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平成 30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３０年１１月１４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 11月 14日（水）午後 1時 00分～午後 2時 48分 

２ 場 所 焼津市役所 会議室棟１０１号室 

３ 出席者   （委 員）石川英也会長、川村進太郎副会長、岡谷榮三委員、石神とみ子委員、 

滝澤義雄委員、林紘一朗委員、近藤征夫委員、 

押尾正子委員、栗原武志委員、谷功委員、久保田裕美委員、 

小野塚知美委員、奥川清孝委員、畑昇委員 

       （欠席者）岡村正昭委員 

    （事務局）池ヶ谷健康福祉部長、壁下理事、 

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、 

吉田介護保険課参事、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、松下事業者指導担当係長、 

秋山認定担当係長、村松成人保健担当主幹、 

鈴木事業者指導担当主任主査、鈴木地域包括ケア推進担当主査 

鈴木介護保険課保険給付担当主任主事 

４ 内 容 

（１） 開会 

（２） 健康福祉部長挨拶 

（３） 委嘱状交付 

（４） 会長（副会長）の選任 

（５） 議事 

①平成 30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 

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 認知症施策の推進について 

エ 一般介護予防事業について 

オ 介護保険認定の状況について 

カ 介護給付適正化事業について 
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キ 介護サービスの利用状況について 

②第 8期ほほえみプラン 21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 30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。 

次第が前後いたしますが、最初に、焼津市高齢者保健福祉計画推進協議会、並び

に、焼津市介護保険運営協議会委員の委嘱式を行います。 

 （委嘱状交付） 

山本課長 それでは、池ヶ谷部長からご挨拶を申し上げます。 

池ヶ谷部長 平成 30年度第２回高齢者保健福祉計画推進協議会・介護保険運営協議会の開催に

あたりまして、お忙しい中ご出席を賜り誠にありがとうございます。 

平素は、委員の皆様におかれましては、本市の福祉行政に格別のご理解とご協力を

賜り厚くお礼申上げます。 

本年度は、平成 30年度から平成 32年度までの「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」の初年度です。協議会委員の交代もあり、本日が新規メ

ンバーでの初めての協議会となります。前期から引き続きの委員の皆様には本計画

策定にご尽力いただき、また、今回もご協力いただきますことを厚くお礼申上げま

す。今期からの委員の皆様にも、計画の進捗管理や次期計画の策定にご協力をお願

いいたします。 

第８期ほほえみプラン 21につきましては、第７期計画を継承し、今後さらに進展

する高齢社会を見据え、団塊の世代が 75歳を超える 2025年に向け、高齢者が住み

慣れた地域で自分らしい暮らしを送り続けることができるよう地域包括ケアシス

テムの深化と推進を目指し、計画に沿って、着実に事業を進めて参りたいと考えて

おります。 

皆様よりいろいろなご意見、お考えなどをいただきながら、この会議を進めていき、

よりよい福祉行政に結びつけていければと考えております。 

限られた時間ではございますが、十分な審議、議論をいただきますようよろしくお

願いいたします。 

山本課長 それでは、今回初めて協議会委員をお引き受けくださいました方もいらっしゃいま

すので、協議会委員の役割及び所掌事務等について担当より説明させていただきま

す。 

（事務局） （事務局の説明） 

焼津市介護保険運営協議会について（当日配布資料１） 

山本課長 続きまして、今回はじめての会議となりますので、委員の皆様と事務局の紹介をい

たします。 

自己紹介の形式でお願い致します。 
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委員及び事務局 （自己紹介） 

山本課長 次に、次第の４番、会長、副会長の選出でありますが、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２条によりこの協議会に

