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平成29年度 第３回磐田市介護保険運営協議会 会議録 

開催日時    ：平成29年10月５日（木）13：30～15：30 

出席者     ：委員15名  欠席１名 

１．開会

２．あいさつ

部  長：皆さん、こんにちは。毎回本当にお忙しい中お集まりいただき、ありがとうございます。

本当にここ２～３日、急に秋らしくなりましたので、皆さん体調管理には十分お努め願

いたいと思います。本日は市議会もまだ会期中で、今回の議会においては、一般質問に

て認知症サポーターの状況がどうかとか、活動は今後どのように広げていくのかという

質問がありました。28年度決算が今回の議会の審議で主なものになっているわけですが、

介護事業に関しますと、在宅医療との連携とか、認知症の事業はどんなふうに展開した

のか、生活支援の具合はどうだったか、そんなような質問がありました。おかげをもち

まして、我々が思うところは計画した通りの事業ができたと思っていますので、そのよ

うな回答もいたしましたし、そういったところを広く市民の皆さんに知っていただきた

いと思っています。そんな状況が市としてはありました。それとは別に、こういった直

接皆さんの意見を聴ける機会というのは大変重要なものだと思っていますし、そういっ

た中から施策に反映できればと考えています。 

本日の会議におきましては、前回の会議で皆様からいただいた意見に対する市の実施状

況、検討状況をお伝えしながら、次期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の骨子と

なる策定の概要と計画の目標、体系について議題とさせていただいております。それぞ

れのご専門の立場で、そして住民の立場で、色々とご意見を賜ればと思います。限られ

た時間ですので、忌憚のないご意見をお聞かせ願います。よろしくお願いいたします。 

会  長：皆さん、こんにちは。繰り返しになりますが、大変お忙しいところ協議会にご参加を賜

り、心からお礼を申し上げたいと思います。だいぶ忙しくなってきたと言いますか、地

域のお祭り行事、衆議院選挙が忙しく、この１カ月ぐらいは地域の話題になると思いま

す。特に福祉に関わる私どもにおいては、大変重要な消費税の関係、これを上げないと

言うところもありますし、あるいは上げて幼児教育の無償化だとか高等教育への補助と

かが挙げられています。これも一つの福祉と言えば福祉、生涯型の社会保障ということ

にもなると思います。この協議会の高齢者保健福祉計画ということから言えば、これか

らの状況は大変厳しいものになるのかなと思っています。特に地域包括ケア、あるいは

2025年の話なども踏まえながら、消費税が２年後とは言うものの、大変厳しい状況にな

ると思っています。 

特に私が個人的に感じるのは、国政選挙もそうですが、地域の選挙も、社会保障という

言葉は出てくるのですが、福祉という言葉が最近は全く少なくなりました。これは本来、
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地域、身近なところで、気持ちを思いやったり助け合ったり、そういうことが福祉であ

って、そのことが政治に関わってくることは当然のことだと思っているのですが、なか

なか最近は出てこないなというのが個人的な感想です。とは言え、大切なこれからの３

年間の高齢者保健福祉計画や介護保険事業計画ですので、一生懸命真剣に皆さんからご

論議をいただきながら、より先を見通したものにしていきたいと思っていますので、な

にとぞ忌憚のないご意見をいただければと思います。今日もできるだけ皆さんからご意

見をいただきたいと思っていますので、どうかよろしくお願いします。 

３．議事

(1)前回会議での意見等について 

前回会議での意見等について、事務局より説明。 

＜質疑応答＞ 

委  員：地域包括支援センターの設置基準の見直しは、現在、中学校区で設置されているが、そ

れを小学校単位というように前回は質問したと思うが、どうか。 

会  長：現在は７か所で中学校は10校なので、中学校区になっていない。できるだけ増設と言う

か中学校単位、あわよくば小学校単位ということになるが、段階として今は中学校単位

という検討をしていく、見極めていくという話をいただいたが、その辺でどうか。 

委  員：中学校単位に現在なっていない。地域共生社会という中で、いかに高齢者に身近で相談

支援できる体制を作ってもらうかということについて、少なくとも中学校単位で置いて

もらえたらどうかというのが私の意見であった。北部の増員をすると言っても、そこに

高齢者が行くのは遠い。より近くにそういう支援センターがあれば良いし、その一端を

我々民生委員としても、厚労省の委嘱をもって、高齢者の相談支援の一端を担う役割を

持っている。専門知識を持った人が近くにいるというのは、これからの高齢化社会の中

で自立していく上で必要ではないかということで、増員すれば良いとは思わない。 

会  長：先程の説明の中で、設置箇所数か人の充実か、そのあたりも見極めてやっていきたいと

いう内容だったが、どうか。 

事 務 局：小学校単位、中学校単位という意見をいただいていることは認識している。説明にもあ

ったように、今後も状況を把握しながら検討していきたいということに尽きるので、ご

意見をいただくという形でお願いしたい。 

委  員：平日の８時半から17時半までという時間しかしていないのは、やはり、普段仕事をして

いる方はなかなか相談に行くことが難しいのではないかと思う。本来は平日の８時半か

ら17時半までという仕事になっているが、やはり利用者の時間に合わせて、17時半以降

も訪問に行ったりとか、土曜や祝日も合わせて相談に伺ったりということをしている。

そういう相手に合わせるようなところも必要だと思うので、土曜と祝日は営業するとか、

そういう努力も必要だと思う。あと、包括に出向くのが難しい高齢者のために、出張相

談会みたいな形で、公民館に出張して何でも相談を聞くというような機会を設けるとか、
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そういうことができたらどうかと思う。 

