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平成 29 年度 第２回焼津市高齢者保健福祉計画推進協議会 

        第２回焼津市介護保険運営協議会 

（平成２９年９月２７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 9 月 27 日（水）午後 1 時 00 分～午後 2 時 30 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、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 

       （欠席者）安留孝子委員、和田裕樹委員、平田五子委員 

    （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 

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、 

 

 

４ 内 容 

（１） 開会 

（２） 健康福祉部長・会長挨拶 

（３） 議事 

「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 

（４） その他 

焼津市要介護認定事務について 

（５） 閉会 

【議事録】 

山本課長 ただ今より、「平成 29 年度第 2 回焼津市高齢者保健福祉計画推進協議会、並びに、

第 2 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と和田委員の 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。 
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河野部長 介護保険事業は、今後のサービスの見込み量、及び給付費とも高齢化に伴い増加す

る見込みであり、向こう 3 年間の計画期間においても給付額の増加に伴い介護保

険料も増額する見込みです。先日の９月議会においても介護保険事業についての関

心が高く、今後の介護保険料は、現在の実績 5 千円弱につき大幅に高くなったら

困るとのご意見がありました。介護保険料が上昇してしまう傾向にあることは止む

を得ないが、運営委員会で議論してよい制度となるよう検討を進めると答弁してお

ります。計画の策定にあたり委員の皆様からのご意見をお願い致します。 

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 先日、小規模多機能型施設「たんぽぽ」で利用者の診察にあたったが、平均年齢が

87 歳のみなさん大変お元気でした。ただ、飲み込みが上手くいかない方が多くお

困りの様子でした。今後も嚥下機能などでお困りの方が増えてくるもの見込まれ、

高齢者福祉はますます重要になると思われます。 

山本課長 ありがとうございました。 

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）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

期介護保険事業計画）策定業務進捗状況についてです。 

6 月 28 日に開催しました第 1 回の運営協議会で、平成 30 年度からの次期計画に

向けて、市では策定中であると思いますが、進捗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） 
石川会長 数字の細かな算定方法については特段質問しません。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。 

総給付費が相当増加する見込みとのことで、それに伴って保険料の支払いも増加す

ることになりますが大丈夫でしょうか。来月予定されている総選挙の結果次第で現

政権が惨敗した場合には介護保険制度に影響はあるのでしょうか。 

原田主幹 平成 30 年度の介護保険制度につきましては法案が既に通過しておりますので変更

はないと思われます。場合によっては、何かしら優遇制度等の新たな制度がないと

は言えませんが、大幅な変更はない見込みです。 

伊藤委員 総給付費が今後 10 年間で相当に増加する見込みとのことですが、財源的には相当

不足するのではないか懸念されます。今後のビジョンについて説明して下さい。 

原田主幹 消費税増税分は借金の返済と社会保障費に、それぞれ約４兆円、約１兆円割り当て

られるとされてきましたが、今般、安倍政権は約４兆円の償還財源の半分を子育て

に充当するとしており、不明な部分もでてきました。社会保障のどの部分にどの程

度配分するかについて 10％に増税される平成 31 年 10 月以降の平成 32 年度頃に

財源が示されることと思います。 

現状の介護保険の財源については、第１号被保険者が 22％、第２号被保険者が
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28％、市が 12.5％、国と県 37.5％を負担することになっております。介護保険料

