
令和2年度第4回介護保険運営協議会　質問事項一覧

1 ページ

NO. 資料 頁 委員 ご質問・ご意見 回答

1 1 7 小川

No.5の事業所　請求ミスの事由が「事業者の解釈違いによるもの」とありますが、
①今回だけのうっかりミスだったのでしょうか。
②それとも継続的な解釈違いをしていたのでしょうか。
③②だとすると返納とかは発生したのでしょうか。

給付実績にて、一部の要件を満たす利用者のみ個別に算定できる報酬が確認されたため、実地
指導で状況を聞き取りました。その際算定要件についての解釈が誤っていることが判明したた
め、当日説明をした上で、その他のケースについても自主点検頂く旨通知を行ったものです。
その後事業所より１名が要件を満たしていないとの報告を受け、自主返還の手続きを行ってい
ます。今回の内容につきましては、集団指導でも毎年お伝えしているところでありますが、事
業所毎の実施状況確認はこれまで通り実地指導にて行ってまいりたいと考えております。

2 1、2 7 久留

実地指導は感染症予防対策のため書面にて確認しているとのことですが、「事故発生時の報
告」、「個人情報保護のための利用者からの同意」、「消防法で義務付けられている消防設備
の点検」、「災害発生時を想定した避難訓練」等、いずれも利用者の安全・安心を確保するた
めに必要不可欠な項目であり、これらの項目に不備があるということは、重大なインシデント
であり、重大事故につながる可能性があると思います。
　今回、お示しいただいた実地指導対象事業所・施設は、指定後間もないのか、一定の実績年
数を持っている事業所・施設なのか？開設年月日及び松戸市の実地指導の対象の選定ルールに
ついてお聞きしたいと思います。
　全国的に、従来の指導監査における「リスクマネジメント」対応においては、事故発生→原
因究明→業務改善の一連の工程を報告させるといった事後対応的な取組が主流でした。現在で
は、労務災害等における「リスクアセスメント」や自然災害や感染症対応のような大規模災害
への備えとして「BCP（事業継続化計画）」が位置づけられるなど、事前にどれだけ危険リス
クを排除できるか？発災時にいかに早期に機能が復旧できるか？が問われるようになってきて
います。
　このため、今回のご報告内容のような指摘事項がないよう、指導監査においても、事後的な
対処も重要ですが、事業所指定の段階や、集団指導等を活用して事業者・施設の注意喚起を
図っていく必要があると考えますがいかがでしょうか？

松戸市の実地指導の対象につきましては、新規指定後おおむね１年を経過した事業所、指定更
新が近い事業所を中心に選定をしております。今回記載の事業所につきましても、開所後１年
を経過したものから２０年近くにおよぶ事業所まで広くございます。

また、これまでも地域密着型サービスの集団指導において、国の定める基準以外に市独自で定
める非常災害対策（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）に関する周知、ハザードマップの配布、及び各
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。合わせて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
ておりますので、引き続き実施していくと共に、本年４月の省令改正においてもさらなる災害
への備えや感染症への対応が求められるとの方向性が示されておりますので、国の動向を注視
しながら、それらに沿った形で注意喚起をはかってまいりたいと考えております。
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3 1 6 手島

１、加算の状況は、夜間支援体制すべて✖以外は、〇（加算適用）が多いといえます。若年性
認知症受け入れが約６割ですが、高齢者対象としては問題ないと思います。
その中で、職員欠員減算、夜間支援を除き14　ガーデンコート矢切 　✖　が ３、27　コーサ
ングループ ホーム✖   ４
ガーデンコート矢切　は、サービス提供体制強化加算が、Ⅲと良好な水準といえます。
コーサングループホーム　職員処遇改善加算以外は、加算がありません。

２、医療連携体制加算が、該当していない事業所が4か所あります。そのうち3か所は、サービ
ス提供体制加算が Ⅲ です。
加算の少ない事業所について、加算を増やす方向での指導・支援等が必要かと思います。
コーサングループホーム　については、やや心配に思われますので、事業者指定（更新）時の
事業者概要などをお知らせください。（なお、回答記載時には、個別事業者名でなく、A社、B
社等の表記でお願いします。）

