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令和 2年度 第 4回松戸市介護保険運営協議会議事録 

 

開催日時  令和 3年 2月 18日（木）午後 2時から午後 4時 20分まで 

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） 

      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 ※オンライン出席  

      久 留 善 武  委員 ※オンライン出席 

      小 泉 裕 史  委員 ※オンライン出席 

小松﨑 康 文  委員 ※オンライン出席 

石 澤 利 章  委員 ※オンライン出席 

小 川 早 苗  委員 

小 島 可代子  委員 

      宮 本 哲 男  委員 ※オンライン出席 

石 井 峰 義  委員 ※オンライン出席  

丸 田 敬 子  委員 ※オンライン出席 

山 崎 佳 子  委員 ※オンライン出席 

参考人   真龍寺 友 章  氏  ※オンライン出席 

 

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  長島地域包括ケア推進担当室長、加藤補佐、 

川鍋保健師長、関根主査  

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、染谷主幹、蟹江主査、小野主査 

  

傍聴者     4名 
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令和 2年度 第 4回松戸市介護保険運営協議会議事録 

 

日時：令和 3年 2月 18日（木） 

午後 2時 00分～午後 4時 20分 

場所：市役所 7階大会議室 

 

開会に先立ち、会長より松戸市介護支援専門員協議会選出の委員が欠席する

ことに伴い、同団体会長から参考人を出席させたいと依頼があったことにより、

参考人の出席を認めることについて発議があった。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第７条の規定により、出席委員全員の同意により、

真龍寺友章氏が参考人として出席した。 

 

 

（会長） 

それでは、第 4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。 

本日の傍聴はありますか。 

 

○○○様他 3 名から、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） 

まずは次第にはございませんが、新型コロナウイルス感染症対策関係につい

て、事務局から報告をお願いします。 

 

（事務局） 

それでは、新型コロナウイルス感染症対応の状況についてご報告をいたしま

す。当日配布資料を用いまして説明させていただきます。 
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松戸市ホームページ公開資料からの抜粋を参考資料としてお配りさせていた

だいております。昨日 2月 17日現在までの最新の状況でございます。 

1枚目ですが、昨日までの累計として、他市他県発表分含め 2,149名の方が陽

性者となっています。感染者数の推移ですが、下のグラフをご覧いただきます

と、年末から年明けにかけて非常に多くなっているのが分かります。直近のト

レンドにつきましては、2枚目のスライドになりますが、1月 7日緊急事態宣言

以降の推移となっております。ご覧いただきますと、1 月 17 日をピークとして

減少傾向となっております。 

 次のページから、東京都と松戸市の感染者の比較、また、近隣市との比較や

直近 2 週間の隣接地域の新規感染者数の分布図等がございますけれども、こち

らの方は割愛させていただきます。 

 次の資料といたしまして、高齢者施設における感染状況というグラフが表紙

になっている方をご覧ください。ここからは介護施設や事業所の利用者、職員

の方の状況をご報告します。このグラフでは、前回の協議会以降、11/1～の報

告日ベースの週ごとの感染状況の推移を示しております。オレンジが職員、黄

色が利用者、介護保険施設以外のサ高住やケアハウス、住宅型有料老人ホーム

の関係者は青で表現をしております。また、青の折れ線につきましては事業所

数を表しております。ご覧いただきますと分かりますように、3つの大きな波が

あり、その中では、赤の点線で囲んでおります 5 人以上のクラスターが発生と

いうところが介護関係施設で 2 回ございまして、それ以外の施設で 3 回という

形でしたので、合計で 5 回クラスターが発生したことになっております。その

うちの 3 つがサ高住やケアハウス、有料老人ホームといった比較的利用者本人

が出入りしやすい施設で発生しているということが分かります。特にこの中で

一番多くなってきているところでは、1/10 の週ですが、報道発表もされました

が 1/14 に『GH ユーカリ新松戸』で利用者 11 人、職員 10 人、合計 21 人という

比較的大きなクラスターが発生しました。11 月以降の類型で申し上げますと、

介護保険事業所関係では、職員 31 人、利用者 31 人。それ以外の施設では、職

員 6人、利用者 19人で合計職員 37人、利用者 50人が陽性になっています。な

お、残念ながらお亡くなりになった方が 3名いらっしゃいます。 

ただ、先ほど部長のあいさつでもありましたが、大規模なクラスターを除き

ますと、各事業所とも 1人ないしは多くても 2人までにとどまっておりまして、

早期に適切な拡大防止対策を実施して頂いたことで、拡大を食い止めて頂いて

いると認識しています。 

また、この間、地域密着型サービス各施設では書面によって運営推進会議を

行っていただいていると伺っておりますが、その中の議事録等を拝見しますと、

利用者家族の方からも、各施設の介護職員が自律的に感染防止対策を真摯にし
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っかりやっていただいていることへの感謝ですとか、介護職員への敬意という

ものも意見として寄せられているご報告もいただいております。まさに、大変

なご努力を頂いているところで何とか抑えられていると認識しております。ち

なみに、1 月 31 日の週以降本日までのところ、利用者では 0、職員で 1 名のみ

であります。なお昨年 4 月以降の累計では、介護保険の指定施設以外も含めま

して、介護関連の利用者で 92 名、職員 52 名、合計 144 名が陽性となっている

ということで把握をしております。  

次のページ、これら新型コロナウイルス感染症に係る対応(介護保険課分：11

月以降)につきまして、ご報告いたします。各種通知・情報提供（国・県発出の

通知等）などといたしまして、 市内介護保険指定事業所およびその他の高齢者

施設に向けまして、11 月には感染予防策の徹底、知識だけではなくて実際の手

技・技術的なものについても再度通知をさせていただきまして、12 月末につき

ましては、年末年始の閉庁日を含めた連絡体制の周知、コロナ対策本部で実施

しております PCR 検査の助成ですとか、市の取り組みにつきましては随時発信

させていただいております。 

次に訪問ということで、こちらは陽性者の発生の報告を受けたときに施設へ

の訪問をさせていただいております。 

 こちらにつきましては、指定や指導の権限によってではなく、地域密着型サ

ービス以外も含めまして、本市の被保険者の方が多数利用しているというとこ

ろで、保険者の責務として、状況把握、助言を行うという観点で訪問をしてお

ります。今現在、陽性者発生の報告を受けた場合、当日又は翌営業日には介護

保険課の職員が訪問して、拡大防止・事業継続のための助言や支援を実施して

おります。 

また併せまして、1/20～松戸保健所長からの依頼を受け、訪問時に濃厚接触

者等の調査に関する支援も併せて行っているところでございます。こちらにつ

きましては 3 件実施しております。その他、事業者団体との意見交換をさせて

いただくということで、1 月 13 日には市内のサービス事業所協議会役員との意

見交換会をオンラインで実施させていただいております。 

その他、市民向け情報提供ということで、在宅で介護を受けている方や同居

のご家族の方が、陽性になったり、濃厚接触者になった場合、介護や医療の関

係者がその情報を知らずに、無防備のまま訪問してしまうというようなヒヤリ

ハットな事例も発生したことから、1 月 15 日に急遽市民の方向けのチラシを作

成しまして、事業所さんを通じてお配りいただき、万一の時には連絡して下さ

いということでお知らせしております。また関連といたしまして、市内の居宅

介護支援事業所連絡会で、陽性者の発生の情報を素早くサービス提供事業所へ

の連絡を行うための体制強化について働きかけを行っていただいたということ
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で、その周知についてもご協力をさせていただいております。 

続きまして、陽性者発生時のローカルルール作成への協力ということで、松

戸市医師会の在宅ケア委員会という医療・介護の関係団体が集まっている会議

の場ですが、その中で連絡体制を整えるための松戸市なりの取り決め、ローカ

ルルールを整えておくという取り組みをされておりまして、それにもご協力を

させて頂いております。 

最後のページですが、10 月の本協議会で、千葉県が整えております介護職員

の応援体制についてご紹介をさせていただきましたが、その後在宅で介護を受

けている方が濃厚接触者となった場合の体制について、整備されましたので、

千葉県のホームページに紹介されたものでありますが、短期入所療養介護サー

ビス、いわゆる老健ですね、こちらの方にショートとして一時的に利用ができ

るというようなスキームを県の方で構築したということで我々のところにもご

報告いただいております。東葛北部では、4床確保されているということになっ

ておりますので併せてご紹介させてただきました。以上コロナウイルス感染対

策としてのご報告とさせていただきます。 

 

（会長） 

ただいまの説明について、ご質問やコメントなどございましたら、お願いい

たします。新型コロナウイルス関係の話題はこの時間で承りたいと思います。 

 では、お願いします。 

 

