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様式第２号（第５条関係） 

平成２８年度第１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１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、「平成２７年度介護保険事業等の概要について」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、こんにちは。 

梅雨が明けたかなと思うような暑い日が続き、これから夏本番になろうか

なと思います。本日は平成２７年度介護保険事業等の概要ということで、平

成２７年度の実績が今までの介護保険の状況の中でどのような位置づけに

なるのかということで参考資料を見させてもらいましたが、一つの分岐点に

なるのかなと思います。 

それから地域包括支援センターの活動状況です。介護保険を運営していく

上で地域包括支援センターが地域の中でどういう機能を果たして、どのよう

に対応していくのかということが今後の介護保険を大きく左右されるのか

なと思います。 

それから事業委託について、また事業所の事後承認及び５番目の地域密着

型サービス事業所の指定更新についてです。今までの事業所の更新、そして

新たな事業所の承認といった議題が用意されています。 

ひとつ議事の運営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。茂

田庸子委員、宮地満佐子委員の以上２名に議事録署名人をお願いいたしま

す。 

 

《 承認 》 
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 それでは、議事１の「平成２７年度介護保険事業の概要について」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》 

議長  ありがとうございました。 

 ただいま、資料１－１、資料１－２、資料１－３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。 

 私から質問があるのですが、資料の１－１、それと今日配布されました過

去５年間の推移についてなのですが、介護福祉課長はこれについてどう思わ

れましたか。 

司会 

（中村課長） 

参考資料を配布させていただきましたが、１番の給付費推移は特別養護老

人ホームの整備等も関連してきますので、ゆるやかな伸びとなっています

が、居宅介護サービスが比較的大きな伸びとなっており、これから施設サー

ビスから居宅介護サービスへ高齢者の増加に伴って、介護給付費の支給がシ

フトしていくのかと感じたところであります。 

議長 金額的にいうと居宅介護サービス費が３０億円、施設介護サービス費が 

３０億円ということで、かつて介護保険の第１期、第２期の約７割近くが施

設サービスだったと思うのですが、その施設サービスが７割近くなのに、本

人負担が非常に軽いということで、大きな制度改正があったと思います。 

ただ、今は施設整備がそんなに進んでいないので、施設を利用したくても

利用できない状態であります。ですから居宅サービスの方にシフトしていき

ますということで、いろいろな居宅サービス事業が入ってきました。そして、

平成２７年度がちょうど居宅介護サービス費が３０億円、施設介護サービス

費が３０億円だったので、今後平成２８年度、平成２９年度はどういうふう

になるのかと疑問に思いました。事業計画書は平成２８年度、平成２９年度

はどのようになる予定でしょうか。 

事務局 まず平成２８年度の事業計画上における給付費の推定から申し上げます。 

居宅介護サービス費が３２億６千万円と見込んでおります。一方で、平成 

２８年度の施設サービス費は、事業計画上では３６億８千万円と見込んでお

ります。 

議長 平成２７年度はどちらのサービス費も約３０億円だったのに対して、施設

サービス費を３６億円にしたということは、今後は施設サービスが増えると

想定されたからでしょうか。 

事務局 事業計画は平成２６年度に作成をしているのですが、その時の平成２７年

度分の事業計画上の見込額が居宅サービス費は２９億８千万円であり、施設

サービス費が３５億７千万円を見込んでおりました。 

しかし、実際には３５億円はいかずに３０億円で済みました。 

議長 施設サービス費は、約３５億円で見込んでおりましたが、実際は３０億円

で済んだということです。ということは施設サービス費が予定より伸びてい

なかったということです。そうすると平成２７年度は施設サービス費及び居

宅介護サービス費が、３０億円、３０億円で拮抗しました。今後は居宅サー

ビスが伸びると思われます。逆に施設の方はキャパシティが決まっているの

でそんなに伸びないと思います。ただ特養の整備が何箇所か出てくると伸び

る可能性がありますがそれは計算済みでしたよね。 

事務局 おっしゃるとおりです。 

事業計画上では、平成２７年度に新たに特養が２施設開設した分及び平成 
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 ２９年度に特養が２施設２４０床整備される前提で介護給付を計算してお

