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令和元年度 第２磐田市介護保険運営協議会 会議録 

開催日時   ：令和元年 11月７日（木）午後１時３０分～３時３０分 

場 所    ：iプラザ２階 ふれあい交流室１・２ 

出席者    ：委員１５名   欠席  １名 

傍聴者    ：なし 

１．開会 

２．あいさつ 

３．議事 

（１）第８次高齢者保健福祉計画・第７期介護保険事業計画進捗について（資料１）

（２）保険者機能強化推進交付金について（資料２） 

（３）磐田市の目指す姿について（資料３） 

（４）地域包括支援センター介護予防支援の一部委託について（資料４） 

４．その他 

５．開会 

事 務 局：ただいまから、磐田市介護保険運営協議会を開会いたします。 

では、健康福祉部長から御挨拶を申し上げます。 

健康福祉部長：改めまして、皆さんこんにちは。 

本日は、第２回の介護保険運営協議会に御参加をくださいましてありがとうご

ざいます。平成29年度に30年度から令和２年度までの計画といたしまして、策定

をした第８次の高齢者保険福祉計画・第７期の介護保険事業計画では、地域住民

がお互いに支え合い、高齢者、障害のある人、子供の全ての人が、いつまでも可

能な限り住みなれた地域で暮らし続けることができる地域共生社会の実現を目指

すということで、やさしさ・ふれあい・支え合いのまちづくりを基本理念として

策定いたしたものでございます。それに基づいて各種事業を展開してきてござい

ますので、そういったものにつきまして感想も含めまして、現場で取り組んでい

ただいている皆様でございますので、現場からの御意見も忌憚なく発言をしてい

ただきたいなというように思っております。 

事 務 局：ありがとうございました。次第では議事に入りますけれども、その前に皆さん

にお諮りさせていただきたいことがあります。 

先日、会長から会長を退きたいという申し入れをいただきました。事務局とい

たしましては、固辞を受けまして申し入れを受け入れるものとしていただきたい

と思いますが、御意見はございますでしょうか。 



2

〔な  し〕 

事 務 局：よろしいでしょうか。では、委員の会長を本日付ということになるかと思いま

すけれども、退任という形にさせていただきたいと思います。 

なお、委員につきましては、引き続き会議の御出席をお願いしたいと思います。 

では、会長の互選をお願いしたいと思います。規則第３条によりまして、会長、

副会長は互選するということでありますが、会長について御意見がある方、いら

っしゃいますでしょうか。 

委  員：会長に副会長の委員を推薦します。副会長が空席になりますので、副会長に委

員を推薦します。 

事 務 局：ありがとうございます。 

もし、よろしければ同時にお諮りしたいと思いますが、よろしいですか。 

御異議なしということでよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」言う者あり〕 

事 務 局：ありがとうございます。では、御異議がないようですので、そのように決定を

させていただきたいと思います。ありがとうございました。 

では、お二人から一言ずつ御挨拶をお願いしたいと思います。 

会  長：ここにいらっしゃいます委員の御先輩の皆さんにいろいろお力添えをいただき

まして、職責を果たしてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

副 会 長：会長のほうを補佐していけるように精いっぱい務めていきたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

事 務 局：ありがとうございました。 

本日の会議は、委員総数16人中14人の方が出席しておりますので、会議は成立

しておりますことを申し上げます。 

議事につきましては、規則によりまして会長が議長になりますので、会長よろ

しくお願いいたします。 

会  長：議事は４点ございます。お手元の資料をごらんください。 

まず初めに、議事１について、第８次高齢者保健福祉計画・第７期介護保険事

業計画の進捗について、事務局から御説明をいただきまして、その後、皆様から

御意見等をお伺いいたしたいと思います。では、事務局のほうから説明をお願い

いたします。 

事 務 局：それでは、第８次高齢者保健福祉計画・第７期介護保険事業計画の基本目標４

の高齢者支援サービスのうち、介護保険サービス、施設・住居系サービス施設整

備計画、あと介護予防給付費につきまして、30年の計画に対する実績について御

説明をしたいと思います。 

初めに、資料の１－１をごらんいただきたいと思います。 
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介護保険サービス別の介護給付に係る人数、回数の計画値と実績値でございま

す。表の右に記載してございますのが進捗率で、これが高いものと低いものにつ

いて御説明をさせていただきます。 

また、計画及び実績の数値が小さいものについては、進捗率の影響が非常に大

きく出ているものがあります。これらについては、説明は省かせていただきたい

と思っています。 

まずは（１）居宅介護サービスについては、全体的にほぼ計画値に近い進捗状

況にございます。④の訪問リハビリテーションについてですが、平成28年にサー

ビス提供事業者が増加したことを受けまして、計画策定時に計画値を多く見込み

ましたが、計画値ほどの進捗率の増加はございませんでした。 

次に、⑤居宅療養管理指導についてですが、このサービスについては医師や薬

剤師等が通院可能な利用者に対して、訪問により療養上の管理指導を行っており

ますが、服薬管理や口腔ケアの重要性が関係者に浸透し始めたことで利用が増加

しているのではないかというように推察しております。 

続きまして、（２）の居宅介護予防サービスについてですが、②の介護予防訪

問看護につきましては、各計画策定時は過去の増加割合から引き続き要介護の方

の利用人数が伸びるというように想定しておりましたが、要介護、要支援ともに

訪問看護は横ばいといった状況が続いております。 

③の介護予防訪問リハビリテーションにつきましては、先ほど説明した訪問リ

ハビリテーションと同様の理由でございます。 

飛びまして⑫番介護予防支援につきましては、平成29年から始まった総合事業、

予防事業から移行した通所型サービスと訪問型サービスの減少分を想定しており

ましたが、移行した人の割合が想定を超えていたため、進捗状況が低い率となっ

たというように推察しております。 

次に、（３）の地域密着型サービスでございます。 

①の定期巡回・随時対応型訪問介護看護については、平成29年４月に本市には

これまでなかった１事業所が開設いたしました。これにより計画に比べて多い数

値になったというように推察しております。 

②の認知症対応型通所介護につきましては、計画策定時にその施設、あったも

のが、現在は１、２施設しかサービスを提供していない状況がありまして、大き

く減少しております。このサービスは定員が12名というように少なく制限されて

いることや、資格者の手厚い配置など採算のとりにくさがあるとの声を聞いてお

りまして、残る１施設につきましても、厳しいという話も聞いております。認知

症の施策のさらなる拡充が社会的には要請されている中で、非常に重要な課題で

あるというように認識しております。 

（５）の施設サービスにつきましては、おおむね計画どおりとなっている状況
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でございます。 

