
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３回） 

（２）日 時  平成２７年２月１２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期介護保険事業計画」案について 

         ① 運営協議会委員及び市民からの素案に対する意見・要望について 

         ② 介護保険料について 

        （２）地域密着型サービス事業所部会からの報告 

        （３）その他報告         

（４）場 所  木更津市役所 ６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、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１６名） 

          （欠席）篠崎哲也委員、安田満江委員 

事務局：渡辺市長、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 

 ・市長あいさつ 

 ・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」案について、① 運営協

議会委員及び市民からの素案に対する意見・要望について事務局よりご報告願います。 

田中課長：それでは、木更津市高齢者保健福祉計画・第６期介護保険事業計画（案）につきまして 

ご説明いたします。 

  まずは、委員の皆様からは、これまで計画に対していろいろな視点での、ご意見・ご要望をいた

だきながら調整を重ね、本日の会議に「素案｣から、一歩進んだ「案」をお示しできるようになりま

した。この協議会の委員の皆様の任期が４月末となっておりますことから、部会の開催は予定して

いるものの、今期委員全員にお集まりいただくのは、本日が最後となる予定でございます。これま

での、ご審議に深く、感謝申し上げます。 

  この計画については、すでに１２月市議会において、「素案」を説明させていただいたうえで、１

２月１９日から１月２０日まで市民意見公募を行いました。皆様にも、それにあわせ「素案」を送付

させていただいたところであります。本日、「案」をお示しし、最終的なご意見をいただき検討した

うえで、市長決裁の後、計画の策定に至ることとなります。 

それでは、資料１と計画（案）によりまして、ご説明させていただきます。 



まず、資料１の１ページから６ページまでが、この協議会５名の委員から、最後の７・８ページ

が市民意見公募で、３名からで寄せられたご意見・ご要望であります。 

  主なご意見・ご要望とそれについての回答をご説明します。 

  まず、「生活支援サービス提供の仕組みづくり」については、３名の委員からご意見を頂きました。 

  １ページの提案者１、３ページの提案者３、６ページの提案者５の方々より、それぞれの視点か

ら課題をいただきました。ご指摘のとおり、生活支援サービスの自治会、ボランティア、ＮＰＯな

どを支援のなかに取り込むことは、行政から積極的に働きかけることが必要と認識しておりますの

で、できるだけ早く、現状の各団体に制度を説明したうえで、資源の開発やネットワークを構築す

るための協議会の設置を考えていきます。 

次に、１ページ、提案者１の｢新しい総合事業｣については、計画素案では、現在ある介護事業者

による既存の訪問介護と通所介護サービスについて、「平成２９年度に総合事業へ移行」とあり、サ

ービスが別のところへ移行してしまうと判断される標記でありましたので、「総合事業として開始」

と修正しました。 

  次に、資料の２ページですが、「医療職・介護職の人材確保」については、提案者２と４ページか

ら５ページのて提案者５より出ております。医療職・介護職の人材確保については、行政のみで解

決できるものではないため、関係機関等と連携をとり共通の課題として、有効な施策を考えてまい

ります。 

  次に、２ページ、提案者２からのご意見で、「在宅医療・介護連携の推進」において、医療・介護・

利用者など関係者の情報共有のため、情報通信技術（ＩＣＴ）、情報共有システムの必要性を本計画

で取り上げるべきではないかとのご提案です。現在、このシステムは、柏市が導入し、運営してお

り、本市においても医療・介護で立ち上げようとしている協議会において検討をお願いする予定で

ありましたので、案においては追加し記述をさせていただきました。 