指定介護保険サービスには「サービスの資質向上に向けた取組み」が運営基準上求められてお
り、本市としても、加算は基準上求められている人員、設備、運営に加え、各事業所が利用者
により良いサービスを提供しようという姿勢のひとつであると考えております。集団指導にお
いても体制や内容が整う状況であれば、可能な限り取得頂きたいとお願いをしているところで
す。
しかしながら、各事業所の現状や意向もございますので、それらの状況も考慮しつつ今後もは
たらきかけていきたいと考えております。

4 1 9 長谷川

本年度第１回の時点では、８２事業所　定員９９２名でした。今回、本庁生活圏域　やすらぎ
の家、常盤平圏域　ひまわりの家　元気NEXT　が記載されていません。コロナ禍のなかで職
員の離職、利用者の利用控えなど全国では４００件以上の介護施設が倒産または休業・廃業し
ているとのことです。本市でも同様にコロナ禍との関係あるのでしょうか？

地域密着型通所介護含む市が所管する介護サービス事業所において、今年度廃止をした事業所
の理由につきましては、休止をしていた事業所が指定有効期間更新の意思がないことから廃止
の届出を行ったもの、その他、経営者の体調不良等で事業継続が困難として届出のあったもの
などが多くを占めております。件数も昨年度同時期と比較しても大きな差はみられず、届出上
で確認する限りコロナ禍の影響によるものはございませんでした。

5 2 3 長谷川

新規指定審査報告　１　セントケア看護小規模松戸五香利用者　宿泊９名になっていますが、
６ページの配置には宿泊７部屋しかありません。同社のホームページにも宿泊最大７名となっ
ています。ご確認下さい

看護小規模多機能型居宅介護の設備基準につきましては、宿泊専用スペース以外でも、パー
ティションなどでプライバシーが確保できるしつらえであれば、宿泊室として使用が可能と
なっております。事業者に再度確認を行いましたが、こちらの事業所につきましても、指定申
請は宿泊定員９名で行い、そのうち２名分はデイルームの一部を区切った形で宿泊室として使
用するとのことでした。
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6 3 7 長谷川

本市において２０２０年高齢者虐待数はどのくらいの件数でしょうか？1/27の新聞記事には千
葉県では2019年の家庭内虐待件数は765人（前年比116人減）になっています。　虐待を受け
た高齢者の6割は認知症の症状があったとのことです。認知症の周辺症状（BPSD）は生活環境
やサポートするひととの人間関係で改善する事があると聞いております。徘徊や怒りっぽくな
るようなことは本人からみると虐待を避けるための自己防衛になっているのではないでしょう
か？いないのではないのでしょうか？認知症サポーターはひとの尊厳を尊ぶようなマナーが大
切であると思います。

2020年（令和2年度）の高齢者虐待件数ですが、まだ年度途中であるため集計が出来ておりませ
ん。2019年（令和元年度）の数値では、養護者による高齢者虐待に関する通報は185件、そのう
ち高齢者虐待と判断されたのは75件の40.5％でございました。そのうち、被虐待者の半分以上
は認知症状がある方でした。
養護者が虐待をしてしまう原因の一つに、認知症に関する正しい知識の欠如が挙げられます。
地域包括支援センターが虐待対応をする中で、介護保険サービスの導入や調整だけでなく、養
護者に対して認知症の理解をしてもらえるようなアプローチをすることで、虐待が解消された
事例もございます。正しい認知症の知識を学んでいただくために、地域包括支援センターが認
知症サポーター養成講座を実施したり、また養成講座の中で高齢者虐待防止について周知をす
るようにしておりますので、今後も継続して実施をしていきたいと考えております。

