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議 事 録 

会議名 平成 30年度第１回介護保険運営協議会 

開催日時 平成 30年５月 31日（木）午後６時から午後７時 50分まで 

開催場所 すこやかセンター３階 講習室 

委員出席者 

清水委員（会長）・藤井委員（職務代理者）・中條委員・井上委員・田附委員 

小川委員・本條委員・本城委員・石原委員・小田委員・藤本委員・奥村委員 

（順不同） 

欠席者 臼井委員・廣田委員・渕上委員（順不同） 

事務局 

 田中理事・沖田次長 

（介護保険課）北脇課長・竹村参事・貝増係長 

（長寿政策課）遠山課長・犬丸係長・三津川主任保健師・奥野主事 

（地域包括支援センター）森口所長・今江参事・坂口主幹 

会議の次第 

１ 開会 

２ 委員の委嘱 

３ 副市長挨拶 

４ 協議事項 

(1) 会長および職務代理者の選出 

(2) 地域密着型サービス運営委員会・地域包括支援センター運営協議会の所

属および各委員会の会長・職務代理者の選出 

(3) 平成 30年度介護保険運営協議会等開催スケジュール確認 

５ 報告事項 

(1) いきいきプラン 2018の概要説明 

(2) 平成 29年度第５回地域密着型サービス運営委員会の報告 

(3) 平成 29年度第４回地域包括支援センター運営協議会の報告 

(4) 平成 30年度総合事業の説明 

６ 閉会 

議事録の作成方法   要点筆記    全文記録    その他 

会議資料 

 守山市介護保険運営協議会委員構成 ＜資料１＞ 

 守山市介護保険条例（抜粋）＜資料２－１＞ 

 守山市介護保険条例施行規則（抜粋）＜資料２－２＞ 

 守山市地域密着型サービス運営委員会設置要綱 ＜資料２－３＞ 

 守山市地域包括支援センター運営協議会要綱 ＜資料２－４＞ 

 平成 30年度介護保険運営協議会等開催スケジュール（案）＜資料３＞ 

 平成 30年度総合事業について ＜資料４＞ 

【当日配布資料】 

 平成 29年度第４回守山市地域包括支援センター運営協議会会議資料 

 守山市南部地区地域包括支援センターの運営事業者の選考結果について 

 守山いきいきプラン 2018 本編冊子および概要版 

 わかりやすい 介護保険利用ガイド 

 総合事業のご案内 

公開・非公開の別  公開    非公開 

傍聴者数 １名 
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１ 開会 

  ＜北脇介護保険課長より開会＞ 

 

２ 委員の委嘱 

【事務局】 

 委員の皆様に委嘱状を交付させていただきます。 

 

  ＜川那辺副市長より各委員へ委嘱状交付＞ 

 

３ 副市長挨拶 

  

 平成 30年度第１回介護保険運営協議会の開催にあたりまして、お忙しい中ご出席を賜り、誠にありがと

うございます。一言ご挨拶申し上げます。 

平素は、委員の皆様におかれましては、市福祉行政に格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げま

す。本年度は、平成 30年度から平成 32年度までの「第７期守山市高齢者福祉計画・守山市介護保険事業

計画」の初年度でございます。前期から引き続きの委員の皆様には、第７期計画策定にご尽力いただきま

したこと、厚くお礼申し上げます。 

第７期計画につきましては、第６期計画を継承しつつ、今後さらに進展する高齢化社会を見据え、団塊

の世代が 75歳を超える平成 37年（2025年）に向け、高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを送り

