
会 議 録 

 

１．開催状況 

（１）会議名  平成２８年度第２回木更津市介護保険運営協議会 

（２）日 時  平成２９年３月２８日（火）午後２時００分から午後３時３０分まで 

（３）議 題  （１）木更津市介護予防・日常生活圏域ニーズ調査について（公開） 

        （２）木更津市内介護老人保健施設の利用状況調査について（公開） 

        （３）地域密着型サービス事業所部会の報告について（公開） 

        （４）指定地域密着型サービス事業者の監査について（非公開） 

           非公開の理由：市が指定権限を有する地域密着型サービス事業者への監査経

過を公開することにより、今後継続して行う公正な監査の実施に支障が生

じるおそれがあるため 

            （木更津市審議会等の会議の公開に関する条例第５条第５号に該当） 

        （５）その他（公開） 

（４）場 所  木更津市民総合福祉会館 ３階 講習室 

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

比連﨑高男委員、大野修治委員、中島進委員、浦部智章委員、 

中山太一郎委員、下山暁委員、高橋宏彰委員、室前惠子委員（出席１２名） 

（欠席）福田豊稔委員、分目茂委員、安田満江委員、吉野力委員、 

高田秀一委員、丸尾進三郎委員 

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、１２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）木更津市介護予防・日常生活圏域ニーズ調査について事

