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平成29年度 第４回磐田市介護保険運営協議会 会議録 

開催日時    ：平成29年11月９日（木）13：30～15：30 

出席者     ：委員12名  欠席４名 

１．開会

２．あいさつ

会  長：皆さん、こんにちは。大変お忙しいところお集まりいただき、心からお礼申し上げます。

ありがとうございます。そろそろ、来年４月に向けて、診療報酬あるいは介護報酬等を

含め、負担も少し変わるかもしれませんが、非常に関心があるところがじわじわマスコ

ミなどに出てきました。これは皆さんに大変関係のある部分で、気になるところではな

いかと思います。介護保険事業計画について審議をいただいていますが、そのあたりも

関係あるのではないかと思いますので、頭の中に入れていただきながら審議をよろしく

お願いしたいと思います。今日は特に第５章、目標の入った具体的なところについて、

ぜひ皆さんにご意見あるいはご質問等をいただきたいと思います。本日は、ご意見やご

質問をされる方がお休みなので、その他の皆さんにも色々な角度から忌憚のないご意見

をいただきたいと思っています。よろしくお願いします。 

３．議事

(1)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について、事務局より説明。 

＜質疑応答＞ 

委  員：しっかりまとめられていて、大変苦労されたのではないかと思う。また、現状把握から

将来の動向、どんな目標を立てて取り組んだら良いかまとめられていて、具体策はこれ

からだと思うが、良い計画書だと思った。13ページの表で、文章には「平成26年から後

期高齢者の構成比は徐々に増加し」とある。上と下が違っているが、文章が正しいのか、

表が正しいのか。 

事 務 局：表の方が正しいので、文章を訂正する。 

委  員：９ページのアンケート調査結果、年齢が上がるほど外出頻度が少なく、その理由として

は足腰が痛いとか交通手段がないとなっており、通院や買い物の交通手段の確保をして

いきたいという内容がある。25ページの社会参加推進事業という項目で、社会活動への

参加啓発と支援があるが、先程のアンケートのように足がないので行きたくても行けな

い人も多いと思う。また、送迎中に事故でも起こしたら賠償が大変だから、本当は乗せ

て行きたいけどやめたということで、足がない人が結構多くいる。保険付きの、中古の

車で良いので、そういう車両がセンター単位で１台でもあればと思う。これは今後の検
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討課題になるのではないか。この場で回答は要らないので、ぜひ検討をお願いしたい。

