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第７期総合介護市民協議会 平成３１(令和元)年度第２回 会議録 

日 時：令和２年２月１８日（火）午後２時～午後４時 

場 所：市総合福祉センター（ひまわり館）１階ホール 

出席者：塚本副会長・富永委員・森村委員・寺町委員・杉本委員・中村委員・辻井委員・富岡委員・

中川委員・村上委員・水委員・日比委員・深尾委員（１３名） 

事務局：介護保険課・長寿福祉課 

傍聴者：なし 

議事詳細 

１．開会  会長欠席のため、近江八幡市介護基本条例第１２条第３項に基づき、副会長が会長

を代理 

２．副会長あいさつ（塚本副会長） 

３．第８期総合介護計画策定にかかる市長諮問 

      江南副市長から塚本副会長へ第８期計画策定に係る諮問書を交付 

 副市長  皆さん、こんにちは。副市長の江南でございます。 

第８期総合介護計画策定の諮問をさせていただくにあたりまして、一言ご挨拶を申

し上げます。委員の皆様方には、日頃より、本市の介護保険事業をはじめ福祉行政は

もとより、市政各般にわたりご理解、ご協力を賜りまして誠にありがとうございます｡

この場をお借りしまして、心より厚く御礼を申し上げます。 

さて、皆様もご承知のとおり、介護保険制度は平成 12 年に施行されまして、まもな

く２０年を迎えようとしておりますが、介護サービスを利用される高齢者数が毎年増

加する中、高齢期の暮らしを支える社会保障制度の中核として定着し、少子高齢社会

の日本において必要不可欠な制度となっております。令和２年１月１日現在の本市の

６５歳以上の高齢者数は２２，４７９人、高齢化率は約２７．４％で、滋賀県平均よ

り、やや高い状態で推移しております。また、国立社会保障人口問題研究所の推計に

よりますと、２０４２年には、全国で高齢者人口が３，９３５万人のピークに達する、

とされています。このように、今後ますます高齢化が進展する中におきまして、介護

保険制度が、より持続性のある制度として運営できるように、委員の皆様には、それ

ぞれのお立場から、ご意見やご提言を賜りますようお願いする次第でございます。 

昨年末に開催されました厚生労働省の社会保障審議会介護保険部会では、介護保険

法改正に関する意見書がまとめられ、「介護予防・健康づくりの推進」「地域包括ケア

システムの推進」「認知症施策の総合的な推進」など、５つの柱が示されたところです。 

本市におきましても、これら国の方針を基にした計画になるものと推察いたしてお

ります。また、次期の法改正では、介護人材確保策を自治体の介護保険事業計画に明

記することが盛り込まれるとの報道もなされております。 

なお、本市の第７期計画に基づく介護基盤整備については、昨年度に『人材確保の

目途が立つまで、整備を見送る』とさせていただいたところですが、市内介護事業所

の皆様のご意見をお聞きするため、人材確保に関するアンケート調査を８月に実施し、

本市で介護の仕事に就こうとされる方及び介護事業所を対象とした介護人材確保支援
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事業を創設し、人材確保・定着に向けた施策の展開を予定しております。今後は、昨

