
会 議 録 

 

１．開催状況 

（１）会議名  平成２９年度第１回木更津市介護保険運営協議会 

（２）日 時  平成２９年６月２７日（火）午後１時３０分から午後３時３０分まで 

（３）議 題  （１）会長及び副会長の選出について（公開） 

（２）部会（地域密着型サービス事業所部会及び苦情処理部会）委員の指名及び部会 

長の選出について（公開） 

（３）平成２８年度介護保険事業の報告について（公開） 

（４）君津市所在の定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の指定について（公開） 

（５）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） 

（６）その他（公開） 

（４）場 所  木更津市役所朝日庁舎 会議室Ａ１ 

（５）出席者  委員：渡辺厚子委員、神田豊彦委員（会長）、山口究委員、山口仁委員、 

齊藤富士男委員、伊藤鈴恵委員、比連﨑髙男委員（副会長）、大野修治委員、 

重松明人委員、吉野力委員、中島進委員、飯塚好之委員、齋藤誠委員、 

下山暁委員、髙橋宏彰委員、丸尾進三郎委員、室前惠子委員（出席１７名） 

           （欠席）浦部智章委員 

事務局：渡辺市長、田中福祉部長、清水課長、金綱副課長、根本主幹、熊澤副主幹、吉田

副主幹、佐久間主任主事、林事務員、倉形事務員 

（６）傍聴者  ０人 

 

２．会議概要 

 ・委嘱状交付 

 ・市長挨拶 

 ・仮議長の選出 

 ・会長及び副会長の選出 

  会長に神田豊彦委員、副会長に比連﨑髙男委員が選出され、会長が議長となる。 

 ・神田会長挨拶 

 