ります。 

議長 平成２７年度は、施設サービス費と居宅サービス費が３０億円と３０億円

とバランスが取れてきたということです。しかし、今後居宅介護サービスに

シフトしていくと予測されます。ある意味では、平成２７年度のこの数字に

注目をしていただき、介護保険の運営をしていただければいいのかと私自身

は考えるところであります。 

それから、利用人数については居宅介護サービスが増えているとのことで

す。もうひとつの注目は、１人当たりの給付費の推移ですが、金額が下がっ

てきておりますようね。給付対象者が増えてきておりますが、金額が増えて

いない。これはいわゆる介護保険の報酬額の設定が下がったのか。それとも、

別の要因があったのかということになります。この点は、どうなっているの

ですか。 

事務局 申し訳ございませんが、厳密な検証はできておりませんが、平成２７年度

は介護給付費が平均でマイナス２．２７パーセント、介護報酬額が下げられ

た状況がございます。そういったことがございまして、平成２７年度は１人

あたりの介護給付費が若干下がったと考えられます。 

議長 はい、このような状況でありますが、皆様からご意見等はございますか。 

久喜市の介護保険の現状と推移が見られたのかなと思います。今後は、介

護報酬については、今後は大きく上がると思われませんが、施設の需要につ

いては伸びていくであろうと考えます。今後介護認定者が増えていくという

ことで、そんなに介護保険費が上げられないことで、高齢者の負担が増加し

ないため、施設整備が進むのかなと思います。 

資料１－１、資料１－２、資料１－３の関係のところで何かご質問、ご意

見などはありますか。 

廣瀬委員 資料１－２の２ページのところなのですが、訪問型介護予防事業の実施状

況というところで、久喜地域の閉じこもり訪問実人数が１件、鷲宮地域が閉

じこもり訪問実人数が２５件もあるのですけれど、久喜地域はそういう該当

者がいないとみるのか、それとも訪問することが明らかにならないというこ

とで、訪問していないのかそこをお聞きしたいです。 

事務局 閉じこもりの予防支援につきましては、対象者がいないというわけではな

いのですが、こちらがお誘いして、包括の方がケアプランを立てて、３ヶ月

や６ヶ月とかの評価をしにいくという形でやっているのですが、なかなかそ

の状況までに至っていないです。閉じこもりの方なので、なかなか人とお会

いして何回も訪問に来られるというのが、やはり気が引けるというところが

ありまして、こちらとしては何回もトライしているのですが、なかなか介護

予防のほうには結びつかないという状況です。 

廣瀬委員 そうすると、閉じこもりの解消にはなっていないということですよね。 

そういうふうに１件だけで、あとは進んでいないという状況をお聞きしま

すと、久喜地域のほうが都市部で開放的かなと思ったのですが、鷲宮のよう

に農村部でも２５件もあるということが、どういう状況なのかなと疑問に思 

いますね。地域関係が密接なのかなと思うのですが、その辺はどうなのでし

ょうか。 

事務局 隣近所が密接かどうかというところまでは把握できていないのですが、一

応閉じこもり予防支援ということで、基本チェックリストの該当者になった 
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 方に対しては、こちらからお電話やいろいろな方法でどうでしょうかという

