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第４回 奈良県高齢者福祉計画及び奈良県介護保険事業支援計画策定委員会 

議 事 録 

 日 時：平成 30 年２月 28日（水） 午後２：45～４：34 場 所：奈良商工会議所 ５階 大ホール 出席者：委員 13 名、関係課、事務局 
 １．開会 
 事務局 定刻となりましたので、ただいまから、奈良県高齢者福祉計画及び奈良県介護保険事業支援計画の第４回策定委員会を開催させていただきます。本委員会は、本県の「審議会等の会議の公開に関する指針」により会議を公開することとなっておりますので、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。 なお、議事録につきましても県のホームページに掲載をさせていただきます。 また、ご発言いただく際は、マイクを回させていただきますので、ご使用のほど、お願いいたします。 議事に先立ちまして、土井健康福祉部長からご挨拶を申し上げます。 
 ２．健康福祉部長挨拶 
 土井健康福祉部長 本日は、今村委員長をはじめ委員の皆さまには、年度末が近づいてきまして何かとお忙しい中、ご出席をいただきまして本当にありがとうございます。心から御礼を申し上げます。 この委員会も昨年８月３日に第１回委員会を開催いたしまして、本日の第４回策定委員会が最終の委員会となります。前回の委員会でいただきましたご意見を反映した素案をもってパブリックコメントを実施させていただきましたので、それにつきましてまずご説明をさせていただきます。また、前回までにお示しをしておりませんでした介護サービスの見込み量などを含めまして最終的な計画案を取りまとめさせていただきましたので、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 本日も限られた時間ではございますが、どうぞよろしくお願いいたします。 
 ３．議事 
 事務局 （配付資料の確認：省略） （委員の紹介、出欠状況の報告：省略） （事務局の紹介：省略）    
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事務局 それでは、次第に従いまして、議事に入らせていただきます。 今村委員長に議事の進行をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 
 今村委員長 それでは、進行の方を引き継がせていただきます。 第４回、今年度最後の策定委員会を迎えまして、いよいよ計画の最終案が出てきたわけでございます。今まで３回の議論を踏まえてかなり精度の高い計画を作っていただきまして、これを作った事務局に心から敬意を表したいと思います。 最後の仕上げの段階なので、どのように考えて仕上げていっていただいているかということと、今回最終的なサービスの計画の内容まで出てきておりますので、その内容について皆さまのご審議をいただければと思います。できれば１時間半ぐらいの時間でおさめていただければということでありますので、議論が白熱してきましたら延びていく可能性はあるということですが、その辺を目標に議論を進めていければと思っております。 

 （１）パブリックコメントの結果について 
 今村委員長 では、議事に従いまして進行していきます。 まず最初に、議事の１番、パブリックコメントの結果について、事務局よりご説明をお願いいたします。 
 事務局 （資料１－１、資料１－２についての説明：省略） 
 今村委員長 ご説明ありがとうございました。 資料の１－１と１－２について説明をしていただきまして、資料１－１につきましては、前回のこの会議での意見を踏まえて修正した内容であり、ざっと見させていただいて、大きな議論の点については的確に反映してもらっているのではないかと思います。資料１－２が新たにパブリックコメントとして出された意見とそれに対しての県の考え方ということです。資料１－１と１－２、併せてご意見があればいただきたいと思います。特に資料１－１に関しては前回いただいた内容ですので、過不足があればご意見をいただければと思います。 
 今村委員長 資料１－２については何らかの形で公表していく予定なのでしょうか。 
 事務局 パブリックコメントに対する意見ということで公表していきます。 
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 今村委員長 非常に良いことが書いてあるので、是非、本文と併せて公表してもらった方が良いと思います。 他にご意見はいかがでしょうか。よろしいですか。 
 各委員 意見なし。 
 今村委員長 では、本体もありますので、こちらの方は議題を一旦置かせていただいて、また本体の内容と併せてご不明な点があればご指摘いただくということにいたします。 
 （２）奈良県高齢者福祉計画及び第７期奈良県介護保険事業支援計画（案）について 

 今村委員長 それでは、議題の２番の方に移らせていただきます。奈良県高齢者福祉計画及び第７期奈良県介護保険事業支援計画（案）について、事務局からのご説明をお願いいたします。 
 事務局 （資料２についての説明：省略） 
