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平成２８年度 第１回伊賀市高齢者施策運営委員会 議事録 

 

日 時：平成２８年 5月１２日（木） １９：００～ 

場 所：ハイトピア伊賀 ４階 多目的室 

出席者：北村 幸生 田中 哲生 冨山 ひとみ 三ツ森 義久 

 村田 省三 大越 扶貴 岩本 昌平 小田 永 中島 悟 

中島 慎介 奥澤 重久 西澤 敏和 加藤 幸生 中森 宏一 

事務局：健康福祉部 稲森部長 介護高齢福祉課 奥課長 森係長  

中西係長 前田主幹 中島主任 奥井主任 

 

（協議内容） 

１．あいさつ 

事務局：   

 失礼いたします。定刻になりましたので、ただいまから平成２８年度第１回伊賀市高齢者

施策運営委員会を開催させていただきます。 

 本日の委員会でございますが、委員１６名中、１３名出席していただいております。伊賀

市高齢者施策運営委員会条例第６条２項によりまして、この会議が成立していることをご報

告申し上げます。 

 また、この委員会は伊賀市情報公開条例第３５条及び住民（自治）基本条例第６条に基づ

きまして会議の公開を行うこと、審議会等会議の公開に関する要綱第８条に基づく会議録作

成のため録音をさせていただきますことをご了解賜りたいと存じます。 

 まず、開会にあたりまして稲森健康福祉部長よりご挨拶申し上げます。 

 

部長： 

 皆さん、こんばんは。今日あたりからもう暦の上では夏ということで、本格的に夏が近づ

いてきました。本日は、お仕事等でお疲れの中、しかも暑い中、たいへん恐縮に思っており

ます。ご出席を賜りまして誠にありがとうございます。 

 本来でございましたら市長がご挨拶等を申し上げるべきところでございますけども、他の

公務で欠席させていただいております。どうぞ、お許しを賜りたいと思っています。 

 さて、この高齢者施策運営委員会でございますが、後ほど辞令のほうもお渡しさせていた

だきますが、３年間の任期ということで、この４月から平成３１年の３月までお願いをさせ

ていただくことになっております。と申しますのは、計画等を３年ごとに作成し評価してい

くことになっており、それに合せた任期というような形になっている。 

 話は変わるんですけども、伊賀市の高齢化率は、３月か２月か、ちょっと憶えてないんで

すけども、もう既に３０％を超えているというふうに思っております。本格的に、１０人の

うち３人は高齢者というようなことになってまいりまして、前から分かっていたこととはい
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え、この委員会の持つ意味というのが、大きくなってきたと実感しております。 

 

（委員入室） 

 

部長： 

 ありがとうございます。すいません、もう始めさせていただいているところでございます。

これで、欠席とお聞かせいただいている方以外は全部お揃いいただいたということでござい

ます。時間も限られていますので、あまり長くご挨拶申し上げることは控えさせていだだこ

うと思っております。 

 この委員会ですけども、高齢者の皆さんが、住み慣れた地域で安心して生活できるように、

また、介護が必要な状態になっても、引き続き安心して暮らしていけるようにするにはどの

ようにしたらいいのかということで、伊賀市が実施する施策に対してご意見をいただく場と

いうことでございます。どうぞ、忌憚のないご意見を頂戴したいというふうに思っておりま

す。先ほども申し上げましたけれども、だんだん高齢者の方が増えてきているという現状も

ございますし、また、２０２５年も控えております。そのへんのところも十分、斟酌の上で

ご意見をいただけたらと思っております。 

 今日ですけども、新しい総合事業の進め方ということで、介護保険制度の見直し関して、

担当からご説明をさせていただきくということが主でございます。議事にはいります前に、

辞令をお出しさせていただき、委員長をお決めをいただいて、副委員長も委員長にご指名を

いただくという段取りになっております。どうぞ、どうぞよろしくお願い申し上げます。終

わります。 

 

事務局： 

 続きまして、辞令の交付に移らせていただきます。本来、市長が行うところですが、公務

多忙につき、稲森健康福祉部長から交付させていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

（健康福祉部長より委嘱状交付） 

事務局： 

 ただいま、辞令を交付させていただきました。伊賀市が実施する高齢者施策に対しまして、

貴重なご意見をよろしくお願いいたします。 

 それでは、伊賀市高齢者施策運営委員会条例第５条第２項の規定に基づきまして、本委員

会の委員長を選任いただきたいと思います。 

 いかがさせていただきましょうか。 

 

