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平成29年度 第2回磐田市介護保険運営協議会 会議録 

日 時  ：平成29年８月17日（木）13：30～15：29 

会 場  ：磐田市総合健康福祉会館 ふれあい交流室 

出席者  ：15名（欠席１名） 

１ 開 会 

事 務 局：定刻になりましたので、はじめさせていただきます。 

本日はお忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。 

ただいまから、磐田市介護保険運営協議会を開会いたします。 

２ あいさつ 

事 務 局：はじめに、健康福祉部長からあいさつ申し上げます。 

部  長：本日は、盆開けのお忙しい中を御出席いただきありがとうございます。 

      過日、15日の平和記念式典には、この中にも多くの方にご出席いただい

き、ありがとうございました。こうした式典を通じて平和の有り難さを感

じた次第です。近隣の国ではミサイル発射の可能性が言われておりますが、

世界中で平和の尊さを噛み締める必要があると思います。 

      また、今年の夏は雨が多くて、天候不順の影響で野菜が高騰したりして

います。国防やら物価やら市民生活に影響があるところです。 

      今日も新聞に載っていましたが、被保険者数や認定者数が増えている、

そうした状況にあって介護保険を続けるためにはとか、給付をどうするか

であるとか、差し迫った問題だと思います。 

      今日の会議においては、そういった計画のベースとなります人口推計、

これまで取り組んでまいりました事業の進捗状況を議題とさせていただい

ております。委員の皆様にはそれぞれのお立場からご意見を頂戴したいと

思います。どうぞよろしくお願いします。 

事 務 局：次に、本協議会の会長であります、八木社会福祉協議会長にご挨拶いただ

きたいと思います。 

会  長：ご多用のところご参加いただきありがとうございます。 

     昨今は、新聞、テレビでいろんな話題に事欠かないです。役所の人間の逮

捕、高齢者の詐欺事件、亀の逃走事件など。今一番気になっているのは、孫

が田舎の祖母のところへ行くコマーシャルです。このようなやさしい地域が
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できるといいと思って見ています。 

     今日の会議は、議題が２件です。今日の会議は第２回で、第３回では、計

画の素案が出される予定です。ですから今日は、皆さんから意見を伺うには

重要な会議だと思っています。ですので、皆さん全員の方に、日々感じてい

るところなど、ご意見を賜りたいと思います。よろしくお願いいたします。 

事 務 局：ありがとうございました。 

３ 議  事 

事 務 局：それでは、次第の３になりますが、議事に入りたいと存じます。 

     なお、本日の会議ですが、委員総数１６人、うち会議出席者１５人であり、

会議は成立いたしておりますことをご報告申し上げます。 

事 務 局：次に、議事に入っていきたいと思いますが、その前に、本日の議事の意味

や計画策定について少し説明させていただきます。 

     前回の初回の会議では、本協議会が高齢者福祉及び介護保険事業にかかる

全般について、委員のみなさんにご意見を伺う場として設けていることを説

明させていただきました。 

     高齢者福祉及び介護保険事業については、法で定めるそれぞれの計画に基

づき実施しており、これを磐田市として策定したものが、以前に皆さんに配

布させてもらっている高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画ということに

なりまして、それぞれ第７次・第６期として現在続いているものとなります。

現計画ということです。 

     これも前回に少し説明させてもらったところですが、これまでの高齢者を

取り巻く環境の変化等を踏まえ、制度改正等もあり本計画も変遷してきてお

ります。 

     ご案内のこととは思いますが、平成２７年度には、介護予防・日常生活支

援事業、いわゆる総合事業などの大きな改正があったことにより、現計画に

は多様な施策や取り組みとなるメニューが盛り込まれました。 

     本年度の見直しにあたり平成３０年度からの計画においては、本市として

更にこれらの多様なメニューを具体的な取り組みにしていくことが求められ

ているもので、そのための元になる計画としていきたいと考えています。 

     本日は、計画に求められている将来の見込みや目標を決めていくのに際し

て、重要になる基本となる人口推計や主な施策についての現状と事務局とし

て考えている課題についてご説明し、ご意見を伺いたいと考えていますので、

よろしくお願いします。 

     そして、次回以降からは、現計画ではＰ２７、第４章からの基本目標、施
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策の体系等となりますが、次の計画の骨子をはじめ、具体的な内容について、

さらには将来見込み等に対してお示しし、ご協議いただきたいと考えていま

すのでよろしくお願いします。 

事 務 局：それでは、議事につきましては規則により、会長が議長となりますので、

八木会長よろしくお願いいたします。 

議  長：それでは、議事進行にご協力をお願いします。 

  はじめに議事(1)人口推計等について、事務局から説明をお願いします。 

事務局：〔説明〕 

議  長：質問等ありましたら、お願いします。 

      〔質疑なし〕 

議  長：無いようですので、次に進みます。 

議  長：次に、(2)第７次高齢者保健福祉計画・第６期介護保険事業計画の進捗状況

について、事務局から説明をお願いします。 

事 務 局：〔説明〕 

議  長：質問等ありましたら、お願いします。 

委  員：高齢者の推移は分かったが、計画の見直しにあたっては、高齢者のみ世帯

とかの高齢者世帯の推移も把握しながら進めていく必要があると思うが、把

握しているのか。昔と家族形態が変わってきている。核家族になってきてい

るので、そういったことも踏まえながら計画を進めていかないといけないと

思う。 

事 務 局：毎年、高齢者の基礎調査をしており、そこで年齢５歳刻みでの世帯数や世

帯人数は把握している。現計画でも、高齢者世帯の状況は載せている。また、

資料としては、前回の資料にて、現状の世帯数は出している。 

委  員：毎回、資料の片隅にでも、そういった基本的な数値を示しておくと分かり

やすい。 

委  員：生きがいづくり支援事業で、地域の受け皿としてサロンの在り方を考える

必要があると現状分析されているが、現状がどのようにサロンが行われてい

るか理解されているのか。 
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事 務 局：サロンは、健康増進課で補助金という形で支援をしている。また、いきい

