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第２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４年６月２２日（水） １４時００分～１５時４５分 

 

（２）場所 宇治市産業会館 多目的ホール 

 

（３）出席者 

 １ 委員 

   岡田まり会長、池田正彦副会長、桂敏樹委員、松田かがみ委員、中村長隆委員、

藤原秀太委員、関戸安夫委員、桝村雅文委員、西村三典委員、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、福井康晴委員 

   （欠席 空閑浩人委員） 

 

 ２ 事務局 

   健康長寿部     星川部長、波戸瀬副部長 

    長寿生きがい課  浦井課長、雲丹亀副課長、畑下主幹、横山主幹、田辺係長、 

             池本主任、清水主事 

    健康づくり推進課 田口課長、三好副課長 

    介護保険課    富治林課長、植村副課長、中村主幹、山口係長、北主任、 

             尾崎主任、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 協議会委員の変更及び事務局の異動について 

 ３ 宇治市の高齢者等の現状について 

 ４ 取組と目標に対する自己評価シート（令和３年度）について 

 ５ 意見交換等 

 ６ 在宅介護実態調査について 
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 ７ 意見交換等 

 ８ 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 協議会委員の変更及び事務局の異動について 

   〇新たに就任される委員の報告 

   〇事務局の紹介 

    

 ３ 宇治市の高齢者等の現状について 

   〇資料１に基づき説明 

 

 ４ 取組と目標に対する自己評価シート（令和３年度）について 

   〇資料２に基づき説明 

 

 ５ 意見交換等 

  

委 員： 

 

 私の住んでいる槇島地域の小地域ケア会議では、地域の医者などた

くさんの方に参加いただいた。それぞれ意見を出しホワイトボードに

課題を５０件ほど書き出した。その課題を一つでも解決していくこと

が高齢者だけでなく、地域に住む住民にとって必要なことである。ケ

ア会議のその後の進展状況について定期的にフィードバックしてほし

い。地域住民と包括がそれぞれ役割を持って一歩前進できれば、槇島

だけでなく宇治市全体としてのモデルケースとなる。難しいこと、達

成できたことをきっちり示すことができれば良い。 

  

委 員： 

 

 

 包括支援センターが６か所から８か所に増えたが、まだまだ知名度

が低い。場所が分かりにくいだけでなく、場所も悪いという問題もあ

る。高齢者だけではなく子どもの支援も行うなど複合的なサービスを

提供し、必ずそこに行けば用事を済ませられるという場所を作るべき

ではないか。 

包括支援センターについては、全国的なケアマネジャー不足によっ
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て職員がケアプラン作成に時間を取られ、本来の地域での活動ができ

ない状況。コロナの影響もあるが、本来は年に数回開催すべき小地域

ケア会議はせいぜい年１回の開催といったところである。今はコロナ

の影響で十分に議論できているとは言えないが、この先、包括支援セ

ンターの在り方を検討する必要がある。 

  

委 員： 

 

 資料１について、後期高齢者の数が増えており今後も増加する傾向

にあるとのことだが、京都府や全国と比べてどうなのか。数より伸び

率の方が大事だと思う。 

 テレビで、高齢者の定義を６５歳から７５歳に変えてはどうかとい

う話題が取り上げられていた。統計上高齢者の比率が高くなるから定

義を変えた方が良いという問題ではなく、生活の実態として高齢化社

会をどう考えていくのか、ということとの関連において、高齢者の定

義について行政の考えを聞きたい。 

  

事務局： 

 

 現在、高齢者の定義は法律によって６５歳以上となっている。将来

的には、令和２２年（２０４０年）に団塊ジュニアが高齢者になると

ころで高齢者数がピークになる。先ほどの説明の中で、高齢者の就労

率が上がっているという話をしたが、そういったことも含めてさまざ

まな状況の中で、高齢者の定義というのは国民的な議論が必要である。

その議論の中で定義が変わっていくこともありえると考えている。 

また、先ほど意見のあった子どもの支援との関係だが、包括支援セ

ンターは市内に８か所あり、小学校区を意識した設置数となっている。 

一方、子育て支援拠点は中学校区ひとつあたりに１か所で市内には１

０か所設置している。民生委員の活動については小学校区を意識して

おり、全て校区が基本となっている。高齢者を支援する包括支援セン

ターと子育て支援拠点は、今は分かれているが、民生委員も含めて連

携する仕組みは大事であると考えている。 

  

委 員： 

 

