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会議等名称 開催日時 令和2年(2020年)2月14日（金）

令和元年度

第１回箕面市保健医療福祉総合審議会

14時から16時まで

開催場所

箕面市立総合保健福祉センター

2階 大会議室

出席者 出席委員：明石会長、中副会長、斉藤委員、石井委員、德岡委員、林委員、

西野委員、村松委員、石田委員、山口委員、奥田委員、岡本委員、

安逹委員、岡委員 以上14名

欠席委員：内藤委員、松端委員、高林委員 以上 3名

事務局 【健康福祉部】 大橋部長、村田副部長

（障害福祉室） 脇井室長、池田参事、岡参事

（高齢福祉室） 長谷川室長、池本参事、辻参事

（地域包括ケア室） 中村室長、西田参事、毛利参事

（地域保健室） 大倉室長

（健康福祉政策室） 橋本室長、奥野

（広域福祉課） 中島課長、坪田担当室長

【市民部】浅井部長、水谷副理事

（介護・医療・年金室） 大久保室長

（子どもすこやか室） 片山室長、井澤総合保健福祉センター分室長 以上21名

傍聴者 3名

＜資料＞ （☆は当日配付資料）

【案件１】 諮問について

☆資料１ 地域保健及び地域福祉の施策について（諮問）

【案件２】 審議会のスケジュール等について（健康福祉政策室）

資料２ 計画策定にかかる審議会スケジュールについて

【案件３】 第５期箕面市障害福祉計画・第１期箕面市障害児福祉計画の実績報告について

（障害福祉室、子どもすこやか室）

資料３－１ 第５期箕面市障害福祉計画・第１期箕面市障害児福祉計画の実績について

資料３－２ 第５期箕面市障害福祉計画・第１期箕面市障害児福祉計画の

各行動目標における実施状況について

【案件４】 第７期箕面市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画について

（高齢福祉室、介護・医療・年金室、地域包括ケア室）

資料４－１ 第７期箕面市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の実績報告について

資料４－２ 第８期箕面市高齢者保健福祉計画・介護保健事業計画アンケート調査について

資料４－３ 保険者機能強化推進交付金について（報告）

☆（参考資料）保険者機能強化推進交付金

資料４－４ 顔の見える総合相談・支援モデル事業について

☆箕面市保健医療福祉総合審議会条例 ☆委員名簿
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＜会議録＞

