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様式第２号（第５条関係）  
平成２９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  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、平成２９年度第２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。 
 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１６人で

ございます。過半数に達しておりますので、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、本日の会議が成立いたしますことをご

報告申し上げます。 
 続きまして、会議に入ります前に、会議の公開と会議録の作成についてご

了解をいただく事項がございます。まず会議の公開でございますが、久喜市

では審議会の会議は原則公開とし、会議の傍聴を認めておりますことから、

本会も公開とさせていただきたいと存じます。また、会議の内容につきまし

ては、事務局におきまして会議録としてまとめる関係上、録音をさせていた

だきますのでご了解をいただきたいと思います。 
 なお、本日は今のところ、傍聴者はおりませんことをご報告いたします。 
 次に本会開催に際しまして、本会の会長職についてご報告をさせていただ

きます。 
 本会会長であった大塚健司様におかれましては、ご自身より平成２９年７

月２４日に「一身上の都合により辞職したい」と申し出があり、辞職願とし

て提出されました。これを受け、平成２９年７月３１日付にて辞職となって

おります。 
 このため、久喜市介護保険条例第１４条第５項により副会長がその職務を

代理することとなり、本会招集につきましては同条例第１５条第１項により

副会長により行われましたことを申し添えさせていただきます。 
 また、後任といたしまして、新井雅彦様に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。 
 なお、新井様の委嘱式につきましては、本会とは別に平成２９年９月１日

に行っております。 
 では、今回委嘱をお引き受けいただきました新井委員にご挨拶をいただき

たいと存じます。 
 それでは、新井様、よろしくお願いします。 

新井委員  ９月１日付けにて、久喜市介護保険運営協議会委員を拝命しました新井雅

彦と申します。久喜市につきましては、新参者でありますが、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。 

なお、会長職につきましては、久喜市介護保険条例第１４条第３項により

委員の互選により決まることと定められておりますが、いささか急な話では 
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 ございますので、先ほど申し上げたように同条例により木伏副会長が会長の

職務を代理し、本会を進行していただくことになります。 
 また、会長の互選につきましては、議事終了後に実施をさせていただくこ

ととしたいと考えておりますので、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、木伏副会長からご挨拶をお願いいたしま

す。 
木伏副会長 皆様、こんにちは。 

副会長の木伏でございます。皆様にお会いしたのは、７月初めごろだと思

いますが、あれから３ヶ月が経ちました。 
７月初めは、だいぶ暑く熱中症が心配されておりましたが、皆様の元気な

お顔を拝見することができました。その後は、８月は長雨でこんな天気で大

丈夫かと思われました。それもあっという間に過ぎまして、９月下旬ごろに

なりました。皆様もお元気でお越しになられまして、誠にありがとうござい

ます。 
私は、副会長ということで、大塚先生のそばに座っていただけなので、今

回このような急な代理ということで、このようにマイクを持たせていただい

ておりますが、非常に緊張をしております。 
今日の会議が無事に終了しますように、皆様の御協力をいただければと思

います。 
さて、本日は事務局からは、次期計画の素案審議があると聞いております。 
平成３０年度から３年間の久喜市の高齢者福祉と介護保険のための計画

の審議になります。ぜひ積極的な審議をお願いしたいと思います。 
司会  ありがとうございました。 

 それでは、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、お配りいたしました次第に基づきまして、会議を進めさせてい

ただきます。 

それでは、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素案審議に

ついて」ほか２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、木伏副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。木伏副会長、よろしくお願いいたします。 

議長  ご指名でございますので、議長を努めさせていただきます。円滑に議事が

進行いたしますよう皆様方の御協力をお願いいたします。 

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。茂

田委員、染谷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。 

 それでは、議事に入らせていただきます。 

 まず、議事１「久喜市高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画の策定の

素案審議について」、事務局から説明をお願いします。 
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事務局  《 資料１－１、１－２に基づき説明 》  