き百歳体操の普及として、保健師がサロンにも伺って、状況を確認している。

連絡会にも保健師が参加して状況は確認している。 

委  員：サロンで一番問題なのは、実際に実施している中身の問題で、それが果た

して本当の高齢者の生きがいづくりや介護予防にどのくらい機能しているの

かすごく疑問である。というのは、私の知っているサロンの状況を言うと、

男性はほとんど参加していない。男性も一応登録しているけど、飲み会があ

れば来るというだけで、通常は女性だけが10人前後で実施している。また、

地区サロンは、当初は60代の方がボランティアで参加をしてサロンを実施し

てきたが、その方が80歳前後になっている。そういう中身だから、これをど

う考えていけば良いのか、介護予防として改善しなければ、効果は上がって

いかないと思う。支援事業の実施数は増えていても、その効果はどうかとい

う分析は十分していないのではないかと思う。男性の参加が大事ということ

でシニアクラブでも話をする。私のところでは、シニアクラブのサロンを実

施しているので、男性が３分の１は参加している。また、シニアクラブがサ

ロンを設置しているところもある。一緒にやっているので、シニアクラブの

会員とサロンは同じ人。それと、前半がサロンで後半にシニアクラブが入る

ところもある。男性を参加させる工夫をしていかないと、女性だけの活動に

なっていくのではないかと思うので、そのあたりを、これから考えていただ

きたい。 

事 務 局：サロン活動は、健康づくりや介護予防、生きがいづくりに非常に効果があ

ると感じているので、それを強化できるような方法を検討していきたい。 

委  員：高齢者タクシー利用料金助成事業とあるが、南から市立病院に行くと片道

1,500 円、往復 3,000 円かかる。付き添いの要請はあるが、市立病院での受

け入れ態勢を教えて欲しい。高齢者で、普段は車椅子を使わないが伝い歩き

程度で歩いている方達が市立病院に行ってタクシーを降りた後、診療場所ま

で距離が結構ある。何カ所か回る時に、一人では心許ないので、付き添って

ほしいという要請があった時に、デマンドタクシーを使うと１人1,500 円な

ので、２人で片道3,000円、往復6,000円かかる。我々のせいかつ応援倶楽

部を使う場合は、１時間500円で３時間だと1,500円、合計すると１日7,500

円の負担が診療費とは別にかかる。問題は、市立病院の入り口等に、車椅子

を使わないで歩く人についてどの程度の支援をしてもらえるのか。支援をし

てくれれば付き添いは必要ないと思うが、態勢を教えてもらいたい。 

事 務 局：今の質問にすぐに答えることができなくて申し訳ないが、ヘルパーさんが

付き添い介助をしている時にも同じようなことは発生すると思う。市立病院

の中であれば、そういった態勢が取れると高齢者も受診しやすくなると思う。

現状については次回、回答する。 
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議  長：病院の対応とかボランティアの関係は、どの程度されているか分かります

