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令和２年度 第２回丹波市介護保険事業運営協議会 会議録 

 

日時 令和２年７月 30日（木） 午後２時～ 

場所 丹波市役所第２庁舎 ２階ホール 

参加者 

田口委員、田中委員、澤村委員、斉藤委員、荒樋委員、馬場委員、小松委員、 

足立委員、大森委員、木寺委員、小山委員、吉見委員、南野委員 

（欠席：逢坂委員、細見委員、福井委員） 

会議内容 

１．開会 

２．委嘱書の交付 

３．あいさつ 

４．委員紹介 

５．介護保険事業運営協議会について 参考資料１、２ 

６．会長・副会長の選出について 

７．報告事項 

 （１）新型コロナウイルス感染症への対応について 資料 No.１ 

８．協議事項 

 （１）丹波市高齢者保健福祉計画・第８期介護保険事業計画について 

   ・丹波市の状況 資料 No.２ 

   ・生活支援体制整備事業の契約延長について 資料 No.３ 

   ・介護用品給付事業の見直しについて 資料 No.４ 

   ・地域包括ケアシステム構築のための介護予防支援業務の強化について 資料 No.５ 

   ・介護認定業務等の運営について 資料 No.６-１、６-２、６-３ 

   ・計画策定スケジュールについて 資料 No.７ 

９．その他 

 （１）令和２年度第３回運営協議会開催について 

10．閉会 

 

１．開会 

【事務局】 

 本日はご多忙の中、令和２年度第２回丹波市介護保険事業運営協議会をご案内したところ、ご出席

を賜り誠にありがとうございます。 

 

（資料の確認） 

 

 本運営協議会につきましては、会議規則の中で半数以上の出席が必要となっておりますが、協議会

委員 16名のうち 13名の方に現在出席をいただいておりますので、報告をさせていただきます。丹波

市介護保険事業運営協議会規則第５条に基づきまして本運営委員会をただいま開会をさせていただき

ます。 



2 

 

 

２．委嘱書の交付 

【事務局】 

 それでは、次第の２番、委嘱書の交付をさせていただきます。皆様には順に副市長より委嘱書を交

付させていただきますので、お受けいただきますよう、よろしくお願いいたします。また任期につき

ましては、本日より令和４年５月 31日までの２年となっておりますが、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 

【副市長】 

（委嘱書の交付） 

 

３．あいさつ 

【事務局】 

 それでは、次第の３番、あいさつに移らせていただきます。 

 