年の市議会１２月定例会で答弁しましたとおり、介護職員の人材確保も図りながら、

保留としていた介護施設整備の取り組みを進める所存でございますので、ご理解のほ

どよろしくお願いいたします。 

令和２年度は、第８期計画を策定することとなりますが、今回策定いただく計画が、

今後の超高齢社会に対処できる実効性のある内容となるよう、ご議論をいただきまし

て、ご提言を賜りますようお願い申し上げます。 

最後に、委員の皆様方のご健勝とご多幸をお祈り申し上げまして、甚だ簡単ではご

ざいますが私の挨拶とさせていただきます。 

【公務のため、江南副市長退席】 

事務局  協議に先立ちまして、委員に異動がありましたので報告させていただきます。公募

選出の湯浅委員におかれましては、一身上の都合により５月１５日付けで辞任の申し

出があり、受理いたしましたので報告いたします。また、デイサービスセンター連絡

会の谷口委員に代わり、中村委員に就任いただきましたので報告します。 

それでは、近江八幡市介護基本条例第１２条第３項及び第１４条第２項の規定によ

り、協議会の議長は副会長が務めることとなります。塚本副会長、よろしくお願いし

ます。 

副会長  規定により議長を務めさせていただきます。議事の進行につきまして、委員のみな

さま方のご協力をお願いいたします。 

 まず最初に、事務局から委員の出席状況について報告をお願いします。 

事務局  総合介護市民協議会の委員数は１９名です。欠席の報告をいただいております委員

は、安田会長、水原委員、磯谷委員、吉田委員の４名です。ただいまの出席委員数は、

１３名です。したがいまして、近江八幡市総合介護市民協議会基本条例第１４条第３

項の規定による定足数である過半数を超えておりますので、本協議会は成立している

ことを報告申し上げます。 

副会長  ただいま、事務局より本協議会が成立している旨報告がありました。それでは、次

第に基づき議事を進行していきたいと思います。 

 本日は報告事項が５点と審議事項が１点になります。事務局より順に説明をしてい

ただきたいと思います。 

４．報告事項 

副会長  それでは、介護予防日常生活圏域ニーズ調査・在宅介護実態調査について、事務局

より説明をお願いします。 

事務局 （報告１について、資料１－１及び資料１－２に基づき説明） 

副会長  ただいま事務局から説明がありましたが、ご質問、ご意見がございましたらよろし

くお願いします。 

副会長  最初に私の方からご質問させていただきますが、資料１－１で、調査結果について

報告会というのが４月に予定されていると思うのですが、調査結果報告会はどのよう

な形でどういった方を対象にされるのですか？  
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事務局  調査結果報告会は、市の関係課で調査結果を共有する場として考えています。 

副会長  市民協議会については５月に報告とのことで、それ以降でもいいですけれども、協

議会であったり、地域ケア会議など関係者に向けてこの結果が有効に作用されるよう

に報告、住民の方に返していくという作業が必要なのかな、というように思います。

せっかくいただいたデータをそれぞれ住民の方にどう返していくのかということを

検討していただければ、という感じがしました。 

他にご意見はいかがでしょうか。 

■質問、意見特になし 

副会長  今日の段階でご意見がなければ、一度持ち帰っていただいて単純集計も含めて改め

て５月の市民協議会においてご報告があるとのことなので、もう少し分かりやすいデ

ータ、前期高齢者、後期高齢者で分けたり、ということで見えてくる課題もあるかと

思いますので、その辺を参考にご意見をいただければと思います。先ほど、私は早く

会場へ着きましたので、全体を見た感想としましては、ここに出ているデータは、今

まで国が示してきた数値とそれほど変わらないデータかな、と感じております。ただ、

もう少し細かい分類の中で見えてくる部分もあるかと思いますので、その辺について

また積極的にご意見いただければと思います。それでは報告事項１につきましては、

終了させていただきます。 

副会長  次に、報告事項２、高齢者福祉部会での協議内容について、報告をお願いします。 

事務局  （報告２について、資料２に基づき説明） 

副会長  報告事項２についてご質問ご意見がございましたらお願いします。この中でも何名

かの方が参加され、具体的に協議をされてきたと思いますがどうでしょうか。 

■質問、意見特になし 

副会長  協議内容の報告ということなので、気になる点がございましたら直接事務局へ伝えてい

ただいても結構かと思います。介護保険サービスだけがすべてではなく、ご本人の生活上

のことに関しては、高齢者生活支援サービスも重要な一つの柱だと思います。情報がきち

んと直接必要な人たちに十分伝わっているのか、という点については、協議の中で、もう

少し考える余地があるということはありました。その辺をまた丁寧に積み上げていただい

て、取り組んでいただくことで本当に必要な利用者が使える仕組みに変わっていくのかな

と思います。 

副会長  では報告事項３に移りたいと思います。報告事項３については、医療連携部会での協議

内容ということで、事務局より説明をお願します。 

事務局  （報告３について、資料３に基づき説明） 

副会長  ご意見ご質問はございますか。 

副会長  確認ですが、これは認知症だけではなくて、医療と介護の連携も含めての協議というこ

とでよかったでしょうか。 

事務局  現時点では、認知症に関連する広報や会議をさせていただいていますが、３月には医療

を含めた会議を予定しております。 
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副会長  認知症施策では、昨年９月の認知症施策推進大綱の中で、認知症の方の通いの場への参