続きまして、資料１－２をごらんいただきたいと思います。 

介護（予防）給付費の状況でございます。進捗の状況はサービスと同様の結果

となっておりますので、御参考にごらんいただきたいと思っております。給付費

については、平成29年と比べて、平成30年度につきましては、実績で３％程度上

昇しております。計画値と比較すると98.4％の実績となっております。 

最後に資料の１－３をごらんください。 

施設・住居系サービスの施設整備計画に係る計画値と実績値でございます。 

進捗率は平成30年度では全て100％で計画どおりとなっているものでございま

す。本年度は表の①小規模多機能、また居宅介護施設の１事業所が開設予定でご

ざいます。計画の残りの小規模型機能、また居宅介護施設の１事業所と看護小規

模多機能、また居宅介護施設１事業所が残っておりますが、来年度が計画期間の

最終年となりますが、現在のところ開設する事業者が、まだ見込みが立っていな

い状況にあります。これにつきましては、近隣の市町村などにも聞いているんで

すが、地域密着型サービスの整備につきましては、どこの市もサービス開始を希

望する事業者が少ないというように聞いております。ですので、いずれの市も苦

労しているところだというように、現在のところは施設整備については聞いてい

るところでございます。 

以上が資料１の説明となります。 

会  長：それでは、皆様のほうから御質問等がありましたらお願いします。 

委  員：最近、認知症の問題は非常に大きな問題となって、これから高齢者社会が進ん

でいくのではないかということにおいて、なかなか難しいところがあるというこ

とは、私もわかりますけれども、やはり行政としては、もう少し議論をしてもら

って、できる限り対応できるような形の中で、どのように検討していくかという

部分ですが。どのように考えていますか。 

会  長：いかがでしょうか。 

事 務 局：施設の整備に関しては、やはりやってもらえる業者がないと、なかなか開設に

つながっていかないのが現状です。事業者がやりたくなるような介護報酬の検討

というのも必要ではないかと思いますので、国、県のほうに訴えていければと考

えております。 

委  員：住みよい磐田市という１つのうたい文句があると思いますが、国の施策とか、

それに並行してやっていくだけではなくて、磐田市独自の施策というものを十分

検討されながら、いろいろなところと連携を深めて、施策を進めていくというよ

うなことを、より研究をしてもらって、進めてもらえると私はありがたいという

ように思いますけれども。認知症にもいろいろあって、家庭でみていくというの

は非常に大変なところもあるんです。そういった場合に、どういったところに相
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談し、またどういったところの施設が利用できるかということを、住民が理解し

ていかないと、なかなか大変だなと思うものですから。行政として、国の基準が

こうだからではなくて、磐田市独自のものもあみ出していくというようなことも

含めて、考えて検討していただけると非常にありがたいというように思います。 

会  長：ありがとうございました。今の点に関しましてでもよろしいですし、ほかに何

か御質問等、お願いします。 

委  員：市内で訪問看護をしております。資料１－３の最後のところですが、先ほどの

説明で看護小規模多機能型居宅介護の見込みはないというようにおっしゃったの

で、とても残念に思います。ほかの市では、小規模多機能型居宅介護から看護小

規模多機能のほうに移行したという事業所が幾つかあるとお聞きしていますが、

市内の小規模多機能型のところでは、そのようなお考えは今ないということでし

ょうか。 

事 務 局：ただいまの看多機の関係ですけれども、やはり小規模多機能から移るという、

まず先に小規模をやっておいて、看護師の配置等の目安がついてから広げていく

という形がもうあるかと思います。そういったお話は市内の事業者でも過去に伺

ったことがございまして、そういった構想を持たれる方もいるんですけれども、

現実的にはいろいろなもろもろの中で実現に至っていないというのが実情でござ

います。 

委  員：ありがとうございました。住みなれた磐田で最期を迎えるためには、やはり医

療的な看護が必要な方が本当に多いので、看護がここにつくといいなというよう

に思っております。設置できるようによろしくお願いします。 

会  長：ありがとうございました。では、副会長。 

副 会 長：現場のケアマネジャーの仕事をしていますので、先ほどの認知症のデイサービ 

スのほうが、だんだん事業所が減ってきているのは、私たちもよくわかっている 

のですけれども、大体、通常の認知症の方は、どこのデイサービスでも認知症が 

あるから受け入れられませんと言われることは、ほぼないものですから。 

認知症デイのほうが割高になるので、選ばれるほうも受け入れてくれるなら普

通のデイサービスのほうをお願いしたいと言われるのは当然あるのかなと思いま

す。なので、こういうふうに事業所が採算がとれなくて減ってきているのは現実

としてはわかるのですけれども、実際にはデイサービスで受け入れが難しいよう

な認知症の方もいますので、ここがゼロになってしまうというのは、やはり、そ

の方の行き場がなくなってしまうということにもつながりかねないですので、少

なくとも残りの１つに関しては、ぜひ死守していただきたいのと、やはりデイサ

ービスというのは送迎とかがつくので、せっかくいいサービスがあっても、私た

ちが活動している豊岡のエリアまでは送迎できませんよとか、そういうことが多

いですので、そういう点でも南北に長い磐田の特性で、唯一残っている認知症デ
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イについては、送迎の部分とかも何とかそういう配慮をしていただければなとい