委員：（事務局一任との声あり） 
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事務局： 

 ありがとうございます。事務局案を提案させていただきたいと思います。委員長には、前

回に引き続きまして大越委員にお願いさせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

委員：（異議なしとの声あり） 

 

事務局： 

 ありがとうございます。それでは、大越委員にお願いすることとさせていただきます。よ

ろしくお願いいたします。 

 議事に移りたいと思いますけれども、この後も、会議が控えておりますので、伊賀市高齢

者施策運営委員会は７時５０分を目途に終了させていただきたく、よろしくお願いいたしま

す。 

 それでは、伊賀市高齢者施策運営委員会条例第６条１項の規定によりまして、委員長が 

議長となるとなっておりますので、委員会の進行をよろしくお願いします。 

 稲森部長ですけども、この後別の会議へ出席するため、退席させていただきます。 

 

部長： 

 たいへん申し訳ありません、どうぞよろしくお願い申し上げます。失礼します。 

 

（部長退席） 

 

委員長： 

 皆さんこんばんは。三重県立看護大学の大越と申します。また、3年間よろしくお願いし

ます。では、座らせていただきます。 

 それでは、本委員会の副委員長を伊賀市高齢者施策運営委員会条例第５条第２項の規定に

基づき、委員長から指名したいと思います。 

 今日は欠席されておりますが、副委員長は山崎委員にお願いしたいと思います。よろしい

でしょうか。 

 

（異議なしとの声あり） 

  

２．議 事 

（１）新しい総合事業の進め方について 

委員長： 

 それでは、議事に入りたいと思います。あちこちの自治体で結構すったもんだをしていま

す「新しい総合支援事業の進め方」について、まずは事務局から説明をお願いしたいと思い
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ます。よろしくお願いします。 

 

事務局： 

 失礼いたします。資料の確認をまずしていただきたいと思います。資料１がＡ４の縦で「介

護予防・日常生活支援総合支援事業の実施について」で、資料２が「訪問型サービスの基準」

という資料になります。よろしくお願いいたします。 

 では、介護予防・日常生活支援総合事業、いわゆる「新しい総合事業」の概要について説

明をさせていただきます。  

 平成２７年４月の介護保険法の改正に伴い、介護予防・日常生活支援総合事業、所謂、新

しい総合事業ですけれども、こちらのほうを実施することとされました。総合事業は、地域

の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、地

域の支え合いの体制づくりを推進し、要支援者等に対する効率的・効果的な支援を目指すも

のです。 

 総合事業は、これまで介護保険サービスにおける予防給付として提供されていた全国一律

の介護予防訪問介護と介護予防通所介護において、市町村が実施する事業へと移行するもの

です。伊賀市では、平成２８年１０月から実施することとしています。 

 介護保険には、要介護１から５の方が受けることができる「介護給付」と要支援１・２の

方が受けることができる「予防給付」があり、予防給付を受けるためには、介護認定の申請

を行い、要支援認定を受ける必要がありました。制度移行後は、総合事業におけるサービス

のみを受ける場合は、基本チェックリストを行った結果に基づいて事業対象者となることで

サービスの利用が可能となります。 

 総合事業の実施にあたりましては、サービスの担い手として、既存の介護保険事業者のほ

か、ボランティアやＮＰＯ法人など、多様な担い手が期待されています。 

 一方で、伊賀市においては、多くのボランティアグループによる活動に加え、地域におけ

る住民同士の助け合いの活動も、取り組みも進められています。 

 これらのことを踏まえながら、平成２８年１０月の事業実施に向けて、方針を決定するも

のです。 

 ２ページをご覧ください。要支援者の予防給付と、新しい総合事業のイメージ図になりま

す。左側が現在の予防給付で、右側が総合事業に移行後のイメージになっております。左側

の予防給付の上側ですけれども、歩行器や杖を借りたりする福祉用具の貸与やポータブルト

イレなどを購入する福祉用具購入、また、住宅改修などは予防給付のままの位置づけになり

ます。中段に書いてあります訪問介護、通所介護、そして、その下にあります介護予防事業

が総合事業に位置づけられるものです。 

 ３ページをご覧ください。新しい総合事業についてのさらに詳しいイメージになります。

新しい総合事業には、介護予防・生活支援サービス事業と一般介護予防事業の２種類があり

ます。介護予防・生活支援サービス事業は、さらに訪問型サービス、通所型サービス、その
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他の生活支援サービス、介護予防ケアマネジメントに分かれます。一番上の訪問型サービス

