
会 議 録 

 

１．開催状況 

（１）会議名  平成２６年度 木更津市介護保険運営協議会（第１回） 

（２）日 時  平成２６年７月２４日（木）午後７時００分から午後８時３０分まで 

（３）議 題  ①地域密着型サービス事業所部会委員の指名について（辞職に伴う指名） 

        ②第５期介護保険事業の報告について 

        ③介護保険制度の改正について 

④特別養護老人ホーム待機者アンケート調査について 

⑤その他 

（４）場 所  木更津市役所 ４階 会議室 

（５）出席者  委員：平野康之委員、山口 究委員、山口 仁委員、福田豊稔委員、分目 茂委員、

武田幹夫委員、大野修治委員、安田満江委員、山口正仁委員、佐々木英幸委

員、高田秀一委員、刈込憲治委員、江口一広委員、柳瀬 登委員、森 洋子

委員、中原洋子委員、河村吉廣委員、（出席１７名） 

          （欠席）篠崎哲也委員 

事務局：奥出福祉部長、田中高齢者福祉課長、山口副課長、佐久間主任主事 

（６）傍聴者  ０人 

 

２．会議概要 

 ・委嘱状交付 

 ・福祉部長あいさつ 

 ・会長が議長となる。 

 

議長：地域密着型サービス事業所部会委員の指名については、平成２５年度第１回のこの運営協議

会で、地域密着型サービス事業所部会の委員として、泉田委員を選出いたしましたが、辞任され

ましたので、改めて選出いたします。選出につきましては、後任として委嘱されました、大野委

員にお願いしたいと思いますが、ご承認いただけますか。 

 （承諾の声あり） 

議長：それでは、ご承認いただけたものとし、大野委員よろしくお願いします。 

    次に、議題（２）「第５期介護保険事業の報告について」事務局よりご報告願います。 

田中課長：お手元の資料の「平成２５年度介護保険事業報告資料」でご説明いたします。 

   今年３月に開催した運営協議会では、進捗状況として主に今期介護保険事業計画における施

設整備についてご説明させていただきました。 

   本日は、進捗状況として、毎年報告している定点調査資料５点についてご説明申し上げます。 

    まず１ページ、人口の推移でございます。人口の推移につきましては、平成１２年度から介

護保険法が施行されたのち、要支援１と２の認定は開始された平成１９年度からの数値を示し



てございます。 

平成２６年４月１日現在の本市の人口は、１３万２，２４６人、前年度に比べ４８９人の増、

伸び率は０．４％となっております。うち、６５歳以上の人口が３万２，９３１人、前年度に

比べて１，３１８人の増、伸び率４．２％となり、その占める割合、つまり高齢化率は２４．

９％で、昨年度より０．９１ポイント増えております。ちなみに、７月１日現在の高齢化率は

２５．６％となっております。 

また、介護保険制度では、第２号被保険者である４０歳以上６５歳未満の人口は、４万４，

２００人で前年度に比べ１０３人の減、伸び率はマイナス０．２％であり、その占める割合は

３３．４２％です。この割合は平成２２年度と平成２３年度には増加したのですが、平成２４

年度からまた少しずつ減ってきております。 

更に、７５歳以上の後期高齢者の人口は、１万４，０２７人、前年度に比べ４７９人の増、

伸び率は３．５％であります。７５歳以上が占める割合、つまり後期高齢者率については１０．

６％になっております。 

表の下の部分にお示ししてあるとおり、本市の高齢化率については、平成２１年度に２１％

を超えた時点から超高齢社会という区分で更に増加している状況でございます。 

続きまして、２ページの認定審査会における審査結果をご覧ください。 

こちらも、先ほどの人口推移と同様、要支援１と２の認定が始まった平成１９年度からの比

較とさせていただいております。 

認定審査会は、木更津市介護保険条例第２条に基づき４０人の委員の皆様に８つの合議体を

形成し、審査していただいております。 

その審査会の審査の結果、平成２５年度は、非該当が４７件、要支援１が６５６件、要支援

２が６８０件、要介護１が８９４件、要介護２が７９９件、要介護３が５９７件、要介護４が

５７８件、要介護５４８０件となっております。このうち、変更申請を出したが、認められな

かった案件が、却下・再掲として４４件ありました。この場合は、前の介護度と同じとなりま

す。以上、合計で認定審査会で審査いただいた件数の合計が４，７３１件でございます。 

各介護度の件数は、その新規の増加や認定期間等によって増減がありますが、審査にかかる

合計件数は、年々増えております。 

また、審査会に付議したものの調査不十分との理由で再調査となった案件が平成２５年度は

ございませんでした。 

なお、審査案件４，７３１件の審査内容の内訳は。「新規申請」が１，２３８件、要支援の認