事 務 局：厳しい職員態勢であるが、24時間、連絡を取れる体制は電話とかでとっている。それで

十分か不十分かというところは、また検討させていただきたいと思う。 

(2)第８次高齢者保健福祉計画・第７期介護保険事業計画について 

第８次高齢者保健福祉計画・第７期介護保険事業計画の骨子について、事務局より説明。 

＜質疑応答＞ 

委  員：計画の重点的な取組みとして方向性が書いてあり、その中の具体的なところはこれから

やっていくようになると思うが、どう考えるかという質問でも良いか。例えば、生活支

援サービスの体制整備とあって、生活支援員を総合事業の中で養成していると思うが、

今はどう進行していて、今後どう展開していくのか。例えば、主としてどういう形で地

域の中で活動していくのか。 

事 務 局：家事援助ヘルパーは生活支援の担い手として、総合事業における緩和基準ということで

生活援助や家事援助の部分だけ、身体介護を伴わない生活援助だけができるヘルパーを

養成しようということで、磐田市独自の制度で今年度始まったものが家事援助ヘルパー

制度だと思う。前回までに３クール、養成講座をしていて、現在26名に修了証を渡して

いる。今はちょうど３クール目の現場実習をしているところで、13名が実習をしている

ので、合計して、10月中旬頃には39名に家事援助ヘルパー研修の修了証がお渡しできる

と思う。その方には、実際に訪問介護事業所に登録をして生活援助、身体介護を伴わな

い、家事とか調理とか掃除とか買い物のサービスが必要な方のところに実際に行くこと

になる。実際に39名を養成しているが、その中で登録した方はまだ多くない。その中で

実際にサービスに入ったという話は、３事業所で聞いている。養成は順調に進んでいる

が、広がりを見せていないというのが正直なところ。ケアマネとも協議した中では、実

際に少しでも身体介護的な要素があると、今まで通りのヘルパーに行ってもらいたいと

いう需要も多いので、なかなか実際のサービスにつながらないところがある。空いてい

る時間に経験を生かして働きたい方とか、意欲のある方からたくさん応募してもらって

いる。生活支援の担い手としての活躍の場を広げていく方法を、今後考えていければと

思う。なお、家事援助ヘルパー制度の研修に応募した方も、例えば事業所に勤めるので

はなくて、社協がしているせいかつ応援倶楽部の支援員でやったらどうかとか、あるい

はシルバー人材センターへの登録はどうかという形で、最終日に色々な活躍の仕方を説

明している。まず担い手養成をした中で、それぞれの方に合った選択をしていただきた

いと考えている。 

委  員：養成だけして終わってはいけない。そういう方達は、それを生かして活動しているかど

うかの方が大事だと思う。例えば、そういう形で活動できない人は、どこに原因がある

かというところを見ていかないと解決していかない。ただ社協にお願いするだけではな

くて、行政も責任持って養成の中でやってもらわないと、特に地域共生社会は地域がつ
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ながるのが大変だから、自立生活していく上でもサポートが欲しい人はいっぱいいる。 

