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平成29年度 第６回磐田市介護保険運営協議会 会議録 

開催日時    ：平成30年１月11日（木）13：30～15：15 

出席者     ：委員15名  欠席１名 

１．開会

２．あいさつ

健康福祉部長：皆さん、新年明けましておめでとうございます。昨年は、福祉行政、健康増進の行

政について、色々とご理解をいただきました。この会議も回数を重ね、やっとまとまっ

たというような状況で、本当にありがとうございました。今年は国際的なイベントがあ

る年です。平昌オリンピック、ロシアのワールドカップがあります。オリンピックは、

開会まで１か月を切ったところで、朝鮮の南北協議が開かれ、北朝鮮のオリンピック参

加が決まったようですが、非核化についてはなかなか議論にもならない、進展もしない、

大変国際情勢も厳しい状況にあり、そういった報道が連日されています。一方では、華

やかなイベントに向けて、国を挙げて応援するとか、選手それぞれ取り上げた報道がた

くさん聞かれます。そういった華やかな面と、緊迫した国際情勢とがあるわけですが、

一方で生活に密着したところで、私どもが対応しなければならないものが、今回お願い

をしているところでございます。誰もが住み慣れたところで安心して、地域で住み続け

ること、そうした活動とか取組みをしなければならないと思っています。こんな中で、

１月１日から相談を受けたり、対応を迫られたりというケースがあったと包括支援セン

ターから聞いたところです。福祉の現場、医療の現場にいらっしゃる皆さんですので、

新年早々から問い合わせもあったのではなかろうかと拝察します。進めておりますこの

計画につきましては、高齢者が抱える様々な問題があります。そういったものに対して

どう対応していくのか、そういったことをこの中で打ち出していきたい、そういう計画

ですので、引き続きご協議をいただきたいと思います。本日も忌憚のないご意見をお聞

かせください。どうぞよろしくお願いいたします。 

会  長：大変遅くなりましたが、明けましておめでとうございます。和やかな新年をお迎えにな

られて、色々とご活躍されているのではないかと思います。この会議も、去年の６月７

月に委嘱をいただいて、計画づくりのための会議を６回させていただきました。その中

で皆さんの色々なご意見をいただきながら、市行政として１つの計画づくりに邁進し、

今日は皆さんから計画についてご意見を聴くのは最後になるのではないかと思います。

２月に市長にお伺いを立てるなど、色々な手続きがあるようですが、３月には最終的に

決定し、そして４月からスタートするということになると思います。概ね、皆さんから

ご意見はお聴きしたと思っていますが、今日で内容については最後ですので、ぜひとも

皆さんからご意見をいただき、さらにより良い計画になるようご協力いただきたいと思

います。どうぞ、よろしくお願いします。挨拶にかえさせていただきます。 
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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（案）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（案）について、事務局より説明。 