うのを思ったのが１つ。 

先ほど委員のほうからも話のあった看護小規模多機能ですけれども、こちらの

ほうも、たしか訪問看護ステーションとの連携型みたいなものもあったかと思う

ので、何かうまくコーディネートをすることで、そういったサービスが磐田でも

生まれる。隣の市では頑張って活動されているところがあるのも存じ上げている

ものですから、ぜひ磐田市内でもこういうサービスが生まれるように、市の方に

もいろいろお知恵を絞っていただければと思います。よろしくお願いします。 

会  長：今２点ほど、送迎の少し縛りのことだとか、小規模多機能であるとか、そのあ

たり、今即答は難しいのかもしれないんですけれども、可能性はいかがでしょう

か。具体的に。 

事 務 局：まず、認知症通所介護の１事業所があるところですけれども、市の大体真ん中

辺というところで、確かに北のほうとか遠くは行きにくいんですけれども、その

点の送迎については、どこまで受けれるかというのは事業所の御判断になります

ので、市のほうで言えない部分がありますので御理解ください。 

それから小規模多機能のほうも、いろいろな連携という形で、今の３つある小

規模多機能のほうもしっかりやってもらってというところがありますので、そこ

も含めて検討して、認知症の方とか、先ほどもありました認知症の方を支えるの

にも、認知症の通所介護だけではなくて、グループホームもありますし、介護保

険のサービス以外にも施策はありますので、それこそ地域包括ケアという中で、

いろいろなチャンネルを使って支援する形によって支えていくという、社会の構

築ということでやっていますので、また検討していきたいと思います。 

委  員：福祉タクシーというのは事業者としてもなかなか採算が合わないものだから、

デマンドタクシーとか、あるいは事業所さんともう少し意見交換して、何とかデ

マンドタクシーとしての利用を進めながらやる方法もあるのではないかなという

ところだから、役所の中でそういう部門もあるのだから、そこの連携というのを、

検討していただいたらいいかなと思います。 

会  長：よろしくお願いしたいと思います。ほかに何かございますでしょうか。 

委  員：この介護保険サービスを利用している、例えば、後期高齢者の方の大体何％ぐ

らいになるのかを、お願いいたします。後期高齢者が全部で何人ぐらいいて、そ

の中の何％が介護保険サービスを利用されているのか。 

会  長：何らかのサービスを。難しい数字かもしれないです。介護保険の認定の人数、

介護保険の認定を受けているというか、何らか利用していること。 

事 務 局：３月末の時点ですけれども、後期高齢者被保険者数が２万2,727人おります。そ

のうち要介護認定を持っている方が6,154名。この6,154名のうち、サービスの利

用者というのは手元に資料がないので即答できませんけれども、およそ被保険者
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数からすると、全体の前期高齢者、第２号被保険者、構成を見ますと、後期高齢

者の方は86.7％の認定を持っているという形になります。具体的なサービス利用

者数は、資料を持ち合わせておりませんのでよろしくお願いします。 

委  員：これは要介護と要支援が入っているわけですか。 

事 務 局：要支援も入れています。要支援１から要介護５までの人数となっています。 

委  員：要介護、要支援の方が約6,000人の余ですね。３分の１強です。現実には、私た

ちが感じることは、いわゆる社会的フレイルで、社会生活に適応できない不適応

な方々が結構いるわけです。その方々は何も出てこない。皆さんとつき合いもし

ないということです。そういう方々に対する、介護予防支援とか介護支援という

のは、現実にどのようになっているのか。社会生活への不適応の方々というのは

結構いるんです。ですから、そういう方たちのケアをどうするのかということが、

あるよということだけは知っておいてください。 

事 務 局：構成費の先ほどの数字ですけれども、第１号被保険者の中の後期高齢者の割合

が86.7％という形になっています。訂正いたします。 

会  長：なかなか介護認定をしてもらって、何かのサービスを受けるチャンスのある人

は、まだいいけれどもという話でしたけれども、そこらかも漏れてしまう人も一

定数いるように思えるけれども、そこへもし今何かお返事できるようなことがご

ざいましたら。 

事 務 局：そういったような方に関しましては、地域包括支援センターで地域の民生委員

さんとか福祉委員さんから情報を提供してもらったり、実態把握というような形

で介護保険のサービスを使わずに引きこもってしまっているとか、そういった人

たちの情報を把握して、介護保険サービスであったり、地域のインフォーマルサ

ービスであったりにつなげるというようなことを取り組んでいるところです。そ

うは言っても、それでもなかなか見つからないというような人も中にはあって、

そういったような見守りという視点では、いろいろな角度で地域の見守りとか、

支援ということを取り組んでいますので、引き続き、そちらのほうは進めていき

たいなと考えております。 

会  長：ありがとうございます。それでは、議事の２以降でも、質問がございましたら

お願いしたいと思います。先に進めてまいりたいと思います。 

次に２についてです。保険者機能強化推進交付金についてということで、資料

２を御準備いただきまして、事務局のほうから説明をお願いします。 

事 務 局：資料２をごらんください。 

この保険者機能強化推進交付金という交付金ですけれども、これは市町村の自

立支援・重度化防止などの取り組みを支援するために、平成30年度に創設された

ものです。各市町村において地域課題への問題意識が高まり、地域の特性に応じ

たさまざまな取り組みが進められていくとともに、こうした取り組みが市町村の
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間で共有され、より効果的な取り組みに発展されていくことを目指してつくられ

たものとなっております。 

資料２の中の３の表にもありますように、全65項目の評価指標について取組状

況を報告します。一部指標にはアウトカム指標といいます成果指標として国が集

計をし、配点されるものもあります。評価指標の例としましては、２にあります

ように大きく１から３に分かれております。 

磐田市においては評価点数が県内４番目、交付金額は平成30年度は3,105万

3,000円でしたけれども、今年度はまだ内示の段階で、手続はこれからとなります

けれども3,106万3,000円いただける見込みになっております。 

平成30年度からこの交付金が始まりましたけれども、そこからの今年度の変更

点としましては、成果指標の割合の引き上げと介護予防などの取り組みを重点的

に評価されてきております。今後、保険者機能強化の取り組みをさらに推進する

ためには、成果指標の評価の追加なども含めて、指標の中身をさらに精査すると

ありますので、今後ますます成果に重点を置かれた配分になってくることが予想

されます。 

点数を取りにいくということが目的ではありませんが、評価指標で求められて

いることは、保険者として求められていることですので、今後も介護保険制度の

安定的な運営に向けて取り組みを進めていきたいと思っております。 

会  長：それでは、御質問等をお願いしたいと思います。 

委  員：１つはまちの保健室。それが具体的にどういうふうなものかということが地域

住民に理解されていないのではないかと思います。その辺も含めて、今後につい

ての地域住民の周知等を推進していけば、評価が上がってくるのかなというよう

に思うんですけれども、その辺はどうですか。 

会  長：いかがでしょう。今この評価の中にあるもの。 

委  員：中泉地区については、私の意見ですけれども、まちの保健室にいろいろ情報提

供して、私は資料を集めてそこで提供するようにしているんですけれども、協力

しながら。その中で、なかなかそこへ来るお年寄りからいろいろ話が出てくると

情報が得られるもので、なかなか出にくいよということについては、そういう情

報提供していくとか、まちの雰囲気を充実していく中で進んでいけば、僕はそう

いったところにも、そういうことが来るのかなというように思ったものですから。

もう少し含めて検討されたらどうですかという声も聞くね。 

会  長：いかがでしょうか。少し関連ということかもしれませんが、 

事 務 局：まちの保健室につきましては、交付金には直接は関連はないのですけれども、

そういった場を地域に周知していくということは重要なことであると思っており

ますし、この評価指標に関連して言いますと、かなり介護予防の部分に国のほう

も重点を置いてきているという意味では、介護予防に関する評価点数がかなり配
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点が大きくなってきているという中で言いますと、介護予防に資する住民主体の

