
会 議 録 

１．開催状況 

（１）会議名 木更津市介護保険運営協議会 

（２）日 時 平成２０年１２月２２日（月）午後１時３５分から午後２時２０分まで 

（３）議 題 ①「（仮称）木更津市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」（素案）について 

②その他 

（４）場 所 木更津市役所 ６階 会議室 

（５）出席者 委員：橋爪洋平会長、長谷部猛委員、石井正委員、武井千尋委員、石井志郎委員、 

露嵜伸哉委員、山本てつ子委員、豊島やよい委員、安藤浩司委員、玉造福寿 

委員、北原レイ子委員、尾上一美委員（出席１２名） 

（欠席）石井勝委員、鈴木智順委員、隈元志豊委員、山田初子委員、 

竹内美佐江委員 

事務局：鶴岡次長 

介護保険課：山口課長、中島副課長、宮崎副主幹、田中副主幹、鈴木主査 

高齢者福祉課：石塚課長、新井副主幹 

コンサル：（株）富士通総研 稲永 

（６）傍聴者 無 

２．会議概要 

（１）開会、あいさつ 

中島副課長：平成 20年度第 2回木更津市介護保険運営協議会を開催する。 

鶴岡次長：福祉部長の鈴木に代わり、私がご挨拶させていただく。 

委員の皆様には公私共にご多忙の折にもかかわらずご出席いただきありがとうございま 

す。本日は次第にもあるが、第４期となる「（仮称）木更津市高齢者保険福祉計画・介護保 

険事業計画」の素案についてご審議いただきたくお願いしてある。 

すでに皆様方ご承知のとおり、今年度までを計画年度とする第３期の計画では、新たに介 

護予防の考えが盛り込まれ、 本市では４ヶ所の地域包括支援センターを起動させることがで 

きた。併せて地域密着型サービスも始まり、３ヶ所のグループホーム、２ヶ所の小規模多機 

能型居宅介護、１ヶ所の小規模特養がサービスを提供することとなった。このような第３期 

計画を評価するために、平成 19 年度には市民の方々へのアンケート調査を行い、その結果 

についても報告書として本協議会にご報告させていただいたところである。 

次期第４期計画に大きく影響することとしてすでに新聞等マスコミで報道されているが、 

介護従事者等の人材確保のための介護従事者の処遇改善に関する法律が去る５月 28 日に交 

付され、10 月 30 日には介護従事者の処遇改善のための緊急特別対策として平成 21 年度か 

ら介護報酬を３％引き上げるという国の方針が示されたところである。 

一方、千葉県では特別養護老人ホームの設置数が全国では下位にあるという現状から、第 

４期の計画期間において、施設の整備を強く進めていくという考えを示している。



認定者数の自然増があり、同時に介護報酬が引き上げられ、また施設整備ということで当 

然一番市民に関心の深い介護保険料に大きな影響が出てくる。 委員の皆様におかれても次期 

計画においての介護保険事業がより充実した制度として安定した継続ができるようご支援、 

ご協力をお願い申し上げて挨拶とさせていただく。 

中島副課長： 続いて橋爪会長よりご挨拶をお願いする。 

橋爪会長：委員の皆様におかれては年末のお忙しいところ、介護保険運営協議会へご出席いただき感 

謝している。 

ただいま鶴岡次長からのご挨拶にもあったとおり、 本日は次期計画の素案が議題に供され 

ている。この第４期計画は団塊の世代が 65 歳を迎える平成 26 年を見据えた大変重要な計 

画になってくる。報道されているとおり、介護従事者の離職率が高く、人材確保が困難なた 

め、平成 21 年度から介護報酬が３％引き上げられる見込みとなっている。この報酬の引き 

上げに伴う各市町村の介護保険料の急激な増額を避けるため、 国では臨時特定交付金の支給 

を予定しているとも聞いている。委員の皆様にはよりよい計画の策定に向け、忌憚のないご 

意見をお聞かせいただきたい。 

中島副課長： 附属機関設置条例第６条第１項の規定により会長が会議の議長となると定められており、 

これにしたがい橋爪会長に議長をお願いする。 

（２） 「（仮称）木更津市高齢者保険福祉計画・介護保険事業計画」（素案）について 

橋爪会長：議題「（仮称）木更津市高齢者保険福祉計画・介護保険事業計画」（素案）について、事務 

局より説明をお願いする。 

山口課長： 「（仮称）木更津市高齢者保険福祉計画・介護保険事業計画概要版」（素案）について、概 

要版に沿って説明する。 

●概要版１ページ、「１．計画の基本的性格」。 

現計画（第３期計画）は、老人保健法・老人福祉法・介護保険法に基づいた計画だったが、 

次期計画（第４期計画）では、老人保健法が廃止されたため、老人福祉法・介護保険法に基 

づく計画となっている。 

●概要版２ページ「５．要介護者等の推計」。 

詳しくは、概要版の７ページ「表－自然体、介護予防後の要介護者等の推計数」に示してあ 

る。 

●概要版２～３ページ「６．介護保険対象サービス量の見込み」。 

②施設サービスとして、現計画では地域密着型施設の整備に努め、広域型の施設整備を行わ 

なかった。しかしながら、７ページ裏面の参考資料に提示してあるとおり、木更津市内の特 

別養護老人ホームの入所希望待機者が 468 人、そのうち重度と言われる要介護４・５で約 
200 人がいる。施設を作ると介護保険料に跳ね返ることはあるが、このように待機者数が多 

