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様式第２号（第５条関係） 

平成２６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 

(石井課長) 

皆様、こんにちは。 

定刻となりましたので、これより、始めさせていただきます。本日は公私

ともにお忙しい中、ご出席を賜りまして誠にありがとうございます。私は久

喜市介護福祉課長の石井でございます。本日会議の事務局を務めさせていた

だきますので、どうぞ皆様よろしくご協力お願い申し上げます。 

それではまず始めに、大塚会長よりご挨拶をお願いいたします。 

大塚会長 皆さん、こんにちは。 

梅雤晴れが来て梅雤が明けるかなと期待しているのですが、まだ関東地方

は梅雤が明けたという発表がありません。急に暑くなって体調が整えにくい

昨今でございます。私も御多分にもれず、目と耳が悪くなりまして、時々失

礼ながら、眼鏡を外して見ることになるかと思います。実は６月に白内障を

手術しまして、６０㎝、７０㎝のところに焦点距離を合わせてレンズを取り

換えまして、眼鏡をかけると遠くの方が見えるが近くは見えないと、こうい

う状況で、下の方を見るときは眼鏡を外して見ることになろうと思います

が、失礼いたしますが、よろしくお願いいたします。 

今日は、２６年度の第１回久喜市介護保険運営協議会ということでござい

ます。第６期の介護保険事業計画を策定していくということになろうかと思

います。日本の人口が急激に変化していくと、まず少子化と言われているこ

とですが、子どもの数の絶対数が少ない、１００万人を割ってくるという現

実ですね。子どもの数が少ないということは、これからの日本を支える人口

がいないということになるわけです。もう一つ少子化に加えて、高齢化と言

われていますが、どうも何パーセントという高齢化率で論議をしていきます

と、ちょっと盲点がございます。率よりも絶対数、数に着目をしていかない

と、これは大変なことになるということです。７０歳以上、お年寄りの医療

費が、あるいは介護が必要な人の絶対数が増えてくる。数が増えてくるとい

うことは、医療費、介護保険料に直接結びついていくことになろうかと思い

ます。率よりも数がどれだけ増えていくんだと。全国、埼玉県、久喜市とい

うところで、数に注目して論議していかなければいけないのではないかと考

えております。日本の人口１億２千万人ですが、１００年後には４，７００

万人になるだろうという厚生省の推計数値が出ております。現在の人口より

も半分以下になると、１００年間で半分以下になるということですから、大

変な事態になろうかと思います。それまでの間に医療と介護をどういうふう

に組み立てていくかということが大変なことだろうと思います。いかに若い

世代に負担をかけないかを考えていかなければいけない。いろんな角度から

論議いただければと思います。本日はよろしくお願いいたします。 

司会 

 

はい、ありがとうございました。 

次に会議に先立ちまして、皆様にご報告をさせていただきます。昨年度ま

で長年にわたり委員を務められました戸賀崎正道委員は区長職を本年５月

２５日付で辞職されたことに伴い、本協議会の委員も合わせて辞任されるこ

ととなりました。代わりまして久喜地区区長会のご推薦をいただき、久喜地

区区長会副会長の眞田忠雄様に地域代表として新たに当協議会の委員とな

っていただくことになりました。つきましてはこれより委嘱書を交付させて 
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 いたただきます。なお、本来ですと委嘱書は市長より交付すべきものでござ

いますが、田中市長は所用により本日出席することができませんので、大変

恐縮でございますが、福祉部副部長の三浦より委嘱書を交付させていただき

ます。お名前をお呼びいたしますので、その場でご起立の上、委嘱書をお受

けいただきますようお願いいたします。 

福祉部副部長 ≪ 委嘱書の交付 ≫ 

司会 

 

ありがとうございました。よろしくお願いいたします。ここで委員の交代

もございましたので、本協議会の今年度委員名簿を配付させていただきます。 

≪ 委員名簿を配付 ≫ 

改めましてただ今から平成２６年度第１回久喜市介護保険運営協議会を

始めさせていただきます。まず、議事に入ります前に、お手元に配付させて

いただきました資料の確認をさせていただきます。 

事務局 ≪ 資料確認 ≫ 

司会 

 

