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様式第２号（第５条関係） 

平成２６年度第４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、ただいまから、平成２６年度第４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石井でございます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。開会に先立ちまして、本日の会議は委員２０名中、出席委員１４人で

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申し上げます。 

議事に入ります前に本日の配付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 本日の会議内容は、久喜市高齢者福祉計画・第６期介護保険事業計画につ

いて前回に引き続きご審議いただきます。よろしくお願いいたします。 

それでは、開会に当たりまして、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。 

暑い暑いと言っていたのが急に寒くなりました。考えてみれば１１月の半

ばでございます。何となくせわしいなと感じておりましたところ、消費税を

先送りするためなのか、総選挙という話が毎日のようにテレビや新聞で報道

され、一体なぜここで総選挙なのかと思いますが、消費税を８パーセントか

ら１０パーセントへ上げるのはタイミングがよろしくないのかなと思って

おります。介護保険、高齢者の医療費全体に非常に消費税と絡んでおり、介

護保険の国庫補助がどうなるのかと心配になってきました。いずれにして

も、介護なり医療がうまくいくように願っているところでございます。本日

は久喜市高齢者福祉計画・第６期介護保険事業計画（素案）が示されました。

これについて十分皆さんの意見を聞きながら、検討を進めて参りたいと思い

ます。ご協力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。久喜市介護保険条

例第１５条第１項の規定により大塚会長に議長をお願いいたします。 

議長 

（大塚会長） 

 それでは、議事に入りたいと思います。会議に先立ちまして、本日の議事

録署名人を指名したいと思います。佐竹淑子さん、石川ゆみ子さんにお願い

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 本日の傍聴人はいますか。 

司会 傍聴人はいません。 

議長 それでは議事（１）久喜市高齢者福祉計画・第６期介護保険事業計画につ

いて事務局より説明をお願いいたします。 

事務局  ≪ 資料１－１、資料１－２に基づき説明 ≫ 

議長 

 

はい、ありがとうございました。資料１で素案の全体像、具体的な記述が

資料２で示されました。特に大きく変わったのは、今まで計画策定の背景、

位置づけがあり、次に高齢者の現状と要介護者の状況、現状認識の部分を前

にもってきたということですね。現状を踏まえて、新たな施策体系を考え 
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議長 

 