7 ３、４ 久留

　この地域包括支援センターの事業評価の目的は、地域包括ケアシステムの構築にあたって中
核的な役割を担う当該センターの機能強化を図るため、PDCAサイクルを機能させ評価指標を
活用できるようにするものです。
　ただし、地域包括支援センターの設置拡大にあたって、自己評価・行政評価ともに業務の標
準化、均質化を図ることが重要視されたことから、評価基準については、備わるべき構造、機
能、業務といったストラクチャー的な基準が整理され、「標準的な機能が果たせる体制を整え
る」ことに主眼が置かれています。
　評価には、「ストラクチャー」、「プロセス」、「アウトカム」の視点が重要となります
が、現在の評価基準では、ストラクチャー評価（標準化）が目的なのですから、「金太郎飴
（個体差がない）」になるのは当然なのです。
　しかしながら、地域包括支援センターの本来的機能は、こうしたストラクチャーとして備
わっている機能をベースとしながら、地域の実情（環境や、地域住民のニーズ）応じて、その
解決に向けた機能が発揮できるかが問われることとなります。つまり「圏域内のニーズを把握
したか？」（したか、しなかったか）が評価されるのではなく、「どのようなニーズがあり、
これをどう受け止め、どう解決したか」が問われるのです。
　評価を次のステップに進めるのには、地域包括支援センターの取り組み内容の蓄積や分析が
重要であると考えますが、松戸市の行政評価においては、具体的な取組の内容を把握され、蓄
積されているのでしょうか？

各地域包括支援センターのニーズや取組内容につきましては、地域包括支援センター事業評価
だけでなく、各圏域で開催している地域個別ケア会議にて様々な地域課題を議論・蓄積し、地
域包括ケア推進会議や生活支援コーディネーター会議等を活用して、課題解決や資源開発を
行っているところでございます。例としては、オレンジ協力員等とともに高齢者等に声掛けを
行い見守りをする活動である「オレンジパトウォーク」について、地域ケア会議において見守
りに関する課題から、一部の地域包括支援センターが実施をし、優れた取組として今年度より
全15地域包括支援センターで横展開してきております。
事業評価においては毎年の取組み内容を把握・分析し、令和元年度の事業評価より地域包括支
援センターが行った優れた取組を好事例として評価できるように実施手法評価を取り入れ、そ
の一部においては全15地域包括支援センターに横展開するなどの取組みも始めたところでござ
います。また、その年の事業評価終了後には、15地域包括支援センター長が集まる会議や、基
幹型地域包括支援センター職員が各地域包括支援センターと個別に面談を実施し、センターの
強みや弱み、地域ニーズに合わせた他センターの取組みを情報提供する等、地域包括支援セン
ターの底上げが出来るように努めております。
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8 4 大夛賀

・松戸市における地域包括支援センター評価においては、自己評価のち、基幹型包括による他
者評価が行われており、これらのプロセスを通じて継続的な事業改善が行われているものと理
解しています。
　基幹型地域包括支援センターの事業評価については、値による自己評価が示されておらず、
また他者評価も実施されていません。（介護保険運営協議会による点検がそれに値するかもし
れませんが。）
　基幹型地域包括支援センターも地域包括支援センターには変わりなく、国で示される地域包
括支援センターの事業評価の枠組みにおいても、基幹型センターとセンターの内容を対照させ
ることで、双方向的な事業改善を行うよう、デザインされています。
　上記を踏まえ、今後基幹型地域包括支援センターの数値による自己評価および他者評価の実
施可能性についてお教えください。

現在、基幹型地域包括支援センターの取組については、国で示される事業評価の実施と「基幹
型地域包括支援センター運営方針の実施報告について」として、介護保険運営協議会にて報告
をさせていただき、ご意見を頂戴しているところでございます。
基幹型センターの自己評価及び他者評価に付きましては実施について検討すべく、厚生労働省
や千葉県、基幹型センターを設置している自治体にも確認しましたが、国で示される基幹型セ
ンターの評価や当市のような実施報告以外に、独自の自己評価及び他者評価を実施している自
治体はありませんでした。
今後につきましては、現在の評価体制を継続してまいりますが、他市の取組みを適宜確認しな
がら、本市の評価体制に反映できるかどうかを検討して参りたいと思います。