それから、33ページに地域における支え合い活動の推進として地域包括支援センター機

能強化がある。現在、包括支援センターは市内に７か所あり、だいたい職員が５人程度

で、７か所だと約35名。高齢者の数は平成29年に約46,000人ということで、それを35人

で割ると１人あたり約1,300人になる。高齢者が全員、問題を抱えて包括支援センター

に相談に行くことはないが、１人あたり1,300人を抱えるという現状がある。それを365

日で割ると、１日１人3.5人の高齢者の面倒を見ることになる。休み無しで3.5人、土日

の休みを考えて225日稼働があるとすると、１人あたり１日5.7人の担当になるが、そう

いうところをどう機能強化するのか。市で交付金が出されているが、やはり支持母体の

方に投げかけをして職員数を増やしてもらえないか。「人・物・金」と言うが、人は要

員を増やしてもらう手だてをする、物はパソコンとか電話が２つずつぐらいあると思う

が、それだと待つ人が出てくるので、そういう事務機器を揃える。お金は人件費を上げ

るとか、そういうことをすることによって機能強化されていくと思う。そのあたりを、

どう考えているのかお聞きしたい。 

事 務 局：包括支援センターについては、色々なところから忙しいのではないかという声もいただ

いている。確かに、包括支援センターが平成18年にできた頃に比べれば、高齢者数が増

え、相談件数も増えている。また、担う役割も以前に比べるとだいぶ増えてきているこ

とは認識している。その対応方法として、相談員を増やすのも１つの方法だと思う。た

だ、全体の中でどういった方法が良いのかを考えていく必要もあると思う。今後さらに

色々な地域包括ケアシステムの構築をするにあたり、基本的には包括支援センターと連

携して進めていく事業も多いと思うので、どういった方法で機能強化ができるか、内部

でも意見交換をしているところである。この場で職員を増やすなどの回答ができなくて

申し訳ないが、そういったことも進めていけるよう、担当としても頑張っていきたい。 

委  員：42ページ、若年性認知症も年々増加しているという話があったが、どういう原因で年々

増加してきたのか、原因とか。私の認識では、若年性認知症の方は、早くお亡くなりに

なる例が多いが、そのあたりのところを教えていただきたい。 

事 務 局：どうして増えているかというところについて、生活習慣病との関連もあるが、詳しい部

分については解明には至っていない状況にある。 

委  員：一般の定義としては、65歳未満の認知症に当てはまると思うが、それが増えたかどうか

という議論はあまりなく、昔は恐らく表に出なかった方が多いのではないかと思う。い

わゆる精神病と間違えられて、精神科に直接受診される方が多かった。今は医学的な診

断が変えられて、それがはっきりされただけだと思う。 

委  員：22～23ページで、計画の最初に介護予防の推進と健康づくりの推進があるのは大変良い

ことだと思う。まずこの中に載っている健康寿命の延伸が一番重要なことで、元気に長

生きすると、介護保険も健康保険も使わず、市の負担も大幅に減る。健康づくり支援事

業として載っているが、今年度から保健委員がなくなった。無くしたのではなくて、委

員の名前登録をしなくて良いと言っただけとも聞いたが、なくなったと同じこと。保健
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委員という制度は極めて重要な委員で、無くなった背景には、理事会で委員を設定する

のが大変だから減らそうということだと思うが、そうではなくて保健委員という名称が

極めて不明確で分かりにくく、一般の方が理解しにくかったのだと思う。健康づくり推

進委員という名目にして、委員を復活して欲しい。まちの保健室はあるが、保健師は月

に１回程度で常設ではない。それを、していると健康増進課は盛んに言っているが、末

端で健康づくりの推進を一番頑張っているのは地区社協である。地区社協が健康講座を

いっぱいしていて、その中で一番働いてくれたのは保健委員の皆さんだった。非常によ

く勉強して１年間活躍してくれたが、残念ながら保健委員が地域に帰って発表して周り

に啓蒙する組織がなかったので、保健委員も自分が勉強するだけという部分があった。

考えると、毎年代わったとしても10年経てば10人以上の人達が勉強するわけで、健康に

ついても非常に知識か増えてきた。もう20～30年の歴史があるので、それだけの実績を

あげている。他県で見ると、長野県が一番実績を上げていて、保健推進委員という名目

で各町にある。今は長野県が一番長生きだが、どうしてかと言うと、食生活が問題だと

いうことで、食生活の改善のために活躍したのが保健推進委員だった。ただ長野県は、

寿命は長いかもしれないが、健康寿命はトップではない。静岡県は健康寿命では長い方

だけど。健康づくり推進についての具体的な方策がよく分からない。もう１度考え直し

てもらいたい。保健師が重要メンバーとして働くなど、そういったものをぜひ復活する

ようには考えられないか。 

事 務 局：市民の中で、周りの方への健康に関する情報提供とか、啓発のお手伝いをしていただけ

る方は、非常に重要だと認識している。保健委員組織の実態としては、地区性も非常に

大きく、保健委員になっても会合にほとんど出て来ないような方もいた状況だった。個

人の勉強にはなっていたが、啓発まではできていない現状の中で、見直しをすることに

至った。今年度から、健幸アンバサダー養成ということで、民間企業にも協力をいただ

き、口コミをしてくれる方を養成していくという事業を始めた。地区ごとというところ

までは、まだ仕組みが至っていないが、健幸アンバサダーになっていただく方を中心と

して、健康活動の支援を市とともに進めていただくよう、これからも指導していきたい

と考えている。 

委  員：言っていることはよく分かるが、具体的に現場で働く組織と言うか、活躍してくれる方

を出していくためには、そういった委員がいないと動かない。各地域には、交流センタ

ーを中心に地域づくり協議会という組織ができていて、色々な役職をまとめて動いてい

る。これを中心母体にして色々な組織があるが、地区社協もその中の一つとして、交流

センター事業と地区社協事業と合わせて仲良く計画して、健康づくりの色々な講座を作

って活躍している。その中で、従来、保健委員は重要な役職で、福祉委員もいるが、福

祉委員と民生委員も加わって、地域の健康づくりの場を作るようにしている。ある程度、

義務づけてやらないと動かないところもあるので、具体的なことをもう少し考えて、載

せていただく方が良いのではないかと思う。 

事 務 局：健幸アンバサダーの養成は今年から始めたところで、どのように地域の中で活動してい
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ただくかというような構築はこれから検討をしていくことにはなっている。ただ、地域