 今村委員長 ご説明ありがとうございました。 今まで出ていなかった数字が全部出てきており、事業の見込みと、施設の数値目標が今回新しく出てきております。 ざっともう一遍おさらいさせてもらいますと、見込み量に関しましては、2020年から 2025年までの見込み量が出されていまして、大体ここ 10 年ほどで 1.5 倍に高齢者の方が増えますので、総じて見込み量としては 1.5倍ぐらいになっていて、全体的にはそういう数字になっています。それに対して、2020年まではそのうちの最初の３年間ですので、大体 15％増しぐらいで数字が出ていまして、イメージ的には全体的に合っていると思います。それにプラスして、医療計画の方からあふれ出てくる分を今回横に出してもらって、これに加えていくという形になっています。最終的に 2020 年までの施設の計画が出されて、2025 年ではなく最初の３年間の計画で出されているという構図で数字をお示しいただいていて、今までの議論を踏まえた数字の作成にはなっていると理解しております。 では、今の内容を踏まえて、全体の説明を通じてご意見、ご質問をお願いしたいと思います。 
 林委員 資料２の 77 ページの「地域密着介護サービスの普及促進」というところの関連で、106 ページ以降の「介護サービス量の見込み」についてです。107ページの「①介護予防訪問介護」や 109ページの「⑥介護予防通所介護」など、いわゆる総合事業へ以降したサービスについては、両方とも数値が載ってお
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りません。これは、法律改正によって、３年の移行期間をもって市町村の裁量に任すということになったわけですが、この２つの内容は総合事業に移行されたということで、格差やサービスの問題点も出ているのではないかと思います。市町村での混乱はないのでしょうか。また、県として市町村や県民に対しての指導・助言についてお聞きしたいと思っております。 
 事務局 では、地域包括ケア推進室の方からお答えさせていただきます。 総合事業につきましては、平成 29 年４月から全市町村が移行したところでありますが、従前相当のサービスに関しましては、みなし指定によります移行期間が平成 30 年３月末日をもって切れるということで、４月から単に移行しただけではなく、実際にその市町村の実情に応じてどのようなサービスを作っていくのかというところが問われるところです。 現状では市町村ごとに本当にその地域の特性を生かしたサービスの創出というところまでは至っていないと県の方でも認識しておりますので、平成 30 年４月以降、それぞれの市町村がしっかりと自分たちの地域の現状を把握した上で、単にそのサービスの担い手が事業者から住民に変わっていくというだけではなく、どういった内容のサービスを提供するのか、そのためには地域の高齢者が何に困っているのかということをしっかりと把握して必要なサービスを組み立てていくことになります。 総合事業といいますのは、サービスの内容もパターン化されているのではなく、地域の状況に応じてサービスの内容自体を担い手が工夫をしていくことができるという事業ですので、そこのところをしっかりともう一度市町村に伝えて、そうした取り組みができるような支援をしていきたいと思います。これまでの情報提供やノウハウの共有はもちろんですが、市町村職員を対象にした研修や、生活支援コーディネーターの資質の向上に向けて広域的な連携によるネットワークの構築といった取り組み、そうした支援をしていきたいと考えております。 
 林委員 よくわかりました。地域支援事業へ移行したということで終わることなく、県として、市町村あるいは県民に対しての助言や支援など、是非お考えをいただきたいと思います。 
 稲﨑委員 私は住民代表です。今ごろこういうことをお聞きするのは恥ずかしいかもしれませんが、110ページの「⑦介護予防通所リハビリテーション」や、117ページの「⑦通所リハビリテーション」とかの数字を色々見させていただきまして、地域差がすごくあるなというのが実感としてあります。中和圏域はものすごく通所リハビリテーションが多くなっています。それは人口や将来の介護予防人数の推計から見ても、奈良圏域や西和圏域に比べるとすごく多いので、この中和圏域というのは特に通所リハビリテーションにすごく力を入れていらっしゃるためなのかどうかをお聞きしたいと思います。 
 事務局 最初説明しましたように、サービス見込量は市町村の見込みの積み上げとなっています。医療機関や介護サービスでの事業所の状況も含めて見込んでおられます。数字が表しているように、やはり利用者をしっかり見込んでリハビリに力を入れていこうということの表れだと思っております。 
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 稲﨑委員 
117 ページの「⑦通所リハビリテーション」では、奈良圏域が平成 29年度で 10万人ぐらいですが、中和圏域では 15万人となっています。平成 32年度になると奈良圏域も増えていきますが、中和圏域では 18 万人ですので、やはり医療にすごく偏っているというか、デイサービスよりもリハビリに力を入れているということで、東和圏域などと比べると随分違うという感じがします。110ページの「⑦介護予防通所リハビリテーション」でも、平成 29 年度では 2倍ほど違います。こんなに地域差が出るものなのでしょうか。5 圏域で見ると、突出して中和圏域がものすごくリハビリに力を入れていらっしゃるというのは、地域で特別な取組があるのでしょうか。 
 事務局 １つは、リハビリを実施する介護老人保健施設等が中和圏域で多いということも影響しておりますし、さまざまな要因があると思います。少し話がずれるようですが、第７期計画においてはこの介護予防や自立支援、重度化防止に力を入れていかなければなりませんので、今後その地域差が大きいというところも視野に入れて、リハビリ系のサービスの充実というのはしっかり働きかけていかなければならないと、今のご意見いただきまして感じたところでございます。 
