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○開催年月日 令和４年３月９日（水曜日）  

○開 催 時 間 開会  午後２時００分  閉会  午後３時３０分  

○開 催 場 所 守口市市民保健センター  ４階会議室  

○出 席 委 員（１４人）  ５０音順  

委   員   石  原   欽  子   委   員   廣  田   道  俊  

委   員   岩  佐   聖  二   委   員   福  田   泰  樹  

委   員   岡  田   進  一   委   員   藤  田    勲  

委   員   大  野  原  ひ  と  み   委   員   堀  川   真  人  

委   員   篠  田   清  司   委   員   松  岡   雅  信  

委   員   竹  下   雅  江   委   員   森  田   隆  之  

委   員   寺  坂   昌  枝   委   員   山  中   英  典  

○欠 席 委 員（０人）  

       

○出 席 職 員（１２人）  

○次第  

 １  議題  

 （１）第７期くすのき広域連合介護保険事業計画における計画値と実績値の比較  

    について  

 

 （２）第８期くすのき広域連合介護保険事業計画における計画値と実績値の比較  

    （令和３年度中間実績）について  

 

 （３）第８期介護保険事業計画における令和３年度「高齢者の自立支援、介護  

予防・重度化防止等に資する取組」、及び「介護給付費等に要する費用  

の適正化に関する取組」の取組み状況について  

 

 （４）第８期介護保険事業計画におけるロードマップの進捗管理について  

 





 

