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１．開催状況 

（１）会議名  平成２３年度 木更津市介護保険運営協議会（第２回） 

（２）日 時  平成２３年１２月２２日（木）午後３時３０分から午後４時３０分まで 

（３）議 題  ①「木更津市高齢者保健福祉計画・第５期介護保険事業計画」（素案）について 

        ②その他 

（４）場 所  木更津市役所 ４階 会議室 

（５）出席者  委員：平野卓義委員、橋爪洋平委員、山口仁委員、石井志郎委員、池田利一委員、

松葉義勝委員、泉田季克委員、長田和恵委員、佐々木英幸委員、隈元志豊

委員、刈込憲治委員、江口一広委員、柳瀬登委員、森洋子委員、山本隆委

員、犬塚統生委員、本多孝治委員（合計１７人） 

         （欠席）長谷部猛委員、本橋典子委員 

事務局：伊藤福祉部次長、鈴木高齢者福祉課長、山口副課長、田中副主幹、 

相田副主幹、渡辺副主幹、伊藤主査 

            （株）富士通総研 稲永 

（６）傍聴者  ０人 

２．会議概要 

・伊藤福祉部次長あいさつ 

   本日は「木更津市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」（素案）についてご審議いただきま

す。本年度を最終年度とする第４期の計画では、５期型特別養護老人ホームをはじめ、地域密着型

介護サービスの自立を計画に盛り込み整備を進めてきました。 

平成 24年度～26年度を計画年度とする次期第５期計画策定にあたり、まずは平成 22年度に 1,500

人の高齢者や介護認定者を対象とした日常生活２次調査を行いました。この報告書は市のホームペ

ージで公表し、本協議会委員の皆様にも前回の会議でお配りしたものです。これらの調査の結果と

して、本市の高齢者および介護認定者の状況、居宅サービスや施設サービスなどの介護給付費を踏

まえて、本日素案を皆様にお示しします。 

委員の皆様には、次期計画においても介護保険事業がより充実した制度として安定した継続がで

きるようご支援・ご協力をお願い申し上げます｡ 

・橋爪会長あいさつ 

本日は第５期となる次期計画の素案が議題です。本年度を最終年度とする第４期計画は施設整備

に重点を置き、特別養護老人ホームの入所待機者などをできるだけ早く入所できるように対応した

計画でもありました。 

この３年ごとの介護保険事業の計画策定は、本市のみでなく保険者である全自治体が一斉に計画

策定をしているわけで、同時に国においては介護保険法および介護報酬の見直しがなされます。既

に報道されていますが、国では高齢化の進展や施設整備などの影響により、第５期保険料の全国平

均基準額は 5,000円を超えると見込んでいます。委員の皆様には、よりよい計画の策定に向け忌憚

のないご意見をお聞かせください。 



（１）「木更津市高齢者保健福祉計画・第５期介護保険事業計画」（素案）について 

議長：議題（１）について事務局から説明お願いします。 

鈴木課長：高齢者福祉課の鈴木でございます。 

それでは、私から、お手元の資料の「木更津市高齢者保健福祉計画･第５期介護保険事業計画」

（概要版）に沿ってご説明申し上げます。この計画は、平成２１年度を初年度とした、「第４

期介護保険事業計画」が、本年度で終了となりますことから、平成２４年度から平成２６年度

までの次期３カ年計画を策定するものでございます。 

これまで、６５歳以上を対象に、無作為に１，５００名を抽出し、「高齢者日常生活ニーズ

調査」に基づいて策定作業を進めて参りました。 

それでは、２ぺージをお開きください。１の「策定の背景」でございますが、第５期介護保

険事業計画では、木更津市基本構想の「ひとにやさしく、環境と調和し、誇りに満ちた創造の

まち きさらづ」を実現するための基本理念に基づく、基本方向の一つであります「健康で安

心できる生活づくり」を目標として、高齢者が地域で自立した生活を営めるよう、医療、介護、

予防、住まい、生活支援サービスが切れ目なく提供できるよう 各種、高齢者保健福祉施策を

推進するために策定するものでございます。 

２の「計画の基本的性格及び計画の期間」でございますが、まず、１点目の「性格」につき

ましては、この計画は、皆さんご存知のように、二つの関係法令に基づき策定する計画で、老

人福祉法第２０条の８による「老人居宅生活支援事業及び老人福祉施設による事業の供給体制

の確保に関する計画」と、介護保険法第 117 条に基づく｢介護保険事業に係る保険給付の円滑