議長  ありがとうございました。 

 ここまでで、事務局の説明に関し、委員の皆さまからご質問はございます

か。 

玉置委員  事務局の説明にはなかったのですが、７ページに認知症施策の推進があり

ますが、ここには認知症サポーターの養成が含まれていると思いますが、久

喜市においては、認知症サポーターを養成するための、キャラバンメイトが

ありますが、久喜市職員は何名いるか教えてください。また、社会福祉協議

会で何名いるか。市民で何名いるか教えていただければと思います。 

事務局 大変申し訳ございません。具体的な人数はすぐには申し上げることができ

ません。 
玉置委員  これは、後ほど教えていただければと思います。 

 認知症サポーターの養成ですが、現在、久喜市では市役所と社会福祉協議

会の２ヶ所で運営がされておりますが、一般市民の方が認知症サポーターの

養成を行っていくことがなかなか難しいところでありますが、今後はどう考

えておりますか。 
事務局  認知症サポーター養成講座は、久喜市が社会福祉協議会に委託しておりま

す。一般の方が、市役所を通さずに、キャラバンメイトだけで、認知症サポ

ーター養成講座を実施することは難しいものであります。一般の方につきま

しては、市役所を通していただくこととしておりますので、今後もそのよう

に実施していく予定です。 
玉置委員  実際のところ、社会福祉協議会の職員以外は、難しいという解釈でよろし

いでしょうか。 
事務局 市民の方が、全くできないというわけではなく、久喜市の職員が講座の実

施ができない場合は、一般の方にもお願いをしているところであります。必

ずできないというわけではありません。 
玉置委員 分かりました。 

 私も実際にキャラバンメイトですが、久喜市においてはできないと解釈し

ております。また、社会福祉協議会に相談に行ってもできないと話がありま

した。他の市町村を見ると、市の職員ではなく、市民の方が実施しているこ

とが多いです。 
 私もこの前広域で他の市町村と関係がある場合、加須市や幸手市等の複数

で実施する場合、市の職員だけでなく、市民の方でも参加が可能ですよね。 
 私は、広域での取組は実施させていただいておりますが、市役所だけで実

施することは困難ということでよろしいでしょうか。 
事務局  市町村を通して、認知症サポーター養成講座を実施しているところであ

り、他の市町村も同様と思われます。市町村や委託した社会福祉協議会がで

きない場合は、お声をかけさせていただいて、市の認知症サポーター養成講

座の教材を使っていただいているところもあります。 
玉置委員 今後も、二つの市にまたがった場合は、埼玉県と実施してよいということ

でよろしいでしょうか。実際に、埼玉県と実施しておりますが。 
事務局 久喜市だけであれば、久喜市で実施していただければと思いますが、他の

市町村がある場合は、その市町村で実施していただくことになります。 
玉置委員 二つの市町村にまたがる場合を聞いているのですが、複数の市町村で実 
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 施をすると職壁があると思われます。久喜市の参加者だけでなく、他の市町

村にまたがって参加する方が実際には多いです。そういった時に久喜市に相

談したところ、久喜市が他の市町村に確認をしてみますといった形になると

うまく行かず、なかなか進まないと思われます。そういった時は、埼玉県の

指導のもと事業の実施をしておりますが、それでよろしいでしょうか。 
事務局  そちらのケースの場合は、ケースの状況によりますので、相談に来ていた

だければと思います。そのときは、埼玉県で実施すべきなのか、久喜市で実

施すべきなのかを検討させていただければと思います。 
玉置委員  久喜市は、決断が非常に遅いですね。 

 即答をしていただければと思いました。相手は、日程が決まっております

から、市の決断がなければ事業を進めることができません。 
事務局 先ほども申し上げましたが、状況によりますので、そのときは相談に来て

いただき、こちらもすぐに回答ができるようにしたいと思います。 
議長 他にご意見等はございますか。 
染谷委員 資料において分からない部分がございますので、教えていただければと思

います。 
まずは、資料１－２に１ページ目ですが、まずは（２）医療・介護の連携

の推進等ですが、内容で『「看取り・ターミナル」等の昨日』とありますが、

どういう意味ですか。次に、２ぺージ目ですが変換ミスがあるようなのです

が。 
事務局  こちらにつきましては、事務局の資料の作成において、資料の変換ミスで

す。 
 資料１－２に１ページ目ですが、『「看取り・ターミナル」等の機能』とな

ります。また、２ページ目ですが、助詞については入力ミスとなります。 
染谷委員  最後に、１１ページ目ですが、３の費用負担の公平化で（１）低所得者の

第一号保険料の低減強化で、『従来の軽減処置に加え別枠で公募により住民

税非課税世帯の保険料の軽減割合を拡大』とありますが、ここでの公募はど

のような意味でしょうか。 
事務局  失礼いたしました。こちらは、公募ではなく公費が正しい表記となります。 
議長 それでは、他にご意見がある方はおりますか。 

ご意見が、ないようでありましたら次の資料の説明をお願いします。 
事務局  《 資料１－３に基づき説明 》 
議長  ここまでで、事務局の説明に関し、委員の皆さまからご質問はございます

か。 
各委員 《 質問なし 》 
議長 事務局から資料１－４「平成２９年久喜市高齢者福祉計画・第７期介護保

険事業計画の素案」について、ご説明をしていただくことになりますが、資

料が多いようですので、資料１－４の説明について章ごとにしていただけま

すか。 
事務局  《 資料１－４ 第１章に基づき説明 》 
議長 ここまでで、事務局の説明に関し、委員の皆様からご質問はございますか。 
各委員 《 質問なし 》 
議長  それでは、事務局、次の説明をしてください。 
事務局 《 資料１－４ 第２章に基づき説明 》 
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議長 ここまでで、事務局の説明に関し、委員の皆様からご質問はございますか。 
新井委員 前回の流れが分からないところで確認ですが、２３ページ目の第６期計画

