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令和２年度 第１回松戸市介護保険運営協議会議事録 
 

開催日時  令和２年６月４日（木）午後２時から午後４時まで 

開催場所  松戸市役所新館 7階 大会議室（一部オンラインにて実施） 

出席委員  川 越 正 平  委員（会長） 

      大夛賀 政 昭  委員（副会長）※オンライン出席 

      手 島 宏 明  委員 

      長谷川 栄 一  委員 

津 川   清  委員 

久 松 康 士  委員 

      石 山 麗 子  委員 

      久 留 善 武  委員 ※オンライン出席 

      小 泉 裕 史  委員 

小松﨑 康 文  委員 

石 澤 利 章  委員 

小 川 早 苗  委員 

小 島 可代子  委員 

      宮 本 哲 男  委員 

石 井 峰 義  委員 

原 田 信 子  委員 ※オンライン出席 

丸 田 敬 子  委員 

山 崎 佳 子  委員 

 

事務局出席者 

 福祉長寿部   郡部長、清水審議監、中沢参事監 

 高齢者支援課  伊藤課長、長島地域包括ケア推進担当室長 

介護保険課   佐野課長、横山専門監、高安補佐、松崎補佐、榎本主幹、 

菊池主幹、小野主査、中村主事補 

  

傍聴者    １名 
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令和２年度 第１回松戸市介護保険運営協議会議事録 

 

日時：令和２年６月４日（木） 

午後 2時 00分～午後 4時 00分 

場所 市役所 7階大会議室 

 

（会長） 

それでは、第１回松戸市介護保険運営協議会を始めたいと思います。 

まず、会議の公開についてですが、当会議は公開の会議となっております。○

○○様から、本日の会議を傍聴したいとのことであります。これを、許可した

いと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

（委員） 

異議なし。 

 

（会長） 

どうぞ、お入りください。 

 

＜傍聴者入場＞ 

 

（会長） 

それでは会議次第に添いまして、議事を進めます。 

まず、介護保険運営協議会について、事務局から説明をお願いします。 
 

（介護保険課長） 

はじめに、この介護保険運営協議会について、ご説明させていただきます。 

参考資料３をお願いいたします。「介護保険運営協議会で議論する主な事項」

についてご説明させていただきます。 

表紙をおめくり頂きまして１ページをお願いたします。本市の介護保険運営

協議会では、大きく分けまして、3つの事項についてご議論いただきます。 

（1） として、介護保険事業全般の運営状況に関する事項でございます。 

これは特に次回や第３回で、介護保険事業計画の進行状況を分析し、次期の計

画に向けての内容について示させていただき、ご議論をいただくことになりま

す。 

（2）は地域密着型サービスの運営状況に関する事項でございます。これにつき
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ましては本日後ほどご議論をお願いいたします。 

（3）といたしまして、地域包括支援センターの運営状況に関する事項でござい

ます。本日は会議全体の時間の都合もあり、ご説明は割愛いたしますが、参考

資料４にございます、地域包括支援センターの運営方針の審議や、年度事業の

評価等をご議論いただいております。他市では、これら 3 つの事項を個別の協

議会に分けて実施している所もありますが、本市におきましては、これらが相

互に関連することから、現在、この介護保険運営協議会が所掌して運用してお

ります。 

２ページ以降につきましては、３つの役割についての根拠関連規定を記載い

たしました。先程、介護保険運営協議会で議論する事項として挙げた３つの事

項に対し、それぞれこの協議会での審議や意見聴取が必要である事の根拠を挙

げさせていただいております。運営協議会を設置する根拠といたしましては、

参考資料３別紙にてお配りさせていただいております、松戸市介護保険条例の

第 5 条となっており、委員の皆様に関する規定も記載されております。第５項

の記載に「協議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その

職を退いた後も、また、同様とする。」とございますが、この会議は原則として

公開であり、資料につきましても公開資料となるものでございますが、議題の

内容により、資料を回収させていただく場合やこの規定の通り個人情報等秘密

に属するものに当たる場合もございますので、ご承知おき頂きますようお願い

いたします。 

また、第６項に記載の規則につきましては、参考資料３別紙の裏面にござい

ます、「松戸市介護保険運営協議会の組織及び運営に関する規則」によりまして、

運営をしてまいります。本日は、新任の委員の方もいらっしゃいますので、改

めてご説明をさせていただきました。 

つづきまして、本日お配りいたしました、参考資料１「松戸市の介護保険制

度の概要」について、要点のみご説明させていただきます。尚、資料の中で出

典の関係で、平成標記と令和標記が併用されておりますので、よろしくお願い

いたします。 

表紙をおめくり頂きまして、２ページから、３ページは、1.介護保険制度の

仕組みと、２．サービス利用者の類型について記載してございます。 

４ページ（2）松戸市の高齢者数・高齢化率でございます。これは平成２９年

度に、現在の介護保険事業計画策定の際に推計したものでございますが、全体

の傾向は変わっておりませんので、この図で説明をさせていただきます。棒グ

ラフは松戸市全体の常住人口ベースで、色分けで年齢を示しております。また、

上の折れ線グラフは、65歳以上の高齢者数の伸びを、下段の折れ線グラフは 75

歳以上の高齢者数の伸びを示しております。平成３０年と令和元年の人口では、



4 
 

記載は当時の推計値になっておりますが、実績値としまして、平成３０年１０

月は、４９０，６３２人、令和元年１０月、４９２，６７１人となっておりま

す。ご覧いただけますように、65 歳以上の高齢者全体も伸びておりますが、75

歳以上の方がそれ以上に増えていくということがわかります。いわゆる団塊の

世代が 75歳以上となります、令和 7年、2025年（５年後）には約 9万人、人口

比約 18.1％となると推計されておりまして、要介護者の比率の多い 75歳以上の

後期高齢者の増加が今後予想されているところです。 

５ページをお願いいたします。（3）松戸市の要介護認定者数等でございます。

こちらも平成２９年度に推計したものでございます。平成３０年と令和元年の

記載は当時の推計値になっておりますが、実績値としまして、平成３０年１０

月は、２０，８８７人、令和元年１０月、２１，９１６人となっており、若干

推計を下回っております。棒グラフが認定者数でございますが、やはり高齢化

の進展に伴って増加をしております。また、65 歳人口に対する認定率を折れ線

グラフで表しておりますが、令和 7年、2025年には約 28,000人、20.8％となっ

ており、75 歳以上の後期高齢者の増加により認定者数についても増加が見込ま

れております。 

6 ページ、（４）松戸市の一人ぐらし高齢者数の推計でございますが、こちら

につきましても平成 27 年（2015 年）から今後 2025 年を見据えますと、35％以

上伸びるものと推計しております。 

次に、7ページは、3.介護サービスの類型でございます。この中の表の右側は、

市が指定・監督を行うサービスでございます。そのうち、８ページに（2）地域

密着型サービスの概要がございます。これは平成 18年からスタートいたしまし

たサービスでございまして、特徴が何点かあります。1.として、原則として、

その市の住民のみが利用可能ということ。2.としまして、地域単位で適正なサ

ービス基盤整備を行うということで、松戸市は日常生活圏域が 15あり、サービ

ス整備の場合は、常盤平団地地区を常盤平地区に含めて 14 圏域で考えますが、

この日常生活圏域単位で必要整備量を決めて整備できることですとか、小規模

多機能等、重度者向けの在宅サービスは、公募を通じた指定ができることとな

っています。また、地域密着型サービス全体では、条件をつけて指定を行うこ

とができる、というような保険者の権限が担保された制度となっています。3番

目は、要件はありますが、独自の介護報酬などを設定できることになっていま

す。4番目は、公平・公正透明な仕組みの確保ということで、運営協議会、本市

では、この介護保険運営協議会になりますが、ご意見を伺った上で決定するこ

ととなっております。地域密着型サービスの種類は、下の点線枠内に記載のと

おりでございます。 

9、10ページは、現在の介護保険事業計画期間での、要介護者向けの各サービ
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ス、各年度平均の 1
ひと