議長：それでは、附属機関設置条例の規定によりまして、会長が会議の議長となるということですので、

ここからは私が進行役を務めて参ります。委員の皆様におかれましては、議事進行にご協力くださいま



すよう、よろしくお願いいたします。はじめに、議題２ 部会委員の指名及び部会長の選出についてで

す。このことについては、規則で定められているとのことでございますので、事務局より説明をお願い

します。 

清水課長：木更津市介護保険運営協議会部会設置規則がございまして、その中で、本介護保険運営協議会

に専門部会として、「地域密着型サービス事業所部会」と「苦情処理部会」の２つの部会を設置すること

となっております。 

  一つ目の、「地域密着型サービス事業所部会」ですが、担任する事務は、主に地域密着型サービス事業

者の指定に関することを協議いただき、委員は７名となっております。 

  二つ目の、「苦情処理部会」ですが、担任する事務は、主に介護保険事業に係る高齢者福祉施策の苦情

処理に関すること、介護サービスの質の向上及び評価に関することを協議いただき、委員は５人となっ

ております。 

  各部会委員の指名については、本介護保険運営協議会委員のうちから、会長が指名する方をもって構

成することになっています。さらに、各部会には、部会委員の互選によりまして部会長の選出を、部会

長の指名する部会長代理を定めることとなっておりますので、各部会委員の指名、部会長の選出の程よ

ろしくお願いいたします。 

議長：ただ今、説明があったとおり、部会委員については会長の指名、部会長は部会委員相互の互選であ

ると部会設置規則に定められているとのことでございます。私から委員の専門性、サービスを提供する

立場、あるいは受ける立場、等を考慮し、地域密着型サービス事業所部会委員に大野修治委員、中島進

委員、齋藤誠委員、下山暁委員、高橋宏彰委員、丸尾進三郎委員、室前惠子委員を指名します。 

  また、苦情処理部会に山口仁委員、重松明人委員、吉野力委員、飯塚好之委員、浦部智章委員を指名

します。ご承諾いただけますか。 

  （「承諾します。」との声あり。） 

議長：それでは部会委員の皆様、よろしくお願いします。続いて部会長の選出ですが、こちらは部会委員

の互選となっております。恐れ入りますが、時間の都合でこの場所でご協議お願いします。 

  また、部会長の職務を代理する委員の指名もお願いいたします。部会長等の選出が終わるまでの間、

暫時休憩（５分間程度）といたします。なお、決定した部会役員については、決定後に事務局へ報告し

てくださるようお願いいたします。 

  （各部会委員は、部会長選出の協議を行う。） 

議長：ただ今、部会役員選出が終了したようです。休憩を取り消し、会議に入ります。それでは、各部会

役員を事務局から報告してください。 

清水課長：それぞれの部会で協議した結果、地域密着型サービス事業所部会は部会長に中島委員を、部会

長代理に齋藤委員を、苦情処理部会は部会長に山口仁委員を、部会長代理に飯塚委員を選出していただ

きました。 

議長：ただ今、ご報告がありましたとおり決定いたしました。各部会の役員の方、よろしくお願いいたし

ます。 

  次に、議題３ 平成２８年度介護保険事業の報告についてです。事務局から説明願います。 

佐久間主任主事：私から、お手元の資料のうち、「平成２８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６点についてご報告いたします。 

  １頁の「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２９年４月１日現在の本市の人口は１３４，５８５人で、前年度に比べ５５６

人の増、伸び率は０．４％となっております。そのうち６５歳以上の人口が３６，０５３人、前年度に

比べ７８３人の増、伸び率は２．２％となり、６５歳以上の人口に占める割合、いわゆる高齢化率は、

２６．７９％で、前年度より、０．４７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６５歳未満の人口は、４４，０９０人、前年度に比べ１２人の減、伸び率

は横ばいであり、全人口に占める割合は、３２．７６％となっております。ここで資料の訂正をお願い

します。４０歳以上６５歳未満の人口に占める割合「３２．９０％」を「３２．７６％」に訂正をお願

いします。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、１６，３５４人、前年度に比べ９４９人の増、伸び率は６．

２％であります。７５歳以上の人口に占める割合、後期高齢化率については、１２．１５％となってお

ります。 

  続きまして、２頁の「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２８年度の審査結果につきまし

ては、非該当が５９、要支援１が７５１、要支援２が８３７、要介護１が１，０６１、要介護２が８６

０、要介護３が６８８、要介護４が６５２、要介護５が５４０、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、５４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、５，４４

８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２８年度において、訪問調査の再調査が１件ございました。なお、審査

案件５，４４８件の申請内容の内訳は、「新規申請」が１，３５３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３，４１６

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４１３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。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、３頁の「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２８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５，７４８人で内訳といたしましては、

６５歳以上の第１号被保険者が、５，５９７人、４０歳から６４歳までの第２号被保険者が、１５１人

となっております。この認定者数５，７４８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、４，９２３人で、認定者数の８５．６％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、３，９４１人、施設介護サービスの利用者が、９８６

人となっております。ひと月あたりの費用総額は、約６億７千５百万円となり、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、４頁の「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２

８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２７万８千円、介護老人保健施設が、約２８万１千円、介護療養型医

療施設が、約３５万５千円となっております。 

  続きまして、５頁と６頁の「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。 

  続きまして、７頁の「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、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。本市では、平成