は、会長、副会長を１人ずつ置き、委員の互選によってこれを定める規定になって

おります。この扱いについてどのように取り計らったらよろしいでしょうか。 

栗原委員 私は、会長には焼津市医師会から選出の石川委員を推薦したいと思います。 

また、副会長につきましては、焼津市歯科医師会から選出の川村委員を推薦いたし

ます。 

石川委員及び川村委員とも高齢者福祉及び介護保険行政について理解があり、両委

員とも適任であると思います。 

山本課長 ありがとうございます。 

今、栗原委員より推薦がありましたが、いかがいたしましょうか。 

奥川委員 異議なし 

山本課長 異議なしのお声をいただきました。 

それでは、栗原委員から推薦の、会長に石川英也委員、副会長に川村進太郎委員と

いうことで、皆様ご了解いただけますでしょうか。 

委員一同 （拍手） 

山本課長 ありがとうございます。 

それでは、会長を石川英也委員、副会長を川村進太郎委員にお願い申し上げます。 

会長、副会長 （それぞれの席に移動） 

山本課長 それでは、石川会長と川村副会長にご挨拶をいただきます。よろしくお願いします。 

石川会長 お忙しいところありがとうございます。 

医師会からの他の委員の人選を考えたのですが、引き続き、私がやらせていただく

ことになりました。皆さんのお気持ちを届けられるよう努力したいと思います。よ

ろしくお願いします。 

川村副会長 川村と申します。よろしくお願いします。 

高齢化時代を迎える社会は焼津市も免れないことでございます。 

今、歯科の業界でも、認知症と歯科の関わり合いをすごく意識し、考えています。

歯のない方が認知症になられる確率が高かったりとか、最近、皆さんフレイルとい

う言葉を聞かれる機会が多いのではないかと思いますが、オーラル・フレイルとい

う、口の中の機能が弱くなってくることで起こる病気のこともやっています。 

皆さんのお声をどんどん上げていただいて、それが反映されるような焼津市になれ

ばいいんじゃないかと思っています。よろしくお願いします。 

山本課長 会長、副会長ありがとうございます。 

それでは、議事に入りますが、本日、欠席が岡村正昭委員お一人です。介護保険運

営協議会規則第５条により委員の過半数が出席しておりますので、本協議会は成立

しておりますことをお伝えします。 
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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）①平成 30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  

イ 高齢者福祉サービスについて 

ウ 認知症施策の推進について 

エ 一般介護予防事業について 

オ 介護保険認定の状況について 

カ 介護給付適正化事業について 

キ 介護サービスの利用状況について 

石川会長 事務局からの報告でした。 

ご質問の前に、林委員と奥川委員から事前にご質問がありましたので、事務局から

説明をしていただきたいと思います。 

村松主幹 林委員からのご質問にお答えさせていただきます。ご質問ありがとうございます。 

まず、資料の１ページの特定健診の受診率についてご質問がございました。特定健

診の受診率が 40％を超えるために何が不足していると考えますかとのことです

が、昨年度の実績を見ますと、あと 584人受診者が増えますと 40％になるという

ことで、これに対しましては、焼津市医師会の石川先生を始め、自治会連合会、保

健委員協議会とともに、毎年、いろいろな対策を考えてきております。焼津市医師

会の先生たちは、受診中であっても特定健診が必要なので、ぜひ受診中の人たちに

特定健診を勧めていただきたいというお願いをしています。 

おおよそ、高血圧とか糖尿病など、現在治療中で検診を受けていない方が５千人い

らっしゃいます。この５千人が特定健診を受けますと、52.4%になるという試算が

ございます。 

また、自治会別受診率で、受診率が低い自治会の全戸訪問をしております。今年度

は、第 14自治会と、第 23自治会の特定健診未受診者、約 1,000件を、今週の月

曜日から、18人のスタッフで約３週間程度回るということをしています。 

もう一つ、未受診者対策として、医師会の先生たちと、日曜日に特定健診が出来な

いかと、今検討中でございます。この数字を伸ばすことが、焼津市最大の課題と認

識しておりますので、60％になるまで検討していきたいと思っております。 

（ご質問の２つ目として）受診率向上のために、高い自治体を視察、研修等をする

対策を考えていますかということですが、県内では、袋井市、磐田市、藤枝市が高

い自治体であります。検診体制などが違いますので、直接そこに行くことはござい

ませんが、県の健康増進課や、県国保連合会をとおし、様々な助言をいただいてい

るところであります。 

ご指摘のとおり、受診率が低いという問題は、かなり厳しい問題ではありますが、
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医療費抑制のためにはとても大事な課題であると認識しておりますので、今後も引