務局より説明を求めます。 

佐久間主任主事：私からは、平成２８年１２月に実施した介護予防・日常生活圏域ニーズ調査について

説明いたします。 

  資料１の２頁をご覧ください。 

  このニーズ調査は第６期介護保険事業計画を平成２９年度に見直しするにあたり、保健福祉に関

わる生活状況、介護予防、地域社会とのつながり、高齢者施策等についてアンケート調査を行いまし

た。 



  平成２８年１２月に実施したニーズ調査の概要についてですが、対象者は要介護認定を受けてい

ない６５歳以上の方を対象に実施し、木更津、波岡、清川、岩根、金田、鎌足、中郷、富来田の日常

生活圏域８圏域毎に５００件、計４，０００件に配付しました。 

  調査方法は郵送配付、郵送回収で行い、調査票の回収件数は２，７６９件で、回収率は６９．２％

でした。今回は礼状兼督促状を発送しましたので、平成２５年度に実施した調査よりも回収率が向上

しました。 

  続きまして、２８年度調査において新たに追加した調査項目について説明いたします。 

  「認知症に関する調査」、「日用品の買い物に関する調査」、「介護サービスや生活支援サービスの提

供形態に関する調査」、「健康診査に関する調査」、「訪問診療に関する調査」について新たに調査を行

いました。 

  「認知症に関する調査」は、認知症への不安や認知症者への必要な支援について、「日用品の買い

物に関する調査」は、買い物への不安や不便の有無、不安や不便を感じていること、買い物方法につ

いて、「介護サービスや生活支援サービスの提供形態に関する調査」は、介護予防・日常生活支援総

合事業の今後の推進に際して、支援が必要な高齢者に対する介護サービスや生活支援サービスを専

門職からサービスを受けたいか等の提供形態について、「健康診査に関する調査」は、毎年の受診の

有無、受診しない方へ受診しない理由について、「訪問診療に関する調査」は、訪問診療の認知度、

必要になったときの希望の有無について、調査を実施しました。 

  続きまして、２８年度調査の結果についてご説明します。資料の３頁をご覧ください。 

  ２５年度調査と２８年度調査の両方で実施した調査項目について、調査結果を比較した資料です。 

図表の上段が今回実施した調査結果で、下段が前回実施した調査結果となっております。 

  なお、２５年度調査と２２年度調査においては、調査対象者を高齢者一般と比較しております。 

  日常生活での不安、悩み、心配ごとについて比較したところ、２８年度調査と２５年度調査を比較

すると、「認知症にならないか心配である」が最も高く、次いで、「健康に不安がある」であり大きな

変動はありませんでした。変動があった項目は「地震や火災が起きたときの避難が心配である」は２

５年度調査から９．３ポイント低下しており、このことは東日本大震災から６年近くが経過している

ことと等が原因として考えられます。 

  資料の４頁をご覧ください。 

  今後、どこで介護を受けたいかについて比較したところ、２５年度調査、２２年度調査とは一部選

択肢が異なるため単純に比較することはできないものの、「自宅や親族の家など、在宅で介護を受け

たい」は２５年度調査より６．４ポイント低下、２２年度調査より１９．７ポイント低下と年度とと

もに大きく低下しております。一方、『自宅以外』は、２５年度調査とほぼ同程度、２２年度調査よ

り１７．３ポイントと大きく上昇し、自宅を上回る結果となりました。 

  資料の５頁をご覧ください。 

  今後、どこで介護を受けたいかで「自宅や親族の家など、在宅で暮らしたい」と回答した人に、今

後誰から介護を受けたいかについて比較したところ、２８年度調査で「家族または親族だけで介護を

してほしい」が２５年度調査より７．２ポイント上昇しました。一方、「介護サービスを利用したい」

が２８年度調査で７１．１％、２５年度調査で７７．６％と、２５年度調査に比べ６．５ポイント低

下しました。特にひとり暮らし世帯においては、「介護サービスを利用したい」が２５年度調査に比



