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様式第２号（第５条関係） 

平成２８年度第２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２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１８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について」ほか５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 本日は、大変お忙しい中、お集まりいただきまして、誠にありがとうござ

います。 

本日の議題は、１点目が介護保険第７期計画の高齢者実態調査です。来年

度に向けての準備ということになるかと思いますけど、平成３０年度から平

成３２年度にかけての介護保険第７期計画策定に係るアンケート調査を行

うということで、このアンケートについて皆様からご意見を伺うということ

です。 

２点目が新しい総合事業の概要ということになりますけど、参考資料を見

ていただきますと、新しい体系が示されております。特に住民主体の支援と

いうところがございまして、住民主体による支援をどのように進めていくか

というところが一番難しい点だと思います。土俵を作るのに砂を持ち入れ

て、土俵ができたのか、まだ土俵ができないのか、土俵はできて行司役も決

まったけれど、その土俵に上がるボランティアの皆様が本当にいるだろうか

という問題点があるのではないかと思います。 

その他、議題３から議題７が用意されていますが、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 それでは議事を進めてまいりますけど、本日傍聴人がおりますか。 

事務局 はい。３名おります。 

議長 

 

では皆様にお諮りしたいと思います。傍聴人がいるということで、入室を

認め、傍聴を許す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、皆様の了承を得ましたので入室してください。 
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事務局 ありがとうございます。 

議長 傍聴人の方に申し上げます。これから議事に入りますけど、一つ正式にお

願いしたいということと、議事の進行について議長の指示に従ってくださ

い。よろしくお願い致します。 

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、小林明委員の以上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について」という議事でございま

す。質問票等あると思いますので、ポイントだけ一つお願いします。個々の

質問については、後でどのようにするか皆さんにお諮りしたいと思います。 

それでは、事務局の方、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。 

それではお尋ねしたいのですが、施設入所者調査、介護サービス事業所調

査、介護支援専門員調査、いわゆる資料１―１で実施する調査の内容③、④、

⑤で市内在住あるいは市内の施設だけ調査を実施するのですか、それとも他

の市町村にも調査対象を広げるということですか。 

事務局 資料１－１の③施設入所者調査につきましては、市内の施設に加えて、市

外の施設に入所されている久喜市の被保険者も対象としています。 

次に④介護サービス事業所調査につきましては、市外の事業所全てではな

いのですが、久喜市の住民の方が利用されている事業所のうち、利用者が比

較的多い事業所を対象にしております。具体的には、１００事業所を調査対

象に決めておりまして、市内の事業所は全て行います。残りの数のうち市外

の事業所で久喜市の方について、ご利用が多い順に上位の事業所を調査対象

にすることとしております。 

最後に介護支援専門員調査につきましては、市内の居宅介護支援事業所に

お願いして、ケアマネジャーに回答をお願いするということを考えておりま

す。 

議長 そうすると、④介護サービス事業所調査は市内の全事業所ですと、それか

ら市外は多い順ですと。過少数があればそれで終わりですと。ケアマネジャ

ーは全員でしょうか。一人でも利用している人がいればそれは全員対象にな

るのですか。 

事務局 こちらも一応１５０人という人数を目安として定めております。この人数

に市内の事業所のケアマネジャーを含めるのは足りないと思うので、市外の

事業所にもお願いすることになると思います。 

議長 １５０人確保すれば良いということで、ケースが多い順にやっていくとい

うことですね。 

事務局 そのとおりです。 
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議長 各調査の変更点ということで、特に在宅認定者数調べで７ページから８ペ