－1－ 

（午後  ２時００分開会）  

○総務課長  

  定刻となりましたので、ただいまより令和３年度くすのき広域連合介護保険事業推進

協議会を開催させていただきます。  

委員の皆様方におかれましては、お忙しいところ、ご出席を賜り誠にありがとうござ

います。本日、進行させていただきます総務課長の渡と申します。どうぞよろしくお願

いいたします。  

本日の出席者は１４人のうち、１３人の出席でございます。  

なお、岩佐委員におかれましては事前に遅れてくるとの報告を受けております。  

本会は、くすのき広域連合介護保険事業推進協議会規則第４条第２項の規定により、

委員の過半数の出席となっております。  

よって本日の協議会は成立していることをご報告させていただきます。それでは、初

めにくすのき広域連合事務局長  開よりご挨拶させていただきます。  

○事務局長  

開でございます。令和３年度くすのき広域連合介護保険事業推進協議会を開催するに

あたり、委員皆様におかれましては、新型コロナウイルスの感染が未だ収束していない

環境下に関わりませず、お忙しいところご出席を賜り、誠にありがとうございます。  

また、日頃より本広域連合が進める各種取組みにご理解のもと、様々な観点でのご支

援、ご協力に対しまして、東広域連合長に代わりまして、深く感謝申し上げる次第でご

ざいます。  

さて、本日ご審議いただく令和３年度を初年度に、以降３年を期間に置く第８期事業

計画については、超少子化高齢・人口減少社会の到来はもとより、団塊世代が後期高齢

者となる２０２５年を見据え、国が示す方針、あるいは圏域内の諸事情等に鑑み、地域

包括ケアシステムを実現すべく、構成３市と歩調を合わせながら、時宜を得た、施策、

事業の実施に努めているところであります。  

しかしながら、健康高齢者増減の指標とも成す全体の介護給付費は増加の一途を辿り、

それに紐付く介護保険料の基準額は依然大阪府内高位となり、被保険者皆様には、多く

のご負担を頂戴する実態が続いております。  

そういった経緯を受け止め、多岐に及ぶ検討を経て、令和５年度末をもって組織解散

という選択に至るも、すべての高齢者が住み慣れたまちで安心、安全に過ごし、かつ社

会参加を促す地域共生社会を構築することを基本理念に掲げ、日々の業務に精励してい

ます。  

これら本広域連合の現況や考えをお汲み取りのうえ、皆様にはより良い歩みに繋げる

に向けて、概ね１年間の実績と成果、あるいは残された課題に関し、それぞれの知見に

基づくご意見、ご提言ご指摘を忌撣なく伺いたく、どうかよろしくお願い申し上げ、私

からのご挨拶とさせていただきます。  

○総務課長  

  それでは、本日ご出席の協議会委員のご紹介をさせていただきます。  

資料にございます、くすのき広域連合介護保険事業推進協議会名簿に沿ってご紹介い

たします。  
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（総務課長より委員の紹介）  

○総務課長  

  最後に事務局の紹介でございますが、会議の進行上、割愛させていただきます。  

ご理解賜りますようお願いいたします。  

会長の選出につきましては、くすのき広域連合介護保険事業推進協議会規則第３条第  

１項に、会長は委員の互選により定めるとなっております。  

なお、会長選出の進行につきましては、事務局で行わせていただきますので、よろし

くお願いいたします。  

ここで、どなたかご推薦いただけるご意見ございますでしょうか。  

○委員  

     計画策定時に取りまとめをしていただいた、岡田委員にぜひお願いしたいと思います。  

○総務課長  

       ただいま、会長に岡田委員というご意見をいただいたんですが、皆様よろしいでし

ょうか。  

 （「異議なし」の声あり）  

○総務課長  

ありがとうございます。  

では、会長には岡田委員にお願いしたいと存じます。  

岡田会長、前の席へご移動お願いいたします。  

それでは、これより議事進行を岡田会長に交代させていただきます。  

会長、よろしくお願いいたします。  

○会長  

ただいま、皆様からご推薦いただきました、大阪市立大学の岡田でございます。  

本日は、この協議会におきましてはご案内のとおり、介護保険事業計画の進捗状況を

適切に運営しているかご審議いただく非常に重要な場でございます。  

ぜひ、ご意見いただきまして、より良い進行を行いたいと思いますのでよろしくお願

いいたします。  

簡単でございますが、会長のご挨拶とさせていただきます。  

それでは、議事進行を行わせていただきます。副会長の選出を行いたいと思います。

くすのき広域連合第８期計画策定委員会で副会長として補佐いただきました、福田委員

を推薦したいと思いますがいかがでしょうか。  

  （「異議なし」の声あり）  

○会長  

意義がないということで、福田委員にお願いしたいと思います。  

それでは、福田委員、前の席にご移動お願いいたします。  

○会長  

それでは、本協議会による傍聴要領では会議の公開、非公開を協議会で決定すること  

になっておりますので、ここで皆様にご審議いただきたいと思います。  

会長といたしましては、公開すべきだと考えておりますがいかがでしょうか。  

特にございませんでしょうか。  
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    （「異議なし」の声あり）  

○会長  

では意義がないようなので、公開させていただきます。  

さて、協議会で非公開とする案件が生じた場合には、非公開となりますので、ご了承  

くださいますようお願いいたします。  

事務局の方、現時点で傍聴の方はいらっしゃいますでしょうか。  

○総務課長  

ただいま傍聴者はございません。以上です。  

○会長  

それではなしということで進行させていただきます。  

議題（１）の第７期くすのき広域連合介護保険事業計画における計画値と実績値の比

較について、事務局から説明を求めます。  

○管理監  

それでは、議題（１）第７期くすのき広域連合介護保険事業計画における計画値と実

績値の比較についてご説明いたします。着座にてご説明させていただきます。  

１ページをお開きください。第７期くすのき広域連合介護保険事業計画の計画値と実    

績値の比較総括表で、この資料における実績値ですが、第一号被保険者数、要介護認定

者数、要介護認定率にかかる実績値は、厚生労働省介護保険事業状況報告の９月月報の

数字です。  

総給付費にかかる数字は、平成３０年度は介護保険事業状況報告の年報、令和元年度

と令和２年度は介護保険事業状況報告月報の数字となっております。  

それでは、本表右端の累計の数字をご覧ください。まずは第一号被保険者数です。  

第一号被保険者は介護保険サービスを利用する可能性がある高齢者であるとともに、

介護保険料の観点から介護保険の支えてでもあるため、この数値の見込み相違は、給付

費の見込み、介護保険事業収入の見込みについて相違に繋がる可能性が生じます。  

第一号被保険者数は累計で２７５，７５３人となり、対計画比９９．９％で、ほぼ計

画どおりとなっております。  

次に要介護認定者数です。要介護認定者数は介護サービスを利用する可能性が高いた

め、この数値の見込み相違は、介護サービス必要量、給付費の見込み相違に繋がる可能

性が生じます。  

要介護認定者数は累計で５７，８９５人、これは要支援者も含んだ数字です。  

対計画比９６．０％で、計画値を下回っております。  

次に要介護認定率です。要介護認定率は第一号被保険者のうち要介護認定者の割合   

であり、この数値の見込み相違は、介護サービス必要量、給付費の見込み相違に繋がる

可能性が生じます。  

要介護認定率は累計で２１．０％となり、対計画比９６．２％で、計画値を下回って

おります。  

次に総給付費です。この数値の見込み相違は、介護保険財政の安定性への影響に繋が      

る可能性が生じます。  

計画期間全体では、施設・居住系サービスが計画値を下回り、在宅サービスは計画値
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を上回っておりますが、全体の累計で８２５億９，４７７万８千円となり、対計画比９

