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令和２年度 第２回松戸市介護保険運営協議会議事録 
 

開催日時  令和２年７月３０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） 

      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  

      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  

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 

 高齢者支援課  伊藤課長、長島地域包括ケア推進担当室長、加藤補佐、

川鍋保健師長、岸田主幹保健師、金山主幹、豊永主事 

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 
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傍聴者    ３名 
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令和２年度 第２回松戸市介護保険運営協議会議事録 

 

日時：令和２年７月３０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２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２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） 

それでは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

着型サービスの状況」について、事務局からご説明をお願いします。 

 

 

（介護保険課長） 

 それでは報告 1 の前に、本日お配りさせていただいております、千葉県の報

道資料に基づきまして、簡単にご報告させていただきます。 

6 月 30 日から本市にございます特別養護老人ホーム 松戸陽だまり館におき

まして、新型コロナウイルス感染症の陽性者が発生いたしまして、7 月 11 日ま

でに 5名発生し、クラスターとして県から公表されました。内訳は職員 3名、利

用者２名でございます。 

 なお、いずれの方も速やかに入院の措置が取られ、それぞれ快方に向かわれた
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とのことでございます。 

 今回の事案につきましては、不幸中の幸いということで死者もなく、収束の方

向に向かっていると伺っております。（７月３０日現在） 

 本市といたしまして、介護施設等感染防止対策補助金を、今回の発生前に交付

し、今回の発生により、2人目の発生が確認されました 7月 2日にクラスター化

防止補助金についても交付予定通知を発出致しました。 

また、PCR検査等の支援を行ったところでございます。以上、簡単ですが、ご

報告といたします。 

 

（介護保険課長） 

それでは、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ご説明いたします。 

１ページから５ページにかけましては、令和２年５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、グループホームにつきましては、前回お伝えしたとおり、2番のグ

ループホームしいえす 幸田
こ う で

が令和２年５月３1 日に廃止となり、この時点で市

内のグループホームは３９か所となっております。 

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。前回と比較

して、通い、訪問のサービス利用者数が減少している一方、一人あたりの利用回

数が増加となっております。これらは新型コロナウイルス感染症の影響で、通い

を中心に利用される方、訪問を中心に利用される方と分散化を図り、各事業所が

密を避ける配慮を行ったものと考えられます。 

続いて３ページ、本日差し替えの資料をお配りしておりますので、そちらを御

覧頂きたいと思います。全体的な数値としましては、訪問介護、訪問看護の回数

が減り、宿泊の回数が増加しており、こちらも分散化の傾向がみられています。 

続いて５ページ、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の実績につきまして、委

員からご質問を頂いております。内容につきましては記載のとおりとなってお

ります。 

続いて、６ページから９ページは、グループホーム、小規模多機能型居宅介護、

看護小規模多機能型居宅介護の新規入居者数と退去者数の利用動向調査結果を

お示ししております。８ページ、９ページをご覧ください。小規模多機能と看護

小規模多機能につきましては、平成 29 年の平均要介護度の差が 0.65 であった

ものが、令和元年度が 1.16となっていることから、状態像に合わせたサービス

の使い分けがされてきているものと考えられます。 

続きまして 10ページ、グループホームの事故報告状況を、報告日により集計

したものでございます。 
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項目の説明としましては、まず「事故の内容」中の、「不明」は原因が不明で

あるもの、内出血などが見られた場合が該当します。「その他」は車両の事故な

ど、各カテゴリに当てはまらないものでございます。また、一番右の要介護度別

「不明他」は、落薬が発生し、それが誰のものか判断できない場合が該当します。 

集計結果としましては、全事業所の総計として一番多い事故が「誤薬」で 70

件、続いて「転倒・転落」が 53件と、おおむね前年同様となっております。報

告書の提出があった事故については把握ができますが、本来報告が必要な事故

について提出がないといった方が問題であるとの認識でおります。事故が発生

した場合の報告につきましては運営基準に定められておりますことから、実地

指導等で指導や周知をはかってまいりたいと思います。 

 続いて１３ページ、実地指導等につきましては、新型コロナウイルス感染予防

のため、6月以降、書面にて実施をしており、今後につきましても、状況に応じ

て判断してまいりたいと考えております。 

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） 

 事前質問事項の一番最初に書いてある、ページで言うと 1ページ、空き数・

待機者についてギャップがありますので、調整を何らかの形でやればもっと空

き数は少なくとも減るのではないかということで、質問をいたしました。その

ための何らかの対処策はありますでしょうかというのが質問の趣旨です。乏し

い知識ですけれども、その対策の一つとしてケアマネの方に紹介先を増やして

もらうなどしてはどうでしょうかということを提案として書きました。それに

対する回答の方を見ますと、若干私の質問の趣旨を取り違えているようにどう

しても感じます。認知症で困っている人たちの施設での吸収ができるような方

法を取ろうではないかというのが質問の趣旨なんですが、どうもそれとは違う

方向で書かれています。ましてケアマネに相談してもらってはどうでしょうか

というところで、ケアマネの方はそういうのを紹介するところではないという

ような趣旨の説明がありますので、これは大変質問の趣旨とは違うなと、ケア

マネの方が、ここがいいですよということが言えないということは私も承知し

ております。ただ希望する人が 1か所だけ希望しているか分かりませんけれど

も、もっと２つ３つこういうところもありますよという話をしてもらえればな
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という趣旨で言っておりますので、その点をどうかご理解いただきたいという

ふうに思います。私の補足の意見は以上です。 

 

（事務局） 

 事務局からお答えさせていただきます。質問の趣旨でということでお話を伺

ったところでございますが、ケアマネジャーさんが複数紹介するという中で情

報量の多さというところが、ケアマネジャーさんの手腕といいますか、にかか

っていると考えております。そういった情報提供というところで対応できたら

ということでご回答をさせていただいたというところで、利用者さんがどうい

った状況で、例えば家の近くの施設が希望だとか、面会とかの都合で家の近く

を選んだりとか、ご近所さんとのいろんな関係でむしろ遠いところがいいと

か、いろんなご希望があるんですね。そういったところの中でその方がどうい

ったところがより希望に沿っているかという、情報量を増やしてもらいたいと

いうところでご回答させていただきました。以上です。 

 

(会長) 

冷静に数字を見ますと、利用率９６.４％というかなりマックスに近いんじ

ゃないかと思います。ですので、空いて無駄になっているというよりは調整を

していて、次にさほど遅滞なく埋まると思いますし、ご説明があったようにご

自宅の近くのところをあえてもう少し待ちたいという方はもちろんいらっしゃ

ると思いますので、大きな問題ではないのではないかと想像いたします。 

 

その他ご質問はありますでしょうか。 

 

(委員) 

 グループホームの事故報告状況なんですが、事故報告の職員側から見るとで

すね、1年目から 3年目あたりの人たちが事故のうちの 7割くらいを占めると

いうことなんですね、提案なんですが、職員側の各施設の経験値数みたいなも

のをですね、一度チェックしておくということがひとつ目安になっていくんじ

ゃないかなという、これから先もしできるようでしたらという提案です。 

 

(事務局) 

 市から各事業所さんにお願いしている内容としましては、実際に事故の起き

た原因であったり、分析をしていただくというところ、あとは改善策を立てて

いただくというところを基準に沿ってお願いをしているという状況になってお

ります。現在は何年目の方が、実際に発見したと、発見者が基本的に事故報告



7 
 

を書かれるもので、そのあたりについての統計というのは取っていないですけ

れども、どこまで報告いただくことができるかというところについても、ちょ

っと検討してお話し合いはしていきたいなと思います。 

 

（会長） 

 おそらく経験豊富な介護職員の方が事故が起きにくいんじゃないかという趣

旨でしょうか。 

 多分一番効果があるのは、介護離職をいかに防ぐかという取り組みのような

気も致します。 

 

(委員) 

今のに関連する事故についてですが、先ほど課長からもご説明がありました

ように、介護保険法上事故も報告義務がある、要するに過失ですけれども、実

は介護保険規定基準上、事故の定義も、それからどういった事故を報告しろと

いうことが書いていないんです。事故があったら報告書を書かないといけない

んですよ。各市町村によって扱いが全く違うというのが課題でして、一つ聞き

たいのが松戸市の資料を見ますと、転倒・転落、誤飲・誤嚥、誤薬、離設とか

ありますけれども、報告のルールが定められているんだろうと思うんですけれ

ども、松戸市の場合明確にされているんだったら、それはそれだと思うんです

けれども、今日の意見はもっと違うんです。 

せっかく報告を受けた事故情報をいかに松戸市内の事業所が情報共有できて

いるか、結局どこかが事故を起こしたら次に同じ事故を繰り返し起こさせては

いけないわけなんで、事故要因の分析ができたところで、それを個別の事業所

名や個人名を明かす必要はないんですけれども、事故情報としてはみんなが共

有できるようにして、事業所指導に役立てていくというような取り組みが重要

かと思うんですけれど、その点はいかがでしょうか。 

 

(事務局) 

その内容につきましては、松戸市医師会さんにご協力いただきまして、松戸

市に報告があった事故報告について、マスキングをした状態で提供させていた

だいて、事故の分析であったり、対応策ですね、こういった方法が必要ではな

いかという研修をしていただいているところです。 

 

(事務局) 

1点補足させていただきますと、松戸市の独自のルールといたしましては、

通常誤薬ですとか落薬等の薬に関しては千葉県の基準で言えばいわゆる事故で
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はないという扱いになって、ヒヤリハットとして、各事業者さんの中で共有し

ていただくことになっているんですが、松戸市の場合は独自のものとして薬に

関することについてもご報告いただくようにお願いをしています。そのへんは

やはり煩雑なところもありますので、お叱りを受けることもあるんですが、た

だやはり薬についても非常に重要なものということで、我々としても認識して

おります。また、今、事務局から申し上げましたことと同時に薬剤師会にもご

協力いただいておりまして、先般薬に関しての事故報告に基づいての薬に関し

てのものを集めたものについても分析をいただいてまして、誤薬の防止につい

ての研修会を介護事業者向けにやっていただいた実績がございます。今後とも

ご協力をいただきながら、特に役所からというと非常に「指導」に近くなるの

で、なかなか難しい部分というかデリケートな部分もございますけれども、や

はり事業者団体様ですとか、各医師会・薬剤師会・歯科医師会様のご協力をい

ただいた中で研修会という形で、レベルアップをしていただくというようなと

ころではお願いしやすいところではございますので、今後ともそういったご協

力をいただきながら、進めていければと思います。 

 

(委員) 

 ありがとうございました。若干、特定施設入居者生活介護の転倒・転落が１

３３と突出しているのが気になってですね、今お話がありました通り、医師会

はじめ薬剤師会さん、歯科医師会さん、医療系の先生方、割と事故に対しては

受け止めがすごくシビアなんでいいんですけど、福祉とか介護となるとです

ね、事故の重要性は分かっているし、知識は分かっているんですけど、それに

対する具体的な対応策として、特にここに出てくるのはアクシデント、インシ

デントの段階でどれだけ情報として共有して未然に防ぐか、今はリスクマネジ

メントが労働災害の世界も常にリスクアセスメントなんですよ。起こさないよ

うにどう未然に芽を摘んでいくかとなっていますので、介護も絶対そうしてい

かなければならない。起こしてからじゃ遅いんです。ぜひよろしくお願いいた

します。以上です。 

 

(会長) 

 ありがとうございました。 

 

(委員) 

 今お話がありましたように、リスクマネジメント大変大きなところでして、

とくに介護関係ですと、建物の形状からどういうことが起こりやすいとか、も

う一つは利用者さんご本人のＡＤＬの状況なんかは分かっている状況にあると
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思うんですけど、こういう人が起こりやすいと分かっている中で、やっぱり起

きちゃうということがやっぱり一番心配でして、そういう意味合いでマニュア

ル作るのは簡単なんですけれども、マニュアルより一歩進んで、一人一人がど

ういう危険性があるのかを介護職は当たり前のごとく考えていかないと、リス

クマネジメントはどうも管理職がやっていくイメージが大変強いので、ただ単

にマニュアルを作るのも全員作らないことには、さっきの経験年数もあったん

ですけれど、経験年数の高い方が中心になってその施設が持っている特性に合

わせたマニュアルとかを作っていかないと、後々やっぱり一律のものは使えな

いと思いますので、そういう意味合いではちょっと一歩進めたかっこうでいけ

たらよいのかなと思います。 

 

(委員) 

