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令和２年度 第４回 岡崎市介護保険運営協議会議事録 

 

日  時 ： 令和２年 10月 29日（木） 

時  間 ： 午後１時 30分～午後３時５分 

場  所 ： 岡崎市消防本部３階 講堂 

出席委員 ： 小野会長、南委員、太田委員、高村委員、石川委員、山口委員、清水委員、

川上委員、稲垣委員、松井委員、宮島委員 

欠席委員 ： 森委員、若山委員、阿部委員 

事 務 局 ： 中川福祉部長、小河長寿課長、野澤介護保険課長、藤谷長寿課副課長、手

島介護保険課副課長、藤野施策係長、丸本予防係長、岡本地域包括ケア係

長、柘植保険料係長、手島事業所指定係長、水口給付係長、山口審査係長、

社本指導監査係長、尾方施策係事務員 

傍 聴 人 ： ４名 

 

１ 開会   

２ 会長あいさつ 

３ 議事 

⑴  第８期介護保険事業計画（案）について 

⑵  そ の 他 

４ 閉会 

 

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、本協議会の開催につきましては、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して、本日の出席人数は 11名でありますので、

会議が成立することを報告します。 

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、公開としますので、よろしくお

願いします。なお、新型コロナウィルス感染防止対策の一つとして、会議は１

時間程度を目安に終了するようにという指示が出ています。岡崎市の方針で

もありますが、説明及び発言はなるべく簡潔にしていただきますようよろし

くお願いします。 

 

― 議事(1) ― 

議事(1)「第８期介護保険事業計画（案）」 

＜第１章 計画の策定にあたって 

 第２章 高齢者を取り巻く現状と課題 



2 

 

 第３章 基本理念と基本目標 

 第６章 計画の推進に向けて ＞ について藤野施策係長が説明 

 

【主な意見・質疑応答】 

小野会長：資料の 109 頁の⑤の評価指標は、22 頁の⑤と同じ項目ですが、これはごま

んぞく体操の実施状況のみでよかったでしょうか。 

事 務 局：はい。 

小野会長：実績は、今年度が見込みのため、昨年度の 3.53％としているということで

しょうか。一方で、109 頁の⑩の実績は、平成 29 年と少し前の実績となって

います。直近の実績はないのでしょうか。 

事 務 局：⑩の実績は、令和元年度ですので、訂正します。アンケートの選択肢として

「良くなった」「やや良くなった」「変わらない」という項目がありますが、「良

くなった」または「やや良くなった」と回答した人が 43.5％としています。 

小野会長：在宅サービスの利用者が介護サービスのリハビリテーションにより、良くな

るというのはなかなか大変なことで、維持することでも大変です。年齢ととも

に低下していくのが普通ですし、不活動により低下します。維持するというこ

とも含めると、この数字は変わると思います。リハビリテーションの効果とい

うのは、そのことも含めて見てもいいのではないかと思いますが、いかがでし

ょうか。 

事 務 局：「変わらない」も含めるか、検討させていただきたいと思います。 

高村委員：22 頁の③と⑥の令和２年度の実績が記載されていないのですが、実際はど

れくらいの見込みでしょうか。 

事 務 局：コミュニティケア会議は、これまで３回開催しており、今年度、８回を見込

んでいます。ただ、新型コロナウィルスの影響もあり、中止になることもあり

えます。地域ケア会議は、61 回の開催を予定しているのですが、同じく、中

止になることもありえ、何とも言えない状況です。 

高村委員：新型コロナウィルスの影響によりなかなか開催ができないということです

が、これらは重要な会議ですので、集まって開催するのが難しいのであれば、

他の方法を考えてはいかがでしょうか。 

事 務 局：オンラインによる開催も検討しています。ただ、コミュニティケア会議は、

個人情報を伏せて行っているのですが、誰のことなのかわかってしまう場合

もあり、それをオンラインにすると、世界中に会議の内容がわかってしまうこ

とから、個人情報の取り扱いが懸念されるような会議について、現時点ではオ

ンラインによる開催が禁止されています。国においても、「Ｚｏｏｍ」を提供

する会社から個人情報の保護は難しいという回答があったそうで、個人情報

の保護が可能なシステムを探しているという状況とうかがっています。 

高村委員：他の自治体も同じ状況という理解でよろしいでしょうか。 
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事 務 局：他の自治体に確認したことはありませんので、機会があれば聞いてみたいと

