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平成 23 年度第 3回 八戸市健康福祉審議会 介護・高齢福祉部会 

日時：平成 23 年 10 月 19 日（水）午後１時 

場所:八戸市庁別館 2階 会議室Ｃ 

 

●出席委員（14 名） 

 坂本部会長、岸原副部会長、豊田委員、澁田委員、小ヶ口委員、金谷委員、浮木委員 

分枝委員、千葉委員、斎藤委員、古舘委員、髙山委員、嶋守委員、平委員 

●欠席委員（2名） 

 山本委員、中村委員 

●事務局 

松浦市民健康部長、工藤福祉部長兼福祉事務所長 

鬼柳市民健康部次長兼国保年金課長、大石福祉部次長兼障がい福祉課長 

【高齢福祉課】梅内高齢福祉課長、長谷川地域包括支援センター所長、嶋森副参事、木村主事 

【健康増進課】木村健康増進課長、石藤副参事 

【介護保険課】日山介護保険課長、田茂副参事、榊原主幹、松村主査、大里主査、久保主査 

吉田主事 

事務局（榊原主幹）：定刻となりましたので、只今から平成 23 年度第 3 回介護・高齢福祉部会を 

開会いたします。本日の出席委員は半数以上の出席者でありますので、会議が成立しておりま

すことをご報告いたします。それでは、議長は部会長に務めていただきます。坂本部会長、お

願いいたします。 

議長（坂本部会長）：これから、部会を開かせていただきますが、会議に先立ちまして、ひと言ご

挨拶を申し上げたいと思います。委員の皆様には、大変お忙しい中お集まりいただきまして誠

にありがとうございました。今日は、ご案内の通り２つ議題がございまして、１つは第５期の

計画でございますが、12 の生活圏域に分けて今までやってきておりますが、その日常生活圏域

がこのままで良いのかどうかを議論したいということです。2 つ目は第５期計画のサービスの

基盤整備をどのようにしていけば良いかということを議題としていきたいと思います。増やせ

ばそれだけお金が出ますので、その分の給付があれば負担があるということで、バランスをど

のように取っていくかということを、まずは第１回目でございますので、サービスをどのよう

に整備していくか、４期で整備したことを出していただいて検討して５期につなげていきたい

と思っております。これは既に話したように、４期計画でやったことの延長で５期があるわけ

でありますので、（１）の 12 の圏域とあわせて、サービスの量について議論していきたい。委

員の皆さまからご意見を承って、事務局としてそれを煮詰める形で、次回にまた提案する形で

やっていきたいと思いますので、どうぞ委員の皆様には宜しくお願いを申し上げたいと思いま

す。それでは、早速次第に従いまして、議事を進めて参ります。（１）の第５期計画の日常生活

圏域の設定について事務局から説明をお願いいたします。 

事務局（吉田主事）：介護保険課の吉田と申します。よろしくお願いいたします。始めに表紙が（１）

第５期計画の日常生活圏域の設定についてとなっております資料の１ページをお開き下さい。

１ページ目は、国の基本指針を示してございます。まず、第３期計画策定にあたりまして、基
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本的な考え方として、介護予防の推進及び地域包括ケアの推進と施設サービスの見直しが示さ