な実施に関する計画」を合わせ、この二つを調和させ、策定するものとされております。 

３ページをお開きください。４の「将来推計人口」につきましては、平成１８年度及び平成

２３年度の住民基本台帳及び外国人登録者を使用し、生存率や出生率、更には転入･転出とい

った社会増減なども加味した、全国一般的に使用されている「コーホート要因法」に基づき推

計しております。 

  なお、本計画における重要な数値は、平成２４年度から平成２６年度までの推計人口であり、

平成２９年度～平成３５年度までの数値は、直接影響を示すものではなく、あくまでも、参考

程度に捉えて頂きたいと思います。そこで、人口についてでございますが、本年１０月１日現

在では、１３０，９１６人であったものが、平成２６年では、１３３，１４０人と２，２２４

人の増加を見込んでおり、伸び率といたしましては、１．７パーセントの増加となるところで

す。 

また、総人口に占める６５歳以上人口、いわゆる、高齢者人口につきましては、本年１０月

１日現在が、２９，４０９人でございましたが、平成２６年度では、３２，８８１人と３，４

７２人の増加になっているところでございます。 

また、高齢化率につきましても、本年１０月１日現在が、２２．５％であったものが、平成

２６年度では、２４．７％となり、概ね、４人に１人が高齢者となる見込みになります。 

次に、４ページをご覧ください。５の「要介護者等の推計」でございますが本年９月時点で

の要介護度分布をもとに、平成２４年度以降の要介護者等の人数を推計しており、平成２４年

度は、４，５１１人で、内訳は、要支援１・２が９２４人、要介護１～５までが３，５８７人、



平成２６年度では、４，８９８人で、内訳は、要支援１・２が１，０００人、介護１～５まで

が３，８９８人と見込んでおります。 

次に、５ページをご覧ください。６の「介護保険対象サービス量の見込み」についてでござ

いますが、ここでは、１）の居宅サービス、介護予防サービスの事業量見込みを、３ヵ年分を

掲載しております。これらの居宅でのサービスのうち、③の夜間対応型訪問介護、⑩認知症対

応型通所介護、⑯小規模多機能型居宅介護は、地域密着型の介護サービスでございます。 

夜間対応型訪問介護は、第３期計画時に事業者の募集をしましたが、応募がありませんでし

た。本市においては、通常の訪問介護などのサービスで対応ができており、夜間に訪問するサ

ービスのニーズは、低いものと判断し、第５期計画期間においても整備は行わず、事業量は見

込んでおりません。 

さらに、この地域密着型介護サービスに、平成２４年度より⑰定期巡回・随時対応型訪問介

護看護と⑱複合型サービスが新設されます。 

⑰の定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、要介護高齢者の在宅生活を支えるため、日中、

夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が密接に連携しながら、短時間の定期循環型訪問と随時の

対応を行うものであります。⑱の複合型サービスは、現在の小規模多機能型居宅介護に訪問看

護を一体化し、医療ニーズの高い要介護者への支援を充実しようとするものであります。これ

ら新設の地域密着型サービスについては、これから、国において介護報酬など示される状況で、 

未確定の事項が多いため、第５期計画中はニーズの調査及び検討を行い、整備しないため、事

業量は見込んでおりません。 

次に、６ページをお開きください。２）では、施設系・居住系サービスの事業量見込みを提

示してございます。現在の第４期計画では、広域型特別養護老人ホーム３施設 250 床、地域

密着型特別養護老人ホーム１施設 29 床、認知症対応型共同生活介護（グループホーム）１施

設９床の整備を推進したところであります。 

一般論として、入所施設の新設は、介護保険料の算定に大きく影響することとなりますので、 

第５期計画においては、地域密着型サービスの整備を考えており、広域型施設については、計

画をしてございません。 

３）地域密着型サービスの整備目標でございます。認知症対応型通所介護（認知症デイサー

現ビス）は、第４期計画において、１施設 12 名定員が開所しますので、第５期計画での新規

整備は予定しておりません。 

小規模多機能型居宅介護は、現在、市内に２箇所ありますが、新たに２箇所整備を予定する

ものであります。 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（小規模特養）については、新規３箇所となっ