か。 

委  員：少し前の話なので、今も同じように実施しているか分からないが、私が以

前担当していた方で、非常に目が悪くて足元も覚束ない方がいた。その方が

磐田病院で２つの科にかかっていたが、あらかじめ地域医療支援の相談室に

お願いすると、付き添って支援をしてくれたことがあった。もう何年か前の

話なので、今もしているかは不明で、病院でも実施しているというアピール

はしていないと思う。サービスとして機能しているのであれば、もう少しア

ピールをしてくれれば良いと思う。 

委  員：生きがいづくりや介護予防の部分で、サロンや買い物支援など、自主的に

参加できる方以外で車の運転ができないとか、体が不自由で少しの段差も自

由に歩行できないとか、そういう方のサポートは考えているのか教えていた

だきたい。 

事 務 局：地域での支え合いは、健康な方から支援の必要な方まで、できるだけ多く

支えられるよう考えていただいていると思う。支援の内容にもよるが、買い

物支援については、例えば最近、豊岡で実施しているような、事業所と一体

となって実施している場合はある程度、支援の必要な度合いの高い方でも事

業に参加できる可能性はある。基本的に、自分が車で行かないと参加できな

いような事業ではなく、身近で歩いて行ける範囲とか、地域の方が一緒に乗

っていくような範囲で活動が展開できればということで、自治会単位でサロ

ンを展開していただいている。生活支援は、特に対象を区切ってはいないの

で、必要な支援によっては、介護サービスを一部利用していただく形で展開

している。 

委  員：豊岡の買い物支援は年３回となっている。高齢者の方は普通、週に２～３

回は買い物をしたい。年３回だとただのイベントになってしまうのではない

かと思うが、どうか。 

事 務 局：市内の買い物支援の取組だと、福田の豊浜地区で農協の会議室を利用して、

近所のスーパーが閉店したことをきっかけに、地域の方でそういう取組を始

めていただいている。色々と地域の実情に応じて、スタイルや求められてい

るものが違うと思う。一つの支援で全てを賄うのはかなりハードルが高いと

思うので、例えば週末は子どもや他の方が支援してくださる方もいると思う

し、豊浜の買い物支援は実際の買い物という効果に加えて、交流とか居場所

的な効果もかなりある。それぞれの地域でどういったことが求められている

のかとか、どういったことができるのかというのを、住民の方と事業所もみ

んなで知恵を絞ったという形。豊岡も始めたばかりなので確かに回数は少な

いが、色々な方が協力して実施できたということがとても素晴らしいと思う。

それをまた色々な形に発展していければ、それがもう少し内容の濃いものに
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なっていくと思うので、無理のないようにできる範囲でしていただくのが重

要ではないかと思う。住民の方は今まで色々な地域活動をしているので、事

業所の方がどういった形でそこに加わっていただけるかというのも一つの大

きなポイントになってくると思う。 

委  員：資料１の２ページ、平成30年から32年は横ばいという話があり、34年か

ら後期と前期が逆転しているが、これからどうすればいいかという課題が出

てくると思う。 

     また、資料２－１の５ページに高齢者サービスとして４つの数値が出てい

るが、計画に対して実際の利用者は少ない。見込みが多過ぎたのか、遠慮し

て出す人がいないのか、知らないのか、そういう分析も必要ではないか。そ

こで高齢者への援助計画等をするには、前提としての介護予防や生活習慣病

の予防の講座を開設するとか、ＰＲをしていく。また、運動とか体操として、

各地で百歳体操が行われているが、この辺の充実も必要だと思う。また、後

期高齢者が増えることで、紙おむつの支給とかタクシー券の利用、訪問介護、

訪問看護の充実などの課題が見えてくると思う。 

もう１つ、資料の２－１の３ページ、消費生活に関わる啓発の出前講座があ

るが、今年３月に本庁舎１階の奥にある消費生活センターに出前講座のお願い

に行くと、４月からは実施できないと言われた。詐欺防止の出前講座を各地で

実施するべきだと思うが、４月からはできないので、実施したいなら包括支援

センターか警察に頼むように言われた。これは逆行しているのではないかと思

う。 

事 務 局：高齢者のさらなる高齢化、後期高齢者が増えていくということについては、

磐田だけの傾向ではない。それを見据えて、数年前から地域包括ケアシステ

ムの構築として、在宅医療と介護の連携の推進、認知症施策の推進など、限

られた資源の中で必要な方に必要な支援が届ける仕組みづくりを続けてきて

いる。その方向性をもう少し具体化しながら、皆さんと一緒に考えて、進め

ていきたいと思う。 

     在宅福祉サービスについては、利用が制限されているということはない。

在宅福祉サービスの質も量も、県下で本当に磐田はトップクラスだと思う。

どこの町にも負けないくらいの量と対象者で、予算も人口規模にしては、す

ごく確保をしている。利用についても、これで十分かというと色々なご意見

もあるかと思うが、自治体としてはかなり一生懸命やらせてもらっていると

思っている。啓発については、当然知らなかったということがないよう、民

生委員さん初め、ケアマネさんが色々な場面で周知をしている。老人クラブ

とかサロンでも周知はしている。場合によっては、ご存知ない方もいるかも

しれないが、できるだけ相談とかで対応ができるようにと、今後は気をつけ

ていきたい。介護予防など、色々なことを含めての啓発をもっとしっかりし
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ていく必要があるのではないかというのは、本当にその通りだと思う。色々