９．０％でほぼ計画通りです。  

最後に、第一号被保険者１人あたり給付費です。この数値に第一号被保険者数を乗じ   

たものが総給付費であることから、この数値の見込み相違は、総給付費の見込み相違に

繋がる可能性が生じます。  

第一号被保険者１人あたりの給付費は累計で２９９，５２４円となり、対計画比が９

９．１％と、ほぼ計画通りです。  

これらのことから、第７期計画全体としては、概ね計画通りに進んだと考えておりま

す。以上です。  

○会長  

 ありがとうございました。それでは、委員の皆様からご意見、ご質問ございますでし

ょうか。  

基本的には計画通りの状況でほぼ進んだと事務局からの報告でしたが、いかがでしょ

うか。  

特になければ、このまま進めさせていただきます。  

また、後でご質問等の時間をお取りしますので。それでは次の議題に進めたいと思い

ます。  

     議題（２）第８期くすのき広域連合介護保険事業計画における計画値と実績値の比較

（令和３年度中間実績）について、事務局から説明を求めます。  

○管理監  

第８期くすのき広域連合介護保険事業計画における計画値と実績値についてご説明い  

たします。  

２ページをお開きください。第８期くすのき広域連合介護保険事業計画計画値と実績  

値の比較総括表になります。  

この資料における実績値ですが、第一号被保険者数、要介護認定者数、要介護認定率

にかかる実績値は、第７期計画と同様、介護保険事業状況報告の９月月報の実績です。  

総給付費にかかる実績値は、介護保険事業状況報告月報の令和３年５月から令和４年

２月の１０ヶ月分の実績となっております。  

３ページから５ページは、この総括表の詳細として、３ページは利用者数、４ページ

は受給者１人あたりの給付費、５ページは給付費について、各サービスの計画値と実

績値を比較したものです。  

利用者数と給付費の実績値は１０ヶ月分の実績であり、対計画比が８３．４％を超え

たものは、計画値を上回って推移しているサービスとなります。  

受給者一人あたりの給付費は、給付費を利用者数で除して算出しているため対計画比

が１００％を超えたものが計画値を上回って推移しているサービスとなります。  

次に６ページから１２ページまでは、先ほどの総括表及び総括表詳細の資料をもとに、

各サービスの対前年比と対計画比を記載したものですが、わかりやすく比較するため、

実績値を１２ヶ月分に按分した数字で比較しておりますので、１００％を超えている

ものが、計画値を上回って推移しているサービスとなっております。  

２ページにお戻りください。  
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まず第一号被保険者数は、９１，２０７人で、対前年比９９．３％、対計画比９９．

０％と前年度より若干減少しており、計画値を下回っております。  

なお、内訳としては、前期高齢者数が減って、介護サービスを受ける可能性が高い後

期高齢者数が増えている状況です。  

次に要介護認定者数は１９，９９８人で、対前年比１０１．１％、対計画比９７．

９％と、計画値が実績値を下回っております。  

第７期計画で実績値が計画値を下回ったため、第８期計画では計画値を下方修正しま

したが、想定よりさらに伸びが少なかったものです。  

次に要介護認定率は、２１．９％で、対前年比１０１．８％、対計画比９８．９％と、

計画値が実績値を下回っております。  

先ほどの要介護認定者数と同様、第７期計画で実績値が計画値を下回ったため、第８

期計画では計画値を下方修正しましたが、想定よりさらに伸びが少なかったものです。  

次に総給付費ですが、先ほどご説明しましたとおり本表の実績は１０ヶ月分となって

いるため、より比較がしやすいよう実績値を１２ヶ月分に按分した表で説明させてい

ただきます。  

７ページをお開きください。  

７ページ中段の総給付費のうち、施設サービス及び居住系サービス給付費の対計画

比はそれぞれ９７．６％、９４．５％と計画値を下回り、在宅サービス給付費の対計

画比が１０４．５％と計画値を上回って推移しており、総給付費としては対計画比  

１０１．８％と計画値を上回って推移しております。  

次に第一号被保険者数１人あたり給付費です。この数字は総給付費を第一号被保険    

者数で除して算出しております。  

第一号被保険者数が計画値を下回り、総給付費が計画値を上回っていることから、

対計画比は、１０２．８％と計画値を上回って推移しております。  

８ページをお開きください。  

次に利用者数、受給者一人あたりの給付費及び給付費について、介護サービス毎に  

記載しております。このなかで給付費の増減が１０％以上のサービスについてご説明

いたします。  

まずは、施設サービスです。地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護ですが、利  

用者数は若干減少しているものの、給付費は大きく増となっております。主な原因は、

サービス利用者の要介護度が上がったことによるものと考えております。  

要介護２が減って、１と３から５が増えております。  

次に、介護医療院です。利用者数、給付費ともに計画値を大きく下回っております。

これは、昨年６月に門真市内で１００床の施設が開設したことから、段階的に増えて

いく想定で計画値算出しましたが、想定よりも緩やかに増加しているため、大きく減

となったものです。  

次に、介護療養型医療施設です。利用者数、給付費ともに計画値を大きく下回ってお  

ります。  

本サービスは令和５年度末で廃止となることから、当広域連合内には既に施設がな

いため、計画上でも低く見込んでおりませんでしたが、さらに利用者が減ったことに  
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よる減です。  