通いの場への参加者数はどの程度かといったような評価指標もありますので、ま

ちの保健室といった場はそこには当たらないんですけれども、地域の中でそうい

った場も１つ、いきいき百歳体操といったような場も１つ、またサロンであると

か、シニアクラブであるとか、そういった場に出かけていくことで、介護予防を

進めていくというところにつながっていくと思いますので、まちの保健室につき

まして、健康増進課とも連携しながら、周知していきたいと思っております。 

委  員：一種のアンテナショップ的なところもあるだろうと思うので、そこから情報を

得るとか、進めていく必要があるかなと。周知していく必要があるかなというよ

うに思ったものですから、今おっしゃる部分は、いろいろな面で波及した充実が

図れるのかなというように思ったから、こういうことを言わせてもらいました。 

事 務 局：ありがとうございます。 

会  長：ありがとうございました。では、今この資料２のところに少し質問します。 

私も勉強のためにと思いまして、評価の中身、どんな方法で評価されるのかな

というのを、少し見せていただいたんでけれども、随分ページ数、文字数のたく

さんの項目によって評価されているので、そこを頭に置きながら、いろいろな事

業を展開していくのはなかなか難しいことだなと思って、感想ですけれども。 

その中で点数だけを見ていくと、磐田市の評価で（８）要介護状態の維持・改

善の状況等というところが、これだけで点数の限りでは、少しほかよりは低いの

かなと思ったりもするんですけれども。ほかの市町などの点数を知らないもので

すから。ここだけ見て言うんですけど、そのあたり、いかがでしょうか。 

事 務 局：県内の平均点というのは、こちらにも情報があるんですけれども、ほかの市町

が何点とれているというのは、私たちはわからない状況になっております。今御

指摘いただきました大きい２番の（８）要介護状態の維持・改善の状況は60点中

30点の得点となっておりますけれども、中身としましては項目が４項目しかない。

それぞれ15点ずつの配点となっておりますので、２つの項目については得点でき

ているんですけれども、その中身を申し上げますと、得点がとれていない部分に

つきましては、軽度の方、要介護１と２の方についての要介護認定など、基準時

間の変化と要介護認定の変化を、ある一定期間の変化を国のほうで見ていまして、

そこの点数がとれていなかったんですが、それは全国全保険者の上位５割に入れ

ば点を得点できるという仕組みになっていますので、５割に入れなかったという

結果です。逆に要介護３から５の中重度の方につきましては得点ができています

ので、これも取り組みによって結果がどうなかったという成果を見られている指

標と思いますけれども、この結果をどう見ていければいいのかということも、今

県の担当の方にも問い合わせをしながら、今後どう対策をとっていくべきかとい

うことを考えていきたいなと思っております。 
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会  長：ありがとうございました。ほかにございますでしょうか。 

それでは、あと議事の３番と４番がございますので、またそこでも御意見の機

会がございますので、次に移りたいと思います。 

次に３番です。３番は磐田市の目指す姿についてということで、資料３を御準

備いただきまして説明をお願いしたいと思います。 

事 務 局：地域包括ケアシステムによる磐田市が目指す姿の検討について説明をさせてい

ただきます。 

ここに（高齢者施策）とありますのは、平成29年の介護保険法の改正で、地域

包括ケアシステムを進化・推進し、地域共生社会の実現を図ることというのが求

められております。磐田市においても高齢の親と障害がある子供が同居する世帯、

いわゆる８０５０の問題ですとか、生活に困難を抱えながらも適切な支線に結び

つかないケース、子育てをする母親の孤立など、領域が絡み合い課題が深刻化す

るケースがふえています。 

そのような状況の中、高齢者だけではなくて障害者、生活困窮、閉じこもりな

ど、そのようなことも含めた社会全体で支える地域づくりが必要だと考えており

ます。まずはその切り口として、超高齢化社会に突入し要介護状態の増加が見込

まれる高齢者から取りかかって、包括的な支援体制の構築につなげていく方向で

進めております。きょうは高齢者施策としての磐田市の目指す姿について説明を

させていただきます。 

先に資料３の２をごらんください。地域包括ケアシステムによる磐田市が目指

す姿です。 

2025年、磐田市の元気な高齢者も、ひとり暮らし高齢夫婦も、認知症になって

も重い介護状態など、どんな状況にあっても住みなれた地域で自分らしく生活が

できることを目指します。 

そのときのあるべき姿として２点、健康で生きがいをもって元気に暮らせるこ

とと、本人の意思が尊重され、介護・医療・生活支援サービスの連携により安心

して暮らせることが重要であり、それが実現できるように健康寿命の延伸、さま

ざまな主体による生活支援の提供、質の高いサービスの提供体制の構築、この３

つの方向に向かうよう施策として８点、点線の四角の中です。介護予防の推進、

生きがいづくりと社会参加、健康づくりの推進、生活支援サービスの体制整備、

地域における支え合い活動の推進、介護保険サービスの充実、医療と介護の連携、

在宅生活を支えるサービスの提供です。具体的な取り組みとしては、吹き出しの

部分の事業を実施していくことを考えております。 

では、資料３－１にお戻りください。 

このような取り組みを行った背景としまして、磐田市は第８次高齢者保健福祉

計画・第７期介護保険事業計画において、段階の世代が後期高齢者となる2025年
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には、高齢者人口が４万8,169人、高齢化率29.8％となる見込みです。これに伴い