な地域包括ケアのことを進めていくにも、皆さんで情報共有しないと進んで

いかないということはご指摘の通りだと思うので、そこは今後さらに強化し

ていきたいと思う。 

     それから、出前講座については、特に保健福祉分野、高齢者の利用がシニ

アクラブやサロンを含めてかなりの利用状況であったことは承知をしている。

市で交流センターを中心に地域づくりやまちづくりをしていくということで、

交流センターを中心にして出前講座を展開していこうということで、今年度、

市の方針を今までと変えた。今までは、個々の小さい単位で出前講座をして

いたが、方針が変わって戸惑われた方もいると思うが、周知とか啓発は集約

させていただき、他のところで、今までの部分を強化していきたいと考えて

いる。 

委  員：「行動第一、現場第一、市民第一」というスローガンが掲げられているので、

各自治会とかサロン、介護施設等に出向いて、色々なニーズを拾い上げて次

の介護計画に生かしていただきたい。 

議  長：質問も意見も混在しているが、冒頭の挨拶でも言ったように、こうあるべ

きだとか、こういうことをしたら良いとか、考えて欲しいとか提起いただけ

ると、この先３年、非常に良い計画ができるのではないかと思う。皆さんの

話に、それはできない、それはやるといった話ではなくて、意見を聴いても

らうのが、この会である。できるかどうかは別の話なので、ご理解をいただ

きながら指摘をいただけたらと思う。 

委  員：高齢者が介護保険を使わなくてもよい仕組みづくり、態勢づくりが極めて

重要なテーマだと思う。介護保険を使うようになった頃は、施策はいっぱい

あっても予防策が寂しい感じがしていた。生き生きと活躍する高齢者の支援

の充実は大変重要なこと。特に生きがいづくりと社会参加、健康づくり支援

の３つが非常に絡み合って重要である。 

     あと、生きがいづくり支援事業の中にふれあいサロンが入っているが、分

類が違うと思う。ふれあいサロンは社会参加だと思う。ふれあいサロンに参

加して色々な話をするのは良いが、年を取ってもいつまでも好奇心を持って、

自分のやりたいことや好きなことに取り組んで生活していくことが生きがい

づくりなので、色々なやり方があると思う。自分の趣味やボランティアでも、

生きがいができて、次に社会参加になる。閉じこもらずに、色々な活動に参

加することが重要なので、生きがいづくりの中にサークルや講座などをもっ

と充実させる施策を支援することが盛り込まれていないのは寂しい。特に、

磐田市は全国でも稀なくらい交流センターの数が多い。こんなに充実してい

る町はない。交流センター、いわゆる公民館が数多くあるのは、全国でもト
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ップクラスだということを市民が知らない。磐田市でしか生活していないか

ら当然と思っているかもしれないが、もう少しこの内容について支援をして、

活動を充実する方策を入れて欲しい。サロンはあくまで社会参加の事業であ

る。 

     それからもう一つ、ボランティアでシルバー人材センターが出ているが、

磐田市はＮＰＯ法人が少ない。福祉あるいは趣味に関係するＮＰＯ法人が、

もう少しあれば良いと思うので、この支援もして充実することが重要だと思

う。 

     もう１つは健康づくりで、資料に載っているのは健診だけ。健診も重要だ

が、健康でいるためには運動をしてもらうこと、歩くことが大事だと思う。

１日8,000～10,000 歩、歩いてもらうことが重要だが、田舎の人ほど歩かな

い。都会の人は、車が使えないのでよく歩いている。歩くための施策を考え

ることで、健康になってもらうと良いと思う。どこかの町の例が載っていた

が、歩く運動をしっかり実施したら、年間５億円も医療費が減った。医療費

が減るということは、介護保険も減るということ。たくさん集めるのではな

くて、節約するのはそっちだと思う。結果的に介護保険の費用等も減る。100

億の 10％が減れば 10 億、これは大きい。健康づくりや生きがいづくりに重

点を置くことについて、もう少し施策の内容を盛り込んだものを次回提案い

ただきたい。 

委  員：ボランティアもだんだん高齢化していて、若い人が出てこない状況である。

私も今、サロンをしているが、60～70代の方がいない。もっと若い人にもボ

ランティアとして参加するように、チーム団塊を社協主催でしている。そう

いうものを共同でしても良いと思うし、単独で何かボランティアを養成する

ようなことも考えられると良いと思う。ぜひ増やしてください。 

委  員：地域包括支援センターの機能強化とあり、計画値と実績値で、ずいぶん実

績の相談件数が増えているということで、センターはとても大変で、職員さ

んも色々な思いを抱えながら連携して相談に答えていくようなことをしてい

ると思う。センターの職員たちが元気でないと、上手く捌いていけないこと

があると思うので、その辺の職員たちの心の健康が図れればと思う。 

     あとは、高齢者だけではなくて、ボランティアとか、どんなライフステー

ジの人も住んでいて良かったと思える磐田市であって欲しいといつも思って

いる。色々な切り口や色々な角度から、それぞれのライフステージの人々が

支えられる仕組みがあると良いと思う。 

委  員：私も長い間、サロンやリフレッシュの会、ボランティアを支えるボランテ

ィア養成講座をずっとさせていただいたが、どこの団体でも最初に集まった

ボランティアがそのまま20年やっていて、新しい人が入ってこない。 

     一つ例を言うと、最初に始める時に市の保健委員を終えた方を市でプール
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して、あゆみ会という団体があった。そのあゆみ会が母体になって、あゆみ