【副市長】 

 ただいま皆様方には丹波市の介護保険事業運営協議会の委員に委嘱をお願いするということで、委

嘱書交付をさせていただきました。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

 また、介護保険の現場では、皆様方にはコロナ禍でのリスクが大きい中で、それぞれご尽力をいた

だいておりますこと、この場をお借りしまして厚くお礼を申し上げ敬意を表したいと思います。 

 さて、この後、第８期の介護保険の計画につきまして、担当のほうから説明はさせていただきます

けれども、少し何点かお話をさせていただきます。１つは、ご存じのように高齢化率がどんどん上が

っていきます。それに連れて介護認定率、これも上がっていくだろうと思います。ある意味、当然だ

と思います。現在の高齢化率、丹波市で 35％ぐらい、国や県に比べて非常に高いわけであります。そ

れが 2035年には大体 39％ぐらい、さらに 10年後の 2045年には 43％ぐらいになってくる予想をされ

ているところでございます。 

 その中で特に注目されるのは、75歳以上の高齢者の割合。65歳というと、まだまだ高齢者といいな

がら元気ですけど、さすがに 75歳あるいは 85歳になってくると、介護の一定サービスを受ける方が

増えてくる。そういう意味では介護の認定率が上がってくるというのは当然だろうと思います、その

中身は、介護認定率の高さというよりも、介護の認定を適切な時期にきっちり受けていただいて、そ

して適切な介護プランにより適切な介護サービスを受けていただく、そしてそれ以上に介護度が上が

っていかない、重度化しないというのが恐らく一番重要だと思うのです。介護の認定を受ける時期が

遅くなって、受けたときには、もうかなりの介護度が上がってしまっているという状況ではなくて、

適切な時期に介護を受けて、認定を受けて、そこできっちりとその人に合ったプランを立てていただ

いて、そこから上がっていかないということが重要だと思います。 

 それから、今の丹波市の施設サービスの状況を見ますと、丹波市は特別養護老人ホームの利用とい

うのが、国や県の平均に比べて非常に高くなっております。恐らく特養に対するニーズが高いと思い

ますけれども、ご案内のように特養を一つ新設すると当然、介護保険の保険料が上昇するわけであり

ます。それから、特養を一つ新設すると、そこに介護人材がたくさん必要になります。そこに介護人
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材がたくさん集まると、他のサービスの介護人材が不足する。そういう意味で特養一つ作るというの

は結構大きな影響が出てくるということで、これまで介護保険計画で、第６期以降、特養の新設はし

てないわけで、第８期も恐らくそういうことだろうと思います。 

 ただ、ニーズは結構あるわけですから、そうすると介護施設の新設という方向ではなくて、何か別

の選択肢を考えていかなければいけない。それは、例えばサービス付き高齢者住宅にケアマネジャー

を常駐させるとか、そういう別の選択肢みたいな方向も考えていく必要があると思います。 

 それから、居宅サービスの現状と今後ですけれども、居宅へ訪問して行うサービスというのは丹波

市の場合、県平均に比べて非常に低いという実態がございます。家の中に介護支援をされる方が入っ

てくるというのを嫌がる、あるいは家の中を見られるのが嫌だという、そういう地域の特性があるの

かもしれません。ただ、医療と介護の連携によって在宅生活支援サービスを普及させていこうという

県や市の考え方がございますから、そういったサービスを満たすことが、第８期の計画の中での一つ

の課題であろうと思っているところでございます。 

 それから、デイサービスとか、ショートステイ、こういったことの利用が、一方で非常に多いとい

うことです。これは要介護者の支援を、家の中ではなくて家の外で受けたいという意識の表れかと思

います。そういう中で今、多く利用されているデイサービスを一気に縮小するというのは、難しいわ

けですから、デイサービスの内容を、充実させていくということだろうと思います。サロン的なデイ

サービスではなくて、そこから介護度が上がっていかないような、きっちりした内容のデイサービス

が重要になってくるのではないかと思います。 

 いろんな丹波市特有の課題がございますが、そういったものが十分踏まえて盛り込んだ第８期の介

護計画にしていきたいと思いますので、どうぞ忌憚のない現場からのご意見も含めて、いろいろご議

論いただければありがたいと思います。 

 

４．委員紹介 

【事務局】 

 続きまして、次第の４番に移らせていただきます。委員の紹介でございますけれども、本日お手元

にお配りをしております名簿に沿って、それぞれ自己紹介のほうを賜りたいと思います。 

 

（委員の紹介） 

（事務局の紹介） 

 

５．介護保険事業運営協議会について 

【事務局】 

 続きまして、次第の５番に移らせていただきます。 

 

（参考資料１、２の説明） 
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６．会長・副会長の選出について 

【事務局】 

 続きまして次第の６番、会長、副会長の選出に移らせていただきます。 

本日お配りしております参考資料１の裏面をお目通しください。上から２つ目、第４条、この項に

は運協議会の会長及び副会長を置く。そして２項に、会長及び副会長は委員の互選によるということ

をお示しさせていただいております。これに従いまして、どのような方法で選出させていただければ

良いか、ご提案のほう、ございますか。 

 

（「事務局一任」の声あり） 

 

