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様式第２号（第５条関係） 

平成２７年度第３回久喜市介護保険運営協議会会議録 

発 言 者 会 議 の て ん 末 ・ 概 要 

司会 

(中村課長) 

皆様、こんにちは。ただいまから、平成２７年度第３回久喜市介護保険運

営協議会を開催いたします。 

委員の皆様には、公私ともにお忙しい中、ご出席をいただきまして、誠に

ありがとうございます。私は、介護福祉課長の中村でございます。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

開会に先立ちまして、現在の出席委員について、ご報告申し上げます。 

委員２０人中、出席委員１６人でございます。本運営協議会は、久喜市介護

保険条例第１５条第２項の規定により成立いたしますことをご報告申し上

げます。 

 議事に入ります前に、本日の配布資料について確認させていただきます。 

事務局 《 資料確認 》 

司会 本日は、地域密着型サービス事業所の指定についてほか３つの議題でござ

います。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

それでは、開会にあたりまして、大塚会長からご挨拶をお願いいたします。 

大塚会長 皆様、こんにちは。 

年度末という大変お忙しい中、お集まりいただき誠にありがとうございま

す。桜も咲きはじめる季節であり、これから暖かくなる季節となります。 

本日は、４つの議題が用意されております。一つ審議にご協力をいただけ

ればと思います。よろしくお願いいたします。 

司会 

 

 ありがとうございました。 

 それでは、これより本日の議事に入らせていただきますが、久喜市介護保

険条例第１５条第１項の規定によりまして、大塚会長に議長をお願いいたし

ます。 

 それでは、大塚会長よろしくお願いいたします。 

議長 

(大塚会長) 

 ご指名をいただきましたので、久喜市介護保険運営協議会の議事進行を務

めさせていただきます。 

 初めに、本日の会議にあたり、議事録署名人を指名したいと思います。竹

内進次委員、車塚文彦委員の以上２名に議事録署名人をお願いいたします。 

 

《 了承 》  

 

それでは、議事の１地域密着型サービスの指定についてです。この議事に

ついて、市長から本運営協議会あてに諮問が出されております。委員の皆様

のお手元に諮問書の写しをお配りしますので、そちらをご覧ください。 

森田副部長  市長の代理で諮問書をお渡しいたします。ご審議をよろしくお願いしま

す。 

《 諮問書を読み上げ 》 

議長  ただいま諮問されました「地域密着型サービス事業所の指定について」に

つきましては、委員の皆様のご意見をまとめまして、市長に答申いたします。 

 それでは、事務局の説明をお願いします。 

事務局 《 資料１に基づき説明 》 
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議長  ただいまの地域密着型サービス事業所の指定についてについて、何かご質

問はありますか。 

大澤委員  この内容について、反対するものではございません。賛同します。 

 この公募申請については、１ヶ所だけですか。埼玉県内もしくは久喜市近

くに他の経営者がいないものかと思われます。場所は、下早見であり良い場

所と思われ問題はないかと思われます。しかし、事業所の選び方ですが、わ

ざわざ水戸市の事業所を選定しておりますが、その点はどう考えております

か。 

事務局 平成２５年度に地域密着型サービスグループホームの公募を市の方で実

施しました。平成２５年１１月８日から１１月２９日までを公募期間として

広く公募を行いました。この回の公募については、事業所の公募は１施設の

みとなりました。内部におきましても選考の基準がございますので、１次審

査、２次審査で庁内で審査を実施させていただきました。平成２５年の介護

保険運営協議会において諮問をさせていただきまして、特に問題はないとさ

れました。そして、指定候補事業者として決定し、グループホームの建設が

進められました。最終的には、介護事業所としての、指定ということになり

ますが、指定候補者として、２年間の準備期間を経て、開設に至るところで

す。 

地域密着型サービス事業所ということで、１つ１つの事業者は比較的小さ

な事業所となります。地域に密着するということで、大きな事業所ではあり

ません。 

なかなか１つの事業所だけで運営することは難しく、関東一円で介護サー

ビス事業所を運営する事業者が公募してくるのが現状です。市内だけで事業

所を開設しているところもありますが、市外の事業所も応募することもあり

ます。 

大澤委員 ありがとうございました。 

議長 私から質問ですが、事業所が水戸市にあるということですが、埼玉県内も

しくは久喜市内に他の事業所はあるのですか。 

事務局 株式会社サンテにつきましては、最初薬局の事業を展開しておりました

が、そこから茨城県で介護サービス事業を展開していきました。そういった

意味では、埼玉県内では薬局の事業は既に展開済みでありますが、介護事業

所としては、埼玉県内では初めてとなります。 

議長 はい。薬局としては県内に事業所を展開しているけど、介護事業所として

は久喜市が初めてということですね。 

事務局  そういうことです。 

議長  分かりました。他にご質問はございますか。 

各委員  《 質問なし 》 

議長  それでは、本案件については了承ということでよろしいでしょうか。 

各委員  《 了承 》 

議長  それでは、了承とさせていただきます。 

事務局より答申書の案を各委員に配布してください。 

 

