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令和 3 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 3年 11 月 15 日（月） 15 時 15 分～16 時 35 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  〇 佐藤 澄子 〇 

岩佐 慎治  × 下井 明雄 〇 

牛山 雅夫  × 高島 孝子 〇 

梅村 浩正  〇  多田 雅幸 〇 

笠原 真弓  〇  田中 廣幸 〇 

加藤 伸吾  ×  田中 光子 〇 

櫛原 勝子  ×  林 あゆみ 〇 

久保田 安子  〇 原 由美子 × 

小島 強志  〇 熊谷 兼富 〇 

近藤 健爾  〇  松村 秀樹 〇 

幸森 信良  〇 吉川 一実 〇 

 

■ 出席事務局  8 名 

氏 名 部・課・係名 備考 

髙山 毅 健康福祉部長  

筒井 雄二 長寿支援課長  

飯島 ゆみ子 長寿支援課長補佐兼介護認定支援係長  

下島 剛 長寿支援課長補佐兼長寿支援係長  

原田 聡昭 長寿支援課 機能回復担当専門技査  

福沢 紀美江 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  

久保田 美貴子  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。この分科会の会長を務めています吉川と申します。よろしくお願いします。 

昨年度は、第８期の介護保険事業計画を協議するということで、度々この会議の招集がありましたが、

今年度は初めてになります。昨年度から、枕詞のように「コロナが、コロナが」ということを言ってい

ました。今は少し落ち着いてきましたが、報道によりますと第６波が起こるのではないかとか、海外で

は感染者数も増えているということで、まだまだ今後の状況がとても心配されるところだと思います。 

また、今年はインフルエンザのワクチンが不足していまして、なかなか予防接種も受けられないとい

うことで、この冬はさらなる感染対策が必要になるのかなと思いますので、ぜひ皆さん感染予防をしっ

かりしていただきたいと思います。 

今日は、第７期の介護保険事業計画の振り返りについて、市から報告がありますので、しっかり聞い

ていただいて、また質問などを出していただければと思います。 

昨年度に通所系サービスと短期入所系サービスに対して、国が上乗せ特例というのを設けました。こ

れは、非常に利用者から負担を求めるということで、とても問題のある制度だったと思いますが、飯田

市はこれを独自の補助金で対応してくれました。マスコミにも報道されまして、全国的にも非常に注目

される本当に良い対応だったと思っております。これをするに当たっては、担当者の皆さんの努力があ

ったと思いますし、この事務作業も大変だったと思いますが、利用者さんにしても、私たち事業者にし

ても本当に大変ありがたい補助だったなと思っております。 

ですので、市の財政のお金のかけ方というのは、なかなか福祉ばっかりにお金をかければ良いという

わけではないですが、ぜひそのようなことも考えていただき、特に介護報酬の改定による補足給付の見

直しで、所得の少ない方が負担を強いられるような状況になっていたり、また介護職員の不足も引き続

き続いています。 

第８期の介護保険の事業計画の中にも市として計画の中に介護職員の確保も掲げられていますので、

ぜひいい知恵を出していただいて、介護職員の確保につながるような画期的な計画を練っていただけれ

ばなと思っております。ぜひ活発にご意見を出していただきたいと思います。 

以上です。 

 

３ 部長挨拶 

今年度より健康福祉部長に着任しております高山と申します。どうぞよろしくお願いいたしますさ

て、新たに任命された審議委員の皆様方には、任期までどうぞよろしくお願いいたします。 

このたびは、社会福祉審議会高齢者福祉分科会を開催いたしましたところ、皆様このようにお集ま

りいただきまして誠にありがとうございます。 

また、今般の新型コロナウイルス感染症にかかる対応につきましては、分科会の委員の皆様方に

は、それぞれのお立場からご尽力を頂戴しております。先ほど会長様からのお話もありましたけれど

も、おかげさまで当圏域では９月時分から感染が封じ込められているのかなといった状態で推移して

きておるところであります。 

これは、早期検査態勢やワクチン事業の進展に加えて、それぞれの医療事業所、あるいは介護事業
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所におきまして、相当の神経を使って感染予防、蔓延防止に取り組んでいただいている効果であると

思っておりまして、改めて感謝を申し上げるところでございます。大変ありがとうございます。 

昨年度は、第７期介護保険事業計画の最終年度ということで、第７期を振り返りつつ第８期計画を

策定していただいてまいったところでございます。策定に当たっては、高齢者福祉分科会委員の皆様

方にご審議ご協力をいただいたと思います。ありがとうございます。 

おかげさまで、第８期では介護保険料を若干下げることができました。とはいえ、依然として高い

水準にあることに変わりはございません。引き続き介護給付費が増加する中で、また、全国的に介護

人材の確保が困難となる中で、介護保険事業をどのように安定的に運営するか、まだまだ難しい舵取

りが続くと思います。 

こういった情勢下にありまして、本日は第７期を概括的に振り返りまして、第８期、初年度の取り

組みについてご案内を申し上げます。委員の皆様方のご意見ご協議をいただければと思う次第でござ

います。 

よろしくご審議いただきますようよろしくお願いいたします。 

以上でございます。 

 

