
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２回） 

（２）日 時  平成２６年１１月１３日（木）午後７時００分から午後８時３０分まで 

（３）議 題  ①「木更津市高齢者保健福祉計画・第６期介護保険事業事業計画」（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、河村吉廣委員、（出席１６名） 

          （欠席）篠崎哲也委員、中原洋子委員 

事務局：奥出福祉部長、田中高齢者福祉課長、山口副課長、渡邉主幹、嶋野主幹、

佐久間主任主事 

（６）傍聴者  ０人 

 

２．会議概要 

 ・福祉部長あいさつ 

 ・会長あいさつ後、議長となる。 

議長：議題（１）「木更津市高齢者保健福祉計画・第６期介護保険事業計画」（素案）について  

事務局よりご報告願います。 

田中課長：お手元の資料について確認をさせていただきます。会議次第と第６期介護保険事業計画

（概要）(素案)事前にお配りしたものとは違い保険料に関する薄い資料と意見・要望のほーマ

ットです。 

   それでは、私から、第５期介護保険事業計画との相違点などを簡単に説明し、その後、素案

につきまして担当から説明させていただきます。 

    なお、「木更津市高齢者保健福祉計画・第６期介護保険事業計画（概要）」の素案につきまし

ては、皆様のお手元にお届けすることが大変遅くなり、本会議開催の直前となりましたこと、

この場をお借りしましてお詫び申し上げます。 

第６期となる介護保険事業計画は、概要と申しましても、これだけのボリュームがあり、更

に、今回の介護保険制度の大幅な改正が絡みます。本日は、お手元に運営協議会委員よりご意

見をいただくための様式を用意させていただきましたので、これより説明した後、ご質疑をお

願いしますが、この後、修正すべき点やご意見などがありましたら様式により締め切りまでに

ご提出いただきたいと思います。 

第５期介護保険事業計画との相違点等については、まず、３頁をお開きください。基本理念



及び基本方針については、第５期計画では、高齢者対策に対する基本理念と介護保険の基本理

念と分けて設定しておりましたが、第６期計画では考え方をひとつにして、更に、基本理念を

「地域でともに支えあい、安心して健やかにいきいきと暮らせるまち」とし、地域での連携を

理念としたものであります。 

４頁をご覧ください。更に、基本方針を第５期の８項目から４項目に絞り、５頁にあるとお

り、その下に各施策を貼り付け、より具体性を示しました。 

なお、今期計画案を作成するにあたり留意した点は、新しい総合事業の創設や医療連携に基

づく地域包括ケアシステムを全面に出すことはもちろん、認知症施策の推進、権利擁護の充実、

防災・安全対策の強化について、更に対応を進めるよう項目だてをしたところであります。 

次の大きな違いは、団塊の世代が７５歳となる、２０２５年、平成３７年を視野にいれて、

計画数値等を示してあるところであります。従いまして、１８頁からの人口フレームを第６期

計画では、平成３７年までの参考値を示してあります。また、１９頁にあるように、今期は新

たに、国勢調査結果に基づき、ひとり暮らしや夫婦のみの高齢者世帯数の推計を出し施策の参

考としております。 

今回お手元の資料は、計画本編の概要版であります。完成となる本編にはもっと細かな介護

給付データ等がここに加わります。 

本日、別紙で第６章の抜粋として、介護サービス量等の見込みから、現時点で算出した第６

期計画における介護保険料（基準月額）の見込みをお示してあります。この介護保険料を公に

お示しするのは、この会議は初めての場となります。 

この金額については、今後、この運営協議会、市議会、市民意見公募での審議・ご意見をい

ただいたうえで、計画のなかの施設整備の変更や方向性の見直しなどにより、変動します。最

終的には、３月木更津市議会に条例の一部改正を審議・議決をいただき決定するものでありま

すので、ご承知おきください。 

また、冒頭申し上げたとおり、今期計画は、平成３７年度を見据えた計画であることから、

現在の木更津市の状況から算定できる平成３２年度と平成３７年度の予測される介護保険料を

計画のなかで示すことも現在検討しておりますので申し添えます。 

それでは、素案資料に沿いまして、担当よりご説明させていただきます。 

佐久間主任主事：私からお手元の資料、「木更津市高齢者保健福祉計画・第６期介護保険事業計画（素

案）」についてご説明いたします。 

この第６期事業計画は、２５年度に実施した「木更津市高齢者日常生活ニーズ調査」、２６年

