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平成 29 年度 第３回焼津市高齢者保健福祉計画推進協議会 

        第３回焼津市介護保険運営協議会 

（平成２９年１１月２４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 11 月 24 日（金）午後 1 時 00 分～午後 3 時 00 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、寺尾早都美委員、甲賀明子委員、 

藁科信行委員、和田裕樹委員 

       （欠席者）安留孝子委員 

    （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、 

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 

 

４ 内 容 

（１） 開会 

（２） 健康福祉部長・会長挨拶 

（３） 議事 

（１）報告事項 

① 平成 29 年度上半期までの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 

② 第８期ほほえみプラン２１について 

（４） 閉会 

 

【議事録】 

山本課長 ただ今より、「平成 29 年度第 3 回焼津市高齢者保健福祉計画推進協議会、並びに、

第 3 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。 

本日の欠席委員は安留委員 1 名です。石川会長は少し遅れる旨連絡入っています。 
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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ご報告致します。 

最初に健康福祉部長の河野より、ご挨拶申し上げます。 

河野部長 本日第 3 回目の運営協議会という事でお忙しい中お集まりいただきまして有り難

うございます。前回は高齢者保健福祉計画の方をお出しできなかった訳ですが、後

程説明させて頂きますが、今回、高齢者保健福祉計画の方も事業を行っている中で

いろいろ評価して、今後どんな課題があるかを捉えて、次期の計画ではどのように

進めていけばいいのかを施策として今回第８期ほほえみプラン２１の方に反映さ

せて頂いております。それと併せて介護保険事業計画の方は、国から情報が入って

きている中で順次作業を進めている関係上、分かっている段階のものでお示しする

形を取っています。その中でまた前向きなご意見等を頂ければ大変ありがたいと思

っています、どうぞよろしくお願いいたします。 

山本課長 まだ石川会長がお見えになっていませんので、それまでの間、焼津市介護保険運営

協議会規則第２条、第３項に基づき、川村副会長に会長代理をお願いしたいと思い

ます。それでは川村副会長、ご挨拶を頂戴したいと思います、宜しくお願いいたし

ます。 

川村副会長 石川先生の方がインフルエンザ予防接種の時期という事で外来の方が混んでおり

ましてその対応で遅れています。その間、代わりに担当させて頂きます川村でござ

います、宜しくお願い致します。石川会長ですと最初に気になる新聞の記事とか切

り出して皆様に説明しているのですが、急遽でしたのでそうした用意はしておりま

せん、私の方は注意喚起だけ一点申し上げます。これから益々寒くなっている中で

高齢者の死亡原因の第３位に肺炎が入っています。きっかけは球菌による誤嚥性肺

炎を起こしてしまっているからなのですが、今は６５歳以上の方でも肺炎のワクチ

ンは打てるようになりました。インフルエンザでも肺炎になり得ますのでワクチン

をちゃんと打っておかないといけません、お気を付けください。かくいう私もイン

フルエンザワクチンを毎年打っていますが毎年インフルエンザに掛かっておりま

してもう今年から打つのを止めました。説得力なかったですね。 

本日は議題が沢山あると伺っています。皆さんで協議していただいてスムーズな進

行が出来ればよいと思っていますのでご協力宜しくお願い致します。 

山本課長 有り難うございました。 

それでは、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、議事の進行は川村副会長にお願い致します。 

川村副会長 それでは、議事に入ります。 

議事（１）報告事項 平成 29 年度上半期までの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から説明をお願いします。 
 （事務局説明） 
川村副会長 ただ今の事務局の説明に対して、何かご質問等ありましたら挙手をお願いします。 

特にございませんでしょうか？ 

伊藤委員 ５ページの認知症サポーター等養成事業についてですが、この間テレビで見たので
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すが、学校ではやらないでしょうか？ 