れ、主な改正点として、施設・居住系サービスの利用者割合などの平成 26 年度までの目標値が

設定されるとともに、日常生活圏域の設定が新たに位置付けられました。下にありますが、日

常生活圏域とは第３期以降の市町村介護保険事業計画において、高齢者が住み慣れた地域で生

活を継続することができるように、市町村をいくつかの日常生活圏域に区分し、その圏域ごと

に各サービス見込量を定めるとともに、認知症対応型共同生活介護などの地域密着型サービス

の必要利用定員総数を設定することとしており、住民が日常生活を営んでいる地域として、市

町村が地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、介護給付等対象サービスを提供する

ための施設の整備状況などを総合的に勘案して設定することとしております。基本的な考え方

については、第４期計画については第３期計画の延長線上に位置付けられており、さらに第５

期計画においては第３期、４期計画の延長線上に位置付けられるとともに、高齢化が本格化す

る平成 27 年度以降における地域包括ケアの構築を見据えた重点事項の取組みを実情に応じて

選択して、充実、強化させていくスタートとしての位置付けがなされております。次に、２ペ

ージをお開き下さい。２ページ目は、八戸市の日常生活圏域の設定の推移について記載してお

ります。第３期計画におきましては、地域包括ケアを支える中核機関であります地域包括支援

センターについて、人口２～３万人に１箇所という目安が国から示されたことから、高齢者人

口の均等性を重視して、10 圏域に設定し、各圏域に在宅介護支援センターを１箇所ずつ配置す

るとともに、想定した事務量の変更に伴い、平成 20 年度に委託料を増額しております。次に、

第４期計画では、高齢者人口の均等性にはこだわらず、在宅介護支援センターができるだけ所

在地区を担当して活動しやすいように見直し、12 圏域に設定しております。次に、第５期計画

になりますが、各圏域に配置された在宅介護支援センターが、地域との密接な連携体制を構築

して活動していることから、第４期で得た地域の信頼を継続していくため、12 圏域は同じにし

たいと考えております。さらに、地域包括支援センターを補完するため、在宅介護支援センタ

ーのスキルアップを継続して図ってきておりますことから、新たな在宅介護支援センターを増

設するよりも、現在設置されている在宅介護支援センターを更に充実させていきたいと考えて

おります。３ページ目をお開き下さい。３ページ目は、第３期から第５期までの圏域と高齢者

人口、圏域を担当する在宅介護支援センターを示してございます。第５期計画については、第

４期計画の 12 圏域と同じ圏域で示してございます。年々、高齢者人口が増加しておりますこと

から、各圏域におきましても概ね高齢者人口が増加傾向にあります。以上で説明を終わります。 

議長（坂本部会長）：ただいま、第５期計画の日常生活圏域をどうするかということで、３期で

10 箇所を、４期で 2 箇所増やして、12 箇所にしてございますが、５期計画は、事務局として

はそのまま変えないで現状でやっていきたいという話です。それについてご質問、ご意見を承

りたいと思いますが、何かございますか。それでは、現状の 12 箇所でよろしいですか。 

委員：はい、よろしいです。 

議長（坂本部会長）：はい。では、変わらず４期の延長上ということで、12 箇所ということで、

３ページ目にある資料の通りでやっていくということで、ご了承をいただきました。それでは

次に、（２）の第５期計画のサービスの基盤整備の方針について事務局から説明をお願いいたし

ます。 

事務局（吉田主事）：次に、表紙が（２）第５期計画のサービス基盤整備の方針について、資料の
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１ページ目をお開き下さい。１ページ目には、サービス種類ごとの事業所数、入所定員数と高