度に実施した「木更津市特別養護老人ホーム入所希望者調査」に基づき、高齢者等の日頃の生

活の様子や健康状態、住環境、今後の暮らしや住まい、市の高齢者福祉施策等、さらに、在宅

で介護サービスを利用している要介護認定者に対しては、これに加えて、介護サービスの利用、

主な介護者等、また、特別養護老人ホーム入所希望者に対しては、入所を希望する理由、自宅

で暮らすことができる条件、主な介護者等について把握し、そこから抽出された具体的ニーズ

を反映させたものとなります。 

介護保険事業計画は、「木更津市基本構想」、２７年３月に策定を予定しております「（仮称）

木更津市第１次基本計画」、「第２期木更津市地域福祉計画」、「第２次健康きさらづ２１」と整



合を図っており、平成２６年３月に策定した木更津市基本構想「人・魅力あふれる創造都市き

さらづ ～東京湾岸の人とまちを結ぶ躍動するまち～」を実現するための基本方向のひとつで

あります「安心・安全でいきいきとした暮らしづくり」を実現するため、「地域でともに支えあ

い、安心して健やかにいきいきと暮らせるまち」を基本理念と定め、４つの基本方針を掲げま

す。 

基本方針１ 健康で心豊かにいきいきと過ごせるように 

基本方針２ 住み慣れた地域で安心して暮らせるように 

基本方針３ 提供される介護サービスが持続して利用できるように 

基本方針４ 介護保険事業が円滑に実施できるように です。 

基本理念と基本方針に基づく施策体系は、５頁、６頁に記載している内容となります。これら

の施策を総合的かつ計画的に連携を図りながら推進します。 

資料の７頁から９頁までは本市における高齢者等の現状、１０頁から１１頁までが要介護認

定者等の現状、１３頁から１５頁までは高齢者日常生活ニーズ調査に基づく高齢者施策の要望

等をまとめたものとなります。こちらは、７月に開催した運営協議会で説明した内容となりま

すので、説明は省略させていただきます。 

続きまして、１６頁をご覧ください。現状を踏まえた第６期計画における重点課題となりま

す。 

重点課題の１つ目は、介護予防の推進です。 

要介護認定者数は２４年４月の 4,451 人から、２６年９月には 5,127 人へと約１割増加し、

要支援１は１．５倍弱、要支援２は１．２倍弱と、要支援認定者が増加傾向にあります。その

ため、高齢者が要介護状態等になることを予防し、生活機能の維持、向上を図るためには、引

き続き健康づくり施策を推進していく必要があります。高齢者が活動的で生きがいのある生活

を継続できるようにするため、地域住民が主体となって運営する活動の場を養成し、後期高齢

者や要支援状態になっても参加し続けることができる取組みを推進するとともに、リハビリテ

ーション専門職等の活用、高齢者の社会参加を推進し、高齢者の自立支援に資する取り組みを

することが必要となります。 

重点課題の２つ目は、日常生活を支援する体制の整備です。 

本市では、２９年４月に要支援認定者に提供する訪問介護サービスや通所介護サービスを地域

支援事業に移行する予定です。高齢者の単身世帯や高齢者のみ世帯、認知症高齢者の増加に対

応するため、見守り、安否確認、家事支援等の多様な生活支援サービスを整備していく必要が

あります。また、地域包括支援センターの体制を強化するため多職種連携による地域包括支援

ネットワークを構築し、介護サービス事業者をはじめ、ＮＰＯ法人や住民主体のボランティア

など担い手となる事業主体の支援・協働体制の強化を図ることで日常生活を支援する体制の整

備に取り組むことが必要となります。 

重点課題の３つ目は、認知症施策の推進です。今後増加する認知症高齢者に対応するため、

認知症になっても可能な限り住みなれた地域で安心して生活できるよう、いつ、どこで、どの

ような支援を受ければよいか理解できるよう、状態に応じた適切なサービス提供の流れ「認知

症ケアパス」を確立し、普及するとともに、早期発見・早期治療等を通じ、本人及び家族への



支援を継続的、包括的に実施する体制を整備していく必要があります。医療機関、介護サービ

ス事業所、支援機関等のネットワーク体制を構築するとともに、認知症サポーターの養成や認

知症サポーターがフォローアップ研修を受けた有志の者を中心に、認知症家族交流会の開催や

認知症カフェの創設を推進していきます。 

重点課題の４つ目は、在宅医療と介護連携の推進です。 

地域包括ケアシステムを構築していくためには、在宅医療の実施に係る体制整備を推進してい

く必要があります。在宅医療と介護の連携体制が推進されることによって、医療ニーズと介護

ニーズを併せ持つ高齢者が、住み慣れた地域で継続して生活していくことも可能となります。

