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第１回浦安市特別養護老人ホーム入所者選定基準策定委員会議事録 

 

１． 開催日時  平成27年９月３日（木） 午後1時00分～2時45分 

 

２． 開催場所  健康センター １階 第１会議室 

 

３． 出 席 者 

（委 員）新宅委員（委員長）、臼倉委員（副委員長）、西澤委員、阿部委

員、鈴木（信）委員、大庭委員、野村委員、関口委員、鈴木（成）委員、

齊藤委員、大塚委員、小川委員、河野委員 

（事務局）高齢者支援課高齢対策係 斉藤係長、佐々木主任主事 

 

４．進 行 

１．開 会 

２．委員長挨拶 

３．委員紹介、委嘱状交付 

４．議 題 

（１）会議の概要、入所基準の必要性、前回改定の概要について 

（２）浦安市入所基準の改定について 

（３）主たる介護者の状況の指標について 

（４）その他 

 ５．閉 会 

 

５．会議経過 

議事の概要 （１）、（２）、（３）、（４）について 

各議題について事務局より説明を行った後に、表明された主な意見は次

のとおり。 

議題（１）については、特に意見、質問等なし。 

議題（２）について 

委 員：在宅サービス利用実績は今の状況に即していないので、廃止に賛

成する。小規模多機能型を契約するといきなり利用率があがってしまい、

入所希望の順位も上がるというのが現状である。ほかのケアマネージャー

に聞いても、在宅サービス利用率だけで特養入所の必要度も変わるのはあ

まり好ましくないという意見がある。要介護３以上の評価を変えるという
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のも、先日関係者会議で話し合ったが、１、２の方と３以上で点数差をつ

けてもらったほうがいいのではないかという意見が圧倒的だった。認知症

の状況については、知っているケースとして、動ける認知症の方が申請し

ていて施設から入所の声掛けがあったが、本人の状況を見たら断られた方

がいた。特例入所の基準に該当していて、しかも１桁まで順位が上がって

声を掛けられたのに断られたということで、判定はどうなっているのかと

いう声があった。その方は複数の施設に申請していて、施設によって順位

が上位になったり３桁台になったりするそうで、本当に同じ基準で順位の

判定をしているのか、という疑問も上がっている。今回まとめた基準を各

施設でしっかり活用して判定していただきたい。 

 委員：在宅サービス利用率については、諸事情によっても利用率 

の違いが大きいものであり、ここを入所必要性の評価に使うのはいかがな

ものかと思う。要介護３以上の評価点を見直すことについては、国の方針

が固まっているということと、地域包括ケアシステムの運用が開始される

というなかでは、要介護２と３で差をつけたほうがいい。認知症への加点

についても、新オレンジプランで示されているとおり国が認知症の方への

ケアに力を入れていくところでもあり、施設でも別立てで実態に即した評

価をしていきたいと考えている。 

委員：私は前回の基準策定委員会にも出席したが、状況に応じて基準はど

んどん変わる。 

委員長：では、在宅サービスの利用率の廃止、要介護１、２と３以上の方

の点数による差別化、認知症に対する加点については、改正する方向とい

うことでよろしいか。ここの点数配分等については、次回までに事務局で

作成するので、その時にまたご意見をいただきたい。 

議題（３）について 

委員長：続いて、議題（３）主たる介護者の状況の指標についてだが、こ

れについてご意見や施設側で判断に苦しんだ事例があるか。 

委員：日頃申し込みに携わっている中で、例えばご本人と同居している方

が介護者になると思うが、仕事をしていて介護ができず、市外に住んでい

る親族が定期的に通ってきて介護をしているので主たる介護者であると

いうケースがあるが、実際にその場面を見ているわけではないので信憑性

に疑問が残る。主たる介護者が同居者か遠方かでかなり点数が違ってくる

ので、判断に迷う。それから主たる介護者が就業している場合だが、最近

よくいらっしゃるのが介護のために仕事を辞めた方、できない方で、今の
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基準では本当は働きたいのにできない方の状況を点数に反映できない。改