  次に、「地域包括支援センターの機能強化」について、４ページの提案者４と６ページの提案者５

からそれぞれのご意見をいただきました。予算面での支援が必要な点と機能強化として設置数の増

と、栄養士を新たに加えた指導が必要ではないかとのご指摘であります。 

  ４ページの回答にあるとおり、地域包括支援センターの指定基準については、地方分権改革に係

る一括法により、指定権限が国から市になったことに伴い、この３月市議会に条例を上程します。

また、平成２７年度当初予算においては、機能強化に向けた予算要求をします。また、６ページに

あるように、現在ある地域包括支援センターの支部（ブランチ）の設置と併せ、人員体制の検討の

なかで、栄養士及び管理栄養士の配置について考慮してまいります。 

  ４ページに戻っていただき、「生きがい活動の推進」については、老人クラブへの支援についての

ご意見であります。老人クラブについては、今後、生活支援サービスの提供側としての位置づけも

あり、また、地域との協働という観点から、各種活動が多面的に実施できるよう広報活動などを行

っていきます。 

  最後の７・８ページをご覧ください。これは、市民意見公募で寄せえられたご意見・ご要望であ

ります。３名の方から、７項目が寄せられ、これらについては、市の回答を３月計画策定時にホー

ムページで公表いたします。 

  提案者１と２は、同じ要望でありました。現在、介護施設に、透析患者の入所が難しいことから、



透析患者が入所可能な、特にリハビリのできる施設の整備を要望されている内容であります。 

  これについては、前回の計画素案のなかで、医療と連携した在宅へ戻る支援を強化するため、２

９人以下の小規模介護老人保健施設の整備を盛り込みましたが、事業者の選定は公募によりますの

で、その旨を回答します。 

  次の提案者３からは、６件のご意見がありました。認知症施策に関すること及び緊急通報装置貸

与事業の料金の件、ショートスティの充実についてですが、それぞれ、資料のとおり回答いたしま

す。 

  以上が、計画素案にお寄せいただきましたご意見のご報告でございますが、最後に、本日お配り

した「素案内容からの主な変更点」について、ご説明します。 

  計画案の６２ページも併せてご覧ください。 

③情報通信技術（ＩＣＴ）の活用として、先ほど、委員からのご提案のところでもご説明しまし

たが、「情報共有システムの導入について、連絡協議会において検討する」と項目を追加し標記しま

した。その下で図でございますが、６１ページに、②木更津市地域医療・介護多職種連携協議会の

設置がありますが、この協議会の目的や対象領域のイメージ図を新たに追加して掲載しました。 

 また、次のページ、「認知症施策の推進」のうち、②認知症の早期発見・早期治療と③認知症地域

支援推進員の配置については、１月２７日厚生労働省発表による「認知症施策推進総合戦略（新オ

レンジプラン）」により、それぞれの項目の具体的な取り組みが示されたことから、それに併せ、実

施内容の標記を修正したものであります。②につきましては、認知症の早期発見・早期治療という

ことで、認知症サポート医と保健指導が中心となった認知症初期集中治療チームを早期設置を目指

しますということですが、それを具体的に平成３０年から事業を実施しますと変え、③認知症地域

支援推進員の配置につきましても、同様に新オレンジプランに基づきまして平成２９年度までに配

置しますと標記しました。 

  私からの説明は以上でございます。 

議長：ただいま、事務局より説明がありましたが、何か、ご意見・ご質問がありましたらお願いしま

す。ショートスティは木更津市高齢者福祉課の管轄なのですか。 

田中課長：ショートスティにつきましては、県の指定となっており、計画の中に位置づけしておりま

せん。 

議長：１９５床で充足しているとは、勇気があるなと。４月以降の特養の入所が困難な方は普通ショ

ートスティしか利用先がなくなるのではないか。 

田中課長：特養の中重度化に対しては、今回、老健の整備を５０床今期でさせていただきます。 

ショートスティにつきましては、ロングショートという言葉が出てきます。一度入ってしますと中々

在宅に戻れないということもありますが、現在のショートスティとサービス付高齢者向け住宅とそ

の方にあったケアができるように目指してまいります。 

議長：ご意見・ご質問が無いようですので、次に ② 介護保険料について 事務局より説明を求め