の総括ですが、久喜市として振り返りをしているようですが、こちらに記載

されているものが全てでしょうか。通常、行政で総括と言いますと、基礎資

料があげられ、その数字に基づいて実施することが通常と考えます。非常に

抽象的な表現が多いように思えます。このままだと、取組について全て実施

ができたと考えてしまいます。一方で、この数字の意味が分からないといっ

た自治体の総括といった場合、基礎資料を明確にして、しっかり振り返って

いただいて、進行管理の部分ですと、できなかったもの、今後課題が残った

ものを含めて、このこと全てが久喜市の総括ということで、これ以上でもこ

れ以下でもないということでよろしいのでしょうか。あるいは別に総括とい

う形でレポートがなされるのか、ちょっと分からなかったので、特にこれが

計画という形で基本理念となりますので、これで収めてしまっていいのか疑

問に感じましたので、事務局からこの考え方の整理の仕方をご説明いただけ

ればありがたいと思います。 
議長  事務局よろしくお願いいたします。 
事務局 すみません、ご指摘ありがとうございます。確かにおっしゃるとおり総括

というタイトルですと、数字的なものが出ていないという部分がございま

す。この第６期計画の総括ということについて改めてもう一度考え直してみ

たいと思います。ただ、第６期計画でこういったことに取り組みましたとい

う内容をここに掲載させていただいておりますので、内容的にはここに載せ

るものとしたいと考えているのですが、総括という表現が適当かどうか改め

てもう一度検討させていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。

ありがとうございます。 
染谷委員 １２ページなんですけども、４番の食事・口腔・栄養についてというとこ

ろなんですが、誰かと食事をするのが毎日あるのが５割台ということで、こ

れはいいことだと思うのですが、１３ページの表を見てちょっと気になった

んですね。年に何度かあるという人が８パーセント以上、ほとんどないとい

う人が１割以上どこの地区にもあって、両方合わせると２割くらいの人が、

年に何回かある程度、あるいは全然ないという人がいることは問題ではない

のかなと。そこで、特に第６期計画までの状況はどうだったのか、これらの

経緯が大変心配に思ったのですね。ただ今、新井委員から話があったけれど、

アンケートの結果を踏まえながら自分達のやってきたことを見直していら

っしゃるような報告になっている部分なので、この２割ということをどうお

考えになっているのか、また、増えているのか減っているのか、どうしたい

のか、その辺を伺えたらと思うのですが。 
議長 事務局お願いいたします。 
事務局 ご指摘誠にありがとうございます。確かにおっしゃるとおり毎日あるとい

う方が５割いる一方で、染谷委員のおっしゃるとおり、ほとんどない方が２

割近くいるということは、やはりこれは検証する必要があるのかなというふ

うに考えます。大変恐縮なんですが、以前と比べて増えている状態にあるの

か減っている状態にあるのかにつきましては、以前の資料が手元にございま

せんので、この場でお答えすることはできないのですが、例えばこれが以前

のデータと比較して増加傾向にあるようであれば、当然これが将来的にこの

部分が少し問題になるという意識も持って、第７期計画の方を策定していく 
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 必要があると思いますので、こちらについては、この後、事務局の方で検証・

検討させていただきたいと存じます。ありがとうございます。 
新井委員 ただ今、染谷委員が具体的に申し上げたのですけど、よく行政の中ではい

ろんな調査をして調査結果が出ます。その調査結果の振り返りと分析がして

いないまま次の計画になってしまうということと、多くの自治体では外部委

託をしてしまいますから、委託業者のところがぱあっと分析をしてしまっ

て、その久喜の市民としての、行政の職員としてのオリジナルな振り返りが

できればそれに基づいての次期計画というのはメリハリがあっていいのか

なと思います。そういった意味では大変恐縮なんですが、調査結果の分析が

何もしていないまま挙がっているのではないですかという部分では、これか

ら議会といろんな所でもしっかりと説明責任を負う部分では、振り返りとい

う大きな中で、ぜひご検討いただいて、総括をしていただいて、次の計画に

しっかりと受け取っていただいてやっていただけると、オリジナルな自治体

の計画書ができるのかなと思いますので、老婆心ながら意見させていただき

たいと思います。 
議長 染谷委員と新井委員の貴重なご意見、事務局よく分かりいただけたかと思

います。 
染谷委員 ちょっとよろしいですか。もう一つ、２３ページの一番下のところなんで

すが、この報告を作られた方の考えが出たのかなと思うのですが、「協議を

進める上で、連携を図っています。」という部分。これは総括ですから、進

める中で連携を図ってきたという部分で、これからやって行くのなら「進め

る上で」でもいいと思うんですが、やったことの総括だと「進める中で、連

携を図ってまいりました。」という方がいいのかと思います。 
議長 事務局いかがですか。 
事務局 ご指摘誠におっしゃるとおりでございます。こちらの部分もそうですが、

他の部分もきちんと過去を振り返った結果という形で、統一できる形でもう

一度事務局の方で精査させていただきたいと思います。ありがとうございま

す。 
議長 事務局からの説明ですが、よろしいでしょうか。染谷委員、新井委員、貴

重なご意見ありがとうございました。 
それでは、事務局次の説明をお願いします。 

事務局 《 資料１－４ 第３章に基づき説明 》 
事務局 すいません、一点だけ申し訳ございません。記載ミスがございましたので、

そこだけ訂正させていただければと存じます。２５ページをご覧いただけれ

ばと存じます。第３章の一番最初のページでございます。一番上に大きく１

番、計画の基本理念とございまして、「本計画の基本理念は、久喜市高齢者

福祉計画・第５期介護保険事業計画の基本理念を引き継ぎ」と書いてあるの

ですが、この第５期は第６期の誤りでございます。大変申し訳ございません、

この５期を６期にご訂正をお願いできればと思います。大変失礼いたしまし

た。 
議長 ここまでで事務局の説明に関し、委員の皆様、何かご意見ございますでし

ょうか。 
宮地委員 現在、私どもは５事業所を運営しておりますが、介護人材の確保というと

ころです。非常に重要で良い計画を立てていただいても、やはり良い介護人

材が、質の高い介護人材がいないと、計画をいくら立ててもなかなか進まな 
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 いのではないかと思っておりますが、今は他の産業も景気が良くなっている