9

４
５－１
５－２
５－３

大夛賀

・５－１P３基幹型地域包括支援センター運営方針に、事業評価項目達成のための支援を行う
と書かれたのは、基幹型地域包括支援センターと地域包括支援センターの後方支援についての
役割が明確化され、いいと思いました。
今回の特徴として、いきいき安心プランⅦと連動があげられ、具体的には、４地域包括支援セ
ンター事業評価行政評価の個別基準に重点項目（および数値目標）が新たなに設定されていま
すが、これに対する基幹型包括の運営方針への記載（重点項目への支援）やこれと対応する地
域包括支援センター運営方針への記載がやや不明瞭な個所があります。
たとえば、資料４評価基準、P13頁では、認知症予防プロジェクトの新規開始ケースや認知症
サポーター養成講座における65歳未満の地域住民参加者についての数値目標が新たにあげられ
ています。しかし、資料5－3地域包括支援センター運営方針P5認知症総合支援の項目では、認
知症予防プロジェクトや認知症サポーターといった用語が出てきません。運営方針の記述と評
価項目の書きぶりがやや異なるのは理解しますが、重点項目については、より直接的に評価項
目につながる業務ができるよう、基幹型とセンターの運営方針の記載を見直していただきたい
と考えます。
この点についての市の意見をお聞かせください。

今回重点項目に設定した内容として、①前年度事業評価より業務改善できているか②社会資源
の新規育成はしているか③高齢者虐待通報先周知のため市民の学びを提供しているか④地域住
民からの虐待通報は上がっているか⑤認知症予防プロジェクトを新規に開始したケース数⑥認
知症サポーター養成講座における65歳未満の地域住民の参加者はいるかの6つを挙げておりま
す。
６つの重点項目に関する取組につきましては、基幹型地域包括支援センター運営方針、地域包
括支援センター運営方針ともに記載をさせていただいております。以前から運営方針に定めて
取り組んでいたこともあり、認知症予防プロジェクトや認知症サポーター養成講座等の事業名
の記載はありませんが、地域包括支援センターとは事業内容につきましては同じ認識が出来て
いると考えておりますし、現在の地域包括支援センターの仕様書やマニュアルとの整合性も
図っているため、文面の大きな変更はいたしませんでした。
来年度より業務を実施していくうえで、数値目標の達成に向けてより力を入れていく必要性が
ある場合には、仕様書やマニュアルも合わせて見直しを検討し、ご指摘のように直接的な記載
をしていくなど、目標達成に向けて修正をしていきたいと考えております。
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10
５－１
５－２
５－３

久留

　地域包括及び基幹型地域包括支援センターの設置目的については、「地域包括ケアシステム
の構築に当たっては、医療・介護・福祉等に関わる幅広い関係機関・関係者の連携・調整を推
進していくことが重要です。このため、こうした連携・調整を推進するための中核機関とし
て、日常生活圏域を担当する地域包括支援センターとともに、地域包括支援センターの統括・
総合調整・後方支援等を行うための基幹型地域包括支援センターを設置する。」とされていま
す。
　また、近年、国の方針としては、「地域共生社会」と「地域包括ケア」の概念の整合性か
ら、「高齢者保健福祉計画」と「介護保険事業計画」の２つの計画は、「一体のものとして作
成されなければならない。」とされています。
　こうした経緯を踏まえ、「いきいき安心プランⅦまつどの概要」が策定されているものと承
知しています。
　そうした中で、関係性について整理させていただきたいのですが、2014年度の介護保険制度
改正に伴い、市町村が行うべき地域支援事業のひとつと位置づけられる「生活支援コーディ
ネーター」があります。また、社会福祉法においては「地域福祉コーディネーター」が位置づ
けられています。これらの機能と、地域包括支援センターの機能との整理をどのようにされて
いるか、とりわけ、双方の基本的な考え方の中にある「自立支援」の概念は、「自己決定」と
「自己実現」から成り立っていますが、これらの機能の整合の中にあって「自立支援」をどの
ように推進されるのか、今一度、確認させていただければ幸いです。

