
平成 29 年度 第３回岡崎市介護保険運営協議会

日 時 ： 平成 29 年 10 月５日（木） 午後１時 30 分～午後３時 30 分

場 所 ： 岡崎市役所福祉会館３階 視聴覚室

出席委員 ： 小野会長、太田委員、山本委員、南委員、山根委員、福岡委員、

森委員（途中から出席）、石川委員、鈴木委員、織田委員、

清水委員 以上 11 名

事 務 局 ： 加藤福祉部長、中川長寿課長、小河介護保険課長、齊藤長寿課副課長、

野澤介護保険課副課長、手島施策係長、中根予防係長、近藤地域支援係

長、岸地域包括ケア推進係長、平山介護保険料係長、神尾介護給付係長、

山口審査係長、平松指導監査係長、藤野主任主査

傍 聴 者：５名

１ 開会

２ 福祉部長あいさつ

３ 会長あいさつ

４ 議事

（１）介護保険施設等の整備計画について・・・・・・・・・・資料１

（２）介護給付費・介護予防給付費の推計について・・・・・・資料２

（３）地域支援事業費の推計について・・・・・・・・・・・・資料３

（４）介護保険料の所得段階設定について・・・・・・・・・・資料４

小野会長：それでは、早速議事次第に基づきまして、会議を進めてまいりたいと思い

ます。はじめに、本協議会を開くことにつきましては、委員の過半数が出席

しなければならないと規定されていますが、本日の出席人数は 10 名であり

ますので、会議が成立していることを報告いたします。

また、この会議は岡崎市附属機関等の会議の公開に関する要領によりまし

て、傍聴、会議資料と議事録につきましては、公開といたしますので、よろし

くお願いします。それでは議事に入りたいと思います。

―議事（１）―

「介護保険施設等の整備計画について」神尾介護給付係長が説明

【主な意見・質疑応答】

小野会長：第７期整備計画中の介護療養型医療施設ですが、2023 年度までに他の施設

へ転換予定と書いてあります。新しく介護医療院という施設が創設されまし



たが、介護療養型医療施設は介護医療院に転換するということでしょうか、

それとも他の施設に転換するのでしょうか。

事務局 ：介護療養型医療施設については、本来であれば本年度までに老人保健施設

等、他の施設へ転換ということが求められていたのですが、国においてその

方針の見直しがあり、2023 年度まで猶予期間が延長になりました。従いまし

て、介護療養型医療施設につきましては、新規の整備はもうありません。

現在、市内に１施設ありますが、新たに設けられた介護医療院へ転換する

のか、または、老人保健施設等へ転換するのか、運営法人にて検討している

ところですので、「転換予定」という表記になっています。

小野会長：介護療養型医療施設ではなく、違う施設として存続していくということで

すね。

山根委員：特別養護老人ホームの 720 床については、今後しばらくは増やす計画が無

いですね。事務局の方で、要介護や要支援の申請を受け付けている中で生の

声を聴いていると思うのですが、特別養護老人ホームに対するニーズはどの

ようになっていますか？

大規模特養は整備せず、地域密着型の施設があるから大丈夫ということで

良いのでしょうか。

事務局 ：特養に限らず他の施設も含まれますが、入所・入居系施設の運営者へのア

ンケート、それから地域包括支援センターが日頃、市民から相談を受ける中

で把握したニーズをアンケートで回答してもらいました。その回答の中では、

特養、地域密着型特養、いずれもニーズは高い状況でしたが、どちらかとい

うと地域密着型の方が、ニーズが高いということがわかりました。

多床室については、若干利用料が安いものですから、そのような理由で多

床室のある大型特養を希望する方もいると聞いています。ただ、プライベー

トというものを国においても重要視しておりまして、実際に、最近の方はプ

ライベートを重視されていると思います。そうするとやはり、若干費用は高

くなりますが、個室のニーズがどちらかというと高いのかなと考えています。

それから、先回もお話させていただきましたが、大型の特養を整備するた