【はじめに】

◇ 辞令交付

◇ 各委員自己紹介

◇ 会長及び副会長の選任

石田委員より、会長に明石委員、副会長に中委員を推薦する意見があり、異議がなかった

ため、会長に明石委員、副会長に中委員が選任された。

◇ 会長あいさつ

◇ 出席状況確認（過半数の委員が出席のため会議成立）

◇ 配布資料確認

（明石会長）

当審議会は地域保健についての審議も取り扱うため、箕面市の新型コロナウィルス感染症へ

の対応について、今の状況を説明していただけたらと思います。

（事務局）

新型コロナウイルス感染症が中国・武漢で発生して以降、政府が閣議決定した翌日の1月29

日に、本市では、副市長、災害対策の関係部局である総務部、健康福祉部、市民部、消防本

部、教育委員会で緊急の対策協議をしました。そして健康福祉部の地域保健室で注意喚起の

ホームページを開設し、周知を行い、あわせて、厚労省・大阪府がコールセンターを設置したこ

とについても、随時ホームページを更新し、情報発信しております。今、ホームページを中心に

随時更新をして情報発信をしておりますが、他の具体的な取り組みとしましては、１月30日以

降、不特定多数が出入りする庁舎、図書館などにアルコール手指消毒液を設置致しました。そ

の際、不要な不安を煽ることを避けるため、「ご自由にお使いください｣との掲示のみとしました。

国内感染の症例が発生した段階で、国・大阪府からポスターの掲示等の依頼があったので、公

共施設の出入り口等に日本語・中国語・英語によるポスターを掲示するとともに、消毒液を設置

したところにもポスターの掲示を行いました。

大阪府では国の対策より一歩先んじて対策をとるということで、知事を筆頭に対策を立てて

います。池田保健所と１月31日に危機管理の会議を開催し情報共有を行い、池田保健所、

市立病院、行政を含めて協議体制をとっております。また、医師会のほうでも市立病院と協議

をして対応いただいております。

予防蔓延防止策として、箕面市内にある宿泊施設3カ所、大江戸温泉物語、風の杜、ビジネ

スホテル石橋には地域保健室の職員が1月28日に直接赴き、ポスターの掲示と手指消毒液の

設置を依頼しました。箕面営業室や観光協会とも連携して、観光案内所に消毒液の設置と職

員用のマスクの配置をしております。また昨日より妊婦を対象にマスク1人20枚の無料配布を開

始しています。現在、マスクが市場に出ておらず入手困難であるための対応ですが、官房長官

からマスク増産の話があったので来週より市場に出回るだろうということであり、動向を見ていき

たいと思います。和歌山での感染経路不明の症例もあり、感染の恐れは高くなっていると認識

をして関係部局・関係機関と密に連携をとりながら市として対策をとってまいります。
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【案件１】諮問について

●諮問書の手交

資料１ 地域保健及び地域福祉の施策について（諮問）

市長に代わり、大橋部長より明石会長へ手交

●意見等

特になし

【案件２】審議会のスケジュール等について

●事務局からの説明

（健康福祉政策室 資料２について説明）

●意見等

特になし

【案件３】第５期箕面市障害福祉計画・第１期箕面市障害児福祉計画の実績報告について

●事務局からの説明

（障害福祉室、子どもすこやか室 資料３－１・資料３－２について説明）

●意見等

（石井委員）

資料の計画値と実績値の相違点は、うまくいっているという意味なのか、それとも反省点がある

ということなのかが伝わってこず結果だけを聞いた気がするのですが、どうお考えなのでしょうか。

（事務局）

資料３－１ 7頁以降の障害福祉サービス等の実績につきましては、利用実績なのでこれが実

態だと受け止めております。同資料4頁以降で、実績値が満たない部分、例えば、4頁（３）の地域

生活支援拠点の整備が未設置であることなどに関しましては、市として力を入れて取り組みたいと

考えています。

（石井委員）

資料３－１ 7頁以降の障害福祉サービス等の実績については、現状では計画値と実績値がず

れていても問題がないということでしょうか。

（事務局）

大幅に計画値と実績値がずれれば分析が必要ですが、現状では問題ないと考えており、3年

間の経過をみてまいりたいと思っております。

（石井委員）

資料３－１の6頁、就労継続支援B型事業所における平均工賃月額が目標値より低いですが、

これはどのような理由からなのでしょうか。市が計画するように金額を高くするにはどうしたら良い

のでしょうか。

（事務局）

ご指摘の通り計画値より実績値が低くなっておりますが、今後、市としても工賃が上がるよう優
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先調達推進法に基づき、市からの発注を積極的に進められるよう考えていきたいと思います。な