４ 協議事項 

（１）委員任命について 

中塚委員から近藤委員へ交代（いいだシニアクラブ連絡会改選による） 

仲田委員から田中委員へ交代（飯田市健康福祉委員等代表者連絡会改選による） 

前島委員から熊谷委員へ交代（飯田市まちづくり委員会連絡会改選による） 

質疑応答なし 

 

（２）第７期介護保険事業計画の実績報告について 

委員：第７期の取組状況で、短期集中通所型サービスＣ事業構築の展開を行いましたと報告がありま

した。参加人数が 50 名ということだったので、もっとできるのではないかと思ったこと、その

効果はどうだったかということをお聞きしたい。また、国が 2025 年に地域包括ケアシステムの

構築を求めていますけれども、報告の「第８期（令和３年～５年）介護保険事業計画での施策

展開」のなかに「地域包括ケアシステムの強化、他職種連携の構築」と書いてありますが、現

段階で、飯田市として地域包括ケアシステムがどこまで構築ができているのか。また、まだこ

ういうところが不十分であったということがあれば教えてほしい。あと、介護保険サービス事

業費の説明がありました。その中で訪問看護の実績値が大きく下がっています。それに対して

訪問リハビリテーションの実績値が、前年度と比べて増えていますが、これは恐らく、今まで

訪問看護で行っていたサービスを訪問リハビリテーションで行ったからこういう数字になった

のかなと個人的には思いますが、その辺りの分析はどうなっているのかということをお聞かせ

願いたいと思います。 

 

事務局：まず、最初に短期集中型サービスＣ事業に関してですが、第７期の期間中に飯田市でどのよ

うに取り組むか構築しながら事業展開を進めておるところです。 
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こういった取り組みは、他の自治体でも進められていますが、いくつかやり方がある中で、

飯田市では対応可能な事業所へお願いをして、一定期間に限定して人を集めて行う方式にして

います。 

対象者の方が多数いれば、そのような期間を設けずに常時サービスを使い、展開することも

できますが、対象者数などから判断すると常時サービスを使えるようにするには効率が悪い部

分もあり、現状では５つの事業所で２期間ずつ回すという方式で実施しています。 

現状でサービスの需要と供給について判断が難しく、それぞれ事業所と相談をしながら、よ

り良い方策で実施している状況と認識をしております。 

一方で、どうしても期間をある程度限定しているので、その間に人数が多く集まらないとな

かなか実施できないとか、例えば、事業所も５地区の事業所にお願いしておりますが、移動距

離が遠いとせっかく対象者の候補になっても、片道１時間かけてそのサービスを受けていただ

くには、それほどメリットがないので実施できない状況がありました。 

そういう状況があるので、今は実際の利用者と市が構築できる具体的な方策のなかで、ちょ

うど良いくらいなところで何とか折り合いを付けている状況ではないかと思っておるところで

す。 

先ほども申し上げましたけれど、訪問型サービスＣ事業という考え方も遠山地区で先行して

いますので、例えば運動機能だけに関して言えば、そういった期間の中で地域的に遠いところ

から来る移動の手間がかかるというようなことがあれば、訪問型サービスＣ事業を活用して、

実施する場所へ出向くということも今後は検討していきたいと思っています。 

去年は、大体 50 名の方に参加をいただいておりますが、39 人の方が状態を維持もしくは改善

という結果に結びついているという評価の結果をまとめていただいています。 

もう１点、地域包括ケアシステムの構築の度合いというところは、正直難しく、例えば具体

的な数字で何％というようなことは言えないのが現実です。「どこまで進めなさい」というとこ

ろもないですし、いくらでも深くすることができる分野なので、その評価は現状のところお答

えすることはできないです。 

ただ、現状で足りてない部分もあると思っていますので、より連携を深め、地域包括ケアの

中で他職種の方が参加していただくということがあるので、第８期の計画の中で、特に４項目

挙げて具体的に展開として示させていただいています。例えば介護予防の意識醸成や利用者の

状況に合った効果的な介護予防の推進、地域の実情にあったサービスの充実、地域包括ケアシ

ステムの強化、他職種連携の構築というところがまだまだ足りない部分もありますので、計画

に盛り込んでいきたいと思っております。 

委員から訪問看護と訪問リハの実績値についてご指摘をいただきましたが、私どもの認識と

しても、事業所からお聞きするなかでそのように答えている事業所もありましたので、訪問看

護で行っていた部分が訪問リハビリに替わっているというところが一因としてあると認識をし

ております。ただ、それがすべてかどうかというところは、そこまでの考察には至っておりま

せんが、そのことが一因としてあるという状況は認識をしております。 

 

