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様式第２号（第５条関係） 
平成２９年度第３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。 
ただ今から、平成２９年度第３回久喜市介護保険運営協議会を始めさせて

いただきたいと存じます。 
 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。どうぞ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

定によりまして、本会議が成立いたしますことを報告申し上げます。 
続きまして、会議に入ります前に、毎回申し上げていることですが、会議

の公開と会議録の作成についてご了解をいただきたいと存じます。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、本日の会議も公開といたしているところでご

ざいます。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、内容を録音させていただいておりますので、ご了解を

いただきたいと存じます。 
なお、本日の傍聴者につきましては、現在のところいらっしゃらないとい

うことでご報告申し上げます。 
それでは、開会に当たりまして、木伏会長からご挨拶を頂戴したいと存じ

ます。木伏会長よろしくお願いいたします。 
木伏会長  みなさま、こんにちは。今日はお忙しい中お集まりいただきまして誠にあ

りがとうございます。先日の台風２１号もこの辺はたいした被害もなく胸を

撫で下ろしているところですが、台風の被害に遭われた方達の一日も早い復

旧を願っているところでございます。今日もこんないい天気に恵まれました

が、また台風が近づいているということですので、皆様もこれから先気をつ

けていただきたいと思います。今日もまた色々と審議がございますが、皆様

の忌憚のないご意見を賜りたいと存じますので、よろしくお願い申し上げま

す。 
司会 ありがとうございました。 

それでは、本日の配付資料について、事務局の方から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頂き

たいと存じます。 

 次第の３、本日の議事でございます。 

 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１件の議題となっております。 

 なお、ここからは久喜市介護保険条例の規定によりまして、木伏会長に議

長となっていただきまして、議事の進行をお願いしたいと存じます。それで

は木伏会長、よろしくお願いいたします。 
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議長  それでは、ご指名でございますので議長を務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ご協力をお願いいたします。 

 まず、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。大熊

委員、善林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、議事の（１）「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」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。 
 ここまでで、事務局の説明に関し、委員の皆様でご意見はございますか。 

染谷委員 最後にご説明があったので敢えての話となって恐縮ですが、まとめの一番

下のところの「要介護度が全体として軽くなってきている」とアンダーライ

ンがあったところですが、これについてちょっと異論があったのですが、再

検討いただくということなので、よろしくお願いいたします。考え方とする

と、健康年齢が上昇といいますか、色々な意味で、他で活動しているのが効

果として現れているのかなということがあると思うので、介護度が軽くなっ

ているという書き方でない方がいいと思いましたので、ぜひ、よろしくお願

いします。 
稲田委員 参考資料の高齢者福祉計画の関係で、見込と実績をご案内いただいた件な

のですけれども、まず私は第６期の計画には関わっていないのでなんとも申

し上げられないのですけれども、まずは生活援助サービスとか寝具乾燥消毒

等サービスということで、周知が足りないという話をいただく中で、これを

平成３０年度以降の第７期についてはどのように周知していくのか、具体的

な案があるのかどうか、例えば今現在、１７件の見込で３件しかないけれど

も、事業が必要だから継続されているのだとは思うのですが、では、残り１

４件必要な人がいるはずなのにというところにおいては、どのように周知を

今しておられて、今後はどんな風にしていけば見込み数を達成できるのかと

いうところと、そもそも見込値がどういうふうに出されているのか分からな

いのでその部分と、平成２７、２８、２９年度と例えば寝具乾燥のサービス

を見ると、おそらく高齢者が増えるからということで見込を高く伸ばしてい

るのだと思うのですが、利用の割合が下がってしまっていますよね、件数は

変わらないですけれども。おそらく周知不足というところに集約されてしま

うと思うのですが、この辺り、市の方のお考え等があればぜひ伺いたいので

すが。 
事務局 生活援助サービス事業、それから寝具乾燥消毒等サービス事業の実績値が

だいぶ下がってしまってきているということで、ご意見をいただきました。 
生活援助サービスにつきましては、実績の方が平成２７年度では９件、平

成２８年度が４件、平成２９年度が推計ですけれども３件ということで、

徐々に利用される方の人数が減ってきているというところでございまして、

前計画で見込んだ値と比べますとだいぶ差が出てきてしまっているところ

で、先ほども説明の中で申し上げましたが、周知については現在のところ、 
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 方法としましては、広報くきの方に、高齢者サービスはこういったものがあ