齢者一人あたりの給付費について表で示してございます。はじめに、サービス種類ごとの事業

所数、入所定員数について、各サービスごとに、事業所数と入所定員数で区分けをし、20 年度

末から 23 年度末の見込みを各年度ごとに表すとともに、20 年度末から 23 年度末の増減見込み

と第４期期間中のサービス基盤整備方針を示してございます。第４期期間中のサービス基盤整

備方針については、小規模多機能型居宅介護事業所の４事業所の増や、地域密着型介護老人福

祉施設の１事業所 29 床の増など、概ね計画通りの整備が見込まれております。なお、介護老人

福祉施設と、短期入所生活介護につきましては、表の下に注釈がございます。まず、注の１、

介護老人福祉施設の増床については、当初の計画におきましては 60 床の予定でございましたが、

広域市町村圏事務組合で管理していた特別養護老人ホームやくら荘の民間移譲に伴いまして、

16 床の増床要望がありましたことから、他の特別養護老人ホームの増床分 55 床を 60 床から差

し引いた 5 床分と、国の経済危機対策による緊急整備分 11 床分を認め、合わせて 71 床の整備

となってございます。次に、注の２、短期入所生活介護の増床につきましては、当初の計画で

は 10 床の予定でございましたが、平成 22 年度の青森県の整備方針によりまして、特養を改築

する場合の短期入所生活介護の増床が認められることとなったことから、やくら荘と瑞光園そ

れぞれ 10 床ずつ、合わせまして 30 床の整備となっております。上の表に戻っていただきまし

て、左側に定員総数設定義務として、青森県あるいは市の記載をしております。これが何を表

すかといいますと、表の下の１つ目の〇印になりますが、第５期計画策定にあたって定めるべ

き事項とあります。これは介護保険法上で、計画策定にあたり、県および市町村が定めるべき

事項を位置付けております。まず、県では介護専用型特定施設入居者生活介護・地域密着型特

定施設入居者生活介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る必要利用定員総数、

介護老人福祉施設などの介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数、その他の介護給付等対

象サービスの量の見込み。市におきましては、認知症対応型共同生活介護・地域密着型特定施

設入居者生活介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る必要利用定員総数、そ

の他の介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み、各年度における地域支援事業の量の

見込みを定めることとしており、表では、該当する各サービスごとに、県あるいは市の表示を

してございます。次になりますが、特別養護老人ホーム入所待機者につきまして、２つめの〇

印になります。県では、特別養護老人ホームの入所待機者調査を行い、平成 23 年 2 月 1 日時

点におきまして、当市において 150 名の入所待機者となっております。このうち、第４期計画

期間中に、特養の増床と地域密着型特養の増床を合わせて 100 床の増床予定となってございま

す。次に、下の○印になりますけれども、サービス基盤整備に関する委員の皆様の意見につい

て、平成 21 年 7 月 7 日開催の第３回介護・高齢福祉部会におきまして、54 床以下の特別養護

老人ホームの増床について第５期計画策定の際に検討する。平成 23 年 9 月 28 日開催の第２回

地域密着型サービス運営委員会において、小規模多機能型居宅介護未整備圏域に整備してはど

うか、との意見が出てございます。次に、ページの右上の表になりますが、高齢者 1 人あたり

の給付費について、平成 23 年 3 月サービス提供分の各サービスごとの八戸の高齢者 1 人あた

りの給付費を、青森県平均と全国平均それぞれを 1 とした場合の比較をしております。例とし

まして、一番上の訪問介護は 1 人あたりの給付費が 2,440 円となってございますが、青森県平

均を 1 とした場合は 0.83 と低く、全国平均を 1 とした場合は 1.26 と高くなってございます。 
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次のページをお開き下さい。ここでは３ページ目に渡りまして、介護保険に関するアンケート