 事務局のほうへ一任をしていただきましたので、こちらのほうから会長、副会長のご指名させてい

ただきたいと存じます。 

 まず、会長に田口勝彦委員、そして副会長に細見成一委員をご推薦させていただければと存じます

が、いかがでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

 なお、細見委員につきましては本日、ご欠席をいただいておりますので、後日承認をいただきまし

て報告のほうに代えさせていただきたいと存じます。 

 それでは、早速ではございますが、会長から一言ご挨拶を賜りたいと存じます。 

 

【会長】 

 この介護保険事業につきましては、本当に費用もかかる中で、サービスをどのようにしていくかと

いうような課題がたくさんあります。皆様方、それぞれのお立場で委員として出席をいただいており

ますので、皆様方のご意見を拝聴しながら利用者、また事業所等にとりまして素晴らしい事業計画が

できますようにご協力をお願い申し上げまして、会長席に着かせていただきます。 

 

【事務局】 

 それでは、これ以降の議事に進行につきましては会長のほうにお世話になりたいと存じます。どう

ぞよろしくお願いをいたします。 

 

７．報告事項 

（１）新型コロナウイルス感染症への対応について 

【会長】 

 それでは、次第の７番、報告事項から入らせていただきます。（１）新型コロナウイルス感染症へ

の対応について、事務局から説明をお願いいたします。 

 

【事務局】 

（資料 No.１の説明） 
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【会長】 

 ただいま事務局より報告がありました。この件につきましてご意見、またご質問等ございましたら

受けたいと思いますが。特段ございませんか。また気がつかれたら事務局のほうにご相談、ご意見を

出していただければと思います。 

 

８．協議事項 

（１）丹波市高齢者保健福祉計画・第８期介護保険事業計画について 

【会長】 

 それでは、次第の８番、協議事項に入らせていただきます。（１）丹波市高齢者福祉計画・第８期

介護保険事業計画について、一括して説明をお願いしたいと思います。事務局から説明をよろしくお

願いします。 

 

【事務局】 

（資料 No.１、２、３、４、５、６-１、６-２、６-３、７の説明） 

 

【会長】 

 たくさんの説明をいただきましたので、なかなか整理ができないかも分かりませんが、質疑につき

ましては、介護保険係からの説明、状況等の資料２について、ご意見、ご質問等受けたいと思います

が、いかがでしょうか。 

 

【委員】 

 今度、第８期に入る計画が具体化されるのですが、私もこの介護保険制度ができた 20年以上前から

協議をいろいろしてきた経過があるのですが、その当時、心配してきたようなことが、だんだん進ん

できているという、そんな印象を受けました。まず今の要介護支援認定の状況ということで、保険料

について、第２期、第３期は、割と県との基準で丹波市は低かったように思うのですけども、説明に

もありましたように、第７期では全国平均とあまり変わらないと。その前を見ますと、つまり合併を

する以前は、それぞれの町によって違ったのだと思うのですが、全国的な水準と違っていたのだろう

と思うのですが、この近づいてきた理由は、どこにあるのかと。 

 施設が充実してくるという形で、いわゆる介護施設の充足が、こういう形を招いてきたという感じ

がするのです。これはニーズに合った対応ができているという側面は、当然いいことだと思うのです

が、例えば施設に入所するという場合に、若いときは都市で働いて税金を納めていたけれども、年を

とって介護の必要が出たときに、農村の施設に入ってくるというような例などが、どうなっているの

かと。そういう心配をした時期がありました。やはり施設が増えると、そこに対する入所が増えてく

ると。もちろん地元の人たちが利用するということは、あり得るのですけれども、若いときは都市で

働いて、都市で納税をしてという組立てでしていたのが、そうでなくなってくるという事態が起こ

る。これについては全国的な調整をしなければならないし、丹波市だけでどうこうというわけには、

なかなかいかない性質を持っていると思うのですけど。 

 もともと介護保険制度というのは、向こうでは認定を受けずに暮らせていましたがというのは、あ

りがたいのですけれども、介護用品の給付事業であるとか、たくさんの見直しが上がってきているの

ですけど、これを見ると、要支援は外して、今度、要介護も１、２外して、３も外してという、何か
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そういう組立てになりかねないのではないかと。それで、要介護４か５にならないと、この保険の対

