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令和 2 年度 第 1 回飯田市社会福祉審議会 高齢者福祉分科会 議事録（概要） 

 

■ 開催日時   令和 2 年 6 月 25 日（木） 14 時～16 時 30 分 

 

■ 開催場所   飯田市勤労者福祉センター3 階 第 3 研修室 

 

■ 出席委員   17 名 

氏   名 出欠 氏   名 出欠 

何原 真弓 × 佐藤 澄子 〇 

岩佐 慎治 〇 下井 明雄 〇 

牛山 雅夫 〇 高島 孝子 〇 

梅村 浩正 ×  多田 雅幸 〇 

笠原 真弓 〇  田中 光子 〇 

加藤 伸吾 ×  仲田 真由美 〇 

櫛原 勝子 〇  林 あゆみ 〇 

久保田 安子 〇 原 由美子 〇 

小島 強志 〇 前島 園子 〇 

幸森 信良 〇  松村 秀樹 × 

中塚 勝彦 × 吉川 一実 〇 

 

■ 出席事務局  8 名 

氏 名 部・課・係名 備考 

清水 美沙子 健康福祉部長  

筒井 雄二 長寿支援課長  

熊谷 広志 長寿支援課長補佐兼長寿支援係長  

 飯島 ゆみ子 長寿支援課長補佐兼介護認定支援係長  

 小林 洋子 長寿支援課 介護予防担当専門技査  

下島 剛 長寿支援課 基幹包括支援センター係長  

木下 昌和  長寿支援課 介護保険係長  

近藤 弘幸  長寿支援課 介護保険係  
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１ 開会 

 

２ 会長挨拶 

皆さん、こんにちは。連日、コロナウイルスに関する報道がなされておりまして、今朝の信濃毎日新

聞に２つのコロナウイルスに関する記事が載っていました。１つは、「感染者 96 人、宣言解除後最多」

ということで、緊急事態宣言が解除されてから昨日 96 人の新たな感染者が出たということです。市は

４月９日以降、新しい感染者が現れておりませんけれども、まだいつ終息するのか分からない状況にな

っております。規制が緩和される中で、県外から訪れる方もいらっしゃるので、感染が拡大しないよう

に十分注意する必要があるかと思います。 

もう１つは「介護報酬に引き上げ特例」という記事が載っておりまして、実はコロナウイルスの関係

で介護保険の事業所の収益が下がっているという事態があります。それに対して国は、デイサービス、

デイケア、通所系のサービスと、あとはショートステイ、短期入所のサービス、それに対して特別に報

酬を付けるということです。デイサービスというのは、デイサービスにしてもデイケアにしてもそうな

のですけれども、サービスを提供している時間ごとに介護報酬が違います。例えば、私どもの施設です

と、６時間から７時間という時間の中でサービスを提供しているものですから、その中で決まった報酬

があります。時期はいつまでになるのか分かりませんが、それを２段階上の報酬を算定してもいいとい

うことになります。実際には６時間から７時間のサービスなのですけれども、それを２段階上というこ

とは、８時間から９時間のサービスを提供したという扱いにして請求してよいということです。これは

施設にとって非常にありがたいことです。ありがたいのですが、これには問題がありまして、利用者に

も負担を求めることになります。私どもの事業所で計算をしますと、一番多い方で 600 円少し余計に支

払うということになります。それが３割になると、その３倍ですからもっと大きいです。他の事業所も

使っているとすると、それぞれの事業所で費用が発生します。そうしますと、2,000 円くらい利用者負

担が増えるというような状況になります。そうすると３割の方ですと 6,000 円です。この 6,000 円は大

きいです。 

また介護保険には支給限度額というのがあり、いくらまでのサービスだったら一定の自己負担でよく、

それを上回ったものは全額自己負担という制度になっていますが、場合によっては支給限度額を超える

可能性もある。そうなった時に利用者に 10 割負担してもらうということになります。利用者にあくま

でも同意を求めるということなので、中にはそれは困るという方もいらっしゃるかもしれません。そう

なった時に、同じサービスを受けながら料金が違うという、そういう矛盾も発生します。 

私どもの事業所でどうするかは結論が出ていません。周りの動向を見てどうしようかと思っていると

ころです。既にそれをやると言っている事業所が結構の数あります。ただし、先ほどの観点から考える

と、この対応はおかしいのではないか、もっと別の形でそういったお金を出していただけないのかとい

ったような意見がケアマネジャー協会でも出ております。そういったことで本当にタイミングよく信濃

毎日新聞にその記事が載っていまして、これを紹介させていただきました。 

もう１つは、特別定額給付金がスタートして市では今色々と事務作業をやっているかと思うのですけ

れども、こちらも特に高齢者の世帯にはどういった手続きをしたらいいのか分からないとか、書類を提

出するにあたって色々なものをコピーして貼り付けなくてはいけないのですけれども、お店に行ってコ

ピーすることもできない方が結構いらっしゃいます。それで市は早い時期にケアマネジャーの方にそう
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いった方たちに対応するようにということで通知をいただいておりますので、それは非常にありがたい