 稲﨑委員 そうですね。奈良県としては絶対に必要だと思います。ただ、中和圏域がものすごく力を入れているなら、ほかの圏域も力を入れていただくようにお願いしたいと思います。 
 事務局 施策の展開の中で、地域差をしっかり県で分析して市町村に示しながら、その地域差を埋めながらサービスを充実させていく、ということを書かせていただいておりますので、今ご指摘いただいた点を踏まえて頑張っていきたいと思います。 
 稲﨑委員 よろしくお願いします。 
 髙比委員 今まさに言われたように、やはり県というのは県全体を見るべきだと私も思います。また、奈良圏域がこれだけの人口があっても数字が非常に低いというのはどういうことを意味しているのか、ということを我々に説明してもらわないとわからないこともあります。 例えば、介護老人保健施設では、奈良圏域でなぜ許可にならないのか全くわかりません。市が決めているということになるのであれば、どういう基準で決められているのでしょうか。ただ単に、介護老人保健施設でまだ埋まってない施設があるから、埋まってないところを埋めたらおさまる、そういうことであれば決め方がおかしいのではないかと思います。委員長が言われたように、高齢者の方が 1.3倍や

1.5 倍になるということで、現在の数にそれを掛け、そういう数字が目標になるのであれば、その地域の活性化というのはあり得ないと思います。そこは本当に数に縛られないように、実情をしっかり見て
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いただきたいと思います。 
 今村委員長 今のご意見につきまして、事務局から各市町村のその格差というのはどう見ているかということについてご回答いただけたらと思います。 
 事務局 特に奈良圏域のことでご意見いただいたと思います。先ほど説明しましたように、利用見込みから県が施設稼働率や、府県ごとの利用者の入ってきている人とか出て行っている人の状況、５圏域ごとの入りくりなどを全部加味しまして、それに対して奈良市にはこれぐらい必要でしょうか、という話も数字を示しながら、奈良市の計画策定の際には検討してくださいという意見交換はさせていただいております。 
 髙比委員 他の施設のことはわかりませんが、私の施設ではここ 10年ぐらいは介護老人保健施設も 98％維持していますが、入所できない方がたくさんいます。それを何度言っても理解してもらえませんでした。この見込量の数字を決めたら、この数字以上は一切増やさないというのは、実情を見てないと思います。やはり本当に実情を見ていただいて決めないとと思います。そのことだけお願いしたいと思っています。 また、他の委員もおっしゃったように、数字だけ見ていたらものすごく変だと感じる部分があります。しかし、これは何か理由があってこうなっているのだと思いますが、あまりにも地域差があり過ぎるというのは、県として是正すべきで、市が勝手にやってくださいではいけないと思います。 
 土井健康福祉部長 ご指摘のとおりだと思います。39 市町村それぞれが介護保険の保険者としてこの介護保険制度が運営されておりますので、その保険者ごとに必要サービス量を見込んでいるというのが実態です。 そのため、稲﨑委員よりご指摘がありましたように、広い観点で見たときに、地域差や市町村差というものが、サービス見込量ひとつとっても差として出ているわけです。圏域ごとだけではなく、市町村別に見ても差が出てきていますので、そうした状況をしっかりとデータとして見える化して、それぞれ市町村の方にも提供し、働きかけをしながらご検討をしていただくということが、この介護保険制度のサービスの持続的、安定的な、そして適正な確保ということからしても、非常に大事なことだと思っております。今の両委員からのご指摘につきましては、しっかりと頭に入れて、これからしっかり運用をさせていただきたいと思います。 
 秋吉委員 
111ページの「⑨介護予防短期入所療養介護」が東和圏域のみが 2,136になっていて突出しているはどういう計算になっているのか、ご確認いただきたいと思っております。 また、133ページの「（１）介護保険施設の必要入所定員総数」につきまして、施設の増床に関しましては、奈良圏域、西和圏域では平成 30年度、平成 31年度は建てずに平成 32年度に建てるという意味なのでしょうか。それとまた、東和圏域におきましても平成 31 年度に数字が上がっておりますので、
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３年間で建てていくというのではなく、３年目までは現状維持していくという形になっているのでしょうか。南和圏域に関しましては毎年少しずつという計画になっています。そのあたりの何か意味合いがあるのでしょうか。 
 事務局 まず、111ページの「⑨介護予防短期入所療養介護」についてお答えします。東和圏域が 2025年に向けて療養介護が突出して２倍ぐらいになっているということのご質問だと思います。東和圏域の市町村が 2025 年にはこれぐらいのサービスが増えるであろうと、住民の状況を踏まえて見込んで来られたので、その数字を掲載しておりますが、一つ一つはまだ分析できていません。 もう１つ、133ページの「（１）介護保険施設の必要入所定員総数」におきまして、介護老人福祉施設が平成 32 年度に奈良圏域等で急に増えているというご質問だと思います。奈良市の介護老人保健施設の利用者見込みでは、平成 30年度、平成 31年度は増加を見込んでおらず、平成 32年度に増加という計画になっておりまして、その部分が反映されています。他の圏域につきましても同じような状況でございます。市町村の積み上げの利用者見込みの反映の結果でございます。 