（委員） 

 事前に質問させていただきました。コロナの感染者の入院の数よりも自宅療

養が圧倒的に多いということが、1月 14日のデータで 25日の松戸市広報の号外

で新聞の中に入っていたものを拝見し、大変驚いたわけですが、今現在はご報

告にありました通り、100 名程人数が減っているという状況でもありますので、

大変よく分かりました。また、最後にお話しされた介護者がコロナに感染し、

在宅で残っている要介護者が一人になった場合にどうするかということについ

て、県の方で決まりを作りまして、対応する仕組みができているということで

すので、とりあえずひと安心しました。ただ、今後人数が増えることも予想さ

れますが、足元は部長のお話にもありましたとおり、感染者が結構減っている

こともありますので、もう少し様子をみていけばいいのかなと思います。いず

れにしましても、早めの対応をしていただきまして、ありがとうございました。 

 

（会長） 

他にご意見等ございますか。 
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無いようでしたら、質疑を終わります。 

 

（会長） 

続きまして、会議次第に添いまして、議事を進めます。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」について、事務局から説明をお願

いします。 

 

（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、特にお伝えし

たい点に絞って説明させて頂きます。 

1 ページから 5 ページにかけましては、令和 2 年 11 月末日現在の地域密着型

サービスの利用状況を記載しております。 

1 ページ目、18 番のグループホームユーカリ新松戸につきましては、報道等

でございましたとおり、1月中旬に新型コロナウイルス感染症のクラスターが発

生しました。引き続き入院されている入居者はいらっしゃるものの、施設内は

療養解除となったとの報告がございました。 

続きまして 3ページをお願い致します。看護小規模多機能型居宅介護の 8番、

看多機しまむらにつきましては、令和 2 年 9 月 1 日に新規指定を行いましたの

で、現在、市内の看護小規模多機能型居宅介護事業所は 8 か所、定員数は 228

名となりました。 

 続いて 7 ページをお願い致します。実地指導等につきましては、引き続き書

面実施を中心に行っております。ご質問頂きました No.5の事業所につきまして

は、実地指導前に給付実績を確認したところ、一部の要件を満たす利用者のみ

算定できる報酬が確認されたため、事業者に聞き取りを行いました。結果、事

業者の解釈が、国の解釈通知と異なることが判明したことから、改めて説明を

し、全体的に自主点検を実施頂くよう通知を行ったものです。 

指導につきましては、集団指導等で広く伝達した内容について、実地指導に

て個別に運営面や報酬面における実施状況を確認し、必要に応じて指導を行う

ことで、より良いケアの実現を目指すものとなっております。それらを効果的

に組み合わせながら、引き続き指導を行って参りたいと考えております。 

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。ただいまの説明について、ご質問については、配

布されました資料に記載されておりますが、補足ですとか、コメント、あるい

はご説明を聞いた上での質問などございましたら、お願いいたします。 
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（委員） 

加算の取得が少ない施設があるということで状況の確認をお願いしました。

回答がありまして、極力指導しているようにしているということでありますの

で、ぜひそういった接触を引き続きお願いしたいと思います。 

それから、事前の質問には出していないのですが、2ページ目小規模多機能の

訪問件数や通所件数については前回の協議会でも会長からいくつか質問が出て、

その先についてはヒアリングをされていて、回答いただきました。それはいい

のですが、改めてみると非常に大きいケースがありまして、その件を紹介させ

てもらいたいと思います。2ページ目の小規模多機能の 2つの表の下の方、件数

について、11番目、パナソニックエイジフリー。入居者が 19人で宿泊がひとり

あたり 29.0日、人数は 3人です。これはほとんど毎日泊っているという状況に

あります。これも前回の説明の方で施設に確認すると、急遽受けざるを得ない

人がいて、そういう人が泊っているんですよということの説明になるのではな

いかという風に推測しますが、ひとつ確認したいのが、小規模多機能が定額で

ケアをお願いするということになっております。ただし、宿泊は加算されると

いうことです。それは当然介護費用の対象になるので、ひとりの人がこの施設

を利用することによって、10～20万円払わないといけない一方で、この宿泊費

用を 30日間まるまるだと、要介護 1の人だと 500点、要介護 3だと 700点くら

い。7,000円を 30日だと 21万円、すると限度額を超えてしまうという風に心配

されます。ケアプランは限度額を超えない範囲で組み立てられていると思いま

すが、ケアプランを確認しないと金額的に釈然としないなということがありま

すので、施設に確認すると同時に、ケアプラン点検をやってみてはどうかとい

う風に思いますので、留め置いていただきたいなと思います。事前の質問には

挙げなかったので、すぐに答えは出ないということは承知しておりますので、

懸案事項としてお願いしたいと思います。 

 

（会長） 

 事務局から何かコメントございますか。 

 

（事務局） 

 小規模多機能の料金については、通い・泊り・訪問の 3つに関する料金とい

うのは月額、定額になっています。宿泊に関しては 1泊いくらという形で事業

所ごとに異なっているのですが、これは全部自費（利用者負担）になっていま

すので、区分支給限度額等には影響ございません。利用の前に今月はいくらか

かりますよというところをケアマネジャーが計画作成して料金の説明をされて
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というところで、ご本人には料金をご理解いただいたうえでご利用いただいて

いるという形になっております。 

 もう一点、今委員よりご提案いただいた通り、私どもの方でも小規模多機能

サービスの神髄としては、3つのサービスをバランスよく使えるかというところ

にございますので、宿泊に偏る、通所に偏るという形ではなく、なるべくその

辺をマルチに使えるような形で、最適なケアができることが望ましいと考えて

おります。今ご指摘いただいた通り、宿泊の方があまりにも多かったりすると、

急に使いたいと、本来フレキシブルに対応しないといけない部分が宿泊の方が

埋まっていて使えないという風になると、3 つの複合したサービスとなるので、

そういったことがないように、それぞれの事業者さんにお願いをしたり、指導

したりしたいと思っていますのでよろしくお願いします。ありがとうございま

した。 

 

（会長） 

ありがとうございます。ざっともう一回これを見ますと、今の No.11 の事業

所の例でみますと同一建物以外の利用者が 6 名いらっしゃって、そのうち 3 名

の方が平均して 29日宿泊していることになるかと思います。ですので、その方

は偏った使い方をしていることになり、残りの方は宿泊を利用していないとい

うことになりますね。また、以前から指摘させていただいておりますが、事業

No.2 や No.10 の事業所は 1 名の方に 1 日若しくは 2 日の宿泊のみを提供してい

るということなので、これはほかの事業所と比べても非常に提供数が少ないと

いうことが分かります。いままでも質問させていただいておりますが、片や泊

りのニーズが多いという答えがあったり、片や泊りのニーズがないという答え

をいただいたりしておりますので、そこら辺の細かい事情は分かりませんが、

今回の介護保険報酬改定で今後は登録外の方の宿泊も可能ということに改正さ

れるということですので、必要がある方は受け止めていいただく施設が増える

ということになるのかもしれません。いずれにしても、適切な運営をしていた

だいて、市民の要介護の方のニーズに応えていただけるとありがたいなと思い

ます。 

それから、少し関連して指摘だけしておきたいと思いますが、5ページをご覧

ください。定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業 No.6のサービス提供に関

して、圏域外の利用者の方は 22名いらっしゃるということになっているんです

が、その内訳を見ますと小金という同じ地区の方が 22名ということで、非常に

集中しており、特定の建物に居住の方が対象になっているのかもしれません。

そのような実態で特定のところだけに圏域外サービスの提供がなされているの

かというのは少し気になります。それから内訳をみますと圏域内の 15名の方も
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併せて全部で 37名の方が利用されておられる訳なんですが、定期巡回・随時対

