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第１回 宇治市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 

推進協議会 会議録 
Ⅰ 会議の概要 
 
（１）日時 令和３年６月２３日（水） １４時００分～１６時００分 
 
（２）場所 宇治市生涯学習センター 第２ホール 
 
（３）出席者 
 １ 委員 
   岡田まり会長、池田正彦副会長、松田かがみ委員、中村長隆委員、浦一良委員、

関戸安夫委員、桝村雅文委員、小松一子委員、山下裕美委員、大字裕子委員、 
中村麻伊子委員、星川修委員 

   （欠席 空閑浩人委員、桂敏樹委員、西村三典委員） 
 
 ２ 事務局 
   藤田部長（健康長寿部） 
   長寿生きがい課  浦井課長、田口副課長、畑下主幹、原係長、加島係長、 
            池本主任、清水主事 
   健康づくり推進課 中川係長 
   介護保険課    富治林課長、藤本副課長、中村主幹、山口係長、石垣主任 
    
 ３ 傍聴者 
   一般傍聴者：２名 
   報道関係者：１名 
 
（４）会議次第 
 １ 開会 
 ２ 委嘱状等交付 
 ３ 市長挨拶 
 ４ 正副会長の就任 
 ５ 正副会長挨拶 
 ６ 自己紹介 
 ７ 宇治市高齢者保健福祉計画・第８期介護保険事業計画について 
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 ８ 取組と目標に対する自己評価シート（令和２年度）について 
 ９ 意見交換等 
 10 閉会 
 
Ⅱ 会議の経過・結果 
 

１ 開会 
  〇欠席委員の報告 
  〇会議の傍聴及び公開に関する確認 
 

 ２ 委嘱状等交付 
   〇松村市長より委員に委嘱状等の交付 
    
 ３ 市長挨拶 
   〇松村市長より挨拶 
 
 ４ 正副会長の就任 
   〇会長、副会長の選任 
 
 ５ 正副会長挨拶 
   〇岡田会長及び池田副会長より挨拶 
 
 ６ 自己紹介 
   〇各委員より自己紹介 
   〇事務局より自己紹介 
 
 ７ 宇治市高齢者保健福祉計画・第８期介護保険事業計画について 
   〇資料①に基づき説明 
   〇宇治市高齢者保健福祉計画・第８期介護保険事業計画に基づき説明 
 
 ８ 取組と目標に対する自己評価シート（令和２年度）について 
   〇資料②に基づき説明 
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 ９ 意見交換等 

  

委 員： 
 

 ３点質問がある。 

 計画書３２ページ 骨粗しょう症の実施回数等において、平成３０

年度以降に６５歳以上の記載がないのはなぜか。 

 計画書３５ページ パワリハトレーニング教室、セルフパワリハは

好評につき、定員を超えた応募がある。フレイル予防の観点からも、

これらの事業の拡充が望ましい。拡充の予定はあるのか。 

 高齢者人口の増加に伴い、介護人材の育成が重要である。介護者が

やりがい・生きがいを持って従事できるよう研修を実施されている。

平成３０年度から、ケアプラン作成研修を年１０回実施されているが、

同じ研修を１０回開催しているのか、それともシリーズものなのか。

また、介護にとって、自立支援は大切なことの一つである。この点も

踏まえて教えてほしい。 

  

事務局： 
 

 骨粗しょう症について、回答する。骨粗しょう症の予防については、

若い段階での健康教育が必要であることから、若い方を中心に事業を

実施している。６５歳以上の方については、介護予防の教室をメイン

に事業を実施することとし、平成３０年度より、骨粗しょう症に関す

る教室は実施していない。 

  

事務局： 
 

 パワリハトレーニング教室、セルフパワリハについて、回答する。

パワリハトレーニング教室については、週２回短期的に集中して実施

しており、地域で継続して行うためのきっかけづくりとなるよう取り

組んでいる。パワリハトレーニング教室参加後に、セルフパワリハへ

の参加や地域での自主グループ化につながるよう事業を実施してい

る。できるだけ多くの方が参加できるよう検討する。 

  

事務局： 
 

 研修に関する質問について、回答する。福祉人材研修については、

内容を変えて年１０回実施している。ケアプラン作成に関する基本的

なものから、ケアに関する対人援助の方法、コミュニケーション能力

向上、看取りについて等さまざまな研修を実施している。昨年度の参

加人数は２１５名であった。また、新型コロナ感染症感染拡大防止と

して、一部を集合研修からオンライン研修に切り替えて実施した。 

  