めの介護職員の確保が困難であると考えています。第６期において、地域密

着型特養の２施設が整備に至らなかった原因の１つに、人材確保が難しいと

いうことがありましたので、地域密着型が整備できないところに大型が整備

できるのかという疑問もあります。

また、待機者数についてですが、岡崎市の調査では、昨年度 1,052 人、今

年度の県の調査では 600 人くらいでした。しかし、施設に聞くと、入所対象

者が要介護３以上に限定されたことで申し込みが減っており、このまま申込

者がいなくなるのではないかと心配している施設もあり、施設の声と待機者

数で表される数字がどうも不一致といいますか、理解できない部分がありま

す。



そういったことも踏まえまして、本市としては、第７期計画では地域密着

型を３つ、順次整備していきたいという考えです。

山根委員：関連して、資料中の文章で「多数の施設整備は、必要以上に保険料額を上

げることになる」という部分が気になります。施設整備によって１人当たり

のコストが高くなるにしても、ここで書くのは不適切ではないか思いますが。

事務局 ：介護保険の１人当たりの月額平均給付額は、特別養護老人ホームであれば

30 万から 40 万、在宅サービスであれば、サービスの使い方にもよりますが、

10 万から 15 万くらいになります。確かに、大型の特養はずっと整備が行わ

れていないので、市外の特養にお世話になる岡崎市民の方がみえたりします

が、もし整備をするとなると、お１人ざっと毎月 30 万から 40 万で、12 か月

と 29 床をかけると１億円ちょっとという給付額がかかります。そこから割

り返すと保険料に影響が大きいサービスであるというような意味合いで記

載せさせていだきました。

最近、２割負担だとか、近い将来３割になるだとか、利用者の負担が増え

てきたため、サービス付き高齢者向け住宅であるとか、有料老人ホームであ

っても、あまり特養と比べても負担が変わらなくなってきています。先ほど

話したように、待機者と申し込み者と、今、国が分けた呼び方を始めたので

すが、申し込み者は 1,000 人いるけれども、実際の待機者は 80 人といった、

かなり差があるデータが出てきています。この部分は、介護保険の１人当た

りの給付費として多くかかるサービスですいう意味合いで記載せさせてい

ただきました。

山根委員：施設サービスのニーズが高まるのは、今よりも 2025 年から 2030 年くらい

だと思うものですから、そのようなときに向けて、今からこのような発想を

持っていることは非常に危険ではないかと率直に思うのです。

2015 年に日本創成会議が、全国各地の医療、介護の余力を評価する論文を

出しており、全国の 344 の医療圏を５段階方式でランク付けした評価をして

います。中部地区を見てびっくりしたのですが、豊田市や刈谷市、岡崎市は

最も評価の低い１ランクで、特養整備とか、介護ベッドの準備率というのが

大変低いということでした。そのようなデータがあるものですから、やはり

必要なときには多少お金がかかってでも整備していく、そのような風土を植

え付ける取組みを事務局にしていただきたいと思います。

事務局 ：創生会議の件については承知しています。決して反論するわけでありませ

んが、今のまま施設整備が進まないという仮定があって、20 年後、30 年後

に足りなくなるというのは、今、若い 60 歳前の方が多い都市では、これか

ら 20 年、30 年で急激に高齢化が進みますので、施設整備が進まないとする

と、当然足りなくなる訳で、今現在において高齢化率が低い刈谷市、豊田市、

岡崎市にとっては、言い方は悪いかもしれないですが、不利なデータだった

かなと思っています。



福岡委員：第６期計画では、地域密着型特養の公募をしても応募が無く、２施設が未

整備になったと前回会議でお聞きしました。スタッフが集まらない状況のた

め見送ると。第７期計画での地域密着型特養３施設の整備の見通しはどうで

しょうか。あとグループホームですね。2025 年にはもっと高齢化が進み、相