づくり協議会の中で、人材バンクも市として考えているところなので、そのような体制

を作っていく中で、健幸アンバサダーも地域の中の活動として一緒にしていただける方

法を検討していきたい。計画の中で具体的な形で示していくところまでは、まだ難しい

と考えている。 

委  員：保健委員の名前は変わるけど一時的に休んでいると聞いていたが、アンバサダーが次に

くるのを今知った。自分の磐田地区も、地区社会福祉協議会で一緒に福祉委員と地区の

ボランティアと一緒にしていたが、磐田地区のように保健委員の仕事がある地区はない

と市職員から言われたと、社会福祉協議会ですごく論議になった。私たちから見て、保

健委員がそんなに大変なのか。それで、磐田地区では保健委員が福祉協議会から撤退し

た。自分の地区の保健委員はみんな代わったが、分からないながらに一緒に協力的なの

でありがたい。本当に地域には必要で、どちらかと言うと市の仕事が多い。公民館で夏

の保健室をしているが、人が集まらないからボランティアに来てとか、そういうことが

増えている気がする。本当に困っている人は民生委員やボランティア、いつも顔を合わ

せている人に相談して、包括や民生委員につなげていて、田舎で顔見知りが多いので上

手くいっているのかもしれないが。保健委員がアンバサダーと名前を変えても良いが、

市の説明を聞くと、アンバサダーを養成して、それが地域ごとで何人か集まれば、委員

になったからする人よりは、意欲もあるし、良いことだと思う。ただ、やる気がない人

も、そういう機会があることでやる気が引き出される場合もあるので、なかなか難しい

ところだが、アンバサダーも、これから地区ごとに大勢の方が受けてくれれば、それも

良い方法だと思った。 

会  長：地域によって多少違うかもしれないが、いずれにしても保健委員は非常に重要だという

ことは認識いただき、これから検討して欲しいと要望しておきたいと思う。 

委  員：アンバサダーは、具体的にどういうことをするのか教えてもらいたい。 

事 務 局：健康アンバサダーは、健康に関して、例えば市からアンバサダーに情報を出した時に、

伝道師として、自分が学んだ情報や会得した知識を、周りの方へどんどん広めていくも

のになる。筑波大学の研究で、人が健康に対して行動をしていくためには、市からのお

知らせよりも、仲間同士や住民同士で広がっていく方が浸透しやすいということ、健康

に関心のない方が７割いる状況の中で、健康に関心を持った方がいかに周りへ広めてい

くかということの重要性から、口コミしてくれる意欲的な住民を養成するものである。 

委  員：いずれにしても、地域で住民相互に理解するようになれば、自然にそういう広がりも持

てると思う。そういう養成をしても、その人達がどの場面で働くかと言うと、やっぱり

地区社協とかになると思う。自治会長に聞いたところ、中泉地区では26自治会あるが、

毎月会議をしているところは少ない。自分の地区では毎月していて、その時に各委員か

ら、その月にあった会議とかを全部報告して共有するなど、何年も前からしている。そ

ういうつながりがないところが今はすごく多い。こういった色々な企画があっても、地

域で消化するにしても、本来はいけないと思うが、こうやれと言ってやれるものではな
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い。地域のネットワークづくりを今進めているが、それができると、色々と、あらゆる