はい、それではこれより本日の議事に移らせていただきます。久喜市介護

保険条例第１５条第１項の規定によりまして、大塚会長に議長になっていた

だきまして、議事進行を進めていただきたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。なお、本日の会議は委員２０名中、出席委員１４名でござい

ますので、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

成立いたしましたことをご報告させていただきます。それでは議長、ご挨拶

と議事進行をよろしくお願いいたします。 

議長 

（大塚会長） 

 それではこれより議事に入りたいと思いますが、その前に今回の議事録署

名人を指名したいと思います。竹内進次委員さん、それから宮地満佐子委員

さんの２名の方にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

各委員 ≪ 異議なし ≫ 

議長 先ほど新たに委員さんが指名されましたが、ご挨拶はどうしましょうか。 

司会 失礼いたしました。議事に入ります前に、今回、委嘱をお引き受けいただ

きました眞田忠雄委員のご紹介をさせていただきます。眞田委員は平成２１

年４月より久喜第７２区区長を務められ、平成２４年４月から久喜地区区長

会理事を歴任し本年４月より久喜地区区長会副会長にご就任なさいました。

地域代表として久喜市の市政に多大なるご協力をいただいているところで

ございます。それでは、自己紹介をお願いいたします。 

眞田委員 ただ今ご紹介をいただきました眞田でございます。今日初めて出席させて

いただきまして、皆様のご意見を伺ったり、また、私も現場を踏まえまして、

意見をさせていただけたらと思っております。ご紹介にありましたように、

区長を６年やっておりまして、この６年の間に会長さんからもお話があった

ような少子高齢化問題、私の地区は農業振興地域でもありますし、農業の高

齢者対策、後継者対策に苦心しているところでございます。それ以外にも治

水の問題、基盤整備事業が非常に厳しくなっており、国、県、地域におきま

しても江戸時代から作られてきた治水事業が厳しくなってまいりまして、田

畑、住宅も６月の大雤で冠水がありました。それを治していくというのは非

常に厳しいものがあります。そういうところで農業後継者が厳しくなって

次々と辞めていくということで将来の農業、皆さんの食糧をどう守っていく

のかというところが、非常に懸念されるところでございます。区長として、

民生委員や区民の方々にお願いをして、一緒に高齢者の方の見回りや巡回な

どをいろいろやっておりますが、皆様方のご指導を受けて対応していけたら 
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 と思っております。この委員会におきましては、意見の交換も活発になされ

