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平成 29年度第２回 

みよし市介護保険運営審議会 

 

日 時 平成 29年 10月６日 午前 10時 00分から午前 11時 20分まで 

場 所 市役所３階 研修室４・５ 

次 第 １ あいさつ 

２ みよし市介護保険運営審議会 

（１）協議事項 

みよし市第７期高齢者福祉計画兼介護保険事業計画骨子（案）について 

（２）報告事項 

 平成 28年度介護保険事業の実績について 

３ その他 

 

１ あいさつ 

会  長：皆さま、おはようございます。もうすぐ選挙がありますが、介護保険のあり方に直

接的、間接的に影響があるかもしれません。いろいろな側面から関心を持って見守

っていきたいと思います。 

２ みよし市介護保険運営審議会 

（１）協議事項 

「みよし市第７期高齢者福祉計画兼介護保険事業計画骨子（案）について」 

会  長 みよし市第７期高齢者福祉計画兼介護保険事業計画骨子（案）について、事務局か

ら説明をお願いいたします。 

事 務 局 みよし市第７期高齢者福祉計画兼介護保険事業計画の骨子（案）について説明しま

す。お手元の資料「みよし市第７期高齢者福祉計画兼介護保険事業計画 骨子（案）」

をご覧ください。 

この資料は、骨子案として作成していますが、最終的には第７期計画書として完

成させるものです。 

２ページをご覧ください。この計画は、「第１章 高齢者施策の現状と課題」、「第

２章 計画の概要」、「第３章 重点的な取り組み方針」、３ページに移りまして「第４

章 高齢者福祉サービス等の実施目標」、「第５章 介護保険事業量等の推計」、「第６

章 計画を円滑に推進するための方策」、「第７章 高齢者施策の長期構想」の計７章

から構成しています。今回は骨子（案）ということで、第７期計画の要点について

説明します。 

続いて４ページをご覧ください。「１ 計画策定の背景」です。 

平成 29 年６月２日に介護保険法の一部が改正されました。主な内容は、「自立支

援・重度化予防に向けた保険者機能の強化」「医療・介護の連携」「地域共生社会の

実現に向けた取り組みの推進」「高所得者層の３割負担の導入」「介護納付金への総

報酬割の導入」となっています。これらは、高齢者の自立を支援し、要介護状態の

重度化を予防することなどを通じて、制度の持続可能性を確保し、必要な人が必要

なサービスを利用できる状態を実現することを目指した改正と考えられます。 

また、「地域共生社会の実現」という概念が示され、高齢者だけでなく障がいのあ

る人なども含めた地域社会づくりが求められます。これまで、高齢者福祉や介護の
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分野で考えられていた地域包括ケアシステムをより広い考え方で進めていくことが

