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様式第２号（第５条関係） 

平成２７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。 

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。私は福祉部介護福祉課長の中村でございます。本日の会議の事務局を

務めさせていただきますので、よろしくご協力のほどをお願いします。 

介護保険運営協議会の開会に先立ちまして、田中市長から委員の皆様に委

嘱書の交付をさせていただきます。 

市長が皆様の席の方に伺いますので、大変恐縮でありますが、お名前を呼

ばれた際には、その場でご起立の上、お受けいただきますよう、お願い致し

ます。それでは、市長よろしくお願い致します。 

市長 《 委嘱書の交付 》 

司会 どうぞ、皆様よろしくお願い致します。 

ただいま、委員２０名中、出席委員１９名でございます。 

本運営協議会は、久喜市介護保険運営条例第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。 

初めに田中市長よりご挨拶申し上げます。 

市長 《 市長挨拶 》 

司会 ありがとうございました。 

それでは、本日第１回の介護保険運営協議会の開催でございますので、委

員の皆様のお名前と所属等をご紹介させていただきます。なお、資料として

名簿をお配りしてございますので、あわせてご覧いただければと存じます。

順不同でございます。 

 

《 委員紹介 》 

 

続きまして、会長、副会長の選出に入りたいと思います。 

久喜市介護保険条例第１５条第１項の規定により、会長が議長となります

が、会長が選出されるまでの間、田中市長に仮議長をお願い致します。 

それでは、市長よろしくお願い致します。 

市長 はい。しばらくの間、仮議長を務めさせていただきます。 

会長、副会長の選出でございますが、久喜市介護保険条例第１４条第３項

の規定によりまして、この協議会におきまして、会長１名、副会長１名を選

出し、委員の互選によってこれを定めることになっております。それでは、

選出におきまして、いかがいたしましょうか。 

善林委員 前回、この運営協議会の会長を務められました大塚委員を推薦します。 

市長 ただいま、善林委員様から前期に会長を務められました大塚委員様を会長

にとご推薦のご発言をいただきました。皆様いかがでしょうか。 

各委員 《 異議なし 》 

市長 それでは、異議なしということで、大塚委員様に会長に就任頂きたいと存

じますがよろしいでしょうか。 

大塚会員 《 了承 》 

市長 

 

ご本人様からご了承をいただきましたので、大塚委員様が会長ということ

でよろしくお願い致します。 
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市長 続きまして、副会長の選出でございますが、どなたかご意見はございます

か。 

車塚委員 民生委員ということで、長年地域福祉に尽力され、地域の事情にも精通さ

れておられると思いますので、民生委員団体から推薦されております木伏委

員にお願いするのがよろしいかと思いますが、いかがでしょうか。 

市長 ただいま、車塚委員様から民生委員団体からの木伏委員様を副会長にとい

う推薦が出ましたが、皆様いかがでしょうか。 

各委員 《 異議なし 》 

市長 それでは、皆様からご了承がいただきました。木伏委員様に副会長に就任

頂きたいと存じますがよろしいでしょうか。 

木伏委員 《 了承 》 

市長 ご本人様からご了承をいただきましたので、木伏委員様が副会長というこ

とで、よろしくお願い致します。それでは、会長並びに副会長になられまし

たお二人に就任のご挨拶をいただければと思います。 

では、大塚会長よろしくお願い致します。 

会長 

(大塚委員) 

ただいま、会長の推薦を受けました大塚でございます。ひとつよろしくお

願いします。 

久喜市高齢化率が約２６パーセントということですが、６５歳以上の高齢

者が約４万人いることになります。２０２５年になりますと７５歳以上の後

期高齢者がますます増加すると予測されています。いわゆる、介護を必要と

される方が、増えてくることになります。介護保険においては、今後どうす

るかと考えられます。皆様の知識、知恵をいただきながら、久喜市または埼

玉県全体でより良い介護保険運営を行えればと考えております。皆様の積極

的なご意見をいただければと思います。どうかよろしくお願いします。 

市長 はい、ありがとうございました。それでは、木伏副会長様よろしくお願い

します。 

副会長 

(木伏委員) 