 秋吉委員 市町村が出して来られるというのは、奈良市はもう中核市ですので、言えば勝手に建てられるということもあると思いますが、他の西和、東和、中和、南和圏域に関しましては県の計画で建てられると思います。西和、東和は、それぞれが出して来られた数をそのまま反映されてということですが、県としては全く奈良市以外にはこの話し合いはされないのでしょうか。その圏域ごとの意見を全て認めていかれるということでしょうか。 
 事務局 先ほど申しましたように市町村の利用見込みと、他府県から来ている人、他府県に行っている人という流入・流出を加味しています。奈良県の場合は少し流入増です。また、５圏域間でも利用者の行き来があります。それを施設の所在地ベースと利用者の住所地ベースを計算しまして、できるだけ住所地に近い所に入ってもらうように若干補正し、また稼働率として、現状の介護老人福祉施設が 95％ぐらいの実態を踏まえて整備床数をはじき出しております。 
 土井健康福祉部長 補足いたします。まず、133ページの「（１）介護保険施設の必要入所定員総数」についてですが、確かにこの数字は今申し上げていますように市町村からの見込み量を集計しておりますが、実際の整備にあたりましては、市町村長の方から整備要望というものを出していただくということにしております。圏域ごとに見ますと、ご指摘のとおり最終３年目の平成 32 年度に整備することということになっておりますが、これは毎年度市町村長に、整備をするかしないか、どこを選定するかということをお伺いしております。それは介護老人福祉施設もそうですし、介護老人保健施設も同じような形でさせていただいております。 今回は特に圏域ごとに、医療圏域と合わせて５圏域という形にしております。第６期計画までは全県１区ということでしたので、この数字が全て１区と考えましたら、いわゆる圏域を超えてこの必要数に
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応じた床数を整備していくことにしておりましたが、この第７期計画につきましては５圏域に分けておりますので、圏域ごとにシビアに整備していきたいと考えております。細かな数字につきましては、今申し上げましたように、市町村からの数字プラス市町村では把握できない都道府県域を越えた流出・流入や、稼働率を県の方で加味してこの数字を出しております。 そして、111 ページの「⑨介護予防短期入所療養介護」のことは、本当にご指摘のとおりでありまして、もともと東和圏域や中和圏域の数字が高くなっており、さらにこの３年間でということで動きが少し東和、中和でも違ってきております。このあたりの分析については、市町村から集まってきた数値がギリギリのタイミングになっておりまして、そこまでは精査、確認できておりませんので、今ご指摘をいただいておりますように、市町村差あるいは圏域差とあるいは地域差を念頭に置いて、しっかりと市町村とヒアリング等をしていきたいと考えております。 
 原委員 まず確認させていただきたいのですが、106ページ以降の「介護サービス量の見込み」におきまして、先ほどからお話にありますように、市町村が推計したものを集計したものなのですね。では、65ページの「介護人材確保の実績と将来推計」というのは、これは市町村の数字なのか、県が集計されているのか、どちらでしょうか。「介護サービス量の見込み」は、2020 年、それと 2025 年の数字があり、この人数の利用者にサービスを提供する介護の人材というのは、この 65 ページの例えば 2025 年の利用推計、32,178とは一致しないと考えていいわけですね。 
 事務局 サービス見込み量がベースになっております。例えば介護老人福祉施設で何人の利用者を見込むと介護人材は何人ぐらいが要るだろうという厚生労働省が分析した計算式がございます。100人利用が増えたら、介護人材はこのサービスなら何人という全国の統計から割り出した数字を掛けて供給を推計しております。 
 原委員 そうしましたら、今おっしゃった国の計算式により県が推計されているような数というのは、当然ここにある介護サービス量見込みの方がはるかに多いということでしょうか。要はデータの出どころを確認させていただきたいのです。 
 事務局 介護サービス見込み人数は５章の見込みと連動しております。 
 原委員 この 106ページ以降の「介護サービス量の見込み」の人数を基に計算されたということですね。 そうしたら、結局この需要推計は、例えば 2020年であれば 27,490人になって、それから 2025年になれば 32,178 になるけれども、実際には供給推計ははるかに及ばず、この見込みが達成されることはないということですね。 
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 事務局 供給推計ですが、離職率や参入率、現状をそのまま適用したときの供給ですので、取組を強化して参入促進と定着促進を図ることによってこの供給を増やしていくという、この需給のギャップを埋めていくというのが我々の取組の１つでございます。 