加率というのが一つ大きなポイントになっているのかなと感じています。通常、今４％～

５％ぐらいの方が通いの場に参加されている状況について、一つの指針として８％を挙げ

ています。１．５倍ぐらいの方に積極的に参加していただくということです。認知症施策

としても、今後の大きな取組に向けていくというような指針が示されており、先ほどお聞

きした医療分野の方々がその通いの場に積極的に参加する。先ほどのご説明では、初期集

中支援がどちらかというとまだまだ重い方が中心になってきている中で、一歩アウトリー

チ的な取り組みとしてそういった通いの場に専門職が関与することによって、ＭＣＩの

方々含めて認知症予防の対策に向けていくような取り組みに一歩踏み出してきたのかな

という感じはします。積極的に医療介護の連携とこの認知症の推進会議というものを動か

しながら、近江八幡市としての取り組みを一歩二歩、新たな形を考えていくことも必要に

なってくるのかなと感じました。 

委 員  民生委員です。認知症の方のことですが、私の担当区域内にも夜間に徘徊をされる方が

おられます。先日も警察から夜３時ぐらいに電話がありました。その方は今一人暮らしで

すけれど、夜間に１１０番を頻繁にされる方で、近江八幡署の方も認知症であることは理

解していただいていますが、その方は体調が悪いと言われ、医療センターに行かれました。

そして医療センターで治療が終わった後、家族に連絡が取れない。そうすると、結局連絡

先がないから私の方に「申し訳ないけど迎えに行ってくれないか」ということで夜間に連

絡がありました。夜間や休日に、徘徊された方をどこで保護すればいいのかを教えてほし

いです。今日のニュースでも、徘徊される方の賠償保険で、例えば電車を止めたとか、そ

ういうことに対する賠償保険を他の市町村では立ち上げているようなことが書いてあり

ました。このような認知症対応というのは２４時間、時間に関係なく活動を余儀なくされ

ます。我々もお助け隊等の見守りを立ち上げましたが、夜間まで見守るというのは不可能

です。ほとんど警察の方が対応されていますけれども、警察の方も、何とかして欲しいと、

こちらに泣きついてこられるのが現状です。ケアマネさんとか施設の方にお願いしても、

昼間はいいですが、夜間はやはり職員の数が少ないから迎えに行くことは不可能と言われ

ます。ですので、行政としても夜間とか時間外でそういう対応の仕方を考えていただきた

いと思います。 

副会長  ありがとうございます。委員から住民と接する中での課題をご意見としていただいたの

で、今後の協議の参考にしていただければ、と思います。認知症の方の相談や周知、地域

として気になる方を見付けた時にどこへ相談したらいいのか、協力してもらえるのか、夜

間を含めてどういう体制がいいのかを改めて捉えていただきたいと思います。また、住民

の方にとって地域包括などの周知が十分にできているかというと、そこが結びついてない

方もいるので、今後、認知症の方が増えていくうえで、そういった積極的な連携、公助と

互助の方々との連携のようなことが、本当にこれでいいのかという視点で意見をいただく

ということも大切だと思います。もう一つ、介護者の不安ですが、介護者自身が認知症の

方を抱えるという不安と、電車の問題だけでなく、様々な不安をどのようにサポートして

いけるのかという点についても、介護者支援という部分が大事な視点だと思います。特に、

認知症の方の場合も、抱える家族の問題について、これからどう進めていくのかというの

も大事な視点とのご意見をいただきました。 

委 員  今の質問について、行政としてはどのような現状にあるのか、方向性が少しは考えられ
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ているのかについて、少し回答を聞きたいと思ったのですが。 