応いずれも訪問看護の利用が 0件ということになっています。この 37名の方は

どなたも訪問看護の必要がなかったのかということが気になります。このよう

なことも実際の最もこのサービスが相応しい方をご登録いただいたり、その

方々に必要なサービスを提供するということを旨としていただけるとありがた

いかなと思いますので、事務局の方でも引き続きウォッチしていただければと

思います。 

それでは、これに関連しまして、本日の委員提出資料として今日お配りさせ

ていただいた居住系介護施設における転倒転落の報告書分析をご説明させてい

ただきます。お手元にご用意いただけますでしょうか。昨年度 3 ヶ月分の事故

報告書を匿名化した資料を在宅医療介護連携支援センターの方に市から頂戴し

て、分析をし、この運営協議会に一度ご報告をさせて頂いたものの続報という

ことになります。前回 3 ヶ月分でしたので、今回は 2019 年 7 月から 2020 年 3

月までの 9ヵ月分に関しまして、計 420件の分析を改めて行ったということで、

内容は精緻になりますので掻い摘んでご報告をさせていただきたいと思います。

おめくりいただいてざっと申し上げます。まずは 3枚目のスライドになります。

前回とほぼ同じなんですけれども、事故が起きた方の背景を見ますと、要介護

度は 2、3、4 の方が全体の 3/4 を占めています。それから事故発生場所につき

ましては居室、ベッドサイド、フロアという自室内もしくは立ち座りする場所

でよく発生しているということ、これも前回同様の傾向が見られます。次の結

果 3という図でいきますと、これ 24時間に分けて発生時間を棒グラフにしてあ

りますけれども、概ね昼間の活動時間帯の方が多い傾向があるようですが、深

夜にも一定程度起こっているということがお分かりいただけるかと思います。

結果 4 のところは、これを今回 3 ヶ月プラス 9 ヶ月分析しましたので、発生月

で見てみますと理由がちょっと分からないんですけれども、8月だけが突出して

いてそれ以外は月や季節により変動がないという風に読めそうなデータとなっ

ています。おめくりいただきまして、結果 5 事故が発生した時に自ら転倒した

ことをお知らせしてくださった方は赤色にしてあるところですけども、それ以

外の方はやはり倒れているところを発見されたということがほとんどだったと

いうことが分かります。それから結果 6 が重要ですけれども、前回とこれもほ

ぼ同様傾向なんですけれども、全 420 件のうちこれ事故報告が必要なのは全て

医療機関の受診を必要としたものが報告義務があるということになりますけれ

ども、転倒した方の 3 割が大腿骨の骨折を受傷しておられたということで、非

常にここが重要だということがお分かりいただけるかと思います。次いで頭部

外傷となります。結果 7 は、入居者数を分母に仮にとって、発生した事故数を

分子にとって、ざっくりと発生割合のようなグラフを作ってみたものですけれ
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ども、これでいきますと認知症対応型共同生活介護が最も発生比率が高いとい

う傾向が見て取れます。歩くことができる認知症の方が多いということが背景

にあるかと思います。結果 8 は、医療職に事故発生時に相談ができているかど

うかっていうのが、ざっと見て頂きますと青色になっているところが医師又は

看護師に相談がなされたというところでして、赤いところが介護現場の判断で

搬送受診になったという風に見てとれますので、かなり施設類型でも違いがあ

ったり、もしくは同じ類型でも施設によって違いがあったりするという傾向が

あるようです。おめくりいただいて、結果 9 ですけれども、タイミングが事故

が起きた当日中もしくは夜に発生して翌日を待たずに、そして翌日を待ってと

いうのに分かれているということが分かります。夜間受診したケース 86件につ

いて見ていますと、医療職への相談が夜間でもできているケースが 47件出たと

いうことが分かります。それから結果 11は重要な内容で、今後の検討の価値が

ありそうなところではあるんですけども、前回も報告していますが、救急搬送

がなされた方のうち入院になった方と帰宅になった方がいらっしゃいますし、

その逆に待機的受診をしたけれども入院になった方と帰宅になった方もいらっ

しゃいます。現在の報告書では細かいところまで分からないんですけれども、

救急搬送になって帰宅をした方は救急受診が必要だったのかという観点で振り

返りをする価値があるかもしれませんし、待機的受診をした方の中で入院にな

った方は緊急受診するべきだったのかどうかということも検討の価値があるか

と思います。また、そのようなことで前回既にご報告させていただきましたが、

医師会として新しく推奨様式というのを作ってご案内させていただいておりま

す。それを最後に添付しておりますが、そしてその一番最後に記入例をつけさ

せて頂いておりますけども、このような形で事故報告をしていただくことによ

ってなぜ起きたのかとかどのように対応したのかとかそれが適切だったのかを

後から振り返ることができるが、そのこと自体が未来の事故防止の教育的な意

味あるのではないかということでお示しをさせて頂いております。以上です。

何かご質問ございましたら承ります。 

 

（委員） 

 非常に有効な結果が見えてきたと思います。是非ともこれを生かしていくた

めにも、資料 1 の 7 ページから見えてくることなんですけれども、主な指摘事

項の中に事故の報告について、「できていなかった」というものが 3件含まれて

います。ですので、事故の報告のその書式などを整えていくことによって、よ

りなぜ事故の報告が必要なのかとか、何を報告したらいいのかということが明

瞭になって、やはりコロナによって閉鎖的にどうしてもなってきていると思い

ます。外からの目が入りにくいので、市民の皆様にとってはしっかりとこうい
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った事故の報告をしていただくっていうことが、介護保険のサービスに対する

信頼のひとつですし、尊厳を守るということにも繋がりますので、是非とも今

回の調査結果を活かして報告書の様式なども整えていただき、統一してなぜ事

故報告が必要なのか、そしてタイムリーに報告されるというような形を作って

いていただければという要望でございます。ありがとうございます。 

 

（会長） 

 コメントありがとうございました。たまたまなんですけれども、この件につ

いて厚生労働省老健局の方で、事故報告書の様式を新しく国として示すという

ことが議論されているという事を伺っております。松戸市でもたまたまこのよ

うな検討をしておりましたので、情報提供させていただいたところであります。

より良いものを国として示していただいたり、松戸市としてそういう運用を適

切に行えるように周知や何らかの研修機会があったりしていくことが重要にな

るかと思いますが、くれぐれもよろしくお願いいたします。ありがとうござい

ました。では、戻らせていただきます。資料 No.2 のご説明をお願い致します。 

 

（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。1ページをお願い致します。 

今回ご審議頂く対象のうち、新規指定と致しまして、看護小規模多機能型居

宅介護 1件につきましてご審議をお願いいたします。 

続きまして報告と致しまして、宿泊を伴わない地域密着型通所介護 2件、2ペ

ージにございます居宅介護支援事業所の新規指定が 1 件、指定更新が 4 件ござ

いました。更新に先立ち実施した実地指導では、軽微な指導事項はございまし

たが、各事業所とも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

いたことをご報告させて頂きます。 

それでは審議の対象となる事業所について説明致します。3ページをお願い致

します。看護小規模多機能型居宅介護、名称は『セントケア看護小規模松戸五

香』、運営法人は「セントケア千葉株式会社」でございます。 

所在地は五香 2 丁目 23 番地の 2、日常生活圏域は五香松飛台地区、利用定員

は 29名でございます。ご質問頂きました宿泊定員につきましては、宿泊専用ス

ペースが 7 室、その他デイルームの一部を区切り、宿泊室として 2 室確保し、

合計 9 名での申請となっております。令和 3 年 4 月 1 日に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 1 件について、ご審議のほど、よろしくお願い

いたします。 
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（会長） 

ただいまの説明について、ご質問については、配布されました資料に記載さ

れておりますが、補足ですとか、コメント、あるいはご説明を聞いた上での質

問などございましたら、お願いいたします。 

 

（会長） 

無いようでしたら、議題 1「地域密着型サービス事業者の指定等について」を

承認したいと思いますがよろしいでしょうか。 

 

＜異議なし＞ 

 

（会長） 

それでは、議題 1は承認されました。 

続きまして、議題 2 資料№3「令和 2 年度地域包括支援センター事業評価見

直し点について」、事務局から説明をお願いします。 

 

（地域包括ケア推進担当室長） 

議題 2 資料 No.3「令和 2 年度 地域包括支援センター事業評価見直し点」

についてご説明させていただきます。             

1 ページをご覧ください。1 ページ目につきましては、右上に「資料 No.3 参

考資料 1 当日配布資料」と記載されています資料でご説明をさせていただきま

す。こちらの令和 2 年度地域包括支援センター事業評価のイメージ図は、前回

の第 3 回介護保険運営協議会の「令和 2 年度地域包括支援センター事業評価の

方向性と評価項目」にて皆様にご説明をさせていただいております。 

松戸市における地域包括支援センターの事業評価は実施状況評価と実施手法

評価で実施しております。令和元年度事業評価を実施しての課題として、実施

状況評価において、①多くの評価基準を国の共通評価指標である「いる」「いな

い」の 2 択にしたことにより、点数が高い項目に関して、地域包括毎の「差」

が見えなくなった。②令和 3 年度から始まる、第 9 期松戸市高齢者保健福祉計

画・第 8 期松戸市介護保険事業計画、通称「いきいき安心プランⅦまつど」と

の連動が必要である。そのため、その課題を解決する方法として右上の①配点

の細分化、減算方式や加算方式の検討。②いきいき安心プランⅦまつどの評価

指標に関する新規評価項目を設け、重点項目として加算対象とすることを検討

するとご説明させていただきました。 

資料 No.3 に戻っていただき、2 ページをご覧ください。当協議会の大夛賀副
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会長からも令和元年度地域包括支援センター事業評価の分析に基づく新たな評

