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1 1 3
長谷川
委員

生活支援体制整備事業費のなかの生活支援コーディネーター活動支援
前年には153万円ほど決算額として計上されてますが、令和元年度にはゼロとして計上されて
おりません。地域をより良くしていくための支え合い活動としてとても重要です。協議体運
営業務費に一本化されるのであれば、この項目は削除すべきと思慮しますが？

平成30年度は、生活支援コーディネーター活動支援に153万円計上しておりましたが、令和元
年度は記載の通り計上額がありません。これは令和元年度についてはご指摘の通り、生活支援
コーディネーター活動支援費を協議体運営業務費に一本化したためでございます。今後も協議
体運営業務費に一本化して計上していく予定でございますので、次回からこの項目は削除した
と思います。

1.保険給付費決算額　について
〇住み慣れた地域で暮らし続けるための重度者向け介護サービス（定期巡回・随時対応型訪問
介護看護、（看護）小規模多機能型居宅介護等）の整備・周知に伴い利用者数が増加したこと
が大きな要因と思われます。

〇施設サービス費の増加については、H29年度・H30年度に介護老人福祉施設（特別養護老人
ホーム）が100床ずつ整備されたこともあり、利用者数が増加し、費用も増加しております。

〇高額介護サービス費の増加については、介護サービス全体の利用者数が増加していることが
大きな要因であり、平成30年8月から利用者負担に3割負担が導入されたことも影響しているも
のと考えます。

2.地域支援事業費決算額　について
〇認定者数、特に要支援者の増加に伴い、サービス利用者数が増加しているからと考えます。

（給付費内訳推移について、記載いただき有難うございました）
1.保険給付費決算額　について、平成28年度と令和元年の対比を見ます。
　　　　　　　　　平成28年　      令和元年　　　増減　　　      増加率
給付費総額　　　　2,868　　　    32,786　　        4,918　　     　17.6％
　うち
居宅サービス　　　11,524　　　  13,187　   　    1,663                14.4%
施設サービス           8,003               9,457                1,454                 18.2%
地密サービス           3,848               4,894                1,046                 21.1%
高額介護サービス     656                 895                   236                    36%

ここからいえることは、
○地域密着型サービス費については、施策の進行により、事業所数が増え、利用者が増えた
ことによるもの
○施設サービス費の増加も、利用者増によるもの、他には（？）
○高額介護サービス費は、制度が浸透してきたもの
という理解でよろしいでしょうか？

2.地域支援事業費決算額
　　　　　　　　　平成28年　      令和元年　　　増減　　　　 増加率
給付費総額　　　　1,560　　　    2,040　　        480　　　　　30％
　うち
介護予防日常支援　999　　　   　 1,250　   　　　251        　    25%
　うち通所型          597             　  794          　　 197        　　 33%
包括的支援事業       433           　   603          　　  170        　　 39%

○施策遂行による増加と思います。その中で、介護予防・日常生活支援のうち通所型サービ
ス費の増加は、どんな理由がありますでしょうか？

2 1 4
手島
委員
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3 1 7
長谷川
委員

平成３０年度、３１年度の介護認定者数は前年度比１，０００名以上の増になっていますが
令和２年度の前年比では５００名程度の増になっています。
私はもっと増えるのではと思うのですが？
２０１９年の死者数は１年間で約４，５６９人。（介護者が半数とした場合２，５００人）
介護認定の新規申請者が７，１６４件（７０％介護認定承認されたとして５，０００件）で
す。前年に対して２，５００人は増えているのではないでしょうか

令和２年度１０月１日時点の認定者数の実績について再度確認いたしましたが、資料のとおり
22,419人という結果となっております。

4 1 8,10
手島
委員

1.要介護認定状況（ｐ8）
申請受付状況の記載があります。
新規認定者数は、各年何人でしょうか？

2.介護保険サービス利用者数の見込みと実績（ｐ10）
①表中、項目「介護サービス」　居宅介護支援　令和元年　9,132人
　　　　　　「介護予防サービス」介護予防支援　　〃　　　　 1,627人　合計 10,759人
ケアプラン作成対象者が、10,759 人と理解してよろしいでしょうか？
要介護認定者のうち実際の利用者 17,548 人（前ページ）とは差がありますが？

②福祉用具貸与、特定福祉用具販売（介護予防も含む）の件数（人数）が記載あります。
給付金額も教えていただくと参考になります。よろしくお願いします。

③施設サービス、地域密着型サービスが記載されています。
有料老人ホーム（特定施設、特定施設以外、ケアハウス等）入居者へのサービスについて、
介護サービス、介護予防サービスの内訳項目に計上されていると思いますが、施設サービス
等と同じように明記されるとわかりやすくなります。ご検討を願いします。

1.各年の新規認定者数は以下のとおりです。(新規介護申請も含みます)
　平成28年度　5,605人　平成29年度　5,977人
　平成30年度　6,411人　令和元年度　6,603人