のでしょうか、他の産業も人手不足であって、介護の方は尚更深刻に人手不

足で、私のいる施設だけかなと思っていたのですが、そうではないようで、

他の事業所に聞きましても非常に人手がいなくて、ものすごく職員がいない

ということが負担になっていて深刻であると、どこの事業所も言っておりま

す。 
やはり、介護って人だと思うんですね。人の確保ができずして福祉はやっ

ぱり成り立たないのではないかと思っております。国の方からも給付金が出

たり、県の方でも色々と施策はしていただいていて、それも心強く思って受

けさせていただいたりはしているんですけれども、それでもなかなか来ない

のが現状で、久喜市にやはり、こういう計画を立てるいい機会ですので、基

本的な考え方にぜひ、人材の良い確保とご協力をいただいて、久喜市に良い

介護人材が入ってきて働いていただけて、介護を活性化させるような良い施

策をぜひ提案していただいて、私たちももちろん努力はしているんですけれ

ど、それでもなかなか難しいです。そこの辺りをよく理解していただいて、

基本理念みたいな形で介護人材の質の良い確保とか、箱物ができてもやはり

働く人がいないとなかなかオープンできないとか、満床にならないというこ

とをよく聞きますので、そこを見越して計画を立てていく必要があると思っ

ております。そこで、基本的な考え方に久喜市独自の施策を入れていただけ

たらうれしいと思っておりますがいかがでしょうか。 
車塚委員 宮地委員の意見に付随する意見なんですが、私は、訪問ケアのサービスを

行っています。特に夜間対応型、もしくは定期巡回の２４時間型のサービス

を行っておりますが、希望者はたくさんいらっしゃいます。現状として利用

希望者を受け入れたいのですが、受け入れるだけの職員のキャパがないのが

現状です。宮地委員がおっしゃった施設側が人材不足ということになります

と、多くの介護職員はどちらかというと安定した施設型の方に分布としては

流れる傾向があっててですね、訪問系というのはなかなか人がいないです。

ただ、国は在宅、住み慣れた家で、自宅でといったことを色々と言うのです

が、現実として職員側で見る介護職員は、施設系に主に流れていって訪問系

にはほとんど人が来ない。しかし、我々は特に２４時間通してというサービ

スになりますと、更に人材は困難を極めるわけです。仕事が取りたくても取

れないという、下手に受けてですね、実際に人が足りなくてサービスが提供

できなければ、ある独居老人であれば死に至るわけですから、軽々に我々も

仕事を受けられないですね。人材確保がまずできないです。しかも、夜間、

２４時間となると、さらに今の世の中の流れから言うと逆行しているわけで

すから、労働法で労働時間が長くてはいけなくなってきたり、環境が劣悪に

なってはいけないという法律が厳しくなりつつありながら、２４時間で人材

がいないということは、受けたら我々一人ひとりの職員が、２人分、３人分

とやらなければならない現実があるし、在宅で暮らすには２４時間の介護が

なければ、家族だけではほぼ不可能であるということをもう一度皆さん認識

していただいて、また、人材の確保においても、施設系と訪問系では非常に

ハンデがあるということを市の方ではよく理解していただいて、実績を求め

られてもやりたくてもできないのが現状です。その人材をどう確保するのか

ということを色々考えていただいて、計画などに市の方から力を入れていた

だきたいというのが今回のところなので、宮地委員の意見と合わせて、人材 
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 確保についてもう少し、これから市町村が本気になってやらないと民間だけ

ではとてもじゃないですが、できないのかなと思っておりますので、その辺

りもよろしくお願いしたいと思います。 
議長 本当に貴重なご意見だと思います。我々も老老介護の入り口に立っており

ますので。 
新井委員 これは計画ですので、例えばこの２８ページのですね、基本目標の３安

心・安全のまちのところに、介護サービスの質の確保と向上・人材育成とい

う頭出しがありますが、中身を見ますと、人材確保とかそういう表現ではな

くて、むしろ評価とか情報提供という部分がありますから、ここにそういう

文言を少し入れていただければ、そういう要求に対する目標が具体的になる

かと思うのですが、いかがでしょうか。事務局の方でこの辺の趣旨をご理解

いただければ、今回は計画の議論ですから、基本目標の①のところ、重点取

組として久喜市で独自の政策でやってしまうとか、国のサンプルではなく

て、久喜としては人材の育成が必要なんだから政策として実現できるよう

に、計画としてその文言を少し追加するとか、そういうことで基本目標はで

きるのかなと思うのですが。ご検討いただければ大変ありがたいと思いま

す。実は私も特別養護老人ホーム、介護老人保健施設の統括責任者としてし

ばらく仕事をしていましたので、本当に人がいないと先に進まないという現

実は十分承知しておりますので、処遇改善費とかですね、国の施策もさるこ

とながら、地元の自治体の応援が一番心強いかなと思いますので、ご検討い

ただければありがたいかなと思っております。 
議長 ありがとうございました。事務局どうぞ。 
事務局 今、お三方から大変貴重なご意見をいただきました。誠にありがとうござ