定期間中に状態が悪くなったことに伴う「介護申請」が２０７件、認定期間が終了したことに

伴う「更新申請」が２，９２５件、要介護の認定期間中に状態が変化したことに伴う「変更申

請」が３６１件となっております。 

４０人の認定審査会委員が８つの合議体に分かれて審査してくださっていることは先ほどご

説明いたしましたが、表の一番下にある合議体数は、この合議体の審査が年間何回行われたか

という数値でございます。年間で、１２２回開催され、審査合計数を合議体数で割れますと、

平均３８．８件となっております。 

続きまして、３ページの認定者数、受給者数、利用者状況についてご説明いたします。 



こちらは、介護保険制度が開始された平成１２年度からの推移を記載してございます。下段

の平成２５年度をご覧ください。認定者数は、６５歳以上の第１号被保険者が４，７７０人、

４０歳から６５歳未満までの第２号被保険者が１７５人で合計４，９４５人であります。その

うち、何らかの介護サービスを受けている受給者数は、３，９８２人で、認定者数の８０．５％

となっております。 

次に、介護サービスを使っている利用者数の内訳は、居宅介護サービスの利用者数が３，０

７５人、施設介護セービスの利用者数が９０７人です。介護の利用者数に関する費用額は、居

宅介護利用で３億３，６６０万７千円、施設介護利用で２億６，２３６万４千円、合計で５億

９，８９７万１千円となっており、それを利用者１人当たりの１ヶ月の費用額にしますと、居

宅介護利用で１０万９，４６６円、施設介護利用で２８万９，２６６円となっております。 

次に４ページの施設サービス利用者数、施設別利用状況について、ご説明いたします。 

介護保険制度上で施設とされている、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、そして介護療養

型医療施設の３つのついて分類したものであります。平成２５年度については、施設利用者が

全体で９０７人、その内訳は、介護老人福祉施設が５５５人、介護老人保健施設が３１３人、

介護療養型医療施設が３９人です。また、費用額は、月に２億６，２１４万９千円、介護老人

福祉施設が１億５，２３９万１千円、介護老人保健施設が、９，４６０万４千円、介護療養型

医療施設が１，５１５万３千円となっております。単純に費用額を利用者で割り、１人当たり

の各介護施設の１ヶ月当たりの費用額は、介護老人福祉施設が約２７万円、介護老人保健施設

が約３０万円、介護療養型医療施設が約３９万円となっております。 

最後に、５ページの介護保険事業計画について、ご説明いたします。 

   介護保険法第１７０条で、市が３年を１期として介護保険事業計画を策定することが定められ

たいます。介護保険制度が始まった平成１２年度の第１期計画から６ページの現在運用中の第

５期計画までの介護保険給付費で比較しております。 

   今後、第６期計画を策定するにあたり、施設の整備の有無や規模、居宅介護サービスお充実

等により、これまで同様に介護給付費の積算を行って行きます。 

議長：説明が終わりました。ご質問をどうぞ。 

河村委員：２ページの認定審査結果の平成２２年度の認定申請数と３ページの認定者数に違いがあ

るが。 

田中課長：お答えします。平成２２年度については、前後において制度の改正があり経過措置ある

いは設定有効期間変更されたことにより申請数が増えました。 

議長：他に何かありませんか。 

中原委員：施設サービス利用者数というのは、施設に入所している方のことを言うのですか。施設

といったらデイサービスもデイケアサービスもありますがそういう利用者の方は外れています

か。 

田中課長：介護保険の中での施設とは、特別養護老人ホームと老人保健施設と介護療養型医療施設

ということになります。したがって、こちらに入所されている方の数となります。若干、老人

保健施設にいて年度の途中で特別養護老人ホームに移られた方については、ダブルカウントさ

れていますが、そんなに大きな数では無いと思います。 



中原委員：特養には５５５人、老健には３１３人が入所してますよと言うことなんですが、市内の

特養老健のそれぞれのあると思いますが施設ごとの充足率はどんなものなんでしょうか。 

田中課長：特別養護老人ホームにつきましては、木更津市内に広域型が６施設５０７人入所できる

施設と地域密着型、木更津市民のみの利用が可能な施設が１０５人定員があり、６１２人です

が、のちほど説明いたしますが、待機者が出ておりますので１００％の充足率と思われます。

老健施設に付きましても、待機者が出ているというお話も伺っております。木更津には３施設

３７０人の定員です。介護療養型医療施設は、木更津市にはございません。君津市に３施設１

５８人の定員がありますが、こちらのほうも満所と伺っております。介護療養型施設は木更津