２８年３月から新しい総合事業へ移行したことにより、要支援認定者が利用する訪問介護サービス、通

所介護サービス及び介護予防ケアマネジメントが介護保険給付費から介護予防・総合事業費へ移行した

ことにより、地域支援事業費が大幅に増加しております。 

  引き続き、私から、第６期介護保険事業計画の進捗状況についてご説明いたします。 

  お手元の資料のうち、「木更津市第６期計画評価全体鳥瞰図」をご覧ください。こちらは、第６期介

護保険事業計画の各事業の施策について、平成２８年度までにどのくらい進んだか、評価したものとな

ります。評価の対象は、第６期介護保険事業計画書の５１頁から７３頁まで記載しているすべての事業

です。５月に、各事業担当者が平成２８年度の実績について進捗状況を「ａ」から「ｄ」まで評価しま

した。その評価を点数化し、集計したものとなります。第６期計画がどの分野で進捗しており、第７期

計画の策定に向けてどの分野を重点的に取り組むべきか、分かりやすいようにまとめたものです。 

  進捗状況及び評価点数について説明します。４段階ですのでａ：計画以上の取り組みをしている １

００点、ｂ：ほぼ計画通りの実施をしている ６６点、ｃ：計画の数字には達していない ３３点、

ｄ：全く事業を実施していない ０点としております。 

  鳥瞰図の一番右、中段をご覧ください。第６期計画全体の評価点は６９点となっております。計画全

体から一つ左の４つの基本方針についても、評価点は６３点から７５点となっております。 

  次に、基本施策については、「健康づくりの推進」が５８点と最も低くなっており、特に特定健康診

査や特定保健指導の更なる拡充が求められます。要介護認定者の多くは、脳血管疾患や糖尿病が占めて

いることから特定健診を受診して早期発見、早期治療に結び付けて、保健指導での生活改善を行い、こ

れら疾患の発症予防や重度化予防がより必要となります。その他の基本施策については、６４点から８

３点となっており、計画どおり進捗している事業が多くなっております。 

  次に、事業方針についてですが、事業方針を黄色で塗ってある事業が第６期事業計画で達成度が低い



事業となります。 

  「新しい総合事業の創設」、「地域包括支援センターの機能強化」、「生活支援サービス提供の仕組みづ

くり」について、もう一つのＡ３版の資料「第６期介護保険事業計画平成２８年度進捗状況」を用いて

説明いたします。資料の第６期介護保険事業計画平成２８年度進捗状況をご覧ください。 

  ２頁の「１.新しい総合事業の創設の基盤整備の推進（１）新しい総合事業の創設」の実施状況をご

覧ください。新しい総合事業については、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今後の目標となります。ま

た、生活支援サービスについては栄養を目的とした配食サービスの実施について、現在、一般会計事業

で実施している配食サービスを、要支援者については新しい総合事業の枠内での実施を、要介護認定者

には任意事業として介護保険事業に移して実施することを検討しております。 

  続きまして、４頁の「１．地域包括ケアシステムの構築（１）地域包括支援センターの機能強化」の

今後の方向性の欄をご覧ください。地域包括支援センターの機能強化については、支部（ブランチ）も

含めた設置数や人員体制の検討を行いつつ、地域ケア会議の開催や医療と介護の連携を強化するなど医

療、介護、介護予防、生活支援といった地域包括ケアのネットワークをより一層進めていき、機能強化

を図っていきます。平成３０年度以降については高齢者人口が多く、かつ、広範囲である木更津圏域を

２圏域に分けて新たに新規法人を公募すること、また、富来田圏域に地域包括支援センターを開設する

ために新たな新規法人を公募するため、地域包括支援センター業務の委託を受けてくれる事業者を今後

調査することとしております。 

  続きまして、５頁の「（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、平成２８年度においても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。 

  課題をご覧ください。生活支援サービスの地域資源のマッチングや地域資源開発を行う生活支援コー

ディネーターを本市では未だに配置していないため、地域で生活支援サービスをどのように構築してい

くか検討していく協議体が未だ設置されておりません。そのため、協議体を設置するにあたり、生活支

援コーディネーター養成研修修了者や市社会福祉協議会と連携をとり、自治会、地区社協、地区民協へ

の前向きな理解の取り付けし、設立に対する機運を地域で高めていき、協議体の設立をめざします。今

後の方針としては生活支援コーディネーター養成研修修了者が多くいる地域でモデル事業として生活支

援コーディネーターを中心に、協議体の設置をめざします。 

  個別の施策事業については、「情報通信技術（ＩＣＴ）の活用」と「認知症サポーターのフォローア

ップ研修」が全く事業を実施していない、「ｄ」評価となっております。しかしながら、情報通信技術

（ＩＣＴ）は、在宅医療・介護連携を推進していくために、在宅で療養をしながら住み慣れた地域で暮



らし続けることができるよう、多職種連携を推進していくために情報共有システムを導入することが必

要です。こちらについては、木更津市在宅医療・介護連携推進協議会でシステム導入について検討して

いきます。 

  認知症サポーターのフォローアップ研修は、認知症サポーター養成講座を修了した認知症サポーター

に対して研修を行い、地域における認知症を支える人材を育成するものです。現在、認知症地域支援推

進員でフォローアップ研修を検討しているところでありますが、平成２９年度に県から認知症サポータ

ーフォローアップ講座用のカリキュラムが公表されるため、それに基づき実施していくことになりま

す。 

  最後に「Ｃ」評価となっている。介護保険施設の充実について、説明いたします。８頁の「（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の５０床整備については６月１日から３０日