と思うのですが、中には介護認定を受けてない人、ケアマネジャーが付いていないような人もいらっし

ゃいます。そういった方は民生委員が対応するというように指導しているというような話も聞きました

が、ぜひそういった高齢者の世帯の人たちがきちんと申請できるように、申請業務をやっているのは部

が違うかもしれませんけれども、気にかけていただいて対応していただければと思います。 

さて、いよいよ来年、介護保険制度が改正になります。それに伴って市では第８期の介護保険事業計

画というのを作っていきます。2025 年には地域包括ケアシステムを構築すると国の方から指示が出て

おりますけれども、それに対して市としてはどこまで整備されているのか、まだどういったところが不

足しているのか、今フレイルですとか色々なものが出ておりまして、健康寿命を延ばすという観点から

も計画を考えていただきたいと思います。今日出席の委員の皆様もそれに対していろいろご意見いただ

いて、第８期の事業計画を考えていければなと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

３ 部長挨拶 

皆さん、こんにちは。本日は大変公私ともにお忙しい中、飯田市社会福祉審議会高齢者福祉分科会に

ご出席いただきまして、誠にありがとうございます。 

先ほどからお話に出ていますように、新型コロナウイルスが世界中でパンデミックとなっておりまし

て、皆様の立場、それぞれだとは思いますけれども、多かれ少なかれその影響を受けながら生活をされ

ていることと思います。 

本日は高齢者福祉分科会ですので、この新型コロナウイルスが、特に高齢者の方が重症化したり、死

亡したりするリスクが高いということでありまして、この高齢者に対する対策というのが本当に必要だ

と考えておるところであります。今後起きうるであろう第２波・第３波に備えてできる対策を今のうち

に講じていきたいと考えております。 

市では５月 25 日に、飯田市地域外来・検査センターを立ち上げまして、飯伊包括医療協議会に運営

をお願いしております。この検査センターを立ち上げたことによりまして、医師が必要だという方には

検査ができる体制となりました。今さっきも、この会議の前段で検査センターに行ってきたのですが、

国会議員が視察に見えるということで行ってきました。本日も検査は２件ありまして、担当の病院の先

生と検査後に議員と懇談する中で、病院の先生から、医療の方はだいぶ国からの支援も出てきましたし、

なんといっても医療の専門家が担っているわけで、これから第２波に備えて心配なのは介護現場、医療

的知識が少ないであろう介護現場をいかにこの新型コロナから守っていくかというところが一番大事

ではないかということを、先生から議員の方に意見をされておりました。本当に我々も心配していると

ころであります。 

それから先ほどの新聞の内容についても、国として政策が間違っているのではないかというような意

見もありまして、議員がその話を聞かれてこれからどういう対応をとっていただくのかは分かりません

けれども、課題としては共有していただいたと思っておりますので、市としてもそういったところに声

を出す、また市としてできることは対策としてやっていきたいと思っております。 

さて、先ほど会長からも話がありましたように、本年は第７期の介護保険事業計画の最終年というこ

とでありまして、第８期の計画を作っていく年になります。委員の皆様にはこの計画を検討していただ

くということで、分科会が例年より多く開催させていただいて内容を検討していただくことになります
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ので、お忙しい中ご足労でありますけれども、どうぞよろしくお願いします。 

常々言っておりましたけれども、市の第７期の介護保険事業計画は、サービス量の見込みを立てまし

たところ、保険料が県下 19 市の中で一番高い状況となりました。それは高齢者の方に毎月高い保険料

を払っていただくことになるので、そういった状態を改善して、本当にサービスが必要な人が必要な時

に必要なだけサービスが使えるような適正な保険制度としていくためにどうしたらいいのかというこ

とをここ２年ほど研究してきました。市は介護予防の部分が足りなかったのではないかというところも

見えてきましたし、対策としてできることは何だということもだいぶ見えてきましたので、できること

からここ２年位で取り組み始めたところであります。こういったところを報告させていただきながら、

第８期に向けてどんな方向性で介護保険事業計画を作っていくのかをご提示しながら、皆さんのご意見

をもらって作っていきたいと思っております。せっかくの機会ですので、皆さんそれぞれのお立場から

抱える課題などあると思いますので、忌憚のない意見を出していただいて、中身のある会議にできたら

と思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

３ 報告・協議事項 

（１） 委員任命について （資料 1） 

 佐藤委員から中塚委員へ交代（いいだシニアクラブ連絡会改選による） 

 片桐委員から林委員へ交代（飯田市健康福祉委員会等代表者連絡会改選による） 

征矢委員から仲田委員へ交代（長野県介護支援専門員協会飯伊支部改選による） 

 