ージ、１２ページから１４ページで健康診査の医療受診の状況、かかりつけ

医の有無についての項目追加、災害時の避難についての項目追加、介護者の

状況、介護離職について、これは特に何か理由があるのですか。 

事務局 介護保険第７期計画をこれから策定していくことになりますが、現在、国

から出ている情報は、この介護保険第７期計画につきましては、介護保険第

６期計画で非常に地域の力を使って高齢者を受け止めていきますというこ

とで、大きく舵を取るという変更がありました。この介護保険第６期に考え

たことを、介護保険第７期では更に発展させて継承していくということが、

基本的な方向性として示されております。その中で在宅医療介護連携という

テーマは非常に大きなテーマでございまして、その関連で医療機関と連携を

取り、医療資源と高齢者との距離を把握したいところでございます。その関

係で健康施設の医療受診の状況、かかりつけ医の有無などの項目はそういう

意図で挿入しました。 

災害時の避難につきましても、東日本大震災、今年に入りましても、様々

な災害があった中で高齢者の方が特に大変な状況に置かれたこともありま

した。そのようなことを含めまして、高齢者が地域でどのように避難する状

況ができているかを確認する必要がありますので追加しました。 

それから介護者の状況、介護離職についての項目ということですけれど、こ

れは家族に介護負担が掛かるということでの介護離職という問題がクロー

ズアップされているところでございます。こういった状況はあるのかという

ことで、実際に直接お尋ねしてみようということで挿入を致しました。 

議長 ありがとうございました。 

災害時の避難についてというところですが、資料１－３の１２ページで

「あなたは災害時、台風や地震、火災などの緊急時に一人で避難することが

できますか。」、それから、「一人で判断はできるが避難はできないと言う方

について、手助けを求める人はいますか。」、「平常時から災害時に手助けを

する必要がある方の存在を把握しておいていただくために行政が保有する

介護が必要な高齢者や障害者の個人情報を町会等に出して提供することに

ついてどう思いますか。」という質問です。 

災害時における対応について、住民から直接聞きますということです。栗

橋はかつて大水害がありました。私が住んでいる所にも、町内会の名簿があ

りますが、電話番号は消されまして、ただの名前だけになってしまいました。

電話するにも古い名簿を出して電話しています。やはりどこも電話番号は消

えてしまったのでしょうか。 

石川委員 町内会では、ほとんど電話番号は把握していないと思います。 

議長 実際にアンケート調査をして、意向を聞くということになります。 

何か他に質問等はありますか。 

もし、個々の細かい質問につきましては、読んでいただいて何か疑問点な

どがありましたら、１１月中旬から調査に入りますが、もし何か御意見等が

あれば、１０月末日までに市役所へお問い合わせくださいということでよろ

しいでしょうか。 

事務局 １０月末日までに、お問い合わせをお願い致します。 

議長 そういう取扱いでこの議題については了としますが皆様よろしいでしょ

うか。 
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各委員 《 承 認 》 

議長 ありがとうございます。 

 それでは引き続きまして、議題２に移りたいと思います。 

議題２の「新しい総合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２に基づき説明 》 

議長 ありがとうございました。 

今の説明に対して、何かご質問、ご意見等はございますか。 

宮地委員 新しい総合事業ということで、事業所指定を受けた介護事業所が主体かな

ということではあると思うのですけど、この前、新聞を読みまして報酬が少

ないので事業を実施する人がいないのではないかと記事に記載がありまし

た。報酬の減少は、人材の確保を難しくなるため事業の継続ができないので

はないかと新聞に記載されておりました。サービスの全量維持ができるとい

う根拠が不明確かなと思われます。 

非介護職員を今度の総合事業で利用していくということですけど、どのよ

うな方法で人材確保するのか。また、非介護職員となるとサービスの質の低

下という問題も心配されるのですが、その点はどのようにお考えでしょう

か。 

議長 質問の１点目は、新しい総合事業で特に訪問系、通所型サービスＡが参考

資料のそれぞれ訪問、通所の②のところについて、緩和した基準の場合に報

酬がどうなるかという質問が１つですね。２点目はどういうことですか。 

宮地委員 介護職員の質の問題があるので、今までどおりのサービス提供ができるの

かどうかということです。 

議長  事業の内容が緩和されて、資格がなくても良いということで、介護サー

ビスの質の低下が起きるのではないかということです。 

事務局 お話いただいた点、ご懸念としてはごもっともだと思います。 

資料２の２ページ目をご覧に頂きながら説明をさせていただければなと思

います。全量維持できるというその根拠というお話についてですが。 

議長 事務局の方、端的に説明をお願いします。 

要は、新しい総合事業サービスについて報酬がどうなるのかということで

す。 

事務局 

 

全量維持の方につきましては、（ア）の予防サービスの従来型という部分

を想定しているところなのですが。こちらは現在実施している介護保険の予

防給付と同じ単価、同じ実施形態を久喜市の方では想定しております。こち

らを実施する際には、値段を安くして提供するのではなく、現在の単価で、

現在のサービスの質を同じ水準で行う。そう言った形で考えているものが

（ア）の部分でございます。私どもとしてもこちらに急に移行するので、全

量維持できるもの、つまりサービスの単価を下げないので、事業者としても

今と同じ水準でやっていけるものと考えております。 

議長 ２番目の質問について、介護職員の質の確保についてはどのようにお考え

ですか。 
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事務局 続きまして、緩和されたサービスの担い手である非介護職員の人材確保に

