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様式第２号（第５条関係） 

平成２８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２８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。本日、司会を務めさせていただきます介護福祉課長

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１４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、「高齢者実態調査の実施概要について」ほか４件の議題でござい

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、明けましておめでとうございます。おめでとうございますと言って

も、もうすでに一ヶ月経ちました。本日は、寒い冬から春を感じる陽気な日

であり、季節の動きは早いなと感じております。 

本日の議題は、１点目は高齢者実態調査の実施概要、２点目は久喜市地域

包括支援センター運営方針の改正、３点目は平成２８年度居宅支援業務委託

事業者について、事後承認ということで皆様にお伺いしたいとのことです。

４点目は、地域密着型サービス事業所の指定についての事後承認です。最後

に、地域密着型事業所の指定更新についてと議題が用意されています。限ら

れた時間でございますが、皆様にご協力をお願いし、議事進行に努めて参り

たいと思います。 

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 それでは議事を進めてまいりますけど、本日傍聴人はおりますか。 

事務局 今のところおりません。 

議長 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。玉

置政美委員、増田典子委員の以上２名に議事録署名人をお願いいたします。 

 

《 承 認 》 

 

それでは議事に入らせていただきます。 

まず、議題１の「高齢者実態調査の実施概要について」でございます。 

それでは、事務局から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  ありがとうございました。 

 ただいま、事務局から資料に基づき説明をいただきましたが、皆様からご

質問、ご意見はありますか。 

 では私からですが、３ページの家族構成で「夫婦二人暮らし」、「息子や

娘との二世帯」とありますが、ここでの二世帯というのはどう捉えればよい

のでしょうか。 

事務局 ここでの二世帯は、息子夫婦等で一世帯、それと高齢者夫婦等で二世帯と

いうふうにカウントしているのが本来の趣旨です。 

議長 夫婦二人暮らしと息子もしくは娘で暮らしていることを、二世帯と捉えれ

ばよいのでしょうか。 

事務局 そのとおりです。また、息子夫婦の間で子どもがいる場合も二世帯と捉え

ることができます。 

議長 二世帯は、一世帯で夫婦二人暮らし、もしくは一人暮らしの高齢者であり、

息子あるいは娘と住んでいるということでしょうか。 

事務局 そのとおりです。世帯というよりは世代と言ったほうが適切だったかもし

れないです。その内容も設問に想定をしております。 

議長 ということは、高齢者の方と息子または娘と暮らしているのが構成であ

り、一緒に暮らす息子または娘は未婚であるということで、それが内訳で 

２１，３％になるということですかね。 

事務局 息子や娘が独身とは限らないです。息子や娘が結婚していて、子どもがい

るという場合も含んでおります。 

議長 そうすると要は、二世帯ということだから、高齢者の一人暮らしもしくは

高齢者夫婦二人暮らしで、息子または娘と同居しているということですね。 

事務局  そのとおりです。趣旨としては、高齢者以外の方と同居していますかとい

うことです。 

議長 何人と暮らしているか分からないけど、三世代同居ということもあるかも

しれないということですね。 

事務局 そのとおりです。 

議長 前回の調査の時と、どのように変化しているのですか。 

事務局 日常生活圏域ニーズ調査なので、基本的な調査項目は国が設定したものに

揃えておりますので、この部分が前回の調査と問い方が変わっているので単

純に比較することができないのですが、前回は全体で家族と同居している人

が８６％、その内訳で二人家族というのが４７．１％、その中で相手方が配

偶者というのが７６．４％という三段階の聞き方になっておりました。 

高齢者と息子や娘などで構成される世帯は、概算で言うと４０％程度にな

ります。 

議長 ３年前と比べて、夫婦二人暮らしか一人暮らしというのは、どのように変

化したのでしょうか。 

事務局 一人暮らしは、３年前は１１．２％だったのが、今回の調査で１２．１％

となりました。次に、夫婦二人暮らしは正確ではないですが、３年前は大体

４０％くらいだったのが、今回の調査では４６．０％となっております。 

議長 要は、一人暮らしの高齢者と夫婦の二人暮らしの高齢者も増えました。こ

ういうことですね。 

では、家族構成の回答に「その他」というのがありますが、どのような方 
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 を想定していたのでしょうか。その他の割合が、１８．２％もあり、非常に 