（２） 第７期介護保険事業計画進捗状況について （資料 2） 

委 員：私たちも色々と介護関係をやっておりますけれども、何が重点で何をやるかという時に、介護

予防のあたりを見ても非常に分かりにくいです。第７期の基本目標に６つの項目がありますけ

れど、内容を絞って多くの人が分かるようにしてほしいです。先ほど部長から介護予防や健康

の話が出ましたので、せめて４つくらいに絞ってそれを市民にアピールして、この介護予防に

もっと参加してくださいといったことを謳った方がいいと思います。 

たまたま私も仕事柄、介護予防はどこがやるのかとか、どういうことをやるのかということ

を探したのですけれど、この７期の基本目標しかないです。その中身はどうかということにつ

いて、なかなか周りに説明ができなかったので、確かに介護事業というのはかなり多岐にわた

りますけれど、この第８期は内容を絞って介護保険料を削減するという強いメッセージを出し

ていく方がいいと思います。 

あともう１点質問ですけれども、出現率が 19.4％や 19.5％と横ばいにずっとなっていくか

どうかは別にしても、これは何らかの成果だと思います。介護予防をそれなりにしているのか、

それなりに人口が減っているのか分かりませんけれども、その辺の分析がされているのかどう

かです。この結果は介護給付費が横ばいでいいとか、その余った部分を介護予防のお金に使え

るとか、そんなことを示唆しているのかなとこの表を見て思いました。その辺りを事務局はど

う判断されているのか。  

事務局：今ご指摘いただきました認定者数の部分ですけれど、平成 28 年度から新しい総合事業が始ま

ったことで、介護認定を受けなくてもサービスを受けることができるようになりました。そこ
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とのすみ分けが進み、サービスの方も充実し、軽度の方に関してはそういった認定を受けなく

ても使えるサービスの中で済んでいるという状況があると分析しております。 

だからといって将来も大丈夫かというと、やはり高齢者の数はこれからも増えていきます。

数自体は、恐らく次期の計画位でピークアウトするかもしれないけれど、その分 2025 年には

団塊の世代の方が後期高齢者になるということで、より高齢者の高齢化が進むということは、

より介護が必要な方が増える可能性があることです。やはり総合事業ですとか、比較的症状の

軽い方に対する介護予防やフレイル予防といったところに注力する必要はあろうと思ってお

ります。 

こういう結果であったのは、正直言いますと、介護給付費は計画を下回っており、第１号被

保険者の保険料自体は見込みよりも足りているものですから、次期の計画に回せる原資にもな

っている部分もあります。ですから結果としては喜ばしかった結果です。 

ただし、具体的な予防への注力というのは、この期間の中で始まってきたことですし、まだ

まだ足りているとは思っていませんので、これからも注力し続ける必要はあると思っておりま

す。結果としては、出現率が伸びていない状況なので、これを何とかこれからもこういう状況

で頑張っていけるように、フレイル予防に力を入れていこうと思っています。 

委 員：先ほど部長が市は長野県で保険料が一番高いと、前回の会議の時も確かおっしゃられたと思い

ますが、私の近所とか身近なところで見ていて、介護保険の認定とかそういった制度が行き届

いているので、認定者が多くなって、保険料も高くなっているのではないかということをつく

づく感じています。 

最近、友達から夫が急に認知症がひどくなって歩けなくなってしまってどうしたらいいかと

相談されて、市に相談したらと話したところ、さっそくリハビリの専門職と市の方が来て、リ

ハビリやデイサービスの案内をされたと聞いて、本当にすぐに動いてくれるのだと思いました。 

また近所で一人暮らしというと民生委員の方が声をかけたり、家庭に入っていきやすいと思

いますが、かえって家族と暮らしていると、家族がいつも見ているからと変化にあまり気が付

かないことがあります。近所の方からあの人がちょっと変だとかいう話をよく聞くので民生委

員にあの人の話を聞いてほしいと頼んだら、さっそく民生委員と専門の方が市から来て、その

方がデイサービスに通うようになり、その方は亡くなってしまいましたが、すぐに対応してく

れるのだと思いました。 

それで認定の方も、他の市町村よりは多いからこのように保険料が高いのかなということを

感じて、一般の私たちからしてみると、そのように素早く訪問していただいて、認定していた

だいたり、それなりの対応をしていただけるということは、とてもありがたいことだと思いま

す。 

事務局：保険料とサービスの部分に関しては、確かに介護認定を受け、サービスを使われた結果が保険

料に反映してくるものですからそういうことです。 

確かにいろいろな考え方があって、サービスを使うことで安心して住んでいける地域である

ということも当然あると思いますし、一方では、介護認定を受けられている方は高齢者のうち

の 19％です。中にはご高齢になっても自ら色々と健康的な活動に取り組んでおられる方もい

らっしゃる。そういった方から見ると、介護保険料が今基準の金額でいうと 6,000 円ですけれ
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ど、ちょっと高いと思われることがあるかもしれません。 