事 務 局：養成と合わせて、活動できるところまで含めて一緒に考えていきたいと思う。 

委  員：具体的施策の体系ということで具体策が出てきたが、どうしてもどこか具合の悪い方を

どう助けるかということに目が行きがちだが、生きがいづくりと介護予防の充実が一番

重要だと思う。いつまでも健康でいていただければ、健康保険を使わないし、介護保険

も使わないし、ずっと元気で長生きして健康長寿ということになれば、磐田市の財政的

な負担がそれだけ減る。生きがいづくり支援事業と社会参加推進事業の２つで、一番に

老人クラブ活動の支援が載っているが、生涯現役、いつまでも働いてもらうのも良いが、

自分が持っている得意な分野を生かしてもらうために、シルバー人材センターの充実も

入れていただきたい。それから生きがいづくりに、磐田市の生涯学習は65歳にならない

と対象にしないような施策になっているが、そうではなくて、生涯学習は若いうちから

生きがいづくりを、将来の老後に備えて自分のやりたいこと、生きがいを感じることに

ついての色々なことを積んでいくことが重要なので。磐田市には、交流センターが浜松

市に比べて遥かに充実している。全国的に見てもトップレベルの交流センター、公民館

がある。その活動を活用することによって、地域の人達が元気に楽しく生活することが

できる。見付等は常にいっぱいだけど、その他は若干の余裕があって、まだ活用する余

地が十分にある。一番活発なのは体育館なので、体育館の無い田原とか豊田東は少なく

とも作って、地域のスポーツ・レクリエーションができる体制を早く取らないと、そこ

らへんも働きかけていただきたい。健康づくり新事業の中に書いてあるが、健康講座や

健康の啓蒙についての講座や活動が非常に重要だけど、保健委員がなくなった。まちの

保健師が頑張っていても、その手足になる保健委員がいない。地域でそれなりに実績を

上げているが、地区社協の一番の重点はいつまでも元気で生きがいを持ってくださいと

いう活動のことに講座の重点を置いている。昨年度までは、健康増進課にたくさんの保

健師とか管理栄養士とか、優秀な人材がいっぱいいるが、地域活動に今年度からは全く

目を向けなくなった。派遣講座が無くなった。地域活動には協力しないということだっ

たので、昨年までは健康増進課と一生懸命話し合って、色々な講座を作っていたけど、

今年度以降は協力できないということだったので。それではせっかくの意味がない。い

ずれにしても健康の啓蒙はやらないといけない。地域の予防ということについて、もう

少し具体的な内容を書いて取り組んでもらいたい。もう１つ、不幸にして具合が悪くな

った人、私はせいかつ応援倶楽部の代表をしているが、買い物は業者が運んでくれる手

もあるので本人達が行かなくても済むけど、やはり自分で棚から商品を選ぶということ

が、いつまでも健康で長生きするための重要な施策だと思う。手段として一番手軽に使

えるのは電動三輪自転車だけど、磐田市の場合、バリアフリーになっている道が少ない。

だから、磐田市ももっとバリアフリー化して、障害のある方が動きやすい歩道づくりに

ついて、時間とお金はかかるけど、これからもやっていただきたい。シニアカーも電動

三輪車も車ではなく、歩行者扱いなので、車道を走れない。歩道しか走れないので、走

れる歩道が少ないことを考えると、なかなか買い物も難しい。いずれにしても、生きが
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いづくりに具体策を盛っていただきたい。 

会  長：たくさん指摘をいただいたが、長期のものとか色々あるが、また検討をいただきたい。 

委  員：重点施策の２番、地域の支えあい活動の推進ということで、一つの地域づくりに関わる

ことだが、やはり地域の支えあい活動というのは、最近で言うと互助、私達がシニアク

ラブでしているのは近所の体制づくりとして、お隣さんで顔の見える関係で支え合いと

いうような地域づくりを重点的に進めている。こういうところで皆さん方に一番大事な

のは、すぐ近くで支えてくれる方が必要である。だからぜひ近所づくりについても入れ

て、地域で組織的に活動できる体制づくりが必要ではないか。個人のサービスの問題も

良いが、組織としてどうするのかも考えていかないと、地域の支え合い活動の推進はな

かなかできないのではないかと感じる。もう１つは、生きがいづくりと社会活動への参

加支援の中で、老人クラブ活動の支援とある。数年前に、老人クラブ活動の支援と書い

てあるけど何を支援してくれるのかと聞いたら、お金を出しているとの回答だった。支

援はお金ではない。そのあたりを勘違いされないようにしていただきたい。厚生労働省

の通知に、老人クラブ活動等事業実施要綱がある。その３番に留意事項があって「市は、

市の老人クラブ連合会と連携して、必要に応じて助言指導すること」とある。私は何年

かしているが、一度も助言指導されたことはない。 

会  長：この老人クラブ活動の支援というのは、シニアクラブに変えても良いのか。 

委  員：老人福祉法では老人クラブという言葉から変わっていない。 

委  員：７ページの体系図で、左から基本理念、基本目標、施策とあり、その右側には何もない

が、具体的な取組みを付けたら良いと思う。それから、この施策はどこがするのかとい

う主管部門、福祉課がするのか健康増進課がするのか、できれば担当部門も入れていた

だければ、より分かりやすい体系図になるのではないかと思う。それと３ページの計画

策定の方法のパブリックコメントはどういう意味か。平成37年に高齢者が48,000人を越

えるというのが１ページにあるが、介護保険とか国民健康保険とかを使わない人に対す

るインセンティブ、奨励金みたいなものを支給されると、より自分の健康に気遣って病

院にかからない、介護保険も使わない、予防が進んでくるのはないかと思う。逆に、応

分の負担をしていただく方法も導入されたらどうか。例えば、生活保護で介護保険を受

給している人とか、所得税や住民税を免除されている人とか、年収が300万以下の人は

いくら、500万以上の家庭はこれぐらい介護保険を取るとか、1,000万の人とか、そうい

う応分負担していただく方法もとってはどうか。もう１つ、福祉ボランティア活動をし

た人にポイントを付与して、ある程度ポイントが貯まれば、自分に介護が必要になった

時にそのポイントを使うと、お金がかからない。どういうボランティア活動かと言うと、

介護訪問して話し相手になったとか、施設に行って入浴補助とか、髪の毛を乾かしたり

衣服を着せたりとか、介護施設での草取りとか調理補助とか、そういうボランティアを

したら何ポイントというようにすれば良いと思う。 

会  長：色々と課題はあるかもしれないが、介護ポイントは非常に良いと思う。あとパブリック

コメントだけ説明をお願いしたい。 
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事 務 局：パブリックコメントは、おおよその計画ができた時に、こういう協議会では色々な各種