象から外されるという組立てになっているという感じがするのですが、その辺の見通しも含めて、介

護というのは、もともと国が全部責任を持っていた。長い間、社会のために尽くした老後を国が責任

を持つということだったのですけど、いろいろ財政の問題があると思いますが、少子高齢化だとか、

あるいは家族の負担だとか、そういうことを口実にして保険制度ができると。制度によって充実した

面もあるのですけれども、どうも保険あって介護なしという人たちが圧倒的に多いという組立てにな

っているという感じがしますが、そうではなく、これはむしろ介護の認定を受けた人たちのほうが増

えてきているということでしょうから、何か第８期という計画を立てるときには、難しい問題が起こ

るという、そんな印象を持っています。その辺の見解を聞かせてください。 

 それから、今の介護用品の給付事業の他市町の状況について、35市町と言われたのですが、これは

兵庫県を全部捉えるとしたら 41市町です。だから、丹波市を除いたら 40なので、あと５市町はどう

なっていますか。特に、その他の２というのは、どうなっていますか。 

 

【事務局】 

 介護保険料につきましては、今回につきましては国の平均値よりも高くなっているという状況があ

ります。その理由としましては、介護認定の人数が増えてきていることがあげられます。資料の中

で、要介護認定の状況のところのグラフも、丹波市の認定率の順位としましては、41市町中 13番目の

多さの認定率ですので、丹波市、県下の中でも認定率は高いほうということになります。 

 介護給付費に応じて保険料を決めてまいりますので、この認定率が高くなって介護サービスを受け

られる方が多くなれば、どうしても保険料が上がっていくということになります。これが一つの理由

です。 

 それから、入所の状況ですけれども、丹波市には市内特別養護老人ホーム、大型のものが６か所、

それから丹波市の方だけが入れる小型の特別養護老人ホームが１か所ということで、７か所のサービ

スがございます。市内の事業所を使われる方も多いですけれども、この特別養護老人ホームは市内の

利用だけではなくて、全国のところで使うことが可能ですので、丹波市の方でも市外の特別養護老人

ホームを使っておられる方は、少し前の状況でしたら 50名ほどいらっしゃいます。大体で 500人の方

が特別養護老人ホームを使われておりますが、そのうち 50人程度ぐらいは市外の特別養護老人ホーム

を使われていますので、市内、市外を問わず入れるところでご利用されている。当然、給付費は丹波

市でお支払いをさせていただくというようなことであります。 

 もちろん、住所を変えないで、例えば若いときに市外におうちをお持ちになられて、特別養護老人

ホームはこの丹波市に帰りたいという場合で、ご住所を転居された場合につきましては、前に住まれ

ていたところが介護給付を持ちますので、そういった制度もございます。特別養護老人ホームを持っ

ている市だけが大きな損を出さないように、転居、ご住所を変えられたとしても前のお住まいのとこ

ろが必要を持つという制度もありますので、そのあたりでバランスは取っていっているというところ

です。 

 それから、要介護の低い方のサービスですけれども、要介護１が外れ、２が外れ、３が外れという

ような話も出ておりますけれども、必要な方には、必要なサービスというのを提供していく必要がご

ざいますので、要支援の方の通所・訪問は、総合事業に移行しておりますけれども、その中でも必要

な方にはきちっとしたサービスを提供させていただいておりますし、介護人材の確保のためにも、地

域の中で支援ができる方については、地域の中で見ていただくという体制を整えていくということも

必要になりますので、介護保険料を大きく上がらないような形で考えていきたいと思っております。 
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それから、今の介護用品給付事業のほうは、地域支援事業という中で国、県等の補助金も活用しな