 土井健康福祉部長 この 65 ページの「介護人材確保の実績と将来推計」の表ですが、今ご指摘いただいておりますように、介護職員、平成 25年度は 20,698人、26年度は 21,014人、27年度は 22,534人と徐々に増えてきています。それがどうなっていくのかという供給推計をしておりまして、また、需要推計については、このサービス見込み量をベースに厚労省が示している基準に従って推定値を出しているということであります。そこで、今委員がおっしゃるのは、2025 年でいいますと、約 32,000 から 27,000 を引いた約 5,000人が不足ではないのかというご指摘だと思います。まさにそう見ていただく表であります。 これは、第６期計画から新たに出た介護人材の不足について、どの程度不足しているのかということを参考の推計値として示しているもので、第６期計画では 4,500人の不足となっております。今事務局が申し上げていますように、今回の計画では 5,000人程度不足ということでありますので、その不足を少しでも緩和するために介護人材をいかに確保していくのかということにつなげていこうという意味合いでの資料でございます。 
 原委員 結局これは、なかなか実現が難しいと理解すればよいのでしょうか。この計画は作ったが、本当にこのとおりにいくのかというと、実は厳しいということでしょうか。 
 事務局 確かにご指摘のとおり厳しい面はありますが、必要な介護サービスが提供されるためにはこのギャップを埋めていくというのが、市町村や我々行政に課せられた課題ですので、この目標をやはり掲げてギャップを埋めていくというので頑張っていきたいと思います。 
 今村委員長 無理だという意味で書いているのではなく、このままだとだめなので頑張りたいという意味で書いていただいていると思います。最後の結論の方はやりますと書いてあるから、途中経過としてこのままでは危ないということの部分がこの65ページの部分と理解した方が計画としてはきれいかなと思います。 
 南委員 
133ページに介護老人保健施設と介護老人福祉施設の今後の利用見込量が記載されており、60ページには、それそれの過去２年分利用実績があります。これは、例えば 60 ページの一番上の表ですと、介護老人福祉施設は、平成 28年度は県全体で 6,604床であり、利用実績が 6,234人で 94.4％の稼働率であったと考えればよいでしょうか。 
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事務局 計画値では 6,604でしたが、平成 28年度の利用実績は 6,234で、その割合が 94.4％だということです。これは利用見込みでございますので、ベッド数ではありません。 
 南委員 では、このベッド数に対する利用率というのは何かデータはありますでしょうか。 
 事務局 はい。直近のデータで県全体の介護老人保健施設の稼働率は 90％強、介護老人福祉施設は 95％強です。 
 南委員 では、介護老人保健施設の奈良、西和、東和、中和、南和の稼働率についてはいかがでしょうか。 
 事務局 圏域ごと、今資料を持っておりませんので、後ほどご説明させていただきます。 
 南委員 最近、サービス付き高齢者住宅がたくさんできております。私は、介護保険施設の利用者見込みにはサービス付き高齢者住宅の利用者見込みが入っておらず、従来どおりの見込みでは、ずれが生じるのではないかと思っています。今ではケアマネジャーと強い連携をして要介護の高齢者がサービス付き高齢者住宅に入所されるという状況があります。この計画には、サービス付き高齢者住宅の利用者見込みが入っていないのですが、私はこの数をしっかりと把握しておいた方がよいと思います。 
 今村委員長 今回 135ページに出ているのはサービス付き高齢者住宅の見込み量だと思いますが、事務局どうですか。 
 事務局 「混合型特定施設」はサービス付き高齢者住宅や有料老人ホームに介護サービスがついている施設です。サービス付き高齢者住宅のみではありません。 
 南委員 これは厚生労働省の管轄ではなく、他省庁の管轄になっており、入所者は、介護保険の通所サービスを利用されているのですよね。 
 

 事務局 外づけではなくて、同時に提供している混合サービスです。 
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 南委員 今後もサービス付き高齢者住宅は増加していくと思います。 先ほど原委員がおっしゃったのとよく似ていますが、現在、介護老人福祉施設の稼働率は約 95％となっており、介護老人保健施設の稼働率は約 90％です。介護老人福祉施設の待機者が多いといわれていますが、その待機者の大部分は介護老人保健施設で待機している状況です。家で待機している人はほとんどいなくて、介護老人保健施設か療養型の病院で待機し、空きが出たら介護老人福祉施設に入所するというのが大体の流れになっています。 もう１点、先ほどまで人材確保の話がありましたが、現状では、介護人材が不足しているため、施設ができても介護職員が集まらずオープンできないということがあります。介護職員が集まれば、70床、