木伏でございます。このような席に私が参加してよいのかと思いました

が、出席させていただきまして、思いかけず副会長の推薦をいただきました。

大塚会長の足を引っ張らないように、委員の任期３年を務めさせていただき

たいと思います。皆様よろしくお願いします。 

市長 ありがとうございました。それでは、会長、副会長が選出されましたので、

仮議長の職を解かせていただきます。ご協力ありがとうございました。 

司会  どうも、ありがとうございました。恐縮ですが、田中市長におきましては、

所用がございますので、ここで退席させていただきたく、ご了承賜りたいと

存じます。 

市長 《 市長退席 》 

司会 それでは、大塚会長、木伏副会長には、会長、副会長席にそれぞれ移って

いただきたいと存じます。ここで少しの間、事務局と会長の間で進行につい

て打ち合わせをさせていただきたいと存じます。 

 《 会長・副会長と協議会進行の打ち合わせ 》 

司会 お待たせいたしました。それでは、議事に入ります前に、はじめに事務局

職員を紹介させていただきます。 

事務局 《 事務局職員自己紹介 》 

司会 次にお手元に配布しております。資料の確認をさせていただきます。 

事務局 《 資料確認 》 
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司会 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１５条第１項の規定によりまして、大塚会長に議長と

なっていただきまして、議事進行をよろしくお願い致します。 

会長 それでは、ご指名でございますので、議事進行に入りたいと思います。 

議事に入る前に、本日は第１回目の会議でございます。先ほど委員の紹介

ありましたので、改めて委員の自己紹介を行いたいと思いますが、よろしい

でしょうか。玉置委員様から順に自己紹介をお願いします。 

各委員 《 委員自己紹介 》 

会長  ただいま、皆様から自己紹介をいただきました。 

 次に、事務局のほうから会議の運営について、説明がありますので、よろ

しくお願いします。 

事務局  議事に入ります前に、今回は１回目の協議ということで、協議会の運営に

関する基礎的な事項につきましてご了承をいただきたいと存じます。 

 １点目でございますが、附属機関の会議は原則として公開されることとな

っておりますので、市民の方から傍聴の希望があれば、これを受け入れ、会

議録を作成し、これを市民参加コーナー及び市ホームページにて公開するこ

とになります。まず、このことについて、ご了承をいただきたいと存じます。 

 ２点目ですが、傍聴人につきましては、協議会の会場内の秩序を保つため、

事務局のほうで今お配りいたしました傍聴要領の案を作成いたしました。読

み上げさせていただきます。 

  

《 傍聴要領の読上げ 》 

 

３点目ですが、会議録作成のため、事務局において会議の内容を録音する

ことをご了承いただきたく存じます。 

４点目ですが、会議録は署名人が内容を保証して署名することで有効に成

立しますが、署名につきましては、議長のほか、協議会の都度その冒頭に議

長より指名された２名の委員の方にお願いしたいと存じます。 

以上、ご協議のほどお願い申し上げます。 

会長 ただいま、事務局から傍聴と議事録の説明がありましたが、これら全て了

承でよろしいでしょうか。 

各委員 《 了承 》 

会長 ありがとうございました。 

本日は、傍聴人はおりますか。 

事務局 今のところ、おりません。 

会長 分かりました。 

それでは、議事に入る前に本日の議事録署名人を決めたいと思います。玉

置委員、淺川委員に議事録署名人に指名をしたいと思いますが、よろしいで

しょうか。 

各委員 《 異議なし 》 

会長 よろしくお願いします。 

それでは、議事に入らせていただきます。まず、次第に沿って議事を進め

てさせていただきます。議事１の久喜市介護保険運営協議会について、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 》 
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会長 はい、ありがとうございました。ただ今の説明について、皆様何かご質問