ものに通用する。隣近所からつながりを持って、最後は行政や専門職につなげていく。

そういうシステムを、来月から説明会を開いて実施していくことになっている。色々な

計画を、作ったばかりではどうにもならないので、これをどう実行していくかが非常に

大事になると思う。先程も保健委員の話があったが、保健委員にも入ってもらわないと

困る。今までは行政主体でしていて、聞いて自分の財産になるだけで、みんなには全然

伝わっていない。だから存在感がない。それをなくすためにも、今度は地域から、同じ

仲間からぜひ出てと招集かけている。 

委  員：保健委員の件で、保健委員をなくすということではなく、市に保健委員を報告しなくて

も良いということで我々は聞いているので、現実には各地区に保健委員は存在している。

市とのパイプと言うか、名前の報告がなくなったことで、青少年健全委員会もなくした

ので、少し勘違いと言うか混乱しているが、現実は存在している。ただそれが上手く伝

わっていないのが現状ではないかと感じる。今度はアンバサダーを作るということだが、

それは保健委員との整合性はどうなるのか。保健委員の経験者をそういう形にもってい

くのか、また新たに人を作るのか、どうなるのか。 

事 務 局：健康アンバサダーの募集は、広く一般市民から募集をしたが、その中で現在も地区の保

健委員として活動をしている方にも声かけした。また、民間企業と連携をしているのが

特色で、健康に関する事業をしているような企業、例えばカーブスとかヘルストロンを

しているようなところの従業員やお客さん等にも参加していただいている現状である。

保健委員の現状残っている活動内容とは、また少し違う部分も出てくると思うが、伝道

師として口コミをどんどん広めていただくことがメインになっている。今後の地域での

活動についてはお答えできる内容のものは、まだない。 

委  員：保健委員とアンバサダーの線引き、組織的なものはこれから作るということか。 

事 務 局：現状では、保健委員の活動がもうほぼ無くて、実際、地域の中でも選任されていないよ

うなところもあると聞いている。残っている地域もあるが、活動をしていない地域の場

合にはアンバサダーだけになると思う。線引きについてはこれから検討していかなけれ

ばいけないとは思うが、現在できているものはない。 

委  員：そうすると、アンバサダーは自治会とは関係なくやるということか。 

事 務 局：それもまだこれから、人材バンクについてもこれからになる。これから検討していく。 

会  長：保健委員の話が結構出ている。保健委員も重要で、地域のことも大切だが、この場で話

をしても、市としても答えが出ないところがあるので、他の視点からお願いしたい。 

委  員：保健委員は昔からあった制度で、保健委員を終えた後プールする、熱心な人がプールす

る「あゆみ会」というのが昔はあった。しかし、ある時から市があゆみ会を廃止してし

まって、私が保健委員になった時にはあゆみ会はもうなかった。終わった経験を生かし

た人をプールする、やはり人材は大事なので、そういうプールするようなことを市でも

応援してもらうと、色々な部分に人材が残って良いと思う。 

委  員：具体的な取組みの中で、高齢者が住み慣れた地域で暮らすための支援の充実がある。こ
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の中の地域における支え合い活動の推進の方向性が大事だと思うが、この中の具体的内

容を見ると、それで果たしてできるのか大変疑問に思う。地域の支え合い体制づくりが

一番大事なことで、この地域はどこかと考えると、自治会単位の範囲、いわゆる顔の見

える関係ができる範囲で考えると良いのではないかと思うが、どうか。それでないと本

当の支え合いや助け合いはできない。遠い人が来て、支え合いや助け合いというのは、

遠い親戚より近くの他人というように、支え合い体制は本当に近くの人でないとできな

い。そういうものをどう作るかの問題について、果たしてこれでできるか少し心配にな

った。 

事 務 局：活動は自治会を中心にしていくのか、もう少し広範囲の地域なのかという質問との理解

で良いか。 

委  員：別に自治会でも何でも良い。地域での体制づくりのためには、どう仕組んでいくのか、

どう活動が生まれてくるのか。そのためにはここに書いてあるような、例えば包括支援

センターの機能強化、見守り活動の推進、生活支援サービスの体制整備、高齢者安全安

心事業、これをやるとそれができるとなるのか。 

事 務 局：22ページの重点的な取組みで質問をいただいたが、ここは主な理念として書いている。

第５章の細かいところでいくと33ページ以降になると思うが、今の計画の中でも地域包

括ケアシステムを構築していく大きな柱の中に、生活支援体制整備事業がある。それは

言い換えると、今までの考えの中で言う地域福祉になると思う。地域の中で、どうお互

いが支え合えるような仕組みを作っていくかということで、概念がすごく大きいので、

なかなか難しいところがある。地域の支え合いの仕組みは磐田の中にも既にたくさんあ

って、１つの単位が自治会や地区社協、市で地域活動に採用している地域づくり協議会

など、色々な単位がある。そういったものを組み合わせながら、公的サービスだけでは

なく、地域の方の支え合いの中で進められるようにしていこうということである。その

１つには老人クラブもあると思うし、そういったものを組み合わせながら進めていくと

いう考えである。 

委  員：基本理念の「やさしさ ふれあい 支えあいのまちづくり」というタイトルだが、説明

いただいたので十分検討されたということだと思うが、「健康な磐田、幸せな最期」の

“最期”にとても引っかかる。最期と言うと死ぬことだと思うが、どう死ぬかというこ

とではなく、どう生きるかというところに、やはり重きを置いてほしいと思うので、こ

のサブタイトルで決定でないのであれば、幸せに生きるとか、“最期”というのは変更

してもらいたい。それと、計画の重点的な取組みの在宅医療と介護の連携で、入院から

在宅生活への円滑な移行の体制づくりと在宅生活をするためのサービス提供体制の確

保のため、かなり訪問件数が多くなることが予測される。新しくできたところを含めて、

訪問看護ステーションが磐田市内に８か所あるが、そのうちの４か所が小規模、個人経

営しているところになる。病院併設とか看護協会だと、大きな事務所で10人前後の看護

師がいるが、私のところは3.5人程度で回しているような状況である。訪問看護は皆さ

んお宅に訪問するとすごく期待されるが、実際に自分が立ち上げた時には、職員は2.5
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人確保しなければいけないのに、訪問件数は無く、かなり経営が苦しい状況であった。