いことなどを考慮して、第４期計画では約２５０床の設置を考えている。 

現在４箇所ある地域包括支援センターは、中央包括支援センターが市の直営、あと３箇所が 

委託となっているが、次期計画では４箇所全てを委託としている。これは、第３期計画の際 

も最初は４箇所全てを委託となっていたという経緯もある。



●概要版４ページ「８．保険料の設定」。 

現在は、６段階。平成２０年度で激変緩和措置が終了すること、現行保険料の第４段階を 

収入額８０万円の以上と以下で分けた。第５段階も１２５万円の以上、以下で分けたので８ 

段階の設定となっている。（表－１）基準額との割合は、第３期期間中の激変緩和措置の１ 

段階あがったときの割合を使った。 

第 1 号被保険者（６５歳以上）は、全体の１９％の負担割合から２０％となり、４０歳～ 

６４歳が３１％から３０％の負担となった。 

基準月額は、 ３， ９７３円となり、 現行は３， ７５０円なので、 プラス２２３円となった。 

（表－２）保険料算定の算式では、今回は、財政安定化基金拠出金が無くなったので「０」 

に なり、準備基金の取り崩しは１億１，０００万円を予定している。 

●概要版６ページ「１０．市民等の意見の反映及び計画の精査について」。 

現在、概要版に示しているのは素案の段階なので、国が「介護従事者の処遇改善のための 

緊急特別対策」の３％の報酬改訂分は考慮していない。また、この改訂分の３％について、 

国からの初年度は３％全額、 ２年目は半額を補助するということも提示してきたが年あけの 

国会で決定される見込みである。 

計画の名称については、老人保健は廃止になったが、本計画には保健事業が含まれている 

ことから「保健」を残すこと、また、名称に「第４期」と入れることを検討している。 

この協議会で説明をし委員各位からご意見をもらい、また、年あけにパブリックコメント 

を行う予定である。 これらを踏まえ見直しをし、 保険料も変更の可能性はある。 最終的には、 

３月議会で介護保険条例の改正と３％がらみの国からの交付金にからむ条例制定があるの 

で、それで決定となる。 

橋爪会長：何かご質問、ご意見等があったらお願いする。 

玉造委員：最後の表に入所希望者数があるが、人口の割合に比べて木更津市がいかにも多いように見 

られるのが１点、平成 26 年度目標値は変更しないということだが、不勉強で 26 年度の目 

標値がよくわからない。今回一番表に出ているのは保険料の改定だと思う。改訂になるなら 

対照表を作った方がよりわかりやすいのではないか。 今まではこうだったが今回の段階別保 

険料はこうなるという対照表を作らないと、どれがどうだか所得割りは書いてあるが、そこ 

がなかなか私には理解できない。 

山口課長：26 年度目標ということだが、国の参酌標準では、26 年度目標としては、要介護２～５ま 

での方が施設に入所する率を 37％以下とするというのが 1 つある。また、施設の中で要介 

護４～５の重度の方が 70％以上という目標を挙げている。 

介護老人福祉施設の新規の整備目標として、約 250 床と申し上げたが、現在は木更津市 

は 37％までは遠く及ばない数字が出ている。 

玉造委員：簡単に言うと、サービス低下はさせないということか。 

山口課長：サービス低下はしないという形になる。今回介護報酬をアップするのもそういうことを考 

えられているところである。 

保険料であるが、対照表を作らずに申し訳なかった。資料の中に今現在の保険料のパンフ 

レットがあるのでそれを参考にしてもらいたい。資料を開いてもらうと、６段階と８段階な