必要な方には必要なサービスを使っていただくのが当たり前ですけれども、できるだけ健康

で長生きをしていただこうというのがやはり必要なことだと思いますので、そういったことに

注力していきたいと思います。 

今、委員の方からお話をいただきましたように、私どもも初期の相談態勢が十分ではなかっ

たというところは反省として持っております。２月に説明をさせていただきましたけれど、今

年から初期相談を受ける態勢を充実させまして、初期相談があった段階で地域包括支援センタ

ーの職員と私どもの課に配置になりましたＰＴがお宅へ訪問をしまして、その方の体のご様子

を見て必要な助言を行い、アセスメントにつなげてできるだけ健康で在宅で暮らせるようなこ

とを支援していくことを進めております、ちょうど今委員がお話いただいたことは、そういっ

た実例だったと思っています。まだまだ取り組み出したところですけれども、そういったもの

を広く市民の皆さんと共有することが必要だと思いますので、そういった部分も含めて第８期

の計画の中ではきちんとお示しをしてくような方向性を持っていきたいと思っております。 

委 員：先ほど会長のお話にコロナのことがありましたけれど、第８期に関して感染症対策というよう

な文言をどこかに入れることが必要かどうかということと、どこかで業者によるごみの戸別収

集という話を聞いたのですが、高齢者には関係がないのかどうかということがあります。 

それからもう１つ、私個人的にＰＴに大変期待していまして、在宅で母親を介護しています

が、デイサービスと訪問リハビリを利用しています。高齢ですが今までどおり暮らせており、

どちらもありがたく思っております。疑問に思いますのが、デイサービスの職員が送迎に来ま

すけれども、送迎するときに車椅子を乗せたりとか降ろしたりする作業があります。それがバ

ラバラだと、これが例えば市のＰＴの指導とかがあれば、皆さん統一して気持ちよくできるの

ではないかと思いました。もし市のＰＴが施設などを訪問して指導することができるのであれ

ば、そういったことも施策に入れてほしいと思います。 

会 長：この新型コロナウィルスに限らず、今後、こういう事態があって新種のウイルスとかまた蔓延

してくる可能性があるかもしれませんので、そういったことも考えて計画を作っていっていた

だければと思います。 

それともう１つ、訪問リハビリを受けていて非常に良かったという話がありましたが、先ほ

ど第７期の事業計画の進捗状況の中でも、要支援の方の訪問リハビリや通所介護が非常に増え

ているということで、利用者からもそういう要望があるのかなと思いました。それと１つ聞き

たいのは、先ほどデイサービスの送迎で色々とまちまちだとおっしゃっていましたが、具体的

にはどのような状況だったのですか。 

委 員：市のＰＴが一度自宅まで来てくれまして、車椅子はこのタイプ、そしてベッドに移乗するとき

にはこういうやり方という指導がありました。デイサービスの皆さんが介護職員であるとは限

らないし、送迎だけやっているという方もいらっしゃる。デイサービスの中では同じことをや

るのかもしれないけれども、送迎は自宅へ来ていただくので、そういう時にも皆さん同じよう

にやればいいなと思いました。それには市のＰＴがデイサービスへ行って指導してくだされば、

デイサービスの皆が統一できるのではないかと思いました。 

事務局：今のＰＴの部分ですけれども、個別の事例に関しては私どもでもお答えづらいところがあるの
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で、答えは控えさせていただきたいと思います。デイサービスには専門のＰＴの配置がなかっ

