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令和元年度第１回大船渡市ささえあい長寿推進協議会 

 大船渡市地域包括支援センター及び地域密着型サービス運営協議会 

会議報告書（概略） 

 

開 催 日 時 令和元年５月 30 日（木） 午後１時 30 分～午後３時８分 

場 所 大船渡市総合福祉センター 大会議室 

出 席 委 員 

田代研三委員(会長)、金野敏夫委員、岩渕正之委員、飯田浩之委員、渡辺陽子委

員、山口清人委員、千田富士夫委員、木村久子委員、佐々木好子委員、金野寿江

委員、佐藤順子委員 

（11 人）  

※欠席：佐藤勝利委員、金野良則委員、内出幸美委員、東美和子委員（４人） 

市 出 席 者 

市長、熊澤生活福祉部長、佐々木長寿社会課長、佐藤課長補佐、鈴木主幹、大和

田主幹、佐藤係長、白土係長、大津係長（９人） 

 

内 容 

議事 

(1) 報告第１号 平成 30 介護保険・高齢者福祉の主な事業報告について 

(2) 報告第２号 平成 30 年度地域包括ケア推進室及び地域包括支援センター等の

主な事業報告について 

(3) 報告第３号 平成 30 介護保険特別会計（地域支援事業）歳入歳出決算（見込）

報告について 

(4) 報告第４号  第７期介護保険事業計画平成30年度整備分介護サービス施設整

備に係る事業報告について 

(5) 報告第５号 地域密着型サービス等の休止・廃止に係る届出について 

(6) 議案第１号 令和元年度介護保険・高齢者福祉の主な事業計画について 

(7) 議案第２号 令和元年度地域包括ケア推進室及び地域包括支援センター等の

主な事業計画について 

(8) 議案第３号 令和元年度介護保険特別会計（地域支援事業）歳入歳出予算に

ついて 

報  告  者 長寿社会課 課長補佐 佐藤かおり 

  

１ 開会（13：30） 司会進行：佐々木課長 

  【課長】定刻になりましたので、始めさせていただきます。委員の皆様方には、お忙し

いところ、ご出席をいただきまして大変ありがとうございます。ただいまから、令和

元年度第１回大船渡市ささえあい長寿推進協議会並びに大船渡市地域包括支援センター及

び地域密着型サービス運営協議会を始めさせていただきます。 

私は、本日の進行を務めます大船渡市生活福祉部長寿社会課長の佐々木義和と申します。

４月の異動で参りました。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

２ あいさつ 

  【課長】はじめに、戸田市長からあいさつを申し上げます。 
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  【市長】委員の皆様におかれましては、大変お忙しい中、ご出席をいただきまして誠にあ 

りがとうございます。 

日頃、皆様方には、当市の福祉行政の推進はもとより、市政各般にわたり、ご理解、ご協 

力を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、大船渡市高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画も３か年計画の２年目を迎えて 

おり、昨年度は、施設整備として計画した、介護老人福祉施設での７床増床が実現したとこ

ろであります。わずかな増床ではありますが、新たな施設整備が難しい状況の中で、入所待

機者の解消につなげることができました。 

改めまして、整備及び運営の２法人をはじめ、本協議会のお力添えに感謝を申し上げます。 

また、平成 27 年度から取り組みを進めて参りました地域助け合い協議会につきまして は、 

本年４月をもって、市内 11 地区全てに地区版の地域助け合い協議会が設立され、それぞれ 

の地域性を活かした取り組みが進められているところでございます。 

このように市としての取り組みが進展している一方で、介護人材不足は依然として大きな 

課題であります。 

人口減少と少子高齢化の進行による労働力不足が顕著となり、国におきましては、高齢者 

や女性の就業促進、外国人の受入れなど新たな労働力創出に向けて取り組んでおります。当

市におきましても、県の補助事業を活用し、介護従事者確保事業による将来を見据えた取り

組みを行っているところであり、施策を強力に進めながら、更なる対策を検討して参りたい

と考えております。 

今年度は、第７期計画の中間年ということで、2025 年を目途とした地域包括ケアシステム 

の構築及び深化・推進に向けて鋭意取り組みながら、第８期を見据えた事業を推進して参り

たいと存じます。 

本日は、今年度最初の協議会ということで、事業に係る昨年度の総括と今年度の計画につ 

いてご協議いただくこととしておりますので、委員の皆様から忌憚のないご意見を頂戴した

いと存じます。 

結びに、委員の皆様におかれましては、今後とも当市の福祉行政の推進並びに当協議会の 

円滑な運営にご協力をいただきますようお願い申し上げ、あいさつといたします。 

  本日はどうぞよろしくお願い申し上げます。 

  【課長】恐れ入りますが、市長はこの後別の用務がございますので、ここで退席と

なります。 

  ～市長、退席～ 

 

