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平成 29 年度 第１回焼津市高齢者保健福祉計画推進協議会 

        第１回焼津市介護保険運営協議会 

（平成２９年６月２８日開催） 

 

※会議録作成にあたっての留意事項 

① 本会議録は、会議要旨の概要報告用として作成したので、委員各位の意見及びそれに対する事務局

の説明については、省略されている箇所もある。また、事務局の議案説明は省略してある。 

② 委員の意見または事務局の説明の中にある（ ）書きは、意見または説明内容が理解しやすくなる

ための配慮で、記録者が書き加えたものである。 

 

＜以下本文＞ 

１ 日 時 平成 29 年６月 28 日（水）午後 1 時 00 分～午後 2 時 25 分 

２ 場 所 焼津公民館 会議室５、６ 

３ 出席者   （委 員）石川英也会長、川村進太郎副会長、岡村正昭委員、原川光世委員、 

石神とみ子委員、平田五子委員、伊藤 敦委員、岡本喜美子委員、 

山川俊博委員、栗原武志委員、安留孝子委員、寺尾早都美委員、 

甲賀明子委員 

       （欠席者）和田裕樹委員、藁科信行委員 

    （事務局）河野健康福祉部長、鈴木健康福祉部次長兼健康政策課長、 

小泉地域包括ケア推進課長、山本介護保険課長、吉田健康づくり推進課長 

小野田地域包括ケア推進担当係長、松下事業者指導担当係長、 

飯塚高齢者福祉担当係長、原田保険給付担当主幹、秋山認定担当係長、 

村松事業推進担当主幹、八木成人保険担当係長 

村松地域包括ケア推進担当主査、松村地域包括ケア推進担当主査、 

鈴木地域包括ケア推進担当主査、山梨地域包括ケア推進担当主査 

 

４ 内 容 

（１） 開会 

（２） 健康福祉部長・会長挨拶 

（３） 委嘱状交付 

（４） 議事 

①平成 29 年度焼津市高齢者保健福祉事業と介護保険事業の実施状況について 

（ア） 健康づくりの推進について 

（イ） 高齢者福祉サービスについて 

（ウ） 地域包括支援センターの運営について 

（エ） 認知症施策の推進について 

（オ） 介護予防事業・二次予防事業について 

（カ） 介護保険認定の状況について 

（キ） 介護サービスの利用状況について 

（ク） 「第 7期ほほえみプラン 21」における施設整備について 



H29-020 

 