たりすることもあるので、そういったところに関しましては、ＰＴの協会の皆さんとも連携を

する中で何とか計画的にＰＴを派遣して必要な指導を行いたいと予算化しています。あとは協

会の方ともしっかり打ち合わせをして、毎年全ての事業所へ行けるというものではないので、

計画的に進めていきたいと思っています。 

それから、高齢者のごみの問題がありましたけれども、私ども介護保険の事業計画を策定し

ますけれども、それと同時期に地域の福祉計画というのも作っております。地域の福祉計画と

いうのは、福祉分野でこの地域を包括的にどうしていくのかという計画を作るわけですけれど

も、その中で高齢者のごみ出しについては対応を検討させていただくように進んでおりますの

でご承知おきいただければと思います。 

委 員：福祉用具貸与、福祉用具の販売、それから住宅改修についてですが、まず住宅改修の部分です。

第 7 期の目標４のところで、新築住宅では手すりが付けられたり、洋式のトイレが整備されて

いるので、そういう部分では確かに改めてバリアフリーにするという工事は少なくなっていま

す。住宅改修自体は年々私どもも件数は減っているのが現状で、これから先も特別増えるよう

な状況は想定できないと思います。 

それから福祉用具についても、主に販売の部分というのは、シャワー椅子ですとか、お風呂

に使う椅子ですとか、ポータブルトイレになるのですが、これも実は使い回しの実態が今あり

まして、福祉用具の販売の方も年々件数が減ってきているというのが実際私どもも経験してい

る状況です。 

その中で、福祉用具の貸与については今どんどん増えています。ベッドの数ですとか、それ

から一番増えているのは実は手すりです。住宅改修で手すりを付けずにレンタルで手すりを使

うということが多くなっています。特に今まで玄関であれば、玄関の上り下りには必ず壁に手

すりを付けたという状況があるのですが、それを今はもう置き型の手すりがありまして、レン

タルでそれを使うという状況でもあります。トイレについても、今まではトイレに手すりを壁

に付けたり、前に付けたりしたのですが、それを止めて置き型の手すりにするという事例が増

えておりまして、一軒の家で手すりを８本も 10 本も使うという状況が今介護の現場でありま

す。 

それに対して、長野県の市町村の中でかなり開きがあります。北信の方、それから上伊那も

そうですが、レンタルの手すりを使わせない。市町村によってそれは好ましくないと、住宅改

修でやるように指導している市町村も実際にある。 

そういう中で、市としてこれからこのレンタルの手すりと住宅改修の手すりの方針をどうい

う方向で考えているのだというのがあればお示しいただければと思いますし、これから考える

のであればご協議いただければと思います。 

事務局：その部分は介護給付費の適正化ということで、保険者でどういう判断をするかというところに

かかってくる部分なのかと感じるところです。 

ただし、市でそこに何か特段持ち合わせがあるかというと現状ではないですし、当然のこと

ながら、ケアマネジャーが必要だと判断をされた上で利用されるサービスに関しては、適正化

の名の下に一定の制限をかけるということがいいかどうかというと、必ずしもいいことではな
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いと私個人としては感じることです。ただし、適切な給付かどうかということは、当然のこと

ながら対応させていただきますけれど、そこまでやることが適切かどうかというところは判断

する状況にはないということです。 

委 員：実際に住宅改修の理由書を書くのもケアマネジャーであります。ケアプランを作るのもケアマ

ネジャーであります。ですから私が言いたいところは、ケアマネジャーの意思を尊重していた

だきたい。ケアマネジャーがケアプランの中に必要と認めるものであれば、それを市が規制す

るようなことはしないでいただきたい。そこを強く思います。 

委 員：まず、コロナの件がさっき出ましたけれども、病院の方では、救急当番になっているような病

院は大体感染対策の専門家がいますので、定期的に毎月協議をしたりして各病院で足並みを揃

えて面会制限とかをやっていて、コロナも同じような対応をさせていただいています。同じよ

うな仕組みを、介護の分野に少し応用するようなことを考えたらどうかと思いますけれども、

医師会の理事会の中で、老健施設は医療機関が担うと思うので、そこでのことは検討され始め

ているようなのですけれども、同じようなことを介護保険のところで応用できるといいのでは

ないかなと思うので、ぜひ検討いただければと思います。 

それからの一般介護予防事業の把握事業のところですけれども、地域包括支援センターが 75

歳以上の人を訪問したと書いてありますが、これは全員調査したのか、あるいは毎年 75 歳の

人にそのようなことをやるのかどうか、全員訪問するのであれば非常にすばらしいことと思い

ますし、その中で介護予防に誘導する人がどのくらいいたのかというのを知りたいと思います。 

それから、「健康とくらしの調査」を実施したということの課題の分析をしましたと書いてあ

るのですが、この中身がわかれば次回でも詳しいことを教えていただけたらと思います。 

それから、重要施策①のところですけれども、初期集中支援チームができてとてもいいこと

ではないかと思うのですが、割と件数が少なかったというようなことを書かれています。高齢

化が進んで認知症が増えていますし、認知症の人でも必ずしも病院にかからない人も結構いら

っしゃるので、潜在的なニーズというのがかなりあるかと思うので初期集中支援チームの出番

は多いのではないかと予想します。数がどのくらいかということと、あまり出番がないのであ

れば、見落とされていて、発信もできずに困っている方がいらっしゃるのではないかと思うの

で、それをもう少し掘り起こすようなことも必要ではないかと感じました。 

それから地域包括支援センターのところで、地域課題検討のための地域ケアネットワーク会

議というのを開かれており、各地区の課題とか、生活圏域ごとでやっていると書かれています。

実際、地域包括ケアを進めるには課題分析とその対応が重要かと思いますので、どういう構成

でやっておられて、どんな具合で進んでいて、上手くいっているのか、課題がそれぞれ出され

て進んでいるのかどうかというあたりも教えていただけるとありがたいと思います。 

それに関連して重要施策⑥の在宅医療・介護連携の推進のところが割とあっさりと書かれて

いるのですけれども、地域包括ケアを 2025 年までにやりなさいと言われている一番の難しい

ところは、医療ニーズも高くて介護ニーズも高い方たちをどうやって在宅で見ていくかという、

それを突き付けられています。最初これが出たときは、医療・介護の多職種が集まって協議を

してというのがあったのですが、それが頓挫しているのですけれども、そういうことを進めな

くてもこれが上手くいくのかどうか疑問に思っています。そこで圏域ごとにそこにある病院と
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開業医の先生を中心にして、地域包括支援センターを含めて顔を突き合わせて具体的なことを

