
会 議 録 

 

１．開催状況 

（１）会議名  平成２８年度第１回木更津市介護保険運営協議会 

（２）日 時  平成２８年９月２７日（火）午後２時００分から午後３時１０分まで 

（３）議 題  （１）平成２７年度介護保険事業の報告について 

        （２）地域密着型サービス事業所部会からの報告について 

        （３）指定地域密着型通所介護の基準条例の制定について 

        （４）その他 

（４）場 所  木更津市役所 朝日庁舎２階 会議室Ｅ 

（５）出席者  委員：神田豊彦委員（会長）、重城正義委員、山口仁委員、福田豊稔委員、 

分目茂委員、大野修治委員、中島進委員、高田秀一委員、浦部智章委員、 

中山太一郎委員、隈元志豊委員、高橋宏彰委員、丸尾進三郎委員、 

室前惠子委員 （出席１４名） 

（欠席）山口究委員、曽根功委員、安田満江委員、吉野力委員 

事務局：田中福祉部長、金綱副課長、佐久間主任主事、林事務員 

（６）傍聴者  ０人 

 

２．会議概要 

 ・福祉部長挨拶 

 ・神田会長挨拶 

 

議長：本日の出席委員は、１４名であります。過半数を超えておりますので、本会議は成立いたしま

す。それでは議題に入ります。議題（１）平成２７年度介護保険事業の報告について事務局より説

明を求めます。 

佐久間主任主事：私からお手元の資料のうち、「平成２７年度介護保険事業報告資料」でご説明いたし

ます。 

  毎年、報告しております、定点調査資料の５点に追加して、新しい総合事業への移行、また、新規

事業として在宅医療・介護連携事業や認知症施策事業等を地域支援事業として実施しておりますの

で、今回の報告から地域支援事業費を追加しました。 

  ページ番号がなく、誠に申し訳ありませんが、資料の３枚目、「１．人口の推移」をご覧ください。 

  人口の推移につきましては、平成１９年度からの数値を示してございます。平成２８年４月１日現

在の本市の人口は、１３万４，０２９人、前年度に比べ９８０人の増、伸び率は０．７％となってお

ります。そのうち６５歳以上の人口が３万５，２７０人、前年度に比べ１，０９７人の増、伸び率は

３．２％となり、６５歳以上の人口の占める割合、いわゆる高齢化率は２６．３２％で、前年度より

０．６４ポイント増えております。また、介護保険制度では第２号被保険者であります４０歳以上６

５歳未満の人口は４万４，１０２人、前年度に比べ１９人の増、伸び率は横ばいであり、全人口に占



める割合は３２．９０％となっております。この割合は平成２３年度には一度増加しておりますが、

総じて減少傾向にあります。７５歳以上の後期高齢者の人口につきましては１万５，４０５人、前年

度に比べ８４０人の増、伸び率は５．８％であります。７５歳以上が占める割合、後期高齢化率につ

いては１１．４９％になっております。 

  続きまして、次ページの「２．認定審査会における審査結果」をご覧ください。こちらにつきまし

ては、平成２０年度からの比較となっております。認定審査会は、木更津市介護保険条例第２条に基

づき、委員４０人で８つの合議体を形成し審査していただいております。平成２７年度の審査結果に

つきましては、非該当が５６、要支援１が７７２、要支援２が８０４、要介護１が１，０４６、要介

護２が８７０、要介護３が６３４、要介護４が６５３、要介護５が５５５となっております。このう

ち、変更申請したが認められなかった案件が「却下」の件数です。これは再掲となりますが、６７件

ございました。却下の場合は、変更申請時点の介護度と同じになります。以上、合計といたしまして

は５，３９０件でございます。各介護度の比率は、年度によって若干のバラつきはありますが、審査

にかかる合計件数は年々増えてきております。また、審査会に付議したものの、調査不十分等との理

由で「再調査」となった案件については平成２７年度はありませんでした。なお、審査案件５，３９

０件の申請内容の内訳は、「新規申請」が１，３８６件、要支援の認定期間内に状態が悪くなったこ

とに伴う「介護申請」が２６６件、認定期間が終了したことに伴う「更新申請」が３，３７９件、要

介護の認定期間内に状態が変化したことに伴う「変更申請」が３５９件となっております。表の一番

下にある「合議体数」は、合議体による審査が年間何回行われたかという数値でございます。恐れ入

りますが、ここで資料の訂正をお願いします。合議体数「１０９件」を「１３８件」に訂正をお願い

します。繰り返しますが、合議体数は年間で、１３８回開催されておりますので、割り返しますと１

合議体１回あたりの審査件数は、約４０件となります。 

  続きまして、次のページの「３．認定者数、受給者数、利用者状況」をご覧ください。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２７年度を