今後、高齢者の増加に伴う介護サービスの利用増加と、これに起因する給付費の

増加により、介護保険料の増が予想されます。このような状況を踏まえ、地域包

括ケアシステムを活用して介護・医療・介護予防・生活支援・住まい、これらを

一体的に提供するということと、市民、事業所、行政が連携をしながら同じ方向

に進むことが重要だと考えております。 

令和元年度に設置されました高齢者支援課地域包括ケア推進グループでは、住

みなれた地域で自分らしい生活、介護保険制度の安定的な運営を実現するために、

具体的な磐田市が目指す高齢者施策を明確に示していくことに取り組んでおりま

す。 

最初に、磐田市の現状と課題として４点挙げております。 

①高齢者人口が示す割合を全国、県と比較しますと、前期高齢者、特に65歳か

ら69歳の構成割合が多いので、現在の認定率は低率ですけれども、10年後には後

期高齢者が増加をし、その後、認定を受ける方がふえると認定率が上昇するとい

うことが予想されます。 

②磐田市が要介護１の認定者数が多く、要支援が少ないというのが特徴です。

悪化すれば介護の長期化、重度者の割合がふえて、給付費も増加するということ

も考えられます。 

③地域における通いの場の数や参加者数が県内でも多いというのが特徴です。

しかし、実施回数が少ないこと、通うための手段の確保や担い手の育成、介護保

険サービスからの円滑な移行といったところが課題です。 

④人材確保に関して、介護サービスを支える専門職が不足をしているため、必

要なサービスの安定的な供給が困難になる可能性があります。 

次に、このような現状と課題に対して検証を行いました。専門職からの意見集

約として、６月５日に事業者連絡会にて検証、意見交換を実施いたしました。市

民からの意見集約として、過去の小地域ケア会議の結果からの読み取りと、まち

の保健室にてアンケートを実施しました。 

それから担当部署での意見集約として、毎週行われている私たちのグループの

打ち合わせの中で検討を進めてきました。 

以上から、市民の声としては「健康でいたい」、「元気でいたい」、「趣味や

地域活動をしていたい」というような希望が多いことがわかりました。 

専門職からの意見として、通所介護には機能回復の目的以外にも、見守りの機

能ですとか家族の介護負担の軽減といったことがあること。それから新規申請は

ぎりぎりまで本人が頑張ったり、家族や地域などの支援があるために、申請のタ

イミングが遅いのではないかといったような意見が出てきました。これらを踏ま

えて、私たち地域包括ケア推進グループでは、住みなれた地域で自分らしく生活
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ができる、介護保険制度の安定な運営というものを実現させるためには、まずは

誰もが望む健康でいるということを目指して、市としても取り組む必要があると

いうこと、市民誰もが自分の意思のもと生活を送ることが重要であるということ

を考えて、2025年、磐田市が目指す姿として、磐田市の高齢者がどのような状況

であっても、住みなれた地域で自分らしく生活ができるといったことを目指しま

す。 

繰り返しになりますが、そのときのあるべき姿とし、健康で生きがいをもって

元気に暮らせる。本人の意思が尊重され、介護・医療・生活支援サービスの連携

により安心して暮らせることが重要であり、これらを実現できるように健康寿命

の延伸、さまざまな主体による生活支援の提供、質の高いサービスの提供体制の

構築に向けて施策を展開していきます。 

重点目標として、今後ふえる高齢者に対して、支援が必要な人を少なく、軽く

することが必要であり、元気に過ごしたいという誰もが願うニーズにまずは対応

をすべく、健康寿命の延伸に取り組むこととします。この取り組みが介護保険制

度の安定的な運営にも寄与するものと考えて、具体的な目標として、要介護認定

割合のうち、要介護１を2025年に20％にすることを重点の目標とします。 

表の１、要介護（要支援）認定者数と構成割合というものを見ていただきます

と、2018年の実績値で認定者数が6,721人です。この6,721人が要支援１から要介

護５までに示す割合というのが、一番左の％の表示です。要介護１が磐田市は

27.3％のところ、全国では20.2％であるために、これを目安として2025年の目標

としています。 

要介護度の構成割合の介護１を20％にすると、あふれ出る人が改善に向かうと

いうことで、要支援１と要支援２に振り分けまして、要介護２から要介護５まで

の割合は、そのままにしたものが仮想磐田市といったところにある構成割合にな

ります。 

この仮想の磐田市の構成割合と現在の計画に載っている認定率18.8％、認定者

数9,042人、この人数を使いまして2025年の介護度別の認定者数を示したものが、

時間右側の2025年の目標値になります。介護１の構成割合がどんなに減っても全

体の認定者数、認定率がどんどん上がってしまっては全く意味がありませんので、

計画にある認定率を上回らないといったことを大前提に介護１の割合を20％とし

ています。 

要介護１の認定者の状態が改善するということが重度者をふやさないといった

ことにもあります。高齢者人口がふえて、介護の認定者数もふえていく現状で、

状態が改善されていかなければ重度の人の割合がふえてしまい、質の高いサービ

スの提供ですとか、利用者、家族に寄り添った丁寧なケアといったものが十分に

行き届かなくなってしまいますので、介護１を減らすということが重度の方のケ
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アの質の確保にもつながっていくと考えております。 

