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平成29年度 第７回磐田市介護保険運営協議会 会議録 

開催日時    ：平成30年３月15日（木）13：30～16：00 

出席者     ：委員９名  欠席７名 

１．開会

２．あいさつ

健康福祉部長：お忙しい中、お集まりくださいましてありがとうございます。この協議会の規約で

は、過半数がお見えでないと会議が成立しないということでございますので。もし、体

調壊されても、会の終わりまではお付き合い願いたいと思っているところです。そんな

中、本当に皆さんお集まりいただきありがとうございます。これまで６回の会議を重ね

る中で、従事をしている中でのお話などをたくさん聞かせていただきました。議論を進

めてくださった中で、計画書としてまとめることができ、パブリックコメントも実施で

きたというような状況です。本当にありがとうございます。今回の計画の中では、30年

から32年までの介護保険料については、現在と同じ基準額で、月額5,100円という計画

を作ることができました。過日の新聞報道によると、現在、静岡市では5,492円、浜松

市では5,534円、全国的には一番高いと7,600円というところもあるようです。そういう

ことを考えますと、磐田市における高齢者の健康の度合いとか、介護の度合いが進んで

いないということと、介護を実践されているケアプランの適切な立て方とかに、改めて

感謝をしなければならないと思っています。次期の計画については、地域包括ケアシス

テムのさらなる深化を進めていくというところで、そんな中ではやはり、介護予防を含

めて皆さんの健康が第一であると改めて感じています。深化をさらに進めていく上で、

皆さんには地域での職を担っていただいていますので、率先して啓発を願えればと思い

ます。それから、今日は職員の人事異動が出ました。健康福祉部では異動が少ないもの

の、この計画に携わった職員で若干、異動しますが、その他の職員では、課長、グルー

プ長、私もそのままで残ります。先ほど申し上げた深化においては、結果を出す、成果

を上げなければならないという、そんなメッセージが含まれている異動と認識をしてい

るところです。また、今日の会議の後半では、地域ケア会議という格好で、市全体に関

わる議論をしていただくようになります。これについても、それぞれの立場でご意見を

言っていただき、課題解決に向けた貴重な意見交換の場になればと思っています。いず

れにしましても、１年間、本当に勉強をさせていただきました。活発なご議論、本当に

ありがとうございました。そして、30年度におきましても、引き続きよろしくお願をい

たします。以上です。 

会  長：だいぶ春めいてまいりました。先ほど、市内へ少し出てみたのですが、今日は高校入試

の合格発表の日で、非常に幸せな家庭が今日はたくさんできているのかなと思いながら

見ていました。今は、お母さんと一緒に二人でほとんど行くようです。一人とか、友だ
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ち連れは非常に少なくて、昔とは違うなと思いながら、横を通りました。 

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定委員の委嘱を７月頃に受けて、今日まで

まいりました。前回の話にもありましたように、良い計画になってきたのではないかと

思っています。これも、皆さんの御論議の賜物だと思い、私としても感謝を申し上げた

いと思います。あと少し内容がありますので、どうぞよろしくお願いして、挨拶に代え

たいと思います。どうぞ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：概要版の最初にあるが、その地域包括ケアシステムの中で、生活支援・介護予防につい

ては、それぞれ誰が担っているかという部分の中に、地域の住民組織である自治会とか

老人クラブ等が入っていて、民生委員も入っている。国の資料を見ると、厚生労働省の

資料では民生委員は入っていない。自分も４期、12年間、民生委員をしてきた中で民生

委員とは何かについて、いくらか勉強したつもりでいるが、民生委員が生活支援や介護

予防活動を直接するわけではない。地域住民組織である自治会とか老人クラブが、地域

の中でそれをしてくださいと国から要請が来ている。だから、民生委員をここに入れる

のは変ではないかと思う。民生委員が入ると、民生委員も生活支援や介護予防活動をす

ることになるので、このあたりは考えた方が良いのではないかという感じがする。国の

資料になぜ入っていなかったのかということについても、考えていただければと思う。 

事 務 局：これについては、現計画にも民生委員は載せています。その際も、他の委員から、国の

資料では入っていないという意見が出たのと、一方で、民生委員も入れた方が良いとい

うような意見もその当時はありました。それぞれの双方の意見を聴く中で、現計画には

民生委員を入れています。民生委員が直接することではないということは、おっしゃる

通りだと思いますが、関わっている地域の重要な方だという意味合いを込めて、現計画

に入れているので、ご理解いただければと考えます。 

委  員：民生委員の役割と何かが違う。そこのところは、また勉強や研究してもらいたい。 

委  員：57ページの下に、準備基金の取り崩しとあるが、この残高はどのくらいあるのか。こん

なに取り崩してしまって、残りはまだ余裕はあるのか。 

事 務 局：介護給付費準備基金は現在、９億円程度、残高があります。そこから取り崩すというこ

とで、保険料相当額より徴収額が上回って、収入できた場合には準備基金に積んで、次

期に活かして公正性を図っていくことになります。 

委  員：54ページの割合は変わらないのか。 

事 務 局：変わりません。 

委  員：59ページの相談支援体制の整備で、「高齢者の身近な相談者である民生委員協議会に対
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して、情報交換、連携を進めます」とあるが、具体的に何をやっていくか読めない。現