事務局  ご意見ありがとうございます。昨今、全国的にも認知症によりまして、高齢者の方が行

方不明になったり、事件や事故に巻き込まれるケースが増えているということを報道でも

よく聞きますし、他県からも認知症の方の行方不明の情報や呼びかけの通知も目にすると

ころです。こういったことから、本市では、認知症の事前の登録制度というものを令和２

年度から始める予定をしております。この事前登録制度は、行方不明になられた時に、捜

索等で迅速に対応でき、早期発見や保護に繋がるということ、認知症の方の生命を守る、

家族の安心にもつながる制度であると考えています。先ほど、委員がおっしゃいました夜

間の対応まで、こうしたらいいという部分がまだ決められておりませんが、今後保険の制

度も併せて検討していきたいと考えております。 

副会長  ありがとうございました。事務局から現段階で伝えていただくことは回答いただきまし

たので、報告事項３についてはここで終了させていただきます。 

次に報告事項４の介護人材確保策について、事務局より説明よろしくお願いします。 

事務局  （報告４について、資料４－１、４－２、４－３、４－４に基づき説明） 

副会長  それではご意見はいかがでしょうか。 

委 員  介護といっても、なかなか家で高齢者を介護することは難しいと思います。私も母親を

介護しましたけれど、やはり方法というものがあります。外国人の雇用については、これ

からの大きな課題だと思うし、大きい事業所は外国人を採用されておられるが、小さいと

ころはなかなか難しい。どのように採用していけばいいのか、その手続きにおいても大変

だと思う。行政の方は外国人が入国し働くことができる体制をどこまで援助していけるか、

手続きなどを代行できればいい。そういうことが国の方針であって、市として、政府の基

本方針に則ってやっていくのか少し聞きたいと思います。 

副会長  質問された最後の部分は近江八幡市の取り組みだと思うので、少し付け加えていただい

たほうが良いかもしれません。 

 事務局  今後高齢化が進んで、日本全体で生産労働人口がどんどん減っていく中で、介護に限ら

ず多くの産業で、外国人の労働力に頼っていかなければならないということで、国も県も

施策を進めています。市としても、事業所アンケートの結果を見ても、なかなか人材確保

が難しいということから、１つの方策として、外国人材の受け入れも考えていかなければ

ならないと思っています。新聞報道にもありますが、外国人材の受け入れには結構費用が

かかります。技能実習生受け入れでは、監理団体という仲介団体を通じて、という形にな

るのですが、受け入れ事業所が支払う費用がかなり高くなることから、初期費用について、

市が一定補助をさせていただいて、外国人材の受け入れを進めていただきたいというのが

経緯です。 

委 員  外国人材の受け入れに関しては、今現在、来られている方、その人の紹介によって受け

入れている、ということも聞いておりますし、紹介から紹介というのも非常に素晴らしい。

それに対して、また補助するようなシステムがあってもいいのかなと思いますので、よろ

しくお願いします。 

事務局  先ほど説明しましたとおり、老健で働いている外国人の方は利用者にも非常に評判が良

いということです。本市でも市内のグループホームでフィリピンの方が２人実習生として

受け入れを始められましたが、こちらも非常に利用者に評判がいいと聞いています。外国
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人の方は SNS で情報交換をされているとのことなので、そこで伝わっていくこともありま