さらに認定者数が同じでも軽度者の割合がふえれば給付額が下がり、市民の保

険料の負担の抑制にもつながるといったことが期待されています。 

今後は、もう少し具体的な取り組みの内容ですとか、指標について検討を進め

ていきたいと考えております。 

会  長：ありがとうございます。それではいかがでしょうか。 

委  員：統計的な数字というようなとこを踏まえて進めていくというのはあるんだけど

も、もう少し実態を踏まえた実態調査を進めながら、地域住民に寄り添いながら、

さっき委員が言われたように、なかなかその場に出られないというような人がい

るものだから、そういう人たちに対する相談支援というものを充実しながら進め

ていく必要があるのではと。それは地域の行政だけでは、なかなか難しいところ

があるので、地域資源を使ってそういったことも把握しながら、できるだけ住民

ニーズに合った施策を進めながら改善を図っていくというようなところが僕は必

要かなというように思うのですが。地域住民がその辺のところの理解をしてもら

えないと、数字だけで進めてもなかなか改善されないと、僕は思います。その辺

のところを、ぜひ検討を進めていただきたいというように思っているところです。 

事 務 局：御意見ありがとうございました。もちろんこの数字だけでは、全てがはかり切

れないなといったところと、数字だけで読んでいく怖さも感じております。いろ

いろ今、専門職との連携等も進めておりまして、副会長初めケアマネさん等、そ

れから事業所の方、地域の方と、いろいろなところでいろいろな声を私たちも耳

を傾けて、その声を伺いながら進めてまいりたいなと思っております。 

会  長：まずは、この席で少し御意見を伺って。委員のほうから。 

委  員：なかなか数値だけではわかりにくいというのも、私も同じく感じています。ち

なみに要支援２から要介護１に介護度はだんだん大変さが増していくものと思う

と、要支援２から要介護１に移っていくときの項目の中で、分かれ目となるとこ

ろというのは、言葉で表現すると、どのあたりになるのでしょうか。要介護２の

方が要介護１になるということもあると思うのですが、その境目あたりを教えて

いただけたら、お願いします。要支援２から介護１になったり、またその逆の介

護２から介護１にいく、御家族の御要望として介護度の、例えば、母と仮定した

場合、母はこう言っておりますが、家族はこのように困っており、具体的にこの

ように手がかかっておりますという御家族の看病からの判定の基準に左右すると

ころもあると思うんですが。御本人はさておき、やはりこれは市民全ての年代の

方がこういうことを知って、そこにまた協力したりとか、家族もなるべく健康寿

命の延伸といって、ちょっと難しい言葉になってしまうけれども、家庭で元気に

過ごす場合にはどうしたらいいかというのを、家族みんなで考えられるような、

そういう体制への働きかけというのも、担当の課としては考えておられると思う
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のですけれども、１つ目の要支援２から介護１にいく境目だったり、介護２から

１に、本人の介護度がより健康に近づけるようになれば、その境目のところを教

えていただけたらありがたいです。 

事 務 局：介護度を決めるに当たっては、介護認定審査会で介護度は決めております。そ

の中で一次判定、二次判定と進めていくわけですが、支援２と介護１になるのは、

介護の手間で決める、かかった手間の時間といったところは一緒なんですね。支援

２と介護１というのは一緒なんですけれども、ただその方の状態像が不安定である。

６カ月以内に変わる可能性があるとか、後は認知症があるといったところの状態で、

コンピュータ判定で予防給付になるか、介護の給付になるかといったところが分か

れてきますので、そこで審査会での審査の判定が支援２か介護１になるかといった

ところですけれども、今の私が説明させていただいた話の中の、例えば、介護１の

割合が多くて、介護１からどう改善してとかと考えていったときに、今現在、介護

１がついている方が、みんながみんな改善するというようには思っていません。た

だ、その中で、例えば骨折をして入院をして、介護１がついたという方に対しては、

リハビリをやったり通所介護に通ったりする中で自分でできることがふえて、状態

がよくなって要支援がついていくという可能性はあるかなと思っております。そう

いった介護から支援２に改善する可能性がある人たちが改善をしていくといった

取り組みが、まずは１つ進めていけるといいかなというように思っております。 

認知症がついて、介護１がついていく方は、やはり認知症の進行が緩やかにな

っていくといったところで、１から２、３となっていくスピードを落としていく

といったところも、１つの予防的な取り組みかなと思いますので、全部のケース

が全部とは決して思いませんが、できるケースが、より自立支援に向けた取り組

みといったところに強化をしていきたいなというように考えております。 

会  長：ありがとうございます。かなり個別のケースをアセスメントしなくてはならな

いようなそんな話でした。ありがとうございます。 

委  員：介護１が大変多いということのお話があったわけですけれども、今の高齢者の

実情をどのように皆さん方はつかまれていらっしゃるかということにも関係する

わけですけれども、今の高齢者の多くは、面倒くさいことはやめてしまえ、他人

の面倒は見なくてもいい。それから、支え合い、助け合いをしたくない。それが

現実の姿なんですよね。ですから、その中で自分でやらないで全部頼る。依存心

が強いわけです。ですから、介護についても、安易に介護に走っていくことが多

いということです。だから、本来的には地域の皆さんと一緒にやればいいのに、

楽だからという理由で、デイサービスに行っている。自分で何か変えてくれれば

何かできるのに、そういう現実があるわけです。 

そういうような高齢者の意識を、十分捉えていただいて御判断いただくことが

大事ではないかと思っております。 
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会  長：ありがとうございます。コメントということで受けとめて…。何かそのコメン

トに対してもし何かあれば。 

事 務 局：ありがとうございます。今、委員のほうからお話のあったような人も中にはい 

ると思います。実際に介護予防にリハビリをやって、よくなっていこうという人

もたくさんいるし、今僕らが目指している要介護１の人たちを要支援のほうにし

ていこうということを、実際に改善している人たちもたくさんいますので。必ず

しもみんなが介護ありきで、上げ膳据え膳を望んでいる人ばかりではないので、

その辺は僕らもそうじゃない人たちをたくさんふやしていこうということで考え

ておりますので、行政もそっちへ傾いているということがないことだけは理解し

ておいてもらいたいと思います。 

会  長：ありがとうございます。ほかにはどなたか、御発言していただけいいない方、

はい。お願いいたします。 

委  員：今お話があったとおり、介護度というのは上がるものではなくて、下がるもの

だという実態もあるんですね。要するに、お年寄りのこの表の３の２にある、健

康で生きがいをもって元気に暮らせるという施策が極めて重要な施策でね。生き

がいをなくさない、例えば、ずっと死ぬまで好奇心ということを言われているけ

ど、好奇心をなくしたら元気がなくなるんですよね。高齢化がどんどん進むんで

す。したがって、元気でいるためにいろいろな施策が重要です。私も今、せいか

つ応援クラブというのをずっとやっているんですけれども、この前、私も生活応

援クラブじゃなくて、生活応援御近所クラブという御近所を加えたんですけれど

も、何でかというと、近所のボランティアが支援するんだけれども、ボランティ

アの皆さんに言っているのは、支援ではなくて一緒にやるということを言ってい

ます。一番重要なのは会話が重要なんでね。お話をしながら支援をするというこ

とをやっていくと、お年寄りも元気になってきます。例えば、お掃除にしても、

やってあげるのではなくて、一緒にするということで、できるものをやってあげ

て、褒めてあげて、「ああ、できるじゃない」ということで、一緒にやらせてあ

げるということで支援していくと、だんだん元気になっていくのでね。 

それからもう一つ重要なのは買い物です。買い物も届けてもらうのではなくて、

自分が買い物に行って棚から取るという、この動作が極めて重要でね。みずから

選ぶというのが必要なんだけど、昔はお店に行けば店主と会話があったけど、今

スーパーだと会話がないんです。でも、注文して持ってくるよりは、買い物に行

って自分が棚から選ぶという動作が物すごく重要なのでね。そのためのシステム

という、例えば、デマンドタクシーがあったけど、デマンドも高過ぎるよね400円

はね。今までバスだったら200円で行けたものが400円になって、しかも町単位に

なっていくわけで、町じゃなくて、エリア単位で考えてくれないと、スーパーに

行くのも限られてしまうし、同じところばっかり買い物に行くのはおもしろくな
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いし、場所も変えたいし、刺激が必要なのでね。そういった意味ではお年寄りが