在、10地区に民児協があり、定例会を毎月している。その中に地域包括支援センターも

一緒に加わっているが、そこでの情報交換は、そんなに密接な時間を取ってしているわ

けではないので、それだけでは情報交換は無理だと思う。例えば毎月１回、包括支援セ

ンターと市の担当と民生委員が合同で会議をするとか、情報交換会をするとか、何かそ

ういうことが書いてあると、具体的に分かるが、これだけでは疑問がある。 

事 務 局：現在もう既に連携は取っているという話で、それに加えて新たな取組みも入れないと十

分ではないというご意見かと思います。どういった方法が効果的なのか、また考えてい

きたいと思います。例えば、新しい会議をもう１つ設けるとか具体的なことではなくて、

現在足りているのか足りていないのかということも含めて、意見交換をしながら進めて

いきたいと思います。いずれにしても、地域の民生委員の皆様と包括支援センター、行

政、関係機関との連携は、今後さらに深めていく必要があると思うので、意見交換しな

がら進めていきたいと思います。 

委  員：同じ59ページの（３）、介護を担う人材の不足が課題となっているということで、私も

約７年前にヘルパーの資格を取って、３年ほど在宅支援をした経験がある。民生委員を

し始めて辞めたが、結構きつい仕事で、当時は時給1,200円程度もらっていた。当時の

広告を見ると、パートの時給が850円程度で、とてもこれでは人が集まらないのではな

いかと思った。現在は介護報酬の改定もされ、介護福祉士の資格を持っていると15,000

円程度上乗せされるということがあるが、そういう介護報酬の改定があっても、ほとん

どが本人に渡されるのではなくて、施設である程度取っているような気がして、人材の

方に渡っていないのではないかと思う。一度、各介護施設等がどんな状況か調べられた

方が良いのではないかと感じる。 

副 会 長：第１号被保険者の負担率がどんどん上がって、基金の取崩しがあるとしても、標準の第

１号被保険者の保険料が据え置きということで、これは市民にとっては大変うれしいこ

とだと思う。先ほど、色々と努力している結果が反映されているのではないかという話

もあったが、全体を通して、抑えられた要因についてもう少し詳しく、考えている範囲

で結構なので伺いたい。 

事 務 局：利用していないということは、それだけ支援や介護を必要とする人が、他と比べて多く

ないのではないかということについては、推察である程度の分析も多少はしていますが、

本当の検証はまだまだすべきだと考えています。今のところ、結果的に現計画で３か年

実施してきて、実績を見るとそこに至っていないということなので、これについて健康

づくりとか介護予防が本当に進んでいるのかというところについては、調べていく必要

があると考えています。 

副 会 長：他市に比べて低い保険料で済んでいるということは、大変喜ばしいことだと思う。 

委  員：民児協との情報交換について、非常にややこしくて、私どもも単純に考えて、地域福祉

のことであれば民生委員が主になってやるのではないかというところもある。自治会の

地域づくり協議会の方でも入るわけにいかないというようなことで。こう言われると、
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全て引っかかってきちゃう。情報交換も、細かいことは守秘義務云々で話は聞けないけ

ど、具体的に何をどうするか、どう理解したらいいのか、私はわからない。 

会  長：この場では、民生委員がどうという話ではなくて、介護保険事業計画の中にこういう形

で表現をしていますが、ご理解いただけますでしょうかという話である。それを突き詰

めて、民生委員の役割だとか、民生委員がどうあるべきかというのは、少し議論の場所

が違うと思わざるを得ない。ご理解いただきたい。 

委  員：地域支援事業の中で、先ほどタクシー券とかおむつ券の話が出ていて、タクシー券やお

むつ券の申請をする時期になってきたが、浜松市ではタクシー券もおむつ券の補助も一

切なくなってしまったという状況の中で、磐田市では事業を続けて、補助を続けてくだ

さるのは非常にありがたいと思っている。是非とも、今後もなくさないで、予算を確保

していっていただけたらと思う。 

(2)平成30年度磐田市地域包括支援センター運営方針（案）について 

(3)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 

平成30年度磐田市地域包括支援センター運営方針（案）及び、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：成年後見制度の活用とあるが、成年後見制度についても、１人でするのか、２人でする