べ１５．３ポイント低下していますが、２５年度調査では要介護認定者も含まれていることから２８

年度調査で低下したものと考えられます。 

  資料の６頁をご覧ください。 

  在宅で暮らし続けるために必要と思うことについて比較したところ、２８年度調査で「身近に利用

できる医療機関がある」が２５年度調査より７．１ポイント低下し、「必要に応じて、通ったり、宿

泊することができるような介護サービスがある」が８．７ポイント上昇したほかは、調査結果はほぼ

横ばいでした。 

  資料の７頁をご覧ください。 

  普段の生活の中で手助けしてほしいことについて調査したところ、２８年度調査では『手助けして

ほしいことがある』が６３．６％となっており、手助けしてほしい具体的な内容としては、「病院へ

の送迎」が２９．６％と最も高く、次いで、「家の簡単な修繕や環境整備」が２３．３％、「買い物」

が２１．５％、「玄関前や庭などの家周りの掃除」が１６．０％、「市役所などでの手続き」が１５．

９％などとなっています。 

  ２５年度調査とは質問文の表現が異なるため、単純に比較することはできませんが、「病院への送

迎」、「買い物」については、前回の高齢者一般と同様上位に挙がっています。 

  資料の８頁と９頁をご覧ください。 

  木更津市の高齢者福祉施策で充実してほしいと思うことについては、２８年度調査、２５年度調査

においても、「介護する家族に対する支援」の割合が最も高くなっており、次いで、「介護を受けられ

る施設の整備」、「申請や相談がしやすい窓口の設置」の順となっています。 

  「介護する家族に対する支援」、「介護を受けられる施設の整備」、「申請や相談がしやすい窓口の設

置」については、２５年度調査では４割弱の割合でありましたが、２８年度調査では４割を超える結

果となりました。 

  ２８年度調査において、年齢別でみると、６５歳以上７４歳以下では「介護する家族に対する支

援」、「介護を受けられる施設の整備」をはじめ、さまざまな項目の割合が高くなっています。 

  家族構成別でみると、ひとり暮らしは「定期的な見守りや安否確認など、地域の助けあい」、「高齢

者のための住宅施策」が他の家族構成より高くなっており、夫婦ふたり暮らし、その他の世帯は「介

護する家族に対する支援」、「介護を受けられる施設の整備」、「申請や相談がしやすい窓口の設置」を

はじめ、さまざまな項目の割合が高くなっています。 

  資料の１０頁をご覧ください。 

  木更津市の高齢者福祉施策の充実度について、２５年度調査、２２年度調査と比較してみると、

『充実している』は２５年度調査より５．０ポイント、２２年度調査より２．３ポイント上昇してお

り、『充実していない』は２５年度調査より４．６ポイント、２２年度調査より３．３ポイント低下

しています。 

  資料の１１頁をご覧ください。 

  介護を必要としない生活のために心がけていることについては、２８年度調査と２５年度調査で 

比較して、「その他」と「無回答」を除くすべての項目で低下しています。 

  平成２８年度調査では「栄養バランスのとれた食事をとる」、「散歩など、できるだけ歩くようにす

る」、「健康診査などを定期的に受ける」、「新聞や雑誌を読む」、「充分な睡眠をとる」で５割を超える



結果となりました。 

  資料の１２頁と１３頁をご覧ください。 

  介護予防活動に参加者として参加するための条件についてたずねたところ、２８年度調査におい

ては「自分の生活時間に合わせて、自由な時間と場所で参加できる」が２６．９％と、条件が挙がっ

た中では最も高くなっています。次いで、「公民館や集会所等、身近な場所で事業が実施される」が

２１．４％、「一人ではなく、友人や知人を誘って参加できる」が２１．１％、「事業参加やサービス

利用の費用は無料か負担にならない程度である」が２０．４％などとなっています。 

  ２５年度調査と比較すると「特になし」が８．１ポイント、「１人ではなく、友人や知人を誘って

