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様式第２号（第５条関係） 
久喜市介護保険運営協議会委員委嘱式及び 

平成２９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   皆様、こんにちは。 
 本日は、公私共にお忙しい中、ご出席を賜りまして、誠にありがとうござ

います。 
これより、第１回久喜市介護保険運営協議会を開催させていただきます。 

 私は本日、司会を務めさせていただきます福祉部介護福祉課長の赤岩でご

ざいます。よろしくお願いいたします。 
 それでは、次第に基づきまして介護保険運営協議会を進めさせていただき

ます。まず、委嘱式を開催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石川彰三委員ですが、区

長職を本年３月３１日付で退任されたことに伴い、本協議会の委員も合わせ

て辞任されることになりました。 
 代わりまして、久喜市区長会連合会にご推薦をいただき、鷲宮地区区長会

副会長の染谷福一様に新たに当協議会の委員となっていただくこととにな

りました。 
 つきましては、田中市長より新任の委員様に委嘱書を交付させていただき

ます。大変恐縮ですが、染谷福一様、その場でご起立くださいますよう、お

願いいたします。  
《 委嘱書交付 》  
ありがとうございました。 
それでは、田中市長よりご挨拶を申し上げます。 

市長 《 市長挨拶 》 
司会 ありがとうございました。 

 続きまして、今回委員をお引き受けいただきました染谷福一委員にもご挨

拶をいただきたいと存じます。 
 それでは、染谷様、よろしくお願いいたします。 

染谷委員 本日、当職名を拝命しました久喜市区長会連合会の理事も務めております

染谷と申します。前身の石川彰三委員は、この審議会におかれましても非常

に活躍されたかと思われます。私は本協議会について不慣れでありますが、

一生懸命務めたいと思いますので、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。以上をもちまして、委嘱式を終了とさせていた

だきます。 
では、改めまして、ただいまから、平成２９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。 
 はじめに、現在の出席委員ですが、委員定数２０人中、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すことを報告申し上げます。 
 それでは、開会に当たりまして、大塚会長からご挨拶をお願いいたします。 

大塚会長  ただいま、久喜市長から久喜市の高齢化率について、お話がありました。 
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 いよいよ、久喜市の高齢化率は、埼玉県の高齢化率を上回るほどになりまし

た。出生率が１．２６とかつてありました。１．２６ショックと呼ばれてお

りましたが、ついに昨年は子どもの出生が、１００万人を割ったと言われて

おります。前年度は１１０万人であり、１００万人を割ったということで、

その子どもたちは２０年後に成人になりますが、この絶対数は変わりません

が、少子化は日本の構造に大きな影響を与えると思います。 
かつては、子どもを生みなさいと言われていましたが、２０年後、３０年

後の社会構造を考えたときに、今の社会システムを維持していくことが難し

くなっていくことになります。私も、後期高齢者の世代になりましたが、自

分の後始末をどうするかと考えるようになりました。それよりも、子どもが

いかにも減ってしまったなと思いますし、今の子どもたちに社会をどのよう

に背負ってもらうか、いろいろな仕掛けを考えていかなければなりません。 
 久喜市介護保険第７期計画は、皆様のいろいろなご意見を聞きながら、よ

りよいものを作って行きたいと思います。ご協力をどうぞよろしくお願い致

します。 
司会 ありがとうございました。 

それでは、田中市長から久喜市介護保険運営協議会大塚会長へ諮問を行い

たいと思います。 
市長 《 諮問書の読み上げ 》 
司会  ありがとうございました。 

 なお、誠に恐縮でございますが、このあと市長は公務がございますため、

ここで退席とさせていただきます。 

 それでは、ただいまから諮問書の写しを皆様へお配りいたします。 

 

《 諮問書写しの配布 》 

 

 それでは、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 それでは、これより、本日の議事に移らせていただきます。 

本日は、「久喜市高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画の策定につい

て」ほか４件の議題でございます。 

なお、ここからは、久喜市介護保険条例第１５条第１項の規定によりまし

て、大塚会長に議長となっていただきまして、議事を進めていただきたいと

思います。大塚会長、よろしくお願いいたします。 

議長  それでは、議事に入らせていただきます。 

 まずは、本日の会議について、議事録署名人を指名したいと思います。竹

内委員、廣瀬委員にお願いできますでしょうか。 

 