ことで呼びかけているのですが、包括が入っていくのが難しいというところ

であります。 

廣瀬委員 ということは久喜地域では閉じこもりの予防にはならなかったというこ

とですね。 

事務局 ただし、ケアプランを立てるというのは、なかなか件数が増えないのです

が、閉じこもりになっているとか、民生委員からのお話があった際には、ご

家庭を訪問させていただいて、また違う方法で介護保険につなげたり、ほか

の形で支援させていただいているところです。 

廣瀬委員 サロンが４０箇所もできていますのでそういうところと連携していれば、 

私もサロン実施していますが、閉じこもりのお話があったときも連絡がスム

ーズに行くと思うので、サロンをお使いいただければよろしいかなと思いま

す。 

事務局 ありがとうございます。 

議長 皆様よろしいでしょうか。 

それでは次の議題に移りたいと思います。資料２の「地域包括支援センタ

ーの運営状況について」事務局から説明をお願いします。 

事務局 《資料２に基づき説明》 

司会 

（中村課長） 

ただいまの説明で補足させていただきたいところがあるのですが、市の方

の平成２７年度決算書介護保険特別会計の地域支援事業がございます。 

資料２－１の３、４ページ目になりますが、こちらはまだ市の決算承認前

なので、決算見込み書ということでご了解をいただきたいと思います。 

議長 分からない点があるのですが、資料の２－１の２ページ目で平成２７年度

の決算書、久喜東地域包括支援センター委託契約金１７，８３６，８５９円

という数字があって、これは久喜東地域包括支援センターの決算書ですよ

ね。同じく久喜菖蒲もそうですよね。これは久喜市の決算書ではないですよ

ね。 

事務局 そのとおりです。 

議長 次の平成２７年度決算書の介護保険特別会計地域支援事業っていうのが、

市の決算書ですよね。 

事務局  そのとおりです。 

議長 そうすると、この２つの委託費１，７００万と１，３００万が入っていま

すが、この委託は市の予算書の中でどこにあたるのですか。資料の１３番委

託費にあたるのですか。 

事務局 そのとおりです。 

議長 そうすると、これは千円単位ですか、円単位ですか。円ですよね。 

両方あわせると、３，０００万円近くあるのですが。 

委託費だから市の予算で２つのセンターに委託したい、費用が委託費とし

て、中身はいろいろあると思うのですが、委託費として載ってこないとおか

しいのではないですか。 

事務局 資料の方なのですが、こちらの地域支援事業費の次のページの包括的支援

事業費の任意事業の中の２番地域包括支援センター事業の真ん中の１３の

委託料になります。 

議長 そうすると次のページの２の地域包括支援センター事業の１３番の 
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議長 ４２００万円、これが二つの委託費ということですね。そうすると二つ以外

の地域包括支援センターの予算は、全体で歳出５，８００万円と２，７００

万円の合わせた数字が地域包括支援センターの費用ということでしょうか。 

５箇所にある地域包括支援センターの費用は全部でいくらかかっている

のでしょうか。２箇所の委託費がおよそ４，２００万と出ていて、そうする

とほかの３箇所のトータルの数字はどこに出ているのですか。 

司会 

（中村課長） 

私の方から説明させていただきます。お示しした資料の中で、久喜東及び

菖蒲の委託包括につきましては、人件費も含めたトータルの運営費が委託料

となって示されてございますが、直営の３包括につきましては、決算額には

人件費を除いた経費のみが記載されております。そのほか賃金報酬につきま

しては、残り３箇所の直営包括で任用している非常勤職員である介護支援専

門員の報酬、あるいは臨時職員の報酬を計上してございまして、３箇所の直

営包括の市の正規職員の人件につきましては、そのほかの介護認定、介護保

険の給付係の職員等ともに介護保険特別会計の一括計上をしております。ほ

かの係の職員の給与費と一緒になって決算しているので、その職員の部分だ

けの経費というのは決算の中では直接は出てこないです。 

議長 ということは、この資料では２つのセンターの委託費はトータルではわか

るけど、他の３箇所は数字が分かりませんということでしょうか。 

事務局 人件費につきましてはこちらの方では載せていないところです。 

議長 人件費は市全体の人件費で入ってくるのでしょうけど、それを整理して資

料を持っていないですか。 

司会 

（中村課長） 

概算ということで、正式に算出しているわけではございませんが、概算と

いうことで人件費の方を算出していただいております。退職積立金等いろい

ろございますので、中央包括につきましては職員４名でございますが。 

議長 金額だけでだいたいいくらですか。 

５箇所あって、２箇所が４，２００万だから後の３箇所でいくらかかって

いるのかが聞きたいです。 

司会 

（中村課長） 

中央包括で約３，０５０万円、栗橋地区が１，８００万円、鷲宮地区が 

２，２７０万円、トータルで７，１３０万円です。大まかですがこのぐらい

金額となります。 

議長 分かりました。 

委託が２ヶ所あって残りは直営ということですが、資料を出す以上は、予

算及び決算の金額、委託費の整合性をきちんと取るべきかと思います。 

ほかに皆さんの方から何かご質問ご意見はありますか。 

石川委員 資料の２－１の介護予防マネジメント業務のところです。ここに給付管理

件数というのが８，７６８件、その内委託件数が３，９０６件あるのですが、

５箇所を比較してみるとかなりばらつきがあると思います。特に鷲宮が圧倒

的に多いですね。これはどういう理由で委託が増えるのですか。職員がいな 

いうことですか。それとも全部ケアマネジメント事業は委託で出していると 

いうことですか。 

議長 委託件数で鷲宮が１，４２０件の内１，１５２件と非常に多いので、それ

を説明してください。 

事務局 この委託件数は包括の業務を居宅介護支援事業所にプランを作成するの

を委託できるということで委託しているのですが、特に規定がないという 

ことで、そこの包括によってケアマネジメントを委託しているという形にな 
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 りますので、この件数が多いから職員がいないとかそういうことではないで

