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令和２年度 第１回包括ケア推進会議 会議録 

 

１ 日 時 令和２年７月８日（水）午後７時から８時 45 分まで 

２ 会 場 三条東公民館 多目的ホール１ 

３ 出席状況  

(1)出席委員  

中村委員、馬場委員、渡辺委員、横山委員、室井委員、宮島委員、佐藤

委員、高野委員、本田委員、阿部委員、村山委員、五十嵐委員、石附委員、

米山委員、長谷川委員 

(2)オブザーバー 

三条地域振興局健康福祉環境部地域保健課 星野課長代理 

三条市地域自立支援協議会 いからしの里 元川園長 

(3)地域包括支援センター 

高井センター長、佐藤センター長、西丸センター長、小柳センター長、

佐藤管理者 

(4)セカンドライフ応援ステーション 

 石黒コーディネーター 

(5)市関係部局 

福祉課障がい支援係 鈴木係長 

健康づくり課 小林課長補佐 

(6)事務局 

地域包括ケア総合推進センター 郷センター長、野水次長、渡邉主任、西田コーディ

ネーター、鈴木コーディネーター 

高齢介護課 土田課長、永井係長、榎本係長、松平主任 

４ 議題 

 (1)第８期介護保険事業計画策定に向けたアンケート結果について(参考資料

１～３)  

    事務局から資料に基づき説明 

(2)第８期介護保険事業計画における基本目標について(資料)    

   事務局から資料に基づき説明 
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（質疑） 

石附委員  ＩＣＴを活用したひめさゆりネットについて、今、ケアマネ

ジャーの担当者会議等は、新型コロナウイルス感染症予防の観

点もあって ZOOM などで行ってもいいことになっている。新型コ

ロナウイルスが収まってもこれが続くような気配である。例え

ば、ひめさゆりネットにそのような機能を付けてもらうとか、

ソフトの紹介をいただくとかできないものか。 

西田コーディネーター 動画がひめさゆりネットで使えるといいということは、

ずっと要望している。今回のことがあるので、動画撮影を含め

た多職種が話し合える場をひめさゆりネットでできないかとい

うことは、もっと要望していこうと考えている。 

長谷川委員  この計画を進めるに当たって話があったように、日々、民生

委員として動いている中で、一番大切だと思ったことは、窓口

の一本化である。地域包括支援センターの機能をどう強化して

いくか。私、民生委員にとっては大変、重要な課題だと思って

いる。とにかく何かあったら、包括支援センターに行けばいい

というような流れになったら、地域で活動する方々がうまく進

んでいけるのではないかと思う。人員不足も課題だと思うので、

計画の中には足元の包括支援センターの機能を強化していただ

くことはこれからの時代にそぐうのかと思う。 

  それから、今後一人世帯や高齢者のみ世帯がどんどん増えて

いくことは確実である。その中で、今は自宅での介護を進めて

いる状況であるが、２人だけで体力が弱ったときにはどうすれ

ばいいのかという実態がある。身内もいないし、２人が動けな

くなったらどうしたらいいのか。そこを汲んでいただいて計画

を実現していただきたい。 

事務局  １点目の包括支援センターの機能強化という部分では長谷川

委員と同じように思っている。ただ、具体的に人的配置をどう

すればできるのか。市としても機能強化は進めなければいけな

いと思っている。これから十分に検討し体制を考えていきたい。 

  高齢者のみ世帯への支援の在り方についても今ほどの御意見

を含めこれからの検討である。御意見を踏まえた内容で計画を
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策定したいと思っている。 

