
令和元年度第１回甲賀市介護保険運営協議会 概要報告 

 

１．開催日時  令和元年７月３１日（水） 

午後２時００分～午後３時３０分まで 

 

２．開催場所  甲賀市役所 ３階 会議室３０１A 

 

３．議  題   １）平成 30年度介護保険事業実績及び進捗状況報告について 

         ２）令和元年度介護保険事業の取り組みについて 

         ３）地域包括支援センターの委託について 

         

４．公開又は非公開の別  公開 

 

５．出席者    

 

委 員   栗田会長 今村副会長 中井委員 生田委員 山形委員 

村木委員 冨岡委員 松田委員 宝本委員 大矢委員 

橋本委員 西澤委員 林委員 

  事務局   健康福祉部 樫野部長 西田次長（すこやか支援課長） 

福祉医療政策課 村田課長 

長寿福祉課 谷課長 菊田課長補佐 岡崎課長補佐 森地係長 

  木田主任保健師  

 

６．会議成立の報告 

        出席委員は 13名で、委員の 2分の 1以上の出席であることから、当協議 

会要綱第 7 条 1 項の規定により、会議が成立していることを事務局から

報告。 

 

７．議事の概要 

 

１）平成 30年度介護保険事業実績及び進捗状況報告について 

２）令和元年度介護保険事業の取り組みについて 

 

事務局 資料に基づき説明 

 

（質 疑）  

委員 P26の総合事業の関係で、緩和型サービスの担い手養成研修の受講は

どういう方が受けられているのか。全く介護経験がない方が受けておら

れるのか、それともデイやヘルパー等をしている方が受けておられるの



か。その辺の内訳はどうか。 

また、受講後、就労に繋がっている方がどのくらいおられるか。 

（住民主体の生活支援サービス）B型・D型の体制整備が今後の課題 

と書いてあるが、社協の方もご近所福祉と言うことで地域福祉活動計画

を立てる中で、第 2層の協議体とあわせた形で活動しており、活発な活

動をやっておられる地域の発表をフォーラムや年度末の地域福祉大会で

していただいている。一朝一夕で活動の広がりは見えないので、こつこ

つとやっていくしかないが、住民自体が総合事業がどういう状況なの

か、なぜこれをやっていかなければならないのかという辺りを知ってい

ただく場を、市と地域が連携して、ワークショップ的なものでも、講師

を呼んででもよいので、考えていただきたいと思うが。 

 

事務局 （担い手研修参加者の介護経験については）はっきりした内訳は把握し

ていません。見た感じでは事業所から自己研鑽として受けておられる方

もおられますし、健康推進委員のような方が経験を活かして今後担い手

として勤務しようとしてくださって受講されている方もおられたよう

で、半々くらいの印象です。 

就労へのつながりは、昨年度受講者のうち 3名くらいの方が市内の事

業所へ勤務いただいたと聞いています。 

B型 D 型等含め、各地域で社協さんを通じて地域資源の掘り起こしを 

していただいておりますが、第１層の協議体また第２層の協議体の会議

でも委員さんから同じようなご意見をいただいており、地域の社会資源

の周知ができていないためにケアマネジャーが利用できていない状況で

す。 

また、市全体として広報誌等で周知が必要ではないかという指摘をい 

ただいています。いま委員からご意見いただいたように、ワークショッ

プや研修会等なんらか検討させていただいていろんな職種の方、市民の

方に知っていただく必要があると思いますのでまた、研究させていただ

きたいと思います。 

 

委員 P18の現状と課題について、市担当課や介護保険運営協議会等で課題 

が共有されていないとか、右側の中段のところで、関係課への共有が充

分ではなかったとか、P30の右側のところで、第 2層からの課題が第 1

層へ挙がってこないとか、この辺りの課題はどのように考えておられる

のか。 

 

事務局 開催の時期が地域ケア会議と運営協議会で離れてしまったということ 

も原因ですし、地域ケア会議の全体会でその意見を充分に共有できなか

ったと言う反省点がありまして、このような自己評価結果となりました

が、その後第２回からは地域ケア会議、また地域ケア会議に持っていく

までの小地域ケア会議などの各部会等のご意見等をうまく介護保険運営

協議会のほうへ反映できるようにしていきたいという思いで動いており

ます。こういった自己評価シートに基づいた部分で意見を述べさせてい

ただいて便宜を図っていきたい思います。 

また、第 2 層からの課題が第 1 層へ挙がってこないという件について

は、当初はそのような傾向でしたが、現時点では第２層から第１層へ課



題を挙げていくようということで第１層の会議にも第２層のコーディネ

ーターも出席いただいて改善をはかっております。今後は２層から１層

へしっかりと意見がつながってまとまっていくように運営していきま

す。 

 

