじゃないんかなあと思うと、やっぱり待機者と考え

たほうがいいのかなあと、個人的には思いますけど。 

 

 委員長： 

  ありがとうございます。かなり経済的な負担が、老健とかその療養型ですと、１ヵ月の
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支払金額っていうのが相当な額に及んでおりますので、それよりは特養に入ったほうがい

いとか、施設に入ったほうがずっと経済的にも余裕が出来るということで、これを待機者

に含んでいるというようなご意見だったと思うんですけれども、よろしいでしょうか。待

機の考え方に関しては、一応、こういうような種の括りでよろしいですか。 

  では、他に何かご質問あるでしょうか。施設整備計画に関して、無ければだいたい集中

力の切れる 90 分を只今経過してきましたので、急ぎ進めていきたいと、結構皆さんの集

中力も切れてくるかなと思いますので、一番重要なところに移らせていただきたいと思い

ますが、これは、説明をお願いしたあとに意見を求めるぐらいですので、よろしくお願い

します。介護保険料について、事務局のほうからご説明をお願いします。 

 

 事務局： 

  資料といたしましては、お手元の介護保険サービス量の見込みと、それから参考資料、

伊賀市第１号被保険者の保険料の試算と、所得段階別保険料の設定というこの三つの資料

のほうをご覧ください。 

  第５期の事業計画の下にある、平成 24 年度から 26 年度までの３年間の事業費の見込

みから、第１号被保険者数で割って保険料を算出いたします。今、施設整備計画のほうの

説明をいたしましたが、この施設整備についても保険料のほうに反映をされておりますの

で、ご了承ください。 

  資料は、これからの３年間の事業費の見込みが、サービス見込み量の 21 ページのほう

を見ていただきまして、図表３の２の「標準給付費の見込み」と、その下の図表３の３「地

域支援事業費の見込み」を加えたものが事業費の見込みとなっております。 

  標準給付費とは、21 ページの図表３の２の「介護給付費、予防給付費」、それから「特

定入居者介護サービス費等給付費、高額介護サービス費等給付費、高額医療合算介護サー

ビス費等給付額、算定対象審査支払手数料、これらを３年間合計したもので、約 250 億

4000 万円となります。介護給付費、予防給付費の内容は 20 ページの図表の３の１の各

サービスの給付費をご覧ください。 

  地域支援事業費とは、21 ページの図表の３の２に戻っていただきたいんですが、その

表にある算定対象審査支払手数料を除いた標準給付費の見込み金額の３％ということに

なりまして、７億 6800 万円となります。 

  次に、保険給付費の財源について説明いたします。22 ページの介護保険料の推計（１）

になります。介護保険料の推計ということで、40 歳以上の保険料と、国・県・市の税金

が 50％ずつとなり、保険料の 50％の内訳は、40 歳から 64 歳までの第２号被保険者の保

険料が 29％、残りの 21％が 65 歳以上の第１号被保険者の保険料で負担しています。第

１号被保険者の負担割合の 21％とは、調整交付金の５％となる標準的な市の率であって、

後期高齢者加入割合及び、所得段階別の加入割合によって変動しております。 

  次に、第１号被保険者の保険料の算出について、別刷りの参考資料「伊賀市第１号被保

険者の保険料の試算」を見ていただきたいと思うのですが、先程説明をいたしました標準

給付費(A)と、地域支援事業費(B)を合計した額に、１号被保険者の負担割合 21％を乗じ

た額が第１号被保険者負担分(C)ということになります。それに市町村の特別給付費(E)と

調整交付金相当額との差額(D)を引いた額が保険料収納必要額(H)ということになります。
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第１号被保険者の保険料は保険収納必要額(H)に、保険料収納率 99.0％で割り、その金額