ております。この内訳は、第４期に整備予定であった同仁会（木更津病院）が、整備を行う土

地の関係で、第５期の計画へ延期となりましたが、すでに、千葉県より市へ補助金内示が出て

いる状態でありましたので、県との協議により、同仁会にかわり、市長決定で次点であった天

祐会を採択とし、第４期計画で整備することに市長が決定いたしました。このことは、すでに

皆様へ文書でお知らせしてあるとおりでございますが、早急に決定する必要がありましたので、

直接ご説明する時間がなく、文書での報告となったことは、ご容赦くださるようお願いいたし



ます。 

その結果、天祐会の着工が遅れ、第４期計画の事業ではありますが、第５期計画期間内の平

成２４年８月頃に開所と見込まれますので、給付費算定の都合上、新規３箇所のうちに加えて

あります。 

また、第５期計画中の新規整備としては、延期となった同仁会に加え、新たに１法人を公募

し、２施設を整備する目標を立て、合計で新規３箇所となっております。 

なお、現在の小規模特養は金田地区にあります「さざなみ苑」１箇所でございます。この既

存の１箇所と新設３箇所で、平成２６年度目標値が合計が５箇所となり数字が合わない理由を

ご説明します。広域型特別養護老人ホームとして、社会福祉法人梅香会（重城病院）が整備す

る「矢那梅の香園」９０床の施設については、平成２２年に県の許可を得て、整備を始めまし

たが、その整備途中の平成２３年９月１日に施設基準等が一部改正されました。 

内容としては、資料１をご覧ください。指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に

関する基準の一部改正の２ページ「２ 改正の概要 （１）施設類型上の取り扱い」に記載さ

れているとおり、一部ユニット型施設等の類型を廃止し、別々の施設等として認可、指定また

は許可を行うこととなりました。 

これにより、矢那梅の香園の９０床は、一部ユニット（個室）として１８床、相部屋の多床

室７２床分を別々に認可、指定することになり、更に、ユニット個室が３０床未満の場合は、

地域密着型サービスとして市が指定することとなりました。矢那梅の香園は、今年度中に開所

予定でありますので、したがって 第４期計画中には「さざなみ苑」２９床と「矢那梅の香園」

１８床が小規模特養として存在することとなりました。これが、整備合計５箇所となる理由で

ございます。 

最後に、認知症対応型共同生活介護（グループホーム）は、第５期計画で１施設、９床を整

備しようとするものであります。 

次に、概要版の７ページをご覧ください。４）の「地域支援事業」でございますが、介護予

防事業、包括的支援事業、任意事業をそれぞれ実施しております。なお、表下の※印部分に記

載してあります、新規事業の介護予防・日常生活支援総合事業の実施につきましては、要綱の

詳細が明らかになってから検討して参ります。 

５）の地域包括支援センターにつきましては、現在、中部地域、西部地域、南部地域、北部

地域と４つの区域に分け、センターを設置し、すべて委託となっております。区域等の詳細に

つきましては、10 ページの〈参考１〉に掲載しておりますので、後ほどご覧ください。 

８ページをご覧ください。７の〔１〕「介護給付費等対象サービスの事業費の見込み」につ

いてでございますが、各年度の合計欄をご覧頂きたいと存じますが、ここには記載してござい

ませんが、平成２３年度予算額では、約６４億４，３００万円であったものが、平成２４年度

予算額では、７１億６，０６３万２千円、２３年度対比、７億円の増加となり、平成２６年度

では、１５億８，９０１万２千円増額の８０億３，２０１万２千円と、大幅な増額となってい

るところでございます。それぞれ、サービス別の３年間の合計額は、居宅サービスの事業費が、 

３年間で 103 億 9,186 万 8 千円、施設サービスの事業費が、同じく 97 億 8,347 万 2 千円、居

宅介護支援給付等のその他のサービスの事業費が、同じく 27億 181万円と見込んでおります。 



以上３年間の給付費総額といたしましては、228 億 7,715 万円となる見込みになってございま

す。この、主な増額要因といたしましては、高齢者の増加に伴う、介護サービスの利用者の増

加と、第４期計画に基づいて整備した特養２５０床の増設等が、増額の主な要因と考えられる

ところでございます。 

次に、２）の「地域支援事業の事業費の見込み」でございますが、３年間の事業費の総額は

4 億 5,720 万 1 千円の見込みでございます。以上、介護サービス事業費と地域支援事業費の合