月
つき

あたりの利用者数の推計、並びに 2025 年の推計でござ

います。この推計は、給付実績の傾向、高齢者人口・認定率の状況等を勘案し

て推計したもので、これをもとに現在の保険料等の財源推計を行ったものでご

ざいます。 

11ページは、地域支援事業について、12ページは地域包括支援センターの概

要でございます。 

13 ページをお願いいたします。松戸市の地域包括支援センター、愛称、高齢

者いきいき安心センターの設置状況でございます。各日常生活圏域の 15カ所と、

市役所高齢者支援課内に設置の基幹型包括支援センターの１６箇所ございます。 

14ページ、6.費用負担（1）介護保険特別会計の財源構成の仕組みでございま

す。基本的な財源構成としましては、左側の円グラフにありますように、公費

50％、保険料 50％です。保険料の内訳は 65 歳以上の 1 号被保険者、40～64 歳

の 2 号被保険者で、それぞれ２３％と２７％となっております。この割合は人

口按分に基づいていて、だんだん高齢者が増えていますので、1号被保険者の比

率が保険料改定のたびに上がっています。公費の比率は、理論上は、国 2・県 1・

市 1 の割合で負担することになっています。なお包括的支援事業・任意事業に

は 2号被保険者の保険料が入らない制度になっていまして、1号被保険者の保険

料を除いた分を国県市が２対１対１で負担することになっております。 

 15ページ（2）松戸市介護保険特別会計予算でございます。令和２年度予算の

額としては約４０３億円となっております。 

16、17 ページは、予算の詳細でございますので、後程ご覧いただければと存

じます。 

 18 ページ 7.介護保険料（１）介護保険料の仕組みでございます。下の図に

ありますように、第 5 段階を基準額として、所得の状況に応じて、段階別の構

成になっています。 

19 ページをお願いいたします。保険料段階の上限はある程度柔軟な対応が可

能で、松戸市の場合は表にございますように、第１８段階までの設定になって

おります。所得状況に応じて保険料を払っていただいておりまして、9割以上は

特別徴収、いわゆる年金からの天引きで徴収させていただいております。 

尚、２０ページにつきましては、本年度の保険料段階と月額を記載しており

ます。基準額は月額 5,500 円でございますが、赤字で記載した部分につきまし

ては、後ほど条例改正についてご説明いたしますが、国の低所得者保険料軽減

により、改定となる部分でございます。 

以上、参考資料 No.1 の説明とさせていただきます。 

 参考資料２につきましては、本日お配りしております冊子、『いきいき安心プ
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ランⅥまつど』の主要な部分を紹介したものでございますので、後ほどお目通

しいただければと存じます。 

 参考資料４につきましては、地域包括支援センターの運営方針でございます

が、こちらも後ほどお目通しいただければと存じます。 

以上、介護保険運営協議会についてのご説明とさせていただきます。 

 

（会長） 

ただいまの説明について、ご意見、ご質問がございましたら、お願いいたし

ます。 

膨大な内容をぎゅっと圧縮してお話いただきましたので、特に初めての委員 

の方は難しいかもしれません。ここでご質問ありましたら承りますし、議事の

中でだんだん理解していっていただいてもよろしいかと思います。 

 

（委員） 

今回新任させていただくにあたって、全く予備知識がないので、過去一年分

のこちらの議事録を拝見させていただいた中で、これはちょっとその後の展開

をお聞きした方がいいのかなと、僭越ながら思ったものですから、この場で良

ければ一言お聞かせいただきたいと思います。 

内容です。昨年の運営協議会 1 回目ですね。介護保険課長様より保険者機能

強化推進交付金というご説明がさらっとありました。この協議会でなすべき課

題の 1 番目の中に入るのかなと思うんですけれども、30 年度に交付金が交付さ

れましたと、その時点では 31年度も事情が変わらなければ交付されるでしょう

と、結果的にその額を事業計画に取り込むにはいささか厳しい状況があるとい

うことで、基金の方に積み立てられたと、まず 2 年続けて基金の方に入れられ

たのかどうかということを現状確認させていただきたいのと、今年度 3 年目に

なりますけれども、状況はどうなのか、今後そのお金に関しての取り組みです

ね、4百何十億という予算の中でございますけれども、国としては理由をつけて

ちゃんとお金を交付したはずですので、それが手つかずの状態で毎年繰り越し

ていいものかどうかわかりませんけれども、なにがしか交付されるお金という

のは目的に沿って使われるべきものだと思うので、概要でも結構ですのでお知

らせいただければと思います。 

 

（介護保険課長） 

大変重要なご指摘を頂いたと思っております。細かい技術的なご説明で恐縮

でございますが、単に交付金を積み立てているというものではございません。

本市を含めまして近隣各市とも、従前から実施しております地域支援事業の第 1



7 
 

号保険料が充当される部分に、保険者機能強化推進交付金を充当し、それによ

って捻出された財源を基金に積み立てるという流れになっております。 
一方で、本交付金の使途につきましては、事業を新たに実施する財源として

は非常に限定的な縛りがあり、簡単に言ってしまうと非常に使いにくい財源で、

使いにくい補助金となっているのが実情でございます。基金を財源として事業

を開始しても、後年度に保険料の上昇に直結する恐れがあるため、慎重になら

ざるを得ないというのが実情でございます。 
ただ、現在この計画策定作業において、各種事業を検討してまいりますが、

今回の新型コロナウイルスの関係で、今後の財政事情も大きく影響が出ると思

われるなか、貴重な財源でございますので、新年度からの事業に有効に活用で

きるよう検討してまいりたいと思っております。以上でございます。 
 

（会長） 

総論としてはよろしいですか。この後も大事なこと、どんなところにメリハ

リをつけていくのがよいかという議論もまた出てくるかもしれませんので、そ

ういうことも含めて、市として検討していただくのでよろしいかと思います。 

そのほかいかがでしょうか。無いようでしたら、次の議題に移ります。 

続きまして、報告１ 資料№1「地域密着型サービスの状況」について、事務

局から説明をお願います。 

 

（介護保険課長） 

 報告１、資料１．地域密着型サービス事業者等の状況について説明いたしま

す。１ページ～５ページにかけましては、令和２年２月末日現在の地域密着型

サービスの利用状況をグループホーム、小規模多機能、看護小規模多機能、地

域密着型特養、定期巡回の順に記載しております。 

１ページ、グループホームの利用状況でございます。40 番の『グループホー

ムユーカリ新松戸弐番館』につきましては令和 2 年 1 月 1 日に新規指定してお

りますので、この時点で市内のグループホームは 40か所となっております。利

用者の 平均要介護度は、表下段に記載のとおり 3.03、施設利用率につきまし

ては 97.1％で、前回調査とおおむね同様となっております。 

２ページをご覧ください。小規模多機能型居宅介護でございます。利用率に

つきましては、2-1 の表、欄外 1 行目に記載のとおり 75.5％、１人あたり利用

回数は 2-2の表、最下段右側にございますとおり 31.1回となっております。 

続いて３ページ、看護小規模多機能型居宅介護でございます。7番の『明音色

ゆいまーる八ヶ崎』につきましては、令和元年 12月 1日に小規模多機能型居宅

介護から転換となりましたことから新規指定をしておりますので、現在、市内
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の看護小規模多機能型居宅介護は 7か所となりました。 

１人あたり利用回数は 3-2の表、最下段右側にございますとおり 42.0回とな

っております。 

続いて 4 ページ地域密着型特別養護老人ホームでございます。利用状況につ

きましては記載のとおりでございます。 

続いて５ページ、定期巡回・随時対応型訪問介護看護でございます。４番、『み

くに２４ネット』につきましては、引き続き休止中でございますが、平均要介

護度、および利用者数ともに、前回調査とおおむね同様となっております。 

続いて６ページは、令和 2 年 3 月末日現在のグループホームの加算算定状況

でございます。 

７ページは、令和元年 12月１日以降実施した実地指導の結果と、令和 2年度

の集団指導についての予定を記載しております。なお、居宅介護支援事業所及

び介護予防支援事業所の集団指導につきましては、新型コロナウイルス感染予

防のため、6月1日に事業者向けサイトに指導内容を掲載する形で実施しました。

また、実地指導につきましても、９月末日までに指定有効期間を迎える事業所

に対しては、書面による実施を予定しております。今後の実施につきましても、

状況に応じて判断してまいりたいと考えております。 

最後、８ページは施設等整備状況でございます。以上説明とさせていただき

ます。 

 

（会長） 

ただいまの説明について、ご意見・ご質問がございましたら、お願いいたし

ます。 

 

（委員） 

 認知症対応型共同生活介護、グループホームの件でお尋ねさせていただきま

す。 

 男女別利用状況をみますと、男性が 116名、女性が 529名、年々男性が減っ

て女性が増えているような状況なんですね。女性の方が重症化をするというこ

とであれば理解できるのですが、時々行政側から安心安全メール、高齢者の徘

徊、行方不明者の連絡が回ってくるわけですが、ほとんど男性のケースの方が

多いと思うのですね。にもかかわらず、グループホームだけ見ていると女性の

方が非常に多いというのは、何かしら男性が入りにくいような状況があるので

はないか。もしそうであるならば、少し改善していかなければいけないのかな

と思っているんですが、それのところをお聞かせいただければと思います。 
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（介護保険課長） 
グループホームにおける女性利用者が多い要因としては、女性の平均寿命が

