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令和４年度 第１回 大淀町介護保険運営協議会 議事録 

 

令和４年１０月１３日（木） 

午後２時４５分～午後３時４５分 

大淀町役場 ３０１会議室 

１．開会 

［吉本課長］ 

    委員の皆様におかれましては、公私とも大変お忙しい中ご出席をいた 

だきありがとうございます。 

また、平素から、町行政、介護保険事業の運営に対し、ご理解とご協力賜

り誠にありがとうございます。 

    本日の介護保険運営協議会は、１２名の委員の皆様のご出席をいただいて

おりますので定足数に達しており、大淀町介護保険運営協議会規則第４条第

３項の規定に基づき会議が成立することをご報告いたします。 

なお、長谷川委員、尾上委員、池田委員につきましては、事前に欠席のご

連絡をいただいておりますことをご報告いたします。 

  

  それでは、ただ今から令和４年度第１回大淀町介護保険運営協議会を開催

させていただきます。 

 

  まず、会議に先立ちまして、町長 岡下 守正 から一言ご挨拶申し上げます。 

  岡下町長、お願いします。 

 

２．町長あいさつ 

［岡下町長］ 

みなさま、本日は、何かとお忙しい中、令和４年度 第１回 大淀町介護保険運営

協議会及び第２回地域包括支援センター運営協議会にお集まりいただきありがとう

ございます。 

また、平素より、町行政、とりわけ介護保険・地域包括支援センターの運営にご

理解とご協力を賜り、心からお礼申し上げます。 

 

さて、今年度は、令和３年度から令和５年度を計画期間とする、第８期介護保険

事業計画及び高齢者福祉計画の２年目であるとともに、令和６年度から始まる第９

期介護保険事業計画の策定準備を始める年度となります。 

高齢化率の上昇とともに、高齢者のみ世帯の増加などに加え、新型コロナウイル

ス感染症の感染拡大により高齢者を取り巻く環境は日々変化しています。 
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特に、活動自粛や介護サービスの利用控え等に起因するフレイルが新たな課題と

して注目されており、町行政に寄せられる相談内容は、これまで以上に、多様化・

複雑化しています。 

この様な状況のなか、本町では、いつまでも住み慣れた地域でその人らしい生活

が継続できるよう、また、属性に捉われることなく、誰ひとり取り残さない支援、

いわゆる地域共生社会の実現をめざし、重層的支援体制の整備を進めています。 

本日は、令和３年度の介護保険事業結果に加え、新たな提案事項といたしまして、

令和６年度から始まる第９期介護保険事業計画期間中に、地域密着型介護保険サー

ビスの創設を付議事項に挙げさせていただいています。 

今後ますます介護保険サービスの必要性が高まるなか、自助、互助、共助と公助

を適切に組み合わせた地域包括ケアシステムの構築をめざし、それぞれのお立場か

らご意見、ご助言を賜りたく存じます。 

 

なお、介護保険運営協議会の終了後、地域包括支援センター運営協議会を開催さ

せていただきます。 

この地域包括支援センター運営協議会におきましては、地域包括支援センターの

体制の見直しにつきまして、前回、委員のみなさまから方向性・方針の承認を賜り

ましたことを受け、関係機関等との調整を進めているところです。 

本日は、その進捗状況をご報告させていただく予定をしておりますので、引き続

き忌憚のないご意見を賜りますことをお願いし、誠に簡単ではございますが、冒頭

のご挨拶とさせていただきます。 

長時間の会議となりますが、本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 

［吉本課長］ 

    誠に申し訳ございませんが、町長は、他の公務によりこれにて退席させて

いただきます。 

 

［町長退席］ 

 

［吉本課長］ 

    それでは、大淀町介護保険運営協議会規則第４条第２項において、「会議の

議長は会長とする」と規定されておりますので、以降の進行は、水本会長に

お願いすることとなります。 

    水本会長、よろしくお願いいたします。 

 

［水本会長］ 

    それでは、議事を進めて参ります。 
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スムーズに進行できますようご協力よろしくお願いいたします。 