（ケ） 介護保険に関する苦情報告・事故報告について 

（コ） 介護給付適正化事業について 

（サ） 介護保険事業会計の決算見込みについて 

（５） 報告事項 

「第７期ほほえみプラン 21（第８期焼津市高齢者保健福祉計画、第７期焼津市介護保険計画に

ついて） 

（６） その他 

（７） 閉会 

【議事録】 

山本課長 ただ今より、「平成 29 年度第１回焼津市高齢者保健福祉計画推進協議会、並びに、

第１回焼津市介護保険運営協議会」を開会します。 

私は、司会を務めます介護保険課長の山本でございます。よろしくお願いします。 

本日の欠席委員は和田委員と藁科委員の 2名です。 

介護保険運営協議会規則第５条により本協議会の成立要件である過半数の出席を

満たしていることをお伝えします。 

最初に健康福祉部の河野部長から、ご挨拶申し上げます。 

河野部長 今年の 4 月から健康福祉部に異動してきました河野です。 

組織の変更がありましたので、報告させていただきます。長寿福祉課が、介護保険

課と地域包括ケア推進課に分かれ、健康増進課が健康政策課と健康づくり推進課に

分かれ、あと地域福祉課を含めた５課が健康福祉部となりました。 

また、今年度は、計画策定の年になりますので、例年より多くの会議を予定してお

りますので、ご協力をお願いいたします。 

山本課長 続きまして、石川会長よりご挨拶お願いします。 

石川会長 昨日、志太榛原圏域地域包括ケア推進ネットワーク会議に出席してきました。団塊

の世代が高齢になってくるので、在宅介護の受け皿を今のうちに作っておかなけれ

ばならない。医師の数は増えないし、退院後、在宅に帰る人がほとんどいないとい

うことです。老老介護の割合が高く、施設に入ってしまい、在宅に帰ってこない。

県内の訪問看護ステーションも、昨年３か所立ち上がったが、２か所が閉鎖された。

需要がないという状況。県や医師会などが旗振りをしているが、なかなか在宅に戻

ってこない中で、どうやっていけばいいのか困惑しているのが現状です。 

山本課長 ありがとうございました。 

議事に入る前に、当協議会委員に交代がありましたので委嘱式を行います。 

河野部長より委嘱状の交付を行いますので、お名前を呼ばれましたら、その場でご

起立願います。 

 （委嘱状交付） 

山本課長 岡村委員は、長谷川委員の後任として残任期間を務めていただきます。 

それでは、本年度初めての協議会ですので、委員の皆様と事務局の自己紹介をお願

いいたします。 

それでは、石川会長から左座席順に自己紹介をお願いします。 
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委員及び事務局 （自己紹介） 

山本課長 続いて、「第 7 期ほほえみプラン 21 について」事務局から簡単に説明させていた

だきます。 

（「第 7期ほほえみプラン 21 について」説明） 

山本課長 それでは、議事に入りますが、高齢者保健福祉計画推進協議会設置要領第５条、並

びに、介護保険運営協議会規則第４条により、議事の進行は石川会長にお願い致し

ます。 

石川会長 それでは、議事に入ります。 

議事（１）平成 28 年度焼津市高齢者保健福祉事業と介護保険事業の実施状況につ

いて事務局の説明をお願いします。ボリュームがありますので、ア、イ～オ、カ～

ク、ケ～サの４つに区切って質問の時間を設けますのでよろしくお願いします。 

まず、アの説明を事務局からお願いします。 

（事務局） （事務局の説明） 

ア 健康づくりの推進について （１）高齢者の健康を守る事業 

ア 健康づくりの推進について （２）健康に対する意識を高めるための事業 

石川会長 ２７年度と比べると、軒並み落ちている感じがします。その中でも、成人の歯科検

診が特定健康診査と同じような上がり下がりをしていますが、あと、骨粗しょう症

検診や肝炎ウイルス検診も下げってきているようですが、なにか理由はあります

か。なければいいです。 

委員の皆さんのほうで、ただ今の事務局の説明に対して、何か質問や意見はありま

すか。 

無いようなので次に進みます。イから事務局説明をお願いします。 

（事務局） （事務局の説明） 

イ 高齢者福祉サービスについて 

ウ 地域包括支援センターの運営について 

エ 認知症施策の推進について 

オ 介護予防事業・二次予防事業について 

石川会長 ただ今の事務局の説明に対して、何か質問や意見はありますか。 

安留委員 認知症カフェが２か所始まっている中で、かすみそうカフェは、めぐみの会と静

岡福祉大学が共催で昨年の９月から焼津の駅前で第３金曜日に実施していた活動

のことと思います。自分は直接係わっていなくて、介護系の教員の卒業研究の一端

でめぐみの会と一緒にやっていた活動で、自分は、授業の関係で参加したことはな

かったのですが、駅前であり、商店街の中で、ある意味街なかであり、周辺が高齢

化率も高いということで、非常に期待をしていたのですが、市から見てどんな成果

がこれまであったのかという１点と、なぜ駅前、商店街という場所から別の場所に

移動することになったのかを教えていただきたい。 

松村主査 静岡福祉大学と認知症家族会のめぐみの会の共催でかすみそうカフェが昨年の９

月からスタートしました。あくまでも、静岡福祉大学とめぐみの会が自主的に立ち

上げたもので、市は後方支援として、広報などの部分で参加しています。１点目の
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効果ということですが、家族会のメンバーがボランティアとして毎回参加され、学