 （委員の変更について）（13：35） 

【課長】協議会に先立ちまして、委員の変更についてご報告いたします。委員の名簿は資料

の表紙を返していただくとございますのでご覧ください。 

 名簿の 10 番になりますが、社会福祉法人三陸福祉会の及川岩治委員が、平成 30 年 12 月 

20 日付けで当協議会委員を辞職されたことに伴い、後任として、同法人施設長の千田富士

夫氏を委員に委嘱いたしました。なお、任期は残任期間である平成 30 年 12 月 21 日から令

和３年３月 31 日までとなっております。 

（会議の成立について） 
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【課長】ここで、協議会の成立についてご報告いたします。協議会条例第５条第２項な 

どの規定によりまして、委員の半数が出席しなければ会議を開くことができないとされて

おります。 

本日は、委員 15 名中 10 名の出席をいただいておりますので、本協議会が成立している 

ことをご報告いたします。 

（職員紹介） 

【課長】次に、会場の後方におります市の職員を紹介いたします。お手元に名簿をお配り 

しておりますので併せてご覧ください。 

   ～課長から、部長以下職員を一人ずつ紹介～ 

 

 （議長選出）（13：39） 

【課長】続きまして、議事に入らせていただきますが、規定によりまして、進行につきま

しては、田代会長さんにお願いいたしますので、議長席の方にご移動願います。 

【田代会長】田代でございます。お忙しい中、ご出席いただきまして誠にありがとうござ

います。大船渡市高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画は、介護保険法、老人福祉法に

基づいて、平成 30 年度から令和２年度までの３年間と定められております。団塊の世代が

75 歳以上になる 2025 年度、令和７年度を見据えた中長期的な計画となります。さらに令和

２年度には見直しが図られることとされております。計画に沿って事業が滞りなく進められ

ますよう、委員の皆様の貴重なご意見をよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願い

いたします。 

３ 議事 

(1) 報告第１号 平成 29 年度介護保険・高齢者福祉の主な事業報告について 

(2) 報告第２号 平成 29 年度地域包括ケア推進室及び地域包括支援センター等の主な事業

報告について 

(3) 報告第３号 平成 29 年度介護保険特別会計（地域支援事業）歳入歳出決算（見込）報告

について 

【議長】それでは、早速ですが、議事に入りたいと思います。(1)報告第１号から(3)報

告第３号まで関連がございますので、事務局から一括して説明をお願いいたします。 

【大津係長】～報告第１号について、資料に基づいて説明～ 

【鈴木主幹】～報告第２号について、Ⅰ地域支援事業 １総合事業、２包括的支援事業

について資料に基づいて説明～ 

【佐藤補佐】～報告第２号について、Ⅰ地域支援事業 ３任意事業について資料に基づ

いて説明～ 

【鈴木主幹】～報告第２号について、Ⅰ地域支援事業 ４包括的支援事業(社会保障充実

分)(1)・(2)について資料に基づいて説明～ 

【大和田主幹】～報告第２号について、Ⅰ地域支援事業 ４包括的支援事業(社会保障充

実分)(3)・(4)、Ⅱ介護予防支援事業について資料に基づいて説明～ 

【大津係長】～報告第３号について、資料に基づいて説明～ 

【議長】報告第１号から報告第３号までについて、ご意見、ご質問を賜りたいと思いま

す。 

【岩渕委員】資料６ページの(3)居宅サービスの種類別利用人数で、訪問介護が 466 人と
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これは増えていますが、訪問看護師の数はどうなんでしょう。市としては把握していな