はありますか。 

各委員 《 質問なし 》 

会長 よろしいですか。この運営協議会の基礎的なことが書かれていることにな

ります。続きまして、議事２の久喜市高齢者福祉計画・第６期介護保険事業

計画の概要についての説明をお願いします。 

事務局 《 資料２に基づき説明 》 

会長 はい、ありがとうございました。これは、第６期介護保険事業計画である

ということですね。平成２７年から平成２９年という計画ですね。委員の任

期が３年ということなので、平成２９年度から、次期計画を作成していくと

いう理解でよろしいでしょうか。 

事務局 そのとおりでございます。平成２９年度には、次期の第７期の計画につい

て、ご審議をいただく形になります。 

会長 本日は第１回目の審議でありますが、平成２７年、平成２８年、平成２９

年度、そして平成２９年度には３か年のことを踏まえて、今後の人口の変化、

要介護認定、特に後期高齢者の絶対数の伸び等を考えて、次の第７期計画を

策定することになります。 

それと合わせて、非常に費用が伸びるということで、資料２－２の７ペー

ジを見ると、平成２７年度の費用はいくらですか。 

事務局 標準給付費のみですと約８３億円２１２８万円となります。 

会長 とすると、３か年の合計が、約２７０億円になります。これが、平成３２

年度には１年で約１１３億円になるとされています。国民全体で、介護を支

えていきましょうということですが、介護保険料と介護給付費が非常に増加

していくことになります。それに従いまして、資料２－２の８ページを見て

いきますと、保険料も高くなります。 

当初、介護保険料は、２千円から３千円で始まりましたが、いつの間にか

５千円を突破する時代になりました。そういうことで、介護保険の給付の受

け皿をどんどん作っていくことも必要になるかもしれませんが、それに伴っ

て、介護給付費も増加することになります。介護給付費は、保険料と税金５

０パーセントで組み立てられており、いわゆる若年層の負担ですが、税金５

０パーセントの約４割近くが若い人たちの負担、４０歳以上の負担とそれと

本人の保険料となっております。それに、６５歳以上の第１号被保険者の保

険料だけでなく、４０歳以上の人の保険料も負担が増してくるということに

なります。さらに、少子化で若者の人口減が予測されておりますので、税金

をどんどんつぎ込めばよいのか。日本の経済は、１０００兆円の借金であり、

これまた大変なことであります。さて、どうするかといったといった状況で

あります。 

皆さんの方から、何かご質問はありますか。 

各委員 《 質問なし 》 

会長 よろしいでしょうか。第６期の計画は、計画や数字はこのようにできてい

ます。第６期の計画を踏まえて、皆様のご意見を伺い、次期の計画書を作成

していくことになります。皆様、よろしいでしょうか。 

では、次の議題に入らせていただきます。議事３の平成２６年度介護保険

事業等の概要について、お願いします。 

事務局 《 資料３に基づき説明 》 
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会長 はい、ありがとうございました。皆さん方からご質問はありますか。 