続けることができるよう、介護予防の推進、地域全体で取り組む認知症対策の充実、地域共生社会（我が

事・丸ごと）の実現に向け、各学区の生活支援コーディネーターを中心とした支えあいの地域づくり、介

護施設等の整備をはじめとする介護体制の充実、在宅医療・介護の連携強化等の取組を進め、地域包括ケ

アシステムをさらに深化・推進させてまいります。 

また、地域包括支援センターの機能強化として、高齢者が身近な地域で、介護・福祉の相談や包括的な

サービス等の利用支援が受けられるよう、平成 28年 10月に北公民館に開設した、河西・速野・中洲学区

を対象とする北部地区地域包括支援センターに続き、平成 31年４月の守山・小津学区を対象とする南部地

区の開設を目指し、取り組んでまいります。さらに、吉身・玉津学区を担当する中部地区地域包括支援セ

ンターの設置に向け、皆様からもご意見を賜りながら、準備を進めてまいりたいと存じます。 

こうした高齢者対策と合わせまして、本市では医療や介護をできるだけ必要としない元気な高齢者を増

やしていくため、これまで進めてきた「すこやかまちづくり行動戦略」の推進を図り、引き続き、「学んで

知る健康」「つくる健康」「みんなで広げる健康」を３本柱に、市民の皆様と共に、健康寿命の延伸を目指

した健康づくりに取り組んでまいります。 

本年度は第７期の初年度として、第８期を見据え、計画に沿って着実に進んでいく大切な年度であると

認識しております。 

本日の協議会におきましても、議事が大変多くございます。限られた時間ではございますが、充分なご

議論をいただきますようお願いいたしまして挨拶とさせていただきます。 

 

【事務局】 

 副市長は次の公務のため退席させていただきます。 

 

＜副市長退席＞ 
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【事務局】 

初めに、出席委員の紹介をいたします。 

 

＜出席委員の紹介＞ 

 

 出席者数の確認 

本日 15名中 12名の出席により、本会議は成立します。 

 

 介護保険運営協議会（以下、協議会）の所掌事務と介護保険制度の改正点等の説明＜資料２－１＞ 

（内容の概要は以下のとおり） 

  ・協議会の所掌事務は守山市介護保険条例第 21条に規定のとおり 

  ・協議会の会長については委員の互選により、職務を代理する必要があるときは、あらかじめ会長

が代理者を指名する。 

  ・委員会は「守山市地域密着型サービス運営委員会」と「守山市地域包括支援センター運営協議

会」の２つを設置し、委員はいずれかの委員会に所属することとなる。 

  ・介護保険制度の改正点（一部） 

① 介護保険サービスの利用負担割合の改正  

介護保険サービスの利用負担がサービス負担の１割または２割負担に加え、平成 30年８月より

３割負担が追加。（前年度の合計所得金額に応じて） 

   ② 居宅介護事業者の指導・監督の権限委譲 

     居宅介護事業者の指導・監督について、県から市町への権限委譲により、平成 30年４月より市

が指導・監督を行う。 

 

４ 協議事項 

(1) 会長および職務代理者の選出 

【事務局】 

 それでは、規定により委員の互選による会長の選出をお願いします。＜資料２－２＞ 

 

【本城委員】 

 会長については、前期も会長を務めていただいた清水委員にお願いします。 

  

＜他の委員も賛同＞ 

 

【事務局】 

それでは会長を清水委員にお願いします。 

 

＜清水会長、前の席に移動＞ 

 

【事務局】 

清水会長、就任のご挨拶を一言お願いします。 
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【清水会長】 

  皆さんご存じのとおり、介護保険制度ができて 20年近く経過します。毎年本番ですが、いよいよ本

番中の本番と言いますか、そういう局面に差し掛かっている時期ではないかと思います。人間が生ま

れて死んでいかれるまでの人生に寄り添うという非常に大きな責任を社会から期待されているという

のは、言うまでもないことです。 

また、行政だけではなく、地域が助け合って支えていくというその基盤づくりを同時に行っていか

なければならない、重要な局面にあることを日々実感します。これはなかなか行政だけ、住民だけで

できることではありません。この協議会は皆さんの知恵をいただいて、話し合う場であります。どう

ぞ忌憚のないご意見を述べていただき、より良い介護、地域社会を作るために努力していく所存でご

ざいますのでどうぞご協力、ご鞭撻の程よろしくお願いいたします。 

 

【事務局】 

それでは、ここからの議事進行を清水会長にお願いします。 

 

【清水会長】 

  職務代理者を選出します。会長の指名となっていますので、前期も務めていただいた、藤井委員に

お願いします。 

 

 ＜藤井職務代理者、前の席へ移動＞ 

 