たこと、「高齢者が安心して すこやかに いきいきと暮らせるまち・久喜」

のタイトルはそのままにし、柱立ても高齢者の安心・安全を支える、高齢者

のこころとからだを支える、高齢者のいきいきとした暮らしを支えるという

のは、生かしていくということですね。何かご質問、ご意見等ございますで

しょうか。 

 計画の基本的な考え方の前に実態調査を持ってきたのは、特に事務局の意

図はありますか。 

事務局  単に記述の前後と言ってしまえば、そういう問題なのかもしれませんが、

策定から３年経ちまして、地域の状況も少しずつ動いているという状況か

ら、今一度現状認識をしっかり把握した上で、基本目標や基本理念を考える

という過程が必要だと考えて、このような体系にしております。思考の過程

の順番に並べております。 

議長 高齢者人口が急激に増えます。さらに要介護認定者も増えますと、その辺

をもう一度しっかりとらえて、それから計画の理念づくりをしていこうとい

う考えですね。これを意識して提示しましたということだと思います。 

事務局 そのとおりでございます。 

議長 どうでしょう、皆さん。そういう意図で現状を改めて前へもってきて記載

をして、その上に立って基本理念を作りましたと、基本理念そのものは前か

らと同じですが、構成を変えたということのようです。こういう考え方でど

んどん先に進めて行ってよろしいかということです。構成を高齢者の現状を

２章にもってきて、計画の基本的な考え方を３章に持っていきますという進

め方で今後も調整していくということでやっていきたいと思います。 

それから、１３ページと１４の間に網掛けの部分がありますが、これは新

しく入ったということですか。１４ページと差し替わるということですか。 

事務局 １４ページを１３ページの次にあるＡ３に差し替えさせてくださいとい

うことです。編集上このような形になってしまい申し訳ありません。網掛け

の部分につきましては、以前から載っている項目もございます。しかし、こ

れからの急激な高齢化の進展に合わせて、特に国としても重点項目と言って

いますし、市としても地域包括ケアシステムを本気で取り組むためには、こ

ういったところを重点的に取り組まなくてはならないと思っております。 

議長 体系図の中の黒丸の項目は具体的には何ページに入ってきますか。 

事務局 ≪ 資料１－２に基づき説明 ≫ 

議長 ありがとうございました。基本目標の３の表記の仕方と基本目標１、２と

が違うようですが、３０ページ以降は、現状、課題、今後の方針と整理され

ていますが、その前はこのスタイルと違いますが何か理由があるのですか。 

事務局 はい、基本目標３に該当する内容が、既存の市の内部にある事業立ての中

に一つひとつ収まっていく形もありますので、事業ごとの現状、課題、今後

の方針がある程度明確に立てられる部分もありますが、それ以前の部分につ

きましては全く新しい内容なので、これから実施していく細かい内容につい

ては、これから検討していく段階です。基本目標３は明確な部分もあり、 

事務局 こういう書き方をしておりますが、基本目標１、２は、そこまでのはっきり

した書き方が難しい点があることから、現状ではこのような書き方にさせて

いただいております。 
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議長 基本目標１、２、３としてあり、１、２について現状、課題、今後の方針

が記載できないという説明がよくわからないのですが。３の枠組みを変えて

しまうかどうか。３だけ現状、課題、方針と整理でき、他は整理できないと

いうのは、ちょっとおかしい感じがします。例えば地域包括センターの機能

強化ということで、基本目標１①地域包括センターの機能強化の中で、地域

包括支援センターの今後の展開の部分は記載があり網掛けになっていて、地

域包括支援センターの現状、課題はどうなのか、なぜ書けないのかというこ

とになりませんか。地域包括支援センターは現状いくつあり、このような課

題があるから強化を図ります、と。どのように強化を図るのか、網掛けをし

た部分であれば、そのようにもっていけないかと言う感じがします。次の地

域包括ケアシステムのさらなる充実ということで、（１）地域包括ケアシス

テムの充実、地域包括ケア会議の実施ということですが、ここでは網掛けを

して新しく重点的にやっていきますという趣旨だとすると、今まで会議がど

のくらい行われているのだけれど、さらにどういう視点からこれを充実して

いこうとしているのか。その辺が入ってくると、網掛けした意味が出てくる

と思いますが、どうでしょう皆さん。 

眞田委員  整理の仕方としては現状と問題点があり、わかりやすいと思いますが、た

だ、今後の方針を見るとかなり抽象的で、必ずしも整理されていない。スタ

イルの問題ではないでしょうか。 

事務局  貴重なご意見をいろいろいただきありがとうございます。確かに記述に差

があるのは、ご指摘のとおりだと思います。今後の方針については、特に十

分詰められていないところも正直ございまして、市の方でも引き続き検討

し、その上で修正してまいりたいと考えております。 

議長 検討していただくこととして、網掛けした部分で地域ケアシステム、さら

なる充実と生活支援で、生活支援サービスの充実とありますが、２０ページ

から２１ページにかけて、生活支援コーディネーターの養成・配置等の生活

支援サービスの提供体制の整備について地域と相談しながら検討していき

ますとありますが、前はこういう表記ですか。 

事務局  この部分につきましては、地域包括ケアシステムの一部分として、取り出

して記述があったわけではなく、第６期で新たに設けた記述です。この生活

支援に従来該当していた事業は、基本目標３の高齢者福祉サービスの充実の

中に、高齢者の生活支援のための事業があり、公的なサービスとしては、こ

ちらに記述のある事業が生活支援サービスの中に該当してくるということ

になります。ただ、今回法改正があったこともありますが、法定のフォーマ

ルなサービスに加えて、インフォーマルなサービスについても、地域の福祉

力ということで高齢者の在宅生活に資する、支えになる活動があるのではな

いか。まずは公的なもの、民間のもの、住民主体のものと様々な形の地域の

生活支援に役立つサービスを一元化して、高齢者の状態に合わせてご案内が

できるような方が地域に必要なのではないかということで、国も生活支援コ

ーディネーターの考え方を今回出してきたと理解しています。このため、改

めてインフォーマルなサービスも含めた形での高齢者の生活支援に資する

サービスを高齢者の生活支援サービスという言葉で地域包括ケアの記述の

近くに寄せて、考え方を記述している項目です。 
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議長 言っていることは分かりますが、ここは今回の法改正の１つの目玉の部分