松村主査 認知症サポーター養成講座は、学校でも開催しています。数字が出ておらず申し訳

ないのですが、小学校４年生の福祉教育の一環で２か所の小学校で行なっていま

す。中学生については、介護施設での職場体験の機会に、サポーター養成講座も一

緒に受講してもらったりしています。こどもサポーターという事では他にも、社会

福祉協議会主催の「福祉のススメ」という講座が夏にありまして、一般申込の小学

生たちが高齢者の捜索・声掛けの模擬体験も含めた学習をしたところです。 

川村副会長 よろしいでしょうか？ 

認知症の方もオレンジプランのケアパスという事でまた新しい冊子を作っている

という事なのですが、あの本は凄く良いなと思っているところでして、皆様ご存じ

だったでしょうか？認知症でない方にもお勧めできる内容が盛り込まれています

のでご一読されたらいいかと思っています。他に何かありませんでしょうか？ 

事務局 事前配布した資料の中でご質問が上がっていましたので、それについてご回答いた

したいと存じます。先ずは岡本委員さんからの質問です。 

（岡本委員） 地域密着型介護予防サービスはいったいどういう内容なのでしょうか？ 

地域密着型介護予防サービス及び高額医療合算介護サービス等の前年度比が大き

く増加しています、どうしてでしょうか？ 

事務局 地域密着型介護予防サービスは、介護が必要になっても誰もが住みなれた地域で生

活が続けられるよう、認知症ケアや地域ケアを推進する観点から地域の特性に応じ

て介護サービスを提供するもののうち、介護予防についてのサービスであります。

従いまして地域密着型介護サービスの事業者は、地域単位で適正なサービスの基盤

整備計画を達成する事。サービス事業者は県ではなく市が指定する事など、それ以

外の介護サービス事業者との違いを説明しました。 

地域密着型介護予防サービス費及び高額医療合算介護サービス費等の上半期での

前年度比が大きく増加している原因は、地域密着型介護予防サービス費につきまし

ては平成 27 年度実績が計画に対して著しく小さかった事、それから高額医療合算

介護サービス費等については各年の医療費と介護費を利用される方の負担額によ

り算定されることになり給付するものでございますので、その増減については、各

年の医療費分について特に長期入院等で大きくなったことなど要因が利用者の状

況により変るため増減にたいする分析が非常に難しいというような事を説明しま

した。 

あともう一つ追加で、利用の状況の中で、区分のところで各年の３月～８月と書い

てあるけども（それはどうして？）という話で、これにつきましては４月～９月ま

での分という意味ではあるのですけども、サービスにつきましては３月のサービス

分から８月のサービス分まで。という事で説明させて頂きました。 

川村副会長 よろしいでしょうか、その他質問のある方は挙手願います。 

和田委員 先程説明頂いたことで８ページ、総合事業が始まった影響で要支援者の数が減って

いる、という話だったとお聞きしたが、法律が変わったので減ったように見えてい

るが、昔の法律のままの尺度で認定していたら実質は減ってないよ、増えているよ
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という理解でよろしいですか？ 