＜質疑応答＞ 

委  員：35ページ、認知症サポーター養成講座があるが、最近、うちの地区でも認知症の方が増

えているという印象を持っている。若い世代で認知症のことをよく分かっていない人な

どもいるので、小中学校で認知症講座を現在どの程度しているのかお聞きしたい。 

事 務 局：今年度は、中学校の１学年で１校、小学校４年生で１校という状況である。また、中部

ｍ包括支援センターが認知症の「ラン伴（ランとも）」の時にキッズサポーター養成を

１回した。全学校の福祉教育担当の先生には、中学校、高校、小学校、幼稚園でできる

サポーター養成講座があるので、ぜひ受講してもらいたいという形で勧めを年１回して

いる。今年度はそのような状況であるが、毎年、中学校では必ず１校はしている。 

委  員：教育委員会等ともう少し連携して、そういうことを進めていくと良いと思う。なかなか

包括そのもので行くのは、連携しにくいのではないかと思うところで、行政として、そ

ういった働きかけをもう少ししてみたらどうかと感じている。 

事 務 局：福祉教育担当については、学校の福祉教育担当者に依頼している。 

会  長：できるだけ横の連携をしていくことが必要だろうと思う。 

委  員：介護保険サービスで、どの部分に入るのか分からないが、家事支援員の養成講座をして

いるが、今後はどうしていくのか。養成講座を受けた人は、どういう形の中で今後進め

ていくのか教えてもらいたい。講座を受けても、その後がつながっていない状況がある

と感じるが、これは事業者、並びにせいかつ応援倶楽部とか、そういうところと連携が

あるのかも含めて聞いておきたい。 

事 務 局：指摘の通りの実態はあるかもしれない。家事援助支援員の養成ということで、市で自ら

養成は県内でも珍しく、先進的にしているところではあるが、指摘の通り、実働部隊と

してつながっていくかは、まだまだこれからという部分である。今後どうしていくかは

検証していくが、その検証がまだできていないので、実態的に事業者の協力をいただく

ことも必要なので、関係者を含めてつなげられる、生かせられるように今後進めていき

たいと考えている。 

委  員：特徴あるものなら、それなりの実績を上げていくよう、前向きに考えてもらいたい。た

だやっただけで済ませたのでは意味がないと思う。それと同時に、これから高齢者がど

んどん増えてくると、日常生活の支援があるのは非常にありがたいこと。そういう意味

でしているのだと思うが、その辺の展開をもっとしてもらえると、なお良いのではない

かと思う。そういった点で、もう少しその辺の推進を考えていただく必要があると思う。 

委  員：介護予防活動等で、住民主体という言葉が入ったと説明があった。まさに一番重要な部

分だと思う。今回の介護保険制度改正に伴う、地域包括ケアシステム等による介護予防
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活動や相互の生活支援活動を進めていく場合に、国の示している資料によると、老人ク

ラブや自治会にその役割を期待していると指名されている。どうしてかと言うと、地域

組織である老人クラブや自治会は住民主体で、住民が自ら取り組んで、お互いに生活支

援活動、介護予防活動してくださいということが狙いだと思う。誰かがしてあげるので

はダメで、住民がやるように仕向けることが一番大事なので、そこをしっかりと押さえ

ていくことが大事だと思う。住民主体で、住民の皆さんでしてくださいと、市がやると

か他の機関がやるのではなくて、あなた方がやるという、そのことを強く出していかな

いと、いつまでたってもおんぶに抱っこになる。これからの計画は、それで良いと思う。

この後をどうするか、その後が分からないので、これが具体化されて、どうなっていく

かを特に強調しておきたいと思う。何か計画を立てると、やんわりと、「こうできまし

た」、「はい、そうですか」で終わっていくのではなくて、実効性のある計画にするた

めには、その後をどうするか、何が狙いなのかを押さえていってほしいと思う。 

委  員：13ページの計画の重点的な取組み、３つ目に認知症の予防と重症化予防、普及啓発の項

目があり、資料編の61ページでは、家族介護者への支援について一番気にしているのが

認知症への対応が一番、グラフでも飛び抜けている。認知症になってから手当てをする

のではなく、ならない予防の方法、こうにすれば認知症になりにくいとか、こういうこ

とで認知症になっても長引くとか、本当は５年でダメになるけど、10年ぐらい延びると

いうような、そういう予防にもっと力を入れていくと良いと思う。そのためには、自治

会の会合とか総会とか、そういう場を狙ってＰＲに行くとか、あるいは各地区で高齢者

サロンができているので、そこへ出向いて認知症予防ＰＲ、もちろんサポーター養成も

大事だが、その前、なる前の啓発活動を広げたら良いと思うので、ぜひそういう計画を

今後、実施していく上で取り入れてもらえたらと思う。 

会  長：予防を中心として計画の柱になっているので、その方法として、色々と考えながらして

ほしいという意見だと思う。ぜひ積極的に進めてほしいと思う。 

委  員：これだけ出しても、やはり、一般市民はどういうことを言っているのか、字の羅列に終

わりかねないところなので、介護はこういう面もあると、文章だけを読むと、介護を受

ける、予防を頑張るという、積極的でポジティブな市民像が浮かぶが、現実はもっとド

ロドロして汚かったり、ゴミ屋敷に住んでいる高齢者の一人住まいの方も実際にはいる。

色々なケースを具体的に示す、もしくは映像化するなどして、こういう時にはこういう

関係の行政の手が差し伸べられるとか、もしくは、こうなる前に私達市民が何かできな

かったかという問いかけなど、市民にいかに訴えるかということが必要だと思う。この

計画に書かれているのは、磐田市に住民票があって、ちゃんとそこに住んでいる、実態

がある人のイメージだが、実際には市に住民票がなくて、でもこの地域で一人住まいを

ひっそりしていて、突然救急車で運ばれてという、社会の暗い部分と明るい部分と表現

すると大変失礼だが、人目につかないところで苦しんでいる人もいると思う。そういう

人と関わった時はどうするのか、様々な状況を描いて、こういう状況の時にはこうだよ

ねということが、話し合い形式でも何でも良いので、こういう社会の実態もあるという
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ことを踏まえて、広報や推進活動をしていただけると嬉しい。 