正にあたってはそこを考慮する必要があるのではないか。 

委員：「主たる介護者が高齢者」という項目があるが、現時点では高齢者

とは65歳以上の方。しかし、例えば65歳の介護者もいれば85歳の介護者も

いる。「高齢者」と一括りにするのではなく、より高齢な方が介護してい

る場合の差別化も考えて点数化するのがいいのではないか。 

委員長：介護者の就労、遠方、年齢と３点が挙がった。遠方と絡んで要介

護者が単身世帯の場合もあると思う。これについて何かご意見等あれば伺

いたい。 

委員：点数について言うと、身寄りも介護者も全くいない方と、主たる介

護者が遠方の場合が両方45点となっていて、全く同じ点数というところが

気になる点である。 

委員長：主たる介護者が遠方であるという指標について、逆に見直さなく

ていいというご意見があれば伺いたいが、いかがか。 

委員：「遠方」という解釈はとても難しい。指針に沿って対応しているが、

親族が複数いる場合はこの点数を取るために変更申請が出たこともあっ

た。また就労については、やむを得ず就労時間を削って介護にあたってい

る方もいて、どう考えても「週20時間未満の就業」に当てはめた点数にし

かならないという場合は非常に矛盾を感じる。遠方と就労の取り扱いにつ

いては、見直してもらいたい。 

委員：要介護者同士の２人世帯の場合はどう取り扱ったらいいのか。「主

たる介護者が障害者または疾病」となるのか、それとも「介護者がいない」

に当てはめるのか。 

事務局：その場合は「主たる介護者が障害者または疾病」に当てはめて判

断していただいていると思うが、各施設でいかがか。 

委員：おっしゃる通りです。 

事務局：遠方を見直すということであれば、介護者が遠くにいるという指

標ではなく「単身世帯で近くにいる方が介護している」というような指標

にすればいいのではないかと考えるが、どうか。 

委員長：とりあえずここは見直す方向で、事務局は案を作るように。介護

で就業時間を減らしたがために点数が下がるということについてはどう

したらいいのか、他にも仕事と介護についてなにかあればどうぞ。 

事務局：他市では就業時間によって点数を変えているところはない。 

委員：捉え方にもよる指標だと思う。週40時間働いていて介護ができない
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とみるのか、週40時間も働ける状況だとみるのか。あまり就業時間数にこ