【清水会長】 

  守山市情報公開条例により、本日の会議は公開とし、この会議の議事録は、発言委員名を記載のう

え要点筆記としますが、よろしいでしょうか。 

 

 ＜委員賛同＞ 

 

【清水会長】 

  それでは、本日の会議は公開とします。本日は傍聴者が１名来られていますので、入室していただき

ます。 

 

 ＜傍聴者入室＞ 

 

 

(2) 地域密着型サービス運営委員会・地域包括支援センター運営協議会の所属および各委員会の会長・職務

代理者の選出 

 

【清水会長】 

  協議事項（2）「地域密着型サービス運営委員会・地域包括支援センター運営協議会の所属および各委員

会の会長・職務代理者の選出」について事務局より説明をお願いします。 

 

【事務局】 

  まず、各委員会と所属について説明します。 
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 地域密着型サービス運営委員会の説明（内容の概要は以下のとおり）＜資料２－３＞ 

・所掌事務は地域密着型サービス事業者および地域密着型介護予防サービス事業者の指定に係る選考に

関すること。 

・地域密着型サービスは住み慣れた地域での生活を支援するサービスのため、原則として守山市内に在

住の方のみが利用可。 

  ・第７期計画の中では、小規模多機能型居宅介護を１施設、認知症対応型共同生活介護（グループ

ホーム）を１施設、小規模特別養護老人ホームを２施設整備する予定。（そのうち、小規模特別養

護老人ホーム１施設については選考済み。残りの３施設についてはこの地域密着型サービス運営

委員会にて選定予定。） 

 

 守山市地域包括支援センター運営協議会の説明（内容は以下のとおり）＜資料２－４＞ 

・所掌事務は地域包括支援センターの運営評価に関すること、地域における連携体制の構築、地域

資源の開発その他地域包括ケアに関すること。 

・第７期計画の中では、平成 31年４月に開設する、守山学区・小津学区が圏域の南部地区地域包括

支援センターの進捗、また平成 32年中に開設予定の吉身学区・玉津学区の中部地区包括支援セン

ターの検討を行う。 

 

なお、各委員会の所属は委員の協議により決定することとなっていますが、事務局にて所属案を作

成していますので、こちらをもとに協議願います。 

 

【清水会長】 

委員所属の事務局案について、異論がなければこれで進めていきますが、よろしいでしょうか。 

 

＜委員の異論なし＞ 

 

【清水会長】 

  続きまして、各委員会の委員長および職務代理者の選出について、事務局より説明をお願いしま

す。 

 

【事務局】 

  各委員会の委員長は委員の互選により決定することとなっていますが、事務局案を提示してもよろ

しいでしょうか。 

 

 ＜委員の異論なし＞ 

 

【事務局】 

  では、地域密着型サービス運営委員会の委員長から選定します。委員長は介護保険運営協議会の会

長にご就任いただき、前期にも地域密着型サービス運営委員会の会長を務めていただいた清水会長に

お願いしたいのですが、よろしいでしょうか。 

 

 ＜委員の異論なし＞ 
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【事務局】 

では、清水会長に委員長をお願いします。 

 

【清水会長】 

  地域密着型サービス運営委員会の職務代理者を選出します。委員長の指名となっていますので、前

期も務めていただいた、藤井委員にお願いします。 

【事務局】 

  次に、地域包括支援センター運営協議会の会長を選定します。会長は介護保険運営協議会の職務代

理者にご就任いただき、前期にも地域包括支援センター運営協議会の会長を務めていただいた藤井委

員にお願いしたいのですが、よろしいでしょうか。 

 

 ＜委員の異論なし＞ 

 

【事務局】 

では、藤井委員に会長をお願いします。 

 

【藤井職務代理者】 

  地域包括支援センター運営協議会の職務代理者を選出します。会長の指名となっていますので、前

期も務めていただいた、清水会長にお願いします。 

 

(3) 平成 30年度介護保険運営協議会等開催スケジュール 

 

 【清水会長】 

   協議事項(3)「平成 30年度介護保険運営協議会等開催スケジュール」について、事務局より説明を

お願いします。 

 