ついて説明させていただきます。その前に資料の３ページ大きな３番の（２）

というところをご覧ください。この緩和されたサービスであるサービス A

というもののイメージが先ほど従来型サービスについてご説明させていた

だきましたが、今後事業者が従来型サービスか、サービス A かを選択して

どちらかにしなくてはならないというように考えていません。 

従来型のサービスをそのまま続けている事業所がどちらかというとサー

ビス A の指定も重ねて取って、プラスアルファ―の事業も行うかどうかと

いうことが基本的には想定している姿です。従来型サービスにおいて従来の

ご利用者様を確保し、介護サービスを提供しますので、質の部分は基準が同

じなので低下しません。そこが確保された上で、更に緩和されたサービスと

いうことで、介護職員以外の力も使いながら行えるかどうかということがサ

ービスＡの基本的なイメージになります。 

それを前提に非介護職員の方の確保についてなのですが、これは久喜市で

も非常に頭を悩ませて検討しているところであります。他市の例を見ますと

研修をしっかりやっています。市の方で研修を開催してそれを何時間か受講

して、卒業された方にサービス A の指定を受けている事業所にお入りいた

だいて、サービス A の部分の担い手となっていただくというお話を聞いて

います。久喜市も他市の例を参考にしながら確保の方法を考えていきたいと

思っております。 

議長 要は平たく言えば、従来型の形でそのままやってもいいですよと。新しく

緩和された事業も、もし従来型にプラスしてやるならやってもいいですよと

いうお話ですね。その新しい緩和された事業を実施することについては、非

介護職員などのマンパワーでもいいですよと。非介護職員に対しての質問は

質がどうなのかということですけど、他の市町村は研修を実施するというこ

とですけれど久喜市はどうするのか。それと事業者に対して今話したことを

具体的に話しているのか、またいつ話すのかと言うところが重要なポイント

だと思うのですがいかがでしょうか。 

事務局 久喜市としての質の問題をどう考えているかということについてですが。

新しい総合事業ということなのですが、現在の予防給付ということで要支援

の方は予防給付というサービスを事業者から受けているのですが、これも一

概に言いきってしまえば乱暴な部分もありますが、要支援の方がお受けにな

っている通所サービスだとか、訪問サービスというのは中身が生活支援の家

事援助という部分に大方の所サービス内容が偏っていると思われます。 

議長 皆様が聞きたいのは、新しい事業で緩和された場合に従来型プラスその新

しい事業のところは、非介護職員を使うとなると報酬はいくらを想定してい

るのか。それから研修をするそうですが、具体的にどのような研修計画を立

てているのかということです。 

要は今それを事業者に説明しないと、手を挙げるかどうか分からないとい

う問題があると思うのですがいかがでしょうか。 

介護福祉課長のご意見はいかがでしょうか。 

事務局 

（中村課長） 

介護職員以外のマンパワー関係ですが、一定の研修を実施して、修了した

方に事業者の方で就業していただくというようなことを考えております。研

修の内容については、今後どれくらいのカリキュラムで組んでいくかを考え

ていきたいと思っております。 
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議長 新しい緩和された事業を選択しようとする場合に、いくらの報酬ですよ、と