高い数値となっております。例えば、グループホームに入居しているといっ

た方が含まれているのでしょうか。 

事務局 グループホーム入居者は、この調査対象者に含まれておりません。 

その他は、兄弟姉妹と暮らしている。もしくは、昨今、シェアハウスとい

うのもあるので血の繋がっていない人と暮らしていることが含まれます。 

議長  高齢者のシェアハウスは少し考えにくいと思いますが、意外と数字が高い

ので気になりました。どういう人が回答したか分からないため、確認もでき

ないところであります。 

それと住まいの形態で、持ち家は一戸建てが非常に多いということです。 

外出頻度は、週１回で通院している人が多いということが分かります。高

齢者は、通院の外出が多いということが分かりました。 

それから、自分で自動車等を運転する人が多く、食事は家族と一緒に摂っ

ている人が非常に多いです。 

一方で、買い物について不便なのは、近くにお店が無いことがありますが、

それでも特に不便に感じていない方が多いですね。スーパー・コンビニ・市

内大型で買い物している人も多いです。 

社会参加については、参加なしが半数近くを占めています。老人クラブの

参加なしが半数近く占めていて、老人クラブは各地区にいくつかあると思い

ますが、これは高齢者が老人クラブに入らない人が多いということですか

ね。実は、私も老人クラブに入っておりませんが。昔は地域で６５歳になっ

たら老人クラブに入りましょうという勧誘が来て、隣近所の方が参加してお

り、私も参加してみるかというものでした。現在は、そもそも老人クラブに

入らないという人が多いのですかね。 

事務局 参考までの話となりますが、老人クラブの方は若手の会員がなかなか増え

ないところであり、老人クラブも高齢化が進んでおります。そうすると、役

員になってくれる方もいなくなってきておりまして、活動を停止しているよ

うなクラブもある状況でございます。 

議長 いろいろな話をしていると、６５歳になった人に老人クラブの勧誘をする

と、私はまだ若いという返事が返ってきて、７５歳になったら考えるという

人もおります。６５歳というのは、今の時代に合っていないのかなと感じま

した。 

他に皆様から何か質問はありますか。 

増田委員 日常生活圏域ニーズ調査の住民基本台帳から居住地域ごとに無作為抽出

とありますが、これは菖蒲地域などエリアごとに差はあったのでしょうか。

それとも大体同じなのでしょうか。 

事務局 通常ですと最後まで分析結果を出してからお見せするのですが、現段階で

は、単純集計ということになっておりますので、圏域ごとに集計が出ていな

いところであります。 

 この調査は、５，０００人を調査対象人数としており、圏域ごとに 

１，０００人ずつ抽出しております。久喜市は全体的に平坦な地形で地形的

な差はありませんので、山間部や沿岸部がある地区に比べて、そこまでの差

は出ないところです。 

菖蒲地区の方は、例えば農業をやっている方が多いとか、普段から身体を

動かしている方が多く、他の地区に比べて元気な高齢者が大勢いると思われ 
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 他の地区より自転車を使う方が多いと言ったことは、前回の調査から感じる 

ところであります。 

議長  施設入所者調査、事業所調査、ケアマネジャー調査は、現在集計中という

ことです。 

 では、この議題については、皆様、よろしいでしょうか。 

 

 《 承 認 》 

  

 それでは、次の議題に移りたいと思います。 

 議題２の「久喜市地域包括支援センター運営方針の改正」について、ご説

明をお願いします。 

事務局 《 資料２に基づき説明 》 

議長  ありがとうございました。 

 参考資料２より、介護予防・日常生活支援総合事業の構成で、新しい総合

事業の構成が、右の図のように変更されるということです。それに伴い、久

喜市地域包括センターの運営方針を変更することになりましたということ

です。 

 皆様、ご意見、ご質問はありますか。 

 内容としては、訪問型サービス、それから通所型サービス、こう言った内

容が入りますということです。 

 運営方針で言うと、４ページの５の１の（１）の内容が変わるということ

です。あと、６ページのその他で（１）一般介護予防事業で、高齢者が要介

護状態等となることの予防や要介護状態等の軽減、悪化の防止のために、必

要な事業を実施する。この部分が変わったということですね。 

事務局 そのとおりです。 

議長  この運営方針は、附則の記載がありませんが、いつ施行になりますか。 

事務局 資料２の１ページの右肩のところにですが、平成２９年４月１日から適用

と記載させていただいております。 

議長 附則を書いておかないと、いつ改正されたか分からなくなってしまうので

はないでしょうか。 

事務局  大変失礼いたしました。 

議長 私は、附則入れるべきだと思うのですが、今までは記入していないのです

か。 

事務局 確認を取りたいと思います。 

議長  内部規程かもしれませんが、附則を入れておかないと、いつ改正されたの

か分からなくなってしまうと思うので、注意した方がいいと思います。 

 このままですと、運営方針の改正ですが、全文改正と読み取ることができ

ますので、その点注意をしていただければと思います。 

 皆様から、ご意見、ご質問はありますか。 

石川委員 この改正点のところで、特にその他の二次予防の対象者の把握事業のとこ

ろなのですが、前文では、（１）から（５）までが削除となっており、（１）

から（５）までが新しく加わったということですが、比較対象の記載がなく

て分からず、どのように変更された分からないのですが。 

前の運営方針があれば分かるのですけれど、どこがどう変わったのか分か 
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 らないと対照表として不適切だと思いますが。 