秋山認定係長 はい、そのように考えられます。 

和田委員 そこが結構大事ですよね、法律が変わる前と同じ条件で認定しているとすれば、実

質は、要支援者も要介護者も増えているよという理解の基に、来期以降の介護保険

事業計画も考えていかなければならないということですよね。 

秋山認定係長 その通りです。 

和田委員 有り難うございます。 

もう一つその件に関連しまして、現状を踏まえて出てくる課題を分析して、来年度

以降の介護保険計画を策定していく、そのための会議だという認識にたった場合、

今の焼津市の課題と捉える事ができるものがありますのでここで共有させて頂い

て今後検討して頂ければと思います。 

今回、第 7 期焼津市介護保険事業計画の策定に関わるアンケート調査のご協力に

ついて、というのを頂きまして、趣旨は今の課題はありますか？何か困りごとはあ

りますか？という事を調べたいのだろう思いまして、それについてどういう回答す

るのが適切かという観点から、私は事業者代表として出させて頂いているものです

から市内の特養施設長に集まっていただきまして会議を開きました。 

その中で出てきたものが一番は介護人材の不足です。これについては焼津市の問題

だけではなく全国的な問題なので、ここで意見を言うつもりはないですが、もう一

つ出てきまして、それは焼津市内にある地域包括支援センター（の数）についてで

す。 

現在９中学校区に４つの地域包括支援センターがあります。（旧焼津市でみると８

中学校区に３つの地域包括支援センター）南部地域包括支援センターを運営してい

る、つばささんの施設長さんが仰っていたことに、本来の地域包括支援センターの

仕事量が多すぎて、要支援者の介護予防プランの作成まで手が回らず、他の居宅介

護支援事業所のケアマネージャーに委託しようとしても、どこも忙しく受けてもら

えない、だから高麓さんの方で受けてもらえないか、という話がありました。私の

施設があるのは北部地域でして社協さんが地域包括支援センターを運営している

のですが、そこからも同様な予防プランの作成依頼に対して２０件お受けしていま

すし、中部からも同様に１０件、遠い南部からも２件お受けしているので、もうめ

いいっぱい頑張ってお受けしている状況です。 

ただこの状況はおかしくはないかと思い、隣の藤枝市の方にお聞きしたら、そこで

は１０の中学校区で７つの地域包括支援センターで行っているのがわかりました。

国は１中学校区に一つの地域包括支援センターを設置との指針がある中、静岡市や

他の近隣の市町でもそれぐらいの数があるというのがわかりましたので、焼津市に

おいてこれは（数が少なくて困っている現状は）課題ではないかと感じて挙げさせ

ていただきました。 

川村副会長 有り難うございます。私もそのことは初めて聞いてびっくりしています。 

和田委員 過去の経緯はいろいろあるかと思いますが、未来についてどうするかを考えた時、

焼津市は他の市町とは違いますよ、いう現状を皆さんで認識していただければと思



H29-022 

 

います。 

川村副会長 わかりました、時間の関係で次に移ります。それでは第７期焼津市ほほえみプラン

２１ついて事務局より説明をお願いします。 

事務局 （事務局各担当説明） 

川村副会長 これが今第７期の事についての評価と言いますか、結果についての報告でしたが何

かご質問はございませんか？ご質問ある方は挙手願います。 

和田委員 教えて頂きたいのですが、サービス供給量のところでＡ評価という事だったのです

が、これから特養さんと老健さんがオープンするところがあると思うのですが、サ

ービス供給量としては、事業者側からみるとするとかなり充実してくるのかと思っ

ています。今年度と来年度で何床オープンする予定だったか教えてください。 

小泉課長 特別養護老人ホームと介護老人保健施設ですよね、現計画に基づいて指定していま

すので、現予定では介護老人保健施設としては年度内に 100 床が 2 つオープンす

る予定と聞いています。浜当目の方につきましては 12 月に完成させたいと聞いて

います。大富の特養につきましては、起工式は終わったと聞いています。年度内の

予定でしたが現場ではまだ具体的な取り組みが出来てないようなので普通に考え

れば来年度の完成となると思います。こちらは 90床です。残り 10床については、

つばさ豊田の方で改造して年度内に開始したいとは聞いています。 

甲賀委員 浜当目の方の老健については遅れていて来年１月の完成になったそうです。私も待

っているところなのですが。 

小泉課長 １月に遅れたのですね、わかりました。 

和田委員 よろしいですね、小泉課長有り難うございました。つまり特養が 100 床、老健が

200床分できるという事で、今待っているというお話も出ましたが、恐らく介護施

設としてはかなり充実した市になるでしょう。特養待機問題もかなり解消されるの

ではないかと考えていいと思っていますが、そう考えていいですか？ 

小泉課長 はい、今和田委員がおっしゃった通りかなり解消されると考えています。 

和田委員 ところが、地域包括支援センターの相談窓口の数、というのは他市に比べてかなり

少ない現状がある、と認識しているというような状況ですよね？ 

小泉課長 過去ではなくて未来への話という事ですると、今現在は地域包括支援センター４つ

ですけども、一つの包括支援センターの窓口に焼津市では多くの人を配置するとい

う形で対応しています。窓口の数は少ないけども一つ辺りの対応できる数を多くし

ているということであります。それで良いかどうかについては今後調べていって、

市民にとって使い易い配置なのかも考慮していきます。当然そこには生活圏域とい

う事も見直しが必要になってきますので、その辺りを含めていつになるかははっき

り言えませんけど検討していきたいと考えています。 

和田委員 はい、有り難うございます。今小泉課長が言ったような事で一番の問題は介護人材

不足というところが一番問題になってきそうでうね、特養、老健、全介護保険サー

ビスにおいても、そこに人材が集まらないと待っていてもオープンできないとなっ

てしまうと一番まずいところかなあと考えます、一番の課題ですよね。 
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小泉課長 そこは危惧するところですけど、あくまでも職員を集めるのはそこの事業所の責任