市にも以前は２ヶ所はぎわら病院と重城病院に病床を持っておりましたが廃止されたため、今

のところは君津市となります。 

議長：他にありますか。 

   １合議体が約４０件とのことで、１回の合議体の開催時間はどのくらいですか。 

山口副課長：長いところで１時間くらいで、短くても３０分くらいです。 

議長：合議体を増やすことはなかなか難しいと思います。 

   質疑は他になければ、次に、議題３介護保険制度の改正についての事務局の説明をお願いし

ます。 

佐久間主任主事：私からは介護保険制度改正の概要について説明します。 

平成２６年６月１８日に可決、成立した、「地域医療・介護総合確保推進法」における介護保

険制度の改正については、主に３点の改正が挙げられます。 

資料の６頁をご覧ください。改正の概要については、１つ目に地域支援事業の拡充を目的と

した「地域包括ケアシステムの構築」、２つ目に保険料軽減及び介護サービスの利用者負担額の

引上げ等を行う「費用負担の公平化」、３つ目に介護サービス事業所指定権限の移譲の 3つとな

ります。はじめに、「地域包括ケアシステムの構築」から説明します。 

65 歳以上の人口は、国民の約４人に１人、３，０００万人を超えており、２０４２年に約３，

９００万人でピークを迎え、その後も、後期高齢者である 75歳以上の人口割合は増加し続ける

ことが推計されています。団塊世代（約８００万人）が７５歳以上となる２０２５年（平成３

７年）以降は、国民の医療や介護の需要が、さらに増加することが見込まれています。 

このため、２０２５年（平成３７年）を目途に、地域包括ケアシステムの構築が推進されて

います。地域包括ケアシステムとは、できる限り住み慣れた地域で生活を送ることができるよ

うに、住まい・医療・介護・生活支援・介護予防が一体的に提供されるようなシステムの構築

を行うことです。住まい・医療・介護・生活支援・介護予防の各々の点を線に結ぶようなイメ

ージであるといえます。この地域包括ケアシステムを強固にするため新たな地域支援事業の構

築が必要とされました。それが、在宅医療・介護連携の推進、認知症施策の推進、地域ケア会

議の推進、生活支援サービスの充実と高齢者の社会参加です。 

資料の７頁をご覧ください。在宅医療・介護の連携は、退院における支援、日常の療養支援、

看取り等の様々な局面で求められています。在宅医療・介護の連携の推進について想定される

取り組みは、①「地域の医療・福祉資源の把握及び活用」、②「在宅医療・介護連携に関する会

議への参加又は関係者の出席の仲介」、③「在宅医療・介護連携に関する研修の実施」、④「24



時間 365日の在宅医療・介護提供体制の構築」、⑤「地域包括支援センター・介護支援専門員等

への支援」、の取り組みが想定されております。 

１番目の「地域の医療・福祉資源の把握及び活用」は、地域包括支援センターの社会福祉士

が木更津市社会資源一覧を策定し、地域の医療機関のみならず、介護サービス事業所や生活支

援サービス等の君津圏域の社会資源を取りまとめ、ケアマネジャーに配布しております。 

２番目の「在宅医療・介護連携に関する会議への参加」については、市全体の課題を解決す

る地域ケア推進会議の開催を含めた組織作りを行い、解決策を検討するとともに、横の連携の

強化、情報共有の場を持つことが重要であると考えています。また、４番目の在宅医療・介護

提供体制の構築については、24 時間対応型サービスである「定期巡回・随時対応型訪問介護看

護サービス」の導入を第６期介護保険事業計画に明記し、事業者を誘致することを目標としま

す。 

続きまして、資料８頁をご覧ください。２つ目の認知症施策の推進については、認知症にな

っても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域の環境で暮らし続けることができる

社会を目指すため、介護保険法で制度的に位置づけることとされております。日常生活に支障

をきたすような症状・行動や、意思疎通の困難さが多少見られても誰かが注意すれば自立でき

る状態である「認知症高齢者の日常生活自立度」Ⅱ以上の高齢者が、平成２７年には約３４５

万人（高齢者の１０．２％）、団塊世代が後期高齢者となる平成３７年には４７０万人（高齢者

の１２．８%）が推計されております。このようななかで日常生活の支援が地域で提供される体

制を目指した「認知症施策推進５ヵ年プラン（オレンジプラン）」では、標準的な認知症ケアパ

スの作成・普及、認知症の早期診断と早期対応、地域で支える医療・介護サービスの構築、地

域における支援の強化、医療・介護サービスを担う人材育成が計画としてあげられています。 

木更津市が行う認知症施策は、認知症ケアパスの作成・普及、認知症の早期診断と早期対応を