は社会保険料に含めて徴収しております。 

平成 30 年度からは第１号被保険者の負担割合が 22％から 23％に変更され、第２

号被保険者の負担割合が 28％から 27％に変更されます。これは若い人が減少して

いるためで、第１号保険者で所得の多い方に応分の負担して貰うことになっていま

す。 

小泉課長 介護保険については医療制度改革全体の中で国が考えております。今後、医療ベッ

ト数を減少させる方向で、介護医療院の設置など医療と介護をセットで考える必要

があります。2025 年においては在宅で対応できる方については在宅で見ることに

より、医療・介護全体を通して給付費を抑制して行く必要があります。 

伊藤委員 多額の数字が見えており、抑制する方法を考えておられると思いますが、経費削減

のための良い改革が必要です。ただ予算を増やすとか国から資金が回ってくるだけ

でなく、焼津市として何らかの改革をやっているのでしょうか、やらなくていいの

でしょうか。 

河野部長 介護の関係では高齢者福祉、地域福祉、保健センターで介護に陥らないために健康

づくりを推進して給付費が上がらないよう取り組んでいます。来年度からはじまる

総合計画においても健康づくりを重要な施策として介護に陥らないよう取り組む

方針です。 

原田主幹 要介護５と要支援１とではサービス給付費の差が大きいので、健康づくりや要支援

１から重度化しないよう介護給付費を抑制するよう取り組んでおります。 

岡本委員 介護予防として現時点と今後の具体的な施策を教えて下さい。 

小野田係長 介護予防として昨年度まで一次予防、二次予防と呼んでいた事業を今年度も継続し

て行っております。また、今年度から PT・OT などのリハビリ専門職を地域のミ

ニデイサービスや居場所などに派遣して、運動や口腔ケアなどを教えて頂いて、帰

宅後も介護予防を行って頂けるよう、地域リハビリテーション活動支援事業を実施

しております。 

岡本委員 ミニデイなどに行っていない人はどうなるのでしょうか。 

小野田係長 特定健診と同時に基本チェックリストを行い、生活機能に低下の見られる方、年間

約 2,000 人に対して声掛けして、昨年度までの二次予防事業であるサービス C に

参加して頂いています 

岡本委員 給付費を減らすためのさらなる努力、もう一歩進んだ施策はお考えでしょうか。今

後数字が増える中、介護予防に向けて私達、市民みんなで取り組む運動も重要と思

います。 

石神委員 保健委員として自治会・町内会から代表ででておりまして、一生懸命、運動や健康

づくりやっております。健康講座に参加している人も多く、市民の皆様が健康でい

ようと思えば参加しますが、興味のない人は来てくれません。食育が最も重要で小

さい時、幼稚園の時から指導を行っております。 

伊藤委員 ２ヵ月に１回、介護施設の人と家族・町内の人が集まって介護について意見交換し

ていますが、市ではこのような議論を把握して統計を取っているのでしょうか。転



H29-021 

 