 今回事故の件で施設系グループホームとか数字が出ていて今議論されている

通りで、内容の方がすごく重要だなというのはあるんですけれども、どうして

も報告レベルの話になると、中でも誤薬関係は一番このままずっと高い状態保

つんじゃないかなというふうに、施設運営している側としては思っています。

というのは先ほど議論の中で話があった通りで、どこからがヒヤリでどこから

が事故報告しなければいけないという線引きが出されていないと、私自身も認

識しております。基本的に誤薬以外に関しては事故を伴うような事項が発生し

た場合に関しては市の方に報告するという認識が皆さんあると思うんですけれ

ども、薬に関してはどこからがヒヤリ、どこからが報告を伴うようなものなの

かというところが、明確に示されていないので、なので単純にそこを示してあ

げることによっても報告件数が全く違ってくるのかなというところはありま

す。施設内ではヒヤリハット、またそのヒヤリハットレベルのものも全部市に

報告しなければならないといけない形になっていると思うので、そうするとま

た事務的な問題だったりだとか、負担が現場の方にかなりあるんじゃないかな

という話は結構耳にするので、施設側の運営としてはその辺をもう少し明確に

していただけたらなというふうに思いますので、お願いいたします。以上で

す。 

 

(事務局) 

 ホームページの方に掲載させていただいている内容といたしましては、薬に

関して申し上げますと、配り間違え、薬の飲ませ忘れ等というところについて

ご報告いただくようにお願いしています。詳しい項目についてはホームページ

の事故報告の欄をご覧いただきたいなと思いますが、もしご不明な点があれば

お問い合わせ頂ければお答えできると思いますのでよろしくお願いいたしま
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す。 

 

(会長) 

 事故に関してたくさんのご意見をいただきました。それだけ重要な内容だと

いう認識だということだと思います。医師会で転倒・転落事故の分析を昨年度

やらせていただいて、どのような傾向があるかということを運協にご報告させ

ていただきました。やはり昼間の時間や深夜が多いとか、居室内が多いとか、

立ち座りをする場面が多いとかそういう傾向はありました。事業者ごとに団体

等にご協力いただく必要があると思いますけれども、どのようにその情報を事

故防止に生かせるのかの研鑽が必要かと思います。 

一方で我々の関心事としては適切な医療介護連携が事故の発生時にできてい

るだろうかとか、救急搬送の適宜をよく検討したいということがありまして、

今後も継続して今年度の分析をする予定です。あと、薬剤師会の方で誤薬・落

薬等のご検討を昨年やっていただいて、今年もやっていただくと伺っておりま

す。薬剤師会からなにかございますでしょうか。 

 

(委員) 

 今のみなさまからの意見をいただいて、改めて誤薬の問題が多いなと分かり

ました。薬剤師会も座学の研修会を定期的にやるのはもちろんなんですけれど

も、今後は施設ですね、特に調査というか、何か助けを求めているようなそう

いう施設を調査しまして、声を実際に聞いてそれで実地調査というか訪問して

どういう改善策があるかとか、そういう何かコメントができればいいかなとい

うことで、今準備を進めております。コロナの関係で今活動を一時留まってい

るんですけれども、数字を見る限り、早めに何らかのアクションをしたいなと

考えます。以上です。 

 

(会長) 

 ありがとうございます。調査というよりも現場を見て一緒に管理の仕方を考

えていただく、専門家の方にご助言いただけることはきっと防止につながるん

じゃないかと思いますので、ぜひご尽力をお願いいたします。 

それでは資料 1のほうはよろしいでしょうか。 

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します。 
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（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

介護が１件、指定更新と致しまして、認知症対応型共同生活介護が３件で、合計

４件のご審議をお願いいたします。 

続いて２ページにつきましては報告事項でございます。 

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、審議対象となる事業所について説明いたします。３ページ、看護小

規模多機能型居宅介護、名称は『看多機しまむら』、運営法人は「医療法人社団

洗心」でございます。 

 所在地は松戸新田２１番地の２、日常生活圏域は明第１地区、定員は２９名で

ございます。事前に委員からご質問頂きました防火設備について確認したとこ

ろ、内装工事自体は完了しておりますが、備品等の設置が完了次第、開設日に向

け実地完了検査を行いますので、来る９月１日に新規指定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７ページ、認知症対応型共同生活介護の指定更新についてご説明

申し上げます。名称は『元気ホーム北松戸』運営法人は「有限会社元気介護支援

サービス」でございます。 

所在地は中和倉４６８番地の２、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

きましては８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。 

続きまして１２ページ、認知症対応型共同生活介護の指定更新、名称は『グル

ープホームいきいきの家松戸』運営法人は「医療法人社団 寿光会
じゅこうかい

」でございま

す。所在地は根木内１１９番地の１、日常生活圏域は小金原地区、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が、こちらに

つきましても８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。 

続きまして１７ページ、認知症対応型共同生活介護の指定更新、名称は『せら

び小金原公園』運営法人は「株式会社日本ケアリンク」でございます。 

所在地は小金原４丁目３８番地の６、日常生活圏域は小金原地区、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

すが、こちらにつきましては１０月１日指定の方向で進めてまいりたいと考え
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ております。 

以上、説明させて頂きました４件につきまして、ご審議のほど、よろしくお願

いいたします。 

 

（会長） 

ただいまのご説明について、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ご

質問などございましたら、お願いいたします。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＞ 

 

（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「地域包括支援センターの状況について」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） 
報告事項２ 資料３「地域包括支援センターの運営状況について」ご説明いた

します。 
まず、資料３の説明に入る前に、地域包括支援センターについて簡単にご説明

させていただきます。別にお配りしております「こんにちは 高齢者いきいき安

心センター」という冊子をご覧ください。 
地域包括支援センターは地域で暮らす高齢者の方を介護・福祉・健康・医療な

ど様々な面から総合的に支えるため、日々相談を受け、対応をしております。 
平成２７年１０月から愛称を「高齢者いきいき安心センター」とし、みなさん

に広く知っていただくために、周知を図っているところでございます。地域包括

支援センターの主な役割として、４ページの高齢者が自立した生活ができるよ

うに支援をする「介護予防ケアマネジメント業務」、６ページの虐待の防止・対

応等を行う「権利擁護業務」、７ページのどんな相談にも対応する「総合相談支

援業務」、地域のケアマネジャーとの連携・支援を行う「包括的・継続的ケアマ

ネジメント支援業務」がございます。詳細についてはお時間があります時に、こ

ちらの資料をご一読いただければ幸いです。 
それでは、資料３の説明に入ります。資料３の１ページをご覧ください。 
「1 包括的支援事業・介護予防支援事業体制」について、ご説明いたします。 
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表の真ん中に令和元年度の定数の欄がございます。その右横の保健師・社会福

祉士・主任介護支援専門員の三職種が地域包括支援センターには必須の職種と

なっており、包括的支援事業の欄に実際の包括の職員数を示しております。この

職員体制欄の配置人数を定数と比較すると、本庁、東部、常盤平団地、六実六高

台、新松戸で 3 月時点では欠員が生じておりましたが、現在は人員の確保が出

来ております。 
なお、専門職の定数については、圏域内の高齢者人口に応じて定めており、高

齢者人口が６,０００人未満の場合は、専門職３人の定数となっておりましたが、

包括の業務は、相談・個別支援・緊急対応の他に、指定事業や研修、会議への出

席など、同時に実施する場合があり、３人では厳しい現状があることから、昨年

度より、６包括の定数を４人にして、包括の体制強化を図りました。また、今年

度より高齢者人口の増加に伴い、３包括の定数を１人増やしております。 
次に２ページをご覧ください。 

「総合相談支援業務」における、「本人または親族への支援・相談状況と相談内

容」について、ご説明いたします。 
令和元年度の相談件数の総数は一番上の段の一番右側になりますが、73,426

件で、前年度と比較しますと約 5,500 件増加しております。相談内容の内訳をみ

ますと、下の段の一番上の「介護に関する相談」が 28,237 件で１番多く、全体

の約 40％を占めています。次いでその下の「健康・医療に関する相談」が 17,908
件で約 25％となっております。前年度と比較すると表の中段にあります「家族

調整に関する相談」5,161 件が一番伸びています。これは家族も高齢化してきた

り、何らかの障害等を抱えているなど、複合的な課題を抱える家庭が増えてきて

いるからだと考えられます。また、虐待の通報件数も多いことから、虐待に関す

る相談も増えてきております。 
次の３ページをご覧ください。 
「本人または親族以外の機関からの相談・支援・調整をした状況」ですが、２

ページと同様に増加しており、内訳も概ね同じ状況でございます。これは、相談

内容が複雑困難化している事から、地域包括とケアマネや医療機関、その他多く

の関係機関との相談・支援・調整を行っているためと思われます。 
次に４ページをご覧ください。 
事業対象特定者数についてです。まず事業対象者と言うのは介護保険の要支

援にはならない状態ですが、生活機能の低下が認められた方を指しております。

運動機能の低下、低栄養、口腔機能の低下など、計２５項目を確認する「チェッ

クリスト」を地域包括が実施し、特定しているものでございます。 
「事業対象特定者数について」は、令和元年度は①②③を合わせて 306 件、更

新が④の 412 件でございました。なお、この更新者が急増した理由としまして



14 
 

は、平成２９年度に事業対象者となった 938 人の事業対象者有効期間が２年で

あった事から、令和元年度の更新者数が増えたものでございます。 
また、この事業対象者の有効期間は２年間でありましたが、要介護認定有効期

間が３年間に伸びたことに合わせて、平成３０年度から３年間に延長しており

ます。 
次のページをご覧ください。ここでは時間の関係上、平成２７年度特定者につ

いてのみご説明させていただきます。左上の事業対象者と、特定された 1,181 人

と状況把握対象者 1,176 人の人数の差異についてですが、何らかの理由で取り

消しを行っている等の理由によるものでございます。状況を把握できた 1,176 件

の更新時２年後である平成２９年度時点の経過を調査しております。自立とな

った 209人、事業対象者として継続している人は 472人を足して 681人（57.9％）

となっております。さらにその中でも自立であった 209 人について、矢印下の

令和２年度時点、つまり特定されてから５年後の経過についてですが、自立のま

まの方が 132 人、事業対象者の方は 14 人の合計 146 人（69.9％）、要介護認定

がある方が 54 人（25.8％）となっております。 
今後ですが、継続的に事業対象者特定後の状況を確認していくとともに、どの

ような要因があり自立や事業対象者の身体状況を維持できているのか、どのよ

うな原因があり介護保険申請に至ったのかを分析していきたいと考えておりま

す。その分析からどのようなセルフケアをしていくのが良いのか、社会資源の充

実を図るのか等、フレイルの視点も含めて継続的に検討していきたいと考えて

おります。また、分析途中ではありますが、５年後要介護認定を受けるに至った

原因として、「筋骨格」が原因であることが最も多く、その中でも転倒等による

事故骨折、圧迫骨折等が多いことが分かりました。まさにフレイル予防が重要で

あると認識しております。 
まだ分析途中の段階でありますので、情報を蓄積し、分析を進めながら今後の

介護予防の計画を検討していきたいと考えています。 
次の６ページをご覧ください。 

「権利擁護業務・虐待の新規相談件数について」でございます。 
令和元年度は警察署からの相談が７７件と一番多く、次いでケアマネからの

相談が多い状況で、前年同様の結果となっています。これは、警察が対応した事

案の中で虐待の疑いがある場合は、すべて虐待案件として、市に連絡をいただい

ていることから件数が多くなっているためと思われます。その後、包括で事実確

認をした結果、虐待でないケースも多々あります。虐待でないケースにおいても、

医療機関や障害関係機関に繋ぐ等の支援を行っております。 
なお、令和元年度の虐待通報受理件数ですが、一番右に記載されている 187 件

は重複があるため実件数は 185 件となり、虐待の事実ありと判断した件数は左
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下の 75 件、40.5％となっております。虐待認定率が低い理由ですが、虐待通報

受理後に事実確認を行った中で「虐待行為が認められなかった」「法的に虐待に

は当てはまらない」と判断したケースが多くあったからでございます。ただし、

法令上の虐待には認定されないケースにおきましても、虐待対応と同様困難事

例として支援を行っているところでございます。 
また、下段の虐待の種類については、身体的虐待が一番多く 49 件、次いで心

理的虐待が 33 件となっております。 
次の７ページは後程ご覧ください。 
次の８ページをお願いいたします。 

「市長申し立て件数」と「本人・親族申し立て件数」をお示ししております。こ

の市長申し立ては、身寄りがなく認知症などで判断能力が低下した状態になっ

た方に対して市が成年後見の申し立てを行っている件数となっております。一

番下の合計をご覧ください。平成 30 年度 27 件と比べて、市長申立て件数は 38
件、11 件増、本人・親族申立て件数は 45 件から 28 件と 17 件減となっており