生も毎回参加して、新聞にも掲載されました。アロマのハンドマッサージや把握し

ている限りでは、定期的に来られる方もいて、認知症に関する相談もあったようで

す。参加人数に関してはこれからの課題、目標となるかもしれませんが、相談でき

る場所があってよかったという方もいらっしゃったし、市内に集まれる場所がある

というのを知っていただくということでも効果があったと感じています。場所の移

動の経過については、あくまで報告として話を伺っている範囲ですが、商店街です

が、なかなか人通りが少なかったということと、家族会が主体となって、５月から

再オープンされたということで、バスの利便性もある総合福祉会館へ移動したと聞

いておりますが、詳細についてはこちらで決定していませんので、以上です。 

安留委員 ありがとうございました。 

この会議でも１回紹介したと思いますが、私も地域の居場所というものを焼津市の

協力で、昨年１年間同じ場所で行って、９０回開催して、参加述べ人数は、中高年

者が中心でしたが、1,136名が参加をして、特に中高年者の中でも介護保険まで行

かない予防の段階で、なかなか行き場所がない方も来られていましたし、それから

中高年者が支える側に回って、ボランティアで居場所の運営に参画していくという

非常にいい形が出来ていて、しかも商店街の活性化にもつながっていたという風

に、自分が活動の運営を担当して感じていた。しかし残念なことに、このめぐみの

会がどうゆう経緯で場所を移られたのかはわかりませんが、そこの同じ場所、静岡

福祉大学の駅前キャンパスという名前になっていますけども、私がその活動をやめ

た経緯というか、やめたくなかったのですが、やめざるを得なかった経緯としては、

焼津市の総合事業との関係で、駅前通りを若者と子供の賑わいを期待したいという

ことと、もう一つは、事業実績、成果は関係ない、焼津市の意向でとのことでした。

先ほど、市内に集まれる場所がある、参加して相談できる場所あるということでし

たが、私がやってきた活動も認知症カフェではなかったがそういう場所であった、

成果もあったと思っていますが、成果は関係ない、それと総合計画との関係で若者

と子供の賑わいを期待したいと。私も、社会保障を大学で教えていて、人生前半の

社会保障、今日の新聞に子供の貧困のことが書いてあります。子供、若者に対する

施策は非常に大切だと思っていますし、駅前が子供や若者でにぎわうことは大いに

結構だと思いますが、やはりこれからの地域福祉、今までのもそうなのですけども、

子供から高齢者まで当たり前に地域の中にいて、共存、共生していかなければなら

ない。本来ならば、私がいるような大学が市と協力しながら、もっともっと推進し

ていかなければならなかった。自分もその組織に居ながら、非常に恥ずかしく思っ

ていますけれど、ただ、なんとなく若者と子供だけでなく、今までやっていた高齢

者中心とした活動も含めて共存・共栄できなかったかなという気持ちがあります。

めぐみの会がどういう経緯で移動したのかわからない状況で言っていますけれど

も、感想めいて申し訳ありませんが、そういう気持ちを持っています。決して市を

責めているわけではなく、実際にそういう活動をしていたものとしての意見として

議事録に残していただければと思います。 
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石川会長 いきさつがよく分かっておりませんので申し訳ありませんが、そういうことがあっ

たのだなと。医師会のほうでも、医師会館が古くなっており、建て替えを考えてお

りまして、いろいろ検診センターを作ろうとか、認知症カフェを入れようとかいろ

んなアイデアがあるのですけど、そのへんも参考にして考えていかなければいけな

いなと思うのですが、行政側と現場と行き違いがあるのでは、なかなか後方支援と

いう意味もよくわからないので、ぜひ説明をしっかりしていただいて、前へ進むと

いう気持ちで取り組んでいただければと思いますので、よろしくお願いします。 

その他なにかありますか。 

なければ、カからお願いします。 

（事務局） 

 