会  長：今の趣旨は、行政としても十分分かってもらっていると思う。市民の立場に立って、弱

者の立場に立って、どう教え込むと言うと言葉が悪いが、ＰＲすることができるかとい

うことだと思う。ぜひその辺を視点に努力してほしいと思う。文章ではなかなか、計画

の中では幅があるので表現が難しいかもしれないが、一つお願いしたいと思う。 

委  員：この計画書をどう進めていくかというところで、恐らく地域の福祉の中で対応してほし

いということではないかと思うが、行政で言い出して、それに該当する人がそこに駆け

つけて、色々と相談を受ける。例えば認知症にしても、高齢者にしてもそうだが、その

前に、やはり地域の結びつきが非常に大切だと思う。そこらへんをつなげて、もう一歩

前のところで啓発とか、講習会などで皆に認識してもらうよう努力する方法、例えば積

極的に地域でこういう講演とか講習を取り入れてくださいと進めるとかも必要ではな

いか。各地域でそれぞれに必要だと思う部分は申し込んで実施しているが、全般的には

まだまだだと思う。結びつきというわけではないが、こういう形で皆さんに、地域の中

で酷くならないうちに目を光らせてくださいという形を、全面的に行政から出してもら

うと非常に動きやすいのではないかと思う。地域福祉の中で、色々と取り組んでいて、

どこもそうだが、普段のつながりが非常に大切だと思う。そうしたところから攻めてい

かないと、なかなかピンと来ない。 

会  長：関連するかどうか分からないが、例えばこれができた後でどんな感じになるのか、どう

市民ＰＲと言うか、交流センターあるいは地域づくり協議会で中身について、地域で分

かってもらうか。その手法についてどう考えられていのか、あれば教えてもらいたい。 

事 務 局：冊子そのものを増刷して市民に配るものではない。指摘にあるよう、概要版的なもの、

分かりやすいものをまず作り、色々な機会を捉えて啓発をしていくイメージでは考えて

いる。ただ、漠然とその機会を待っているということではなく、そのような機会をどう

こちらから狙っていくかについては、また内部でも協議していく。皆さんご存知の通り、

地域によって意識の高いところとそうでもないところ、地域活動が進んでいるところと

進んでいないところ、色々なところがあるので、それぞれに見合ったやり方があると考

えているので、そういったことも踏まえて、普及啓発を進めていきたいと考えている。 

副 会 長：補強委員会の立場から申し上げると、委員の皆さんが発言されたことについては全般的

に賛成する。今回の介護保険事業計画は１つ大きなテーマ「我が事、丸ごと、地域共生

社会の創設」がある。私は、キーワードは参加だと思う。つまり、支え手と受け手とす

ると、支え手だけが参加するのではなく、受け手も参加していく、そういう地域にして

いこうと、両者が自発的に加わっていかなければ参加体制はできない。支え手、受け手

という関係を越えて、地域の中にこれまでなかった人間関係や絆を作っていくのが、ま

ず１つ大きな目標であろうと思う。それに関連して、参加することによって予防や重度

化を防いでいく、そこも関わってくると考える。つまりこれまで、例えば認知症にして

も、運動機能の低下防止にしても、大事なことはやはり外に出かけていくことで、人と

交わること、かつ誰かの役に立つこと、そうしたことに喜びを持って、ありがとうと言
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われることが、その人が頑張っていく、そういう人生を作っていくということが言われ