す。またこのケアプラン以外にも相談事業等もしております。 

石川委員 そういうことではなくて、鷲宮だけなぜ突出して多いのか。そうするとこ

こから推測できるのは、ケアマネジメント事業のできる資格者が鷲宮にはい

ないのかということを言っているのですが。鷲宮の場合は、本庁直轄の包括

支援センターですよね。そうするとそこに専門職の職員がいないのか、とい

うことを質問しているのです。 

事務局 専門職の職員がいないというわけではないのです。 

石川委員 だったらなぜこのように変わるのかというのを説明して欲しいです。 

事務局 委託できる事業所があるので鷲宮の方では委託をされているというとこ

ろです。 

石川委員 そういうことについては市の方では、専門職がいながら自分たちでやりな

さいという指導はしないのですか。 

議長 介護福祉課長、この件についてどうですか。 

司会 

（中村課長） 

委託の関係ではございますが、介護予防支援の件数が多くなってきて、そ

れに伴って人員も必要になってきます。人員等の関係もありますので、委託

できるものについて委託することとしています。ただ、地区によって委託を

市の方からお願いして受けてくれる居宅介護支援事業所が比較的あるとこ

ろとないところがありまして、鷲宮に関しては委託を比較的受けてくれる事

業所が多いということでこれまでの件数が多くなっているところではあり

ます。 

その点鷲宮地区も第１号被保険者数の人口の多い地区でございますので、

委託を進めながら人員増もなんとかしのぎながら、業務を運営しているとい

うふうにご理解いただけたらと思います。 

石川委員 それではよく理解できないのですが。久喜地区では１，９０７件の内、委

託が６７３件しか出してないですよね。これではバランスがとれていないと

思います。やはり５地区が平均になるように指導するのが介護福祉課の問題

じゃないのですか。それが１箇所だけが突出しているのはどういう理由なの

かと。外注だせるから出せばいいとかそういうことを言っているのではない

のですよね。もし外注だせるから出せばいいというなら包括支援センターは

いらないのではないでしょうか。 

議長 石川委員さんの言うことはもっともだと思います。この数字を見て鷲宮だ

け非常に件数が多いです。事業者がいるから委託しましたじゃ話が通らない

ですよね。これはどうみても異常なので、理由はいろいろあるかと思います

が、こうして数字が出ている以上、ここでその理由を説明してもどうにもな

らないので、介護福祉課長が精査をしていただき、今後こういうことがない

ようにしたらいかがでしょうか。 

石川委員 はい。それで結構です。 

議長 ほかに皆様ご質問等はございますか。 

大澤委員 平成２８年度の予算書の件ですが、久喜東地域包括支援センター、久喜菖

蒲地区包括支援センター、これは契約対象者によって当初からの条件が違う

のでしょうけど、基本的に久喜市という立場から見ればこの数字があまりに

も差があり、理解できないところがこの予算書ですね。人件費の点で両方比

較しますと、一方では２，５００万円、一方では１，６００万円というよう 
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 な差があって、平均しますと、上の方の場合は職員４名分で２，５００万円、

一人平均しますと６２０万円です。下の方ですと１，６００万円で一人平均

すると４００万円、約２００万円以上の差がありますね。これは今お話があ

りましたように、具体的な説明はここではいいのですが、あまりにもこの契

約対象者、同じ市の立場から見れば差が大きすぎるような気がするのです

が、この点どうなのでしょうか。 

事務局 こちらについては、予算を立てるときに前年度の人件費、経験年数によっ

て人件費も変わってきてしまうものです。それで平成２７年度の時に久喜東

包括にいた方、菖蒲包括にいた方の人件費を掛ける４人分などしまして、そ

うするとベテランの方が多かったりすると少し高くなってしまうところが

あります。 

大澤委員 それは分かりますけど、これではいけないというわけではないのですが、

あまりにも差が大きいので検討の余地があると思いました。 

議長 その他になにかありますか。 

質問がないようでしたら、議事３の「平成２８年度居宅介護支援業務委託

事業者について事業承認」に移りたいと思います。 

事務局 《資料３に基づき説明》 

議長 ということで資料３の４８の事業所を委託したいということですけど、こ

の中で鷲宮が多いということは特にないですね。 

事後承認ということですが、承認することで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。 

次に４番目の「地域密着型サービス事業所の指定について」説明をお願い

します。 

事務局 《資料４に基づき説明》 

なお、市外事業所の指定の場合、指定基準については設置自治体において

既に基準を満たしていることを確認し、介護保険運営協議会に諮ったうえ指

定に至っているところであり、また、やむを得ず市外の地域密着型サービス

を利用したいという場合の多くは退院を迫られるなど緊急性があることか

ら、全ての場合について指定に先立ち運営協議会を開催することは現実の対

応として困難な面がございます。 

 そこで、従来も同様の取り扱いとさせていただいていたところではござい

ますが、厚生労働省の通知でも認められているところでございますので、改

めましてこのような市外事業所の指定に関しましては、事案に対する対応と

して指定を行わせていただき、事後的に本協議会の承認をいただくことを併

せてお認めいただきたいと考えております。 

議長 ありがとうございました。 

資料４－１については市外の指定地域密着型通所介護ということで県で

はなく市が指定できるということですね。資料４－２は久喜市民で他市を利

用している人について、他市の地域密着型サービス事業所を指定して市民の

利便を図るという趣旨だと思います。 

皆様からご質問ご意見等はございますか。質問等がないようなので承認と

いうことでよろしいでしょうか 

各委員 《 承 認 》 

議長 それでは次の議題５の「地域密着型サービス事業所の指定更新」について 
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 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。 