９ページをお開きください。  

次に居住系サービスです。地域密着型特定施設入居者生活介護ですが、利用者数は若

干減少しているものの給付費は大きく増となっております。  

主な要因は、サービス利用者の要介護度が上がったことによるものと考えております。

要介護２が減って、１と３から５が増えております。  

次に在宅サービスです。訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーショ

ン、居宅療養管理指導などの訪問系サービスは利用者数、給付費ともに計画値を上回っ

ており、通所介護、地域密着型通所介護、通所リハビリテーションなどの通所型サービ

スは給付費が計画値を下回っています。  

主な要因としては、新型コロナウイルスの流行により団体行動となる通所サービスを

避けて訪問系サービスを利用する方が増えたことなどではないかと考えております。  

１１ページをお開きください。  

短期入所療養介護（老健）ですが、利用者数、給付費とも計画値を大きく下回ってお

ります。主な要因としては、新型コロナウイルスの流行により受入れを休止した事業所

があったことなどではないかと考えております。  

次に住宅改修ですが、利用者数、給付費とも計画値を大きく下回っております。  

この要因については分析できておりませんのでご意見等いただければと思います。  

１２ページをお開きください。  

認知症対応型通所介護ですが、利用者数、給付費とも計画値を上回っております。  

特に給付費は計画値を大きく上回っていますが、主な原因としては、サービス利用者

の要介護度が上がったことではないかと考えております。  

要介護１が減って２から５が増えています。  

次に小規模多機能型居宅介護ですが、利用者数、給付費とも計画値を大きく下回って

おりますが、前年度実績と比較するとほぼ同様の数値であることから、計画値の想定

誤りによるものです。以上です。  

○会長  

ありがとうございました。それではご意見ありますでしょうか  

○委員  

報告いだきました第７期、８期のデータを見てみますと、数年前から厚労省の指針で

もあります在宅のほうへシフト変更しているようで、給付費も上回っているようで、

７期においても中頃から、８期も前半から在宅系が伸びています。  

３年間の計画を当初たてて予算的にも、事業計画的にもこのまま走らないといけない、

それほど急激な大幅な増減でもないので、このままいけば良いということでよろしい

ですか。  

その確認をしたいと思います。  

○管理監  

計画については３年を１期と考えておりますので、初年度から若干、給付費について

は在宅サービス費が上回っておりますが、３年で延べて見たときにどうかとなります

ので、基本的にはこの計画のまま進めさせていただきたいと思います。  
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○会長  

委員、よろしいでしょうか。何かありますでしょうか。  

○委員  

くすのきとして、在宅にもっと事業運営を推進していくのか、例えばそういう意図が

あるのか、それとも３年間の在宅サービス費を見てきて計画書どおり、若干プラスぐ

らいという認識なのか確認しておきたいです。  

○会長  

今後の見通しの話しだと思うんですが、総括を受けて今後前年比が計画比を年々上回

ったままなのか、たまたまコロナの影響でこの傾向があるのかということだと思いま

すがいかがでしょうか。  

○管理監  

コロナの影響で見込みと若干違っている部分は生じていますが、基本的に国の方針と

しては地域で暮らせるように進めておりますので、そちら方が伸びていくと考えてお

ります。今後、計画と実績に大きな乖離が出るようであれば、協議会で諮らせていた

だいたうえで、計画を変更するというも考えないといけないと思っております。  

○会長  

ありがとうございました。委員のご指摘いただいたことは、私も第８期の計画策定時

に少しだけ発言しましたが、３市とも高齢化が進み、後期高齢者が増えている。  

プラス、在宅、訪問系のサービスが増えてくるだろうと。コロナの状況が影響してい

るのか、人口学的に一人暮らしの高齢者が増えてくるのか、様子を見ないとわからな

いとなるので、計画を慎重にしていただいたほうか良いのかなと思われます。  

貴重なご意見をありがとうございました。他にいかがでしょうか。  

○委員  

独居の方が在宅サービスを受けておられるという話しのなかで、どうしても施設系サ

ービスは料金が上がってて入れないという状況もあると思います。  

私どもはユニット型の特養ですが、今回の制度改正や料金の変更で従来型に移動され

た方も現実にいらっしゃいます。  

料金が上がり、サービスが使えない方もおられるというのが現状だと思います。  

先ほど要介護４、５の方が増えているというお話しがありましたが、施設としては加

算の部分があるので、要介護４、５の方を入居にしていかないといけないが、一方で要

介護３の方が入居しづらいという状況もあります。  

日常生活継続支援加算も課題であると考えています。  

施設を運営しているなかで料金の部分は課題であり、ご利用者のなかにも、ユニット

は高いから止めておくという意見もあるということをお伝えしておきます。  

○会長  

ありがとうございました。この意見について、事務局何かありますか。  

○管理監  

    この形での分析は特にしておりませんので、貴重なご意見として今後の分析に役立て  

 ていきたいと思います。ありがとうございました。  

○会長  
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   ぜひ、分析に役立てていただきたいと思います。他にございませんでしょうか。  