はさらに、現行の訪問介護相当と多様なサービスに分かれます。そして、一番右側の①に書

いてあります訪問介護が、現行の訪問介護相当になります。そして、②訪問型サービスＡが、

現行相当のサービスの基準を緩和したものになります。そして、中段の通所型サービスも同

じように、①が現行の通所介護、②が緩和した基準のサービスＡになります。下の段の一般

介護予防事業では、６５歳以上の方全員が対象で新規でのサロンの開催など主に日常生活に

支障のない方であって、通いの場に行くことにより介護予防が見込まれる方へのサービス提

供になります。 

 続きまして、４ページをご覧ください。総合事業のあり方における基本的な考え方になり

ます。総合事業については、現在、サービスを受けている対象者の状況や、ボランティア、

ＮＰＯなどの社会資源の状況などを踏まえ、次の事業を実施いたします。 

 サービスを必要とする方には、必要なサービスが十分に行き渡るように配慮をいたします。

既存の介護保険事業者をはじめとしたサービスの担い手の方々が課題と考え、感じている採

算性や人材確保について留意しながら、事業の枠組みを作成いたします。既存のボランティ

ア活動を強制的に総合事業の枠組みに取り込むのではなく、これまで各団体が行ってきた活

動を尊重し、支障をきたさないように留意いたします。 

 平成２８年１０月に移行するサービスについては、次のとおりといたします。 

 まず、訪問型サービスについてですが、現行相当のサービスにつきましては、身体介護を

必要とする場合を想定し、現行の介護予防訪問介護と同様に指定事業者による事業を実施い

たします。訪問型サービスＡにつきましては、基準を緩和したサービスを創設いたします。

現行相当サービスと同様に、指定事業者による事業を実施いたします。次に、内容のほうを

図一覧にしてありますけれども、詳細についてはまた後ほど説明をさせていただきます。訪

問型サービスＢにつきましては、ボランティア等による生活支援の助け合い活動が活発であ

ることから、移行当初の時点では新たなサービスとしての位置づけをせず、新たなサービス

の提供の必要が生じた際に、事業の枠組みを構築する方向としております。 

 続いて、通所型サービスになります。現行相当サービスにつきましては、現行の介護予防

通所介護におけるサービスによって提供されている人員体制や提供時間などを必要とする

場合を想定し、現行の介護予防通所介護と同様に、指定事業者による事業を実施いたします。 

 通所型のサービスＡにつきましては、人員体制やサービス提供時間などの基準を緩和した

サービスを創設いたします。こちらも、指定事業者による事業となります。詳細はまた後ほ

どご説明をさせていただきます。通所型サービスＢにつきましては、ボランティア等による

サロン等の憩いの場の活動が行われていることから、移行当初の時点では新たなサービスと

しての位置づけをせず、一般介護予防事業として助成することで広く高齢者の方に利用して

いただく方向で検討をいたしております。なお、事業実施の後、新たなサービス提供の必要

が生じた際に、別途検討をしていきます。 

 その他の生活支援サービスになります。その他の生活支援サービスは、被保険者らの地域
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における自立して日常生活のための事業であり、既に総合事業とは別の事業として実施して