のか、弁護士だから安心すると思ったら大間違いなので、悪用する人について、どう防

ぐかということについて何か市としての案はあるか。 

事 務 局：成年後見制度については、基本的に家庭裁判所が選ぶという形になり、行政側として、

そこに対してコメントできかねる部分はありますが、国でも利用促進法が成立し、その

中に、不正防止対策を強化していくという部分がある。行政だけではなく、社協とか家

庭裁判所、弁護士会、司法書士会等も今後は連携を深めていくという動きが県内でもあ

ります。こうした中で、不正防止の部分も議論されると思っています。 

委  員：地域包括支援センターの業務内容というのは、それこそ、権利擁護とか高齢者等に対す

る支援、相談業務があるが、そこに市障害支援担当者とか生活困窮者自立支援担当等と

連携を図るとなっている。ただ、情報交換するだけではなくて、何かしていくというこ

とになると、また業務を増やすことになるが、その辺はどうなのか。 

事 務 局：この点については、先ほどもお伝えしたが、今までも十分連携をとっています。改めて、

この中でそれについての会議とかは、今まで地域ケア会議等を使ってしていたので、敢

えて業務をお願いしていくものではありません。今回の新計画に基づいて、地域共生社

会というところも踏まえて、この部分も改めて入れています。 

(4)磐田市地域ケア会議 

副会長の岡本委員により議事進行。 
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地域ケア会議の趣旨説明、本日の地域ケア会議の命題について、事務局より説明。 

＜質疑応答＞ 

副 会 長：大きな時代の転機を迎え、その１つは急激な高齢化で、私自身も70歳になった。70歳に

なると、免許証の書き換え時に、自動車学校でコースを走る。それで証明書をもらって、

警察とか免許センターに行って、新しい免許証もらうことになる。ところが、女性で軽

トラックしか運転したことのない人が、3,000ccくらいの車を運転して、Ｌ字とか車庫

入れとかする。脱輪してガタガタなって、後ろには次に運転する人が２人乗っている。

横には教官が乗って、運転免許証を取った時と同じ状況で、もう真っ青、頭真っ白にな

る。これはもう免許証を自主返納した方が良いという状況を作るための設定なのではな

いかと、私は運転しながら思った。免許証の返納は間近に迫ってきていると思った。一

方で、商店がどんどんなくなっている。大型スーパーはところどころにあるが、身近な

商店がなくなっている。まず何より困るのが買物で、免許証返納して移動手段がなくな

ると、各地域では困る人がいっぱい出てきている中で、何とかしたいということから、

いろんな取組みが始まっている。従って、磐田市全体の市のケア会議として、そういう

経験も踏まえた上で、磐田市で本当に困ったという声を少しでもなくしていくために、

どうしたら良いのかということを、忌憚のないご意見をいただきながら深めていきたい。

最後の着地点は、買物支援には色々な方法がるので、そういう経験を踏まえて、出し合

いながら、最終的に市としてこういう方法がいっぱいあると、その中で、地域として選

べるものを選びながら、やれることから入っていく、とにかく買物弱者をなくしていく

ことにどの地域も一歩踏み出すということを、この会議の着地点の狙いとしている。 

委  員：デマンド型タクシーや地域での買物支援は医師会等では話題になっていなくて、こんな

にたくさんあるというのがびっくりした。医師会の先生方もあまり知らないことなので、

また周知していくようにしたいと思う。 

副 会 長：自主返納に結びつけていく時に、買物支援が行われているという情報がドクターにも届

いていれば、それを伝えることもできるので、そのへんも連携していけたらと思う。 

委  員：せいかつ応援倶楽部を主催しているので、色々な面で出てくる。買物支援というのは、

注文したものを自宅に持ってくるということではなくて、高齢者が自らスーパーや商店

へ行って、棚から物を選んで買い物する楽しみを出してもらうことが、実は、認知症や

介護を遅らせることにものすごく重要な手段である。最近のニュースを見ると、静岡県

は、健康寿命ではベスト10に入っていない。長野県は、健康長寿の県と威張っているけ

ど、健康長寿からいくと、16～17番である。要するに、長生きはしているけど、健康で

はないということなので、健康長寿なんて言っていてもベスト３にも入らない。いずれ

にしても、健康長寿を進めることが一番重要なことであって、そうすれば当然、お医者

さんにかかる医療費や介護保険が減って、ひいては市の負担も減るので、先ほどの話に

もあった積立金が増えていく。そういうことで、介護保険を使わないことが重要だと思

う。その中の１つの手段として買物も重要なので、せいかつ応援倶楽部でどうしようか
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ということで色々と悩んでいる。デマンド型タクシーは１回400円、往復800円かかる。