2.
①居宅介護支援数、介護予防支援数の合計10,759人は、居宅介護支援事業所に所属するケアマ
ネジャーが居宅サービス計画を立てた数となり、施設利用者数等は含まれておりません。一
方、利用者17,548人の中には施設利用者数等が含まれておりますので、差が生じております。
なお、ｐ9の利用者数については、利用率の傾向をつかむために、3か月の請求実績を元に独自
に集計しているものであり、ｐ10の利用実績については、介護保険事業状況報告による審査
ベースでの利用者数のため、単純に居宅介護支援と施設利用者等を合計しても、イコールには
ならないことをご理解いただきたいと思います。

②
                                                                                                　　　　　（単位：円）
 
　
 

③P10 介護保険サービス利用者数について
介護保険事業状況報告に基づき報告させていただいております。
有料老人ホームやケアハウスは介護保険対象施設ではない為、実績数の把握をすることが難し
いと考えております。

平成30年度 令和元年度
福祉用具貸与 930,366,870 967,977,102
特定福祉用具販売 33,542,785 35,813,228
介護予防福祉用具貸与 69,197,486 79,134,934
介護予防特定福祉用具販売 8,976,054 11,017,005
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5 1 9
津川
委員

（1）介護保険認定者数とサービス利用者数の報告
各年度とも共通していますが、認定者数の約２０％のかたがたが各種サービスを利用されて
いません。
必要があって要介護認定申請をされていると認識しますが、その全員が各種サービスを利用
されていない事情は何なのでしょうか。

　昨年実施いたしました市民アンケートによると、サービスを利用していない理由として軽度
の方は、「まだ自分でできるから」42.6％、「家族等の介護で十分だから」26.8％と多くなっ
ており、要介護４・５の方は42％が医療機関等に入院しており医療のサービスに切り替わって
いるというケースが多く、これは過去のアンケートと同様の傾向となっております。

6 1 18
川越
会長

認知症初期集中支援チーム
事業開始から5年を経過したことになります。これまでの成果について、概要をお聞かせくだ
さい。その上で、昨年度時点で28事例について検討したとのことですが、2.5万人とも推計さ
れる認知症高齢者数を鑑みると、毎年数千人が新たに認知症を発症しているものと予想され
ます。より多くの対象者に対して、より早いタイミングで把握し、適切に必要な医療や介護
につなぐことが重要であることから、実施方法をより簡素化しつつ、対象者数を大幅に増や
す必要があるのではないかと考えます。担当課のお考えをお聞かせください。

この５年間の概要ですが、91人検討されております。平均年齢は81.3歳、世帯構成は、独居が
48人53％、夫婦のみが25人27％、その他が18人20％となっております。認知症高齢者の日常
生活自立度は、何らかの認知症を有するが日常生活はほぼ自立している人は11人12％、日常生
活に支障をきたすような症状や行動・意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意してい
れば自立できる人は61人67％、介護を要する人は19人21％でした。介入時の介護保険の申請に
ついては、未申請の方が41人45％、要介護の方が38人42％でございます。
介入の効果として、DASC21の点数の改善が25人27％、問題行動の改善が33人36%、受診につ
ながった人が57人63%、公的サービスにつながった人が42人46％、地域につながった人が21件
23％などとなっております。
実施件数が認知症の増加数と比べると少ない状況ではございますが、認知症の自覚がない方
や、支援を拒否する方に対してのサポートに繋がっていると考えております。
実施方法の簡素化については、来年度１５チームへの拡充を検討しており、地域包括支援セン
ターやチーム員の皆様のご意見を伺いながら検討してまいりたいと考えております。
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7 1 19
津川
委員

（3）任意事業③家族介護支援事業
家族介護慰労金支給事業についてですが、ここ数年の利用者数が数名と横ばい状態で推移し
ています。
支給対象条件として松戸市では以下のように定義されていますが、
1　要介護４・５の認定を受けて１年以上経過
2　市民税非課税世帯に属する
3　過去１年間介護保険サービスを受けていない（７日/年のss除く）
4　過去１年間通算して９０日超過の入院をしていない

一見してかなり厳しい条件ですので、利用者の方々の状況は大変厳しいものと推察されま
す。
当該事業に関しては、家族等による介護では要介護者に対して適切な対応ができない恐れ
や、家族介護の固定化を招く恐れから制度を廃止する自治体も散見されています。
家族への介護によらざるを得ない状況も無くは無いでしょうが、ここ数年の利用実績および
対応家族の負担軽減の観点から、介護保険制度の枠組みの中で何かできることは無いので
しょうか。