やってみて本当に分かるところであるが、そういう個人経営が４事業所あるので、この

先の経営についてもかなり不安を感じている。国は大きな事業所を支えるための施策で、

大規模ステーションを応援する形になっているが、小さなところは現在かなり潰れてい

る。市として、連携することで施策もあると思うが、具体的にどういう支援をしていく

のかをお聞きしたい。もう１つは、私はケアマネもしていて、前から気になっているこ

とで、介護者手当がある。今年度、認知の要介護２で、重度の認知の方にも手当を出す

ということで、この制度については皆さんあまりご存知ないかもしれないが、支給基準

がある。４月から翌年３月まで１年間、要介護３以上の方に対して、翌年度に支給され

るということだが、ここがすごくミソになっていて、前年度３月までということなので、

３月に要介護３から要介護２になった方は対象にもならない。３月１日に要介護２に下

がってしまった方は、該当が外れてしまう。基準を要介護３になった時点からというよ

うな、これは個人に対しての支給の制度であるが、制度自体は限界をみてしまっている

ので、隣の袋井市は要介護３になった方に対して、その時点から３か月経った時に、振

り返って３か月分を支給してくれるという方法にしているので、公平さが無いと思う。

市長が、公約で介護手当を出していただけるということで、介護している人は、とても

期待を持っている手当だが、該当しなかった方についての微妙な差で、１年間をまとめ

てみているので、介護認定された時からに見方を変えてもらえたら、これもお願いした

いと思う。 

事 務 局：まず、訪問看護で、問題とされていることについては重々認識している。具体的にこう

考えているということは今のところ無いが、定例的に集まりがあり、そこに私も顔を出

して現状把握しながら、これから実際にどうしていけば良いのか、市として何ができる

のか、今後検討していきたいと考えている。それからもう１点、サブタイトルで付けて

いた「最期」という言葉は、確かに気になった方もいると思うが、あえて使わせてもら

った。当然、最期を迎えるまでに、どう生きるかというところが一番大事になるという

ことは同じ意見で、グループワークをした時にも出た。「最期」については、皆さん正

直イメージを持たないというか、日本人はなんとなくそういうことを忌み嫌う風習があ

るが、最期をどう迎えるかということが語られていない現状がある。そういうことをあ

えてこれから考えていったらどうかということで使わせてもらった。これがすごく反対

意見だということであれば、また検討させていただくが、あえてそういう意味で、どう

生きるか、最期をどう考えていくかということを問題提起したいということも含めて、

サブタイトル的に使った。 

在宅介護手当については、確かに、制度は色々な基準がある中で、ギリギリのところで

もらえる方ともらえない方は実際にいるので、状態がほとんど変わっていないのにとい

うことを感じられるのは当然のことだと思う。少し説明でも触れたが、この計画の中で

も認知症施策に磐田市として力を入れていくということを前面に出している。この事業

は市単独事業だが、袋井市は袋井市の単独事業でしているので、それぞれ町によって制
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度設計も違う。極端に言うと無い町もあると思う。どういう制度設計をしていくかとい