80床と増やしていきます。県が開設認可をしても、介護職員が集まらなければオープンできません。本日の話の中で、市町村の利用者見込みの集計値とありますが、介護老人福祉施設と介護老人保健施設のそれぞれの現場の実情というのをヒアリングされて、反映された方がいいと思います。介護保険が始まる前の平成 12 年頃までは、県から老健協に、実態はどうですかという話がありましたが、今はこういったヒアリングなしに決まっていくので、実態を把握されたほうが良いのではないかと思います。 さらにもう１点、少子高齢化により高齢者が増えるので、高齢者の増えた分だけの介護職員が集まらないのではないかと思います。大体 100床に 30人、３割の介護職員が必要となります。ですから、1,000床を計画で立てたとすると 300人の介護職員が要ることになります。介護職員となる方も今後少子高齢化で減っていく中、その地域で介護職員が何人確保できるか、その見込みから逆算して施設の数を考えるという、逆の見方もされたほうが良いと思います。結局、計画しても介護職員が集まらなければ施設はオープンできません。オープンできずにベットを空けておくと、施設の経営が苦しくなります。デイケアもそれだけの収入が入ってこなくなり、今後、職員の処遇改善として給与を上げることもできないという悪いサイクルに入ってしまう恐れがあります。少子高齢化により介護職員も減少していく一方ですので、何が現実的かということを考えていただけたらと思い、意見をさせていただきます。 
 上田委員 
107ページの「介護サービス量の見込み」についてです。表の下に１行書いてある「各市町村において集計した数値の積み上げ」については、私の立場からすると、「市町村が勝手に調べたことなので県は知らない」と読み取れるので、そこをもう少し丁寧な書き方ができないでしょうか。今の議論で出てきたようなことも踏まえて、例えば連動しているということなど。あるいはこの数字はおそらく流動的であり、現時点での見込みですので、施設の方から要望がどんどん上がってきて、それを受けて県に届け出をして協議した上で、要望が通ることもあるし、難しいということもあります。もう１つ頭にあるのは、介護保険料に響くので、それをどうバランスをとっていくかということもそれぞれ自治体は考えているわけです。むやみやたら増やしたら良いという訳にはなかなかいきません。介護保険料にやはり皆さん関心を持っておられます。 
 

 今村委員長 まず、南委員、原委員からは、介護人材が足りないのにこんなに施設が作れるのかということと、市
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町村の立場から介護保険料との絡みでそんなに施設も作れないというご意見でした。 
 上田委員 もう１ついいですか。介護職員の話を聞いていて、うちも悩んでいます。保育士と全く同じです。今日、保育士が足りず疲弊する保育士のことがネットでニュースとして流れていました。くたくたになっていますね。介護職員も同じ構造になっていると思います。 
 今村委員長 多分、日本全体が同じ状態なので、介護だけがという訳にはいかないとは思います。今までの内容について、可能な範囲で回答をお願いします。 
 事務局 かなり難しいご質問ですが、まず、現場の意見をもう少しヒアリングしていただきたいということがありました。県として今もやっているもののまだ不足の部分がありますので、しっかりやらせていただきたいと思います。 介護人材の供給を視野に整備数を算出したらどうかということでございます。市町村には施設なり人材のことも加味してどのサービスがいいかというのは試算してくださいということを説明していて、後は集計してしまっているということにご指摘もいただいております。単に高齢者率の増だけで見込んでいるわけではないのですが、それが中心になっているということでございます。今後は、ご意見を賜ったことも参考にさせていただきたいと思っております。 上田委員からいただいた「各市町村において集計した数値の積み上げ」の書きぶりも、もう少し丁寧にさせていただきたいと思います。 
 今村委員長 人材から推計すると、施設はほとんど造れなくなってしまうので、それはそれで問題があると思います。だから、きちんと造るべきだという目標として、それに対してどれだけ人を集められますかと試算することは、私は正しいと思いますが、現実に集められるかと言ったら、多分現実には集め切れないという問題があるので、そういう意味ではこれは矛盾を抱えている計画だと思います。ちゃんと矛盾を書いてもらっているので、その分隠していない分、正直で良いと私は思います。他はそれを出してない県もありますから、そういう意味ではここが問題ですよということがわかりやすく出ているということです。 また、市町村と県との関係でいうと、基本的にこの結果を積み上げて作らなければいけないという面があって、県からはこれだけ増やした方がいいのではないか、と提案しても増やしてくれない市町村や、そんなに増やしてどうするのか、と言っても増やしてしまう市町村があって、本当のところ、市町村別に言った数字と返ってきた数字の差を見せていただきたいのですが、なかなかそれも難しいと思います。足し合わせるとこういう凸凹の矛盾したものになってしまうという、苦しい状況ではあると思います。合計したら合っているというのはそのとおりなので、全体で見たら合いますが、細かく見れば見るほどその矛盾がはっきり見えてくるようになるというのがこの計画の問題点です。でも、その問題点がはっきり出ているので、そういう意味では、その問題点を見やすくしたという点で今までよりも進歩だと私
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は思います。 