りますということを掲載しておりますほか、ホームページでも同じように掲

載をさせていただいております。 
また、出前講座と言いまして、市民の方から介護予防についてですとか、

高齢者福祉サービスについてというようなことで、講義をしていただきたい

という要望があった場合は、出向いていってサービスの説明などをさせてい

ただいております。 
また、毎回ではないのですが、民生委員さんの定例会というものがござい

まして、民生委員さんの任期が切れて新しい民生委員さんに変わった時など

は、お邪魔させていただいて、高齢者福祉サービスの説明をさせていただき

まして、民生委員さんの方から、ご自身が担当している地区でこうしたサー

ビスが必要な方がいらっしゃれば紹介していただきたいというお話をさせ

ていただいております。 
あとは、窓口等で「わたしたちの介護保険」というパンフレットを配布し

たり、窓口に来たお客様に対して、こういったサービスがありますよという

説明をしたりしております。 
それから、ケアマネージャーさん達が集まる会議のような場で、説明を行

うということもございます。こういった形で周知・啓発を行っているところ

でございます。 
生活援助サービスにつきましては、久喜市の場合、平成２９年４月から総

合事業というものが始まったのですが、要介護認定を受けるまでに至らない

ような状態の方でも、基本チェックリストというものがございまして、この

チェックリストを受けてサービスが必要だと判断された方に関しましては、

介護保険の給付とは別に、総合事業の方で生活援助サービスと同様のサービ

スが受けられる状況になってきております。ということで、生活援助サービ

スの対象になる方は、要支援・要介護認定を受けていない方で、だけれども

少し支援が必要な方ということで、対象の範囲になる方というのが少なくな

ってきている現状がございます。そういったことが影響しているということ

と、最初は生活援助サービスを利用されていた方も、少しずつ機能が低下し

たりという理由があって、要介護認定を受けて介護保険のサービスに移行し

てしまっている方もいらっしゃると、こちらとしては考えているところで

す。 
ただ、今後、生活援助サービスにつきましては、現在のところは第７期計

画期間中におきましても、サービスの継続をしていくということは考えてい

るところです。第７期の期間中にこちらのサービスにつきましては、どのよ

うな形で継続していくかということは、検討していく必要はあると考えてい

るところでございます。 
寝具乾燥消毒等サービスにつきましては、こちらの方も段々と人数が減っ

てきているということですが、現状でははっきりとした要因はわかっていな

いところですけれども、引き続き様々な形で周知を行って、このサービスが

必要な方に利用をしていただけるようにしていきたいと考えております。 
淺川委員 先ほどの介護サービスの利用者が、介護度が全体として軽くなっていると

いう意見だったのですけれど、まあ、訂正ということですけれども、介護の

認定基準が以前と比べてだいぶ厳しくなってきているために、介護度全体が

低くなってきているということもあり得るのです。昔だったら認知が入っ 
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 ていれば、だいたい介護度は３か４になっていたのです。ところが今は介護