価方法についてご説明いただき、「国指標を達成しなかった場合は減算方式とし

てはどうか」「1つの項目の重みが大きくならないように項目のバランスをとる」

「市の重点施策の配点を高くする」「良い取組を指標化し、他のセンターの引き

上げを誘発する」という 4点をお示しいただきました。 

3ページをご覧ください。4ページからは事業評価の見直し点についてご説明

させていただきますが、3ページでは用語説明を簡単にさせていただきます。一

番左側の「区分」が大項目、真ん中の「評価項目」が中項目、右側の「評価の

根拠」を小項目としてお話させていただきます。 

4ページをご覧ください。地域包括支援センター事業評価見直しポイントの案

として 2 点を挙げております。1 つ目は「配点の細分化」です。15 地域包括支

援センターの平均が高い大項目においては、より各地域包括支援センターの「差」

「質」について評価できるように、小項目の評価基準の一部について細分化項

目を増やすということを考えました。2つ目は「計画連動と加算方式の導入」で

す。いきいき安心プランⅦまつどとの連動を図るために、いきいき安心プラン

Ⅶまつどにおける「評価指標」に関する項目を、重点項目と位置付けて地域包

括支援センター事業評価の小項目に新たに追加し、加算対象項目と設定するこ

とを考えました。 

5ページをご覧ください。配点の細分化についてですが、上の表を見ていただ

き、15 包括平均と記載してある点数は、令和元年度地域包括支援センター事業

評価の大項目における 15地域包括平均点となります。赤文字になっております

大項目 1.2.3.5は 15地域包括が概ね高い達成率、高い平均となっておりますの

で、この項目は特に地域包括支援センター毎の「差」「質」を見ていく必要性が

あります。そのため、小項目に計画連動重点項目を追加すること、配点の細分

化を行う項目を増やすこととしました。 

6ページをご覧ください。配点の細分化の詳細ですが、例えば例 1、総合相談

支援業務のエ.解決困難な事例を分類し進捗管理を毎月行い、市（基幹型）に報

告する仕組みはあるか、という問いの回答に関して今年は「いる 4点 いない 1

点」としておりましたが、「報告する仕組みがあり、緊急度チェックリストに該

当したケースは全てモニタリング予定表を市に提出していれば 4点」「概ねモニ

タリング予定表を市に提出していれば 3点」「報告する仕組みはあるが、モニタ

リング予定表は提出できていない場合は 2点」「仕組みがない場合は 1点」と言

うように変更を致しました。このように、点数の細分化が必要な小項目につい

ては見直しを行いました。 

7ページをご覧ください。7ページに付きましては、より分かりやすく見える

ように、記載方法を変更しておりますので、本日の当日差し替え資料をご参照
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下さい。こちらは、計画と連動した重点項目でございます。表の左側には計画

の指標と目標値を記載しており、この目標値を達成するための取組みとして、

真ん中には令和 2 年度から重点項目となる個別評価基準の内容、右側は参考と

して令和元年度個別評価基準の内容を記載してございます。例えば、計画指標

中段の「虐待通報先の認知度令和 5 年度目標値 30％と記載」している欄があり

ます。この目標を達成するために、地域包括支援センター事業評価小項目に重

点項目として「ウ.高齢者虐待通報先の周知のため、市民の学ぶ機会を提供して

いるか」「エ.地域住民からの虐待通報が上がっているか」という 2 項目を追加

しております。新たに評価項目に加え、加点となる重点項目として設定するこ

とで、各地域包括支援センターが今まで以上に積極的な取組を実践し、いきい

き安心プランⅦまつどの計画指標達成にも連動するようにと考えております。 

8 ページをご覧ください。8 ページ、9 ページは加点方式のシミュレーション

結果を記載しております。シミュレーションは重点項目として加算対象とした

左側のオレンジ色 6 つの小項目を新たな配点基準に合わせて評価し、令和元年

度地域包括支援センター事業評価結果に組込み、実施状況評価の点数を修正し

ております。評価点数 1 点～4 点のうち 4 点を獲得した場合に＋0.05 点を加算

いたしました。また、注意点として加算項目である重点項目を設定することで、

前回評価の 15地域包括支援センター事業評価平均点から大幅に平均点が上昇し、

前年度比較ができないような状況にならないか、評価のバランスが崩れないよ

うに様々なシミュレーションを行いました。 

シミュレーションの結果ですが、9ページの下から5行目以降をご覧ください。

下から 5行目「元 地域包括評価点数」では 15地域包括の平均点は 1番右で 3.62

点、その 2 段下「点数修正・加点後 地域包括評価をし直した点数」でも平均

点は 3.62点となり、加算方式を取り入れても点数のバランスは崩れないことが

分かりました。また、順位に関しましても加算による若干の順位変動はござい

ましたが、大きなバランスは崩れませんでした。 

10ページをご覧ください。事業評価見直し点のまとめになりますが、今回「減

算方式」は取り入れず、シミュレーションの結果、大きく評価点数のバランス

が崩れることがなかったため「加算方式を導入」し、各地域包括支援センター

の取組みについて「差」「質」をしっかりと評価できるように、個別評価基準の

一部において細分化項目を増やします。いきいき安心プランⅦまつどの評価指

標との連動を図るために「重点項目の設定」を行い、項目に重みを付けるため

に加算対象と設定いたします。 

11 ページをご覧ください。令和 3 年度から令和 5 年度のいきいき安心プラン

Ⅶの期間は、基本的に地域包括支援センター事業評価方法については大きな見

直しはせず、経年比較できるように実施をしていきます。しかし、新型コロナ
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ウイルス感染症の影響により、評価基準である小項目につきましてはその年ご

とに見直しをしていく可能性があります。また、新たな施策開始時や全地域包

括支援センターが取り組めるようになった事業等があった場合は適宜、評価項

目の追加、削除を行いながら弾力的に評価項目を検討して参ります。 

 以上、議題 2 資料 No.3「令和 2 年度 地域包括支援センター事業評価見直

し点」の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。会議開始から 1 時間が経過しましたので、ここで

換気を兼ねた休憩をとりたいと思います。 

＜休憩＞ 

（会長） 

それでは再開させていただきます。ご質問については、配布されました資料

に記載されておりますが、補足ですとか、コメント、あるいはご説明を聞いた

上での質問などございましたら、お願いいたします。 

 

（委員） 

 ただいまご説明いただいたものについて、異論はないのですが、お願いベー

スです。本日当日配布資料、資料 3 参考資料 1 ですが、一番下の黄色い 4 つの

枠がございます。これそのものはそれぞれその通りだなという風に思いますが、

元々この行政評価というのが行政改革の流れの中ででてきたもので、行政レビ

ューの一環として実施しているものでございます。基本的には透明性を高めて、

効率的で効果的な市政の実現という流れの文脈の中で出てきているものでござ

いますが、ひとつお願いは評価基準にありますように、おおむね業務のプロセ

ス評価です。全国的にあるものなんですが、評価自体が目的化してしまって、

評価されていることが目的達成というようなということが一番恐ろしいところ

でありまして、最終的には市民の皆様のアウトカム評価がこれと連動するとい

うのが一番望ましい形かと思いますので、評価をすること自体は大事なことで

すが、最終的には市内のサービス、地域包括支援センターのサービスの質が上

がっていくこと。それによって市民の満足度が向上していくこと。これらが最

終的な目的でございますので、ぜび、評価そのものが目的化しないように運用

をよろしくお願いします。 

 

（会長） 

 ありがとうございます。事務局何かコメントございますか。 
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（地域包括ケア推進担当室長） 

 コメントありがとうございます。日頃から包括の質の向上を図っております。

例えば、1 包括で展開されていたオレンジパトウォークを今年度 15 圏域に広め

て活動を展開しておりますので、ひとつひとつの好事例なりそういうものを横

展開していけるような仕組みで進めていきたいと思います。ありがとうござい

ました。 

 

（会長） 

 恐らく委員がおっしゃったのは、市民がエンドユーザーでありますので、そ

の評価をできるだけ高めていくための評価だと思います。ただ、実際には非常

に専門性が高い分野でもありますし、地域包括支援センターの認知度もまだ十

分ではないというところなので、なかなか一般の方の中から評価を聴取したか

らといって評価は図れないかなと思います。横展開もそうですし、せっかくの

成果を周知していったり、実際に困りごとが発生したときに適切に対応できる

力を高めていけるということが期待されるのかと思います。引き続きよろしく

お願いいたします。 

他にご意見等ございますか。 

 

（委員） 

 7 ページの権利擁護業務の中の高齢者虐待の件ですが、先ほど松戸市の中で

75 件ということでしたが、コロナの関係で在宅の時間が長くなってしまうと、

必要以上に高齢者の虐待がこれから先増えるのではないかと思うのですが、重

症化しないために介護をサポートする側の質の向上と、万が一重症化したとき

に速やかに次の施設に入所できるようにすることが重要だと思いますので、そ

ういう風にしていただければと思います。 

 