がら実施ができているということで、3,000万円余りのうちの実際に保険料で当たっているのは 23％

部分、月額で 27円程度になるのですけども、これを第７期で、この地域支援事業の中で、この介護用

品給付事業が実施できるというのが終了してしまいますので、第８期以降は保険料のみでやっていか

なければならないということになります。となりますと、大変多額な保険料が負担になってしまうと

いうこともありますので、他市町の例にも倣いまして要介護４以上という形で計画をさせていただい

ております。実際に、県内 41の市町の中の残りの５市町については、この介護用品給付事業をされて

いるのが、ここで上げております 35の市町ということになっておりまして、この中には丹波市も含め

ております。その他については、例えば介護保険の認定のときに主治医の意見書というのを取ったり

するのですけども、その中で自立度がいくら以上の方は対象になるというような形で定めらとるよう

な市町もありますので、そういった場合には、その他というような形で集計をさせていただいており

ます。 

 それから、保険あって介護なしというようなことについて、この介護用品給付事業だけを見ると要

介護４以上でないと介護保険が使えないというようなイメージに取れるかもしれないのですけども、

その他説明でもさせていただいたような地域づくり、くらし応援隊を作っていくというような事業

も、介護保険の事業の中で行っておりますので、なるべくお元気な方は、そのお元気な状態が長続き

をするような形で、より介護度の低い方に力を注いでおります。どうしても重度になられた方につい

ては、おむつの給付等で支給をしていくというような形で考えているところです。 

 また、後期高齢者が増えてくると重度者が増えてきて保険料が全体として上がってくる。その心配

は介護の当初から言われているように、介護保険制度が維持できるのという問題ですけども、そのと

おりだと思います。介護保険制度のあり方というのは、介護保険制度ができるときに、地域のことが

反映できる制度、具体的には地域のあり方が、そのまま介護保険料にリンクして、その地域で負担し

ないといけないというような中で大きな枠組みができてきています。そういったときに、重度者が増

えてくる、そういったところの対応について、どうしていくのか。結局、重度にならない取組を、ど

うしくのかというのが、介護保険制度の中でも大きな課題になっていて、介護予防事業とか健康増進

をどうしていくのかということが本質的な今、課題になっています。極論をすると、そういうのが十

分いかなければ、要介護１とか２を介護保険から外すという意見もあるのは事実ですけれども、そう

ならないような地域社会を、どうして築いていくのかということが大事なのではないかと。その進行

度合いによって、地域によって、その差が出てくるという意味では、丹波市の中で、いかに支えあい

の地域社会、お互いに助けあえる社会を、どのようにして築いていくかというのが本質課題だと考え

ています。 

 

【委員】 

国の制度そのものを変えなくてはということですけど、そうしようと思ったら、ほかから費用を出

さないといけないという問題がありますから、あえて指摘しておきたいと思うのですけど。 

 この支援体制の整備事業の契約延長がありましたけど、例えば地域の支えあいとか、相談所だと

か、これらは、国にしても、県にしても、あるいは市町村にしても、税金で見ていく事業だと思いま

す。本来、介護保険という制度があるために、そこに乗って進んでいますけども、本来からいえば公

費で全部見るべき性質の事業が、いわゆる自助や共助と、震災でもいろいろ言われてきて、結局、お

互いがお互いで支え合わなければならないという善意を利用して、それで保険制度にすり替えてきた

という、そういう経過があると思うのです。推進会議も 11地区がまだ未設置だとか、25区のうち４区
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が相談箱を設置して、相談員を置いているところが１か所だけであるとか、いろいろ目標から見れば

遅れている部分もあるのですが、なぜそういう遅れがあるのか。その原因等については、報告しても

らったほうがいいと感じました。 

 