（事務局の説明） 

カ 介護保険認定の状況について 

キ 介護サービスの利用状況について 

ク 「第 7期ほほえみプラン 21」における施設整備について 

ケ 介護保険に関する苦情報告・事故報告について 

コ 介護給付適正化事業について 

サ 介護保険事業会計の決算見込みについて 

石川会長 ありがとうございました。 

この余剰金の 2億何某は、だいたい予想通りでしたか。問題ないものですか。 

原田主幹 平成 27 年度分につきましては、繰越金が 197,404千円に対して、国と県、あるい

は支払基金への返還金を除くと 1 億ちょっとでした。そうすると、27 年度と 28

年度の実質の余剰金という部分で比べますと、1億ほどの増加がみられる。という

ことでやや多かったかなという感じはします。 

石川会長 大丈夫ということですね。 

ここまでで他にどなたかご質問ありますか。 

無いようなので、事務局のほうに事前の質問等がありましたら、お願いします。 

山本課長 質問はありませんでした。 

石川会長 それでは、以上をもちまして、本日の議事は全て終了いたしました。 

ありがとうございました。事務局にお返しします。 

山本課長 石川会長ありがとうございました。 

続きまして報告事項です。 

冒頭に、ご説明しました「第 7期ほほえみプラン 21」策定に係る高齢者等実態調

査を昨年度実施しましたので、この結果等を担当からご報告をさせていただきま

す。 

小野田係長 （事務局報告） 

「第 7期ほほえみプラン 21」策定に係る高齢者等実態調査報告 

山本課長 高齢者等実態調査の結果について報告をさせていただきました。 

意見、質問等がございましたら、この場でお願いします。 

石川会長 いつもアンケートで思うのですが、個別のものはわかるのですが、概要、まとめ、

サマリーですよね。実際、まとめとしてこういう流れがありましたよというものを
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書いていただけるとわかりやすいと思うのですが。 

これは、どこかに配るのですか。回答していただいた方などに。 

小野田係長 アンケートに回答していただいた方々には、配布はしません。 

こちらの協議会の委員の皆様には、５月に配布いたしましたが、部数の関係もある

ので、申し訳ございません。 

山川委員 一般と要支援、要介護の３種類の方にアンケートをいただいているということで、

書くのはやっぱり介護をされている方が中心になってくるのですよね。 

小野田係長 基本的には、ご本人に書いていただくのですが、無作為に抽出しているので、個々

の状態が分かりませんので、ご家族の方が立会いの下で書かれている場合もあるか

と思います。 

山川委員 そのへんの実態はわかりませんか。 

 記載者の項目があります。 

山川委員 もう一点、前回この会でお話がありました福祉タクシーですけど、焼津市はなくな

ってしまったのですか。利用したいという方が不便になったということを聞いても

のですから。 

原田主幹 この話につきましては、前回か、前々回くらいに話があったと思うのですが、最終

的に、アンビアさんが３月一杯でやめたものですから、市の方としても、１２月か

ら聞き取り調査などをした中で、今サービスを受けられている方は、おおむね他の

事業者とかご家族の方が対応するとか、そのほかの利用等でほとんどの方が対応を

済ませているという調査結果ではあります。 

山本課長 そのほか、調査につきまして、ご質問ある方はいらっしゃいますか。 

安留委員 この調査の全体のものは、ホームページか何かで公開される予定はありますか。 

小野田係長 今のところ、計画策定のためのアンケート調査ということであったため、考えてお

りませんが、今後検討させていただきます。 

安留委員 もう一点、先ほどの福祉タクシーの話しにも関連すると思いますが、市の方がアン

ケートなり、インタビューをして、サービスを受けている方は、実際にはもう家族

等が対応していると話であったことですが、これを見ていると夫婦二人暮らしで、

詳しく状況はわかりませんが、老老介護とか、一人暮らしがこれからも増えていく

中で、焼津は車社会ですので、移動とか便利とは思いませんので、５ページの外出

が減った理由で、経済的に出られないとか、交通手段がないとか、そもそも外での

楽しみがないとかですね、現実としてパーセンテージとしては１０％とか、１１％

といっても、これからの介護の予防とか介護や支援が必要になっても社会とつなが

って自立して生きていくためには、非常に大事な項目なんじゃないかなと思いまし

た。 

平田委員 介護に助けられている方がたくさんいるのですが、ほんとに困っている人がどれく

らいいるか把握していますか。 

焼津の人は助け合うことができないのではないかと思う。自分勝手な方が多くて、

自分さえよければという考え方を持っている人が多いので、どうしても見捨てられ

ていくような方たちがいるように思います。私たち、老人クラブにおいても、そん
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な老人クラブに入らなくたって、自分たちでやっていけるから入らないという人が