き続き、受診率向上に尽力していきたいと思っております。 

次に、７ページの一般介護予防事業についてもご質問をいただいております。 

介護予防教室について、平成 28 年度から平成 29 年度に掛け、介護予防教室の回

数が減っている要因は何かということでございました。先程も申し上げましたが、

教室を開催するということになりますと、参加者が固定化してきておりまして、通

いやすい保健センターやアクアスやいづで行っておりましたので、そこに近い方た

ちが繰り返し受講されていました。これではやはり、東益津、大富、和田などの方々

が参加しにくいのではないかということと、受講者の中で、「教室が終わってしま

うとまた元通り何もしなくなってしまう」「サービスの受け手から担い手になりた

い」という声がございましたので、様々な形のＯＢ会を作るというところをサポー

トしてきたという経過がございます。 

これからは、健康な高齢者が地域で自分たちが主体的になり、虚弱な方達を対象に

した活動をしたいという声が沸き上がってきておりまして、こちらのほうをサポー

トしているという関係で、教室自体が減ってきました。 

それから、結果の評価、検討から何か気が付きましたかということですが、病弱で

ある方とか要介護になっている方は確かに多いのですが、健康な高齢者もたくさん

いらっしゃいます。力がある、能力がある、時間もあるという方たちが、何か社会

貢献をしたいという気持ちをいただきながら、地域での介護予防事業を実践してい

くということで力をお借りし、介護予防事業を展開しております。 

田島次長 今の「特定健診・特定保健指導」のご質問に関してですが、これはあくまで特定健

診ということで、国民健康保険事業となります。所掌を考えますと、国民健康保険

運営協議会がありますので、そちらの所掌になります。「一般介護予防事業につい

て」は、介護保険事業になりますので、ここでご審議いただければと思います。た

だ、今いただいたご意見については、介護予防ということで特定健診は重要なファ

クターでございますので、これからも一生懸命すすめていきたいと考えておりま

す。 

石川会長 ありがとうございます。 

林委員よろしいでしょうか。 

林委員 はい。 

石川会長 奥川委員からのご質問をお願いします。 

山本課長 奥川委員からも事前にご質問をいただきました。 

その内、事業費や事業量等のご質問につきましては、奥川委員（個人）にデータの

提供をさせていただきました。 

今回回答させていただきますのは、まず、ほほえみプラン 21の計画値に対する進

捗管理の方法と情報公開についてです。先程の、当日配布資料１で説明させていた

だきましたが、進捗状況についてはこの協議会で逐次報告いたします。 

そして、情報公開につきましては、まず、この会議の会議録と資料は公開すること

を予定しております。 
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それから、訪問介護及び介護予防訪問介護の事業所や事業量、事業費につきまして