市内の１区間は町名で括ってあるので、例えば、私どもは南部だが、駅周辺のスーパー

に行けない。駅南側のスーパーだと２区になる。１キロないところにスーパーが２つあ

るけど、そこに行くために800円かかる。地域の区切りは、町名ではなくて、もっとエ

リアで考えていただきたい。皆さんの行動範囲で、エリアで括ってもらうのが良いと思

う。例えば、中泉地区は駅の南北にある。駅の南側に人がずいぶん行く。そこに医院も

スーパーもあるので行きたいが、２区800円払うと往復1,600円になってしまう。障害者

手帳を持っていれば半額になるけど、そうではない人もいるので、デマンド型タクシー

は非常に使いにくい。だから、実績は上がっているけど近くの人が使えないということ

を考えていただきたい。本当は、小型のマイクロバスで回ってくれるバスがあると良い

と思うが、そういった面での制約をもう少し外してもらう方法も考えてもらいたい。せ

いかつ応援倶楽部で買物支援も行こうと思ったが、支援員が一緒に乗って行くと、１回

１区が800円、往復1,600円、１時間500円払うと2,100円かかってしまう。だから、一緒

に買物には行けない。ボランティアが自分の車に乗せて行くのは原則としてできないと

いうのがあるので、本当に支援になっているのか、まだ検討の余地があると思う。 

委  員：デマンド型タクシーを使って、ヘルパーが一緒に買物に行くとなると、ヘルパーのタク

シー代も出さないといけないので、そういう使いづらさはあると思う。タクシー代がネ

ックで買物に行くのをやめた方も過去にはいるので、そこらへんも何とかできないかと

思う。ヘルパーもいるかもしれないけど、せいかつ応援倶楽部の方が運転する車で行け

ると一番使い勝手が良いと思うが、何か色々とタクシー業界とかの問題があるようで、

解決が難しいようだが、そういったところがクリアできたら、もっと免許返納も進むの

ではないかと思う。また、免許返納も、返納されている方は割と、高齢者でも若い方の

ように思う。90歳くらいの人の方が、免許証にすごく固執しているというか、車の運転

が自分の生命線みたいに思っている方もいて、いくら言っても運転をやめない方もいる。 

委  員：生活支援の関係になるが、全国的な事例で言うと、その生活支援をシニアクラブが契約

しているところも随分多く報告されている。その場合、やはり、この支え合いになるの

で、会員相互のつながりで支援し合うので、支援のお金は無料とか、あるいは１時間100

円という事例が出ている。だから、こちらはせいかつ応援倶楽部でやっているので、も

っと安くやってほしい。せめて１時間100円ぐらいでできないかという感じがする。支

援は心の問題なので、人間として生きる上において大事なことなので、そこをいつも私

は思っている。それから、先ほど出ているデマンド型タクシーの関係になるが、それに

関連して、結局、家族崩壊が激しい。このことが一番のネックなので、例えば３世代で

住んでいても、ある家ではおじいちゃんやおばあちゃんが孫の迎えに来てくれるけど、

あるお宅では一切やってくれない。家にいても、車があっても送り迎えしてくれないお

宅もある。家族崩壊、家族がきちんとしているかどうかということが大切である。家族

団らんで、家族が皆楽しく生活しているようなお宅なら、そんなことならない。一番大

事なことは、家族が本当に団らんできるような、そういう家族生活ができる環境づくり
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が、この問題の一番の解決の重要なところだという感じがする。免許証の返納について