会の地区で登録してある人にボランティアになっていただいて、なおかつ回

覧で回って、そこから自由に入ってきてくださる方もいた。あゆみ会は解散

してしまったが、そういう保健委員ＯＢのプールなどはもうしなくなったの

か。うちの地区では、保健委員に代わって福祉委員の制度ができているが、

福祉委員のプールはない。昔は福祉委員をした時に、うちの例で言うと、あ

ゆみ会のＯＢと一般の方でボランティアの会を作って、福祉委員さんが入っ

て、福祉委員の時代だけでやめる人もいれば、中に入ってくれる方もいたが、

今は福祉委員の２～３年だけでも嫌で仕方ないという感じになってしまって、

ボランティアの受け皿がない。市で保健委員ＯＢに希望を取って、ボランテ

ィアに残ってもらうという制度があったが、そういうものがあると多少は違

うかなという気がする。 

委  員：老人クラブは全国的な展開をしていて、介護保険制度の地域支援事業、地

域包括ケアシステムへの参画について、県労連から事務局に27年２月に通知

が届いている。老人クラブは介護予防活動と生活支援活動を実施しているし、

特に市民クラブは増加していて、生きがいづくり活動に取り組んでいる。全

国的な傾向としては自治会との連携、一体化している地域が大変多くなって

きたので、これから老人クラブは自治会と一体化した方向で上手くいかない

かと考えている。全国の動きや県内の動き等を見ながら、また皆さん方にお

願いしていきたい。 

     ２つ目に、家族介護の問題で、私も地域で困ることがある。介護認定を受

けると、家族が必ず施設入所や通所をさせる。そんなことをしなくても、ま

だ地域のみんなとやっていけるのにと思っても、家族が楽だから入れてしま

う。その問題をどうするのかということが私は一番心配しているし、その方

も気の毒だと思っている。地域の皆さんと一緒に話をしたいのに話ができな

い。そういうところへ通所すると地域の会合にも出てこなくなって、家に閉

じこもってしまう。その問題をどう解決するかは大変難しい。少し余談にな

るが、これは待機児童と同じ。あれも、母親が、子育てが嫌だから保育園に

入れる、あるいは自分が遊びに行きたいから保育園に入れるとか、そういう

ことが随分ある。似たようなことで、介護認定を受けた場合に施設入所や通

所をさせるのも似ていると思う。 

     ３番目に、地域崩壊とか家族崩壊が進んでいるので、ぜひそれに切り込ん

だ計画を作ってほしい。家族崩壊が大変進んでいる。でも私は、福祉の原点

は家族にあると思っているので、家族で最後は看ることは当たり前だと思う。

また、地域社会の崩壊が進んでいるということは、先程のボランティアに出

てこないということにもつながってくる。地域崩壊とか家族崩壊に切り込ん

でいって、それを進展させないような方策ができればと思う。 
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議  長：市民意識の教育くらいで、なかなか現状を打破するのは難しいという思い

もします。 

委  員：磐田医師会として個別要件で参画できる条件として、最近、医師会でも話

し合った。特に、地域包括ケアシステムの一環で、認知症施策に関しては認

知症予防講演会を地域包括支援センター個別に、それぞれ医師会と協力して

行うことになった。８月は１件、９月は３件、医師会の先生、薬剤師会、包

括センターの担当者が、約１時間半の予定で講演会を催す。地区の住民の方

を対象に、難しい内容ではないので、非常に分かりやすい話をしたいと思う。 

委  員：前回資料の磐田市高齢者の暮らしと介護についてのアンケートの調査結果

報告書によると、やはり食べることは楽しみの一つであるということで、歯

科医師会としては、それを支えていきたいと考えている。要介護になって、

訪問歯科診療も充実させていきたいとは考えているが、歯科医師会でアピー

ルする内容としては「オーラルフレイル」という言葉を使ってアピールをし

ていきたい。障害になる、例えば、飲み込みにくいとか食べにくいとなる一

歩手前の部分をフレイルと呼んでいる。そういうころから自分の口の中に注

意を払ってもらうということをアピールしていきたいと思う。もっと大きな

目標としては、訪問診療では歯科治療は限界があり、きちんとした細かい診

療はできないということを理解していただきたい。みんな介護が必要になり、

通院できなくなる可能性があるので、通院できるうちに全て治しておけば、

例えば、その後で介護が必要になったり、通院が難しくなったりしても、割

と簡単な処置で終わると思う。そういう眼目で、これからもやっていきたい

と思う。 

委  員：包括支援センターの機能強化ということで、包括支援センターの中学校単

位での設置はぜひお願いしたい。というのは、高齢者が増えて、家族介護が

難しい時代になっている中で、地域のセーフティネットの一つの要になって

いると思う。これが地域と医療、そういったところとの連携が必要になる。

地域包括ケアシステムはもう少し連携の生まれる形で進めてもらいたいと思

う。 

     それから、地域の高齢者で、１人のみ世帯とかで、前はよく民生委員の会

合で、緊急通報システム貸与をぜひやってほしいという意見があった。もっ

と充実させていくとか、遠距離介護もあるので、そのあたりも検討されたら

どうかと思う。 

委  員：先程、買い物支援について話があったが、先月、浜北の宮内に買い物支援

について見学に行った。そこは週１回、杏林堂に来ていただいて、非常にた

くさんの人が利用していた。そこで予約も取っている。浜北の宮内で店がな

いのはおかしいと思ったが、現実に行ってみると無い。そういう部分もでき

れば良いと思う。 
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     また、サロンの活動で女性が多いというのは、これはどこもそうで、男性