団体とか公募で出てもらって意見をいただいているが、より広く意見を伺うということ

で、ホームページで暫定的な計画案を出して、それに対して意見を伺うことをすること

がパブリックコメントで、市民全体に知ってもらって、市民から意見を伺うという意味

である。 

委  員：高齢化が進んで、先日も新聞を見ると、公務員も65歳定年となってきている。そういう

ことが国では言われ始めている中で、ついこの間、敬老会が行われて、私も招待される

側になった。敬老会のやり方が非常に従来通り、おざなりみたいな形でしていて、あれ

が果たして効果的になっているのか。行政から2,500円をもらって、それをそのまま渡

しているところもある。その辺の見直しをして、それよりも在宅介護とかを重視してい

った方が良いと考える。浜松では100歳に対しての祝い金を出して他は無しというよう

に見直しをしているところがあるので、磐田市もそうしろという意味ではなくて、そう

いったところも見直ししたらどうかと思う。 

事 務 局：そもそも65歳以上が高齢者なのかというような議論がニュースや新聞でも広くされるよ

うになってきたのは昨年ぐらいからで、かなり大きな議論になってきている。社会保障

全体をどうしていくのかにもつながるのではないかという話もあったが、磐田でも65歳

以上の高齢者が４人に１人以上になっている状況からすると、従来続けてきた敬老事業

のあり方についても見直しを今後していく時期に来ていると担当の方でも感じている。

祝い金については、平成20年頃に市の色々な行財政改革の一環の中で一部見直したとこ

ろもある。他市では77歳の祝い金を廃止しているところが多い。現状、磐田の敬老会の

様子を見ると、88歳になると、地域の敬老会に参加が減ってきているので、それも含め

てどういう敬老祝い金の事業であるとか、敬老会全体の事業のあり方について、今まさ

に検討を進めている最中である。近いうちには皆さんにまたお諮りをしたり、ご説明を

したりという形になると思う。あと、敬老会事業、事業費だけで5,000～6,000万の事業

になっている。それを１日で使うのか、もう少し年間を通して他の介護予防事業にあて

るかといったところも今後検討を進めていく必要があると思う。 

委  員：年を取ると日々の生活の方が大事で、その時にもらえば終わっちゃうけど、そういう事

業をしていく方が多分みんなに喜ばれると思う。その辺は、思い切った施策の変更が必

要だと思う。 

委  員：介護予防と健康づくりに地域リハビリテーション活動支援事業とあるが、具体的にどう

いうことなのか説明していただきたい。 

事 務 局：地域リハビリテーション活動支援事業は実際にはまだ行っていないが、例えば、いきい

き百歳体操とか活動に理学療法士や、リハビリ関係で作業療法士等を派遣して活動する

事業が該当してくると思う。県内では、地域リハビリテーション活動支援事業を行って

いる市町があると聞いている。 

会  長：ここに載っているということで、これからしていくという理解で良いか。 

事 務 局：検討していく予定である。リハビリテーションの専門職を、どこかの活動に派遣するよ
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うな形で検討していきたいと思っている。それがいきいき百歳体操になるのか、どちら