必要となります。 

以上の点を含めて、第７期計画の主なポイントについて説明します。 

「１－１地域包括ケアの深化と推進」の「①自立支援・重度化予防に向けた保険

者機能の強化」として、高齢者の現状やサービス利用状況、介護予防への取り組み

の結果など、これまでの実績データなどを活用し、効果的な自立支援や重度化予防

の取り組みを行う必要があります。 

続いて、「②医療・介護の連携の推進」として、医療と介護の専門職同士の連携を

進めることに加え、日常的な医学管理の看取り等の機能と生活施設としての機能を

兼ね備えた新たな介護保険施設「介護医療院」が創設されました。 

続いて、「③地域共生社会の実現に向けた取り組みの推進」として、“我が事・丸

ごと“の地域共生社会の実現を目指す概念が示されました。具体的には、地域福祉

を進めるとともに、高齢者と障がいのある人が同一の事業所でサービスを受け易く

する新たな共生サービスが創設されました。 

続いて、５ページをご覧ください。 

「④地域包括支援センターの機能強化」として、地域包括ケアシステムの核とな

る、地域包括支援センターの機能強化が求められます。市町村による評価が義務付

けられ、評価結果を踏まえた適切な人員配置などを通じて、地域包括支援センター

の質の向上を図る必要があります。 

続いて、「⑤認知症施策の推進」として、新オレンジプランの基本的な考え方であ

る普及や啓発などの関連施策の総合的な推進を介護保険制度に位置づけることとさ

れています。 

また、「１－２介護保険制度の持続可能性の確保」の「①高所得者層の３割負担化」

として、平成 30年８月から２割負担者のうち、特に所得の高い人の負担割合が３割

に引き上げられます。 

続いて「②介護納付金への総報酬割の導入」として、平成 29年８月分から、各医

療保険者が納付する介護納付金に総報酬割が適用されています。 

続いて、６ページをご覧ください。「１ 本計画の基本的な考え方」ですが、「①平

成 37年（2025年）までを見込む「中期的、長期的」な計画」として、第６期計画で

見込んだ各種指標を検証し、団塊の世代が後期高齢者となる平成 37年までにどのよ

うなサービス提供を構築し、高齢者をどのように支えていくかを見極めた上で、給

付費や保険料への影響を推計します。 

また、「地域共生社会の実現」という概念の下、地域包括ケアシステムを深化、及

び推進するとともに、介護保険制度を持続可能なものとしていくため、自立支援と

重度化防止への取り組みを重視します。 

続いて、「②みよし市版地域包括ケアシステム」の実現を目指す計画」として、こ

の計画は「みよし市福祉・医療・介護長期構想」に示した「みよし市版地域包括ケア

システム」の実現を目指す計画として位置づけます。地域包括支援センターを中心

に、福祉と医療、介護などの関係機関の連携を強化し、地域の高齢者を包括的、及

び継続的にケアしていくネットワークの確立と強化を通じて、高齢者だけでなく誰
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もが生まれ育った地域で安心して暮らすことができる地域包括ケアシステムを目指

します。 

続いて、「③多様なサービス資源の開発と充実を担う計画」として、既存の介護サ

ービスの充実のみではなく、現在は十分に提供できていない地域密着型サービスの

整備や介護予防・日常生活支援総合事業などの地域支援事業の充実などを利用者ニ

ーズを踏まえて検討します。特に、介護予防・日常生活支援総合事業については、

認定者だけでなく全ての高齢者を対象とした、介護予防に効果的な取り組みを開発

し、その充実を目指します。 

続いて、「④地域づくりと高齢者の地域参加を促す計画」として、高齢者が地域に

おいてさまざまな形で社会参加し、市民主体の支援活動の担い手として介護技術な

どの向上を図り、互いに信頼して助け合える人間関係を育むことなどを通じて、健

康で暮らし、介護予防を進めることができる地域づくりを目指します。 

これらが、この計画の基本的な考え方になります。 

続いて７ページをご覧ください。「２ 計画の性格と期間」です。 

計画の性格として、平成 27年３月に策定した「第６期高齢者福祉計画兼介護保険

事業計画」の目標の達成状況を検証し、その成果と問題点を客観的に分析、及び評

価するとともに、地域住民や関係団体などの意見も考慮し、本市の地域性を踏まえ

て、制度改正などに対応した計画を策定します。 

また、この計画は本市が平成 28年３月策定した「みよし市福祉・医療・介護長期

構想」の方向性と合致する形で策定します。この長期構想では、平成 28年から平成

32年までの期間を「基盤づくり」としています。そのため、本計画も、地域包括ケ

アシステムや福祉と医療、介護連携の基盤づくりに焦点化しています。 

さらに、老人福祉法に基づく「老人福祉計画」（本市においては「高齢者福祉計画」

といいます。）と介護保険法に基づく「介護保険事業計画」を一体的に策定すること

で、介護保険及び福祉サービスを総合的に展開することを目指します。 

続いて８ページをご覧ください。「２－２計画の期間」です。 

第７期計画は、平成 30 年から平成 32 年までを目標年度とする３か年計画となり

ます。また、平成 37年度の高齢者の状況やサービス水準を見込み、中期的、長期的

なビジョンを盛り込んで策定します。 

続いて９ページをご覧ください。「３本計画が目指すもの」です。 

この計画の基本理念ですが、第６期計画を継承し「ふれあいの社会 生きがいの

日々」とします。 

第６期計画では、高齢者社会の一層の進展に伴い、要介護等認定者が増加を続け

る中で「ふれあいの社会 生きがいの日々」を基本理念として掲げ、高齢者施策を

推進してきました。これは、高齢者同士のふれあいに加え、家族や世代を超えて社

会とのふれあいや生きがいを持つことで、高齢者の生活の質の向上を目指したもの

です。 

また、国が示した「地域共生社会」の概念においては、“我が事・丸ごと”をキー

ワードに、地域社会の課題を自分たちの課題として、その解決に積極的に参加する

ことが提案されています。本市がこれまで掲げてきたこの基本理念は、「地域共生社
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会の実現」にも合致するものと解釈していますので、第７期計画においても、この