包括支援センターも元々は中学校区にひとつという考え方でスター

トしているが、運営していく中で、民生委員が小学校区ごとに設置さ

れているということで包括も小学校区を重ねて設置している。子育て

支援拠点も基本的な考え方が同じであるならば、数を合わせ、１０か

所あるなら包括も１０か所にすれば良い。 

また、包括支援センターは委託先があり、委託先の事業所の中に包

括支援センターがある状態。色んな年齢層の方が住んでいても知って

いる人と知らない人がいる。市が一括した事務所を設置した場合、市

の出先機関としていろいろな機能を任せることができるし、人的資源
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をもう少し効率よく配置できるように思う。そうすれば市の職員が朝

から車であちこち訪問しなくても良くなるのでは。 

  

事務局： 

 

 今のご意見は、公共施設をどうしていくのかという大きな話になる

ので、宇治市として今後の公共施設の在り方について議論する中では

いただいたご意見を踏まえて議論すべきであると考える。 

  

委 員： 

 

 資料１の９ページ、年齢階層別の 1人あたり費用額について質問が

ある。若年層は精神疾患を抱えている方が多く、年齢が上がると精神

疾患が上位から外れていくという結果になっているが、これは最近の

傾向なのか、それともずっとこうなのか。 

フレイル対策など高齢者に対する施策を取り組んでいる中で、精神

疾患を抱える人が近年増えているのであれば高齢化しても精神疾患患

者は減らないだろう。それならば早い段階から精神疾患に対する施策

を取り入れるべきなのではないかと思う。 

  

事務局： 

 

 大きく流れが変わっているものではない。若年層が医療機関にかか

る病気は生活習慣病というよりも精神疾患が多い。その後生活習慣病

が進む年齢になると精神疾患以外の病気が増えてくる。また、年齢が

進むと精神疾患と生活習慣病両方にかかる方も出てくるため、高血圧

症疾患等が上位に上がってくる。 

  

委 員： 

 

 費用額だけ見ると、５０代以降も精神疾患が上位にきてもおかしく

ないのではと思うが、年齢が上がるにつれて、精神疾患にかかる医療

費が減っているのか。 

  

事務局： 

 

分析が進んでいるわけではないのではっきりとしたお答えはできな

いが、おそらく世代間の差があるのではないか。今の高齢者は若い時

に精神科にかかる人が少なかったが、今の若い世代は精神科にかかる

人が増えてきた、ということもあるのではないかと推測する。 

高齢者以外も含めた広い範囲での課題であると認識している。 

  

委 員： 

 

 京都府下の他市町村と比べて見た場合、どの市町村も同じ傾向なの

か。 

  

委 員： 

 

 傾向はどこも変わらないのが実態である。高齢者の方々は循環器系

の疾患が薬代を含めてどうしても医療費がかかる。 

 数は少なくても高額な医療費がかかる疾患が上位にきている。 
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委 員： 

 

 精神疾患の話が出たので、在宅での実態をお話ししたい。 

 精神疾患・認知症の区別が難しい高齢者が多い。また、精神疾患と

診断がついてないがなんとなく生活をしていて、そのうちＡＤＬが下

がってきて介護保険が導入されて初めて何十年前から精神疾患だった

のではないかと診断されるケースもある。 

精神疾患は、テコ入れする制度が整っていないように思う。精神科

の在宅医が訪問する事業が、潜在的な精神疾患患者数に追い付いてい

ないため、包括支援センターの職員が相当な覚悟を持って訪問しなけ

ればならない。あちこちで焦げ跡のある家に丸腰で訪問しなければな

らないケース等もあり、警察も出動したりと、医療を受けてもらうこ

とすら大変なケースも多々ある。もっと別の支援がないと助けられな

い。助けられないということは、ご近所の方だけでなく、ファースト

アタックされる包括支援センターの職員にも危険が伴う。 

  

委 員： 

 

 

 在宅医療と介護の連携について、市民に「主治医は誰ですか」とい

う質問をすると、あらゆる先生の名前があがってくるが、本来は高齢

者の場合は在宅診療をしていただける先生が主治医であるべき。しか

し、大学病院の先生を主治医とする方が多い。主治医の考え方を市民

にもう少し丁寧に説明していくべきだと考える。 

  

委 員： 

 

 教育として、今は研修医のカリキュラムの中に「地域医療」という

枠があり、在宅の現場を見せる教育が制度としてある。その中で積極

的に介護施設も見てもらうようにしている。病院に勤めている医者は

介護施設のことを知らないという人も多いが、教育としてテコ入れは

始まっている。また、医者を登録して国がすべて把握し、各地域で医

者の分配をしていく取組も始まりかけており、いずれは地域格差を無

くしていこうという考えの下、国は動いていると思う。 

 主治医について、「かかりつけ医を持ちましょうと言われるが、病院

にお願いしても、たまに風邪をひいた時に行くくらいではかかりつけ

医になってもらえない」という市民の声も聞いており、かかりつけ医

という言葉の意味を医者と市民が両方同じ認識を持たないといけない

と感じている。 

  