いる配食サービスですとか、見守り支援等があることから、現行の事業を継続していくこと

とします。 

 介護予防マネジメントは、予防給付における介護予防支援と同様に、利用者本人が住んで

いる地域の包括支援センターが実施するものとされており、指定の居宅介護支援事業者に委

託することも考えられております。 

 また、介護予防ケアマネジメントにつきましては、原則的なケアマネジメントＡに加え、

簡略化したケアマネジメントＢ、初回のみのケアマネジメントＣなどが示されておりますが、

伊賀市では、当面の間、指定事業者のサービス利用の時に必要となる原則的なケアマネジメ

ントＡを活用いたします。 

 続きまして、現行相当のサービス、緩和されたサービスＡの単価の設定の考え方について

説明をさせていただきます。 

 まず、現行相当のサービスにつきましては、訪問型、通所型のサービスいずれについても、

国が定める額を上限として市町村が定めることとされております。 

 伊賀市におきましても、１回あたりの報酬単価を設け一月の上限を国が定める月額報酬と

同額にいたしました。加算につきましても、現在の予防給付における加算と同等のもとしま

す。 

 緩和されたサービスＡにつきましては、国が定める現在の予防給付の単価を下回る額を市

町村が定めることとされております。訪問型サービスＡにつきましては、身体介護のサービ

スを行わないなど条件を緩和いたしますので、単価につきましては、現行のサービスの単価

の８割程度を設定いたします。さらに、短時間の提供サービスも設定いたします。 

 通所型サービスＡにつきましては、入浴や機能訓練を要しない提供内容であるので、こち

らのほうも単価は８割程度と設定いたします。さらに、時間の短いサービスの提供も設定を

いたします。 

 続きまして、利用者負担ですが、総合事業の移行後のサービスの利用料につきましては、

市町村が定めるものとされております。 

 伊賀市では、介護予防給付同様の利用者負担割合が原則１割、一定以上の所得のある方に

ついては２割を採用いたします。 

 続きまして、高額介護予防サービス費相当についてです。訪問型、通所型の現行相当サー

ビス、基準を緩和したサービスＡともに、同月内に利用した介護予防サービスの利用者負担

の上限を超えた分が払い戻される「高額介護予防サービス費」や、医療保険と介護保険の利

用者負担の１年間の合計が高額となった場合に、定められた上限を超えた分が支給される

「高額医療合算介護サービス費」について、総合事業のサービス利用に係る利用者負担を考

慮して、高額介護予防サービス費等に相当する事業といたします。 

 次に、区分支給限度支給額についてです。現行の給付では、介護予防サービス等に係る費

用について、介護度に応じてサービス費の支給が受けることができる限度額が定められてい
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ます。事業対象者に対する支給限度額の上限は、要支援１の限度額を目安にいたします。事

業対象者というのは、先ほども触れましたけれども、要支援１・２に該当するのではなく、

チェックリストでサービスを利用される方の分になります。 

 ９ページをご覧ください。一般介護予防事業は、従来の一次予防事業と二次予防事業につ

きまして、地域の実情に応じて効率的・効果的な介護予防の取り組みを推進する観点から見

直しを行うとともに、介護予防の機能強化の観点から新たな事業を追加したものであり、「介

護予防把握事業」「介護予防普及啓発事業」「地域介護予防活動支援事業」「一般介護予防

事業評価事業」「地域リハビリテーション活動支援事業」から構成されています。最初に見

ていただきました３ページの構成図の一番下のほうにあたる部分になります。 

 伊賀市におきましても、既に一次予防事業・二次予防事業として実施しているものに加え、

新たな事業として「週１回以上実施する介護予防を目的とするサロン」に対して助成を行い、

多くの高齢者の方が参加できるよう公民館などで身近な小規模な会場での開催や、地域で仲

間の方と一緒に取り組む自主グループの支援に取り組みをいたします。 

 続きまして、資料２の基準の詳細の説明をさせていただきます。先ほどの資料２の３を見

ていただきまして、新しい総合事業の構成と一緒に見ていただくとちょっと分かりやすいか

もしれません。 

 まず、訪問型サービスの基準についてですが、現行のサービスでは、入浴の介助などを行

う身体介護や掃除やお買い物のお手伝いをする生活援助を行う場合を想定して、現行の予防

訪問介護と同様の事業といたします。緩和した基準によるサービスＡでは、その生活援助の

みを行うことといたします。訪問型サービスの場合は、ヘルパーの利用の部分になるんです

けれども、生活援助のみということで、お掃除やお買い物のお手伝いなどということになり

ます。ただし、利用者の方と一緒に家事を行う「自立生活支援のための見守り的援助」は、

身体介護の部分に含まれているのですけれども、内容が声かけや見守り的要素が大きいため、

こちらについては緩和したサービスへの対象といたします。サービスの提供時間も、１回３

０分ぐらいという短時間のものを設定いたします。 

 続きましては、資料の２ページをご覧ください。こちらについては、人員の基準になりま

す。現行相当のサービスでは、現在行っている介護予防訪問介護サービスと同等の基準とな

っています。緩和した基準によるサービスＡでは、必要な職員の配置や必要となる資格を緩

和しております。従事者に必要となる研修に、市が指定をする研修を加えました。そして、

サービス提供責任者に必要となっていた「３年以上介護等の業務に従事した、介護職員初任

者研修修了者」を外しました。ちょっと条件が緩和をされています。設備の基準等につきま

しては、現行の訪問型とほぼ同じ条件になっています。 

 続きまして、４ページをご覧ください。訪問型サービスの報酬単価の説明になります。訪

問型の現行相当サービスにつきましては、１回あたりの報酬単価を設け、ひと月の上限を国

が示す単価と同じとしております。加算につきましても、現在の予防給付における加算と同

等のものとしています。こちらの単位と示しておりますのは、１単位は約１０円となってお
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りますので、自己負担が１割の方であれば、単位数がほぼ負担していただく金額になります。