　生活支援コーディネーターは、主に高齢者の生活支援・介護予防の基盤整備を図るために、
「住民のニーズ把握」、「住民のニーズと取組のマッチング」、「地域課題を解決するための
資源発掘、開発」などを主な活動とし、地域住民や関係機関から組織されるワーキングを通
じ、高齢者の生活を支える仕組みづくりと全体をコーディネートする機能を担っています。
　地域包括支援センターは、相談業務を通じて個別支援を行うと同時に、個別事例から把握し
た地域に共通する課題について、地域ケア会議を活用し課題の抽出する機能を担っておりま
す。また、今までの活動の中で地域のネットワークを構築していることから、関係機関及び地
域のキーパーソンと生活支援コーディネーターをつなぐ役割など、地域課題の解決に効果的に
取り組めるよう連携を行っております。
　それぞれの機能を踏まえたうえで、「自立支援」を推進する方向性としましては、「自己決
定」を支援するため、相談業務を通じて住民が抱える問題を紐解き、必要なサービスや資源の
利用を自己決定できるよう支援するとともに、「自己実現」を支援するため、生活支援コー
ディネーターが地域に活躍の場を創出することや制度の狭間のニーズに対応することで、地域
で生活できるよう体制の整備を行っていきます。今後は地域包括支援センター及び生活支援
コーディネーターが、地域共生の視点も踏まえ、生活支援体制の整備を連携し取り組んでまい
ります。
　最後に地域福祉コーディネーターは高齢者に限らず、子どもや障害者も含め幅広く活動する
もので、基本的な活動内容は生活支援コーディネーターと同じであると考えております。当市
には設置されていない状況ではございますが、今後地域共生の視点を踏まえるうえで生活支援
コーディネーターが幅広い活動を展開していくことを考えております。

11 5ー2 3 津川

１：新たに「司法」を追加することになった背景と、その具体的な範囲。
２：設置目的(資料ページ１)のなかでは、「司法」の追記が無い理由。
３：松戸市地域包括支援センター運営方針の資料ページ３の
　（４ 地域包括支援センターの業務について　(1) 総合相談支援業務）
　　①において、「司法」の記載が無い理由。

1：昨今の相談対応におきましては、成年後見制度の活用、債務整理、苦情対応、個人情報の取
り扱い等、法律家への相談が必要となるケースが増えております。基幹型地域包括支援セン
ターとして前線で相談対応を行う地域包括支援センターが弁護士・行政書士に気軽に相談でき
る仕組として「地域包括ケアシステム構築支援アドバイザー事業」・「地域包括ケアシステム
推進活動事業」を整備しておりますので、今回新たに明記をしたところでございます。
2：1ページ目に関しましては基幹型地域包括支援センター設置目的の概要であり、3ページ目は
より具体的な取組内容を記載しておりますので、具体的な取組の箇所にのみ追記してございま
す。
3：地域包括支援センターは今までも弁護士や行政書士等と緊密な連携を図っており、今後もよ
り一層推進していかなければいけないため、ご質問の通り、地域包括支援センター運営方針の
P3（1）総合相談支援業務①に「司法」を追加記載いたしました。
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12

いきいき安
心プラン

Ⅶまつどの
概要

7 長谷川

高齢者単身世帯数数とともに高齢者夫婦のみの世帯数を教えていただけますか？ 高齢者夫婦世帯数につきましては、令和2年が24,230世帯、令和7年が24,343世帯、令和22年が
27,025世帯と推計しております。なお、「いきいき安心プランⅦまつど」には高齢者単身世帯
と併せて掲載してありますことを申し添えます。