参加できる」が１．６ポイント上昇していますが、「自分の生活時間に合わせた時間と場所で参加で

きる」と「公民館や集会所等、身近な場所で事業が実施される」が約１０ポイント低下し、「事業参

加やサービス利用の費用は無料か負担にならない程度である」、「プログラムの内容や効果について、

わかりやすく説明した資料がある」、「往復の送迎がある」が約５ポイント低下しています。 

  資料の１４頁と１５頁をご覧ください。 

  成年後見制度の認知度について、２８年度調査と２５年度調査を比較してみると、「だいたいの内

容は知っている」が上昇したことから、『知っている』は３．２ポイント上昇しています。 

  成年後見制度の利用意向は、「利用したいまたは既に利用している」が１５．９％、「利用したくな

い」が２４．３％、「わからない」が５２．２％となっています。 

  資料の１６頁をご覧ください。 

  ２８年度調査において、ボランティア活動の状況と今後の意向についてたずねたところ、『手助け

をしたい』は３０．４％であり、その内容は、「すでに手助けや活動をしている」が８．３％、「でき

れば手助けや活動をしたい」が１６．４％などとなっています。一方、『手助けをしたくない』は２

２．５％であり、その中では「あまり手助けや活動をしたいとは思わない」が１８．８％などとなっ

ています。 

  ２５年度調査と比較してみると、『手助けをしたい』が１．５ポイント上昇しており、『手助けをし

たくない』は４．１ポイント低下しています。 

  資料の１７頁をご覧ください。 

  先の質問で「ボランティア活動をしている」と回答した人に、ボランティア活動の内容についてた

ずねたところ、２８年度調査と２５年度調査においては、いずれも「声かけ・見守り」が４０％を超

えて最も高く、次いで、「日ごろの話し相手」が３５％を越えています。 

  特に「病院への送迎」、「買い物」、「ごみ出し」が２５年度調査より約１０ポイント上昇しています。 

  続きまして、２８年度調査で新たに追加した項目の調査結果について説明します。 

  資料の１８頁をご覧ください。 

  認知症に対する不安についてたずねたところ、「おおいに不安がある」が２９．７％、「やや不安が

ある」が４５．９％であり、『不安がある』は合わせて７５．６％となっています。一方、「あまり不

安はない」が１４．４％、「不安はない」が６．１％であり、『不安がない』は合わせて２０．５％と

なっています。 

  資料の１９頁をご覧ください。 

  認知症に対する支援として必要なことは、「認知症の早期発見のための診断の実施」が３６．４％



と最も高くなっており、次いで、「認知症の進行に合わせた医療の適切な指導・助言」が２６．８％、

「認知症専門の医療機関の充実」、「認知症専門の介護サービスの充実」がそれぞれ２２．９％、「認

知症に関する相談窓口の設置」が２１．７％などとなっています。 

  資料の２０頁と２１頁をご覧ください。 

  日用品の買い物に対する不安の有無についてたずねたところ、「感じている」が１２．２％、「感じ

ていない」が８１．８％と、大部分の人は、「感じていない」となっています。 

  性別でみると、女性は男性に比べて「感じている」の割合が高く、年齢別でみると、年齢が高い人

ほど「感じている」の割合が高くなっています。 

  また、家族構成別でみると、ひとり暮らしは「感じている」が他の家族構成よりやや高く、中郷圏

域と富来田圏域で「感じている」が他の圏域よりやや高くなっています。 

  買い物に不安を感じている人に対して、不安の内容をたずねたところ、「身近なところに買い物を

できる場所がない」が７４．３％と最も高くなっており、次いで、「買い物をするところまで行く移

動手段がない」が３２．４％、「買ったものを家まで運ぶことができない」が１４．７％、「買い物を

手伝ってくれる人がいない」が１０．６％となっています。 

  最後に資料の２２頁をご覧ください。 

  介護予防・日常生活支援総合事業の今後の推進に際して、支援が必要な高齢者に対する介護サービ