ます。 

田中課長：介護保険料につきまして具体的にお話しすることは今回が始めてであると思います。 

これからご説明する介護保険料については、３月市議会定例会において、木更津市介護保険条例

の一部改正として上程し、ご審議いただき正式に決定するものであります。 



  また、本日、計画案の標記の一部として委員の皆様にはお示ししますが、これから開催となる３

月市議会に上程するまで最終的な保険料ではないということをあらかじめご承知いただきたいと思

います。 

では、計画書（案）でご説明いたします。８２ページをご覧ください。介護保険料をご説明する

ためには、まず介護給付費の見込みがどれくらいになるかということを説明しなければいけません

ので説明させてください。８２ページが介護給付費等対象サービスの事業費の見込みです。図表を

ご覧ください。上の図の真ん中に標準給費見込額がございます。平成２７年度から２９年度までの

この状況では、８０億円から９０億円の増額をしていく見込みでございます。平成２９年度では、

新しい総合事業を開始しますので、それに伴い、介護予防・日常生活支援総合事業費が前の年まで

は１千万円台であったものが３億円に増額すると見込んでおります。これは、要支援の方々の通所・

訪問介護がこちらに移行していくというかたちなります。 

その下の表については、平成３２年度と平成３７年度の給付費の見込みです。現状のサービス利

用状況や高齢者数の伸びから換算し見込みました。これは、今期計画が団塊の世代が７５歳となる

平成３７年度を視野に入れた計画とすべきとの国の意見により、掲載したものであります。 

８３ページをご覧ください。介護保険料の費用負担の構成を掲載しました。利用者の自己負担以

外の給付費の負担割合を円グラフで示してあります。これから、ご説明するのは、この円グラフの

うち、色がついている第１号保険料の額であります。 

８４ページをご覧ください。②負担能力に応じた保険料負担の考え方として、被保険者の負担能

力に応じた設定を行うことから、本市では、所得階層を細かく対応いたしまして、６期計画では１

１段階としております。国で示す標準段階は９段階でございますが、更に細分化を致しまして多段

階化をしたものでございます。 

また、③介護給付準備基金の取崩でございます。この準備基金というのは、介護保険料が一気に

上がるのを抑制するために、市の方で基金として取ってあったものを介護保険料の上昇を抑えるた

めに取り崩すものです。現在、準備基金平成２６年度末で３億７５６万円あるものから、保険料の

上昇を抑えるために３億円を取り崩します。８５ページをご覧ください。保険料の算出の計算式を

示してあります。８２ページで示した今期平成２７年度から２９年度までの３年間の給付費２６３

億９千万円と地域支援事業費が８億１千万円の合計額で２７２億という金額になります。ここから

算出いたしまして、保険料として収納必要額を算出してございます。この結果、本日現在では、第

６期の基準月額は、５，０１０円となっております。 

第５期が４，７３８円でしたので、２７２円、５．７％の増となります。前回委員の皆様にお示

し段階では、５，２８０円とお示ししましたが、ここまで下がってきました。この理由につきまし

ては、準備基金の取崩を１億から３億に増額したたことと給付費の見直しをしましてここまで低く

設定できたものでございます。また、先ほどの平成３２年度、３７年度の給付費等から、第７期、

第９期の介護保険料の見込みを記載してあります。今の現状からして高齢者の人数が伸び給付費が

伸びた場合の第７期、第９期の介護保険料は、第７期で５，７９２円の見込み第９期で６，６１０

円の標準月額となる見込みというものを今回計画の中で示させていただきました。 

続きまして、８６ページをご覧ください。今、お話しました基準月額から保険料年額を示しまし

て、所得段階１１段階で示したものであります。太枠で囲ってあります第５段階が基準額５，０１



０円の１２か月分、１００円未満を切り捨てた年額となっております。これを基準に対しまして、

所得に合わせて第１段階から第４段階は減額、第６段階から１１段階は増額となっております。 

この表の介護保険料については、介護保険制度の改正により、低所得者の第１号保険料軽減の強

化として、消費税増額分を充てるということで国が言っていたものですが、消費税が１０％に上が

ることが延期されましたたので、全部という訳にはいかないため、第１段階の基準額だけ更に軽減