《 答申書(案)を読み上げ》 
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議長 続きまして、議事２の地域密着型サービス事業所の指定更新についてでご

ざいます。事務局から説明をお願いいたします。 

事務局 《 資料２に基づき説明 》 

議長 ２つの事業所の指定更新ということで、何かご質問はございますか。 

各委員 《 質問なし 》 

議長 指定更新ということで、今までの事業所運営に問題がないということで、

引き続き指定を行い、久喜市の介護保険運営を担っていただくということで

皆様よろしいでしょうか。 

各委員  《 承認 》 

議長 ありがとうございました。 

続いて、議事３の平成２７年度居宅介護支援業務委託事業者についてでご

ざいます。事務局の説明をお願いします。 

事務局  《 資料３に基づき説明 》 

会長  資料３より居宅介護支援委託事業者として、４６事業所を委託するという

ことですね。市民の身近な事業所として掲載がされており、久喜市以外の事

業所がいくつか掲載がされておりますが、これは久喜市の住民の方がご利用

になられているということでよろしいでしょうか。 

事務局  そのとおりでございます。 

議長  分かりました。他に皆様からご質問はありますか。  

各委員  《 質問なし 》 

議長 ありがとうございます。それでは、承認とさせていただきます。 

続いては、議事４の地域包括ケアの取組状況についてです。事務局から説

明をお願いいたします。 

事務局  《 資料４に基づき説明 》 

議長  ただいま、地域包括ケアの取組状況について説明がありました。非常に難

しい話であり、すぐに理解をするのが大変ですが、１ページ目の全体像と２

ページ目に事業が５つありますが、１ページ目の全体像の四角の内容と２ペ

ージ目の事業がどのように結びつくのですか。２ページ目の①介護予防、日

常生活支援総合事業は、１ページ目の全体像で右側の介護予防に該当すると

いうことでよろしいですか。そして、②の生活支援サービスの充実は、全体

像のどの部分に該当しますか。 

事務局  ②につきましては、これは黒い枠では囲っておりませんが、先ほどの介護

予防の下に生活支援がございます。この部分を整備していくことになりま

す。生活支援コーディネーターという資格がございますので、これが②の内

容になってきます。 

議長  生活支援と生活支援コーディネーターが、②生活支援サービスの充実に該

当すると、標記に違いがありますが、同じということでよろしいでしょうか。 

事務局  そのとおりです。 

議長  この生活支援サービスの充実のメインは、生活支援コーディネーターの養

成でしょうか。 

事務局  そのとおりです。地域のサービスの確認もしていくことになります。 

議長 ③在宅医療、介護連携の推進は、１ページ目の全体像の上にあります。在

宅医療・介護連携の推進に該当するということですね。そして、認知症対策

の推進は、１ぺージ目の医師会、歯科医師会、薬剤師会の左上の四角に該当 
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 するということですね。 