思います。 

高村委員：影響はこれからも続くと思われますので、何らかの対策をお願いします。 

小野委員長：本市だけではなく、他市も同じだと思うので、ぜひ問い合わせていただき、

調べていただければと思います。 

川上委員：⑥の地域ケア会議の令和５年度までの目標は、おそらく新型コロナウィルス

の影響も見据えて 60回になっていると思いますが、令和元年度は 168回、そ

れ以前も 180 回以上開催している必要な会議です。したがって、ウィズコロ

ナの新しい生活様式の中で、いろいろ緩和された場合、このまま据え置くので

はなく、ある程度見通しがたって、再開できるような状況になれば、地域のニ

ーズに応じて目標値を見直してもよいかと思います。 

事 務 局：検討させていただきます。 

小野会長：前回は 100 回と目標設定されていたことを考えると、今回の目標は現場の

ニーズに合っていないと思われます。「Ｚｏｏｍ」は難しいかもしれないです

が、目標値を見直す必要があると思いますが、いかがでしょうか。 

事 務 局：地域ケア会議は、今年度の見込みの 61 回を参考に 60 回と設定しました。

コミュニティケア会議は、地域包括１か所あたり平均１、２回の計 30回と設

定しています。ご指摘のとおり、会議が開催できるような状況になれば、目標

値にかかわらず開催していきますが、現時点で目標を高く設定できる状況を

見出せていないため、このようにさせていただいています。 

小野会長：地域ケア会議は、前回の 100という設定に対し、平成 30年度が 182回、令

和元年度が 168 回という実績でした。コミュニティケア会議は、設定した 70

を下回る実績ですが、それでも 30よりは遙かに多い状況です。現実的な目標

を設定しなければいけないのは承知していますが、お願いしたいと思います。

なお、22 頁の⑤の評価・課題等の欄に「今後は口腔・栄養についても支援を

行っていく。」と記載されていますが、その辺については、太田委員いかがで

しょうか。ごまんぞく体操のみで評価されていますが、介護予防として、口腔

ケアや栄養管理への支援を実際にやっていないわけではないので、その辺も

含めてご意見をいただければと思います。 

太田委員：今年度まで３年間、オレンジタウン構想として食について取り組んできまし

て、この前、歯科医師会で講習を行いました。これまでは、歯の治療と言いま

すと、機能よりも形、無いところにものを入れるといったことでしたが、しか

し、今後は、歯の機能のことにも取り組んでいかなければいけないと思ってい

ます。機能的な検査を実施し、その後、ごまんぞく体操のように、口腔機能訓

練として作られた「モグザえもん体操」をしながら機能を回復しようという試

みをしていますので、しばらく取り組んでいきたいと考えています。 

小野会長：モグザえもん体操とごまんぞく体操を同じ場所でやるような取り組みをぜ
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ひお願いします。 

太田委員：本日、岡崎幸田いえやすネットワーク多職種研修を幸田町で開催します。岡

崎と幸田が連携して開催するものですが、幸田町で開催するものについても

岡崎市の計画に見込まれるのでしょうか。岡崎歯科医師会は、岡崎市と幸田町

を対象地域としており、これまで２回岡崎市内で開催しているのですが、幸田

町からも参加されています。 

事 務 局：現時点では計上していません。幸田町の計画においてどのように記載するの

かを考えると、戸惑いがありましたが、岡崎市での開催がほとんどであるた

め、ご指摘を踏まえ、幸田町の１回を計上させていただいてもよろしいかと思

っております。 

小野会長：第６章の計画の推進に向けての 106 頁に「岡崎幸田いえやすネットワーク

による連携」と記載していますので、ぜひお願いします。 

事 務 局：そのように修正します。 

 