でやっていただいていますので、開設する条件としてはちゃんと自分達で人を充て

てオープンしてください、と。そこであまり言ってはいないのですけど、ちゃんと

自分達で人を手当てしてくださいね、と話まではしています。ただし、それがどの

ような形で行っていただくのかは分かりませんけどオープンするのは事業所の責

任でお願いしたい、という事です。 

川村副会長 ただ今、石川会長がお見えになりました。少しお待ちください。 

石川会長 すみません、遅れました。 

川村副会長 では平田委員お願いいたします。 

平田委員 このお話を聞いていますと、ほんとにこれから焼津市で良かったなと思えるのでは

ないかと。また一番心配する事は人材が少ないという事、これが一番心配です。ど

のくらいそういった介護の人達を雇う必要に迫られるのか、どのような介護を行っ

ていただけるのかも心配な事です。先ず介護の世界でわからない事があるものです

から聞きたいのですけども、そうやってたくさんの事ができてきますけども、もし

今、自分がそういう状態になった時に（施設に）入れるのかどうかという事が問題

で、手足が少し動かなくなったから入りたいっていっても、この人は認知が入って

ないから施設には入れません、というようなことをよく聞きます。それはどういう

ことでしょうか？家族が見なければならないという事になるのでしょうか？私は

それが不安でたまりません、その辺り市はどういう風に考えているのでしょうか？

また国としてはどうなのか、その辺を教えてください。 

小泉課長 施設入所に限って言えば、その辺は和田委員が良くご存じなのですが、入所に対す

る基準というものがございます。介護度がいくつ以上だとか、特に特別養護老人ホ

ームに限ると、家族に介護する人がいるのかいないのか、市内に住んでいる人なの

かどうかとか、いろいろ点数で優先順位が決まってきます、そういう機械的な点数

で計算されて、原則要介護度３以上でないと入れないのですが、それを満たしてい

たとしても、こういう理由でまだ順番にならないのでお待ちください、とか言われ

る事はございます。また、老人保健施設というところであれば、要介護度以外のい

ろいろな要件もあります。最近の国の傾向としては、もちろん施設もあるのですけ

ど、在宅でどうやって見ていくのかと言った事も含んで、例えば在宅医療と介護の

連携だとか地域包括ケアシステムだとかいうのも検討していますので、どちらの方

向でも検討しています。施設と在宅のバランスを考えながらやっていくので、もし

かすると家族に介護力があれば家で看てほしいという事にもなるでしょうし、仮に

家族に介護力がなければ介護度が低くても、特養でないかもしれませんがそれは施

設に入れるかもしれませんし、それはその人の状態によって違う、という事で一概

にいいとか悪いとかは言わないですけど、ただ施設としては、うちの施設では例え

ばこういう医療が必要だからちょっとうちの施設ではあなたは無理です、と言われ

ることはあるかもしれないです。そういう割には医療があっても受け入れてくれる

可能性のあるのはどこだ？といってケアマネージャーと相談してもらって決めて

もらうというような事になります。そういう形で行っていただきたいと考えていま
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す。回答になっているかどうかわかりませんが、今後の事を考えればそんな感じで

す。 

平田委員 最終的には認知が入っていなければ（施設に）入れない、という事ではないですか？ 

小泉課長 

 