お、平成28年度時点の基準値14,272円からも下がっているのは、賃金の高かった1事業所が、就

労継続支援B型事業所から生活介護事業所に移行されたためです。多くの就労継続支援B型事

業所に関して、平成29年度から平成30年度にかけては工賃が上がっていることを確認しておりま

す。

（明石会長）

目標値を出した基準というのは、事業所の平均をもって基準とされていて、それに届いたか届

かなかったか、と考えてよろしいでしょうか。

（事務局）

就労継続支援B型事業における工賃とは、当該事業所の作業における収入と支出の差額が工

賃となるわけですが、各事業所におかれては収益を生む事業の新規開拓等に励まれているとこ

ろであります。一方、就労継続支援B型の事業所では月額工賃最低基準は制度上定まっており、

その基準は各事業所ともクリアしています。しかし、資料に示しました通り平成28年度の実績より

下がっている状況になっており、先ほど申し上げたとおり優先調達推進法に基づく発注を積極的

に増やすと同時に、各事業所におかれましては、収益の上がる事業の開拓に努めておられます。

あくまでも16,222円というのは、令和2年度の実績の見込み値で、30年度実績は道半ばで残りの

今年度の期間、来年度含めて頑張ってまいりたいと思っております。

（石井委員）

優先調達など、専門用語がわかりにくいです。優先調達の制度を利用すれば工賃を上げさせ

ることができるのかなど、それがどういうからくりかわかりません。わかりやすく説明してください。

（事務局）

工賃を増やすという仕組みを単純に申し上げますと、就労継続支援B型事業所なので、かかっ

ている人件費や固定費は利用人数により一定で、収入と支出の差額が工賃になります。同じコス

ト（人件費・物品費）の中で収入をいかに増やすかが工賃をあげる方法となります。従いまして、収

益を上げるために市は発注をし、民間の事業者にも発注をお願いして収益を上げていただきた

いと考えています。

（石井委員）

仕事をそこに任せるようなものを市が発注するということでしょうか。優先調達という言葉がわかり

ません。

（事務局）

例えば、市がペンや紙を買ったり、建物の清掃をお願いしたり、といった業務を障害者の事業

所に依頼することを推進させていただいて、各事業者さんの収益をあげていくということです。

（石井委員）

それが優先調達ということですね。

（事務局）

その通りです。

（明石会長）

仕事を増やして収益を上げていただくと工賃に反映されるということでよろしいでしょうか。

（事務局）

その通りです。
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（中委員）

資料３－２（概要）の実施状況の〇と△で、バリアフリー化は難しいところがあると思うのですが、

2頁の（５）災害に強いまちづくりの推進の「２.災害時に、必要な支援を継続的に行う体制づくり｣

の項目が△になっていることについて、災害時に何かを支援するのが△というのは非常に違和感

を感じるので、何が△で何がだめなのか具体的に示して改善目標を示していただけますか。

（事務局）

資料３－２（詳細）の6～7頁の「２．災害時に、必要な支援を継続的に行う体制づくり｣の目標に

対して△としておりますが、特に課題と考えておりますのは、「③福祉避難所となる事業者と、協定

の締結や運営方法について協議を進めるとともに、訓練を通じ、連携強化に努めます。｣という目

標ですが、昨年度福祉避難所と協定書を締結しました。今後、運営方法など詳細について連携

強化に努めて参りたいと思います。今後も、引き続き力を入れていくという意味の△の評価として

おります。

（中委員）

ここを検討して、協定書も締結しているのであれば、ある程度達成できていると考えていいわけ

ですよね。△ではなく〇で良かったのではないでしょうか。

（事務局）

良いように評価していただくのはありがたいことですが、実際には昨年5月の大阪府北部地震

の際もそうでしたが、福祉避難所として協定している施設につきましても早朝の地震のため職員が

6割しか出勤できませんでした。想定はしておりましたが、さらに今後、福祉避難所をどう開設して

いくかという課題があります。すぐに開設するのではなく、受け入れ体制をしっかり作ってから福祉

避難所を立ち上げていく、と。発災から3日間は人・物を集中させるため、各小学校区の避難所に

行っていただくことを前提としています。その後、長期化していくときに障害のあるかたやいろいろ

な配慮の必要なかたを受け入れるための福祉避難所を開くという計画を持っておりますが、さらに

協定を結んだ施設とも意思共有を図りながらどう対応ができるのか、職員の確保ができるのか、台

風のときは停電が起こってしまいましたが、協定を結んでいても停電をして、そこが自家発電機が

切れてしまえば、そこは福祉避難所となり得なくなったときの対応をどうするのか、など、一昨年の

経験を踏まえて、この辺りをしっかりやっていきたい、との意味で△をつけさせていただきました。

（中委員）

よくわかりました。今後も、起こってからでは遅いので起こる前に手を打っていただきたいと思い

ます。

（村松委員）

資料３－１の2頁の（４）の①で、精神障害者保健福祉手帳所持者数が1年で100人以上増加し

ています。これはどういう原因が考えられますか。

（明石会長）

同じく②自立支援医療（精神通院）も１割ほど増加しているようですが、その点についてご説明

お願いします。

（事務局）

これらの数値が伸びている原因については把握できておりません。
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【案件４】第７期箕面市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画について