ので比較が難しいが、次回の運営協議会では一目でわかるように比較表を作成したい。 

玉造委員：３月議会にかけて条例を改正し４月からすぐに改正するわけだが、６ページの 10 に市民 

の意見を反映し計画の精査についてということだが、 これがいかに市民にこれを公開して意 

見を求めて云々と書いてあるが、それが実際に期待できるかどうかを危惧している。「これ 

は絶対にこれでいく」という感じに私は思っているがいかがか。 

今までパブリックコメントでいろいろな意見がどの程度出ているのか。「これでいくんだ」 

という確定的な資料ではないのかと思うが。 委員の皆さんからまたいろいろなご意見が出る 

と思うが、それにより改定する余地が本当に出るのかどうか。 

山口課長：パブリックコメントは市内各公民館、図書館、行政資料室、介護保険課で素案を閲覧して 

もらう形になる。それと同時に市のホームページにも掲載するが、前回第３期計画を策定す 

る 17 年度パブリックコメントの閲覧に対する意見は０件であった。市でいくつかパブリッ 

クコメントを実施しているが、それを見ても大体１～２件ぐらいの意見しか出ていない。 

これが決定ではなく、現在 3,973 円の保険料を試算しているが、これについては事業量の 

内容の精査などでまだ保険料については今後動く可能性は大だと考えている。 

玉造委員：もう１つ最初に質問した入所希望者数の算定だが、人口割合にすると実態なのでやむを得 

ないと思うが、いかにも木更津の場合には待機している人が多いと感じるがいかがか。 

山口課長：君津４市の中でも木更津市がずばぬけて多いという形になっているが、木更津市内だけで 

はなく県内外にも入所されている方がおり、 各特別養護老人ホームの方に現在の入所希望者 

の一覧表を挙げてもらった。何十ヶ所から挙がってくる方々を木更津市で入力し、同じ名前 

の人がいた場合は削除しているが、 実際に特別養護老人ホームから挙がってきた数字を使っ 

ており、 名前の同じ方を生年月日等でぶつけるとダブりがあるのでこれが実数だと考えてい 

る。 

玉造委員：木更津市と君津市、 富津市、 袖ケ浦市の３市をプラスしたものと、 木更津市が同じである。 

橋爪会長：千葉県は特に特養のベッドも足りないと私は理解しているが事務局はどうか。 

山口課長：確かに特別養護老人ホームは日本の各都道府県のランキングで見ると千葉県は 47 位ぐら 

いのところに位置しており、第３期の計画を策定する段階では千葉県からは「地域密着型を 

作ってくれ」ということで、それが推進されてきたところである。今回になると県の意見が 

だいぶ変わってきた。2015 年の団塊の世代が 65 歳以上になる 2015 年問題から考えても、 

今特別養護老人ホームが必要だろうといったことから県の方からは 「各保健福祉圏域に特別 

養護老人ホームを作ってくれ」ということで進めているところである。県は高齢者福祉課と 

保険指導課で、実際に施設を作ることを推進しているのは高齢者福祉課だが、「できるだけ 

多くの施設がほしいので、各市で作ってください」ということを言われている。 

石井志郎委員： 250 床程度の建築について、すでに具体的な年度は挙がっているのか。 

山口課長 ： 私どもで今考えているのは平成 22 年度に約 100 床、 平成 23 年度に 150 床と考えている。 

ただ、これは広域型の特養であり、木更津市内の方だけではなく近隣からも入所することが 

考えられる。現在こちらで事業量を見込んでいるのは、例えば木更津市の利用率をいくつに 