そういうことではありません。介護がどの程度必要なのかという事です。もちろん

認知が必要な施設もあります。その辺り、詳しい和田さんにご説明をお願いします。 

和田委員 特別養護老人ホーム高麓の施設長をしています和田です。説明させて頂きます。先

程言いましたように施設に関して言えば、特養 100、老健 200、というのができる

予定ですのでこれが順調にオープンすれば待機者はいなくなる、と私の認識として

はあります。恐らく空きが出てきてしまうかもしれない、だから順番待ちがなくな

ると思っていますので是非早くオープンしていただきたいなと思っています。 

介護人材はそこの法人で頑張って採ってもらって、必要であれば私も応援します。 

先程いった認知症の方はどうかという事ですけど、特別養護老人ホームに関しては

全く認知症があってもなくても要介護度３以上であれば入れるのですが、先程小泉

課長が言った、順番がどうかという事になります。例えば介護者がいるのかいない

のか、一人暮らしかどうか、介護度が高いのか低いのか、と言ったところで優先順

位の順番付けをして順位の高い１番から入っていける事になります。が、恐らくそ

の心配もなくなるではないかと思います。なぜなら空きが出ますので。全部施設が

完成してオープンすればですね。 

ですけれども、介護保険のサービスの種類の中に認知症対応型共同生活介護、とい

うものがあります。いわゆるグループホームといわれる種類なのですが、そこは認

知症がないと入れないですね。でもそこは介護度が３以上でなくても入れます。２

とか１の方でも入れます。 

認知がないと入れない、というのはこうした施設の話なのかなあと思いましたが、 

以上が補足です。 

川村副会長 よろしいでしょうか、それでは次の議題に移らせて頂きます。 

山本課長 それでは第 8 期ほほえみプラン２１（素案）につきまして、章ごとに各担当より

説明させて頂きます。 
事務局 （事務局説明） 

川村副会長 ただ今の事務局の説明について質問や意見のある方は手短にお願いします。 

和田委員 今最後のお話で二つあります。保険料についてですが、在宅よりも施設の方が、お

金が掛かるので施設をあんまり作らないようにと国としての考えはあったのです

けれども、ニーズが高まっているので施設をいっぱい作っていきましょう。それと

焼津市は考えその通り施設が出来上がって来た時には保険料としては上がってく

る、と考えてよろしいでしょうか？ 

小泉課長 国の考え方というのは二種類ありまして、一つは介護離職ゼロを目標にするから施

設等を作って対応していきましょう、という考え方ともう一つ厚生労働省の考え方

というのは施設ではなくて在宅できちんとみていく仕組みをしっかり考えましょ

う。これが地域包括ケアシステムですよね。いまそのせめぎ合いのところですけど、

焼津市としては前計画で施設を作るという事を決めているので、病院の方で早めに
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退院させられてその受け皿をどうしていくというような問題に対応できる形で特