い？というのは、訪問看護ステーション数は結構あるんだけれども、当院としては、土

日も点滴をしてくれる訪問看護ステーションじゃないと困るとうのがあるんですよね。

大船渡病院から退院してきた患者さん、継続的に点滴が必要になる患者さんも結構いる

んですけれども、土日の対応ができるところとできないところがあって、どうしても土

日も対応可能なとことに頼んで学会などに出席するという形にしているんです。訪問介

護を受ける人が増えるのに見る人が少ないと破綻が生じてくると思うので、その辺を把

握していた方がよろしいかと思います。すぐ何人という数字は出ませんよね。 

【佐藤補佐】訪問看護師の数ということでよろしいでしょうか。現在の市内の事業者に

ついては、皆さんにお配りした資料の最後にＡ３サイズの大船渡市のサービス事業者一

覧を付けてございますのでご覧ください。市内には訪問看護の事業所が３つほどござい

ます。それぞれに看護師の数も掲載しております。推移については手元に資料がないの

でこの場での回答はできかねます。訪問看護ステーションについては、できては廃止さ

れた事業所もこれまでにあったことから、数が増えているとも言えないわけですが、少

なくとも、「さくら」につきましては、開業してからまだ１、２年かと思われますので、

新しい事業所です。内容につきましては、先ほど岩渕先生がおっしゃったように、受け

られる体制がそれぞれだと思いますが、その詳しい内容については把握しておりません。 

【岩渕委員】この訪問看護の人数は、３人、４人、３人なので 10 人ということですよね。

10 人でその 400 何人を見ているということが、今はいいと思いますが、対象者が増える

とかなり厳しくなってくるかと思います。これからの予想を立てなければならないので、

今年度の人数を把握し、次の年は増えたとか減ったとかその辺は押さえておいていただ

きたいと思います。 

【佐藤補佐】訪問看護の利用者は、資料の６ページの表ですと３番目の訪問看護の方に

なりますので 113 人です。466 人の方はヘルパー利用者となります。 

【岩渕委員】113 人の方ですね。失礼しました。対象人数と見る人の人数のバランスが

必要だと思いますので、この辺が見えていなかったので、軽い患者さんだと訪問看護を

頼んでいいか迷うんですよね。ご家族が十分に見られて、そんなに問題がない患者さん

に対して、入れれば楽になるんだけれども、もっと他に必要な人がいるんだろうと思う

と、なかなか勧められないといったことがありました。これに関してはわかりました。 

【岩渕委員】17 ページの(3)家族介護慰労手当支給事業について、対象者がいないんで

すよね。介護保険サービスを利用せずに在宅で要介護４・５の人をみている人というの

はお金がかかるからということなんですかね。 

【佐藤補佐】対象者は、重度の方を介護している家族になります。頑張っている介護者

に対して慰労するということで始まった事業だと思います。国の要綱に基づいて、市で

も要綱を作成して支給しているわけなんですが、介護保険が始まった頃は、対象となる

方がいましたが、介護保険が浸透してサービスを利用する方の方が普通になってきてい

る中では、要介護４、５で在宅で介護していて介護サービスを使わないという方がまず

おられません。調べてみても対象者となる方は実際いないことから、対象者の定義が現

実的ではないだろうということで、今年度から要綱を見直しで実施していく予定として

おります。 

【岩渕委員】わかりました。対象者は把握しているけれども、実際には絶対的に対象と

なる人がいないということなのですね。 

【岩渕委員】最後に。19 ページ目の地域介護力強化事業、いわゆる未来かなえがやって

いる事業ですが。「暮らしのなかで生きる力」を向上させる目的で開催するそれぞれの事

業とはどういう事業なのですか。 
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【大和田主幹】メンバーが十数人いるんですが、地域の住民が介護力を強化するために

どういった支援が必要かというところで企画するんですが、昨年度やった事業について

は、笑いヨガ、ピンピンコロリということで運動やヨガで筋力を維持するもの、認知症

の勉強会、子どもと学ぶ防災食といったことをやりました。平成 30 年度は計 29 回事業

を実施しました。 

【岩渕委員】それぞれの事業者は、１回２回の参加ではなくて継続的な参加をしていた

だいているということで、長い目で効果を出すことは大事だと思います。 

【議長】ただいまの岩渕委員のご発言のとおり、訪問看護、家族介護慰労手当支給事業

などより充実したものとなるよう取り組んでいただきたいと思います。そのほかござい

ませんか。・・・ないようですので、報告第１号から報告第３号まで承認される方は拍手

をお願いします。 

～拍手～ 

【議長】それでは、拍手多数ですので、報告第１号から報告第３号まで承認されました。 

 