をする予定でございます。しかしながらこの軽減につきましては、国から軽減政令が出ていません。

そのため、３月の市議会においてこのこの保険料で上程いたしますが、その軽減政令をまったうえ

で、６月の市議会でまた、改めて第１段階だけ、更に低額にするという条例を出す予定でございま

す。従いまして、３月に策定しますのでこの計画に記載については、そこまでカバーすることがで

きないことをご承知おきいただきたいと思います。なお、この１段階の保険料を下げるということ

に関しましては、全額、国・県・市の公費を充てますので、軽減した分が他の所得段階の方々の保

険料率に影響してくるものにはございません。 

このようなことでただいま介護保険料基準月額を５，０１０円とご説明させていただきましたが、

本日、県のほうから、介護報酬改訂後の指示がございまして、それを元に試算してみたところ、５，

０１０円から更に減額となりまして、４，９５０円程度となる見込みです。この減算した分を再度

確認を致しまして、３月市議会の改正条例に上程いたしますが、委員の皆様には最新の情報と致し

ましてご報告をさせていただきます。 

介護保険料についての説明は、以上であります。 

議長：ただいま、事務局より説明がありましたが、何か、ご意見・ご質問がありましたら お願いし

ます。 

中原委員：教えてください。介護保険の基金の取崩額についてですが、第５期の２６年度はいくら位

取り崩したのですか。 

田中課長：第５期の計画のときに、同じような計算をするときにいくら取り崩すかという計算のなか

では、１億３千万円を取り崩す予定で介護保険料を設定しました。通常ですと１年目はちょっと保

険料に余裕があって、２年目はこれでよい保険料、３年目で取り崩しを充てるということが介護保

険の仕組みなんですが、第５期につきましては、施設の整備の遅れで開所が遅れたため準備基金は

今のところ取崩は行っておりません。ただ、最終年度、今年度の保険給付の最終的結果が出ており

ませんので、もし給付が急に伸びて保険料が足りなけなりましたら、準備基金から取崩ということ

になります。 

議長：今回は３億円を取り崩すということですが、第５期の際は、第４期までに貯まった貯金をいく

ら使ったかという質問であろうかと思いますが。或いは、前回の実績というか、３年ごとに貯まっ

た貯金を取り崩して介護保険料に、前回３年前の改正のときに取り崩したのはいくらぐらいですか

ということではないかな。 

田中課長：４期では若干の取崩がありましたが、資料がございません。 

議長：今回はかなり崩していますが、詳細については、また後日報告願います。 

介護保険料の詳細について、いろいろ検討されるでしょうから、今回の計画案を見て、特に７期８

期以降の上昇を考えると、今回抑えたところはよろしいでしょうが、次の後を考えるとそんなに抑え

て良いのかとも思いますがどうなんでしょうか。 



田中課長：介護保険料という考え方からしますと、その期の中で準備基金が残ることは好ましくない

ということになっております。施設から何から給付を積み上げて介護保険料を算定していきますが、

やはり利用されている方がどの給付をどれくらい使うのかとか、施設の整備の状況などから難しい

点もたくさんあります。介護保険料につきましては、本来でしたら準備基金も含めまして、準備基

金がゼロになる保険料を設定をするのが好ましいとされておりので、今回残った金額の３億７５６

万円のうち３億円を、他の市町村では全額を取り崩し設定をしているところもございますので、そ

のような考え方ですすめております。 

議長：では、もうひとつだけ、今回、第１段階から第１１段階まで分けていただきましたが、これに

対応する被保険者の人口の分布とか割合はどのようになっていますか。 

田中課長：２７年度数値で申し上げさせていただきます。第１段階の方が１８．９％で６，５４９人

で、第２段階が１，６１５人４．７％、第３段階が１．４５０人４．２％、木更津市では第４段階

が一番多く７，１４１人で２０．６％、第５段階が３，７１０人１０．７％、第６段階が４，９３

７人１４．２％、第７段階が４，４２４人１２．８％、第８段階が２，６７４人７．７％、第９段

階が９３９人２．７％、第１０段階が６０２人１．７％、第１１段階が６０９人１．８％となって

おり４３ページに標記してあります。 

議長：では、第１段階の対象になる方がとても多いとありがとうございました。他にご意見・ご質問