進めていかないと、2025 年までに上手くいかないのではないかと危惧もするのですが、その

辺の進め方を示していただけるといいのではないかと思います。 

それと施設整備のところで、高齢者の住まいが非常に重要だということで、介護保険系のも

のがここに出ているのですけれども、この他のサ高住ですとか介護保険と直接関わっていない

ようなところの把握が難しいということが書かれていました。しかし、この地域として高齢者

がどこに住んで、どういうニーズが在宅にあるかというあたりを把握しないと必要なサービス

も投入できないと思うので、そのあたりの全体の高齢者の住まいのところをきちんと把握して、

在宅でこのくらいやれそうだとか、施設がもっと必要だとかというようなこともお示しいただ

いた方がいいと思いました。 

それと訪問介護が減っているというあたりは非常に鍵になって今後の問題になると思うの

ですけれども、供給側が減ったためなのかなとも推測するのですが、施設に入ってニーズが減

っているのかとかいう分析を聞かせていただきたいと思います。今後のことを考えて在宅で生

活するとすれば、訪問介護が非常に鍵になりますが、私どものところの訪問介護もスタッフが

確保できないのでサービスが受けられないということもあって、おそらくこのスタッフの確保

ができないというのが一番の問題ではないかと思います。補助金が出るようなことが書かれて

いたのですが、前回のときも話題になった看護師に対する補助金は非常に募集が多くて上手く

いっているように思いますので、訪問介護をやる人の養成をどうするかというあたりを本格的

に取り組まないと在宅で過ごしていくということが難しいのではないかと思います。 

事務局：コロナに関しては、ちょっと状況等も話をさせていただければと思います。老健に関しては広

域が窓口になって一回集まる機会がございました。今後、特養に関しても広域の方でやる見込

みだということは聞いております。施設系のサービスに関しては、例えば、コロナが発生した

状況においても、今の感染の状況であれば該当になった方は入院をして必要な対応が取れると

思うのですけれど、都会とかであったならば、恐らく該当者が入院することができなくて、か

といって施設は通所と違って閉めることもできないものですから、そこでゾーニングをしなが

ら様子を見たりするなど感染者が多かったところではそういった対応をされていたと思いま

す。そういったことで施設系サービスについては広域が音頭を取って集まる機会がありました

し、今後もある予定です。 

長野県でも地区で感染が酷くなった時には、施設ですと系列があったりして、単独でやって

いるばかりでもないと思いますので、その中で応援態勢を取りつつも、その人員では賄えない

ことを想定して、広く協力態勢を組み上げるようなことが今の県議会の補正予算に計上されて

いるということは私どもも認識をしております。ただし、これから県が音頭を取ってその取り

組みを具体的に進めることになるかと思いますので、そこに関しては今後もまだ動きがあると

思います。 

コロナの感染に関しては、何事も自粛をせざるを得ないところだったものですから、私ども

も定期的に事業者連絡会を開催させていただいておりましたけれども、そちらの開催も見合わ

せております。今度再開するにあたっては、一応事業所の方にはアンケートをお願いして、そ

の中で何かお気づきのことがあれば、一旦はアンケートで取り込ませていただいて、何らかの
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対応が必要なことに関しては市としても検討をしていきたいと思います。 