＜第４章 基本施策の展開  

基本目標１ 住み慣れたまちで暮らし続けられる地域づくりの推進 

基本目標２ 健康寿命の延伸に向けた介護予防の推進 

基本目標３ 生きがいづくりと社会参加の推進 

基本目標４ 認知症と共に生きる施策の推進 ＞ について藤谷長寿課副課長が説明 

 

【主な意見・質疑応答】 

松井委員：３つ質問があります。１つ目は、50頁の「災害時要配慮者の家具転倒防止」

についてです。15 年くらい前から実施していると思いますが、家具を釘で打

って取り付けても、その後に揺れると緩みます。その後は自分でというわけに

はいかないので、メンテナンスをされているかお尋ねします。２つ目は、60頁

からの「自立支援・重度化防止の推進」についてです。先ほどの地域ケア会議

の目標値について申し上げることはないですが、質の問題があります。「地域

課題を抽出」と記載がありますが、それにより「効果的なケア」は見つかった

のでしょうか。「多職種のスキルアップや資源発掘」との記載もあります。具

体的にどのような成果があったのか教えてください。３つ目は、68 頁の「本

人発信支援」についてです。これは、障がい者の場合は以前から行われていま

す。身体障がい者の場合は結構上手に行われていますが、知的障がい者は少し

難しく、精神障がい者は大変難しいです。試みとしては大変よいと思います

が、岡崎市として何かアイデアはあるのでしょうか。 

事 務 局：家具の転倒防止の件ですが、設置のみでメンテナンスは行っていません。メ

ンテナンスを行ってほしいという問い合わせは今のところありませんが、当

然、メンテンナンスが必要になってくると思われます。シルバー支援隊の活用
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等を含めて検討していければと考えています。 