男性を大きく上回ることなどから、独居となる割合が増え、一人で在宅生活を

送ることが困難になるなどが考えられますが、今後の暮らしについて検討する

上で、どのサービスを選択していくかについては、本人家族に委ねられている

ものと考えております。 
いずれに致しましても、男女差関係なく、利用者個々に合わせたサービスが

不足なく利用できることが必要と考えておりますので、次期計画に向けた策定

におきましても、必要性に応じたサービスの拡充につとめて参りたいと考えて

おります。以上でございます。 

 

(会長) 

 はい。やはり、女性の方の人数は多いと思います。よろしいでしょうか。委

員何かコメントありますか。 

 

(委員) 

 グループホームとしましては、個室対応をさせていただいていると思います

ので、特に入りにくい状況というのは特別あるようには思えないですね。やは

り申し込まれる割合が女性の方が多いのは、たぶん平均年齢といった寿命の関

係が多いのかなと思います。 

 

(委員) 

 わかりました。 

 

（会長） 

もしかすると年齢だけじゃなくて、女性の方が配偶者を見て下さっているの

かもしれないですね。逆は年齢的にもなかなか無いのかもしれないですね。比

率の問題だと思います。 

その他いかがでしょうか。無いようでしたら、報告１「地域密着型サービス

の状況」についての質疑を終わります。 
続きまして、議題１ 資料№２「地域密着型サービス等の指定」について、

事務局から説明をお願います。 

 

（介護保険課長） 

議題１、資料２．地域密着型サービス事業者等の指定等についてご説明いた

します。 
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それでは１ページから説明させて頂きます。今回ご審議頂く対象のうち、指

定更新と致しまして、登録定員 25名の小規模多機能型居宅介護が１件、利用定

員 18名の認知症対応型共同生活介護が１件でございます。なお、１ページ下段

に記載のとおり、今回指定更新の対象であったグループホーム『しいえす幸田』

につきましては、有効期間が満了となる令和２年５月３１日をもって廃止との

報告がございました。そのため、今回は、指定更新２件につきましてご審議を

お願いいたします。 

２ページをお願い致します。２ページから４ページにかけましては、報告事

項でございます。まず、地域密着型サービスにつきましては、宿泊サービスを

伴わない地域密着型通所介護の指定更新を２件、居宅介護支援の新規指定を１

件、指定更新を１７件行いました。更新に先立ち実施した実地指導におきまし

ては、軽微な指導事項はございましたが、各事業所とも改善に向け取り組んで

おりますので、おおむね問題ないものと判断し、指定更新をさせていただいて

おります。 

それでは、審議の対象となる事業所の詳細について説明いたします。５ペー

ジをお願い致します。小規模多機能型居宅介護、名称は『エスケアライフ松戸』、

運営法人は「株式会社エスケアメイト」でございます。所在地は馬橋２８４４

番地、日常生活圏域は馬橋地区、定員は２５名でございます。６ページ記載の

開設者概要の自己資本比率の部分について法人に確認をしましたところ、平成

３１年度に減損処理を実施したため、記載の数字となったとのことでした。親

会社が補填をしたことにより、今期については黒字となる見込みとの報告を受

けていることから、市と致しましても事業の継続上問題はないと判断し、来る

７月１日に指定更新の方向で進めてまいりたいと考えております。 

続きまして９ページ、認知症対応型共同生活介護の指定更新について説明申

し上げます。名称は『エスケアホーム 松戸』運営法人は「株式会社エスケア

メイト」でございます。 

所在地は馬橋２８４４番地、日常生活圏域は馬橋地区、定員は１８名でござ

います。人員、施設、利用料金につきましては、記載の通りでございます。こ

ちらにつきましても、７月１日指定の方向で進めてまいりたいと考えておりま

す。 

以上、説明させて頂きました２件について、ご審議のほど、よろしくお願い

いたします。 

 

（会長） 

ただいまの説明について、ご意見・ご質問がございましたら、お願いいたし

ます。 
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（委員） 

 エスケアメイトにつきましては、質問をさせていただいておりましたけれど

も、ただいま親会社の方が補填するということで、経緯を伺いましたので、現

状のままでよろしいかと、このまま認可して差し支えないのではないかと思い

ます。 

 ただ最近、自己資本、純資産が大幅にマイナスというケースが何件か出てお

りますので、そういう数字の時には、通常で言えば異常値といえますので、必

ず内容を先方あるいは先方の親会社含めて確認をしたうえでご報告していただ

けると、判断が簡単になりますのでいいかなと思いますので、よろしくお願い

したいというふうに思います。以上です。 

 

(会長) 

 ありがとうございます。事務局の方でご検討いただければと思います。 

他にご意見等ございますか。無いようでしたら、議題１「地域密着型サービ

ス等の指定」について承認したいと思いますがよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり。） 

 

（会長） 

それでは、議題１は承認されました。 

続きまして、報告２ 資料№3「介護保険条例の改正について」事務局から説

明をお願います。 

 

（介護保険課長） 

報告２、資料３．介護保険条例の改正についてご説明いたします。 

この改正につきましては、令和２年３月３０日に公布され同年４月１日から

施行された、「介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政

令の一部を改正する政令」において、低所得の方の保険料の減額賦課に係る減

額幅の基準について定められました。この減額措置を令和２年度の介護保険料

から適用させ、納付書発送や年金天引きなどの処理に反映させるために、松戸

市の介護保険条例を市長専決処分で改正いたしました。このことについては、6

月議会で承認をいただく予定となっております。 

内容でございますが、６５歳以上の第１号被保険者で低所得の方の介護保険

料の軽減強化でございまして、上段の中ほどの表が令和元年度の保険料で、網

掛けの第 1 段階から第 3 段階の方が対象でございます。今回の改正によりまし
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て、右側の表、第 1段階の保険料率が 0.075、金額にして月額 410円下がり、月

額 1,540円、第 2段階の保険料率が 0.125、金額にして月額 680円下がり、月額

2,370円、第 3段階の保険料率が 0.025、金額にして月額 130円下がり、月額 3,690

円、となります。 

この軽減に伴う影響額は、約 1億 9千万円が見込まれますが、このうち国（1/2）、

県（1/4）併せて 3/4が措置されますので、市の負担は 1/4の約 4,800万円の見

込みで、これにつきましては、9月補正で予算措置する予定でございます。 

その下の表は、国の示す割合ですが、松戸市は、従前から独自に低所得者に

配慮した保険料率としておりましたので、引き下げ率は同じですが、国の示す

料率よりもさらに軽減されることになります。 

令和元年度にも改正しておりますが、今回、令和２年度におきましては、消

費税率 10％への引上げの満年度化に伴い、保険料軽減の完全実施の基準まで減

額幅を拡大させるため、平成３０年度と比較して、第１段階で 0.15、第 2 段階

で 0.25、第 3段階で 0.05の引下げとなっております。 

以上、説明とさせていただきます。 

 

（会長） 

ありがとうございました。ただいまのご説明について、ご意見・ご質問がご

ざいましたら、お願いいたします。 

無いようでしたら、「介護保険条例の改正について」の質疑を終わります。 

続きまして、報告３ 資料№４「新型コロナウイルス感染症対策の状況につ

いて」、事務局から説明をお願います。 

 
（介護保険課長） 
 資料４をご覧ください。新型コロナウイルス感染症対策の状況について、ご

説明申し上げます。 
まず、新型コロナウイルス感染症対策につきましては、継続中でございます

ので、中間的な報告になりますこと、ご理解を頂ければと存じます。 
 資料の 1 ページでございます。現在の感染者数の状況でございますが、お手

元に配布させていただきましたのが、6 月 4 日現在の感染者状況でございます。 
 次に 2 月から 5 月末までで、介護提供サービスの縮小や自主的な休業等を実

施した事業者数は、最大時、提供サービスの縮小１２か所、休業９か所ござい

ました。ほぼ通所系の事業所でございます。 
 次に、対応状況についてですが、新型コロナウイルス対策について、介護保

険課に直接問い合わせがあった質問・相談・苦情等は５月末までで速報値です

が、１８４件ございました。うち１５７件が事業者からの問いあわせ等でござ
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いました。その他は、市民の方、利用者の家族の方、包括、他市町村からの問