だわって点数をつけるのはいかがなものか。 

委員長：少なくとも時間で差をつけるのは見直したほうがいいとういうこ

とだろうか。 

委員：在宅で勤務している方もいる。会社としては週40時間以上勤務とす

るだろうが、在宅勤務の場合実際の就業時間数は不透明になってしまう。 

委員長：介護のために仕事を辞めた場合の評価は難しい問題だと思う。例

えば辞めた場合に加点するとなると、辞めることの動機となる懸念もある。 

事務局：近年擁護者による虐待で目立ってきているのが経済的虐待で、何

かしら自立が阻害される要因があり、非正規雇用や就労していない等の理

由で親の年金に依存している。そういう状況の方を虐待として対応してい

くと、擁護者が介護をするのは無理なので施設を探し、同時に擁護者を社

会福祉課で行っている自立支援制度に乗せていくという形になる。ところ

がこの場合だと、擁護者が病気等でなければ評価基準の3-3（上記のいず

れにも該当しない）で15点となりほぼ施設には入れない。お金もないので

ますます親の年金を頼りにするようになる、というケースが見受けられる。 

委員：「主たる介護者が就労をしているために介護ができない」というよ

うな文言に変えるのと、これは様々なパターンがあると思うので、解釈の

部分で加点の幅を持たせるようにしないと対応ができないのではないか。 

委員：働く必要はないが無理に働きつつ、在宅サービスも利用して点数を

上げているというケースもある。 

委員：市ホームページで評価基準は公開されていて、配点の確認はできる。

簡単に点数を上げるには、「介護者が遠方」というのは使いやすいと思う。

もちろん全員がそうしているわけではないが。 

委員長：就業時間も自己申告となっている。会社から証明を取っているわ

けではない。この部分の課題はわかったので、事務局は今の議論を基にた

たき台を作成するように。次は「単身世帯」について。 

事務局：身寄りも介護者も全くいない方については単身世帯だが、単身世

帯が必ずここに当てはまるかというとそうではなく、現行の基準ではあく

まで主たる介護者の状況で判断していき、主たる介護者が同居か別居かは

定義していない。「単身世帯」という指標が浦安市ではない。 

委員長：近くに介護者がいたとしても「単身世帯」と判断されるのか。 

事務局：そうです。松戸市は一番点数が高いのが「単身世帯で介護するも

のがいない」場合、二番目が「単身世帯で別居血縁者や近隣者等が介護し
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ている」場合ということで、先ほど委員からご指摘があったように、介護