計で約 233 億 3,400 万円と見込んでいるところでございます。 

次に、８の「保険料の設定」についてでございますが、第１号被保険者の保険料は、地域区

分の改定に伴う 介護報酬の増加、並びに介護人材確保の基金廃止に伴う保険料の増加が懸念

されている中、現行保険料区分の第８段階９区分を継続し、設定していくこととしております。 

なお、介護給付費準備基金の取崩し額は、１億 3,000 万円を想定しており、この保険料算定

式により、第１号被保険者の保険料基準月額保険料は、現段階で、4,790 円と見込んでおり、

現在の基準月額保険料 3,990 円に対し、金額で 800 円、率として 20％の増加となっておりま

す。 

この主な増額要因といたしましては、先ほど、ご説明申し上げましたとおり、高齢者の増加

に伴う、介護サービス利用者の増加や、第４期計画での、介護施設２５０床の増設等による、

給付費の増額が予想されることが、要因でございます。 

  ちなみに、国では基準額の平均を約 5,200 円と見込んでおり、新聞等の情報によりますと、

千葉市は 4,900 円、横浜市は 5,200 円を見込んでいるようでございます。 

なお、厚生労働省からの情報では、地域区分の見直しと介護従事者処遇改善交付金の廃止に

伴う介護報酬の見直しが検討されているようであります。地域区分の見直し案によりますと、

現在、本市では１単位の介護報酬が１０円となっておりますが、平成２４年度からは１単位が

３％増額、平成２７年度からは６％増額となる見込みであります。 

また、介護従事者処遇改善交付金廃止により、それを補填するため、一部介護サービスの報

酬が２％程度アップすることも検討中と聞いております。 

現在、お示ししております介護保険料 4,790 円は、このアップ分を含んで算定しております。

介護報酬改定等の国での正式決定は、年明けになると県より聴いておりますので、その結果に

より、介護保険料の見直しをする予定であります。 

次に、９ページをご覧ください。９の「介護保険対象外サービスの事業」についてでござい

ますが、介護保険対象外事業として、現在、本市が取り組んでいる保健事業や老人福祉事業を

掲げたものですが、引き続き、推進を図っていくこととしております。 

  次に、１０ページをお開きください。ここでは、市内を４分割にした「日常生活圏域の区域

図」と「地域包括支援センターと担当圏域」を掲載してございますので、後ほどご覧いただき

たいと思います。 

なお、本日、お示ししたものは、素案の段階でございます。今後、パブリックコメント等に

より、市民の皆様のご意見をお聞きし、事業量や事業費等の更なる精査を行い、本年度中に策

定する予定でございます。パブリックコメントは、平成２４年１月６日から２月４日まで行い

ます。この期間中に平行して、委員の皆様からのご意見も受け付けます。本日、お手元に意見



提出用の用紙をお配りしておりますので、素案本編を確認のうえ、ご意見がありましたら、お

寄せくださるようお願いいたします。提出方法等は、用紙に記載のとおりでございます。よろ

しくお願いいたします。 

なお、今回の計画素案に掲げました事業につきましては、各年度の予算編成を経て、行われ

ますので、今後、多少の変更はあるかと存じます。 

  また、今回の第５期計画に伴う保険料等につきましては、最終的には、平成２４年３月の市

議会定例会において、条例を改正することになります。委員の皆様には、パブリックコメント

が終了し、とりまとめが終わった後、３月議会開催前にもう一度、運営協議会を開催する予定

ですので、よろしくお願いします。 

私からの説明は、以上でございます。宜しくお願い申し上げます。 

 議長：ご質問、ご意見がありましたらどうぞ。 

本多委員：４点伺います。３ページの人口予測について、木更津市第４次総合３か年プランが 23 年

～25年までありますが、その人口との整合性についてお伺いします。 

   ４ページの要介護者の推計については、第４次計画のときの各年の要介護認定率、21年度 14.41％、

22年度 14.48％、23年度 14.5％、比べると下がっていますが、その下がった主な要因は何か。 

   ８ページ、介護給付は 40 億円ほど前期と比べて低くなっています。地域支援事業のほうはほぼ

横ばいという感じです。４億 5,200万円ぐらいでしょうか。これは本来、こちらに力を入れるよう

な感じを持っていたのですが、これくらいの増加額にした理由は何か、もう少しこちらに力を入れ