当数認知症の方も増え、５人に１人が認知症になるという報道もされていま

す。その辺の見通しはどうですか。

事務局 ：施設整備の見込みですが、第６期でアンケートを取ったときよりも、施設

整備への参入の予定が少なくなっています。そのようなことがあり、第７期

は地域密着型特養を３施設ということでお示しをさせていただきました。

第６期を計画している時点では、老人保健施設をやりたいという法人が複

数ありました。現場もやはり施設が足りないということでしたので、３年前

に老人保健施設 100 床という整備計画を立てました。ところが昨年から今年

にかけて再度聞き取りをしたところ、老人保健施設では空床があるなど、３

年でかなりニーズが変わってしまいました。

今後示されます第７期の介護報酬改定において、施設の報酬が上がれば施

設をやりたいと言ってくるかもしれませんし、認定者数が増えることにより

市民ニーズも増えるかもしれません。ただ、保険料を決めていく中で施設計

画も決定していかなければいけませんので、計画としてはこれであげさせて

いただき、状況をみながら検討し、計画変更も見据えて進めていくことが第

７期以降には必要なのかなと考えています。

また、認知症の方はこれからたくさん増えてきますけれども、グループホ

ームだけですべて対応するものではありません。グループホームは比較的軽

度で団体生活に対応できる方が利用するもので、重度の方は特養だとか、も

っと手厚い施設でないと、なかなかケアができないということもあります。

認知症の人はグループホーム、という考えだけでグループホームを計画した

わけではなく、トータルで計画をしています。また、これからは予防も大切

ですし、認知症の方も在宅で暮らすことがご本人には一番なものですから、

地域で支えていくということも進めながら、グループホームの整備も進めて

いきたいと考えています。

―議事（２）―

「介護給付費・介護予防給付費の推計について」神尾介護給付係長が説明

【主な意見・質疑応答】

小野会長：総合事業が開始され、予防給付から総合事業に移行しているということで

すが、そこはスムーズに行われていますか。

事務局 ：現行相当サービスにつきましては、要支援の方の認定更新にあわせて、予



防給付から総合事業のほうに移行していただいています。事業所は、請求の

仕方が予防給付ではなく総合事業のほうで請求していただくということに

なりますが、利用者の方にとっては特に変更点はありませんので、順調に移

行していると考えています。しかし、緩和型サービスにつきましては、なか

なか思うよう利用が進んでいない状況です。

小野会長：新たに設けられたサービスということで、まだ、認知度がそれほどでもな

いということもあるのでしょう。

山根委員：訪問看護だとか、リハビリだとか、いわゆる医療に関連するような部分は

かなりコストが高いと思われますので、第６期から第７期にかけて給付費も

伸びるのですが、介護関係は、費用の伸びも見込まれていないですけれども、

安定した経営を営むための人件費だとか、そのようなコストが低すぎるので

はないかと思っているのですが、事務局でも感じることはありますか。

事務局 ：在宅医療介護の連携というところで、訪問看護が非常に大きな伸びを示し

ているのは委員のおっしゃるとおりです。推測となりますが、その関係で、

訪問看護、訪問リハビリ、通所リハビリといった医療と重なってくるものに

ついて、医療から介護のほうへシフトしている部分も原因ではないのかと思

っています。

小野会長：訪問入浴が減少していく見込みになっていますが、南委員から何かご意見

はありますか。

南委員 ：私どもも訪問入浴事業を行っています。入浴車は、15 年くらい前には 13

台くらいありましたが、今は２台くらいに減らしていますが、それでも全部

埋まるわけではない状況です。とはいえ、訪問入浴のニーズが無いというこ

とではなく、使っていただくと、とても良いものだと分かっていただけます。

在宅で最期まで暮らすためには入浴は必要であり、１週間くらいの入院後に

ご自宅で入浴となった場合など、１年に１、２回だけであっても、本当に貴