になるかは検討段階である。 

委  員：地区社協でしている。例えば足ツボ健康講座とか、理学療法士に来てもらって、体を動

かす体操について講座をしている。 

委  員：高齢者安全安心事業の中に災害時要配慮者対策がある。災害時に自分自身が命を守るこ

とが精一杯の中で、地域の独居の方とかまで、地区が福祉の観点から関われるのかと思

う。具体的に、市ではどのようなことを想定してこの項目を挙げているのか。 

事 務 局：災害時要配慮者対策で、市で介護認定されている方とか障害を持っている方の情報で、

民生委員の協力を得て、避難行動要支援者、災害時に一人で避難が難しい方の避難行動

要支援者という名簿を作成している。そちらの名簿については地域の自主防災会に配布

して、災害時にそういった方の避難支援をしてもらうということで、個別計画を作って、

地域で避難支援を行う事業になる。それらの方については、災害時に避難所でも安心し

て支援ができるようにということで、それぞれの避難支援、具体的な個別支援を考えて

いるところである。 

委  員：災害時、水害とか地震も、民生委員が知っているだけではなくて、やはり隣近所が本当

に福祉では一番だと思う。個人情報のこともあるが、実際に地域にこれが本当におりて

いて、９月とか12月の訓練にも生かされているのかと心配がある。お年寄りを運ぶだけ

でも大変だと思うので、そういうところも含めてよりきめ細やかな市からのアドバイス、

実際的なものを期待する。 

委  員：要配慮者対策の件で話が出ていると思うが、自治会連合会では、自治会長、防災会長、

民生委員等と連絡を密にして、この３者で情報共有し、他に漏らさないという前提条件

で名簿を作っている。災害時にはまず自分の身を守るのは当たり前だが、その後にこの

３者でそういう人達を救出することをしている。ただ、これは地域や個人によって、個

人情報だから出したくないという方もいて、なかなか全部一緒にというわけにいかない。

これは大きい課題だと思うが、自治会連合会ではしている。それから高齢者の見守りネ

ットワークもあるが、これもどういう基準でやるのかは分からない。名簿みたいなもの

を作っておかないと、どこから高齢者で、あの人は良くてこの人はダメだという部分も

あるので、これも検討課題になると思う。どちらにしても「向こう三軒両隣」を今後復

活していかないと、全部自治会におんぶにだっこではできない。そういう機運を盛り上

げていかないといけない。自治会連合会としても、こういう問題を取り組んでいて、要

配慮者対策はしている。 

委  員：認知症対策で見守りオレンジシール普及事業で、２人ほど、このシールのおかげで見つ

かったという情報を得ているが、今現在は何名ぐらいが登録されているのか。 

事 務 局：現在は35名の登録になっている。２件という話があったが、オレンジシールを付けてい

る方の同報無線での捜索は35件の中では１件もなかった。ただ、オレンジシールを付け

ていた方が、この方は認知症で、ご家族の方も心配をされているということを地域の方

が理解していただいて、そのまま警察に連れて行ってくれて捜索が早く済んだという効



- 8 -

果も現れている。 

委  員：うちのおじいさんも登録したけど、登録手続きが少し面倒くさい感じがする。もう少し

簡素にした方が良いと思う。 

委  員：災害時の関係で、昼間の災害時には、それこそ防災組織の皆さんはお勤めになっていて

うまくできないだろうということで、シニアクラブ、老人クラブがこっちいるので互い

に声かけとか避難誘導をしましょうと言っている。そういうことで、シニアクラブも防

災関係に組み込んでいただくことが良いのではないかと思う。シニアクラブの中で、シ

ニアクラブは介護予防活動と相互の生活支援活動をしている。生活支援活動は、声かけ

とか話し相手とか、訪問とかゴミ出しをしているわけだが、１時間500円という制度が

入ってきたために少し戸惑いが出てきた。シニアクラブはあくまでもお互い様、持ちつ

持たれつだから損得抜きで、支えあいは個々の問題でお金じゃないという話をしている。

そういうことでシニアクラブではお互いやっているということだけ知っておいてもら

いたい。２つ目に、介護予防等の認定の問題で、デイサービスを利用しているが、行か

ない日はグランドゴルフで走り回っている。あるいは、デイサービスから帰ってきて鍬

を持って畑に行くとか。それから２キロぐらいの道のりを交流センターまで歩いている

とか。最近、聞いたところによると、介護認定をさせるために子どもが演技を教えると

いう話も聞く。それから交流センターの問題がさっき出たが、うちの交流センターは、

８割は地区外の方で、地区の人は２割ぐらい。その２割の方もだいたい同じ顔ぶれで、

そう考えると地区の一部の人しか来ていない。これで交流センターを中心に地域づくり

ができるのかなという心配もある。 

委  員：地域で、両隣みんなで支え合うという話が出ている。個人情報が難しくなっても、隣の

ことなら隣の人が分かっていれば行けるということで、向こう三軒両隣が大事だという

意見が多い。うちは夫が今年自治会長で、今年９月の防災訓練の時に、こんなことを始

めた。隣近所を知ってもらうことが大事なので、公会堂に集まって草木染めをした。磐

田ふれあいの会がうちの地区にできて、畑を耕作していないところを皆さんがボランテ

ィアで色んなものを植えて、その収穫を売ったりしている団体である。災害時に、緊急

を要する地震になった場合、タンスの下にもし倒れていたら時間を争うわけで、その時

に私は大丈夫だから避難しましたよという時、黄色いハンカチを玄関の外に置くと、自

治会長や民生委員が見て、あそこが出ていないとなったら行って助けるという形で、そ

れを普段からやるということで、そのハンカチもただ配るのではなくて、草木染めで、

地区で収穫したオリーブで染めた。その日に、とにかく自分の家族の安否を確認して、

そして自分の家が大丈夫だったら隣、その隣も確認してくださいと言ってやった。初め

てのことで、何人来るかも分からなかった。各家庭で１人は必須だと回覧板を回して、

家族で来てくれても良いよと言ったら、中学生も小学生も来てくれて、黄色に染まった。

それをどう使うかということも話して、普段から防災訓練の時には自分が安全だったら

ハンカチを出して、今度は隣の家に行くと言っている。時間をちょっとでも争う時に、

住民の中から一人暮らしの人は毎日いらしてくれると、今日もハンカチ出ているから元
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気だなというのが分かるとか、皆さんから色々な意見が出た。隣３軒が個人情報ではな