(4) 報告第４号 第７期介護保険事業計画平成 30 年度整備分介護サービス施設整備に係

る事業報告について（14：22） 

【議長】次に、議事の(4)報告第４号 第７期介護保険事業計画平成 30 年度整備分介護

サービス施設整備に係る事業報告について、事務局から説明をお願いします。 

【佐藤補佐】～報告第４号について、資料に沿って説明～ 

【議長】ただいまの説明について、皆さんからご質問、ご意見を賜りたいと思います。 

・・・ないようですので、議事(4)についてはこれで終わりたいと思います。 

 

   （5）報告第５号 地域密着型サービス等に係る休止・廃止に係る届出について 

【議長】次に、（5）報告第５号 地域密着型サービス等に係る休止・廃止に係る届出に

ついて、事務局から説明をお願いします。 

【佐藤補佐】～報告第５号について、資料に沿って説明～ 

【議長】ただいまの説明について、皆さんからご質問、ご意見を賜りたいと思います。 

・・・ないようですので、議事(5)については以上で終わりたいと思います。 

－14:29  飯田委員退席－ 

 

(6) 議案第１号 令和元年度介護保険、高齢者福祉事業の主な事業計画について（14：30） 

(7) 議案第２号 令和元年度地域包括ケア推進室及び地域包括支援センター等の主な事業

計画について 

(8) 議案第３号 令和元年度介護保険特別会計（地域支援事業）歳入歳出予算について 

【議長】次に議事に入りたいと思います。議案第１号から議案第３号まで、それぞれの

事業計画及び特別会計歳入歳出予算について、事務局から一括して説明をお願いします。 

【大津係長】～議案第１号について、資料に基づいて説明～ 

【鈴木主幹】～議案第２号について、Ⅰ地域支援事業 １総合事業、２包括的支援事業

について資料に基づいて説明～ 

【佐藤補佐】～議案第２号について、Ⅰ地域支援事業 ３任意事業について資料に基づ

いて説明～ 

【鈴木主幹】～議案第２号について、Ⅰ地域支援事業 ４包括的支援事業(社会保障充実

分)(1)・(2)について資料に基づいて説明～ 

【大和田主幹】～議案第２号について、Ⅰ地域支援事業 ４包括的支援事業(社会保障充

実分)(3)・(4)、Ⅱ介護予防支援事業について資料に基づいて説明～ 
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【大津係長】～議案第３号について、資料に基づいて説明～ 