○委員  

２点質問させてください。まず、資料２について質問させてください。  

令和５年総給付費の施設サービス給付費（対前年比）のところ、ここと累計の数字

がここだけが記載が違うのですが、何か意味があるのでしょうか。  

○会長  

まず、この点にお答えいただけますでしょうか。  

○管理監  

数字を千円単位に直したときに、この部分だけ千円未満の０を消すのを忘れており  

 ました。申し訳ありませんでした。  

○委員  

次に、３から５ページについて、夜間対応型訪問介護が全て０％となって  おりま

すが、くすのきにはこのサービスを受けるところがないということでしょうか。  

そういう理解でよろしいですか。他に何かあるのかご説明いただきたいです。  

○管理監  

くすのきでは、夜間対応型訪問介護のサービスを行っている事業所がございません

ので計画値は０となっております。  

○会長  

ありがとうございました。それでは他にいかがでしょうか。  

また、何かございましたら後ほどご質問してください。それでは、議題の３、４に

ついて、  事務局から説明を求めます。  

○事業課長  

それではご説明いたします。Ａ３の資料、１３ページから２５ページになります。

まず、第８期介護保険事業計画「取組と目標」に対する自己評価シートであります。  

介護保険法において、介護保険事業計画については、自立支援等施策の実施状況、

その目標の達成状況に関する調査及び分析を行い、計画の実績に関する評価を行うこ

ととされています。  

第７期から被保険者の介護予防、重度化防止に向けて目標の設定が保険者に義務付

けられ、これまで本広域連合でも取組みごとの目標を定め、ＰＤＣＡサイクルのもと

介護予防の推進を図っており、国の基準に従い、目標達成率により評価していくもの

であります。  

それでは、この自己評価シートのなかから、下線が引いている部分から主なところ

を抜粋してご説明いたします。  

１３ページをご覧願います。表の左側は、第８期介護保険事業計画に記載している

内容であり、右側は計画初年度である令和３年度中間実績であります。  

まず、現状と課題であります複合的な課題を抱える高齢者への支援充実に向け、地

域包括支援センターが障がい福祉制度等、多様な分野の理解促進により対応力向上に

努めるものであります。  

次に第８期における具体的な取組みとしまして、制度の理解促進に向けた研修会や

勉強会を開催しております。  
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また、目標といたしまして事業内容、指標等、アウトプットですが、くすのき広域

連合として地域包括支援センターに研修会を毎年度２回以上開催する。  

アウトカムにおいては、研修会などにより制度を理解した地域包括支援センターが、

地域包括ケアの体制づくりに向け、取り組むものでありまして、その成果を評価した

目標の達成率などを書かしていただいたという形でございます。  

右側におきましては、令和３年度においての年間の、まだ途中ではございますが、実

施内容の取組み状況を書かしていただいているものです。  

研修内容、主には地域ケアの支援関係で、地域の課題とかの研修だったり、障がいの

知識を高める研修だったり、ネットワークや運営協議会などで意見を求めながら進め

ております。  

次に課題と対応になりますが、現在、高齢分野に限らず地域住民が抱える様々な課題

に対応できるような相談支援、参加支援、地域づくりに向けたセンターケアが求めら

れている状況でございます。  

また、８０５０問題だったり、介護ケアのトータルケアなど抱える課題が複雑化、多

様化しております。  

そのなかで課題と対応について、複合的な課題を抱えるケースについては、介護保険

分野以外の関係機関との連携が必要であり、相談を受ける地域包括支援センターは幅

広い知識と高度なスキルが求められています。  

くすのき広域連合としましても制度理解に向けた研修会等により地域包括支援センタ

ーのスキルアップを図るとともに、地域ケア会議への保険者関与や関係機関招集、専

門職派遣等により後方支援を行うという対応でございます。  

この後の説明になりますが、１５ページになりますが、自立支援、介護予防、ケアマ

ネジメント会議における共同カンファレンスの定期開催を行う、介護予防生活支援サ

ービスの利用率のパーセントが非常に高いという状況でございました。  

また、訪問型サービスや、通所型サービスのサービス対象者の区別が、明確でないと

いう声もあります。  

多様なサービス化の訪問型サービスや通所型サービスを明確化することによって利用

率がアップしたということで、実績内容についても、訪問型サービスの利用率は ３３．

７％、通所型サービスの利用率は、３１．５％、緩和型短期集中、通所型全体といた

しまして３３．２％と、ここでは利用率が想定よりも上がっているということになり

ます。  

これにつきまして、課題と対応にも書かせていただきましたが、標準的な状態像を示

したことでケアマネジャーの方にも確認していただいたということで利用が上がって

きておりますので、見直しを図りながらというところでございます。  

また、介護予防における広域連合の方針を提示しておりますが、自立支援の考え方、

その後をどう繋げていくか、まだまだ理解が進んでいないということで、これを主と

した研修を通して繋げていければいいかと考えております。  

次に１６ページでございますが、リハビリテーション職等専門職関与による短期集中

支援である通所型サービスＣを推進し、自立支援を促進する、でございます。  

通所型サービスＣというのは、生活機能が低下した高齢者に対し、専門職が関与し、
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効果的な介護予防プログラムを行うことで生活機能を改善させ元の生活に戻れるよう、