るだろうと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いいいたします。 

司会  ありがとうございました。以上で新委員のご紹介とさせていただきます。 

議長 それでは議事に入りたいと思います。（１）久喜市高齢者福祉計画・第６

期介護保険事業計画の策定についてでございます。これは久喜市長より当委

員会に諮問をするということで諮問書が出ております。諮問書を読み上げて

いただけますか。 

福祉部副部長 ≪ 諮問書を代読 ≫ 

議長  はい、ただ今市長より諮問がありましたので、議事を進めてまいります。

お手元にある資料１について事務局より説明をお願いいたします。 

事務局  ≪ 資料１に基づき説明 ≫ 

議長 はい、ありがとうございました。実態調査を踏まえて、今後の計画策定の

スケジュール等の説明がありました。何かご質問、ご意見ございますでしょ

うか。資料１－１は計画の骨子案ということで、第１章から第７章まで、こ

ういう内容で今のところ検討をしているということでございますね。 

事務局 そういうことです。 

議長 資料１－２が計画の概要ということで、１章の部分に大体入ってくるので

すかね。１章で位置づけと概要が入ってくるということですね。３ページの

ところで久喜市の場合は高齢者福祉計画・介護保険事業計画の位置づけとい

うことで、健康関係、高齢者保健の関係は健康増進計画で別に作るというこ

とになっているのですね。これの整合性はどのように図っているのですか。 

事務局 はい。これに関しましては、６月に高齢者福祉計画推進会議を庁内で行い

まして、その際保健分野の関係者も委員に入っていただきまして、高齢者福

祉計画を策定する際にも、保健分野は非常に近接していて、関連の深い分野

でございますので、相互にこの計画の中に書き込むというか、関連の事業と

いうことで保健の分野についても、整合性が図れるような形で調整を取るこ

とになっております。 

議長  それは、内部の委員会ですか。この委員会のように外部の委員会で健康増

進計画とか食育推進計画を検討しているということではなくて、内部の庁内

会議ですか。 

事務局  はい、健康増進計画及び食育推進計画につきましては、その計画そのもの

については、別途外部の方を入れた審議会を持っております。先ほど申し上

げたのは、この高齢者福祉計画を作成するに際して、健康増進計画などとの

記述の整合性をとるために関連部署と調整を図るための会議ということで、

それは庁内の会議になっておりますけれども、そういったところで情報交換

をしながら方向性を共通にしていく作業をして参りたいと考えております。 

議長  庁内調整会議で高齢者福祉計画と調整するよと、外部の委員会があって、

健康増進計画と食育推進計画をそれぞれ作っていますよと、こういうことで

よろしいですね。 

事務局  はい、そういうことになります。 

議長  それと、５ページで今回の高齢者福祉計画で新たに検討すべき事項という

ことで、国の示している部分と市長公約と市の置かれている状況から盛り込

むべきと考えられる事項に整理がされていますけれども、①の実態調査の内

容を計画に反映させるというのは当たり前ですよね。②の地域包括ケアシス

テムをより具体化することというのは、何を言いたいのですか。 
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事務局 内容としては、地域包括ケアシステムを実現するために、地域ケア会議を