ス、生活支援サービスとして利用したい提供形態をたずねたところ、「介護サービス事業所等に所属

する専門職によるサービスを提供してほしい」が４３．７％、「介護サービス事業所等に所属する専

門職でない者からのサービス提供でもよい」が５．１％、「短期集中的に、保健や医療の専門職によ

るサービスを提供してほしい」が６．５％、「ボランティア（有償・無償）によるサービスでもよい」

が３．８％、「住民主体のサロンや運動・交流の場への参加でもよい」が５．７％となっています。 

  年齢別でみると、「介護サービス事業所等に所属する専門職によるサービスを提供してほしい」は

年齢が低い人ほど割合が高くなっています。 

  第７期事業計画は平成２９年度から策定することになります。 

  第７期事業計画は、第６期事業計画で策定した、２０２５年まで見据えた中長期的な視野にたった

施策をより具体化することが求められる事業計画となります。 

  この調査を踏まえ、住まい、医療、介護、介護予防、生活支援が一体的に提供できるようにする地

域包括ケアをより推進するために必要な施策をより具体的にして事業計画の策定に努めていきたい

と考えております。 

  私からの説明は以上です。 

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。 

重城委員：各項目についての詳細な説明を受けたわけでございますが、コンサルタントの方もいらっし

ゃるので、今回の調査は相対的にみてどのような傾向になっているのか所感があれば教えていただ

きたい。 

佐久間主任主事：資料の４貢で「今後どこで介護を受けたいか」について、今までの調査結果では「自

宅や親族の家など、在宅で介護を受けたい」という回答が多かったが、今回の調査では「『自宅以外』

で介護サービスを受けたい」という回答が上回る結果となりました。事業計画を策定するにあたり

在宅支援や施設整備がどのくらい必要かという調査を実施していますが、この調査結果をうけて、



施設整備の必要性についても考えていく必要があります。厚生労働省の方向性としても、認知症者

に対応できる地域密着型サービス、在宅で地域でというのがひとつのテーマとなっているため、そ

れらのサービスを充実させつつ、施設整備についても検討していく必要があると考えております。

次年度で介護サービスの利用実績を踏まえて、どの地域に認知症者の方、中重度要介護者の方が多

いのかを把握し、それらを踏まえて施設整備を進めていきたいと考えております。 

重城委員：今回の調査結果を踏まえて次期計画を策定していただきたいと思いますが、今日ご説明いた

だいたこの調査の市民への報告について、既に終えているのか。それとも、どのように市民の方に

ＰＲしていく予定ですか。 

佐久間主任主事：調査結果をまとめた冊子を策定いたしまして、市公式ホームページで公表する予定で

あります。また、日常生活圏域単位で地域包括支援センターが中心となって地域ケア会議を進めて

います。今回の調査では日常生活圏域毎に 500 件、回収率は７割弱になりますが調査をしておりま

すので、地域ケア会議では民生委員やケアマネージャー等が出席しているため、その場で時間を作

っていただき、調査結果の報告しご意見を頂戴し、次期計画に反映させていきたいと考えておりま

す。 

大野委員：資料の７貢に「普段の生活の中で将来手助けしてほしいこと」についての質問があるが、そ

のうち「買い物」は 21.5％となっているが、２５年度調査から追加した項目のなかで「買い物に対

する不安や不便」について「不安や不便を感じていない」は 81.8％となっているが、調査の聞き方

もあるかと思いますがその解説をお願いしたい。 

佐久間主任主事：資料の７頁からになりますが、こちらでは「将来」や「今後必要でなるであろう」手

助けについてたずねております。「買い物」については、今の状況について調査をしておりますので、

その点で差が出ていると考えられます。 

 