基本理念を継承します。 

続いて「３－２基本理念と計画の体系」ですが、基本理念を中心に、制度改正の

ポイントを踏まえながら、次の３点の基本目標を掲げます。基本目標１として「生

まれてからずっと、安心して暮らせる地域づくり」、基本目標２として「福祉と医療、

介護の連携によるサービスの充実」、基本目標３として「生きがいを持って健康で暮

らせる地域づくり」です。 

続いて 10ページをご覧ください。こちらは計画の体系となっております。 

なお、各重点項目の取り組み方針や高齢者福祉サービス等の実施目標などにつき

ましては、現在策定中であり、詳細につきましては、11月末ごろ開催予定の審議会

でお示ししたいと考えております。 

以上で、みよし市第 7 期高齢者福祉計画兼介護保険事業計画の骨子（案）につい

ての説明とさせていただきます。 

会  長  ただいまの説明について、質問や意見はございますか。 

天石委員 第１章が現状と課題となっているが、危惧していることがあります。要介護１と２

の方は地域密着型介護老人福祉施設（地域密着型特養）に入れない形になっていま

す。申請を予定していた事業者も手を下げました。現状、施設に入れない人が増え

ています。他の施設にも入れないので、困っている人が多いという意見を聞ききま

すが、地域密着型特養は必要ということで取り組んだはずなのに、現状はどうなっ

ていますか。 

事 務 局 第６期計画で整備することを予定していましたが、事業者から辞退の申し入れがあ

りました。第７期で再度検討していきたいと考えています。 

天石委員 要介護１、２の人が困っているという相談はありませんか。第７期で計画するとい

うが、見込みはありますか。 

事 務 局 そこまで具体化できていませんが、整備する方向で検討していきたいと考えていま

す。 

宮本会長 いろいろな受け皿で支援する形で考えることが必要だと思います。第７期計画で慎

重に検討していきたいと思います。 

成瀬委員 平成 30 年度から３年間の事業計画を今回検討するということだが、現状分析はい

つ示していただき、次の会議をいつ開催する予定ですか。 

事 務 局 次回は 11 月を予定しています。その時は、パブリックコメントに関することを議

題としたいと考えています。 

成瀬委員 委員会での最終検討はいつになりますか。 

事 務 局 来年の２月を予定しています。 

新谷委員 パブリックコメントの時点では、第６期の検証ができていない状態ということだと、

十分な判断ができないと思います。現状分析や課題の把握ができないと難しいので

はないですか。 

事 務 局 パブリックコメントでは、広報紙の紙面の都合上、計画の内容を全て記載すること

はできません。現状分析や課題については、掲載するようにします。 

新谷委員 目次の第１章が「現状と課題」となっているが、課題が記載されていません。第７

期計画の主なポイントが７点あるが、どの点がみよし市のポイントなのかが明確に

なってない。 

事 務 局  今回の会議は、計画の骨子（案）ということで、概要について説明しました。次回

の会議で現状と課題を示します。本市計画の重点項目は、10ページで示しています。 



5 

事 務 局 今回の会議では、骨子案ということで、計画の概要について説明しました。次回の

会議では、本市の介護保険事業の現状と課題について検討していただきます。 

宮本会長 たくさんお話しいただきました。第１章に課題が書かれていないという点は大きな