そこで、医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを

人生の最後まで続けることができるよう、在宅医療と介護サービスを一体的に提供するために、

医療機関と介護サービス事業者等の関係者の連携ができ、住み慣れた地域で自分らしい暮らし

を人生の最後まで続けられる体制を推進していく必要があります。 

重点課題の５つ目は、介護基盤の整備と高齢者の住まいの確保です。 

可能な限り、住み慣れた地域において日常生活を営むことができるように、地域における介護

サービスの継続的な支援体制を整備していく必要があります。そのためには、重度要介護者に

対して医療と介護の柔軟なサービスにより生活を支えることができる定期巡回・随時対応型訪

問介護看護や複合型サービスの整備、小規模多機能型居宅介護の整備を推進していく必要があ

ります。また、必要とする人が円滑に施設サービスを利用できるよう、特別養護老人ホーム、

介護老人保健施設の充実を図るとともに、高齢者が住み慣れた地域で安心して日常生活を送る

ことができるよう、認知症高齢者グループホーム等の整備を展開していく必要があります。 

重点課題の６つ目は、介護人材等の確保です。 

介護サービス及び地域支援事業に携わる人材を安定的に確保するための取組みを講じるため、

千葉県と連携し、サービスの支え手となる介護人材の確保を図っていくことが必要です。また、

高齢者が社会参加することができるよう、ボランティア、ＮＰＯ等の育成、市民後見人の育成、

認知症サポーターの養成等、総合的な市民参加の取組みが必要となります。 

以上、６項目が第６期事業計画の重点課題となります。 

１８頁をご覧ください。 

将来推計人口については、２４年から２６年までの外国人を含む住民基本台帳を使用したコ

ーホート要因法で行いました。 

高齢者人口は、２９年度の 36,590 人から３７年度の 38,565 人へ増加する見込みです。６５

歳以上７４歳以下の前期高齢者は、２８年度の 19,981 人をピークに、３７年度は 15,782 人と

減少する一方で、７５歳以上の後期高齢者は、２９年度の 16,797 人から３７年度の 22,783 人

へ増加する見込みです。 

高齢化率は年々上昇し、２９年度では 26.3％となりますが、その後ピークを迎え、３７年度

では 25.6％にやや減少すると見込んでおります。 

続きまして、１９頁をご覧ください。 

高齢者世帯数の推計は、平成２２年の国勢調査の世帯類型の分布をもとに、推計人口を使用

して行いました。 



高齢者数の増加に伴い、ひとり暮らし世帯、夫婦のみ世帯とも増加していきます。２９年度

ではひとり暮らし世帯が 5,120 世帯、夫婦のみ世帯が 5,535 世帯、３７年度ではひとり暮らし

世帯が 5,516 世帯、夫婦のみ世帯が 5,902 世帯と見込んでいます。後期高齢者の増加に比例し

て、７５歳以上の高齢者のみ世帯が増加していきます。 

続きまして、２０頁をご覧ください。 

２７年度以降の要介護者等の人数は、２６年９月時点での要介護度分布をもとに推計していま

す。 

要介護認定者数は、第１号被保険者と第２号被保険者を合わせて、２７年度が 5,346 人、２

９年度は 5,836 人、３７年度は 7,577 人と見込んでおります。後期高齢者の増加に伴い、認定

率も２９年度は１５．５％、３７年度は１９．１％と増加する見込みです。 

続きまして、２１頁の下段をご覧ください。 

２７年度以降の認知症者の人数は、２６年９月時点での認知症自立度分布をもとに推計してい

ます。 

要介護者等の増加に伴い、認知症者も年々増加していきます。２９年度では、「日常生活に支

障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自

立できる」とされる自立度Ⅱ以上が 3,052人、うち、「日常生活に支障を来たすような症状・行

動や意思疎通に困難さが見られ、介護を必要とされる」自立度Ⅲ以上が 1,433 人となり、３７

年度は自立度Ⅱ以上が 4,009人、自立度Ⅲ以上が 1,902人、と見込んでおります。 

認知症高齢者の日常生活自立度を説明しますと、 

Ⅱａ：たびたび道に迷う、買物や事務、金銭管理などそれまでできたことにミスが目立つ等 

Ⅱｂ：服薬管理ができない、電話の応対や訪問者との対応など一人で留守番ができない 

Ⅲ：着替え、食事、排便、排尿が上手にできない、時間がかかる。やたらに物を口にいれる、

物を拾い集める、徘徊、失禁、大声・奇声をあげる、火の不始末、不潔行為、性的異常行為等 

続きまして、２２頁をご覧ください。 