 《 承 認 》 

 

 ありがとうございます。 

 事務局、傍聴人はおりますか。 

事務局  傍聴人は、おりません。 
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議長  それでは、議事に入らせていただきます。 

まず、久喜市長から諮問がありました「久喜市高齢者福祉計画・第７期介

護保険事業計画の策定について」を、事務局から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  ありがとうございました。 

 高齢者実態調査を昨年実施しました。前回の高齢者実態調査と今回の高齢

者実態調査でどの点が異なっているのか説明をいただきました。 
 資料１―２の１ページ目で、久喜市高齢者福祉計画・第７期介護保険事業

計画を作成していきますということであり、位置づけが１ページ、２ページ、

３ページに紹介されており、特に３ページ目に高齢者福祉計画・介護保険事

業計画が市として、総合振興計画を受けて、それぞれ分野別の計画を作成し

ますというものになっております。高齢者保健福祉領域は、当協議会で審議

していくことになりますが、介護保険運営協議会では、介護保険事業計画を

決めていくことになりますが、高齢者福祉計画は、別の協議会で決定してい

くのですか。高齢者福祉計画と介護保険事業計画は、一体と思っていたので

すが。 
事務局 いえ、高齢者福祉計画についても、当介護保険運営協議会で審議していく

ことになります。 
議長  イメージ図ですと、介護保険事業計画だけに枠がされておりますが、この

審議会は、高齢者福祉計画・介護保険事業計画の両方を決定していくのです

ね。 
事務局 そのとおりです。 
議長 気になるのは、この協議会が、久喜市介護保険運営協議会となっておりま

す。高齢者福祉計画・介護保険運営協議会となっておりません。この食い違

いが、私は気になるところです。この協議会は、高齢者福祉計画も含めて考

えてよいということですね。 
そして、高齢者保健関係は、健康増進計画、特定健康診査等実施計画、食

育推進計画となっておりますが、高齢者福祉計画に関連する部分はあります

か。これらの計画に、協議が重なる部分が含まれておりますか。 
事務局  高齢者保健については、健康増進計画でその中に高齢者保健がありますの

で、高齢者福祉課計画・介護保険事業計画と重なるということはありません

が、密接な関係にはあります。 
議長 密接な関係はあると思われますが、錯綜する部分があるかと思われます

が、その点はよく整理をしていただければと思います。 
あとは、児童関係、障がい者関係、その他の計画とあり、全体像の一部で

すよとされております。 
資料１－１に柱立てがあります。第１章から第６章まであり、施策体系図

もありますが、前回の施策体系図と今回の施策体系図はどの点が違うのでし

ょうか。今までの計画と今回の計画の骨子案はどの点が違うのでしょうか。 
事務局 第６期介護保険事業計画の際は、地域包括ケアの実現に向けてということ

で、第３章の計画の基本的な考え方の中で、個別に項目を設けまして、地域

包括ケアシステムの構築に向けてということで述べておりました。今回の第

７期介護保険事業計画では、基本理念については変わりありませんが、基本

目標とは別に達成目標ということでとらえております。地域包括ケアシステ

ム構築を図るということが達成する目標としており、そのために基本目標を 
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事務局 どのようなものが定められるかとなっております。 
そして基本目標は、１．地域包括支援体制を整える。２．健康でいきいき

