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江別市介護保険事業等運営委員会 第３回評価部会 議事録（要約） 

 

日  時 令和２年１０月２２日（木）１８時００分～１９時２０分 

場  所 江別市民会館２１号室 

出席委員 市川部会長、山﨑委員、宮川委員、表委員、中川委員（５名） 

欠席委員 久山委員（１名） 

事 務 局 浦田介護保険課長、阿部参事（地域支援事業担当）、小田介護給付係長、高松高齢福

祉係長兼主査（地域支援事業担当）、左川主査（地域支援事業担当）、小林主査（企

画・指導担当）、和田主査（企画・指導担当）、佐々木主任（介護給付係兼企画・指

導担当）（８名） 

傍 聴 者 ０名 

会議次第 １．開   会 

２．議   事 

（１）協議事項 

江別市高齢者総合計画の評価（施策の取組・成果及び今後の課題） 

３．そ の 他 

４．閉   会 

 

 

▼会議内容 

【【【【開会開会開会開会】】】】        

○浦田課長 

 本日はお忙しい中、第３回評価部会にお集まりいただきありがとうございます。事務局の江別市

健康福祉部介護保険課長の浦田でございます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

本日の資料を確認させていただきます。 

まず、事前に送付いたしました資料について、 

＊次第 

＊資料 

の２点となっておりますが、不足等はございませんか。 

なお、本日久山委員より欠席のご連絡を受けております。 

議事に入る前に、皆様へお願いがございます。本日の部会で発言を希望される委員におかれまし

ては、事前に挙手いただきますようお願いいたします。 

挙手いただいた委員のもとに、職員がマイクをお持ちいたしますので、それからご発言いただき

ますようお願い申し上げます。 

それでは、以降、市川部会長の進行により、議事を進めていただきます。 

市川部会長、よろしくお願いいたします。 

 

○市川部会長 

それでは、ただ今より、第３回評価部会を開会いたします。 

本日は、次第のとおり、江別市高齢者総合計画の評価（施策の取組・成果及び今後の課題）につ

いての協議となり、事務局からの説明後に皆様のご意見、ご質問をお伺いいたします。 

なお、本日の協議結果については、来月１１月９日（月）開催の第４回委員会において報告する
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こととなります。 

それでは、次第２「議事」の（１）協議事項「江別市高齢者総合計画の評価（施策の取組・成果

及び今後の課題）について」事務局から説明をお願いします。 

 

○和田主査 

 江別市高齢者総合計画の評価（施策の取組・成果及び今後の課題）についてご説明させていただ

きます。 

資料をご覧ください。 

１ページ（２）施策の取組・成果及び今後の課題ですが、第７期計画の総括として、次期計画の

総論の中に記載する内容です。 

なお、（１）の活動指標と計画の推進に向けた指標につきましては、既に協議が済んでおり、本

日は、（２）施策の取組・成果及び今後の課題について、ご協議いただくこととなりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

１ページの初めの部分に記載しておりますが、第７期計画では、地域包括ケアシステムの深化・

推進に向け、「地域支援体制の推進」「介護予防と健康づくりの促進」「見守り・支えあいの地域

づくりの促進」「尊厳ある暮らしの確保」「介護保険事業の推進」の５つの計画目標を基に、各施

策を進めてきました。 

恐れ入りますが、資料の方では、５つの施策となっておりますが、５つの計画目標に訂正させて

いただきます。 

なお、令和元年度末頃から令和２年度においては、新型コロナウイルスの影響により、当初の計

画どおりに進められていない取組等があり、今後、新たな生活様式の中で、どのように取組を進め

ていくか検討していく必要があります。 

資料では、まず初めに、計画目標ごとに施策の取組・成果を記載しており、続いて参考及び考察

では、施策の取組に関連するアンケート調査結果や具体的な取組実績、そこから見える傾向等につ

いて記載しております。 

今後の課題は、施策の取組・成果を基に、参考及び考察内容も踏まえまして、計画目標ごとにま

とめて記載しております。 

説明に当たりましては、記載内容をおおむね読み上げさせていただきますが、時間にも限りがあ

りますことから、一部省略させていただく部分もございます。 

また、参考及び考察につきましては、今後の課題を見出すための参考内容で、今後の課題に盛り

込んでいる部分もありますことから、省略させていただきますので、ご了承願います。 

なお、計画目標ごとにご説明させていただき、その後、ご意見ご質問をいただくという流れで進

めさせていただきます。 

では、地域支援体制の推進についてです。 

まず、施策の取組・成果につきまして、地域包括支援センターの運営・評価についてですが、地

域包括支援センターは、地域包括ケアシステムの中核拠点として、主任介護支援専門員、保健師及

び社会福祉士の専門３職種が連携・協働して包括的支援事業等の各種事業を実施しているほか、高

齢者が住み慣れた地域で自分らしく自立した生活を営むことができるように、自治会などをはじめ

とした地域とのつながりや見守り体制を整備するとともに、介護・福祉・医療等の多様な関係機関

等との有機的なネットワークの構築を推進しています。 

また、江別市地域包括支援センター運営協議会（令和元(2019)年11月以降は江別市介護保険事業

等運営委員会）において、地域包括支援センターの公正性・中立性の確保と円滑かつ適正な運営に

努めています。 

次に、自立支援に向けた地域ケア会議の推進です。 

高齢者の自立支援・重度化防止を図るための支援体制を充実させるために、地域課題の把握から

解決するための新たな社会資源の開発に向けて、地域包括支援センターや専門多職種、地域住民な
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どの多様な主体が連携して協議・検討を進める地域ケア会議を実施しています。 