ご覧ください。この数値は毎年度の３月報告時のものですが、認定者数は、合計５，６０２人内訳と

いたしましては、６５歳以上の第１号被保険者が５，４４１人、４０歳から６４歳までの第２号被保

険者が１６１人となっております。この認定者数５，６０２人のうち、何かしらの介護サービスを受

けている受給者数は４，５８９人で、認定者数の８１．９％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の内訳ですが、居宅介護サービスの利用者が３，６１０人、施設介護サービスの

利用者が９７９人となっております。１月あたりの費用総額は約６億５千万円となり、これを利用者

数で割り返しますと、１人あたりの費用額は居宅介護サービス利用の場合で約１０万５千円、施設介

護サービス利用の場合で約２８万円となっております。 

  続きまして、次のページの「４．施設サービス利用者数、施設別利用状況について」をご覧くださ

い。これは、介護保険施設の介護老人福祉施設、介護老人保健施設、そして、介護療養型医療施設の 

３つに分類したものでございます。各年度の３月分の利用者数及び費用額は記載のとおりでござい

ますが、平成２７年度について、単純に費用額を利用者数で割り、各施設の１人あたりの１ヶ月の費

用額を算出いたしますと、介護老人福祉施設が約２８万円、介護老人保健施設が約２８万円、介護療

養型医療施設が約３９万円となっております。 

  次ページの「５．介護保険事業計画の介護保険給付費」をご覧ください。 



  介護保険法第１１７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てい

ます。介護保険制度が始まった平成１２年度の第１期計画から現在の第６期計画までの介護保険給

付費の比較となっております。この給付費につきましては、高齢者数の増加、施設の整備等に伴い、

毎年増加している状況でございます。 

  次のページの「６．介護保険事業計画の地域支援事業費」をご覧ください。介護予防・総合事業費

は、新しい総合事業や介護予防事業に充てる費用となります。また、包括的支援・任意事業は、地域

包括支援センターの委託料、在宅医療・介護連携事業、認知症施策事業、生活支援体制整備事業とい

った包括的支援事業や任意事業が対象となります。任意事業とは、地域の実情に応じて必要な支援を

行うことができる事業で、介護相談員の配置や紙おむつ給付事業といった事業が対象となります。 

 