事 務 局：地域ケア会議については、現時点で、地域課題の抽出、地域資源の開発まで

至っていると断言できるようなことはありません。ただ、一つ紹介させていた

だくと、東部地域福祉センターの区域において買い物支援として移動スーパ

ーを活用した事例があります。岡崎市の西部地区や豊田市にお店があるスー

パーが「とくし丸」という移動スーパーをフランチャイズ経営で全国展開をし

ています。「とくし丸」の方と東部地域の住民とで話し合い、東部地域のごま

んぞく体操と結びつけるという取り組みが行われました。ごまんぞく体操が

終わるころ、「とくし丸」が地域を周るようにしました。ごまんぞく体操に参

加された方が、体操が終わった後に買い物をでき、「とくし丸」もお客さんが

安定して見込めるということで実現しました。 

事 務 局：認知症の方の本人発信支援については難しいことから、県が主体となって進

めていくとうかがっています。そのため、岡崎市としては、県からの受託によ

り、２月に初めての試みとして、認知症本人に着目した講演を開催することと

しています。その講師から、そうした場に集まっていただく中で本人からアイ

デアが自然発生的に出てくるということをうかがいました。どういう展開に

なるのか見守っていきたいと思っています。さらには、本人が参加される認知

症カフェ等につないでいくことも考えています。 

松井委員：地域課題の抽出はこれからで、資源もない、効果的なケアは見つかっていな

いということでしょうか。 

事 務 局：効果的なケアについては、コミュニティケア会議に参加していただいている

方や事例を提供していただける方の負担が大きいという声を聞きますので、

現在、アンケートを行っているところです。その結果を踏まえて、何が課題で、

何を目指して行ったらよいのか検討していきたいと思います。 

松井委員：それをやらないと、専門職の方がやる気にならないので、それはやっていた

だきたいです。本人発信支援については、きっかけは自然発生でいいのです

が、そこからはスキルが必要です。それを支援しないと、立ち上げて終わって

しまいます。 

小野会長：これからの取り組みに期待したいと思います。ぜひよろしくお願いします。 

山口委員：68 頁の「認知症サポーター養成」について、年々認知症サポーター養成講

座の受講者は増えているようですが、その後のステップアップ講座の受講者

はどれくらいでしょうか。養成講座を受講し、オレンジリングをいただいたま

ま終わりで、その後につなげられていない方が多いように思われます。せっか

く続けていることなので、養成講座だけで終わりというのはもったいないと

思います。認知症も年々変わってきており、しかも一人ずつ違います。物忘れ

があったり、同じことを何度も繰り返したりする、それくらいが認知症だと思

われている人もおられますが、認知症は本当に複雑でいろいろな問題があり
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ます。高齢のご夫婦で、私が奥さんの行動は認知症が原因だからといくら説明

してもご主人が理解してくれないということがありました。認知症の問題は

老老介護の家庭で多いです。ただ単に養成講座を受講し、それで終わりという

のではなく、次につなげるようにしていただけると、講座が生かされるのでは

ないかと感じるので、よろしくお願いします。 

小野会長：認知症に対するケアも新しく考えられているので、講座を受けられれば変わ

っていくのではないかと思います。認知症の方も幸せな生活が送れるように

しないといけないと思います。そのことも含めて施策を推進いただきたいと

思います。 

事 務 局：ステップアップ講座の受講者数については、新型コロナウィルスの影響によ

り人数を制限させていただいたこともあり、今年度は 10 人から 20 人程度と

なっていますが、昨年度は 50人程度と聞いています。認知症の方の介護者に

は余裕もないことから、参加が少なくなっているのではないかと思いますが、

ステップアップ講座の参加者からは、認知症についての知識を正しく身に着

けて接するようにしたところ、劇的に認知症の方の症状が変わったという話

もうかがっています。ぜひ積極的に参加していただける環境を整えられたら

と思っています。 

小野会長：ぜひお願いします。 

 

＜第４章 基本施策の展開 

 基本目標５ 介護保険サービスの充実 ＞ について水口給付係長が説明 

 

【主な意見・質疑応答】 

松井委員：75頁の「居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導」について、「利用

が増加」と記載されていますが、実地指導を行っているのでしょうか。94 頁

をみると、今後３年間で 500 件くらい実地指導を行われるということで増え

ています。これは今まで行っていなかったものを行うためということでしょ

うか。また、81 頁の「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」について、当初

は施設内のみでサービスを提供していた事業所がありましたが、今は訪問看

護を軸に地域内で夜間訪問している事例があるのでしょうか。 

事 務 局：「居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導」については、実地指導を

できていない状況です。現在の職員体制の中で、このサービスの提供事業所ま

で実地指導を行うことはなかなか難しい状況です。しかし、94 頁にあるよう

に、件数の増加が見込まれますので、現在の職員体制の中で、どのように実地

指導を行うか、今後の検討課題となっています。 

事 務 局：「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」については、地域にサービスを提供

できていませんが、現場の状況を見て、阻害要因を確認しながら、少しずつ働
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きかけていきたいと考えています。 

松井委員：「居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導」の実地指導について、県

は行っていますか。他のサービスは行っているのに、これはよいのかという根

本的な疑問です。岡崎市だけなのか、県も行っていないのか、全国的にどうな

のか、岡崎市だけの問題ではないと思います。「定期巡回・随時対応型訪問介

護看護」については、国が事業を立ち上げられて、それに手を挙げてくれたと

ころがあるのはありがたいですが、岡崎市としてあればよいということでは

ないと思います。地域と連携しない訪問看護は意味がなく、それなら普通の訪

問看護の方がよいです。これはよく見直していただきたいと思います。 

事 務 局：「居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導」の実地指導を県や他市が

行っているかについては把握できていないので、確認し、岡崎市でどういう対

応が可能か検討していきたいと思います。 

松井委員：やるならやる、やらないならやらないという方針をしっかり決めていただい

た方がよいと思いますので、お願いします。 

 

