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南部町介護保険運営協議会 

 



会 議 録（ 要 旨 ） 

会 議 名 令和２年度第３回南部町介護保険運営協議会 

開催日時 令和２年 12 月 17 日（木）  開会：午後５時 57 分  閉会：午後７時 10 分 

開催場所 南部町健康センター ２階 集団指導室 

出欠状況 

 役職名 氏 名 所 属 出欠 

１ 会長 西村 博史 有限会社 サンライズ 出  

２ 副会長 山田 賢司 南部町議会教育民生常任委員会  欠 

３ 委員 新井山 美智子 南部町民生委員児童委員協議会 出  

４ 委員 立花 才 南部町社会福祉協議会 出  

５ 委員 本多 悟 介護老人保健施設 孔明荘 出  

６ 委員 小泉 哲 介護老人福祉施設 ハピネスながわ 出  

７ 委員 角沢 歩 グループホーム赤ずきん 出  

８ 委員 丸山 康子 株式会社 絵夢プランニング  欠 

９ 委員 島脇 和子 ふくち在宅介護支援センター 出  

10 委員 工藤 愛 三老デイサービスセンター八幡のゆ 出  

11 委員 夏堀 健一 被保険者代表（第２号） 出  

12 委員 根市 裕明 被保険者代表（第１号） 出  

13 委員 東山 惠子 利用者家族代表 出  

14 委員 大久保 文雄 国民健康保険 南部町医療センター  欠 

15 委員 中村 純子 中村歯科医院  欠 

事務局  健康福祉課職員（16 人） 

協議事項 

１．開会 

２．会長あいさつ 

３．議事 

（１）第８期南部町介護保険事業計画・高齢者福祉計画期間中における事業施策 

（事業概要）について 

（２）第８期南部町介護保険事業計画・高齢者福祉計画期間中の介護サービス量 

等の見込みと保険料について 

４．その他 

５．閉会 

会議資料 別紙のとおり 

担  当 南部町健康福祉課 介護保険班 

 

 

 

 



別紙 

令和２年度第３回南部町介護保険運営協議会 会議資料 

 

１．開会 

 

２．会長あいさつ 

本協議会の会長を務めております西村でございます。本日は年末のお忙しい中、ご出席をい

ただきありがとうございます。 

まず、新型コロナウイルス感染症に関することですが、県内では少数ではありますが、依然

として新規感染者の発生が続いております。 

青森県及び管轄の保健所では、濃厚接触者の特定が進み、現時点において、感染拡大は限定

的と見込んでおります。 

本日ご出席の皆様も、介護施設・医療機関等で働いている方が多数いらっしゃいます。終息

見通しが難しい状況ではありますが、この新型コロナウイルス感染症の早期封じ込めに向け

て、引き続き感染予防に努めていただきたいと思います。 

本日の案件は、「第８期介護保険事業計画・高齢者福祉計画」に関する議事２件でありま

す。新型コロナウイルス感染防止対策として短時間で進めるため、委員の皆様のご理解とご協

力をお願いいたします。 

 

３．議事 

※新型コロナウイルス感染防止対策として短時間で進めるため、事務局からの一括での説明 

 

（１）第８期南部町介護保険事業計画・高齢者福祉計画期間中のおける事業施策（事業概要）に

ついて 

 

資料 1-1、資料 1-2 に基づき、第８期南部町介護保険事業計画・高齢者福祉計画期間中にお

ける事業施策（事業概要）について、事務局より説明。 

 

 

（２）第８期南部町介護保険事業計画・高齢者福祉計画期間中の介護サービス量等の見込みと保

険料について 

 

資料 2-1、資料 2-2 に基づき、第８期南部町介護保険事業計画・高齢者福祉計画期間中の介

護サービス量等の見込みと保険料について、事務局より説明。 

 

※説明終了後、事業名【19】健康づくり体操の普及（新規事業）、体操用に現在編曲中である

合併記念 10 周年記念ソング「３つの花」のＤＶＤを委員に公開する。 

 

 

 

 

 

 



質問 第８期事業計画では、第７期事業計画より細かく目標値が設定されていると思われる

が、理由を教えてほしい。 

回答 前回（2017 年）の介護保険法の改正により、介護保険事業計画が強化され、市町村が

自ら「目標値を設定する」ことが義務付けられた。その取り組みの結果や実績を評価

し、必要であれば見直し（ＰＤＣＡサイクル）を行うこととしている。第８期事業計

画では、第７期事業計画より細かく目標値を掲げ、取り組む予定である。 

 

 

質問 新規事業の取り組みが多数あるが、取りやめる事業はあるのか教えてほしい。 

回答 これまでの事業をとりやめるものはない。事業の見直しにより、方法を一部変更した

り、効率化のため委託することも考えている。 

 

 

事業名【18】健康増進計画（すこやか南部 21）の推進 

質問 健康増進計画（すこやか南部 21）の評価は、目標値（数字）で示すことは難しいのは

ないか。 

回答 健康増進計画は、健康づくりに関する様々な事業の計画であり、介護保険事業計画で

すべてを評価するものではない。目標値（数字）で示すことができない事業もあるの

で、計画策定時には吟味する。 

 