い合わせでございます。 
 次に介護保険課の業務の対応でございますが、記載のような対応を取らせて

いただいたところでございます。 
次に、本市独自の対策についてでございます。まず、外出自粛により、デイ

サービス利用などを自主的に控えられたことで懸念される高齢者のフレイルの

予防を強化するということで、屋内・屋外で簡単にできる運動を紹介するリー

フレットを、各町会・自治会並びにヤマト運輸(株)とヤマトホームコンビニエン

ス(株)の協力をいただきまして配布しました。 
 その他の対策について、次のページをご覧ください。 
 介護現場を守るための市の取り組みをまとめました報道発表資料でございま

す。資料に記載はございませんが、令和 2 年 3 月 9 日付で、松戸市介護サービ

ス事業連合会から、マスク等衛生用品の優先的な配布等について、また、令和 2
年 4 月 30 日付で松戸市特別養護老人ホーム連絡協議会から、発生時の対応職員

への処遇強化、医療介護連携体制の連携構築等の要望書を頂いております。こ

のような要望や不安の声を頂いた中で、記載にありますように、①医療従事者

のみならず、感染のリスクを抱えながら奮闘している介護従事者（職員）を応

援する。②感染リスクと働くことの不安をできる限り軽減するための対策につ

いて介護現場を支援する。そして、③市内介護施設で集団感染、いわゆる『ク

ラスター』が発生したことを重く受け止め、介護施設内での集団感染を防止す

るため、安全かつ安心して働ける環境づくりのさらなる対策強化を支援する。

この 3 点が緊急的に必要という視点から、取り組みを検討・実施したものでご

ざいます。 
財政的な支援としまして、『まつどの福祉・介護・子どもを支えるひと応援金』

として、介護施設をはじめ、障害者、子どもに関係する施設で働く職員に対し

て、施設が慰労金や特別手当等を支給した経費を、１事業所あたり２０万円補

助する制度を創設いたしました。 
また、介護施設内での集団感染を防止し、感染リスクと働くことの不安をで

きる限り軽減するための対策を追加で検討し、特別養護老人ホームなどの施設

の飛沫対策整備や職員への感染予防のための宿泊費などの支援を、定員に応じ

て 1 施設 20 万円～70 万円交付する「介護施設等感染拡大防止対策補助金」と、

万一２週間以内に利用者や職員に新型コロナウイルス感染者が２名以上発生し

た場合、職員の危険手当費用や応援職員の確保など１施設当たり１００万円を

補助する「介護施設等クラスター化防止対策緊急補助金」の制度をつくり、一

体的な支援制度を構築したところでございます。 
また、直接的な支援といたしまして、マスク不足の不安を少しでも軽減する
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ため、市の備蓄や寄附を頂いたものなど累計２３,０００枚を市内の事業所に配

布をいたしましました。 
このほかにも、現在、介護施設等での感染防止対策について、現場で実践で

きる具体的方策の検討を、保健所とともに、厚労省新型コロナウイルス感染症

対策専門家会議メンバーである、国際医療福祉大学和田耕治教授など日本環境

感染学会のご協力のもとで進めているところございます。 
最後に、参考といたしまして、介護老人保健施設「あきやまの郷」の状況で

ございますが、別紙の県の報道発表資料のとおり、最大で利用者 29 名、職員 6
名の合計 35 名が感染者となり、残念ながら施設内で亡くなった方１２名、入院

後亡くなった方 2 名、合計 14 名の方が亡くなっております。なお、5 月 22 日

には、全員陰性になったことが確認されております。 
 以上説明とさせていただきます。 
 
（会長） 

ありがとうございました。 

この件は現在進行形の大きな課題ですので、少し時間を取ってご意見ご質問

を承りたいと思いますのでよろしくお願いいたします。いかがでしょうか。 

 

（委員） 

 資料のカラーのページですね。これに財政的支援という項目がありまして、

最初黄色で出ている、介護・子どもを支える応援金というのは、市のホームペ

ージで見たとき大変うれしく思いました。いやよくやったなと思ったんですが、

金額を見ると 20万円、1施設 20万円とあります。例えば「あきやまの郷」の場

合、定員が約 100名で、施設で働く人たちが約 50人いるのですね。20万円を

50人でもし分けるとすると、単純に割ったとして 4000円ぐらいですね。もうち

ょっと何とかならないかなと、こう思ったのですが、ここの文章を見ますと施

設に対して 20万円を出すと、それは上乗せした慰労金を払った、要は補償金と

して出しましょうと、こんなふうに読めるんですが、補償金を出さなかったと

ころもあるのかもしれませんが、そこにもこの 20万円はいくんでしょうか。 

 

（事務局） 

 実務的なことですので事務局からお答えさせていただきます。 

 今回の応援金の方につきましては、1 施設 1 事業所当たり 20 万円ということ

で、設定をさせていただいております。これにつきましては事業所単位という

形でなりますと、委員がおっしゃっていただきましたように、一つしかない経

営していない事業所だと 20万円ということになりますが、比較的大きな施設の
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場合ですと、特別養護老人ホームというサービス、あるいはデイサービスのサ

ービス、居宅介護事業支援事業所のサービスと、見た目として施設は１施設な

んですが、事業所としては 3つの事業所が入っているという形態がございます。

そういったところにつきましては、それぞれを 1 事業所とカウントいたしまし

て 60万円というような形で、複合的に人数が多くなるほど、事業所数というか

抱えているものも多くなりますので、そのような形で多少金額が上積みできる

ようなという形で設計をさせていただいたところでございます。 

 また、逆に小規模の事業所で従業員数があまりにも少なくて、それを全部慰

労金として出すのはそぐわないという判断をされた事業所もございますので、

その場合につきましては、各施設の従業員さんのご同意を取っていただいたと

いう上で、衛生用品等の備蓄の補充費用というほうにつきましても例外的に使

っていただけるという方法を採らせていただいておりまして、いくつかの事業

者さんにつきましては、そちらの方を選択されるというような事例も今のとこ

ろございました。以上でございます。 

 

(委員) 

 ありがとうございました。 

 もう 1 点、『あきやまの郷』につきまして、お聞かせいただきたいのですが、

一応千葉県のこの資料を見まして、どういう支援をしたかという内容が分かり

ますので、これは了解いたしました。ただ今後、こういう事例が当然起こるか

もしれないという前提に立ちますと、介護施設でこういう感染が発覚し、施設

内に感染が広がるということを懸念した場合、今何らかの対策といいますか、

一応こういう手立てでもってやるという、簡単な言葉で言えばマニュアルのよ

うなものが各施設に配るとか、実際におきた施設の方は当然もうそれどころじ

ゃないんですが、そういったような措置が必要じゃないかなというふうに考え

ますが、その点についてはどのようにお考えでしょうか。 

 

(福祉長寿部参事監) 

 資料の一番下にございます通り、今厚労省がやっています、新型コロナウイ

ルス感染症対策専門家会議のメンバーの和田先生並びに日本環境感染学会のメ

ンバーと一緒にどういうやり方をすれば現場の中でまず感染を予防できるか、

また感染が発生したとしてもクラスターにならないかという手段を、医療職の

みならず、介護職の方々にもわかるようなフローチャートを保健所と一緒に作

りまして、マニュアルよりもう少し簡単な一目で分かるように作りこみたいと

いうのがまず１つ、2点目は実際に最近よくテレビで、コロナ対策の避難訓練と

かよくやっていますけど、あれと同様にコロナが施設で起こった場合、どうい
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う実際の対策行動を起こすか、みたいな実際の実地訓練というのを今現状的に

計画している。またそういう動画を撮影しまして、ホームページとかそういう

もので分かりやすく伝えられるように、今準備をしています。その前段階とし

て、今この先生方と一緒に現場の何か所かを現地視察して、どういう問題課題

があるかという整理を行っている最中でございます。以上です。 

 

(委員) 

 わかりました。ありがとうございました。 

 もう 1点だけ、恐縮ですが、『あきやまの郷』でこれだけの感染が施設の中で

広がったということは、基本的には感染が確認された段階で、いうなれば隔離

施設、病床ですね、病院の病床に入院をしてもらうのが一番適切な方法だと思

いますが、残念ながらたぶん病院がいっぱいで入ることができないということ

で、施設に留められたと、こういうふうに聞いております。 

施設の中にいたら当然感染は、素人の考えですけど、これはもういくらでも

広がるでしょうというふうに思われます。したがってこれだけの感染が出たと

いうことは、やはり病床の方に早く入れてもらうことが必要だろうというふう

に思います。当然、市のその分野の担当の方があるいは県の方でもいろいろ力

を尽くして病床の確保することに力を尽くしているだろうと思いますが、なお

そこにぜひ、介護保険課の方で後押しをしてぜひ入れてほしいというような声

をですね、届けていただきたいと、無理なお願いかもしれませんけれども、そ

ういう方向での対応も検討していただきますようにお願いしたいというふうに

思います。 

数字の方は感染者が増えるという点での数字の方はだいぶ収まっていますけ

れども、間違いなく第 2 波、第 3 波がまた出てくることが考えられます。その

際にやっぱり一番大事なのは体の弱い人、高齢者、こういう方がたが極めて危

険にさらされるわけでありますので、その時に『あきやまの郷』のような事例

を繰り返すことの無いように、そういう対策をぜひ取っていただきたいなとい

うふうに思います。あの前段の分はお話をいただいた通りの、そういうご努力

を続けていただければ大変ありがたいというふうに思いますので、そのもう一

押しというのをですね、これはたぶん家族や介護施設の人たちが入院させてく

れ、というのがなかなか通らないことが多いのではないかと思います。そこを

市当局の方でさらに後押しするような、そういうご努力をいただければ大変あ

りがたいというふうに思いますので、よろしくご検討をお願いしたいというふ

うに思います。 
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(福祉長寿部参事監) 