者が全くいない場合と誰かしらいる場合で点数において差別化がなされ

ている。この指標があれば、「主たる介護者が遠方」というのは無くして

もいいのではないかと。実際に各施設で相談を受けている中で、単身世帯

とそうでない世帯で在宅生活の困難度はどのように感じるか。 

委員長：入所希望者で、実態は入所の必要性が十分あるのに基準に当ては

めて点数化すると入所できない方がいるのであれば、この基準のどこに問

題があってそうなるのか伺いたい。 

委員：単身世帯で認知症がある方は一人での生活は難しいと思う。しかし

現行基準だと、近くに介護できる方がいると「身寄りや介護者が全くいな

い」には当てはまらない。だが実際には生活は別々にあるわけで、徘徊し

て目が離せないなどという場合には、同居者がいない単身高齢者の入所必

要性は高くなる。 

委員：それぞれが全て違う状況なので、判断は難しい。 

事務局：この基準を改正したとしても、すべてのケースを当てはめて判断

することはできないと思う。点数に反映できない部分については、特記事

項を活用して判断していただきたいが、各施設から特記事項が使いにくい

という声もある。この特記事項について浦安市は５点だが、他市はどうな

っているかというと、松戸市は20点、市川市も20点、船橋市は10点となっ

ている。 

委員長：なぜ特記事項は使いにくいのか。 

委員：「緊急性、必要性の高い特殊な事情がある場合」というと、非常に

当てはめにくいと感じる。 

委員長：しかしこの点数は必要だと。 

委員：「単身世帯」と、介護者の年齢での点数差は組み込んでいただきた

い。 

議題（４）について 

委員長：全般的になにかご意見があれば伺いたい。 

委員：現行基準だと、2-(2)「老健、医療機関等に入所、入院」が12点で

「在宅サービス等利用状況２割未満」の配点と同じとなっている。老健や

病院は在宅復帰が大前提だが、どうしても家庭の事情で退所できないが退

所・退院の話が出ているという状況では、仮に在宅に戻った場合の本人や

介護者の状況に当てはめて評価していいのではないかと思うので、ご検討

いただきたい。 
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委員長：この点について他にご意見は。 

委員：別の議論になるかもしれないが、他市から要介護者が転入してくる

こと、いわゆる呼び寄せ高齢者について。その方たちが施設に入りたいと

いうことで、とりあえず老健に入所して施設の空きを待つということが多

い。もともと浦安市在住で老健に入所している方と、呼び寄せで入所して

いる方とはある程度一線を引いて、何らかの区分けをするということであ

れば、今のご意見に賛成する。例えば転入年月日などが基準になるかと。

呼び寄せが悪いわけではないが、施設の待機という理由で増えるのはいか

がなものか。転入が増えることで介護給付費も圧迫している。特養が増加

しはじめた平成23年、24年あたりから給付費が前年度比で10％以上伸びて

いて、呼び寄せが要因ではないかと分析している。 

委員長：呼び寄せ高齢者は統計上ある程度増えているが、各委員で実感は

あるか。 

委員：多いですね。今これだけ施設が増えていて、それでも入所希望者が

いる。認知症の方が施設を転々とするというのはよくないので、できれば

ひとつの施設で長く見てもらえるのがいい。 

委員：いまのお話に関連して、有料老人ホーム、グループホーム、サービ

ス付き高齢者向け住宅（以下「サ高住」とする）に入居されている申請者

の取り扱いだが、主たる介護者の状況としては、3-⑥（上記のいずれにも

該当しない）に当てはまってしまう。実際に申請を受けていると、本当は

特養に入りたかったがやむを得ず有料老人ホーム等に入居しているとい

う方が結構いる。しかし費用の面で入居を続けることが難しいので特養に

入所したいという方が多い状況で、そういった方々の介護者の状況が全く

考慮されないというのは問題があるのではないか。 

委員長：いまの場合は2-(2)（老健、医療機関等に入所、入院）に該当す

るのでは。 

事務局：最近、市の解釈として通知を出したが、終の棲家となりうる施設

と契約したのであれば、主たる介護者が困っているということにはならな

いので、3-⑥に該当すると。ただし、経済状況の激変等で退去しなければ

ならない事情がある場合には、現状で判断するとした。 

委員長：経済的な部分であきらかに問題がなければ納得して有料老人ホー

ムに入居しているのだろうし、そこに入居していれば介護の部分では安心

であるので、そこまで斟酌する必要はないような気がするが、実際に各家

庭での経済的な負担がどうかというのは判断が難しい。 
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委員：経済面に限らず、介護者が高齢で在宅生活を続けられずグループホ

ームに入るというケースもある。様々な理由があって、やはり特養に入れ

るのであればと申請している。 

委員：グループホームに入居していて、そこではもうケアができないとい

うことであれば、また別だと思う。あまり重度になってしまうとグループ

ホームの生活にそぐわなくなるので。現行の評価基準について全体的にみ

ると、本人の状況評価は最高30点となっている。入所する本人の評価が全

体の３割程度だというのは見直しが必要では。また、在宅サービスの利用

率に関しては廃止するということだが、介護保険の在宅サービスを全く使

わずに施設入所を待つ方もいる。そういう方の評価は12点となってしまう

ので、見直しは重要だと思う。要介護認定者全体を100とするとサービス

利用者（在宅と施設合わせたもの）は86であり、14％はサービスを利用し

ていない。その中には病院に入院中の方もいるだろうが、それを差し引い

てもサービスを利用せずにがんばっている方が相当数いる。その方たちの

点数についても考慮してほしい。 

委員長：在宅サービス利用状況の評価を廃止することで、この点数をどこ

かに配分しなければならない。船橋市は本人状況で50点の配点がある。評

価基準はどの市も100点満点なのか。 

事務局：そうです。先ほど要介護２と３で点差をつける話があったが、そ

うすることで必然的に本人状況評価の配分は増えるであろうと考えてい

る。また、別のご意見で、特養に入りたいがやむを得ず有料老人ホーム等

に入居している方がいるとあった。他の施設でもそのようなケースを把握

しているのか。特養に入れなかった場合、申請者がどのような行動を取る

のかということが知りたい。特に、サ高住は要介護が重くなってもそのま

まいられるところはないと思う。やむを得ず市外のサ高住に入居した場合、

今後どういう取り扱いをするのか。 

委員長：入所希望者がどうしているのか実態を把握したいと。施設でも難

しいかもしれないが、わかればお願いしたい。 

委員：老健を退所する方で在宅も無理だという方は、介護付き有料老人ホ

ームや他の老健などを転々としているようである。 

委員：近隣他市のお泊りデイ利用もある。すると在宅サービス利用率は８

割以上になる。 

事務局：お泊りデイはどのくらいの期間利用できるのか。 

委員：希望すれば何日でも可能。費用も比較的安い。 
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委員：お泊りデイからの入所は何人かいた。浦安の場合、予想よりも在宅