とした暮らしを支える。３．安心・安全のまちということで、基本目標を設

定しております。第６期介護保険事業計画と異なる点は、地域包括ケアシス

テムの構築で達成すべき目標ということで、基本目標と別の目標を定めるこ

とになりました。 
議長 第７期介護保険事業計画では、大きく変わるのは地域包括ケアシステムの

構築を施策の目標に盛り込むということですね。それでは、次回の協議会で

今までの体系図と今回の体系図を比較できるようにしていただき、どうして

このような変更をするのか説明をしていただき、皆様の意見を聞くことをお

願いしたいと思います。 
第１章の計画の背景と位置づけは、資料１－２の２ページと３ページで説

明をされていると思われます。 
そして、高齢者実態調査の結果、特徴はこの章立ての中でどこに盛り込ま

れていくのか、特徴をどのように活かすのか、これを次回の協議会で分かる

ようにしていただければと思います。私は、事務局の説明を聞き、第７期介

護保険事業計画を策定していく上で、どのように整理をして柱立てをしてい

くのかと考えました。 
皆様から、ご意見、ご質問等はありますか。 

各委員 《 意見なし 》 
議長 それでは、続きまして議題２の「平成２８年度介護保険等の概要について」

ですが、こちらは第７期介護保険事業計画で保険料等の部分がありますが、

ポイントを説明していただければと思います。 
資料２の平成２８年度介護保険事業の概要についてで、対象者数及び介護

費用がどのくらい増えているのか、説明をいただければと思います。 
事務局  《 資料２に基づき説明 》 
議長 １人当たりの給付費の推移は、居宅介護サービス費、施設介護サービス費、 

地域密着型介護サービス費とありますが、居宅介護サービス費の給付費推移

は、平成２８年度前年度に比べて減少しております。しかし、サービス利用

の延べ人数は増えておりますが、今後、給付費の推移はこのままでいくと横

ばいなのか、急激な伸びが見られるのか、見通しはたっておりますか。 
事務局  １人あたり給付費の推移は、若干下がっているところであります。しかし、

利用人数の伸びのほうが上回っているところであります。給付費の推移を傾

向で見ると増加傾向でありますが、我々が想定していたよりは緩やかな増加

になるかなと思われます。 
議長 ありがとうございます。 

今後、第７期介護保険事業計画を策定していく上で、今までの介護保険の

決算状況と今後の介護保険の見込みを次回の協議会で意見を伺うというこ

とでよろしいでしょうか。 
事務局  そのとおりです。 

 国から、給付費の推計ツールが、７月中に配布されることになっておりま

す。その推計ツールを利用して、介護給付の算出を進めていきたいと思いま

す。 
議長 わかりました。 

 皆様からご意見等はございますか。 
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各委員 《 質問なし 》 
議長 それでは、議題２までが終わりました。   続きまして、議題３の地域包括支援センターの運営状況等について、事務