 ただ今委員からお話があった問題ですけれども、たまたま、『あきやまの郷』

といいますのは介護老人保健施設という、施設長が医師ということで、そうい

う意味で、施設内で残って療養された方もいらっしゃる、家族の希望もあると

か、いろんな場合もあって今回はこのような形がとられていたというふうに聞

いております。 

後段の部分で、今後どのような形で考えていくかというところにつきまして

は、居住系の施設、介護老人保健施設、特養、こういうところを中心に常時そ

こにいなければいけない方々をどういう形で病院なり施設なり、施設内で療養

していただいた方がいいのかというようなのを保健所の所長と一緒にフローを

作って、こういうケースは、例えばＰＣＲ検査にもっていって入院の措置をと

るとか、そういうケースバイケースで今検討を行っていますので、ご家族の状

態もありますし、施設の状態もありますけれども、適切なゾーニングができれ

ば、施設内療養も問題の無いという形を取りながら進めていくように、引き続

き保健所と協力しながら進めていきたいと考えております。 

 

(委員) 

 わかりました。ありがとうございます。 

 

（会長） 

その他いかがでしょうか。 

 

(委員) 

ありがとうございます。資料にはございませんけれども、在宅で今後みた場

合にこういった想定はどのように対応されますかという質問ですけれども、例

えば二人暮らしでいらっしゃる方の、介護者側が陽性になられた場合、入院な

さったりして、要介護者の方が濃厚接触者として独居になられるという場合は、

なかなかサービスが入っていくというのが難しく、ケアマネジャーが調整に苦

慮するのではないかというふうに想定されるんですけれども、こうした場合想

定して何かご準備をなされているかということについてお聞かせいただければ

と思います。 

 

(事務局) 

 現在そういったご相談も、ケアマネジャーのほうから頂いたり、市のほうで

も承っております。検討段階ではございますけれども、濃厚接触をされた方、

保健所の方と相談しながらという形になると思うんですが、「中間施設」のよう
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なところで、陽性となった場合のリスクを考えたうえでの介護をしていく方で

あったりですとか、退院後の一定期間 2週間といったところで対応が必要な方、

再陽性になった場合にも対応というところで、中間施設のようなものができれ

ばいいなというところで検討している状態でございます。 

 

(委員) 

 ありがとうございます。おそらく色々なことが現在進行形で検討しながらと

いう形になると思うのですけれども、こういった件に関しては個々のケアマネ

ジャーの調整の範囲を超えておりまして、他の地域ではショートステイ等利用

できない状況で困っているというケアマネジャーの声もでてきておりますので、

ぜひともバックアップをお願いいたします。 

 

(会長) 

 今のご指摘重要だと思います。特連協でいろいろ要望を出されたということ

ですね、追加ご発言を頂けますでしょうか。 

 

(委員) 

 そうですね、今話題になっている『あきやまの郷』なんですけれども、うち

が町内なんですね、施設自体が。4月半ばに実際あきやまの郷さんが発生してと

いうところで、報道される前にたまたま情報をキャッチして、直接電話をさせ

ていただいて確認をとらせていただきました。その時に、もうやっぱり陽性に

なられた方が職員にも出始めたという話を受けまして、それまでは大変だ大変

だと思いながらも、どこか対岸の火事のように正直感じていたところがあった

んですけれども、実際それが報道され始めてからはですね、本当に対岸の火事

じゃなくて実際に町内で起きていることなんだなと肌で感じ、なおかつ危機感

すら感じたという感じになります。隣の施設で特養をやっているということと

同じ敷地内に保育園を運営しているんですけれども、まさかと思ったんですけ

れども、ニュース等で報道されている通り、誹謗中傷がこちら側にも電話が来

まして、本当に 1 週間ちょっとかな、苦情の電話を含めて止まらない状況の中

をずっと 2週間来ました。 

現場としましてもバーストしておりまして、1 度だけ、『あきやまの郷』さん

にうちの協議会で備蓄していたマスクをお持ちさせていただいて、実際に現場

を見させていただきました。ただその時にさらに恐怖を感じたのは、その時の

コロナの発生状況が、かなり 4 月の頭だったので、松戸市自体も結構、全国的

にも首都圏中心に陽性患者が結構大きく出始めたところもあったので、保健所

自体も大変な状況だと思います。そんな中で実際お話を伺った中では職員の数
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も通常の全体の５分の１以下で対応しているというお話だったりとか、保健所

がなかなか動けないという中で、人の支援であったりとか物資がなかなか来な

いような状況の中で、その時その時我々の中では間違いなく介護崩壊が起きる

んだろうなと、そんな中で実際うちの特連協のなかではこのままだと、1法人 1

施設ではどうにもならない中で、松戸市内の 24施設が一丸となって自分たちが

できることというところの中で、人の問題であったりとか物資の問題、そして

もちろん松戸市さんの取り組みには、今回本当に勇気をもらいました。いろい

ろと市のほうにご協力いただきながらというところで、今まで動いてきていま

す。 

現在一旦落ち着いてはいるんですが、我々特連協といたしましては、第 1 波

が全然終わったと思っていません。正直な話。このまま秋口にむけて、６・７・

８月でもう少し、振り返りながら、足りなかった課題、そういったものを洗い

出しして、物資の部分であったりとか、また、介護現場に関しては慢性的な人

の問題がありますので、その辺を各施設と連携を取りながら、もし発生したと

きにどういうふうに支援をしていこうかと、逆に準備を継続してやっていく状

態です。その中で先ほどの特連協のほうから、地域医療の連携も考えながら、

コロナに関しては対応していかなきゃならないという点でいろいろ模索してい

る状況であります。なので、６・７・８が次の秋口までなんとか少しでも第２

波の準備備えにできればなと、現在このようなところでございます。 

 

(会長) 

 ありがとうございます。 

 重要な観点がいくつかあると思います。副会長、ご発言があるとのことです

からお願いいたします。 

 

(副会長) 

 本日は埼玉県の和光市から参加しております。よろしくお願いします。今も

いろいろ議論があったと思うのですけれども、私の方からはコロナに関連して、

2つほど質問をしたいと思います。 

一つ目については参事監から、専門家とのＷＥＢ会議、という報告がありま

したけれども、私の方では日々問題が起こる現場の問題を吸い上げてそれを市

全体に波及していくといった会議体というものがあるのが望ましいかなと思い

ましたが、こういったものは作りうる余地があるのかというのがまず 1点です。 

二つ目については、委員からもご発言がありましたけれども、施設について

はある程度今保健所や県で進めていると思うんですけれども、在宅で介護なさ

っている家族介護者、要介護高齢者の方が感染を起こした場合、次の対応を考
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える必要があると思います。なので、今、市の方から、中間施設という話があ

ったんですけれども、市の方でこのような類型の施設を支援することができる

のかということについて、お話をいただければと思います。以上です。 

 

(会長) 

 ありがとうございます。 

  

(福祉長寿部参事監) 