 

事業名【56】介護職の魅力向上ＰＲ活動 

意見 新規事業として「介護職の魅力向上ＰＲ活動」とある。現在、介護事業所で勤務して

いる方の就職の希望理由は、「学生の時に、同じような介護職のＰＲ活動によるもの」

であった。とてもすばらしい取り組みであり、また、介護職以外にも看護職等もある

ので、是非ともこの事業をお願いしたい。 

 

意見 新規事業として「介護職の魅力向上ＰＲ活動」を行う場合、学校の年間計画に取り組

む必要があるので、教育委員会と連携した方がいいのでは。 

 

意見 小中学校のほか、近隣の高校でも行ってほしい。長期休業時（夏休み・冬休み）にア

ルバイトに来たりし、より将来像に近い状態で受け入れている。 

 

意見 社会福祉協議会の事業として、小中学校に訪問し、高齢者の擬似体験や盲導犬を連れ

ての福祉教育も行っている。介護職も魅力のＰＲ活動を是非お願いしたい。 

 

 

事業名【52】介護分野の文書に係る負担軽減の取組について 

質問 書類の簡素化やＩＣＴの活用について、具体的にどのように取り組みを考えているか。 

回答 少子高齢化が進展し、介護分野の人的制約が強まる中、専門人材の利用者のケアに集

中し、ケアの質を確保するために介護現場の業務効率化は急務であり、その一つとし

て文書に係る負担軽減が求められている。 

国では、「社会保障審議会介護保険部会」に専門委員会を設置して議論を開始しており、



令和２年度中に検討し方針を得ることとしている。 

「指定申請」「報酬請求」「指導監査」の文書の簡素化・標準化の検討が、ＩＣＴ化の

推移にも繋がると考え、国のガイドライン等に基づき、取り組む予定である。 

 

 

事業名【122】健康マイレージ事業 

質問 健康マイレージ事業の効果を教えていただきたい。また今後、ＩＣＴを活用した取り

組みなどはできないものか。 

回答 健康寿命の延伸や医療費を抑えるため、また健康づくりを身近なものとして取り組む

ことができる環境づくりを目的として、令和元年度からこの事業を行っている。令和

２年度は 31 人がお買物券と交換しており、昨年度より増加している。 

アンケート調査によると、住民からは、「健康づくりを意識し、様々な事業に楽しく取

り組むことができる」、「今後も是非続けてほしい」との意見が寄せられている。 

住民の介護予防・重度化防止及び健康づくりの普及啓発のためには、今後も必要な事

業と考えており、健康づくり関連のほか、福祉や介護、高齢者が社会参加できる事業

にも拡げていけるよう検討する。 

 

 

事業名【19】健康づくり体操の普及 

質問 先ほど見た健康づくりの体操は、「通常バージョン」か「簡単バージョン」か。 

回答 ＤＶＤで見た体操は「通常バージョン」で、動きなどは高齢者には少し難しいと思わ

れる。町の特産品である、さくらんぼのポーズを取り入れるなど、独自性のある体操

となっている。 

 

 

事業名【110】災害や感染症に対する備えの充実 【109】災害時における要配慮者の安否確認 

意見 災害時の安否確認やその体制づくり、救護・介護などの必要な支援を、民生委員や高

齢者等入所施設、その他の施設などの関係機関と連携し、避難することが困難な方の

支援体制を充実してほしい。 

 

 

事業名【103】買い物弱者支援事業 

質問 「達者村移動販売サービス事業」で、町内を巡回して食料品などの販売をしていると

思われるが、有料老人ホームの入居者も利用することができないか。 

回答 事業の担当課に確認し、次回の協議会で回答する。 

 

 

事業名【125】新型コロナウイルス予防接種事業 

質問 現時点での状況や町の対応方法などを教えてほしい。 

回答 現時点では、全く白紙の状態である。国の新型コロナウイルスワクチン接種に関する

自治体向け説明会が明日行われる。報道によると、早ければ３月以降、１人２回の接

種を予定しているとのことである。町では、今後、予防接種の体制確保に向け、準備

を進めていく。 



事業名【55】介護従事者の資格取得支援の検討 

質問 介護職員初任者研修や実務者研修、介護福祉士の資格を取得するため、各種研修の受

講料を事業所で負担したり貸付を行ったりしている状況である。小さい法人では負担

が大きい。介護人材の育成と定着を図るために、是非取り組んでいただきたい。 

回答 介護従事者の資格取得支援の検討で、どのような支援が一番いいのかなど、事業所の

現状や意見を聞いて取り組みたい。 

 

 

４．その他 

 

第４回南部町介護保険運営協議会の開催予定 

 

日時  令和３年１月 14 日（木） 午後６時 

場所  南部町健康センター ２階 集団指導室 

 

５．閉会 

 