ている。市や社会福祉協議会にお願いしたいことは、自発的な取組みは、あちこちで起

こっている。そういったことを、大きく市の中で紹介していって欲しい。ある地域で、

例えば健康づくりに取り組んでいて、そこで非常に目立った成果が現れてきたというこ

とがあれば、そういう事実をきちんと全体に広げていくこと。市が何かを主導してもら

うのはなかなか難しいことだと思うが、市民から自発的に参加型で起こった様々な成果

や実績を広めていくことによって、非常に大きな力になっていく、具体性を持ったもの

として広げていくことができるだろうと思う。この全般で書かれていることは誠にその

通りで、全く内容としては筋が通っていると思うので、あとは具体的なやり方として、

市民を信頼した、市民に本当に依拠した進め方を一方に置いていただけたらと考える。

あと１点だけ、地域組織の地縁型組織として、自治会やシニアクラブがある。これは非

常に大事なところで、ここがやはり地域のまとめ役として頑張っている。もう１つは、

目的型組織とよく言われるが、ＮＰＯやボランティア組織がある。ややもすると、この

２つの組織は、今まであまり上手く噛み合ってこなかった経緯がある。先程、参加と申

し上げたのは、両側から手をつないで参加していくという体制を作らないといけない時

期にもう来ているのではないか。ボランティアやＮＰＯも、地縁型組織の自治会やシニ

アクラブに働きかけて、一緒にやろうということだとか、あるいはシニアクラブもシニ

アクラブ自体がＮＰＯ的な活動に乗り出していくとか。色々とやり方があると思うが、

連携体制が取れずにそれぞれでやっているのは誠にもったいない話で、地域の中の２つ

の力なので、これをどう噛み合わせて、しっかり地域住民が参加できる体制を作ってい

くかということが問われてきている。磐田市には、その力も下地として十分にあるので、

ぜひ典型的な市民参加の活動体を創りだしていただきたいと、この計画を機に、一層強

く要請したいと思う。 

委  員：予算的なことをお聞きしたい。今回、第８次高齢者保健福祉計画が立てられたが、第７

次計画に基づいた実績、例えば14ページに施策の体系があり、１から４までの基本目標

があって、これに施策がそれぞれついている。右端に主な事業として、細かい事業がた

くさんあるが、本当にこれができるのか、予算付けをして全部完了するのか、その辺の

心配がある。過去こういうものに対して、どのくらいの予算を使ってきて、それで十分

だったのか、あるいは少し削るとか、予算が余ったから次はこれをするとか、その辺の

現状の見直しと将来に向けた取組みが出てくると思う。まだ29年度が終わっていないの

で、27年度、28年度の実績はどうだったのか、それに向けて、次の30年度、31年度、32

年度に向けて、こういう予算付けでやっていくという、そういう裏付けがないと、絵に

描いた餅みたいに思える。分かる範囲で、こういう予算をつけてやっていくというよう

な数字的な裏付けがあると、より分かりやすいのではないかと思う。 

事 務 局：体系図の主な事業は、行政が予算付けしているものばかりではなく、色々な役割を担っ

て実施しているところも少なからずあるので、全てに予算付けしているものではないこ

とをまず認識いただきたい。その中で、予算的に多いところで言うと、介護サービスが
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やはり、事業所に働いている人達の最終的な賃金になるところで、一番大きいウエイト