 まず、会議体についてでございますが、今専門家の方々とお話ししている中

で、対応によるリスクコミュニケーションをちゃんとやっていかないと、こう

いうのは定着していかないし、つながらないだろうというふうに思っておりま

すので、今そういう集約の段階で、いくつかの施設を回って、どんな実際の問

題をお持ちになっていて、例えば私もびっくりしたんですけれども、通路の手

すりのところにアルコール消毒液を置いておくと、間違えて例えば認知症の方

が飲んでしまうとか、そういうものまで発生するという話もありますので、実

際現場の声を今聴いている段階なので、その結果として、私どもが今やってい

ます、感染が発生したところのフローチャート、また現場におけるポジティブ

なアクションチェックリストをちゃんと作って現場に普及して、その中で問題

が起きれば、次の対応として会議体というのもひとつ今後考えられると思って

いますので、今の段階で想定の中にはまだ入っていません。 

また 2 点目の、中間施設につきましては、これまでいろいろなところからの

お話として、病院が退院可能になったけれども、施設に直接戻すのはリスクが

あるので戻せないという話をよく聞くものですから、そういう中間的な施設が

今後必要になってくる可能性があるなというふうには想定しております。 

しかしながら、実際誰が運営してどういう形でやるのかという問題があるの

と、松戸市内に 1 か所ホテルを借り上げて、軽度者が行くような施設ができて

います。しかしながら、よくよく聞くと、その施設も 65歳未満の方しか入れな

いという話があって、65 歳未満じゃないとケアの問題があるので入れないと聞

いたりしますと、やはり仮にそういう方を中間施設で預かったとしても、相当

のケアをできる体制を作るということは、ある意味、施設と同等の機能を持た

せなければならないので、結構ハードルが高いなというふうに現段階では感じ

ておりますので、今後必要に応じてそういうものを冬に向かってですね、考え

ていかなきゃいけない時期だろうというふうに現段階では想定しているだけな

ので、具体的には至っていないというのが正直なところでございます。 
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(副会長) 

 ありがとうございました。状況は日々刻々と変わっていくと思うんですけれ

ども、継続的に検討いただきたいということと、一部は介護保険事業計画の中

に入れつつ、市としての方針をまとめていくということになると思いますので、

ぜひよろしくお願いいたします。 

 

(委員) 

 コロナウイルスの関係で、実は欧米諸国に比べまして、我が国は老人福祉施

設についてはクラスター感染が非常に全国的にみると少ない状況です。これは

いち早くこれまでの経験で高齢者施設が面会や外部からの感染経路を遮断する

ために、いわゆるロックダウンしたというところによって、家族の面会もでき

なくなったり、外部からの侵入ができなくなったことで、結果として感染の抑

止につながっているわけですが、先ほどのご議論がありますように、高齢者施

設にいったんクラスターが発生しますと、一気に重症化してこれは医療を脅か

す話になりますので、感染者が出てから医療でどう受け止めるかという話の前

に、いかに高齢者施設でくい止めるかということのほうがやはり最重要に考え

なければいけないので、やはり高齢者施設をはじめ事業所によって感染防止対

策に市としても引き続きご尽力ご協力をいただきたい。 

特に防護服などについての不足が全国的にやはり逼迫しておりますので、マ

スクは大分良くなってきたんですけれども、防護服などにについてお願いをし

たいと思います。それから先ほど事務局からご説明いただきました松戸市の取

り組み、これは国も都道府県もそうなんですけれども、様々な施策を見せて頂

くんですけれども、事業者に本当にちゃんと伝わっているのかどうか、周知さ

れているのかどうか、特に事業者の今の現状から言いますと即時性、本当に切

迫した状況でありますので、すぐに使えるようなものにならないといけないし、

手続きがそれに伴って簡便でなきゃならないということもありますので、そこ

ら辺に最大限のご配慮をいただければというふうに思っております。 

それから最後ですが、今回私どもで新型コロナについて全国の調査を実施い

たしました時に、「ＢＣＰ」いわゆる事業継続計画について聞いてみたんですけ

れども、介護事業所が継続的にサービスを提供し続けさせなければなりません

ので、その対応においてＢＣＰについての内容状況をお聞きしたんですけれど

も、ほとんどの介護事業所においてＢＣＰについては、東日本大震災の時に注

目されまして、ほとんどが災害対応として作っています。この後新型インフル

エンザが流行りましたので、一つ前の新型インフルエンザに対応したＢＣＰに

書き換えている、更新している事業所はほとんど少なくてですね、増してや今

回の新型コロナに対応した事業継続への対応が、ほとんど全国でできておりま
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せんので、こういったＢＣＰの策定については今後のことだろうと思いますが、

介護事業所のサービスを途切れさせることなく、継続的につなげていくために

ＢＣＰの策定についても、情報提供をはじめとして市の支援をいただければと

思います。以上です。 

 

(会長) 

 ありがとうございます。 

 

(福祉長寿部参事監) 

 まず第 1 点目のことでございますが、改めてフローチャートを作っています

と、実は平時の対策、感染予防のことをどうやって考えるかによって展開が変

わると、どれだけ平時に準備できているかというのが実は重要で、起こってか

らでは委員のおっしゃる通り遅いという部分がございますので、いま平時にど

れだけ準備するかという視点で考えていくというのが 1 点と、その平時の中で

ＢＣＰを合わせて考えられるといいなというので、今アクションのチェックリ

ストを作らせていただいております。 

 

(事務局) 

 補助金の簡素化につきましては、事務局の方からお答えさせていただきます

が、やはり今委員からご指摘をいただきましたように、できるだけ迅速にしな

ければいけないというところで、通常ですと役所の補助金というのは事業が終

わった後に清算をする形で補助金を出すと、一時金としては立て替えをしてい

ただくというのが通例でございますが、今回の応援金しかりその他の補助金に

つきましては概算払いということで、上限額までを先にお支払いさせていただ

くような制度を使わせていただいて、最終的に清算をしていただくと、状況が

落ち着いた中でやっていただくというような設計で取り組ませていただいてい

るところで、少しでも簡素になるようにと、また早く届くようにというところ

の配慮をしているところでございます。以上でございます。 

 

(委員) 

 事業所側の人間からすると助成金とか申請手続きについては本当に難しい対

象で、本当に使わせてくれるのかなと思うくらいの申請関係なんですけども、

今お話しあった通り、今回の申請にあたってはこれで本当にいいのかな、って

こちら側が思ってしまうくらいの、通常よりも簡素化されているものなので、

事業所側としても結構ほかの事業所さんの方々とお話しても、今回本当に松戸

市さん簡素化してやってくれているよねというのが事業所側の感想だと思うの
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で、一応補足まで。 

 

(会長) 

 ありがとうございました。たくさんの論点が出ましたけれどもいかがでしょ

うか。 

 

(委員) 

 委員のほうからもありましたが、今年確か 3 月くらいから、特養なんかでも

面会謝絶が始まってまして、今回非常事態があってずっと面会謝絶状態が続い

て、たしかにクラスター発生と感染は大事なんですが、結構特養だとか施設の

中には毎日通ってくる身内の方だとか、そういうところで逆に言うと利用者さ

ん側の立場から見ると、やっぱりそこで会えないという状況が続く状況で結構

精神的にいろんな状況が起きたんじゃないかって、やむを得ないとは思うんで

すけれども、ですのでこれからたぶん続くと思いますので、中に入って面会す

るのは無理としても、うまく面会などができて利用者さんの顔を眺めるような、

大変でしょうけど、そういう仕組みを考えていただけるとありがたいなと、あ

くまでも、そういうこともあるのかなと。以上です。 

 

(福祉長寿部参事監) 

 実際にいくつかの施設を回ってきたところ、オンライン面会が徐々に始まっ

ていると、今スマートフォンから『ＬＩＮＥ』上でビデオで会話できたりして

いますので、徐々にそういうふうなことが始まってきているというのは喜ばし

いことだと思っております。 

あと、どうしても居住系の施設は持ち込むのは職員か面会者外部の方の可能

性がとても高いので、異常に怖がっているというのが事実と思います。 

 

(委員) 

 面会に関しては大きくいうと、松戸市内の特養の話ですと大きく 3つかなと、

今参事監からお話があった通りで、オンライン系の面会でという形をとってい

て、うちの施設もオンライン系面会で、あともう一つはどうしてもそういった

環境がないよという方に関しては二通りですかね、一つは時間と人数と場所を

制限して、どうしてもというときに関しては面会を施設の中で一部限定して面

会しているケース、もう一点お話を伺っているのは、涙ものだなと思うんです

けれど、ガラス越しに、というような、取り組みをされているところもあるの

で、松戸市内の特養さんでいくとこの３点が今一番大きいのかなというふうに

は思っております。 
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(会長) 

 ありがとうございます。 

 私からも一点、お尋ねしたいんですけれども、先ほど委員からもお話があり

ましたけれども、実際に感染者が発生した施設等に関連して、そこに対する誹

謗中傷があったということであったり、関係ないけれども風評被害を受けた医

療従事者や介護従事者、現にいらっしゃるという報道もされています。これは

非常に困ったものだなと思いますけども、何らか対策を講じる必要があります

けれども、国民の理解の部分は地道に高いところでやっていくしかないと思う

んですけれども、ひとまず、情報が不足していることによる不安感というか、

非常に疑心暗鬼が生まれたり、どこまで気を付ければいいのかわからないくな

って、不安が高まっているという状況があるんじゃないかと思います。 

そういう意味で、実際に市内で感染者が発生したというときに、その方が一

体どこの介護関係の利用者さんなのかとか、どこまで影響が及んでいるのかお

互いに事業者同士もケアマネジャーさん等も分かっていないと、一体どうした

らいいのかとお互いに分からなくなってしまうと思うんですけれども、実際の

感染者の状況は都道府県が管理をして対応していることだとは思いますけれど

も、市や現場としてできること何かございませんでしょうか。 

 