を第１号被保険者数(J)で割ったものが保険料の年額(K)となり、さらに 12 で割ったもの

が保険料の月額となります。 

  第４期の月額保険料の基準月額 4,169 円であったのですが、第５期、見ていただいた

通り 5,415 円ということになります。また、第４期につきましては、所得段階を９段階

に設定しておりましたが、第５期につきましては「保険料の設定」という所を見ていただ

きたいのですが、月額の保険料がかなり高くなっているということから、より細かく段階

の設定を行っていきたいと考え、また急激な負担増が無いよう、また不公平感を少しでも

なくしたいということから、第 11 段階ということで設定のほうをさせていただいており

ます。 

  また介護給付費準備基金の取り崩し額が第５期は、０円ということになっております。

これは第４期の施設整備と待機者を出さないという観点から建設が進められたことや、介

護給付費が増加したことが原因となっていると思います。あと、財政安定化基金の取り崩

しによる交付金につきましては、県のほうより 12 月 16 日に第５期計画の第２回目の意

見交換会があります。その時に提示をいただくということになっていますので、現在の月

額の保険料よりは何十円という、ほんの若干ということにはなるかと思うのですが、少な

くなるとは思います。 

  以上、保険料の説明とさせていただきますが、あくまでもまだ決定ということではあり

ませんので、これからもご意見をいただきたいと思います。なお、お手元の参考資料と、

所属段階別の保険料の設定についての資料につきましては、お帰りの際には机の上に置い

ていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

 委員長： 

  ありがとうございました。第５期の保険料の月額は試算すると 5,415 円で、第４期の

時が 4,169 円だったというところと、それから、これまでの保険料の設定が９段階で行

われていたんですが、負担感とか不公平感を少し軽減させたいということで 11 段階とし

たというようなご説明があったかと思います。 

  皆さんのほうで何かご意見とかご質問ありますでしょうか。 

 

 委員： 

  地域支援事業費が３％上限なんですけれども、地域支援事業費の中身的なもの教えてい

ただけますか。 

 

 事務局： 

  地域包括支援センターです。先程も地域支援事業費という言葉が出たと思うんですけど

も、地域支援事業費というのは、今、話がありました通り、給付費、介護保険の給付に充

てる額の３％を上限にして算出することになっております。 

  中身につきましては、先程申し上げました介護予防事業費、これは二次予防の高齢者の

方に対する介護予防事業と、一次予防の方、一般高齢者に対する介護予防のための事業と

なっています。この一次予防につきましては、健康な方でも、お元気な方でも受けていた
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だくことができる介護予防事業費に充てている部分が一つ。これにつきましては、１号保

険料の他に、２号保険料も充当することができるという風になっております。 

  それと、２番目に包括的支援事業費というものがございます。これについては、実態と

しては、ほぼそのままイコール地域包括支援センターの人件費であるとか、事業費にあた

っております。 

  それから３つ目、この介護予防事業と包括的支援事業につきましては、市町村の必須事

業ということで、伊賀市が必ず実施しなければいけないという事業になっております。そ

れともう一つ、任意事業というのがございまして、これについては市町村が高齢者の方を

対象に、市町村の裁量で自由に事業を実施することができることになっております。伊賀

市におきましては、この任意事業の事業費を活用しまして、例えば配食サービスでありま

すとか、成年後見制度の利用支援事業であるとか、養護老人ホームを活用しましたショー

トステイ事業です。要介護認定は受けていないんだけれども、例えば、家がアパートで取

り壊しで立ち退きになった方とか、住む場所がなくなったとか、急に家族がいなくなった

りで住まいが無くなったりして、急遽入所なり、施設で対応しなきゃいけないんですけれ

ども、体のほうはお元気で介護認定を受けていないという方に対応する、事業などをこの

任意事業というもので実施しております。 

包括的支援事業と任意事業につきましては、２号保険料の充当がなくて、１号保険料

のみ保険料としてあがっている。この介護予防事業、包括的支援事業、任意事業という

のが地域支援事業費の中になります。 

 

 委員： 

  皆さんに分かりやすく言っていただいたと思います。そうすると、任意事業っていうの

は、かなりウエートを、市町村が任意でやれる事業という風にすればですね、例えば、総

合サービスなんてことしなくても、この任意事業を市町村がどう受け止めてやるかという

ことですね。 

 

 事務局： 

  今、ちょっと戻ってしまうんですけども、事務局としては、今慌てて国が示している総

合事業のフレームに乗らなくても、例えば、介護予防事業の一次予防、二次予防の年齢で

あるとか、委員のおっしゃられた、任意事業を活用することで、今の仕組みの中で要支援

の方、要支援１、２の方に混乱を招くことなく、必要な支援を打っていくことは、もちろ

んこの委員会で議論していただくことになるんですけれども、可能なのではないかなとい

う風に考えまして、計画のほうに、ちょっと後ろ向きの表現で申し訳なかったんですが、

書かしていただきましたので、そのことも含めまして、５期の計画期間の間にご議論をい

ただけるように、任意事業というのは既に市町村の裁量で使えるものとしてございますの

で、今までなかなか議論していただくことができなかったというか、そこも含めて、議論

していただければと思います。 

 