また、地域ケア会議を通じて、住民組織や関係機関との有機的なネットワークを構築するととも

に、地域包括ケアシステムの深化・推進に向けて重要となる、自立支援の視点に基づくケアマネジ

メントの質の向上を図るための取組を推進しています。 

次に、在宅医療の充実及び在宅医療・介護連携を図るための体制の整備では、高齢者が住み慣れ

た地域で安心して在宅生活を続けるためには、必要な医療と介護のサービスを切れ目なく提供する

必要があることから、両方のサービスが必要な高齢者に対しては、それぞれの関係機関が把握する

状態像や必要なケアの方針等を連携・共有することで、一体的なサービス提供体制の整備を進めて

います。 

市が江別医師会等の協力により設置した江別市医療介護連携推進協議会において、医療関係者と

介護関係者の両者が参画して連携を促進するための方策を検討する連携部会や、連携の必要性や具

体的な手法を普及啓発するための研修部会での取組を進めながら、幅広い関係機関と連携体制の整

備に努めています。 

生活支援サービスの充実については、高齢者が住み慣れた地域で安心して在宅生活を営むために

は、介護保険サービスのみならず、日常生活における困りごとに対する介護保険外サービスの支援

体制を充実させることが必要です。高齢者の安否確認を兼ねた在宅高齢者給食サービスや緊急通報

装置の貸与のほか、冬期間でも安心して日常生活を営むことができるように、福祉除雪サービスな

どの生活支援サービスを実施しています。 

さらに、高齢者の生活援助の担い手のすそ野を広げるために養成した高齢者生活支援スタッフへ

のフォローアップなどの取組を推進することにより、介護保険外サービスである地域の有償ボラン

ティアなどの生活支援サービス等の拡充につながっています。 

介護人材の確保と資質向上について、全国的に介護サービスの担い手が不足している状況の中、

市内介護事業所でも人材不足の傾向が見受けられるため、求職者に研修を行った上で市内介護事業

所とつなぐ事業や北海道等が行う人材確保施策の情報提供などを通して、介護人材に係る支援を行

っています。 

また、市や地域包括支援センターの主任介護支援専門員や社会福祉士が中心となって開催してい

る高齢者の自立支援型ケアマネジメントの研修会や高齢者の権利擁護業務関連の研修会など、様々

な機会を通じて市内介護人材の資質向上に資する取組に努めています。 

地域支援体制の推進の施策の取組・成果については、以上です。 

参考及び考察の説明は省略させていただき、３ページの下の今後の課題をご覧ください。 

アンケート調査では、地域包括支援センターを知らない人の割合は、第２号被保険者では前回調

査よりもわずかに下がっていますが、第１号被保険者では上がっているほか、総合相談件数は増加

傾向にあります。今後においても、身近な総合相談窓口であることについて、様々な取組や機会を

通して、周知活動を続けていく必要があります。 

高齢者が住み慣れた地域で自分らしく自立した生活を送るために、ケアマネジャーの自立支援の

視点に基づいたケアマネジメントの質の向上を図るほか、地域ケア会議を通じて様々な関係機関と

の連携をさらに深める必要があります。 

アンケート調査では、在宅医療・介護連携について、介護サービス事業所の６割、ケアマネジャ

ーの７割は連携がとれていると回答していますが、さらに在宅医療・介護連携を進めるためには、

医療・介護関係者の情報共有の支援が必要との意見が多くなっています。 

高齢者が住み慣れた地域で安心して在宅生活を営むためには、日常生活における困りごとに対応

するための介護保険外の福祉除雪サービスや緊急通報装置の貸与のような行政サービスのほか、地

域住民・団体による見守り合いや支え合い活動などの支援体制を充実させることが重要です。 

必要とされる介護サービスを提供するためには、需要に見合うだけの担い手が必要ですが、全国

的に介護人材が不足している状況にあり、少子高齢化の進展により、ますます不足すると見込まれ

ています。市内の介護事業所へのアンケート調査でも従事者の確保に苦慮しているという意見が多
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いことから、介護人材に係る支援が求められています。 

地域支援体制の推進についての説明は以上です。 

 

○市川部会長 

  ただいまの説明について、ご意見、ご質問はありませんか。 

 