 【事務局】 

   平成 30年度介護保険運営協議会等開催スケジュールについて説明します。＜資料３＞ 

 

  ＜事務局より平成 30年度介護保険運営協議会等開催スケジュールについて説明＞ 

 

 【清水会長】 

   何か質問・意見はありますか。 

 

  ＜委員の質問・意見なし＞ 
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 ５ 報告事項 

(1) いきいきプラン 2018（第７期高齢者福祉計画・介護保険事業計画）の概要説明 

 

【清水会長】 

   つづきまして、報告事項(1)「 いきいきプラン 2018（第７期高齢者福祉計画・介護保険事業計画）

の概要」について、事務局より説明をお願いします。 

 

 【事務局】 

   いきいきプラン 2018（第７期高齢者福祉計画・介護保険事業計画）の概要について説明します。 

 

 ＜事務局よりいきいきプラン 2018（第７期高齢者福祉計画・介護保険事業計画）の概要について説明＞ 

 （内容については以下のとおり） 

 ・計画策定の趣旨 

 ・計画の期間 

 ・計画の方向性、理念 

 ・３つの基本目標および重点的な取組について 

 

 【清水会長】 

   何か質問・意見はありますか。 

  

 【石原委員】 

   「介護予防」という取組は自治会でもとても大切だと思います。体力テスト等の評価もありますの

で、一年間に２回程度体力テスト等で一定の評価をすることで、結果を見て、「これだけ（数値等が）

伸びたのか」と、やっている者が目標を持ち、「自分がどれだけ頑張ったのか」を知ることができま

す。そういった評価を市でも続けてもらえると、参加されている方の意欲付けになります。 

 

 【事務局】 

   身近な地域での活動の場をいかに支援していくかということについては、地域包括支援センターで

しっかりと支援させていただきたいと思います。どうやってモチベーションを維持していくか、また

評価していくか、ということについても引き続き取り組んでいきたいと考えています。 

 

 【本城委員】 

   百歳体操等、自治会でも活発に行われていますが、行きたいけれど、身体面から外に出向くことが

難しい方もおられます。そういった方が活動できるようにどうすべきか、みんなが参加できるように

行政として考えていってもらいたいと思います。 

 

 【事務局】 

   ある自治会では、体操に行かれる方がご自宅に迎えに行って、車に乗せて一緒に来られるという事

例も聞いています。そういったことも参考にしながら、皆様からのご意見を賜り、検討していきたい

と考えております。また、移送支援については公共交通の会議とも連携していきたいと思います。 
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 【井上委員】 

   地域共生は大事ですが、ボランティアとケアをする方との年齢がどんどん近づいてきています。ボ

ランティアの発掘をお願いしたいところです。少し若い年代の方は「無償で奉仕する」というお考え

が難しいようで、お手伝いをお願いしても断られることがあります。地域でお互いを助け合うことを

少し考えていただけたら、もっと助け合いができるのではないかと思います。 

 

 【事務局】 

   市では原点に立ち返って、「支えあい」とは「支え」「支えられる」お互いさんの関係であるという

ところから考えていきたいと思います。ボランティアといった大層なものではなく、「頼まれたらちょ

っと手伝おうかな」という程度のお互いの「支えあい」から市としては取り組んでいきたいと思いま

す。今年度は出前講座で地域での支え合いについても、自治会等でお話しさせていただいております

ので、お声掛けいただきますようよろしくお願いします。 

 

 【中條委員】 

   実際に基本目標Ⅰの「いきいき活動」を取り組んでいる自治会については、行政側で、「どんな取組

で」、「どんな仕組みで運営をしているのか」、定期的に覗いてもらい、現場の活動を行政の目から指導

してもらえたらと思います。私の自治会でもコーラスやストックウォーキングは特に力を入れてお

り、継続して行っています。行政から出向いていただきまして、取組についてのアドバイスをしても

らえたらもっと良い活動ができると思います。 

 

 【事務局】 

    自治会での活動について、市がどのように関わっていくか、お役に立っていくかは、まずは拝見

し、どう支援していくかは考えていきたいところです。 

 