13

いきいき安
心プラン

Ⅶまつどの
概要

16 長谷川

福祉まるごと相談窓口の推進
定期的に地域に出向き、子育て問題、高齢者問題等本庁に出向いたり地域包括支援センターに
出向く事が出来ないひとの生の声を聞き出すサポート体制必要と思います。

福祉まるごと相談窓口は断らない相談窓口として平成30年4月に開設し、複雑困難化した事例や
複数課題を抱えた事例に対して、課題を1つずつ紐解き、適切な支援機関へ繋いでおります。令
和元年度からは、3つの圏域を担当する相談員を配置し、より身近な場での相談体制を整えてい
るところでございます。
今後一層、関係機関と様々な機会で連携を深めることで、支援が必要な方への早期対応を行っ
てまいります。ご質問のように相談窓口に足を運べない方の早期覚知に付きまして、地域包括
支援センターとコンビニや薬局が協力し、出張相談窓口を開催するなど、より多くの方からの
相談を受けられる体制を整えているところです。地域包括支援センターと連携し、そのような
場も活用しながら、更なる連携強化と福祉まるごと相談窓口の周知をより進めていければと考
えています。

14 長谷川

松戸市の人口動態によれば、２０２０年死亡者数　４，７５３名　２０１９年死亡者数　４，
５６９名とのこと。前年比１８４名増加しています。このことは少子高齢化として想定内なの
でしょうか？私は明らかにコロナ禍のなかで感染リスクを考えて病院に通院しなかったりして
部屋に閉じこもり、基礎疾患から重症化し亡くなってしまったかたがいるのではと思います。
そうであるのであれば、今後訪問医療に力をいれるとか、感染防止を十分してウォーキングの
指導が必要と思いますがいかがでしょうか？

千葉県発表の人口動態において、左記のような数字となっておりますが、平成30年（2018）の
死亡者数は4,388人で令和元年（2019）との差が181人となっており、死因ですとか詳細な情報
はまだ公開されていない状況ではありますが、年体として死亡数が増加しているトレンドの範
囲ではないかと考えております。
　しかしながら、ご指摘の通りコロナ禍において、自宅に籠りがちになることでフレイル状況
に陥ることが懸念されます。現在、地域包括支援センターでは十分に感染対策を講じた上で介
護予防体操教室を実施しております。また、地域によってはラジオ体操やウォーキングも実施
しているところです。フレイル予防については松戸市ホームページやパンフレット、YouTubeで
も公開しておりますので、是非ご活用頂ければと思います。
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15 手島

①先日、１月２５日付け　まつど広報・号外が配送（新聞折込み）されました。
　記事中、療養者の状況（１月１４日時点）　（前週比）
　　　　　　　入院中　　　　　　　４９人　　　△１
　　　　　　自宅療養等　　　　　２９４人　　＋１８９
　　　　　　ホテル療養　　　　　　２７人　　＋３
　　　　　　　　合　計　　　　　３７０人　　＋１９１　　　　　　　　とありました。
　自宅療養等は、自宅療養のほか入院調整中と介護施設療養を含む、と思われます。
それにしても、入院できない人がこれほど多いかと、驚きます。
②自宅療養等の２９４人中、【要介護者】が、自宅療養、介護施設内療養で何人か、が問題で
す。
要介護者は、病院から 治療＋介護 は病院側の体力負担大として、入院できない、と聞いてい
ます。要介護者が、介護施設内できちんと隔離して医療・介護とも対応されていればいいので
すが。施設に入っていないで、自宅療養はどうケアされているのでしょうか？
③要介護者で、自宅療養、介護施設内療養が、最近時点で各々何人位いるか、把握されていれ
ば、お知らせください。

①療養者の状況（２月１１日時点）　（前週比）
　　　　　　　入院中　　　　　　　56人　　　△3
　　　　　　自宅療養等　　　　　　68人　　△100
　　　　　　ホテル療養　　　　　　13人　　△１
　　　　　　　　合　計　　　　　　137人　　△104
　ここにきて改善している傾向となっております。