○表委員 

  １ページ目の自立支援に向けた地域ケア会議の推進の５行目ですが、「有機的なネットワークを

構築するとともに」という部分の「有機的なネットワーク」とはどのような意味なのかを教えてい

ただけますか。 

 

○左川主査 

  地域ケア会議を実施する場合、懸案事項が重なっていることが多く、複数の課題の解決に向けて

検討を要することから、関係団体と日頃から密に連携を取っています。関係者同士が迅速に対応で

きるよう日頃から留意しているところであり、そのような意味から生きたネットワークの構築とい

った趣旨でこの表現を使用しています。 

 

○市川部会長 

  他に、ご意見、ご質問はありませんか。 

 

○中川委員 

  参考及び考察の部分を今回新しく設定していますが、経緯についてお聞きしたいと思います。 

 

○和田主査 

 現計画では、取組の実績と今後の課題だけを記載していましたが、第７期の評価については、今

後の課題を洗い出す際に、アンケート調査の結果からも課題が出てくるのではないかと考えていま

す。 

今後の課題に結びつけるためには、アンケート調査の結果や実際に数値で見えるような取組の実

績を精査して分析することも必要だと考えて、今までにはなかったのですが、アンケート調査の結

果や何回などの数値の実績で参考としたものをこちらに記載した方がより分かりやすいのではない

かということで、このような記載といたしました。 

 

○中川委員 

 参考及び考察の部分を記載することはいいことだと思いますが、このような新しい部分について

は、説明していただいた方がいいのではないかと思いました。 

 また、表題の参考及び考察の「参考」という文言は、馴染まないように思います。アンケートな

ので「参考」と記載しているのだと思いますが、「考察」は良いと思いますが、「参考」について

は、適切な表現を検討してはいかがでしょうか。 

 

○和田主査 

 記載の表現について検討したいと思います。 

 

○市川部会長 

  他に、ご意見、ご質問はありませんか。 

  なければ、介護事業所の代表として参加させていただいていますので、介護人材の担い手不足に

ついてお伺いしたいと思います。 
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求職者に研修を行った上で介護事業所につなぐ事業が、前回の計画の中にも記載されていて、私

の事業所でも何名か採用させていただいたことについては、非常にありがたく思っています。 

今後１０年、２０年という長期間で見ると、高齢者が間違いなく増えていきますので、現状でも

６割の事業所が厳しい状況である中で、もう少し踏み込んだ事業をできないでしょうか。 

具体的な案があるわけではなく、人材確保は最終的には企業の責任の中でやるべきことだとは十

分承知しているのですが、１０年後、２０年後に、実際に介護を受けたい人が受けたい時に受けら

れない状況になってしまうと、その時は、１事業所の問題ではなく市や地域の皆さんの問題になる

ことだと思います。 

今後、高齢者人口の増加により介護の需要がこのくらい増加するので、介護の担い手がこのくら

い必要だという目標値を設けながら、そこに向かって、この年までに介護人材をどのくらい増やさ

なければならないということを、市や地域の皆さんが一緒に考えていただけると、事業所としては

ありがたいと思いました。 

  

○和田主査 

 第７期の取組は決まった成果になるのですが、現状を踏まえた上で今後の課題としては、もう少

し掘り下げるべきと事務局でも認識していますので、そちらは検討させていただきたいと思います。 

 

○市川部会長 

  他に、ご意見、ご質問はありませんか。 

  なければ、事務局から次の説明をお願いします。 

 

○和田主査 

 次に、介護予防と健康づくりの促進についてです。 

施策の取組・成果につきまして、１点目の自立支援・介護予防・重度化防止の推進です。 

高齢者が住み慣れた地域で自分らしくいきいきと日常生活を営むためには、自立支援の視点に基

づく介護予防の支援が必要となることから、地域ケア会議等の機会を通じて、自立支援型のケアマ

ネジメントの質の向上を図るとともに、介護予防・重度化防止に向けて「通いの場」の参加者に対

して、健康づくりの視点を取り入れた介護予防に取り組むことで、保健事業と介護予防の一体的な

推進に努めています。 

２点目の健康づくりの促進についてです。 

高齢期は、生活習慣病の重症化が起こりやすくなります。 

また、加齢に伴い身体機能や認知機能などが低下することによる虚弱状態であるフレイルになる

と、介護が必要な状態となる可能性が高くなります。 

それらの予防に向け、出前講座やイベントなどを通して、こころの健康や生活習慣病などに関す

る知識の普及・啓発に努めるほか、健診・検診の受診率向上などに取り組んでいます。 

介護予防と健康づくりの促進の施策の取組・成果については以上です。 

次に、５ページの今後の課題をご覧ください。 

１点目ですが、介護予防・生活支援サービス事業による要支援者に対する訪問介護、通所介護サ

ービスの提供に当たり、高齢者に対する適切なアセスメントからのケアマネジメントによって、必

要なサービスの利用につなげるとともに、ケアプラン立案時の評価と見直しの実施から、自立した

生活を送れるよう支援を行うことが必要です。 

２点目ですが、高齢者が住み慣れた地域でいきいきと暮らし続けるために、高齢者自身が正しい

知識を持って介護予防に取り組めるよう、介護予防教室や出前講話、住民主体の「通いの場」等を

通じた社会参加などの取組をさらに進めていく必要があります。 

３点目は、５点目にも含まれておりますので省略させていただきます。 

４点目ですが、アンケート調査では、高血圧で治療している方が多く、脳血管疾患をはじめとす
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る重症化疾患において、重要な危険因子であることから、重症化を防ぐには食生活や運動などの生