で、同じ年代の要介護者にどれだけ支援していくかと、その仕組み作りの部

分だと思います。これは非常に難しいけども、地域と相談しながら検討して

いきますという記述では、どういうスタンスで２年後までに条例化までもっ

ていって、作ろうとしているのかが、見えてこない。地域と相談して検討し

ますというのではやりませんと言っているようなもので、ここはもう少しう

まく表記ができないでしょうか。 

廣瀬委員 前の会議で生活支援コーディネーターを養成するとあったのに、それにつ

いてひとつも触れておらず、生活支援コーディネーターの力でとおっしゃっ

たので、どこでコーディネーターを養成するのかと思いました。 

高齢者が増えて、私共の地域でもいきいきサロンをやったり、昨日は大勢

の高齢者を集めて芋煮会をしてみんなで楽しんだりしていますが、地域で支

える大変さを、具体的に説明をしていただきたい。区長、民生委員、児童委

員、福祉委員、みんな必死でやっていますので、これ以上どうやってやるの

か。生活支援コーディネーターをきっちり養成していただければ、また展開

が違ってくると思いますが。 

議長 いろいろな地域性がありますが、そう簡単にはいかないということをまず

現状に書いて、コーディネーターをどのように養成していくかの筋道を示さ

ないと、今言われたような意見が出てくると思います。そこを庁内会議で議

論してもらえませんか。 

事務局 貴重なご意見をいただき、廣瀬委員のご意見、非常に深いものがあると思

います。生活支援コーディネーターをどのように地域に置くか、養成という

のはおかれた人を養成するという部分もございますので、地域の中のどのよ

うな方に生活支援コーディネーターになっていただくかは、全国的にも各地

域で研究をされているところだと思います。区長さん、民生委員さんには行

政からのお願いもたくさんあり、地域の方々も非常に協力していただいてい

るところで、新たにこのようなことが出て、地域の方々も不安に思われてい

ると思います。市としてはまだ研究しているところで、はっきりとお答えで

きないのですが、考え方として、地域ごとに小さな会議を持って福祉のこと

をよく知っている方、地域のことを良く知っている方が集まって、話し合い

をするということのようです。その中で、地域のこと、生活支援のこと、福

祉のことをよく知っている方がふさわしいと思うのですが、そういう方がい

らっしゃったら地域の会議の中で、コーディネーターをお願いする。地域で

コーディネーターが決まったらその方にコーディネーターの養成をしてい

く。県でコーディネーター養成のシステムを作っているところです。それを

受けていただき活動をしていただく。国の方からの資料もこうやりなさいと

いう一例が示されているだけです。当然地方分権の時代ですから、こうやり

なさいということではないのですが。逆に行政の方でコーディネーターを先

に任命して、地域づくりをしていくという考え方もあります。こういったこ

とも含めて久喜市の現状を鑑み、どういった形が地域に最もよいのか内部で

検討しており、もう少しお時間をいただきたい。少しでも明確な記述ができ

るように努力をして参りたいと考えております。 
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議長 介護保険がスタートした時に、国民全体で支えましょうということだった