訪問型サービスＡにつきましては、身体介護のサービスを行わないこと、そして、サービス

の提供時間や人員基準を緩和をいたしますので、現行相当サービス単価の８割程度として設

定をいたします。さらに、単価が低い時間帯のサービスを設定いたしております。そして、

加算につきましても、身体介護に係るものは対象外といたします。 

 続きまして、通所型のサービスの基準になります。通所型のうち、現行相当のサービスに

つきましては、生活機能向上のトレーニングや認知症に対する個別の対応など、現在の介護

予防通所介護において提供されるサービスと同等の基準で指定業者による事業を実施いた

します。緩和した基準によるサービスＡにつきましては、入浴は基本、行いません。また、

生活機能の改善や維持が目的ではありませんので、閉じこもりの予防を目的としたものにな

ります。短時間の開催も可能といたしました。 

 続きまして、６ページをご覧ください。こちらは、人員基準になります。現行相当サービ

スでは、現在の介護予防通所介護において提供されているサービスと同様の基準になります。 

緩和した基準によるサービスＡでは、職員の配置基準を緩和しております。また、介護職員

は、現行相当サービスでは利用者１５人未満で１名以上必要なところを１９人未満で１名以

上としているので、こちらも緩和をしています。また、生活機能の改善を目的としない事業

となりますので、機能訓練士についても設置を不用といたしております。設備基準につきま

しては、通所型のデイサービスになりますけれども、基準がほぼ同じ施設を使うということ

もありますので、同様の基準を設けております。 

 続きまして、資料の８ページ報酬の単価をご覧ください。通所介護の現行相当サービスに

つきましては、こちらも１回あたりの報酬単価を設け、ひと月の上限が国が定める月額報酬

の単価と同額といたします。加算につきましても、現在の予防給付における加算と同等のも

のといたします。緩和した基準によるサービスＡにつきましては、入浴や機能回復訓練を要

しないサービス内容であること、配置をする人員体制を緩和したことで、現行相当サービス

の８割程度として設定をいたします。さらに、単価が低い短時間の提供サービスも設定をい

たしております。こちらのサービスは基本、入浴を行わないということになりますが、施設

としては入浴施設がありますので、入浴を行った場合については加算といたします。施設の

使用料を設け、これについては自己負担をしていただいて、施設にお支払いいただくことに

なります。その他の加算につきましては、いろんな種類の加算がありますけれども、機能回

復訓練については基本、サービスＡではしないので、機能回復訓練に関わるものも対象外と

いたします。 

 以上、簡単ではございますが、総合事業の進め方及び基準について概要を説明させていた

だきました。 

 

委員長： 

 ありがとうございました。ただいまの説明について、結構ボリュームがあったのですけれ
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ども、ご意見、ご質問ございませんでしょうか。お願いします。 

 

委員： 

 失礼します。今、説明を聞いて、よく分からない点も多々あったわけですが、予算的に、

果たして、このようなたくさんのサービスが可能なのでしょうか。予算がどこから出て、ど

れだけ使うのか、そういう動きが全く分からない。 

 伊賀市は、２０２５年っていえば高齢者のピークだと介護保険でも言われています。その

ときまでにどうなるか知りませんが、こんなたくさんのサービス、自立を求められる支援を

どうしていけばいいのかその裏付けが全く分からない。予算的な説明が全くない。役所って

いうのは税金で食うてるわけですから、そういう説明は必要かと思います。 

 介護保険は、国から何％出て、国からの保険税で十分賄えるのか、市の負担は数％ぐらい

だとか、そういう説明も併せてやってもらわなければまったく分からない。 お願いします。 

委員長： 

 予算的な裏付けについて、お願いいたします。 

 

事務局： 

 ご意見ありがとうございます。この事業の予算につきましては、現在、要支援１・２の方

に給付しております予防給付の予算でございます。その予防給付として支給していた部分、

その予防給付を使っていた方が、こちらのサービスに移行するということでございますので

現在の予防給付よりも若干安価なサービスになっております。予算としては確保できている

と思っています。 

 