までを応募期間としておりますが、現在１事業者から事前協議の申込があったところです。今後の予定

としては、７月に施設整備予定地の調査を行うため庁内の関係各課に照会し、文化財の有無や農業振興

地域等でないか建設予定地の確認を行います。その後、８月下旬に応募事業者のプロポーザル審査を行

い、９月に介護保険運営協議会を開催して委員の皆様方から意見聴取を行い、９月下旬に事業者を決定

する予定となります。平成３０年度に着工、平成３１年度中の開設をめざします。 

  また、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。 

  第６期事業計画の進捗状況の説明については以上でございます。 

議長：ただ今、事務局から説明がありましたが、質問等ございますか。 

渡辺委員：平成２８年度介護保険事業報告資料の認定審査会における審査結果について、平成２８年度の

変更申請の件数が例年に比べて増えている印象であるが、なにか明確な事情があるのであれば教えてい

ただきたい。 

根本副主幹：特別な事情というのはあえてなかったと思われます。認定の有効期間が２４ヶ月という期間

を設けられるため、その間に体調の変化やその時期のインフルエンザ等の流行によって変更申請があっ

たが、何か特別な事情はなかったと認識している。 

渡辺委員：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２８年度進捗状況における認知症

サポーターの養成について、キャラバンメイト数８２名のうちほとんどは地域包括支援センターの職員

の方であると思われるが、そのうち活動されていない方が３０名おり、地域包括支援センターの負担を

減らすという意味合いも含めてその方が活動していくための方策はとられているのか。 

佐久間主任主事：現在、認知症サポーター養成研修を行う際にはオレンジリングや認知症についての冊子

等を配布して講座を行っている。市が事務局として受付し養成講座を行っているが、ほとんどが地域包

括支援センターの職員の方がキャラバンメイトとして活動している。本市には認知症地域支援推進員を

非常勤特別職として配置しており、認知症地域支援推進員を中心にキャラバンメイト連絡会を今年度立



ち上げ、地域包括支援センターの負担にならないような認知症サポーターの養成を実施していこうと予

定しているところです。具体的なものについては、現状できていないため、今後少しずつ認知症地域支

援推進員を中心にキャラバンメイト活動の拡大等を図っていきたいと考えている。キャラバンメイト受

講者は新規の地域包括支援センター職員や市の職員が多いが、中には生命保険会社の方も数名研修を修

了している。業務の一環であると思われるが、そのような方を少しずつ増やしていくためにも今年度キ

ャラバンメイト連絡会を立ち上げより進めていきたいと考えている。 

渡辺委員：認知症サポーターのフォローアップ研修を受講することによって、どのようなことが期待でき

るのか教えていただきたい。 

佐久間主任主事：特に研修の内容については、カリキュラムが出ていないため未定であるが、現在、認知

症カフェが各包括に１か所と独自に行っているところが数か所あり、そちらのボランティアの方になっ

てもらう等の担い手養成として研修を活用していきたいと考えている。認知症の方が集まる場において

活動をどのように行っていくのかが研修の内容となると想定しており、今後、認知症カフェを増やして

いき担い手として活躍していただきたいと思っている。 

渡辺委員：高齢者見守りネットワーク事業について、平成２８年度については数字的には目標値に達して

いるがｂ評価であり、課題として「協力事業者によって、認知症者に対する理解に差が見られる」とい

うことがその背景であると考えられるが、差が見られるということについて差し支えなければその内容

について伺いたい。 

金綱副課長：目標値に対しては達成している状況ではあるが、事業者のほうに認知症サポーター養成講座

を実施しているか確認したところ、実施している事業者と実施していない事業者があり差が見られたた

めｂ評価としている。 

渡辺委員：協力事業者になったからといって、認知症サポーター養成講座を実施するということが必須条

件ではないということですね。 

  緊急通報装置貸与事業について、前年度から利用件数は増加している状況であるが、対象の高齢者に

対して伝わっているのか、また、伝わっているが利用件数が増えていかない状況であるのか、その周知

方法について今後より力を入れていく予定であるのか、また、どのように周知していく予定か教えてい

ただきたい。 