　支給対象条件の方を介護サービスを利用せずに介護することは大変なことと思われますの
で、対象となる方はそれほど多くはないと思われます。
　申請のあった方については、地域包括支援センター職員と自宅を訪問し、介護の状況を確認
しております。その際、ネグレクト等があった場合には早期発見ができ、また家族での介護の
意向がある場合はアドバイス等を行っています。
　地域包括支援センターが現状を把握していることで、介護者の状況等により、介護サービス
を早急に導入するような場合も、地域包括支援センターが速やかにサービスを受けるために必
要な調整が可能となります。要介護者が適切な介護を受けられるよう、つなげていくことが大
切であると考えております。

8 1 21
手島
委員

（2）ケアマネジメント等の適正化（ｐ8）
　①ケアプランの点検
H３０,R１年度とも、返還のあった事業所数は「０」とあります。返還の有るなしは別とし
て、点検結果はどうだったか、問題或いは指摘事項などがありましたら、教えてください。

ケアプラン点検は、ケアマネジメント一連のプロセスを踏まえ、自立支援のための適切なプラ
ンとなっているか、介護支援専門員と共に確認・検証を行うものとなっています。
主な指摘事項としましては、「サービスの必要性をアセスメントにて明らかにした上で、根拠
を持ったプラン作成に努めること」とした内容が多くみられますが、その中で大きな問題等は
ありませんでした。

9 1 21
手島
委員

（2）ケアマネジメント等の適正化（ｐ8）
　①ケアプランの点検
点検の実施について、事前提出のあったケアマネ １人／１件 の点検では、過誤内容等を見い
だすことはなかなかできそうにないように思われます。
「適正化事業」という以上、監査的要素も含まれると考えます。
事前提出ではなく、当日ランダム抽出、件数も数件くらいの点検が必要かといえます。
体力の手当てが必要ですので、それに見合う予算措置も必要と思います。

ケアプラン点検につきましては、内容をじっくり検討しながらプランの組み立て方について再
確認をすることに重点を置いていることから、当日伺う職員も内容の読み込みが必要となって
まいります。そのため、プランを事前提出頂いているものです。
　一方、同日に実施する実地指導につきましては、当日指定した利用者に関わる書類を複数確
認しております。今後とも双方の目的に沿った形で、バランスをとりながら実施してまいりた
いと考えております。
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10 1 22
手島
委員

③住宅改修等の点検
本件は、工事内容と必要性の審査ということで、判断が容易ではないと推察します。
福祉用具全般に言えますが、改修費についても単価が高いと聞いています。
本文記載の審査項目に加え、工事材料の単価、据え付け等の作業費などの点検も世間一般の
工事費等と比較するなどを加えたらよいのでは、と考えます。今後、ご一考いただきたいと
希望します。

委員ご指摘のとおり、工事内容と必要性の審査は難しいと認識しています。制度上、住宅改修
費の支給対象となる費用の見積もりにおいてその内訳がわかるよう標準書式が提示されていま
す。その中で施工費や諸経費についても審査し、高額の場合には業者に確認をしています。ま
た、ケアマネジャーは複数の住宅改修の事業者から見積もりを取るよう利用者に対して説明す
ることとされており、利用者が不利益を被らないよういくつかの見積もりの中から選定してい
るものと思われます。受領委任払いの更新登録説明会では、制度改正について業者に説明を行
い、周知を図っています。手すりを取り付ける場合でも建物の状況や設置場所により、材料や
施工方法が異なるため一概に施工費等の価格を設定することが難しいと考えます。

11 2 2
川越
会長

小規模多機能型居宅介護
〇No.6の事業所の利用者5名が平均30.4回の宿泊サービスを利用しているとのことです。31日
のうちの大半を宿泊しているものと思われますが、一方で、10名の利用者全員に訪問介護
サービスを提供しています。間違いと思われますので、ご確認の上、訂正をお願いします。

事業所に確認をとったところ、利用者５名につきましては、訪問診療等で日中に帰宅する機会
があり、その際に訪問によるサービスを実施しているとのことで、資料のとおり実績は１０名
とのことでした。

12 2 3
川越
会長

看護小規模多機能型居宅介護
○No.7の事業所について、9名の利用者に27.8回の宿泊サービスを提供したとあります。9名
の利用者がほぼ毎日宿泊しています。その結果として、他の12名の利用者は宿泊サービスを
利用することができない状況が発生してしまっている点を憂慮します。登録利用者が希望し
た場合に柔軟にサービス提供できることが重要だと考えます。現状と今後の方針についてお
聞かせください。

○No.4の事業所は、介護保険訪問看護を提供した利用者24名に24回の訪問看護を提供してい
ます。つまり、全員が月1回だけ訪問看護サービスを受けたものと思われます。全員が看護小
規模多機能型居宅介護に登録する必要がある方なのか、どのような方を登録しているのか、
24名の利用者像の概要についてお聞かせください。