委 員： 
 

福祉人材研修については、内容的に良いラインナップで充実してい

る。すそ野の拡大も重要であるが、今の人材を維持していくことも重

要である。入口が増えても、どんどん出ていっているのが現状である。
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そこを改善できなければ、人員は維持できても質は確保できない。 

計画書１６４ページ 在宅医療・介護連携についての意見であるが、

日常の療養支援、急変時の対応、看取りについては、在宅医や訪問看

護が力を発揮し、スムーズに連携できていると思う。一方、入退院支

援については、入退院時に様々なものが途切れ、ケアマネジャーもそ

こで苦労している。入退院支援を充実できれば、下の図のように４つ

の場面が上手く機能し連携が進むと思う。 

  

委 員： 
 

 密で利用者と接する必要のある介護従事者にワクチンがまわってい

ない。介護現場を守るため、早急に介護従事者にワクチンを接種でき

るのが望ましい。 

 在宅医療・介護連携については、充実すべき項目がたくさんある。

一方、資料②１６ページ 居宅療養管理指導の実績をみると徐々に増

えている。これは訪問往診を実施した場合に計上されるものであるこ

とから、在宅医療に参入している医師が増えたことが読み取れる。ま

た、訪問看護の実績も増えていることから、医療・介護の連携が進ん

でいることが分かる。 

  

事務局： 
 

 ワクチン接種について補足をする。事前登録制ではあるが、予約キ

ャンセル等でワクチンが余った場合、登録事業所に声掛けをし、介護

従事者のワクチン接種を進めている。現在、順調で、半数以上は進ん

でいる。 

  

委 員： 
 

 日本の医療制度はややこしく、市民に分かりにくい。例えば、骨折

し、リハビリを行わず、介護保険を使われる方がいる。リハビリ専門

の病院もある中、勿体ないケースである。市民が適正な医療を受けら

れるよう制度について説明してほしい。 

 また、レセプトからリハビリを適正に利用できているか検索できる

のか。 

  

事務局： 
 

 後期高齢者医療のレセプトについては、宇治市で確認はできない。

医療・介護の一体化の中で、ＫＤＢシステム等を活用しながら、どの

ようなことができるのか検討したい。周知啓発については、後期高齢

者保険の案内時に対応する等検討したい。 

  

委 員： 
 

医療・介護の制度について、元気な方は知らない割合が高い。コロ

ナワクチン接種で、外にも出られずかかりつけ医もおられない方が一

定数おられることが判明した。社会資源があるにも関わらず、活用さ
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れていない。どのように生活されているのかと思う。医療・介護の制

度については、その場にならないと考えられない方が多いと思う。 

また、病院の退院支援に関わる問題もある。病院は短期で退院して

ほしい。退院されリハビリ専門病院に行かれる方、すぐに自宅に帰り

たい方等さまざまである。退院後、介護保険や地域でのサービスに移

行し、医療とのつながりがなくなってしまう。つながりがないところ

で状態が悪化するケースがある。病院側がつながったリハビリを提供

することで、適正な介護保険の利用ができるのではないか。 

在宅医と病院が勉強会や交流会を行い、病院の方、特に退院支援担

当に在宅の現場を知ってもらうことで上手く連携できるようになると

思う。この地域では、病院と在宅医との連携が比較的進んでいると思

う。医師会としても連携が進むようサポート等検討する。 

  

委 員： 
 

 リハビリテーション病院では、利用者が在宅となる場合、自宅に赴

き、今後の生活にかかわる支援を行う制度がある。こんな良い制度を

使わないのは勿体ないと思う。 

  

委 員： 
 

 各関係者が制度について、把握したうえで退院支援を進められれば

よい方向に向かうと思う。 

  

委 員： 
 

 自己評価シートに人材確保のため就職フェアの開催と記載がある。

就職フェアが功を奏していないと感じる。就職フェアだけでなく、本

協議会での意見を踏まえ、さらなる施策の充実が必要である。 

 在宅医の役割は大変重要である。コロナ禍において、在宅医も自身

の感染を危惧しながら従事されていると思う。在宅医が一人罹患され

た場合、大きな影響が生じる。そのあたりのバックアップ体制は整っ

ているのか。 

 ケアプランに基づき、ケアを実施し、要介護状態が改善することも

ある。そこを評価指標とできないか。 

  