【事務局】 

 地域の地域支えあい推進会議の設置とか、よろずおせっかい相談所の設置が思うように進んでいな

いのではないかというところでありますけども、本年度、説明をさせていただいたように、地域支え

あい推進モデル事業というのを行って、見本となるような地区を決めることによって、ほかの地域に

も好影響を与えていこうと考えていたわけなのですけども、コロナの影響がありまして、各地区の会

議等自体が閉会をしているという状況になっております。ですので、なかなか地区の選定であります

とか、話をしていくというのが遅れてしまっているという状況はあるのですけども、丹波市内でもよ

り進んだ取組をされている地域がありますので、そういったところにも話をさせていただいて、取組

が本年度着手できないかと思っている状況です。 

 それから、丹波市は地域包括ケアシステムで３つの圏域に分けております。それぞれ東部、南部、

西部の圏域に地域包括支援センターということで、拠点となる介護の介護予防から地域の支えあいを

含めた一体的な拠点を作りました。そして、介護保険が始まった当初から介護保険料も上がっており

ますし、権利意識も芽生える中で、サービスを受けるというよりも、サービス依存になりつつあると

ころの中で、いかに自助、互助で元気でいていただくのかというところの学習を、日常生活圏域とい

うことで、旧の小学校区で 25単位として、介護予防の取組をしていこうということで進めてきたわけ

でございます。 

 同じようにスタートして、紋切り型でスタートをさせるのではなくて、それぞれ 25地区で学習会を

しています。例えば柏原ですと崇広と新井が合同して学習会を重ねて、取組をしていただいておりま

す。その進捗具合は、社会福祉協議会に委託をいたしまして、３人の人を置いていいただいて、オー

ル社協で現在、取り組んでいただいています。一足飛びにはなかなかいかないですが、着実な積み重

ねをやっていくということで現在取り組んでおりまして、地域による差が出てきているという状況で

ございます。 

 青垣、氷上町を西部圏域、山南、柏原を南部圏域、市島、春日を東部圏域として、それぞれに市か

ら委託をしております。支えあい推進員は、社協に委託をさせていただいて、一人ずつ、その活動を

支援する形で職員を置いていただいております。一律ではないかもしれませんけれども、その支えあ

い推進員が各圏域の自治協に働きかけをして、事業の必要性だとか、いろんな勉強会を今、していた

だいている最中です。ただ、今の段階で協議会として設置をしたのが 14地区であり、その地区の中で

の理解の中で温度差が若干あるのですけれども、まだ全体的に、そこを進めている段階であるという

ことを、ご理解をいただきたい。ただ、その協議体が今度、地域課題をどういうふうに解決していく

のか。その課題を、まず聞く方法がないということで箱を置く形で、まず青垣地区に４つの自治協の

中で相談箱を置いていただいて、そして、それを社会福祉協議会で中身を精査しながら対応していき

ます。１地区が自治協の中で相談員を置きながら、まず、そういった自治協の中での解決に向けての

相談を受けているというところで、段階的に進めていることころです。 

 

【委員】 

 今の②の介護保険料の基準額のところですけども、全国平均と県平均と、ほぼ同額ということで、

どんどん高騰しているという心配がありましたけども、私は、丹波市はすごく頑張っているというこ
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とを、この金額で思いました。なぜかというと、全国平均というのは高齢化率がすごく進んでいると