短期間で集中的に実施するサービスでございます。  

利用人数は年々上がっておりますが、合わせてこれを受け入れる施設は守口市で９

ヶ所、門真市で３ヶ所、四條畷市で２ヶ所でございます。  

ただ、これにつきましてもカンファレンスにアドバイザーが関与し、改善状況を把

握しているものの、引き続きサービスの提供を検証していかないといけないというと

ころも合わせつつ、適正な見込みかも検証していかないといけないと考えております。  

次に１８ページでございます。認知症初期集中支援事業の認知度向上を図り、対象

者把握及び早期支援に繋げる、でございます。  

認知症初期集中支援件数は１７件、域内の件数では差がありますが、初期集中支援

件数以外でチームが関わったということもありまして、全体で上がっております。  

右側の課題と対応にもありますが、国が推奨する認知症初期集中支援事業のあり方

と現場の認識にずれが生じているということで、研修等を通して共通認識を持ち、早

期に関与し対応できるように事業を進めているところです。  

ただ、コロナ禍で訪問の受入れが進まなかったというところでオンラインの対応も

進めていかなければと考えております。  

次に２２ページでございます。介護給付等に要する費用の適正化に関する取組みで

ございます。  

まず、要介護認定に関わる業務に関してですが、現在、委託を入れながら適正に向

けて行っています。  

基本的に認定につきましては、認定申請から認定調査、医師の診断書などをもとに

審査会にかけて認定しております。  

認定調査につきましては、適正になるようそれぞれの職員のスキルアップの研修を

行って対応しているところで、現在は、専門職を置きながら進めておりますので、引

き続きスキルを上げていくやり方を行っていきたいと考えております。  

２つめはケアプランの点検であります。  

くすのきとしては、一定の条件を決めてケアプランのチェックを行っております。

介護サービスにおいては、内容を一件ずつみていかなければならないので、例えば、

サービスが多いけど適正なのかというときは、ケアマネジャーと話しながら確認しつ

つ適正に向けて行っております。  

次に、第８期介護保険事業計画におけるロードマップの進捗管理についてでござい

ます。  

計画の重要テーマから、大きく３点、介護予防・健康づくりの推進、地域包括ケア

システムの推進するための体制整備、認知症・共生・予防の推進から、第７期での事

業を振り返り、これまでの進捗状況、課題等からめざすべき社会及び５年後、１０年

後のめざすべき方向を、くすのき広域連合としての介護保険事業のロードマップをま

とめたものであります。ご説明させていただきます。  

まず、２５ぺージをご覧ください。下段の通いの場の確保ですが、コロナ禍の影響

で新しい通いの場ができているところもありますが、休止するところもでてきている。  

できるだけ、受け入れるところがうまく活動できるようにサポートしていきたいと考  
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えております。また、下線部分につきまして、高年期に活動ある生活を送るためには、

青年期及び中年期における健康づくりで、生活習慣病予防が大切であり、保健事業、  

介護予防事業の一体化が求められている状況であります。  

また、保健事業、介護予防事業の一体化については、市域により差があり、ポピュレー

ション・アプローチにより対象者を一部に限定せず、集団、全体に周知など進められ

るよう保健事業担当課とリンクしまして、リハ職派遣や健康講座等を開催した市域も

ございますので、先行している市の好事例などを参考に、効果的に進めていこうと検

討をしているところでございます。  

先ほどの５年後、１０年後にめざす姿、第８期最後にめざす姿、第９期、２０２６年

とういことで書かせていただいております。  

次に２６ページでございます。総合事業サービスとしまして、専門職、リハ職同行訪

問事業によりケアマネジメント支援を実施し、適切なアセスメントと目標設定の助言

を受けた結果、通所型サービスＣ利用者数が増加した状況であります。  

くすのきの事業計画でもより進めていこうとしている事業でございます。  

サービス基盤のところですが、通所型サービスＣの事業所の増設に向けて働きかけて

いるところです。  

このロードマップは、くすのきとして初めて、初年度である３年度、４年度、５年度

という形で計画的に進捗状況を取り上げたもので、状況を見ながら課題や課題に対す

る対応も報告させていただいたものです。以上でご説明とさせていただきます。  

○会長  

ありがとうございました。ご意見、ご質問ございませんでしょうか。  

○委員  

課題のなかで、情報収集してデータ化し、分析して考えられ、それをフィードバック

したり継続したりされている。  

今回の説明で、課題がいくつもあったと思うんですが、くすのきだけで解決できない、

いわゆるくすのき広域連合と、守口市、門真市、四條畷市と場所が離れているからで

きないというのは理由にはならないと思うんです。  

場所が一緒であっても、国と地方もそうですが、組織の縦割りの弊害があって、例え

ばくすのきで単独でやる事業があって、目標を立てて推進しようとしても、特に高齢

者は多種多様な問題を抱えており、行政側は多岐にわたる分野が関わると思われるの

で、各部署と連携して少しでも成功させていただきたいです。  

課題を見ても本当に連携が必要だと思われるし、また１年後見直しをされると思うん

ですが、自分たちのたりない部分はそれぞれで補っていただき、ぜひ成功させていた

だきたいです。  

○会長  

ありがとうございました。ご意見ということでよろしいでしょうか。他にございませ

んでしょうか。  

私の方から少しよろしいでしょうか。気になる点でよくありがちなんですが、初期集  

中支援チームの件ですが、地域包括支援センターとどうすみ分けするのかが大事であり  

 まして、初期集中支援チームのチーム員と、地域包括支援センターの職員との関係性
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をどうするのか、線引きはどうするのか、現場の方だけでそれをするのは難しいとい