いが、あそこのうちは一人暮らしだとか、あの人は障害を持っているとか、分かってく

れたら良いなということで、初めて見る方もいたが、２回目は大成功で、また12月の防

災訓練の時にも出す。そうしたら今言ったように、一人暮らしの人が毎日元気かなと見

ているので、それをいつも出してくれると良いなと、住民自身から意見が出た。 

委  員：施策の体系で、医師会側としては、在宅医療と介護の連携、認知症施策の中で、認知症

地域支援の推進及び認知症ケアの向上は医師会が直接関連する項目になる。在宅医療と

介護の連携については、これまで何度も行政とか磐田市立病院、訪問看護ステーション

の方達と会合を行って在宅医療の推進を進めてきた。それから認知症に関しては、具体

的には今年度から、小地域ケア会議として各地区の交流センターに出向いて、医師とか

薬剤師が地域住民を集めて簡単な講演会をしている。これは、地域包括支援センターと

地区社協の方達が主催して私達が呼ばれて話をした。それから、医師会としてはサポー

ト医を増やす方向で、実際今年度、あと４～５名のサポート医が増える。特に南部地域

にサポート医が集中していたので、中部や北部にサポート医を増やして、認知症施策の

向上に関係したいと思う。 

会  長：施設のことは重点としては載っていない。施設づくり、特養だとか老健だとかは重点と

しては載っていないので、在宅医療が大事だという方針になるのだろうと思う。認知症

もそうだが、少し具体的に力を入れる方策を何か考えられないかと思う。 

委  員：歯科医師会としては、地域共生については何も言うことはないが、具体的な内容として

は７ページの成人歯科健康審査がある。先週も磐田市の会員と行政との会議があり、こ

の点にも少し話があったが、受診する方が非常に少ないということで、もう少し皆さん

に重要性を教えていかなければいけないと思う。30・40・50・60・70の節目に受けても

らうようになっている。働いている方は時間がないということもあるが、60・70ぐらい

の、介護に近づくような年齢の方には特にアピールを、行政だけではなくて歯科医師会

もやっていかなければならないと考えている。 

委  員：介護保険認定に関する意見について、医師会側の介護保険の代表をしているが、グラン

ドゴルフに元気に行って、要介護１や要介護２が付いている例があるが、急性期に判定

された場合もあると思う。給付適正化事業に、要介護認定の適正化も入れられているの

で、審査会等の見直しもしたいと思うが、調査員の判定によって認定が95％決まる。そ

れから最近、厚労省の指導で、例えば有効期限が昔は６か月や12か月だったが、最長24

か月、２年の有効延長が図られているので、比較的悪い時に認定を受けた人が、ある時

に元気になるというケースもあると思う。そういう齟齬が生じないようにしたいと思う。 

委  員：介護保険認定を受けて、デイサービスに行ったから元気になったと捉えていただけると

嬉しく思う。介護に携わる者としては、そういうように理解して、サービスも訪問介護

もそうだが、急性期に訪問して、ずっと訪問看護に行っているわけではなくて、良くな

って卒業を目指すということも目標に置いているので、もうそろそろこの人は訪問看護

ではなくて、デイサービスでお風呂に入った方が良いとか、そういう感じで、日々状態
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が変わる。悪くなる方もいれば、良くなる方もいるので、そういう捉え方をしていただ

けると嬉しく思う。それから、最初に出た家事援助ヘルパー利用の実情で、訪問看護に

行っていて、要支援１の方が、どうしてもインシュリンの注射で週３回行くという方が

いる。その方が、先日の介護認定では非該当になり、認知症状が多少あるが非該当とい

うことで、そういう方も訪問看護は医療で行けるので、医療に切り替えて、ヘルパーだ

った部分を家事援助ということでお願いしたら、週３回も行けるようになった。そうい

う面で良いこともあるので、実際は現場ではそういうこともあるので、自立になった方

に家事援助に切り替えていくという利用もしたら良いと思う。また、敬老会の話も補助

の話もあったが、地区ごとで敬老会を催すということで、送迎もあって、お年寄りが集

結するのが年に１回の楽しみになっている。敬老会に行くために、靴を新しく買わなく

ちゃとか、美容院に行かなくちゃとか、そういう気持ちにもなる。日頃の支援もお願い

はしたいが、こういうイベント的な楽しみも、やはり高齢者、特に田舎の方は楽しみに

しているので、そういうイベントもあっても良いと思う。 

あと、認知症フォーラムが昨年までは磐田市でしていただいていた。今年からは包括ご

とということで、包括の裁量も見られるのかもしれないが、やはり磐田の中心部でやる

フォーラムにはなかなか出にくいというところもあって、それこそうちの母は、去年ま

では他所のことみたいな感覚で捉えていたけど、今年は豊岡の中央交流センターでする

から行ってみようという気持ちになった。今まで中心部でやっていたことを地区でやる

というところで、そういうメリットもある。半分お手伝いもするので、ちょっと良い形

で始まると良いと思う。認知症施策も協力したいと思う。 

それから、医療と介護の連携で、訪問看護ステーションは隔月１回、ステーションの会

議があって、ケアマネの会長もいるので、ぜひ看護と介護で、高齢者の世話の中で看護

師に望むこととか聞いてみたいと思うし、看護師がケアマネに望むこととか、先生に望

むこと、また最近は薬剤師が色々な働きかけをしていて、訪問に薬剤師が入ることで、

かなり薬のことも分かるようになったし、本当にたくさんの薬を飲んでいて、すごくた

くさん残っている状況を目の当たりにする。これから在宅生活をしていく中で、薬のこ

ともすごく大切だと思うので、そういう医療的な関わりを薬剤師も持ってくれているの

で、訪問看護ステーションとしては、そういう方との関わりも増やしていけるような計

画もしていきたいと考えている。また会議の時には提案させていただきたいと思ってい

るので、お願いしたい。 

委  員：高齢者、安全安心事業のうちの災害時要配慮者対策、磐田市でも数カ所設置されている

と思うが、福祉避難所がある。この部分と福祉避難所の関係について教えていただきた

い。また、認知症施策の推進の部分で、認知症の介護の対策が主になっているが、認知

症予防の事業で、水分をしっかり取るとか、日常生活を規則正しく送るとか、栄養もバ

ランスよく取るとか、口腔ケアをしっかり行うことで、ある程度認知症も後ろに遅らせ

る部分があると思うので、予防事業もしっかりしていただきたいと思う。 

事 務 局：福祉避難所との関係だが、災害時要配慮者の方で、災害があった時の避難はまず、指定
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避難地域の指定避難所に避難していただく。介護が必要だとかで指定避難所での生活が