度が１から２くらいに下がってきているような現状があるので、そのために

介護度が全体として低くなってきている。また、介護度を受けてもサービス

を利用しない方が結構多いのですけれど、全体的にどれくらいのパーセンテ

ージの利用しない方がいますかね。 
あと、これは私の持論ですけれど、介護認定を受けて利用しない人は介護

度の申請を却下したらどうですか。それはできないんですか。そうしなけれ

ば結局、無駄なお金で審査しているわけです。それは前から何回も言ってい

るので、審査にはかなりのお金がかかりますので、一度認定を受けても１年

間利用しなければ、次の機会は継続ではなくて一旦据え置きということでで

きないものかちょっと聞きたいのでよろしくお願いします。 
事務局 ご意見ありがとうございます。まず要介護度の判定基準に関しましては、

久喜市だけではなくて、全国統一の厚生労働省から示された基準で判定とい

うことになっているところでございます。もちろん、久喜市もそれに則った

形でやっているところでございますが、今、淺川委員が言われたように、そ

もそも厚生労働省が決めている基準が、少し厳しく出るように変わった改正

がなされたという部分は確かにあるのかなと考えております。 
それから、利用していない方の割合ということですが、手元に詳細な資料

がありませんので、概数という形でよろしいでしょうか。今、認定を受けて

いる人が全体でだいたい６，０００人程度いらっしゃるのですが、そのうち

介護サービスを利用していないという方がだいたい８００人から９００人

程度、もちろん月によって若干の増減はあるのですが、だいたいここのとこ

ろはその人数で推移しているという状況でございます。 
最後の認定の関係につきましては、別の者からご説明します。  
淺川委員さん、ご意見ありがとうございます。 
介護認定は確かに、認定を持っていてサービスを受けていない方が概算で

８００人から９００人ということなのですが、介護保険の申請をされる権利

そのものは皆さんにありますので、確かに認定に関してお金もかかります、

調査員も出ていますし、なにより認定審査会委員には大変なご苦労をいただ

いているところではあるのですけれども、利用を受ける権利というところを

こちらがお断りすることは、今のところ出来ないと考えておりますので、今

後ともどうぞ、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 
淺川委員 納得はするのですが、審査している側としては利用しないのになんでまた

申請してくるのかというのはありますので、それが何年も続いている方もい

ますので、はっきり言って調査員だとか市役所の方とか我々も、まあお金も

かかることなので、その辺、数を減らせば、去年介護認定審査会が１２回だ

ったのが１３回に増えたんですよ、今年になって。だからその回数も減らせ

るのではないかと思って、そうすれば我々の出動機会も減るわけですから、

無駄な時間、というか時間が取れるわけですから。去年、介護福祉課長が来

て一生懸命増やす増やすと言ってたんですが、逆に減らす方向も考えていた

だければいいかなと思うのですが、いかがなものでしょうか。 
事務局 仰るとおり大変な労力をいただいて時間を割いていただいているところ

ではございます。しかしながら重ねて申し上げて恐縮ですけれども、サービ

スを今使っていなくても、いずれ使うかもしれないという思いで皆様更新の 
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 申請をされているところです。 
淺川委員 その点は、審査を早くもっていってしまえばいいわけだから、いずれ使う