すので、良い流れに乗っていければよいと思っています。 

委 員  アンケート調査を読ませていただいての感想ですが、アンケートの１ページ目の職種に、

介護職員・介護補助という書き方ですが、３ページ目の設問の中に介護職員で資格があ

る・ない、そして、ここで初めて介護福祉士と出てきています。何が言いたいかと言いま

すと、やはり職種をきちんと明確にして、資格を持っている人の継続教育とか、あるいは

現場で経験が長い方はそれを活かして次のステップアップにというところでは、やはりキ

ャリアアップとか職員さんへの対応の仕方は職種の背景によっても異なるので、こういう

書き方は介護福祉士の方に失礼ではと感じました。きちんと職種を明確にして、新人だか

らできない、ということではなく、人材を育てて、働くことのモチベーションを高めてい

くといったところで、少し曖昧だなと感じました。また、先ほど、年齢分布について説明

があり、６０歳以上の方が一番多く２９．４％とのことです。今、社会は６５歳定年の方

向で進んでいますので、このような大きなくくりではなくて、やはり６５歳までの方、そ

れ以上働いてくださっている方、子育ての世代、新人として免許持って入ったけどまだ右

左が分からなくて、自信を無くして辞めてしまうという辺りでは、その背景によって対応

も変わってくるのではないか思います。６０歳以上の方ですごく頑張ってやっておられる

のはうれしいことですけど、また若い人と抱える問題が違うと思うので、年齢のくくりが

ちょっと大雑把かなと、今日に合っていないなと思ったりします。それから、対象８０施

設で回答が５７事業所、これは結果ですけれど、７１．３％が私には高いのか低いのか分

かりませんが、現場は一生懸命頑張っている、現場は人がいなくても忙しくてもこの回収

率では、熱意と言えば失礼ですが、事業所さんのことを考えれば、何かしないといけない

と言われている割にこのアンケートに対して７１．３％はちょっと低いと私は思います。

本当にやっていこうという行政の熱意が、現場で働く人のアンケートに、一緒にやってい

きましょうと伝わっているのかどうなのかな、ということを考えます。最後に、このアン

ケートを活用して新年度にいろいろな仕組みを変えたり、対策、教育、福利厚生などいろ

いろなことを検討された訳ですが、アンケート実施から５ケ月たっているので、この結果

だけではなく、私たちが深く審議しようとするなら、もう少し、考察までいかなくても行

政の何かを付記していただければ、委員として分かりやすかった、というのが感想です。 

副会長  ありがとうございます。最後に言われた７１％というのをどう見るか、というのは一つ

論点としてあるかと思います。また、アンケートは行政主体ではなく、特に介護現場の人

たちと共同して進めていくのが大事だなというのはご意見を聞いて思いました。この結果

も含めて、今ここまで進んできていますので、さっきの分類の整理が必要な部分もあるか

もしれませんが、併せて、これを現場の人たちと一緒になって、どう取り組んでいくかと

いうことをもう一度考えていく機会を作られるというのも一つだということは、委員のご

意見から得ることなのかなと感じました。他にはいかがでしょうか？ 

委 員  補助事業の３つ目の項目の介護人材再就職支援事業ですが、県レベルでは、県社協の福

祉人材センターが、介護福祉士の資格を持っている方の登録制度をされているかと思いま

す。そういった登録制度を同じような形で、補助対象者の把握のために、県レベルではな

く、市レベルでする。福祉人材バンクという制度は、他の市町でも実際出ていたと思いま

すので、そういった制度で事業を導入して、補助対象者の把握に努めることも有効かなと

思いました。 
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副会長  最近、特に若い職員に対してアンケートを取って、どういうきっかけで就職してきたの