石附委員   ６ページの第８期計画における取組案の中で一つ提案である。

介護現場の人材不足を解消するため、専門職以外の総合事業サ

ービスＡ従事者を養成となっているが、今まではシルバー人材

センターでやっていたと思うが、他の市町村だと法人単位で手

を挙げてやったところに補助金を出すという取組を行っている

ところもある。社協もそうであるが、特にヘルパー人材がかな

り不足している。高齢化も進んでいるので何とかしなくてはい

けない状況である。独自で行ったところに補助金をいくらか出

すなど、考えていただければと思う。 

事務局  石附委員がおっしゃったように、シルバー人材センターだけ

が養成を行っている状況だが、市としては決してシルバー人材

センター以外に養成させないということではない。一方でそこ

だけしかやっていない割に養成自体が低調ということも事実で

ある。今後、切実な人手不足を解消していくという面からも養

成の役割を担っていただくところについては、幅広く考えてい

く必要があると思っている。その中で各法人、事業者から手を

挙げていただけるのであれば、その方々に対してこの補助金と

いう形での支援ができるかどうかは別としても、養成の間口が

広がることは非常に大事だと思っている。補助金については、

人材を確保してから考えていきたいと思う。 

馬場会長  包括支援センターの人員が足りない、養成を増やしていこう

ということだが仕事の状況はどうか。 

小柳センター長 ここに体制の見直しとあり、私たち包括の職員はすごく有難

い。やはり相談するケースの複合化というか、困難事例の解決

が中心となってしまい、なかなかここに書いてある生活支援体

制の整備や自立支援など地域としてまだおろそかになっている

現状かと思う。是非、実現するといいと思う。 

馬場会長  包括支援センターの業務は、非常に多岐にわたるもので、取

りあえず人だけでも増えれば少しはいいのではないか。そこは

何とかしていただきたいと思う。 

阿部委員  ３ページのＩＣＴに関して、今年度新たに救急隊に導入した
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ことにより、利用者の増加が期待されるとある。救急隊が入る

ということは、すごく助けになると思う。ケアマネジャーなど

も高齢者世帯や独居世帯がある中で、救急車を要請するような

状況で救急隊が来て、その方の状態が分からない中、ケアマネ

ジャーに問合せがいくこともあるかもしれないし、その要請の

場所に行かなければいけない場面もある。このＩＣＴを救急隊

が閲覧できることで、普段の状態を知ることができ、とてもい

いことだと感じている。療養手帳など手書きのものだとどこに

あるのかから始まって探さなければならないが、ＩＣＴを導入

することによって、救急隊側でそれを把握できることは、非常

に三条市としてはいいのではないかと思う。ケアマネジャーも

利用者を増やしていけたら、仕事もいい方向にいくのではない

かと考えている。説明は大変だと思うが、ケアマネジャー自身

にもメリットがあると捉えて増やしていけたらと思う。 

馬場会長  利用者は増えてはいるのか。 

事務局  ここに書いてある利用者は５月の時点で 508人、６月末の時点

で 748人、月に 240人位増えた。ケアマネジャーから一人暮らし

高齢者や高齢世帯の方は、救急隊が情報を持ってくれることは

ありがたいと進んで同意をしてくれている。市民の安全のため

に広めていけたらいいと思っている。 

米山委員  皆さんのところに支援が必要な人の情報はあるが、自治会に

は一切、入ってこない。実際に災害になると自治会、消防団が

支援に回るということになっている。実は水害で自治会の方の

ところへ行ったが、垂直、２階へ避難することができないとい

うことがある。そこで、避難所へ行かなければならないという

ことだが、たまたま説明会のときに、提携しているタクシー会

社と介護士付のタクシーが行くようになっているから電話くだ

さいということで済んだのだが、その方だけではなく、隠れ支

援者というか、動けないというところに人がいる。そこへ行く

と、お父さんを置いていけないから、私も沈むという方が結構

いるような気がする。実際に言われた方がいるので、何か委任

状、承諾書を作って自治会にも情報がほしい。というのは、実
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際に近所の方のところへお願いに行かなければならない。そう

なったときに支援者の情報が全くなく、我々は手をこまねいて

いる。何とかそういう書類を作っていただけないか。 

馬場会長  ひめさゆりネットの情報ということか。なかなか難しいもの

ではないかと思う。 

事務局  米山委員の御意見については、ひめさゆりネットの情報とい

うよりも、三条市で作っている災害時要援護者名簿の話だと思

う。それについては、自治会でそういう人がいる、支援が必要

な人が名簿に載っていないけれどもいるという場合であれば、

三条市が把握する人以外に自治会独自で支援すると市に申し出

ていただければ、それは名簿に載せ、誰が支援するのかという

話をさせてもらいたい。 

（基本目標４、５、６について資料に基づき説明） 

長谷川委員  三条市は県下で認定率の低い順から２番目ということが先日

も会議で専門家から話があった。三条市は認定率が低い。認定

が厳しいという印象を持つ。杖を買ったら杖を買った分の反面、

介護保険料が軽減されるほうがつながる。それこそ人の感情が

入らないで、機械的に介護認定をすれば平準化ということでは

ないが、高い、低いがなくなると思う。認定が低い反面はこう

だと市民に分かりやすく伝えることが課題である。 

事務局  今の長谷川委員の御指摘は、当市の要介護認定率が低い、厳

しいのではないかということかと思う。市へも直接、あるいは

間接にそのような指摘がある。また現にこの包括ケア推進会議

の部会である認知症ケアサポート検討部会の席においても同様

の御指摘をいただいた。介護認定については、公平公正適正が

大前提で、当市も国の定めた基準に則って適正に運営、運用し

ているところである。現実の受け止めとして、今ほど御指摘の

ようなケースがあることも承知している。ここで市民の皆様方

から三条市はどうなのかと思われてしまうと介護保険制度その

ものに対する信頼感が損なわれかねない。認定率が低いという

ことの裏には、例えば、介護予防に取り組んだことの成果があ

るとか、その裏付けとなるところもきちんと示さなければ、今
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ほどの御指摘のようなことになってしまう。介護予防の見直し