委員： 

 よろしいですか。単価を見たら安価になっています。人数がどんどん増えるのですよね。

「高齢者が減ることはまず１００％ないので、これは、利用者が増えていくということも見

ておられるということですね。まず、そういうのはできるのですか。 

 国からの補助金もあるんでしょ。その辺の状況はどうですか。そういうことを説明しても

らわないと。だから、議論をしてもそういう裏付けを書いといてもらわないと。 

 どうしても予算的なことが気になります。僕は、国が借金するか、三重県が借金抱えるか

どちらかだと思います。それから自分とこで債券を発券・発行するか、公債を発行するかど

っちかです。債券をやっても、どちらも伊賀市は苦しい。これ以上、伊賀市が債券を発行し

たらどうなるのですかね。 

 そういうことにならないように、もう少し金額的にも分かりやすい説明を資料として、次

の機会にでも提示してほしい。 

 

委員長： 
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対象者が増えるということを想定してということだったと思うのですが。 

 

事務局： 

 ありがとうございます。対象者が増えることにつきましては、今回の介護保険料を決定さ

せていただく時に、人口増、また、利用者の増につきましては想定させていただいた上で保

険料を計算させていただいておりますので、財源的には大丈夫だと思っております。 

 

委員長： 

 では、他にご意見はございますか。同じ方ではなくて、他の方の発言の機会もちょっとし

たいと思いますので、いかがでしょうか。 

 

委員： 

 訪問型サービスＢについても通所型サービスＢについても同じような形だと思うんです

けれども、これは、現行おこなっているサービスをここの対象として、もう何も定めないと

いう基準、何も定めて行かないということですか。 

 

委員長： 

 すいません。質問をもう少し具体的にお願いします。 

 

委員： 

 ごめんなさい。ちょっと分かりにくいですか。 

 訪問型サービスＢも通所型のサービスＢについても同じような形なんですけども、今、そ

のボランティア活動であったり、その地域での自治協のいろんな活動が行われているという

ことを書いてあるんですが、移行の当初でも書いてあるとおり「助成はするけども、間口を

広げるけども、市としては、特に大きなものは定めていかない」ということですか。 

 

委員長： 

 よろしくお願いします。Ｂについて。 

 

事務局： 

 Ｂについてなんですけれども。Ｂの補助の内容が、間接的経費は限定するということ、そ

れから、ボランティアの方にお願いするということで、人件費に充てられないということで

かなり使いにくい補助金になっているというのが実情かと思います。 

 他市を調べてみましたところでも、週１回２０人規模のデイサービスを行った場合の月額

助成が１万円～２万円程度、とってもこれでお願いできるとは考えられません。また、そう

いう声もたくさん国へ上がっていると聞いております。どこもだいたい３年程度の助成期間
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で自立を目指しているということですので、もう少し条件が緩和された後で、地域にはでき

るだけたくさんお金が落ちる形で提案したいというふうに考えております。 

 

委員長： 

 よろしいですか。 

 

委員： 

はい、ありがとうございます。 

 

委員長： 

 他にございませんでしょうか。 

 

委員： 

 すいません。よろしくお願いいたします。今回、初めてこの委員会に出席させていただい

て、最初から課題てんこ盛りというスタートなんだというふうに思いつつ、「１０月にもう

始めなければいけない」という中で、どのようにこの会議を進めて行く予定でお考えになっ

ておられるのか。１０月まであと数ヶ月ですか。その中で、どのように予定を組まれて、そ

の１０月のスタートに乗ろうというふうにお考えになっているのか示していただけたほう

がいいのかなぁというふうに思っております。 

 中身については、正直なところ、多分、分からないことだらけの方が多いだろうと思うの

で、付けていただいているこの意見書を活用して、皆さんから意見集めていただくといいの

かというふうに見させてもらいました。 その点、いかがでしょう。 

 

委員長： 

 １０月までのタイムスケジュール、この委員会を含めてなんですけれど、お願いします。 

 

事務局： 

 ありがとうございます。この「総合事業の構築（案）」につきましては、案でこの委員会

に諮らせていただくのは今回になります。次回の委員会が１０月までに開催できるようであ

れば、もう一度何らかの説明はさせていただけるかと思うのですけれども、本日の開催が決

定という予定をいたしております。 

 この委員会で決定後、ご意見をいただいた案につきましても検討し、市で決定させていた

だく総合政策会議に諮りまして市としての事業の決定をさせていただきます。その後、６月

ぐらいに議員にも説明をさせていただいて、意見を集めた上で７月に事業所や利用者様に説

明会を開催させていただいてお知らせし、それから、その他利用者・市民の方に９月の広報

でお知らせするということで今、スケジュールを立てております。 
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委員： 