が引きこもりになっている。男性を引き出すアイテムが何かあれば良いので

はないかと、連合会でも考えているが、なかなか男性の気を惹くサロン活動

がなくて悩みの種になっている。そういうアイテムを作り出すことも必要で

はないかと思う。 

     自治会連合会も、まちづくり協議会を通して人材バンクを作っている。一

度、自治会長や地区長をした方を人材バンクのような形で登録して、そこか

ら地域づくり協議会は各部会に分かれているので、そこへ派遣することも考

えている。先程、人材バンクというような話もあったが、これは本当に大事

なことだと思うので、人材を育成するため、こういうものも取り入れたら良

いのではないかと思う。 

委  員：杏林堂の話は、このあたり施設にも、とくし丸という名前でみえているの

で、頼めば来てくれると思う。特に、豊岡は買い物支援ということで、地域

で取組をしている。確かにイベントにはなっているが、イベントになる前の

段階での会合もあった。小さな店とかスーパーとかがとくし丸のように行く

には人件費も時間も費用もかかって、赤字になってしまうという話し合いの

中で、地域で協力した方が良いのではないかということで始まった。 

     病院との連携で、訪問看護ステーションは市内に今７箇所ある。在宅医療

と介護の連携では、訪問看護ステーションで隔月に１回会議がある。その中

で、常日頃の仕事のことも話をするが、どうしていけば良いかということで、

磐田病院の連携室の看護師と一緒に話し合いをしている。先程の受診のこと

もそうだが、訪問看護に伺っているお宅が、一人暮らしとか高齢者世帯で受

診がうまくいかないことも本当に多い。今回の広報いわたでも、すごく宣伝

していたが、あの方が間に入ってくれている。一人で受診が心配という時に

は、私達が関わっている人については連携室に事前に連絡を取って、柴田さ

んが受診に立ち会ってくれている。一人暮らしの方も、事前に連絡して、デ

マンドタクシーを頼んで一人で行かれて、そこで診察をしたら結果を教えて

もらうという連携を取るようにしている。皆さん全員できるわけではないが、

心配な方については、こちらから病院に連携を取る、病院からも返事が返っ

てくるという形になっている。多分ケアマネでも、そういう形でやれると思

うので、そういう福祉の力を利用したら良いのではないかと思う。 

     あと、７月29日に市内の看護師が集まって交流会を開いた。初めての会だ

ったが、訪問看護ステーションの仲間だけではなくて、市内には施設やデイ

サービス、病院も色々な種類の病院があるということで、そこの看護師同士

が一度会って話をしようということで始まった。看護協会がバックアップを

してくれてはいたが、磐田市立病院の看護師、市職員の保健師など、そうい

うところで色々な話もできるので、こういう会が少し軌道に乗っていくと良
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いと思う。地域の方が訪問看護を利用する部分で、まだ全然行き渡っていな

いと思う。訪問看護は介護保険でなくても、先生の指示があれば行けるので、

ぜひ困った時の橋渡しでも良いので、利用されると良いと思う。 

委  員：介護関係は勉強不足で分からないが、私どもは地域福祉の部分でやってい

る。介護される状態にならないように、健康であるということ、これを地域

で盛り上げていこうという話で、いきいき百歳体操がすごく実効性があると

いうことで、色々と調べてみると、今は器具、腕とか足に重りを巻いて実施

すると効果が非常に上がるということで推奨している。しかし、それが今年

度からカットされるという話を聞いた。そうなると、逆行する感じになるの

ではないかと思う。必要な人は個人で買ってという話だが、4,000 円ほどす

るので、市はどう考えているのかなと思っている。今は地域でできることは

地域でやろうということで、一生懸命みんな頑張っている。ボランティアの

関係もサロンも、要するに社会参加で、内容はともかく盛んにあちこちで実

施している。そのうちに結果も出てくるのではないかと思うので、諦めずに

続けていきたい。 

事 務 局：いきいき百歳体操については、拡大していただいて、今年４月からも箇所

数が増えている状況である。重りについては、いきいき百歳体操も自助とい

う部分で健康づくりを進めていきたいというところもある。バンドは市で用

意してずっと補助をしていきたいと思うが、重りは使っている方も使ってい

ない方もいるという状況なので、健康づくりの定着期間は市で対応するが、

それ以降は自分の健康のためということで、自己負担でお願いしたいという

考えである。 

委  員：先程、デイサービスに行き始めるとサロンに来なくなるという話があった

が、デイサービスとサロンと併用して通っている方もいる。家族がサロンよ

りもデイサービスに行けと言って行かされていると思われているかもしれな

いが、そうではなくて、色々な理由でサロンに行けなくなって、サロンに行

けなくなった代わりにデイサービスに行って元気になってもらおうというこ

とで通う方がほとんどだと思う。どうしてサロンに行けなくなるかというと、

やはり足腰が弱って、ほんの少し、10ｍ足らずでも歩けなくなったとかの理

由。やはり足腰を弱らせないようにする施策というのが、非常に大事だと思

うし、田舎の人ほど歩かないというのは本当にその通りなので、歩くという

ことをもっと市をあげて応援するような施策ができたら良いと思う。 

     あと、健康づくり支援の中で、口腔ケアは健診の中には特に入っていない。

歯科健診も入れた方が良いのではないかなと思う。 

     また、高齢者の安全安心事業の中で、交通安全の講座とあるが、高齢者が

加害者になるパターンも非常に増えている。90歳を過ぎても運転をしたいと

いうことで、ついこの間も更新をしに、更新講習を豊岡から遠鉄の自動車学
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校まで軽トラを運転して行った方がいる。「また更新するの？」と聞いたら、