金綱副課長：周知方法としては市公式ホームページや高齢者福祉課窓口に高齢者の支援のパンフレットが

ありますのでそちらに掲載しております。今後は新たな周知方法を検討し、周知していこうと考えてお

ります。 

渡辺委員：申請用紙をコピーして持ち歩いて高齢者の方へ案内することも多くあるが、事業内容について

知らない方が多い状況であり、知っていればすぐにでもやりたいという方が多くいる。申請について窓

口に行かないといけないという認識となっているのではないか。 

金綱副課長：申請用紙については、各地域包括支援センター職員も高齢者との関わりが多いため配付して

いるところであります。 

議長：次に、議題４ 君津市所在の定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の指定についてです、事務

局から説明願います。 

佐久間主任主事：私から君津市所在の「定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所つばさ」の指定につい

て、ご説明いたします。本来であれば、地域密着型サービス事業所部会で審議する内容でございます



が、再度部会を招集し、開催する時間がないため、全体会議で審議させていただきます。よろしくお願

いいたします。 

  定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスとは、２４時間対応型の訪問介護と訪問看護サービスで

在宅生活を支えるために医療との連携を強化した訪問サービスであり、地域密着型サービスとして位置

づけられています。 

  地域密着型サービスは、原則として事業所所在市町村の住民しか利用できないこととなっています

が、事業所所在市町村以外の住民がそのサービスを利用する場合においては、事業所所在市町村長の同

意があれば、その住民が住所を有する市町村長が事業所を指定することで、そのサービスを利用できる

としております。これは、君津市に所在する地域密着型サービス事業所が提供する介護サービスは、原

則として君津市民にしか利用できませんが、木更津市民がその介護サービスを利用する場合には君津市

長の同意があり、木更津市長がその地域密着型サービス事業所を指定することで、そのサービスを利用

できることになります。 

  平成２９年５月２５日に君津市に所在する地域密着型サービス事業所の指定申請書が提出されたた

め、当該事業所を指定するにあたり、介護保険運営協議会の意見を反映させるために審議するものであ

ります。 

  指定申請書の提出があった事業者は、君津市に所在する株式会社オールプロジェクトが運営している

「定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所つばさ」です。この事業所は、君津市が平成２８年１２月

１日に指定をし、富津市においても平成２９年６月１５日に指定しております。 

  また、本市においては、株式会社オールプロジェクトを母体とする社会福祉法人志真会が運営してい

る定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所も平成２６年４月１日に指定をしており、本市の利用者は

１名となっております。 

  続きまして、介護保険法における根拠法令について、ご説明いたします。 

  本市が「定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所つばさ」を指定する場合は、介護保険法第７８条

の２第４項第４号と同条第９項の規定により君津市長の同意が必要となりますが、こちらについては、

平成２９年６月１９日付けで君津市長から同意を得ております。 

  しかし、定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、介護保険法第７８条の２第６項第４号の規定によ

り、介護保険事業計画に位置づけていないことを理由に指定を拒否することはできませんが、「介護保

険法の一部を改正する法律」が平成２９年６月２日に公布され、平成３０年４月１日からは市が策定し

た介護保険事業計画において定める見込量に既に達しているか、又は新規事業者によって見込量を超え

ることになるときは指定しないことができるとしております。 

  続きまして、定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスの業務形態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は４つのサービスに分かれております。１日数回、決まった