は、こちらの会議で報告をさせていただいているところでありますので、過去の推

移を委員のほうへ提示させていただきたいと思っております。 

また、介護人材の確保対策について、今日は特別資料を用意してございませんが、

ほほえみプランのほうに、介護人材の確保と育成は進めていくということを謳って

ございますので、今後、不足する介護人材を確保して、市内介護サービス事業者へ

の就労を促す取組を行っていきたいと思います。 

来年度（新たに）計画している事業についてはただいま新年度予算を編成しており、

予算の要求中で、予算がとれるかどうかが今微妙なところでございますので、今回、

お話の方は控えさせていただきます。方法としましては、介護人材のすそ野を拡げ

るというようなことを計画しております。また、いろいろな事業所の計画や要望を

お聞きし、今後、人材確保対策を進めて参りたいと思っております。 

次に、介護サービス施設のことについてご質問をいただきました。平成 29年度か

ら 30年度にオープンする介護サービス施設について、本日、当日配布資料２とい

うものを配布いたしました。こちらに、第６期（焼津市介護保険）事業計画におい

て平成 28年、29年度に整備したものをお示ししてございます。 

特に平成 30年度ですが、平成 30年の４月に、特養つばさ豊田で 10床の増床整備

をし、利用を開始しております。そしてもう一つ、特養大富陽光園（仮称）は整備

が遅れておりまして、今年度の 10 月末に施設が完成しまして、平成 31 年の１月

から開所する予定ということでお話を聞いております。 

そうしますと、第６期で計画しました 100 床は、全て整備されオープンするとい

うことになります。 

介護老人保健施設につきましては、４月にコミュニティケア大井川が開所をしてお

りまして、サービスを開始しております。 

第６期には、近年にないほどの大きな施設を計画、整備をいたしました。第７期に

つきましては、事業計画を見ていただければお分かりだと思いますが、大規模施設

のほうは予定にはございません。 

奥川委員からのご質問に対する回答は以上とさせていただきます。資料のほうは追

ってお渡ししますのでよろしくお願いいたします。 

石川会長 ありがとうございました。 

どなたか、ご質問、ご意見等がありましたらお願いします。 

初めて委員となられた方もいらっしゃると思いますので、次回は、意見をたくさん

述べていただければと思います。 

奥川委員 いくつかお話をさせていただきます。 

まず、１点目として、要介護認定に係る期間について、先程説明がありましたよう

に更新申請の有効期間が延びたことで、申請から認定までの期間が短縮されたとい

うことの理由の一つになるかと思いますが、私ども最初の時、認定が２ヶ月から３

ヶ月くらい掛かっていたんですね。これはもう、事業所のほうとしても、病院から
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退院して来た時に、すぐ介護保険サービスが利用できないという状況があったり、

あるいは、暫定利用ということで、暫定的に利用しても認定がとおらないと（利用

者から）利用料をいただけないというところがあったり、後でまとめて多額の支払

いをお願いしたりと、非常にこれが問題となっていました。 

壁下理事がみえてから、このような問題があるということを申し上げ、地域包括支

援センターからも篠原先生に相談させていただきました。篠原先生からは、「それ

は壁下さんと相談してどんどんやりなさい。」というお話があり、これが一気に進

んだんですね。今、一か月以内に出来るようになりました。本当に、保険料を払っ

て利用することなので、やはり、お金の出し惜しみみたいなことにならないように、

すぐにサービスを利用できるようにと（言ってきて）、１ヶ月以内になり本当にあ

りがたいなと。今日は感謝を申し上げたいなと思います。 

それからもう一つは、社会保障費が非常に上がってきているということで、国全体

でよく言われている 120 兆円、その内、年金が５割で、あとは医療と福祉と言わ

れていますが、年金の社会保障費を少なくするのは難しいです。しかし、医療とか

福祉・介護は、予防事業を一生懸命やることによって効果は出てくると思っている

わけですが、そういう中でお願いしたいのが、通所と訪問が、介護保険の給付から

総合事業に移行したということで、各市町村の事業になるわけですが、市町村の事

業になったことにより、県下、サービスのいい市町とそうでない、劣っている市町

との差が非常に出てきました。 

そういう意味で私どもは、県のほうへある程度ガイドラインを出してもらいたいと

いうことをお願いしています。焼津市がその中のどのくらいのレベルにあるのかわ

かりませんが、総合事業の中に、従来型の通所と訪問があり、もう一つは緩和型Ａ

型というのがあり、もう一つは、住民主体のＢ型があり、４つ目は、短期集中型の

機能訓練のＣ型という、４つがあるわけですが、現行の一般のデイサービスに行く

と、要支援１から要介護５の人が一緒のテーブルに全部いるわけですよ。そうする

と、利用者さんが来た時に、「俺はこんな年寄りの人と一緒にやるのは嫌だよ。」「認

知症の人の横に置かされたのでは困る。」という人が非常に多い。 

今回の、総合事業は４つの区切りになったわけでありますから、今までの予防のデ

イサービスに通っておられた方が、総合事業のチェックリストの対象者、それと予

防の１、そういう方々が一緒になって、機能の状況に応じて受けられる、そういう

ふうにするためには、緩和型のＡを独立させてやってもらいたい。ただ、これが金

額が安いので、どこの事業所も引き受けない。だからその辺も、もう少し単価を検

討していただき、これからの地域ケア会議でも、この方がどこに行ったらいいかと

いったときに、この方は緩和型、この方は従来のデイサービスというように、選択

ができるようにしてもらいたいというのが一つお願いであります。 

それから、予防の関係の訪問ですが、利用者は多いですが、人手がないという状況

です。なぜかというと、訪問のＡ型になったものですから、単価が安く、ほとんど

の事業所が廃止しています。これはやはり、民間企業というのは収益にならなけれ

ば引き揚げてしまうんですね。だから、焼津市内の事業所ともどんどん引き揚げて
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います。だから、損をしてでもやらなければならないということでやっていますけ