  引き続き、私からお手元の資料のうち、「木更津市高齢者保健福祉計画・第６期介護保険事業計画

の平成２７年度進捗状況」をご覧ください。 

  第６期介護保険事業計画では、３年間の数値目標を掲げて策定していますので、この目標が平成２

７年度でどのくらい進んだか、各課で評価したものです。対象は年度毎の数値目標を掲げている施策

と地域包括ケアシステムの構築に係る事業ついては、進捗状況の評価を実施しております。 

  資料の２枚目をご覧ください。 

  「（１）新しい総合事業の創設」をご覧ください。新しい総合事業は、昨年のこの運営協議会にお

いてもご審議いただており、繰り返しになりますが、当初予定していた平成２９年４月から平成２８

年３月に早期移行を行っております。移行後は介護予防訪問介護や介護予防通所介護に相当するサ

ービスを訪問介護事業者や通所介護事業者が実施しています。今後の方針としては、総合事業に移行

したことで、訪問介護サービスである生活援助サービスや通所介護サービスであるサロン型のデイ

サービスといった専門性が低いサービスは必ずしも専門職を配置せず、市の実情に合わせた人員、設

備、運営の基準を設定できることから、要支援認定者のサービス実態を分析しつつ、市独自の基準を

検討し、介護事業者が提供するサービスだけでなく、利用者の選択肢を拡大できるようにすることが

次の目標となります。 

  続きまして、「（２）介護予防の推進」についてですが、表の下から２段目の地域介護予防活動支援

事業ついてご説明いたします。平成２６年１２月から地域における住民主体の介護予防活動の育成

や支援を行う事業として、地域住民が主体となり高齢者がいつまでも活き活きと元気に、住みたい地

域で暮らし続けられるように健康体操の普及促進を図ることにより地域ぐるみで高齢者の介護予防

に取り組む事業を促進しております。健康体操の介護予防活動を行う住民グループをつくり、公民館

や公会堂等で活動しています。高齢者福祉課では、その活動の立ち上げ支援や定期的な体力測定を地

域包括支援センターと協力しながら行っております。事業計画の目標は１年に１地区としていまし

たが、平成２７年度末には６団体を養成し、今年の９月までに、さらに７団体を養成し、今までに１

３団体の立ち上げ支援を行いました。また、平成２６年度に立ち上げた住民主体の通いの場を中心に

リハビリテーション専門職が体操の動機付けを強化し生活のなかで継続実施することを促し介護予

防の効果を上げることを目的とした実地指導を４回行っております。 

  今後の課題としては、住民主体の通いの場を支援するための職員の負担が大きく、今後、通いの場

の立ち上げ支援が多くなることが想定されるため、地域住民等で指導できる人材を育成していくこ



とが挙げられます。 

  次のページの「（２）健康づくりの推進」をご覧ください。 

生活習慣病予防対策と特定健康診査、特定保健指導についてですが、要介護認定を受けている人の

有病状況は、事業計画に掲載している数値とは異なっております。計画に掲載している数値は、６５

歳以上の高齢者全体からの数値でしたが、平成２７年度に健康推進課において「第３期健康きさらづ

２１」を策定し、その際、要介護認定者全体からの数値に変更しているため数値が異なっております。 

  要介護者の有病状況は、糖尿病、高血圧、脂質異常症、心疾患で増加しており、脳疾患のみ減少傾

向が見られました。また、新規透析開始者数は減少傾向であります。４０歳から６４歳までの第２号

被保険者の要介護認定者については、脳血管疾患や糖尿病合併症で占める割合が８割を占めるため、

特定健診の受診勧奨、保健指導による生活改善指導、かかりつけ医との連携による重症化を防ぐため

のより一層の取組が必要となります。 

  次のページの「基本方針２ 地域包括ケアシステムの構築の（２）の在宅医療・介護連携の推進」

をご覧ください。 

  地域の社会資源の把握については、地域包括支援センターの主任介護支援専門員が中心となり地

域の医療や介護、生活支援サービスといった社会資源をとりまとめ冊子として作成し、毎年度更新し

ております。また、この社会資源一覧を活用し、市民や医療・介護の関係事業者が利用しやすくする

ための情報提供システムを１０月から導入します。 

  木更津市地域医療・介護多職種連携協議会の設置については、各関係機関のご協力により、今年の

５月に木更津市在宅医療・介護連携推進協議会を立ち上げしました。協議会は、在宅医療・介護連携

部会、在宅介護・認知症施策部会、社会福祉・生活支援部会の３つの部会に分かれて、それぞれ議題

を決めて検討を重ねているところです。 

  続きまして、「（３）認知症施策の推進」をご覧ください。認知症ケアパスについては、先に説明し

た在宅介護・認知症施策部会で協議し作成が終了しました。今後は、認知症ケアパスを市広報誌に折

り込みして１２月に配布する予定としております。作成した認知症ケアパスは認知症の相談ができ