が、やはり地域の人に頼らざるをえなくなったと素直に書いたらどうか。地

域社会がどのようにお年寄りを支えるかということを、もう一度見直しまし

ょうということなんです。その視点に立った時に実は地域社会が崩壊してし

まっていますというところもあるし、まだ、ちゃんとつながっているところ

もありますと、その現状が久喜市はどうなっているのか、素直に書いてもら

って、足りない部分についてどのような仕掛けをしていったらよいのか、と

いうことをもう少し具体的に書いていただくと分かりやすいと思います。私

の個人的な意見ですが、もう少し踏み込んでほしいと思います。 

次に、２３ページから２４ページに安心できる高齢者の居住の場の確保と

居住環境の整備とありますが、どのように整備をしていくのですか。言葉は

かっこいいですが、整備目標を定めて、サービス付き高齢者住宅の整備を促

進しますと、これは事業者を引っ張ってきますということですが。事業者は

どれだけ進出してきそうですか。 

事務局 サービス付き高齢者住宅に関しましては、年に２～３軒程建てたいという

相談がくるような現状です。特別養護老人ホーム、グループホームほどでは

ありませんが、窓口での相談はあります。 

議長 高齢者専用住宅はいろいろと問題があり、医療法人とマンション経営者が

結託してやっているところに東京都が監査に入りましたが、ケア付きと言っ

ても実際には往診もない、ヘルパーもいない、拘束されている状態とそうい

う問題が常にあり、どのように仕掛けていくか本当に難しい問題です。どの

ように表記したら良いのか、私も今は思いつきませんが、促進を図るという

ことで、どうするのか。需要はどのくらいあるのか、特養、老健、有料老人

ホーム等、在宅にシフトしますと、高齢者住宅にヘルパー派遣、セットで高

齢者住宅を造ります、ということですが、促進しますと記述があり、それ以

上何も言えないなあと思います。市としてどうしたらいいのか難しいです

が。久喜市の現状分析をして問題が何かが入れば、次の施策につながると思

いますが、それは難しいですか。違った角度から見直してみてください。 

２５ページの新たな介護予防事業の推進ですが、新たな介護予防とあるが

新たなというのはどこですか。 

事務局 これは、介護予防・日常生活支援事業の主旨とも言えるところで、介護予

防と生活援助を一体として提供するということが新しいところと言えます。 

議長 事業の位置づけが変わりましたと言うことと、新たな事業展開をして新総

合事業に入れた結果、どこが変わるのですか。チェックリストを作ります、

しかし、実施方法については国の動向を踏まえながら今後のあり方を検討し

ます。とありますが、これは何か他人事のような感じがします。国の動向は

どうでもいいから、久喜市としては新事業だからこのようにやりますと。国

の動向を見極めながらというのは、一つの言い訳の言葉になってしまう。こ

れは、実施方法はまだ分からないということですか。久喜市の計画だから国

の事はあまり心配しなくていいと思います。実施方法について、こうやりま

すと書けないですか。 

事務局 庁内で検討いたします。 

議長 認知症高齢者への支援は、現在認知症の高齢者がどれくらいいるか数字が

でていますね。サポーター養成講座、研修会等をどのくらい開いているか。 
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議長 ここは予算付けをしていかなければいけないところです。網掛けで強調し