事務局 ４番の認知症対策につきましては、医療機関の役割が大きいことから、こ

の位置づけとなっておりますが、地域としての関わりもありますし、また、

介護又は介護予防においても大きな役割があるかと思われますので、この図

の全体に係るテーマかと思われます。 

議長 ⑤の高齢者の住まい確保は、１ページ目の多様な住まいの確保に結び付く

ということですね。 

事務局 そのとおりです。 

議長 地域包括ケアシステムのイメージ図の中で、それぞれ第６期介護保険事業

計画の中で、事業がいろいろ位置づけされていることですね。また、３ペー

ジ目は、取組の段取りということですね。４ページ目は、取組事項の内容、

現状と展望になりまして、（１）は介護予防と①のところですね。現状取組

と平成２８年度の展望とされております。保険料は最後の位置づけですね。 

事務局 そのとおりです。 

議長 それから、７ページ目が２番目の生活支援サービスの充実であり、特に生

活支援コーディネーターを配置していくということですね。平成２８年度

は、生活支援体制整備に係る協議体を４月に設置し、３ヵ月に一度に開催す

ることで、地域分析を行うということで、生活支援サービスリストを作成す

るということです。 

生活支援コーディネーターは、日常生活圏域ごとに１人、合計５人を採用

することとし、５月に公募を行い、選考決定の上、７月開催の協議体にて、

コーディネーターの指名を行うということですね。 

そして、指名されたコーディネーターが、指名をされると、サービスリス

トを見て、具体的にどのように活躍していくのか。あとは、在宅医療介護の

連携で、医療と介護事業所も連携していきましょうということですね。ここ

のキーマンが誰になるかと決めることが大変だと思われます。連携を調整し

ていくキーマンが、地域包括支援センターに任せるのかとなってきます。 

それと認知症については、医療の診断を受けてケア対策をどのようしてい

くのか、ある意味在宅医療と介護の連携で１つのくくりとなっていくかと思

われますが、認知症をどのように対応していくのか。 

そして、高齢者の住まいの確保ということで、高齢者の多様な住み方を考

えていきましょうということです。以上が概略ということになりますが、皆

様ご意見、ご質問はありますか。 

竹内委員 資料の７ページ目で少し理解ができなかった所があるのですが、７ページ

目に、生活支援コーディネーターの配置について、市の非常勤特別職で生活

支援体制整備推進員とありますが、これはいわゆる生活支援コーディネータ

ーのことですよね。この生活支援体制整備推進員は何名配置する予定でしょ

うか。また、平成２８年度の展望の中で、生活支援コーディネーターを日常

生活圏域ごとに１名ずつ配置し合計５名とされておりますが、この生活支援

コーディネーターと生活支援体制整備推進員の関係がよく分からないので

教えていただければと思います。生活支援体制整備推進員が何名配置なの

か、生活支援コーディネーターとの関係は何かと教えていただければと思い

ます。 

議長 事務局説明をお願いします。 
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事務局 生活支援体制整備推進員と生活支援コーディネーター、分かりづらい用語

になっておりますが、生活支援コーディネーターは、先ほどご説明させてい

ただきましたが、生活支援に関しての関係者間の協議体を設置することにな

りますが、この協議体で指名することになります。他市町村でもいろいろな

例がありますが、例えば社会福祉協議会の職員を指名するということもあり

ますし、ＮＰＯ法人の職員を指名することもあります。そういった方が、今

までの職としての立場にあるか、生活支援コーディネーターと指名された方

がどういった立場に立たれるかは、一応は別となっております。 

久喜市では、関係者間の協議の結果、市で人を雇いまして、その方に生活

支援コーディネーターの指名を受けていただくスタイルを考えておりまし

て、この生活支援体制整備推進員は、市の非常勤特別職の職名が、このよう

な名前になるということです。言ってしまえば、市で人を雇いますが、その

時点ではまだ生活支援コーディネーターではないのです。ですから、生活支

援コーディネーターの候補者として人を雇うという位置づけになります。そ

して、協議会で正式に指名を受けると生活支援コーディネーターとして、活

動ができるということになります。 

議長 そうするとまずは、協議会を立ち上げますと、そこで市の非常勤特別職で

ある生活支援体制整備推進員が指名されると生活支援コーディネーターに

なる、生活支援体制整備推進員と生活支援コーディネーターがイコールにな

るという理解でよろしいでしょうか。 

事務局 協議体の方で反対、異論が出て指名がされないということがない限り、生

活支援体制整備推進員が生活支援コーディネーターとなると考えておりま

す。 

議長 そして、生活支援体制整備推進員いわゆる生活支援コーディネーターを５

名採用するということです。指名を受けたら地域で行われている様々な生活

支援を確認して、生活支援サービスリストの作成の基となる情報を収集して

いくことになりますが、それを基にリスト作りをしていくということでよろ

しいでしょうか。 

事務局 はい。平成２８年度の目標としては、協議体と生活支援コーディネーター

ともに、生活支援サービスリストを作成することを目標としております。 

議長  そのようになっているそうです。だいぶ複雑なようですが。 

竹内委員  実はもっと端的に聞けばよかったのですが、市の非常勤特別職の生活支援

体制推進員に応募するための資格、条件があれば教えていただきたいのです

が、これが分かれば今の説明は十分分かります。 

事務局 この内容については、非常に専門的な知識を必要とします。地域の十分な

理解も大切な部分であり、かつ福祉の知識や経験を持っている方が望ましい

です。 

 ただ、国の方では、この資格を持たなければならないと示してはいません。 

可能性としては、コミュニティや自治会、民生委員の方もそうですが、地域 

の中でコミュニティ活動をされている方についても、ある程度の知識をお持

ちの方であれば、この生活支援コーディネーターの仕事に就ける道があると

考えます。 

 この生活支援体制整備推進員については、このようなことから特段の資格

を必要とはしておりません。そのため、公募では、特段の資格を求めて公募

はしません。ただし、例えば、保健師やコミュニティーソーシャルワーカー、 
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 地域福祉に関わった経験がある方、介護支援専門員の方も地域に出ていると