【議長】議案第１号から議案第３号までの説明について、ご質問、ご意見を伺いたいと

思います。（14：42） 

【山口委員】25 ページから２、３確認したいと思います。高齢者福祉事業関係の中で、

敬老関係のことが除かれたという新聞記事を見たので、詳しくお聞かせ願います。 

それから、28 ページの包括的支援事業の中に地域包括支援センターがありますが、この

地域包括支援センターを民間委託するということが県内でも大分進んでいます。宮古市

は今年中に各民間に委託すると。盛岡はブランチを含めて全部委託しております。とい

うことで、大船渡の場合、いつまで市でやるのか。私、県の地域包括支援センター・在

宅介護支援センター協議会の役員をしておりましてこういう話が出ておりまして、その

考え方をお聞かせください。 

家族介護慰労手当について、金額が少な過ぎるのではないでしょうか。年 10 万円と。で

きれば１か月にこれ位支給すれば、大分進むんではないかという気はしますが、対象が

市民税非課税世帯で４、５しかないのにと思い聞いたところです。 

35 ページの予算の包括支援事業の関係で、運営事業費が二百何十万増えていますが、そ

の内訳を教えてください。 

【議長】ただいま、山口委員から４点ほど質問がございましたので、事務局から順次答

えてください。 

【佐藤補佐】１つめのご質問についてですが、敬老祝金支給事業の内容が変わりました

のでご説明します。これまで 88 歳の到達者と百歳の到達者に祝い金を支給してきたとこ

ろでございますが、今年度から、百歳到達者のみとし 88 歳到達者の祝い金はなくしたと

ころです。平成 17 年からこの事業を実施していましたが、高齢者が増えているのでその

分支出も多くなるということで見直しを随時してきたところです。85 歳や 99 歳といっ

た支給年齢は廃止してきた中で、この度 88 歳を対象からはずして百歳到達者への３万円

のみとしたところです。 

【課長】地域包括支援センターの委託についてのご質問についてお答えします。過去に

は民間への委託を検討した時期もございましたが、結果的には難しいということになっ

ておりました。市役所全体の機能を含めまして、業務の民間委託、可能なものを民間業

所で可能なものを業務委託というところは市役所全体で今後検討していく部分ですので、

地域包括支援センターの民間委託についても県内の状況もございますので検討をしてい

きたいと思います。現時点では、いつまでにという考え方はございませんが、検討が必

要なことと考えております、 

家族介護慰労手当支給事業につきましては、家族に対する手当金ということになります

が、国の制度、交付金を活用するということで、国と同様の制度としてこれまで実施し

て参りました。30 年度の設置要綱の中で国に制度が作ったときよりも現状とかけ離れて

いる面がありますので、我々現場サイドとしては、そういう利用しやすい声を国に届け

ながら改善していきたいと思っております。お金のかかることですので、一気にそこま

で行くかどうかわかりませんが、在宅で重度の方を介護するというのは負担がございま

すので、機会を見て、現場の声を届けながらまずは国の交付金を活用できるように国の

要綱の改正がなされるような取組を第１段階としてやっていきたいという考え方でござ

います。 

【大津係長】予算についての回答をいたします。歳出３番の包括的支援事業、任意事業

の１番地域包括支援センター運営事業費について、前年比 2,418 千円増額というふうな

ことについてであったかと思います。こちらにつきましては、地域包括支援システムを

新規で６台リースいたしまして 100 万円ほど前年度より増えております。それから、人
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件費の各種手当、共済費等が増えており、こちらもおよそ 150 万円増えており、合わせ

