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平成 30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３０年６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 30年６月 27日（水）午後 1時 00分～午後 2時 15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、谷功委員、寺尾早都美委員、甲賀明子委員 

       （欠席者）平田五子委員、栗原武志委員、和田裕樹委員、藁科信行委員 

    （事務局）池ヶ谷健康福祉部長、壁下健康福祉部理事、 

田島健康福祉部次長兼健康づくり課長、 

山本介護保険課長、落合地域包括ケア推進課長、 

小野田地域包括ケア推進担当係長、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、 

村松成人保健担当主幹、前島保健医療担当係長 

鈴木事業者指導担当主任主査、 

山梨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） 委嘱状交付（補欠委員） 

（４） 議事 

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 一般介護予防について 

カ 介護予防・日常生活支援総合事業について 

キ 介護保険認定の状況について 

ク 介護サービスの利用状況について 
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ケ 「第 7期ほほえみプラン 21」における施設整備について 

コ 介護保険に関する苦情報告・事故報告について 

サ 介護給付適正化事業について 

シ 介護保険事業会計の決算見込みについて 

（５） その他 

（６） 閉会 

【議事録】 

山本課長 ただ今より、「平成 30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。 

本日の欠席委員は栗原委員、和田委員、藁科委員の 3名です。（平田委員欠席） 

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。 

最初に健康福祉部長の池ヶ谷より、ご挨拶申し上げます。 

池ヶ谷部長 健康福祉部長の池ヶ谷です。今日はお忙しい中ご出席いただきありがとうございま

す。 

委員の皆様におかれましては、平成 27年 9月から、また、一部の委員におかれて

はそれ以前から、焼津市の高齢者福祉及び介護保険の運営にかかる計画「ほほえみ

プラン２１」の策定及び進捗管理につきまして、貴重な御意見をいただき、御協力

をいただいております。あらためましてお礼を申し上げます。 

今年度につきましては、第８期計画として、平成 32年度までの３年間の初年度に

なります。団塊の世代が 75歳以上になる 2025年を見据えて、住み慣れた地域で

自分らしく、安心して暮らしていくための地域包括ケアシステムの構築に向けて、

重要な年になると考えております。第１回目の今日は、平成 29年度の実績が主な

内容となります。どうか忌憚のない御意見をいただきまして、この計画の進捗を実

効性のあるものにしていきたいと思っておりますので、どうかよろしくお願いいた

します。簡単ですが挨拶とさせていただきます。 

山本課長 続きまして、石川会長より御挨拶お願いします。 

石川会長 私が務めるのは今回が最後ということになります。 

いつものように新聞を用意しました。時間がありましたらお話しします。では、事

務局からお願いします。 

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。 

池ヶ谷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

御起立願います。 

 （委嘱状交付） 

山本課長 谷委員は、安留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 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 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