(福祉長寿部参事監) 

 『あきやまの郷』の事例で言えば、『あきやまの郷』の情報提供は県が初めて

でした。施設としては発表ではなかったんですね。他方で、市川の施設、あち

らは法人として情報提供したという差が、実際生じているようです。 

今後介護施設におきましてこのような状況が発生した場合、今回を教訓に、

もうちょっと市の関与を、そういう意味で今保健所と連携を深めているところ

でありますので、今会長がおっしゃられたように、今後は情報をある程度市で

把握してどこまで公開できるか、全国的にみると公開している市がありますの

で、相手側の了承もあるんでしょうけれども、そういうことについて少し踏み

込んだことを検討できればというふうに考えていきたいと思います。 

 

(会長) 

 ありがとうございます。クラスター防止対策の補助金というのは全国初だと

いうことですし、松戸市の取り組み非常に画期的なものが多いと思いますので、

今回非常に頑張っていただいていると思うのですけれども、こういうところを

うまく使うと、実際に市内の病院で発生したクラスターも、病院が情報公開を

しておりました。ですので、都道府県の発表はどうしても遅れ遅れがちになっ
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てしまうようですので、自ら発表するもしくは発生したところが市に情報提供

する形で必要な人たちに伝わることができたらいいんじゃないかと思います。 

 たくさんのご議論いただきましたけれども、よろしいでしょうか。例えば中

間施設なんて言うのはあったらいいなと思います。今になってみれば医療機関

は入院した方とか手術の方全員調べるということも実際始まっているようです

し、今現在だったら海外から帰国した方、14 日間留め置くということも当たり

前になっていますので、たしかに赤ちゃんが濃厚接触者になっても、高齢者、

要介護者が濃厚接触者になってもみんな困るんですけれども、ひとまず宿泊療

養が確保できるように全国なりつつある、次のステップとしてたぶん特殊事例

に対応できるところが必要だということはきっと共通の認識だと思いますので、

あとはそれをスピード感を持って実行できるのかどうか、ぜひ市町村の力によ

ってかなり差が出てくると思いますので、ぜひご検討お願いいたします。 

それから副会長からご発言がありました、会議体という話は、やっぱり現場

の不安の声が本当はたくさんあると思うんですけれども、なかなかこの聞く機

会が、意図的に作らない限り無いと思うのですね、ですので例えばアンケート

調査を定期的に行っていただいて不安を吸収するですとか、何かご発言や課題

を問題提起できる場を設けていただくと、それが先ほどの専門家会議のような

方の大所高所からのアドバイスもありがたいんですけれども、草の根と両方か

らやっていただけるとよりよい取り組みにつながっていくのではないかと、ぜ

ひご検討いただければと思います。 

 

(介護保険課長) 

 一つ今の関係で、今後次期計画に向けてですね、介護従事者の方にアンケー

トを実施する予定になっております。その中で新型コロナの関係の項目を追加

させていただいて、ご質問をさせていただく予定になっておりますので、介護

従事者の声が聴けるのかなと思っております。 

 

(会長) 

 ありがとうございます。すごくいい案だと思いますけれども、物事の取りま

とめや対策の検討が計画と一緒だと少し遅くなるかなという恐れもあるかなと

思いますので、スピーディーに扱えるように情報処理をやっていただければと

思います。 

 よろしいでしょうか。ではこの話題はここまでにさせていただきます。 

続きまして、報告４ 資料№５「次期介護保険事業計画の策定状況について」、

事務局から説明をお願います。 
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（介護保険課長） 

 資料５ 次期計画、第 8 期の介護保険計画の策定状況についてご報告いたし

ます。 

 資料の 1 ページのイメージ図をお願いいたします。本市の計画策定に関しま

しては、真ん中に記載をしております、「高齢者保健福祉推進会議」におきまし

て、全体を統括した議論が行われ、市長への答申をまとめていく体制となりま

すが、その中で、この介護保険運営協議会と、松戸市地域ケア会議におきまし

て、より現場に近い部分で議論された内容を、高齢者保健福祉推進会議の議論

につなげていく体制をとっております。 

そこで、この介護保険運営協議会におきましても、施設の利用状況、給付状

況を分析することによりまして、計画策定につなげる議論を行うことになりま

す。この議論は、資料を整えまして、次回第 2 回の運営協議会で検討していく

予定でございますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 そのうえで、基本的な考え方につきまして、2ページをお願いいたします。こ

ちらは、厚生労働省が示しております、次期計画に向けた介護保険法等の改正

の考え方のイメージ図でございます。団塊ジュニアが６５歳に到達し始める、

2040 年へ向けた計画ということが書かれております、2025 年からさらに 15 年

後、いわば団塊ジュニア世代の高齢化に合わせてのスパンということになりま

す。 

 その他、健康寿命の延伸としての予防、認知症対策、地域の特性に応じた施

設などの基盤整備、そして、人材の確保ということを視野に入れた介護現場の

革新が挙げられております。 

 次のページには、さらに国の基本指針により、細かく計画で盛り込むべき事

項が記載されております。 

 このように示されている項目に加えまして、今回の新型コロナウイルスのよ

うな感染症対応ですとか、ポストコロナあるいはウィズコロナという新しい社

会状況に対応する要素等をも踏まえながら、松戸市独自のものを加えていくこ

とになります。 

 最後 3ページは、現段階においてのスケジュールを記載しております。 

 次回の運協で主に施設整備にかかわる考え方をご議論いただきまして、8月に

予定されております推進会議で報告し、施設に関して大まかな方向性を固めた

うえで、細部の給付状況や施策的要素について詰めていく形で考えております。 

 しかしながら、新型コロナウイルスの関係で、国からの通知等が遅れ気味と

なっております。今後の状況によっては大きく変更を余儀なくされることも考

えられますので、あくまで、現時点ということでご理解いただければと存じま

す。 
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 以上でございます。 

 

（会長） 

ただいまの説明について、ご意見・ご質問がございましたら、お願いいたし

ます。 

 

（副会長） 

 次期運営協議会でこの計画についても扱うということだったんですけれども、

計画策定にあたって各種いろいろなアンケート調査をやられていると思います

が、実施の状況とか取りまとめの状況を教えていただきたいというのが、まず 1

点目です。 

2点目については同時に日ごろから地域ケア会議などを行われて、それがどん

どん上に上がっていって市全体で推進会議のようなものも行われていると理解

していますが、ボトムアップ型の市の課題抽出というものが、ひょっとしたら

コロナの状況によって遅れているかも知れないですけれども、それを計画に反

映させるような流れができているかの 2点をお伺いしたいなと思います。 

3点目ですけれども、さきほどのコロナと関連するんですけれども、計画のと

ころで、規制改革といいますか、地域密着型サービスで今通所サービスがたい

へんな状況だと思いますので、要介護者を守るためには訪問型サービスに切り

替えていくなんてことに柔軟に対応できる仕組みを、市が優先的に整備して行

くことが、全国的にはまだ行われていないですけれども、松戸モデルとして発

信していくことについては意味があると思いますので、そういったこともアン

ケートしていただきたいと思います。その際、冒頭、保健者機能強化推進交付

金について使いづらいというお話があったんですけれども、例えば上乗せサー

ビスとか、横出しサービスについては使えるということになっておりますし、

２０２０年度からは一般会計予算についても柔軟に事業を考えても良いとなり

ましたので、そのあたりをぜひ前向きにご検討していただきたいなと思います。

というのは私、総合事業懇談会というのを松戸市に立ち上げていただいて、今

総合事業の見直しをしていただいているところだと思いますので、そういった

動きを形にしていくところに、さきほど参事監がおっしゃられたように、コロ

ナ対応ということを考えていただければと思います。 

長くなりましたが 3点ほどよろしくお願いいたします。 

 

（高齢者支援課長） 

 まず 1 点目、計画のアンケート調査の進捗ということでまとめということで

ご質問いただきましたけれども、当然アンケート調査を現在進めさせていただ
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いておりまして、最初の調査をこれからやるところですけれども、調査の進捗

状況等につきましては、運営推進会議とあわせて介護保険運営協議会と両方で

ご説明させていただきながら丁寧に進めさせていただきたいと思いますので、

よろしくお願いしたいと考えます。まとまり次第ですね、この会でご説明させ

ていただきたいなと思います。1点目につきましては以上でございます。 

 