ころと、逆に高齢化率が低い、若者の世帯が中心の地域、全部ひっくるめた平均の額が、この額なの

に対して、丹波市はすごく金額を頑張って抑えていると評価していいのではないかと思っています。

全国 815地区ある中で、丹波市は 253位の高齢化率なのです。だから 800あるうちの上のほうの高齢

化率で、介護サービスも充足しているにもかかわらず、介護保険料が全国平均の金額で抑えられてい

るのは、関係者の方、また元気な高齢者の方が頑張っておられるからだと思います。サービスも増え

ているので、保険料が上がるのは仕方のないことですけども、極端に上がらないで平均で収まってい

るというのは、すごく丹波市としては頑張っていると評価していいのではないかと感じました。 

 それから、入所施設が多いと、どうしても保険料が上がるというあたりで、老人ホームとか、そう

いった施設が多いと、施設ができて上がったりということがありますけども、丹波市はこれ以上、特

養を作る予定もないので、そのあたりの危惧はないと思うのですけども、これから④の第１号被保険

者１人当たりの介護給付費の中で、介護医療院というのが今、すごく少ないのですけども、これから

介護医療院になる病院が増えてくるのではないかと思うのですけども、そのあたり、丹波市として介

護医療院をこれから病床を認めるというか、病床を認可する予定とか、その辺が見通しとしてできた

ら、介護医療院を作るような方向なのか、それとも介護医療院は特に療養とか転換の範囲内で考えて

とか、そのあたりのご予定があったら教えていただきたいと思います。 

 

【事務局】 

 保険料をこれ以上、急激な高騰がないように８期のほうも、しっかり給付費を見ていきたいと思っ

ておりますので、よろしくお願いします。 

 介護医療院につきましては、この平成 30年度から医療と介護の両方が受けられる、いわゆる終の棲

家と、終の棲家にいながら医療が受けられる新しい施設として創設されたサービスです。今までは、

例えば医療療養病床、例えばこの近くですと大塚病院が持っておられる介護療養病床からの転換とい

うのが認められております。新しく何もないところから介護医療院を作るというのは市のほうは拒否

ができるのですけれども、転換につきましては市のほうの拒否権がございません。ですので、どこか

の施設が介護医療院にしますということになれば、それを引受けて、その分も保険料を見込んで計画

を立てていかなければいけないということになっております。 

 ですので、県も心配しておりまして、市の中でも医療療養病床を持っていらっしゃる病院につきま

しては調査をさせていただきながら、転換の意向があるかどうか確認をしているところです。今のと

ころは転換のところはないということで調査をしておりますけれども、こういうコロナのこともあり

ますし、状況も変わってきますので、今後も逐一、情報は取りながら転換があるかどうか、意向調査

をしていきたいと思っております。 

 

【委員】 

 くらしの応援隊について、コロナの状況で、ショートステイ、単純に訪問介護も通所介護、地域密

着型通所介護もそうですけど、止まる可能性も少なからずあると思っています。前回、緊急事態宣言

のときに、運営自体が止まるだろうと思っていたのですが、結局、止まらなかったのです。ただ、止

まったときに、第１号被保険者一人当たりの介護給付費の状況から見てみると、短期入所生活介護と

地域密着型通所介護の利用が多く、サービスの運営が止まってしまうと、おそらく訪問介護等に負担

がかかると思います。訪問介護の給付費を見ると、短期入所と地域密着型通所介護の給付費を足した

分の３分の１ぐらいしかまかなえないということは結局、訪問介護だけではまかなえないということ
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です。それをカバーするのに、どうしてもくらしの応援隊を、何とかうまいこと使うことはできない

かと思っています。ただ、くらしの応援隊も、あくまで有償ボランティアなので、コロナの状況でど

れだけボランティアが動いてくれるのかが、分からないのです。今、第二波と言われていて、着々と

感染者数も増えている中で、もし仮にデイサービスやショートステイ、他のサービスについても止ま

った場合、正直、くらしの応援隊に頑張っていただきたいというのがあるので、契約を延長していた

だきたいとは思っているのですけど、くらしの応援隊がどこまで頑張ってくれるのかというのは分か

りますか。 

 

【事務局】 

 くらしの応援隊ですけれども、対象者というのが要支援１と２、そして要支援１か２にみなす事業

対象者に限られてきますので、まず要介護認定を受けられた方については、この場合、対象とならな

いというところで、まずはご理解を賜りたいなと思います。 

 