活習慣の改善と、適切な治療を継続することが大切です。 

同じくアンケート調査では、健康づくりを実践している人が、第１号被保険者と居宅サービス利

用者では６割弱、サービス未利用者では５割弱という結果でした。一方、介護予防の実践について

は、第１号被保険者・サービス未利用者ともに２割程度であることから、介護予防と健康づくりを

一体的に、高齢者となる前の早い時期から実践することが重要であり、必要な知識の普及啓発の取

組のほか、生活習慣病予防等を意識した受診につなげる健康意識のより一層の向上が図られるよう

に、取組を進めていく必要があります。 

介護予防と健康づくりの促進についての説明は以上です。 

 

○市川部会長 

  ただいまの説明について、ご意見、ご質問はありませんか。 

 

○表委員 

  ４ページの一番最初の部分が、６行で１文になっています。全てを読むと、保健事業と介護予防

の一体的な推進に努めるということが結論なのですが、文章が長く読みづらいので、今説明のあっ

た所で文章を切ると読みやすいのではないかと思います。 

 

○和田主査 

  了解しました。 

 

○市川部会長 

  他に、ご意見、ご質問はありませんか。 

 

○山﨑委員 

 私は、薬局の薬剤師として、居宅を訪問することが多いです。そこで、４ページの健康づくりの

促進の項目についてですが、私の訪問先では、フレイル状態になっている方もいるのですが、実際

に医療と介護だけではなく、生活習慣病などを改善するためには、栄養面などにも気を遣わなけれ

ばならないと感じています。 

そういった方に対してヘルパーが食事を作ることが多いのですが、栄養面をしっかりと考慮して

食事を作っているのだろうかと疑問に思うこともあります。そのような時には、管理栄養士が同行

して指導する機会が最近増えているのですが、そのように栄養面からもサポートしていくことが重

要なのではないかと感じています。 

また、５ページの今後の課題で通所介護（デイサービス）などがありますが、デイサービスにも

様々な種類がありますので、利用者が希望に沿ったサービスを選ぶことができる仕組みがあればい

いと思っています。例えば、お子さんと触れ合う機会が多い事業所や、麻雀ができるような事業所

などがありますが、麻雀の時間が限られていて最後まで終えることができないのでもう行きたくな

いという方もいますので、デイサービスを選ぶことができれば、積極的に利用する方が増えるので

はないかと思っています。 

細かいことですが、そのようなことを課題の中に入れていただければと思います。 

 

○左川主査 

 確かに、高齢者の介護予防、健康づくり、フレイル予防という観点では、栄養という要素は、非

常に重要であると行政でも認識しています。 

高齢者を対象とした介護予防の教室では、地域包括支援センターの保健師、リハビリテーション

職、歯科衛生士、管理栄養士の４種の専門職を講師として、実践的な予防の取組を行っています。 
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 また、地域の通いの場に対しては、同じように保健師、リハビリテーション職、歯科衛生士、管

理栄養士の専門職を派遣してフレイル予防につながるような取組も実施しています。専門職の職種

などをもう少し分かりやすく記載するように検討したいと思います。 

 デイサービスのご意見については、各事業所で独自にサービス内容を展開していますが、基本的

に利用者と事業所の契約の下にサービスが提供されているところですので、そういった事業所の選

択の橋渡しになればと思い、市で介護事業所のサービス提供内容を記載しているガイドブックを配

布しています。こういったガイドブックも参考にして、検討、選択していただきたいと考えていま

すので、その周知も含めて、今後行政で対応していきたいと考えています。 

  

○市川部会長 

  他に、ご意見、ご質問はありませんか。 

  なければ、事務局から次の説明をお願いします。 

 