る医療機関名等の掲載ができなかったため、今後は医師会のご協力をいただき、さらに内容を充実さ

せていく方針でございます。また、認知症ケアパスは今回初めての作成であったので、市民、医療従

事者、介護従事者等の意見や要望を取り入れながら更新していくこととします。 

  認知症の早期発見・早期治療については、医師会や認知症地域支援推進員のご協力のもと、木更津

東邦病院と木更津病院で認知症初期集中支援チームが発足します。今後会議を重ねチームが稼動す

るために必要な事項をチーム員がお互い認識し、平成２９年度の稼動をめざします。 

  次のページの「（４）生活支援サービス提供の仕組みづくり」をご覧ください。生活支援サービス

の充実については、平成２７年度において、千葉県が主催する生活支援コーディネーター養成研修を

本市から生活支援サービスを提供するＮＰＯ法人の職員、市内介護サービス事業所の従事者、市社協

職員が受講し、１９名が修了しましたが、生活支援コーディネーターの配置や協議体の設置まではい

たりませんでした。 

  今年の５月に発足した木更津市在宅医療・介護連携推進協議会の一部会である社会福祉・生活支援

部会を第１層協議体として設置しましたが、具体的な取り組みまではいたっておらず、今後は生活支

援コーディネーターの配置と地域における協議体の設置を進めていく方針でございます。 



  続きまして、「３．安心した在宅生活の支援の（２）家族介護者への支援」をご覧ください。家族

介護教室の実施については、管理栄養士を講師に招き「低栄養と嚥下について」の講座及び介護食の

試食、介護者同士の交流会を行いました。平成２７年度においては、開催回数、参加人数ともに目標

にたどりつかなかったことから、開催方法については介護サービス事業所や医療機関と連携して講

座の開催方法を改め、平成２８年度から市内介護サービス事業所や医療機関に委託して年８回の家

族介護教室を開催しております。 

  認知症家族交流会の開催については、認知症専門医や薬剤師等の専門職、地域包括支援センターの

専門職を交え、参加者の日頃の介護の悩みや疑問等を話し合う交流会を開催しています。交流会は平

成２６年度から開催していますが、平成２７年度は図書館と協働して図書館職員による語りを楽し

みながら行う交流会を開催しました。今後は、新規の参加申込者が少ないため、参加される方が気軽

に申し込みできるような周知を検討しつつ、継続していきたいと考えております。 

  次のページをご覧ください。「基本方針３（２）地域密着型サービスの充実」についてご説明いた

します。定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスについては、平成２７年度において２事業所を

計画していましたが、平成２７年１１月に畑沢地区で１事業所の整備のみとなりました。そのため、

平成２７年１０月と平成２８年３月に公募を実施しましたが、応募はありませんでした。このため、

再度１０月に公募を実施する予定でございます。 

  定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスは、サービス利用者がなかなか増えてこないため、指

定事業者と連携しサービスがどのようなものか、具体例を挙げてケアマネジャーに説明会等の周知

の機会を継続して実施することが必要であると認識しております。 

  小規模多機能型居宅介護は、平成２８年３月に公募し、２事業者から応募があり、選定しました。

なるべく住み慣れた地域での生活が継続できるように、より地域に根ざしたサービスとするため認

知症高齢者グループホームとの併設により整備します。波岡圏域で平成２９年３月の開設を、清川圏

域で平成３０年３月の開設を予定しております。 

  看護小規模多機能型居宅介護は、平成２７年３月に１事業所を開設しました。医療機関から在宅へ

の中間施設的なサービスとして位置づけて運営しており、医療ニーズが高い利用者が多いのがこの

サービスの特徴です。このため、国がめざす一億総活躍社会の実現の一つである介護離職ゼロの実現

に向けた取り組みである在宅・施設サービスの整備の充実・加速化による介護離職の防止を図るた

め、平成２９年度に第６期介護保険事業計画に上乗せして整備することにしました。平成２８年３月

に公募したところ１事業者から応募があり、選定しました。平成２９年４月に開設する予定で整備を

進めております。 

  認知症高齢者グループホームは、こちらも国がめざす介護離職ゼロの実現に向けた取り組みとし

て、１ユニット９床から２ユニット１８床に第６期介護保険事業計画に上乗せして整備することに

しました。こちらも今年の３月に公募し、２事業者から応募があり、２事業者を選定しました。波岡

圏域は１ユニット９床で平成２９年３月の開設を、清川圏域は２ユニット１８床で平成３０年３月

の開設を予定しております。 

  続きまして、「（３）介護保険施設の充実」をご覧ください。特別養護老人ホームについては既存施