〇No.7の事業所につきまして事業所に確認をとったところ、引き続き新型コロナウイルス感染
症の感染予防対策の一部としてサービスの分散化をはかり、同居のご家族が都内に勤務されて
いる方を中心に宿泊メインでご利用頂いたこと、また、自宅での看取りが困難な利用者の対応
があったことで、一部の方の宿泊が多くなったとのことでした。９名以外で宿泊が必要となっ
た方につきましても、お断りすることなく調整により宿泊が提供できているということでし
た。今後も周囲の感染状況や利用者・ご家族の状況に応じた対応を行っていきたいとの報告を
頂いております。

〇No.4の事業所につきましては、受入時には必ず医療ニーズを判断した上で、必要な方のみ支
援しているが、一定期間が過ぎて状態が安定し、介護職員による状態確認で対応可能となる
ケースも見受けられるとのことでした。その様な場合は積極的に居宅サービスへ移行をはかっ
ているとのことです。利用相談時の状態像としては、退院や老健退所が決まっているが直接自
宅に戻るにはリスクが高い方が多いとの報告でした。
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13 2 5
川越
会長

定期巡回・随時対応型訪問介護看護
○No.2と3、5の事業所は、1か月間の随時対応が0件だったとのことです。本サービスを必要
とする利用者が登録されているのかどうか、従来型サービスを利用する方が負担額が少ない
計算になってしまうのではないでしょうか。利用者家族に対して適切に負担額実績について
試算などを含めて説明するのが誠実な対応だと考えます。対応状況についてご確認くださ
い。

〇事業所に確認をしましたところ、契約時には料金等の説明は丁寧に行っていると聞き取りま
した。随時対応の実績がない理由として、転倒したので助けてもらいたいとのコールに対応し
ている最中にご自身で立つことができたケースや、当該サービスと医療保険の訪問看護を利用
している方の随時対応が医療処置だったため、数字に表れないケースも見られたとのことでし
た。
　当該サービスにつきましては、居宅介護支援事業所のケアマネジャーによりサービス調整が
行われ、毎月サービスの実施状況を把握するものとなっておりますので、モニタリングの結果
サービス量と費用のバランスが不均衡となった場合には訪問介護等へ切り替えられるものとの
認識でおります。

14 2,3
久留
委員

本年7月の豪雨災害（河川の氾濫、土砂災害等）により、全国の高齢者関係　施設で甚大な被
害が発生しています。従来の施設整備基準では、火災や地震への対応が重視されています
が、浸水や土砂災害への対応（防災）が明確でありません。松戸市では、事業者等の指定や
その後の指導監査等において、「松戸市ハザードマップ」との関係において、どのような
チェックや指導がなされていますでしょうか？

松戸市の地域密着型サービスにおける非常災害対策につきましては、国の定める基準に加え、
非常災害計画や通報及び連携体制について、従業者だけでなく、利用者及びその家族に対して
も定期的に周知することとしております。
　また、集団指導ではハザードマップを配布するとともに、各事業所にて策定する非常災害対
策計画については水害・土砂災害、地震等の地域の実情に鑑みた災害に対処できるものを策定
する様伝達しております。具体的項目についてホームページ等で周知をはかるとともに、実地
指導でも実施状況を確認し、必要に応じて指導を行っております。

15 3 8
川越
会長

指定更新審査報告票
○宿泊サービスの費用が1泊500円、夕食300円、朝食200円と、極端に廉価な設定になってい
ることは、提供されるサービスの質が著しく低いのではないかという点が憂慮されます。保
険外サービスとは言え、実際に月に何人の利用者に対して、何回の宿泊を提供しているの
か、提供されている介護は適切かどうかについて、ご確認いただければと思います。特に30
日以上の連続宿泊した事例の有無についてご確認ください（在宅医療や看護、リハビリテー
ションなどのサービスを受けることが事実上できないケアプランということになってしまう
点が憂慮されます）。

当該事業所における料金につきまして事業所に再度確認したところ、現在は一泊１１００円で
他事業所とほぼ同等の設定をしておりましたので、市への変更の手続きを早急にするよう指導
いたしました。
　宿泊時には男女ごとに部屋をわけた上でパーテーションで区切るなど、プライバシーに配慮
し、緊急時に夜勤職員以外にも２名が対応できるよう整えているとのことです。利用者１２名
に対して６名の利用実績があり、長期で連泊されている方が３名いらっしゃいます。その利用
者につきましても、それぞれ後見人等がついている中で、施設入所を申請・検討しながら利用
をされているということでした。市と致しましても、本人だけでなく、共に意思決定が可能な
後見人も含めて支援方針が決定され、利用が継続されていることが確認できましたので、支援
内容も可変的なものであるとの認識でおります。
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16 3
長谷川
委員

7月30日第2回運営協議会で新規指定　看多機しまむらについて
宿泊費3,000円で承認されたものが、実際には3,600円でパンフレット記載になっていると報
告いたしました。（実際の申請は3,600円とのこと）
小規模多機能型居宅介護や看護小規模多機能型居宅介護の新規申請については同一の介護事
業所で全てのサービスを提供するため、他から見えにくくなっています。
承認後取り決め通り実施されているのかチェックする必要あるのではと思いますが？