目的とした認知症初期集中支援チームの設置、地域における支援の強化が挙げられます。 

・認知症ケアパス（認知症ケアパスとは、認知症の人ができる限り住み慣れた自宅で暮らし続

け、また、認知症の人やその家族が安心できるよう、状態に応じた適切なサービス提供の流れ

を策定すること）の作成については第６期介護保険事業計画と並行して策定をし、第６期介護

保険事業計画に反映することとしております。 

・認知症初期集中支援チームの設置については、千葉県のモデル事業で「認知症コーディネー

ター養成研修」が実施され、平成２５年度において南部包括と北部包括でそれぞれ１名が研修

を修了し、認知症コーディネーターとして活動しております。認知症初期集中支援チームの主

な業務の流れですが、①訪問支援対象者の把握、②本人の生活情報等の情報収集、③認知機能、

生活機能、家族の介護負担等のアセスメントによる観察・評価、④初回訪問時の支援、⑤チー

ム会議の開催、⑥初期集中支援の実施、⑦モニタリングがあげられており、認知症コーディネ

ーターは認知症の初期対応や関係機関の相互の置調整などを行うこととされております。現在、

認知症初期集中支援チームは、全国で実施されているモデル事業を研究するとともに、認知症

サポート医、地域包括支援センターと連携をとって活動を位置づけていくことを考えておりま

す。また、地域における支援としては、認知症サポーターの養成を継続的に実施をすることで、

地域やおける認知症に対する理解を深め、認知症高齢者を支援することができる地域づくりの



構築が必要であります。 

続きまして、資料の１０頁をご覧ください。 地域ケア会議については、厚生労働省の課長

通知に位置づけられていたものを制度改正により介護保険法で制度的に位置づけております。

地域ケア会議は地域包括支援センターにおいて、本人、家族、ケアマネジャー、介護サービス

提供者、保健医療関係者、民生委員、自治会等における多職種による個別ケース会議が実施さ

れております。今後は、地域ケア会議で得られた地域の課題を把握、関連機関と共有し、社会

資源の創出につなぐことを目標とした市レベルにおける地域ケア推進会議を実施することが求

められています。 

続きまして、資料の１１頁をご覧ください。 生活支援サービスの構築については、ボラン

ティア等の生活支援の担い手の養成・発掘等の地域資源の開発やそのネットワーク化などを行

うことが想定されています。通所サービスとしては地域サロンやコミュニティカフェの開催、

訪問サービスとして住民主体、ＮＰＯ法人、民間等における地域やボランティアによる見守り、

安否確認、外出支援、家事支援等が考えられます。住民主体、ＮＰＯ法人、民間等における活

動については、高齢者の社会参加を積極的に導入することが必要であり、シルバー人材センタ

ーとの連携、高齢者の就労を行い、生きがい対策事業を実施しているＮＰＯ法人等とのネット

ワーク化を図ることが必要であります。このような自主的な組織を点で支援するのではなく、

各々の組織が連携し、ネットワーク化にする、点を線にするような支援体制の構築が必要であ

ると考えられます。 

資料の１２頁をご覧ください。要支援者に対する訪問介護サービスと通所介護サービスは、

地域支援事業の「新しい介護予防・日常生活支援総合事業（以下「総合事業」という。）」に移

行します。この総合事業に移行する時期は、来年４月１日とされておりますが、木更津市では

要支援サービス利用者への混乱を避け、一定期間の周知期間を設けるため平成２９年４月から

実施することと予定しております。また、総合事業を行う事業者についてですが、平成２７年

４月１日現在で介護予防訪問介護サービスと介護予防通所介護サービスの指定を受けている事

業所は、総合事業を行うみなし指定を受ける経過措置が設けられることとなります。要支援者

においても専門的なサービスを提供する利用者には既存の事業所によるサービス提供が想定さ

れ、訪問介護サービスの掃除、洗濯、ごみ出し等の生活支援サービス、地区のコミュニティサ

ロンやリハビリ、栄養、口腔ケア等の専門職が関与する介護予防教室等を行う場合にＮＰＯ法

人や住民ボランティアで組織する場合には住民主体等によるサービスを設定することが想定さ

れます。ただいま説明しました、「在宅医療・介護連携の推進」、「認知症施策の推進」、「生活支

援サービスの充実・拡充」については、平成２７年４月から実施しなければならないと法律で

規定されておりますが、経過措置として条例を定めることにより平成３０年４月までに実施を

遅らせることができます。ただし、いずれの事業もどの程度到達すれば、条例を制定する必要

がないか、未だ明確ではないため、条例を制定し、事業の実施を遅らせる必要があるかについ

ては、今後見極めることとしております。 