設の定員増として５０床の増床を計画しております。こちらは、平成２８年度中に公募を実施するこ

とで準備を進めております。 



  介護老人保健施設については、平成２７年７月に公募し、２事業者から応募がありました。平成２

７年度に１施設２９床、平成２９年度に１施設２０床をそれぞれ選定しました。しかしながら、平成

２７年度に開設する事業者から平成２８年７月に応募申込書の取り下げしたい旨の申出があったた

め、これを受理しました。そのため、２９床分については再公募が必要か否か市内の介護保険老人保

健施設に入所状況等の調査を行い、判断したいと考えております。 

  私からの説明は以上でございます 

議長：説明が終わりました。何かご意見ご質問がありましたらお願いします。 

中山委員：地域包括ケアシステムの構築における地域包括支援センターの機能強化について、現状の課

題等は何かありますでしょうか。 

佐久間主任主事：地域包括支援センターにおける専門職の配置・確保が問題と考えております。今後に

ついては、地域包括支援センター業務が多大であるため、ブランチや、具体的には富来田地区にお

ける地域包括支援センターの業務委託を進めていきたいと考えております。 

重城委員：運営協議会の資料配付についてですが、非常に遅いので少なくとも１週間前には送ってほし

いです。委員皆様についても業務多忙であり短時間に全部を目を通すことは困難であるため、以降

は少し早く送付するようにしていただきたい。 

  介護保険事業計画について、期別に見ますと第２期のみ若干のプラスの数値となっており、第１

期、第３期から第５期までについてはマイナスの数値となっている。これについて、収入と収支の

関係から正常な数値と言えるのでしょうか。 

佐久間主任主事：介護保険事業費については介護保険料を算定するものとなっており、不足しないよう

若干の上乗せをして計画値としております。計画値としては３％ぐらい上乗せして策定しているた

め問題はないと判断しております。第１号被保険者が多く納めていただいた介護保険料については、

介護保険準備基金に貯めております。介護保険料の急激な上昇を抑えるために、その基金を取り崩

すことで対応しております。 

重城委員：平成２７年度進捗状況について「ａ」、「ｂ」、「ｃ」、「ｄ」という評価は自己判断ということ

で理解してよろしいでしょうか。 

佐久間主任主事：各課担当者が判断した達成状況となります。 

重城委員：認知症の早期発見・早期治療及び認知症サポーターのフォローアップ研修について、今後の

方針の記入がなく、達成状況が共に「ｄ」であるため、今現在での方向性があれば伺いたい。 

佐久間主任主事：認知症の早期発見・早期治療についてですが、現在、木更津東邦病院と木更津病院で

１チームが発足することになりました。認知症初期集中支援チームとしての具体的な活動方法を取

り決めたうえで、平成２９年度の稼動に向け進めていく予定です。達成状況について、チームとし

ては活動していないため、「ｄ」と判定しております。認知症サポーターのフォローアップ研修につ

いては、認知症サポーターの養成研修修了者のフォローアップ研修と位置づけております。認知症

サポーター養成研修は、各学校、病院、企業等の団体からの依頼を受けて、地域包括支援センター

の職員が中心に養成研修を行っております。養成研修修了者で今後より意欲的に活動したいという

方を対象にフォローアップ研修として計画に位置づけております。平成２９年度に千葉県が認知症

サポーターフォローアップ講座用のカリキュラムが策定されるため、それを参考に進めていきたい

と考えております。そのため、達成状況については、まだ事業を実施していないため「ｄ」として



おります。 

重城委員：認知症サポーターの養成受講者を 1,000 人と見込んでいますが、認知症に対する認知度が

低いため、もっと受講者を増やすべきであると考えている。今のところは、講座の要請があった方に

対して実施するという方針ですが、受講者をより多く増やすべきだと考えられるため、今後は市から

もＰＲして増やしていくことを要望したい。 

  こちらも要望ですが、認知症家族交流会の開催についても開催数や参加人数を増やしていくべき

と考えます。 

  定期巡回・随時対応型訪問介護看護については利用者が２名ということですが、今後は全ての地域

で同じように事業を行っていくのではなく、相対的に考えて、切るところは切り、力を入れるところ

はより力を入れていくところがあれば力を入れていくようにしたほうがよいのではないかと考えま

す。 

  最後に、介護老人保健施設の辞退申し出があったということですが、具体的に辞退された理由がわ

かれば教えてください。 

佐久間主任主事：議題（４）その他で事務局から報告させていただきます。 

議長：他に何かありますでしょうか。無いようですので、続きまして、議題（２）地域密着型サービス