困難な場合に、受け入れ可能な福祉避難所に避難していただくようになる。災害時要配

慮者が、指定避難所での生活が難しい場合に福祉避難所に避難するような形になる。 

委  員：高齢化社会を迎え、高齢の患者が非常に多くの科を受診していて、薬の飲み忘れが非常

に多い。どうしてこんなにたくさんあるのかと、結構、薬が重なっているケースが非常

に多い。医者もお薬手帳とかを確認して出しているとは思うが、お薬手帳を持参しない

ケースだと本当に分からない。実際に高齢の方だと、隠し持っているケースが非常に多

いというのが、この間、現実を前にして分かった。薬剤師が訪問することによって、す

ぐその場で仕分け等もできる。薬剤師会としては今、在宅に非常に力を入れており、ぜ

ひこういった機会を境に、薬剤師は調剤薬局にこもりきりになるケースが非常に多く、

どんどん外に出していきたいと思う。そのためにはぜひ、皆様の情報等をいただければ、

こちらでも精査していきたいと思うので、お願いしたい。それと、介護保険の申請の際、

調査員が書いたものを結構鵜呑みにして信じてしまうところがあり、どうしてこの人は

要介護１で、どうしてこの人は要支援１なのか、非常に書面上が分かりづらく、急性期

の時に調べたというケースも多い。やはり調査員の方も、なるべく詳しく書いていただ

けると介護保険委員としては分かりやすいので、ぜひ協力をお願いしたい。 

委  員：最近の地域福祉の流れを見てみると、地域共生社会、我が事・丸ごと等の言葉がポピュ

ラーに使われるようになってきた。地域福祉が本当に定着してきていると思う。１つの

例を言うと、高齢者の支え合い、支援だけではなく、こども食堂とか認知症カフェとか、

居場所もさまざまな世代が集う場が、まだそんなに数が多いとは言えないが、各地で取

り組まれてきている。これはやはり、これからの地域福祉のあり方を示すものだと思う。

今日示された全体の施策の体系や、絞り込んだ重点的な取組みの４つの内容は、スッキ

リしていて分かりやすいと思う。私の提案はこれから先の論議に関わる。目標設定され

ていくと思うが、これから目標と評価について議論していったらどうかと思う。具体的

には、地域包括ケア強化法の中でインセンティブの付与と言うか、頑張ったところには

頑張った報酬という考え方も示されている。重点施策の中のポイントについて、頑張っ

たところをちゃんと評価していくということを、国の全体評価の方式の上に、磐田市評

価方式を載せて、磐田の特徴を出したらどうかと考える。例えば、埼玉県和光市では、

地域包括支援センターがどれだけ地域の自立に関わったかを全体評価する。地域包括セ

ンターごとに評価する。磐田市でそのようなことができるかどうかは、これまでの把握

の仕方が違うので簡単にはいかないと思うが、地域で本当に多くの人が関わって、居場

所やその他、みんなが元気になる自立の方向に力を合わせていって、何かの数値でもっ

て洗い出して、そこが結果的にも大変良い水準を保っているといった場合、それをきち

んと評価していくようなことを、計画を作るにあたっても見通しておくと良いのではな

いかと思う。評価には、プロセスの評価と、結果としての評価、アウトカム評価と両方

あるが、両方とも含みながらやっていくとその辺が少し見えてくると思う。どの項目を

どのように評価するかというのは考えていないが、そうすることによって、磐田市の重
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点施策の中の、特に力を入れたい部分を際立たせていくことにつながると思う。 