いうのはいつ話せるのですか。 

事務局 

（中村課長） 

サービス A につきましては、報酬単価について検討しているところでは

ありますが、７割から９割の間で他市行政のインセンティブを考慮しながら

設定をしたいと思っておりますが、まだこの場ではっきりとした事は言えま

せん。ただいま、検討しているところです。 

議長 要はまだ検討中ということですね。 

事務局 

（中村課長） 

検討しているところです。私どもも事業者に今後参入していただくとこ

と、緩和されたサービスの基準を考慮しての単価の設定ということで、近隣

の状況も、設定の状況も調整しながら最終的に決めていきたいと思います。 

事業所向けの説明は、その辺を決めた上で、事業者説明を年明けに実施し

たいと思っております。 

石川委員 今の説明なのですけど、ほとんど分からないですね。なぜなら、計画も何

もない中でこれからその人たちを参入させるための基準も出していないの

だから、それは絵に描いた餅だと思います。 

それから私が質問したかったのは、サービス B の方です。住民のマンパ

ワーと言っても、久喜市内にそういう環境が育っているのでしょうか。ある

日突然、希望だけでやろうと思っても、急にできるものではありません。 

私たちは１０年前からやっていますが、こういうことができるのはごく稀

ですよ。そういうものを見たからといって、各地域の中に市民活動が高まる

ような環境が久喜市内にあるのでしょうか。私はここの所がどういう考え方

で、どういう方向性でこの人たちを結集していくかを聞きたいです。それに

よっては捉え方も違ってくると思います。 

あくまでも事業者ではなく、市民活動なのですから。これをどう育てるの

か聞きたいです。 

議長 今の質問をまとめると、住民主体による支援についてですね。いわゆる訪

問系や通所系のサービス B と言われているところですね。それについてど

のように実施するのか、どこまで進捗しているのかが聞きたいということで

すね。 

具体的にどのように考えているのか、事務局の方説明をお願いします。 

事務局 

（中村課長） 

サービス B は石川委員からご質問があったように、住民を主体とした多

様なサービスとなっております。こちらにつきましては、どういった事業所

が位置づけするのかということでございますが、当面サービス B として位

置付けする事業所はございません。先ほど石川委員が仰っているように、石

川委員が活動しているところはそれに近い状態かもしれませんが、私もこれ

を位置付けするといっても、それを位置付けされる市民の皆様がそれを大き

な負担になってしまい、潰れてしまっては元も子もないと、まだそこまで育

っていないのではないかという状況は認識しています。制度としてこういう

のがありますと紹介してはおりますが、久喜市としましては、正式にサービ

ス B として位置付けて、チェックリスト該当者を照会していくというよう

なことは現段階では考えておりません。このサービス B の事業を育成して

いくのは、これから身近な地域で介護予防に高齢者の皆様に参加していただ

く上では非常に重要なことではあると思います。本日ご質問等もございまし

て、市では生活支援コーディネーターを３名委嘱しまして、社会福祉協議会

と地域の資源作りの調査に励んでいるところであります。社会福祉協議会 
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 と一体となり、地域の皆様とお話をして、無理をしないように取り組んでい