ます。身寄りのない独居高齢者の増加や親族間の関係不良により市長申立てを

せざるを得ない人が増えてきていると考えられます。 
また、市長申立て件数につきましては「その年に家庭裁判所に申立てした実数」

を計上しております。そのため「市長申立て検討会を実施して、申立てをするこ

とが認められた」としても、当該年度内に家庭裁判所への申立てに至っていない

場合は計上しておりません。令和元年度は新松戸包括が０件となっていますが、

市長申立て検討会には３件諮っており、後見が必要な方へのアプローチは行っ

ているところでございます。 
地域包括支援センターでは成年後見制度について内部研修を実施し、外部研

修へ参加する等をしてスキルアップを図っています。また市民向けにも研修会

や勉強会を開催しており、成年後見制度の周知も務めております。 
次の９ページをご覧ください。 

「日常生活自立支援事業の利用件数」についてですが、まず「日常生活自立支援

事業」とは判断能力が十分でないために、適切なサービスの提供を受けられない

方に対して、日常的な福祉サービスの利用援助や金銭管理等を行う事業になっ

ており、社会福祉協議会が対応しております。 
地域包括はケース対応の中で権利擁護の視点から必要時、日常生活自立支援

事業と成年後見制度を検討しており、令和元年度は地域包括の相談から３件利

用に繋がっています。 
また、社会福祉協議会の高齢者に係る日常生活自立支援事業新規相談件数は

一番下の令和元年度１４９件となっており、昨年度から微増しております。 
次に１０ページをご覧ください。 
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「包括的・継続的ケアマネジメント支援業務」についてです。 
こちらは、地域のケアマネが抱える支援困難なケースに対して包括が一緒に支

援をする業務となっております。 
①②③の件数はすべて昨年から増加しておりますが、④の担当者会議への出 

席回数は昨年度から微減しております。今回コロナ禍において担当者会議自体

が実施できなかったことも影響しているものと考えられます。 
次の１２から１６ページについては、後ほどご覧ください。 
次の１７ページの「指定事業の実施状況」です。介護予防普及啓発業務として

普及啓発活動、体操教室、認知症予防教室となっております。 
普及啓発活動の開催数・参加人数については、前年度より開催回数は微減して

いますが、参加人数が前年度 6,121 人から 6,780 人と約 650 人増加しておりま

す。これは、包括が高齢者支援連絡会や町会などの会合に積極的に参加し、地域

内における包括の周知や連携が図られたことにより、住民の参加が増えたもの

と考えております。 
また、体操教室、認知症予防教室の開催数・参加人数が、共に多いのは特に「明

第２西」「常盤平」「馬橋」の包括が盛んに行われています。 
運営状況の報告は以上でございます。 

 
 (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。 

 

 よろしいでしょうか。たくさんご質問いただいていますが、虐待の件ですとか、 

事業対象者のデータも有益な分析に役に立ちそうな気がいたします。日常生活

自立支援事業なども実際の件数をご紹介していただいておりますので、非常に

重要な事業だと思いますので、さらに伸ばしていっていただければと思います。

ニーズは増える一方だろうと思います。ケアマネジメント支援もちょっとばら

つきがあるようですが、取り組みを進めていっていただければと思います。 

 

 よろしいでしょうか。 

無いようでしたら、「地域包括支援センターの状況について」の質疑を終わり

ます。 

 

続きまして、報告３ 資料№４「介護保険事業計画進捗状況の自己評価につい

て」、事務局から説明をお願いします。 
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（介護保険課長） 

資料４ 介護保険事業計画進捗状況の自己評価についてご説明いたします。 

１ページをお願いいたします。 

今回のご報告の趣旨でございますが、平成２９年度の介護保険法の改正によ

りまして、今回の第７期計画期間から、『自立支援、介護予防・重度化防止』及

び『介護給付費用の適正化』への取り組みと、その目標について、市町村の介護

保険事業計画に定めることが義務付けられました。 

そして、その施策と目標の達成状況について調査、分析し、評価を行った上で

都道府県に報告するものとされました。 

また、その内容を公表することも、努力義務とされております。 

本市におきましては、これまでも、毎年度 10月の協議会において「介護保険

実施状況」として取り組み状況のご報告を行い、資料を公開しているところでご

ざいますが、この取り組み状況についてより明確にするため、この定められた項

目につきましては、昨年度より別立てでご報告させていただいたものでござい

ます。 

 なお、記載内容につきましては、千葉県が指定した様式により報告したものを

そのまま記載してございます。 

前半は、主に高齢者支援課で所管いたします、自立支援・介護予防・重度化防

止についての内容、後半は介護保険課が所管します、介護給付の適正化に関する

項目となっております。 

申し訳ございませんが、時間の関係もありますので、説明は割愛させて頂きま

すが、全般としては概ね順調に行われているものと評価をしております。 

 ご質問についても何点か頂いておりますが、一覧表記載のとおりでございま

す。以上でございます。 

 

（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。 

 

 ではここはよろしいでしょうか。 

無いようでしたら、報告３ 資料№４「介護保険事業計画進捗状況の自己評価

について」の質疑を終わります。 

続きまして、報告４ 資料№５「新しい施設整備計画に向けた給付分析につい

て」、事務局から説明をお願いします。 
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（高齢者支援課長） 

 ここで、報告 4 に入ります前に、現在策定を進めておりますいきいき安心プ

ランⅦ第 9 期高齢者保健福祉計画と、第 8 期介護保険事業計画、これの第一次

調査、5本の調査のまとめ、概要版ができましたので、時間の関係がございます

けれども簡単に担当の方からご説明させていただきます。どうぞよろしくお願

いいたします。 

 

(事務局) 

 いきいき安心プランⅦに係るアンケート調査結果について高齢者支援課から

ご説明させていただきます。時間が限られていますので、アンケート調査結果の

概要をご覧いただきたいと思いますが、ご覧いただく際の注意事項と、簡単な内

容についてご説明させて頂きます。 

めくっていただいて、アンケート調査の回収状況等については 1 ページのと

おりとなっております。アンケートは本市生活圏域である 15圏域別に集計を行

っています。本年度より常盤平地区と常盤平団地地区を分けて調整を行いまし

た。 

次ページ以降めくっていただくと、「圏域別」に調査結果をまとめたものが

所々出てきまして、圏域ごとに何％等の割合が表示されておりますが、ご注意い

ただきたい点というのがこの点です。 

1ページ目の調査概要の下の「圏域別配布・回収状況」の回答数をご覧いただ

くと、例えば若年者調査の本庁地区では回答数が 64、明第１地区では回答数が

57となっています。 

隣の 2ページ目に「標本誤差」として記載させていただいておりますが、ご注

意いただきたいのは、有効回答数によって標本誤差が大きくなるということで

す。つまり、アンケート全体の回答数は数千ありますので、誤差は少ないのです

が、これを 15圏域に分けると圏域ごとの回答数が少なくなるために誤差が大き

くなるということです。ですので、前提として、圏域別の調査結果のグラフにつ

いては、パーセンテージの数字そのままではなく、あくまでも「傾向」と捉えた

上でご覧いただければと思います。具体的に申し上げますと、有病率であったり

幸福度といった部分で常盤平団地地区が他の圏域に比べて数字が特出しており、

インパクトがありますが、標本誤差があるものとして見ていただければという

ことでございます。傾向としてはこのように出ているということをご認識いた

だければと思います。 

計画策定への影響についてですが、本計画は市全体の方針を決めるものです

ので、地域別の取り組みについて具体的に掲載することは考えておりませんが、
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計画を受けて、個別に事業を推進する際の参考と致したいと考えております。 

それではアンケートの集計結果について簡単にご説明申し上げます。 

市の施策に関する認知度について全体的な話になりますが、認知症に関する

こと、高齢者虐待に関すること、相談窓口に関すること、どの事業も市の取り組

み自体の認知度は低くとも、将来的に「利用したいか」との問いでは「利用した

い」と回答した方が多く、潜在的な利用者であったり、連絡先や相談先を求めて

いる方が多くいらっしゃるという現状がありますので、そういった周知であっ

たり、市の方の体制についてであったり整備が必要であるというのはみえてお

ります。また、いざ、そういうシチュエーションに置かれたときにどう対処する

か、どこに相談するかなど、いかに早いうちに当事者意識をもって認識してもら

うかが重要であると考えます。 

続きまして、介護保険に関することについてもアンケート調査でお伺いして

います。この後の給付分析についての説明の中にも出てくる部分ではあります

が、簡単にご説明申し上げます。 

14 ページの③「介護を受けたい場所」については「自宅で家族と外部の介護

サービスを組み合わせて介護を受けたい」と回答した方が多く、在宅での介護を

希望する意見が依然として半数程度ありますが、前回調査と比較すると「ケア付

き高齢者住宅などに住み替えて」と回答した割合が増えています。前回調査では

「わからない」の選択肢が無かったため、純粋に割合での比較は難しいですが、

利用としましては増えているという状況でございます。 

15ページの④「保険料の負担」については、「介護に関する希望を可能な限り

実現しつつ、費用負担を軽減する対策も講じ、保険料の引き上げを抑える」が一

番多くなっています。「保険料の引き上げはやむを得ない」が３割程度、「保険料

の維持」は 1割未満となっています。 

20 ページの「11．介護離職の状況について」でございますが、もともと仕事

をしていなかった方が約 4 割いらっしゃいまして、その他の方、介護に伴い仕

事を辞められた方は１割程度であり、労働時間の調整等により仕事を続けた方

が多くいらっしゃるという状況でございます。 

②希望する支援としては、「必要な時にいつでも利用できるサービスの充実」

が挙げられ、その他には「労働時間の調整や休暇の取得等」の仕組み作りだった

り、職場環境の改善が求められていると受け取れると思います。アンケートの内

容については以上でございます。 

今後のスケジュールについてなんですけれども、計画については来月 8 月 24

日月曜日に高齢者保健福祉推進会議を開催いたしまして、現計画進捗状況や第

一次アンケートサマリー報告、新計画骨子案を提示して、策定を進めてまいりた

いと思いますので、ご報告ということでよろしくお願いいたします。以上になり
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ます。 

 

(介護保険課長) 

 それでは資料 5 につきましては、担当のほうから説明させていただきますの

で、よろしくお願いいたします。 

 