 

３．付議事項 

［水本会長］ 

    それでは、付議事項に移ります。 

 付議事項（１）「第８期事業計画期間（令和３年度）の介護保険事業運営結

果について」を議題とします。 

事務局の説明を求めます。 

 

事務局（吉本課長）  

    会長（挙手）。 

申し遅れましたが、説明に先立ちまして、事務局の職員をご紹介させてい

ただきます。 

 住民福祉部長の山中でございます。 

福祉介護課長補佐の喜多でございます。 

福祉介護課介護保険係長の久保でございます。 

 私、福祉介護課長の吉本でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

 

それでは、付議事項（１）「第８期事業計画期間（令和３年度）の介護保険

事業運営結果について」を担当の喜多補佐から、本日追加でお配りした資料

については、久保係長から説明させていただきます。 

 

事務局（喜多補佐） 

それでは、資料 1ページをご覧ください。 

第８期令和３年度の介護保険事業運営状況について説明いたします。 

資料１ページをご覧ください。大淀町の各種人口推移を示しています。より高齢

化社会へ推移していることが読み取れるかと思います。大淀町では団塊の世代が 65

歳を迎える 2025 年に高齢者人口のピークを迎え、2040 年には 65 歳、75 歳以上どち

らの人口も減少と予測しておりますが、高齢化率等は右肩上がりに上昇すると見込

んでおります。 

このような状況の中で、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らしていくために

は、心身の健康の保持と医療・介護・予防・住まい・生活支援サービスが途切れる

ことなく提供されるよう地域包括ケアシステムの強固な構築をすすめていくことが

重要となります。 

資料３ページをお願いします。本町の要介護(要支援)認定者数及び認定率の推移

を示しています。 
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近年の状況を説明しますと、人口は年々減少するものの 2025 年までは高齢者人口