続きまして、資料の１３頁をご覧ください。特別養護老人ホームの重点化については、来年

４月から、特養への新規入所者を要介護３以上の高齢者に限定し、在宅生活が困難な中重度の

要介護者を支える施設として機能を重点化します。要介護１・２の認定を受け、既に入所され



ている入所者は、引き続き、継続入所を可能とする経過措置がとられます。要介護１・２の認

定を受けている方が入所する場合には、「やむを得ない事情」により特養以外の生活が著しく困

難であると認められる場合に、市町村の関与の下で特例的に入所を認めることととしており、

「やむを得ない事情」については、家族等による虐待、重度の認知症高齢者であるものが現段

階で想定されております。 

続きまして、１４頁をご覧ください。費用負担の公平化の１つ目、保険料軽減の拡充につい

てですが、住民税非課税世帯に対する保険料軽減措置を見直しするものとなっております。団

塊世代が後期高齢者となる２０２５年（平成３７年度）の介護保険料基準額の見通しが８，２

００円となっており、現実的とはいえません。そのため、住民税非課税世帯の介護保険料につ

いて軽減措置を行い、その軽減した分の保険料を公費に補填を実施するものです。本日お配り

した資料は第５期における本市の介護保険料段階において表としてまとめたものになります。 

続きまして、１５頁をご覧ください。費用負担の公平化の２つ目、「一定以上所得者の利用者

負担の見直し」についてですが、来年８月から負担能力のある一定以上所得者の自己負担割合

を２割にする引き上げが実施されます。一定以上の所得者とは合計所得金額が１６０万円以上、

年金のみの収入によると２８０万円以上の者が該当します。この２割負担となる対象者は全国

で２０％程度と推計されています。自己負担割合の引き上げに伴い、自己負担上限額の引き上

げも併せて行われます。現行においては世帯３７，２００円が月額における自己負担限度額の

上限でしたが、課税所得１４５万円以上の者がいる世帯については、世帯４４，４００円を上

限とする自己負担上限額の引き上げが行われます。 

続きまして、１６頁をご覧ください。費用負担の公平化の３つ目、介護保険施設の入所にか

かる費用のうち食費及び居住費の負担軽減制度の見直しについてです。特養や老健などの介護

保険施設における食費及び居住費は、在宅で食費や居住費を自己負担している方との公平性を

図るために自己負担が原則となっていますが、住民税非課税世帯である入所者については、食

費や居住費の補足給付を実施し負担を軽減しています。ただ、負担能力が高いにもかかわらず

負担軽減が行われている不公平が見受けられるため、この負担軽減制度を見直しするものです。

見直し案としては、一定額を超える預貯金等（単身で１，０００万円、夫婦世帯では２，００

０万円を超える預貯金）がある場合、配偶者の課税状況については世帯分離後も勘案し、配偶

者の住民税が課税されている場合、については対象外とし、非課税年金（障害年金・遺族年金）

の収入も勘案することが挙げられています。 

続きまして、資料の１７頁をご覧ください。小規模なデイサービス事業所と居宅介護支援事

業所、ケアマネジャーの事業所については、今般の制度改正により県から市町村へ指定権限の

移譲が行われます。定員１０人以下の小規模なデイサービス事業所は平成２８年４月に、居宅

介護支援事業所は平成３０年４月に、それぞれ指定が市町村へ権限の移譲が行われます。また、

有料老人ホーム（食事、介護、家事、健康管理を１つでも提供していること、人数の制限なし）

に該当するサービス付き高齢者向け住宅については、入所にあたり入所前の市町村の被保険者

となる、いわゆる住所地特例の対象とされ、来年の４月から施行されます。 

介護保険制度改正に関する説明については以上です。 

議長：事務局よりの説明が終わりましたが、何か質問はございますか。 



 河村委員：木更津市の地域ケアシステムについて質問しますが、在宅介護・医療との連携に訪問

診療の現状は何処まで行われているか。 

議長：医療の現状については、私からお話しさせていただきます。 

現状木更津市の人口が１３万２千人で医療法上、関東信越厚生局に届出をして、在宅支援診

療所として訪問診療を行うわけですが、木更津市には２ヶ所診療所があり１５０人程度が対応

可能で、１人の医者が１日に対応できる診療数は外来も含め５０人程度と考えられ、訪問看護

を専門に行う診療所であっても２００人位になります。現状の医療機関では診療で手一杯であ

るため訪問までは手が回らない。 

 河村委員：掛かり付け医療機関での対応はいかがか。 

 議長：患者さんたちか通っているところの先生が行って頂ければ良いのでいすが、先生がいきな

り往診に行ってしまったら、診療に来ている患者さんはどうなりますか。医療機関が増えない