思われますので、このような資格をお持ちの方は、少し有利になるのかなと

思います。しかし、生活支援体制整備推進員については、明確に資格は求め

ません。 

議長 分かりました。この公募ですが、誰も応募しなかった場合はどうするので

すか。 

事務局 再公募を実施します。 

議長  まずは、生活圏域が５圏域ありますが、その圏域の中で１名配置すると、

例えば、その地域を熟知している区長さん、民生委員も仕事を兼ねることが

できるということでよろしいでしょうか。 

事務局  実際は、選考がございますので、福祉の部分の見解やお話を聞きながら、

選考していくことになりますが、そういった方に門戸を閉ざすことはしませ

ん。逆に地域の分析や地域の方とのお話を通して、情報収集をしていく又は

関係づくりをしていくことが重要な事業になりますので、そういった部分に

ついて、すでに経験がある方、人的なつながりをお持ちの方は、業務を行う

上ではふさわしい方になると考えます。 

廣瀬委員  すみません。地域支援コーディネーターは、もっと地域密着したものと考

えていました。今回、生活支援コーディネーター５名としておりますが、久

喜市全体で５名、栗橋、菖蒲全部混ぜてですよね。私は、地域でサロンを実

施しておりまして、以前は民生委員を務めており、地域のことについては非

常によく分かります。 

実は、先日認知症の方が、ご自宅で倒れておりまして、民生委員が呼ばれ、

私も自宅が近くであったので駆けつけたのですが、その時不愉快な思いがあ

ったのです。その方には、ご長女様がおり見に来るのですが、たまたま出張

で、すぐに駆けつけることができませんでした。その時、たまたまデイサー

ビスの運転手の方が倒れているのを見つけ、ご自宅の鍵が開いていたので中

に入りました。病院に連れていなければならない状況でしたが、その時、民

生委員かケアマネジャーがどちらか同行するのですが、ケアマネさんを民生

委員が呼びましたが、ケアマネさんに地域の事情をあれこれ伝えるとケアマ

ネさんは嫌な顔をしまして、うるさい方が来たなと思ったようです。その時、

救急車が来て、その方が３日間前にも倒れて、春日部の秀和病院に搬送され

たことをお話しましたが、担当のケアマネが別の病院がよいのではないかと

いうことで、その方の事情をよく知っておりましたので、娘様が東鷲宮病院

に入院されていたこともあり、結局、その東鷲宮病院に搬送されたのですが、

非常に難しいところがありますね。地域のことについて非常に詳しい方が出

ていくと、ケアマネの方たちは、嫌なことを言う人たちが出てきたなと思う

ようなのです。いろいろな事情について詳しい方が来れば、事業所の方も対

応も変わったかもしれませんが。この度、事業者の方も大勢参加されており

ますが、たまたま私が遭遇した内容は少し違うかもしれませんが。そして、

地域支援コーディネーターは、圏域という広い地域を担当するようですが、

このように圏域の中にも担っている地域性があることを分かっていただき

たいと思います。 

議長  難しい面があるということですが、事務局から何かありますか。 

事務局  廣瀬委員のお話しのとおりかもしれませんが、資料８ページにあるような

サービス内容を想定しているところであります。その中で、高齢者に何かあ 
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 った時どうするかということで、今のお話を伺って、地域の方と事業所の方