います。おっしゃるとおり人材の確保というのは、前から久喜市だけではな

くて国全体でも言われているところではあるのですが、久喜市でも例外では

なく、介護職員がなかなか集まらないのが現状だということは、私も、折に

触れ事業所と話をする時などに伺っているところでございます。その辺り今

の新井委員からご指摘いただいたように、２８ページの①のところ、介護サ

ービスの質の確保と向上・人材育成という項目になっておりますので、ここ

に人材育成、あるいは人材確保的な部分での記述、市としてできることを記

載できるかということを検討させていただきたいと考えております。なかな

かこの場で、確実に市独自の施策が来年度からできますというところまでは

申し上げることはできないですけれども、確かに介護人材の確保というのは

非常に大きな問題で、市町村レベルでも考え方として取り組まなければなら

ないという形になるのだろうと、私どもとしても認識しておりますので、ど

のような形でここに表記ができるか検討させていただきたいと考えており

ます。誠にありがとうございます。 
議長 検討のほどよろしくお願いいたします。 
染谷委員 ちょっと戻る部分で、この資料を見ながら皆さん考えていただきたいと思

いますが、先ほどの部分の１７ページを見ていただきたいのですが、事業所

に対するアンケートの結果なんですけれども、ここで気になったのがあった

のですが、ここには施設関係の方もいるので特に言わなかったのですけど、

２番の方の設問で利用者が少ないというのが施設で３５．３％とアンケート

結果で指摘がある。要するに利用者さんが空いているのかなと、その辺が良

く分からなかったんですけど、このアンケートだけ見ると、利用者が少ない 
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 というのを施設の中の３５．３％が回答していたと。それでその下の３番で、

先ほど宮地委員からお話がありましたけれども、事業所の人材については、

不足しているが５３％だと。このアンケート結果は計画のどこに反映されて

いるのかということにあるいはなるのだと思うんですが、そちらを見ていく

と、新井委員、宮地委員から話があったように、向上とか人材育成とかもあ

るんですが、アンケート結果を出したからには何かしらの形で反映させた方

が私もいいと思います。 
ですから、５３％の人が足りないのだと、それでは次の第７期計画は端緒

だけでもつけていくかとか、そういう方向に行くのだと思うんですが、あと

分からないのは、この利用者が少ないということに対して、アンケートした

人はその後の追加調査というか、どんな利用が少ないということなんだろう

かとか、疑問にもし思われたらそういう話などもご開陳いただけると、みん

なが考えていく中の参考になるのかなと思うのですが、よろしくお願いしま

す。 
議長 事務局お願いします。 
事務局 ご指摘ありがとうございます。まず、今ご指摘いただきました１７ページ

の下の方、大きい３番の事業所の人材についてで、不足しているが５３％、

これは何らかの形で第７期計画に反映させた方がよいのではないかとのご

指摘でございます。確かにおっしゃるとおり、不足している部分、これを具

体的にどのようにというのは今すぐ私の方で申し上げることはできないの

ですが、先ほどのご指摘いただいた２８ページの基本目標３の①のところ

に、不足している状態であるので、このような人材育成の方策に取り組みま

すというような書き方ができるかどうか、というのをこちらの方は検討させ

ていただきたいというふうに考えております。 
それから１７ページの上の利用者が少ないの部分ですが、こちらの方につ

いては大変恐縮なんですけれども、精査ができておりません。ご回答になっ

ていないかもしれませんが、申し訳ございません。よろしくお願いいたしま

す。 
廣瀬委員 ２７ページの地域における支え合いで、高齢者が身近な地域でいつまでも

暮らせるように、その高齢者を地域で支えましょうというのが、今の一大目

標ですね。私はサロンをしており、毎回４０名程度の人達に参加していただ

いていますが、そのおかげで地域の風通しが非常に良くなりました。例えば、

畑で野菜を作っている人達がいるのですが、ナスがなったなと思っている

と、認知の少し進んだ人が取っていってしまうということがありました。そ

んな時、民生委員さんが「あの人は少し認知が進んで、ナスやオクラを勝手

に取っていってしまうのですがどうしましょう。」と相談し、「いや、それは

皆で見守りましょう。」という話し合いをしました。このように、地域の支

え合いは確実に広がっていると思います。でも、結局最後は、地域では支え

きれません。７１歳以上が１８０名と、高齢化も進んでいます。これ以上認

知も進み、身体も悪くなっていった時に、どうしたらよいでしょうか。地域

で支えろ、地域で支えろと言われても限界があります。施設に入れるのか、

訪問医療で本当に充実した社会が来るのか、非常に危惧しております。その

辺を、この基本方針でいいのかどうか、もう一回精査していただけたらと思

います。特に身近な地域で支えるという一番単純なことが、やはり無理にな

ってしまうのかなとそれを非常に心配しております。 
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議長 ご意見ありがとうございます。事務局よろしくお願いします。 
事務局 ご意見誠にありがとうございます。確かにおっしゃるとおり、ここ昨今、