全国で既に実施しているところもあると思いますが、そちらの具体的な実施

体制などを書き込んでいくというようなことを考えております。 

議長 いわゆる地域包括支援センターがあるじゃないですか。その地域包括支援

センターとこの地域包括ケアシステムの全体像をもっとはっきりさせろと

いうことですか。 

事務局 そういうことです。具体的に仕組みとして動かしていくというところまで

行きたいということです。 

議長 するとこれも今のところ、久喜市は地域包括支援センターが５か所でした

ね、その５か所ともっと実際のケアシステムを連動させるように作っていか

なければいけないということですね。 

事務局 はい、そうです。 

議長 それから、③生活支援について体制を整えることというのは、②と③はど

ういう関係ですか。 

事務局 はい、正確に言うと地域包括ケアシステムは５分野あるわけですけれど

も、③はその５分野のうちの一つということで、②の法が上位概念で③はそ

れに含まれるという関係になります。 

議長 むしろ③は、大体②に入るということですね。 

事務局 ③、④、⑤は、すべて地域包括ケアシステムの中で考えることになります。 

議長 ③、④、⑤は②の地域包括ケアシステムの中に書き込めるという事ですね。 

事務局  はい、そういうことです。 

議長  ⑥で、今回特に要支援関係が市町村事業化されるということで、何か押し

切られてしまったような感じが多分にありますが。本当のことを言って市町

村事業では大変だなと思うんですが、大丈夫ですかね。市町村事業になった

場合に、どういうふうに変わるかというのは分かりますか。 

事務局  はい。従来、認定を受けて要支援が出た方については、介護保険の給付サ

ービスの中で、介護予防サービスという形で利用料の９割を保険から出しま

すよという給付のシステムの中でサービスを受けていただいていたところ

ですが、これが今回、市町村事業になるということで、市町村が用意したメ

ニューをその方たちについてはご利用いただくということになるんですけ

れども、当初、国の方はもう少し広い範囲で要支援のサービスを市町村事業

化することを考えていたようですが、最終的に介護予防訪問介護サービスと

介護予防通所介護サービス、この２類型のサービスについてだけ市町村事業

化するということになりまして、こちらについては市町村の側でそれに代替

するようなサービスを何らかの形で考えていかなければならないというこ

とになります。現状は、いろいろなやり方が今検討されているところであり

ます。久喜市もまだ方針は全く決まっていませんけれども、一つは現行の給

付のシステムを踏襲するような形で市の方でも同じようなシステムを作り

まして、従来介護予防サービスを行っていた事業所にそのままサービスを続

けていただくという方法が一つ。それから、市の方で独自事業を立ち上げる

ということも考えられます。ただし国の方は方向性としては、その部分は地

域の方が、地域の専門家の力を借りてボランティアやＮＰＯという形で予防

事業を地域で立ち上げることによって、だんだんそちらの方に主力をシフト

していってほしいというのが、国の方向性ということになっております。 
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議長 要は今まで要介護について、介護保険の対象で、介護保険でやって、介護 

度が低くなればもういいよという話が、これはもう介護保険の対象にしない

よと。市町村が独自に、行政負担で直接やれよ、という話ですね。 

事務局  そうですね。正確にはそれは地域支援事業という部分に移行しますので、

一応国の方からも従来どおりお金は出ますよという枠にはなっていますが、

事業を主体的にやるという部分で市町村に回ってきたという形になります。 

議長   介護保険をトンネルにしないで、国から直接市に補助金なり交付金で入っ

てくるということですね。 

事務局  はい、そういうことです。 

議長  その辺がなかなか分かりにくい部分だと思います。実際に市がやろうとな

ると、どのように位置づけてどれだけの事業量を見込むか、というのが大変

かなと感じますが、次回以降その辺が明確に出てくれば有難いと思います

が。後ろにコンサルさんもいるようですが、全国的にどのようにシステム化

しているのか、私も聞きたい部分です。後でよく説明していただいて、その

辺がうまく整理できるといいかなという感じがします。 

それから、④の認知症ケアパスとは具体的にどういうことですか。 

事務局  これまで、認知症の方のケアについては、それぞれの側面から専門家の方

が頑張っていらっしゃったという流れではあるのですが、なかなか重症化し

ていく過程でうまくケアの受け渡しができていない現状があり、本当はもう

少し早めにいろんなことをやっていれば認知症が進行しなくても済んだの

に、ちょっと放置されているような時期ができてしまうとそこでもう重症化

してしまって回復しないという部分もありまして、それがちょっとケアの流

れとして現状はあまりよくないのではないかという認識があります。そこ

で、例えば予防ですとか、生活援助の面、それから介護の面、そういったそ

れぞれの側面を流れとして結んでいって、その方が認知症が出始めてから、

少しずつ重くなっていくという部分もあるとは思いますが、その症状が進む

につれてのケアを切れ目なく行うために、関係者間でどのように患者さんを

受け渡していくかという流れを一つの形として整えましょうというのが認

知症ケアパスの考え方になります。こちらにつきまして、今回の計画の中で

考え方、方向性を示しなさいということになっております。 

議長  システムとして作りましょうということだけですか。例えば、認知症の疑

いがある本人が病院の診察を受けて、認知症の一歩手前、あるいは認知症の

診断があったら、何かパスポートみたいな証書みたいなものを持ってチェッ

クしていきましょうと、そういう具体的なところまで考えているのですか。 

事務局  はい、そういった意味でいくと、新しく保険のようなものを作るというイ

メージではないようですが、いずれにしましても、ケアパスのパスというと

ころは、通り道というか流れというような意味合いでつけていますので、要

は認知症の方がケアを受けられない狭間というのをなくそうという考え方

です。それを紙の上でも作りますし、それを関係者間でネットワークを作っ

てやりなさいと、要はこれも地域包括ケアシステムの一部を取り出して言っ

ているということではあるのですが、その考え方の中で、異なる業種の方々

が一同に会して意見交換をすることも必要だということで、そういった流れ

を作っていきましょうというような内容です。 

議長  わかりました。それから市長公約１，０００床は、現状を踏まえてどんな

状況ですか。 
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事務局  現時点での久喜市内の特養の開設済みの床数は５６１床ということにな