の認識の共有が図れていないのではないかと考えました。生活支援という分

野ということですが、その関係者の方が、一同で高齢者について話合いがで

きる協議体は、非常に必要なものであり、地域の方同士で、意識共有をする

ことが大切であり、同じ目標に向かっていける重要なことだと考えておりま

す。 

 生活支援コーディネーターが少なく、きめ細かい対応ができないというご

意見でしたが、この生活支援体制整備推進事業については、１年、２年、計

画期間は３年ですが、短い期間で全て終えるということではありません。こ

れは今着手しまして、中長期間で考えるべきテーマでありますし、近々に目

標を定める必要がある内容もあるかと考えます。まずは、大まかに生活圏域

ごとにどのようなサービスが必要なのか確認をして、作り込んでいくことが

第一段階において必要です。本来は、小学校区の単位などで活動していき、

身近なところで相談ができるようにしていくことが大切であります。一方

で、この事業の中身は、イメージとしては明確な内容がまだ定まっておりま

せん。私達は、方向性を決めて行動に移すべきと考えておりますが、イメー

ジがまだ明確にできていないのが現状です。どれくらい協力をしていただけ

る方がいるか、先ほど会長のお話にありましたように、公募して何人集まる

のかという課題もありますが、まずは圏域ごとに１人ずつ配置させていただ

き、その方々の活動によって、活動の方向性をこのように行っていきますと

いうことで、現実に見せて、その見せた内容で、私も協力してみようかなと

協力者が出れば、次の段階として圏域をもっと細かくして担当者を増やすこ

ともできるかと考えます。こういったステップを踏むということを考えて、

まずは、生活圏域ごとに生活支援コーディネーターを配置させていただけれ

ばと思います。一方で、国の方でも生活支援コーディネーターは、一層、二

層、三層に分けられることを考えておりまして、一層は市全体を見ること。

二層はこの生活圏域を見ること。三層はもっと細かく地区ごとになるのです

が、特に三層をいきなり実施するのは難しいだろうという見解を国は示して

おります。 

社会福祉協議会においても、あったか会議を実施しており、小地域福祉と

いうことで取り組んでおりますが、そういった事業の連携の中で、地域交流

の場として、この地域をどのように変えていくかということを話していける

場を構築していくことで、三層の充実につなげて、平成２８年度はここから

取り組ませていただければと考えております。 

廣瀬委員  すみません、ありがとうございました。市と地域包括支援センターと社会

福祉協議会、シルバー人材センターの協議体を作るということですね。地域

包括支援センターも地域のことをよく知ってくれますし、社会福祉協議会の

方も細かいところをよくご存じです。ですから、頼りになることが多いので、

このような方が選ぶ側にいらっしゃれば、期待できるかなと思います。 

議長 

 

 

ありがとうございました。 

 これは、地域でいろいろな活動がされていると、そして事業側のリストを

作り、事業側のリストと結びつけましょうという、そういう役割ですよと、 

自らが実際に事業を行うということはありませんと、あくまでもこういった

面がありますので、一度顔を出してみたらいかがですかと、例えば、食事の

配食や病院の付き添いなど、こういったサービスがありますよと照会してい 
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 くことですよね。 

 他に皆様からご質問はありますか。 

玉置委員  確認ですが、４ページ目の現状確認の中で、イの中で住民によるサロン活

動の支援の中で、高齢者ふれあい元気サロン補助事業とあります。平成２８

年度の展望では、高齢者ふれあい元気サロン補助事業が含まれておりません

が、これは継続されるのでしょうか。 

事務局  ４ページ目の中段にあります住民によるサロン活動支援の中に、高齢者ふ

れあい元気サロン補助事業があります。平成２８年度の展望の中では、高齢

者ふれあい元気サロン補助事業がないということですが、こちらにつきまし

ては、引き続き継続させていただきます。制度としてはございます。 

すでに、平成２８年度に補助する団体につきましては、平成２７年度の秋

頃に補助の事前協議を実施しましたが、現在、５団体において事前協議を受

け付けております。これを、来年度になりましたら、本申請を受け付けまし

て、補助をするかの決定を行っていきますが、お金の面でとなりますがサロ

ン活動を支援させていただくことになります。 

玉置委員  ありがとうございます。 

議長  他にご質問はありますか。 

稲田委員  事業所の立場でご質問させていただきます。 

 事業所の立場として、一番の関心が総合事業の内容になってしまいます

が、現状として平成２９年度に事業が開始されるということで、あと１年後

に開始されるということですが、事業所としては訪問と通所の両方実施して

おりますが、どうしてもいろいろな準備をしていかなければなりません。 

現状の取組や平成２８年度の展望の説明がありましたが、具体的に報酬単

価がこのように変わるといったことは方向性としてあるのでしょうか。現

在、いきいきデイサービスを受託させていただいておりますが、事業として

は申し訳ないですが、かつかつのところがあります。介護予防が外れて、実

際に何が変わるのかと。現在、事業の計画自体がまっさらなのかと、それと

も事業の内容をこの時期までに示すといったことを考えられているという

ことであればお伺いしたいと思います。 

事務局 こちらの介護予防・日常生活支援総合事業で新しい総合事業についてです

が、先ほどご説明させていただきましたが今までの介護予防というものと稲

田委員がおっしゃったような介護保険の給付の中に含まれております要支

援１、２の方向けの介護予防通所介護や介護予防訪問介護が介護予防給付サ

ービスというものになります。これより少し軽い市で実施している事業を統

合して、先ほどお伝えしました生活支援のサービスを組み合わせて、在宅生

活をしながら介護予防を行っていく体制を築いていきましょうということ

が、新しい総合事業の趣旨でありますが、その中で、昨年第６期計画の作成

時の過程でこの協議会でもお話をさせていただいているところでもありま

すが、最初、国の通知により、要支援１、２の給付がなくなるということで

始まりまして、現在、利用している方がどうなるのかとなりました。しかし、

この話は違いまして、今後は介護予防のことだけ考えるのではなく、高齢者

の生活をトータルでどう向上させていくかということで、スタイルを変えて 

いくということになりますが、国の方針が明確になっていき、市の方針も明

確になっていく中で、基本は介護予防の体制、介護予防給付を受けている人

のサービス体制は基本維持していくことを考えております。その上で、住民 
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 による介護予防活動ですとか、新しく出てくればそのようなサービスで十分