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）木更津市内介護老人

保健施設の利用状況調査について、事務局から説明お願いします。 

佐久間主任主事：引き続き、私から介護老人保健施設の利用状況調査と今後の整備について説明いたし

ます。 

  資料２をご覧ください。 

  第６期介護保険事業計画における介護老人保健施設の整備については、医療法人萩仁会が応募申

請書を取り下げたことにより、介護老人保健施設の必要性があるか判断するため、平成２９年３月に

市内の介護老人保健施設の３施設に対し入所状況等を調査しました。 

  調査結果の報告の前に、現在の介護老人保健施設の入所状況をご覧ください。 

  図表１をご覧ください。 

  平成２６年３月末時点の入所者は３２０人でありましたが、平成２９年１月末時点では２８５人

と、約３年間で３５人減少しております。 

  木更津市においては、特別養護老人ホームが平成２４年３月に９０床、平成２４年６月に２９床、

平成２５年２月に１３０床、平成２５年６月に２９床、平成２６年１０月に３０床、平成２７年１０

月に２９床が開設しており、君津圏域内においても、平成２６年５月に１３０床が君津市で開設し、

平成２７年５月に君津市で２９床、平成２８年５月に袖ケ浦市で２９床が新たに開設するなど、平成



２４年度から平成２８年度において、特別養護老人ホームの定員が大幅に増加しているため、介護老

人保健施設への入所希望者の減少傾向が続いたものと考えられます。 

  図表２をご覧ください。 

  木更津市内に所在する介護老人保健施設に平成２９年３月１日時点における利用状況調査を実施

したところ、定員数３７０人に対し平成２９年３月１日現在の入所者数は３４２人で、定員に対する

入所者の割合は９２．４％でありました。 

  平成２９年３月１日時点で入所してから１年以上を経過している入所者が２１５人であり、平成

２８年４月１日以降の入所者で入所後６ヶ月以内に退所した人数は８５人で、そのうち在宅に退所

したのは３１人でした。 

  図表３と４をご覧ください。 

  君津圏域内の特別養護老人ホームと介護老人保健施設の入所状況については、平成２６年３月末

時点で特別養護老人ホームが１，５０１人、介護老人保健施設が８３９人であり、平成２８年１１月

末時点で特別養護老人ホームが１，７２３人、介護老人保健施設が８２９人であった。 

  特別養護老人ホームの入所者は２２２人増加したのに対し、介護老人保健施設の入所者は１０人

減少した結果となりました。 

  平成３０年４月に診療報酬と介護報酬の同時改定が実施され、新たな介護保険施設として「介護医

療院」が創設されます。「介護医療院」は長期療養のための医療と日常生活上の介護を一体的に提供

する施設であり、介護報酬や基準等は今後国の審議会で検討されることとなっております。（５頁資

料参照） 

  「介護医療院」は療養病床の転換支援策であると考えられますが、平成２９年度中に都道府県にお

いては医療計画と介護保険事業計画の両方を策定することになり、医療と介護の一体的な施策の策

定をめざすこととなります。そのため、病床機能の再編や医療から在宅に向けた一つの強化策として

介護保険施設の再編も検討されているところです。 

  そのため、第６期介護保険事業計画における介護老人保健施設の整備については、２９床の在宅復

帰に根ざした介護老人保健施設の整備を公募したところ応募事業者が医療法人萩仁会のみであった

ため公募しても応募の見込がないこと、また、平成３０年４月に診療報酬と介護報酬の同時改定が実

施され、新たな介護保険施設として「介護医療院」が創設されることにより、介護老人保健施設の介

護報酬や基準の一部改正が見込まれることから、第６期介護保険事業計画内では公募を実施しない

こととし、平成２９年度から策定する第７期介護保険事業計画にあたりサービス利用状況等を精査

し、再度整備が必要か検討することとします。 

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。 

重城委員：第７期に向けて介護老人保健施設の新設はしないということは現況を見て賛成であります

が、そのような状況であって介護老人保健施設の入居者減少の原因についてはどのように把握して

いるのか。 

佐久間主任主事：資料の３頁の図表５のとおり、現在の介護老人保健施設の利用定員は９７０床から

木更津クリニック分の２０床を差し引いた９５０床となっております。２頁の図表３・４をご覧い

ただくと入所状況について君津圏域の合計では若干の減少が見られ、本市においては入居者が減少

し、袖ケ浦市では入居者が増加しており、君津圏域内においては入所状況について変更はないと考



えてられます。今後、医療法人社団望星会が平成２９年の５月から６月までに２０床を開設する予

定であります。こちらの施設は透析が必要な方の支援が中心となってくるのではないかと想定して

おり、今までの利用者像とは異なってくると思われます。現状では君津圏域内では特に変動はなく、

本市においては第５期及び第６期において特別養護老人ホームの増床した結果、介護老人保健施設

から移られた方が多いと思われます。 

重城委員：君津圏域の中で介護老人保健施設の整備にあたり他の３市で調整を図る予定はあるか。 

佐久間主任主事：次期計画策定に向けて各市において整備が必要かどうかを需要を精査することにな

りますので、その際に各市の状況を伺いながら調整していきたいと考えております。 

重城委員：確実に行っていただきたいと思います。 

 

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（３）地域密着型サービス事

業所部会の報告について、事務局から説明をお願いします。 

中島委員：地域密着型サービス事業所部会 部会長の中島です。 

  平成２８年１２月９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名中６名でありました。 

  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、昨年１１月１８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、定期巡回・随時対応型訪問介護看護と、認知症対応型通所介護で

す。 

  定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、応募事業者は１社で、木更津圏域で株式会社Ｒ．Ｏ．Ｆを、

認知症対応型通所介護は、応募事業者は１社で、清川圏域で株式会社心花を、それぞれ承認しました。 

  定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、平成２９年４月１日から事業を開始し、認知症対応型通所

介護は、平成２９年１２月の開設を予定しております 

  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（４）指定地域密着型サービス事業者の監査について、事務局から説明お願いします。 

佐久間主任主事：引き続き、私から指定地域密着型サービス事業者の監査についてご説明いたします。 

  資料３をご覧ください。１２月９日の地域密着型サービス事業所部会では一部経過を説明させて

いただいているところではございますが、委員の方、大変申し訳ありませんが、今回は全体会議での

審議となりますので、監査の経過から説明させていただきたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

 （事務局の説明：木更津市情報公開条例（平成１２年木更津市条例第４号）第７条第１号及び同条第

５号の規定により会議録は非公開とする。） 

 