委員 P21の看取りについて、いろいろな課題があり、多職種連携や広報等 

いろんなことをされているが、甲賀市として看取りの数は把握している

か。 

 

事務局 

 

把握できていません。今後把握できるようにしていきたいと思いま

す。 

 

委員 甲賀市社会福祉協議会では、在宅見取りを重点事業の１つとしてやっ

ていこうと考えており、数値を毎年出していくように努めている。 

 

委員 看取りのシステムとはどういうシステムか。なにをもってシステム 

というのか。今現在看取りのシステムというのはあるのか、ないのか。 

 

事務局 看取りのシステムというのは、現在、各旧町ごとの地域によって内科 

医の先生と多職種による会議や、ドクターと訪問看護や包括等による会

議を行っており、その地域でどのように看取りをしていこうかという話

し合いをしています。その中で、主治医不在時に誰が看取りを行うのか

という問題があり、登録制にするという方向で、水口では在宅医療推進

センターが中心になって進めています。地域によって、医師間の代診や

訪問看護で考えています。いまのところ確立されたものはなく、検討の

段階です。 

 

委員 このシステムは市全体としてするのか。誰が中心になって考えるの

か。各旧町ごとの地域に任せるのか。 

 

事務局 今は、市全体ということではなく、ドクターの勤務状態も違うことか 

ら地域ごとに進めています。今後は市全体で考えていかないといけない

と思っています。 

 

  

３）地域包括支援センターの委託について 

 

事務局 資料に基づき説明 

（質 疑）  

委員 委託先はどういうところになるのか。水口以外の所は、今まであった 

地域包括支援センターをなくすということか。 

 



事務局 なくすことではない。市が直営するのではなく、委託した事業所が運

営するということです。 

 

委員 どういう事業所に委託するのか。 

 

事務局 まだ決まっていませんので、プロポーザルを実施して決めたいと考え

ていますが、今ある介護関係の事業所を想定しています。 

また、引継ぎの期間を設けますし、指導の方は、市からもバックアッ

プしていく予定です。 

 

委員 それでうまくいくのか。今の説明ではなぜこんなことをするのかわか

らない。市内５箇所の包括支援センターを市直営で充実していった方が

良いのではないか。これについては、議会も OKと言っているのか。 

 

事務局 まだ、この場が第一段階です。まずこの介護保険運営協議会でご意見

を伺うことになります。 

 

委員 先ほどの看取りの話もあるし、違う方法の方が良いのではないか。他

の市町はどうしているのか。甲賀市が先駆けてやるのか。 

また、市民の相談を、民間が受けるとなると費用がかかるのではない

か。高齢者の相談をするとなると包括になるが、それでうまくいくの

か。私は今の段階では反対です。 

 

事務局 他市は 8割委託という状況です。全面的に委託をしているところもあ 

れば、1 箇所は市の直営というところもあります。町の委託はまだ少な

い状況です。 

また、高齢者が増える中で、これから更に相談が増えてくると予測さ

れます。対応を充実するためにも包括は委託し、一方、保健センターは

委託しませんので健康部門・予防部門については、保健センターで対応

します。包括と保健センターがしっかりと連携していきたいと考えてい

ます。 

 

委員 他市の委託状況が 8割とは県内の状況か。 

事務局 そうです。全国的には当初から委託というところが多くありました 

が、滋賀県は直営していたところが多くありました。 

 

委員 当初から市が運営していないところはそれでよいかと思うが、直営か 

ら委託に移行したところが、うまく運営できているのか情報を得ること

ができるので、評価するためにも先行事例を提示していただき検討する

場を設けていただきたい。 

また、今は保健師がいるが、委託になると介護職の専門はいるが、医

療と連携できる保健師がいなくなるのはどう考えるか。 

 

事務局 その辺のことは、保健センターと委託先の包括が連携して対応したい

と考えています。 



委員  最終的には全部委託するのか。 

事務局 6圏域中 5圏域を委託する予定です。 

 

委員 面積が広い甲賀市と狭い他市とでは比較にならない。甲賀市と同じよ 

うなところの事例を示してもらいたい。比較にならない地域の成功例を 

聞いても何もならない。 

 

事務局 草津・栗東では、市のバックアップにより順調に進んでいると聞いて

います。 

 

委員 バックアップや連携の内容の重さですが、期間的に一定指導管理責任

があるという位置づけでいていただかないと、なかなか民間のどこが受

けるかわからないですが、一定の水準を保ちにくい。指導的役割として

の位置づけを担っていただかないと難しいかなと思う。 

 