経緯と致しましては、指定申請書提出時に設定された金額にて運営協議会で承認された後、新
規指定の手続の間に法人の方針が変更となり、金額の相違が生じたものでございます。利用者
やご家族に対しましては、宿泊費を3,600円として説明、同意を頂いた上でご利用頂いている
とのことです。
　当該事業所以外につきましても、指定開始年月日によってはタイムラグが生じる場合もござ
いますが、開所前の現地調査や、開所１年後目安に実施している実地指導などでも確認を行い
ながら、指定手続きにつきましても慎重に行って参ります。

17 3 34
川越
会長

指定更新審査報告票
○この事業所の水道光熱費は、38500円と市内平均額の1.8倍に設定されています。実際の水
道光熱費の支払額と照らして妥当な金額なのか、ご確認ください。また、運営推進会議にお
いて適切な説明がなされているかどうかについても、ご確認ください。

当該事業所につきましては、共益費として徴収している中に水道光熱費が含まれるとのこと
で、記載の金額となっておりますが、１カ月あたりの支払額につきましては市内他事業所とほ
ぼ同等となっております。運営推進会議での説明だけでなく、利用者やご家族に対しても丁寧
に説明をし、同意を得ているとのことでした。

18 4 6
川越
会長

地域包括支援センター職員の確保・育成
○地域包括支援センター職員の資質向上は喫緊の課題であり、本資料でも重点課題として掲
げられています。相談事例の複雑さや困難性は、年々増す一方であり、多領域の課題を有す
る方や世帯の事例について、検討し考察を深める研修機会を継続的に設ける必要性が高まっ
ていると考えます。年間に4回設ける合同での研修機会について、今後の実施方針、考え方に
ついて、お聞かせください。

現在、地域包括支援センター職員向けの合同研修会は年4回開催しており、令和元年度は、地
域包括支援センターからの聞き取りで上がった課題や新規事業について、旬な話題等を取り上
げて研修会を実施いたしました。今後につきましては、地域包括支援センターの現場の声を聞
きつつ、各種制度の理解を深める実務的な内容や事例の振り返りから予防的な介入の視点やア
セスメント方法等、グループワークを通じて学ぶことができる内容を検討しているところでご
ざいます。開催方法についてもオンラインで実施するなど工夫していきたいと考えておりま
す。

19 4 9
川越
会長

総合相談支援業務
○セルフネグレクト事例や、対応が困難で停滞している事例などについて、市への報告、相
談のタイミングが計りづらいという課題が認識されています。各地域包括支援センターが作
成した相談受付票やモニタリングシート、経過記録などを地区担当や高齢者支援課として遅
滞なく把握できるような情報管理や運用、指導の体制を確立することが望まれます。デジタ
ル化の推進が叫ばれている現在、市としての検討方針やそのスピード感について、お聞かせ
ください。

基幹型地域包括支援センター地区担当と各地域包括支援センターでは定期的なレビュー会議や
随時電話連絡等で、困難事例や虐待事例に関する情報共有、相談、助言を行っております。ま
た昨年「緊急度チェックリスト」「モニタリング予定表」を新たに作成し、毎月提出してもら
うことで、地域包括がケースの振り返りを行うことができ、早期覚知に繋がり、基幹型も漏れ
のないよう把握し助言できるものと考えています。今年度は、地域包括が対応しているケース
を記載する「ケースレビュー台帳」の書式を見直し、担当者が一人で困難ケースを抱え込まな
いように、主担当と副担当を設定し他職種で様々な視点から支援をできるようにしているとこ
ろでございます。
　デジタル化につきましては、市のネットワーク環境やセキュリティの観点からもすぐに実現
することは困難と考えてはおりますが、現在の情報共有体制を適宜見直していきたいと考えて
おります。
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20 4 10
川越
会長

○福祉まるごと相談窓口において相談に乗った事例は、しかるべき担当課や機関につなぐま
で支援していただいています。それらの中で、47件の相談があった引きこもり事例が、もっ
とも停滞しがちだとのことです。対象者像をいくつかの類型に分類可能でしょうか。これら
引きこもり事例に対する支援の状況について、具体的な状況、支援内容、その後の経過等に
ついてお聞かせください。