いて事務局の説明をお願いします。 

（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 

 （２）健康に対する意識を高めるための事業 

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 一般介護予防事業について 

カ 介護予防・日常生活支援総合事業について 

キ 介護保険認定の状況について 

ク 介護サービスの利用状況について 

ケ 「第 7期ほほえみプラン 21」における施設整備について 

コ 介護保険に関する苦情報告・事故報告について 

サ 介護給付適正化事業について 

シ 介護保険事業会計の決算見込みについて 

石川会長 事務局からの報告でした。どなたか、御意見はありますでしょうか。 

山川委員 資料の 14～15ページの、介護保険に関する苦情・事故報告についてです。介護保

険事業全体の量からみれば、この件数というのはごくごく少ない件数だとは思いま

す。ただ、苦情の件数が、昨年度（平成 28年度）から比べるとかなり増えていま

す。特に、説明にもありましたように、説明・情報不足、職員の態度が多い。その

要因を分析されているかどうか、教えてください。 

原田主幹 御指摘のとおり、平成 28 年度と 29 年度を比較すると、苦情・事故ともに件数が

伸びてきております。平成 27年度の実績と比較しますと、わずかな伸びとなって

います。ということは、平成 28年度は少なかったのかなと思います。その原因と

いうのは、深く検証したわけではないですが、平成 27 年度から 28 年度、だんだ

ん件数が減ってきているという現象がみられました。窓口で報告をされる方に、ど

んな些細な事でも事務局に報告するようにという指導をした結果が、平成 29年度

に苦情・事故ともに反映したのかなと思っています。些細な事でも後で大きくなる

ことがありますので、なるべく傷口を小さくするためにも、事故や苦情の報告はこ

まめに出していただきたいということをお話ししたところ、件数が伸びたのではな

いかと思われます。 

石川会長 15ページの表の⑧通所リハビリですが、通所リハビリに行ったのに、転倒・骨折、



H30-25 

転倒・その他があわせて 14件というのことの意味がわからない。しかも交通事故

をあわせると 22件ですが、何のために行っているのかわからないですが、行政の

フォローが必要なのか、その施設単独でフォローさせるものなのか。そういうとこ

ろはどうなっていますか。 

原田主幹 転倒・骨折、転倒・その他の内容は、主には、施設に行く途中に発生している事故

がほとんどです。リハビリの最中になったものはないです。それでは元も子もない

だろうというのは、仰るとおりです。 

石川会長 他にどなたかありますか。 

甲賀委員いかがですか。甲賀委員はこの前、認定のことについて話を聴いたと思い

ますが、（申請から認定結果が出るまで）早くなりましたね。この前、介護認定審

査会で 35件の審査を行いました。もういっぱいいっぱいなんですね。今度、最長

の認定有効期間が 36ヶ月に延びたので、少しは楽になるかなと思いますが、審査

会委員の中で、36ヶ月でと言った時に、95歳だけど３年後どうなってるというこ

とを言われたので、それもそうだなと思うんですね。楽にはなるんでしょうけれど、

細やかにフォローしていかないといけないかなと思います。焼津だけではないです

ね。他のところでもそういう傾向はあるのですか。調査員が大変という傾向にある

のですか。 

壁下理事 仰るとおりで、これからだんだん団塊の世代の方々が 75歳を迎えられる中で、少

しでも手続きを簡素化することによって、スピーディーなサービスの提供ができる

ようにという流れになっています。今までの経験も溜まってきているので、この辺

はいいだろうというのも当然検討されてくると思います。ただ、先生が仰ったよう

に、だからいいということではなく、一方で、個々の方々のニーズが変わった時に

吸い上げる仕組みを考えていかなければならないと思っております。 

石川会長 

 

他に何かありますか。 

今回の報告に関わらず言いたいことがありましたらお願いします。 

岡村委員 先程、苦情と事故の件で、件数の報告はこのようにありますが、具体的に、対策と

かはそれぞれの施設から上がっているのでしょうか。 

原田主幹 苦情報告と一緒に、その苦情に対する施設としての対応、引っ張りそうな内容であ

れば、継続して報告するような形になっています。必要があれば、事業所のほうに

も連絡します。事業所と利用者の間を取り持つこともあります。 

事故についても、事故の要因を話しながら、資料で分からない部分につきましては

確認をして、どういうふうに対応しているかということも、事故報告書の中に書か

せて、その都度確認を行っております。 

石川会長 その他ありますか。 

では私からお話しさせていただきます。 

私は、県の訪問看護ステーション協議会の理事もやっており、先週、理事会があり

行きました。去年、県内で起ち上げた訪問看護ステーションが 40件あったのです

が、10 件が閉業となりました。最初に、儲かるぞという話から喰いついて、建設
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会社の人たちがノウハウもないのに立てる、しかも、乱立しているところに立てる