っております。７施設５６１床です。 

議長  今のところ既に５６１床ありますということですね。 

事務局  そういうことです。それで、現在第５期計画の期間中ですが、平成２４年

度に県の公募にかかりまして選定したものが２施設２００床あります。この

２施設２００床は平成２７年４月の開業を目指して現在建設中でございま

す。つまり、第６期計画のスタートを迎える時点では、この２００床が加わ

りまして、全体としては９施設７６１床出来ているということになるので

す。そこで、１，０００床ということになりますと残り２３９床を整備する

というような考え方になります。 

議長  そうすると、第６期計画がスタートする平成２７年４月までには、７６１

床、ＯＫですよと、もう動きますよと、第６期以降は３００床近くを計画し

ていくと、２９年度までということは第６期計画の中に入れ込むということ

ですね。 

事務局  そういうことです。 

議長  これはまた、大変だね。事業者がそれだけ出てくるかということと、確実

に介護保険料に跳ね返りますよと、こういうことになりますね。 

事務局  そういうことになると思います。その辺はまた検討させていただきたいの

ですが。 

議長  私が勝手に５ページのところまで、いろいろと聞きましたが、５ページま

でで皆さんから何かご質問がございますでしょうか。よろしいですか。 

各委員 ≪ 質問なし ≫ 

議長  実態調査のところで説明を聞いていまして、久喜市の６５歳以上の人達の

半数以上が独り暮らしか、もしくは６５歳以上の夫婦の世帯であると、半分

以上、５５パーセント位ですかね。今のところ買い物については、何とかや

っていると、しかし、これから介護保険については特養の希望が多い。それ

と現在ではショートステイの利用希望が多いというのが、今回の調査の大体

のアウトラインと見受けましたが。あともう一つは医療で往診してほしいと

いうことですね。こういうことが実態調査から浮かんできましたということ

ですか。 

事務局  そういうことです。 

議長  皆さんの方からご意見、ご質問はありますでしょうか。よろしいですか。 

各委員 ≪ 意見・質問なし ≫ 

議長  そうしましたら、こういう実態調査を踏まえて計画の素案づくりに入って

いますと、それと、今後のスケジュール等日程が示されていますけれども、

こういうことで第６期介護保険事業計画を作っていきたいので、ご協力をよ

ろしくお願いしますということです。これに従い進めていきたいと思います

ので、ご協力をよろしくお願いいたします。 

事務局  よろしくお願いいたします。 

議長  それでは議題の（２）に入りたいと思います。これも諮問ですので、諮問

書を読み上げていただけますか。 

福祉部副部長 ≪ 諮問書を代読 ≫ 

議長  ただ今市長より議題の（２）に書いてございますように、諮問がありまし

た。これを議題として取り上げていきたいと思います。諮問事項は、「久喜

市指定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 
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 める条例」及び「久喜市指定地域密着型介護予防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、事務局より説明

をお願いいたします。 

事務局 ≪ 資料２に基づき説明 ≫ 

議長  はい、ありがとうございました。３ページ、４ページを見ますと、具体的

には、①久喜市指定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、②久喜市指定地域密着型介護予防サービスの事業の