を占めている。そういった予算付けがあり、資料編にあるが、介護サービスでどのぐら

いかかっているかという状況は64ページ以降、29年度までの実績は掲載している。サー

ビス分類別費用額で、居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、これが介護

サービス事業指定を受けたサービス事業者が実施している費用額になっている。総費用

額は、29年度のひと月で約9億8,300万という数字になっている。もう１つ付け加えると、

今年の介護保険運営協議会は計画策定として進めていただいたが、今後の来年度以降の

運営協議会は計画の進捗管理、どう進められているか、そんな視点で会議を開催させて

いただく形になる。そういった中で、また実績が固まれば、事業ごとの進捗がこうなっ

ているという紹介もできるかと思う。 

委  員：介護サービスを減らすために色々と、介護予防や健康づくり、認知症予防をしながらサ

ービス費用を抑えようと、色々な取組みをしていると思う。介護保険サービスに費用が

一番かかるのは、十分私も承知している。その予防のために、こういう体系に基づいた

活動をしていく、それにどれぐらい費用を充てて、人をどのくらいあてて推進していく

のか、その姿が見たかった。今すぐここでとは言わないので、第８次計画を進めていく

上で、第７次計画を振り返って、健康づくりの推進や介護予防の推進に過去はこれぐら

いずつ費用を使ってきた、今後はもっと重点的にやらないと、介護サービスの保険サー

ビスの費用は下がらないというような視点に立って、第８次をどうしていくのか、そう

いう将来像が見えたら安心できると思う。 

委  員：56ページに一人暮らし高齢者の実数が載っている。90歳以上で330人、95歳以上で54人、

100歳以上で３人となっている。本当にこんな高齢で一人暮らしをしているという実態

は、介護度がついているのか、あるいはどの程度自立しているのか、そういった分析が

あれば、こういう形で健康に独立して、高齢になっても生活できるという健康長寿の実

態があるとか、もし分かれば、そういった資料を付けていただけると良いと思う。 

事 務 局：この時点ではお示しできない。一人暮らしと言っても、世帯を分けているから一人暮ら

しになっているという数字も入っている可能性があるので、そういう実態的な、本当に

一人で、要介護度が持っているのか、持っていないのかというところの分析については、

調べられる範囲で調べて、また機会がある時に紹介させていただければと思う。 

委  員：認知症について話をしたい。私も昭和22年生まれで、団塊の世代のトップバッターなの

で、いずれ認知症という問題も不安で心配している。そういう意味で、私もかつて認知

症サポーター養成講座を受けたが、結果的にはそれで終わってしまって、その後のフォ

ローと言うか、色々なところで実行したいと思ったがそういう組織もなく、ただ受講し

ただけで終わったという経験がある。ここに出ているように、小中学校、民間企業、公

共機関とあるが、最終的には各地域で、サポーター養成講座をきちんとしていかないと、

絵に描いた餅になってしまって、私のように受講しただけになる。地域に根差すと言う

と、最終的には自治会へお願いするしかないと思うが、これからは具体的に実行してい

かないといけない時期に入っていると思うので、介護のお金の問題も含め、地域の皆で



- 7 -

助け合って生きていかなければ、費用の問題も絶対減少することはないと思う。もっと

地域に根差す方法を具体的に提案していくことが、この中にもっとあれば分かりやすく

なるのではないか。それと、認知症サポーター養成講座にもう少し参加することも必要

なことだと思う。私もロータリークラブの記念総会の時に一緒に勉強したが、それ以来

何もしていないので反省している。どこかそういうところがあれば、私も参加したいと

思うし、改めて養成講座でもう一度勉強したいと考えている。継続的にできるものにし

ていかないと、ただ文章にしただけではまずいのではないかと感じる。 

委  員：それほど重要な内容ではないかもしれないが、以前の計画には、評価指標として老人ク

ラブ数があった。サロン数と老人クラブ数が併記されていた。サロン数が増えて、老人

クラブ数が減っているので、そういうものなのかという話をしたことがあるが、その次

から老人クラブ数の指標が消えてしまった。それから、最近の話題になっていることは、

家族のありようをどうするのかという部分が大変大きい。例えば行政が何かやろう、あ

るいは地域が何かやろうとしても、根っこは家族なので、そこがきちんとしていないか

ら、いつまでもこの問題が進んでいく。多くの人達が、３世代家族が住んでいて、例え

ば老人がいても家族で見ているというお家も結構ある。親の面倒は子どもが見るものと

思っている人もいる。行政等には介護休暇があったと思うが、そういうので、親のため

に介護休暇を取って、自分が職場を休んで親の介護をしていた人がいる。そういうこと

を考えていくと、家族はどうあるべきなのかも考えていかないと、今は、子どもが親な

んか知らないと、ひどいものになると、どこかの施設に入れて一度も見舞いに来ない。

亡くなってから施設へはじめて来たとか、そういう子どももいる。でも、やはり家族で

支えるとか、そういう働きかけも必要ではないか。それが本当の親子の関係ではないか。

この中ではできないかもしれないが、そういうことを考えていくべきではないかと、私

は思う。そうしないと、日本人の生き方の心がおかしくなる。 

それともう１つ、この頃よく出てくるところで、この年にならないと分からないという

言葉がある。例えば事務局の皆さんも、その年にならないから高齢者の心が分からない。

例えば、80歳過ぎた時に初めて腰が痛くなって、痛くなったことで分かる。高齢になら

ないとそのことが分からない、それは知っといてもらいたい。今の若い人達は、これは

自分には関係ないとか、全部が他人事で自分のことではない。例えば、認知症で先ほど

も話があったが、こんなものは他人事で、自分事として捉えていない。それをどう意識

を変えていくか、自分事と捉える意識を持つように働きかけるのか、このあたりも大変

重要な問題だと思う。 

委  員：15ページの家族介護支援事業、認知症の方とその家族への支援のあたりで、家族は常に

一緒にいて助け合うものだということが根底にあるのはよく分かるが、実際には、冷た

い心があるのかは分からないが、やはりご家庭それぞれ、一人ひとりの背負ってきた背

景、これまでの生き方で、その家族間の距離を作り上げている気がする。例えば、どう

しても遠隔地介護をせざる得ない家族もいると思うし、親子の絆は全て断絶していると

いう、そういう経緯を背負った人達も現実にいると思う。どこまでが本当の福祉だろう
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というのをよく考える。そういう中で、この施策がどこまでの範囲の人に影響力を持っ