調査結果、サービス基盤整備、介護保険料に関する主なものについて記載してございます。問

2 の、「今後、どこで生活することを希望しますか」、につきましては、「現在の住居に住み続け

たい」、と答えた人の割合が高く、問３の「八戸市の介護保険料基準額が月額 4,800 円に対して、

月額いくらが適当か」、につきましては、一般用・受給者用ともに「4,800 円未満」の回答が高

い割合を占めるとともに、問４の、「自身の介護保険料の金額についてどのように思うか」、に

つきましても、一般用・受給者用で違いますが、「高い」、「やや高い」、の回答が半数を占めて

おります。次のページに参ります。問６、「介護保険サービス量と介護保険料との関係について

どのように思うか」、については、「介護保険サービス量、介護保険料ともに、現在と同程度で

良い」、と答えた人の割合が高く、次に、問７の、「介護保険制度の今後の施策についてどのよ

うなことが必要と思うか」、につきましては、「特別養護老人ホームなどの介護保険が適用とな

る入所施設の増設」について、一般用よりも受給者用の割合が高くなってございます。最後の

ページになります。こちらは、参考として保険給付費と介護保険料の関係について掲載してお

ります。まず、上の囲みになりますが、第４期の計画につきましては、保険料必要額として、

保険給付費 A と地域支援事業費 B、それぞれに対し第１号被保険者の負担割合を設定しまして、

負担金額を算定しております。更に、下になりますが、介護報酬３％の増額による保険料への

影響を軽減するため、介護従事者処遇改善臨時特例交付金 C と、介護保険料軽減のため財政調

整基金の取崩額 D を加えまして、保険料必要額を決定し、最終的に基準額を 4,800 円としてご

ざいます。右側のグラフは、保険給付費に対する、国あるいは県、市、第２号被保険者、第１

号被保険者の保険料の負担割合を示してございます。第４期計画期間中は、第１号被保険者の

負担割合は 20％となっております。下の囲みになりますが、第５期計画について、具体的な保

険料必要額については、今後の部会でお示しすることになります。現時点でわかっている点に

ついて示してございます。1 つ目としまして、保険給付費及び地域支援事業費に対する第１号

被保険者負担割合が、20％から 21％に引き上げられること、２つ目として、第１号被保険者の

保険料軽減のための国の介護従事者処遇改善臨時特例交付金の措置が無いこと、３つ目としま

して、第１号被保険者の保険料上昇緩和のために県に設置している財政安定化基金を取り崩す

額及びその時期については未定となってございます。以上の点に加えまして、第５期計画期間

中におきましては、自然増分とこれからご議論いただくサービス基盤整備に伴う給付費の増に

より、介護保険を運営するための財政事情の厳しさは増すことが見込まれてございます。以上

で説明を終わります。 

議長（坂本部会長）：ただいま、事務局から説明をいただきました。アンケートの結果も含めて、

今の説明を参考にして、第５期でどういうサービスをして行けば良いかという、先ほどのご挨

拶の中でも申し上げましたが、給付をたくさん付けると 4,800 円では賄いきれなくなります。

そうなるとアンケートでは 4,800 円で抑えてくれ、高いからとアンケートでは出ていますので、

その中でどのようにしていくか知恵を出さなければいけないことになる訳です。皆さんからど

ういうサービスをどのくらい、今ここで言ったからそうなる訳ではありませんので、委員の皆

さんからお聞きしたいと思います。 

委員（豊田委員）：これから増えていく一方ですからね、払う側としても当然安ければいいという

感覚でしょうけれども、検討しなきゃいけないのかなと思います。 
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委員（澁田委員）：介護予防ということになりますと、運動、栄養、口腔機能ということが挙げら