ただいま説明がありましたとおり、資料５－１、資料５－２、資料５－３

は久喜市が指定した事業所の指定更新ということです。それから資料５－

４、資料５－５、資料５－６については県のほうで指定をし、みなし指定の

有効期限が近づいているということであり、指定の有効期限が過ぎる前に、

市が指定更新するということですね。 

皆様からご質問ご意見はありますか。皆様から質問等がないので承認でよ

ろしいでしょうか。 

各委員  《 承 認 》 

議長 以上で本日の議題はすべて終了しました。 

議事６のその他で事務局の説明をお願いします。 

事務局 それではその他といたしまして、ご報告することが２点、それからお知ら

せが１点ございますので、順にご説明いたします。 

まず１点目は地域密着型サービス事業所の公募についてでございます。 

昨年より本協議会においても議題とさせていただいておりましたが、平成

２７年１０月２６日から１２月２２日までの期間において、看護小規模多機

能型居宅介護事業所の公募をしますということで実施したのですが、結果と

して最初の公募では応募がありませんでした。ただ、相談等はございました

ので、引き続き平成２８年１月２０日から３月３１日まで、さらに４月８日

から５月２日までの期間ということで再公募を２回実施しました。こちらの

方も結果として応募はなかったということをご報告させていただきます。今

後につきましては事業計画において看護小規模多機能型居宅介護事業所を

整備するという目標を掲げておりますことから、引き続き具体的な相談もき

ているところなので、今後９月の１ヶ月を期間としてさらなる再公募を行

い、整備につなげていきたいと思います。 

続きまして２点目なのですが、前回議題といたしました「地域包括ケアの

進捗状況について」の内容について、進捗がありました部分についてご報告

させていただきます。 

 生活支援体制整備事業でございますが、去る５月２６日に生活支援体制推

進協議会、通称「くき地域支え合いネットワーク」を設置いたしました。今

後はこの中で地域資源の確認等を行いながら、事業の方向性を検討してまい

ります。 

また、生活支援コーディネーターにつきましては、本市の非常勤特別職と

して「生活支援体制整備推進員」を一般市民の方より公募選考し、３名の方

をちょうど昨日委嘱いたしました。今後はこの３名については「くき地域支

え合いネットワーク」において生活支援コーディネーターの指名を受けたの

ち、活動に入ることになります。具体的には、社会福祉協議会と連携して、

各地域の現在の生活支援サービスの状況を確認し、地域ごとの生活支援サー

ビス一覧表を作成することが今年度の目標となってございます。 

また、生活支援コーディネーターは５圏域それぞれに配置することとして

おりますので、残り２名につきましても今後公募等の方法により適任者を探

して配置してまいります。 

最後にご案内ですが、次回第２回久喜市介護保険運営協議会の詳細は未定 
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 ですが、１０月ごろを予定しております。よろしくお願いいたします。 

議長 ありがとうございました。 

以上で本日の議事はすべて終了しました。 

非常に白熱した議論を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 今日は皆様、暑い中、お忙しい中、ご参加いただきましてありがとうござ

いました。今日テレビを見ていましたら、大橋巨泉さんが８２歳で亡くなら

れ、数日前には永六輔さんが８３歳で亡くなられたということを拝見しまし

た。 

男性が平均寿命まで生きるのは大変な世の中だと感じましたが、今日ご参

加の方は男性が多くて、皆さん１００歳まで目指してがんばっていただきた

いと思います。今日の会議は大変な感じがしまして、私なども勉強不足だな

と思います。私自身は日頃から周囲の人に１２０歳まで生きると公言してお

りますので、それまで生きるには世の中がどのように、我々高齢化に向かっ

ているものに対していろいろ使い勝手のいい施設ができていくのか、それに

見合う年金も充実していくのか、考えたいと思います。今日も帰り道、心を

重くして帰るような気がしますが、１０月の定例会にむけては、もう少し明

るい気持ちで臨めるようにと思っております。 

今日は皆様ご参加いただきまして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、まこと

にありがとうございました。 

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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