（地域包括ケア推進担当室長） 

 ご意見ありがとうございます。今回コロナ禍において虐待の通報が増えてい

るかというとそこまで増えていないというのが現状です。まずは、それが虐待

だという認識を持っていただきたいというところで、今年の 4 月から虐待防止

条例ということで、子ども・障害・高齢の 3 つの部署が連携をして、より松戸

市を虐待のないまちにしようということで普及啓発を図っておりますので、ま

ずは身近なところから、自分がやっていることが虐待なのかどうなのかという

ところ、あとは介護をしているんだけれども認知症の方に対する虐待がやはり

どうしても多くなっております。認知症の方の対応が分からず、それが暴力に

なってしまったりして、認知症の対応等を学んで虐待が改善する事案もありま
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すので、事務局として、コロナ禍においてこれまで開催していた講演会等がで

きなくなってしまったので、DVDを作成しまして、誰でも見れるような体制を整

え、虐待の周知を行ってまいりたいと思っております。今後も皆様にご指導い

ただきながら周知・啓発を図ってまいりたいと思っております。 

 

（会長） 

 ありがとうございました。そのほかいかがでしょうか。 

 

 

（委員） 

 今のお話の中で DVD 等の媒体を用いて市民への周知を図るということだった

のですが、DVD全編は無理としても抜粋版として、今ネット社会ですのでホーム

ページに掲載していただけると、周知の一環として広がりやすいかなと思いま

す。 

 

（地域包括ケア推進担当室長） 

 ありがとうございます。今回の DVD もホームページ等に掲載予定となってお

ります。ありがとうございました。 

 

（会長） 

そのほかいかがでしょうか。無いようでしたら、議題 2「令和 2年度地域包括

支援センター事業評価見直し点について」を承認したいと思いますがよろしい

でしょうか。 

 

＜異議なし＞ 

 

（会長） 

それでは、議題 2は承認されました。 

続きまして、議題 3 資料 No.4「令和 2 年度地域包括支援センター事業評価行

政評価の個別評価基準について」、事務局から説明をお願いします。 

 

（地域包括ケア推進担当室長） 

議題 3 資料 No.4「令和 2 年度 地域包括支援センター事業評価 行政評価

の個別評価基準」についてご説明させていただきます。      

令和 2 年度個別評価基準につきましては、令和元年度個別評価基準より大き

な変更があった箇所を中心にご説明させていただきます。文章に下線を引いて
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あります部分が前回から修正された箇所となります。 

まずは 2ページをご覧ください。一番下のオ.についてですが、令和元年度は

参加していれば 4 点、参加していなければ 1 点という項目でしたが、地域包括

支援センター毎の取組みの差を評価していく必要性があることから点数の細分

化を行いました。 

3 ページをご覧ください。一番上のカ.ですが、昨年までは、前年度実績から

評価する数字を計算し記載しておりましたが、※に書いてあります通り新型コ

ロナウイルス感染症のため、前年度と比較すると正しい評価が出来なくなる関

係もあり、令和 2年度実績を勘案して設定することから空欄となっております。

令和 2 年度地域包括支援センター事業評価では、令和元年度との前年度比較を

しての評価ではなく、令和 2 年度の実績を勘案して数値を設定していきたいと

考えています。今後このように数字が入っていない箇所が複数ございますので、

その箇所に付きましては令和 2 年度実績から数字を導き出すものとご認識いた

だければと思います。 

4 ページをご覧ください。一番下、エ.重点項目「社会資源の新規立ち上げ支

援団体数」の点数評価の数字に付きましては、※に記載がありますように、い

きいき安心プランⅦまつどの令和 3 年度目標値から逆算し、基準値を設定して

おります。全地域包括支援センターが 4 点を取ることが出来れば、目標値を達

成できるよう、いきいき安心プランⅦまつどと連動させるようにいたしました。 

 6ページをご覧ください。上段の下線が引いてあるイ.エ.オ.につきましては、

昨年までは「いるは 4 点、いないは 1 点」と言う項目でしたが、先ほどお話を

しましたように地域包括支援センター毎の差を見ていくために、配点の細分化

を行っております。 

7 ページをご覧ください。真ん中から下のイ.ですが、こちらは令和元年度地

域包括支援センター事業評価において優れた好事例として、他の地域包括支援

センターにも取り入れていただくために横展開した項目となります。横展開し

た項目に関しましては、10ページ、シ.の項目にもございます。令和元年度事業

評価から 2 つの好事例を横展開しておりますが、令和 2 年度事業評価におきま

しても優れた好事例の横展開、そしてこの個別評価基準に組込むことを検討し

ております。 

戻りまして、7ページの下段ウ.エ.に付きましては重点項目となります。令和

2年 4月から松戸市虐待防止条例が施行したこともあり、虐待防止や早期対応等

に、より力を入れていく必要性もあることから、今回重点項目として設定して

おります。 

10ページをご覧ください。ク.コ.シ.の項目は、地域ケア会議関係業務という

大項目になります。令和元年度事業評価では地域ケア会議関係業務が大項目の
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中で、最も 15地域包括支援センターの平均点が高い項目でしたが、その分、地

域包括支援センター毎の差や質が見えない状況でした。そのため、この 3 つの

項目において配点の細分化を行い、また実施状況評価の特記事項記入欄や実施

手法評価記入欄においても取組に関する具体的な方法を記載していただけるよ

うに書式を修正致しました。このようにして、より差や質について評価を行っ

ていきたいと考えております。 

最後に 14ページをご覧ください。①のア.イ.につきましては、令和元年度の

事業評価までは「教室の開催回数」と「参加者数」も評価項目としておりまし

たが、教室の開催回数に付きましては、教室を多く開催することを評価するの

ではなく、多くの市民の方に参加していただき介護予防に繋げていくことをよ

り評価することにしましたので、評価項目を一部見直し、「教室の開催回数」を

削除した場合のシミュレーションも行った上で、評価点数の大幅な減少は認め

られなかったことから、令和 2 年度事業評価より「参加者数」のみ評価項目と

しました。 

 以上、議題 3 資料 No.4「令和 2 年度 地域包括支援センター事業評価 行

政評価の個別評価基準」のご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。ただいまの説明について、ご質問については、配

布されました資料に記載されておりますが、補足ですとか、コメント、あるい

はご説明を聞いた上での質問などございましたら、お願いいたします。 

 

（会長） 

よろしいでしょうか。特に無いようでしたら、議題 3「令和 2年度地域包括支

援センター事業評価行政評価の個別評価基準について」を承認したいと思いま

すがよろしいでしょうか。 

 

＜異議なし＞ 

 

（会長） 

それでは、議題 3は承認されました。 

続きまして、議題 4「（基幹型・委託型）地域包括支援センター令和 3 年度運

営方針まとめについて」、事務局から説明をお願いします。 

 

（地域包括ケア推進担当室長） 

 議題 4 資料 No.5-1「基幹型・委託型地域包括支援センター 令和 3 年度運
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営方針まとめ」についてご説明させていただきます。       

こちらは資料 No.5-2 基幹型地域包括支援センター運営方針と No.5-3 地域包

括支援センター運営方針についてまとめた資料になります。本日は時間の関係

上、こちらの資料のみご説明させていただきます。No.5-2、No.5-3 につきまし

ては、「新型コロナウイルス感染症における業務の取組み」について一部追加記

載をいたしましたので、本日改めて皆様にお配りをさせていただいております。

お時間がある時にご一読をお願いいたします。 

では、1ページをご覧ください。運営方針に関する主な変更点ですが、①いき

いき安心プランⅦまつどに合わせて記載の変更や追加記載を行いました。②地

域包括支援センター仕様書やマニュアルとの整合性を確認し、記載内容の修正

や追加記載を行いました。本日は①についての詳細をご説明させていただきま

す。 

2ページをご覧ください。こちらは基幹型・委託型運営方針について、いきい

き安心プランⅦまつどに合わせて、記載内容を変更した箇所を一覧にしてお示

ししております。 

3ページをご覧ください。基幹型地域包括支援センター運営方針の主な変更ポ

イントとしましては、3つございます。1つ目の「事業評価重点項目達成のため

の後方支援」については「地域包括支援センターが事業評価重点項目を達成す

るための支援を行う」と記載いたしました。令和 3 年度から始まります、いき

いき安心プランⅦまつどの評価指標目標を達成するため、令和 2 年度地域包括

支援センター事業評価において 6 つの重点項目を設定し、地域包括支援センタ

ーが取組を推進していきますが、この重点項目が達成されるように基幹型地域

包括支援センターとして、各地域包括支援センターが業務を円滑に進められる

ように後方支援、また様々な事業展開を検討してまいります。2つ目の権利擁護

業務の「虐待防止条例」については、資料 No.4でもご説明させていただきまし

た通り、新たに施行されました松戸市虐待防止条例を推進していくために、松

戸市虐待防止条例に基づき、虐待のない誰もが安心して暮らせるまちの実現の

ため、高齢者・障害者・児童の担当課との連携強化、連携推進会議の開催、広

報活動等を実施することで虐待防止を推進すると記載いたしました。3 つ目の

「地域共生」については、「第 1層の生活支援コーディネーターは基幹センター

を所管する高齢者支援課に配置し、第 2 層の生活支援コーディネーターと連携

しながら、地域共生の視点を踏まえ、不足する生活支援・介護予防サービスの

開発など生活支援体制整備を進める」と記載しました。いきいき安心プランⅦ

まつどにおいても、地域共生の視点を持った取組を推進していくとなっており

ますので、より一層地域共生に向けた取組を検討して参ります。 

4ページをご覧ください。先ほどご説明いたしました「事業評価重点項目達成
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のための後方支援」につきまして、今後どのように基幹型・委託型ともに業務