ので閉業してしまう。起ち上げた時には県のほうで承諾を得てやっているそうなの

ですが、特に規定はなくハンコを捺しているようなので・・・。1000 件設立され

ると 500件は閉業する計算だというので、経営者としては失格だと思うのですが、

まだまだ在宅の患者さんが下に降りてきていないので、創設しても需要がないの

で、焼津市でも大変だなというのはあります。隣市の某先生は、やめようかなとい

う話をある程度しています。さあ頑張ろうという空気は途絶えていないですか。 

壁下理事 私は、３月まで医療と介護の連携の仕事を中心にさせていただいてきたわけですけ

れども、仰るとおり、訪問看護ステーションは非常に栄枯盛衰が早い。それは、一

つは規模が小さくて、思ったほど利用者さんがいなかったということ。経営規模が

小さいので長く続かなかったという。 

県で補助金を作って、最初の設備、準備経費について補助を出しますからやってく

ださいという形で進めているんですが、どうしても地域差があって、やはり、在宅

医療を熱心にやってくださっているところというのは、訪問看護師が中心に動いて

いくところというのは上手くいくのですが、各事業所さんが少ない情報の中で起ち

上げてくるものですから、ネットワークが出来る前に閉業してしまう。ですので、

今後は、焼津市としては、横のネットワークを強くしながら、やりたいからやりま

すではなくて、やってほしい地域と、関係者と、やりたい人をマッチングするよう

な仕組み、あるいはその情報提供、そういったことをしていくことによって、地域

で、事業者の方を育てるような意識を持っていくことが必要じゃないかと思ってお

ります。 

医師会、あるいは焼津市は幸いに病院がいくつかありますので、そういった病院を

中心として、情報提供することによってやっていくと。その時には、ケアマネジャ

ーをはじめ関係者が加わらなければできないことですけど、そういったことで誘導

するようなことをしていかないとすぐ閉業してしまう。きちっとしたニーズをつか

んでいい事業者さんに入ってもらう、これを進めないと、どうぞ自由にしてくださ

いでは難しいと思います。 

石川会長 ありがとうございました。訪問看護ステーション１箇所あたり 150 万円もらって

助かるというところもありますが、補助をもらってそのまま閉業してしまい、お金

を返さないようなところもあるようでびっくりした。ぜひ、県のほうで目を光らせ

ていただきたいと思います。 

どなたか他にありますか。 

よろしいですか。では事務局お願いします。 

山本課長 こちらに事前に御質問をいただいたものがありますので、事務局から回答させてい

ただきたいと思います。 

原田主幹 地域密着型介護サービス全体の給付費が、平成 28年度と比べると伸びており、そ

の主な要因の、地域密着型通所介護及び介護小規模多機能居宅介護についての理由

は何かという事前の御質問でございました。 

「地域密着型通所介護」は、平成 28年度から「通所介護」のうち、利用定員が 18

人以下のものが、「地域密着型通所介護」となったもので、この利用が新規指定も
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含めて伸びたということでございます。 

また、「看護小規模多機能居宅介護」は、平成 27年度、平成 28年度と利用が非常

に少なかったため、平成 29年度は計画値、前年度比ともに大きな伸びとなったこ

とをご説明しました。 

山本課長 事務局からの説明は以上です。議事につきましても、御質問はないということで、

石川会長、ありがとうございました。 

続きまして、報告事項に移らせていただきます。 

昨年度は皆様に、５回に渡りまして、策定委員会に御出席いただきありがとうござ

いました。皆様のお力添えをいただきまして、本年 2 月 5 日に会長からプランの

答申をしていただきまして、市長が計画を決定、皆様に、プランの本編と概要版を

送らせていただいたところです。遅くなりましたが、お礼を申し上げます。本当に

ご協力ありがとうございました。 

また、皆様方におかれましては、平成 27年からもう少しで３年となります。本年

の 8月 31日をもちまして現在の委員の任期が終わりとなります。委員の改選をさ

せていただくことになりますが、こちらのスケジュールにつきましては、7月 1日

の広報やいづで、7月 4日～7月 27日までの期間で、３名の委員の市民公募を行

います。 

その他の委員につきましては、介護保険条例の第 23条第 2項に規定する関係団体

様と、現在調整をしているところです。先程、民生児童委員協議会の委員さんのほ

うから、次期の委員さんが決定している旨のお話をいただきましたが、各団体にお

話を掛けさせていただき、だいたい 7 月末くらいまでに推薦をいただく予定にな

っております。 

改選後の新しい委員の皆様による協議会は 11月頃に上半期の報告、その後に決算

見込み含めまして１回開催させていただく予定です。報告事項は以上です。 

 

石川会長 ありがとうございました。 

先程私が用意した新聞記事をご覧ください。 

（石川会長より、6 月 17 日の毎日新聞「骨太の方針閣議決定」と 6 月 22 日の静

岡新聞「必要とされる介護職員数に対し確保できる見込み数の割合（都道府県別推

計）」の記事の紹介） 

山本課長 ありがとうございます。 

その他、連絡事項、情報提供等ありましたら、この場でぜひお願いします。 

よろしいでしょうか。 

それでは、以上をもちまして「平成 30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、11月を予定しております。 

本日はお忙しい中ご出席いただき、また貴重なご意見をいただきましてありがとう

ございました。 

 