います。一緒になってやろうねという人は、本当にごくわずかです。そうゆう世の

中になってきているのですけども、それをうまく、そうじゃないよ、みんなで助け

合いながらいこうねという、地域密着型のような研修会に私も出ておりますが、み

んなが出てきてくれて、助け合っていこうねというまちをつくっていかなければ、

もっともっと悲惨なことが起きていくのではないでしょうか。地域で人の輪を作っ

ていくことが大切だと思います。 

山本課長 いろいろな意見ありがとうございました。 

高齢者実態調査、今年度の計画を策定していく際の資料としていろいろな面で取り

入れていきたいと思いますので、また、各委員につきましてもご助力をいただきた

いと思いますので、よろしくお願いします。 

小泉課長 今お話がありましたが、地域の支えあいというテーマではありませんが、地域包括

ケアシステムを進めなければならないので、今回、市の方で各公民館単位で、地域

包括ケアシステムの講演会を計画しています。そういうような形で、地域で支えあ

って、また、新しいシステムを作っていきましょうという形の講演会を開催します、

報告が遅くなって申し訳ありませんが、よろしくお願いします。 

山本課長 アンケートについて、そのほか。ご意見、ご質問はよろしいでしょうか。 

それでは、次のその他のほうに移らせていただきます。 

本日配布の資料として、コピー２枚があると思いますが、伊藤委員より事前に資料

をいただいておりまして、子供の貧困とか介護離職の記事です。 

伊藤委員 （当日、伊藤委員の配布資料による） 

・子供の貧困と介護離職 

石川会長 （当日、石川会長の配布資料による） 

・健診に景品ポイント 

石川会長 焼津市でもやっていますよね。 

村松主幹 焼津市では平成 27 年度から健康マイレージを行っております。特定健診を受け、

自分が決めたウォーキングやラジオ体操などの健康への取り組みを実施し、応募券

で応募しますと 5,000円の図書券が当たるというものです。1 年目は 50 人位の応

募しかありませんでした。その中で健康マイレージがあったから特定健診を受けた

という方は３名、昨年度は７１人の応募がありまして、これがあったから特定健診

を受けた方は１名でした。応募してきた方は、既に特定健診を受けており、なんら

かの健康講座を行っており、健康に対する意識が高い方たちが応募してきたという

状況であります。ぜひこの取り組みに乗ってほしい無関心層の方たちは、こういう

ものには応募してこないというが、焼津市の実績であります。ですので、二戸市の

状況には驚いております。 

石川会長 それでは、焼津市は将来的にはやめる方向ですか。 

村松主幹 今年もやります。 

岡本委員 私は、健康マイレージを知らなかったのですが、広報やいづとかに掲載されたので

すか。 
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村松主幹 はい、静岡新聞や広報やいづに掲載し、各公民館とかいろんなところ、何十箇所か

に健康マイレージの応募カードは置かせていただきました。ラジオ体操連盟とかの

協力をいただいて、各地域６０か所のラジオ体操で配布だとか、自治会、保健委員

の活動などあらゆるところで配布していただいている。 

岡本委員 PR方法は、どうですか。私も結構、意識は高いつもりいたのですが、広報やいづ

も見ていたつもりですが目こぼししたようですし、皆さんも知らないといっている

方もいますので。 

平田委員 私たちの老人クラブは、2,000 人いますので、その人たちに進めることができるの

ですが、全く知りませんでしたので。 

石川会長 私がこれを出した理由が、こうゆう状況を知っていただくこともありましたので。

次にいきます。 

（当時、石川会長の配布資料による） 

・歩いて健康ポイント 

山本課長 どうもありがとうございました。 

その他、何かありませんでしょうか。 

なければ以上で「平成 29 年度第１回焼津市高齢者保健福祉計画推進協議会、並び

に、第１回焼津市介護保険運営協議会」を閉会します。 

次回は、８月を予定しておりますのでよろしくお願いします。 

本日はお忙しい中、ご出席いただき、また貴重なご意見をありがとうございました。 

 