委員 包括が民間になれば、安易に相談はつなげない。 

 

事務局 今の包括支援センターの委託ですが、１圏域は市が直営で運営してい

くと考えています。その直営するところが、委託したところの取りまと

めをすると考えていますので、指導的な立場を兼ねさせていただいて 

ひとつ残すという考え方でいます。各地域の相談ごとや今まで高齢者に

関する相談事が多くて行けていなかった虐待や引きこもり、子どもへの

ケアや健康づくりなどをしっかりとやっていきたいという思いもあって

この委託を始めるというところです。高齢者のことについては、包括と

してやっていただくわけですが、その他の相談事、高齢者のことについ

ても地域へ出かけていって相談をさせていただきたいという違う仕組み

も考えています。相談体制の方も保健師からしっかりと引き継がせてい

ただきますし、しっかりとした体制ができましたらお示しさせていただ

きたいと思います。単に包括を委託させていただいて、市が事業から手

を引くというようなことは考えておりませんのでご理解いただきたいと

思います。 

 

委員 この運営協議会で賛成か反対か決めるということか。 

 

事務局 いいえ。ご意見をいただきたいということです。 

 

委員  皆さん方からこのような資料を出していただいたら意見がでやすいと

かとかいろいろ出たが、予定では今日の会議から２０２０年４月の契約

準備まで何も書いてないが、継続してこの話が出てくるのか。 

 

事務局 事業計画には委託の方向で示させていただいています。それを具体的

に進めるために、まずは今日、市の考えを出させていただいたところで

す。もちろん直営から委託に変わるということになりますと、メリット

デメリットがあるかと思いますので、それらの意見をいただく場とさせ

ていただきたいと思っています。 



委員 民間になった包括に相談しても、それに対する費用負担はないのか。 

 

事務局 今までと同じです。委託費用は、市が支払います。相談費用はかかり

ません。旧町ごとに包括があったように相談体制は残させていただき、

それには保健師や社会福祉士も関わらせていただきます。 

 

委員  委託先の職員で守秘義務などは守れるのか。そこがしっかりしていな

いと相談できない。 

 

事務局 

 

委託をするにあたっては、守秘義務というものが必ず発生しますの

で、委託の条件の中で絶対に守っていただくこととして入れさせていた

だきますし、包括支援センターの包括部門は委託しますが、保健センタ

ー部門は残ります。 

 

委員  事業所が委託を受けた場合、新しく包括を立ち上げるのではなく、今

行っている事業の中で包括部門を行っていくということか。 

  

事務局  そうです。 

 

委員 そうなると、例えばサービス事業所は自由に選べるのか。その事業所

ですべて抱え込むことにならないのか。 

 

事務局 それは、今までの包括支援センターと同じようにさせていただき、そ

の事業所で抱え込むようなことにならないようにさせていただきます。 

 

委員 県内の委託しているところのデーターを示してもらったり、そういう 

事業所を見学したい。 

 

委員 この協議会のあり方として、充分な論議をしたうえで了承するなら良

いが、充分な論議もせず、ただ、１回協議会やりましたというだけで了

承したとして議会等に報告されるのでは困る。 

 

事務局  もちろんそのように考えています。 

 

委員 先ほどの看取りシステムも地域によって違うとなると、包括の委託も 

地域によって違うのか。 

 

事務局 それは同じです。 

 

委員 言いたいのは、甲賀市として、どうしていくかという方針をしっかり 

と示してくれるかどうかということ。基本となるところを甲賀市が創っ

て提示してほしい。 

 

事務局 市としての統一した方針は出していきます。 

今言われています在宅医療介護連携推進事業は、主には市が担って、

一部を委託ということになります。 



委員 確認ですが、（資料裏面の）①～⑥のすべてを一括して委託というこ

とですが、民間の良いところを活用して部分的な委託もありうるのか。 

 

事務局 主に①～③は委託させていただいて、④～⑥は委託するかどうかは市

で判断させていただきます。 

 

委員 皆さんから意見が出ましたように、過去や近似した市町の資料を出し 

てほしいということと、委員の皆さんが危惧される事案や問題点に対し

て、甲賀市としてはどのように対応していくのかということを示してい

ただきたい。その上で皆さんからの良い意見を出していただきたいと思

う。 

 

  

会議内容の公開又は非公開について 

事務局 本日の会議内容の公開・非公開は、資料に個人情報等の非公開にしなけ

ればならない内容は含まれておりませんので、すべて公開としたいと考

えております。議事録の発言については個人名ではなく、委員として記

載して公開させていただきます。 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