令和元年度福祉まるごと相談窓口における新規事例対象別件数のひきこもり相談は47件ござい
ました。対象者分類につきましては、「ひきこもり」「高齢者」「生活困窮者」「精神疾患」
「その他障害」と分類しており、最も多いのは、「精神疾患」で「ひきこもり」の方が25件と
なっております。また相談の47件のうち、対象者は男性36名、女性11名。家族形態は未婚の子
と同居が26件、次いで独居11件。年齢は40代が18名、次いで50代9名。相談者は親族25件、次
いで地域包括9件となっております。分類で最も多い「精神疾患」で「引きこもり」の方の支
援においては、相談の主訴としては、対象者への対応苦慮・負担感について、医療機関に受診
させたい、就労・自立させたい、借金についてなどがあります。福祉まるごと相談窓口で、ま
ず相談者の訴えに寄り添いながら話を傾聴・助言を行い、多くは支援先の調整、支援者間での
情報共有・調整等を行っております。連携先としては障害関係の相談機関が多いですが、本人
面談に繋がらない場合等も多く、継続して福祉まるごと相談窓口がご家族と連絡を取り合って
いるケースが多々ございます。
引きこもり事例は相談からすぐに終結に結び付くことは難しいケースが多いですが、今後も相
談者に寄り添いながら、関係機関と連携を図って参りたいと考えております。

21 4 11
川越
会長

○アドバイザーの弁護士や司法書士に相談できる仕組みは、地域包括ケアシステム構築にあ
たり、極めて重要なものと思います。25件と11件のうち、特に好事例と言える有効なアドバ
イスをいただいた事例について、コンパクトに例示してお聞かせください。

弁護士への相談が可能な地域包括ケアシステム構築支援アドバイザー制度、行政書士に相談可
能な地域包括ケアシステム推進活動の事例についてご紹介いたします。
まず、弁護士相談の事例ですが、本人要介護5で介護サービスを利用しており、配偶者は就労
しながら介護、子には何らかの精神障害があり通院しながら日雇いの仕事をしていましたが、
介護サービス費未払いを繰り返しサービス停止となる事から虐待としても対応していたケース
です。本制度を利用し、弁護士と共にカンファレンスを開催し法的な視点を踏まえ虐待対応、
債務整理について助言を頂き、支援方針を立案しました。また制度活用時のみの対応ではな
く、継続的に電話連絡での助言や必要時担当者会議にも出席いただき、対応方針について共に
検討を行っております。
次に、行政書士相談の事例ですが、相談者の配偶者が事業を運営するため、賃貸住宅を借りて
いましたが、10年程度は使用せず賃料のみを支払っていました。その後配偶者が入院し相談者
は賃貸契約解除を任されましたが、手続きが分からず対応できずにおり、また室内がゴミ屋敷
で処分も併せてお願いしたいというケースです。本制度を利用し、行政書士へ相談したとこ
ろ、行政書士が管理会社に連絡し親族が解約手続き可能であることを確認したため、同行して
相談者の印鑑制作・実印登録・戸籍謄本取得の手続きを行い、また敷金にて未払い分を清算す
ることもできました。
　この制度はアドバイスだけでなく、直接的な支援にも力添えいただいておりますので、今後
も有効的に活用しながら、支援対応に活かしていく予定でございます。
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22 4 20
川越
会長

地域ケア会議関係業務
重点項目に掲げられているとおり、地域ケア会議の充実は極めて重要です。これまで人数の
限りもあり、出席可能な介護支援専門員の数が限られていたとのことですが、コロナ禍を経
て、会議や研修会のオンライン化を推奨する機運が高まっています。今後圏域で開催する地
域ケア個別会議や地域ケア推進会議のオンライン化について、市の方針やスピード感につい
てお聞かせください

市の方針といたしましてもオンライン化を推奨するところであり、7月30日に行われた市レベ
ルの地域ケア会議では、会場内の人数を減らし、オンラインでの参加を可能とし、会議を開催
したところでございます。
今後の各地域包括が開催する地域個別ケア会議、地域包括ケア推進会議、自立支援型地域ケア
会議につきましても、9月15日の地域包括支援センター長会議でコロナ禍における地域ケア会
議の開催方法について市の方針をお伝えしたところでございます。具体的な内容につきまして
は、①（１点目）感染拡大防止に注意しての開催、②会場での参加者を必要最小人数とするこ
と、③できるだけ短時間での実施、に加えまして、④オンラインを導入すること、⑤個人情報
保護に注意すること、の５点でございます。オンラインでの会議開催にあたりましては、機材
や通信環境の問題に加え個人情報についての配慮などの問題も考えられますが、可能な地域包
括から実施していくことを考えております。
実施につきましては、各包括にタブレット端末などの必要な機材を準備していただく為の予算
を確保し、今後速やかに整備を進めていくところでございます。また、10月のセンター長会議
についてはオンラインで実施し、今後行う各種会議でも可能な限りオンラインを活用していく
予定でございます。
また、現時点で、２つの地域包括がオンラインを活用した地域個別ケア会議を開催しており、
今後、介護支援専門員等の参加人数を増やしていきたいと考えております。