は、これまでの成果を確認すると同時にこれからどういうこと

をしていけばいいのかを含めて伝えていきたい。また認定も適

正であることを検証する必要がある。御指摘では、一度申請し

たところ非該当だったが、とてもそういう状況ではないので、

再度、改めて申請したら介護度が付いたというケースだった。

今現在、そういったケースを中心に抽出し、認定結果を振り返

った中で検証している。判明した折には、皆さんへお示しし、

御理解いただければと思っている。 

長谷川委員  もう少し元気が出るような方向性を見出してほしいという意

味を含めて申し上げた。是非その部分は、市民にお知らせして

もらいたい。 

横山委員   第８期の方向性ということで、具体的に今日、この意見聴取、

話し合いを受けて、これを形にするスケジュールを教えていた

だきたい。 

事務局   今後については、最終的に計画を策定するのは年度末になる。

実際にこれらの取組のほかに介護保険料の関係、施設整備の方

向性について検討していかなければならない。三条市の審議会

である三条市介護保険運営協議会に随時諮っていく。その前段

として、ある程度方向性が定まった段階で包括ケア推進会議の

部会で説明をさせていただく。 

横山委員  来年の春、介護保険の報酬が改正になる。そこのリンクなど

を考えていないのか。例えば、人を配置するとか、何をすると

かと具体的な話もあるが、費用面を考えたときに次の体制は特

に考えていないということか。具体的なスケジュールを聞ける

とありがたい。 

事務局  最終的には介護保険の運営に関する審議会は、法律で定めら

れている介護保険運営協議会に諮ることになっている。今日、

御意見をいただいたものを叩きとして、次期計画の柱となる基

本目標を定めていく。その１回目の介護保険運営協議会を８月

に予定している。その後、その基本目標に基づいて具体の施策

の展開について検討し、12 月中旬に２回目の運営協議会を予定
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している。その間、包括ケア推進会議の各部会での御意見と合

わせて、今日の会議の２回目も 12 月に予定している。そこでの

意見を介護保険運営協議会に諮っていく。横山委員の言われた

報酬改定等については、恐らく年末から年明けに掛けて、国か

ら審議会の答申という形で示されてくるかと思う。その報酬改

定を反映した給付費を賄うために必要な保険料を年明け早々か

ら１か月弱くらいの間で早急に具体化して、最終的には２月に

最後の３回目となる介護保険運営協議会で協議を予定している。

そこに第８期の保険料をお諮りする。その前後に各部会への意

見聴取、市民の皆様からのパブリックコメントの実施も予定し

ている。 

佐藤委員  ケアマネジャーが不足していると感じたサービスというとこ

ろで、短期入所生活介護は回答数が 50 で群を抜いている。私も

普段業務をしていてショートステイが不足していると感じてい

るというよりも、必要なときに利用できない。例えば御家族に

不幸があったとか、介護者の方が病気で入院されたといったこ

とがある。そこが何とかなればもう少し在宅を続けられるが、

そこが不安になってきて特養に申し込んで入所するという方が

多いように感じている。ショートステイの空床確保に補助を出

して、そういった方が優先的に利用するという市町村もある。

やはり緊急時にショートステイを利用できる仕組みがあると在

宅生活の継続にもつながるし、介護する方の安心にもつながる。

またケアマネジャーとしても援助、支援の観点からケアマネジ

メントできるのではないかと感じた。 

事務局  とかく施設サービスに目が行きがちだが、市としても今後、

高齢者人口はずっと増え続けていくが、総体的には人口減少と

いうことは分かっている。高齢介護施設を造っても必要なくな

る時代がやってくるということを見据えた中で、全体のバラン

スをどう取っていくか。そのために地域包括ケアシステムに取

り組んでいるところである。ショートステイについては、介護

保険係に有効期間の半数を超える長期利用の相談等もある。一

方で、稼働率 89.8パーセント、最大でも 99パーセントで、今の
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ところは常に回転していろいろな方が利用している状況である。