も話があったが、無理やり返納させられて認知症になってしまったということもある。

返納したくても返納できない、買物の問題とか外出の問題も多い。特にひとり暮らしと

か、あるいは高齢のみの世帯の場合にはできない。これをするともうどこも行けない。

結局、家に閉じこもり、動かないから体力低下、認知症になってくる。認知症予防とか、

健康長寿を目指すための体力維持においても、免許証返納をどう考えていくか、ただ、

返納すれば良いわけではない。そういうことも考えていくことが大事だと思う。 

委  員：家族崩壊を言っても始まらないとは思うが、同居していたらメリットがあるということ

も出していってもらえたらありがたいと思う。デマンド型タクシーの色々な利用を見る

と、うちの北地区は登録している人も一番少ない。田舎なので、私たちのところは３世

代も多いし、買物に行く時は、隣の人が一人暮らしだったら、「買物に行くけど一緒に

行く？」というような声掛けをしている。うちの地区も、農協が撤退してマーケットは

ないが、元々あった雑貨屋、日常品を売っていた小さいお店がすごく潤っている。旦那

さんも会社員を退職して、前よりも品揃えが多くてお弁当とかも扱うようになった。私

たちボランティアは、その店も撤退されたら困るから、地域のものはもう全てそこで買

物しようということを合言葉にしている。うちの近くにも、旦那さんが亡くなった菓子

屋もあるが、なるべくそこで買おう、なくなったら困るということを合言葉にしている。

それで店がなんとか成り立っていたり、例えば自治会長を一緒にやった仲だからという

ことで買物に連れていってくれる人もいたり、そういう助け合いで何とか今までやって

きた。やはりデマンド型タクシーの不便さはあるが、ないより本当にありがたい。 

委  員：遠鉄タクシーは初回料金が相変わらず高い。全国を見てみると、１キロ未満の初回料金

が半額のところが随分出てきた。デマンドが１車400円というのはまずいのか。１車400

円、２人乗れば200円ずつという考えはできないか。１キロ未満での買物をする人は結

構いる。２人で行くのに800円ではなくて、400円で200円ずつと。初期料金の面も含め

て、デマンド１車いくらという考え方は全く不可能なのか。 

事 務 局：デマンドの運行許可は、一般のバンと同じ許可を取って動いています。バスと同じよう

に、１台いくらではなくて、乗った方が１人ずつ同じように料金を払っていただくとい

うシステムになっています。一般のタクシーと違って、乗った人数で料金を割れるとい

うようなシステムにはなっていません。 

委  員：１キロ未満でいくらという制度を採用するということはできないのか。 

委  員：デマンドは、先ほども近くのスーパーであっても、地区が違うから料金が高くなるとい

う意見もあったが、バス停を増やしていくみたいな要望を出して、それが認可されれば

料金的なのはこれから相談ということになるのか。うちの地区でも、例えば豊岡の元気

むらのところにある大きいスーパーに、皆さん行っている。地区外だけど、距離的には

そんなに遠くない。そういう要望をこれからどんどん出していって、使いやすくするこ

とが課題だと思う。それから、デマンドは予約なので、バスと同じようにグルグル回る

というような意見もあったが、それができたら本当に良いと思う。バス停が決められて
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いて、例えば地区の人みんなで予約して行く場合は良いが、ここから市民会館に演劇に