養や老健ができるという事です。ただし、基本的な考え方はそれ以上に云々という

ことではなくて、これからは厚生労働省の考え方があるので、地域でどのようにし

てみていくのかという主題として考えています。その結果として保険料が上がる、

というのはあり得る話です。ただ今、いくら上がります、という話ではなくて上が

る可能性があります、という事を皆様に理解していただきたいと思います。 

和田委員 有り難うございます。ですから順調に施設が建ってそれが満床になれば保険料が上

がる、という可能性があるという事と理解しました。 

もう一つは人材についてです。先程からずっと話がでていましたが、ちょっとアイ

デアがありましてちょっと重要な問題かなあと思っているので聞いていただきた

いです。小泉課長の方から基本的には法人の努力で、という事でした。私もそう思

いますが、焼津市も人材確保としては取り組まなければならないという事で計画に

盛り込んでいただいて事業者としても有難く思います。アイデアというのは焼津市

にはラッキーな事に静岡福祉大という大学があります、ご存知の通り。その卒業生

が人材としてうちの施設もそうなのですが、そこから採用できて助かっている訳で

すけども、ただ昨今の状況はその静岡福祉大を目指して入学してくれる学生さんが

少ない、若しくは定員割れになるほど足らない状況が続いており、大学さんからも

学生集めが大変だとお聞きしています。その状況は人材を取れなくなってしまう事

業者側にも問題となるし大学側も経営難となれば焼津市全体の問題にもなって来

るわけで、そうならないように静岡福祉大に入ってくれる学生を増やす事を考えま

しょう。その方法として例えば貸付制度を利用してもらうのは如何でしょうか。福

祉大に入り卒業したのち、焼津市に 5 年間介護の仕事で勤めていただけると返済

を免除しますよ。というような条件で、例えば月５万円なり７万円なり、分かりま

せんが貸し付けて学生の負担を軽くしてあげるようにすれば効果がでるのではな

いか、という事です。ただし、焼津市以外の市や町で仕事したり、また介護福祉士

の資格は持っているけれども営業職とか違う業種に就職したりしたときは、普通に

貸したお金は返していただくよ。例えばそんなような話です。財源についていえば

事業者側からも少し負担させていただいたり、焼津市からも援助いただいたり、県

の方からも援助いただける可能性もあるのかもしれませんよね。それで焼津市の人

口流失の問題もあると思います。高齢者は住み慣れた地域で暮らしたいと思うのが

ほとんどでしょうから、よその市や町にいく事は少ないかもしれませんが、若い世

代や子育て世代は動きやすさから人口流失している訳です。それを防ぐ意味でも福

祉大に人が集ってその人達が焼津市に定着してくれれば、若い人も増える、介護人

材も増える事に繋がっていき、介護の仕事が増えれば税収も上がるという事でくの

ではないかと考えられます。以上浅はかなアイデアかも知れませんがご検討いただ

ければと思います。 

河野部長 今、和田委員さんからのご提案という事で幹部の方、副市長からも、こちらには静

岡福祉大があるという事で、こういった大学を上手く使っていく必要があるね。と

話していた機会がありましてまさしくこの貸付制度、いい提案だなと思いました。

ですから検討させて頂ければなと思っています。 
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和田委員 有り難うございます。もう一つそれに関連した事で、うちの法人にベトナム人留学

生、県立短大の卒業生ですけども来年入ってきます。今ベトナム人留学生が非常に

多く入ってきています。シルバー新報にも書かれていましたけれども、在留資格で

介護ができたものですから、留学生が増えています。例えばその貸付制度なるもの

が外国人に対しても使いやすいようなものになると、焼津市というのは外国人人材

の受入れにおいても受入れし易いというブランド化ができると非常にいいのかな

あ、と考えます。ベトナム人から見れば、日本の焼津市というところに行けば、介

護福祉士の資格も取れて、お金も貸してくれて、生活もできて、そこにも 5 年間

居ればお金も返さなくていいよ、と例えばそうしたブランド化ができると日本人で

あろうがベトナム人であろうが優秀な人材であれば私はいいかなあと思っていま

す。その辺りも考慮に入れていただけると有り難いです。 

川村副会長 はい、その他ございませんでしょうかね、よろしいでしょうか？ 

山本課長 はい、貴重なご意見有り難うございました。 

本日頂いた貴重ご意見を参考に、この計画まだ素案ですけども次回提出する時には

さらに詰めて参りたいと思います。また、給付費につきましても将来推計という事

もありますので、次回以降に保険料の金額等も含めて最終案に近いものもご提示で

きるかもしれませんので、また遅延なく作業を進めて参りたいと思っています。 

また、今日で３回目の会議になるのですけども今後の計画について少しご説明させ

ていただきます。皆様年の瀬でお忙しい事と思いますが、１２月２０日か２７日に

第４回目の審議会の開催を行いたいと考えています。この４回目の会議で事業計画

案を重ねて１月にパブリックコメントを実施するつもりでおります。そしてこのパ

ブリックコメントを受けて計画に修正等ありましたらそちらも反映させて、年が変

わって２月になるかと思いますが、第５回目の運営協議会の開催を考えています。

それから本格的に計画を決定となっていくと思います。皆様、またお忙しいとは思

いますが、計画策定に向けて皆様のご協力をお願いいたします。 

川村副会長 それではよろしいですかね、長時間にわたりまして有り難うございました。全て終

わりましたのでマイクをお返しいたします。 

山本課長 最後に石川会長なにかありますか？ 

石川会長 一週間前になりますが静岡市の方で介護保険料引き上げのニュースが新聞に出ま

したけれども、１６日に市の健康福祉審議会を市役所で開きまして、2018 年度か

ら 2020 年度の６５歳以上の市民が対象となる介護保険料を試算したところ、月額

が 5,267円だったそうですが、それを 5,300円～5,600円に引き上げるという話が

出ておりまして、これ幅があるのですけれど、＋33 円から＋333 円の見直し、平

均すると 180円くらいの値上げになる事が静岡市の方からは挙がっていました。 

市の行政の方々は朝から晩までよく頑張っていると思います。また、これからもも

う少し頑張っていただいて宜しくお願いしたいと思います。 

山本課長 石川会長、川村副会長、有り難うございました。 

それでは以上をもちまして、平成 29 年度第３回焼津市高齢者保健福祉計画推進協

議会、並びに第３回焼津市介護保険運営協議会」を閉会します。 
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本日はお忙しい中、ご出席いただき、また貴重なご意見を有り難うございました。 

 