は増加し、2035 年に 75 歳以上の人口がピークを迎えます。このような状況の中、

介護保険の認定者数についても平成３１年に一旦減少したものの、R2,3 年度と増加

しており、高齢化率を反映してこれからも増加するものと推計しております。現状

では近隣の市や町、類似団体と比較して認定率は低いものとなっておりますが、認

定の適正化に加え介護予防の取組についてこれからも適正に取り組んでいきたいと

考えております。 

資料４ページをお願いします。本町の介護サービス利用者の推移を示しています。

居宅サービスとは自宅に訪問してもらう「訪問サービス」、施設に通ってサービスを

受ける「通所サービス」、短期間の間だけ施設に泊まる「短期入所サービス」と大き

く３つに分かれ、訪問サービスはヘルパーに自宅に訪問してもらい日常生活を手助

けしてもらう訪問介護、看護師等に訪問してもらい医師の指示に基づいて医療処置

や医療機器の管理、床ずれの手当てや処置を行ってもらう訪問看護、施設に通い食

事や入浴の介助、レクリエーションなどを受けるサービスなどが当てはまります。

施設サービスとは「美吉野園」・「でぃあほうむ吉野」などの特別養護老人ホームや

介護老人保健施設等への入所にかかる費用を指します。地域密着型サービスとは、

認知症を患っている方や高齢者が住み慣れた地域で生活できるように支援するサー

ビスです。令和３年度におきましては、コロナ感染症の拡大によりこれまでの外出

制限や医療機関受診や介護サービスの利用控えの影響により、総じて居宅サービス

の利用者数が増加し、それに伴い給付費の増加が顕著となりました。 

資料６・７ページをお願いします。居宅サービスの利用者の内訳及び給付費の状

況となります。利用者は通所リハビリ及び短期入所以外は増加となっております。

給付費を見ますと訪問看護・通所リハビリ以外はやはり増加となっております。訪

問看護の利用者数は増加しておりますが、給付は減少しておりますので、一人あた

りの給付が減少したためと考えられます。 

資料８・９ページをご覧ください。施設サービス関係の利用者及び給付費の状況

となります。 

介護老人福祉施設（美吉野園など）の利用者・給付費額とも横ばいとなっており

ますが、介護老人保健施設（でぃあほうむ吉野など）・認知症対応型共同生活介護（さ

くらの里など）介護療養型病床群は利用者・給付額とも微減となっております。 

令和３年度の状況は、やはりコロナ感染症の拡大防止のための外出控えと医療機

関受診控えが大きく影響している結果となりましたが、訪問介護・通所介護（デイ

サービス）・福祉用具の伸びが顕著であり 

今後も右肩あがりで増加することが予想されますので、介護保険制度の安定した

運営を築いていくために、様々な事業に取り組んでおります。 

 このあと、その総合事業について、詳しく説明してまいりますので、介護保険事

業運営結果についての説明を終了させていただきます。 
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 引き続き、本日配布させていただいております資料について、久保係長から説明

させていただきます。 

 

事務局（久保係長） 

それでは、新しい介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）における上限額

についてご説明いたします。資料は、本日配布いたしました A4１枚です。 

 まず、給付費は大きく３つあります。１つ目は、要介護者に対する介護給付、２

つ目は、要支援者に対する予防給付、３つ目が、事業対象者及び要支援者の通所、

訪問サービスの利用者に対する総合事業費があります。今回説明いたしますこの総

合事業費つきましては上限額が定められております。 

総合事業における上限額には、①介護予防事業等の上限、②任意事業の上限、③

包括的支援事業の上限の 3 つがあり、上限を超えた事業費については、介護保険特

別会計からではなく一般会計からの支出となります。 

 このうち、①介護予防事業等における上限は、総合事業開始当初より上限額超過

のため、毎年協議書を提出することで介護保険特別会計の対象とし、交付金措置の

対象と認められてきております。 

 この度、令和４年より上限制度の運用が厳格化されたことに伴い、これまでのよ

うに単に協議書を出せば必ず認められるとは限らなくなると想定されます。 

 このことから、地域包括支援センターとともに、要支援等に係る給付の更なる適

正化に取り組んでいるところです。 

 

本町では総合事業を開始した平成２９年度から上限額を超過しており、毎年事業

費は増加傾向でありましたが、令和元年ごろからコロナ禍による利用控えの影響も

あり、令和２年と令和３年の総合事業における給付費は減少傾向にあります。この

ことから、上限超過額は減少するものの依然として上限超過状態は続いております。

今後、コロナが落ち着くとともに利用者の増加が予想されることから、交付金措置

の対象外となった場合の一般会計への影響が懸念されることから、この度改めてご

説明させていただきました。 

今後、増加幅によっては、一般会計からの支払いの可能性もある為、今後一層の

適正化をすすめ、事業費の削減に取り組んでまいります。 

 

上限額の計算方法について 

総合事業移行前年度（平成 28 年度）の予防給付等実績額×75 歳以上高齢者の伸び

率から、介護予防ケアマネジメント（ケアプラン）額を差し引いた額 

別紙図表の説明『新しい介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）における上

限額について』を使い、上限額・事業対象者・総合事業の金額・件数の推移等の説

明行う。 
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［水本会長］ 

説明が終わりました。 

    ただ今の事務局の説明について、何かご意見、ご質問はございませんか。 

 

【質疑応答】意見等なし 

 

［水本会長］  

続きまして、付議事項（２）「地域包括ケアシステムの推進について」を

議題とします。 

    事務局の説明を求めます。 

  

事務局（吉本課長） 

 会長（挙手）。 

付議事項（２）「地域包括ケアシステムの推進について」は、次第にお示し

したとおり、複数のテーマから構成させていただいています。 

 まず、久保係長から介護予防事業、認知症施策について、ご説明申し上げ

ます。 

 その後、私から地域密着型サービス（看護付き小規模多機能型居宅介護）

の検討について、ご説明させていただきます。 

    久保係長、お願いします。 

 