ポイントになります。事務局には、どのように現状を把握して、どのような施策を

盛り込んだのかがわかるように整理していただきたいと思います。 

成瀬委員 来年の４月に医療と介護の制度改革が予定されているが、そうした内容はこの計画

にどのように反映させていくのか。 

事 務 局 地域医療計画は、県が来年策定します。内容については県と協議して、整合を図っ

ていきます。 

成瀬委員 愛知県の介護保険計画も変わりますか。 

事 務 局 愛知県が策定する介護保険事業支援計画についても、平成 30年から変わります。 

宮本会長 国が 30 年度までに進めようとしている項目は網羅されていると思いますが、どこ

まで進められるのかは見えにくい。やはり現状分析を踏まえて検討していく必要が

ります。全体のあらましは、これで良いかについてご意見はありませんか。 

成瀬委員 ９ページの「本計画が目指す点」は重要だと思います。しかし、今の案では弱いと

感じます。みよし市が若い時代はこの理念でよかったと思いますが、ふれあいと生

きがいの間をどうするのかが今後のみよし市には必要だと思います。10 年から 20

年先までを見据えた理念として、絆を大切にした基本理念を打ち出していく方がよ

いと思います。 

宮本会長 高齢期や晩年期を意識した理念を出して行ってもいいのかもしれません。もし可能

なら、基本理念をパブリックコメントで公募してもいいのではないか。 

天石委員 社会福祉協議会で今困っているのは、ゴミだし支援など、制度ではないことへのサ

ービス支援が必要になってきていることです。みんなで助け合う風土をつくる啓発

が必要なのではないかと思います。周りの皆が、自分に関心を持ってくれないとい

う孤独感を感じている高齢者が多いので、孤独にさせない、関心をもっていくとい

う視点を理念に盛り込んだらいかがですか。 

新谷委員 基本理念は大切なので、この場でも議論してからパブリックコメントにかけるべき

だと思います。 

村上委員 今の基本理念は皆に該当するが、曖昧です。ここは介護保険審議会なので、介護や

高齢者にもっと焦点化したほうがわかりやすいと思います。 

久野委員 世の中が豊かになるほど人の絆が失われるように感じています。いきいきクラブに

入っている高齢者は約３分の１程度というのが現状で、入りたくない人が多いのも

事実です。今日の意見交換を通じて、いきいきクラブでもこうした点を話し合って

いく必要があると感じました。参加者が減少している理由は、役をやりたくないと

いう問題があります。役員の仕事が多すぎるという問題もあるのだと思います。 

宮本会長 この場で代替案をまとめるのは難しいので、各委員から個別に意見を出していただ

くとともに、事務局扱いとして次回に案を出していただくことで整理したいと思い

ます。 

 

（２）報告事項：平成 28年度介護保険事業の実績について 

会  長：平成 28年度介護保険事業の実績について、事務局から説明をお願いいたします。 

事 務 局：平成 28年度介護保険事業の実績について説明します。 

お手元の資料「平成 28年度介護保険事業の実績について」をご覧ください。 

 「１被保険者数等の推移」として、（１）高齢者人口と高齢化率をご覧ください。

この表は、各年度の３月末日現在の高齢者人口と高齢化率になります。平成 26年度
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では 16.4％であった高齢化率が、平成 28年度は 17.0％に上昇しています。 