【小川委員】 

介護サービス事業者の居宅介護支援事業者ですが、４月から居宅介護支援事業者の指導・監督権限が県

から市に委譲されるということで、この平成 30年度の法改正で大きく変わっているところが多々ありま

す。毎年事業者は県より集団指導を受けており、法改正の内容やそれに対する解釈通知、Ｑ＆Ａ等、指導

を受けながら実行しています。事業者が各々自ら解釈通知、Ｑ＆Ａを読み込んでいるとは思いますが、か

なり深く読み込んでいかないと見えてこない改正もあります。医療と介護の連携が軸になっている改正で

すが、入退院時の加算の取り方、退院時のカンファレンス等において、間違った解釈をしている事業者が

多く、仮に間違った解釈をした算定をしていると、それを取り下げなければならないといった二度手間に

なる現象が起こりえます。事業者としてそのあたりの啓発はしていますし、市からの集団指導を予定して

いるということは聞いていますが、事務局の方でしっかりと対応をお願いします。 

 

【事務局】 

市の方でもできるだけ早くしていかなければと思っておりますが、準備の都合等で８月頃に集団指

導を予定しております。退院時カンファレンスの加算の関係ですが、県にも問い合わせ、県より通知

をしていただけるということでしたら、そちらの通知を受けて市からも各事業者様へ連絡させていた

だきたいと思います。できるだけ早く対応していきます。 
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【田附委員】 

「支えあい」も大事ですが、現状福祉を支えるボランティアの高齢化がどれほど進んでいるのか、高齢

化が進んでいる学区を対象に、現状どれほどボランティアの高齢化が進んでいるかをはっきりと数値化し

て見ることも大事だと思います。 

 

【事務局】 

数値化、見える化ですが、これを住民の方々が自分たちで考えて、そこに市が情報提供をするという形

で取組は進んでいます。「支えあい」の大きいミソというのは、「自分たちで話し合う」ということですの

で、行政と地域が一緒になって進めていけるよう取り組んでまいります。 

 

【清水会長】 

他に質問や意見はありますか。 

自分たちで「支えあい」をすることで課題がたくさん見えてきます。それを自分たちで解決できないこ

とに気付くことが出発点です。資源を利用して、ニーズと使命を住民自らが発見し、市がそれを支えると

いう流れが必要です。行政に任せきりにするのではなく、地域で支えあい、市に頑張っている部分を評価

してもらうことが大事です。知恵を出してこの計画を実践していってほしいと思います。 

 

 

 （2）平成 29年度第５回地域密着型サービス運営委員会の報告 

 

 【清水会長】 

   続きまして、報告事項(2)「平成 29年度第５回地域密着型サービス運営委員会の報告」について、事務

局から報告をお願いします。 

 

【事務局】 

それでは、平成 29年度第５回地域密着型サービス運営委員会の開催について報告いたします。こちらは

非公開の会議ですので、口頭での説明といたします。 

 

＜事務局より平成 29年度第５回地域密着型サービス運営委員会の開催について報告＞ 

（内容の概要は以下のとおり） 

・小規模当別養護老人ホームの事業者を選考の結果、大津市の事業者である社会福祉法人近江笑生会
しょうせいかい

に決定。荒見町地先に平成 31年４月以降に開所予定。 

・新規申請により、２件の事業所を地域密着型サービス事業所として指定した。１件目は地域密着型

通所介護事業所、２件目は認知症対応型共同生活介護（グループホーム）。 

 

【清水会長】 

何か質問・意見はありますか。 

 

【本條委員】 

  小規模特別養護老人ホーム（以下、小規模特養）ができるということで、職員の確保、また利用者

の確保が心配されます。特養は特に利用者の重度化が進み、入退所が著しいところです。施設ができ

ても人がいなければ成り立ちませんので、行政の方も人材確保や利用者の確保をサポートしてもらい
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たいところです。 

 

【事務局】 

  介護人材の確保につきましては、国や、とりわけ県と連携しながら努めてまいりたいと思います。 

 