 委員： 

  結構です。そういうご回答をいただければよく分かりました。 
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 委員長： 

  ありがとうございました。他にこの保険料に関してご質問、ご意見は。 

 

 副委員長： 

  正直言いますと保険料率とかいうのは、さっぱり分かりませんので、ただ介護保険始ま

って 12 年経つわけですよね。それで保険料が、倍になっとんですよね。特に伊賀市にお

いてはですね、高齢化率は高い、認定率は高い、やはり、どっかの国の政治じゃないです

けども、やはりどっかで締めるようなことも考えていかないといかんと思うんですよね。 

  介護保険始まって、非常に燃えている時でこんなん言うの恐縮ですけども、そうでない

と医療保険と同じようなことになっていくと思うんですよね。だから、私はもう介護保険

始まった時から言うとるんですが、元気なお年寄りにですね、介護保険入りなさいという、

これを勧めるのだけはやはり、 低限の阻止していかないといかんと思うんですよ。遡及

効果っていうのがありますから、介護保険には。病気になった段階から介護を振り返って

いただけますから、それをやはり徹底していくようなことを考えないと、無駄遣いがもの

すごく多いと思います。 

  「あんた、何しに行ってきたん」って言って、「先生、頼まれて」、「頼まれてって、誰

に頼まれたん、こんなん」っていう風なことは、月に１例か２例くらい出てますよ、うち

の小さい病院でさえ主治医意見書を書くのにね。悪くなった時の遡及効果っていうのをも

っと高齢者に徹底さす、高齢者っていうよりもね、家族やけどな、どちらかといえば。 

  やはり、そこらへんの周知徹底をしていったらちょっと下がる可能性、僕はあると思う。

率とか額は分かりません、正直言いまして、高いなあと、僕がもらう時には１万ぐらいに

なっとんのかなあという風に感じますけど。以上です。 

 

 委員： 

  逆に介護保険制度の中で需要を創造している場合が僕はあると思うんですよね。こうい

う例があると思うんですよね、例えば乗降介助、極端な例が「乗降介助」という制度なん

ですね。まあ、いいか悪いかは別にして。 

  乗降介助を使って病院に行く、その過程の中で行き着く先がそれを主眼として介護のと

ころに入っていくっていうのって、需要を創造するっていう例が非常に見られます。やっ

ぱりそういうとこも、抑制していくべきじゃないかな、必要ないのに例えば事業者の側か

ら、需要を創造していかないと事業が成り立たない、いわば、そういう部分も見え隠れす

る部分が僕はあると思うんですけれど、あからさまに言いたくはないんですけれども。 

  やっぱりそういう所を、ほんとにきちっとした制度の中で、必要なものは救っていかな

ければいけないけれども、必要のない部分は、あえて違う所でやっぱり救っていくべきや

と思っております。 

 

 委員長： 

  多分、ケアの質の保証じゃないですけど、本当に適切なケアが提供できているかどうか

っていうところの検証と、それから今、副委員長がおっしゃったように、果たしてその、
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不安だから申請するっていうか、何となく申請しましたっていうようなところではなくて、

やはり必要な人に必要なケアをっていうところがどれだけできているのかっていう検証

も必要かというご意見だったと思います。 

  また、それを踏まえて一緒に皆さんと検討していけたらという風に思います。他にご意

見がなければ、その先に進めさせていただきたいんですけどよろしいですか。 

  その他に移りたいと思います。せっかくの機会ですので、何かあったらご意見いただき

たいのと、この冊子ですね、伊賀市高齢者輝きプランという風に、仮の名前が出されてい

るんですが、この差し替えにタイトルを付けていただけませんかということで、それは皆

さんから募集したいと思います。選ぶのは事務局のほうに一任ということで、積極的に前

向きなタイトルを付けていただければと思います。 

  あと、他にご意見とかありますでしょうか。今日一度も発言をなさってない方、是非と

いうとこがありましたら。 

 