委員：ありがとうございました。 
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実績値のところは分析していただいて、いろいろ原因とかを考えていただけるのが良いのか

なと思います。 

あと地域包括ケアシステムは、自治体でそれぞれが任されているとのことですので、事務局

から「不足しているところもある」とおっしゃっていましたので、不足しているところは何な

のか明確にしていただいて、ぜひ 2025 年から構築できるようにしていただきたい。 

実際にうちの法人でも「地域包括ケア、地域包括ケア」と言われていますが、何をやったら

良いのかよくわからない。なので、自治体として、それぞれの事業所に求めてくれても良い

し、市民に求めてもくれても良いと思いますので、ぜひ検討していただきたいと思います。 

委員： ２点ほど聞かせてください。 

下久堅地区の「通いの場」の検討状況ですが、確か「下久堅では介護予防のモデル地区とし

て去年からやっています」という話だったと思っていましたけれど、これをほかの地区に展開

することは、可能なのかどうか、サロンを広げるのか、いきいき教室を広げていくのか。この

下久堅地区の「通いの場」の状況からまだしばらく検討が必要なのか。今年の後半くらいから

ほかの地区にこういう場を、結果をもとにして広げていくというような意欲が見えないように

思います。検討がちょっと長いのではないか。非常に厳しい言い方ですけど、介護予防の場

合、こういうモデル地区をベースにしてほかに展開したいというのが、確か８期の中の大きな

テーマだと思います。そういう点から考えて、まだまだほかへの展開が厳しいのか。まだまだ

試行しなければいけないのか。そこら辺を教えてください。 

それから、介護給付準備基金の話についてです。積立ができたことは、介護保険制度の運営

からみて非常に良いことだと思いますが、この基金を、例えば５億を目標とするとか、基金は

出来高になってしますかもしれませんけれど、最低５億は確保してどうしても介護保険を上げ

なければいけないときの財源の一部にするとか、そのような目標を明確にしながらこの介護保

険制度の中だけではなくて、飯田市からも展開の中からある一定の助成をもらうとか、そのよ

うなことをして、その介護保険の保険料が上がらないような仕組みを今から作っておくと良い

のかなと、事務局の説明を聞きながら思いました。不確定要素がある介護保険制度の中だと思

いますが、介護予防にお金を使えるというふうにしてくださればありがたいです。これは意見

ではなくて感想です。 

最初の下久堅の状況が、ほかへの水平展開ができるのかどうか、ちょっと教えていただけれ

ばありがたいです。 

事務局：下久堅では、「通いの場」の再構築というところを上げさせていただいています。それぞれ、

私どもが関連して提供している事業に関しては、課題もあるという認識があったので、再構築

ということを進めております。 

当然のことながら、他の地区にも展開していきたいという認識は持っていますが、それは下

久堅で実施したことで、他の地区でも同様にできるものでもないという認識を持っています。 

下久堅においては、地域課題検討会を通して検討をしていただいている中で、こういった再

構築するうえでいろんな主体の方にうまく関わっていただけるような体制をつくっていくこと

が大事という認識があります。 

下久堅では地域課題の検討会を通しながら、そういったところも含めてやっておりますの
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で、ちょっと時間がかかっていると思います。例えば他地区に展開するとしても、やはり同じ

ように構築する中では、地元の住民の皆さんに担っていただきたいところも当然出てくるの

で、いわゆる介護予防の意識という部分の共通理解を得ながらやっていきたいと思っていま

す。 

「具体的に他地区で進めるとき」には、やはり人を手当してすることが今後の検討が必要と

なります。専門のコーディネーターの方、例えば地域包括支援センターの職員とかが地域の方

とうまく連携を持って進めていくことが良いと思うので、展開をしたいとは思いますけれど

も、そういった課題があると認識をしておるところでございます。 

 