事 務 局：まだ検討している段階の話だが、国でもそういう動きがある中で、磐田市としても何が

できるか検討している。全体での取組みについて内部的に検討しているのは、まずは介

護に関わる事業者について、そういう自立支援みたいなことで、デイサービスに行って

良くなったというような実績の評価のようなことは多少検討している。それは国でも言

われていることだが、磐田市は磐田市として、また違う評価でそういうことをしていく

ということも少し検討しているところである。先程の話は、それに関わらず包括支援セ

ンターの地域活動も捉える中で評価していったらどうかという意見だったと思うので、

そういうことを踏まえて今後検討していきたい。 

委  員：磐田独自の評価に、これから在宅医療を進めていきたいという国の思いがある中で、健

康教育ということ、普通の人が健康に暮らす、そして認知症の認定とかを受ける、その

後、今度は病院のお世話になる、病院で良くなれば良いが、長期療養型病院で命が閉じ

ることもある。人が生きていくステージやピッチが変わっていく中で、家族はそれを送

り出していくが、事業者はそこに主体的に関わってくれる大事な要素で、家族としても

生きる生活環境が変わっていく中で、結果的に良い最期を迎えられたという家族側の思

いを評価として数値化できたら良いと思う。健康教育の中に、看取りの教育をぜひ入れ

て欲しい。医療現場に行くと、静脈点滴で長らえてしまう命もあれば、家庭ではそれが

できないから、食べ物の摂取量が減って、枯れていくように亡くなる方達もいる。その

人が最期をいかに迎えるかということ、その現場として家庭がどう関わっていけば良い

のか、介護保険と違うかもしれないが、介護保険を巡って、人の生死の最期の幸せ感、

幸福感が別れていくようなことが言われている。「穏やかな死に医療はいらない」とい

うすごいタイトルの本が売れるのは、やはり迷っている、どこに自分の生き方を見出し

て良いか多くの人が迷っている現状が世の中にあるからだと思う。私も読んだが、最期

はどうなるのだろう、命が終わる時には、どういう呼吸法に変わって、どういう症状が

身体に現れるのか、それをまず知らないと、在宅が怖いものだと一般の人達は思うと思

う。在宅医療をするにあたって、もっと関わる人達に対する教育や情報提供をして、在

宅は怖くない、在宅のハッピーエンドも伝えていきながら、医療が悪いわけではなくて

医療を選ぶことが家族の愛、本人の希望や意思かもしれないが、そういう多種多様な人

生の終焉に向けての教育を、健康教育の中に入れていくことで、より在宅が進むのでは

ないかと思う。在宅に関わる医者の出現があればあるほど、良い環境の中で人が一生を

安らかに終えることができるかもしれないので、そういうところにも、ぜひ項目を挙げ

て、力を入れていただきたいと思う。 

委  員：計画策定の方法で、実態調査の一番基本的な基礎になると思うが、以前、介護保険運営

協議会に出た際に、アンケート調査を2,000人ぐらいにして、その回答が50％未満程度

だったように記憶している。国勢調査のように、例えば民生委員が協力しても良いので、

訪問して封筒に入れてというような、もう少しきめ細かい調査をしたらどうかと思う。

磐田市として、もう少しきめ細かな調査をして、基礎をまず踏まえて策定することが必
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要だと思う。 

事 務 局：実態調査は７月の会議で説明した通り、国とか県とかとつながって実施している。それ

と別に、磐田としてオリジナルで実施するのも必要なのかもしれないが、今回の計画で

は施策の検討段階に入っていて難しいと思うので、次回以降にできればと思う。そうい

う必要性についても、今後また検討させていただく。ただ、ニーズの把握とか課題の把

握については、実態調査に限らず、色々なところでしているので、実態調査で傾向をつ

かむのは、あくまで補完する意味合いでの調査であると理解いただければと思う。 

委  員：策定の時だけではなくて、地域の、いわゆる磐田市として、実態を踏まえながらしない

と、常にそういう形の中でしていなかいといけない。今回だけの話をしているわけでは

ない。そのところも検討して進めて、行政の施策を考えて、施策も今回決めたのが必ず

そのままいくとは限らないし、状況変化は出てくるので、そういったとこにも備えられ

るのではないかと思う。 

会  長：今日もたくさんの意見を出していただいた。できるだけ皆さんの意見を聴きながら、そ

れを参考に作っていくことになると思うので、言われたもの全てが載るわけではないが、

事務局の検討事項にしてもらうということで理解いただきたいと思う。 

事 務 局：ご意見ありがとうございました。しっかり受け止めたいと思う。今回の計画は、確かに

行政、市が作る計画ではあるが、その主体が誰かというと、自助、互助、共助、公助、

それぞれの皆さんに担っていただき、少しでも高齢者福祉、地域福祉が広がればという

思いでいるので、改めて認識をお願いしたいと思う。それと、少し細かな話になるが、

保健師が地域を見捨てるのではないかという話もあったが決してそんなことはなく、在

宅医療の関係とか認知症フォーラム、そこには保健師は必ず関わるし、交流センターと

いう、地域の活動拠点は本当に大切なものだと思っているが、その交流センター職員と

も十分な連携のもと、まちの保健師として活動しているので、その認識をぜひともお願

いしたい。また、デマンドタクシーの話もあった。車に乗られる方、自家用車を運転で

きる方からすると、この制度は何だと思うのかもしれないが、全く移動手段がない方に

とっては大変便利だという話も聞いている。しかし、これが終着点というか、この活動

をずっと続けるものではなく、制度を使いやすいものにしていく、住民サービスに直結

するものについては、意見を聴きながら、それを反映していくべきだと感じている。ま

た、これはお礼になるが、災害時要支援者の話があった時に、自治会連合会でも老人ク

ラブでも、自分達のこととしてすると力強く言っていただいたのが本当に何よりも嬉し

い話であった。いずれにしても、行政に対する期待を感じた。それぞれの立場で、それ

ぞれの役目があるので、自助、互助、共助、公助についてご理解をお願いしたい。 

(3)その他 

次回開催は11月９日（木）13：30開催予定。 

４．閉会 