（事務局） 

資料 No.5、新しい施設整備計画等に向けての給付分析につきまして、介護保

険課から説明をいたします。たいへん量の多い資料になりますので、要点をなる

べく簡潔にご説明いたします。 

資料の 4ページをご覧ください。 

初めに、第 8 期の介護保険事業計画に関する国の方針でございますが、社会

保障審議会の介護保険部会の方で、基本指針が議論されておりますが、施設整備

関連についての新たな視点として、こちらのようなものが記載をされておりま

す。 

主な内容といたしましては、介護基盤整備においては、介護付きの有料老人ホ

ーム、住宅型有料老人ホームですとか、サービス付き高齢者住宅の設置状況とい

うものをきちんと勘案をしていくということですとか、今後の中長期的な高齢

者人口や介護ニーズを見据えた整備の重要性について記載をしていくこと、在

宅生活の引き上げの重要性についての記載をしていくことというのが規定をさ

れております。 

こちらに紹介されている項目のいくつかにつきましては、もうすでに本市に

おきましては現在の第 7 期介護保険事業計画の策定時に先取的に実施をしてお

り、今回も継続するものでございます。 

次に、６ページをお願いいたします。第 7 期の施設整備の進捗状況でござい

ます。 

詳細は 7ページに記載しております。主なものをご説明いたします。 

特養につきましては、第 6 期中に計画しておりました 100 床と、既存の施設

の増床 80 床、及び地域密着型の 29 床の合計 209 床の整備を計画いたしました

が、地域密着型につきましては応募がございませんでしたので、その枠の一部を

活用いたしまして、既存施設の増床３を含めて 183 床の整備を決定いたしまし

た。なお増床の 80床につきましては、工事の方がコロナの件で少し遅延してお

りますので、開設自体は来年度となる予定でございます。 

次にグループホームにつきましては、当初の計画におきましては、前回の計画

からの繰り越し分も含めて 45床の整備を計画し、完了いたしましたが、第 7期

中に既存施設の 42床が廃止になりましたので、差し引き実質 3床の増にとどま



21 
 

ったところでございます。 

次に、小規模多機能・看護小規模多機能型居宅介護につきましては、前期計画

の繰り越し分 2 ヶ所を含めまして、合計 10 ヶ所の整備を計画いたしましたが、

公募への応募が定数まで満たなかったことから実質的に６ケ所の整備となりま

した。 

また、第 7 期に、未整備地域の整備促進のための市独自の整備補助金の上乗

せ制度を導入いたしました結果、記載の 3 圏域に新たに整備されたところでご 

ざいます。 

なお、参考といたしまして、ここ 3年間での住宅型有料老人ホーム、またサー

ビス付き高齢者住宅の推移を記載しておりますが、888戸の整備がされていると

ころでございます。 

それでは、ここからは施設居住系の利用状況から給付分析をいたします。10ペ

ージをお願いいたします。10 ページ、11 ページと、令和 2 年 3 月 31 日現在の

広域型の特別養護老人ホームの利用状況、12 ページに地域密着型特別養護老人

ホームの利用状況を記載しております。１2 ページ下段でまとめておりますが、

現在松戸市の特養については広域型 20施設、地域密着型 4施設を合わせて、24

施設で 1,815床が総定員になっております。 

現在の入所者数ですが、１,758ということで、率にしまして、利用率 96.86%、

また市外の利用者が広域型で 168 人ございますので、9.56%となっております。

従いまして空き数 57が出ております。57床の内訳については、すでに入所決定

済み、あるいは調整中というのは 30、人員不足によってベッドは空いています

がオープンできないというのが 10床ございまして、純粋に入居者はまだ決まっ

ていないというところでの空床は 17床でございます。 

次に 13ページをお願いいたします。特養の入所申込者の推移をグラフにして

おります。入所要件が原則要介護 3以上とされた、平成 27年の 4月から約 5年

間の推移でございます。その間に赤数字で記載されていますが、施設を順次整備

しておりますが、ここ 3年間では急増急減ということはなく、800人から 950人

前後で推移し、傾向としてはほぼ横ばいという感じになっております。 

次に 14ページをお願いいたします。申し込み者の内容を詳しく見ております。

入所状況申し込みについては、970人ということになっておりますけれども、①

をご覧いただきますと、居住状況別ということで、実際、居宅、いわゆる在宅で

申し込みをされている方が 422人、病院や介護老人保健施設がそれぞれ 155人、

231人、その他グループホームなどの施設に入ってる方が 153人となっておりま

す。 

また、②要介護度別では、要介護 3が一番多い形になっております。これは当

然リスクの高い方から入所が優先されていきますので、要介護 4、５と減ってい
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くという形になります。 

右の表で、さらに居住形態別でみていきますと、特別養護老人ホームの利用状

況の総論でございますが、まずこちらをご覧いただきますと、在宅の 422 人の

中でも、そのうちリスクの高い要介護 4 や 5 で在宅で入所申し込みをしている

という方は、緑の枠で囲っております 150 人でございます。更にリスクの高い

独居ですとか高齢者のみの世帯、黄色の点線で囲ってある方々が 93人でござい

ます。 

なお、松戸市の場合は、入所申込者イコール待機者と定義をしておりますが、

県内の同規模の市町村の A 市におきましては、要介護 3 以上で、さらに居宅に

いる申込者を待機者として定義しておりますので、参考までに仮に本市もこの

定義に従うとすると、おおよそ待機者数は 380人ということになります。 

次に 15ページをお願いいたします。特養の申込者の中の状況でございますが、

こちらの表についての説明は 16ページでございます。 

図の 1でございますが、972人のうち、市内の特養への申し込み者 948人につ

きまして、申し込みを行った年度で見てみますと、過去 1年以内が 44%、2年以

内が 23%、3 年以内 8%ということで、全体の 75%、4 分の 3 につきましては 3 年

以内の申込者の方となっております。 

 次に、表 1 の方をご覧いただきますと、この過去 3 年以内のうちに申し込ん

だ人の中で、要介護 4、5となっている方の累計は 342人というふうになってお

ります。 

 次に表の 2 をご覧いただきますと、各年度に新しく入居された方の数ですけ

れども、平成 29年度で 407人、30年度 414人、令和元年で 537人となっており

ますが、それぞれその年に新設された施設を除きますと、29 年度 337、30 年度

351、元年度は 437となっております。 

これを見ていきますと、いわゆる回転数という形で整備されるベッドがどん

どん増えていくことによりまして、年間の回転率は増加をしていっております。 

各施設が満床に近いところで推移していることを考慮いたしますと、約 1 年間

に 430 人の入れ替わりということになりますと、1800 床の全体の 4 分の 1 弱 

23%が 1年間に入れ替わっているということになります。 

これをまとめますと、まず現在までの 3年間では、この申込者数の増加と、新

規入居者数はほぼ均衡しているというふうに判断をしております。 

これは松戸市特別養護老人ホーム連絡協議会のご協力によりまして、平成 30

年度から入所緊急度の基準が改正をされまして、より詳細な項目により入所の

必要性ですとか、緊急性を判断できるようになったこともございまして、緊急性

の高い入所申し込み者は、希望施設とのマッチングを除けば、遅くともこの 3年

以内の間にある程度入所できているというふうに考えられます。 
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 そのうえで、全体の申込者数に変動が少なくて 3 年間で入れ替わっていると

いうことを考えますと、緊急度の高い待機者というのは、先ほど申し上げました、

要介護 4、5で在宅の 150人から、同じくこの 3年間での申し込み者 350人の間

になると考えられます。 

特養についてはここでいったんまとめまして、18ページをお願いいたします。

18 ページは、老健・介護老人保健施設の利用状況についてでございます。こち

らをご覧いただきますと、老健については、12施設で 1050のベッド数がござい

ますが、入所者は 959ということで、利用率は 91.3%、利用者のうち市外利用者

が占める割合は 28.36%でございます。 

ちなみに 29 年度の同時期については利用率 92.1%、市外の利用率 33.5%でご

ざいました。直近の動向では栗ヶ沢デイホームが令和 2年 5月で 45床廃止とな

っております。 

19 ページをご覧いただきますと令和元年度の介護老人保健施設の入退所者の

状況でございますが、一般的に介護老人保健施設の機能は、在宅復帰を図る施設

とされておりますが、実情としてその働きとは異なる現状も見て取れます。 

退所先として自宅は確かに多いわけですが、それでも 22％で、病院が 395 人

（33.56％）、死亡退所は 11.4%、特養が 16％、その他まで含めた介護施設へは

30％となっています。また、自宅からの老健への入所について 100 人程度おり

ます。 

今後、ダイレクトに退院後在宅への復帰が可能なサービスが整備されていく、

特養の待機者が落ち着いてきた場合、老健の機能や、その需要については、長期

的に今後分析が必要と考えております。 

20ページ、介護療養型医療施設の利用状況についてご説明いたします。 

本市では、大倉記念病院 1か所でございまして、114の定員でございます。そ

のうち、現在の入所者数 103となっておりまして、利用率 90.4%、市外利用者の

割合は 37.86%でございます。 

 入退所については医療施設ということでほぼ病院から病院への動きとなって

おります。 

なお、この介護療養型医療施設につきましては次の 21ページをご覧いただき

ますと、こちら平成 35年度令和 5年度で、この類型施設については廃止される

ことが決まっておりまして、その場合に、赤で記載されております新しい類型の

「介護医療院」の方に移行するか、もしくは左側の「医療療養病床」に移行する

かというところに、選択が分かれるわけでございます。 

それについて今回調査をしたところ、22 ページでございますが、まず、大倉

記念病院につきましては医療療養病床へ転換するということで、介護医療院に

はならないという意向でございます。 
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また、その他の介護老人保健施設につきましても、介護医療院に転換は可能と

なっておりますが、現在のところはする予定はないということでございました

ので、次の整備計画には介護医療院の新たな計画は記載しないことといたしま

す。 

 しかしながら、介護保険事業計画の規制の外で整備できます、医療療養病床か

ら介護医療院への転換の意向につきましては、千葉県が別途調査することにな

っておりますので、その結果によって給付費の状況については調整が必要とな

ります。施設系サービスについては以上でございます。 

次に 23ページから、居住系サービスを見てまいります。 

24 ページをお願いいたします。グループホームの利用状況でございますが、

こちらにつきましては、先ほど資料 1 で記載したものと同じでございます。大

部分が市内利用者でございますので、現状は要求をおおむね需要と供給は均衡

しているものというふうに考えられておりますが、直近の動向といたしまして、

先ほど申し上げましたように、施設が廃止されておりますので、その補充につい

ては見極めていく必要があると考えております。 

 次にこれから、高齢者向けの住まい、介護保険の適用施設以外も含めて見てい

ただきたいと思いますが、その類型についておさらいをさせていただきます。 

25 ページに施設サービスと密接に関係いたします高齢者の住まいというのを

整理してあります。代表的なものとして有料老人ホームがございます。 

これは高齢者の方が入居して食事の提供、介護等のサービスを提供している

ところでございます。法令上の定めはないけれども、指導指針の中では 13㎡以

上ということになっております。 

有料老人ホームは厚労省が３つに分けております。一つは介護付有料老人ホ

ーム、これはホーム自体が介護を提供するものでして、特定施設入居者生活介護

というサービスになっております。それから、住宅型有料というのはホーム自体

は介護サービスを提供しないのだけれど、このホームに住みながら外部の居宅

サービスを受けるというものであり、健康型有料老人ホームというのは介護が

必要になった時に退去ということで、介護の観点があまりないホームです。また、

有料老人ホームとは別に軽費老人ホーム、これは無料または低額な料金で食事

や日常生活上必要な便宜を提供することを目的とする施設です。 

こうした老人福祉法に基づく施設とは別に、高齢者居住安定確保法に基づく

サービス付き高齢者向け住宅、いわゆるサ高住という類型があります。これは床

面積が原則 25㎡以上、居間・食堂・台所等が共有するために十分な面積を有す

る場合は 18㎡以上あれば良いこととなっている住宅ですが、いずれにせよ、18

㎡以上はあるということになります。あわせて、バリアフリーであり、安否確認・

生活相談を提供しているサービスとなっています。 
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こうした分類等を踏まえまして、今回の給付分析におきましては、ホーム自体

が介護サービスを提供するという特定施設入居者生活介護、住まいながら介護

サービスを受ける軽費老人ホーム・住宅型有料老人ホーム、それから、バリアフ

リー等が図られているサ高住、この 3つにわけて分析をしてございます。 

では 26ページをお願いいたします。26ページ、27ページと、特定施設入居者

生活介護、介護付き有料老人ホームとこちらの利用状況を記載しております。特

定施設入居者生活介護にはサービスの利用率は 86.5％であるとともに、150 床

の空床がございます。利用者のうち 56.2％は市外利用者となっています。 

28 ページをご覧いただきますと、こちらも入退去の状況を表に表しておりま

すが、入所の方をご覧いただきますと、自宅からという方は、市内市外合わせて

172 人 38.5％という数字が出ておりますが、それ以上に病院から入居されてい

る方というのが、245ございます。約 47％となっております。なかでも市外の病

院からというのが大変多く、入所者全体の 26％となっておりますので、この辺

りも市外利用者が多い特徴の原因と言えると思います。 

 また退所の方につきましては、特養に行かれる方 29 人と病院が 80 人となり

ますけれども、やはり 343 人 65％が死亡退所ということで、お看取りというも

のもある程度行われているということが現れていると思います。 

次に 31ページをご覧いただきますと、介護付き有料老人ホームでございます

が、これは厚生労働省が出しております「見える化システム」ということで、そ

れぞれ全国市町村の給付費の比較ができるソフトを使った分析ですが、左側の

表を各被保険者 1 人当たりの給付の月額で比較いたしますと、特定施設に関す

る給付費というのは、松戸市の場合は、全国平均の 1.85倍、千葉県平均の１.65

倍ということで、その他のこちらに出てるようなサービスと比較いたしまして

も、かなり多くの費用が掛かっているということがわかります。つまり、介護付

有料に相当の給付費を負担をしているというようなところがわかります。 

続きまして、介護付ではない、有料老人ホームという中で、ケアハウス、軽費

老人ホームと住宅型有料老人ホームの利用状況について、30、31 ページに記載

をしております。 

こちらにつきましては、軽費老人ホーム（ケアハウス）・住宅型有料老人ホー

ム併せて 63床の空床がございます。サービスの利用率は 92.0％、利用者のうち

24.0％は市外利用者となっております。 

 利用者に占める要介護３以上の割合は 53.02％となっており、重度者の利用も

多いというふうになっております。平成 29年度と比較をいたしますと、利用率

で 6%の増で市外利用者は 7%減というような形になっております。これは、特に

小規模な住宅型有料が少しずつ増えているということが、影響しているのかな

とみております。 
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32 ページの入退所の状況をご覧いただきますと、こちらにつきましてはほと