重なサービスではあると思うのです。だから、私たちも努力をして、ケアマ

ネジャーさんに知っていただこうと思っていますが、ケアマネジャーさんも

訪問介護の方たちも訪問入浴を見たことが無いという方たちがたくさんい

ます。

デイサービスでは、介護度が軽度、中度の方たちを受け入れるという前提

で皆さんやられていたのだと思うのですが、今は、介護度の高い方でも受け

入れるように取り組んできています。ずっと在宅で介護するよりデイサービ

スに行って１日そちらで過ごしていただくのが、お家の方は仕事などができ

て良いというところもあり、訪問入浴よりもデイサービスを利用されること

が多くなっているかと思います。

南委員 ：もう１つよいですか。今、総合事業の部分で、訪問介護や通所介護の総合



事業への移行がうまく進んでいるように見えますが、それは現行相当サービ

スです。総合事業はもともと、高齢化が進み介護度が高い人が増えるという

部分で、こうした方たちを事業所がしっかり支え、介護予防は見直しを図り、

高齢者になっても元気でいれば、このようなことに関わってお世話ができる

よという人たちをつくりあげることが目的であると思います。平成 29 年度

から開始ということで、始まったばかりですが、やはり、もっとＡ、Ｂなど

と言われるサービスを充実させ、利用者が介護の方に行かないような取組み

を考えていかなければいけません。

施設をたくさん造っても少子化に向かっていくわけですから、将来、たく

さん建物だけが残ってしまうという状況はいけないと思っています。皆さん

もそうだと思いますが、やはり 90 歳、100 歳でも、病院にかかることなく元

気に暮らす、これが理想だと思います。施設に入りたいと思っている方はど

れだけいますか。私は入りたくないです。ただ、少しは長生きしたいなと思

っているので、子どもたちの世話にならないような努力をする。今、認知症

の疑いがあるとすぐ病院に行き、判定されます。でも、私たちが小さい時に、

おじいちゃん、おばあちゃんはどうだったでしょうか。年相応にボケたよね、

とか、そのような言い方はしていましたが、地域でも関わっていたという部

分もあり、認知症と判断されるというのは、そんなに無かったと思うのです。

医療的に治療の必要な方は、ちゃんと治療していただければ良いかと思いま

す。しかし、お互いに支え合う地域づくりをしっかりしていかないと、お金

だけ出ていくだけ、このニーズはここに移行しただけ、というように見えて

しまいます。高齢者が病院にかからずに、元気に暮らしていける比率がきち

んと出せるような時代を目指したほうが良いのではないかなと思っていま

す。

小野会長：サービスＡ、Ｂなどを充実させ、元気高齢者が担い手として活躍して、介

護予防につながってという、そのような場をつくる、そのような形をつくる

ということが行政にも求められているということです。よろしくお願いしま

す。

―議事（３）―

「地域支援事業費の推計について」中根予防係長が説明

【主な意見・質疑応答】

小野会長：先ほどの議題にも出てきましたけれども、在宅医療介護連携の推進は、事

業費が増えるということ、あと訪問型、通所型のサービスＡ、Ｂといったと

ころが、現状ではそれほどまで増えていない、サービスの量が少なめになっ

ているということですね。ただ 31 年、32 年と少しずつでも広がるだろうと



いう予測で、推計されているということだと思います。この辺りがもう少し

大きな数値になるように努力が必要かもしれないと思います。

―議事（４）―

「介護保険料の所得段階設定について」平山介護保険料係長が説明

【主な意見・質疑応答】

小野会長：具体的な数値を出していただきました。細かくして段階別に分けるという

ところは、おそらく異議はないと思います。その具体的な切れ目、段階の数

字がまだ確定していないということです。あと、第１段階、第２段階、第３

段階がまだ不確定ではあるということです。岡崎市は、同規模の他市と比べ

て、介護保険料の金額、基準月額はそんなに差は無いのですか。