②12月末から1月中旬頃の状況では、入院が限られた人数に留まらざるを得ず、軽症の方につい
ては施設内療養となったケース、自宅療養の方では、訪問介護から訪問看護に利用サービスを
切り替え、服薬管理等についても訪問看護師が訪問するようにした等のケースはあります。

➂保健所からの情報では認定情報の有無は確認できませんが、介護サービスを利用している方
の情報については、ケアマネジャーやサービス事業所からの報告により、ほぼ把握できている
と考えています。
　利用者では2月2日の報告が直近となっており2週間ほど新規の陽性者は報告されておりませ
ん。

16 手島

　前回、１０月２２日の運営協議会で、介護者がコロナ感染で入院となり、要介護者が在宅で
１人残された場合、の対応について、県が、県社協に委託し訪問介護を派遣する体制を整備す
るとの説明がありました。
　既にご承知と思いますが、その後、訪問介護だけでなく、施設入所でも対応し、松戸市を含
む東葛北部は、４施設４床を委託した、と県が発信したことを伺いました。
　上記、おおざっぱな概略ですが、懸念が軽くなりました。本件について、運営協議会の皆さ
まへもお知らせいただきますよう、お願いいたします。

本日配布の資料において参考資料を添付しております。
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17

いきいき安
心プラン

Ⅶまつどの
概要

4 石山

希望する介護サービスについて、「ケア付き高齢者住宅などに住み替えて」を選択した者の比
率が増加したことが述べられているが、事業計画は前回比較がないため、増えたとの記載が
あってもどの程度の増加なのかわからない。前回(9.0%)から今回（12.0%）に増加したという
数値が入ると明瞭ではないか。ただし事業計画の記載方法全体にかかわることなので、あくま
で意見とする。

18

いきいき安
心プラン

Ⅶまつどの
概要

6 石山

「第2章　松戸市の高齢者をとりまく状況」について。安心プランⅥと、安心プランⅦの人口
推計（実績）では同年の推計と実績値にかなりの誤差がある（下記表）。確認すると安心プラ
ンⅥは、平成27年10月に策定した「松戸市人口ビジョン」をベースに推計し、安心プランⅦ
は、国立社会保障・人口問題研究所の常住人口データをベースに推計されている。計画作成に
あたって人口統計は重要な資料となるが、なぜ人口推計方法を変更したのか。
　　　　　　　　　 第7期（平成32年度の表記） 第8期（令和2年度の表記）
75歳以上人口（人） 73,443  　　　　　　　　　　66,706
高齢化率（％）　　 28.5　　　　　　　　　　　  25.7

 


　委員ご案内のとおり、人口推計は計画策定の根幹となるものと認識しております。
「安心プランⅥとⅦの推計値と実績値にかなりの誤差がある」というご指摘につきましては、
プランⅥでは、「常住人口を基にした値」と「住民基本台帳を基にした値」の二つを掲載して
おり、プランⅦでは、「住民基本台帳を基にした値」のみを掲載しております。住民基本台帳
を基にした数値で比較しますと、第7期（平成32年度）は、69,512人であり、まだ実績との差は
ありますが、縮小しております。
　次に、「なぜ人口推計方法を変更したのか」につきましては、「松戸市人口ビジョン」は、
本市政策担当部門において、令和3年度からの松戸市総合計画に向けて新たに策定される予定で
したが、総合計画策定自体が先送りになったことから、プランⅦでは、最新（平成30年）の国
立社会保障・人口問題研究所の推計値をベースとしました。なお、平成27年策定の松戸市人口
ビジョンは、平成25年の国立社会保障・人口問題研究所の推計値をベースとしており、特に高
齢者数はほぼ同じ推計値となっておりますので、推計方法の基本的な考え方は変わっていない
と認識しております。
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19