て、これを使って一人でも幸せになってもらいたいというのがどこまで効力を発してい

くのか。少なくとも、遠く離れて住んでいるけど、親のことは何とかしたいと思う、そ

ういう立場の人もいるので、遠隔地の人も何らかの形で関わりやすい訴え方。磐田市に

親がいるなら離れて住む子ども達に、資料提供や情報提供、困ったらメールでも良いか

ら相談に来てとか、何か優しさを分け合っていけるシステムであって欲しいと思う。そ

して本当に認知症になってしまってからでは遅い、法律上の色々な問題がある。例えば

本当に今、空き家問題も大変になっているが、家屋の問題や引き継ぐべき遺産の問題

等々も、幅広い分野で、家族が磐田市に相談して良かったと言えるような、実効性のあ

る計画であって欲しいと思うので、なるべく色々な事例を考慮して今後も進めていって

もらいたいと思う。 

会  長：きめ細かい配慮ということだと思う。計画についての意見は今回が最後になるので、皆

さんに意見を伺いながら締めていきたいと思う。 

委  員：認知症施策のことが本当に重要だと改めて思った。37ページの認知症施策イメージは割

と分かりやすいと思う。例えば広報する時に、１枚の紙で全戸に配布するより、毎月出

ている磐田市の広報で、例えば、磐田病院の先生で「ドクター教えて」というコーナー

があるが、だいぶネタも尽きたのではないかと思う。あのようなコーナーを作って、認

知症について新しい施策がいっぱいあると思うので、例えば支援推進員による課題整理

とか、チームができるとか、色々な施策を打ち出しているので、そのことを１つずつ説

明、パターン化してお知らせしていくと、見る側は楽しみになるのではないかと思う。

特集をするのは良いけど、それはいつも１回だけで終わってしまう。実際、介護保険も

医療もそうだが、自分の関わっていることはすごくよく見るけど、通り一遍のお知らせ

は流れてしまう。特集より、コーナーを１つ、せっかく毎月出している発行紙なので、

そこにしばらくＰＲを載せるようにしていっても良いのではないかと思う。認知症の診

断ができる先生がどこにいるとか、これから取り組むこと、推進員がいるとか、チーム

を作るとか、認知症カフェとか、そういう１つ１つのことを、時間をかけて、１～２年

のスパンで使うのも良いのではないかと思った。そういう広報をしていただけると、人

も集まってくると思う。 

委  員：とても良い計画ができたのではないかと思う。私達からすると、ケアプランができたと

いう感じで、これを元に、色々な事業者や地域の方が、それぞれに計画を立てて実施し

ていくという、そんな大元の計画になるものというイメージだが、とても良いと思う。

あとは、これを具体的にどう発展させて周知していくかということが大事だと思う。周

知の方法として、メールで登録しているものがあるが、そういうものでお知らせしてい

くのも一つの方法だと思う。いつも、行方不明の方のメールとか、大雨が降ったとか、

そういうメールだけだが、せっかくたくさんの方がメールに登録しているので、そこで

こんな催しがあるとかを知らせると、普段は広報が来てもなかなか見ていない人もたく

さんいると思う。そういうメールとかネットを使うと、若い方にアピールしやすいので
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はないかと思う。それと、地域密着型サービスについて、磐田市に住所のある方しか利