国の方から言われているのは、地域で、みなさんで支えていきましょうとい

うような話が確かに出ております。もちろん、市としてもその考え方は非常

に大切なことだなと思っているのですが、かと言ってですね、支えている間

にそれが重荷になってしまっているとか、支えきれずに地域の方のほうが、

変な表現ですが、つぶれてしまうとか、そういったことはあってはならない

ことだろうというふうに考えております。もちろん、介護保険制度自体が社

会全体で今、介護が必要な方を皆さんで支えていきましょうという考え方の

基に作られた制度でございますので、基本的には介護保険制度を充実させて

いくという基本ラインがあるというふうに考えております。その上でです

ね、もし地域でできるところがあれば、そこはぜひ地域の力をお借りしたい

というのがそういった考えでございますので、そこは決して無理をしていた

だきたいというお話ではございません。できる範囲で、ちょっとした心がけ

みたいなところで、先ほど認知症の方の話も出ましたけれど、認知症の方が

徘徊しているのを見かけた時に地域の方が気がつくということが、そういっ

た小さいことの積み重ねが、介護保険制度を含めてなんですけれども、高齢

者の方が地域で暮らしていくために、今後重要になってくるようなことにな

るのかなと考えております。ちょっと抽象的なところで申し訳ありません

が、よろしくお願いいたします。 
事務局 すみません。若干補足させていただきますと、いわゆる地域で支えるとい

うのは、地域づくりをしていきましょう、コミュニケーションを図っていき

ましょうという、そういったニュアンスが主だったものでして、例えば、具

体的に地域で支えるというのは、隣の人を介護しましょうとかそういったこ

とを言っているわけではないんですね。ただ、現在の社会の中で非常に人と

人とのつながりが疎遠になっていると。お隣近所でどういった方が住んでい

るのかも分からないとか。そのような傾向がある中で、隣近所で、先ほど委

員さんからもお話があったように、風通しを良くしていただいて、地域であ

そこには単身の高齢者が住んでいらっしゃるから、折を見て声かけをしてあ

げましょうとか、そういった地域でのつながりを持っていくということを支

え合いという形で繋げていこうといったニュアンスでお考えいただければ

よろしいのかなと思っております。よろしくお願いします。 
議長 ありがとうございました。他にご意見はありますか。 
大澤委員 私がこの協議会に応募したのは、今のこの姿を想像していないです。具体

的にある程度歳をとって周囲の介護を必要とする人たちを助けようと、それ

がまた人生の最大の喜びであるというようなことから、過去に私も更生保護

関係の仕事をしておりましたので、すべてボランティアですけれども、いき

がいを感じたのですね。そしてこの会議に出るたびに、年に数回の会議で、

その他のそれをバックアップするような具体的な活動はないです。ですから

期待はずれというようなことで、もっと地域社会に密着した活動をアドバイ

スいただきながら実践したかったということが前提なのですが、その夢は全

くなかったです。そして、介護保険の事務局の方にも、事務局を通じながら

田中市長あてに文書を具体的な内容を２回ほど出しました。 
結果的には「社会福祉協議会の方がその他の会議があるので、組織されて

いますから、大澤様のその具体的な内容は今既にあるという判断で、新しく 
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 そういった組織作りは必要ないのではないか」と、却下されております。２