うことについて、７年目にして今見直しの検討をしている段階なので、また正式にお伝

えできる時になれば、お伝えをさせていただきたいと思う。 

委  員：先程の「最期」について、訪問看護でも、いよいよ看取りだという時期になると、私達

もパンフレットを渡して、「最期はこういう状況になるよ、こうなったら、こういう気

持ちになるかもね」ということで、寄り添いながらお手伝いしている。グリーフケアと

言って、亡くなられた後も訪問して、どんな気持ちだったかということをお伺いしてい

く時間をとっているので、そういう意味合いでの最期という言葉であれば、それはそれ

で受け止めて、これから仕事に生かしていきたいと思う。 

委  員：私も、「幸せな最期」に少し引っかかった一人で、この言葉を見た時に、すごく攻めて

いるという印象で、悪くないとは思うが「幸せな最期」というキャッチフレーズを挙げ

ているけど、看取りに関する内容があるかというと、内容的に看取りに関する内容は抜

けているように感じた。22ページの計画の重点的な取組みで、在宅医療と介護の連携と

いう重点施策の具体的な内容も全く同じ文言で、主な事業もこの一言だけで、非常にざ

っくりとされているので、具体的な内容をもう少し何か挙げた方が良いのではないかと

思った。ケアマネをしていて最近感じるのは、要支援２で一人暮らしが難しくなってき

た方は入れる施設が非常に限定されている、要支援の方だと原則あまり入れる施設は無

い。お金がある方だと、サ高住に入るという方法もあるけど、お金のない方でも要支援

２と要介護１の狭間のグレーゾーンの方はどうしたら良いのか、非常に悩まされるとこ

ろである。制度の狭間にひっかかる方の暮らしや生活を支えるのが非常に悩ましいとこ

ろで、そういう方が地域の支え合いでやっていけるように制度が整っていくと良いなと

思う。それから、若年性認知症の方も増えてきていると感じていて、やはり糖尿病を患

っている方がとても多いと思う。糖尿病を患っていて、血糖値の管理とかインシュリン

を打たないといけないが、認知症なのでインシュリンの自己管理や自己注射ができない

とか、そういう支援が必要な方が非常に増えてきていると思う。また、48ページの通所

介護・介護予防通所介護の、「介護予防通所介護は、平成30年度から地域支援事業の訪

問介護相当サービスに移行します」となっているが、これは「通所介護相当サービス」

の間違いか。 

事 務 局：市としても、やはり看取りに関する課題はこれから非常に重要で、住民への周知啓発の

重要性も認識しているところなので、22ページの具体策で、８つの柱の中でも重点的に

取り組む項目を入れていくように検討していきたい。 

委  員：資料の28ページの評価指標で一覧表があるが、介護予防普及啓発で、平成27年は172件、

平成28年は171件に対して、見込みで平成29年が68件と激減している。これはあえてそ

うしたのか、計画不足だったのか。あと平成30年は資料の入力間違いだと思うが、137

件で4,00が4,000の間違いだと思うが、その実績と見込みの差は何が原因なのか教えて

もらいたい。 

事 務 局：教室・講座等の開催については、平成29年度から市の出前講座がなくなって、交流セン
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ター講座へ移行になったので、回数自体が減少している。平成30年度からは見込みを入

力しているが、参加人数は、指摘の通り記載間違いで、平成30年度は4,000、平成31年

度が4,500となる。 

委  員：この計画は2025年問題を視野に入れた計画と考えてよろしいか。そういう年代層の意識

調査は行っているか。 

事 務 局：調査はしていない。 

委  員：歯医者だから分かるところがあるが、健康に関する価値観と言うか、身体のことには結

構関心が高いと思う。その年代はすごく健康意識が強いと非常に感じる。歯は割と年を

とった人から若い人まで全部見るが、関心が強い。その人達が75歳になった時に、どの

ような要求をするかというところで、今のままの延長では受け入れられないのではない

かなという気がする。あともう１つ、18ページの高齢者の推移で、平成25年で後期高齢

者が約21,000人で、2025年には約27,000人、３割ぐらい増える。その３割増えた分をど

のように、簡単に言うと予算が取れるのかどうか。いわゆる団塊世代の年代はかなり意

識が高い。歯は多分、関心が一番薄いところではないかと自虐で考えるが、そこらへん

での意識が割と高い。町を歩いてみても、数年前には分からなかったぐらい、ウォーキ

ングしている人が多い。健康志向がかなり上がってきてはいるのではないか。 

事 務 局：調査の質問については、2025年に高齢者年代になる、今の65歳未満の方へは、今回は調

査していない。団塊世代の方は、もうほぼ65歳の年齢に達していると思うが、2025年に

その団塊世代の方が後期高齢になるということで、2025年問題と言われていると思う。

委員の指摘の通り、後期高齢になって本格的に介護サービスや医療サービスの使用量が

増えていくという現状があって、それをできるだけ健康な期間を延伸していこうという

取組みや、今までの医療や介護だけではなく、他の仕組みなりで受け止めていこうとい

うことを、これからさらに進め、それに向けて国の制度も変わっていくでしょうし、市

町でもどういう仕組みを作れるかという計画を策定しているつもりである。健康意識に

ついては、行政の中でも、例えば窓口の手続きやサービス利用など、色々なところで年

代ごとの意識の違いは感じている。権利意識も強くなっており、そのために、より啓発

というか、同じ意識を市民の方に持っていただくという、自分達の制度で、自分達が支

える制度だということの意識を持っていただかなければいけないと、常々職員とも話を

している。そういったことの啓発にも力を入れていきたいと思う。 

委  員：認知症施策の推進で、認知症の予防と重症化予防の普及啓発、認知症の方とその家族へ

の支援で、最近も地域ケア会議における医師が出向いた講演会等も始めている。「幸せ

な最期」は私も少し気になったが、最近は施設入所などが非常に多くなり、お家で看取

る方が非常に減ってきた。その点から、もう一度最初に戻って、医師会としても行政、

包括、ケアマネ等と協力して、地域別の看取りの仕方とか、在宅とはこういうものだと

いうことを、もう一度、小さなグループでの講演等で協力したいと思う。 

委  員：39ページ、高齢者安全安心事業で、交通安全対策と書いてあって、高齢者が道路交通法

の規則を守るように教育するということが載っている。一番肝心なところは何かと言う
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と、高齢者が歩行する場合、シニアカーとか車椅子や電動車椅子は歩行者なので、車が