を進めていくのかを、PDCAサイクルに乗せた図になります。PDCAサイクルに乗

せて業務を進め、事業評価重点項目の達成、ひいては、いきいき安心プランⅦ

まつど評価指標目標の達成に繋げていければと考えております。 

5ページをご覧ください。委託型地域包括支援センター運営方針の主な変更ポ

イントとしましては 3 つ。1 つ目の「ICT」については、日常的な情報交換や各

種教室運営等、業務の効率化を図るために、積極的に ICT を活用すると記載い

たしました。今年度高齢者支援課から各地域包括支援センターに対し、タブレ

ット等の購入費支援を実施し、ZOOM の活用方法に関する研修も行いました。す

でに一部地域ケア会議やその他会議、打合せにて ZOOMの活用を始めております

ので、次年度はさらに積極的に ICTを活用していくものと考えております。2つ

目の「虐待防止条例」につきましては、先ほどもご説明いたしましたが、各地

域包括支援センターは今以上に、高齢者の支援機関だけでなく、障害者・児童

の支援機関との連携をさらに強化していくものとしております。3つ目の「地域

共生」については、基幹型同様に地域づくりにおいては地域共生の視点を持っ

て生活支援体制整備を推進していくものと記載しております。 

 以上、議題 4 資料 No.5-1「基幹型・委託型地域包括支援センター令和 3 年

度運営方針まとめ」の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） 

 資料そのものに異論はございませんが、地域共生について、基本的にはこの

間、制度の隙間からこぼれ落ちないようにするということで、それぞれの制度

において、横の連携というようなことを強化してきてるわけですけれども、昨

日実は武蔵野市の会議に出ておりまして、そこでも出た話題ですけれども、今

後注目される 8050 問題というのがありました。8050 の問題を考えた時にその

80 の方々については高齢であったり、また障害であったり、また医療にかかっ

ておられるとのことで補足しやすい、把握しやすいんですけど、50 の方々です

ね。50 の方で障害のない方、この方々はなかなか把握しづらい、それにおいて

引きこもりとかってなっていると、自ら主体的に行政の方に手を挙げられない

ってことになるとですね、なかなか難しい。そして、この 80の方々が今後さら

に高齢化が進んでいった時に、この 50の方々の支援をどうして行くのか、把握

から支援につなげていくところをどうして行くのかっていうところが昨日もち
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ょっと話題になっていました。これは松戸市であっても同様のことが起こると

いうことで考えておりますので、このいきいき安心プランとの関係もそうなん

ですけれども、やはり制度間の隙間からこぼれ落ちる方々に対して、どうこれ

を重層的にセーフティーネットをかけていくかっていうのが非常に重要なテー

マでございますし、今後さらに深刻化してことを考えると今ご説明いただいた

内容で私は全然問題ないですけれども、先ほどの地域包括支援センターの時の

議論もそうなんですけども、常にその地域の中でご活躍いただける方々がそう

いう漏れない、漏らさないというようなことをきちんと意識して動いていただ

けるように市の方の運営をお願いしたいということでございます。以上でござ

います。 

（地域包括ケア推進担当室長） 

 ご意見ありがとうございます。松戸市においては平成 30年度から福祉まるご

と相談窓口を高齢者支援課の窓口に設置しまして、何でも相談できる体制を整

えております。その中で問題となってくるのが、引きこもりの問題となりまし

て、福祉まるごと相談窓口の役割としては、絡まった問題を紐解いて適切な機

関にお繋ぎするというのが大きな役割ですが、どうしても引きこもり相談を受

け取る機関がなく、福祉まるごと相談窓口に引きこもりの問題がどんどん蓄積

されていくというような現状がありました。福祉まるごと相談窓口を立ち上げ

る少し前から、福祉相談機関連絡会というものを立ち上げまして、松戸市内に

ある様々な機関、子ども・障害・高齢・就労・貧困、いろいろな機関と顔の見

える関係を作り、今まで支援してまいりました。そういう意味では、支援がよ

り行き届きやすい状況になってきております。今年の 4 月から引きこもりの相

談も対応するために松戸市内に 3 箇所基幹相談支援センターを設けまして、そ

ちらで引きこもりの相談を受けるという体制を整える予定となっております。

より引きこもりの方に対して相談しやすい体制、また高齢者分野から引きこも

りの 50代の人をよりそちらにつないで、対応をしてまいりたいと考えておりま

す。 

 

（委員） 

 ありがとうございます。非常に先進的な取り組みだと思いますし、全国的に

も横展開できるような仕組みになっていくんだろうと思いますので、引き続き

お願いしたいと思いますが、仕組みができてそしてその機能が果たされるって

いう時の一番重要な点というのは関わる関係者が全てその理念が共有できて、

きちんと同じ方向を向いてですね、問題として捉えられるということだと思い

ますので、ぜひ引き続きよろしくお願いしたいと思います。ありがとうござい

ました。 
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（会長） 

来年度から新たに基幹相談支援センターができるということですが、福祉ま

るごと相談も含め、相談を受け付けるだけではなくて、継続支援を行う部門が

必要だということだと思いますので、松戸市の場合は健康推進課が担当してく

ださるということでいいんですか。 

 

（地域包括ケア推進担当室長） 

今後は引きこもりに関しての伴走支援というのは基幹相談支援センターで行

っていくことになります。障害の分野の基幹相談支援センターが今後 3 箇所に

増えまして、そこで引きこもりの相談を受け、さらに伴走支援も行っていくと

いう形になります。 

 

（会長） 

では、継続的な支援をする部門なんですね。相談を受け付けるだけではなく。

それは心強いです。 

 

（会長） 

ありがとうございます。よろしいでしょうか。無いようでしたら、議題 4「（基

幹型・委託型）地域包括支援センター令和 3 年度運営方針まとめについて」を

承認したいと思いますがよろしいでしょうか。 

 

＜異議なし＞ 

 

（会長） 

 それでは、議題 4は承認されました。 

続きまして、報告 2 資料 No.6「介護保険条例等の改正について」、事務局か

ら説明をお願いします。 

 

（事務局） 

「資料 №6 介護保険条例等の改正について」の 1ページ目をお願いします。

松戸市介護保険条例の一部を改正する条例の概要について、ご説明いたします。 

1 改正理由につきましては、「第 8 期介護保険事業計画の策定に伴い、介護

保険事業に要する費用の総額を賄うことを目的に介護保険料を改定等するた

め。」でございます。2 改正内容につきましては、まず（1）のア、保険料基準

額でございますが、現行の月額 5,500 円から月額 5,600 円に改定いたすもので
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ございます。次にイ、公費投入による低所得者の保険料率の引き下げにつきま

しては、低所得者に配慮する観点から、第 7 期計画から継続して実施するもの

でございます。次にウ、中高所得者である第 12～18段階の保険料率を、それぞ

れ 0.05引き上げるものでございます。なお、今回の保険料改定に当たりまして

は、介護給付費等準備基金から今後 3年間で約 25億 8,000万円を取り崩し、引

き上げ額の抑制を図る計画でございます。続きまして、（2）保険料所得段階判

定に用いる合計所得金額に係る規定の整備につきましては、記載のとおりでご

ざいますが、平成 30年度税制改正等により所要の改正を行うものでございます。

なお、これらの改正は、特に被保険者に対して不利益が生じるものではござい

ません。続きまして、（3）保健福祉事業に係る規定の整備でございます。国の

地域支援事業実施要綱改正に伴い、現在、地域支援事業で実施しております介

護用品支給事業を保健福祉事業へ移行することに伴う改正でございます。この

改正につきましては、昨年 10 月の第 3 回運営協議会において、「主要事業の方

向性について」の中でご報告しております。 

その後の経過としまして、介護報酬改定を踏まえた給付費の推計、事業の性

質、財政当局との協議、介護給付費等準備基金の活用など、総合的に勘案し、

保健福祉事業に移行すると決定いたしました。移行することに伴い、事業内容

の変更はございませんが、財源が変わることにより、保険料に影響があるので

すが、先にご説明したとおり、介護給付費等準備基金をほぼ全額投入するなど、

保険料の上昇抑制に努めております。最後に、3 施行期日につきましては、令

和 3年 4月 1日としておりますが、本件につきましては、3月市議会に提案して

おり、今後審議が行われる予定でございます。 

2ページ、3ページをお願いします。令和 3年度から令和 5年度までの第 1号

被保険者の介護保険料を段階別に示したものでございます。 

続きまして、5 ページをお願いいたします。2．松戸市指定地域密着型サービ

スの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等の制定についてご

説明します。 

 今般の制定につきましては、介護保険制度改正による、「指定居宅サービス等

の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令」が厚生労働省よ

り公布されたことに伴って、本市基準条例について改正をいたすものでござい

ます。従来の改正においては国の基準の規定に則った条例の規定となっていま

したが、各サービスごとに改正内容を反映させる事務作業が年々煩雑化してい

ったため、今般の改正にて構造上の見直しを行いました。具体的には、国の省

令を基本とし、市独自の規定を切り出した形で条例とすることとなりましたこ

とから、一部改正ではなく全部改正となっております。改正する条例としまし

ては、お手元の資料のとおり 3つございます。 
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 つぎに、改正内容につきまして、6ページをお願いします。まず、全サービス