（地域包括ケア推進担当室長） 

 続きまして地域ケア会議に関しましては、それぞれの年に２回、市の地域ケ

ア会議行っておりまして、今まで何年か積み重ねてきた地域の課題はきちんと

毎回議論されているところではあるので、この課題をきちんと計画の方に反映

させていきたいというふうに考えております。 

 

(事務局) 

 保険者機能交付金に関するご指摘を頂戴しています。先ほど介護保険課長か

ら申し上げましたことと重複する部分がありますが、やはり今後の計画で位置

付ける事業の財源として有効に活用していくということで、今現在、先ほど副

会長からご提案いただきました総合事業の見直しの中での問題ですとか、いろ

いろ各種の課題のどういったものに対応できるかというのは、いずれにしても

進めていかなければいけないと考えております。 

加えまして、計画全体の中の構成で申し上げますと、今回の資料の中でご紹

介させていたのは、国のほうで決めている、求められている部分でございまし

て、プラス市の独自のものというところでは、現在までの部分を踏襲していく

ものも当然あると思いますが、今回先ほどもございましたけれども、ウィズコ

ロナ・ポストコロナですとか、今年新たに発生した部分のもので、しかも今ま

での前提と違うところをやらなければいけないところもございますので、ある

意味、そういった幅広いものに対応できるような形の財源として、保険者機能

交付金をどのように活用していくかというのは大きな柱になってくると思いま

すので、こちらでご意見いただいたものプラス、推進会議、地域ケア会議でご

意見いただいたものを参考にいたしまして計画の方は進めさせていただきたい

と思います。 

 

(副会長) 

 ありがとうございました。 

 

（会長） 

 ありがとうございます。よろしいですか。 
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(委員) 

 計画策定についてですけれども、第６期から第 7 期に移行する際に、一番問

題だったのは人材確保、その時も相当足りないと指摘されました。今回第 7 期

から第 8 期に移行する際の人員確保は、今回コロナで相当大変なんじゃないか

と懸念しております。 

一例を申し上げますとこの間外国人技能実習生、特に介護領域、介護職が追

加されましたが、政府としては生産年齢の人口の減少に伴う人材確保というこ

とで、外国人の受け入れ、介護人材の受け入れについては相当門戸を広げたと

ころでございますが、すでに外国人技能実習生については 1 万人ほど国内に入

ってきていますけれども、これが今回の新型コロナで止まっております。従い

まして、新規の入国が止まっている状況の中で、これが長引くとなると外国人

の介護人材の入国も見込めなくなる、さらに介護人材の確保が相当困難となる

ことが予想されますので、この辺第 8期計画の策定において特に人材のところ、

以前いただきました資料の参考資料の２『いきいき安心プランⅥまつど』を拝

見しましても人材確保については重視されておりますので、ぜひその辺は十分

計画の中でご審議いただきたいと思います。意見でございます。以上です。 

 

(会長) 

 ありがとうございます。では今ご発言頂きました２つのことに関連しますけ

れども、高齢者支援課長からお答えいただいた市民アンケートの集約はいつご

ろ仕上がりそうでしょうか。 

 

(福祉長寿部参事監) 

 昨年度実施したものにつきましては、今単純集計が終わっているという報告

を受けております。今年度実施する予定のものについてはこの 6 月以降実施す

ると聞いていますので、少なくとも先に実施した昨年度分の単純集計について

はサマリーをみなさんにご報告できるようにすぐ準備させていただくようにし

ます。今年度分については出来上がり次第ご周知するようにいたします。 

 

(会長) 

 ありがとうございます。この資料の最後のページを見ますと、計画策定の推

進会議が、間が空いていて、8月の予定になっているということですね。もちろ

ん年度末までに計画を完成させなければいけないわけですので、非常に時間が

迫っているかなと、それでこの運営協議会と地域ケア会議での議論を反映させ

る必要がありますので、これから実施する事業者の調査をやらない限り、結果
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が出るわけがないですので、これは急いでいただきたいですし、すでに終了し

た市民の分はできるだけ早急に、推進会議委員はもちろんですけれども、運営

協議会の委員にもぜひご報告いただければと思います。そして次回 7 月末のこ

の運営協議会で給付分析にかける時間をさいて検討することになると思います

ので、あわせて市民の事業者のアンケート結果を踏まえて議論できることもや

らせいただければと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 それから副会長からお話がありました、交付金の使途に関する議論というの

は、これも 7月にある程度議論することになりますでしょうか。 

 

(事務局) 

 7月の方では、全体の時間ですとか、保険者機能交付金の使途自体が非常に幅

広いものがありますので、次回に限定するというものではなく、その他の各種

の施策は、施設整備などがある程度見えてこないとその先になかなか進めない

ということもございますので、7月運営協議会につきましては施設整備関係の議

論を優先させていただいて、その上で今おこなわれているアンケート調査ある

いは市民アンケート調査のもっと詳細な、クロス集計その他データを集めたも

のを分析しながら進めていければなと考えております。 

 

(会長) 

 わかりました。7月次回は給付分析特に施設整備に関連するところにできるだ

け時間を割く、そして市民アンケートや従事者アンケートの中から見えてくる

ような方向性があれば、そういう議論ができればということでしょうか。交付

金の話はもうちょっと先になるかもしれない。ありがとうございます。 

 そのほかいかがでしょうか。 

 

(委員) 

 基本指針案の任意記載事項にございます、４の認知症施策の推進、新規追加

項目についてお聞きをしたいと思います。 

これに関しては任意項目で、新規に追加されたのは素晴らしいと思うのです

けれども、前回の介護保険法の改正で第 5 条の２のところで、努力義務規定と

して、認知症施策の推進にあたっては認知症である者、及びその家族の意向の

尊重に配慮するよう努めなければならないという規定があるんですけれども、

この意向をどのように吸い上げていくのか、具体的なところをどのようにされ

ているのかというところを教えていただければと思います。 
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(地域包括ケア推進担当室長) 

 ありがとうございます。本人ミーティングとか、本人から意見を聴取するよ

うな体制を考えている最中に、今回コロナのような状況になってしまったとこ

ろで、まだ直接的にはなかなかお話を伺えていないというところですが、昨年

度千葉大学の大学病院の方でやっている、若年認知症のコーディネーターがい

らっしゃるのですけど、その方が設定をして、松戸市に若年性認知症カフェが

あるんですが、そこがちょっと広げた形で近隣の方も来ることができる形で参

加していただいて、そこでの意見とかはこちらのほうで伺ったりしているとこ

ろではあるんですが、松戸市にも２０か所以上認知症カフェがありますけれど

も、開催は今できていないですけれども、そういうところから、認知症の方、

家族の方からの意見というものは拾える可能性はあると思っていますが、今の

ところそこは検討中になっております。 

 

(委員) 

 ありがとうございます。非常に厳しい中で情報収集していかなければならな

いという苦心がよくわかりました。地域のサービスとしてはやはり若年性とい

うところでは介護保険の中では対応できるのは、まだまだ今後の課題となって

くると思いますので、若年性認知症の方のニーズを把握することも必要で、あ

とは高齢の方ですね、まさに 85歳以上の人の方が認定率、給付率が高くなって

いきますので、高齢の認知症の方のご意見、なかなか出てこないという部分も

あると思うんですけれども、バランスよく吸い上げていただけるように、限界

がなかなかあると思うんですけれども、工夫をお願いできればと思います。 

 

（会長） 

重要なご指摘ありがとうございました。 

他にご意見等ございますか。よろしいですか。無いようでしたら、報告４ 資

料№５「次期介護保険事業計画の策定状況について」の質疑を終わります。 

最後に８ その他としてご意見・ご報告事項はありますか 

 

（事務局） 

 事務局からはございません。 

  

（会長） 

他にご意見等ございますか。 

それではこれで、本日の議事は全て終了しました。私からは、以上です。 

進行を事務局にお返しします。 
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（司会） 

川越会長 ありがとうございました。はじめての一部ＷＥＢでの会議という

ことでしたので少し手際が悪く申し訳ございませんでした。 

最後に、事務局から連絡事項がございます。 

次回の開催につきましては、7月３０日（木）午後 2時からを予定しておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

本日、お車でお越しの方がいらっしゃいましたら駐車券を職員にお申しつけ

下さい。また本日、新任の委員さんにつきましては書類をお願いしております

ので、よろしくお願いいたします。 
以上をもちまして、令和２年度第１回松戸市介護保険運営協議会を閉会いた

します。本日は長時間ありがとうございました。 

 

 