●事務局からの説明

（高齢福祉室、地域包括ケア室より資料４－１について説明）

※事務局より資料訂正の報告：14 頁下から 3 行目について、正しくは、「●介護予防教室は各地

域で実施し、全体で前年度を上回り、計画値を下回る結果となった。」

●意見等

（安逹委員）

3頁の「（４）生きがい支援の充実、社会参加・参画の促進」実施内容にある、稲ふれあいセンタ

ーの利用者増の件ですが、確かに利用者は増加していますが、それに伴い救急車を呼ぶ回数も

増えました。そのうち半数の事案は入浴中に起こっていますことをご報告いたします。

次に、5頁の「（１）介護サービス基盤の充実」、広域型特養60床の公募に応募がなければどう

なりますか。

（事務局）

必要性が見込まれたら引き続き第8期でも公募を行います。

（石田委員）

3頁の「（１）日常生活圏域の見直し」とは何をされたのでしょうか。

（事務局）

平成30年4月に日常生活圏域をそれまでの5圏域から、小学校区毎の14圏域に見直しました。

（石田委員）

北小学校区は中西部地域包括支援センター（ライフプラザ）の管轄となっておりますが、住民か

ら不便だという声があがっています。

西部地域包括支援センターのある、みのおサンプラザに行かれても良いとは言われていますが

、最終的には中西部地域包括支援センターへ行くよう案内され、最後までみのおサンプラザで手

続きができないと聞いています。北小学校区の人たちが、実際どれくらい西部地域包括支援セン

ターへ行っているのか教えてください。

（事務局）

正確な数はわかりません。申請はどこの地域包括支援センターでも受け付けますが、ケアプラ

ンを作るのは担当圏域の地域包括支援センターになります。ただ、地域包括支援センターにお越

しいただくことはほとんどなく、対象のかたの自宅を訪問しているので、わざわざライフプラザに来

ていただくことはほとんどありません。サービス担当者会議なども、自宅での面談が基本です。圈

域見直しの際にもそのお声をたくさん頂きましたが、現在は、市にはそういった苦情も届いていな

いので、もし社協に苦情があるならお知らせいただければと思います。

（德岡委員）

全体的なことが聞きたいですが、高齢者の口腔機能の向上は何をされているのでしょうか。

（事務局）

お口元気アップ教室、歌って笑ってお口の教室など歯科衛生士が中心になり取り組んでいま

す。

（德岡委員）

多職種連携とはどのようなことをされているのでしょうか。
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（事務局）

月に1回、多職種連携元気サポート会議を行い、ケアマネジャーに2件事例をあげてもらい、歯

科衛生士などから助言を行っています。

（德岡委員）

ボランティアでデイケアに1年間通いましたが、デイケアのスタッフは口の中をきちんと見ていな

いのが現状でした。入れ歯の修理が必要でもやっていないなど、入れ歯の手入れができておらず

、必要なことがされていませんでした。

歯科での保険診療の口腔機能評価は、総額100万円くらいの機械が必要となりますが、デイケ

アはその設備もないので、OHATという簡易なアセスメントツールを使って、デイケアやその他の事

業などでも口腔の評価ができるようにしていけば良いのではないでしょうか。

（明石会長）

歯科医の視点を取り入れて多職種連携をやってほしいということですね。

●事務局からの説明

（高齢福祉室、地域包括ケア室より 資料４－２～資料４－４について説明）

●意見等

（斉藤委員）

介護保険の制度が始まった頃に計画に関わりました。今回久々の参加で勉強になりました。

箕面市の特徴は、総合事業をされたり、多職種の連携でPT・OTがいることです。男性介護者

のつどいなど、地域密着のきめ細かいサービスが今も続いていることがわかりました。

（德岡委員）

12月13日にあった中医協（中央社会保険医療協議会）の会議で、2～3カ月に１回のメンテナン

スをしないと歯茎が下がってしまうので歯周病を防ぐためには3カ月に１回歯科医院でのメンテナ

ンスが必要であることが、根拠をもってはっきりと示されました。

（事務局）

本日はあまり時間がとれなかったので、何かご意見等ございましたらいつでも事務局にご連絡

を、メールでも結構ですのでよろしくお願いいたします。

（明石会長）

本日の審議は以上です。会議の進行にご協力いただき誠にありがとうございました。

以上をもちまして、令和元年度第１回箕面市保健医療福祉総合審議会を閉会いたします。

以上