回とも却下されました。したがって、私が言わんとしたのは、事務局の方か

ら説明がありましたようなことを踏まえてですね、ダブってたのかなとは思

いますけれど、あえて言わせてもらうと、各地区に町会とか班長会とかがあ

ります。したがってこの班長、あるいは班の中の誰か高齢者の中でボランテ

ィアに興味があって人を助けようという人が、班に１人でもいたら、あるい

は該当者がいなかったら、隣の班におりましたらその人に班を担当してもら

って、老人の介護に貢献してもらうということを、例えば区長がお願いしま

すと言ってもそれほど光ったものにはならない。 
私が言いたいのは、結果的には介護保険の事務局、部長さんが、こういっ

た民間の団体を含めた会長の名義とか、あるいはアイデアなんかは市長の名

目で、そういった各班に１人なり、あるいはまた２つの班に１人なり推薦し

ていただいて、区長に言えば区長が推薦してくれますから、そういった人に

集まってもらって、市長の言わんとするところを伝えてもらって、市長から

委嘱されているのだという自覚とプライドを持たせればやってくれるはず

です。そういう年寄りが大勢いるはずです。したがってそういった年寄りが

立って、介護する人、介護される人に繋がっていくコミュニケーション組織

を作っていけば、私はできると信じていたのですが、たまたま却下されたの

で、これはもう無理だということで、今回も年数回の会合だけで終るんじゃ、

次回の応募は私は参加しませんと思っておりますけれども、できればお金が

ほしいわけではないので、無償提供、ボランティア活動でもっともっと各地

域の皆さんの協力をいただけるのであれば、それが今何人かの皆さんが話し

ておりました事業所を担当している方々の人脈作りから人材確保も可能な

情報が探れるんじゃないかと思います。もうちょっと立ち入った人材確保に

繋がる地域社会との密着性を研究してもらえればよろしいんじゃないかと

思います。 
もちろん、これが組織化された場合は事務局の皆さんは大変だと思いま

す。もうそういった人間関係作りをしなければ人は動きませんからね。です

から私が長い間やっておりました県の更生保護団体のことも踏まえて、やは

り民間の皆さんとの密着した組織化、これが期待できなかったら、いくらこ

ういったすばらしい文書がなされても、現実には達成には繋がっていかない

ような気がしますので、お互いに反省しながら実際の具体的な組織作りはど

うしたら良いかをもうちょっと掘り下げた形で研究していただきたいと思

いました。 
議長 ありがとうございました。事務局お願いいたします。 
事務局 ありがとうございました。まずお詫び申し上げなければならないのは、確

かにおっしゃるとおり、２回ほど介護福祉課の方にご提言いただきまして、

結果的にご期待に沿えるような形にはなりませんでした。誠に申し訳ござい

ませんでした。ただ、おっしゃる趣旨としましては、非常にそのとおりだと

思いますし、地域でそういった繋がりみたいなものができてくることによっ

て、地域社会全体の活性化とか、地域全体で介護が必要な方を支える力が上

がるとか、そういった部分は確かにあるのかなと思っております。なかなか

このあたりは率直に申し上げて手探り状態でございまして、どういった方向

性で行ったら良いのか、いろいろな試行錯誤、いろいろな検討を重ねながら

進みという形になっておりまして、皆様からは歯がゆいとか、何をやってい 
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 るのだというふうに映る部分も多々あるかと存じます。いろいろご指導いた

だきながら方向性を、よりよい方向で行くように考えていきたいと存じます

ので、これからもよろしくお願いいたします。 
大澤委員 結論でちょっとお願いしたいのは、隣近所を見渡して、介護が必要な人と

か、まだ介護施設に入る段階ではなく弱いものなんですけれども介護を必要

とするとか、何かアドバイスを受けたいという人が結構多いです。市という

単位で、今の状態はどうですかというふうな人がいますかと言ったら、今は

いないでしょ。班長にやってくれと言ったって他の仕事で忙しい、区長も忙

しい、民生委員も更に忙しいというふうなことで、個々の年寄りの方にアド

バイスといっても、どんな気持ちでも行けないですよ。プライベートで「あ

なたどうですか」と言っても警戒されてしまう。市という名目を持った名札

でもつけて、市からの要請でいかがですかと言ったら安心して喜べるんです

よ。何年も訴えてもそれが全然進まない。ですから、市という力がいかに大

きいか。良いことをしたい、ボランティア活動で地域社会のために働きたい

という人は、そんなに教養があるとかないとか関係なく大勢いるんですよ。

そういった人に市と区長と良く連携を取って、誰でも良いというわけにはい

きませんから、市が推薦するには相当の人格者でないと、これは過去になん

だというのは別にして、現在の人格を市が認めてもらえれば、どんな学歴と

か今までの経歴とか、一応参考にしながらもあまり重視しないで、市がこの

人だと思ったら世話役として指名してもらうとうれしいなと思います。私も

年とりましたけど、ずっとやりたかったと思います。地域社会の年寄りのと

ころに行って話をして、少し元気づけてもらって、そうすると認知症の予防

にもなるんじゃないですか。自分にも対象者の年寄りにもプラスになるんじ

ゃないかと思います。ですからお金かかりませんから、気持ちがあったら、

私が２回出した文書の中にも記述されていると思いますけれども、地域社会

の世話をできるような人を探して、いくらでもいますから、そして個人でや

ってくといってもできません。市の名目で名札でもあれば、市から要請され

てまして、私もあなたのためにできることありませんかと言ったら安心して

喜んで頼ってくれるはずです。今の状態ですと頼れませんし、普通の人が行

っても警戒して喜びません。ですからそこを検討してほしいなと思います。

よろしくどうぞ。 
議長 他にご意見はございますか。時間も押してきているようですので、議事１

の久喜市高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画の素案審議については終

わりとさせていただきます。 
それでは続きまして議事２の平成２９年度居宅介護支援業務委託事業者

について事務局から報告をお願いします。 
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。それでは、続きまして議事３の地域密着型サー

ビス事業所の指定更新について、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。 

それでは地域密着型サービス事業所の指定については、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 ありがとうございました。それでは承認といたします。 
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 つづきまして、議事４のその他ですが、事務局から何かございますか。 
事務局  改めて今後の高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画の素案審議の大ま

かなスケジュールについてご案内いたします。 
 本日、ご審議いただいた内容は、計画の第１章から第３章の部分となりま

す。ここがいわゆる総論といわれる部分となります。 
 次回の協議会では、主に高齢者福祉計画部分である第４章のご審議をお願

いすることになります。一部第５章もあると思いますが、その次の第４回の

協議会では、主に介護保険事業計画部分である第５章及び第６章についてご

審議をお願いすることとなります。また、パブリックコメントを広く求める

こととなりますが、第４回の協議会では、パブリックコメントを受けての修

正の審議もあるかと思います。 
 今年度最終回である第５回の協議会は、年明けを考えておりますが、答申

を頂戴したいと考えております。 
 今年度の介護保険運営協議会につきましては、ご審議いただく内容も多

く、ご負担をおかけすることになるかと思いますが、より良い高齢者福祉と

介護福祉の運営にご協力をいただきたいと思います。以上でございます。 
議長 ありがとうございました。 
染谷委員 ちょっと良いですか。議事録署名人をおおせつかっているのであれです

が、２番について事後承認ということだったのですが、さきほど事後承認を

皆さんに諮ったような記憶がないのですが。大丈夫でしょうか。 
議長 申し訳ございません。飛ばしてしまいました。 

これに関して皆さん、事後承認ということでよろしいでしょうか。 
各委員  《 異議なし 》 
議長  不慣れなもので申し訳ございません。染谷委員に助けていただきました。