な方であれば、住民主体のサービスをご利用していただき、効果を挙げてい

ただければと思います。平成２８年度の展望につきましては、正直なところ、

まだ着手ができていないところがありますので、詳しいお話ができないとこ

ろでありますが、現状の介護予防給付について、例えば、要支援１、２の方

がご利用になられる介護予防通所介護、介護予防訪問介護については、事業

所様のご意見も伺いますが、新総合事業に移られても現在ご利用されている

方は、今までと変わらず利用できるようにします。そのため、現状の報酬単

価についても、実際どうなるかというところもありますが、現状の報酬の支

払いを引き継ぐことを考えております。また、介護保険制度外の事業所指定

も考えており、実際に指定を受けた事業所に対して、報酬の何割かを支払う

ことも考えております。まずは、現状の介護予防サービスに相当する部分を

維持していくことを考えております。その中で、住民やＮＰＯ法人など多様

な主体によるサービス活動もおりますので、このような活動も組み合わせて

いきたいと思います。このサービスを組み合わせることで、全体として介護

予防の向上に努めたいと考えております。 

なるべく早い段階で事業の内容について決めて、事業所様に内容をお知ら

せできればと考えております。 

稲田委員  ありがとうございました。 

議長 

 

 よろしいでしょうか。 

私から質問ですが、内容の③で従来の行政や事業所による介護予防サービ

スのほか、地域における住民活動やＮＰＯなど多様な主体による介護予防活

動を育成しますとありますが、これは先ほどの生活支援コーディネーターと

どのようなつながりがあるのかということが１点目、住民活動やＮＰＯなど

多様な主体による介護予防活動を行った場合、事業者としての指定をするに

あたりどうなるのか。例えば、住民活動やＮＰＯがボランティアで事業を行

っている場合、報酬の対象になるのか。まさに、ボランティアですよという

ことですが。その２点について確認させてください。 

事務局  まずは、２点目の住民活動に対する支援についてですが、資料の６ページ

をご覧ください。市として、全国的にも同じようなサービス体系を考えてい

るのですが、これからの介護予防サービス体系として、まずは訪問系サービ

ス、現行の訪問介護ですが、これは現在介護予防給付サービスとして行われ

ている内容になります。そして、多様なサービスのなかで、住民主体による

支援、短期集中予防サービス、移動支援とありますが、その中で住民主体に

よる活動ということで、訪問型サービスＢに当たりますが、この部分に対す

る費用がどうなるのかということでございます。住民主体ということなの

で、法的な機関がたくさん関与して自主性を損なわせることは、住民主体と

呼べないのではないかと思われます。そもそも住民主体の活動なので、自主

的なものですし、事業性という言葉を使うようであれば、そういった部分に

関してはあり得ないと考えられます。 

住民主体の活動の中でも、事業性を持つ団体もあると思われますが、多く

は事業性を持つ団体ではないと思われます。国では、このＢについては、例 

えば隣近所で朝の声掛けであったり、新聞受けに新聞がなくなっているとい

ること、植木に水やりを行っている姿を見るなどといった簡単な見守り支援

も該当するとされております。こういった内容は、事業性は乏しいですが、 
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 身近な高齢者の見守り支援には優れているとされております。そういった内