んだなどの問題を地域包括ケアの方に伺っても承知していないとのことでした。市

において問題について取り纏めて参考して頂いているのでしょうか。小規模多機能

型居宅介護施設での議論です。 

小泉課長 小規模多機能型居宅介護施設とのお話しですが、運営推進会議を開催して地域包括

支援センターまた市の職員が参加し、また報告も上がってきおります。それ以外に

も入所系の施設へは介護相談員を派遣して入所者や職員から意見を聞いて、対応策

を検討しております。また、事故が発生した場合には事故報告が義務付けられてお

り、事故事例を把握しております。 

伊藤委員 問題があった場合は指導頂いているとのことですが、そのようには見受けられなか

ったものです。良い事例・悪い事例の共有でレベルアップが図れる筈ですが、ステ

ップアップができないことが多いと思われます。介護現場は閉鎖的なところがあり

ますが、遠慮せずに指導して、レベルアップを図って頂き介護の費用を削って欲し

いと思います。 

石川会長 行政は２～３年に１回、立ち入りや行政監査を行っていると承知していますが、こ

うした方が良いとか積極的に指摘して欲しいと思います。 

岡村委員 自治会の代表として参加しておりますが、自治会の力及ばずのところがあります。

私たちの自治会でも保健委員の方は特定健診などで大変活躍しておられ、空き時間

を利用して特定健診受けて欲しいと声掛け頂いております。豊田第９自治会は受診

率が低い自治体ですが、要支援や介護の施設に入っている人が多いか統計は把握し

ておりません、要介護度がそれ以上進まないようにミニデイサービスやさわやかク

ラブに対して自治会からの助成金をだしてはいますが、実際の活動は支援していま

せん。総会出席者は元気な人が多く PPK で頑張ろうとしています。介護が必要な

人はどんどん悪くなる一方で、具合が悪くなり一回施設にはいると回復が難しいと

聞いています。介護に多額の資金が膨らんできるところ、そうならないよう介護予

防にお金を掛ける必要があると思います。中野市長が頑張って寄附金を集めて頂い

ておりますが、福祉に回ってきるのでしょうか。自治会の力は及ばないもので専門

分野に入っていけない現状があります。 

河野部長 ふるさと納税は子育て支援や子ども教育、交流事業に充てられており、高齢者福祉

には回ってこない状況です。 

原川委員 民生委員です。高新田地区でミニデイひだまりにおいては、自治会と市からお金を

頂いております。市から頂くのは明細の提出など大変ですが年間 10万円と相当頂

いて、誤嚥防止などの活動を行っております。また、「あじさい」において高齢者

70歳以上一人ぐらしの方に対し月 1 回昼食提供サービスを行っており、誤嚥体操

などみんな元気に活動しております。 

山川委員 先程、第６期の給付費見込みは計画値を下回っているとの説明でした。第 6 期は

予想どおりに近い形で推移しているのでしょうか、次期の計画を立てる際には全国

同じ基準で変えることはできないかも知れませんが、概ね見込みに近い数値で推移

してきたとの理解で宜しいでしょうか。 

原田主幹 実績が計画を上回っては困るので、実績値は計画値より下回ります。前回の運営委
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員会資料の中で計画に対する平成 28 年度の達成率は 93.2％とありました。これを