淺川委員 こちらの資料は、全部読み上げないといけないのですか。初めて、会議に

出席させていただいたので分からないのですが、資料は事前にいただいてお

り、すでに閲覧は済んでいます。また、同じ内容をずっと聞いていないとい

けないのですか。申し訳ないが、そういうやり方なのですか。私は、３時に

患者が待っていますので、帰らないといけないのです。このままずっと聞い

ていると４時を過ぎてしまいます。会議は、このように運営していくのです

か。 

会長 まずは、事務局が説明を行いまして、それに対して質問をする。このやり

方で、進めています。会議によっては、要点だけ絞って論議をして行くこと

もあります。今回は、全体的に平成２６年度の事業について委員の皆様に知

ってもらうようにしており、今後の介護保険のあり方を決めていくため、論

議を進めていくとしております。 

私の方から質問とコメントになりますが、このデータを拝見させていただ

きまして、久喜市の第１号被保険者の認定率が、１３．１９パーセントとな

っております。県と国の認定率は、分かりますか。 

事務局 認定率についてお答えいたします。平成２６年３月末におきまして、埼玉

県は１４．１２パーセントの認定率となっております。同じく平成２６年度

３月末で国は１７．９２パーセントの認定率となっております。 

会長 はい、ありがとうございます。久喜市は、埼玉県、国と認定率が低いとい

うことになっております。この低い理由は、介護予防を一生懸命行っている

からですか。 

事務局 これについては、様々な要因があると思われますが、そのひとつの要因に

介護予防が挙げられると思います。 

会長 今後の論議を進めていく上で、認定率を指標のひとつとして見たときに、

４万人の中で５千人強が要支援、要介護認定の方であると、逆を言えば８５

パーセントの方が元気ですよということになります。ひとつは、元気な同世

代の人たちが、地域社会で要介護の人たちをどういう手助けができるのか。

また、どういうシステムで参入あるいは地域社会の中で地域福祉としてシス

テムを構築できるのか。これは今後、会議の論議のひとつになってくると思

われます。それから、今後うなぎのぼりになる介護保険料を考えれば、介護

予防事業を積極的に進めて、要介護状態にならないようにするシステムを考

える。または、高齢者自身が意識改革をする。ただ、これらのことを行って

も、約１５パーセントが要介護となってしまう状態になってしまう。これは

しょうがないことだと思いますが、できるだけ、この数字を減らしていきま

しょうということです。そのためには、どうしていくべきか、この点に的を

絞って論議することになってくると思われます。今後、会議の中でこの点を

皆さんから意見を伺っていくポイントになると思われます。 

もうひとつお伺いしたいのですが、資料３－１の４ページの歳入について

ですが、繰入金で一般会計からの繰入金とありますが、一般会計の繰入金は

法定内の繰入金だけですか、それとも法定外の繰入金も含んでいますか。 

事務局 

 

 

 

はい、ただ今のご質問ですが、こちら計上している数字は、全て法定内と

いいますか、法定どおりの金額だけ計上させております。給付費の１２．５

パーセントに当たる額、それから職員の給与に係る費用、事務に係る費用は、

こちらは市が１００パーセント負担する必要がありますので、これらの繰入 
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事務局 金が、合計で約１３億６千４百万円となっております。 

会長 というのは国民健康保険の場合は、法定外からの一般会計繰入金をおそら

く久喜市も大量に投入していると思われます。国民健康保険料を抑えるとい

う意味で一般会計から繰入金をどんどん投入する事をしております。介護保

険はこの禁じ手をやらないということで現在動いておりますが、今後、一般

会計繰入金を法定外で認めてしまうと、国民健康保険のように大変なことに

なってしまいます。いわゆる国保の方は、社会保険料の負担を支払いながら、

税金を使うということで、二重の負担をしてしまうではないかと盛んに現在

言われております。この点、最後に聞いてみました。他にご質問ありますか。 

内田委員 介護予防事業になりますが、介護予防プログラムの事業評価において、ア

ンケートで改善した、現状維持、悪化したとありますが、どのように悪化し

たのですか。 

事務局 こちらは、ご本人のアンケートとなっておりまして、実際に改善した、悪

化したというのは本人の気持ちとなっております。介護予防に参加した後よ

り、病気になってしまったということで、ご本人様から記載をいただいてお

ります。職員が見て、改善した、悪化したという判断で決めておりません。 

内田委員 これから、予防事業を継続していくと思われますので、たまたま無理な体

操等で悪化したのであれば、それは原因を追究して調べていくべきと考えま

す。 

事務局 ありがとうございます。悪化の原因等の追究をして、今後の介護予防に活

かしていきたいと思います。 

会長 他にご質問はありますか。 

廣瀬委員 資料３―２の３、４ページ目になりますが、久喜地区におきまして行った

介護予防の合計回数ですが、延べ回数が１８８回に対して、参加者人数が 

２４７３人となっております。私は、サロンをしておりますが、月１回、年

間１１回で約４５０人参加されますが、１回につき２０人までいないという

ことは、どういう方法をこの事業に対して行っているのですか。 

事務局 たとえば、はつらつ運動教室におきまして、間違えた運動を教えてはいけ

ないという観点から、１人の指導者に対して体操参加者を指導できる人数に

限界があります。基本的には、２０名、会場によっては３０名の参加者もお

りますが、リーダー２、３人に対して参加者を２０名程度の会場設定にして

おります。また、定員がありますので、自由参加のサロンと違い、自由参加

はできないので、１会場を２０名ぐらいの設定にしております。その関係で、

延べ人数がこのような数字となっております。 

石川委員 関連した質問になりますが、５ページの鷲宮地区における健康相談、健康

教育ですが、私共の地域でふれあいサロンを行っているのですが、この延べ

人数が２０２人となっておりますが、どのような基準で人数を出しているの

ですか。なぜなら、ふれあいサロンの１回の利用者が約４０名程度いるはず

であり、年間１２回行っております。それを踏まえるとこの倍の人数がいる

ように思えるのですが、どのような基準で延べ人数を出しているのですか。 

事務局 

 