が 無いようですので、次に（２）地域密着型サービス事業所部会からの報告を受けます。 

本日、この運営協議会の前に、地域密着型サービス事業所部会が開催されておりますので、その

結果を部会長の江口委員より報告願います。 

江口部会長：指定地域密着型サービスを開始する業者の指定について、本日午後 5時 30分から部会を

開催し審議しましたので、その結果をご報告します。なお、出席部会員は７名全員でありました。

対象の事業者は、セントケア千葉が整備している「セントケア さいわい」です。 

３月１日に事業開始を予定しています。この指定の審査方法においては、該当法人の説明員に出

席をしていただき、法人から提出された「指定申請書」に基づき説明を受けました。その後、部会

員より質疑・応答をおこなったのち、法人には退室願い、審議を行いました。 

その結果、「セントケア さいわい」は、賛成が多数により、地域密着型サービス事業者として指

定することを承認しました。 

以上、ご報告いたします。 

議長：部会の皆様、ご苦労さまでした。続きまして、（３）その他報告として、事務局からお願いしま

す。 

山口副課長：一つ目は、特別養護老人ホーム入所希望者の状況について、報告します。本年 1 月 1 日

現在の待機者数は、527 名です。昨年 7 月 1 日の待機者数は 535 人で 8 人減少しております。要介

護度 3 以上の待機者は、376 人で前年お７月１日より１名増となっております。 

次に、先ほど、地域密着型サービス事業所 部会長より、指定についての報告がございましたが、

今後の地域密着型サービス事業所 部会の開催予定等について、報告します。現在、開設に向け、

工事が着々と進行しております、有限会社 かつみが万石に整備しております、「グループホームあ

んしん木更津」については、翌３月に、部会を開催し、地域密着事業所の指定を予定しております。

指定が決定しましたら、委員の皆様に、報告通知を致します。 



もうひとつの、社会福祉法人梅香会が、整備しております、「特別養護老人ホーム」については、

以前に報告いたしましたが整備場所を「十日市場」から「万石」に変更し、「いわね潮の香園」とし

て工事を着手しましたが、地盤が非常に軟弱であるため地盤改良の必要が出てしまい、開設予定が、

１０月となりました。 

議長：ただいま、事務局より報告がありましたが、何か、ご質問がありましたらお願いします。 

河村委員：今回、保険事業計画の（案）きましたがこの中身についての意見はどうなんでしょうか。   

先ほど変わったところだけの説明がありましたが、いいですか、非常にこまごまとしたことで申し

訳ないですがよろしいですか。 

まず、５２ページですね、その他の生活支援サービスと一般介護予防事業というのが下のほうに

あるのですが、ここでは、２番目の住民ボランティア等が行う見守りとその次の３番の訪問型サー

ビス、通所介護サ－ビスと一般介護予防事業の一般介護予防事業評価事業ということについて、後

ろのほうに説明が何がなにも無いのですが、他のはちゃんと説明があって、多分これらは第６期の

事業では、検討対象外ということで載せられて無いのではないかと思うのですが、それにしても５

３ページの移動支援はちゃんと検討・検討・検討ということで計画に盛り込まなくても表現をして

おりますが、こうゆうものについても何か書いておかないと、スケジュールなり検討するのかしな

いのか、掲載しないと解らないと思います。その言葉から自明の理みたいに意味が解ればいらない

ですが、これ何のことかなということがありますのでやっぱ説明はちゃんと入れたほうが良いと思

います。２番の住民ボランティアは説明が無いですね、他のやつは全部新しい総合事業の改定とい

うことでちゃんと説明されておる訳です。検討対象外なら検討対象外ということを書いておかない

と読む人が理解できないですね。 

田中課長：標記の件につきまして、もう一度検討させていただきます。 

河村委員：その次に、６０ページのところに複合型サービスというのが右の真ん中ぐらいにあります

が、後のページでは、これが看護小規模多機能型居宅介護というように名称が変わっておりますが

カッコ書きか何かにしておかないと混乱すると思います。 

田中課長：４月から名称が変わります。解りました。 

河村委員：それから、６２ページの情報通信技術（ＩＣＴ）の活用についてですが、ここで地域医療・

介護多機能連携協議会で情報を共有するというのが、こういった支援をする人たちの情報共有なの