ているところなので、もう少し具体的な記述ができないかと思います。 

 ２９ページの在宅介護医療連携の仕組みづくりについてですが、現実に保

健医療の連携で何が問題になっているのか。保険と医療と区別しないで、健

康づくりと全く同一だと思いますが、在宅医療・介護との連携ということだ

が、ケアマネ、病院、介護、在宅と地域包括を中心にかなり連携システムが

できていると思う。関係機関と連携して仕組みづくりを研究しますと、なぜ

ここは仕組みづくりの研究になってしまうのですか。研究する、検討すると

いう回答は、まずやりませんという議会答弁ですが。 

事務局 具体的にどういう形でやるかは、いろいろな方法論がございますので、ど

の方法を取るかまでは至っていないのが現状でございます。医療連携の現状

の課題は、在宅医療そのものがだんだん減少しています。在宅医療が少ない

ということは、病気になるとすぐに入院し在宅から離れた環境になってしま

うので、医療的にケアが必要になった瞬間に在宅から離れてしまって、機能

低下が起こり要介護に近くなってしまうという問題があるので、まずは、在

宅医療は地域にないとだめだというのが、問題認識の一つだと思います。 

議長 在宅医療が問題だとすると、現状足りないものをどういう風に仕組み作り

をしましょうという記述を前にもっていけないか。こういう問題があると記

述しないと、これでは何も問題がなく研究しますということになってしま

う。今のシステムで何が問題なのか書いてください。多くの市民が知りたい

ところだと思います。検討してみてください。 

３９ページの４ですが、ここだけ書き方が違っていて違和感があります。

地域福祉計画があって、具体的な活動計画ができていると思います。地域福

祉計画と社協を中心とした活動計画があり、車の両輪で動いているはずで

す。それが、現状で動いているのか、動いていないのか。ここも同じように、

現状、課題、方針としないと表記方法がおかしいと思います。 

網掛けの部分をざっと見ましたが、皆さん他にご意見、質問ありますか。 

廣瀬委員 現状から少し離れていると思います。３８ページの①高齢者大学につい

て、高齢者大学の参加者は多く、ＯＢ会、ＯＧ会を作り次々と活動をしてい

ますが、会場を取るのが大変です。いきいきサロンも会場を取るのが大変で

す。高齢者大学も会場取りが大変です。せっかくの生きがいづくりですから、

その辺の実情を整理してやっていただければいいと思います。 

事務局 非常に貴重なご意見ありがとうございます。市民活動をするにしても場所

がないというお話は耳に入っております。公的な場所を増やすというのも難

しいので、有効な策をなかなか見出せませんが、皆さんのお話を聞きながら

考えていきたいと思っております。 

議長 素案について、ご意見ありますか。 

眞田委員 ３９ページの地域における支えあいですが、抽象的ですが、核家族化の進

展、地域の計画等、問題点は書かれています。地域の核家族化の進展につい

て言えば、例えば二世代、三世代で住んでいた農家が核家族化し、新しい家

を建て、そこに長男夫婦が入って良かったと思っていたら、５、６年経ち子

どもがある程度大きくなったら畑をつぶして近代的な家を建て住んでいる。

あるいは、大宮や浦和のマンションに住み、どんどん離れていく。従来の家

屋が同居に適さないということであれば、二世帯、三世帯住宅へのリフォー 
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眞田委員 ムの啓発などの必要性も感じます。農家の場合は、農業の後継者がいない。

買い取り価格が安く世の中が農業つぶしにかかっている状況があります。治

水についてもいろいろと問題があります。地域もいろいろと問題を抱える中

で介護をやっていかなければならないわけです。解決策をもっと表に出して

もらって、一つひとつ具現化し、現場を見ていただき、問題点を掘り出して、

一つひとつの回答を示していく。そうすると解決策がでてくるのではないか

と思います。 

議長 ご意見ということでよろしいですか。 

善林委員 説明で聞き落してしまったのかもしれませんが、資料１の第５章、６章、

資料編が資料２にありませんが。 

事務局 第５章、６章については、前回の協議会でお示ししましたので、今回の資

料では割愛させていただきました。 

増田委員 ２７ページの人材確保の支援についてです。私は社会福祉法人老人ホーム

の施設長ですが、今、非常に人材不足が言われています。これは労働人口の

減少で、決して福祉だけではないと思いますが。比較的定着はしているもの

の、産休の職員等も出てきます。福祉の場合は代わりの人の確保が難しい状

況です。どこの施設でも人材の確保は問題ではないかと思います。今後、久

喜市の新しい施設で人材が必要となった時に、専門職にもう少し余裕があれ

ば、いろいろお手伝いすることもあると思いますが、絶対的に働く人の確保

が難しく、素案に人材確保の支援、研修等の支援にも取り組みますと書いて

ありますが、高齢者が増えてこの地域で何人の介護職員が必要となるのか。

深刻な問題だと思います。うちは６７歳の高齢者もパートで雇用しておりま

す。もう少し実態調査をして、最終的に何人の介護職員が必要かということ

も考えていただけると助かります。 

議長 介護職員が何人必要かというデータは市の方で持っていますか。 

事務局 今お話がありました視点での分析が必要だと思いました。大変申し訳あり

ませんが、現時点ではそのような分析はしておりませんので、ここでお示し

をすることができません。給付が担当ですので、そういった視点で、サービ

ス量の供給にあたり、人員配置、基準を満たすための試算を進めていきたい

と考えております。 

議長 ほかにございますでしょうか。今日は素案が出ましたが、基本的にはスタ

イルを統一した方がいいというのが私の感想です。庁内で検討していただ

き、整理していただいた方がいいと思います。久喜市高齢者福祉計画・第６

期介護保険事業計画素案につきまして、いろいろと意見が出たことを踏まえ

て再整理をお願いします。 

事務局 貴重なご意見ありがとうございました。 

ここで事務局から２点ご案内がございます。 

１点は資料確認のところでもお話をいたしましたが、第３回の運営協議会

の会議録ができあがりましたので、ご確認をいただき２１日の正午まで、ご

質問、訂正等をお伺いいたしますので、ご確認をお願いいたします。 

２点目はお配りしたチラシですが、来る１１月２４日、月曜日、久喜市合

併５周年記念式典があり、それに付随して行われる様々なイベントの紹介で

す。チラシを多めにお持ちしましたので、お帰りの際に適宜お持ち帰りいた

だき、お知り合いの方などに配布していただけると幸いです。よろしくお願

いいたします。 
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議長 予定された議事はすべて終了です。ご協力ありがとうございました。 

事務局 長時間にわたりいろいろなご意見ありがとうございました。皆様からいた

だきましたご意見を踏まえまして、事務局といたしましてもしっかりと検討

し対応していきたいと思います。 

次回の会議は１２月１５日、月曜日を予定しております。よろしくお願い

いたします。 

岡野副会長 ≪ 副会長あいさつ ≫ 

司会  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。本日はご多忙の中、介護保険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。  

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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