用できないサービスだが、色々な事情で住所を移さないで、子どものところに身を寄せ

ているとか、サ高住に入っているとか、事情があってそうされている方もいるので、例

外も少し認めてもらいたいと思う時がある。せっかく、その人に合った地域密着型サー

ビスがすぐそばにあるのに、市外の壁で利用ができないのはとても残念。すごくたくさ

んそういう人がいるわけではないと思うので、そういう例外も認められるような施策を

何か少し考えて欲しい。 

先程、90歳以上とか、100歳の方が一人暮らしをされているということで、どういう介

護度がついているのかという話があったが、私の担当している90歳以上の方は、逆に認

定が軽い方が多い。要支援の方が多くて、もっと言うと、90歳以上で認定が重い方の一

人暮らしは無理なので、そういう超高齢で元気な方は、ある程度身の回りのことが自分

でできれば、少しの支援で一人暮らしが可能だという一つの良い事例だと思う。家事援

助だけ、家事支援だけのヘルパーがあまり実働されていない要因の一つとして、やはり

ケアマネジャーにあまり周知されていないというところがあるのではないかと思う。何

ができて何ができないのか、その境目がはっきりしないのではないか。ゴミ捨てだけと

か、食事作りだけとか、それだけしてもらえば良いという高齢者の方はそんなにいない

と思っていて、今はそうでも、だんだん他のことが付随したことが必要になってくる方

が多い。最初はゴミ捨てだけで良かったけど、その生活を見ていくと、ちゃんと薬が飲

めていないとか、湿布を取り替えて欲しいとか、そういうことになると、家事援助だけ

なのでできないと言うのでは使い勝手が良くないと思う。だったら、最初からそういっ

たことも包括的に全てしてくれるヘルパーの方が良いと、そういう感じだと思う。私も

実際に家事援助だけのヘルパーはまだ利用したことがないので、勝手なイメージかもし

れないが、そういうイメージがあって、ケアマネジャーから使ってみようというのが出

て来ないのかもしれない。それと、最近気になるのが、高齢者の方の飲酒。非常にお酒

が好きな方がいて、昼間から飲んでいる。若い頃からの習慣がずっと抜けない。高齢に

なって、仕事も辞めて暇だと、昼間から飲んでしまって、次の日のデイサービスも行け

ないという方も結構見受けられる。そういう方のほとんどは認知症なので、飲酒癖と認

知症はすごく密接な関係があると感じるので、お酒に対する教育と言うか、啓発もして

欲しいと思う。 

事 務 局：地域密着型サービスの例外がないわけではないが、住所地の自治体が認める範囲で例外

ができることになるので、そこは市だけでは決められない部分がある。そういうケース

があれば、その住所地の同意を得ながらやることが必要になる。 

委  員：良い計画だと思う。趣旨を理解して、内容を把握して、動いてくれる人がしっかりして

いただけるかどうかが、この計画が上手く実行できるかのポイントになると思う。要支

援の人とか要介護の人、一人暮らしの人、施設に入っている人でも、社会とのつながり

を求めていると思う。寝たきりの方でも、何もしゃべれない方でも、人にそばにいて欲

しいという部分を施設にいるとよく感じる。そういった部分で、つながり、社会との隔
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絶をなるだけなくすような方法を考えていただきたいと思う。 

委  員：計画的には、非常に良いものができていると感じている。なかなか理想と現実は難しい

ものがあるが、少しでも理想に近づけていっていただければ良いと思う。最近、社会的

な企業の傾向を見ると、非常に労働時間を短くして、その分、余った時間を余暇に過ご

そうという時代になっている。余った時間を、ぜひこういう介護とか、大きな企業に何

か取組みを、たとえば認知症、先程出た認知症サポート養成講座とか、そういったもの

を取り入れてもらうと良いのではないか。やはり私だけで動くのは非常に人数も限られ

ていて、そういう大きな企業でも少しバックアップがついても面白いという気がする。 

委  員：15ページの主な事業は大変細かく書かれていて、ほとんどの問題は、この事業をきちん

とすれば解決していくのではないかと、よく網羅されていると思う。専門的な歯科に関

しても、成人歯科健康診査が、主な事業の健康づくり支援事業に入っていて、認知症に

なる前、寝たきりになる前に治療や口腔診査を受けておいた方が良いということ、この

辺りに力を入れていけば大丈夫だと考えているので、主な事業はかなりしっかりできて

いると思う。歯科に関しては、22ページの下から２つ目で、誤嚥性肺炎が前の資料には

なかったが、少し書き込まれていてありがたいと思った。これがどのくらい市民の方に

分かってもらっているかというところも、普及や健康情報を流すという意味でも、歯科

医師会としても協力していきたいと思う。 

委  員：新しい項目はないが、医師会側としては、認知症サポート医をとりあえず４名増やす予

定で、各地域包括に１人は認知症サポート医がいるようにするので、認知症に関しての

相談は、まずそちらでしていただければと思う。軽度の認知症でも、既に認知症と診断

されれば治療がないので、軽度認知症に対し、全く正常な人に対して介入していかない

と、認知症ははっきり言って治せない。その点は皆さんに啓蒙していただきたい。人の

集まりに出ることが一番大事だと思う。あと、歩くこと、生活習慣病を予防すること、

医師ができることは生活習慣病の予防くらいしかなく、基本的には、福祉とか介護が一

番大事になってくると思う。それから、個人的には、家族のあり方は大事だと思うが、

私は生まれも育ちも掛塚で、まだ実家が残っているが、通りを見渡しても、空き家やお

年寄り１人だけが増えてきた。個人的には委員の言うことは非常に理想的だが、あと10

年すればさらに空き家になるのではないか。全体の取組みを市に要望しても解決策はな

いと思う。どうするかは、その地域で考えるべきだが、私自身は地域から出たので心配

している。 

委  員：90歳以上で元気な方がたくさんいるということで、実は高齢化して元気な方がいっぱい

住んでいる町なのであれば、そういったことを積極的に話題にして、磐田市は高齢者の

住みやすい町だということをＰＲすることも大変必要だと思う。12ページに生きがいづ

くりと介護予防の充実が載っているが、やはり生きがいづくりがまず基本で、それが健

康長寿の元になる。その中で、結果として、高齢の方でも、こんなにたくさん磐田市で

は自立して住める、住んでいる町だという実態があれば、そういった話題も積極的にＰ

Ｒすることで、大変明るい話題になると思う。もしそうであれば、ぜひ取り上げていた
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だきたい。 