きたいと考えております。 

議長 生活支援コーディネーターを委嘱しましたとありましたが、いつ委嘱しま

したか。 

事務局 

（中村課長） 
７月１日です。 

議長 どういう人をどういう基準で選んだかを知りたいです。 

事務局 

（中村課長） 

地域の活動に熱意のある方で公募をさせていただきました。公募させてい

ただきまして、面接の中で選考して委嘱をしました。 

議長 分かりました。 

先ほど石川委員より実際にコーディネーターを選んでも、地域の中からボ

ランティアでやってくれる方が本当に出てくれるのでしょうかというとこ

ろが質問のポイントです。それに対しては、いろいろ説明がありましたけど、

今後どのようにコーディネーターを委嘱し、どのように土俵作りを進めてい

くのかというのが石川委員のご質問のポイントだと思うので、そこを端的に

説明をお願いします。 

事務局 

（中村課長） 

社会福祉協議会は、地域活動を実施しておりまして、その中であったか会

議というのは設置していく予定で考えております。社会福祉協議会と委嘱し

ている生活支援コーディネーターと一体となって地域作り活動の中で話し

合い連携していこうと協議しているところでございます。そういった取組の

中で育てていきたいと考えております。 

石川委員 期待しています。 

議長 ありがとうございます。 

それでは、廣瀬委員どうぞ。 

廣瀬委員 前回の介護保険運協議会のときに、コーディネーターの公募をするという

ことで、かなり厳しく様々な専門の資格を持っていることと説明にありまし

て、このような人材を募集しても、各地域のことが分かるまでには、大変な

ことであると思いました。 

私は、地域に密着した人を選んだ方がいいのかなと、あの時の説明で思い

ました。資格ばかり持っていても、地域のことが分かっていなければ、地域

コーディネーターとは言えないと思います。やはり私どもの町内にどんな人

がいて、どういう人が困っているというのは地域が一番分かっていると思い

ます。私もサロン運営をしておりまして、非常に町内の風通しが良くなって

きておりまして、私たちの方が地域のことを知っているかなと思います。 

活躍を期待したいと思いますが、コーディネーター３名で各小学校、中学

校区で一人と仰っておりましたけどかなり広いです。どうやって地域を把握

するのか、その辺のお話を伺いたいと思います。 

議長 生活支援コーディネーターとそれから言葉として地域コーディネーター

という言葉がでてきました。これは同じなのですか。 

それとも別に考えて、生活支援コーディネーターはそれぞれの圏域全体を

カバーすると、それから地域コーディネーターを選んで、その地域に本当に

密着したコーディネーターをこれから用意するのかどうか、その辺はどうで

しょうか。 
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事務局 

（中村課長） 

生活支援コーディネーターにつきましては、各包括地域に１名ずつ配置予

定なので、久喜東地域に１名、久喜西地域に１名、菖蒲地域に１名、鷲宮地

域に１名、栗橋地域に１名の合計５名ということで募集をしました。 

今のところ３名で、５名には届いていないのですが、一部の地域を兼務し

て５地域をカバーして、当面の間は資源調査等を行っていきたいと考えてお

ります。 

ただいま、廣瀬委員がご質問になった小学校区というのは、まず一層とい

うのが市全体という言い方で、二層というのが包括地域の単位で、三層とい

うのは更に小学校区なり、そういった小さい地域の担当ということになりま 

す。生活支援コーディネーターは二層の部分を意識していますので、二層

の地域の全体の調整なり連絡を取り持っていくということを考えておりま

す。ただ、生活支援コーディネーターには地域のことを知ってもらわないと

調整、連絡等もできないので、これから市民の皆様や事業所に顔を出しても

らって、まず顔で見る関係作りを行いまして、地域を知った上で取り組んで

参りたいと考えております。 

議長 まとめをすると、生活支援コーディネーターを各包括地域に１名ずつ配置

をするということです。その中で、小学校区単位に地域コーディネーターを

配置するということはあるのですか。 

事務局 

（中村課長） 
小学校区単位で地域コーディネーターの配置することはありません。 

議長 廣瀬委員は、地域支援コーディネーターを小学校区単位で配置してみたら

いかがですかというご意見ですが。 

廣瀬委員 前回の介護保険運営協議課では、地域支援コーディネーターを配置すると

いう説明であったと思われましたが、私の聞き間違いかもしれません。 

議長 では地域包括に生活支援コーディネーターを非常勤特別職の公務員とし

て委嘱したのですよね。報酬を払うということですよね。 

事務局 

（中村課長） 
そのとおりです。報酬をお支払いしています。 

議長 では、生活支援コーディネーターが取りまとめて、実際にボランティアで

やろうとする、住民主体による支援にあたる人は、労務提供だけであり報酬

はもらえないということですよね。 

事務局 

（中村課長） 

生活支援コーディネーターが介護予防事業を実際に実施するわけであり

ません。 

議長 ですから、実際に働く人はどうなのですかとお尋ねしているのですが。 

事務局 

（中村課長） 

地域の住民主体の活動によるものなので、報酬を支払うことはありませ

ん。 

議長 ということですね。あくまでも住民主体の活動だから、それは住民主体の

ボランティアで報酬をもらわないで実施するということですね。 

この点がいわゆるサービス Bの大きな課題ですね。 

石川委員 もう１点よろしいでしょうか。マンパワーを育てるのには２通りあると思

います。１つは個人個人の問題、もう１つが地域全体の問題ですね。地域で

そういう気運、活動支援という形態もあるかと思うのですよね。そういうこ

とを確立して環境づくりをしなければ、どこまで行っても育たないというの

が私の見解です。この辺は市役所の考え方と違うと思いますが、私は自分 
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 で実際に経験をしてみて、活動支援があって初めてそれに向かった活動者が