るべきではないかと思うのですが、その辺を伺いたいと思います。 

   ７ページですが、地域支援事業の中で平成 17 年に高齢者虐待防止法が制定されました。今、地

域包括支援センター等にどれくらいの相談件数が挙がっているのか教えてください。 

山口副課長：人口推計として３か年プランを担当する企画課で設定している人口と介護保険即ち実際

の人口との推計方法が違います。企画課はあくまでも人口を多く取る設定をしています。介護保険

は現状をそのまま押していくような形です。 

本多委員：市の同じ計画です。木更津市第４次総合３か年プランは市の底上げ計画、これは介護保険

計画、同じ公に出す数字が違っていていいのかという疑問なのです。 

山口副課長：市内部からもそのような意見が出て企画課と相談しましたが、企画課はあくまでも人口

を優位に取るような推計方法でしか取っていない。介護保険のほうは将来の人口推計に基づいて出

していますので若干、企画課よりは少ない数値になっています。 

鈴木課長：企画課と調整を行ったのですが、企画課ではあくまでも推計ではなくて目標値というよう

に捉えているようです。介護保険事業計画の中では平成 18年度と平成 23年度の住民基本台帳と外

国人登録者台帳に基づいて推計しています。企画課はあくまでも市の将来の人口をこういうふうに

持っていきたいという人数です。目標と推計の違いというように理解していただければと思います。 

本多委員：同じ市の目標値があって、市のほうはこの数値で行くのだということを決めれば、それは

１本で行くべきではないですかということです。 

橋爪会長：４ページ、要介護認定について。認定の数が減ったということですね。 

本多委員： 認定数が減った認定率の設定。その辺の原因を教えてください。 

橋爪会長：認定の基本が厳しくなったということですね。要するに要支援１から外れるような方が多



いということです。それが原因ではないでしょうか。 

本多委員：４期の計画のときは、この認定率が高かったのです。今回はそれが下がっているので、そ

れが介護予防事業とか地域支援事業を引いてきたのであれば、その辺を確認したかったわけです。 

稲永コンサルタント：この作業を市の方々とやってきました。概要版の３ページの高齢者人口の推計

に 65歳～74歳未満と 75歳以上の将来推計人口を書いています。要介護認定者の推計は、男女別お

よび年齢５歳階級別、ただ 40歳～64歳の方は１つですが、そういう形で推計しています。 

将来的には 75歳以上の人口の伸びが大きいと思います。しかし、ここしばらくの間は 65歳～74

歳と高齢者のうちでも比較的年の下の方が増えます。その方々は要介護認定率が低いのです。 

ですから、そこの層がどんと増えるので総体的に要介護認定率が減っているという形になります。

そういう推計の仕方や人口の張り付き具合が一番大きいと思います。確かに介護予防事業は市のほ

うでも一生懸命やっていますが、それが数字として認定率が何パーセントも減るという、そこまで

の効果は出にくいというのが実際のところでした。 

本多委員：わかりました。 

相田副主幹：虐待の相談件数ですが、虐待として認定した件数は 20 件ほどです。地域支援事業に力

を入れるにあたって、次期計画においても４期と同じような内容を考えています。 

本多委員：地域支援事業の枠組みの額については、保険給付費が増えれば、その何パーセントという、

そういう通達だと思うのです。予算の取り方が。それがほとんど増えていないというのが疑問なの

でそれをお聞きしたかった。 

鈴木課長：８ページですべて２パーセントとなっていますが、これは特別会計になっています。その

事業費の２パーセント以内にと決められているようですので、額的にはその範囲内と設定していま

す。これからは地域支援事業が盛んになっていかなければいけないとは考えています。 

本多委員： つまり事業費の全体枠を変えなかった。２パーセントだからということですか。 

鈴木課長：そういうことです。 

本多委員：了解しました。 

山本委員： ２点あります。８ページの保険料ですが、今回もだいぶ月額料金が上がりますが、こう

やっていると未来永劫どうなってしまうのか。無尽蔵に月額が上がっていくということなのでしょ

うか。それとも 5,000円程度で押さえられるのか、なぜこうなってしまうのかということを考える

と、システム全体がせっかくよい計画をつくっていても、上がっていくというシステムが、我々支

払い側から見ると合点がいかない、先が恐ろしいという点があります。そこのところをわかる範囲