通る道路側を走ることはできない。必ず歩道を走ることになるが、そのシニアカー等が

通れる歩道になっているかというと、極めて不安がある。もう１つ、市の交差点は、歩

道から車道の横断歩道を通ると、道路から歩道に上がる間に段差がある。バリアフリー

になっていない。ところが国道１号線の交差点では段差のないバリアフリーの交差点も

ある。市道にはない。これは高齢者がつまずく元で、ほんの２㎝程度の段差でもつまず

くし、車椅子も上がりにくい。シニアカーは４つ輪だが、あれも結構転ぶし、段差もダ

メ。また、歩道が斜めになっているケースもあって、車椅子は危険である。これに対し

て市がどういう対策をとるのか全く書いていない。市としても対策をとることが重要だ

と思うが、これはどうして載っていないのか。 

事 務 局：他のところで載せるかどうかを含めて、検討する。 

委  員：30ページで、検診は55,000人、51,000人と推移しているのに対して、成人歯科検診は受

診者数がかなり少ないが、これは関心がないということか。どう解釈したら良いのか教

えていただきたい。もう１つは、45ページに介護相談員派遣事業があるが、私も２年間

ほど介護相談員として市内の介護施設を訪問し、利用者の意見を聴いて内容を市へ報告

する仕事をしてきた。実際に相談員が行けば、施設の人達はピリッと引き締まるような

感じで、これはやはり行くべきだと思う。介護の質を高めるために行くわけだが、行く

のと行かないのとでは職員の方が違うと思った。施設に伺うと、良い施設と、レベル的

にもう少しな施設がある。訪問して施設責任者に、終わった後、意見を言って帰り、帰

ってから報告書ということで担当課に報告を上げたが、自分が行くならこの施設が良い

なというところは何か所かあった。ここは行きたくないというところもあった。担当職

員の方も各施設を回っているのか。やはり現場を見ること、市のスローガンでも現場第

一とあるので、担当の方は忙しいと思うが、自分が受け持つ施設を一度見て、どんな感

じか、相談員が上げたレポートと合っているかどうかも確認する必要があると思う。 

事 務 局： 30ページの成人歯科検診については、40歳、50歳、60歳、70歳の節目の検診として無料

で実施をしている検診となる。対象年齢を節目の方に限るということで、がん検診等と

比べると人数が少ないところがある。 

介護相談員の仕組みを説明すると、市の役割としては、事業者を県が指定するものと、

市が指定するものとあり、事業所の指定をする限りは指導をするということで、指定事

業者には基準があるので、これを満たさなければいけないということがある。県が、そ

の指定を満たしているかどうかという指導に２年に１回のスパンで行ったり、市でも任

されている事業所は相談員派遣事業とは別にしている。これは法的に決められてしてい

ることなので、計画書に折り込んで紹介するものでもないと、粛々と進めているものに

なる。かたや、相談員派遣事業は指定を受ける事業者は当たり前で、それ以上の質を向

上させるというような意味合いがある。それともう１点、こちらの方が大事だが、利用

している人が事業所職員には言いにくいようなことを、相談員が間に入って事業者に伝

えることで改善していくという、些細な改善を図る意味合いで相談員派遣をしている面



- 11 -

がある。そのため、そのことの報告は我々も確認して、些細なこと以外に重大なこと、

例えば虐待だとか、これまでには無いが、そういうことがあれば相談員派遣という枠を

越えて、厳正に指導していかなければいけないので、そういったことも相談員を通じて

情報が入ることがあるので、そういう点を踏まえて相談員派遣事業をしている。現場に

行くことは大事だと思っているので、指導だけではなく、取り組んでいけたらと感じて

いる。 

会  長：今日も質問や意見をたくさんいただいた。検討するとこも多少あるので、次回はその辺

も踏まえ、また検討してもらうことになると思う。一応これで、内容のほぼ全て、第１

章から第５章まで提示して意見を伺った。多少、検討部分はあると思うが、次回の説明

等々について事務局から説明をいただき、今回をもって、中身についてはこれで終了す

ることになる。 

(2)地域包括支援センター介護予防支援の一部委託について 

地域包括支援センター介護予防支援の一部委託について、事務局より説明。 

＜質疑応答＞ 

委  員：医師会の先生で認知症をたくさん抱えている先生がいるが、今年度から要支援でデイサ

ービスに行っている方が頻繁に断られる例が多いという話を聞いたが、そういう傾向は

あるのか。 