かを分析するという試みがされています。東京都社協などが福祉施設、福祉就職者向けに、

若い職員が何をきっかけにどうして入ってきているか、結果を出しています。その中で、

若い職員が入ってくるのは、確かにネットなどで確認はするのですが、それはどこもきっ

ちりやられているので大きな差はないです。最終的に選ぶのは、地域貢献、地域と連携し

ている事業所、そこに自分たちが将来関わっていけるかどうか、そこが介護の中で働いて

いく現場においても地域を見据えて働ける、というところで最終的に選んでくる職員が多

くなってきているというのが一点あります。これからの傾向として、そういう意味では先

ほどのアンケート結果において、何がこれから必要かというのを現場の方々と共有してい

く作業が必要かなと思います。もう一点、介護労働安定センターの結果では、職場内の人

間関係による離職・退職というのがトップで、毎年そうなっている。そういう意味では、

退職させない中堅層と退職する世代の職場内の連携というものをどう事業所間でとって

いくのか、ということも大事な要素であると思います。もちろん各事業所・施設の方は分

かっているのかもしれませんが、なかなかやり切れていない施設などの場合は、そういう

話し合いの中からヒントをいただいて、近江八幡市全体の質が上がっていくと定着率も上

がるのかなと思います。８ページを見ると職場内の仲間作り、活動の推進というところは、

それほど高い割合になっていないので、ちょっとそこはリンクしていないのかなとも見え

ますが、そういった意見交換の機会、上手くやっている、成功しているところを参考に、

何が職場として人材確保・定着のきっかけになるのか、丁寧に職場と行政が連携しながら

進められるといいと思いました。 

副会長  では、報告事項４は終了させていただいて、報告事項５に移りたいと思います。介護事

業基盤整備について、事務局から説明をお願いします。 

事務局 （報告５について、資料５に基づき説明） 

副会長  報告事項５についてのご意見、ご質問がございましたら、よろしくお願いします。 

委 員  以前からこの第７期計画ができる前からこだわって言っていますが、先ほどの人材確保

対策を行うから公募を実施するとなっています。昨年度、公募は決まったけれど、市長が

判断されて、人材確保対策ができていない、人材確保の目途が立つまで公募しない、保留

ということでした。それから、具体的に何もされてなくて、何をもってその考えを覆され

たのか、ぜひ市長にここに来ていただいて、私たちに諮問をされるのであれば、市長がど

ういうことで考えを変えられたのか、ぜひ説明をしていただきたいと思います。 

来年度の人材確保策について説明がありましたが、来年度この対策が成功するかどうか

も分からない状況で、県議会・市議会が終わったら速やかに公募を開始するというのは、

全然何もやっていないうちから公募を進めるということは約束違反です。それと、この対

策もたった１７名に何か補助金を出すというだけで、先ほどの人材確保アンケートにおい

て、特に今回募集される施設系、居住系のサービス事業所の半分以上から職員数が足りて

いないと答えておられるにもかかわらず、足りていないサービスばかりの施設を整備され

るというのは、どういう頭の構造で考えておられるのか、本当に私には分かりません。市

はもっと真剣に考えてください。市長は政策者なので、誰かに言われたら、強い意見があ

ったらフラフラと、また選挙で票も取らないといけないから、と答えられるかもしれませ
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んが、やはり、市の政策のことを考えておられる職員さんはもっとしっかり考えていただ