するとかという形になるが、今の段階では 22 年度 100、23 年度 150 と想定している。 

橋爪会長：ほかにいかがか。



山本委員：計画書素案 10 ページの真ん中に人口および総世帯数が載っているが、その中で平成 20 
年の平均世帯人員が 2.4 人になっている。入所申込み待機者が、要介護１・２の割合がほか 

の３市と比較すると木更津市の場合はとても多い。要介護１・２で施設に入所したいという 

希望を持たれる方は身体的介護は直接必要はないが認知症がおり、 介護認定審査会の中でも 

認知症が中度程度あっても要介護１・２と認定される方も多い。認知症についてのケアを特 

に３ページにあるように地域支援事業の介護予防事業というところに入ってくるかと思う 

が、 推進事業だけではなく、 要介護１で待っている方の認知症のケアも入ってくると思うが、 

認知症に対して何かの対策を特別に設けなければいけないのではないかと危惧している。 団 

地だととても高齢化が進んでおり、独居の方や高齢者世帯はとても多く、道に迷っていたり 

財産侵害にあったりということが大変増えており、 認知症のケアについては先ほどの論議で 

は施設の整備を中心にやっていくということだったが、 それに併せてみんなが施設に入れる 

わけではないので、認知症についてのケアも推進していただきたい。 

（３）その他 

橋爪会長：次の議題、「その他」として委員の皆様方から何かあるか。事務局から何かあるか。 

山口課長：資料の最後に「ご意見・ご質問」という用紙がある。今回は概要版で概略しか説明してい 

ない。厚い方の素案の内容をご覧いただき、ここをこうしたらどうかというご意見をいただ 

きたい。ご質問、ご意見は年明けの１月 15 日までに郵送またはＦＡＸで介護保険課宛にい 

ただきたい。よろしくお願いする。 

今後の予定であるが、本日の協議会が終わり、現在パブリックコメントについての起案中 

であるが、パブリックコメントを１月６日ぐらいから実施したいと考えている。木更津市で 

は 30 日間必要なので、２月４日か５日頃までパブリックコメントする形になる。並行して 

国の方針が心配であるが、 第２次補正予算が確定すれば介護報酬改訂の３％分について決ま 

るのかと思っているが、 介護報酬改定分については現在のところ国の２次補正予算で決まり、 

その分を市で年度内に基金として国がお金をよこすわけだが、 それを市が一般会計で受入れ、 

それが３月末にかかるが今ある準備基金とは別枠で基金として積み立てておけということ 

を言われている。現在の準備基金条例以外に新規に基金条例を作り、積み、21 年度になっ 

てからその分を介護保険特別会計の方に回す段取りということに県から流れてきている。 具 

体的にどうなるかわからないが、その辺が確定したらまた運営協議会にお知らせしたい。 

玉造委員：国の方針も後追い後追いでやっていて大変だと思うが、介護報酬が３％上がるということ 

になると保険料もそれに伴ってまた上がるということか。今の素案はあまり関係なくなり、 

３％上がるか２％上がるかは別としてもこれは一応上がる可能性があるということか。 

山口課長：３年間トータルで３％上がるが、初年度はその全部を国が面倒を見る、２年目は半分見る 

ということなので、一般の保険料に跳ね返ってくるのは、２年目の 1.5％と３年目の３％で 

あり、保険料が上がる可能性はある。事業費を見直して何とか抑えたいというのが私どもの 

願いである。 

橋爪会長：本日の介護保険運営協議会はこれで終了する。長時間にわたり慎重審議に感謝する。