人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例の改正後（案）のそれぞれ

のアンダーラインが引いてある文言を付け加えたいということでございま

す。何かご質問ございますでしょうか。 

酒井委員  この条例案ですが、一昨年だいぶいろいろとやらせていただいたのです

が、基本的に暴力団排除は当然であって、この改正は当然だろうと思うので

すが、実効性がどう担保されるのだろうというのがちょっとよくわからない

んですね。その方法なり手段はどんなものがあるんだろうと。事前のチェッ

クなりが、有効にできるのかどうか。それから、判明した後の排除ですね。

指定の取り消しですか。これがうまくできるのかどうか。また、２ページの

８項目を見ますと、いろいろと書いてありますけれども、ぼやっとしていて

具体的にはよくわからないというのがあるんですよ。特に③の下請け契約や

物品購入契約等を締結している者とありますが、相手は脅しのプロですし、

こういう場合、認定されている事業者は、ある意味被害者でもあるんですね。

その場合認定をしない、ないしは取り消すんだ、というところをどううまく

整理するのか。特に前段で申しあげましたように、実効性をどう担保できる

んだろうと。多分市は出来ないですよね。調査権もないんでしょうから。そ

うすると、警察に頼るということになるのかどうかわかりませんが、それも

含めてどう実効性を持たせるかを、ぜひ検討していただきたいし、今の時点

でこうするというのがあればお聞かせいただきたいと思います。 

議長  説明をお願いします。 

事務局  はい。酒井委員の質問についてご説明いたします。確かに酒井委員のおっ

しゃるとおり、暴力団関係者であるかどうかを判定するのは非常に困難が伴

います。これは前回制定の際にもいろいろご議論いただいた部分でございま

すが、今回改めて警察に確認いたしました。埼玉県警ということで県にも暴

力団排除条例がございまして、これを適用していっているという現実もござ

います。そうした中で警察には、暴力団に関するデータベースがあり、一般

市民を含めてこういう人等、これから取引するんだけれども暴力団ではない

かという照会に関しては、出来る範囲で回答していると、いうようなことに

なってございます。ですので、私どもに関しても、介護事業者を指定する際

に働く規定になりますけれども、このあたりにつきましては、警察と連携し

ながら、出来る限り確認をしていくということになります。ただし、おっし

ゃるとおり、これを指定の際にすべて排除するのは非常に困難です。ただ、

できるだけ暴力団に資金等を提供しない、そういった面から暴力団を排除し

ていくという観点からは、後々暴力団が検挙されたりということで、それに

関連して暴力団関係者であることが判明したというような場合に、介護事業

者としての指定を取り消すという方向性での排除が出来る必要があるとい

う情勢になってきたということになります。先ほど介護の分野ではないんで

すけれども、排除の事例が増えてきたというお話を申し上げましたが、これ 



8 

 らに関しましても、基本的には、警察の方で捜査上浮かび上がり、それを行

政のほうに通告したというケースがほとんどになります。そういった形で排

除を実際に運用しているという現実がございます。ですので、指定する一番

最初の段階で１００パーセント排除するということが現実として非常に難

しい。しかし、なるべく暴力団に資金が流れないようにすることも社会情勢

上必要になってきているということでございますので、そういった面で、暴

力団関係者についても、判明した場合には少なくとも指定から排除できるよ

うな規定にしていく必要が出てきた、というお話でございます。 

議長  私から補足しますと、具体的にどういうふうにやっているかということな

んですけども、社会福祉法人、ＮＰＯ法人、公益法人ですね。こういうとこ

ろの役員になる場合に、いわゆる理事、あるいは監事の就任承諾書を書きま

す。その就任承諾書の中にこの文言が書いてあるんですね。「私は暴力団関

係者ではございません。」という文言が入っています。それを行政庁に届け

出るというシステムになっているはずです。現に私がやっていますから。そ

うすると私は暴力団、暴力団関係者ではございませんと自らサインしている

わけですから、もし、暴力団関係者であるということが後で分かれば、それ

は自分が自ら書いて出しているわけですから、法人の役員、あるいは法人そ

のものがもうだめですよと機能してくると。こういう仕掛けになっている。

未然に防止するという機能が働いていると私は理解しています。どうでしょ

うか。 

酒井委員  わかりました。ちょっとお言葉を返すようですが、指定の際に私は暴力団

関係者ですと言う馬鹿はいないですよね。そうした時に今おっしゃったの

は、その役員を解雇するとか辞めさせるというだけなのですか。 