○和田主査 

 次に、見守り・支えあいの地域づくりの促進についてです。 

施策の取組・成果につきまして、まず、見守りと支えあいの醸成についてですが、地域には、単

身で生活している高齢者のほか、身寄りのない高齢者や認知症の症状がある高齢者など、様々な課

題を抱えた高齢者がおります。高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるためには、介護保

険サービス等の公的な支援だけではなく、地域住民が高齢者を見守り合い、また、住民同士がお互

いに支え合う体制を整備することが重要です。行政、生活支援コーディネーターのほか、介護関係

団体、高齢者福祉団体及び地域住民団体の代表者等が参画する生活支援体制整備協議体において、

地域課題を解決する新たな機能の創出に向けた協議を進めています。 

２点目の家族等介護者への支援の充実についてですが、地域包括支援センターや介護支援専門員

等による相談支援業務によって、家族等介護者の身体的・精神的負担の軽減を図っているほか、認

知症の症状が見られる高齢者と同居している家族等に外出や休息が必要な場合に、自宅等で高齢者

を見守るためのボランティアの派遣や認知症高齢者等の外出時の行方不明に対応するための支援体

制の構築などの支援を行っています。 

３点目の生きがい・社会参加と協働のまちづくりについてですが、高齢者がいきいきと暮らし続

けるためには、その人らしい生きがいや趣味活動などを通した社会参加が重要となります。 

また、高齢者が積極的に社会参加を行うことにより、健康づくりや介護予防に高い効果が期待さ

れることから、「通いの場」活動の情報をまとめた「江別市内通いの場情報誌」の作成や配布を行

うとともに、自治会・高齢者クラブ等の活動やシルバー人材センターへの支援のほか、蒼樹大学や

聚楽学園、えべつ市民カレッジなどに関する様々な情報提供と支援に努めています。 

見守り・支えあいの地域づくりの促進の施策の取組・成果については以上です。 

次に、８ページの今後の課題をご覧ください。 

まず、１点目ですが、生活支援コーディネーターの活動を通じて、高齢者に関する地域課題の把

握と合わせて、高齢者を支援する様々な団体が参画する生活支援体制整備協議体で地域資源や課題

を共有し、課題解決や新たな地域資源の創出に向けて取り組む必要があります。 

２点目ですが、アンケート調査では、ちょっとした手助けの近所への依頼について、「お願いで

きる」という回答は２割弱の一方、依頼されれば「引き受ける」という回答は６割弱と、地域に困

りごとを打ち明けることで解決に結びつく状況がうかがえることから、住民同士の互助の取組を進

めることが必要です。 

３点目ですが、高齢者を介護する家族の身体的・精神的な負担軽減のために、地域包括支援セン

ターや介護支援専門員、介護事業所などが介護の不安や悩みの相談に応じるほか、家族介護者同士

の交流の場や家族が安心できる見守り体制、介護に係る負担を軽減するための生活支援サービス等

の情報提供の充実を図る必要があります。 
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４点目ですが、高齢者が積極的に社会参加を行うことにより、健康づくりや介護予防に高い効果

が期待されますが、参加していない人は３割以上いることから、参加しやすく、継続しやすい社会

参加の手法が求められています。 

見守り・支えあいの地域づくりの促進についての説明は以上です。 

 

○市川部会長 

  ただいまの説明について、ご意見、ご質問はありませんか。 

  なければ、事務局から次の説明をお願いします。 

 

○和田主査 

 次に、尊厳ある暮らしの確保についてです。 

施策の取組・成果につきまして、まず、１点目の認知症施策の推進についてですが、認知症の人

やその家族が、住み慣れた地域で自分らしく安心して暮らし続けるためには、認知症を早期発見・

早期対応する体制の整備のほか、認知症の正しい知識や理解、適切な対応、支援方法を普及啓発す

ることが必要であるとともに、地域の中で認知症の人やその家族をあたたかく見守り合い、支え合

うためのネットワーク体制の構築が重要となります。 

認知症を早期発見・早期対応するための体制整備としては、認知症初期集中支援チームを設置し、

認知症の症状が見られる人が在宅生活を続けるという視点で支援を行っているほか、「認知症あん

しんガイドブック（認知症ケアパス）」を作成・配布して、広く周知が進むように努めています。 

また、このような普及啓発やネットワーク体制の構築に向けて、認知症サポーター養成講座や出

前講話、当事者やその家族による体験談を伝える講演会、正しい対応方法を学ぶための声かけ訓練、

行方不明高齢者を捜索するための模擬訓練等を実施したほか、ＶＲ（バーチャルリアリティ）の機

器を活用し、認知症の症状を当事者の視点で体験することができる認知症体験ＶＲ研修会等を開催

するなど、様々な手法を取り入れた認知症施策の推進に努めています。 

次に、高齢者の権利擁護の推進についてですが、高齢者が日常生活を営む上では、身体機能の低

下や認知機能・判断能力の低下などの様々な課題があり、その課題ごとに多様な支援が必要となり

ます。高齢者の支援に当たっては尊厳を守ることが重要であることから、地域包括支援センターの

社会福祉士が中心となって、地域住民や介護施設等に対して、高齢者の権利擁護についての出前講

話や研修会を実施しているほか、高齢者虐待の防止に係る取組についても、関係機関と連携を図り

ながら早期の解消や解決、再発防止を図っています。 

また、認知症等により判断能力が十分ではない場合は、財産管理や契約行為を支援する成年後見

制度の利用が必要となることから、制度の普及啓発や利用支援が図られるよう努めています。 

次に、高齢者の住まいの安定的な確保についてですが、第７期計画に基づいた介護保険施設の整

備や高齢者等に対応した市営住宅の整備を行ったほか、バリアフリー構造を有し、安否確認や病院

受診時の送迎等の生活支援サービスを提供するサービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホーム等の