いきいき安
心プラン

Ⅶまつどの
概要

17 石山

「重層的支援体制整備事業を推進し、重層的支援体制整備事業の全体図が示されず、各機関の
関係、
役割分担がわからない。制度間で連携するため全体図が欲しい。
上記が示されたうえで、基幹型地域包括支援センターは重層的支援体制整備事業においてどの
ような役割を担うのか。

　重層的支援体制整備事業は、相談支援、参加支援、地域づくりを一体的に実施することと
なっております。その中で、基幹型地域包括支援センターは、「多機関協働事業」の中心的な
役割を担い、必要な支援につなげられるよう、多分野相談機関とのネットワーク構築及び庁内
の複数の関係課と連携強化を図ることで、困難事例の解決を行ってまいります。
　重層的支援体制整備事業は、松戸市でも令和３年度からの事業実施に向けて、庁内の多くの
関係部署と調整、検討している段階のため、全体図につきましては体制が構築された際にお示
ししていきたいと考えております。
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20

いきいき安
心プラン

Ⅶまつどの
概要

18 石山

介護サービスの適正な供給について
ここでいう「適正」とは、何を指すのか。市民からみて明瞭な指標はあるのか。

市民アンケート調査での「サービスの充実を図りつつ、負担上昇を抑制する施策を講じる」と
いう視点に立ちつつ、「可能な限り住み慣れた在宅で過ごせるように」というニーズを実現す
るという方向性をもって、第2回介護保険運営協議会において実施した給付分析等を基に、需要
と供給のバランスに対応したサービス提供の計画を策定したという意味で、「適正な供給」と
表現しております。

21

いきいき安
心プラン

Ⅶまつどの
概要

17 石山

「共生の視点をもった地域づくり」とあるが、市民の視点にたってみれば、「共生の視点」と
いう説明がなければわからないのではないか。

地域包括支援センターで把握する地域課題は、高齢者分野に限らず複合的な課題も多く、高齢
者・障害者・子ども・外国の方等、全ての方が住み慣れた地域で暮らし続けていくために、高
齢者以外の分野とも連携を図りながら地域づくりを進めてまいります。
市民向けに公表する予定のいきいき安心プランⅦの計画書には、上記内容を記載させて頂いて
おり、今後も分かりやすい形で市民にも活動の周知をしてまいりたいと思います。

22

いきいき安
心プラン

Ⅶまつどの
概要

22 石山

「介護サービスの見込み量と保険料」において「介護保険料負担の合理化」とあるが合理化と
はどのような意味か。何をもって合理化といえるのか。

　市民のニーズに応じたサービス整備等の推進を図りつつ、保険料の上昇幅を抑制できた状態
であると考えております。一例としまして、市民の在宅での生活継続におけるニーズを実現す
るため、小規模多機能型居宅介護などの重度対応在宅サービスの整備を推進しつつ、一方で、
施設整備においては、特養申込者へのアンケートや施設の利用状況などを勘案し、最小限の整
備計画になっております。
　こうした取り組みを通じて、介護保険料の基準額を前期から100円アップの5,600円と上昇幅
を抑える計画となっており、合理化が図られたと考えております。
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23

いきいき安
心プラン

Ⅶまつどの
概要

2 石山

「関連計画との連携をはかっています。」と書かれているが、この図だけでは関連の具体がわ
からない。連なるビジョン、方針、連動などを示して頂きたい。

　いきいき安心プランⅦまつどでは、医療・介護・予防・住まい・生活支援を一体的に提供す
る地域包括ケアシステムの深化・推進を図るとともに、高齢者・障害者・子ども等を総合的に
支援する地域共生社会に向けた取り組みを推進する目的のもと、本市における関連計画及び千
葉県高齢者保健福祉計画との整合・連携を図ってまいります。
　一例といたしましては、本計画は「健康寿命の延伸」を基本目標の一つに掲げる「健康増進
計画」と基本目標を同じくしており、介護保険対象年齢による区分に捉われることなく、健康
増進および介護予防一体での取り組みを推進してまいります。
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