＜第８章 介護保険事業の運営＞ について柘植保険料係長が説明 

 

【主な意見・質疑応答】 

川上委員：資料 101 頁の図表の第２段階で、第７期から第８期の負担率を変更されて

いますが、その考え方をお聞かせください。 

事 務 局：第２段階の負担率が 0.50 から 0.45 に変わっているのは、第７期の期間中

の令和元年度に、消費税の増税に伴い、低所得者にかかる保険料の軽減措置が

実施されたことによるものです。第１段階については、国の軽減措置に先行

し、岡崎市が独自に第７期計画の保険料率を引き下げる措置を取りました。第

２段階については、国による引き下げの段階で基準に合わせる形で令和元年

度に実施したのですが、第３段階と比較すると、引き下げ率が 0.05少なかっ

たため、第８期計画において引き下げを行うということです。 

小野会長：第８期計画の保険料基準額が月 5,722 円というのは、他市と比べてどうで

しょうか。上昇が抑えられているのでしょうか。 

事 務 局：他の保険者も計画策定を進めているところで、はっきりした額は出ていない

とうかがっています。参考までに、現時点では、同程度の人口規模の一宮市は

現行の 5,350 円が第８期計画では 5,800 円とプラス 450 円くらいとうかがっ

ています。また、津島市は、現行の 5,600 円が第８期では 6,000 円を超えて

しまいそうだということです。県外では、岐阜市が現行の 6,580 円が第８期

では 6,700 円くらいを見込まれているようですが、本市より少し高くなって

います。 

小野会長：ほかに特にご意見がなければ、保険料についてはこれで進めていただければ
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と思いますが、よろしいでしょうか。 

（「はい」） 

小野会長：それでは、ほかに何かありませんか。 

太田委員：歯科医師会から要望を申し上げます。58 頁の「介護予防普及啓発事業」の

「お元気アップ丸ごと教室」についてですが、口腔機能向上の実践ということ

で、以前は、バラバラに分かれていまして口腔機能向上だけで４回コースと６

回コースがあって、口腔内審査、機能検査、リハビリ、歯科医師が入っての検

査というような流れになっていました。しかし、当時あまり人気がなく、人が

集まらないということで、運動と栄養といっしょになったと理解しています

が、昨今事情が変わってきてフレイルの考え方や歯周病が認知症につながる

ということがあります。まずは歯の形をつくってその後に機能となるので、形

がないのに機能と言われても、疑問に思ってしまいますので、できれば最初に

審査をして機能検査をするというオレンジタウンで行った流れを来年度以降

も継続して行っていきたいと思いますので、要望させていただきます。 

事 務 局：検討させていただきます。 

小野会長：検査をして実践し、最後に評価をするということです。細菌が認知症の原因

になるということが最近わかってきたということもあります。歯周病対策、口

腔ケアの必要性が問われるようになっていますので、よろしくお願いします。 

 

― 議事(2) ― 

議事(2)そ の 他 

事 務 局：一つご報告があります。以前、市民病院において地域包括支援センターを設

置する予定と説明しましたが、医療法に基づいて市が設置している病院であ

り、現段階では、包括支援センターとしての設置は困難であるということにな

りましたことをご報告させていただきます。その代わりに地域とのつながり

を強化していくことを検討していただくよう市民病院にお願いしています。 

 

【主な意見・質疑応答】 

  なし 

 

小野会長：以上をもちまして、本日予定をしました議事はすべて終了しました。議事進

行にご協力いただき、誠にありがとうございました。これで、進行を事務局に

お返しします。 

 