で教えていただきたいと思います。 

   それともう１点、これは素案の７ページ、生活環境の整備というところで、3.11の震災というこ

とを左のほうに書いてあります。「計画的な食料などの云々」と書いてありますが、計画的な食料

というのは何を指しているのか。また備蓄という部分、具体的なハードのことを指しているのでし

ょうか。どこにどの程度の平米で造るのか、またデジタル化することによって高齢者が安心して快

適に暮らせるのかということで、このように具体的に書いてある部分があるのに、ここだけが抽象

的なので。言っていることは 100パーセントわかりますが、具体的なスケジュールとか、こういう

備蓄の施設を造っても高齢者が本当に非常時に取りに行くことができるのかとか、食料などの管理

はどうするのか、こういうことをやることによって、本当に高齢者が快適に暮らせるのかというこ



とが、この文章では読めなかったということがあります。 

   ７ページ、生活環境の整備で、「交通事故や犯罪に巻き込まれないように」と書いてありますが、

具体的に何を指しているのか。この上のほうはバリアフリー化とか具体的に書いてありますが、「生

活環境の整備を図ります」の部分がわかりにくい。素案ですからこれから錬って具体的に落として

いくという話ですが、わかる範囲で教えていただきたいと思います。 

渡邉副主幹：１点目の保険料のところですが、確かにこのまま推移していけばもう保険料は跳ね上が

っていく一方です。 

今年の 11 月 30 日に社会保障審議会で取りまとめた資料の観点からご報告します｡第６期、次期

計画での制度改正について検討していく資料です。その中に、現行の公費負担については 50 パー

セントですが、それにプラスして賄っていこうではないか。 

２点目は、支払うほうだけ上げるのはどうなのだと。利用者の負担割合をそろそろ引き上げるべ

きではないか。もしくは一定の高所得者について利用負担の引き上げ等はやむを得ないのではない

か。こういったところが議論されています。第６期計画で制度を見直すという検討を進めていると

いう資料がありますのでご理解いただければと思います。 

山本委員：システムを若干変えていこうというテーブルに、今着いているということですね。 

渡邉副主幹：それをやるかどうかについてはまだです。議論はされているということです。 

山本委員：それは 11月 30日から始まったのですか。 

渡邉副主幹：それ以前のものをまとめたものが 11月 30日付けで公表されたということです。 

山本委員：我々にわかるような制度の内容、例えばホームページはあるのでしょうか。 

渡邉副主幹：厚生労働省のホームページにこういったものが出ています。 

山本委員：わかりました。 

橋爪会長：２点目、交通事故等についてはいかがですか。 

山本委員：それから 3.11 のことで、総論は素晴らしいのですが、具体的な内容が見えません。これ

は素案ですが、これがきちんとなったときに、具体的に生活環境の向上になるのか、特に高齢者に

とって本当に住みよい地域社会になっていくのかということが見えてきません。ただ書いてあるの

であれば載せる必要はないと思います。具体的に何かを構築していくという具体性があればいいの

ですが、今ある備蓄設備（ハード）を変えていくのか、もっと増やしていくのか、何をそこに入れ

ていくのか、誰が管理するのか。 

田中副主幹：例えば道路や公共施設のバリフリーは、建築、土木、都市整備の分野で計画を持ってい 

ます。交通安全とか防犯については生活安全の市民部で個別の計画を持っています。   

 ３月に発生した東日本大震災は介護保険にも大きな影響を与えていますが、実際に大きな震災が

起きたときに避難や備蓄にどのような方法があるか、あるいは防災の計画はどのようにするのかと

いうことについては、防災関係で計画をつくっています。 

この介護保険事業計画上では言葉が足りませんが、その辺と随時連携を取りながら高齢者が安心

して生活できるような計画の盛り込みをしていきたいと考えています。 

（２）その他 

  議長：その他として事務局より報告をお願いします。 

山口副課長：私から、国の介護保険法制度の動向などについて、数点、ご報告いたします。 



お手元の資料２をご覧ください。これは、第５期計画に関係する介護保険法等の一部を改正した

概要を示したものです。このなかには、先ほど計画案の説明でお話した、新設の地域密着型サービ

スの概要が、４ページと５ページに、介護予防・日常生活支援総合事業の概要が６ページに記載さ

れてます。後ほど、ご覧ください。 