れています。我々は歯科なものですから、口腔機能の向上にお役に立てれば良いのかなとは思

っているんですが、実際に取り組んでいるプログラムを見ますと、１人、２人、昨年は誰も参

加していないという状況です。それをうまくやれる方法を考えなければいけないのかなとは思

います。ただ、現実には今までも取り組まれている中で、残念ながらうまくいっていない部分

がありますので、そのために、歯科医師会としても 8020 運動という形で、なんとか歯を残し

ていきましょうという取り組みをしています。それによって、もちろん口腔機能の向上にもつ

ながりますし、栄養の問題も、ついこの間のニュースでもありましたが、残存歯によって栄養

状態が違っている。当然多く歯が残っていることによって、栄養状態も良い状態が保たれると

ありますので、この仕組みとは別かもしれませんが、なんとか悪くなる前に、介護に認定され

るような状態になる前に健康な状態の 65 歳以上の高齢者の人たちが口腔の状態が良くなるよ

うなアドバイスをしていくということで、直接介護保険を使わないで良い状態が保たれること

を考えていった方が、予算もあることですしいいのかなと考えます。 

委員（小ヶ口委員）：今、澁田先生から介護予防のお話が出ましたが、薬剤師会としても、薬剤師

会が関わる部分はやはり介護予防のところで、チェックリスト等を使って、二次予防事業者を、

そういう方がいらっしゃったら紹介をするという形で、これ以上介護状態に持って行かないと

いうところが取り組んでいるところなんですけれども、アンケートの結果をみますと、やはり

高齢者の方と言うのは、施設志向なんだなということが見られると思います。ただ、住み慣れ

た地域で今後どうやって自宅で暮らしていくかというところで、地域密着型の委員もやってお

りますので、小規模多機能などを利用して住み慣れた地域でできるだけ長く生活をしていただ

くということで整備をしていくとともに、そういうものを使っていけるようなアナウンスとい

うか、あまり知られていないところだと思います。どうしてもケアマネージャーさんが提案す

るところも、訪問系とか通所系、あるいは入所になってしまうので、複合型で使えるサービス

を使っていただくように勧めていただくとともに、高齢者の皆さまにもアナウンスしていくと

いうことが必要になってくるのかなと思います。どうしても、施設を増床するとか給付が増え

ると介護保険料が増えてくるので、そこのバランスをこの委員会によって検討していかなけれ

ばいけないと思っております。以上です。 

委員（金谷委員）：今、病院に行ったら、治療が終わって十分でない状況で退院をすすめられる状

況なので、そういう方には地域でしっかりと重点的にケアをしていく仕組みが必要になると思

います。でも、その反対のことで、安易に給付を受けたいと、介護度を高くしてもらって、家

族がいるのに何でもやってもらいたいという方々も結構多いように見受けられますので、その

辺もきちんとやっていくことが課題の一つになるのではないのかなと思います。そして、全然

受けていない方々も多いので、その人たちを予防対策として引き入れて、介護度が増すような

状況にならないような仕組みに持って行ってほしいと思います。以上です。 

委員（浮木委員）：市民の方のアンケートをみますと、入所施設の増設を希望するという意見が出

ていましたけれども、今後の生活に対しての不安というものがこういう回答として出てきてい

るのかなと感じています。ただ、介護保険料との関係が当然出てくるわけなんですが、その部

分を見れば、介護保険料安い方がいいという回答が出て、地域密着型のほうでは小規模多機能

は全圏域に整備していけばどうかという意見が出ておりましたけれども、その辺でどのぐらい



 6

市民の方の意見を汲んで居宅ができていければいいのかなと感じています。 