集まってくると。それがなければいつまで経ってもマンパワーは育たないで

す。そこのところ事務局はどう考えているのですか。いくらコーディネータ

ーが何百人いても、その人たちが実際に活動するわけではないのですから、

これと活動者とは別なのです。活動者は皆ボランティアでやろうとするので

すが、その活動する主体が活動できる環境がなかったらできないでしょう。

これはあくまでも集団活動ですから。そうするとそういう環境が作れるのか

どうかによってマンパワーが育つかどうかが決まると思うのですがどうお

考えですか。 

議長 はい。今の質問の要旨は活動する環境づくりと育成ですね。 

事務局の方、どうお考えですか。 

事務局 

（中村課長） 

石川委員の仰るとおりで、個々人の活動と住民の活動を支える環境づくり

が両方ないと、育っていかないというのはそのとおりだと思います。この住

民主体の活動につきましてはその辺を踏まえて、今後市も検討していくとこ

ろであります。 

石川委員 よろしくお願いします 

議長 正直人材育成と活動環境の整備というのが一番難しい点だと思います。 

介護保険がスタートしたときに介護保険でやるのだからということで、あ

る意味地域社会を壊したようなものです。それを再構築しようということで

すから大変です。それと各地域の環境が変わっていますね。私が住んでいる

地域もだいぶ変わっております。農村地帯でも隣の人の面倒を見るというの

が５０年前はあったと思いますが、おそらく今はないですよね。この栗橋地

域でも昔は、隣のおばあちゃんのご飯作りを毎日やってみようという話があ

りました。今はおそらくなくなってきていますね。今は介護保険でもらえる

のだから余計な口出ししなくていいと、そういうお話になってきています

ね。 

皆様から他に何かご質問等はありますか。 

増田委員 少しタイミングがずれてしまったのですが、サービスＡの非介護職員の非

というのはどういう方のことですか。 

事務局 分かりにくくて大変申し訳なかったのですが、こちらが考えております介

護職員という言葉の定義は、初任者研修を受けているというのが介護職員か

どうかの分かれ目になるというように考えております。介護職員の初任者研

修を受けていない人でもできるということを考えております。 

増田委員 特にこの質問を解決してくださいというわけではないのですが、これから

いろいろな事業が進む上で、サービス A の非介護職員もということなので

すけど、いま普通に介護保険事業をやっていても、なかなか職員が集まらな

い、それこそ非介護職員も作業をせざるを得ないし、どこの施設もいろいろ

な努力をして求人をしていると思うのですけど来ないです。その上に非介護

職員で、本当にいろいろな事業が進もうとしている中で、人材確保について、

アンケート等も結構なのですけど、行政の方が各事業所に回っていただい

て、実態を調べていただきたいと思います。これだけ人材不足の中で様々な

事業が進むのは心配です。私の施設は設定から言うと非介護職員もいます

し、それからなかなか難しいですけど、７０歳以上の方もボランティアでは 
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 なくしっかり収入を得て元気な方は働いています。これだけ様々な事業が進

む上での人材確保は本気になって調べないと、仕組みを作っても機能しない

のではないかと危惧しております。 

議長 今のはご意見ということでよろしいですかね。 

他にご質問等はございますか。 

廣瀬委員 サービス A の非介護職員の前の非介護事業者ですが、いわゆる介護保険

というのは介護を受けたい人が事業者と契約をしてサービスを受けるのが

決まりだったのではないですか。それが非介護事業所というのはどのように

契約をすればよろしいのでしょうか。具体的に教えていただければと思いま

す。 

事務局 

 

こちらにつきましてもサービスを利用するには、事業者と契約をしてご利

用いただくという形になります。非介護事業者というイメージがしにくい言 

 葉で大変申し訳なかったのですが、例えば市内に事業所があるかどうかは

別として、国が示している例としては訪問型のサービスであれば、例えば家

政婦紹介所みたいなものですとか、そういったものが担い手になりうるとい

うことで、そのようなイメージをしていただければと思います。そういった

部分にもサービス A をやりうる余地があって、事業所として指定を受けれ

ば、契約をして、その単価等の決まりに従って、介護サービスを受けていい

ただくことは可能です。 

議長 それは指定を受けるという条件があるのですか。 

事務局 そのとおりです。そのために本日お示ししました資料２の規定に基づいて

指定を受けていただくことになります。 

議長 介護事業者といっても指定を受けると、そういうことですね。 

廣瀬委員 例えば、家政婦派出所にヘルパーさんに来てもらいたいときはその事業所

と契約をする。その事業所が指定を受けていればよろしいということです

ね。 

事務局 そのとおりです。実際にそういう状況がくるかどうかは分かりませんがそ

ういう可能性もあるということですね。 

廣瀬委員 そうすると介護保険の点数でできるということですね。 

事務局 そのとおりです。 

廣瀬委員 分かりました。ありがとうございます。 

議長 ほかにご意見などはありますか。 

無いようなので次の議題に移りたいと思います。 

それでは次の議題３の久喜市指令地域密着型サービスの事業の人員、設備

及び運営等に関する基準を定める条例の改正についてとなります。 

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 ありがとうございました。 

改正のポイントは、３ページの地域密着型運通所介護に運営推進会議の設

置を新しく入れるということでしょうか。 

事務局 そのとおりです。 

市町村への権限の移管に際してそれを新しく入れるということです。 

議長 皆様の方からご意見ご質問はありますか。 

本議題については、承認ということでよろしいでしょうか 
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各委員 《 承 認 》 