事務局 ：７期はまだ分からないですが、６期のときは、中核市だと下から２番目に

なります。愛知県の中でも、西三河管内は結構低いのですが、その中でも真

ん中くらいでした。

小野会長：サービスが充実していて、保険料は低いというのが１番良いと思います。

福岡委員：新聞等で見たのですが、40 歳から 64 歳の２号被保険者の保険料の算定方

法が変わり、今年の８月から段階的に増やして、要するに、手当とかも含ん

で、報酬として捉えて、保険料を設定していくというようなことが、報道さ

れていますけれども、そのようなことは反映されているのでしょうか。

事務局 ：今お話があったのは、40 歳から 64 歳までの２号被保険者のことでして、

介護保険料はその方が加入してみえる健康保健料の中に含まれており、その

計算方法が変わったということだと思います。確かに、介護保険料の財源に

はなりますけれども、今回審議していただくのは、65 歳以上の方が個人で払

っていただく保険料なので、まったく別物です。２号被保険者の保険料につ

いては岡崎市内で勤めている方が支払った保険料が岡崎市に入ってくる訳

でもなく、一旦国に全部まとめられて、市のほうに入ってきますので、別物

の保険料です。

山根委員：第１回目の運営協議会で、介護保険実績一覧という数字をいただきました

けれども、その中で総給付費と１号被保険者の収納額、これを見比べました。

27 年度が 25 パーセント、理屈の上では 24 パーセントという話だったです

ね。実際は、25 パーセントで、28 年度も 25.3 パーセントです。私は、保険

料を結果として取り過ぎになっているのではないかという心配を前からし

ていたもので、これをチェックしていたのですが、その前の 24 年度、25 年

度、26 年度のころは、大体 22 パーセント台で推移ですが、27 年度、28 年



度、多分 29 年度もそうですけれども、大体 25 パーセントで、単純計算する

と少し保険料の方が高くなる。この辺はどこか算式のあり方に問題があるの

ではないかと以前から感じていました。今回、仮の数字で基準月額 5,400 円

という数字が出ていますが、これをざっと数字だけ見比べてみると、年額

64,800 円で、引き上げ額は 7,560 円、引き揚げ率は 13.2 パーセントになり

ます、これは少し高くなり過ぎてないかという感じがします。

前回の第６期の時、12 億 4,000 万円の準備基金を使用して保険料は 4,770

円にしますということだったのですが、決算をみると、実際の使っている額

というのは、かなり低い数字で留まっていました。12 億 4,000 万円を取り崩

すという考え方で整理をすれば、27 年度は３億 8000 万円くらい取り崩さな

ければいけないところが 1億 7,000 万円で済んでいる、28 年度は大体５億円

くらい取り崩さなくてはいけないところが１億7,000万円で済んでいるとい

うのは、この辺はもう少しきちんと分析した方が良いのではないかと。特に、

新しい所得段階では 12 段階以上からは引き上げになるということですが、

この方々がサービスを利用するとなると、実際の利用率は多分我々のように

１割ではなくて、２割、３割という状況もあるわけです。この辺はこのよう

な算定をしているのでしょうか。

事務局 ：全国一律の保険料を計算するシートがあり、それにより数字を積算してい

ます。これは最近どこの市町村も同じシートを使っています。１回目の会議

の資料については、委員がおっしゃったとおり、当初の見込みと決算額に差

ができてしまいました。この点については反省し、今回の推計ではシビアに

見込んでいます。

報酬改定等により給付費がどうなるのか現時点では未定であり、その辺り

の情報が入って来ると、本来の保険料が算定できるので、今回の 5,400 円と

いう数字を出すのは迷ったのですが、いくらかわからない数字で審議してい

ただくのもどうかと思いましたので、今回 5,400 円と出させていただきまし

た。

山根委員：今の事務局は人手が足りなくて、いろいろな課題があるので、独自の工夫