 ちなみに、市の中での審議会はいつごろ予定されているんですか。 

 

事務局： 

 今月の２０日です。 

 

委員： 

 ありがとう。 

 

委員： 

 「新しい総合事業」というのは、これまでの３年間の中で揉まれたものなのでしょうか。

今回に向けて出されたのじゃなくって、過去３年間をいろいろ審議されてこれになったんで

しょうか。 

 

事務局： 

 この新しい総合事業っていうのは、２７年度の制度改正に基づいて起こってきたものでご

ざいます。それですから、その制度改正のあたりからの協議となっております。 

 

委員： 

 １年間っていうことです。 

 

委員長： 

 よろしいでしょうか。では、次の方、お願いします。 

 

委員： 

 すいません。予防事業になるのかと思うんやけど、地域のボランティアとかサロンとかの

関係の助成のほうが、先ほどご説明で、人件費が駄目やということやったら、それがハード。

例えばこんな設備っていったらいいのか、備品を購入するようなそういうふうなもの、所謂

ハード的なものについては、単価しか決まってないんのですか。その変のところはどうです

か。具体的には「単価表」っていうか、そういうのはもう作られているんですか。 

 

事務局： 

 いえ、ある程度項目が挙がっておりまして。ただ、今おっしゃられたような設備であった

り改修であったりというものは対象にならないというふうに県に確認をいたしました。 

 対象となりますのは、場所を借りる借上料であったり、電気代、ガス代、保険料、あとは
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報償費、こういったものは対象として構わないということで確認をしております。伊賀市に

ついても、同じようにしていきたいと考えております。 

 

委員： 

 そのへんのは何か、列記したそういうふうなものは、ありますか。 

 

事務局： 

 はい、作られています。 

 

委員： 

 作られているわけですか。 

 

委員長： 

 よろしいでしょうか。他にございませんか。 

 

委員： 

 すいません。ちょっと場所が分からなくて遅れてきまして申し訳ありませんでした。 

 訪問型サービスと通所型サービスで新しい総合事業に移行するっていうことですけども、

現行の介護予防のサービスが残って、それにＡ型のサービスがあるっていうことで、苦心し

てＡと現行型の差は付けていただいたと思うんです。現行のサービスは、既に介護予防が平

成１８年ぐらいからあるのでそれをずっと続けているんですけど、基準に差はあるんですけ

ど、似通ったサービス内容やし、設備基準とか人員基準でもそうだと思うんですけども、現

行のほうは指定事業者が行っていくっていうことですが、緩和した基準によるＡサービスっ

ていうのは、どういうところにサービスをしてほしいとかっていうのはちょっといまいち分

からないので。 

 例えば今、現行でサービスを行っている事業者がＡをやるっていうのはすごい似通ってい

て、２つするのはどうかなと思ったりもするのです。その制度構築して行く上で、どういう

人たちに事業を割り振っていこうとされているのかちょっと分かりづらいので、ご説明をお

願いしたいと思います。 

 

委員長： 

 Ａについてということですね。 

 

委員： 

 そうです。はい。 

 



14 

 

事務局： 

 すいません。現行相当につきましては、事業者の方にっていうことでご理解いただいてお

ります。緩和した基準サービスについても、これは現在、サービスを提供していただいてい

る事業者さんにお願いすることになります。 

 

委員： 

 対象者のほうは、やっぱり似通っていると思うんですけども。 

 

事務局： 

 対象となる方については、今までの予防給付を受けてる方が両方の対象者になります。そ

して、「特別に個人的な支援が必要である」とか。例えば、身体的に何か手を貸さなければ

ならないとか、そういった個人的なプランが必要な方については現行のサービスになります

し、それ以外の方については、緩和した基準によるサービスＡを使っていただきたいと考え

ております。 

 

委員： 

 委員長。 

 

委員長： 

 はい。 

 