23 6 2
大多賀
委員

・P2の図では、実施手法評価からの実施状況評価指標に追加するというイメージが書かれて
いるが、現時点でどのような内容が考えられるか。

 令和元年度地域包括評価の中で、次回の令和2年度に向けて「実施手法評価」から「実施状況
評価指標」に追加した項目としましては、資料No.6　P9の権利擁護業務において、毎年高齢者
虐待における虐待者の約7割が男性と言うこともあり、明第1包括が行った好事例を横展開し
「高齢者虐待防止のため、男性養護者支援を実施しているか」という項目を追加することにし
ております。また、P11の地域ケア会議関係業務において、視覚的な情報を組み込むことでよ
り有意義なケア会議となることから、明第2西包括が行った好事例を横展開し「地域ケア会議
において、写真・映像・用具・マップ等を用いるなど視覚的な工夫をして、会議を開催してい
るか」という項目を追加することを考えております。



令和２年度第3回介護保険運営協議会　質問事項一覧

NO. 資料 頁 委員 ご質問・ご意見 回答

24 6 9
川越
会長

総合相談支援業務
○いずれも重要な評価指標ですが、中でも、イ．「定期的に」、ウ．「必要に応じ」、エ．
「市に報告する」（もれがないことが重要）など、総合相談実務のディテイルについて、的
確な実施を促す形になる指標が望まれます。この項目に限らず、（国指標のような実施の有
無など外形的、形式的な評価にとどまらず）業務の質を的確に評価することによって、地域
包括支援センターの質向上や改善意欲の向上を目指すべきだと考えます。第4回で詳細につい
てはお示しいただけるとのことですが、大まかな方向性について、現時点での市のお考えを
大まかにお聞かせください。

今後の方向性としては「評価の根拠」「評価基準」「採点方法」について一部見直しを行うこ
とを検討しております。例えば、評価基準を今年度同様に基本的には1点・4点とするのではな
く、評価の根拠項目によっては、点数を2点・3点と間に入れて細分化する方法や、国評価につ
いてはほとんどの項目を地域包括支援センターが達成していることから、出来ていない場合は
減算すると言う減算方式、重点項目を設定しての加点方式等を検討しております。来年度は
「出来ている」としている中でも「質」についても評価できるように検討し、次回の介護保険
運営協議会にてお示しできればと考えております。

25 7
川越
会長

○主任介護支援専門員には、スーパービジョンの役割が期待されるとともに、資格継続のた
めに指導事例を確保する必要があります。一方で、創設からいまだ歴史の浅い制度であるこ
とから、そのノウハウは未確立だと言えそうです。そのような状況を踏まえると、地域の主
任介護支援専門員が介護支援専門員に助言・指導するという関係性や体制を整えるために
は、先んじて主任介護支援専門員の中でも指導経験が豊富でより高いケアマネジメント力を
有する上級者が他の主任介護支援専門員に指導現場を共有したり、なんらか相互研鑽する機
会を設ける必要があると考えます。その場合、まず、市が主導する形を取り、徐々に職能団
体等に主体を移していく形が望ましいように思います。市のお考えをお聞かせください。

主任介護支援専門員の指導経験につきましては、計画策定に向けたアンケートでも、個別指導
を実施している方が半数以下にとどまるとともに、職能団体の役員からも、経験の個人差によ
る効果の違いについての懸念が聞かれております。
　資料９ページにお示ししたイメージを目指し、２年前より職能団体や地域包括支援センター
の主任介護支援専門員部会と市職員で話し合いを重ねております。その中で、「指導者に対す
る相談支援体制をはかりながら、主任介護支援専門員それぞれが指導経験を蓄積していくこと
が必要である」という共通認識が得られたことから、現在は各団体が持ち帰り、どのような役
割が担えるか検討頂いているところです。引き続き、より効果的な方法について検討しなが
ら、実施に向けて取り組んでまいります。

26 7
長谷川
委員

市内ケアマネジャーは412名＋635名　計1,047名と思われます。
ケアマネが抱えられる利用者は35名と聞いております。　（MAX36,645人）
資料NO.1　令和2年度の介護認定者は23,300人
新規介護認定申請者が年間7,200名であることから２～３年でパンクの恐れあるのでは？
ケアマネを増員するか　35名の枠をとりはずすかをしないと今後立ち行かなる恐れあるので
はと思いますが？

市内でケアマネジャーとして勤務する方635名のうち、デイサービスやホームヘルパーなど居
宅サービス全体の計画を作成する居宅介護支援事業所には、412名の方が在籍されています。
利用者9,132人（配布資料　資料1の10ページ　「居宅介護支援費」参照）に対し、ケアプラン
作成やサービス調整等を実施頂いているところです。

居宅介護支援事業所につきましては、利用者35人に対してケアマネジャー1人が基準と定めら
れております。担当件数につきましては、新規利用による増だけでなく、施設入所などを理由
に契約終了となる方もいらっしゃることから、事業所に対し定期的に調査を行い、状況把握と
ホームページでの公表を行っています。
　昨年度と比較をしたところ、事業所から報告のあった新規担当可能件数の合計が僅かながら
減少しており、市としましても、ケアマネジャー確保に向けた対策が不可欠との認識でおりま
す。
　現段階では、現在いらっしゃるケアマネジャーが引き続きケアマネジャーとして活躍頂くた
めに、資格継続の支援も行いつつ、事業所を超えた身近な相談先を増やすことを目指し、資料
でお示しした形体制づくりに向けて関係機関と話し合いを進めているところです。
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27 8 1
大多賀
委員