て 240 万円ほどの増額となっております。 

【渡辺委員】30 年度の事業所の休止・廃止についてご説明いただきましたが、いずれも

職員不足というところだと思います。当法人でもやはり職員不足で悩まされております。

今年度の事業といたしまして、介護従事者確保事業を継続して行うということでしたが、

こういった状況を勘案して何か新しい事業とか予算措置というのはあるのでしょうか。 

【課長】人材確保が大きな課題だということは認識しており、市としましては、２つの

柱で対応しております。国レベルで大きく動き出している、外国人材の受入れに関する

在留資格の創設ですとか介護職場における新たな処遇改善につきましては、国への要望

ということで継続しております。４月から在留資格が具体したとか、10 月から新たな処

遇改善が実施されるということで前進的な面がございますけれども、外国人材の受入れ

についても、日本語の学習とか生活習慣とかありますので、地方においても受入れが進

むように継続して国に要望していきたいということで、１つの柱は国に対する要望活動

でございます。２つ目としまして、市として、市民を対象に実施するということで、今

年度も同じく介護の仕事理解促進事業等の予算を措置しております。昨年度と同じ規模

でと考えておりますが、住民の方々に介護に関する知識と技術を学んでいただき、介護

職場に勤めていただくことが望ましいと考えておりますが、そこまで行かなくても在宅

での介護に活かすとか、知識を蓄えて勤められる時期に勤めるなど、裾野を広げる取組

は継続していく必要があると思います。それから、介護職場体験事業ということで、高

校生を中心に実施しております。介護職場に就職すればいいなという思いでやっており

ます。色んなイメージがあると思うんですけれども、施設のご協力をいただきながら、

体験して、若い世代の方々が勤めるきっかけづくりをしていくということで、今年度も

昨年度同様事業を継続していくために予算を確保しているということです。昨年度新た

に、介護事業所を対象として外国人受入れ制度とか環境の改善等について、国の方を講

師として勉強しましたが、これらも引続き進めていきたいと考えております。市で実施

することが、即介護事業所の人材確保につながらないかもしれませんが、将来的につな

がるような活動継続して参りたいと考えております。 

【山口委員】介護人材の関係で、テレビ等々で見たと思うんですが、一関市では、１年

間勤めると 40 万円の助成金を出すということをやっております。当市でもあれをしたこ

れをしたではなく、実を上げるためにはそういう風な助成金を個人に支給して勤めても

らうということも大事ではないかなと思います。ご検討をお願いします。 

【議長】今日のテレビで放送されましたね。参考にしていただきたいと思います。その

ほかございませんか。 

【千田委員】29 ページの(5)にございますが、成年後見制度利用促進事業ということで、

昨年度は１件実績がございました。これから介護保険と同様に車の両輪ということで、

まだまだニーズはあるということで、新聞等でも各県や市町村の取組によって格差があ

るということを報道されているところですが、今後の権利擁護ですとか成年後見の利用

促進について社協との連携も含め、どのような取組を今後行っていくのか、どのような

形で事業を啓発促進していくのか教えていただければと思います。 

【鈴木主幹】成年後見制度利用促進事業につきましては、包括のみではなく、市役所内

の地域福祉課と連携しながら、昨年度から両者での打合せなども進めておりました。お

っしゃるとおり、社協との関わりもあるかと思いますが、それぞれまだきちんと詰めて

いない状況ですので、今後の方向性については、引き続き研修事業ですとか両課との打

合せの中で進めていきたいと思っております。特にも、最近なのですが、市長申し立て

をしている件で、後見人がなかなか見つからないという状況も発生しておりまして、進
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めていかなければならないんですけれども、受け皿自体も県内でも厳しくなっていると

いうことを聞いておりましたので、その辺も踏まえながら、関係機関で連携して打合せ

等を持ちながら方針等を考えていきたいと思います。 

【部長】先ほどの介護人材確保の件でございますが、私も一関の情報は新聞を見ました。

色々事業はやっているんですが、なかなか即効性というのが見出せない部分があるので、

そこは喫緊の課題だと思っていますので、皆さんと一緒になってですね、どういうこと

によって不足になっているのかといことを研究しながら、今年度は形を作りたいなと思

っております。 

【議長】一つ確認なんですが、地域ケア推進会議つきまして、平成 29 年度５月に認知症 

初期集中支援チームが設置されたわけですが、これとの関連はあるんでしょうか。 

【大和田主幹】直接の関連はありませんが、地域ケア推進会議で、地域課題として認知

症の方の対応が困難とか出る可能性はあります。 

【議長】併せて、話に出ました「大船渡市地域ケア推進会議」の構成員として、皆さん、

ご尽力をよろしくお願いします。 

【議長】そのほかございませんか。・・・ないようですので、議案第１号から第３号まで

皆様の承認をお願いしたいと思います。承認される方は拍手をお願いします。 

 ～拍手～ 

 議案第１号から第３号まで承認されました。 

 

  (9) その他（15：00） 

   【議長】(9)のその他ですが、皆様方から何かございませんか。事務局はからございませ

んか。 

   【課長】お手元の資料の 36 ページから 39 ページまで、参考資料といたしまして、地区

版の地域助け合い協議会の設置状況についてつけております。市長のあいさつにもござ

いましたように、お陰様で今年の４月に越喜来地区の設置をもちまして市内 11 地区で全

て設置されたという状況がございますので、資料につきまして担当者の方から報告をさ

せていただきたいと思います。 

   【白土係長】～資料に沿って説明～ 

   【議長】ただいまの説明につきまして、皆様のご意見はございませんでしょうか。 

・・・ないようですので、以上をもって、本日の議事は終了しました。議長は解任とな

ります。皆様にはスムーズな議事進行にご協力いただき大変ありがとうございました。 

 

 ４ その他 

   【課長】田代会長さん、大変ありがとうございました。４のその他でございます。事務

局からはございませんが、委員の皆様からは何かございますでしょうか。 

 

 ５ 閉会（15：08） 

【課長】それではないようですので、本日の会議派これで閉会といたします。本日は長

時間にわたりご協議いただき大変ありがとうございました。 

   以上をもちまして、協議会を終了いたします。皆様大変お疲れ様でした。 

 

 