ここからは、先に説明しました第６期重点課題に基づく施策について説明いたします。 

はじめに、新しい総合事業についてです。 

新しい総合事業は、市が中心となって、多様な生活支援・介護予防サービスを充実すること

により、地域の支えあいの体制づくりを推進し、元気な高齢者や「要支援」に相当する人に対

する効果的かつ効率的な支援をめざすものです。 

木更津市では、新しい総合事業の開始を２９年４月とします。２７年度から２年間で生活支

援サービスの基盤整備と高齢者の社会参加による担い手の確保を中心に行います。 

２３頁の中段に記載しております、図表の「新しい総合事業の体系」に沿って説明します。 

新しい総合事業は、介護予防・生活支援サービス事業と一般介護予防事業に分類されます。 

介護予防・生活支援サービス事業は、要支援認定者と基本チェックリスト該当者が対象となり、

訪問型サービス、通所型サービス、その他の生活支援サービスに区分けされ、介護予防ケアマ

ネジメント、いわゆるケアプランに沿ってサービスが提供されます。 

一般介護予防事業は、第１号被保険者、すなわち６５歳以上の高齢者すべての人が対象とな

り、介護予防把握事業、介護予防普及啓発事業、地域介護予防活動支援事業、地域リハビリテ



ーション活動支援事業に区分けされ、一般介護予防事業評価事業で評価を行います。 

まず、介護予防・生活支援サービス事業の訪問型サービスから説明します。２４頁をご覧く

ださい。 

訪問介護サービスは、現行の介護予防訪問介護に相当するサービスとなります。状態等が変

化しやすく専門的なサービスが特に必要な人に身体介護や生活援助サービスを提供します。 

訪問型サービスＡは、生活支援サービスを緩和した基準により提供されるサービスです。訪問

介護サービスの併設事業所によるサービス提供やシルバー人材センター、生活支援サービスを

提供しているＮＰＯ法人への委託等を想定しています。 

訪問型サービスＢは、住民主体のボランティアにより提供される生活支援サービスです。社

会福祉協議会の登録ボランティアやＮＰＯ法人が運営しているボランティアが担い手の中心に

なります。 

訪問型サービスＡ・Ｂで提供するサービスは、掃除やごみ捨て、家事援助等の日常生活上の

サービスとなります。２７年度に資源の調査を実施し、２８年度中に事業者委託、選定を行い、

２９年度にサービスを開始します。 

訪問型サービスＣは、閉じこもり、うつ等のおそれがある者に、保健師等が居宅を訪問し生

活機能に関することを評価し、介護予防に資するプログラムを組み必要な相談や指導を行うも

のです。 

訪問型サービスＤは、移動支援や移送前後の生活支援サービスとされています。国からの情

報も少なく他市町村の動向を検証しながらサービス内容の判断を行います。 

２５頁をご覧ください。通所型サービスの種類について、説明を行います。 

通所介護サービスは、現行の介護予防通所介護に相当するサービスとなります。リハビリテー

ション専門職や看護職員による機能訓練により生活機能の向上が必要な要支援者が受けるサー

ビスが中心となります。 

通所型サービスＡと通所型サービスＢは、緩和した基準によるデイサービスです。こちらは、

地区社協や自治会で実施している高齢者サロン等が該当します。 

通所型サービスＣは、現在、２次予防事業対象者に対して実施している約３ヶ月の短期集中

介護予防事業です。運動機能の向上を目的とした機能訓練や低栄養を改善とした栄養相談、栄

養教育、口腔機能を向上させる介護予防教室が該当します。 

２６頁をご覧ください。生活支援サービスは、配食サービスが該当します。 

配食サービスは、現在、ひとり暮らし高齢者に対する見守りを兼ねた配食サービスを実施して

おります。今後は、栄養改善と見守りを兼ねた配食サービスを検討し、新しい総合事業の移行

に合わせサービスを検討し、構築します。 

介護予防の推進でございますが、３の地域介護予防活動支援事業について説明いたします。 

本市では、２６年度において、国のモデル事業を受託し、地域における住民主体の介護予防活

動の養成を実施しております。２つの住民主体を選出し、今後国や県との連携を図りながら住

民主体の通いの場を養成します。このモデル事業のノウハウを活かし、平成２７年度から地域

における住民主体の通いの場の養成を進めていきます。また、養成した住民主体の通いの場を

中心に、介護予防の取組の機能強化や要支援認定を受けても通え続けることができるようにす



るため、リハビリテーション専門職の講演や介護予防の指導等による、リハビリテーション専

門職の関与を推進します。 

２７頁をご覧ください。 