んどが、やはり自宅からの入居というのが非常に多くなっておりまして、病院か

らというのは比較的少ない傾向にあります、また、退所につきましても、死亡退

所というのは 123人、47％で、死亡対象が確かに多いんですけれども、特養、自

宅に戻ったりというようなところがそれぞれ出ているという形が見てとれます。 

33 ページに先ほどありました、サービス付き高齢者住宅の内容を記載してあ

りますので後程ご覧ください。 

34、35 ページと、本市のサービス付き高齢者向け住宅の利用状況を記載して

おります。利用率は 85％で 139床の空床がございます。利用者のうち 38.2％は

市外利用者となっております。 

なおこちらの表には、3 月 31 日現在ですけれども、この 3 月時点ではまだオ

ープンしておりませんでしたが、今現在入居が始まっている、あるいは間もなく

始まる住宅がすでに 4 か所ございます。それの方も合わせて記載をさせていた

だいております。 

36 ページに入退所の状況ですが、こちらにつきましては住宅ということもあ

って、変動は少ないですが、入居の方見ていきますと、病院と自宅は 38％の、

46％、ほぼほぼ同じぐらいの数で入居しているというところで、退所もそれほど

対象人数はございませんけれども、死亡対象 61人 39.1％、あとは特養 16、その

他 37、病院 20人というところでございます。 

37 ページでございますが、住宅型有料やサービス付き高齢者向け住宅の利用

状況の中で、入居者における要介護度人数の割合というのを全国の数字と比較

をしております。 

入居者に占めるそれぞれの状態の割合ということなんですが、それぞれ全国

数字よりも松戸市の場合は、介護３、４、５というところの数が多いと、サ高住

に関しては要介護 2 も多いというところで、比較的重度のところの方が入居さ

れているというのが見て取れると思います。 

むしろ要支援の方などは全国的な数字の方が多いというところで、このあた

りは、やはり在宅サービス、デイサービスなどの状況が、特に軽度の場合は整備

されているというところでの特徴があるのかなというふうに考えております。 

次に 38ページ、サ高住の将来推計として、これからどう整備されていくのか

というところでございますが、サ高住は市の補助金であるとか、総量規制という

ものの計画の対象外になっておりますので、基本的には民間の活動として自由

に整備することができるという形になっておりますが、一応管轄庁である千葉

県におきまして、高齢者居住安定化計画の中で整備予定を推計をしております。 

しかしながら、こちらについては現在本年度までの計画でありまして、本年は

コロナの影響で、計画策定を先延ばしするということになっておりますので、現
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在のところ確たる数字という根拠はございません。したがいまして、介護保険課

の方で粗く推計をしていったところでございます。 

 方法につきましては記載の通りでございますが、今後 3 年間で約 250 戸程度

はさらに整備されていくものと推計しております。 

それを受けまして、39 ページでは、サ高住についての考え方をまとめており

ます。 

サ高住については、面積やバリアフリー基準に則り、居住性が高く、権利性も

高いという点から、指針のみの住宅型有料老人ホームより一定の質が担保され

ている点で、質が高いと評価できると思います。 

国・県の補助を受けて民間主導で整備されるため、市の財政的負担がない中で

の施設整備が急速に進んでおり、また今後 3 年間で 250 戸程度整備されると推

計しております。 

多様な住まいのニーズやライフスタイルをもった高齢者が増加していくと思

われる中で、新たな老後の「自宅」としての選択肢を提供できる、現在は市街化

区域に事実上限定されるため、日常生活に近く、利便性のある地域での生活が継

続できる、また、重度者についても外付けサービスの活用により、看取りまでの

ケアが可能となりつつあることから、施設サービスを補完する機能が高まって

いるというメリットがあります。 

その一方でサ高住に併設又は運営者の系列介護サービス事業者による過剰な

サービス提供や利用強要（抱え込み）等の心配があるということと、住所地特例

施設ではあるものの、高齢者の転入が促されることで、要介護状態に推移するこ

とで将来的な介護需要を押し上げ、給付費の増加、保険料の上昇につながること

も懸念されます。 

したがいまして、基本的方向性としては現状通りで国・県の補助金交付整備の

対象地域としながらも、積極的な誘致・誘導はしないという方向性で住宅部局と

検討していきたいと存じます。 

40 ページでございます。ここまで広く施設や住まいについてご説明させてい

ただきましたが、ここから、在宅サービスについて、いわゆる在宅限界点という

言われ方をしますけれども、限界点という表現より、在宅でできるだけ長く過ご

せるためにということで、主に重度者向けの在宅サービスの給付分析を行って

まいります。 

41 ページをお願いいたします。その前段として、そもそも何故在宅サービス

の強化が必要かということについてでございます。 

こちらはおなじみというか、御覧になったことのある方が多いかと思います

が、地域包括ケアシステムのイメージ図でございます。この地域包括ケアシステ

ムの構築ということで、そもそも 2015 年、平成 27 年の第 6 期の介護保険事業
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計画が作られる際に厚労省から提唱された部分ですけれども、2025 年を目途に

重度な要介護状態になっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしをするという

ようなことで、現在の第 7 期については、この地域包括ケアシステムの深化推

進というようなことが描かれております。 

その重度者の在宅生活を支えるための医療、介護サービスの整備が必要とい

うことで今現在整備を進めているわけでございます。 

42 ページでございますが、今現在策定を進めております次の計画の方では

2025年から、2040年に向けた社会というところを見据えて作るように言われて

おります。 

こちらの図は、地域包括ケア研究会という民間団体ではありますが、本市の高

齢者保健福祉推進会議の委員の方も複数参加されております研究会がまとめた

提言の中に記載されているものです。 

 2040 年ということになりますと、1975 年生まれ、昭和 50 年生まれの方が 65

歳に到達するというぐらいの年代ということになります。そうしますと、青年期

から多様化した価値観の社会で生活してきた世代が高齢者となっていくという

ことで高齢者の生活や価値観、それから家族の形態自体も今後さらに多様化し

ていくというふうに思われます。 

そうなってきますと、いわゆる代表的なモデル構築というのが難しくなる一

方で、多様化するニーズに全てそのメニューを用意するということではなく、そ

れぞれ地域地域のマネジメントの中で多様なニーズに対応するための資源を組

み合わせて対応していくということが求められる、そういった視点を持って計

画策定を行っていくということになります。 

地域実情に合わせたデザインということで、図の中にもございますが、包括報

酬型の在宅サービスの整備と地域関係者によるサービスの改善というのがこち

らに記載されております。ある意味これに向かっていく方向で、それぞれの部分

のサービスの整備をしていくというふうに考えております。 

43 ページをお願いいたします。高齢者の介護に関する希望というところにな

りますが、市民アンケート調査、先ほどサマリーのご説明をさせていただきまし

たが、そのアンケート調査によりますと、介護が必要になった場合に、それぞれ

の各回答群とも 40%以上は何らかの形で自宅での介護っていうのを希望してお

られます。 

 その自宅というのに先ほどもありましたサ高住のようなケア付き高齢者向け

住宅への住み替えということも含めますと、約 60%は在宅での介護というのを希

望しております。 

特養などの施設での介護を希望される方は、要介護の重度の方でも最大 20%程

度というところにとどまっております。 
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 特に 40 歳から 64 歳の若年者では、このケア付高齢者住宅に住み替えてとい

うようなお答えが最も多くなっておりまして、自宅という定義も、新しい定義を

視野に入れていく必要があるというふうに考えられます。 

続いて 44 ページでございますが、これを一般高齢者の調査、平成 28 年度の

調査時との比較ですが、先ほどのサマリーの説明にもありましたけれども、28年

度の調査と比較すると若年者とかそれぞれのところで、今回わからないという

選択肢を設定しておりますので、その影響で下がっているように見受けられる

わけなんですけれども、その辺も排除して純粋に比較してみるという意味で、両

方の件数調査結果から「無回答」とか、「わからない」というものを除いた場合

の比較をここでさせていただいております。 

 そうしますと、左側から薄い青、それから赤、濃い青ですね、こちらの部分が

できる限り在宅で暮らしたいというところで、緑の部分がケア付き高齢者住宅

に住み替えてというところのお答えになっております。黄色が特養などの施設

ということになるんですけれどもこちらを見ますと、若干在宅というところは

下がっているように見えますが、その分増えているのが、ケア付高齢者住宅の住

み替えというのが増えてますので、その辺を含めますと、ほぼほぼ変わっていな

いというところになります。   

一方特養の方の黄色ですね、これがすごく大きく増えているように見えるん

ですが、こちらも 28年度の調査でその他、グラフでグレーのところに含んでお

りますけども、今回の選択肢がないいわゆる療養病床など病院などに入院して

介護を受けたいというのも含まれていますので、施設系を合わせると、ほぼ 2%

程度しか変わってないというところになります。 

したがいまして、介護が必要になってもできる限り在宅で過ごしたいという

傾向は、基本的に 3 年前と大きくは変わっていないというふうに認識しており

ます。しかしながら、先ほどから言われています多様化というところでいきます

と、この在宅という形態もより多様化しているというところはアンケートから

も見て取れる部分でございます。 

続いて 45ページをお願いいたします。今回計画の策定についてはビジョンを

定めなさいということも言われております。ということでいきますと、やはりこ

の高齢者が重度な要介護状態になっても、住み慣れた地域で、できれば自宅で自

分らしい暮らしを最後まで続けると、そのために何が必要かというところで、分

解して見ていくわけですけれども、今回、議論する部分としては、赤で囲ってお

ります在宅や施設居住系で何を充実させていくかということが重要かというと

ころを考えてまいりたいと思います。 

46 ページ、その状況を整理させていただいた中で、またちょっとアンケート

の方を見ていくんですが、今度は在宅介護実態調査ということで昨年度、こちら
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はインタビュー調査ですね、介護されているご家族の方に認定調査員が直接ア

ンケートをした調査になります。 

その中で、今後の在宅生活を継続していくのに向けて、主な介護者の方が不安

に感じている介護というのはどういうことですかということを質問させていた

だいてます。 

結果はこちらに記載している通りですが、認知症状への対応、それから、外出

の付き添いや送迎、あとは特に重度者については、排泄ということが、在宅介護

において比較的大きな不安の要素というふうになっているとこの結果からは見

てとれます。 

47 ページをお願いいたします。市民アンケートの方の要介護の軽度重度それ

ぞれの家族への質問でございますが、それを可能な限り在宅で介護していくた

めに何が必要かというところで説明をさせていただきますと、こちらで多く出

てくるのはやっぱり「困ったときに気軽に介護相談ができるところ」というのが

比較的多い、また、在宅医療の充実というところを挙げられている方が多くなっ

ております。 

 下の方のアンケートをご覧いただきますと、松戸市の在宅医療の連携の推進

というのをよく知っていましたかというところでは、要介護の軽度の方ですと

知っていた・知らないはほぼ半々ぐらい、要介護の重度の方でも少し知っている

方が多くなりますがそれでも 3 割ぐらいの方が知らないというような答えが出

ております。 

在宅医療については、本市では医師会と協力体制のもとで進められているわ

けでございますが、その認知度という部分について、まだやはりちょっと課題が

あるとこちらのアンケートからは思われます。 

48ページ、支援していく要素というものをアンケートから考察をしてみます。 

そうすると大きく、三つのカテゴリー、住まいに関する環境の問題、そこで暮

らしながら医療を受けるということでの在宅医療の問題、そして何よりそこで

暮らす際に見守り、見守られる環境、家族であったり、介護事業者であったり、

地域、この場合の地域ですと民間も行政も、であったり、というようなところの

それぞれの大きなカテゴリーで中で支援をしていくということなんですが、「見

守り」というのも非常に大きいわけなんですけれども、特に認知症であるとか、

介護に関する相談支援であるとか、外出送迎の支援、そして重度者向けの在宅介

護支援という要素に分かれてくるだろうというふうに考えられます。 

 それで、ここから先の部分ではこの今オレンジのところで強調しております、

住まいと医療と重度者向け介護サービスというところを少し見ていきたいと思

います。 

次の 49 ページから 50 ページにつきましては住まいの要素ということでさら
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っと行きます。 