事務局（久保係長） 

私からは、付議事項（２）「地域包括ケアシステムの推進について」の「介護予防

について」と「認知症施策について」をご説明させていただきます。それでは、資

料 10 ページをご覧ください。 

まず、地域包括システムの推進につきまして、私のほうより、介護予防・認知症

施策について主に説明致します。 

第８期の事業計画において、進捗状況の把握と評価の実施の数値目標を定めさせ

て頂いており、資料のとおり基本目標１～３を定めております。 

資料 12 ページをご覧ください。令和３年度の前半はコロナ禍の影響で事業等の開

催がストップしていましたが、１０月以降、いきいきふれあい教室等を再開してお

ります。１０月７日より役場、上比曽老人憩の家、ふれあい活動センター等で介護

予防リーダー スマイルの協力のもと、のべ 143 名（男 16 名・女 127 名）に参加い

ただきました。 

また、いきいき百歳体操も実施しております。いきいき百歳体操は、週 1 回地域

の方集まっていただき、地域のみなさんが自主的に準備して体操を行います。令和
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３年３月より本町においても積極的に取り組んでおります。行政主導の介護予防か

ら地域の皆さんが自主的に運営していく介護予防を目ざしていきます。参加状況を

資料ご覧ください。 

 

次に資料１３ページをご覧ください。認知症に対する施策もご覧のように実施 

しております。（以下、資料に基づき認知症施策一覧を説明する。） 

 

事務局（吉本課長） 

それでは、私から地域密着型サービスのひとつである看護付き小規模多機能型居

宅介護サービスの検討について、ご説明いたします。 

資料 14 ページをご確認ください。まず、地域密着型サービスについて簡単にご説

明させていただきます。地域密着型サービスとは、要介護者、要支援者が住み慣れ

た地域で可能な限り生活できるよう、身近な市町村において、その地域の実情に応

じたよりきめ細やかな支援の実現を目的とした介護サービス上の類型をいいます。 

ポイントといたしましては、市町村が指定権者となること、そして、例えば、大

淀町の地域密着型事業所については、原則、大淀町の被保険者の人しか利用できな

いことが挙げられます。 

では、地域密着型サービスには、どの様なサービスがあるのかといいますと、 

◆定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

◆認知症対応型共同生活介護／介護予防認知症対応型共同生活介護 

◆地域密着型特定施設入居者生活介護 

◆夜間対応型訪問介護 

◆地域密着型通所介護 

◆認知症対応型通所介護／介護予防認知症対応型通所介護 

◆小規模多機能型居宅介護／介護予防小規模多機能型居宅介護 

◆看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス） 

◆地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

 基本的な分類として、以上の９つのサービスが位置付けられています。このうち

本町では、四角の囲みのとおり、地域密着型通所介護２事業所と認知症対応型共同

生活介護事業所、いわゆるグループホーム２事業所を指定しています。 

 今回、付議事項として提案させていただいております地域密着型サービスに位置

付けられています看護付き小規模多機能型居宅介護の検討につきましては、その検

討の起点となる地域のニーズを資料 15 ページに記載しています。資料 15 ページを

ご確認ください。 

 皆さまご承知のとおり、介護保険事業計画は、３年を１期とした事業計画を策定

することとなっています。この計画では、計画期間中に必要となる介護サービスの

量、すなわち給付費を算出し、その給付費を国、県、町、そして、介護保険料それ
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ぞれの負担割合により賄う仕組みとなっており、その基礎資料となる「生活圏域ニ