健康づくりの推進でございますが、生活習慣病予防対策や特定健康診査、特定保健指導を推進

することで、重症化予防を行い、健康増進や介護予防につながるよう、健康づくり施策を第５

期に引き続き、事業を行います。 

２９頁をご覧ください。 

高齢者の生きがい活動の推進する施策として、老人クラブへの支援、敬老事業の推進を図る高

齢者生きがい対策支援事業を、こちらも第５期に引き続き、事業を行います。 

また、就業機会の拡充として、シルバー人材センターへの支援やＮＰＯ法人との連携を図り、

高齢者の社会参加を促します。 

特にシルバー人材センターやＮＰＯ法人については、新しい総合事業や地域支援事業の任意

事業における生活支援サービスの担い手として、高齢者の社会参加が推進されているところで

す。シルバー人材センターや生活支援サービスを提供しているＮＰＯ法人との連携を検討し、

後に説明します生活支援サービスを拡充するための協議体を組織します。 

資料の３１頁をご覧ください。 

第６期計画では、「地域包括ケアシステム」の基盤づくりに努め、介護、予防、医療、生活支援、

住まいの５つのサービスを一体化して提供する「地域包括ケアシステム」を推進します。 

地域包括支援センターの機能強化についてでございますが、現在、日常生活圏域を８地区に

設定し、高齢者人口に応じて１から３圏域ごとに地域包括支援センターを設置しています。 

第６期計画では、高齢者の増加を踏まえ、日常生活圏域及び地域包括支援センターの機能に

ついて評価を行い、ブランチも含めた設置数、または、人員体制の検討を行います。また、高

齢者の身近な相談窓口としての地域包括支援センターを地域での拠点として深めていくため、

目的に応じた地域ケア会議を開催するとともに、医療と介護の連携を強化するなど、地域包括

ケアのネットワークづくりをより一層進めていきます。 

資料の３２頁をご覧ください。 

在宅医療・介護連携の推進でございますが、地域包括支援センターの主任ケアマネジャーが中

心になって取り組んできた介護保険サービスやさまざまな生活支援サービスに関する地域資源

の一覧である社会資源一覧の充実、在宅診療医やかかりつけ医、民生委員などの関係者との連

絡・調整を図る包括的な支援拠点である地域包括支援センターの機能強化を図ります。 

また、地域医療関係者と介護職による多職種連携協議会を設置し、ケアマネジャーや地域包

括支援センターへの相談支援、情報の共有支援、在宅医療・介護連携に関する研修、２４時間

３６５日の在宅医療・介護サービス提供体制の構築、地域住民への普及啓発の検討を行い、第

６期計画での施策の推進をめざします。 

続きまして、認知症施策の推進でございますが、認知症の人やその家族が、認知症と疑われ

る症状が発生した場合に、いつ、どこで、どのような医療や介護サービスを受ければよいか理

解できるよう、状態に応じた適切なサービス提供の流れ、認知症ケアパスの作成・普及を２７

年度に作成し普及します。また、認知症の早期発見及び早期予防に努めるため、認知症初期支



援チームによる認知症の人へのアセスメントや家族支援などの初期集中支援を行うことにより、

予防・早期発見・早期対応のための仕組みづくりを推進します。 

また、認知症になっても、地域において安心して暮らせるまちづくりをめざすため、認知症

サポーターの養成を継続するとともに、認知症地域支援推進の設置、認知症サポーターのフォ

ローアップ研修を検討します。 

３３頁の下段をご覧ください。、 

新しい総合事業は、地域包括支援センターが要支援者、心身の機能が低下した人に対して、心

身やその置かれている環境のアセスメントを行い、介護予防ケアマネジメントのもと、介護予

防事業者や民間事業者、シルバー人材センターのほか、市民参加によるＮＰＯ法人、ボランテ

ィア団体といった幅広いサービス供給主体が提供する訪問型サービス、通所型サービス、その

他の生活支援サービスにより、高齢者の在宅生活を支えるサービスを提供します。 

    ３４頁をご覧ください。 

高齢者の在宅生活を支える生活支援サービスを拡充するため、社会福祉協議会、シルバー人材

センター、ＮＰＯ法人、ボランティア団体等を構成団体とし、構成団体とした地域に不足する

サービスの創出や情報共有及び団体間の連携強化の場とし、ネットワークを構築するため協議

体を設置し、協議体の構成員から生活支援サービスの地域資源開発や地域資源のマッチングを

行う生活支援コーディネーターを養成します。 

続きまして、高齢者の居住安定に向けた取組みの推進についてでございますが、高齢者がニ

ーズに応じて必要とする住まいや施設に円滑に入居・入所できるような体制づくりを行います。