 

 

鷲宮団地で実施しているふれあいサロンということで、コミュニティ協議

会を中心に、自主的な活動を行っております。市の方から看護師を派遣し、

ご希望のある方に血圧測定を行っております。血圧を測定された延べ人数

が、２０２人ということで記載されております、そのため、ふれあいサロン 

のご利用者は、１回につき約４０名程度であり、すごくにぎわった会となっ 
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事務局 ておりますが、その中で、血圧測定をされた方が記載されております。 

石川委員 分かりました。ありがとうございました。 

会長 次の議題に移らせていただきます。議事４の地域包括支援センターの運営

状況についてなります。すみませんが手短にお願いします。 

事務局 《 資料４に基づき説明 》 

会長 皆様ご質問はありますか。 

各委員 《 質問なし 》 

会長 次の議事５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です

が、ポイントだけ説明をお願いします。どこがどのように変わったのか、な

ぜ変わったのか説明をお願いします。 

事務局 《 資料５に基づき説明 》 

会長 先ほど、事務局から改正点について説明がありましたが、この協議会にお

いて承認をいただきたいということですね。はい、では皆様から何かご質問

はありますか。 

各委員 《 質問なし 》 

会長 それでは、質問はないということなので、承認ということでよろしいでし

ょうか。 

各委員 《 承認 》 

会長 ありがとうございます。それでは、承認とさせていただきます。 

はい、それでは、議事６の平成２７年度居宅介護支援業務委託事業者につ

いて説明をお願いします。 

事務局 《 資料６に基づき説明 》 

会長  事後承認ということになりますが、承認ということでよろしいでしょう

か。 

事務局 《 承認 》 

会長 それでは、承認ということにさせていただきます。それでは、次に議事７

の地域密着型サービス事業所の指定更新についてお願いします。 

事務局 《 資料７に基づき説明 》 

会長 ありがとうございます。それでは承認ということでよろしいでしょうか 

事務局 《 承認 》 

会長 それでは、承認とさせていただきます。最後に、議事８のその他というこ

とで事務局から事務連絡があります。 

事務局 それでは、議事８のその他で事務連絡となります。 

１点目に今年度の介護保険運営協議会の予定でございます。今年度は、年

間３回の介護保険運営協議会の開催を考えております。次回の開催ですが、

１０月８日木曜日を考えておりますので、よろしくお願いします。 

２点目としましては、本日皆様におかれましては久喜市介護保険運営協議

会の委員として委嘱させていただきましたが、附属機関の委員の方は公職者

となりますので、委員一覧を市ホームページで公開するほか、市で作成する

公職者名簿へ登載することとなります。登載事項といたしましては、協議会

における役職、氏名、住所、電話番号、任期となっております。この公職者

名簿への登載について、ご承認をいただければと思います。 

なお、公職者名簿につきましては、一部の情報を掲載しない等の対応も可

能でございますので、そのような対応をご希望の方は事務局まで個別にお申 

し出ください。本協議会終了後、後日ご連絡ををいただいてもかまいません。 
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会長 できましたら、７月１０日の金曜日までにお声掛けいただければ確実に対

応させていただきます。 

以上となります。 

会長 皆様、了承でよろしいでしょうか。 

各委員 《 了承 》 

会長 ありがとうございました。 

予定されていた議事は以上となります。ご協力ありがとうございました。 

それでは、議長の職を解かせていただきます。どうも、ありがとうござい 

ました。 

司会 ありがとうございました。本日は、委嘱式と年度当初の会議ということで、

大変議題が多くなってしまいました。時間も当初の予定時間を大きく超えて

しまい大変申し訳ございませんでした。 

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致します。 

副会長 予定の時間を過ぎてしまいましたが、最初の会議でありますので、お許し

をいただきたいと思います。また、このようなたくさんの宿題をいただきま

して、帰って勉強しなければと思います。新しい委員さん、継続された委員

さん、今後とも身につけるべきことが多いかと思われます。本日は、お忙し

い中、お越しいただき誠に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、以上で、第１回久喜市介護保険運営協議会を閉会させていただ

きます。本日は、お忙しい中、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。大変お疲れ様でした。 

 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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