委 員： 

 

 資料２で課題として挙がっているケアマネ不足について意見があ

る。 

 在宅介護支援、いわゆるケアマネが担当している件数だが、一人当

たりの受け持ち件数は、３年前は約３５件が標準で、最大３９件まで
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持てた。今は上限が緩和され一人４４件まで持てるようになった。自

分の周りでは、３年前は３５件持っていたケアマネが、今は４０件前

後をひとりで担っていることが多い。それでいて総件数が増えていな

いということは、ケアマネの実人数が増えていないのではないか。 

給与の問題で、介護職の処遇改善加算というのがここ数年手厚くな

っている。そうするとケアマネになるより介護職で働いているほうが

給与が高いのが実態である。介護職として現場で経験を積んでケアマ

ネの試験に受かっても、いざケアマネになったら給与が下がってしま

う。就職フェアなどで人材を呼び込む入口の支援が大事なのも分かる

が、現任のケアマネを何とか盛り上げていける施策を考えていただけ

ればと思う。 

  

事務局： 

 

 ケアマネ不足というのは全国的にいわれており、宇治市でも切実な

問題である。 

おっしゃる通り、構造上ケアマネになると給与が下がりかねないと

いう現状があり、介護報酬については加算が付くのが現場の職員に対

してのみとなっている。 

宇治市独自に何ができるのかは難しいところだが、ケアマネ向けの

研修については充実させており、力を入れているところである。今年

度については予定している研修は定員がいっぱいになっている。 

処遇面については市として国に要望するとともに、実務面での支援

にも力を入れていきたいと考えている。 

  

事務局： 

 

 処遇の部分については課題が大きくなっており、本来はそこに抜本

的に手を入れられたら良いので、市として国にしっかりと要望を上げ

ながら解決に向けていきたいと考えている。 

 評価の部分については、我々もケアマネとしっかり交流をして、何

かしらモチベーションを上げる方法については考えていきたいと思っ

ているので良いアイデアがあればご教示いただきたい。 

   

委 員： 

 

 報酬が低いことも問題だが、それ以上に「やりがい」を示せていな

いことも問題だと思う。在宅で介護を受けている方は、ケアマネで人

生が変わるという話をよく聞く。ケアマネがいかに利用者に感謝され

ているか、ケアマネの働きでどれだけ病気を予防できているか、とい

うのは医者から見てよく分かる。そういった部分を医者からケアマネ

に伝えたり、プラスアルファの関わりをしないケアマネには「もっと

こうした方が良い」とアドバイスをしたり、お互いに高めあっていく

関係を築いていければ良い。やりがいがあって、お金に換えられない
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ものを与えている仕事だと感じるケアマネが増えたらと思う。 

  

委 員： 

 

 施設で働いている職員を見ていると、何年か働いたら介護福祉士の

試験を受ける者は多いが、その先にケアマネの試験を受けようとする

者は少ないように思う。施設にいるケアマネを見ていると、数も少な

くいつ見ても忙しそうなイメージがある。ケアマネがどんなことをし

ていてどういうやりがいがあるのかということを把握できていない。

ケアマネの仕事がどのようなもので、どのようなやりがいがあるのか、

ケアマネから直接聞く機会があれば良いのではないか。在宅医やケア

マネやこれからケアマネになろうとしている者が交流できる機会があ

ればケアマネになりたいと思う人も出てくると思う。 

   

委 員： 

 

ケアマネをやっていて一番やりがいがあるのは、利用者のことが気

になったらすぐ様子を見に行けることである。訪問介護であればケア

プランの下に訪問するし、デイサービスであれば来ていただいて初め

て利用者と接することになるが、ケアマネは気になったら見に行く、

ということが仕事上できる。寄り添うという意味ではそれがものすご

く大きなアドバンテージになる。 

在宅医療とも繋がるが、終末期をしっかりと過ごせた、つまり最期

の時間を一緒に過ごせて医師や看護師と連携してその方の人生をお見

送りできたときにやりがいを感じる。在宅医療・介護連携でも看取り

やアドバンスケアプランニングの部分を色濃くしていけば、ケアマネ

のやりがいや誇りはもっと保たれると思う。その上で、報酬が上がれ

ば更に良い。 

  

委 員： 

 

 介護施設は変則勤務もあるので仕事をしながらケアマネの試験の勉

強をするのが難しく、ケアマネの試験を受ける人自体が少ないのもケ

アマネ不足の要因にあるのではないか。試験に受かってケアマネにな

っても賃金が少ないというのも残念。 

 ケアマネの研修について、定員がいっぱいという話だったが、受け

たくても漏れてしまう人が出るのはもったいない。ユーチューブで公

開する等の工夫をすれば良いのではないか。 

  