みずから行って、買い物をして帰ってくるというシステムが必要なので。料金400

円も本当にどうかなと。業者の採算からいくと難しいでしょうけれども、バスが

なくなったので、そこはやはり市としての支援も必要だし、いろいろな面でみず

からいろいろな施策で、生きがいをもって元気に暮らせるという、この項目を、

もうちょっと中身を充実させてもらうといいなと思います。 

ですから健康福祉部だけではなくて、ほかの部との関係も出てきますので、そ

ういったことを施策として通れば、介護度は上がるものでなくて下がることがあ

るんだと。下げられるものだというように考えていくのと、もう一つは、介護度

をとらないでいつまでも元気でいてもらう。磐田市の男性は、最近県下では４番

目ぐらいということですけれども、従来、女性には健康寿命が長かったりするん

ですけれども、これは統計の取り方ですから、見えませんけれども、ここら辺の

生きがいづくりを重点的にやるという施策は、もっと充実させていただきたいと

思っています。 

会  長：ありがとうございます。今資料に書いていただいています本質的なところが、

恐らく、健康で生きがいをもって元気に暮らせるというところと思われますし、

そこに向けてさまざまな事業を展開していると理解するんですけれども、健康寿

命の延伸ということも非常にどこでも言われていると思うんですけれども、磐田

市に特徴的な何か健康問題のようなものはあるんでしょうか。ごく一般的な生活

習慣病といったところの一般的なところで何かおありか、それとも何か特徴的な

健康問題があるんでしょうか。 

事 務 局：生活習慣病の中で言いますと、静岡県全体としては東部のほうが血圧が高くて、

西部のほうが糖尿病が高いといったところが出ております。磐田市においても全

体的にも糖尿病が多いといったところ、その中でも南と北といいますか、福田・

竜洋エリアと豊岡のほうが糖尿病が高いといったところが出ております。そのよ

うな地域の特徴を踏まえて、今、豊岡の地区でも豊岡健康目指し隊といった名前

で、今地域を巻き込みながらウォーキングのコースを決めながら、自分たちで健

康づくりを進めようといったところで動き出しておりますが、データから言うと、

今はそんなところかなというように感じております。 

会  長：ありがとうございます。そのような取り組みが健康寿命の延伸につながって、

ひいては健康で生きがいをもって元気に暮らせるというところにつながっていく

のかなと理解をしました。 

委  員：今この計画につきましては、日々こういうような形で推進してほしいわけです

が、私はシニアクラブ、老人クラブを担当していますけれども、老人クラブでは

フレイル対策を重点に取り上げておりますので、介護予防とは高齢者みずから取

り組むことで、他人に世話になるのは介護だということを申し上げております。
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ですから、他人の世話にならないように、自分で自分の体を改善していこうと、

そういう取り組みを今しているわけです。生涯介護にならない一生を送ろうとい

うことを呼びかけております。いわゆる高齢者みずから自分の体を改善していか

ないと、もとに戻らない。健常になっていかないということです。介護と介護予

防の関係を皆さん方にわかっていただくことが大事かなと思っています。 

会  長：ありがとうございます。委員、お願いします。 

委  員：計画として、立派な計画じゃないかなと思います。ただ、実際、では具体的に

達成していくためにはということで、一番下の具体的な事業があると思います。

一つ一つ見ていくと、私は地区社協のところを見ているんですけど、真ん中の地

域における支え合い活動の推進ということで、具体的に出ておりますけれども、

下のほうから２番目の活動の推進、移動支援、居場所の支援、地域人材育成、ネ

ットワークの構築化、項目はありますけどね、実際にどんなふうに推進、あるい

は支援、あるいは育成という、一番下のほうは非常に重要なことで、それについ

ては評価、あるいはやっていって至らなければ、どうしていこうかなというのを

考えてほしいなと思います。 

会  長：ありがとうございました。 

事 務 局：ありがとうございます。確かに今お話しいただいたように、地域のネットワー

クづくりだとか、インフォーマルサービスの充実とか、そういったようなところ

が特に大事になってくるかなと思います。この要介護１を減らしてというような

ことを進めていくのに一番重要なのは、介護認定を受けている要支援とか、そう

いう人たちが元気になってきたときに、介護保険のサービスを使わずにどうする

かといったときに、地域の中で、それこそさっき委員のほうから話があった、老

人クラブでやっているフレイル予防であったり、そういうところに顔を出して自

分で元気になっていくよというものであったりとか、今あるサロンとか、いきい

き100歳体操とか、そういったような地域でのインフォーマルサービスが充実して

いかないと、介護保険に頼ったばっかりの社会になっていってしまうのかなとい

うように思いますので、そういうところを考えると、地域づくりというのはとて

も重要になっていくと思いますし、そこのところに僕たちも力を入れていかなけ

ればいけないかなというふうに思っております。 

それとあわせて、家の中にいて介護になっていきそうな人たちをネットワーク

で早い段階から仲間に入れて引き込んで、元気な状態を保っていくというのが大

変重要なことになるかなと思いますので、そういったようなところを今社会福祉

協議会のほうで一緒にやっています生活支援コーディネーターという位置づけの

職員たちがおりますので、そういったようなところとうまく連携しながら、地域

の実情を把握したりというのを進めていきたいと思っておりますので、よろしく

お願いいたします。 
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会  長：ということでございます。今さまざまに御意見、御議論いただいているところ