ーズ調査」及び「在宅介護実態調査結果」から次のニーズが明らかとなっています。 

今回、資料として記載していますのは、直近の第８期介護保険事業計画の際に実施

した調査結果となりますが、 

まず、生活圏域ニーズ調査における設問「将来、介護を受けたい場所」について

の回答結果といたしまして、現在の居宅と回答した人が４４.５７％、別居している

子どもや親類宅と回答した人が２.７３％となっており、自宅等を希望する人は、全

体の４７.３％となっています。 

一方、介護保険施設と回答した人は、３８.２９％となっており、また、有料老人

ホームやサービス付き高齢者向け住宅と回答した人が６.１６％、認知症グループホ

ームと回答した人が０.７６％となっています。 

続きまして、下段の在宅介護実態調査におきましては、「施設等入所・入居の検討

状況」におきまして、８４.２８％の人が検討していないと回答しています。 

それぞれの調査の対象者の違いや要介護度、家族構成、居住地など、画一的な評

価が難しい状況ではありますが、多くの人は、自宅で生活したいと考え、また、現

時点においては、施設サービスの利用の希望や必要性を感じていないということが

俯瞰的に読み取れると評価しています。 

しかしながら、これまでの運営協議会でもお伝えしてきたとおり、要介護認定者

やひとり暮らし高齢者数が今後も増加傾向であることに加え、深刻な介護人材の不

足などから家族による介護や現状の居宅サービスだけで、高齢者の生活を守る環境

として万全であるとは言えないと考えています。 

このことから、介護保険担当課といたしましては、本町の実情に応じた介護サー

ビスの検討を進めて参りました。 

資料 16 ページをご確認ください。先ほど説明いたしました地域密着型サービスに

ついて、それぞれのサービスの概要を記載した国の資料をお付けしています。 

時間の都合上、ポイントのみの説明とさせていただきます。 

 

【資料のポイントのみを説明（資料 16～22】 

 

この様に、介護保険サービスの検討につきましては、多様なサービスのなかから、

本町の実情に応じたサービスを中長期的な視点も含めて検討する必要があると考え

ます。 

説明における導入部分にお時間をいただきましたが、今、ご説明いたしました地

域密着型サービスに限らず、すべての介護サービスの特徴と現状の介護サービスに

対するニーズや課題を踏まえ、担当課といたしましては、複数の居宅サービスを組

み合わせることで自由度やサービス選択の幅が増し、また、自宅で暮らしながら一

部、柔軟に施設サービスを組み込むことが可能となり、かつ、医療ケアも提供が可
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能となる介護サービス、つまり、自宅と施設の中間に位置付けられる看護付き小規

模多機能型居宅サービスの創設を検討して参りたいと考えています。 

この看護付き小規模多機能型居宅介護は、これまでも検討して参りましたが、新

型コロナウイルス感染症の影響等から具体に進めることができておりませんでした

が、コロナとの共生に加え、第９期介護保険事業計画の策定のこのタイミングを逃

さず、改めて検討して参りたいと考えています、 

なお、具体的な検討につきましては、介護保険事業計画の仕組みに則り、第９期

介護保険事業計画への位置づけに向けた検討を進めて参りたいと考えています。 

具体的には、来年度に実施を予定する「生活圏域ニーズ調査」等に看護付き小規模

多機能型居宅介護を含め、改めて介護サービスへのニーズや課題を把握する予定で

す。 

また、新しいサービスを創設するということは、経営という視点も必要となりま

す。要介護者やその家族にとってきめ細やかなサービスであったとしても経営が成

り立たなければ、意味のないもの、すなわち絵にかいた餅となってしまう可能性も

あるため、事業者の誘致や事業所の立地などをも含め、多角的な視点により、持続

可能な介護サービスとなるよう検討を進めて参りたいと考えています。 

以上、誠に簡単ではございますが、付議事項２－４「看護付き小規模多機能型居

宅介護の検討」の説明とさせていただきます。 

 

［水本会長］ 

  説明が終わりました。 

    只今の事務局の説明について、何かご意見、ご質問はございませんか。 

 

【質疑応答】 

［樋口委員］ 

説明を聞きました。私の気持ちとして、自宅で介護して頂き、子供に迷

惑をかけない。そのような終末を希望します。ぜひとも看護付き小規模多

機能型居宅介護の検討を計画で終わらせることなく実現して頂きたい。 

経営的観点、持続可能性の視点から本当に実現できるでしょうか。どう考

えているかその辺のお話を聞きたい。 

 