限り無理であり、どこの地区でも医療機関が増えることはありませんの極めて難しいと。たと

えば、地域の公的病院に行政サイドから働きを掛けて公的な在宅支援施設で訪問診療を行える

ような施設の整備をし、医師を派遣していただくような案も必要ではないかと思いますが、今

の医師の方々に訪問診療して下さいということは、裏を返せば外来診療を減らして下さいとな

ります。 

 河村委員：他市では、昼休みの訪問診療を行っていると伺ってますが。 

 議長：医師も人間であり、労働時間にも限度があります。 

 河村委員：認知症施策で初期集中支援チームで段取りをやり、モニタリングをやることは大事だ

と考えますが、集中支援チームの編成とか訪問の頻度等はまだ決まっていないのですか。 

 佐久間主任主事：現在、厚労省においてモデル事業を何箇所か実施しております。各地域包括支

援センターにて認知症コーディネーターが活動しており、訪問し治療が必要となったらサポー

ト医や専門機関に促すことをどのようにサポートするかがモニタリングで必要となります。地

域包括支援センターで支えていくこととなります。 

 河村委員：地域ケア会議ですが、困難事例などを出してみんなで検討することが目的か、みんな

のレベレアップを計ることが目的なのか、市の政策に結びつけ行政に反映させていくことが狙

いなのか。 

 佐久間主任主事：地域ケア会議は、２つあり、個別的なケース会議の地域ケア会議と市町村レベ

ルの会議（地域ケア推進会議）とあり、現在地域包括支援センターでは、困難事例の個別の地

域ケア会議を行っています。 

 議長：他に何かありますか。 

   最初の方にご質問いただいている、訪問診療とか在宅医療とか訪問看護とか高齢者福祉課が

扱う介護医療の中で重要な案件としてどういう考えで今後行政としてどういうお考えがありま

すか。 

 田中課長：今回の介護保険法改正の問題から見ても、訪問診療また地域の医療の連携とは大変大

切なものと位置づけされています。今後、訪問診療にも連携を取らせていただき位置づけをさ

せて参りたい。市と致しましては医療と連携については、今後進めさせていただきます。 

 議長：河村委員どうぞご意見を。 



 河村委員：介護保険改正で介護予防が市町村に移管されるということで、住民の立場からの要望

で、要介護認定の考え方で申請者の心身状況をみて介護度が出る。実際に介護サービスを受け

るに当たり、心身状況だけでなく経済力があるとか、個人にはギャップがあるので、困ってい

る人もいます。介護度によりサービス利用度の制限があり、自立度の高い人は、市の行ってい

る介護予防事業や公民館でのサークルに参加することで、高いレベルの自立度を維持できるが、

支援の方がサービスを受けるか疑問に思います。そこでどうしたらよいかと、制約のある介護

サービスが最初にありきではなく、その方の生活ニーズを把握して、ケアプランを作り制限無

しで提供する。但し、そこには歯止めが必要であり、そこに高齢者福祉課が会議に参加すると

か、或いは作成されたケアプランが適正化チェックして、サービスを提供する。自立度の高い

人についても、介護保険のサービスを使わなくてもモニタリングをしていく場合には、居宅介

護支援事業者に報酬を払うということを提案します。 

 議長：何らかのチェック機能があって介護サービスが提供されていれば理想論なんでしょうが、

医療サイドから言わせてもらえば、介護保険より公的保険の下で行われている医療保険の実際

の内容を見て、医療行為に対して行われる医療費の請求と、それが円滑に支払われる段階のプ

ロセスを持って、ほとんどのマンパワーを費やされています。介護保険の運営についても、世

の中では、その位で行われていると思われますので評価する制度があれば、それに越したこと

は無いが中々実現は難しいと思います。ご提案は十分に承っておきます。 

   よろしければ、次の議題の特別養護老人ホーム待機者アンケート調査についての事務局の説

明をお願いします。 

  佐久間主任主事：引き続き、私からは、６月に実施した特別養護老人ホーム入所希望者調査につ

いて報告します。なお、集計作業は現在も行っているため、６月３０日までに回答があった２

１６件について集計を行っております。今回、特別養護老人ホーム入所希望者調査は、本市に

おいて初めて実施しました。調査は特養入所希望者が年々増加していることを踏まえ、入所希

望者の施設入所における考え方や在宅で暮らし続けるための考え方を調査し、第６期介護保険

事業計画に反映させることを目的として実施しました。 

対象者は、木更津市の住民で平成２６年５月１日現在、特養に申込を行っている５２７名と

しております。なお、調査を行う前に市内の特別養護老人ホームと市外の特養で本市被保険者

が最も多く入所している特別養護老人ホーム上総園には、各施設に事前に調査の趣旨を説明し、