ためにみんな早く介護保険の申請をしているわけだよね。 
事務局 窓口では十分に説明させていただいているところではあります。今必要な

いのであれば、必要となったときに申請するのが一番いいですよと。そうす

ればサービスを受けるときの適正な介護度が出ますので。ただそれでも、や

はり申請したいとご希望される場合にはこちらで断ることは難しくてです

ね、申請を受けているところでございます。なんとかですね、私どももそう

ですし皆様の手数を減らすのが一番良いと思っているのですが、今後そのあ

たりを考えながら進めていきたいと思っております。どうぞよろしくお願い

いたします。 
廣瀬委員 今の問題なのですけれども、やはり介護認定を申請してから認定が出るま

でにだいぶかかると。それだから早めに申し込んでおこうというのが、私ど

もの地域のサロンなどで出てくる話ですね。早く申請しておいて、いよいよ

のときには安心ねというような考え方が多いです。ですから、久喜市の認定

率が低いというのが喜びなのか、手間を省いて認定率が低いのか、その辺も

今はお話をお聞きしてどうなのかなと思います。認知症が進んでいる方も申

請もしないで、やはり結局は認知症があるひとり暮らしの方なのですが、ひ

どくなって民生委員が申請して大騒ぎした件があるのですけれども、そうい

う件もありますので早めに申請することはいけないものかなと、今のお話を

聞いて思いました。 
増田委員  資料１－１、施設サービスで平成２７年度と平成２８年度の比率が、介護

老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設が少しずつ減ってき

ているようなのですが、これはなぜでしょうか。 
事務局 人数でよろしいでしょうか。こちら３つの施設が載っていまして、介護老

人福祉施設は特別養護老人ホームということになるわけですが９０．１％、

平成２８年度は８９．２％、介護老人保健施設は９０．６％から８５．０％、

介護療養型医療施設は利用人数そのものが少ないという部分もあるのです

が、平成２７年度よりも平成２８年度のほうが比率としては少なくなってい

る、つまり計画における推計値よりも実績のほうが離れているという状況に

なっているところでございます。なかなかこの理由というのは分析が難しい

ところもあるのですが、１つは平成２７年度というのが第６期計画の最初の

年度で平成２８年度が２年目の年度というところで、実際にはこの数字とい

うのは平成２６年度に推計して計画を作成しているわけですが、先の年度に

ついては推計と実績に少しずつ乖離が大きくなってしまうという部分は１

つございます。その中で特養の利用の人数自体は増えているわけですが、老

人保健施設、いわゆる老健と呼ばれているもの、こちらは若干ではあるので

すけれども４，０７６人から３，９７７人とうことで減っているという実態

はございます。これが減少傾向にいくのか、１００人程度の違いということ

になるので、たまたま同じくらいの水準で若干上下している中の一部分なの

かは、大変恐縮ですがまだそこまでの検証はできていないところではありま

すが、基本的に施設サービスの利用の意向というのは現在でも大きいのかな

と考えております。ただ、先ほど申し上げた中でもあったように、私どもが

想定していた利用意向よりは施設よりも在宅の利用意向が大きかったのか

なと考えているところでございます。 
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増田委員  ありがとうございます。あと、実際に特養を希望される方が将来的に多く