はできない、パソコンでやるほうが早いかもしれません。しかし、保険料は、

所得の低い方でも介護保険のためには出すという意思の人が結構多いわけ

で、６人に１人しかサービスを利用していなくても、全員がこれだけ払うわ

けですよね。これは要望ですけれども、何とか努力をして積算方法をあみだ

し、保険料が結果として、23 パーセント前後で留まるような対応を心掛けて

いただきたいです。

森委員 ：今の山根委員のお話に関連して、一定のフォーメーションといいますか、

利用の推計とか、或いはその推計に基づいて経費がどのくらいかかるかの算

定方式自体は、国に従うことは別に構わないと思いますが、ただ、それはあ

る程度岡崎市は岡崎市の実績に基づいて、値を入れて、その値を入れたら国



の作ったフォーメーションに従って計算される、そのような性質のものでは

ないのでしょうか。

山根委員：多分その部分は、市のほうで補正をしながら、やってもらえるのでしょう

けれども、特にここ数年、コンピューターに頼り過ぎていると、結果として

出るデータが悪くなるし、今までの岡崎市の統計上から見ても、少し利用者

負担が多くなりすぎている結果が出ています。

森委員 ：過大推計になっているから、基金を取り崩さないとこの保険料に抑えられ

ない。だけど実際の基金はそんなに使わなくてもそれでいけているのだから、

逆にいえば需要投資が過大で、それに合わせて保険料がもう少し低くてもよ

かったのではないかということが山根委員のご意見だと思います。私もそう

思うのですけれども、これが逆に基金をもっと取り崩さなければいけなかっ

たのに、これでは足らないじゃないかということになると、市としても大変

なことになります。岡崎市の保険料は全国的にも低く、第６期は 4,000 円台

でしたが、名古屋市などは 5,000 円を超えていました。第７期は岡崎市は

5,400 円かどうかまだわかりませんけれども、多分、他の自治体は 6,000 円

台になるところが結構出てくるのではないかなと思います。

山根委員：高齢化率が高い状況で、利用状況も違いますから。

森委員 ：ただ都会が結構高いです。田舎のほうは頭打ちみたいな感じがあって、も

ともと高いので、これ以上は上げもできないと思うのですね。岡崎市もやが

てそのような時がくるのかもしれませんが、名古屋市はまさにそのようなこ

とだと思います。そのうち豊田市もそのようになるのではないかという話も

ありますけれども、だから、今のうちに貯めて基金を持っておくというのも

良いのではと感じはします。

また、保険料の設定については、段階が細かくなってきていますので、一

律で、定率で設定する方が良いのではないかという気がしますが、岡崎市だ

けそのような決定をしてはいけないし、多分、推計するときにはこのように

段階であげたほうがやりやすいのかなとは思うのですね。

少し知りたいのは、平均で収入に対して何パーセントのくらいの負担率を

持つのかということです。せっかく負担率を段階ごとに設定したのですから、

多分累進的になっており、所得が高いと段々と負担率があがるという構造に

なっているのだと思いますが、本当にそうなのかどうか、社会保険料という

ものは国民年金と逆で、所得が高いほうが負担割合としては低いです。他の

ものは給料に比例するものが多いですが、今でも上限があり、どこかで、か

なり上のほうですけれども、逆進的ということがあります。ここで議論する

わけではありませんけれども、負担率がどうなっているのか、もしそのよう

な計算をされているのであれば教えていただければと思います。

事務局 ：そういった計算はしておりません。

山根委員：関連して、来年８月から利用料が３割の人が出てきますよね。大体どの階



層といいますか、どの段階の人くらいが適応されるのですか。

事務局 ：２割、３割の負担となる人は、ご本人だけではなくて、世帯の収入もみま

すので、ご本人１人の段階だけでは判定できません。この段階の人から３割

負担になりますというのはありません。

（終了 15:30）