高いか低いと見るのか、概ね予想の範囲ではないかと見ますが如何でしょうか。 

山川委員 了解しました。 

栗原委員 今後いっそうの介護サービスが必要となる中で、支え手や財政面も含めて大丈夫で

しょうか。また、地域の薬剤師としては薬の使い方の施設への指導などを通じて、

今後、市と一層連携して貢献して行きたいと思います。 

石川会長 地域で人手不足が深刻な中、連携ボランティアの推進などの取組は進んでいるので

しょうか。 

山本課長 介護職の人材不足については国・県でも検討しており、介護施設の補助や介護人材

の資格取得の補助などを進めております。焼津市でも介護職の離職防止や人材発

掘・育成などに関する具体的な対策について検討して参ります。 

寺尾委員 社会福祉協議会として活動しております、今後、必要なお金が増えて行く傾向に対

し減らす努力が必要であり介護予防の重要性を再認識しました。 

人手不足は深刻であり、今日もヘルパー経験のある 60代後半の方に電話して、や

ってくれないか打診しましたが、お金の制限があるとか手が回らないなどの理由で

目途が立ちません。需要は朝から晩まであります。学生も定員割れとの話しを聞い

ており、人材を増やすことは大変です。市民ボランティアの力を借りて何とか回し

て行きたいと思いますが上手くいきません。ワンコインでゴミ捨てや買い物などち

ょっとのことでも助かるので、皆さんに積極的に手伝って頂ければと思います。 

石川会長 学生の夏休みの利用とか、ヘルパーのライセンス縛りを緩やかにするなどの対策を

取らないといけません。ヘルパーのなり手がいない状況ですが理由はなんでしょう

か。 

伊藤委員 介護が楽しくないのが原因です。近くにある福祉大学では、福祉士になることが目

的で高齢者の面倒みるために来ている訳ではないようです。楽しくやれる方法を教

えて欲しと思いますが、先生も手一杯で、学生も定員割れの状況です。また、子ど

もたちの余裕がなく楽しくない。小学生・中学生は家庭も楽しくない。何とか楽し

い社会にして行きたいところです。 

原川委員 介護士やヘルパーには定年はあるのでしょうか。 

寺尾委員 定年はありませんが、身体介護となると体力的にきつく 70歳前後で辞めることに

なります。医師会では高齢者が働いているようです。高齢になると車での移動が大

変で辞める方も多いです。 

甲賀委員 平成 10 年頃にヘルパーから始めましたが、自分の場合、大変だということはなく

むしろ達成感があります。 

介護予防については、皆さんが前向きにやるわけでなく、嫌な方には難しい面があ

ります。頑張れる方は要支援になって何年も頑張っていて運動や口腔ケアに取り組

んでいます。対策が必要な約 100 人に保健師が電話で参加を呼び掛けても参加す

るのは４～５人程度です。 
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藁科委員 商工会としては直接介護に関わる訳ではなく、事業者として介護保険料を給与控除

などで支払う立場にあります。介護給付費は８年後 1.4倍になるとの予想ですが、

焼津市の保険料は平均に近いのか、徴収する金額は 8 年後に 1.4倍になるのか、焼

津市独自の給付費の使途などについて教えて下さい。 

山本課長 

 

原田主幹 

 

 

小泉課長 

焼津市の介護保険料は静岡県の中位にあります。給付費につきましては、次回の宿

題とさせて下さい。 

保険料は市町村独自に設定するものです。保険料の徴収は、弾力的に運用ができる

ようになっていて、国の標準は所得９段階ですが保険者が弾力的に設定でき、焼津

市 11段階で所得の幅を広げて所得に応じて支払って頂いております。 

焼津市の保険料は藤枝市より月額 10円低く、さらに川根本町よりも低いですが、

島田市よりは高い設定です。 

3 年間の総給付費を保険者数と月数で割ったものが保険料ですので、サービス提供

量に応じて上下するもので、焼津市の保険料は県内の真ん中より若干上です。 

介護は高いですが医療は安いなど介護と医療をセットで考えることになります。新

潟の自治体では医療を下げて介護を上げる施策を取っています。 

川村副会長 医師会では様々な勉強会に参加して情報収集しておりますが、地域の方に広めるの

が大変です。多職種で連携してより良い状況を作っていっています。口腔ケアや訪

問歯科をもっと増やすべきですが、歯科医師の高齢化の問題もあり、なり手が少な

い現状です。自分達で多職種連携して、頑張ってより良い状況を作って行きたいと

思います。 

石川会長 その他、事務局から説明することはありますか。 

山本課長 特別養護老人ホームや、地域包括支援センターの管理者、施設長の方からそれぞれ

介護保険事業計画についてのご意見を伺いました。 

平成 29 年度から始まりました総合事業、施設整備の進捗状況、また、平成 30 年

度に向けた準備・対応等について意見を伺ったところであります。 
石神委員 口腔ケアが大変重要との認識で健康講座として市にお願いしていますが、口腔ケア

をなかなか取り上げて頂けない。私の自治会では２年に１回、口腔ケアを実施して

いますが、他の地域でも取り入れて頂きたい。 

鈴木次長 現在策定中の６次総合計画において「健康づくり」が重要施策であり、総合計画の

下位実施計画である健康増進計画や食育計画の中において、今回新たに「口腔ケア」

につき柱をたてて計画している状況です。 

石川会長 その他で報告事項もあるようですので事務局お願いします。 

山本課長 続きまして報告事項です（焼津市要介護認定事務について事務局より説明） 

石川会長 今後とも適宜、計画策定に向けて適切な分析、調査を行い、事務を進めていくよう

にお願いします。 

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。 

山本課長 以上で「平成 29 年度第２回焼津市高齢者保健福祉計画推進協議会、並びに、第２

回焼津市介護保険運営協議会」を閉会します。 

次回は、11 月から 12 月を予定しておりますのでよろしくお願いします。 
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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ありがとうございました。 

 