行きたいという時でも、バスが定期的に市内を循環するような、なおかつ予約もあって

使いやすくしていくことが、これからの課題でもある。 

委  員：手を上げれば止まる会社や、そういう地域もある。千葉県でそういうニュースがあった。 

副 会 長：デマンド型タクシーに対する要望は多いと思うが、逆に言うと、使い勝手を良くしてく

れれば使いたいということがベースにあるのだろうと思う。また市民の意見を生かしな

がら、使いやすいデマンド型に変えていくということで、またご検討いただきたい。 

委  員：各地域でせいかつ応援倶楽部が立ち上がって活動しているところがあるように聞いてい

るが、そこに買物支援をするチームを設けて、どこまでがいくらというような値段を設

定するというようなことは、旅客運送業か何かで許可を取らないとだめなのか。以前、

私は運転ボランティアということで、足腰の悪い人を、通院のために送り迎えするボラ

ンティアをしていた。社協に車があり、車椅子を乗せていく場合と、ストレッチャーに

人を寝かせて病院に連れて行く場合とあった。ボランティアだったのでタダだったが、

社協で買物支援ができるようなボランティアをもう一度立ち上げることはできないか。 

副 会 長：道路運送の法律によって定まっていて、無償で人を送るのであればいくらでもできる。

お金を取ると有償運送となるので、そこで制限が出てくる。ただし、有償の場合でも、

ガソリン代とか駐車料、高速道路料等については、有償の範囲に入らない。実費、必要

経費ということになるので、それをもらっても法律違反にはならないが、それ以外に、

例えば１回100円でももらうと、白タクということになる。福祉無償運送というやり方

があるが、制度的に申請して、認められた方式でやっていたのだと思う。 

委  員：買物支援だけを取っても、市は非常に形式的で冷たい、気持ちが入っていないというよ

うに思う。近所付き合いとか地域、あるいは支え合いをどう持っていくかということが

ない。デマンドは市の割引をしてくれる制度だけど、隣の人が助け合うとか、支え合う

とか、そういったものをどう作っていくか、コミュニティが非常に薄いと思う。そうい

うものは市が制度としてやるという割り切りをするのか、そういったものをきちんと示

すべきだと思う。今まで歴史をずっと見てきた中で、福祉の気持ち、心、やさしさとい

うのをなくすことは絶対できないと思っているので、そのへんの割合をどうしていくの

かというところを示してもらえれば、力の入れようもあるのではないかと思うし、市民

の理解の度合いもあるのではないかと思う。買物支援も色々な方法があるので、その中

でやることはターゲット絞ってやればいいだけで、誰がやるかということがはっきりし

ないのかなという気がする。もっと力を入れて、こういうふうにしてくださいと言えば、

市民の皆もやってくれる気がする。それから、生活支援コーディネーターの関係を地域

づくり協議会の福祉部に配置するということになっているが、その母体、組織付き合い、

連携ができる状況にあるのか。そのあたりをもっと確立して、こう配置してお互いみん

なで力を合わせていこうということであれば、きっと良い成果が出るのではないかと思

うが、今は資料に載っているだけというように感じる。 

包  括：３月10日にも地域の皆さんと発表させてもらいましたが、やはり包括も、地域の高齢者
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から、買物が困るという課題をもらって、包括１つでも右往左往でどうしたら良いかと、

商店にも声掛けなど、包括単独で動きましたが、なかなか上手くいかず、地区社協に相

談して何かできるのではないかと考えてくれました。今回の豊岡の場合は、地域と法人

と企業とが一緒になったというのがやはり大きかったです。社協も頑張ってくれている

し、法人は何か地域貢献しないといけないと考えていて、包括も何とかしてやりたいと

いう、その思いはみんな一緒で、地域のために何かできないかということを一緒に考え

て、同じ方向を向くとすごい力が出るなと感じました。同じ方向を向くまでがなかなか

大変ですが、市の人とかデマンドタクシーの方にも来てもらって一緒に話しましたが、

私たちも買物支援をやるためでやったつもりでしたが、そのプラスアルファの良いこと

がいっぱいあったということを聞いてうれしかったです。法人に、地域の人に知っても

らえるようになったという言葉もありましたし、ＪＡも地域貢献できたと言っていただ

けましたし、民生委員、福祉委員、地区社協、色々なボランティアも出ています。高齢

者が、本当にみんな、笑顔で買物しています。それが見られて良かったと言ってくれた

のが本当にうれしかったですし、みんな思っていることは一緒だなと、買物だけではな

いプラスアルファの、アンケートの結果でも、高齢者が居場所として、久しぶりに友だ

ちに会えて良かったとか、兄弟に会えたとか、そういうこともあります。やはり居場所、

なかなか遠い地区の人とは会えないけど、久しぶりに同級生と会えて良かったという意

見も聞いて、買物を通して居場所、高齢者もそういうことが生きがいにつながっていく

と感じています。出張販売とかだけでは足りないと思うので、色々な方法を考えていき

たいと思います。１つの団体でやろうとするとなかなか難しいので、地域で、みんなで

考えることが必要だと感じています。 

包  括：中部地域で、地域の小さな商店をすごく大切にして、買物に困っていない高齢者の方が

実際いて、やはりその町の方たちが、地域の商店を利用することで、ちょっとしたお惣

菜は届けてくれるとか、風邪ひいたと言えば何か持ってきてあげようかと声を掛けてく

れるような関係があるところは本当に困っていない方もいます。紹介のあった「とくし

丸」を使う方も、やはり高齢者の場合だと、個人で使っていると入院とかサービス利用

とかで辞めてしまう方も多いけど、継続して使えている方が、どうして上手く使えてい

るのかと思って聞くと、地域の方で誘い合わせて、複数の方がそこに集まって使うこと

で、人としゃべりながら買物する楽しみが出てきて、継続して使えているということが

あります。買物って、物を買うだけではないコミュニケーションも生み出すものでもあ

るので、何かそういう良い方法、民間のとくし丸のようなものを活用しながら、地域で

作っていけたら良いと思います。 

副 会 長：私は浜松市浜北区の麁玉地区に住んでいる。麁玉地区社協があり、地区と杏林堂が連携

した。個人で、杏林堂に、とくし丸に来てもらうのではなくて、地区社協がコースを設

定して、時間も向こうと協議して、そこを回ってもらうという形になっている。そこに

は、１箇所あたり平均４人程度の家事支援が出ている。昨年４月から始まって、３月い

っぱいまでを推定すると、買物客が約6,100人になる。そのうち、出かけて行った家事
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支援員が1,600人で、家事支援員を含めて6,100人になる。麁玉地区の人口は約11,000人