１４ページですが、高齢者住まい法の改正が今年１０月２０日に施行され、高齢者専用賃貸住宅、

高専賃などが廃止され、これらが、サービス付き高齢者向け住宅か有料老人ホームとなります。こ

のサービス付き高齢者住宅と介護保険の連携イメージがここで紹介されております。このサービス

付き高齢者住宅は、基本的に民間市場に任せるスタンスであり、特に県や市で総量規制などは行い

ません。高齢者住まい法の改正後、市の窓口にも数件の整備の問い合わせがありましたので、今後、

市内で整備がなされるものと推察されます。 

１８ページをご覧ください。保険料の上昇の緩和ですが、先ほどご説明したとおり、国では、第

５期の見込みを５，０８０円から５，１８０円程度と見込んでおります。グラフをごらんいただく

と、第５期では、自然増と１６万人分の緊急基盤整備、つまりは介護施設の整備を行ったことによ

る影響と、そのうえに、処遇改善交付金の廃止に見合った分の介護報酬分２％の上積みとなってお

ります。 

この急激な介護保険料の上昇を緩和するため、財政安定化基金として県に積み立ててあったお金

を取り崩して、各市町村に配分し、介護保険料に補填することとなりました。本市へ入る取り崩し

分は、１２月１９日付けで千葉県から、金額の提示があり、本市には、約５，７００万円が戻って

くる旨、連絡がありました。 

本日お伝えした介護保険料４，７９０円の金額には、この補填を反映しておりません。したがっ

て、これが来年に返還が正式に確定すれば、介護保険料は若干ではありますが、引き下げることが

可能となります。 

２０ページをご覧ください。条例への委任でございますが、地域主権戦略大綱により、関係法が

改正され、第１次一括法、第２次一括法で、地域密着型サービス等において、現在、国において示

されている運営基準を市の条例で定めることとなります。 

この条例制定については、本来は平成２４年４月からですが、１年間の猶予期間がありますので、

本市においては、この経過措置を使い、平成２５年度からの条例施行をめざす予定でございます。

猶予期間は、省令の基準を条例の基準とみなす経過措置となっております。 

また、資料にはありませんが、第２次一括法で、主たる事務所と施設が本市にある社会福祉法人

の指定・検査・命令等が、平成２５年度から市の権限となります。 

以上が、ポイントでありますので、持ち帰りお読みいただき、第５期計画素案をご覧になる際の

参考にしてくださるようお願いいたします。 

そのほかの報告として、東日本大震災により、本市に避難等をされた方についてお知らせします。 

現在、把握している高齢者は、１６名おります。これらの方々には、介護保険料を免除とし、介護

サービスを利用している方には 介護給付費１割負担分の免除など、国の支持にしたがって対応し

ております。 

次に、特別養護老人ホームの入所待機者数について、お知らせいたします。平成２３年７月１日

現在、入所待機者は、５３０人です。１月１日現在で、５６５人でしたので、半年で待機者は３５



人減となっています。この減の要因は、待機している間にお亡くなりになった方が５５人と多かっ

たことによります。待機者５３０人の待機場所の内訳は、居宅が２８３人、病院が３４人、老人保

健施設が１６４人、療養型病床が９人、養護老人ホームが１人、その他有料老人ホームや高齢者専

用住宅などが３９人となっております。介護度の内訳は、要介護１が５５人、２が８８人、３が１

３９人、４が１３０人、５が１１８人となっております。 

最後に、この協議会の部会のひとつ、地域密着型サービス事業所部会のメンバーの皆様にお知ら

せします。現在、請西に社会福祉法人天祐会が整備しているグループホームと認知症デイサービス、

それと、矢那に梅香会が整備している広域特養のユニット部分については、地域密着型として市が

指定をするため、施設が完成したのち、部会を開催し、事業者指定のためのご審議をお願いするこ

とになります。来年３月までに、準備が整いしだい、順次、部会開催のご案内をしますので、あら

かじめご承知おきください。参考まで、地域密着型部会のメンバーは、江口部会長、長谷部委員、

池田委員、松葉委員、隈元委員、山本委員、本多委員です。 

なお、もうひとつの苦情処理部会については、検討をお願いするような案件はありませんでした

ので申し添えます。 

以上、ご報告申し上げます。 

議長：委員の皆様から、何か情報提供などがありますでしょうか。 

（発言なし） 

議長：以上で本日の介護保険運営協議会はこれで終了します。ご苦労様でした。 

 