事業所部会からの報告について、事務局から説明お願いします。 

隈元委員：地域密着型サービス部会の報告をさせていただきます。地域密着型サービス事業所部会部

会長の隈元です。５月１８日午後２時から部会を開催し、審議しましたので、その結果をご報告い

たします。 

  なお、出席部会員は７名全員でありました。 

  議題１、地域密着型サービス整備事業者候補者についてですが、市において４月２７日に施設 

等整備事業者選定委員会を開催し、応募事業者のプレゼンテーションを経て、同委員会の採点・審査

により選定を受けた事業者候補者について、当部会で、市の選定について報告を受け、承認したもの

であります。 

  今回公募したサービス種別は、看護小規模多機能型居宅介護と、小規模多機能型居宅介護併設認知

症対応型共同生活介護です。看護小規模多機能型居宅介護は、応募事業者は１社で、岩根圏域で有限

会社安心の絆を、小規模多機能型居宅介護併設認知症対応型共同生活介護は、応募事業者は２社で、

波岡圏域でセントケア千葉株式会社を、清川圏域で有限会社かづみをそれぞれ承認しました。 

  看護小規模多機能型居宅介護は平成２９年４月開設を、小規模多機能型居宅介護併設認知症対応

型共同生活介護は、波岡圏域では平成２９年３月から、清川圏域では平成３０年３月からの開設を予

定しております 

  次に議題２、地域密着型通所介護事業者の指定についてですが、平成２８年４月１日から定員１８

人以下の通所介護事業所が地域密着型サービスに移行したことに伴い、地域密着型通所介護事業者

の指定について協議しました。 

  平成２８年６月１日付けで開設する指定申請があった株式会社イオンリテールが運営するイオン

スマイル木更津朝日店の指定について、事務局から説明を受け、指定について承認しました。 

  以上、ご報告いたします。 

議長：説明が終わりました。何かご意見ご質問はありますでしょうか。特に無いようですので、続きま



して、議題（３）指定地域密着型通所介護の基準条例の制定について、事務局から説明をお願いし

ます。 

佐久間主任主事：地域密着型通所介護の基準条例の策定については、平成２６年６月２５日に施行され

た「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」に

伴い、平成２８年４月１日に介護保険法が改正され、地域密着型サービスに地域密着型通所介護が創

設されることとなりました。 

  通所介護のうち、利用定員１８名以下の通所介護は、平成２８年４月１日以降は市内在住の方のみ

が利用できる地域密着型通所介護に移行し、介護保険法上のサービス基準は厚生労働省令に基づき

各自治体の条例で定められることとなっているため、この法改正に伴い、地域密着型通所介護につい

ても基準を条例で定める必要があります。 

  市町村の条例制定については経過措置が設けられ、平成２９年３月３１日までに施行することと

なっており、条例が施行されるまでの間は厚生労働省令で定められた基準が適用となります。 

  資料の２頁をご覧ください。 

  具体的な改正の内容としては、指定地域密着型通所介護事業の人員、設備、運営等の基準について

定めることとなりますが、現行の条例で規定している既存の地域密着型サービスにおける本市独自

基準との整合性を図るため、厚生労働省令に上乗せします。 

  独自基準の１つめは、「食事における地産地消の努力義務化」です。 

  食事における地産地消については、本市は、健全・健康な食生活を進めるまちづくりを目指し、地

元産の農林水産物又はこれらを加工した食品を地元で消費する『地産地消』を進めようとしているこ

とから、こうした趣旨を規定に反映し、可能な限り、地元産の食品を使用した食事の提供に努めるよ

う努力規定を置くものです。 

  独自基準の２つめは、「非常災害に関する対策計画を利用者及びその家族への周知、地域住民の参

加及び非常災害時に備え必要な物資の確保に努める」ことです。 

  高齢者が対象の施設・事業所等については、自力避難困難な利用者が多く、特に入所・通所系の施

設では自宅や家族のもとから離れた場所で介護等を受けているため、被害を受けた際の避難の方法

や家族への連絡体制などを日頃から整備し、職員のみならず入所者及びその家族へ十分周知してお

くことが不可欠となります。そのため、本市においては、非常災害に関する具体的計画の周知範囲を

利用者及びその家族へ拡大することを規定する基準を追加し、地域住民の参加が得られるよう連携

に努めなければならないことを追加します。 

  また、今後の大規模な地震等災害の発生に備え、訪問系を除く全てのサービスについて、必要な物

資の確保に努めることにより、利用者の生命の維持に関わる対策を求めるものです。 

独自基準の３つめは「記録の保存年限を２年から５年」とすることです。記録の保存年限の延長に

ついては、介護保険のサービスを提供する事業者が、介護給付費について過誤請求や不適切な請求を