各施設の待機者名簿を提供していただき、本市で把握している待機者と各施設から提供してい

ただいた待機者名簿の突合を行い、その結果、入所希望申込が更新されていない希望者が多く

存在したため、これら待機者については直近の介護サービス利用状況から入所希望があると判

断した４７３人に調査票を配布しました。調査の回収状況ですが、２４１件となっており、回

収率は５１．０%です。調査方法につきましては郵送配付、郵送回収で実施しております。 

続きまして、調査結果についてご説明します。資料の２頁をご覧ください。問１から問４に

ついては割愛させていただきます。問５で、要介護度について尋ねたところ、「要介護３」が最

も多く２６．４%、ついで「要介護４」と「要介護５」が多く、それぞれ２０．８%、平成２７

年 4 月から原則として特養の入所ができなくなる「要介護１」と「要介護２」の軽度者も全体

の２８．２%の結果となっております。問６と問７については、介護が必要になった原因と現在



治療している病気について尋ねております。まず介護が必要となった原因は、「認知症」が最も

多く４３．１%、ついで「骨折・転倒」が２７．８%、「脳卒中」が２５．９%の結果となってお

ります。また、現在治療中の病気も「認知症」が４４．０%と最も多く、ついで「高血圧」が３

９．４%となっております。「認知症」の入所希望者が多いことがこの調査から裏付けされます。

問１０では、特養に入所したい時期について尋ねたところ、「当面は入所しなくてもよいが、必

要になった時に入所したい」が最も多く４１．７%、次いで「今すぐに入所したい」が２６．９%

となっており、問１３では、特養への入所を申し込んだ理由について尋ねたところ、「すぐには

入所できないので、早めに申し込みをしておきたいため」が４１．２%と最も多く、次いで「本

人の身体状況が悪くなり、介護の必要性が大きくなったため」が４０．３%、「介護をする（で

きる）人がいないため」が３８．９％、「専門的な介護が受けられて、安心して生活できるため」

が３６．６%、「本人の認知症がすすみ、介護の必要性が大きくなったため」が３２．９％とな

っており、介護の必要性から申し込みを行う人が多いですが、特別養護老人ホームの入所者は、

将来への不安から早めに申し込む方が多く見受けられることがわかります。 

問１５では、どのような条件が整えば、自宅で安心して、暮らすことができると思うかにつ

いて、尋ねたところ、「２４時間必要に応じてヘルパーや看護師が来てくれる」が４９．１%と

最も多く、次いで、「デイサービスやショートステイを利用したいときに利用できる」が３８．

４%、「２４時間必要に応じて医師が往診してくれる」が３７．０%となっています。問１６では、

「２４時間、訪問介護や訪問看護サービスが提供できる、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護

サービス」の利用について尋ねたところ、「利用したい」が２５．５％、デイサービスを中心に

必要に応じて宿泊、訪問サービスを受けることができる「小規模多機能型居宅介護サービス・

複合型サービス」の利用について尋ねたところ、「利用したい」が２９．２%であった。また、『「定

期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス」、「小規模多機能型居宅介護サービス・複合型サー

ビス」を利用することで介護の負担が軽くなり、もう少し在宅生活を続けられること思うか』、

尋ねたところ「それでも無理だと思う」が２７．８％と最も多く、「続けられると思う」が１８．

５％でありました。 

問１９では、特養になかなか入所ができない場合、どこで介護を受けたいと思うか、尋ねた

ところ「自宅」が１７．６%と最も多く、次いで「介護老人保健施設」が１７．１%、「特養以外

は利用したくない」が１６．２%、「介護療養型医療施設」が１１．１%となっており、施設で介

護を受けたいと考えている方は４４．４%であり、在宅生活よりも施設における介護サービスを

受けたいと考えている人が多い傾向にあります。問２０では、市の介護サービス整備について

尋ねたところ、「施設と在宅で暮らし続けるためのサービスをバランスよく充実してほしい」が

３７．０%と最も多く、「在宅サービスよりも施設の整備を進めてほしい」が３２．９％となっ

ており、在宅で受けるサービスを重点的にするのと施設の整備を重点的に置くような回答が見

られます。また、 

問２１で、介護保険料と特別養護老人ホーム整備に関する考えに最も近いものについて尋ね

たところ「介護保険料とのバランスをとって必要最低限だけ施設を増やしてほしい」が５５．

６％と最も多くなっています。問２７では、主介護者の方に特養への入所についてどのように