 委員： 

  ちょっとピントが外れるかも分かりませんけども、私どもでは介護予防事業には年に何

回か講師を派遣させていただいています。講師の選定において「こんな講師つまらんかっ

た」とか、「もうちょっとこういう話をしてほしい」とかあると思うんです。あったらま

た、私に言ってください。よく教育しますし、色々検討させていただきます。 

  それと、我々関連する部門としては、まず訪問診療というのも関係させていただいてい

ると思うんですけれども、そのニーズというのはどうでございますか。 

  だいたい介護施設においては嘱託医が貼り付けているというか、推薦させていただきま

すし、それからだいたい訪問診療に関しては、各歯科医院にかかりつけ医というのがいま

すから、その患者さんにとっては、その各歯科医院を通して訪問診療というのがだいたい

させていただいていますので、ですから、まだ統計を取ったことはありませんので分かり

ませんけれど、年に３人、４人くらいは各歯科医院あるのかなあと、私の経験からですけ

れども、思いますけれど、ただ、そのシステムを知らないという市民の人がまだいらっし

ゃいますので、我々にも責任あるんですけれども、そういう方に対しましては、訪問診療

というのがあるんですよという、周知徹底させていかなければ、我々もしていていかなけ

ればならないし、行政からもお願いしたいとは思うんです。 

  そのニーズに関して、歯科医院になかなか行ってくれないとかそういうことがあればま

た、教えていただければ色々と得策を講じますし、そういうことに関してちょっとご意見

いただけたらいいんですけども、よろしくお願いします。 

 

 委員長： 

  事務局のほうで、或いは、ケアマネジャーの方でこれまでの関わりの中で、お気づきの

点とか、このニーズのことに関して、周知も含めたらなんですが、どれだけご存知なのか、

訪問歯科診療についてどれだけご存知なのかっていう、その感触的なものだけで、現段階

は構わないので、教えていただければ。 

 

 委員： 
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  周知したらしたで、今度は「来てください」っていう人が多くなるのは確か、無理して

受診に行ってくれている人はいると思うんですよ。そういうのが分かったら「してくださ

い」って言うてくれるのは逆に「閉じこもり」とかにもなることもあるんかなとか思うの

で難しいとこやと思うんですけど、一応、色々こっちとしては、やってくれていることは

知っているので、明らかに難しいなっていう人には勧めさしてもらっているので、そこら

へんのところ、勧めたら「こういうのがありますよ」って言わしてもらったらいいんかっ

ちゅうのも結構難しいとこではあるんですけれど、でも知らん人も。相談にもしてくれる

って言ってくれているっていう人もいると思うんで、知らない人は、知らないのでは、難

しいところなんですけど。 

 

 委員： 

  ちょっと私自身もよく分からないのでお聞きしたいんですけれども、我々は医療保険に

関しては非常によく知っているんですよ。そういうような本もありますし、点数表もあり

ますし、ただ、恥ずかしい話ですけれども、口腔ケアというか、訪問介護に関する歯科の

点数の取り方というのはあまり知らないんですね。私が知らないんやから、たぶん会員も

あまりよく分かっていないわけですね。恥ずかしい話ですけれども。ですから、そこのと

ころをもうちょっとどこかで我々も教えていただきたいと思うんですね。我々歯科には、

社会保険委員会というのがあって、その医療保険に関して教えてくれるだけで、この訪問

介護というかそれに関しての点数は一切教えてくれないから、実際は知らないんですね。

それと、そういうような歯科に関する口腔ケアの特別指導料とかあると、たぶんあると思

うんですね。ところが、その点数表すら我々持ったこともないし、知らないんですね。で

すから、実際になってからそんなの介護保険でしてますんやね。医療保険に関しては事細

かに昔からずっと何十年かあるわけですからね。ところが口腔ケア、訪問介護に関する点

数って、我々見たこともないんですね。 

 

 副委員長： 

  歯科医師会で介護保険の点数表買ってもうてください。載ってます、訪問診療の。だか

ら、あとで請求してもらったらいいと思います。歯科のほうで主治医の意見書で歯科診療

っていう風にチェックしてください、口腔ケアですね。頼まれたら恐らくそれ点数、その

介護保険と医療保険違いますので、医療保険と違う本買うてもらわないと。介護診療報酬

というのちゃんとありますから、それ見ていただいたら分かると思います。 

 