【回答】 

事務局（吉本課長） 

小規模多機能型居宅介護の検討につきましては、過去から検討しており、 

他市町村に視察に行き、経営的視点からも施策を綿密に考え、準備してお

り、第９期計画に盛り込んでいく予定です。ご心配頂いた事項は一部、現

時点ではお答えできないものもありますが、前向きに進めていきたいと思
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っています。経過については運営協議会等で都度説明させていただきます。 

 

事務局（山中部長） 

先ほどからのお話につきまして、経営的視点から考えるときに、介護事

業者さんの経営状況もありますが、第９期介護保険事業計画をたてる時に、

保険料の値上げ等も考えていかなければならない。 

国保・後期・介護の見通しは、高齢者人口の増加で右肩上がりとなって

います。国も 3年ごとの制度の見直で、65 歳以上の介護保険料の負担を 1%

上げる可能性も十分にあります。 

ただし、こちらのほうでも保有財源の準備資金もいくらかありますので、

微増・据え置きにとどまるように努力いたします。 

また、終末期の見取りは非常に大変な課題となります。安心して見取り

ができるように、ご家族・事業者とも協力して、町の方向性をつくってま

いりたいと思います。 

委員の皆様のご意見も踏まえて進めてまいりたいと思います。 

 

    【質疑応答（報告）】 

［森川委員］ 

    先ほど、第 8 期実績報告がありましたが、美吉野園としては、特養棟の状

況が、現在、特養１６０床、短期入所２０床の合計 180 床で運用していま

す。昨今、本来在宅で居住するところ、病院からそのまま入所になる方も

増えております。その状況も鑑み、次年度は、短期入所１０床にして特養

を 1７0床に変更する計画をしています。当然、介護保険料の変更もありま

すので、この場をかりてご報告させて頂きます。 

     

【回答（意見）】 

事務局（吉本課長） 

只今、森川委員からの報告は、我々も事前に報告をうけております。 

確かに、現在、病院からの入所も非常に増えており、必要性があると考

えております。 

 

［水本会長］ 

それでは、続きまして、付議事項（３）「第９期介護保険事業計画及び高齢

者福祉計画の策定について」を議題といたします。 

    事務局の説明を求めます。 

 

事務局（久保係長） 
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それでは私から、付議事項（３）「第９期介護保険事業計画及び高齢者福祉計画の策

定について」をご説明いたします。資料 23 ページをお願いします。 

 こちらにつきましては、介護保険法に基づいた法的根拠、それと計画との位置づ

けについて明記しております。 

 資料 24 ページをご覧ください。 

（資料を基に、第９期介護保険事業計画の策定スケジュールを説明する。） 

 以上、簡単ではございますが、来年、少なくとも年３回の会議を行いますので、

また皆様のご協力をお願い申し上げます。 

 

［水本会長］ 

  説明が終わりました。 

    只今の事務局の説明について、何かご意見、ご質問はございませんか。 

 

【質疑応答】意見等なし 

 

［水本会長］ 

それでは、議事を「（４）その他」を議題とします。 

    本日の付議事項、その他介護保険に関することでご質問等があればお願い

します。 

 

【意見・質問】特になし。 

 

［水本会長］ 

    事務局からは何かありませんか。 

 

事務局（吉本課長） 

失礼いたします。先ほどの付議事項（３）「第９期介護保険事業計画及び高齢者福

祉計画の策定について」にてご説明させていただいたとおり、次年度は、介護保険

運営協議会を３回開催させていただく予定でございます。 

 開催の時期等につきましては、会長とご相談させていただき、改めてご案内させ

ていただく予定です。ご多忙のこととは存じますが、ご参加くださいますようお願

いいたします。 

  

［水本会長］ 

   他にご意見等ございませんか。 

   ないようであれば、これをもちまして、令和４年度第１回大淀町介護保険運

営協議会を閉会いたします。 
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   委員の皆様には長時間となりますが、１０分間の休憩をいただきました後、

引き続き、令和４年度第２回大淀町地域包括支援センター運営協議会を開催

させていただきます。 

   ご参加のほどよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