からの入所者が多いと感じる。在宅サービス利用率の評価点があるからか

と考えている。また、要介護３の入所も多い。在宅での生活が立ち行かな

くなり、老健や病院の24時間体制で見てもらうところに入所した場合の評

価は12点。一方でお泊りデイやロングショートは、サービスのカテゴリー

が在宅なので在宅サービス利用率が一気に上がり評価点数も高くなる。今

回の改正で在宅サービス利用状況の評価を廃止するということなので、大

分状況が変わるだろう。呼び寄せ高齢者の問題については、施設の内規と

して、同点であれば在住期間の長い方を優先するということにしている。

浦安は新たな転入者が多い市なので、転入者が親を呼びたいという場合に

どう対応するのかということも考えていかなければいけないのではない

か。 

委員：認知症の方は、介護認定の面接時に聞かれるとみんな答えてしまう。

できないこともできると答える。今年から特養は要介護３以上でないと入

所できないとなったが、一般の人は要介護３がどの程度の身体状況なのか

すらわからないと思う。街中では徘徊している人も多いように感じる。介

護放棄しているように思うこともあり、気になっている。 

委員：介護認定は国の基準でチェックをしている。主治医から診断書もも

らう。特記事項でご家族が申告する部分もあり、総合的に判断しているの

で、本人が言ったことを真に受けて判定しているわけではない。それぞれ

の要介護の状態についてはいくつか基準があるので、介護保険課に問い合

わせれば答えが得られると思う。 

委員：気にかかる状況といえば、女性が要介護状態になった場合。夫婦の

うち妻が要介護になると、夫が面倒をみることは難しい。 

委員長：今回出た内容以外でも、実態から見直したい点がある場合は次回

に提案をお願いしたい。他になにかあるか。 

委員：申請書は全施設で同じものなのか。 

事務局：施設独自の様式のところもある。 

委員：ご家族に話を聞くと、複数申請することが多い。それぞれ様式が違

うと記入も大変なので、同じ様式に統一してもらいたい。 

委員：他市で運営している施設において標準の様式を採用していたが、申

請者はやはり複数の施設に一気に郵送申請していた。施設としてはできる

だけ丁寧に聞き取りをして判断したいので、説明を聞きに来所していただ

き、納得したうえで申請してらうという形式に変えたところ、トラブルが
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かなり減った。申請者と施設の思いが違うことで生じるトラブルはできる

だけ減らしたい、丁寧にみていきたいということから考えた方法。浦安市

の基準を満たしていれば独自様式でも構わないとのことだったのでそう

しており、様式が異なると面倒だという声があるとのことだが、丁寧な対

応をという発想からであるのはご理解していただきたい。 

事務局：申請書は統一の様式として、各施設で独自の聞き取りシートを添

付するという方法は可能か。 

委員：持ち帰って検討したい。 

委員長：市民からの統一様式を望む声が多いのか。 

委員：申請するときにお手伝いをすることが多いので、申請者からそうい

うご意見がある。統一様式と聞き取りシートというやり方であれば、申請

はやりやすくなるかと思う。 

事務局：各施設で郵送申請はどのくらい受け付けているのか。改定で認知

症の評価を加えることは了承していただいたが、各施設の手間は増えるこ

とが予想される。郵送の受理だと聞き取りが難しいと思うので、認知症の

評価はどのように行うかという問題がある。次回のたたき台の参考とした

いので、郵送受け付けが何割程度なのか事務局までご連絡をいただきたい。 

委員長：以上をもって本委員会を終了とする。本日はお忙しい中ありがと

うございました。 

 

 

６．問い合わせ先 

浦安市健康福祉部高齢者支援課高齢対策係 担当：斉藤、佐々木 

電話 047-351-1111 内線：2114 

 