容は、Ｂに該当するとされております。また、ボランティア団体については、

先ほど照会させていただきましたサロン事業と同様で、団体の補助として財

政的な支援を実施したいと考えております。ただ、この補助についてもいろ

いろな条件が加わると考えられますので、住民主体の活動全てに団体補助が

できるわけではありません。住民主体の活動を事業者として指定して、報酬

を支払うということではなく、団体に対して条件を付けて補助していくスタ

イルを考えております。 

石川委員  今の話を聞いてしまうと、住民活動は勝手にしてくださいと聞こえてしま

います。それで、先ほどの説明の事業が前に進んでいくと思いますか。これ

から、介護予防を行っている事業は、事業性は高めていくと思われます。そ

して、地域全体で取り組んでいくことを考えているようであれば、これは事

業計画を立てなければ、継続は出来ないと考えます。そういった課題に対し

て、行政はどう解決していくのかということを考え聞いておりましたが、一

向にその部分が出ず、コーディネーターを作れば、問題が解決されるという

説明をされていました。実際、私たちも地域で活動しておりますが、行政が

見えていないだけです。もっと、地域の中に行政が実態を見ていくというこ

とも一つの方法と考えます。事業者と民間活動が行う介護予防事業が、事業

性がないと言われてしまうと私たちは反発したくなってしまいます。 

年間通じて事業計画を立て、事業の実施をしているのですから、それを事

業性がないと見かけで言われたくはありません。 

議長  事業性の高い活動を、すでに地域で実施しているということです。この活

動の位置づけとしても、高く位置付けていきましょうとこういうことですよ

ね。お金を支払うことは別問題として、体系として位置付けていきますと考

えていきますとそういうことだと思います。 

事務局  貴重なご意見ありがとうございます。 

 石川委員のおっしゃったとおり、先ほど触れたところでありますが、栗橋

で配食のボランティアも事業性の高い活動をされております。非常に注目が

されております。また、わし宮団地におかれましても、モデル事業を実施し

ていただいておりまして、非常に事業性が高いと認識しております。住民主

体の活動が、全く事業性がないと思っておりません。申し上げたかったのは、

毎日お隣さんの見守りをするなどのささやかな活動も制度の対象に捉えて

いこうということです。お金の話は別にはなりますが、地域の介護予防にお

いて、地域の高齢者の安全安心につなげるため、そのような見守り体制など

を充実させていくことが、必要であると考えます。 

 その事業性の高い住民活動をどう支援していくかは、今後の検討課題とさ

せていただきます。 

議長 私が、確認したかったのは事業の位置づけについて、ボランティア活動等

されている方もしっかりと位置付けして、他の事業に対しても活動がどこで

何を行っているかしっかり確認して位置づけしてくださいということです。 

 それと先ほどの生活支援コーディネーターについて、しっかりと地域の事

情を理解していただき、活動もしてもらうことを含んでおりますと回答を期 

待していたのですが。 

それと先ほど聞きたかったのは、生活支援センターとケアマネジャーの習

熟に努めますとありますが、この地域で行われる取り組みについて、ケアマ 
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議長 ネジャーがよく把握してくださいという研修を行いますよということです

よね。 

事務局  そのとおりです。生活支援内容を組み合わせたケアマネジメントも実施し

ていくことになります。 

議長  両方ということでよろしいでしょうか。 

事務局  両方です。 

議長  いろいろご意見はありますが、他にご質問はありますか。 

車塚委員  少し意味があいまいな所がありまして、６ページ目の訪問サ―ビスＡの３

段目に主に雇用労働者とありますが、この主な雇用労働者はどういう方が該

当するのですか。 

事務局  このサービスＡにつきましては、生活支援の相当するサービスは、従来、

介護サービス事業所のみが行っておりましたが、これを、介護サービス事業

所以外の方にも道を開くことが、このサービスＡの趣旨になります。基本的

にこのサ―ビスＡによって、報酬を受けられるのは、人を雇っている事業者

ということになります。 

稲田委員  資格がなくてもよいということですか。 

  例えば、家政婦紹介所のように、お掃除、お買い物をしますといった内容

は介護予防給付の内容に近いものがあります。今までは、介護職員の方が行

っていましたが、他の方でもできるように道を開くようにするというのが趣

旨です。そういう意味で、基準を緩和するという意味です。 

石川委員  具体的に言うと、社会福祉協議会が実施している家事サービスも含まれる

ということですか。 

事務局  くき元気サービスですが、あれは、社会福祉協議会は事業者でありますの

で、サービスＡと捉えることができますが、実際に働かれている方は、登録

されたボランティアの方になります。ですので、サービスＢの要素を持った

サービスＡの方と捉えることもできます。実際、介護保険の請求等になった

時は、検討をさせていただければと思います。まだ、決まっておりません。 

石川委員  新たな組織化も必要になってくるということですね。 

事務局  そうかもしれません。 

議長  他にご質問等はございますか。 

大澤委員  １３ページ目になりますが、現状の取組について内容を確認しておりまし

て、私たち市民のために魅力的な取り組みをされていることが分かります。 

この会合に参加させていただいて、介護保険料が年々増加しているというお

話を伺っておりますが、介護付有料老人ホ―ムが、平成２８年夏ごろに２施

設９３床、平成２８年１０月ごろに４２床の開設とされておりますが、魅力

のある施設であるということで設置されるということですが、これは、われ

われ、市民の手の届く条件なのでしょうか。有料老人ホームなので、どのく

らいの費用なのか、こういった条件で入所ができるのか。また、この新しい

施設は、久喜市のどの場所にできるのか教えていただければと思います。 

事務局 介護付有料老人ホームは、基本的には住まいの提供とサービスの提供が両

方同時にできるというスタイルでありまして、特に住まいにつきましては、 

介護保険とは別のものとなります。この住まいの費用については、非常に安

くできるのかどうかは、事業者の判断に任されていますので、行政でコント

ロールするのは非常に難しいところであります。例えば、特別養護老人ホー 
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 ムのように、居住費も一緒に介護保険の費用に含まれるという内容ではあり