また、市営住宅長寿命化計画に基づく市営住宅のバリアフリー化、高齢者のニーズと適正な量

に応じたサービス付き高齢者向け住宅の誘致を進めます。 

３５頁をご覧ください。 

第６期計画では、地域支えあい社会を強化し、見守り事業を充実させるとともに地域力を活か

し、日ごろからの地域での見守り活動を支援します。 

事業活動を通じて高齢者と接することの多い民間事業者等と連携することにより、異変のあ

る高齢者や何らかの支援を必要としている高齢者を早期に発見し、必要な支援を行い、地域社

会全体で高齢者を見守る体制を構築する、高齢者見守りネットワークを充実します。 

８月に最初の協力事業者として株式会社セブン‐イレブン・ジャパンと協力体制を構築しま

した。現在、１６事業者の協力体制をとっており、今後も多くの事業者に協力を求めていきま

す。 

権利擁護の充実でございますが、高齢者が安心して暮らし続けることができるよう、成年後

見制度の利用支援や高齢者虐待防止体制の整備を推進します。成年後見制度の利用に資する支

援として、４月から木更津市社会福祉協議会にきさらづ成年後見支援センターを設置しました。

今後は、成年後見業務の円滑な実施を支援するとともに、市民後見人の養成や必要なときに成

年後見制度が利用できる環境を整備します。 

３７頁をご覧ください。 

災害発生時に備えてた防災・安全対策の強化を行います。避難支援や安否確認等を円滑に実施

するため避難行動要支援者の把握に努めるとともに、避難施設の確保や地域における避難支援



の体制づくりを推進します。 

高齢者が自宅や住みなれた地域で安心して暮らし続けるためには、介護保険サービスと介護

保険外のサービスを高齢者のニーズに合わせて、適切に組み合わせたうえで提供することが重

要になります。 

そのため、配食サービス、ねたきり高齢者理容師派遣事業、紙おむつ支給事業、日常生活用

具貸与事業、緊急通報装置貸与事業、緊急医療情報キットといった在宅生活を支援するサービ

スは、第５期に引き続き、サービスを継続します。 

３９頁をご覧ください。 

在宅で介護している家族の身体的、精神的、経済的負担を軽減する施策として、家族の経済的

負担を軽減するための紙おむつの支給、高齢者を介護する家族を対象にした介護に関する適切

な知識及び技術を習得するための家族介護教室の開催、認知症を介護する家族が集い、介護す

るなかで感じる悩みや疑問を介護者同士だけでなく認知症専門医や認知症の専門家の講演や意

見交換を行うことで、認知症を現に介護している家族の身体的及び精神的な負担を軽減するた

めの認知症家族交流会の開催を行い、家族に対する支援を行います。 

４０頁をご覧ください。 

第６期における介護保険サービスの充実についてでございますが、第６期事業計画では、在宅

で２４時間３６５日の介護ができるだけ継続できるよう、中重度の要介護者の在宅生活を支え

るために医療との連携を強化した事業者など多様な事業者の参入を図るための施策を展開する

ため、地域密着型サービスの充実を図ります。 

定額で利用できる定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、複合型サ

ービスの充実を図ります。医療との連携を強化した中重度の要介護者に対する定期巡回・随時

対応型訪問介護看護は比較的人口の多い木更津地区や波岡地区を中心に整備を行います。小規

模多機能型居宅介護は認知症高齢者に効果的と言われているサービスであるため、日常生活圏

域になく、認知症高齢者が他の圏域と比較的に多い波岡地区と清川地区に設置を計画します。 

また、複合型サービスについては、平成２７年度からサービスを提供します。 

施設サービスでございますが、第４期、第５期の計画で特別養護老人ホームの整備を行った

ため、第６期計画では、特別養護老人ホームを５０床の増床にとどめ、医療との連携を強化し

た在宅支援を強化するため、介護老人保健施設の増床を行います。 

居住系サービスでございますが、日常生活圏域での整備状況を踏まえて、認知症高齢者グル

ープホームと小規模多機能型居宅介護の併設による公募を検討しております。併設にすること

により生活の場が変化した場合でも、今まで住み慣れた地域でつちかわれてきた暮らしや関係

を継続的に活かすことができるようするためです。認知症高齢者グループホームと小規模多機

能型居宅介護の良さをより高めることができると考えております。 

特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）については、本市及び近隣市での整備状況から、

現時点では充足されていると判断し、第６期計画での整備は見込んでいません。 