共通の改正内容として、すべて省令に含まれているものですが、①感染症対策

の強化、②非常災害対策時における事業継続のための取組みの強化、③高齢者

虐待防止の推進にむけた取組みの推進、の 3 点でございます。また、各サービ

スの主な改正内容としましては記載の通りとなっておりますが、こちらもすべ

て省令に含まれている内容です。5ページにお戻りください。本市の独自基準と

しましては、現行の条例にも規定があるものでありますが 2点でございます。1

つ目としましては、非常災害対策における避難や連絡体制等についての周知を

利用者及びその家族にまで広げる規定、2つ目としましては指導監督の適正実施

等の観点から、事業所における記録の保存期間を 5 年間と定める規定となって

おります。施行期日につきましては、令和 3 年 4 月 1 日からとなります。以上

ご報告とさせていただきます。 

 

（会長） 

ご質問については、配布されました資料に記載されておりますが、補足です

とか、コメント、あるいはご説明を聞いた上での質問などございましたら、お

願いいたします。 

 

（会長） 

では、無いようでしたら、報告 2 資料 No.6「介護保険条例等の改正について」

の質疑を終わります。 

続きまして、報告 3「いきいき安心プランⅦまつどの概要について」、事務局

から説明をお願いします。 

 

（事務局） 

それでは、「いきいき安心プランⅦまつど（案）の概要」について、資料を用

いてご説明させていただきます。なお、ページ枚数が多いため、一部抜粋して

ご説明させていただきます。 

1ページをご覧ください。本計画（いきいき安心プランⅦまつど）は、松戸市

高齢者保健福祉計画と松戸介護保険事業計画を一体的に定める法定計画となっ

ており、保険料算定の基礎となる計画となっております。 

次に、2ページをご覧ください。計画の位置づけといたしましては、本計画は

「松戸市総合計画」を最上位計画、「松戸市地域福祉計画」を福祉の上位計画と

して位置づけ、関連計画との連携を図っているところでございます。 

次に、3ページをご覧ください。計画期間については、令和 3年度から令和 5

年度までの 3年間でございます。 
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 次に、4ページをご覧ください。本計画の策定にあたり実施したアンケート結

果の主な概要でございます。希望する介護サービスにつきましては、青い部分

の「何らかの形で自宅での生活を続けたい」といった回答が約半数を占める結

果となっておりました。 

次に、5ページをご覧ください。介護サービスと保険料につきましては、青い

部分の「概ね介護保険料の引き上げはやむなし」といった回答が約半数を占め

る結果となっておりました。これらの結果を踏まえ、今後の介護保険料の引き

上げ額をできるだけ抑えながら、必要な方へのサービス提供を維持できるよう、

需給バランスに即した施設等整備の検討を行ってまいります。 

次に、6ページをご覧ください。計画策定にあたりましては、国の指針に基づ

き、2025年（令和 7年）・2040年（令和 22年）の介護需要等を踏まえて、本計

画で独自に人口推計及びサービス推計を行っております。2025 年は団塊世代が

全て 75 歳を迎え、2040 年は、団塊ジュニア世代が 65 歳を迎えることから、推

計する上での基準としております。グラフをご覧いただきますと、総人口は令

和 2 年度をピークとして減少傾向になると推計している一方で、65 歳以上の高

齢者数は増加することから、高齢化率についても上昇する見込みとなっており

ます。 

次に、1ページ飛んで、8ページをご覧ください。前期計画の実績と課題でご

ざいます。前期計画で定めました重点施策については、概ね目標通り進めるこ

とができ、評価・点検した実績や課題につきましては、次期計画においても引

き続き取り組んでまいります。 

次に、9ページをご覧ください。これまでの背景を踏まえ、基本理念及びビジ

ョンを設定し、計画を支える 3つの柱を定めております。 

1 つ目を「生涯現役社会・健康寿命の延伸」、2 つ目を「多世代型地域包括ケア

システムの推進」、3 つ目を「介護サービスの適正な供給」とし、それぞれに連

なる個々の施策を展開してまいります。また、それぞれの柱には、注力してい

く事業を「重点施策」として設定しております。次ページ以降は、具体的な施

策の展開に入ってまいります。 

1 ページ飛んで、11 ページをご覧ください。計画の柱 1 つ目は「生涯現役社

会・健康寿命の延伸」の施策の 1 でございます。生涯現役社会の実現に向けて

社会参加による生きがいや役割を持っていただくとともに、介護予防につなげ

ることを目的として、介護支援ボランティア制度やプロボノ活動を支援してま

いります。また、新たに「就労的活動支援コーディネーター」を設置し、就労

的活動の場を提供できる民間企業・団体等を開拓し、就労的活動に前向きな事

業者等とのマッチングを実施してまいります。 

次に、12 ページをご覧ください。施策の 2 でございます。健康寿命の延伸を
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目的として、高齢者のフレイル予防の推進を中心に、住民主体の通いの場「元

気応援くらぶ」や千葉大学予防医学センターと共同で都市型介護予防モデル「松

戸プロジェクト」の推進を図ってまいります。 

次に、13 ページをご覧ください。1 つめの柱の重点施策でございます。いつ

までも元気で活躍できるような社会を作っていくためには、自身の健康が何よ

り重要です。そのような意識の醸成や予防活動の普及啓発を行い、社会参加支

援に繋げるため、重点施策を「フレイル予防」に設定いたしました。フレイル

は、加齢とともに心身の機能が低下し、要介護状態に至る前の段階の虚弱の状

態をあらわしており、予防するためには、運動、栄養、社会参加の連動した早

期からの取り組みが重要です。継続的にフレイル予防事業を推進することで、

健康を維持し、健康寿命の延伸に繋げてまいります。 

次に、14 ページをご覧ください。2 つ目の計画の柱は「多世代型地域包括ケ

アシステムの推進」でございます。まず、施策の 1 でございます。民生委員・

児童委員をはじめとした、多様な主体・方法による見守り活動の推進、生活支

援コーディネーターの活動促進を中心とした生活支援体制の整備を行ってまい

ります。また、新たな取り組みとして、新型コロナウイルス感染症をはじめと

して、新しい生活様式の実践について理解を促進し、感染症拡大防止対策をま

ちぐるみで行ってまいります。さらには、高齢者の生活環境の安全性の確保や

高齢者虐待防止条例の制定を踏まえた、高齢者の虐待防止対策の推進など安心

して生活できる体制を整備してまいります。 

 次に、15 ページをご覧ください。施策の 2 でございます。認知症施策の総合

的な推進においては、「認知症を予防できる街まつど」「認知症になっても安心

して暮らせる街まつど」を目指し、国の認知症施策推進大綱に基づいて、総合

的に認知症施策を展開してまいります。 

次に、16 ページをご覧ください。施策の 3 でございます。地域包括支援セン

ターについては、相談窓口の周知や ICT 化を推進し、センターの機能強化を行

うとともに、事業評価を通じた業務改善の推進を図ってまいります。 

 次に、17ページをご覧ください。2つ目の柱の重点施策については、「地域包

括ケアシステムの深化・推進」とし、その中心的役割を担う地域包括支援セン

ターの機能強化を図ってまいります。これまで、市内 15か所の圏域を担当する

地域包括支援センターでは、地域住民や関係機関からの様々な相談を受ける場

として、支援機関とのネットワークを活用して対応してまいりました。今後も

さらに複雑化する支援ニーズに対応できるよう、属性や世代を問わない相談対

応力の向上や共生の視点を持った地域づくりを目指してまいります。 

次に、18 ページをご覧ください。3 つ目の計画の柱は「介護サービスの適正

な供給」です。まず、施策の 1 でございます。在宅介護サービスの充実と在宅
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医療・介護連携の推進では、市民アンケートの結果を踏まえ、介護が必要にな