アンケートで画像が不鮮明で申し訳ないんですが、一戸建ての持ち家の方が

在宅で介護を受けたいというのは想像はつきやすいのですが、これを見ますと 2

番目、分譲の集合住宅マンションでも 50%以上が、その他上から 3 番目と 5 番

目、民間や公的な賃貸住宅でお住まいの方についても結構多いというところが

言えますし、特にこの方たちは住み替えという部分をプラスいたしますと 50%ぐ

らいまで増えます。 

 したがいまして必ずしも住居の種類に関係なく、在宅生活は望まれていると

言えると思います。 

また、50 ページの表から、介護保険の中でも住宅改修や福祉用具購入・福祉

用具貸与など、いわゆる人的なサービスっていうのを、それほど必要としない給

付ですが、どれか一つでも利用していて他にそれ以外のサービスを利用してな

い人というのが、511人全体で 6%ぐらいいらっしゃるというところなんですね。

こういった方というのは住まいに関しての環境、住環境がこういった形で整え

られることによって、人的サービスの利用がなくても、在宅というのを続けられ

るという意味でおいては、こちらも大きな要素になると考えております。 

次に、在宅介護を続けるための支援の要素としての在宅医療に関してですけ

れども、51 ページをお願いいたします。在宅医療については、都道府県の方で

地域医療構想を定めているというところで、2025 年に向けてと千葉県について

も整えております。 

それを基にして、52 ページでございますが、松戸市の在宅医療の必要数を粗

く推計させていただきました。2013年から 2025年にかけて、およそ 70%ぐらい

の増加があるだろうというふうに見込まれております。それが 2035年がピーク

になりまして、対 2013年の 108%ということでほぼ倍以上のニーズが出てくるだ

ろうと、2040年になりますと若干下がりまして、ほぼ倍の 99%というような形で

推移していくと考えています。 

こういった高齢化の進展を考えますと、これを受け入れるだけの在宅医療の

つまり需要に対しての供給が必要になってくるというところなんですけれども、

53 ページでございますが、在宅医療推進の一例として、松戸市の場合在宅医療

介護連携支援センターを創設いたしまして、こういった事業を行っております。 

また、54 ページをご覧いただきますと、一例といたしまして、これは外出の

支援とも関わってくるわけなんですけれども、主治医の先生が遠くの病院です

とか大きな総合病院に行かなければいけない方について、かかりつけのお医者

さんと地域の主治医と 2 人主治医制ということで、訪問診療をしていただいた

りですとか、外来の診療を近くのかかりつけの医療機関で受けられるようにす

るですとか、連携してできるようにするというようなことも今進められている
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ところでございます。 

次に 55ページをお願いいたします。在宅介護を続けるための支援の主な要素

ということで、最後の介護サービスのメインの部分になってまいりますけれど

も、こちらは各サービス利用回数と施設等利用検討状況ということで、１番上か

ら訪問系の利用、2番目が通所系の利用、3番目が短期いわゆるショートの利用

というところなんですが、こちらの表から分かりますところでは、訪問系のサー

ビスや通所系のサービスを月 15回以上利用しているという方については、施設

入所を検討するということの比率が下がるというようなところが導かれており

ます。 

また逆にショートステイなどを月 10 回以上も利用しているという場合には、

もう施設を申請済みや検討中の 9 割を占めるということで、ある程度、レスパ

イト以上の短期利用になると、もうすでに在宅で難しい状況になっているとい

うのではないかということがわかります。 

これらのことから、やはり訪問と通所を厚めにして、家族のレスパイトの機能

ですとか、状態が不安定なときに宿泊をバランスよく利用するということで在

宅介護を支えていくと、自宅での看取りをすることや、施設への入所に至るのを

できるだけ遅くできる可能性があります。 

 しかしながら、やはりこれだけ回数を多く使うということになりますと、負担

限度額、当然お金の部分がかかってきますので、要介護度に応じた定額サービス

というところが適しているというふうに考えられます。 

その流れで、56 ページ小規模多機能サービスのことでございますが、こちら

はまさに、要介護度に応じた定額制のサービス提供ということで、通い、泊まり、

それから訪問、看護小規模の場合は看護もそこに加わるということで、多機能を

駆使して在宅サービスを支えるという意味では、こちらが一つの大きな重度者

向け在宅サービスの一角になっていくというふうに考えております。 

57 ページでございますが、これも先ほど資料 1 でございました表と同じです

が、小規模多機能については、登録者数も 3年間で 17%増加しております。 

そして 58 ページ、看護小規模多機能ですが、こちらの場合はこの 3 年間で 4

ヶ所増設されまして、登録者数は 157 人と倍増していることになります。さら

に本年度中に 2ヶ所も整備されるという状況になっております。 

59 ページ、定期巡回サービスというところでこちらもこのイメージ図のとお

りになっておりますが、60 ページに記載の通り、この 3 年間で供給量は増加し

て事業所数は 6ケ所になりまして、利用者数は 62人となっております。 

61 ページ、この重度者向けの在宅サービスについては、市民アンケート調査

によりますと、認知度はですね、具体的な 3割程度になっておりますが、このそ

れぞれのサービスの説明を記載した上での利用の意向については、特に若年の
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調査、40歳から 64歳でかなり高くなっておりまして、一般高齢者でも 50%以上

が利用してみたいというふうに回答しております。 

その一方で認知度に比べて利用してみたいという数値はさほど多くないのが、

要介護の軽度者、あるいは重度者というところですので、この理由についても考

えていく必要があると思います。 

一つは、すでに介護サービスを利用されている方が、小規模多機能サービスを

利用しようとした場合には、ケアマネジャーが交代するということが余儀なく

されるところでございますので、その辺の影響も大きいのではと考えられると

ころでございます。 

次に 62ページをお願いいたします。現在の松戸市の整備状況でございますが、

黄色い星が小規模多機能、赤い星印が看護小規模多機能ということになってお

りますが、松戸駅周辺ですとか上本郷地区が空白地帯であること、また看護小規

模多機能については市の北部、新松戸、小金の方にはまだ未整備であるというこ

とがわかります。 

63 ページでございますが、今後の重度者向け在宅サービスの課題と対応とし

ましては、まずは認知度のさらなる向上ということで、これまでも広報まつど特

集号におきましてサービスの紹介ですとか、実際看多機で看取りをされた方の

手記を掲載させていただいたりですとか、小規模多機能を舞台にした映画「ケア

ニン」の上映ですとか、そのモデルになった会社の講演会ですとか、ケアマネジ

ャーの研修会での定期巡回の事例紹介など、各種の啓発の実績を踏まえながら、

認知度の補助を目指す政策を検討してまいります。 

 続いて小規模多機能と看護小規模多機能の機能分化ということで、利用状況

によりますと軽度者が小多機、重度者が看多機にわかれつつある傾向がありま

す。それぞれのサービスに適した利用者の状態像など、今後のあり方について、

この辺は議論が必要というふうに考えております。 

 また、事務的な部分でございますが、市内の整備が比較的進んでまいりました

ので、圏域外申請の利用手続きなど見直しをして、利便性の向上を図ってまいり

たいと思います。 

 重度者向けサービス全体を見据えた未整備圏域の整備ということなんですが、

基本的に看護小規模多機能について全日常生活圏域の整備を目標としつつ、ど

ちらも未整備の地域については、やはり地価などの問題で、建物の建築が難しい

ということもございますので、そういったところでは定期巡回等、大規模な施設

を必要としないサービス提供ができるということなので、重点整備地区を設け

るなど、あるいは補助金等を含めてインセンティブを行うようなことで事業者

誘致の対策を含めて検討してまいりたいと考えております。 

64 ページから先、通所系サービスの給付分析につきましては広域型の通所介
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護、地域密着型通所介護の利用状況でございます。 

73 ページが通所サービスの方向性についてですが、こちらも先ほどと同様に

見える化システムの分析をさせていただいておりますが、今ご覧いただきまし

た利用状況調査で、利用率が広域型で 67.4％、地域密着型で 64.8％でコロナの

影響もあるものの、供給が需要を上回っている状態が続いておりますので、原則

としては地域密着型通所介護の新規指定は行わないという方針を継続する方向

で検討してまいります。 

 その上で今後の展開でございますが、事業者の多い本市の特徴というところ

で、事業者の機能特性に応じた質の強化について検討してまいりますことや、今

回新型コロナの対応の中で表面化いたしました施設に併設する通所介護が感染

防止のため閉鎖を余儀なくされるケースであったりですとか、今回のコロナ特

例で、通所介護事業者が居宅に訪問することが認められたりですとかを踏まえ

まして長期的にはなりますが、慢性的な人手不足で訪問介護事業の供給不足が

危惧されておりますので、こういった訪問介護とのサービスの連携や事業者連

携など、訪問と通所の 2 機能を効果的に提供できるシステムというところも可

能性を検討してまいりたいというふうに考えております。 

施設整備のまとめでございます。保険料負担についての市民アンケートの意

識調査さきほどご紹介がありましたが、介護に関する希望をできるかぎり実現

しつつ、引き上げをできるだけ抑制するということを希望される方が多いわけ

ですので、そこに沿っていこうとすることが、市民の意識に沿った方向性と言え

ると思います。その上で 76ページをご覧いただきますと、イメージ図でござい

ますが、今現在のそれぞれの施設の利用状況等をまとめたところになっており

ます。 

特養の方も、1年以内に入所できる見込みの方の数というのは待機者の半分ぐ

らいになっているというところ、さらに 80床増床をすると、あるいはその他の

サービスも、老健、療養型、グループホーム、それぞれ空床があるというところ

でサ高住なんかはさらに整備がされていくというようなところが実情でござい

ます。 

ちなみに 3 年前の同様のイメージ図を参考資料の末尾に添付しておりますの

で後程ご覧ください。 

したがいまして、77 ページ、特別養護老人ホームの整備の大まかな方向性で

ございますが、先ほど申し上げました状況等を踏まえて、待機者は横ばいであっ

たり、申請から 1 年以内の申込者が 4 割、さらにサービス付き高齢者住宅が整

備され、居住系サービス自体も空床や市外の利用者が多いというようなところ

を勘案しますと、多様な住まいとサービス提供という観点からいきますと、特養

に集中して整備していく必要というのは、低いというふうに思われます。 
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 この待機者と入居者の均衡が急激に崩れますと、空床が増していくというふ

うに一気に潮目が変わりまして、健全な施設運営に影響を与える可能性があり

ます。 

最終的な結論としては、前回策定時と同様に介護人材の確保の見通しを勘案

した上で在宅での介護が困難となった利用者の申し込みに対応するという点で

最小限度の整備を検討してまいりたいと思います。 

具体的な数については現在集計中の入所待機者のアンケート調査などを勘案

した上で決定したいと思います。 

また今後の課題として中期的には、特養に入所が必要な利用者像の議論、身体

的、経済的、家族の問題ですとか、またより精緻な推計の方法について、また待

機者というものの具体的な定義ですとか、申し込みや申請の一括受付など、他市

の事例を参考に今後とも事業者団体の皆様と共に方向性を検討していきたいと

いうふうに考えております。 

またその他の施設や地域密着型サービスの整備の方向性、78 ページでござい

ます。介護老人保健施設については現状維持と介護医療院については展開予定

がないので特に記載しないと、特定施設については給付状況や市外の利用者が

多い傾向等ございますのでこちらも現状維持と、グループホームにつきまして

は、認知症症状の進行がですね、在宅介護の困難になるということですので、必

要性が高いというふうに思われます。指定廃止によって減少した分の補充とい

うのを考慮しつつ、その後の整備に当たっては、終の棲家としての機能がより果

たせるように、さらなる機能強化が必要ということで整備していく方向性で考

えております。 

重度者向け在宅サービスにつきましては、先ほどお出ししました課題を踏ま

えまして、積極的に効果的な整備手法について検討してまいります。 

 本日の分析を踏まえまして、最終的に高齢者保健福祉推進会議におきまして

具体的な整備計画を策定してまいりたいと思います。 

最後に次の第 3 回介護保険運営協議会でご議論いただく課題としましては、

こちらに記載の通りであります。総合事業に関して、この中には保険者機能強化

推進交付金のことも含まれております。 

また先ほどありました、家族介護支援ということではケアマネジメントの問

題や相談支援の問題、介護離職ゼロに関しての問題、そして大きい問題でありま

す介護人材の確保についてということで、今現在調査を行っておりますアンケ

ート調査も踏まえまして、検討してまいりたいというふうに考えております。 

大変長くなりましたが、説明は以上でございます。ありがとうございました。 

 

（会長） 
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 非常に分厚い給付分析の検討ありがとうございました。たくさんの内容をご

報告いただきましたけれども、せっかくですので、ぜひご質問やご討議ありまし

たらよろしくお願いいたします。 

 

(委員) 