 髙比委員 私、病院協会の代表として出ております。今、病院はまさに全国的に規模で見て四国とか九州が３割オーバーしています。国が言わない限り、その地域では誰もオーバーしていると思っていなかったわけです。ある地域は介護保険料を多く使って非常にうまくいっているが、他の地域は人口の割合から見たら、通所で我慢していて、予防もできていないというような温度差があります。奈良県はベッド数のオーバーは８％ぐらいですが、やはり人口の流入・流出などが基準になってないと本当はおかしいわけです。市町村が提示した数値が最初に平成 29年度に決まり、それに 0.2を掛けて 0.3を掛けて 0.5を掛けた数字が並んでいるということではやはり誰も納得しないでしょう。 
 今村委員長 一応今までの議論の中で県から市町村にこれだけが普通じゃないですかということはお示しをしています。 
 髙比委員 しかし、病院においては、国の今の状況はそのようなものではありません。 
 今村委員長 病院と同じことを実はしています。各市町村的にはこれぐらいの施設とこれぐらいの通所じゃないですかということを県から提示して、その上で各市町村から返ってきたのがこの状態だったということです。それが素直に出てきていることにまず問題があるのですが、見せていないわけではないのです。 
 髙比委員 病院の場合は、ただ、九州、四国だったらどれだけオーバーしているかというのは明確に出てきているわけです。それなら奈良県では、例えば市町村でも明らかにオーバーしている所はオーバーしていると見えるようにしないと、市町村で各自やってくださいでは、偏りができてしまうのではないでしょうか。 
 今村委員長 まさに今私が申し上げたのはそのことで、各市町村別に示した数字と返ってきた数字の差が見られると、今先生のご指摘のことが見えるのですが、なかなか出しにくいのではないかとは思います。いかがでしょう。 
 土井健康福祉部長 少し病院とは違います。ちょうど上田委員がおっしゃっていただきましたように、やはり高サービスには高負担が伴います。それが市町村単位、保険者単位でそれが現実の問題としてはね返ってくるということであり、なかなか私が申し上げますと言い訳のようになりますので、多分助け船を出していただいたのかなと思います。 
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誰もが望む高サービスをしようと思うと、当然介護保険料もそれに応じて負担が膨らんでくるという、そういう関係にあるのは確かですので、やはり介護保険料負担を含めてそれをどう運営していくのかというのが、基本的には「保険者は市町村」ということが現実としてあります。その中で県は、それをどう支援していくのか、まさに支援計画というのがそういうことでありまして、広域的な立場から、できるだけ均質的なサービスが受けられるようにしていかなければなりません。また、人材確保の話については各市町村単位で、それが本当にできるのかについて、県がしっかりと介護人材の確保、養成などについて取り組みを計画させていただいてということであります。 また、南委員からお話ありました逆算の話は、考え方としては非常にわかりやすいのですが、これも委員長におっしゃっていただきました。私は興味深く拝聴いたしましたのが、待機者の実態についてでございます。そのことにつきましては、特に私の頭の中にはその実態をさらに詰めて確認をしていきたいなと思っております。 
 奥山委員 議会代表として厚生委員長という立場で出席しておりますので、私はここではあまり発言しないようにしているのですが、この資料は３月８日の厚生委員会でご説明いただけるのでしょうか。 
 事務局 はい。ご説明させていただこうと予定しております。 
 奥山委員 先日の医療審議会では第 7 次奈良県保健医療計画策定について 100 以上のパブリックコメントが出ていて、全員一致で議決しました。３月８日の厚生委員会では、今のこのままの資料では、委員長としてはつらいなと思っていますので、本日の意見を聞いたものを修正できるのかできないのかというのも含めてお聞きしたいと思っています。課題についても明記しながら出しますよということで皆さんに了承をもらってくれるのかということも踏まえた立場で私は出席しています。 
 事務局 先ほど上田委員からご指摘いただいた表現のことに関しましては、市町村に誤解を与えるようなところは訂正させていただきます。また、整備床数等につきましては、さまざまな課題をいただきましたが、今回の第７期計画に関しましては、この今の案で行かせていただきたいと思っています。 
 土井健康福祉部長 この第４回策定委員会でいただきましたことにつきまして、資料１－１にありますように、いただきました意見の内容につきましてこのようにさせていただこうと思いますということで整理をさせていただいた上で、そういった資料をお示ししながら、今奥山委員がご指摘の３月８日の委員会では議案外報告としてご報告をさせていただきたいと思っております。従いまして、こういう考え方はどうかというご意見も含めまして、実際の運用の中で取り組んでいくことについては、しっかりと整理をして、ご報告をさせていただきたいと思います。また、この計画、この委員会の扱いにつきましては、また委員長の方ともしっかりと相談をさせていただきながらと考えております。 
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 今村委員長 まだ修正の余地はあるということであると理解をしました。 
 原委員 介護人材の需要と供給のことを厳し目に書くということはできないのでしょうか。、需要は増えてくるが、実際には今後人材確保の努力はするけども厳しい面もあるなど記載するのはどうでしょうか。 