考えているか尋ねたところ、「在宅での暮らしが望ましいが、やむを得ず入所させるしかない」



が４４．６%と最も多く、次いで「在宅でなく、施設への入所が望ましいと考えている」が２３．

６%の結果でありました。「本人が希望しているので入所させたいと思う」は３．２%にとどまり、

在宅介護を望んでいる介護者、主介護者が多いことが結果から読み取れることができます。 

この調査結果と昨年１２月に実施した高齢者日常生活ニーズ調査を踏まえ、第６期介護保険

事業計画における介護サービスの整備の方向性を申し上げますと、第５期介護保険事業計画に

おいて、特養の整備はほぼ完了したものと考えております。第６期計画における特養の整備は

既存の特養の増床等の必要最低限にするとともに、定期巡回型・随時対応型訪問介護看護サー

ビスや小規模多機能型居宅介護サービスなどの在宅サービスの整備を中心とした整備計画を予

定しております。また、第５期計画において小規模多機能型居宅介護事業所については、２事

業所、登録定員５０名の計画であったところですが、平成２６年度に１事業所、登録定員２５

名のみの整備予定にとどまっております。残る１事業所、登録定員２５名については、第６期

事業計画で計上するものと考えております。定期巡回型サービスの整備については、定期巡回

型サービスは単独による運営がとても困難と言われております。このようなことから「サービ

ス付き高齢者向け住宅」との併設や「夜間対応型訪問介護サービス」の併設検討に入れたサー

ビスの導入を考えております。 

平成２７年４月からは、要介護１・２における特養への入居が制限されますが、特養に入居

者で要介護１・２の状態にある入居者も認知症を有する入居者が多く見受けられ、このような

認知症高齢者に対しては、高齢者グループホームの整備、小規模多機能型居宅介護事業所や複

合型サービスのさらなる導入を検討しております。また、低所得のグループホーム利用者が今

後増えることが想定されるため、家賃生活費等の助成支援を先進市の研究をし、導入の検討を

することとします。 

以上で、特別養護老人ホーム入所希望者調査の結果の報告を終了します。 

 議長：事務局よりの説明が終わりましたが、何か質問はございますか。 

 中原委員：待機者が４７３人に対してアンケートを実施されたということで、問３のところのあ

なたがお住まいの地域はというところで木更津圏の方が非常に多いが、以前の資料では波岡や

清川地区も多いが、ここは希望者が木更津にかたよっているのですか。なぜ木更津地区がこん

なに多いのですか。 

 佐久間主任主事：木更津地区に半数の方が居るためかと思われます。 

 中原委員：昨年頂いた資料では、生活圏別では木更津地区が７，９００人位で一番多いですけれ

ども、波岡や清川地区も７，０００人・６，０００人と１，０００人位の差はありますが、 

 佐久間主任主事：調査の中で木更津市で木更津に住んでいると思い込んで回答する方もいると思

われることが想定されます。 

中原委員：待機しているお家にアンケートをお願いしているですよね。 

 議長：１０月の調査の対象者とアンケートの対象者は同じですか。 

 佐久間主任主事：対象者は全然違います。 

 議長：調査対象者が違うため回答にバラつきがあっても仕方がないと思います。まして、一番目

に木更津と表記されているため印を付けてしまうと考えられます。 

 高田委員：木更津地区については高齢者の数とか変わらなくても入所希望者の数が他の地区と違



うと思われる。たとえば、農村地区では生涯現役で希望者が少なく、このアンケートは入所希

望者を対照にしてますので違いがあると思います。 

 議長：他にございますか。時間も大分経過いたしましたので、議題をその他について事務局から

何かございますか。 

 田中課長：介護保険法の改正について、今回ご示しさせていただきましたが、今後国より県を通

じてガイドラインを示してくると思われます。 

先ほど申しました特養の要介護１と２の方の市の関与して特別な事情のある場合等カイドラ

インを示してくると思われますので、それにつきましてはまた資料を送付し、情報提供を致し

て参りますので、次期計画策定に向けご意見等よろしくお願いします。 

 議長：今後の予定については。 

 田中課長：今後の予定としましては、介護保険事業計画の素案ができましたところで、１１月頃

に皆様にお示しします。その後、介護保険計画の策定は３月末と決まっておりますので、介護

保険料改正の条例を来年３月議会に上程し、また、総合事業の施行期間を延ばす条例を上程し

なければなりません。そのため、１２月市議会に概要説明をしたのち、１月に市民意見公募を

行います。 

平野会長：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。 

 