なので、買物に行った人は延べ人数だが、地区の実人数の半分以上の人が、延べで言う

と買物に関わったということになる。年齢も、買物に来てくれた75歳以上の方は、１年

間で2,607人です。麁玉地区の75歳以上の人は約2,000人なので、2,000人に対して、2,600

人が買物に来ているということになる。買物客の年齢構成を見ると、75歳以上が60％。

買物に行きたくても行けない。足、膝、腰が悪くて、200メートルぐらい歩くのがやっ

とという人が、老人カーを引いて買物に来て、乗せて帰っていく。30分前から来る。我々

で用意した椅子があるが、そこに座り込んで話をされている。買物も楽しいけど、みん

なと毎週会えて話ができるのが何よりの楽しみとおっしゃっている。麁玉地区で起こっ

ている出来事は、あちこちで見受けられる光景である。公民館や特養、空地を使って、

それぞれの地区で、ここへ来てほしいというところを設定して、どこでも見かける光景

になった。これがみんなの居場所として機能していると思う。買物と連動した居場所を

これから作っていく。買物から始まったことが買物だけに終わるのではなくて、本当に

居場所につながっていく、笑顔がいっぱいということを報告しておきたいと思う。 

包  括：とくし丸は、１件の家に行っても赤字だそうなので、やはり集まったところに来ていた

だく、とくし丸さえもなくなってはいけないということも考えなければいけないと思っ

ています。移動、居場所、買物というのは、やはり連動して考えないといけないと思い

ますし、買物する近くの商店を地域で守っていかなければいけない。全て、やはり地域

ごとに考えていかなければいけないと思います。 

副 会 長：商店があるところは商店を守っていく。我々のところは、スーパーもなくなってしまっ

て、どうしたらいいのかというところから１年間模索して、とくし丸の話を聞きつけて、

これでいこうということになった。なので、場所によってこれが正しいというものはな

いと思う。地域の実情はいろいろ違うので、それぞれに合ったやり方で、それぞれの地

域ごとで発見し、考えていくことだと感じている。 

包  括：個別支援とかで相談を受けていく中で、運転免許は切っても切り離せない現状がある。

２カ月ぐらい前の民児協で、会長さんが、高齢者の運転事故が続いていると、それを聞

いた家族は、躍起になって、父親や母親に運転免許を返納させる。でも、大事なことを

忘れていないか。運転免許を返納させることが目的ではなくて、運転免許を返納しても

困らないような支援を一緒に考えてあげるのが、子どもや周りの人たちの役割ではない

か。私たち民生委員もそうありたい。そうなったらどうするかということを一緒に考え

てあげるのも免許返納ではないかと言っていて、まさしくそうだと思います。私たちが

支援をしていく中でも、家族からそういう相談を受けます。そうなった時に私たちがで

きることは何かと思うと、そこに行って、周りがどういう地域か一緒に調べて、歩ける

ところだったら歩いて行く能力があるだろうかということを、一緒に考えてあげて方法

を模索してあげる。でもその時に、家族はもう１回結び直す力が必要だと思う。今まで

は離れていて、これ以上負担を掛けるということをしなくてもいい。私たち、月１回だ

ったら来てあげるとか、それがすごく頼りになる。その上で、その人ができることを一
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緒に考えていく。そういう共存のところを、包括はしていかないといけないと、買物と