「車が無いと生きていけない。車が運転できなくなったら俺は死ぬ」と言っ

ていた。周りはヒヤヒヤしているが、本人は絶対に免許を更新すると言って

いる。本当に、車が無いと生活できない地域は絶対にあるので、そういう政

策も考えてもらいたいと思う。 

     それと合わせて、高齢者の災害に対する対策ということで、ついこの間も

ケアマネジャー研究会の代表者会議でも、かなりそういう話が出た。今、災

害対応ケアマネジャー養成というのがあり、災害が起こった時に、それに対

応できるケアマネジャーを養成していこうという講習も出ている。先日の大

雨の時、磐田でも、避難に時間のかかる方は早めに避難をしましょうという

情報が出たが、出たからってどうするのかわからない。具体的には、高齢者

は情報が出たことをどうやって知るのだろうとか、私達はホットラインに登

録しているので届いたが、同報無線でも流れるのか。出たからといってそれ

に対応して何かした人がいるのかと言うと、多分いないのではないかと思う

し、したくてもできないというか、雨の降る中に、どうやって歩いて出て行

くのだろうと思う方がたくさんいた。ケアマネジャー個人が何かできるかと

言うと、できることはあまりない。災害に対する施策も入れても良いと思う。 

議  長：災害時の要援護者対策が計画には項目としてはあるが、具体的にどうかと

いうのは、一度検討していただくということで、お願いしたいと思う。 

委  員：アンケートの「あなたは今後、どこで介護を受けたいと思いますか」とい

う中で、「介護保険制度のサービスや福祉サービスを使いながら、自宅で介護

をして欲しい」が 48.7％であった。また、「現在の生活を継続していくにあ

たって、主な介護者の方が不安に感じる介護等は何ですか」という質問には

「認知症状への対応」が33.3％となっている。当園は認知症対応型デイサー

ビスを行っているが、市内で２箇所になってしまった。これから多分、認知

症の方は増えてくるだろうと思う。特に重度の方。なかなか自宅で看られな

い方が多いということで、認知症対応型デイサービス、普通のデイサービス、

一般型にも認知症の方なども来ているが、認知症対応型では少し手厚い介護

もしている。そこら辺も、これからの計画にどのように入っていくのかまた

考えていただきたいと思う。 

     また、先程、宮内の例が出たが、住宅が割合密集している割に、コンビニ

は２軒ほど、少し離れたところにある。町の特性として、庚申講とか、寄り

合いが結構盛んなので、そこら辺の町の特性もあるのではないかと感じてい

る。ちなみに、うちの施設の玄関前でとくし丸を実施しているが、月２回で

５～６人程度、関係者が多く、関係者でもっているというような現状である。 

委  員：私が地区社協の中で買い物支援の部長をしていて、杏林堂とタイアップし

て地域での買い物支援を行っている。申し上げておきたいのは、地域が非常
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に頑張っている。もう１つは、やはり企業が今、地域に何かしら貢献したい

という思いがあって、色々な形で企業と結びつく機会が増えてきている。企

業とのタイアップや連携をどうしていくかというのは、地域のこれからの課

題の一つと思っている。 

     もう１つは、社会福祉法人でホットネットあらたまというが、家事支援事

業部と天竜厚生会が結びついて、両者が地区で何ができるかということを１

年間かけて検討している。各福祉法人は磐田市内にもいくつかあるが、例え

ば子ども食堂を福祉法人が自前で始めているところや、本当にびっくりする

ような展開が、今、起こっている。だから、地域が自分達だけで頑張ろうと

するだけではなく、周りの力をもった人達とどう結びついていくかというの

が、これからの一つの課題かなと痛感している。 

     それから、磐田市は今、来年度から再スタートする地域福祉計画策定の最

中で、私はそちらにも関わらせてもらっている。高齢者保健福祉計画と地域

福祉計画がこんなに密接に関わるようになったというのは、本当にびっくり

である。両者が離れがたい位置関係になってきたのだと思っている。 

     最後に、サロンを私も地域で仲間と一緒に続けているが、なかなかボラン

ティアが増えていかないというのは、確かに実感としてある。サロンの数と

分布状況というのは、磐田市は県下でトップクラスである。例えば浜松市と

比べるとほぼ３倍。浜松市では後期高齢者1,000人あたり３箇所くらいだが、

磐田市は計算すると後期高齢者1,000人あたり８箇所ぐらいある。だから120

人に１箇所サロンがあるよという勘定になり飛び抜けて多い。これは、磐田

市の大事な財産で、長い間かけて皆さんが作り上げてきたもの。それをこれ

からどうしようかという時に、新しいボランティアはもちろん必要だが、も

う１つ、つまり支援する人とされる人というように間に線を引いてお互いに

見合う関係ではなく、もうそこの溝を取って、ボランティアとして会場準備

に関わったり、お茶をだしたりする人と、それから参加する人が境目なしで

やっているような、そういう状況に来ているのではないかと思う。 

     最後にもう１点、サロンだけではなくて、少し近くに寄れる場所があると

良いと思う。居場所と言われているが、特別何か準備するのではなく、公民

館とか空き家を使って、そこが開かれていて例えば行くと誰かがいる、それ

だけの関係で。サロンだと、やはりプログラムを考えたり、誰がどう担当す

るかみたいなこともあったりして、なかなか次につながっていかない部分も

ある。単に場所を開いて、みんなが集まりやすいようにしていくということ

もこれから本当に必要になってくる。井戸端会議が自分の自宅の近くででき

るというのが、やはり健康を維持したり、気分を変えたりしていく大きな力

になっていくと思う。 

委  員：先程、健康増進課の出前講座が無くなったという話があったが、あれは無
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くなったのではなくて、各サロンには行かないけど、交流センター単位であ