・総合事業　通所型サービスにはA・B・Cとあります。それぞれ課題があることが資料から
もわかりました。そのようななか市として質の評価を促し、事業の質向上を図る取組を創設
するのは素晴らしいと思います。
一方で、資料にも書かれている通り、訪問・通所には類似サービスがたくさんあり、その利
用目的も様々です。松戸市において、どのような通所型サービスがいいかという質の議論が
この表彰制度等のインセンティブ設定には必要と思いますが、この制度設計を今後どのよう
に進めていくかについて、現時点の構想はありますでしょうか。

インセンティブ事業につきましては、一方的に進めていく形ではなく、次期計画期間中の実現
を目指し、来年度は、事業者や関係団体との意見交換を進めながら、具体的な内容や進め方等
について検討をしてまいりたいと存じます。

28 8
長谷川
委員

10月16日の読売新聞記事として厚労省としては介護業界への積極的な人材確保として
　１．他業種で働いていた介護未経験者に対して、一定の研修を修了した場合には支援金と
して最大20万円の貸付（2年間継続勤務すれば返済免除。）
　２．介護福祉士の資格取得を目指す福祉系高校に通う生徒に対して、国家試験受験費用と
して年4万円、就職準備金として最大20万円の貸付（3年間継続勤務で返済免除）
次年度より実施するとのことです。

松戸市としても介護職員の増員は大きな柱であり
１．小中学校へのキャラバン活動の他、高校生/短大生/大学生に対して福祉の意義やボラン
ティア活動、または施設訪問など身近に感じられるように取り込むことが必要なことだと思
いますがいかがでしょうか？
２．新たに介護職員になられた方に、住宅費の一部を貸し付けして、数年継続勤務したら返
済免除するなど他市に比べて松戸市を選択できるものを提供できたら良いのではと思いま
す。

1.ご指摘の点につきましては、高校生では本市の子ども部の施策である『ゲットユアドリー
ム』事業等で介護職員を取り上げたり、福祉科があります県立松戸向陽高校とは市内各事業所
との連携が進んでいると聞き及んでおります。
 また、大学については聖徳大学、流通経済大学はともに福祉系の学科を開設しており、既に市
とも連携しておりますが、今後ともその活性化等については検討してまいります。

２．介護職員の住まいについての助成等につきましては、重要な課題であると認識しておりま
すが、現在、介護職員の宿舎等の建設についての補助制度も県が創設しており、どのような形
態がの望ましいのかですとか、多くの財源が必要となりますので、その点も含めまして次期計
画期間の中で検討を深めていきたいと存じます。
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29 他
手島
委員

１０月１５日の午後7時のNHKニュースで、「在宅で高齢の父親を介護している家人（息子）
がコロナに感染し、高度の介護を要する父親 1人を置いておけず、自宅で療養を続け、介護も
続けた。」
在宅の介護者が感染した場合、要介護者を保護する仕組みが必要と申し出た。（当人は、介
護施設の介護職員）
申し出の内容は、介護者（息子）が隔離された場合、
①要介護者（父親）が、検査で陽性となった場合、病床、療養施設に入る。
②検査で陰性の場合、1人で生活ができないので、施設に入る。＜介護施設＞
東京都は、区／市に対し、施設に入れた場合、補助金を出すことを表明した。」
との報道がありました。
松戸市では、こうした場合（介護者が感染し、要介護者が1人になった場合）の対応は、どう
なりますか？

　現状と致しましては、９月９日の報道発表にて、千葉県が千葉県社会福祉協議会に委託をす
る形で、高齢者施設や、家族が陽性となった要介護者への訪問介護を行う職員の派遣体制を整
備しているとの発表がありました。委員ご質問の内容につきましても、その中での対応となる
のではないかと想定されます。

30 他
久松
委員

障害福祉課の職員の不手際で、法律に基づく正式な訴えを起こされた、と聞きました。
事情、今後の対策等お聞かせください。
課は違いますが、同じ福祉部門で発生した出来事であり、介護保険の分野でも再発する可能
性はあるので、抑止力の点からも説明願います。

　障害福祉課に確認いたしましたが、法律に基づく訴訟を提起された事実は、現在のところな
いとのことであり、介護保険課としては個別の状況についてはお答え出来かねます。
　介護保険制度は市民の身近であるものでありますが、複雑な制度であり、さらに高齢者が利
用者となる制度でございますので、引き続き、市民の方に対してわかりやすく丁寧な説明を行
うように心がけてまいります。
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