きたい。そして、先ほど副委員長や委員も言われましたけれども、アンケートを送っただ

けで、一回も事業者としっかりと話されたことがない、送って返ってきただけの数字をも

って、半分ぐらいは足りていると言っているからいいかな、と考える。どうして、整備を

保留にされたことが、ただ月日がたっただけですよね、何もされていませんよね。こんな

こと言えば、名誉棄損だと言って、私のところに苦情がくるかどうか分かりませんけど、

そもそも、この第７期の計画を立てる前に数字も操作されているようなもので、絶対的に

必要な数字ではなかったのに、誰かの声ですね、施設整備ありきで急に数字が操作された

のです。この事実を知っている人も、市の偉い人の中にもいると思いますよ、こんなこと

を言う委員は問題だと言われるなら、次から外してください。市民としてずっと訴えます。

どこかに特養を建てさせるありきで数字が操作されて、私たち委員がここに呼ばれて承認

させられて、みたいなことですよね。私も造るのは絶対反対とは言っていません、前から。

近江八幡市のいろいろな現状を見て、人材が足りない時に、本当にトップランナーとなる

ような特養を、市民の考えを聞いて、今やられている事業者さんの考えを聞いて、皆で力

を合わせてどこにも誇れるような施設を造りましょうと、そういうコンセプトでやるので

あれば、私ももちろん及ばずながら力を貸しますし、皆でこれからの高齢化社会の近江八

幡市の住民が安心して過ごしていけるように特養を誘致して造りましょうと。そういうこ

とであれば分かりますけれど、何もなくて公募されるわけですよね。別に都会から来る事

業所が悪いとは言いませんけれども、近江八幡市の実情も知らず、市内の事業者さんが苦

労されていることも知らず、自分の所だけが成功したら良いというような考え方でやられ

たら良くない。こういうことを言うと、今、関わっている人間が自分の所の営業妨害を阻

止するために反対しているとか、新聞の広告も出しておられる方もいましたよね、皆さん

読まれていると思いますけど。そういう次元の低い話じゃないでしょう、ということです。

私の考えです。何をどうしてくれとは言っていません。 

副会長  他の委員の方はいかがでしょうか？ 

委 員  特別養護老人ホームを運営しています。人員が充足しているとは申しませんが、現在い

る職員はよく頑張って仕事をしてくれています。ただ、私のところでは、正規職員で夜勤

の出来るものは若い職員で、反対に昼間たくさん人数を置いているのは年齢的に高い者で

すので、夜勤ができません。その中で、皆で協力し合って、昼に出来るだけのことをして

夜間に備える、というような形でしています。先ほど委員が言われていたように、認知症

の方は、本当に夜間になると不穏な方がたくさんおられます。ですから、昼間に不穏なこ

とを起こさないようにできるだけ良いケアをして、夜間ゆっくりお休みいただくという工

夫もいろいろしております。今、委員が言われたように、９０床の特養を造ろうと思った

ら、同じ数の人数の職員が必要です。人数的に基準配置としては３対１ですが、３対１で

はとても施設が回りませんし、２対１ぐらいは必要です。まして、先ほどのアンケート結

果にもある５０代、６０代の方、７０代の方もお仕事をしていただいておりますが、もち

ろん夜勤も出来ませんし、補助的なものになります。人数的にたくさん入っていただいて

おりますが、その方を１人とカウントにするならば、１００人以上の方の採用が必要にな

ります。今度、近江八幡市で新しく人材確保補助制度の施策を実施しようとされておりま

すけれど、これだけのお金ではとても無理かなと思います。もっともっとたくさん補助し

ていただけるのなら、私たちも土地はありますので、理事長とも何とか協力できることは
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ないかと考えておりますけれども、やはりこのままでは立ち行かないのが現実ですので、