事務局： 

 

 コロナの影響もあり、研修等はＺＯＯＭを使って実施しているケー

スもあるので、定員が溢れた場合はそういった工夫をして枠を広げて

実施することも検討したい。 

  

委 員：  在宅医療・介護を支える方々は、待遇が悪くても良い仕事だと思っ
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 て頑張っていると思うが、ケアマネ自身が「良い仕事をやっています」

などと自己ＰＲをするのは中々難しいので周りからは見えにくい。ケ

アマネがどれほど重要な役割を担っているのかを市としてＰＲしてい

ただければと思う。その中で、こういった仕事をやってみたいと思う

人がいれば、それができるような仕組みが確立されていけば良いので

はないか。そういったことも資料２の対応の方向性に付け加えていた

だければと思う。 

  

委 員： 

 

 ６月９日付の京都新聞に「介護施設整備 事業所が辞退」という見出

しで公募内定後辞退についての記事が出ていた。資料２を見ていると、

これが北宇治のことだと分かるが、その他も公募はしたものの応募な

しが３件で、４件の施設整備について令和３年度については公募した

ものの整備できなかったとある。自己評価は△になっているが、限り

なく×に近い△であると思う。 

これらはどんな内容で公募したのか。宇治市内の事業所だけでなく

宇治市外の事業所でも良かったのか。社会福祉施設や医療関係の団体

以外も参画できたのか。また、施設に求める業務内容はどのようなも

のだったのか。 

  

事務局： 

 

 公募については、社会福祉法人や医療法人でないといけないという

ことはない。 

 場所がない、人がいないという問題もあるが、以前に市内でグルー

プホームを運営されている法人に話を聞いたところ、大きな問題は新

しく建ててもそこで中心になって動いていく人材がいないということ

だった。運営の中心となる人材が育てられていないため、施設を建て

て、そこで働く人を集めるところまではできても、その後運営ができ

ない、ということである。これは先ほどまでのケアマネ不足の話にも

つながるが、中心になって動ける人材をどれほど育てられるかという

ことが大きな課題としてあると認識している。 

施設整備そのものは日常生活圏域の縛りを取り外して、広い範囲で

再公募していこうとは考えているが、大元の課題が人材面にあるとい

うことで、そちらの対応も考えていかないといけない。 

  

委 員： 

 

 地域ごとに公募をしていると思うが、宇治市全体としてグループホ

ームの必要性を考えたときに、地域にこだわらず市のどこかに整備す

ることができたら宇治市民のグループホームのニーズは満たされると

思うがどうか。 
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事務局： 

 

 今回の整備計画については、第８期計画に則ってそのまま公募させ

ていただいている。ハード整備は市としても重要視している部分であ

り、今回は厳しい結果となってしまったと認識している。 

 先ほど説明した人材確保という観点と、新型コロナウイルスの影響

で建設資材の確保が難しいという点、またウクライナ情勢や円安とい

った問題で長期的な資金計画が立てにくい状態になっているのが、整

備が進まない要因であると考えている。様々な観点から宇治市として

どのような支援策が考えられるのかこの場でもご意見をいただきた

い。 

 また、公募については圏域ごとに募集はしているものの、他の地域

を受け付けないというわけではない。 

  

 

６ 在宅介護実態調査について 

   〇資料３に基づき説明 

 

７ 意見交換等 

 

委 員：  サンプルを６００件確保したら終了ということだか、何％なのか。 

  

事務局： 

 

 認定者数が約１０,９００人なので、その内６００人となると５％強に

なる。 

  

委 員：  割合は国で決められているのか。 

  

事務局：  人口規模によってそれぞれ定められている。 

  

委 員：  被保険者番号を書かせるようになっているが、個人を特定する必要はあ

るのか。 

  

事務局： 

 

 個人を特定することは同意を得た上で、要介護度と紐づけており、収集

後に分析できるようにしている。 

  

委 員：  対象者が、更新と区分変更と書いてあるが、比率はどのようにされるの

か。アトランダムなのか。 

  

事務局：  特に区別はせず、調査に行った順になるのでアトランダムである。 
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委 員：  まだ国から正式に示されていないとのことだが、これは暫定的なもので

宇治市としては内容は検討中という認識でよいのか。 

  

事務局：  よい。特に変更が無ければこのような形で実施する。 

 

 

８ 閉会 

 

    ― 会議終了 ― 

 

 

Ⅲ 配付資料 

 

 １ 会議次第 

 ２ 座席配置表 

 ３ 資料１宇治市の高齢者等の現状について 

 ４ 資料２取組と目標に対する自己評価シート（令和３年度）について 

 ５ 資料３在宅介護実態調査について 