ありがとうございました。 
 それでは、本日予定していた議事が終了しました。これをもちまして議長

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 ありがとうございました。 

それでは、次第４のその他でございますが、次回の第３回介護保険運営協

議会についてのご案内がございます。 
まず、開催日程については、平成２９年１０月２６日木曜日１３時１５分、

本日と同じ時間を予定しております。会場につきましても、本日と同じ鷲宮

総合支所４階会議室を予定しているところでございます。こちらについては

決定しだい改めて開催通知を送付いたしますので、よろしくお願いしたいと

存じます。 
それでは冒頭でも申し上げましたが、これより会長の選出の方をお願いし

たいと存じます。 
本日の会議では、冒頭で申し上げましたとおり、会長が不在でございます

ところから、本市の介護保険条例に基づきまして、副会長に議事の進行をお

願いしたところでございます。 
ただし、副会長の職務代理につきましては、あくまで臨時的な措置でござ

いますので、そこで、改めまして会長の選出をお願いするものでございます。 
なお、会長の選出にあたりましては、久喜市介護保険条例第１４条第３項

によりまして、委員の皆様の互選により選出していただくということになっ

ております 
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 改めまして、委員の皆様からどなたかご推薦等ありましたらお願いしたい

と存じます。よろしくお願いいたします。 
善林委員 副会長の木伏さんを推薦したいと思います。 

木伏さんは前任の大塚会長を副会長として的確に支えておられました。 
また、木伏さんは長年民生委員として活躍されておりました。その実績は

大きいと聞いておりますし、ご家族の介護にも尽くされたご経験をお持ちで

あると聞いておりますので、介護福祉についての造詣は深いと考えられま

す。さらに、本日の会議も的確に進行されておりまして、会長としてよいか

と思います。ご提案申し上げます。 
司会 ありがとうございます。 

ただ今、善林委員さんから木伏副会長を会長にというご推薦がございまし

た。その他にご推薦、ご意見等ございますでしょうか。 
各委員 《 異議なし 》 
染谷委員 １つ良いですか。互選をするという部分で、９月からの新しい委員名簿は

あるのでしょうか。委員名簿には団体等が入ったりしているのですが、新井

さんが入った新しい委員名簿はないのでしょうか。 
新井さん、お名前だけで字も分からないのですが。 

事務局 大変申し訳ありません。新井委員さんの入った名簿は、本日はご用意がで

きておりません。この場でお渡しすることができない状況でございます。 
染谷委員 ９月１日に委嘱したんですよね。 
事務局 大変申し訳ありません。 
染谷委員 前の委員さんは所属の団体とか入っていたので。 
新井委員  《 自己紹介 》 
司会  名簿のご用意がなくて、大変申し訳ございませんでした。 

 改めまして会長の方の推薦でございますが、ただ今、木伏副会長を会長に

というご意見がでております。先ほど、異議なしの声もございましたが、い

かがいたしましょうか。 
 木伏副会長を会長にということでよろしいでしょうか。 

各委員 《 異議なし 》 
司会  それでは、異議なしと認めさせていただきます。 

 また、会長の任期につきましては、委員としての任期と同様でございます。

来年の４月までの任期期間となりますのでご了承いただきたいと存じます。 
 それでは、木伏様が会長となられましたので、今度は副会長が空席となり

ますので、引き続き副会長の選出を皆様にお願いしたいと存じます。 
 副会長に関するご推薦等ありましたら、お願いいたします。 

木伏会長  私としては、早速にも新しく入られた新井委員が、副会長に妥当ではない

かと思います。 
善林委員  条例で定めはないのですか。ある協議会という組織では、会長が副会長を

指名するという規約を作っております。久喜市役所の他の課です。 
 私の提案ですと、結論は、会長に指名してもらったらどうかと思っていま

す。 
司会 条例では、会長及び副会長ともに委員の互選ということになっておりま

す。もちろん会長も委員の１人でございますので、会長からの推薦ももちろ

んありでございます。 
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木伏会長  では、私から副会長に新井委員を推薦したいと思います。よろしくお願い

します。 
各委員  《 異議なし 》 
司会  ありがとうございました。 

 それでは、新井委員を副会長ということでご承認いただけたものと認めさ

せていただきます。 
 改めまして会長になられました木伏様にご挨拶をお願いいたします。 

木伏会長  《 会長挨拶 》 
司会  ありがとうございました。 

 それでは、副会長になられました新井様からもご就任の挨拶をいただきた

いと思います。よろしくお願いいたします。 
新井副会長  《 副会長挨拶 》 
司会  ありがとうございました。 

 それでは、以上をもちまして本日の日程は全て終了でございます。 
 なお、次回以降の議題につきましては、改めて送付させていただきたいと

存じます。よろしくお願いいたします。 
 また、素案の審議の部分でございますが、こちらにつきましては、内容は

もちろんでございますが、誤字脱字につきましてもないような形で資料を提

供したいと考えておりますが、もし、そういったものがありましたら、ある

いは表現、文章の表現とかも、もっとこういった表現の方が良いのではない

か、そういったご意見でも結構でございます。ぜひご一読いただきまして、

ご意見をいただければ幸いでございます。よろしくお願いいたします。 
 それでは、以上をもちまして、平成２９年度第２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。 
 本日は大変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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