うのが一点と、初期集中支援チームは認知症の方に支援するというのがあるんですが

地域分析などして、どこにどんな支援をしなければならない認知症の方がいるのか、

センター的にどんな支援をするのか、集中支援チームの方々に地域分析をやっていた

だかないといけないのかなと思います。  

それには、一人暮らし高齢者の比率はどこが多いのかとか、後期高齢者の比率はど

こが多いのか、地域包括支援センターがなかなか相談を受付けない地域はどこなのか

など、地域分析をし、そこに初期集中支援チームが何らかの形で入っていき、また、

例えば公民館みたいなところで受け付けますみたいな出前型の相談などで初期集中支

援チームの活動が見えるというような、見える化も必要だと考えます。  

なかなか相談窓口が知られていないので、初期集中支援チームがいたとしても、ど

この誰なのかわからないし、わかるのに４、５年はかかると、地域包括支援センター

も知られるのに５、６年かかっていると、今ではかなりの高齢者に認知されるように

なってきた、こういった積み重ねがあるが、ここで生じる認知のズレを、内容をしっ

かり分析していただいて、的確に認知症の方に支援がいきわたるよう工夫をしていた

だきたいです。  

ここでもあります専門的な方々を呼んで研修会をするのも一つですし、マニュアル

を作っているところもあって、そのマニュアルをもって、少し勉強会をされるのも大

事かなと思います。  

これも大事な事業でありますので、ご検討いただけたらと思います。  

私の方からは以上ですが、他になにございますでしょうか。      

○委員  

３２ページにあります認知症地域支援推進員は、くすのきで何人いらっしゃるので  

  しょうか。  

○事業課長  

３人でございます。  

○委員  

くすのき全域で３人でしょうか  

○事業課長  

はい。その通りです。  

○委員  

承知いたしました。ありがとうございました。  

○会長  

ありがとうございました。他にございませんでしょうか。  

○委員  

もう１点よろしいでしょうか。チームオレンジでございますが、これはくすのきで

どの地域にできているのでしょうか。お分かりであれば教えていただきたいのですが。  

○事業課長  

四条畷市でございます。  

○委員  
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ひとつだけでしょうか。  

○事業課長  

ひとつでございます。  

○委員  

何を聞きたかったかと言うと、このあたりが重要になってくると思っていまして。認  

  知症施策推進大綱では、令和７年度内に全市町村にチームオレンジの整備を掲げている  

   というのを聞いたことがあるのですが、ここでは目標は書いてないですが、そういう大  

 綱がありますので、くすのき地域でも非常に難しいことはわかりますが、認知症サポー  

ター養成講座もコロナ禍において、いろいろ工夫されて行われており、少しずつ増えて  

いるのがこの資料でわかります。  

これが、どんどん広がっていくと、会長のお話にもありました初期集中支援チームも  

 活発に動いてくれるものでしょうし、このチームオレンジもできて、認知症の方が住み  

やすく優しい街になっていくと思いますので、行政の後押し、地域包括支援センターの  

力をお借りして進めていってほしいです。  

○会長  

ありがとうございました。この後、事務局の方で何かありますでしょうか。  

○事業課長  

このまま引き続き行っていきたいと思っております。  

○会長  

ありがとうございました。他にいかがでしょうか。よろしいでしょうか。  

それでは、市域ごとに第８期事業計画を推進しているところの課題があれば、市域ご   

とにお聞かせいただけますでしょうか。  

○守口支所長  

守口支所でございます。課題といたしまして、令和３年度につきましてはコロナウイ  

ルスが蔓延し、常に緊急事態宣言と蔓延防止措置が出ている状態でありまして、やりた  

くてもできないということが続いたという１年でした。  

来年度は、このようなことがなければもっと踏み込んでやっていけるのではと思って  

おり、そういう時期がくることを祈っております。  

守口市といたしまして、コロナ禍でございますので地域ケア会議では、オンラインを  

活用し、個別課題の解決に力を入れております。  

また、総合事業における通所型サービスＣを推進するため通所型カンファレンスを行  

っております。  

令和３年１２月現在では１７２件で、令和３年度全体では２２０件ほどやれるのでは  

ないかと考えております。     

また、生活支援コーディネーターでは、守口市と大阪府と株式会社サービスグラント

が運営する、大阪ええまちプロジェクトへ立候補しまして、連携による担いてマッチ

ングプロジェクトへ参加させていただいております。  

そこでは第一層、第二層コーディネーターとともに地域課題を整理し、株式会社サー

ビスグラントのホームページ上で、課題に取り組んでくれる担いてを募集することで  

支援を広げることが若干できました。こういう事例もございます。  
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また、守口市では令和３年度に認知症カフェを１件開設することができ、今後の活  