は離れてしまうかもしれないが痛感しているところです。 

副 会 長：買物の場所に多いところでは20人程度集まる。少ないところだと、下手すると0人の所も

あるが、0人の場合にも支援員は行くので、実際には、4～5人の買物客がいる。民生委

員が、買物支援の場所に来ると、自分の担当している人の様子が黙っていただけでわか

る。お宅へ伺った時には、構えてなかなか話してくれない人が、その場所に来ると打ち

解けて、みんなと話をしている様子を確認できる。それで見守りの１つの方法になって

いると言っていた。買物というツールであるが、買物が居場所にも見守りにもなり、井

戸端会議の場所にもなるということで、買物を通して地域の人のつながりやネットワー

クができていくと思う。地域を再生していかないといけないという場面に我々は直面し

ているので、買物にしても、移動支援にしても、本当に真剣に考えていかないといけな

い地域の課題だと思う。 

委  員：地域差を非常に感じた。私は中泉地区で交通の便も悪くないので、そんなに切羽詰まっ

たようなことを言う人はいないが、もう少し住民主体で助け合うことをやろうというこ

とで、地区で、小地域の福祉活動を立ち上げて、集まった中で色々な生活課題を出して、

そこをみんなで助け合うということで、進めている。26自治会あるが、今は10箇所くら

いで話し合いをぼちぼち始めている。買物支援も、例えば、隣近所の人で一緒に買物に

連れて行くとか、そういう雰囲気の隣組のつながりを付けていきたいと思っている。自

分たちじゃできないものは、包括や専門職に頼んで、そこへつなげていくが、とりあえ

ずは、みんなでできることを目指して始めた。中泉の中でも、たくさんある。西新町の

はずれの方だと、交通の便もあまり良くないところもある。駅前にしても、出張販売で

農協がやっていた。最初はお客さんがいっぱい来て、近くの八百屋は、あんなひどいこ

とないって。自分たちは、売れても売れなくても全部揃えておかないといけないけど、

そこへ持ってきてやられると、全部残ってしまう、あれはひどいと聞いたもので、あん

まり急にやることもないかと思って終わった。とにかくみんなの集まる場所づくりから

始めていこうということで、これから進んでいきたいと思う。 

事 務 局：皆さんからいただいた意見は本当に深いところがあったが、叱咤激励だというふうに受

け止めています。家族崩壊などの話もあり、私が子どもの頃は、もっとおじいちゃん、

おばあちゃんも一緒に住んでいましたし、隣近所、向こう三軒両隣みたいな話もありま

した。それが、時間が経つ中で、だんだん希薄になってきてしまったと感じています。

昔のようなそういう三世代同居とか、親の面倒を見るというような話も、私は良いと思

います。ただ、そんな一朝一夕にできる話ではないです。磐田市だけでできる話でもな

いと思いますので、そういう世の中が良いと思えば、時間を掛けて戻していくしかない

と感じています。そんな中で、行政に何ができるかと言うと、１つは制度を作ることだ

と思います。この計画とは別に、今年は地域福祉計画も策定していますが、その中では、

地域での市民の暮らしやすい生活のために行政としてできることは何か、社協ができる

ことは何か、そんな取りまとめをしています。個人とか家族ができることはもちろん、
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もうしていただかないといけない。そういう中で、社協ができること、役所ができるこ

と、それぞれ役割分担とか、連携をする中で進めていくしかないと感じています。麁玉

地区の11箇所にとくし丸が来るというような仕組みを作ったのは、先生が地区のリーダ

ーとしていたことも大きいと思いますが、それでも、地域住民が自分のこととして、地

域の課題に取り組まれて、話し合いをする中で、実践に移っていった、そういう素晴ら

しい事例だと思います。そういう形に持っていく、導く、そういうことが役所のできる

仕事だと感じています。具体的な話として、デマンド型タクシーの話も色々といただき

ました。担当者にはなかなか耳が痛かった話で、苦しい胸の内もあると思いますが、説

明の中でもしたように、見直しもしています。また、見直しだけやって終わりというこ

とではないと私も思っています。見直しの主眼をどこに置くかというと、やはり利用さ

れる皆さんの気持ちや考えだと思いますので、そんなところでご理解をいただけたらと

思います。感想のような話になりましたが、制度だけ作ってよしとは全く思っていませ

ん。色々と制約のある中ではありますが、一人ひとり寄り添うような、やり方、仕事、

福祉の心を持って臨んでいきたいと思っています。 

副 会 長：買物は毎日の生活の中で欠かすことができない行為で、買物によって、生活満足度が満

たされる。そして、地域の人と結びつくことができるという、本当に多面的な要素を持

っていると思う。困っている人を見過ごさないようにして、どうやって地域で、自分た

ちの地域に合ったやり方で、その人に気持ちよく買物をしてもらえるよう、仕組みを作

っていくかというのが、地域全体で興していく非常に大事な手段であると実感している。

買物の重要性について、全体として再認識していただけたと思うので、その上で、改め

て各地域に呼びかけて、買物で困っている人を１人でも少なくしてなくしていこうとい

う呼びかけのもとに、地域が工夫を持って立ち上がるような、そういうバックアップを

していきたいと思うし、合わせて、公的にはデマンド型タクシーを使いやすいように、

やはり関係部署とも調整を進めていただきたい。方法はいくつあっても良いと思う。デ

マンドタクシーがあり、他の方法もありというように、多ければ多いほど良いので、並

行して進めていけたらと思う。 

４．閉会 

会  長：熱心なご論議、ありがとうございました。ぜひ、良い地域になるように、みんなで努力

して、出た意見が１つでも実現できるよう、みんなで取り組んでいきたいと思います。

本当に長い時間、ありがとうございました。 

事 務 局：長時間にわたりご熱心にご意見いただき、ありがとうございました。本年度の運営協議

会は、今日で最後となります。委員の皆さんには、本当に１年間ありがとうございまし

た。来年度につきましては、今年度ほどの回数は予定していませんが、先ほど部長が申

し上げたように、計画を作って終わりということではなく、計画がどのように進んでい

るかということの確認を皆様にはしていただくようになります。また、本日のような地



- 13 -

域ケア会議についても、また予定して実施していきたいと考えておりますので、来年度

以降もご協力をよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。 