議長  そういう役員がいると法人そのものを事業者として取り消すということ

になります。 

酒井委員  それをやらないと意味がないですよね。私も心配しているんです。介護で

はこういう例はなかったということですが、介護をしている事業所は全国で

ものすごい数になりますよね。いくつあるのか知りませんが、そうすると実

態は本当にゼロかなと。ややもすると、網の目をくぐっている例もあるので

はないかと、その辺が不安なので、徹底的にやると。 

議長  これは一つの仕掛けで、さらにきめ細かくしていきましょうと。 

酒井委員  それが有効に機能することを期待しているということですね。 

議長  他にございますでしょうか。よろしいですか。それではこの条例（案）に

ついて諮問がありまして、この諮問案について承認するということでよろし

いでしょうか。 

各委員  ≪ 異議なし ≫ 

議長 それでは事務局から答申（案）を用意していただきます。 

事務局  ≪ 答申（案）を配布 ≫ 

議長  それでは、読み上げます。 

≪ 答申（案）の読み上げ ≫ 

よろしいでしょうか。 

各委員  ≪ 異議なし ≫ 

議長  それでは、案のとおり答申とします。 

事務局  ありがとうございます。 



9 

議長  続きまして、議事の（３）平成２５年度介護保険事業等の概要について、

よろしくお願いします。 

事務局 ≪ 資料－３に基づき説明 ≫ 

議長  はい、ありがとうございました。ただ今の説明に何かご質問、ご意見ござ

いますでしょうか。これは、平成２５年度の事業を受けて、第６期の計画に

反映していくということになるわけですね。 

事務局  はい、そうです。基本的には、現在第５期の期間中でございますので、そ

の進捗状況の管理ということも含めまして、ご報告をさせていただいており

ます。 

議長  そうしますと、要介護認定率は１２．８８パーセントということで、これ

をベースに今後６５歳以上の絶対数の伸びをどういうふうに推計していく

かということになろうかと思うのですが、県全体と国、全国ベースで６５歳

以上の認定率は、どのくらいですか。 

事務局  最新で平成２６年２月末の国と県の認定率ですが、国が１７．７７パーセ

ント、県は１３．８４パーセントです。久喜市は平成２６年２月時点では 

１２．９１パーセントとなっております。 

議長  久喜市は低いということですが、県全体の伸び率、県全体が急激に高齢者

が増加していくわけですよね。そうすると久喜市はこのベースで行っていい

のかどうなのかをよく検討していかなければいけないと思います。そういう

データを次回ぜひお出しいただいて、委員の皆さんにいろんなところから、

検討の材料をお願いしたいと思うんですけど。今までの久喜はこうだよと、

それだけでいってしまっていいかどうか。全国は非常に高齢化率が高くなっ

てしまって、お年寄りの絶対数が多い。ただ、埼玉県の特徴は、ここで急激

に伸びていくということなんですよね。恐らく久喜市も今まで想定していた

以上に急激にお年寄りが増えてきて、事業費が増えてくるという予測がなん

となくできるんですが、ただそれを論議するにはデータが必要なので、デー

タの整理をしていただければと思います。それから、２ページと３ページを

見ますと、介護サービス利用者は４，１６０人で、そのうち施設利用者は９

８２人ということですよね、大体４，０００人に対して、１，０００人が施

設利用者ですよと、大方の検討ですよね。１／４、約２５パーセントが施設

利用者ですよということですね。費用額をみると７２億円のうち、施設介護

サービス費が２９億円、約３０億円ですよね。７２億円のうち３０億円が施

設利用者の介護サービスということで大体４０パーセントですよね。高いで

すよね。介護保険で４０パーセント近くが、施設利用者に行っちゃっていま

すよというのが実態ですよね。このまま１，０００床に伸ばしていくと、さ

て、どうするのという話です。その辺はどうなんですか。 

事務局  はい。おっしゃるとおりで、施設サービスの利用単価はどうしても居宅介

護サービスを使った場合と比較すると高く設定されているので、会長のおっ

しゃったとおり、人数の割には費用が高くなるという状況がございます。ど

こでバランスをとるかというのは非常に難しい問題がございまして、会長の

方がよくご存じだと思いますが、介護保険制度が出来たときに、高い給付水

準で保険料の負担を高くするのか、保険料の負担をある程度抑える代わりに

ある程度の水準の介護サービスの給付にするのかを、それぞれの自治体で判

断する、考えるということで、おっしゃるとおり１，０００床に増やすと当

然給付費が上がるので、保険料に跳ね返ってくるということでございます。 
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議長  以前の介護保険の改正で、あまりにも入所サービスを受けている人の利益