高齢者向け住宅の情報提供を行っています。 

次に、安全・安心なまちづくりの推進ですが、公共施設や街路のバリアフリー化を進めているほ

か、高齢者交通安全教室等の開催や夜光反射材の配布などの交通安全の取組を実施しています。 

また、災害時に備え、自力での避難が困難な方（避難行動要支援者）等の災害時要配慮者への支

援体制の整備に努めているほか、感染症拡大に備え、関係機関の連携体制づくりや資材の備蓄等を

進めます。 

尊厳ある暮らしの確保の施策の取組・成果については以上です。 

次に、１０ページの今後の課題についてご覧ください。 

まず、１点目ですが、認知症になっても、住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けるためには、

本人及び家族を支援する事業と合わせて、認知症に関する正しい理解の周知を通じて、認知症の人

でも社会参加が実現できるように、地域で支え合う取組を続けることが必要です。 
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２点目ですが、高齢者虐待を防ぐために、高齢者の尊厳を守る意識を高めるための啓発を続ける

ことと合わせて、万が一、虐待が発生した場合には、高齢者本人だけでなく養護者への支援を含め

て迅速に対応することが必要です。虐待の防止と早期に発見する体制を構築するために、地域包括

支援センターをはじめ、各関係機関と連携し、ネットワークの強化に努めます。 

３点目ですが、判断能力が十分ではない高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、成

年後見制度の利用をさらに促進し、関係機関が連携して必要な支援につなげる体制を充実すること

が必要です。 

４点目ですが、アンケート調査では、居宅サービス利用者の３割以上が一人暮らしであることや、

今後、心身の状況や経済的な問題など、様々な課題を抱えた高齢者の増加が予想されることなどか

ら、各々のニーズに対応しながら安心して暮らせる住まいの確保につながる取組をさらに進めてい

く必要があります。また、北海道と連携し、高齢者向け住宅に関する情報の把握と市民への情報提

供に努めます。 

５点目ですが、災害時に備え、避難行動要支援者等の災害時要配慮者への支援体制整備等の対策

を進めるとともに、感染症拡大に備え、平時からの事前対策として、関係機関との連携体制づくり

や必要な資材の備蓄を今後も進めていきます。 

尊厳ある暮らしの確保についての説明は以上です。 

 

○市川部会長 

  ただいまの説明について、ご意見、ご質問はありませんか。 

  なければ、事務局から次の説明をお願いします。 

 

○和田主査 

 最後に、介護保険事業の推進についてです。 

施策の取組・成果につきまして、まず、介護サービスの安定的な提供ですが、第７期計画におい

て設定した基盤整備について、おおむね計画どおり実施し、介護サービス提供体制の充実に努めて

います。 

 記載のとおり、小規模多機能型居宅介護が１事業所、看護小規模多機能型居宅介護が２事業所、

介護老人福祉施設が１施設、介護老人保健施設が１施設となっています。 

 このうち、看護小規模多機能型居宅介護の１事業所、介護老人福祉施設、介護老人保健施設は、

江別版生涯活躍のまち構想に基づく、今年度整備分となっております。 

次に、介護保険制度を円滑に運営するための仕組みですが、介護給付適正化事業の推進に向け、

要介護認定調査の内容点検やケアプラン点検、介護給付費通知などの国が示す適正化主要５事業全

てを実施したほか、出前講座等による介護保険制度の普及啓発、介護事業所についての情報提供等

に努めています。 

また、低所得者への配慮として、市独自に生活困窮者に対する保険料の減免や深夜等訪問介護助

成を実施したほか、国の制度として、施設利用時の食費・居住費（滞在費）の軽減などを実施して

います。 

介護保険事業の推進の施策の取組・成果については以上です。 

次に、１２ページの今後の課題についてご覧ください。 

まず、１点目ですが、アンケート調査では、現に受けている介護サービスに対する満足度は高い

ですが、要介護度が上がると満足度が下がる傾向が見られることから、利用者の状況に応じて、適

切なサービスが提供されるよう努める必要があります。 

２点目ですが、同じくアンケート調査では、在宅生活継続の意向が高いことから、安心して在宅

生活を送ることができるよう、多様なサービスが適切に提供される体制の整備が必要です。 

３点目ですが、介護保険制度の円滑かつ安定した運営に向け、真に必要で過不足のない介護サー

ビスが提供されるよう、ケアマネジメントの質の向上に向けた取組を推進する必要があります。 
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４点目ですが、第１号被保険者の保険料率の適正な設定に加え、低所得者の負担軽減のための取