局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。 

皆様から、ご質問はありますか。 
廣瀬委員  資料３－１について、平成２８年度地域包括支援センター事業実績報告書

で、４番の高齢者二次予防支援事業が削除され、資料３―２で平成２９年度

地域包括支援センター事業計画書、４番の介護予防ケアマネジメント業務が

ありますが、前年度の３番と４番が同じという事でよろしいでしょうか。 
事務局 法改正に伴い、高齢者二次予防支援事業がなくなり、介護予防ケアマネジ

メントという表記になりました。３番と４番は同じ位置づけとなっておりま

す。 
廣瀬委員 高齢者二次予防というのは、平成２８年度のとき、要支援１、２の人たち

が対象でしたか。 
事務局 高齢者二次予防については、基本チェックリストの該当者が対象となりま

す。 
廣瀬委員 そうすると、平成２９年度は、基本チェックリスト該当者ではなく、要支

援１、２の方の介護予防ケアマネジメントでよろしいでしょうか。 
事務局   要支援１、２の方及び基本チェックリスト該当者が介護予防ケアマネジメ

ントになります。 
廣瀬委員 わかりました。 
議長 よろしいでしょうか。 

資料３―１の２ページ目を確認していただくと、地域包括支援センターの

決算予定額が、約６，９００万円です。そのうち、委託料の合計が、約５，

７００万円となります。そして、直営で実施している介護支援専門員の人件

費は、約５５０万円となっていますが、あとの保健師や職員の人件費は、計

上されていないのですか。 
事務局 計上はされておりません。 
議長 それは、市の一般会計の人件費として、この事業に計上されてこないとい

うことでよろしいでしょうか。例えば、久喜東包括支援センター、菖蒲包括

支援センターの２ヶ所で、委託料が約４，６００万円であり、残りの区分で

約２，０００万円です。委託料の大部分は、人件費ですが、介護支援専門員

報酬と臨時職員の賃金が、少額となっています。直轄だと安いというイメー

ジを持ちます。やはり、どこかに人件費が隠されているのではないかという

イメージを持ちます。 
事務局 こちらには、人件費は載せておりません。特別会計には、人件費が計上さ

れておりますが、市の職員としてまとめて人件費が計上されておりますの

で、こちらの表には載せることがなかなか難しいところであります。 
議長 市の職員の人件費として支払っているということですね。 
事務局 そのとおりです。 
議長 わかりました。他に皆様から、ご意見等はございますか。 
各委員 《 意見なし 》 
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議長 それでは、議題４の平成２９年度居宅介護支援業務委託事業者について、

ご説明をお願いします。 
事務局 《 資料４に基づき説明 》 
議長 議題４の平成２９年度居宅介護支援業務委託事業者について、皆様、承認

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。 

最後に、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、ご説明

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。それでは、皆様、承認ということでよろしいで

しょうか。 
各委員  《 承 認 》 
議長 ありがとうございました。 

続きまして、議題６のその他ですが、事務局から説明がありますか。 
事務局  それでは、その他といたしまして、３点ほどご説明いたします。 

 まず、本日お配りしました「平成２９年度久喜市介護保険運営協議会にお

ける久喜市高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画策定スケジュール案」

をご覧下さい。 
 今後のスケジュールにつきまして、簡単にご説明させていただきます。 
 まず、８月に第２回、１０月に第３回の運営協議会を開催し、高齢者実態

調査結果や今後お示しします計画の素案をもとに、「久喜市高齢者福祉計

画・第７期介護保険事業計画」のご審議をいただき、１１月に第７期計画の

パブリックコメントの実施、１２月の第４回介護保険運営協議会にてさらに

ご審議をいただき、１月の第５回介護保険運営協議会において「久喜市高齢

者福祉計画・第７期介護保険事業計画（案）」のご承認をいただくというス

ケジュールを予定しております。 
 委員の皆様におかれましては、今年度も引き続き本市の介護保険・高齢者

福祉施策に対し、様々な角度からのご助言をいただきたいと存じますので、

よろしくお願い申し上げます。 
 次に、次回の介護保険運営協議会に日程についてです。先ほどのスケジュ

ールの中でも触れさせていただきましたが、８月下旬の開催を予定しており

ます。 
 詳細につきましては、改めましてご連絡させていただきますので、本協議

会への出席につきましてご理解・ご協力をお願いいたします。 
 最後に、この度委員の交代もございましたので、今年度の本協議会の委員

名簿を配布させていただきましたので、ご確認くださいますようお願いいた

します。 
 その他につきましては以上でございます。 

議長 ありがとうございました。 
第７期介護保険事業計画の達成目標は、地域包括ケアシステムの構築をす

る案が出されました。今までの体系とどう異なるか見えるようにしなければ

いけないと思いました。もう１点、介護保険料をどのようにするか、利用者

の伸び、給付費の伸び、事業所がどのような相談にきているか、その辺りを

的確に捉え、資料をそろえていただき議論をしたいと思います。第６期介護 
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 保険事業計画で計画策定時から現在までどのように変わってきたか、その状

況を踏まえて第７期介護保険事業計画で変えなければならないことを分か

りやすく資料作成をしていただければと思います。 
これで議長としての進行を終わらせていただきます。 

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  皆さま、お暑い中お集まりいただき、ご審議いただきありがとうございま

した。久喜市長のご挨拶にもありましたが、高齢化が進んでいるということ

ですが、私自身も来年７０歳になりますが、振り返りますと私が幼い時は７

０代、８０代は非常にお年寄りというイメージがありました。現在は、私は

民生委員も兼ねていますが、私の周囲も８０代、９０代の方はお元気で様々

な活動に参加される方も多くいらっしゃいます。一人ひとりが健康に気をつ

けて、光り輝く高齢者になっていければと思っております。 
本日は、ありがとうございました。 

司会 ありがとうございました。 
以上をもちまして平成２９年度第１回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。 
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。 

 

 

 平成２９年７月３１日 

 

 

 

          議    長   大 塚 健 司      
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