委員： 

 今、説明をしていただきましたけれども。私は、こういう関係をしておりませんので、非

常に理解しぬくいです。委嘱を受けて審議をする側が非常に理解しぬくいのをですね、介護

を受けようとする人たちが分かりますか。どこでどういうふうに説明するんですか。１０月

の広報でやるんですか。こんなものを広報でやったって、何も分からないでしょ市民は。も

っと詳しいものを住民の皆さん方に示しをしないと。このことで介護の中身がどんどん変わ

っていくのに、市民がどういう介護を受けられてどういうふうにしていったらいいのか、誰

に相談していったらいいのかっていうのは、これを見ていても私は全然分かりません。 

 もう一つは、総合事業の実施にあたって「多様な担い手が期待されています。」です。こ

れは、どういうことですか。現在、この事業をやっておられる事業所とか皆さん方について

は、分かってますが。もっともっと多様な担い手が必要になると思うんです。ボランティア

で無給でやっていかなければならないということになるんです。そのことについても、もう

少し詳しい説明をやって、それぞれの地域で住民同士の助け合いの活動がほんとにできるよ

うにやるには、もっと詳しい緻密な計画が市が示すべきだというふうに私は思うんですが、 

そこまでどうですか。説明できませんか。 
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委員長： 

 よろしくお願いします。 

 

事務局： 

 まず一つ目は、このサービスが分かりにくいので、どうして利用者さんが理解するのかと

いう質問かと思います。要支援１・２の方もしくはチェックリストによる事業対象者となっ

た方につきましては、包括のケアマネージャーが付くことになります。このケアマネージャ

ーが、本人にどういったものが必要なサービスであるかを判断しまして、事業者との話の中

で決めていくことになります。 

 また、二つ目の多様な担い手につきましてなんですけれども、今現在、そのサロン等でし

ていただいているボランティアについては、まだまだ多様な担い手が必要になってくるかと

思います。その地域による多様な担い手につきましては、社協の地域福祉という部署が、各

社協の地域のほうに職員を配置しておりますので、その職員が中心となって地域のボランテ

ィアを進めていただくように計画しております。 

 

委員： 

 社協とタイアップってやるということですね。 

 

事務局： 

 さようでございます。 

 

委員長： 

 時間的にどうなんでしょうか。 もう、既にいくつもご意見いただいて、未消化な形なん 

ですけれども、これからのスケジュールも非常にタイトで、今日のこの委員会でだいたい決 

めて、２０日には審議になるということですよね。 

 できれば、今日意見を出していただいた以外にご意見がありましたら、この紙に書いてい

ただいて提出をお願いしたいと思います。この紙に書いて提出するのはいつまでとしましょ

うか。２０日の審議がありますから、もう、ほんとに時間がないですけど。いつまで介護事

業係にご意見を出せばよろしいでしょうか。 

  

事務局： 

 １６日月曜日ということでお願いします。 

 

委員： 

 厳しいですね。 
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委員長： 

 非常にタイトなんですけれど、１６日月曜日の何時までとしますか。 

 

事務局： 

 ちょっと待ってください。 

 失礼しました。１７日火曜日、夕方５時とさせていただきます。 

 

委員長： 

 わかりました。今日、全員のご意見を聞くことはできなかったのですけれども、１７日の

夕方５時までこの紙に記入いただいて、ファックスでお願いしたいと思います。 

 

 

（２）その他 

委員長： 

 はい。ちょっと消化不良なのですが、引き続き、その他としまして委員の皆様から何かご 

ざいますか。なければ、事務局のほうから何かありますでしょうか。 

 

事務局： 

 ありません。 

 

委員長： 

 それでは、ぜひともこのファックスのほうに皆さんのご意見を書いていただきまして１７ 

日５時までに、事務局までファックスでお願いしたいと思います。 

 

委員： 

 すいません。 

 次回の開催予定はないのですか。 

 

事務局： 

 はい。今現在、開催日は決定いたしておりません。次回につきましては、また、ご連絡は 

通知でさせていただきたいと思います。 

 

委員： 

 文書で出した後のご回答はいついただけるわけですか。 
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事務局： 

 文書で出していただいた回答につきましては、この計画の事業の中に盛り込ませていただ

けるものについては盛り込ませていただきます。 

 

委員： 

 それなら、もう回答がないのですよね。これを書いて、何になりますか。 

 

事務局： 

 意見として、いただきます。回答につきましては、それぞれの案内通知をさせていただい 

たところに回送付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。 

 

委員： 

 はい。 

 

委員長： 

 よろしいでしょうか。 

 

委員長： 

 では、委員会を終了したいと思います。ありがとうございました。 

 

（議事終了） 