在宅サービスの充足状況についても検討した中で、ショート単

独というのがなかなか難しいと思う。基本的には何らかの入所

系施設と併設という形になると思うが、入所と在宅の両面から

皆さんの現在の不安に対応できるような形で整備を行っていき

たい。 

横山委員  今の言い方だと、人口減少が分かっているから、市としては、

そういった状況を勘案しながら整備していく。保険料を納めて

いる一般市民から見れば、金だけ払っていてサービスが使えな

いなんて意味がないのではないかという声になると思う。その

辺りはどうか。私は介護保険を平成 12 年からずっと見ているが、

いつ見ても足りないものが同じだ。特養が足りない、ショート

が足りない。変わらない。 

事務局  相談が多いサービスについては、ショートステイ、入所であ

れば特養が多いのは承知している。保険料だけとって施設は造

らない、サービスが使えなくていいのかということについては、

当然、皆様方は拠出した保険料に見合う給付というものを希望

している。逆に私どもからすると、給付と使い方のバランスを

どう取っていくかというところ。有り体にいうと、保険料にど

れくらい影響するかということになると、一番大きいのは特養

と入所系サービスだが、そこは、今後の状況も踏まえて、実際

今、必要とされている方々へのケアをどうしていくかというこ

とを考えている。次期計画におけるサービス量を今回行った各

種調査結果を分析する中で見極めていきたい。それと同時に、

負担いただく被保険者の皆様からすると、これくらいのサービ

スが使えるのであればこれくらいの保険料を納めることになる

とある程度判断いただけるようなことが、保険制度を持続して

いく上では基本となる。決して特養を造らないと申し上げたわ

けではないが、長期的な視点に立ったサービスを行っていかな

いと最終的に保険料の面で被保険者の皆様に負担をお掛けする。

そこは慎重に考えていきたい。 

横山委員  三条市として人口動態改善の取組はしているのか。例えば三
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条市の介護認定がものすごく厳しいと自治会やケアマネから出

ているが、実際に使いたいのだけれどもサービスが使えない、

ショートを利用したいけれどもできないといった意見も考えて、

もう少し前向きな取組案を作っていただけるといいのではない

か。組織だけがどんどん大きくなって、そこが分かりにくいの

かもしれないが、本当はもう少しシンプルな問題なのかもしれ

ない。これもやっていく、あれもやっていく、新規だ、と細か

く対応するためには分かるが、もう少し原点に戻ってはどうか。

この間、オブザーバーで出席した会議でも、スーパーバイザー

の先生から指摘があったとおりだが、もう少し市民目線の取組

案を作っていただけたらと思う。 

長谷川委員  今、高齢者が新型コロナウイルスで外出できない。介護予防

の観点からこれはどうにかしなければならない。そういう人た

ちが増えている状況だ。介護予防のいきいきサロンに最初に参

加された方々の体が動かなくなってきた。次の代の方がそこの

仲間に入りたいが話題が合わない、仲間に入れない。次のグル

ープの作り方をどうしていくかということを一緒に考えていく

必要があるのではないか。そういうグループを作ることを次の

計画の中で考えていただきたいと思う。 

石黒コーディネーター 今年度から高齢者の見守り事業を始めている。いろい

ろなところで話を聞かせていただいている。集いの場について

は、継続支援が厳しいのは確かだ。世代を超えての集いという

のはなかなか難しい地域が多い。さんちゃん健康体操をやって

いるところは本当に介護認定率が低いと今回の数値を見て感じ

ている。ただし、どうしても担い手不足ということで継続が厳

しくなっているので、そこに入って参加しやすいように計画を

もう一度練り直すということを今年度、高齢介護課高齢福祉係

とともに動く予定にしている。そのような形で継続支援をして

いきたい。地域包括支援センターにコーディネーターという形

で人員を増やしていただけるとの話があった。専属で一緒に動

いていけたら、私が行けないところには行けるのではないか、

手が回るのではないかと思う。 
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５ その他 

事務局  次回の包括ケア推進会議は 12 月を予定している。具体的な日

程については会長と協議させていただいた上で、改めて委員の

皆様に御連絡する。また、御多忙のところ誠に恐縮であるが、

すでに御案内のとおり、今月 21 日には在宅医療介護連携検討部

会、29 日には認知症ケアサポート検討部会を開催する。こちら

の参加もよろしくお願いしたい。 

６ 閉会あいさつ 

  郷センター長 

 

 （午後８時 45 分閉会） 

 