事 務 局：今までと変わらないのに、もう受けられないと言われたということか。 

委  員：要支援だとコミッションが少ないから、要介護３とかの人を多く取りたいから、その人

数分を確保しておきたいと考えているのかなと思う。 

委  員：調べる。それこそ今日、直接関わっている包括支援センターの皆さんに来ていただいて

いるが、あまり聞いたことがないということなので、考えられるのは、総合事業が始ま

ったからとか、介護予防をもともととっていない事業所が断るということはあるかもし

れないが、推測に過ぎないので、その実態があるようであれば具体的に聞いて調べた方

が早いと思うので、また教えていただければと思う。 

委  員：非常に単純な質問で、ケアマネジャーがいるので聞きたいのだが、認定する時に、訪問

して調べていると、その認定者が急に元気になるとか、そういったことも診査の基準に

なる部分があるのか。 

委  員：それは、往々にして皆さんある。高齢者は市から何か自分に聞きに来たというか、テス

トされるような気分になる。やはり、テストと言うと良い点を取りたい。他所から知ら

ない人が来てテストしていくと言うと、やはりしっかりされるというのは皆さん往々に

してあるので、それはそれで調査していただいて、その後で必ず調査員の方はご家族に

普段はどうか必ず確認する。一つ一つの項目に関して、これで良いかということを確認

してくれる。それは当然、本人のいないところでするので、だいたい実像は伝わってく

ると思う。ただ、認知症の調査項目に関して、結構、認知症の症状で色々なエピソード
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はあるが、１つにまとまってしまう。チェックが入るのが、結局、物忘れの１つで終わ

ってしまうところがあって、介護の手間と言うか、介護する人はとても大変だけど、大

変なことが、チェック項目としては１つに集約されてしまうので、なかなかその大変度

合い、介護にかかる負担感と認定が一致しないということはよく感じる。 

事 務 局：今のお話の通り、実際に調査に行くと元気になるという話はよく聞く。当然、調査員は

その後、家族とかサービス事業者に対しても聞き取りをする。実際の審査では、調査で

全て決まってしまうわけではなく、主治医意見書があり、この主治医意見書と調査結果、

で矛盾がないか審査に入る。前回も、騙しているという話もあったが、実際に調査員は

騙されていないし、あまりにも食い違うと主治医意見書との違いが大きいので、どちら

かがおかしいということになり、あまりにひどい場合は調査のやり直しや主治医意見書

の取り直しになる。人間を７段階に分けるので、どうしても１つ１つの介護度には幅が

ある。要介護２に近い人もいれば、要介護１ギリギリになってしまう人もいる。更新の

たびに変わる方もいる。できるだけ調査の平準化に向けて、磐田市では直営で、全て臨

時職員で実施しているので、２か月に１度の研修も行い、情報共有を図っている。とは

言っても、どうしても調査は十人十色なので、きちんとした判定は難しいが、そのよう

な話はよく聞くので、それに対してはしっかり対応していると思っている。 

慎重な審議と活発な発言、ありがとうございました。保健委員について色々と議論いた

だいた中で、地域づくり協議会があるという中泉地区の話もいただいたが、地元が立ち

上がって、そこで出てきた委員会の委員やメンバーであれば主体的に取り組んでいく。

これからの地域づくりは、そういう格好でないと、きめ細かなこともできないし、上手

く回っていかないと思う。そんなことを考え合わせると、役所から、こういう委員会を

設けて出席を義務づけるという話もあったが、今回の地域づくり協議会の話は全て負担

が大きいというところから始まっている部分もあるので、義務付けるとなかなか難しい

状況にあると考えている。それから、地域包括支援センターの支援策、在宅介護手当に

ついては、認知症の対象について具体的なことも申し上げたが、職員の本当の思いであ

る。強く思って取り組んでいきたいと考えている。しかし、これから予算を要求し、査

定があり、議会の承認を経て取り組むという形になる。私も含め、事務局一丸となって

取り組んでいきたいと思っている。最後になるが、何人かの委員から指摘をいただいた

「幸せな最期」については、この計画そのものが、住民に安心していただかないといけ

ないものだと考えているので、あまり刺激的な言葉が並ぶのはどうかと話を伺って感じ

たので、再度検討させていただきたいと思う。 

(3)その他 

次回開催は11月30日（木）13：30開催予定。 

４．閉会 