議長（坂本部会長）：第５期の整備でどういうふうに持って行けばいいのかということで、4,800

円が高いというアンケートがあるものですから。 

委員（千葉委員）：給付と負担金のところというのは、どれぐらいのサービスの内容であるとか、

介護保険等の実情とかがきちんと市民に理解をされていて、その上でどれぐらいの負担をして、

どれぐらい自分たちがというのは、医療でも福祉でも負担と給付の関係が出てくると思うんで

すね。高いというのは、はたして求めているものに対して高いのかがちゃんと反映されている

か、ということにもなるかと思うんですよ。何をすればこれだけ掛かるということがきちんと

周知されていないと、求めるものだけは多く求めるけれども負担はしたくないという、低負担

高福祉を非常に求めたがってきてしまうことにもなるんだろうと思うのですけど、おそらく福

祉も医療も現在同じ状況にあるんだと思います。ただ、実際そんなことは起こりえるわけはな

いので、低負担であれば低福祉しかなく、低福祉で満足していただけますかというとそうでは

ないという答えが出てくる。そこのギャップをきちんと一般認識として理解していただいて、

必要だと思える部分を自分たちで選択をしていく。現状ではこのアンケートを見ていても、決

してちゃんとした理解が行き届いているとは思えない回答だと思うんですね。誰しもがお金を

払うのは嫌な訳ですから、その中で払いたくはないけれども必要だから仕方がないという部分

がどれだけちゃんとなっているのだろうかということがあると思うので、現在の介護保険サー

ビスの状況がもうちょっと市民に理解をしていただく工夫がもっともっと必要だろうと思いま

す。それから、決して十分なサービス量ではないということが、現在の４期のサービスでも数

字上は大丈夫だと言っていると思うんですけれども、サービスを受けている側からすると、お

そらく十分なサービスの供給体制にはなっていないし、それから選択ができる体制では実はな

いんですよね。ここしかないからここを使うという形になっていて、そういった意味でもサー

ビスの競争原理が働いていないところがあるかと思うので、もう少しサービス量はやはり増や

さなければならないだろうと思います。また、私の領域からいけば認知症等のサービスは、ま

だまだ介護保険の介護度判定を含めても非常に少ない状況にあるので、そのあたりは予防も含

めてもう少しサービス量が必要じゃないかなとは感じていました。 

委員（平委員）：予防という意味で、私たちが今町内でやっていることをお話したいと思います。

私たちの町内では、「ほのぼの交流」と言って、一人暮らしの高齢者とか健康推進委員が中心に

なって毎月１回開催して、先月で 100 回目を迎えました。最近の例だと、９月は脳外科の先生

が来てスライドで１時間ぐらいお話をしていただいて、高齢者の方とゆっくりお話をしていた

だきました。今月は歯科の先生が来て、今回で５回目とおっしゃっていましたが、１時間ぐら

い色々とお話をしていただいて、来月の始めは救急救命 AED のこととか、市の保健師さんが

いらっしゃったり、AED を使った救急救命のことは４回目ぐらいですけど、常にそういう取り

組みをしながら手を動かしたり口を動かしたり、包括支援センターの方も２カ月に一回とか何

人か来て、そういう方を交えて予防と町内の活動を続けています。今回、推進委員の研修会が

あって、千駄町でやってるのを寸劇にして今月の末に出てくれませんかと言われて、今、保健

推進委員が脚本を書いて、10 分程度ですがそういうことを交えながら、うちの町内では 80 歳

でも 90 歳でも家族の一員として、葱の皮を剥く年寄りはいるけどグランドゴルフに行く年寄り

は居ないねと笑い話になるくらい、地域で活動していました。さっきの介護保険料のことです



 7

けれども、誰しも十分に受けたいので、低ければそれでいいという訳ではなくて、それ相応の