 1点だけ、要望というより質問なんですけれども、39ページ、サ高住の評価が

書かれております。私も昔雑誌等で読んだことあるんですが、サービス付き高齢

者住宅は問題があるというような記事がありました。頭に残っているんですが、

その問題というのは実はここの 39ページの下の方に書かれている評価と全く同

じであります。サ高住はサービスが過大になるとかそういう傾向があるという

ことが書かれていました。この書かれている内容については私は全く賛成であ

ります。ただし、この文章は正式な文章として残る、もしくは公表されるのかと

いうことでいうと、こういう形での打ち合わせの場ではいいと思いますが、もし

外に向かって出すということになると、やや 2 行分の表現が大丈夫かなという

ふうに心配せざるを得ないんですけれども、場合によっては最後の結論は変わ

らないと思います。最後の事業ですね、現状どういう整備方針かは変えなくて、

その上の一つ二つ上のところの黒点の文章は場合によっては割愛した方が穏や

かに済むのではないかと、いうならばサ高住の事業者の方もいらっしゃって、そ

の方がすべてこういう傾向があるとは当然言えないわけですので、その方々が

見たときにどう思うかというような、もちろん業界の中では知っている部分は

あると思いますが、こういった文章の中で残されるのは、適切かどうかというこ

とを含めると、場合によってはこの 2 行は削った方がよいのかなとも思います

ので、大変恐縮ですがご検討をお願いしたいというふうに思います。以上です。 

 

(事務局) 

 ありがとうございます。たしかにその中でのご指摘というところでは、こちら

については財務省の地方財政審議会ですとか、あるいは厚労省内の社会保障審

議会の中でも、割とそういう部分でも議論というか問題意識を持って議論され

ている部分でございます。それについての今現在検討されている内容でござい

ますが、例えば同一の建物の立て方が同一建物にあるサービス事業を使う場合

の上限をある程度設けるですとか、それによっての加算を減算するとかですね、

そういった議論というのは今国の方でもされているところでございますので、

頂戴した意見を検討させていただきます。ありがとうございました。 

 

(会長) 

 その他いかがでしょうか。 
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(委員) 

 在宅で最後まで楽しく暮らしたいというのはほとんどの高齢者の方が思って

いると思うんですね。先ほどの説明でそういう事業に対して供給が追い付いて

いないとそこをこれから改善していくということなんですけど、その通りだと

思うんですが、特に看護師さんですね、私が調べた範囲ではですね、例えば人口

10 万人に対して全国平均の看護師さんの数というのは 1,030 人なんですが、松

戸は 563 人だと、古いデータかもしれないんですけれども、きわめて看護師さ

んの位置づけが、人数が少ないと思うんです。これから先在宅で暮らしていくた

めにはお医者さんもそうですけれども、看護師さんをいかに確保していくかと

いうことが大切だと思うんですが、ぜひいい人たちが松戸に集まるようにお願

いしたいと思います。以上です。 

 

(事務局) 

 ありがとうございます。今委員からご指摘いただいた部分ですけれども、本日

の資料でいいますと 29ページだと思うんですけれども、先ほどありました『見

える化システム』ですね、データでいうと逆に如実に表れていると申しますか、

一人当たりの給付月額で申しますと、この訪問介護、上から 3 番目のところを

ご覧いただきますと、松戸市対全国比で言いますと、0.72 であったり、千葉県

比でも 0.95と逆に１を切っているということは平均まで達していないというこ

となんですね。ですのでその辺のところもございますし、こちらは会長はじめ本

日訪問看護連絡協議会からもお見え頂いておりますけれども、その在宅医療を

進める中での訪問看護が非常に大きい役割であることは認識しております。た

だ、市の方で指定する権限があるサービスじゃないですけれども、そういった部

分で底上げしていくということが必要だということは認識しておりますので、

今のご提言を踏まえて何ができるか今後考えてまいりたいと思います。ありが

とうございました。 

 

(委員) 

 一つ教えていただきたいと思うんですが、7 ページ一番上の特養の件ですが、

地域密着型 29床で計画されたけれども応募がなかったと、結果としてどこもな

かったんでしょうけれども、この原因というか要因をちょっと教えていただき

たい。なぜ計画したのに 0なんですか。 

 

(事務局) 

 大変難しい質問ではあるんですが、まず広域型老人ホームに対して地域密着
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型サービスの中で厳しいところとしては、ベッド数が少ないというところで、経

営上なかなか難しいというか操縦していくのは難しいということがあると、あ

るいは松戸市民だけを対象としたサービスということで、行政にとってみます

と松戸市民の方に直接提供できるという点で利点ではあるんですが、その分小

規模ということで、今申し上げたような経営上の難しさがあるというようなこ

ともあって、全国的な傾向ではありますがこれを単独の事業として公募すると

応募が厳しいというところであります。今回計画した中では市内の計画にあた

っては、広域型の老人ホームについては、現在ある施設の増床をお願いしようと

いう中で、プラス新設する部分としては、やはり地域密着型の市民に直接届くも

のがいいというところの上での判断で募集したところでございますが、残念な

がら結果的に応募はなかったというのが実情でございます。すいません。お答え

になっているか分からないですが。 

 

(委員) 

 お役所の希望がなかなか届いていないという現状と合致しないところがあっ

たのかなあと理解をいたしました。ありがとうございました。 

 

(委員) 

 まず冒頭にご説明があったアンケート調査結果概要についてですけど、全国

の市町村全部そうなんですが、1ページを開いたところの、アンケートの調査期

間、ほとんどのところが松戸市さんでも令和元年 12 月 20 日から令和 2 年 1 月

17 日ですから、ほとんどの市町村のデータは新型コロナの前なんですよ。新型

コロナがこの後起こりますので、結構ものすごく環境が大きく変わっている状

況の中で、各市町村このデータをどう読み解くかっていう相当大変なところで

して、私も武蔵野市の介護保険事業計画策定に入っていますけど、やっぱり同じ

ような結果でした。で、このデータはこのデータとして分析するにしても、新型

コロナによってどこにどう影響が出てくるのかっていうところを少しちゃんと

分析しないといけないんだろうと思っています。 

例えばですけど、虐待の問題にしても相当顕在化してきている、そういったと

ころをどうするとか、利用者負担とかも本当の意味でさらに経済的に冷え込ん

でいく中で、所得がどうなるのかという不安の中で各家庭の財政は緊縮化して

いくことが見込まれると、そこは十分配慮しなければいけない、ということも出

てきますので、アンケートについてはそのようなことでお願いします。 

それから施設整備計画につきましては分析の通りだと思います。18 ページ、

83 ページ、特養、老健などはこういう計画を立てて進めてきているそうですけ

ど、問題はサ高住と有料老人ホームと高齢者向け住宅なんですけど、これは裏返
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すと、さっき事務局がおっしゃったように公的な財源を伴わないので、その分民

間資本いわゆる PMI で民間資本を導入している形になりますから、割と整備が

迅速にできる、それから都市部は特に特養待機者が多くニーズがあるので、民間

がこぞって資本を投下してこれだけの数が増えてきたと。 

非常に短期間でこれだけ伸ばしていますから、需要に対して供給量を賄うた

めには、非常に結果としては良かったんですけれども、今後これを超えてどうコ

ントロールしていくかがすごく大変で、まず都道府県市町村で、計画の中にこれ

をカウントできるようにしました。 

今までは治外法権的に蚊帳の外だったんで、これを中に入れ込むような形に

改正したんですけれど、ただ、今は足りないわけなんで施設整備を急がなきゃな

らないんですけれど、今後のこと考えるとやっぱりこれ、さきほど事務局からあ

りましたが、みんなが共倒れになってはいけないし、最悪はそこに入居されてい

る方々が終の棲家を失うのが一番心配なので、やはり施設整備の計画としては

十分入り口規制をしていかざるを得ないというのはご指摘の通りと思います。 

で、そのためにも特養待機者がこれだけ松戸市もあるということで考えると、

やっぱり 1 年以内に入所できているというのをどう見るかなんですけれども、

ご本人にしてみれば 1 年も待たされる、その間在宅を継続せざるを得ないとい

うことでいくと、やはり松戸市も基本的には在宅限界値を上げなければいけな

いということになろうと思いますので、在宅限界値を上げるために必要なサー

ビスをどう受けさせていくかということだろうと思っていますので、今後の計

画策定にあたってその辺を充実させていただきたい。 

最後ですけど、50 ページなんですけど、介護保険の基本理念は基本的に自立

支援であり、そして介護者の負担軽減、在宅限界値を考えると、居住環境整備が

非常に大切だと。今の介護保険運営上は居宅サービスの中に横並びで住宅改修

とか福祉用具が入っているんですけれども、これ本来はまず一時的に居住環境

を整えて、住宅改修をしたり福祉用具を活用することで自立の限界値を伸ばし

て、そしてそれでもだめならマンパワーで入れていくのが本来の福祉、ところが

利用率見ましても１％ですから、やっぱり他のサービスと並びになっちゃって

るんですね。 

松戸市さん、運営として望みたいのはまず要介護認定の時に一度きちんと居

住環境を見るわけですから、そこで本当に住宅改修で自立が促せたり、福祉用具

の活用でいけるんであれば、まずそこを積極的に促していくべきじゃないかと

考えていく、そういうふうにしていかないと在宅限界値が上がっていきません

し、マンパワーを多く入れれば入れるほど、結果として財政が上がっていく形に

なりますので、そこを十分にお考えいただければなと思います。以上です。 
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(事務局) 

 ご意見ありがとうございます。アンケートについては、計画に反映させる段階

においては数字をそのまま探っていくだけじゃなくて、気持ちの部分だったり

そういう部分も来年度以降になると変わっていきますので、それを加味したう

えで進め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。ありがとう

ございます。 

 

(委員) 

 単純に「三密を避けろ」って言われているんですよ。三密を避けるって介護の

世界で相当大変なことです。これが終息が見えない中で三密を避けるとなると、

先ほどデイサービスでありましたけれども、どうしても距離をあけなきゃいけ

ないので、人数を制限せざるを得ない、介護保険は出来高なので人数を減らした

ら収入が減る、こういう構図ですから、相当特養はまだ満床が続いているので、

直接的にはあれですけれど、特にデイなんかは現実的に収入が減っている、今介

護報酬でなんとか手当していますけれど、これもどこまでできるかはっきり分

かりません。給付分科会で議論になりますけれども、だからそういったことで考

えると、やっぱり在宅の限界値を上げていくための、どのサービスが一番効果的

で、とかいうことを、三密を十分考えながら検討しなきゃならないというふうに

思います。 

 

(事務局) 

 ありがとうございます。今補足も含めてご意見いただいたところなんですが、

コロナのことに関して申しますと、いわゆる給付の部分での数字が出そろって

きていないというのがありまして、まだ正常な比較ができないというのがあり

ますが、認識というか傾向が少し表れておりまして、例えば本日お配りした資料

の中で、デイサービスの利用状況については、こちらはかなり直近のデータ、6

月 30日現在のデータをとらさせていただいていますので、備考欄をご覧いただ

きますと、コロナ自粛というふうに書いているものが非常にあります。 

まさにこれは委員がおっしゃっていただいたように、デイサービスが再開し

ても自主的に下げてしまう方がいる、そうすると当然ながら事業者さんの影響

が出てくるということが容易に想定されます。 

また全体の施設の数字の中でも、本日の数字の中で申しますと、76 ページに

なります、まとめの中で欄外に参考でショートステイの利用率を 70・3％、令和

元年 12月期と書かせていただいたんですが、実はこちらの方は現在直近の数字

で見ますと、大体 40％くらいに落ちています。これもコロナの影響が非常に大

きいというところもありますので、やはりご指摘いただいたように、これから出



41 
 

てくる部分の問題の検討をしなければならない部分と、先ほどの冒頭に申し上

げました基本指針の中に国の方でも次の計画、いわゆる感染症対策と災害対策

という部分を盛り込むように新たに今回追加されましたので、こちらについて

どういうふうにとらえていくかというところも今後検討していかなきゃならな

い、今年中にということになりますので、迅速にその辺を見ながらということに

なると思います。 

サ高住や在宅の見解のご指摘まさにその通りだと思います。その辺のところ

を私どもとしても重点的にみていきたいと考えております。ありがとうござい

ました。 

 

(会長) 

 もう少しございますでしょうか。 

 

(委員) 

 何回も申し訳ありません。アンケートおよびそれを反映した計画、それから分

析において、こういう場でお尋ねするのが正しいのかわかりませんが、例えば、

特養に入るか検討するにあたってなどを考えるうえで当事者が経済的にどれだ

け負担できるか、という要素はどこかに入っているのでしょうか。 

 