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。 

重城委員：実際に監査を行って、１回の指導監査にかかる所要時間及び人員体制について、わかる範囲

で状況を教えていただきたい。 

佐久間主任主事：平成２７年５月２８日に実施した立入検査では、副課長以下６人で実施し職員６名、

うち保健師１名で実施しております。午前１０時００分から午後６時００分まで行い、事業所で書

類が確認できなかったため、事業所の本部まで行きまして、必要な書類のコピーをしたりしました

ので、約８時間実施しております。 

  その後、介護職員全員から賃金がちゃんと支払われているか、介護職員が勤務表どおり勤務してい

るかどうかを個別に聞き取り調査も行っておりますので、その間も含めて平成２７年５月２８日か

ら６月２６日まで調査をしました。この間に事業所内で疥癬が発生しましたので、その件で間延び

したこともあります。疥癬になると事業所への出入りができなくなりますので、君津保健所の指導

を受けて、疥癬が終息してから監査を継続したことになります。 

  続きまして、平成２８年３月１０日に実施した実地指導では、午後１時３０分から午後５時まで行

い、職員６名、うち保健師１名、介護支援専門員の資格を持った介護給付適正化調査員１名で実施

しております。 

  平成２８年１０月１３日に実施した立入検査では、利用者の家族から食事の内容についての苦情

があったことから、正午から午後５時３０分まで行い、職員６名、うち保健師１名及び介護給付適

正化調査員１名で実施しております。 

  最後に、平成２９年２月２３日に実施した監査については、午後１時３０分から午後４時３０分ま

で行い、事務職員４名で実施しております。 

重城委員：今後については、直接予告なしで進めていただきたいと思いますが、ここまで来た以上は、

仮に次回の監査で重大な欠陥が見つかった場合には、指定取消まで考えておりますか。 

佐久間主任主事：一番重い行政処分が「指定取消」となり、改善命令の次に重い処分が「一部効力の停

止」となっております。「一部効力の停止」より上は重い行政処分となりますので、県及び厚生労働

省に伺いを立ててから、事業所に聴聞の機会を付与することとなっております。今後については、

人員基準違反や不正請求等が発覚した場合においては、今までの県の事例を見ると段階を踏まずに

指定取消となっている事案もあります。先ほどの運営基準違反については、段階を踏んでというか

たちになりますので、すぐに指定取消というわけにはいかないため、人員基準が遵守されているか

という点を重点的に検査していきたいと考えております。 

中山委員：ここの事業者はルーズであるのか、それとも悪意があるのか、また、指導を受けて反省して

改善しようと進めているのか、その辺はどのようになっているのか。 

佐久間主任主事：何度も聞き取り調査を行っておりますが、一部改善は見られているのは確かである

が、今回の改善命令は公表しているため、事業所においても応えている様子でありました。何度指

導しても同じところを指摘しているため、事業を実施する上での必要最低限の理解がないのではな

かと個人的に思っております。ケアプランの作成については平成２０年頃から実地指導を行ってお

りまして、指摘することはだいたい一緒でした。高齢者虐待や介護放棄については事故報告書と通

報によって判明したことですが、その後の経過についても理解がなされていない点はあるのかなと

感じております。 



議長：とにかく手順を踏んで行っていただきたいと思います。 

 

  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（５）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：前回の協議会で山口仁委員からご質問がございました、市が定める地域密着型サービ

ス事業者の指定基準条例における「食事における地産地消の努力義務化」について、市が所管する地

域密着型サービス事業所のうち平成２８年１１月以降に実地指導を行った９つの事業所からヒアリ

ングをした内容についてご報告いたします。 

  食材の調達については、宅配業者を利用している事業所が７事業所で、市内のスーパーに買い出し

を行っている事業所が２事業所でした。２事業所とも買い出しを市内で生産された農林水産物を取

り扱っているスーパーへ行っているとの回答でした。 

  地域密着型サービス事業は、中重度の要介護者の利用者が多い傾向にあり、調理への手間を少しで

も省くため、宅配業者を利用している事業所が多い結果でした。 

  続きまして、平成２８年８月３１日に発生した台風１０号による豪雨により川が氾濫し高齢者認

知症グループホームにおいて利用者が亡くなるという痛ましい被害を受けて、非常災害対策計画に

水害・土砂災害を含んで策定しているか調査を実施しました。 

  市が所管している地域密着型サービス事業所、４８事業所を対象に調査した結果、水害・土砂災害

を含む非常災害対策計画を策定している事業所は９事業所のみに留まりました。 

  火災に対する対策計画は、ほとんどの事業所で策定されておりますが、地震、水害・土砂災害を含

む非常災害対策計画を策定している事業所はとても少ない結果となりました。 

  国土交通省や千葉県でも、「水害や土砂災害への備えに関する要配慮者利用施設を対象にした管理

者向け説明会」を県内各地で開催しております。本市においても、市が策定した防災マップで水害や

土砂災害に注意する必要がある事業所等を中心に策定に向けた指導を実施していくこととします。 

議長：他に何かありますでしょうか。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。 