ご利用者様にもご迷惑をかけることになりますし、職員にもつらい思いをさせるのでちょ

っと思慮しております。もっと市として何か新しくいい案があれば、お示しいただけたら

大変ありがたいと思っております。 

副会長  その他にはよろしいでしょうか。 

委 員  この会議には、私もずっと来ていますけれど、この話はずっと続いてきています。介護

施設を造るということ自体は、業者からやりますと言って申請されたものなのですか。行

政が勝手にこのようにしますと言ったのか、それとも介護の業者たちがこのような施設に

してくださいと言われたのかどちらですか。そこが問題です。確かに介護する側とされる

側とのバランスが合ってないことは事実です。当初からこの計画で、もっと施設を造って

欲しいのは、業界からなのか、行政がそうしましょうと言ったのか、どちらですか。それ

がはっきりしないと、この問題はいつまでたってもキリがないです。いつまでもこの話が

出るということは本当に情けないです。せっかく前進的な話を持っておられる業者さんに

対しても何も言わず、行政は言われる一方ですか。こういう状態だから、このように計画

している、ということをはっきりしてください。そうででないとこれからもずっと続きま

す。やはりこれから介護も必要になってくるし、特に高齢者はどんどん増えてきます。今

でも高齢化率は２５％～３０％ぐらいなっていますよね。そのように考えたら、このよう

な話ばかりでは意味ありません、はっきり言って。やはり住民が安心して介護していただ

けるということは、行政と関わる事業者さんのバランスというものが大切です。今は行政

が一方的にやられている感じです。これは面白くないですよ。やはり行政がこういうこと

であるからこうします、ということを最初から行政が説明してください。介護される側が

こういう施設にしてほしいという話ではなかったのでしょうか。 

事務局  第７期計画の中で施設整備計画を立てていますが、計画を立てるにあたっては、市内の

ケアマネジャーさんから特養に入所したいけど満床で入所できない人数、また、老健は一

定の入所期間がありますが特養に入所できないから老健で特養入所を待っておられる方

の人数、県の地域医療構想では、病院の病床数を削減して在宅や施設など介護への転換分

も勘案した数値に基づいて整備量を算出しています。また、市民の方からも特養に入りた

いけど入れない、というご意見もいただいています。これらのことから、第７期でこれだ

けの施設を整備する計画とさせていただいています。 

副会長  ご意見をいただいて、いろいろな見方はあるのですが、やはり市民にとって何が一番大

事かということを皆さんで協議していただくということが大事だと思います。報告事項の

ご意見として、明確な答えをいただきましたので、次に審議事項に移りたいと思います。 

委 員  ちょっと確認しておきたいのですけど、公募されて、もし、応募される事業者がなかっ

たり、それから近江八幡市に作っていただく場合の選定基準に該当する質も含めてですね、

応募はあったけれども基準点を満たす事業者がなかったらどうなりますか。 

事務局  前回もそうだったのですが、応募者があって、それが１社だけであっても、審査会の審

査基準に満たないのであれば、当然選定されないということになります。応募される事業

者がない場合は再公募ということになります。 

委 員  先ほどから皆さん意見を言われていますけれども、別に必要だとか必要でないとかの話

をする前に、本当に必要だと、数字的にも自分たちは根拠を持っていると、だから委員に

資料を出して諮っていると本当に思うのであれば、公募したけどなかったら仕方がないと
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いうのはおかしな話です。本当にそれが市民のため、施設がなかったらいけないというの

であれば。市民が安心できる質のいいところに来ていただくように、普段から市場をリサ

ーチして働きかけるとか、いい特養を造りませんかと皆に投げかけるなどしているはずで

す。行政は数字的に必要な数字が出たと言われますが、それは本当ではないと思います。

本当に必要だと考えているのであれば、公募したけれど応募がないものは仕方がないで終

わるぐらいであれば、何でこの人のいない時に公募をするのですか、ということです。こ

の委員会を開く時だけ委員に諮って多数決を取っておけばいいではなくて、本当に市民の

ためを思えば、毎日いい特養を造るためにどうしたらいいかを考えて、そのためにこそ私

たち委員を呼んでください。いい特養を造るためであれば、皆で考えるために毎日会議が

あっても来ます。その真剣さがないのに建物だけ建てても、介護は絶対にうまくいかない。

過去には、施設虐待で指定取り消しになった特養もありましたよね。そういうことが二度

とあってはいけない、人がいなかったら、そうならざるを得ないということです。施設だ

け建てても、職員がいなかったら施設に入っている人を虐待しなければならないような実

態が起きてしまうということです。 

副会長  それではご意見を参考にしていただいて、適切な事業所が整備を進められることを期待

します。 

 

５．審議事項 

副会長  続きまして、第８期総合介護計画の策定スケジュールについてです。こちらは審議事項

ですので、皆さんで審議し、挙手等で承認をいただくことになると思います。事務局から

説明をよろしくお願い致します。 

事務局 （審議１について、資料６に基づき説明） 

副会長  それではご意見等はございますでしょうか。 

■質問、意見特になし 

副会長  それでは、審議事項ですので承認をいただきたいと思います。このスケジュールで 

進めていくことにご承認いただける方は挙手願います。 

■賛成多数により承認 

副会長  以上で本日の議事は全て終わりました。時間の関係上、すべての委員の方からご意

見をいただくことはできませんでしたが、改めてそれぞれ立場からご意見をいただけ

る機会を作りたいと思います。次回も皆さんのご協力のもと適切な審議が進められる

ことを期待します。ありがとうございました。 

６．閉 会   