して介護給付費の支給を受けた場合には、本市から事業者に対して介護給付費の返還請求をするこ

ととなります。 

  この返還請求の請求権は、５年間と定められていますが、サービス等の提供に関する記録の保存期

間が２年間では返還請求金額の確認ができない可能性があることから、サービス等の提供に関する

記録を５年間とするものです。 



  なお、今回、お示ししたものは、独自基準の素案の段階でありますので、昨日からパブリックコメ

ントを実施しており、市民の皆様等の意見をお聞きするとともに、条例の内容や本市独自基準等の更

なる精査を行い、平成２９年３月１日に施行する予定でございます。 

  説明は以上でございます。 

議長：説明が終わりました。何かご意見ご質問はありますでしょうか。 

山口仁委員：食事に関わる基準について、市内の食品を提供するとあるが、具体的に市内で生産された

食品が高値であれば安い食品を購入するようになり、市内生産の食品を購入できるようなマーケッ

トが整備されていないと購入自体難しいということもあると考えられる。現在、市内の介護施設等に

ついてどのように工夫されておりますでしょうか。 

佐久間主任主事：努力義務規定となっており、特に地産地消をどのように実施しているかを把握してい

ない状況であります。今後は、実地指導の際には事業者に強くは言えませんが、実際にどのような

形で食事を提供しているか、指導時にヒアリングを含めて把握していきたいと考えております。 

高橋委員：記録の整備についてですが、保存方法は紙媒体と電子媒体のどちらになりますでしょうか。 

佐久間主任主事：基本的には紙媒体で保存することとし、実地検査の際に確認ができる状態であれば問

題ないと考えております。 

議長：他に何かありますでしょうか。無いようですので、続きまして、議題（４）その他について、事

務局から説明お願いします。 

佐久間主任主事：木更津市介護老人保健施設開設事業者応募申込書の取り下げについて、ご報告いたし

ます。 

  医療法人萩仁会については、平成２８年３月に療養病床からの転換により医療機関併設型小規模

介護老人保健施設定員２９名を開設するため、平成２７年７月２３日に選定委員会においてプロポ

ーザルを行い開設事業者候補者として選定し、８月６日に介護保険運営協議会において選定結果の

意見聴取を行い、８月２０日に開設事業者として決定しました。 

  しかしながら、同法人が運営する萩原病院の看護職員の離職等により、平成２８年４月１日から２

病棟１１８床のうち１病棟５８床を休止し、看護職員の充足ができない状況が続いており、休止した

病棟の再開の目途が立っておらず、６月２３日に千葉県知事に介護老人保健施設開設許可等の事前

協議申出の取り下げを行ったところです。以上の理由により、医療法人萩仁会から応募申込書取下書

の提出があったため、これを受理しました。 

  なお、介護老人保健施設開設事業者の再公募については、木更津市高齢者保健福祉計画・第６期介

護保険事業計画の整備床数５０床のうち２０床の整備が既に決定しており、こちらについては医療

法人社団望星会が平成２９年４月の開設をめざし準備を進めております。今後、介護老人保健施設の

入所状況や待機者状況について、市内の介護老人保健施設に調査を実施し、公募をすべきか判断する

こととしたいと考えております。この調査結果については、次回の介護保険運営協議会で報告しま

す。 

議長：説明が終わりました。何かご意見ご質問はありますでしょうか。 

中島委員：事務局への要望になりますが、事業者の開設する施設や進捗状況等については口頭での説明

だけでは把握しきれなくなってきているため、委員の皆様にはっきりわかるよう一覧表等の資料を

提出していただきたい。 



  もう一点になりますが、人材確保については君津圏域を意識して事業全体を考えているので、厳し

い状況であるというのは認識されていると思いますが、隣接市の新規施設等の開設状況や進捗状況

についても関心のあることなので、木更津市だけでなく隣接市の設置状況を把握していかなければ

ならないと考えるので、今後はできる限り情報提供をお願いしたい。 

議長：他に何かありますでしょうか。なければ私の方から、重城委員からもお話しありましたが、資料

の送付は早めにしていただきたい。医師会としても認知症施策として、認知症サポーター養成講座の

検討を始めたところであるため皆様方のご協力をよろしくお願いします。また、最大にして最も困難

な問題となっている介護人材のマンパワーの確保については、それに関しては皆様ご苦労されてい

ると思いますがなんとか頑張って行かなければならないことです。最後に認知症施策の認知症家族

交流会の周知については我々ではできないため、行政の方で広めていただきたい。 

   その他に無いようですので、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、大変お疲れ様でした。 