金額を払って誰でも必要な時にはきちんと受けられるような体制を整えていけたら良いなと思

って、決してこの 4,800 円が高いとは思いませんし、うちの町内の方たちもそう望んでいると

思います。以上です。 

委員（嶋守委員）：一般市民として言うんですけど、やっぱり保険料は少ないほうがいいんですけ

れども、どうしても保険料を引き上げるのであれば必要性をもっと詳しく一般市民に説明して、

それから上げるようにしてほしいです。使わない人は全然使っていないです。そうすると、た

だただ払いっぱなしになるようなこともあるので、実際使っている人は増えているから保険料

の引き上げがやむを得ない状態になっていると思うのですが、どうしても上げるのであれば給

付の内容とかが分かるように具体的に説明してそれから上げていく、そういう方法でこれから

やってほしいと思っていました。 

委員（髙山委員）：皆さんからそれぞれ意見がありました。その通りだと思います。私はよくわか

りませんが、できることならこのまま 4,800 円ということで、サービス量はもう少し考えなけ

ればならないと思ってはおります。以上です。 

委員（古舘委員）：いろいろありますが、4,800 円が高いか低いかはあれとして、介護度の認定も、

私は施設に世話になる方々にお目にかかっているのですが、公正な認定を望みたいです。それ

と、4,800 円はどうなのか。現状ではこれで良いとは思わないですけれども、見直しも考えな

きゃならないかなと思います。 

委員（斎藤委員）：介護支援専門員の皆様からの意見ですけれども、ケアマネージャーの質の向上

が介護保険料にも反映してくると思います。日々、ケアマネジメントにつきましても、適正な

サービスということを基本に、サービスについてのケアプランを立てている訳です。現状の中

で、あるいはこれからの高齢者の状況をみても、認知症、それから一人暮らしの方、老々世帯

の方が多くなっていく中で、家庭の介護力が低下してきているという中では、やはり在宅のサ

ービスがもっと充実していく必要があるのかなと思っております。保険料のことを考えると、

ケアマネージャーにおきましても、その辺も十分に本人あるいはご家族とお話をして、なるべ

く自立に向けたケアマネジメントからケアプランを作ってサービスを提供していただいていま

すが、居宅系のケアマネージャーからの意見とすると、デイサービスだったり通所系、訪問系

もそうですが、ショートステイが足りないということで、ご家族の介護の労苦を幾分でも軽減

していくことを考えるとショートステイを増やしてもらいたい。ということで、入所なのか在

宅サービスなのかというところをお話しますと、私は入所のご家族の希望はこれからどんどん

多くなってくると思います。なので、入所にいかないようにストッパー的な役割で在宅サービ

スの充実を考えていかなければならないのではないのかと思います。以上です。 

委員（分枝委員）：基本的に皆さん一緒だと思います。特に入所系のサービスは必要になってくる

だろう、そうなると負担も大きくなる。８月 24 日のこの部会でも申し上げましたが、介護３施

設における要介護度３以下の方々が現在 31％いらっしゃるという、こういう方々の地域移行を

進めることによって、新たに特養なりを作らなくても良いということで介護保険のアップの抑

制にはなるのかなという一つの方法ですね。そういうことも取り組みながら、すぐ上げると言

えば皆さん反発があるでしょうから取り組みもした上で、千葉委員がおっしゃったようにしっ

かりとした説明責任といいますか、オープンにして市民に説明するということが必要かなと私
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は思っております。まだやるべきことがあるんじゃないかと、市民の皆さんはそう思っていら