時間にヘルパーが自宅を訪問して必要なサービスを提供する定期巡回サービス、専門のオペレーターが

利用者や家族の相談に２４時間体制で対応する随時対応サービス、オペレーターから指示を受けたヘル

パーが自宅を訪問して必要なサービスを提供する随時訪問サービス、看護師等が療養上の世話等を行う

訪問看護サービスの４つのサービスで２４時間３６５日の在宅生活を支えるサービスです。これら４つ

のサービスは一部を委託することができると厚生労働省が定める基準で規定されております。そのた

め、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所は、別の指定訪問介護事業所や指定訪問看護事業所等と



連携を図ることを条件に一部サービスを委託することができるとされております。 

  以上から、本市の判断としては、本市において指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所を平成

２７年１１月に波岡圏域で１事業所、平成２９年４月に木更津圏域で１事業所をそれぞれ指定していま

すが、サービス利用者は平成２９年５月３１日現在で利用者が６名であり、第６期介護保険事業計画で

策定した平成２８年度における見込量である一月あたり３３人を下回っているところです。 

  今回指定申請があった株式会社オールプロジェクトは、関連法人である社会福祉法人志真会が平成２

４年４月から定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業を開始しており、本市においても平成２６年４月

１日から指定しています。そのため、申請者は定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業のノウハウを有

していることから、本市の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所とサービスの一部委託等の連

携を図ることや定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスを定着させるために、市、本市指定事業所

と連携を図るように意見を付して指定したいと考えております。 

  今後の指定までの流れとなりますが、本日この協議会で意見聴取を行い、必要に応じて意見を付して

平成２９年８月１日付けで指定したいと考えております。 

  次に、指定申請があった事業所について説明いたします。「君津市所在の指定地域密着型サービス事

業者の指定について」をご覧ください。１頁は法人の指定申請書、２頁は事業所の指定に係る記載事項

として事業所所在地、管理者、連携する訪問看護事業所、従業者の職種及び員数等の記載となっており

ます。３頁から１３頁まで法人の履歴事項全部証明書となっております。９頁をご覧ください。９頁中

段、１４番の上に記載がある事項に、本事業であります「定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業」が

明記されております。１４頁は、勤務形態一覧表となっており、当事業所の人員配置は満たしておりま

す。１５頁から２１頁までが運営規程、２２頁が設備・備品等一覧表となっております。このサービス

では、定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスを効率的に提供するために、随時利用者から通報を

受けることができる通信機器（ボタンを押すと事業所のオペレーターとつながる通信機器）、利用者の

心身の情報を蓄積することができる機器（スマートフォン等で入力や閲覧ができ、必要に応じてケアマ

ネージャーや主治医等も情報を入力、閲覧ができる）を備えております。２３頁は、君津市長から同意

を得た文書の写しとなります。 

議長：ただ今、事務局から説明がありましたが、意見、質問等ございますか。 

渡辺委員：本市指定事業者と連携を図るように意見を付して指定したいとのことだが、既に指定している

２事業者とすみ分けをするということなのか。具体的な連携方法について教えていただきたい。 

佐久間主任主事：君津市人見に所在する定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所つばさについては、富

津市との市境にあり、畑沢地区及び大久保地区まで１０分程度のところに位置している。定期巡回・随

時対応型訪問介護看護サービスを利用したいという方がその地区に多いため、ひとつのサービス圏域と

して考えている。本市においては、畑沢圏域にて平成２７年１１月に１事業者を指定している状況であ

る。また、定期巡回・随時対応型訪問介護看護は定期に訪問するサービスがあり、ひとつの事業者が丸

抱えではなく訪問介護事業所等に一部を委託することができるため、サービス面での連携を図っていく

ことも重要であり、定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスをいかに君津圏域で盛り上げていくこ

とができるかというのが課題である。社会福祉法人志真会で指定している定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業所で開催される運営推進会議については、四半期に１回本課職員も出席しているが、利用者