また、家賃等の費用負担が困難な低所得者に対し利用者負担の軽減を行っている認知症高齢

者共同生活介護事業者を対象とする助成を検討します。 

４２頁をご覧ください。 



基本方針４の介護保険事業が円滑な実施でございますが、介護保険給付適正化事業を第５期計

画に引き続き、継続するとともに、また、要介護状態となっても安心して暮らしていけるよう、

引き続き介護保険制度の周知、情報提供の制度を図ります。 

介護人材確保の支援・介護サービスの質の向上として、質の高いサービスを安定して提供す

るためには、専門的人材の確保・育成が必要であるため、千葉県や事業者と協力しながら介護

従事者を確保するための取組みを進めます。また、サービスの質の確保・向上のため、介護サ

ービス事業者、生活支援サービスを担う事業者や各団体に適切な支援と指導・監督を行います。 

続きまして、本日、お配りしました資料をご用意ください。 

１頁をご覧ください。 

第６期計画における介護サービス量等の見込みですが、２４年度、２５年度は実績を、２６年

度は４月から８月までの審査実績を基に算出し、２７年度から９年度までは、２６年度の実績

を基に認定者推計を勘案して供給量を見込んでおります。 

通所介護については、平成２８年度から定員が１８人以下の小規模のデイサービスが地域密

着型サービスに移行します。そのため、通所介護の事業費の約４０％が地域密着型サービス費

に移行します。 

４頁をご覧ください。 

第６期の事業費見込みでございますが、介護給付費と特定入所者サービス費や高額サービス費

等のその他費用を合わせた事業費見込み額が２７年度には約８６億円、２８年度には約９０億

円、２９年度には約９４億円となります。 

また、地域支援事業費の見込みでございますが、２７年度では約１億６０００万円、２８年

度では約１億７０００万円、２９年度では４億６０００万円となっております。２９年度から

新しい総合事業の開始に伴い、要支援者等の訪問介護サービスや通所介護サービスの介護保険

事業から地域支援事業への移行に伴うもので移行する分の事業費を見込んでおります。 

３年間の事業費総額は約２７９億円を見込んでおります。 

第６期における介護保険料の見込みですが、保険料の所得段階を現行の９段階から１１段階

に設定を変更します。特に住民税が非課税世帯である低所得者層と１年間の合計所得金額が４

００万円以上の高所得者層の設定を細分化します。 

また、低所得者層については、負担能力に応じた保険料軽減を行います。軽減した保険料は、

消費税増税分を財源とした公費による補填がなされる予定となっております。 

介護給付費準備基金の取り崩し額は１億円を想定し、現段階では 5,228 円と見込んでおり、

現在の基準保険料額の 4,738 円から金額で 490 円、率として約１１％の増加を見込んでおりま

す。 

主な増額要因といたしましては、高齢者の増加に伴う、介護サービス利用者の増加、保険料の

財源構成が２１％から２２％に構成割合が変更になることが要因でございますが、現段階の試

算では、一定以上所得者の利用者負担の見直しに伴う保険給付費の減少や資産を勘案した補足

給付の見直しによる減少を見込んでおりません。その為、保険料につきましては、もう少しの

減少が見込まれると推定しております。 

素案についての説明は以上です。 



議長：長時間ご苦労様でした。ただ今事務局より説明がありましたが、ご意見・ご質問がございま

すでしょうか。 

 河村委員：２４ページの訪問型サービスＡ・通所型サービスＡには看護師による身体介護はないと

言うことですか。 

 佐久間主任主事：訪問型サービスＡについては、身体介護サービスは想定していません。その理由

としては、専門職の介護福祉士やホームヘルパー２級以上の養成を受けた研修修了者を配置と

しては考えてはいなく、主に生活支援サービスの提供と想定しております。 

 河村委員：それでは、高齢者サロンについてですが、地区ごとにサロンを公民館などにおいて、住

民が地区ごとに建設していくと言う考え方なのですか。この高齢者サロンというのは。 

佐久間主任主事：現在、地区社協や自治会においてサロンを行っているところもありますので、参

考に回数を増やしたり市の助成を増やしたりと考えております。現在は活動の場は構成されて

おり地区社協１５団体のうち１３地区社協にて実施しておりますので支援を考えております。 

河村委員：毎日のように住人が行き催し物をやったり、いつでもやれるサロンなのかそれとも定期

的に実施するサロンなのか。 

佐久間主任主事：ゆくゆくは、毎日通えるようなものにと考えていかなければならないが、少しず

つ増やしていくと考えております。 