【委員】 

 今、一応コロナの特別算定でデイサービスが訪問するということも可能です。ただお弁当、配食事

業もデイサービスで、契約している利用者ならデイサービスが配食するというのも、保健所の見解で

はオーケーで、許可は要らないという話なので、そこはカバーできると思っているのですけど、た

だ、要支援の方へ事業は、限定はされます。食事の面で不自由されることが予想されるとは思います

ので、もしコロナがひどくなったとしても、くらしの応援隊の方が配食事業とか、積極的にやってい

ただけるなら、まだカバーできるとは思っています。ただ、コロナは多分まだ１年か２年続くと想定

してやっていかなければまずいと思っていますので、意見として聞いてもらえたらと思います。 

 

【事務局】 

 今、介護サービス事業所はコロナの対応で、クラスター等が発生しないようにということで神経を

使われた中で業務をされていることと思います。 

 怖いから出かけないと言って家におられる方に対して食事を運んだり、訪問型のサービスで対応し

たりということ、それは保険給付の中で算定いただくような個別対応をいただいているところだと思

います。ケアマネジャーも、個々の特徴に合わせて、場合によっては市の行っております配食サービ

ス事業というものがございますので、該当する方は、そういったものを利用していただきながら、安

全な形で体調を見ながら通所サービスや訪問系のサービスも取り入れながら利用していただきたいと

思っております。コロナの大変厳しい状況の中で、委員のご意見は大事なことだと思っております。

全てが、このくらしの応援隊でカバーできるものではない現状ですが、その方自身の持たれている地

域の中のつながり力で、生活をされている方が多いのではないか、家族力も、そういった中で対応い

ただいているのではないかと考えております。 

 コロナ等がはやってきたときに、各事業所に依頼をしまして、もしもデイサービスとか止まった場

合に、デイサービスで食事をとられている方がおられる。そういったところへ追加で配食することは

可能かというアンケート調査を取らせていただいております。ただ、そのときの状況によって相談と

いうところも多いのですけども、そういった場合には対応していただきたいということで、各事業所

のほうには依頼をしておりますので、今後に備えて、そういったことを周知していきたいと思ってお

ります。 
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【委員】 

 介護用品給付事業の見直しについて、一部負担の導入ということですが、具体的なイメージを教え

ていただけたら。 

 

 

 

【事務局】 

 一部負担の徴収方法ですが、市内の４事業所に調査させていただいています。実際に、例えば 3,000

円分のおむつを購入された場合には１割ということで 300円の自己負担があります。その場合には、

その 300円は、その事業所がそのときに収入をしていただく。3,000円分のおむつ、パッド等を配達し

ていただくという形で思っております。残りの 2,700円分を事業所から市のほうに請求をしていただ

くという形で進めたいと思っております。 

 

【委員】 

 令和５年度まで、配達は一応されるのですか。 

 

【事務局】 

 配送していただくような形で進めたいと思っております。 

 

【委員】 

 そしたら、現在の支援内容が、おむつと尿取りパッドになるということですか。 

 

【事務局】 

 今は関連品目も含めて 62品目とあるのですけども、これがおむつ、パッドにみになりますので、品

目が減ってくるということになるのと、自宅等への配送は継続してやっていただきたいと思っており

ます。併せて、介護用品の使い方、指導と手渡しによる安否確認等は継続してできるのではないかと

思っております。 

 

【委員】 

３年間でやめるということですけど、個人的には令和５年度ぐらいのものを継続的に市の財源から

出していただけたらとは思うのですけども。 

 

【会長】 

 それでは、いろんな意見が出ましたので、また事務局のほう、整理をしていただいて、調整もしっ

かりお願いしたいと思います。 

 

９．その他 

（１）令和２年度第３回運営協議会開催について 

【会長】 

それでは、次第の９番、その他について、事務局から説明をお願いします。 
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【事務局】 

令和２年度、第３回の運営協議会の開催についてでございますが、予定としまして、令和２年 10月

１日木曜日２時から、この場所で予定をさせていただいておりますので、どうぞよろしくお願いいた

します。 

 

10．閉会 

【会長】 

 それでは、全て今日提案いただきました事項、全て終わりました。これをもちまして本日の協議会

を閉じたいと思います。 

 

 

 

 