(事務局) 

 重要なご指摘だと思います。たしかにアンケートの中では、例えば収入に関し

てというところの項目は市民アンケートの中にはございます。そういったもの

とそれぞれのところで、クロス集計をすることで、大まかな傾向は出てくるとこ

ろはあると思います。ただそちらはそれだけ結構そういう意味ではデリケート

な部分も含んでいるというところはあると思うんですが、ご指摘いただきまし

た特養とかの問題でいきますと、先ほどまさに今後長期的な課題として利用者

像をどういうふうに考えるかというところでのお話をさせていただいたわけな

んですが、今後このように、何度も申し上げますが、多様化してくるというとこ

ろが今回のアンケートの結果でもいろいろなものから見えてきていますので、

多様な中でどれを選択するか、あるいは選択できるかという部分の条件という

のが、個人差が激しくなってくると思いますので、そういった場合にある程度モ

デルではないんですが、どういったような条件が重なったところの方について、

やはり特養に早く入所していただくのが適当なのかというようなことも含めて、

今現在も入所判定基準というのがあるんですけれども、それだけではなくて、も

う少しいろんな要素を加えた中で考えられるようなものというのがいずれ必要

になってくると思いますので、そちらのほうも併せてご議論させていただきた
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いと思います。ありがとうございました。 

 

(委員) 

 ありがとうございました。 

 

(介護保険課長) 

 私の方から補足させていただきたいんですが、利用料というお話があったと

思うんですが、その他に我々の方としては保険者として介護保険料の問題が当

然出てきます。それをいくらまで市民の方々がご負担いただけるかというとこ

ろは、加味する中で全体の供給量というのを決定しなきゃいけないと思ってお

りますので、それは非常に難しい問題なのかなと認識しております。以上です。 

 

(委員) 

 いろいろお話がいくつか出ているんですけれども、現実に特養に入れる人と、

さきほどご指摘があった有料老人ホーム等のあまり規制のないところが伸びて

いる実態として、例えばお金が無い方たちだとか、比較的こういうところにどん

どん入れられていくという状況を見ているものですので、これって先ほど言っ

たようにお金のある部分と価値のある部分の価値観ですかね、特にこれから

我々の年代層価値観がみんな違うので、先ほど言ったように、多少高くてもサ高

住でいいよ、という人もいれば、本当にお金の無い人たちは行き場がなくて、そ

ういう部分があったりして、私たち、有料老人ホームが伸びていくのはしょうが

ないと思うんですけれど、そういう中で一番考えていただきたいのは、福祉系の

社会福祉法人系のやっている施設は法律の規制が厳しいんですけど、かたや法

律の規制があまりないところも伸びているところもあるので、そのへんがうま

くとれれば、結構特養さんは社会福祉法とかいろいろ縛りがかかっているので、

そういうものをうまくかけなくて運営ができるような、逆に言うと使う側じゃ

なくて逆に使わせる側のほうも、はっきり言えば儲かる方にいったほうがいい

とかですね、それでも儲かんなくても頑張っている社会福祉法人さんなんかも

いるので、そういう視点のここには書けないと思うんですけど、社会福祉法人け

っこう厳しい状況にあったりしますので、そういうことを表じゃなくて結構で

すけれども、裏で行政さんが支援していただけるといいんじゃないかなと考え

ているんですけれども。 

 

(委員) 

 人が少なくなっているということ、コロナのこともあるということ、これらを

踏まえますと、地域全体の社会資源を有効に活用していく、社会資源というのは
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施設のサービスも人のサービスもですけれども、有効に活用していくというこ

とを考えれば、個別のケアマネジメントの適切さというのが一層問われてくる

という風に思います。 

一方で通所介護とショートステイがこれまでどおりできるかわからない中で、

あるいは通所介護が自宅に訪問できるような介護保険制度始まって以来の運用

をしているんですけれども、その中でもしっかりと適切なケアマネジメントが

できるということが新たな形で問われてくると思います。これが一つですけれ

ども、あとは全体、松戸市全体で社会資源を有効に活用していく全体性のマネジ

メントというものが必要になってくると思いますので、今後その個々のケアマ

ネジャーが個々のケースだけを見るのではなくて少し全体性を意識していくと

いうことがおそらく事業計画につながってくると思います。 

で、適切なケアマネジメントというのを考えたときに指導であるとか、ケアプ

ラン点検が行いにくくなると思いますので、これらを行う方法というものを従

前とは違う形で作っていく、さっそくもうできる方たちで考えていく必要があ

ると思います。で、サービス高齢者向け住宅について先ほど議論されていたと思

うんですけれども、あくまで全国の方の調査結果でいくと支給限度基準額を一

般の在宅とサ高住を比較すると、サ高住の方が支給限度基準額が高いと出てい

ます。ただ、これは家族が担っている機能がサ高住にはないのでそこの部分が上

乗せされているということも言えると思いますし、個々の技術というのを見て

みなければわからない、そういったところが重要になってくると思います。とい

うわけで、コロナと人材の減少というところは個別のマネジメントと全体のマ

ネジメントで確実な計画にしていくことが重要だと思います。 

 

(会長) 

 ありがとうございました。ちょっと後半聞き取りにくかったんですけども、ケ

アマネジメントの力を高めたり、ある種地域を見るとケアマネジャーさん、みな

さんが主任ケアマネジャーのような機能を果たしていただく必要があるという

ご指摘かもしれません。 

 

(副会長) 

 私の方からは３つほどコメントがあるんですけれど、基本的にこの詳細なデ

ータ分析を基に、今後 3 年間の計画、施設整備計画を立てていただいたという

ことで、大変すばらしい内容で、より松戸らしい在宅重視の方向性を今後も展開

していただければと、全体的な感想として感じました。 

主に施設整備をどのように展開していくかというハード面の話と、今の委員

のご発言とか今日の議論でたくさん出ているように、ソフトの話ですよね。箱物



44 
 

があっても利用者さんをどう誘導していくかというか、適切な望み通りのとこ

ろに誘導していくのか、コーディネートしていくのかという機能が求められて

くるかなというふうに思います。 

ちょっと話しやすいところで、後者のところからいくと、今、石山先生が言っ

ていただいたように、個々のケアマネジャーというのはもちろん重要になって

くるんですけども、やはり市として何か公的にそういうサービス利用に対して、

アドバイスしていく、今日の委員の発言でもおっしゃられていましたけれど、ち

ょっと空きが出ていてもったいないとか、今後そういったいろんな選択肢が出

てくる中で、それを適切にコーディネートする機能を何らか考えなければいけ

ないと、特にサ高住が増えているという話が出てきました。全国的な状況と同じ

で都市部はしょうがないと思うんですけれども、例えばお年寄りになって病院

に入院します、退院した後の居場所というのはソーシャルワーカーがいろいろ

お金の程度によって誘導するわけですよね。場合によっては要介護高齢者はケ

アマネジャーが関わるようになってくると思うんですけれども、じゃあ、ケアマ

ネジャーが関わらないお年寄りはどうなるのかとか、貧困ビジネスのようなと

ころに誘導されてしまうのか、という可能性も無きにしもあらずだと思います

ので、例えばそういったところに対して、今、国というか全国的に居住支援協議

会というような協議会を立ち上げて、しっかりとその人たちの状況を聞いて、あ

るべき、質の低いサ高住に入れないように協議をしながらしっかりとフィルタ

ーをかけていく、なんていう取り組みもあります。一つの例なんですけれども。

それ以外に何か地域の中で協議してここに一時的に入っていただこうというこ

とを考えていく機能が必要なのかなとは聞いていて私も思いました。 

ソフトではなくハードなんですけど、２つあります。 

1つめは皆さんにも見ていただきたいんですけれども、このたくさんの資料の

中で私が着目したのは、62 ページの図があるんですね、私がお願いして事前に

作ってもらっていたんですけれども、松戸市のマップのところに小規模多機能

看護、みなさんも地域密着サービスで見ている、キーとなるサービスがまんべん

なく配置されているのかっていうのをマッピングして、北部に看多機、中心部に

小多機、黄色い丸がありません、と。やはりコロナの状況というのがたくさん出

ていましたけれども、それで私が感じているのは、より地域に密着して、訪問、

通所、泊まりの機能がバランスよくコーディネートできているかということが

重要になってきますので、その中核になるのが小多機だと思っています。これを

今後この介護保険事業計画に位置付けながらしっかりと整備して行くという方

針を立てていただいているのは大変心強いんですけれども、一方で市のど真ん

中の地価が高いところに、果たして介護事業者が応募してきてくれるのかとい

うのが気になっているんですよね。なのでそこはちょっと工夫が必要かなと思
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っていますので、そのあたりは今後計画は計画として定めながら、具体的にどう

いう事業者を誘致していくかというのをまたみなさんと一緒にここで検討して

行ければなというふうに考えているところです。要は日常生活圏域ごとのサー

ビスのバランス、これは引き続き注視していくことが必要かなと思っています。 

 ３つめですね、ハードの２つめなんですけれども、今日、サ高住とか医療のと

ころを見てたんですけど、みなさんと一緒に見たいのは、51 ページの地域医療

構想というのがあるんですね。実はみなさん介護事業計画、介護保険運営協議会

という介護を中心とした会議をしているんですけれども、高齢者が増えていく

と、医療と介護は裏表だと私は思っています。次のページに在宅医療等の推計、

東葛の中で松戸市民で割り戻して在宅医療分の推計がここに出ているんですけ

れども、私が調べたところによると、51 ページのこの図、Ａ病棟、Ｂ病棟、Ｃ

病棟、Ｄ病棟とありますが、急性期から慢性期、病院の種類が４つ書かれている

んですね。この中の介護に近いＣとＤ、これが東葛北部では不足していると書か

れています。そうすると介護に近い医療ニーズを持つ人たちが全体的に供給量

が足りていないと、病床数が足りていないというのが基本的な姿なんですね。そ

れを必死にサ高住とかいろんな介護サービス等、医師会の先生方たちが連携す

る中で支えているというのが松戸の姿なんですけれども、これをより一層推進

していかないと今後の高齢社会に対応しきれないよという姿が出ていると私は

認識しています。 

なので今日の議論でも出ていたように、もちろん今後の方針は継続するんで

すけれども、今日のお話であったように、他のあらゆるサービス類型について看

取り対応を進めていかないと、たぶんうまくいかない。特に認知症グループホー

ム、看多機のみならず小多機、他の在宅サービス、特養、全ての介護サービスで

看取りができるようにしていかないと、おそらくこれからの高齢社会には対応

しきれないであろうと思っていますので、そこのところもみなさんと一緒に考

えていきたいなというふうに思いました。私からは３点以上です。 

 

(会長) 

 詳細な分析ありがとうございました。松戸市の現在値というかそういうのが

良く分かったと思います。 

 時間が押していますので、締めくくりたいと思います。まずは改めて確認です

けれども、この資料５は３年前にも給付分析に基づいて今期計画を策定してい

ただいたわけなんですけれども、さらにそれを精緻にお調べいただいて、ご報告

いただいたと思います。ですので、ここまで子細に調べている市町村は全国的に

みても稀有だと思いますので、事務局の労を本当に感謝申し上げます。 

このようにして特に施設整備部分はかなり把握ができていて、そして市民ア
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ンケートの結果も踏まえて、居宅中心でやる、そして居宅じゃないとしても地域

居住を支えていく、今、副会長がおっしゃったように、そこが看取りの場になっ

ているということがある程度できているのはいいことだと思います。 

実際データの中で端々に出てくる各居住系施設での死亡の比率というのはで

すね、どの類型よりも全国平均よりもはるかに高い数字になっているようです

ので、本当に市内の施設は看取りについて頑張っていただいているということ

の証左ということだと思います。 

しかしながら今日ご議論いただいたように、課題はもちろんきりがないとい

うか常に検討すべきことがたしかにあるようですし、コロナという影響も受け

ましたので、そういうことも踏まえてまた本日の結果を高齢者保健福祉計画推

進会議にご報告いただいて次期計画策定に生かしていただくということになり

ます。そして来期が始まると次に向けての検討というのをこの運協でも随時や

っていくということになると思います。こういう毎回毎回の議論の積み重ねが

役立っていくと思いますので、ぜひそれぞれの委員のみなさま方にもまたお力

をいただだければと思います。今日は長時間ありがとうございました。 

 

 では最後に、８ その他としてご意見・ご報告事項はありますでしょうか。 

 

(事務局) 

 事務局からはございません。 

 

（会長） 

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。 

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、１０月２２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。 

以上をもちまして、令和２年度第２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。 