 今村委員長 それもまた諸刃の剣だと思います。厳しく書けば書くほど目標を達成しなくてよくなります。現実的には、本当は介護人材が必要なのですが難しそうなので途中でやめていいですよという報告書になってしまうので、非常に危険だと思います。 
 原委員 わかりました。ありがとうございます。 最後に１つだけ、前回配布された取りまとめ資料は今回の資料の中には入ってないようですね。この取りまとめ資料のようにまとめていると全体像が掴みやすいと思います。おそらく冊子にして県民に配られるときも、全てを通読する人はなかなかいないだろうと思います。 
 事務局 全体版と概要版の２種類作りますので、その概要版には、今委員にご指摘いただいた資料も活用しながら、わかりやすい内容にしていきたいと思います。 
 今村委員長 是非概要版につけてもらいたいのですが、全体版にはつけないのでしょうか。せっかく概要版に載せるものを作るのなら全体版にも載せても良いと思います。その方がわかりやすいと思いますので、是非それはそうしてもらっていいですか。 
 事務局 わかりました。 
 今村委員長 他にご意見はありますでしょうか。 
 各委員 意見なし。 
 今村委員長 大変熱い議論になりましたが、もともと実施不可能な面があると私は思います。それに対してどれだ
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け困難な目標を立てるかということと、何が困難かということを明確にできているという意味では非常にいいものだと思っています。ただ、どこが困難かはもっと強調した方がいいというご意見がありました。一方で、あんまり困難だ、困難だと書くとやらなくていいように見えてしまうので、それはそれで危険性があると思っています。その辺の文言はまた事務局と調整をさせていただければと思っています。 あと、市町村の総合事業として以降したサービスについて、あまりにも味気ないという意見は私も全くそのとおりだと思うので、もう少し変えて、訪問介護とか通所介護の部分については是非追記をしていただきたいと思います。 また、全体に通じてありました各圏域別に差が大きいということについての分析は、今は回答できないということではありますが、どういう理由でその差が生まれてきているのかということを是非分析して、可能であれば今後資料として提供していただければと思います。 全体としてこのような議論であったと思いますが、よろしければ座長に修正を一任いただいて、この内容をベースに取りまとめをしていきたいと思いますが、いかがでしょうか。 
 南委員 人材の見込みから考えていくのはこの第 7期計画では絶対に無理なので、第 8期計画のときに参考にしていただいたらいいと思います。また、先ほども申しましたが、介護人材がなければ施設はオープンもできませんし、利用者も来られません。民間の介護老人保健施設の稼働率が９割では運営が苦しくなってきています。これ以上介護人材が集まらず稼働率が８割になってくると、今度は施設の存続にも響いてきますので、施設をたくさん造っても人材がなければ運営できないということをご理解の上、よろしくお願いいたします。 
 事務局 どうもありがとうございます。 
 今村委員長 介護人材の不足は深刻な問題なので、それは事務局もよく認識していただいておりますので、ここに書き加えるかどうかはまたご相談ということでよろしいでしょうか。 では、大まかな内容としてはこれでご了解いただいたということで、追記の部分については座長と事務局の打ち合わせで決めさせていただくということでよろしいでしょうか。 
 各委員 異議なし。 
 今村委員長 では、そのように進めさせていただきたいと思います。 

 

 （３）その他 
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今村委員長 それでは、３つ目の議題、その他でございますが、事務局から連絡があるようですので、ご説明お願いします。 
 事務局 （今後のスケジュールについての説明：省略） 
 ４．閉会 

 今村委員長 委員の皆さま方にはこの困難な議論におつき合いいただきましたことを心から感謝申し上げます。私が知る限り、他の県よりはいい計画になっていると思います。医療からやっていける分も正確に盛り込んでもらっていると思いますし、何が問題かというところまで隠さず載せてもらっているという意味ではいい計画だと思います。ただ、いかに困難かというのは今日の議論でもはっきりしていると思うので、これを実施していくことの困難性ということを県、事務局も認識していただいて、これは各市町村もそれぞれの思惑があるとは思いますが、それぞれ認識していただくということを引き続き県からも情報提供していただくということをお願いできればと思います。 では、最後ですので事務局へ進行を返したいと思います。本日はありがとうございました。 
 土井健康福祉部長 ありがとうございました。色々と委員長にはおまとめをいただきました。また、各委員の皆さまからもご配慮をいただくご意見を頂戴しまして、本当にありがとうございます。 委員長におまとめいただきましたそういったご意見等につきましては、早急に検討させていただいて、委員長にご説明の上、できるだけ３月８日の厚生委員会の方にはその検討の方向性等につきましてもご報告できるよう作業を進めさせていただきます。また、ご指摘いただきましたように分析資料等もできるだけ早急に委員の皆さまにご報告できるように対応させていただきたいと思います。 どうもありがとうございました。 
 事務局 それでは、本日の会議は終了させていただきます。１年間の貴重なご意見を賜りまして、ありがとうございました。 
 了 