ません。そのため、住まいの費用について安くするのは難しいということを

ご理解いただければと思います。 

そして、今年建設が進んでいる２ヶ所の施設についてですが、１ヶ所目は

久喜北地区であり、幸手県道がありまして、そこから少し奥に入った道にな

りまして、以前デニーズがあった場所で、現在住宅展示場になっております

が、その裏手の方に数百メートル進んだ場所になります。２ヶ所目も同じく

久喜地区になり、場所は青毛になりますが、こちらも幸手県道の近くに、エ

ンゼル公園がありますが、この公園の奥が建設予定地になります。この２ヶ

所において、介護付有料老人ホームの建設が進められております。 

大澤委員  ありがとうございました。 

 現状で年金だけで暮らしている人で、年間１６０万円以下で暮らしている

高齢者が人口の４分の１以上と言われております。１６０万円で入所が難し

くても、その倍の３００万円であれば、少なくとも入所ができるようしてい

ただければと思っておりました。それでなければ、この施設の設置も魅力が

なくなってしまうように思われます。 

議長  他にないようでありましたら、この議題については終わりにさせていただ

きます。 

 そのほかに事務局から何かありますか。 

事務局  それでは、その他といたしまして２点ほどございますので、順にご説明致

します。 

 まず１点目は、前回の協議会にてお諮りしました看護小規模多機能型居宅

介護事業所の公募についてでございます。公募に関しましては、平成２７年

１０月２６日から１２月２２日の期間で行いましたが、結果として応募事業

者がなく、不調に終わりました。 

 このため、改めまして平成２８年１月２０日から３月３１日までの期間に

おいて再公募を実施しているところでございます。こちらに関しても今のと

ころ応募事業者はおらない状況でございますが、応募したいという事業所が

相談に来られているところでございますので、応募に結び付くように指導を

行ってまいります。 

 ２点目としまして、次回以降の協議会の日程についてでございます。 

 通常ですと、次回は６月ごろの予定でございますが、先ほど申し上げまし

たとおり、看護小規模多機能型居宅介護事業所の公募に関しまして応募が出

ますと、市内部での選考を経て、本協議会に諮る必要がありますことから、

場合によっては４月中に開催させていただくことがございます。 

 その場合は、決まり次第ご連絡を致しますので、よろしくお願い申し上げ

ます。以上でございます。 

議長  以上で、本日の議事は全て終了いたしました。これを持ちまして、議長の

職を解かせていただきます。 

 ご協力ありがとうございました。 

司会 ありがとうございました。 

 それでは、閉会にあたりまして、木伏副会長よりご挨拶をお願いいたしま 

す。 

木伏副会長 予定時間に達しましたので、閉会の時間になりますが、今日はいろいろと

勉強させていただきましたが、私自身民生委員を勤めさせていただきまし 
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 て、自分が受け持っている地域も高齢者の方が多く、一人住まいの方が多く、

女性は元気な方が多いですね。男性は、介護保険を利用してベットを借りる

方が多く、奥様の手を煩わす方もおります。 

 女性は、９０歳の方でも１０歳ぐらい若く見え、話してもそのような年齢

とは分からない方が多く、元気な方が大勢おります。いきいきサロンなど近

所にありますが、皆様参加しているから元気に暮らせるのかなと思います。   

現在、若者の引きこもりが問題となっておりますが、高齢者もそのような場

に馴染めない方が大勢おります。私や民生委員でもそのような場に参加させ

るように連れ出したいなと考えております。ただ、８０歳、９０歳になって

しまいますとそのような場に参加させるのも難しくなってきます。 

 私自身もそうですが、これから老人ホーム、軽費老人ホームか分かりませ

んが、施設が増えまして、必要な時に入所できるか分かりませんが、こうい

う場をお借りして、審議を重ねていきまして、私達の意見が反映される訳で

はありませんが、とにかく介護費用も安ければ良いわけではないとは思いま

す。事業者が、安い経費で賄おうとすれば、従業員の方々のお給与も安くて

辞めていく。世の中にはいろいろあって虐待なども報道されておりますが、

そういったことを考えますと、需要と供給、自分がもらっている年金なども

含め、今後の老後生活について、この審議会等を通して、勉強させていただ

ければと思います。 

 本日は、皆様お忙しい中、ありがとうございました。 

司会  それでは、以上で、久喜市介護保険運営協議会を閉会とさせていただきま

す。本日は、ご多忙の中、介護保険運営協議会にご出席を賜りまして、誠に

ありがとうございます。 

会議のてん末・概要に相違ない事を証明するためにここに署名する。 
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