議長 では次に平成２８年度居宅介護支援業務委託事業者について、事後承認と

いうことですが、事務局の方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 資料４にありますように、この事業者を委託事業者としますということで

よろしいでしょうか。 

《 承 認 》 

次に議事５「地域密着型サービス事業所に指定について」で事後承認とい

う形でございますが事務局の方説明お願いします。 

各委員 《 承 認 》 

議長 次に議事５の「地域密着型サービス事業所に指定について」事後承認とい

う形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５に基づき説明 ≫ 

議長 ただ今、説明にありましたように承認ということでよろしいでしょうか。 

各委員 《 承 認 》 

議長 次に、議題６の地域密着型サービス事業所の指定更新について説明をお願

いします。 

事務局 ≪ 資料６に基づき説明 ≫ 

議長 皆様の方からご質問ご意見はないでしょうか。 

ご質問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 次に、議題７のその他に移りたいと思いますが、先ほど宮地委員から資料

１について、ご意見ありましたようなのでお願いします。 

宮地委員 事業所のアンケートですけれど、今度の介護保険第７期計画において検討

すべき事項ということでアンケートをされるようなのですが、私も施設のも

のなので、施設のことについてお話をさせていただければと思います。 

特別養護老人ホームは、原則、要介護１、２の方が入所できず、要介護３

以上の方が入所できるということになりました。また、施設が増床されまし

たし、だいぶ待機者が減少しているということを知っていただければなと思

います。 

また、人材不足がありましてそれぞれの施設が努力をなさっているとは思

います。特養の増床を行い、待機者数を減らすこと良いのですが、特養の職

員に聞きますと、保留にされる方が非常に多くて、例えば入院中だとか、別

の施設に入っているからすこし様子をみたいと、そういう方が非常に多く

て、実際に待っている方が１０人以下だったりとかそういうこともあるよう

なので、その点をよく調査していただけたらと思います。アンケートを実施

されるということですが、保留がどのくらいなのか、待機待ちが実際にはど

のぐらいなのか。施設の方を注意深く見ながら埼玉県は施設が増えるのは分

かるのですけど。そこらへんよく考えて増やすような計画を、みんなで共存

できるような計画を、そういう感じでやっていただければと思います。 

議長 ご意見ということでよろしいですか。 

宮地委員 そうですね。 

意見を踏まえてアンケートの内容に入れていただければと思いました。 
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議長  ただいまのご意見を踏まえてアンケート調査をしていただければという

ことです。 

ほかにご意見等がなければ、議題７のその他について事務局よりお願い致

します。 

事務局 次回の運営協議会に予定ついてなのですが、詳しい日程については未定で

ありますが、来年の１月を開催予定としております。詳細が決まりましたら

お知らせいたしますので、よろしくお願いします。 

議長 他に議題がないようですので、本日の会議は終了とさせていただきます。 

司会（中村課長） 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 

 

皆さん今日は暑い日の中、このような最高の加減で顔に光が当たったりす

る中で大変な感じがしましたけど、内容は本当に深刻と言ってはなんです

が、私たちももう７０歳に手が届く状況になりました。本日、大熊委員さん

の車に乗せてもらったのですが、これから先私たちがロボットに介護される

ような状況がくるのではないかというお話をして、生身の人間よりロボット

に介護されるほうがよかったりするかもねという話をしながらここにきた

のですが、宮地委員、増田委員の施設の話を聞きますと、施設そのものでも

人手不足ということが分かりました。我々の地元にも老朽化していますが、

近くにも集まるところがありまして、男性の方は麻雀をしたり、女性の方は

手芸をしたりして時間を費やすことに専念していますけど、これも健康づく

りの一環かなと思います。だから行政にばかり何かしてくれと頼り切るので

はなく、自分でできる小さなことでも継続は力なりかなと思うので、ここに

お集まりの皆さんはせめて健康に留意されまして、次回も元気な姿でお会い

できれば良いなと思います。本日は皆様本当にお疲れ様でした。 

司会（中村課長） ありがとうございました。 

それでは以上を持ちまして、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。本日は長時間にわたりご審議をいただきましてありがとうござ

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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