河村委員：２２ページの中に介護予防・生活支援サービスのその他の生活支援サービスに定期的な

安否確認・緊急時の対応とあり、２３ページのサービスのなかに住民ボランティア等は行う見

守りとありますがこの内容説明が後のページに出てこないが、３５ページの見守りネットワー

クあたりを考えているのですか。 

佐久間主任主事：本来であれば、河村委員がおっしゃるように住民主体の狭い地域での活動を組織

していく必要があると考えておりますが、第６期計画ではそこまでは難しいと判断しています。 

議長：他に質問のある方は、 

武田委員：老人クラブ等の中でいろいろ議論しておりますがどういう取り組みがあるか。 

佐久間主任主事：まず情報の収集から始まりますが、それについては、地域包支援センターとか民

生委員からの情報により認知症の疑いがある方とか、症状の出ている方とかに対して保健師と

か作業療法士等と専門職のチームを作り、家族に対し支援体制を作ることを考えております。

早期診断が行えること等、認知症初期支援チーム体制を作る。 

武田委員：認知症サポーターとは、認知症ケア専門医とかを含んでいますか。 

佐久間主任主事：認知症サポーターとは、資格はなく、サポーター研修を受講した方であります。 

  オレンジのリングを持っている方です。 

武田委員：もう少し専門的な感じの研修を受けた方は。 

佐久間主任主事：専門的なというものは、３３ページの４番で施策を掲載していますが、次のフォ

ローアップ研修が専門的な研修を取り、継続性をとっていく考えであります。 

  認知症サポーター自体は、何処で何かがあっても対応が出来るようにを目的として実施してい

ます。 

議長：他にございますか。 

河村委員：先日のテレビで多重介護のことを放映していましたが、介護が大変であるため施設に入



所させようと、認定が要介護２で今回の介護保険改正で施設入所が要介護３となり入所が出来

なくなる恐れがありまうが、何かの対応は出来なきか。 

  もう１つは、見守りについてのことですが、たまたま行ったときにそういう状態であれば分か

るが、そうでない場合があるから、向こう三軒両隣での支援・見守りが必要であると考えてい

ます。 

議長：はい、ありがとうございました。どうぞ、 

福田委員：要望を出したいと、防災対策について、３７ページに書かれていますが、避難訓練等が

なされていないと現状では思いますが。 

田中課長：高齢者の避難の状況については、進んでいないのが現状です。障害を持った方や高齢者

の方の避難する場所が公民館ではしづらいと、今後は庁内において連絡会を設けて対応して行

きたいと思います。または、施設の方にも連携を取っていきたいと防災担当も考えています。 

議長：それでは、内容が極めてボリュームがあり、短時間で十分協議することは難しいと思います

ので、あくまでも素案としてパブリックコメントの段階では、もう少し具体的な内容が盛られ

ると思いますので、保険料をコメントされるときにはこの場で承諾することになりますか。 

 田中課長：介護保険料は各市町村で違って参ります。先ほど最後に申し上げましたが介護保険料を

若干下げるとか施設をサービスを増やし、保険料を下げるための施策として準備基金の取崩し

ての設定となっておりますので、パブリックコメント後に改めて出させていただきます。 

 議長：一つお聞きしたいのですが、平成２６年度７２億円、平成２９年度８７億円を予定している

お金の出所とは。 

 田中課長：介護給付費につきましては、約半額は国・県の補助金等で賄われ、第１号被保険者保険

料で２２％、残りの２８％が第２号被保険者保険料で医療保険と一緒に差し引かれております。 

 議長：今後２０２５年に向けて年５億円単位で上昇すると、市の財政の現状を越えていくのではな

いか。 

 田中課長：結果的に市の負担は上昇していきます。 

 議長：長時間になりまして、ここで議題２その他についてお願いします。 

 山口副課長：今後の予定についてですが、１２月市議会の全委員協議会に、第６期介護保険事業計

画のパブリックコメントを１月に実施することを説明します。 

また、本日お配りいたしました、（素案）に対する意見・要望がございましたら、年明けの２

月６日金曜日までに、ＦＡＸかメールで提出して下さい。 

更に、２月に開催する運営協議会において、パブリックコメント及び運協委員からの意見・

要望についての、回答と第６期介護保険事業計画の最終案の決定をお願いします。 

 議長：他に何かございませんか。 

 河村委員：最近議事録の掲示が遅いので早くして下さい。 

平野会長：以上で本日の介護保険運営協議会は終了します。ご苦労様でした。 