事務局： 
 

 人材確保について回答する。就職フェアがなかなか就職に結びつい

ていない。入口のところでいきなり介護ではハードルが高いように感

じるため、今年度より、入門的研修の充実を図り、すそ野を広げてい

る。また、昨年度、試行的に３９支援員養成講座と入門的研修を合わ

せて実施したところ、コロナ禍ではあるが、受講者が増えた。 

 人材の定着については、各事業所と意見交換をしながら検討してい

きたい。 
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委 員： 
 

 在宅医のバックアップ体制として、在宅往診患者を多くかかえる医

師が倒れた場合、医師会会員でカバーできるよう体制を整えている。 

個々の医師としては、予防着を着用する等の対策はしている。発熱

の患者を最後に訪問する等の工夫もしている。 

 また、保健所と医師会でコロナ在宅待機の方を対象にアンケートを

実施した。その結果を踏まえ、充実内容等を検討している。 

  

委 員： 
 

 ケアマネジャーはケアプランを作成し、自立支援を目指している。

リハビリの介入や家族とのかかわり方が変わるだけで、生活のしづら

さが減る。介護度が下がるのは目指すべき方向である。一方、介護度

が３から２になり、デイサービスが思った回数いけなくなる。また、

要介護から要支援に改善したが、地域包括支援センター、事業所とも

にキャパオーバーで受け入れできず、支援迷子となるケースもあった。

今後、そういったことを想定し検討していかなければならない。 

 ケアマネジャーの課題であるが、リハビリを使ったら使いっぱなし

となっているケースがある。限られた資源であるため、そこをうまく

循環させ、道筋を立てる必要がある。その視点でケアプラン点検や給

付費の適正化を実施すれば、各事業所のケアマネジャーによい影響を

与えると思う。 

  

委 員： 
 

 要介護度の改善は、本人、家族、ケアマネジャー、主治医等の各関

係者が取り組んだことにより達成できるものである。評価ポイントに

するのもよいが、実際の評価に反映させるのは難しい。高齢者につい

ては、機能として下がっていく中、維持するだけでも評価すべきであ

る。 

  

委 員： 
 

 要介護度の改善を評価軸にするのは、大変難しいと思う。感情的な

ものであるが、ケアプラン点検等の中で、成功事例として取り上げて

もらえれば、ケアマネジャーのやりがい・励みに繋がると思う。 

   

委 員： 
 

 自己評価シートについては、数値目標に対する達成状況をメインの

評価としている。研修の中で成功事例を共有し学ぶことは、研修の効

果が非常に高いと言われている。可能であれば、評価の中に質的な部

分を取り入れるのもよいと思う。 

  

委 員： 
 

 一つでも達成できていない項目がある場合、自己評価を△とされて

いる。厳しい評価ではあるが、総合的な分析を聴きたい。 

疑問点の質問であるが、資料②１１ページ 介護予防・日常生活支
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援総合事業の実績見込みが計画書と異なるのはなぜか。 

生活支援型訪問サービスについて、計画値では増加を見込んでいた

が、実績は真逆に減少している。計画値の立て方についての課題を分

析しているのか。 

一方、一般介護予防事業については、計画値に比して実績が伸びて

いる。この事業により、要介護者の減少や、在宅復帰等の結果が出て

いると思う。結果を分析した評価を伺いたい。 

  

事務局： 
 

介護予防・日常生活支援総合事業の実績見込みについては、資料②

が最新の数値となっている。 

介護予防・日常生活支援総合事業は平成３０年度からスタートした

もので、計画値の設定等難しかった。実際には、高齢者人口や対象者

数を見込んで計画値の設定を行った。令和２年度については、コロナ

の影響があったものと考えている。 

  

事務局： 
 

 一般介護予防について、平成３０年度・令和元年度は介護予防教室

の拡充や自主グループ化により、計画値を大幅に上回った。令和２年

度については、コロナの影響により実績が伸びなかった。 

  

委 員： 
 

 計画値と実績との乖離をみるのも大事だが、社会情勢等に照らし合

わせ、計画値の見直しを行うことも必要である。計画値の見直しにつ

いても、課題と対応策の中で考えていければよいと思う。 

  

10 閉会 

 

    ― 会議終了 ― 

 

Ⅲ 配付資料 

 

 １ 会議次第 

 ２ 席次表 

 ３ 資料①宇治市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画推進協議会について 

 ４ 資料②取組と目標に対する自己評価シート（令和２年度）について 

 ５ 資料②取組と目標に対する自己評価シート（令和２年度）について補足 

 ６ 宇治市高齢者保健福祉計画・第８期介護保険事業計画 
 ７ 宇治市高齢者保健福祉計画・第８期介護保険事業計画（概要版） 