が、やはり健康寿命の延伸、３つの柱がありますけれども、そのことの最もスタ

ート地点が健康寿命の延伸とすれば、その中にさまざまあります。先ほど少しお

話しいただいた生活習慣病のこともありますし、フレイルのこともありますし、

オーラルフレイルということもあるんですけれども、そのあたりのことにつきま

して、歯科の診療を日ごろしていらっしゃる中で、何か御意見等がございました

ら。いかがでしょうか。 

委  員：歯科医師会から来ました。前回お休みしましたので、きょう初めて顔を見せま

すが、確かにオーラルフレイル、フレイルという言葉がいろいろ最近になって出

回っておりまして、その中でもオーラルフレイル、口の中のフレイル、食べにく

い、飲み込みにくいというものの、本当はフレイルというのはその一段階前、ち

ょっとおかしいなというところがフレイルの段階と私たちは捉えています。だか

ら一番大事なのが早期の気づき、ちょっとおかしいなというところに着目してほ

しいというふうにオーラルフレイルでは言っておりますが、これは体全体のフレ

イルに対しても同じだと思います。例えば、介護認定でいけば要支援１にいく手

前ぐらいの段階が大体フレイルというような状態であると捉えています。 

先ほどの、要介護１が多くてという数字の段階ではありますけれども、この辺

は地域の方が毎日見ている友達同士で、ちょっとおかしいなという、歩き方がお

かしいなとか、しゃべり方がおかしいなとか、食べている物がおかしいなとか、

そういうところは地域の住民が一番気づきやすいと思います。変な言い方ですけ

れども、親子では逆に気づかないというところもあるかもしれないです。だから

民生委員がちょっと頑張っていただいて、要支援１ぐらいの数はふやしても別に

問題ないというか、ここで食いとめれば、健康寿命に入るかどうかはわからない

ですけれども、この辺で食いとめるということが大事だと思います。ですから地

域のみんなでおかしいなと思ったら、認定でも受けて、それなりのサービスをき

ちんと受ければ、そこでとまるというふうには考えています。 

ただ、認定を受けるハードルが高いというか、精神的なハードルも高いのかも

しれないし、手続も結構面倒くさいので、この辺もちょっと簡単に認定が受けら

れるというようなシステムが必要だなと考えています。 

会  長：ありがとうございました。それでは、この議事に関しまして、たくさんの御意

見をいただきましたので、次に進めてまいりたいと思います。 

４番、きょうの最後ですが、地域包括支援センター介護予防支援の一部委託に

ついてということで、先ほど来、介護予防ということが出てきていますので、４

番の一部委託についてということで御説明のほうをお願いします。 

事 務 局：資料４になります。総合事業の対象者と要支援者のケアプランに関しては、地

域包括支援センターがプランを建てることになっておりますけれども、地域包括
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支援センターの本来の業務に支障がないよう、一部を居宅介護支援事業所に委託

することができるようになっております。今回新しく委託をしましたのが、この

資料に載っております事業所となりますので、確認のほうをお願いしたいと思い

ます。 

会  長：ありがとうございます。これは既に次期のところを見ますと、令和元年、こと

しの７月、８月、９月、10月というように順次委託が進んでいっているというこ

とですか。 

事 務 局：前回の介護保険運営協議会から、きょうまでに申請があった事業所のほうを報

告のほうをさせていただいております。 

会  長：このことは、御承認をこの場で御確認をいただくということになります。何か

御質問等があればということでよろしいでしょうか。特に。はい。御質問でしょ

うか。はい。 

副 会 長：確認したいんですけれども、これは委託事業所が市外が目立ち始めているんで 

すけれども、それは市内の居宅では賄い切れない部分が出てきているという判断

でしょうか。 

事 務 局：大分、予防のプランを受ける事業所の包括も、包括だけでは難しくて委託をし

ているということですが、現状を。 

地域包括：住民の生活エリアというものも、私たち包括は豊岡とか磐田市内のエリアを担

当させてもらっているんですけれども、利用者さんの生活圏というのはかなり広

くなっていまして、私たち豊岡にいましても、浜松で娘さんのところとか、住所

は移したくないとか、いろいろな事情があって生活圏は広がっていまして、その

中で私たちも最善の方法で、介護保険を受けながら一番その方が希望される場所

で生活できるためにはどうしたらいいかというのを、常に包括としても考えてお

りますので、そうなると市外の居宅もふえてくるかなというのはあります。でき

るだけそういうところで、本来包括がやらなければいけないところを、市外に生

活圏がそちらにあって、そちらと契約するという場合は多々ふえているかなと思

います。 

ただ、予防の居宅も、大分ケアマネさんの今の現状として、居宅を受けてもら

えるのも少なくなっているというので、本来でしたら磐田市で一番近くの中で担

当してもらえるのが一番いいのですが、なかなかケアマネさんも大変になってき

ていると思うんですけれども、予防もなかなか受けてもらえなくて、ケアマネさ

んも少なくなっているというのが現実の状況としてあります。本当にケアマネさ

んも疲弊しているし、包括もお願いするのを苦労しているというのは現実として

あります。 

会  長：ということですね。ほかにありませんようでしたら、きょう準備しておりまし

た議事のほうは４つありまして、全て終了いたしましたということでございます。 
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４番、その他、連絡事項がありましたらお願いしたいと思います。 

事 務 局：ありがとうございました。最後にその他ということで、事務局から連絡事項を

お願いします。 

事 務 局：冒頭、部長のほうの挨拶の中でお話がありましたけれども、今進んでいる第８

次の高齢者保健福祉計画・第７期介護保険事業計画というのは、令和２年までの

ものになります。令和３年からのものをこれからつくっていくようになるのです

けれども、その作成に当たって、今年度、住民アンケートを実施するような予定

になっております。アンケートの内容については、３年前にやったものを参考に

しながらというような形になります。あと国や県のほうから、こういうようなこ

とをやりなさいよというのが来ますので、そういったようなものを踏まえて、年

末から年始にかけて実施をしていく予定でおりますので、御承知いただきたいと

思います。 

そして、そのアンケートの結果なども参考にしながら、来年度新しい計画のほ

うを作成していくような形になります。その計画を作成するに当たっては、先ほ

ど皆さんから御意見をいただきました磐田市が目指す姿ということで、介護１を

減らしていこうよ。介護予防を進めていこうよ。元気な人たちをたくさんにして

いこうよというようなところを重点に考えていくようになるかなというように思

っております。そんなところを今これから私たちが市の事業として取り組んでい

く中の重点の部分としてやっていきたいと思いますので、皆さんのほうに御理解

をいただきながら、市民の皆さんにもどんな形で意識づけをしていくかというこ

とも大事になってくるかと思いますので、何かとまたお願いすることが出てくる

かもしれませんけれどもよろしくお願いしたいと思います。 

事 務 局：本日はたくさんの御意見をいただきましてありがとうございます。 

次回の運営協議会は１月30日を予定しております。御案内を改めてお送りしま

すので、よろしくお願いいたします。 

以上をもちまして磐田市介護保険運営協議会を閉会させていただきます。 