組を継続する必要があります。 

介護保険事業の推進についての説明は以上です。 

 

○市川部会長 

  ただいまの説明について、ご意見、ご質問はありませんか。 

  なければ、全体を通して、ご意見、ご質問はありませんか。 

 

○小田係長 

 事務局から、全体をとおした補足説明と、いただいたご意見について確認がございます。 

 はじめに、中川委員からご意見のありました「参考及び考察」に関してですが、現計画を策定す

る際には、別冊として評価報告書を作成していました。その評価報告書の中で、取組状況、アンケ

ート結果の数値やグラフを記載していましたが、次期計画策定については、別冊で評価報告書を作

成しておらず、本編の中で一括して評価、課題を見いだすという行程になっておりますことから、

このような「参考及び考察」という形で記載しています。 

 次に名称ですが、今回新たに作成していますので、事務局でも適切な表現に苦慮したところがあ

ります。「施策の取組・成果」から「今後の課題」に向けた橋渡しや背景の部分を示したかったの

で、このような表現となっておりますが、皆様のご意見も伺いたいと思います。 

「施策の取組・成果」という部分に記載している取組については、各計画目標の中でこの取組だ

けを実施しているわけではなく、主たる取組と成果になっていますので、例えば、「施策の取組・

成果」に対して、「主な」という部分を追加した上で、その次にある「参考及び考察」を「調査結

果からの考察」若しくは、「アンケート調査結果からの考察」という記載に変更し、最後の「今後

の課題」につなげることとしてはいかがかと考えています。 

こちらについて、専門的な知識があったり、介護保険制度に精通していなければ分からない記載

にならないように、この場で皆様にご協議いただきたいと思います。 

 次に、先ほど山﨑委員からご意見がありました５ページの「介護予防と健康づくりの促進」に関

してですが、今後の課題で、デイサービスの選択に関するご意見をいただき、選択に関しては、ガ

イドブックで各事業所の取組状況を記載していますと事務局からお答えしましたが、最初のご意見

では、課題に選択する部分を含めてはいかがかということでしたので、改めて選択についても盛り

込むことがよいのかどうかについて、確認させていただきたいと思います。 

 もう一つ、市川委員からありました介護人材の目標についてですが、目標値を設定するというご

意見がありました。 

そちらにつきましては、現状でどのくらいの人数が必要なのかといったところについて、具体的

な数値を把握することは難しいのですが、具体的な数値目標についても記載する必要があるかどう

かについてご意見をいただきたいと思います。 

 

○市川部会長 

 それでは、ご意見いただいた内容について、実際に委員会に提案するのかどうかについて協議し

たいと思います。 

 まず、「参考及び考察」の表現について、事務局から「調査結果からの考察」とすることについ

て提案がありましたが、ご意見、ご質問はありませんか。 

 

 

○中川委員 

 私としては、「考察」だけでよいのではと思っていましたが、経過を聞くと、「アンケート調査

結果からの考察」などと説明を付けることでもいいと思います。 
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○左川主査 

 地域支援事業担当では、様々な地域づくりの事業を行っており、調査だけではなく予防の実績や

地域づくりの実績からも考察しておりますので、「調査から」だけではない部分がありますので、

「考察」だけでいかがでしょうか。 

 

○市川部会長 

 それでは、「考察」という表現でいかがでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

 それでは続きまして、山﨑委員からいただいた５ページの「介護予防と健康づくりの促進」に関

して、課題に選択する部分を盛り込むことがよいのかどうかについて協議させていただきたいと思

います。 

ご意見、ご質問はありませんか。 

 

○山﨑委員 

 「訪問看護、通所介護の適切なサービスの選択と提供」というような文言を盛り込むのはいかが

でしょうか。 

 

○左川主査 

 実際には、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、利用者の生活状況

や心身状況等をアセスメントして、適切なケアマネジメントを基に介護保険サービスの提案をして

いるところです。その中で、通所のサービスや訪問のサービスを提案する際には、本人の要望を聞

きながら提案していると考えています。また、市ではガイドブックを作成して、選択の幅を広げて

いるところです。 

そこで、市川部会長に確認したいのですが、最終的には利用者が納得して事業所を選択している

と市では認識しているのですが、介護保険サービス事業所の立場として、現状はいかがでしょうか。 

  

○市川部会長 

 私の事業所では、在宅のサービスを提供していますが、８割の皆さんが満足しているという結果

で安心しているところです。もし、ニーズとサービスが合っていないのであれば、利用者はケアマ

ネジャーとしっかりと相談し、ケアマネジャーは利用者のニーズを把握し適切なサービスにつなげ

ていく必要があると考えています。 

 

○左川主査 

 もし、記載を修正するのであれば、具体的にどの部分にどのような内容を盛り込むことになるの

かということですが、今後の課題の１つ目の項目の中で、２行目に「高齢者に対する適切なアセス

メントからのケアマネジメントによって、必要なサービスの利用につなげる」という記載がありま

すが、具体的にどのように盛り込んだらよいのか、修正案をいただきたいと思います。 

 