数は多いときは３０人くらいいたが、現在は社会福祉法人志真会で指定している事業所で１５人、株式



会社オールプロジェクトで指定している事業所で８人と年々減少してきている状況である。社会福祉法

人志真会理事長及び株式会社オールプロジェクト代表取締役の方から今後は４市でこのサービスを盛り

上げていくことも必要であるとの意見もあったため、市と事業者とで連携を取り、盛り上げていくとい

う形をとるために連携ということばを使用しております。 

渡辺委員：畑沢圏域で１事業者を指定しており、利用者数が増えていかないということからも４市で競合

するということになるのか。とても柔軟なサービスであると思うので行政としてもっと普及していかな

いと地域ケアシステムは成り立っていかないのではないか。このような分野がより発展していってほし

いと期待している。今回の指定については盛り上げていきたいと思っているが、指定事業所が畑沢、大

和及び君津市人見と全体的に南部に偏っているので、北部や東部の地域にも普及していき、成功事例自

治体を参考にしながら市全域をカバーできるようなサービス提供体制に努めてもらいたい。 

神田委員：指定を拒むことができないということですね。 

佐久間主任主事：現状の法律では指定を拒むことは出来ない状況である。平成３０年４月以降は木更津市

の事業計画の見込みを越えていれば指定をしないことができるということになり、その際にはこの場で

指定をするかしないか承認の審議をしていただくようなかたちとなる。今後については、一度指定する

と６年間の指定有効期間となるため、その際に社会福祉法人志真会と株式会社オールプロジェクトでの

利用状況を見つつ指定を更新するかの判断をしていく必要がある。地域密着型サービスである以上は、

木更津市の事業所が木更津市民にサービスを提供していく、サービスを利用していくことが、地域密着

型サービス本来の考え方であるため、そのような方向性を見失わないようにしていきたい。 

議長：他に質問等が無いようですので、次に、議題５ 指定地域密着型サービス事業者の監査についてで

す。事務局から説明願います。 

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。 

 （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：ただ今、事務局から説明がありました。他に事務局から何かありますか。 

佐久間主任主事：最後にその他ということで、今年度の介護保険運営協議会の年間予定について説明いた

します。先ほどお配りしました平成２９年度木更津市介護保険運営協議会年間予定をご覧ください。今

年度は４回の介護保険運営協議会を予定しておりまして、２回目については９月に実施する予定として

おります。こちらにつきましては、第７期介護保険事業計画の施策体系について、特別養護老人ホーム

の施設整備事業者に関する意見聴取を議題とする予定となっております。３回目が１１月に予定してお

りまして、第７期介護保険事業計画の素案について審議していただくかたちとなっております。こちら

は１２月に市議会の説明をうけまして、来年の１月に意見公募（パブリックコメント）を予定してお

り、その素案について、最終的な審議をしていただくものとなっております。来年２月に第４回の木更

津市介護保険運営協議会といたしまして、第７期介護保険事業計画の案について審議していただく予定

となっております。こちらにつきましては、１月に実施いたしました意見公募（パブリックコメント）

の結果を踏まえて事務局案といたしまして、介護保険事業計画案の説明をする予定となっております。

第４回介護保険運営協議会を経て３月に第７期介護保険事業計画の策定となりまして、平成３０年度か

らこの事業計画が施行される形となります。 

  引き続き、地域密着型通所介護事業所における地域密着型サービス事業所部会の意見聴取について説



明いたします。こちらにつきましては地域密着型サービス事業所部会の方々に意見聴取を行う形となり

ます。地域密着型通所介護の事業所につきましては、現在、平成２８年４月１日に介護保険法の改正と

なりまして、定員が１８人以下の小規模の地域密着型通所介護事業所については、市が許認可を出すと

いう形となっております。地域密着型サービスのひとつとなりますので、新規申請の際に事前に意見聴

取を行う形となりまして、開催方法としては５月、８月、１１月、２月を部会の開催月といたしまして

行う予定としております。地域密着型サービス事業所の協議・指定等の事務がなければ特段部会として

は開催する予定はないため、事前相談の受付期限がそれぞれ１か月前には分かる形となっておりますの

で、１か月前には開催についてご案内する形となります。 

議長：ただ今の説明に、質問等ございますか。無いようですので、本日はこれで終了いたします。どうも

お疲れさまでした。 