れば出前講座も実施してくれる。 

     また、やはり一番助かっているのは、包括支援センターの職員の皆さんが、

極めて色々な相談にのっていただける回数と時間が多い。件数が載っていた

が、１時間行けば１件なので、件数で惑わされちゃいけない。どういう中身

でやっているかということを見ていただきたい。ますます要請は増えている

ので、今ちょうど、来年度の予算を組む時期だと思う。包括支援センターに

もう１名ずつ増員していただく予算を真剣に考えて欲しい。職員の皆さん、

本当によく頑張っているし、能力高いしけど、もう限界に来ていると思う。

だから、中学校単位で１つ作るのも良いけど、それより先にまず、１名ずつ

の増員をできるような予算措置を、地域のためにやっていただくことが必要

だと思う。包括という名前は、何でもやるという意味。何でもやれというこ

と。いずれにしても、我々は大変助かっているので、ぜひよろしくお願いし

たい。 

     先程から買い物の話が出ているが、私はせいかつ応援倶楽部を実施してい

る。買い物は大変今は便利で、どんな場所でも全部届けてくれる。ただ、自

分でお店に行って棚から品物を選ぶということが、お年寄りが元気になるた

めに一番重要なことなので、とくし丸が来て買い物するのは良いと思う。ど

んな場所でも、生協やセブンイレブンがすぐ配達してくれるので、買い物に

行けないことはないし、せいかつ応援倶楽部のボランティアも代行している

が、問題は、一緒に行きたい時にデマンドタクシーが使いにくいということ

が難点となっている。デマンドタクシーの使い方も検討していただいて、タ

クシー券をもう少し増やすとか、何らかの方法で解決していただけるとあり

がたい。 

委  員：最初に、会長がＣＭの話をしていたが、非常に良いＣＭで、あれは、最初

に母親が息子に「そこまで行ったならおばあちゃんの所に寄ってって」とい

うメールから始まる。市民意識の教育が大事だという話もあったが、これも

１つの教育だと思う。ボランティアが増えない、確かに地域で助け合うこと

も大事だが、一人暮らしも多く、子どもでも見ない状況があると思う。また、

先日、豊田町で磐田病院の先生の講演会を聞きに行ったが、病院の先生が「病

院に来てください」と言うと「来られない」と言って、「息子さんとか家族は

いないのか」と聞いたら「一緒に住んでいない」、「東京にいるのか」と聞い

てみたら「見付にいる」と。それでも来られないという、そういう時代にな

ったという話があった。一概に、全部子どもが見るわけではないし、地域の

助け合いも、みんなで助け合うのも大事だけど、若い人とかボランティアと

か、そういうことも大事。家族が介護を抱え込まないのも大事だけど、そう

いうように助け合って見るという教育も必要だと思う。 
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     それから、男性は飲み会なら来るけど、それ以外では集まらないという話

で、豊田町でもやはり集まらないということで飲み会をしたようで、ボラン

ティアを募集して登録してもらって、お母さん達や奥さんにも理解をいただ

いて、男性がボランティアをしたら、１回飲み会に 1,000 円だったか 3,000

円だか、協力して欲しいと奥さんに頼んだようで、すごく男性が集まってい

るという話を聞いた。それも一つのヒントと思う。 

     それから、先ほど歩くのが良いという意見が出たが、公園が磐田市にもい

っぱいある。私も民生委員の時、公園の点検に行くが、子どもが１人もいな

い。子どもの公園がいっぱいあるので、高齢者用の、少し段差があったり、

トレーニングができるような、歩く公園があると良いと思う。 

     お金について、先ほどの分銅の話もあったが、ある程度のきっかけづくり

は行政がしてくれても、自分に合っていると思った方は、分銅は自分で出し

てもらいたい。その代わり、包括支援センターの職員を１人増やすのはすご

く良いことだと思う。自分も行政もお金は限られているので、助け合いも必

要だし、市民もみんなで教育ができればと思う。 

委  員：先ほどＮＰＯが少ないという話をしたが、袋井では、毎日開いているサロ

ンが駅前にある。これはＮＰＯがやっていると思うが、愛知県の大府市でも

３箇所あって、空いていた自治会の会館を使って一日中サロンを開いて食事

を出している。これもＮＰＯがやっている。そういったＮＰＯへの補助も市

から出して、老人がいつ行っても誰かがいて話ができる場所を、まず何か所

かあると良いと思う。ジュビロードでも開いていない店はいっぱいあるし、

場所はいっぱいある。少し検討してもらいたい。 

議  長：現行計画で数値目標を挙げていて、達成したものと達成していないものが

ある。達成していないものを特に吟味して、どうして達成できなかったのか、

あるいはどういう状況だったのか、その辺をしっかり検討いただいて、次の

３年間につなげていくことが必要だろうと思う。 

     それに合わせて、今日はあまり出なかったが、県とか国の生活支援コーデ

ィネーターや自立支援なども、検討いただきたいと思う。いずれにしても、

やはり自助、共助、公助というところを原則と言うか、一定の線はあると思

っているので、その辺をぜひ検討していただきたい。 

     今日は非常に良い意見もあったと思うので、全て１度は事務局で検討して

いただくということでお願いしたい。 

事 務 局：色々なご意見ありがとうございました。介護が必要になったときの話から、

介護予防の段階の話、それから人材育成と幅広く意見をいただいた。会長か

らも話のあった、自助、互助、共助、公助も合わせて施策に取り組んでいき

たいと思う。我々は真摯に検討をしていきたい。この会は審議をいただく場

ではあるが、具体の提案をこの場でも、個々にでもお寄せいただけると、施
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策に反映もしやすいと思っているので、固まった案でなくても全く構わない

ので、委員の皆さんの“思い付き”をいただければこちらでも検討の材料が

できると思う。 

４ 閉 会 

事 務 局：本日はご意見等ありがとうございました。 

     次回は、１０月５日を予定しています。ご案内を送付いたしますので、よ

ろしくお願いいたします。 

     これで閉会とさせていただきます。ご協力ありがとうございました。 