が多いということで、食事料、光熱費が自己負担となりました。それでも現

状からすれば、１／４の人が、２５パーセントの人が４０パーセントの費用

を使ってしまっていますよと、ですからこの委員会の最大の使命は、その辺

をどういうふうに考えるか。今後の久喜市の介護保険事業計画について、こ

れを良しとするのか、もう少し他の方法はあるのかとか、そこが大きな論点

になってくるような感じがします。他に健康づくりの事業とか介護予防サー

ビスの事業もありますよね。予防事業と介護保険料がどうリンクしているの

か。その辺のデータがあれば、委員の皆様もなるほどとなるかなと思います。

それともう一つは、どうしても要介護のデータで４、５の人の年齢区分があ

ると思う。いわゆる後期高齢者、７５歳以上の介護認定状況とか、要支援１、

２、要介護１から５までの年齢区分のデータがあると、まあはっきり言えば

９０歳になれば、要介護４、５になるのもやむを得ないと、それは家族負担

から皆で支えましょうというのもしょうがないと、納得できると思うのです

が。ですから、そういうデータがあれば非常に検討しやすいなという感じが

します。どうでしょう、皆さん。非常に難しい問題だと思いますが。特に何

かご意見ありますか。事務局、何かありますか。 

事務局  はい、今お話しいただいたデータについて、出せるかどうかを検討して、

次回お示しできるようであれば、現状の資料として配布させていただければ 

と思います。 

議長  それでは平成２５年度介護保険事業等の概要について、よろしいでしょう

か。 

各委員  ≪ 異議なし ≫ 

議長  ありがとうございました。それでは、引き続いて、次の議題に移りたいと

思います。（４）地域包括支援センターの運営状況について、お願いいたし

ます。 

事務局  ≪ 資料－４に基づき説明 ≫ 

議長  はい、ただいま地域包括支援センターの運営状況と２６年度の事業計画に

ついて説明がありました。皆さんの方から、何かご質問、ご意見等ございま

すでしょうか。よろしいですか。それでは、質問がないということで、次の

議題に移りたいと思います。（５）指定介護予防支援事業所の委託について

です。 

事務局  ≪ 資料－５に基づき説明 ≫ 

議長  皆さんの方から、ご質問ありますでしょうか。特にないようでしたら承認

ということでよろしいですか。 

各委員  ≪ 異議なし ≫ 

議長  次に、（６）地域密着型サービス事業所の指定について、説明をお願いい

たします。 

事務局  ≪ 資料－６に基づき説明 ≫ 

議長  はい、ありがとうございました。ただいまご説明がありましたが、ご質問

等ございますでしょうか。それでは、承認ということでよろしいですか。 

各委員  ≪ 異議なし ≫ 

事務局  ありがとうございます。  

議長  続きまして、その他で何かございますか。 

事務局  ≪ 参考資料－平成２６年度介護福祉課年間事業計画に基づき説明 ≫ 
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事務局  ≪ 久喜市公職者名簿への登録について説明 ≫ 

議長  久喜市公職者名簿への登録の承認をお願いしたいということですが、いか 

がでしょうか。よろしいですか。 

各委員  ≪ 異議なし ≫ 

事務局  ありがとうございます。 

議長  予定された議題は以上でございます。ご協力ありがとうございました。議

長の職を解かせていただきます。 

司会  ありがとうございました。大塚会長には円滑なる議事進行をいただき誠に

ありがとうございました。 

それでは閉会にあたりまして、岡野副会長にご挨拶をお願いいたします。 

岡野副会長  ≪ 副会長あいさつ ≫ 

司会  どうもありがとうございました。以上をもちまして、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。 

 本日はお忙しい中、長時間に渡りまして介護保険運営協議会にご出席賜り

まして、誠にありがとうございました。今後とも、どうぞよろしくお願いい

たします。 

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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