○山﨑委員 

 適切なサービスを行うために見直しをしながら検討を繰り返すことによって、利用者の要望とニ

ーズに応えられるようなサービスを提供するというような内容になります。 
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○左川主査 

 それでは、２行目の部分ですが、「高齢者の希望を踏まえた適切なアセスメント」という記載に

変更することでいかがでしょうか。 

 

○山﨑委員 

 よろしいです。 

 

○市川部会長 

 次に、私からお話しした介護人材の目標値ですが、期限があるものなので、現状でどのくらいの

介護人材が不足しているのかということにつきましては、新規事業において必要な介護人材の数を

把握することはできるかもしれませんが、介護人材の全体の不足数を把握するのは少し難しいのか

もしれないと思っていますが、事業所代表としてお話しさせていただきました。 

 

○表委員 

 確かに、ニュースなどで介護人材が不足していることを耳にしますし、それが現状だと思います。 

でも、逆に、事業所を開設する時は、その基準を満たした上で開設するので、結局介護人材は足

りているということになるとも思います。 

それでは、何を根拠に不足していると言っているのでしょうか。何が足りていないということを

指して、不足していると言っているのか疑問に思っています。 

 

○市川部会長 

 新規に事業所を開設した時には、実際のところ必要人数は足りておらず、予定の日に完全な受入

体制をもって事業を開始することはできていないというのが現状です。 

本来であればこのくらいの人数を必要としているのですが、人数が集まらないので、とりあえず

はここまでの受入から開始しようというような状況です。例えば、ショートステイは、まだ介護人

材が確保できていないので利用を開始しないというようなことがあります。 

実際に、新しい事業所に配属された職員は、新たに介護の職に就いた方が１割、２割であり、７

割、８割は他の事業所から移動してきた方となっており、結局は、限られた介護人材が事業所を行

ったり来たりしているというのが現状です。 

また、紹介業者がありまして、介護人材を紹介してもらう時には、年収の２割から３割を紹介業

者に支払う契約を結んでいます。 

そのような状況なので、特にヘルパーなどは、需要があっても介護人材がいなくて派遣できなか

たり、この曜日のこの時間だけしか派遣できないというような状況があります。 

本来であれば事業者が努力して介護人材を確保していかなければならないのですが、現状はサー

ビスが行き届いていない状況で困っている地域の方もいるので、官民が一体となって協力して人材

不足に対応していく必要があると考えています。 

 

○表委員 

 無資格者でもできる部分はあると思いますが、基本は有資格者しかできないのでしょうか。 

 

○市川部会長 

 いいえ、様々なサービスがあり、様々なニーズがありますので、要支援の方など自立に近い方に

提供するサービス事業所もありますし、特別養護老人ホームのように要介護５で全介助状態の方を

介助するために専門性の高い職員を必要とする部署もありますし、それぞれの利用者に合わせた事

情があると思います。 
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○小田係長 

 介護人材の必要数という部分につきましては、サービス事業所は運営基準に基づいた上でサービ

スの提供が行われているのが現状で、基準に反して運営をしている事業所は市内にはありません。 

 しかしながら、介護サービスを使いたいというニーズは年々増加傾向であり、例えば訪問介護に

関しましても、サービスを利用したいというニーズは年々増加傾向でありますが、有資格者を確保

できにくい事業所があるのも実状です。 

 資格の取得に対して助成している自治体もあるようですが、そのような事業を行うに当たっても、

市内にどれだけの介護人材が必要なのかということについての現状の把握は必要になってくると思

います。 

有資格者、無資格者を問わず介護に従事する人数について、期間の短い中で把握することは難し

いところですが、事業の実施に当たっては、必ずやらなければならないことですので、まずは介護

人材の不足も含めて、今後検討する必要がありますことから、具体的な目標値につきましては、介

護に従事する人数を把握した上で検討するということで、現時点では、課題の認識というところで

いかがでしょうか。 

 

○市川部会長 

 ほかに、ご意見、ご質問はありませんか。 

 なければ、事務局の提案でよろしいですか。 

 

（異議なし） 

 

それでは、ただいま協議した内容に必要な修正等を加えて委員会への提出資料としてよろしいで

しょうか。 

 

（異議なし） 

 

それでは、事務局には、そのように準備をお願いいたします。 

 次に、次第３その他ですが、各委員から何かありますか。 

 なければ、事務局から連絡事項等をお願いします。 

 

○浦田課長 

 本日の協議結果につきましては、来月１１月９日（月）開催の委員会において報告させていただ

きます。 

１１月９日（月）の委員会は、１８時から、場所は市民会館３７号となります。これまでの小ホ

ールから変更となりますので、ご留意願います。 

 

○市川部会長 

これで、第３回評価部会を終了いたします。 

本日はありがとうございました。 