っても住み慣れた自宅で暮らし続けることができるように、看護小規模多機能

型居宅介護などを 3 年間で 8 施設整備するなど、在宅介護サービスの整備を進

めてまいります。介護する家族への支援としましては、仕事と介護の両立支援

のための環境整備として、ＷＥＢ上での情報提供の強化に努めてまいります。

また、在宅医療に対応した医療機関の充実に向けて、在宅医療・介護連携支援

センターの機能強化を図ってまいります。  

次に、19 ページをご覧ください。施策の 2 でございます。地域の実情に合わ

せた住まいの確保と施設整備では、サービス付き高齢者向け住宅など、多様化

する高齢者向け住まいについて、需給状況の把握に努めるとともに、介護施設

の整備として、特別養護老人ホームを 80床増設する予定でございます。 

次に、20 ページをご覧ください。施策の 3 でございます。介護人材について

は、人材の参入・定着に向け引き続き取り組みを推進してまいります。特に、

感染症対策や災害対策の強化については、介護職員だけでなく、利用する市民

の安全安心につながるものであるため、引き続き、専門家よりアドバイスを受

けられる体制の整備等、対策の強化を支援してまいります。 

 次に、21ページをご覧ください。3つ目の柱の重点施策は、介護人材の確保、

特に「多様な主体の確保」といたしました。スライドでは、介護人材の問題を

川の流れに例えており、「川上」と「川下」でのそれぞれの状況に合わせた対策

を講じていくことが必要であると考えております。川上対策としては、多様な

就労形態で参入して頂くことで「多様な主体の確保」を目指しております。ま

た、川下対策としては、介護現場の労働環境や処遇改善などの環境整備や介護

業務の効率化・省力化を推進し、人材の参入促進への好循環につなげるよう努

めてまいります。これらの対策をバランスよく実施していくことで人材確保を

進めてまいりたいと考えております。 

 次に、22 ページの「介護保険サービスの見込量と保険料」につきましては、

先ほど担当より説明がございましたので、割愛させていただきます。 

 最後に、23 ページをご覧ください。本計画のパブリックコメントにつきまし

ては、募集期間が終了し、現在、公表に向けて作業を進めているところでござ

います。いきいき安心プランⅦまつどの概要についてご説明は、以上でござい

ます。ありがとうございました。 

 

（会長） 

ご質問については、配布されました資料に記載されておりますが、補足です

とか、コメント、あるいはご説明を聞いた上での質問などございましたら、お

願いいたします。 
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（委員） 

 7ページ目の松戸市の高齢者を取りまく状況ですが、②高齢者単身世帯の増加

が載っています。2025年は単身高齢者が 38,539人となっているのですが、この

時の高齢者の全体の数字が約 13万人ということで、知りたいのが、高齢者夫婦

のみの世帯がどれくらいいるのか、あるいは子どもたちと住んでいる高齢者が

どれくらいいるのかというのを知りたいのですが。子どもたちと一緒に住んで

いる人は先ほどの 8050問題、もしくは高齢者の子どもから虐待を受けるという

ような問題にも繋がってくるのかもしれないのですが、できれば単身高齢者と

ともに人数が分かれば教えていただければと思います。 

 

（事務局） 

 ご質問ありがとうございます。高齢者の夫婦世帯ということでよろしいでし

ょうか。夫婦世帯の数につきましては、こちらの概要版には計画書の内容の一

部を記載しているのですが、計画書本文の方では推計を出しておりまして、令

和 2年度では、24,230世帯、令和 7年度では 24,343世帯、令和 22年度では 27,025

世帯というような形で緩やかな上昇を見込んでおります。以上でございます。 

 

（委員） 

 ありがとうございます。ということは単身世帯と高齢者夫婦の世帯以外のそ

れ以外の世帯は、子どもたちと同居している高齢者世帯ということでいいわけ

ですよね。 

 

（福祉長寿部参事監） 

 お子さんとお住まいになる方もいらっしゃいますし、3世帯とかいろんなパタ

ーンがあるので、お子さんを含めて同居しているというように考えていただけ

ればと思います。 

 

（委員） 

 分かりました。ありがとうございました。 

 

（会長） 

他にご意見等ございますか。 

 

（委員） 

 大変残念ながら保険料が上がるようなお話をいただきまして、やむを得ない
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と思う一方で、もっともっと施策が必要ではないかという風に感じております。

例えば、7ページで要支援・要介護者の推移と推計とあります。この中の右上を

見ますと令和 2年足元のこの数字が高齢者比率 65歳以上でみましたところ、高

齢者比率 17.5%です。令和 7年は 20.6%です。これは、3.1%上がっておりますが、

向こう 4 年間でこれだけ上がる根拠は何になるのでしょうか。その説明が必要

だと思います。これは過去の数字をずっと眺めてみれば分かるという風に思い

ますが、毎年上がっている数字よりも上に伸びているなという感じがします。

先行きの見通しですから、下がるよりかは上げておいた方がいいという風に思

いますが、それが、高齢者が増える＝介護費用が増えると結び付けるにはきち

っとした理屈が必要だと思います。その中でもう一度見てみますと、上げるた

めには抑制をするための策が必要ではないかと考えます。例えば、施策として

大きく行われているのが、一つには予防のための施策がたくさんあります。い

ろんな努力を払ってやっていることなのですが、じゃあその効果はどれくらい

の数字になるかということを検証してみる必要があるのではないかと思います。

なかなか難しいところですが、一つはそれがあります。もう一つは、今やって

いることのひとつに給付費の適正化という項目があります。これがどれだけ成

果が上がっているか。もっともっと力を入れて見ていかなければいけないので

はないかという風に思います。まだまだやることがたくさんあるという風に考

えますので今後さらにこういったことに手をつけていただくようにお願いした

いと思います。 

 

（福祉長寿部参事監） 

 ご質問ありがとうございます。本日概要ということで詳細は書いておりませ

んけれども、具体的に介護予防についていえば、例えば 13ページのフレイル予

防ということで、介護認定申請年齢を年々遅らせる、健康寿命を延伸するとか

いろんな努力はしております。さらに、介護保険事業全体の 9 割以上が給付費

でもってっていまして、予防にそれほどお金を投資できていないのが現状です。

予防に投資をしようとするともっとお金がかかるということになりますので、

この辺需給バランスを見ながら適切に突っ込んでいくしかないかなという風に

思いますので、ご意見としては承りました。ありがとうございました。 

 

（会長） 

無いようでしたら、報告 3「いきいき安心プランⅦまつどの概要について」の

質疑を終わります。 

最後にその他としてご意見・ご報告事項はありますか。 
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（会長） 

よろしいでしょうか。では、これで本日の議事は全て終了しました。進行を事

務局にお返しします。 

 

（司会） 

川越会長ありがとうございました。 

本年度の介護保険運営協議会は本日が最後となります。 

ここで、福祉長寿部長よりごあいさつを申し上げます。 

 

（福祉長寿部長） 

本年度最後となります、介護保険運営協議会の閉会にあたりまして、ご挨拶

を申し上げます。 

冒頭にも申し上げましたが、この 1 年、新型コロナウイルス感染拡大防止対

策に市としましても最優先課題として取り組んでまいりました。現在も緊急事

態宣言が発出されておりまして、その状況は全く変わっておりません。一方で、

ただ今ご説明させていただきました第 9 期高齢者保健福祉計画・第 8 期介護保

険事業計画の策定年度でもあったということで、こういった状況の中で策定作

業を進めるという、非常に困難な状況でございましたが、関係者の皆様のご尽

力によりまして、無事に「いきいき安心プランⅦまつど」をまとめることがで

きまして、たいへん、安堵しているところでございます。いろいろとご意見を

いただきましたので、そのことを心に留めながら計画実行に向けて進めてまい

りたいと思っております。 

またある意味では、コロナ禍によって「新しい生活様式」という中で、ICTの

活用の加速化といった新しい取り組みを位置づけることもできました。 

この運営協議会でも、初めてオンラインを併用して実施し、いろいろ不慣れ

な点でご迷惑をおかけした部分もございましたが、その中にあって、川越会長

はじめ各委員の皆様には、毎回各案件について熱心にご議論をいただき、特に、

施設整備に関する給付分析や地域包括に関する評価など、計画の根幹にかかわ

る案件についてもご議論いただきまして、発展的に進化させていくことが出来

ました。改めてここに感謝を申し上げます。 

来年度からは、この計画を実行していくことになりますけれども、各委員の

皆様におかれましては、今後とも様々な機会でお力添え賜りますよう、改めて

お願いを申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。 

1年間ありがとうございました。 

 

 



32 
 

（司会） 

ありがとうございました。最後に、事務局から連絡事項がございます。次回

は令和 3 年度第 1 回の開催につきましては、5 月下旬を予定しておりますので、

よろしくお願いいたします。 

市役所駐車場に車でお見えの方は駐車券を処理いたしますので、職員にお申

し付けください。 

以上をもちまして、令和 2 年度第 4 回松戸市介護保険運営協議会を閉会いた

します。 

本日はありがとうございました。 