なることは想像できるのですが、ここに載っている以外で民間のサービス付

高齢者住宅とか、他の種類のものにもだいぶ皆さん利用が進んでいるような

感じもしますので、決して、今特養が将来的にはということで増床ですか、

新規施設もできるということで、それは否定ではないんですが、実際には特

養じゃなくて、すぐ入れる違うものに行かれるというパーセンテージもさい

たま市あたりでも非常に多いと聞いていますので、そこも１つ参考にして計

画を立てていかないと、ただただ介護度３以上の方が増えるからもっとこう

いう施設を作りましょうという、今後のこういう公的なものばかり作っても

いずれこの比率というのは下がるんじゃないかというふうに現場では感じ

ています。 
宮地委員 私も老人保健施設をやっておりますけれども、今やはり利用者さん、待っ

ている方ですかね、特養の方もお待ちになっている人数がかなり昔は１００

人待っているとか２００人待っているとかってこともありましたけれども、

今はまったくそういうことは特養とかなくて、今は本当に１０人くらい待っ

ていればわりとすぐ入れるような状況になっているようでございます。うち

にも特養がございますので、たぶんそういう理由は、サービス付高齢者住宅

等がたくさんできていますので、お急ぎの方はたぶんそこにお入りになる方

も非常に増えてきているというのも感じております。それで居宅の介護サー

ビスのほうですけれども利用実績のほうがかなり伸びていて、これから地域

包括ケアシステムの設立のためには、やはり居宅の介護サービスを十分に充

実していく必要があると思うのですけど、前回も言いましたけれどもそれを

やるマンパワーというんですかね、そういうものがやはり非常に私たち事業

所をやっているものは、ものすごく景気もよくなっていていろんな職業とか

いろんなところで人手不足と言われていて、訪問看護とかがこれから地域包

括ケアシステムを行うためにはとにかく人手が必要になってくるときに、す

ごく人がいないのをどの事業所さんも感じているのではないかと思って、そ

こら辺の対策を十分にしていただけないだろうかというふうに思っており

ますが、久喜市はいかかでしょうか。 
事務局 前回も確かにこのお話いただきました。介護人材のことということで確か

に久喜市だけではなくて日本全国でもそうなのですが、非常に確保が困難に

なっている状態をどうしていくかというのが、介護保険制度における大きな

課題なのかなと私どもも感じているところでございます。本日これからご説

明する素案資料１－２のほうですね、第４章の素案のほうで、介護人材の部

分がございまして、こちらのほうも私どももいろいろ考えまして、ページで

言うと１８ページですね、こういった形の中で久喜市はどういった形ができ

るかというところで、現時点で可能な範囲のところでの計画の記載というの

をしてみたところではございますが、これはこの後、今日この場で皆さんに

ご審議いただきながらもっとこのような内容がいいんじゃないかとか、この

ような記述のほうがいいんじゃないかということについてご審議をいただ

ければというふうに考えております。 
議長 それでは事務局に資料１－２「平成２９年久喜市高齢者福祉計画・第７期

介護保険事業計画素案」について説明をしていただくことになります。今回

も分量が多いようですので、基本目標ごとに説明を分けていただけますでし

ょうか。事務局よろしくお願いいたします。 
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事務局  《 資料１－２に基づき、基本目標１について説明 》 
議長 ここまでの事務局の説明に対し、皆様、ご意見はございますでしょうか。  

《 意見なし 》  
それでは資料１－２の基本目標２について、説明をお願いいたします。 

事務局  《 資料１－２に基づき、基本目標２について説明 》 
議長  ここまでで事務局の説明に対して委員の皆様、ご意見はございますか。 
淺川委員 私は、医師会の人間として、往診してくれる医師がいないことは確なこと

ですが、今、久喜市では在宅医療の診療所というのが３件できました。久喜

在宅クリニックと県西在宅クリニック、ふたば在宅クリニックで、県西在宅

というのが茨城県の古河市に拠点を置いております。久喜在宅クリニックは

県西在宅から出た熊懐先生というのがご夫婦でやっています。ふたば在宅ク

リニックは石井先生といって、済生会の呼吸器内科にいらっしゃった先生な

んですけど、久喜の東口のひまわり皮膚科の上でやっていらっしゃいます。

その３件ができていますので、利用していただければいいかなと思います。

あと、医師会のほうも南埼玉郡市医師会に拠点を置いて、来年度から始まる

在宅医療拠点に関して、登録医を募っているところですけれども、なかなか

先生方忙しくて、一応登録している先生はいますが、夜中とか、専門ではな

いので在宅クリニックのほうにお願いするということはけっこうあると思

います。この間、南埼玉郡医師会の３市１町の在宅に関係する先生方と市の

方々が集まったんですけれども、私の感想だと久喜市が一番遅れているよう

な感想は持ちましたので、久喜はこれから赤岩課長を中心にどんどん出て行

くと思います。この間も看取りの訓練を我々やったんですけれども、厳しい

状態の時にどうしたらよいかという訓練もやっておりますので、来年に向け

て久喜市もしっかり体制を整えるようにしておりますので、皆さんのご協力

のほどよろしくお願いいたします。 
議長 それでは、資料１－２基本目標３について、事務局から説明をお願いしま

す。 
事務局  《 資料１－２に基づき、基本目標３について説明 》 
議長 事務局の説明に関して、委員の皆様からご意見はございますか。  

《 意見なし 》  
それでは、議事の（１）「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」については終了させていただきます。 
続きまして、議事の（２）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いたします。 
事務局 《 資料２に基づき説明 》 
議長 平成２９年度居宅介護支援業務委託事業者については、承認するというこ

とでよろしいでしょうか。 
各委員  《 承 認 》 
議長 承認といたします。 

以上をもちまして、本日予定をしておりました議事が終了となりました。 
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 
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 いました。 
司会  次第の４「その他」でございます。まず次回の介護保険運営協議会につい

てのご案内がございます。開催の日程につきましては、平成２９年１２月２

６日（火）１３時１５分を予定しているところでございます。会場につきま

しては未定でございますので追ってご連絡差し上げたいと思います。正式に

決まりましたら改めまして開催通知を送付させていただきますので、よろし

くお願いいたします。 
それでは、閉会に当たりまして木伏会長からご挨拶をお願いいたします。 

木伏会長 本日は皆様お忙しい中お集まりいただきまして、また、貴重なご意見をた

くさんいただきました。本当にありがとうございました。今日の会議も中身

の濃い会議に仕上がったかと思います。事務局の皆様には、委員の皆様のご

意見を宿題として持ち帰っていただき、よりよい計画作りに活かしていただ

きたいと思います。それでは簡単ではございますが、挨拶とさせていただき

ます。皆様、本当にご協力ありがとうございました。 
司会 以上をもちまして、平成２９年度第３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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