また、75 歳以上の後期高齢者の人口が年々増加し、この３年間を見ると、約 1.5

割増加しています。 

続いて（２）は要介護等認定者の推移で、各年度の３月末日現在の要介護等認定

者数になります。平成 26年度では、第１号被保険者の要介護等認定者数は 1,096人

でしたが、平成 28年度は 1,178人と着実に増加しています。第１号被保険者の認定

率としては、11％前後で推移しておりますが、高齢者人口は伸びていますので、要

介護等認定者数も並行して増加しています。      

続いて、２ページと３ページは平成 26 年度から平成 28 年度の介護サービスの利

用状況です。 

２ページは利用実績として利用件数及び利用日数、３ページはその給付実績とな

っています。３ページの給付実績におきまして、上の表の要介護者のサービス実績

を見ると、介護老人福祉施設などの施設サービスは微減となっており、訪問介護な

どの在宅サービスは微増となっております。その中で、通所介護の給付費が大きく

減少していますが、これは平成 28年度から小規模の通所介護事業所が地域密着型通

所介護に移行したためです。 

次に下の表の要支援者のサービス実績を見ると、微増となっています。訪問リハ

ビリテーションについては減少していますが、これは訪問リハビリテーションの利

用者が減少したことによります。 

続いて、４ページをご覧ください。これは介護保険給付費の総額の推移をまとめ

たものです。総給付費とは、居宅サービス、施設サービス、ケアプラン作成料、住宅

改修費、福祉用具購入費、福祉用具貸与費が含まれた数字です。特定入所者介護サ

ービスは、非課税世帯などの要介護者等が、介護保険施設に入所、またはショート

ステイを利用したときの食費と居住費について補足給付として支給するものです。

高額介護サービス費と高額医療合算サービス費は、利用者が負担した利用負担額が

高額になった場合に負担上限額を超えた部分を払い戻すものです。審査支払手数料

は、審査支払を委託している愛知県国民健康保険団体連合会に手数料として支払う

ものです。 

これらの合計額を見ると、認定者数の増加とともに給付費の総額も増加しており

ますが、平成 28年度に支払った総額は約 16億 4943万円で、第６期計画の中で見込

んでいた金額は 21 億 107 万円ですので、計画値の 84.8％であり、給付費は想定の

範囲内となりました。 

続いて、５ページには、実際に使った給付費を、国、県、市、第１号被保険者及び

第２号被保険者がどのような割合で負担したかが載っています。 

最後に６ページは、介護度別の給付費をまとめたものになります。介護保険は原

則、要介護度が大きいほどサービス費用も高くなるため、１人当たりの給付費は介

護度が大きい人ほど高くなる傾向にあります。 

以上で、平成 28 年度介護保険事業の実績についての説明とさせていただきます。 

会  長 ただいまの説明について、質問や意見はございますか。 

村上委員 他の自治体との比較等がみられるとわかりやすいと思う。 

事 務 局 次回は高齢者人口が近い近隣市町と比較することを検討します。 
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宮本会長 事務局では、この結果から何か気付いたことがあるか。 

事 務 局 要介護者の施設サービス給付が減り、在宅サービスの利用が増えています。昨年度

実施したアンケートでも、在宅希望者が多かったので、傾向が一致しています。 

宮本会長 ２割負担の影響で平成 27年の施設サービス利用が少なくなったのかもしれません。

また、施設サービスは、供給が増えていないので、給付が増える要素がないのかも

しれません。 

新谷委員 地域包括ケアシステムという言葉がよく出ているが、実際には多くの市町村で進ん

でいません。みよし市の計画でも、どんな課題があり、どのようなスケジュールで

進めていくのかを明確化するべきだと思います。各方面から課題をお聞きして、そ

の解決のための施策が盛り込まれるとよいと思います。 

宮本会長 みよし市の地域包括ケアシステムの現状と課題を簡単に説明できますか。 

事 務 局 本市では、今年度より地域包括支援センターを３か所とし、第２層生活支援コーデ

ィネーター、在宅医療介護連携推進員、認知症地域支援推進員を配置しました。地

域に近いところで相談でき、実際に支援して問題を解決していくような形を目指し

ています。現状では、集まれる場がないとか、元気な人が力を発揮できる場がない

等の課題があります。 

天石委員 社会福祉協議会にも、いろいろな相談に来てくれる人が増えたと感じています。 

成瀬委員 みよし市民病院に併設する形で地域包括支援センターを作っていただきました。要

介護状態になる原因には、何らかの病気があることが多いと感じています。現状で

は、病院にできることに限界があるので、医療や介護、福祉の連携で支えていくこ

とを考えていく必要があります。要介護認定されるまでの期間は、ケアマネージャ

が介入できないので、医療や介護、福祉の連携で支える部分だと考えています。あ

と、在宅医療の件は、人材不足が現状だが、今後のニーズに応じて充実をお願いし

ていく必要があると思っています。 

鈴 木 (睦 )委 員 地域包括支援センターには、要介護状態になる前の人の相談が本当に多いと思いま

す。職員の時間外対応も多く、現場は疲弊しているのが現状です。 

会  長 他に意見がないようですので、本日の会議は終了とします。 

事 務 局 委員の皆さまには、長時間にわたるご審議ありがとうございました。次回の会議は、

「みよし市第７期高齢者福祉計画兼介護保険事業計画のパブリックコメントの実

施について」ご審議いただきたく、11 月上旬ごろの開催を予定しておりますので、

よろしくお願いします。 