っしゃると思います。もうちょっと私たちとしても説明をしていかなければならないだろう、

そして、もっと手を加えるべきところにはしっかり手を加える。例えれば消費税を上げる場合

と同じだと思うんですよね。もっと取り組むべきことがあるんじゃないかと国民が強い考えを

持っていますから、そういう意味で似ているんじゃないかなと感じておりました。 

委員（岸原委員）：医療をしている立場からいきますと、在宅にしても介護度が４とか５とかいう

方が肺炎をおこしたとか、重度の病気になって入院してくるんですね。それが治ったとしても、

高齢者はたくさんの合併症を持っていますので、肺炎が治ったから退院といった場合に、家族

は心配も含めてなんでしょうけれども連れて帰れないというのが、他の入院施設を持った医療

機関もそうだと思いますが、入院期間の縛りというのがありまして長く置いておけないんです。

入院保険料が下がって来ますので、経営が成り立たないということが実はあります。一旦治っ

てもなかなか引き取れないと、そうすると在院期間が長くなると病院経営上非常に困るし、次

の入院する人が入れないことにもなりますよね。そういう現状は以前からですが、今厚労省で

はますます在院日数をどんどん短縮し、大体二週間から三週間程度、それ以内に退院してもら

わなければいけないんですけれども、治療以外のケアマネージャー等との折衝に非常に多くの

時間と労力を費やされているのが現状なんですね。市民のアンケートの中でも、６番の所を見

ますと、市民の６割以上の方は、今のサービス量または保険料は今と同じ程度、あるいはこれ

以上上げないでほしいとアンケートから見るとそうなんです。だけど次、７番のほうでどうい

うことを要望しているかというと、在宅で介護する上でも非常に大変なわけですね。そういう

ことがアンケートの結果としても色んな充実とありますが、充実といってもそういう意味なん

だろうと思いますし、もう一つ増設というのは、そうはいっても在宅が難しいからなんとかし

て特養とか高齢者専用のホームなんかを増設してほしい、そういう要望につながってきている

んだろうと思います。そうなると保険料は上げるわけですけれども、その辺が難しく、現状で

は医療と介護の連携と言われているわけですが、在宅の介護を充実させるということにみんな

一生懸命やっていらっしゃるわけなんですけれども、施設の増設というのも、これからますま

す高齢化して参りますのでパーセンテージから言っても入所施設も必要になってくる。そうな

ってくると保険料も上がりますけれども、そのようなことを今後考えていかなければならない

のかなと思います。 

委員（豊田委員）：先ほどトップだったので、結論だけお話申し上げたのですけれども、高齢化し

ていく時に介護のある人たちがどうしても増えてきますし、介護のある人たちの介護度を低く

するとなると一気に下げられるものではないので、やはりここで早く取り組まなければいけな

いのは予防だろうと思うんですね。予防することによって、介護料も医療費も軽減できますの

で、まずそのことに力を入れるのと、それから在宅ということになりますと、地域、さっきの

平さんのところでもとても素晴らしい活動をしているわけなので、やっぱり地域とか家庭とか、

そういう受け入れ側のほうにもう少し充実したサービスというものをプラスして、尚且つ介護

保険料の高い安いは、直接関わっている人は多分こんな金額で有り難いということは実感して

いると思います。そこら辺のことを、やはり一般の方たちにも地域のほうでも、介護保険を掛

けることによってこれだけのことをしているとか意識啓発とかそういうことも必要だと思いま

すので、そちらの環境を充実させるようなことも必要じゃないかと思います。それで、施設の
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ほうにしてみれば最低限度のお金は掛かっていると思うんですね。これをうまい具合に成果に

つなげないといけませんので、いろんなことを取り組むと同時に検討していけたら良いのでは

ないかなと思っております。 

議長（坂本部会長）：今、出席していただいている委員の皆さんから、具体的に５期計画において

どういうサービスを充実させれば良いかということを出していただいた訳で、4,800 円という

基準が出ていますので、簡単にあれを増やしてこれを増やしてと言いたいところでしょうが、

4,800 円があるからなかなか皆さんの口にも出てこない状況でございますけれども、思いは皆

さん一緒だと思います。そういう中で事務局においては、次回の時に、具体的に在宅のところ

入所のところという要望もありますので、4,800 円を動かさないとこれくらいですよ動かした

場合にはこうですよという試案も出していただいたほうが、今日の委員の皆さんの意見も参考

にしたシミュレーションをいくつものパターンを出してもらって、その案を見てここをもうち

ょっと増やしたらとかここはもう少し抑えてもいいんじゃないかと、具体的にやっていく時期

だろうと思います。基準が 4,800 円で第 7 段階の人は倍払っていますから、所得 400 万円以上

の人は１ヶ月１人 9,600 円払っている方々が結構おる訳ですので、そういう方々を納得させな

ければいけないということですよね。全員 4,800 円ではないので、そこのところを増やすため

の、１ベット何円という細かい計算がありますから、それを出していただいて皆さんで検討し

ていく。今日の意見を参考にして出してもらってみなさんも目で見れば、特養 10 ベット増やせ

ばいくら増えるんだ、というのを次回以降出していただいて、ショートステイの話もあるし多

機能の部分もありますので。それから、ここに出ています 1 ページにある 54 床以下の特養の増

床も準備していったほうが良いというのが去年出されていまして、それから、12 の生活圏域で

まだ無い所がありますね。そこにも当然作っていかなければならないだろうということもあり

ますので、これらを参考にした案を出していただいて、次回から具体的に検討に入っていくと

いうことでいかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、事務局においては今日委員か

ら出た意見をもとにして、次回に具体的な数字を書き込んだものを何案か出してくるというこ

とでよろしくお願いします。今日はこの２つでございましたので、次回に大いに時間をかけて

検討していきたいと思いますが、今日の議案はこれで終わります。 

事務局（日山課長）：どうもお疲れ様でございました。次回の第４回介護・高齢福祉部会の日程に

ついてお知らせします。日時は 11 月 30 日水曜日、午後１時半から、会場は本日と同じ市庁別

館２階会議室 C を予定しております。後日文書でご案内差し上げますので、よろしくお願いい

たします。どうもお疲れ様でございました。 

事務局（榊原主幹）：それでは、これをもちまして、第３回介護・高齢福祉部会を閉会いたします。

お疲れ様でした。 

 