また去年、今年と高齢者の実態調査を進めております。２年間まとめたものをいずれかの機

会で、こういった会議にもお示しする必要があると思っておりますので、具体的に検討が始ま

る中では何らかの精査したものをお示ししたいと思います。 

在宅医療との連携の関係に関しては、やはり大きな課題があるかと思います。地域で暮らし

ていくためには、必要な医療を在宅で受けながらといことで、システム的なことに関しては病

院と介護の事業所と入ったイズムリンクというのができております。具体的にどこまで活用さ

れているかということに関しては、活用されているところもあるでしょうし、一方ではまだま

だ活用が進んでない部分もあるのかもしれません。いずれにしても、ご指摘のように介護度が

重い方も在宅で暮らせていくためには、必要な医療の提供をどうしていくのかというのは大き

な課題だということを認識しております。広く言うとその地域の包括ケアをどう構築するのか

というところですけれど、地域包括ケアという大きな概念と、結果として行き着く個々のケー

スのギャップをどのように埋めるのかということが大きな課題だと思います。地域域包括ケア

は 2025 年までに構築をということを国からも求められておりますので、次期の計画の中では、

目指す部分というところを今までよりはもう少しお示しできたらと思います。 

事務局：高齢者実態調査の関係でお答えさせていただきます。対象者につきましては、その年度のうち

に、そのご家族、独居の方もいらっしゃいますけど、最も若い方が 75 歳に到達する世帯のみ

に訪問をしていただいております。独居であればその方が 75 歳になる年になりますし、高齢

者世帯、例えば、ご夫婦または兄弟というようないろんな世帯があるかもしれませんけれども、

若い方が 75 になる年に、その年だけ一回行っております。高齢者の人数が大変大勢いらっし

ゃいますので、毎年地域包括支援センターが行くというのは現実的に不可能でありますもので

すから、その年一回だけになっております。 

概ね毎年ですけれども、300～500 人くらい、多い年少ない年ありますけれども、対象の方

がいらっしゃいまして、民生児童委員さんに間に入っていただきながら、地域包括支援センタ

ーが訪問をしておりまして、そのうち実際に介護につながる方、介護につなげなければいけな

い判断があるという方は、大体３～５名程度となっております。ただし、毎年地域包括支援セ

ンターが行くということで、一定の人数に地域包括支援センターの周知も兼ねておりますので、

そういった効果はあると思っております。 

それから地域ケアネットワーク会議（日常生活圏域等地域ケア会議）を地域福祉課題検討会

に兼ねている関係ですけれども、当初、市の方でも広域連合が中心となって自治体と共同する

中で、地域ケア会議の立ち上げ研修を平成 26 年頃から始まってきたところです。市において

も平成 28 年に１カ所、平成 30 年に３カ所で地域ケア会議を単独開催しておったところなので

すが、先ほど申しました地域福祉計画の第２期の策定に合わせまして、飯田市内 20 地区で地

域課題を検討し、課題解決から取り組みへつなげていくという、そういった地域福祉課題検討

会の立ち上げということが昨年始まったわけでございます。ここに参加される方というのは、

やはり地域課題ですので、まちづくり委員会ですとか、民生児童委員会、または事業所の方と

いうようなことも考えられるわけですけれども、そこに参集される皆さん、それから課題の検

討ということでは、地域福祉の課題を検討するということと、地域ケア会議のそもそもの目的
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はまったく同一ではありませんけれども、個別のケア会議ではなく、地域または日常生活圏域

のケア会議へとステージが上がっていくにつれ、どうしても課題の内容が地域福祉課題、地域

課題ということになってまいりますので、目的と参集される方がかなりの部分で重複される部

分がありまして、やはり参集される地域の皆さんの負担感の軽減ということもご意見を頂戴す

る中で、20 地区の地域福祉課題検討会に地域ケアネットワーク会議を兼ねさせていただいた

判断をさせていただきました。ただ、20 地区全部でまだ実は立ち上がっておりませんでして、

直近では 12 地区で立ち上がっており、課題の検討をされておるということでございます。 

その中で高齢者の支え合いであったり、ごみのこと、それから移動のことというような、そ

れぞれの課題が地区ごとに出ておりますけれども、継続して次期地域福祉計画期間、それから

同じくこちらの第８期にも続く部分で、課題検討を継続していきたいというふうに思っており

ます。地区ごとに参集範囲は判断を委ねてある状況ですので、必ずしも医療機関の関係者が出

ているところばかりではないかと思いますが、その辺もご意見として承り、次回へつなげてい

きたいと思っております。 

事務局：認知症初期集中支援チームの相談人数ですけれども、認知症に関する相談ですが、長寿支援課

だけではなく、実は地域包括支援センターの方でも受けておりますが、今日は長寿支援課の数

字しか持ってきておりませんけれども、令和元年度に認知症全般に関する相談件数は実人数で

96 人です。延べ 307 人の相談を受けております。その中で初期集中支援チームがサポート員

の先生の指示をいただきながら、お一人に対して 10 回から 12 回程度の関わりを持っていた方

がいいという方については、昨年は６人ということで、初期集中支援チームでの対応件数は少

ないのですけれども、認知症全体ではこのような相談件数になっております。今後ですけれど

も、認知症のサポーター養成講座を開く中で、気楽にどんなところでも相談いただけるような

また周知を図っていきたいと思っております。 

事務局：高齢者向け住まいの整備状況について説明をいただきたいということでございましたので、次

回までに高齢者向け住まいの整備状況の表を作成してお示ししてまいりたいと思いますので

よろしくお願いいたします。 

事務局：訪問介護の実績の減少についてですが、こちらの減少の分析という部分については、申し訳ご

ざいませんができておりません。ただし、事業所の方から聞くところによりますと、人材確保

というところがやはり難しいことが一番の大きい問題だということでお伺いしております。第

８期につきましても、人材確保の取り組みというものにつきまして、2025 年に、2040 年の基

盤整備というところで人材確保について謳われておりますので、市の計画の中での人材確保に

ついては記載をしていくものになると考えております。 

委 員：私は病院に勤めているのですけれども、高齢者が受診してくる中で非常にキーパーソンもいな

い、身内もいないという方たちが段々増えてきていています。成年後見人制度の活用というと

ころで、支援について記載されているのですけれども、この拡充といいますか、担当のソーシ

ャルワーカーに聞きますと、身内がいない、身寄りもいない、だけども市に保険制度を活用さ

せてくださいと言っても身内を探してくださいということで先に進められないと、そういう方

たちがやっぱり今後増えていくのではないかと思います。市長が申し立てすることで制度を使

えるというものがあると聞いていますので、ぜひ活用してその方が安心して最後を、家のこと
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も安心して最後を過ごしていかれる市であってほしいと思いますので、ご検討をお願いしたい