事務局 資料の対照表の２－２の新旧対照表の７ページから８ページをご覧頂き

たいと思います。これは右側が古い運営方針であり、左側が新しい運営方針

となり、古い運営方針の（１）から（５）までは、新しい運営方針の（１）

にまとめて変更するということです。 

石川委員 そういうことですか。それなら分かりました。 

議長 他によろしいですか。 

それでは、久喜市地域包括支援センター運営方針については、これでよろ

しいですね。 

 

《 承 認 》 

 

次に、「平成２８年度居宅支援業務委託事業者」について、事後承認とな

りますが、事務局の方から説明をお願いします。 

事務局 《 資料３に基づき説明 》 

議長 資料３で、地域包括センターの久喜西圏域から久喜東、菖蒲、栗橋、鷲宮

とあります。その業務の一部を居宅介護支援事業者に委託するということ

で、ここに書いてありますように、それぞれの事業所に委託してもよろしい

でしょうかということです。 

事後承認でありますが、皆様、承認ということでよろしいでしょうか。 

 

《 承 認 》 

 

次に議題４の「地域密着型サービス事業所の指定について」、事務局から

説明をお願いします。 

事務局 《 資料４に基づき説明 》 

議長 久喜市の被保険者が、幸手市のグループホームを利用するということで、

やむを得ない事情があるというこということです。 

皆様、承認ということでよろしいでしょうか。 

 

《 承 認 》 

 

議題５の「地域密着型事業所の指定更新」についてです。事務局の方から

説明をお願いします。 

事務局 《 資料５に基づき説明 》 

議長 ありがとうございました。資料５－１が「久喜はるかぜ」、資料５－２が

「たいらデイサービス」、資料５－３が「あすなろホーム越谷」、それぞれ指

定更新となりましたが、皆様からご質問、ご意見はございますか。 

久喜市の被保険者が利用しているということで、引き続き指定はしていき

たいということですね。 

それでは、承認ということでよろしいでしょうか。 

 

《 承 認 》 

 

ありがとうございました。 
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 次に（６）その他ですが、何かございますか。 

事務局 それでは、その他について、２点お知らせいたします。 

１点目は、生活支援コーディネーターを追加募集する件です。 

生活支援コーディネーターは、現在３名を市の非常勤職員として委嘱を

し、活動をしているところでございますが、５つの圏域のうち久喜東圏域と

鷲宮圏域については、前回公募の際に応募者が募集人数に満たなかったこと

から、他のコーディネーターが兼務している状況です。今回、１名ずつ生活

支援コーディネーターを追加募集することにしました。詳しくは、広報くき

２月１日号に募集の記事が掲載されておりますが、２月末日までの期間で募

集をしておりますので、その事をお知らせさせていただきます。 

２点目は、今後の協議会のスケジュールについてですが、今年度予定して

いた議題は基本的にお諮りさせていただいておりますので、特に今後重大な

案件が生じなければ、今年度の久喜市介護保険運営協議会は終了とさせてい

ただきます。何か緊急でお諮りしないといけない案件が生じた場合は、別途

ご連絡させていただきますので、その旨をご理解いただければと思います。 

平成２９年度に入りまして、最初の介護保険運営協議会につきましては、

６月下旬以降に開催予定でございます。来年度は、いよいよ介護保険事業計

画の策定の年度になりますので、皆様の御協力を一層いただくような形にな

り、開催回数も増えると思いますが、引き続きご協力の程、よろしくお願い

します。 

議長 ありがとうございました。以上で本日の会議は終了といたします。 

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、木伏副会長にご

挨拶をいただきたいと思います。 

木伏副会長 皆様、本日はお疲れ様でした。私は、久喜駅西口から徒歩３分のところに

住んでおりますが、アンケートの集計を見て、近くにお店がない方、交通の

便が悪い方など、同年代の方でも日常生活を不便に感じている方が大変多い

ことに驚きました。私は、恵まれているものだと幸せを感じるとともに、こ

れから高齢社会が進んでいく中で、高齢者の不便と感じることをどこで解消

していくのか、我々も考えなければいけないのですが、つい自分の事ばかり

考えてしまい、なかなか他者に気持ちが及んでいないので、そういう方たち

にも目を向けていかなければならないなと思いつつ、本日は勉強させていた

だきました。 

これにて、本日の協議会を終了させていただきます。ありがとうございま

した。 

司会 ありがとうございました。以上で久喜市介護保険運営協議会を閉会とさせ

て頂きます。 

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

がとうございました。 
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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。 

 

 

 平成２９年２月２９日 

 

 

 

          議    長    大 塚 健 司           

 

 

          議事録署名人    玉 置 政 美           

 

 

          議事録署名人    増 田 典 子           

 
会議 