委  員：30～31ページの成年後見制度利用支援事業と、地域の日常生活自立支援事業とあるが、

これの整合性はどうか。成年後見制度というのは非常に良いが、その前の段階というか、

柔らかい段階で進めていく中で、社協の実施しているのと整合性が出てくると非常に良

いと思う。 

事 務 局：成年後見制度と社協との役割分担については、日常生活自立支援事業と、成年後見制度

は家庭裁判所から選任された法定後見制度ということで、それぞれの段階に応じて、金

銭管理の支援だとか、実際的に判断能力がなくなった時の支援だとかという部分では、

役割分担を連携してやっている。市民後見人の育成についても、今後検討していかなけ

ればいけない課題と思っているので、またそこは検討していきたいと思っている。そこ

は、文言には完全に落とし込めていないが、役割分担を連携していきたいと考えている。 

副 会 長：これから先10年で大変な時代を迎えるという覚悟が必要だと思う。７～８ページで、磐

田市だけではなくて、ほとんどの市町村が同じパターンを示しているが、人口は減り続

ける。しかし、75歳を境とする、いわゆる前期高齢者と後期高齢者の数が逆転する。こ

れから75歳未満の前期高齢者は減っていき、逆に75歳以上の人は増え続けていく。なぜ

かと言うと、私自身もそうだが、一番人口の多い団塊の世代がこれから75歳をいよいよ

８年後ぐらいに迎えることになる。今まで経験したことのない地域社会が出現する。全

体の人口は減る、増えていくのは75歳以上の人だけという、そういう図式である。そう

いう中で、地域でどうやって自分達の生活を守り合っていくのか、支え合っていくのか

が、今から問われてくる。だとしたら、それこそ先程申し上げた「我が事、丸ごと」と

して、他人事ではない自分の事として地域にどう関わっていか、自分が地域にどう参加

していくか、今やっていかないと間に合わない状況になってきている。私の周りも、友

人でも子どもはいるが、東京とか遠いところに住んでいて、夫婦２人だけで住んでいる。

あるいは、もう一方の友人はもう亡くなって、奥さんだけが残っている一人暮らし。70

歳前後の人が２人暮らしや１人暮らしの時代を始めている。そして、そのままこれから

老いていく。その実態をどう見るのか。医療や介護費用はなるべく抑制しながら、かつ

全体としては元気な地域社会をどう作っていくのかが、問われていると思う。この計画

は、そのために作られたと受け止める。先程申し上げたことをもう１回復唱するように

なるが、地域の中でもう１度、みんなでどう進めていくか地域ごとに違うと思うが、膝

を付き合わせて、どうしていけば良いのかお互いに解くというか、お互いにぶつけあう

こと。そこからしか始まっていかないと思うので、その一つの道標として、この計画が

生かされれば良いと思う。 

本当に、６回の審議で絞られてきた内容で全体としてまとまった、使い勝手の良い内容

になっていると思うので、どうぞ委員の皆さん、地域にお帰りになったら、この計画を

生かしていっていただきたいと思う。 

会  長：ありがとうございました。ほとんどの委員から良い計画だと言っていただいたが、これ

で最後になるので、計画についてはほぼこれで良いだろうということで良いか。 
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一  同：異議なし。 

会  長：それでは、これで６回の審議を締めたいと思う。皆さんのご協力、長い間ありがとうご

ざいました。 

(2)その他 

介護保険料の算定に関して、現状維持での方向性について事務局より説明。 

次回開催は平成30年３月15日（木）13：30開催予定。 

（計画策定とは別の、市全体の地域ケア会議として開催予定） 

４．閉会 

健康福祉部長：最後は会長のお取り計らいでご了承をいただいたということ、本当にありがとうご

ざいました。いただいた意見は本当に、市民にどれだけ計画を周知できるかという実践

に向けて、どうしていくかというご意見をたくさんいただきました。周知については、

色々なツールも使い、より分かりやすくしたいと思っておりますが、今年度、細かく言

うと11の計画を福祉健康に関して作っています。そういったものと上手く合わせながら

伝えていきたいと考えています。それから、話の中でいただいた、例えば福祉教育をど

う実践していくか、家事援助ヘルパーの実践の場はどうか、住民主体をもっと強く押し

出すといったことについては、結果をどう出すかだと思っています。我々がこの計画を

もとに、どれだけ結果を出せるかということだと強く感じました。 

この計画は市が作って、これを拠り所として事業を打っていくわけですが、誰の計画か

と言うと、やはり市民のための計画だということを今一度強く思い、住民主体とは何か

というところ、もっと偉そうに言うと、どこかに「国が何をするかではなくて、国のた

めに何をするか」と言った大統領がいたと記憶していますが、色々な意味で、市民主体

というのは、市民がそれぞれ地域のためにとか、市民それぞれのためにとか、もっと言

ったら市のためにとか、そこまで本当に思い切って考えてくださるようになれば、すご

いまちになっていくと思っています。そんなところ、意を強くいたしまして、進めてま

いりたいと思います。どうもありがとうございました。 