躍を期待しております。  

認知症サポーター養成講座では、４つの小学校に出向きまして、小学５、６学年児  

 童に認  知症はどういうものかという基本的なことから勉強してもらい、近所にその  

ような方がいれば援助してもらえるよう期待しております。  

また、家族の会が１ヶ所立ち上がりまして、さらなる期待をしております。守口市  

 といたしまして以上でございます。  

○岡田会長  

ありがとうございました。他の市はよろしいでしょうか。  

○門真支所長  

課題を中心にお話いたします。門真市の高齢化率は２９．７８％で３市のなかでも

１番高齢化率が高い状況で、地域ごとに見ますと第１、第３、第５地域で合算１１％

となっており、京阪沿線の住宅密集地の所は高齢化率が高いということです。  

また、独居の高齢者世帯の割合が、国勢調査の数字でありますが３市のなかでも１

番高いです。    

この観点を踏まえて３市で高齢者の独居世帯が多いにも関わらず、介護サービス等

を拒否している世帯が少なからず見られる。認知症においても、初期集中型支援チー

ムの数が門真市は少ないですが、認知症の方は増えてきている。  

認知症の方の支援につきましては近隣住民との関わりが大事ですが、近隣住民との

関係が希薄になってきているケースもございます。  

また、高齢者の親と同居する子どもとが、お互い依存しあって生活している共依存

している家庭もおられ、地域からでた課題となっています。  

地域包括支援センターからは、８０５０問題を抱える世帯もみられる、親が認知症

であったり子どもが精神疾患をもっていたりのケースがみられる状況で、様々な課題

が挙げられています。  

門真市の地域特定につきましては、住宅密集地が多く、車両が進入できない狭い地

域や交通機関がない地域がある。これは福祉部門では解決できないことですが、まち

づくりと連携しながら高齢者が住みやすい街をつくらないといけない課題があります。

以上です。  

○会長  

ありがとうございました。続きまして、四條畷市お願いいたします。  

○四條畷支所長  

本市の地域課題といたしまして、生活支援体制整備事業のなかで生活支援コーディ

ネーターも含めて地域課題として挙げられている主なものとしまして、本市は山間部

とか丘陵地がありまして、高齢者が自走での買い物や通院が困難であるということが

想定されているということと、一人住まいの高齢者の閉じこもり防止のため、高齢者

が気軽に通える居場所づくりに焦点を当てておりまして、それぞれ移動、外出支援及

び市民啓発、居場所づくりワーキングを立ち上げて協議、検討を進めているとことで

あります。  

移動支援外出ワーキングでは、市の公共交通会議事務局で勉強会をさせていただきな  
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 がら、タクシーの在り方やコミュニティバスの考え方の意見を申し上げたところです。  

本市の場合、高低差のある地区にワーキングのなかで、居住しておられる高齢者の人  

  数調査を行ったところ、課題分析の結果としまして、実は特にあまり不便を感じておら  

れないという考えの傾向がありました。  

しかしながら、近隣、地域の方々の支援があり、家族の支援もあったことが現状にあ  

るとわかっていることから、ご自身でワーキングとしてできることを検討していくとい  

うお話をさせていただいたなかで、市内で高齢者が外出した際に、市内に椅子とかがあ  

れば、ちょっとした支援になるのではないかと活動されており、設置場所等を検討され  

たなかで「見える化」も検討されておられます。  

市民啓発居場所づくりワーキングについては、コロナ禍の前ではサロンなどをいかに  

運営するか、健康観察も兼ねたサロン講座や交流会をしましたが、このようなコロナ禍  

においては会わなくても交流できる方法はないかというところから、平成２年から、先  

ほど守口市さんからもありました、大阪ええまちプロジェクトに参加し、ウェブを使っ  

て高齢者の方にウェブのいろいろな使い方の講座を開かせていただいております。  

参加された方々が地域に戻られてスマホを使って伝授されている状況です。  

今年度は、小地域でのサロン講座の展開としてこれからのサロンの居場所の参加者度  

というところで地域の方と行いながら、なわて元気プロジェクトやコロナ禍でのオンラ  

インでの情報収集講座の展開として、なわて高齢者夢広げ隊とで分けて活動されてい  

ます。  

また、本市の通いの場が少ないというところが課題としてありましたが、先ほど報告  

のありました保健事業と介護予防一体化事業につきまして、町内のなかで展開させてい  

ただいて、まずは出前講座一定開催というところで対応させていただいております。以  

上です。  

○会長  

ありがとうございました。各支所長からのご報告でした。これにつきまして、何かご

意見、ご質問ございますでしょうか。  

ございませんか。  

それでは、全体として何かご意見、ご質問ございますでしょうか。  

○委員  

資料２０ページにあります、ジュニアサポーター養成講座開催数が５回とありますが、

先ほどの報告ではすべて守口市の小学校と理解してよろしいでしょうか。  

○事務局  

  守口市３回、四條畷市２回となっております。  

○委員  

ありがとうございます。横展開で広がっていってるのかなと思いました。他にも小学

校、中学校もありますので、もっと広がっていけば良いと思いました。  

次にＳＯＳネットワーク事業の対象拡大について検討いただいているようですが、具

体的にどのように対象を広げていこうと考えているのかを、お聞かせいただきたい。  

○会長  

はい。どのように協力者を拡大していくのか、事務局の方お答えお願いします。  
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○委員  

どのような業種とか、どういう方々であるとかがあれば。  

○事業課長  

協力していただける事業者がまだまだ少ないということで、周知をしていかないと

いけないと考えております。  

守口市では関電でご協力いただける話も聞いておりますが、他にも周知を図りなが

ら、またピンポイントに声掛けもしていきたと思っております。  

市によっては、見守りで広い範囲で事業所を増やしているところもあるので、まず

は周知して、活動をわかってもらい協力してくれる業者を探していきたいと考えてお

ります。  

○委員  

提案なんですが、医療関係の方々ということで、いわゆる薬品の卸しの方々が毎日

のようにくすのき管内を回られている。サポーター養成講座を受けておられる方もお

られ、そういう業種の方々にも声掛けをしていただけたら心強いかなと思います。  

また他の企業から問い合わせ等がありましたら柔軟に対応していただけたらと思い

ますのでよろしくお願いいたします。  

○会長  

ありがとうございました。他にいかがでしょうか。  

ご意見なければ、本日の議事は全て終了いたしました。  

事務局から連絡等ございましたらお願いします。  

○総務課長  

本日は、長時間貴重なご意見賜り誠にありがとうございます。  

いただいたご意見は集約し、課題解決に向け取組んで参りたいと考えております。

それでは、以上をもちまして、令和３年度くすのき広域連合介護保険事業推進協議  

会を終了させていただきます。  

議事進行におきまして、会長並びに委員の皆様にはご協力いただきありがとうござ  

いました。以上でございます。  