か、支援をされる人の情報共有なのか、もし個人の方の事まで入ってしまうと、個人情報保護法に

引っかかると思いますが、事業者間の情報をお互いに共有するなら話しが解りますが個人の情報で

はどうかなと思います。 

佐久間主任主事：一応システムの導入に当たって、在宅介護・医療との連携の上で当然個人情報が問

題となってくると思いますが、個人情報につきましては、あくまで本人の同意が絶対条件となって

まいります。今後システムを構築するうえで、たとえば何処まで見てよい情報なのか、その中の必

要情報がみんなが閲覧できる情報が出てきますので、制限した上で考えていかなければならないと

考えております。どうしても個人情報が絡むものになりますので、本人にこんな方が見ますよと同

意を得た上での当然行わなければならないと闇雲にみんなが見ていただく訳には行かないため制限

をかけて行うなシステムの構築を考えていく必要性があると考えております。 

議長：結構、このＩＴの活用には夢がありますが、結局、利便性をあげればセキュリティはかなり誰



でも見れるとその場で取れると、医者としては柏のシステムの最大の問題点ともいえますし、今後

の法律上の問題点もありますが、認知症として診断を受け介護保険の認定を受けていれば、その人

の生じた能力から、この人自身の個人情報を本人の意思で開示して良いものかどうか判断できない

と裁判でもそうです。そこについてのあいまいさを踏み越えて利便性を優先して利用するかどうか。

現状利用されている先生はセキュリティは万全だと説明会でも言い切ってますが、そういう立場に

いらっしゃるからだろうなとしか見ていませんので、そこの部分を真剣に検討されるのであれば今

後の認知症の高齢者を方を特に電子情報でリアルタイムで何をしているのかという情報を一体させ

ることについて相当真剣に議論されないといけないと思います。ですが、切り捨てるべきはどちら

か、プライバシーを取るか利便性を取るかになるのではないかと個人的に判断しますが、議論では

相当難しいと思います。 

河村委員：それから、６３ページの認知症サポーターのフォローアップ研修、一番下にありますがこ

の人の役割とか活動内容とかはどんなものなのですか。今、認知症サポーター養成というのは、認

知症というものを認識していただき或いは理解していただき支援していきましょうということで、

フォローアップ研修を受けた方は、何か活動とか役割とかが出てくるのですか。 

佐久間主任主事：この計画を策定する上では、導入するかしないかとちょっと意見のあったところで

すが、認知症カフェといったものを、総合戦略で国が示したところもありますので、地域的な活動

を視野に入れた要請研修を今後包括支援センターなどと検討しましてフェローアップ研修を行った

うえで考えていきたいと思います。まだ、どういうふうにしようかと漠然としており、今回、内容

まではこの３年では難しいと思いますが、ただ総合戦略では認知症カフェについては、③にある認

知症地域支援推進員というのが一緒に考えた上で考えて行きましょうということが示されましたの

でそれに基づいて考えて行きます。 

河村委員：６４ページの生活支援サービスの充実というところで、高齢者の在宅生活を支えるため、

シルバー人材センター、ＮＰＯ法人、ボランティア団体等による重層的な生活支援サービスを構築

しますという、この生活支援サービスとは５３ページにある訪問型サービスとか緩和したサービス

とか住民主体による支援とか、その次の通所型サービスのＡ，Ｂとかこういったものを指している

のでしょうか。 

佐久間主任主事：おっしゃる通りです。 

河村委員：以上です。 

議長：それでは他に、ご意見ご質問が無いようですので。 

河村委員：ちょっとよろしいですか。私、議事録を今回と前回を見せていただきましたが、市の説明

をしたところは整然と良く書かれていますが、質疑応答のとこらは、私らが言う時には、必ずこう

ゆう理由でこうゆうことをお願いできませんかということで説明しておりますので、それを端折ら

れて、何か質問のところだけが出てしますので、これを第三者が見ると何のことを言ってるのかさ

っぱり解らないと思いますので、全部の文章を出す必要は無いと思いますが、理由がちゃんと解る

ように要約して頂きたいと感じました。 

議長：それでは、他にございませんか。 

無いようですので、本日の介護保険運営協議会は、これで終了いたします。委員の皆様には、お疲

れさまでした。 