 委員： 

  確かに気になることはあるんですけども、なかなかしっかりと教えてくれる人というの

がいないんですよ、残念ながら。また、勉強させてもらいますけど、よくご存知の方あっ

たら、我々も努力しますので、ちょっと会議でも開いていただいて教えていただければな

と思うんですけれども。 

 

 委員長： 

  この点に関しては、むしろ個別に、事務局のほうと丁寧に教えていただけると。 
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 事務局： 

  はい、折角貴重なご意見で、ご協力していただけるということで、介護保険では居宅療

養管理指導というもので、恐らく訪問診療等は点数化されておりますので、そのへんも、

口腔ケアというのは、重度の方がよりそれ以上悪化しないために非常に有効な手立てとい

うのが出ておりますので、その点も含めて。 

  また、ケアマネさんも正しくそのへんを理解していないと、先程言っていただいた通り、

安易に入れてしまうとその人の外出の機会を奪ってしまうとか、そのへんの見極めという

か、重度の方であったらもちろん訪問していただかなくてはいけないですけども、使い方

によっては、外出されるような方まで家に来てほしいような捉え方をされるような危惧を

今、目下、ケアマネ協議会の方もされていますので、そのへんも、歯科医師会のほうとケ

アマネ協議会の支部のほうでまた調整する橋渡しを包括のほうでさせていただきたいと

思います。 

 

 委員長： 

  よろしくお願いします。たぶん、ケアマネジャーのほうもどういった方を対象にという、

各々の考え方があろうかと思いますし、そのへんももう少し調整が必要ですし、多分義歯

の調整だけでお食事が結構できるようになったとか、かなり前向きな生活になられる方も

いらっしゃいますので、そのへんのところをやはり、歯科医師会のほうと地域包括が間に

立っていただいて、調整していただけると非常にいいかなと思いますので、よろしくお願

いします。 

 

 委員： 

  市の方で是非、その言っていただいた口腔内ケアですよね。それが歯科医師さんのほう

で訪問していただけるということを是非アピールを。ほとんどの在宅介護での寝たきりの

方、嚥下障害があって、そして誤嚥性肺炎になられる方のほとんどが、口腔内ケアが家族

ではできないということで、そういう方々がって、なかなかケアマネジャーさんに対して

も、そこまでご存知いただいているのか、口腔内ケアだけで訪問歯科さんをということは

なかなか少ないんです。だから、お家で自分でっていう方法だけを教えていただくんです

けれども、やっぱり家族さんには出来ないことがあるので、その部分もしていただけるっ

ていう何か周知をお世話になれれば、とても誤嚥性肺炎なんかの予防っていうためで、是

非お願いできればと思います。 

 

 委員長： 

  ありがとうございました。 

 

 委員： 

  訪問診療とかをしていただいている先生方とかの一覧表みたいなものっていうのは、作

ってはいただけないでしょうか。上野の支援をさせていただいていて、名張から歯科の先

生が来られているケースなどもあって、上野の先生にしていただいている方いらっしゃら
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ないのかなと。それから、訪問させていただいている時に、内科の先生で訪問診療してい

ただいている先生とかが分かれば、事業所としてチェックしているんですけど、他の分か

らない先生もいるわけなんですね。 

  それともう一点、寝たきりの方がやっぱり、髪の毛を切っていただきたいということで、

床屋さんのほうですね、それも、話している中で知ったとこだけ、床屋を把握しているん

ですけれど、紹介してほしいって言われた時に、一覧表があれば、いつもご利用のところ

やったらここがありますよっていうぐらいな形で言えるので、そういったところもあった

ら嬉しいなあって思うんですけれども。 

 

 委員長： 

  それも事務局のほうで、整備をお願いしたいと思います。 

 事務局： 

  折角歯科医師会からも医師会からも先生来ていただいておりますので、また事務局のほ

うからご希望のあった時にちょっと調整をさせていただきますので、ご協力のほうよろし

くお願いいたします。 

 

 委員長： 

  皆さん、よろしくお願いします。では、色々意見を出していただきましたが、一応これ

をもちまして、第３回高齢者施策運営委員会を閉会したいと思います。長い時間ありがと

うございました。お疲れ様でした。 