【石原委員】 

  事務局からの報告では小規模特養が荒見地先にできるということですが、自治会には特に報告が来

ていません。このことは今日初めて我々に報告してもらっているということでしょうか。 

【事務局】 

  地域密着型サービス運営委員会では報告させていただいていますが、協議会で報告したのは本日が

初めてです。地元説明については事業者から行っていただくこととなっており、順次行かせていただ

くということで事業者からは聞いています。 

 

【石原委員】 

  我々も聞いておかないと、地域の方になかなか説明ができません。 

 

【事務局】 

  進捗状況がこちらも把握できておらず、ご迷惑をおかけして申し訳ありません。開発調整課や建築

課とも連携を図り、情報を遅滞なく地元の皆様へ伝えていけるように努めてまいります。 

 

【清水会長】 

  説明等の手順については確認できるようマニュアル化していってもらいたいと思います。 

 

【石原委員】 

  先に地元へ説明してもらわないと困ります。開発はこれから始まるところです。 

 

【事務局】 

  本当にご迷惑をおかけして申し訳ございません。施設については今後も設置や整備をしていく必要

がございますので、そういった中で我々といたしまして、しっかりと手順の確立、地元の説明への仕

方について改めて協議してまいりたいと思います。 

 

【石原委員】 

  施設の立地場所は決まっているのですか。 

 

【事務局】 

  決定した段階で、場所が決まっているのであれば、当然地元の方には声をかける必要があると思い

ます。そのあたりもきちんと検証してまいります。 

 

 【石原委員】 

   現在、荒見町は地区計画と施設とのことが錯綜しています。すでに介護老人保健施設もあります

し、高齢者施設が複数できることについて、自治会の方にはまだ何も伝えられていない状況です。 
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【清水会長】 

  地元の方の理解や協力というのは非常に大事なことですので、確認や地元の皆さんとのコミュニケーシ

ョンの在り方について精査していただきたいと思います。 

 

 

(3) 平成 29年度第４回地域包括支援センター運営協議会の報告 

 

【清水会長】 

   続きまして、報告事項(3)「平成 29年度第４回地域包括支援センター運営協議会の報告」について、事

務局から報告をお願いします。 

 

【事務局】 

それでは、平成 29年度第４回地域包括支援センター運営協議会の開催について報告いたします。 

 

＜事務局より平成 29年度第４回地域包括支援センター運営協議会の開催について報告。また、南部地区地

域包括支援センター運営業務の公募状況についても報告。＞ 

（内容の概要は以下のとおり） 

・いきいきプラン 2018の策定に基づく守山市地域包括支援センター運営方針の作成について報告。 

・平成 29年度守山市地域包括支援センターの事業計画・中間評価および北部地区地域包括支援センタ

ーの収支見込について報告 

・平成 30年度守山市地域包括支援センターの事業計画および北部地区地域包括支援センターの収支計

画について報告。 

・南部地区地域包括支援センター運営業務の公募状況において、選考の末、北部地区地域包括支援セ

ンターと同じ事業者に運営委託することが決定。 

 

【清水会長】 

何か質問・意見はありますか。 

 

＜委員の質問・意見なし＞ 

 

 

(4) 平成 30年度総合事業の説明 

 

【清水会長】 

続きまして、報告事項(4)「平成 30年度総合事業」について、事務局から説明をお願いします。 

 

【事務局】 

それでは、平成 30年度総合事業について説明いたします。＜資料４＞ 

 

＜事務局より平成 30年度総合事業について説明＞ 
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（内容の概要は以下のとおり） 

・総合事業の実施概況 

・報酬改定について 

・通所型サービスＢの実施について 

・生活支援サポーターの養成について 

 

【清水会長】 

何か質問・意見はありますか。 

 

＜委員の質問・意見なし＞ 

 

【清水会長】 

以上で予定されている議事は終了ですが、全体を通して何か質問・意見はありますか。 

 

＜委員の質問・意見なし＞ 

 

 

６ 閉会 

【事務局】 

  第２回の介護保険運営協議会、地域包括支援センター運営協議会の開催日程が決まり次第、６月上

旬に通知します。また、第１回地域包括支援センター運営協議会を６月８日に本日と同じくすこやか

センター講習室にて開催いたします。 

 

（午後７時 50分 閉会） 