介護保険の基金に関しましては、なかなか難しいところでありますが、基本的には介護の、

特に高齢者への保険料の負担を安定させるためには基金というものが必要だと思っておりま

す。ただ一方で、介護保険制度の負担のあり方からすると、そこに当面は市で一般財源からお

金を入れて、その基金を潤沢にしてという考えは持ち合わせていません。 

基本的には、計画の中で上手に見込んでうまく回していける状況が良いと思うので、トント

ンよりは少し積立が残るくらいが良いと思いますけど、そうはいってもその３年に１度の事業

の計画の策定のときに、国も大きく制度を変えてくることもあって、保険料をどうしても上げ

ざるを得ないということもあろうかと思うので、そのようなときには基金が結果的には多い方

が負担も少なくなるというところはあります。 

一方で、その負担は、現制度がある以上はずっと続いていく部分でありますので、基金を多

く取り崩して介護保険料の負担を軽減すると、要は本来負担すべき介護保険料と納付いただく

介護保険料との乖離がどんどん大きくなってしまいますから、乖離を大きくしないように安定

的に使っていくというところも必要です。そこは、いろいろなことを考えながら結果として保

険料が、私どもが計画をつくったときに想定したよりは多くの金額が予備基金として積立てて

ますので、将来に安定的にご負担いただく方策としてどのようなものが良いのかというのは、

ちょっと研究しながら都度都度、計画策定のときには、審議会の場でお諮りいただくことにな

ろうかと思います。その際は、検討していただき決めていただく制度になっていますので、そ

の中で取り組んでいきたいと思います。 

委員： 地域包括支援センターの増設のことについてですが、市内７圏域６か所ということでとても

それは望ましいことですし、相談者が気軽に相談していくというスタイルで良いと思うんです

が、長い目で見たときに、それぞれ地域包括支援センターを担う法人が変わって、地域包括支

援センターの質的な部分の維持、向上というところに私は、こういう体制に疑問を感じている

ところがあるのですが、市として増やしていきつつ、管理体制は変わっていくというところに

対して、どのように対応しようとして考えているのか、その将来的なところを教えてほしいと

思います。 

事務局：ご指摘のとおりの部分もあるので、そこはしっかり市としては取り組んでいきたいと思って

います。 

１つは、これからも地域包括支援センターの質の維持、向上の部分も含め、市にある組織と

して基幹包括支援センター係を設けて、そこに人を厚くした経過もあるので、そういったとこ
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ろで人が厚くできている部分があれば、厚くしていくというところであります。 

ご指摘いただいたように、複数化に進むことに関して、どこでも同じように地域包括支援セ

ンターの質の維持、向上の状況が作り出すことには課題があろうかと思いますけど、そこには

しっかり取り組んでいかなければいけないと思います。 

地域包括支援センターを複数の法人が関わっていただくことが、結果として地域包括ケアシ

ステムを深めることだというふうに私どもは考えております。 

例えば、１つの法人さんでやっていただくよりは、それぞれの法人さんがそれぞれに事業所

も構え、より考えが伝わりやすい状態にはなると思うので、ぜひそこは事業所を増やすことが

この地域としての地域包括の深化ですとか、介護への認識が高まるように務めていきたいと思

います。 

開設までに１年間はあるので、市の体制を整えつつ、各法人にはそれぞれに頑張っていただ

く部分もあろうかと思いますけど、ぜひそういった状況を目指して取り組んでいきたいと思っ

ております。 

委員：「介護保険サービス事業費」の施設サービスの第７期の増減率ですが、介護老人福祉施設

98.95％と介護老人保健施設 95.16％ともに 90％台で、介護療養型医療施設に至っては 112.88％

となっています。介護医療院に関しては途中から増設されているのですが、この介護療養型医

療施設 112.88％っていうこの数字は、やはり介護療養型医療施設の特性上、介護度の高い方が

必然的に増えてきたのかなというふうな考え方でよろしいんでしょうか。 

通常考えると、老健とか特養の場合、介護度が高い方もいらっしゃいますけれども、介護度

的には比較的動ける方もいらっしゃって、療養型というとどうしても医療を受けていて、どっ

ちかというと介護度が高くて寝たきりの人が多いとか、逆に言うと医療依存度が高い人とかが

多いのかなと思うのですが、ここのところはどういうふうに分析されておりますか。 

事務局：介護の施設自体は、第７期期間に新規に増やしたところはありません。介護医療院と介護療

養型施設に関しましては、第７期の間で移行するという方向が示されていたので、計画値で単

純に一定数を割り振りしていますので、例えば利用率とマッチしてない部分は、ただ単に割り

振りをした数字の誤差で、最終的にはその移行した数字と移行してない数字が合っていないた

め、結果的にこういう増減の差が大きくなっておると思っています。 

総数のベッド数からすると、第７期の間では変動してないものですから、医療院なり、療養

型の飯田市外のところに入る方がいらっしゃれば、そこで多少１人とか２人の増減はあったと

思いますが、施設はそれほどないので、たまたま振り分けをした際にこのような振り分けにな

り、それに対する数値ということでご了承いただきたいと思います。 

 

○委員：はい、わかりました。ありがとうございました。 

 

（３）その他 

  質疑応答なし 

 

５ 閉会 