と思います。 

事務局：申し立ての関係を含めまして、この成年後見制度の周知ということも一つ重要な取り組みとな

っております。先ほども申しましたネットワークの設立のところで、いいだ成年後見支援セン

ターを周知し、さらには成年後見制度を必要な方に届くように、そういった制度の周知に、今

後も広報ですとか、出前講座、それから研修等を通じて取り組んでまいりたいと思います。 

委 員：今、困っている人もいますので、そこはぜひ前向きに進めていただきたいと思います。進めて

いくことには大賛成ですけれど、現在困っている人については、ぜひ市としてバックアップし

てもらいたいと思います。 

事務局：市長申し立てですけれども、整備された制度ですので、もしそういった必要な方が常に相談を

受けていらっしゃれば、いいだ成年後見支援センターの方で必要な取り組み、それから市町村

にもそういった成年後見の担当がおりますので、必要な取り組みをさせていただきたいと思い

ます。また、そういった方がまだ相談されてない方がお近くにいらしたら、地域包括支援セン

ターまたはいいだ成年後見支援センターの方、もちろん市町村の窓口でも結構ですけれども、

情報を関係の方からいただければありがたいと思います 

会 長：目標２のところで、評価と課題の中に効果的なフレイル対策をいろいろと書いてありますが、

それを医療のレセプト、介護レセプトのデータから分析して把握していくということなのです

けれども、この医療レセプト、介護レセプトのどういったデータを使って分析するのか質問さ

せていただきます。 

あと訪問介護の事業所も減っているのですが、認知症対応のデイサービスもこの期間にいく

つも閉めていまして、市はそれが廃止していくにあたってどういった理由なのか、どのように

分析しているのかということと、需要を見ながら判断していくということですけれども、認知

症対応のデイサービスは個人的には必要だと思います。認知症の人たちを本当に少人数で見る

というデイサービスですので、そういった症状を持った方たちがそこで生活できたら、それは

すごくいいと思うのですけれども、そこら辺を市としてはどのように考えていくのか、お聞か

せください。 

事務局：最初に保健事業と介護予防事業の一体的な実施が必要ということで、医療保険制度で何年か前

から後期高齢医療制度ができ上っております。国保は市町村なのですけれど、後期高齢は県の

ということで、後期高齢になられた方の特に健康に関する部分が手薄だったということで、国

でもここに関しては注力する必要があるということで、年齢的にはやはり後期高齢の方は介護

を使う世代にもなってくるものですから、そこについて今年から実施をするように国から示さ

れている部分です。 

市においては、この部分は保健課が担当する部分で、医療のレセプトや介護のレセプトから、

例えば、健診の必要な方へのお声がけであるとか、そういったことを具体的に計画しながら進

めてくということで、今後、必要なことに関しては、私どもと保健課とで打ち合わせをさせて

いただいた上で進めていくことになっておるところです。今のところ具体的に基準をというこ

とに関しては、この場でお示しすることは控えさせていただきますけれど、当然、今後、介護

保険の計画を策定していく中では、お示しをさせていただければと思っております。 
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事務局：認知症対応型通所介護の減少に伴うご質問についてです。詳細な分析というものはできていな

いのですけれども、認知症対応型のデイと地域密着の通常のデイと比べますと、定員がまず認

知症のデイサービスが少ない上限が決まっている中での運用をしていかなければいけないと

いうものと、あと人員基準が通常の地域密着のデイサービスに比べて多くの人数を配置しなけ

ればいけないということで、なかなか人員確保、運用・運営の面でも難しいというところの話

は聞いておりまして、地域密着の普通のデイサービスに転換されるとか、そういう話を聞いた

りしております。 

また需要について、認知症対応型デイサービスの必要はあるかと思いますので、整備計画に

ついては第８期の中で検討をさせていただきたいと思います。 

会 長：認知症対応のデイについては、本当にそういう状況なのだろうと思うのですが、本当に必要性

を考えたら、例えば、補助金を出してでもそういったデイサービスを設けるのだとか、そんな

ことも考えていただけたらと思います。 

あと、最初のレセプトのデータというところでどうもよくわからないのですが、介護のレセ

プトのデータから何かその健診が必要だとか、そういうのは読み取れるのかなと思います。 

事務局：どちらかというと、介護よりも医療のデータだとか、その方の受診のデータを基にして、要介

護度の高い介護認定を受けるような危険性のある方に保健師や専門職が関わり持って、健康指

導といったことを進めていくということです。色々なデータが国保連を経由して動いており、

国保連の持っているデータを活用してということでございますので、主には医療のデータを基

に、例えばデータない方にどういうことが必要なのかとか、そういうことになってくるだろう

と思います。 

 

（３） 第８期介護保険事業計画に向けての当面の取組み 

  質疑応答なし 

 

（４） その他連絡事項 

  質疑応答なし 

 

５ 閉会 