れども、登録のヘルパーがいないというのは非常に痛い問題ですので、うちの方も、

初任者研修、実務者研修といったものを、事業所単位で協力して公民館等でやりた

いな思いますが、ぜひその辺を、市のほうでも何かアイデアを出していただき、一

緒にできるような方法を考えていただければ、子育てが終わった主婦の方等、空い

ている時間で登録のヘルパーとして入っていただければ、人材の育成が出来ると思

います。その辺を一つ、検討をお願いしたいと思います。 

生活機能チェックリストの関係ですが、医師会の先生方のほうで、用紙をもってや

っていただいているわけですが、確かにチェックリストをやることによって、特定

健診のほうが増えるかなと期待していたのですが、増えたのでしょうか、わかりま

せんけれども、先生方がお忙しい中、チェックリストをやっていただいていること

には感謝をしておりますし、また、先生がチェックすることによって、安心してデ

イサービス、機能訓練に通っていただくことができています。 

ただ、課題も一つあります。先生方というのは非常に忙しい。何分という診療の中

で、チェックリストの説明をしたりするのは時間が掛かるので、地域包括支援セン

ターのほうにせめて（チェックリストの）用紙だけでも置かせていただき、これは

こういうことだよというわかりやすい説明がお年寄りに対しできる。あるいは、特

定健診のＰＲもできる。そういったことで、ぜひ利用者の立場に立った方法という

ものを一つお願いしたいなと思っております。 

それから人材確保のほうは非常に困っています。先日、ベトナムへ行って介護士の

方２人と面接をしてきましたけれども、本当にこれから介護士を増やす努力をお願

いをしたいなと。これはもう、焼津市だけではなく、全国的な問題であると思いま

す。 

そのような中、お願いしたいのは、静岡福祉大学もありますし、看護専門学校もあ

るものですから、ぜひ、就労の年限付きの奨学金制度ができないかなと思っていま

す。それから、今介護士として働いている方で、奨学金を受けて返済しながら働い

ている方もいらっしゃるので、こういった方々への奨学金の助成といった支援もお

願いしたいなと思います。 

それから、有資格者の確保ということで、私どもも、実務者研修、あるいは痰の吸

引、介護支援専門員等も１／２の補助を出しておりますが、これも非常に金額が高

い。実務者研修は 10万円以上掛かりますし、たん吸引は７～８万円、それから、

介護支援専門員の更新なんかも４万円くらい掛かるんですね。これらを全部本人の

負担でやらせるのはなかなか厳しいところがありますので、私どもも力をしており

ますので、検討していただければと思っております。 

石川会長 各々に対して行政の連絡会議のようなものがあるかと思いますが（ケアマネジャー

の会議など）、そういった場で提議してもらい、ぜひ事前に質問を出してもらって

回答を得るという時間を作らないとなかなか終わらないです。 

次のこの会議はいつでしたか。 

山本課長 予定としては３月くらいになります。 
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石川会長 ぜひ、事前に質問していただければと思います。 

行政の皆さんいかがですか。どうぞ。 

池ヶ谷部長 人材確保の関係で、今、奨学金のお話をいただいたのですが、その辺も担当と検討

課題として検討している状況ではあるのですが、先程、山本課長から話しましたと

おり、介護職の未経験の方について、介護分野への参加のきっかけ作りということ

で、介護人材のすそ野を広げようと、中高年等、幅広い人材の参入を促進するとい

うことで、介護の入門的な研修を実施しようと（検討させていただいています）。 

その方が自分自身のご家庭での介護に役立てるというようなケースもあるでしょ

うし、あるいは、ボランティア活動に参加するというきっかけ作りにもなるでしょ

うし、事業所へ就業するということにもなるんじゃないかということで、そういう

ことについても今検討をさせていただいているんですが、予算編成の中で、全てが

出来るというのはなかなか難しいかなということであります。できるだけ、私ども

努力をさせていただきたいと考えております。 

田島次長 予防の関係になりますが、介護保険事業というよりも、普段、家でできるような介

護予防を進めていきたいと思っております。 

特に、介護になってからではなく、介護を受けなくてもいい状況の時に、まず自分

の体を知ってもらう。例えば膝が痛いとか、これも介護の一歩手前、フレイルであ

ります。それと、川村先生も言われましたけれども、食事などの面での予防事業を

これからもっと進めていきたいと思います。皆さんのご協力をお願いしたいと思い

ます。 

壁下理事 先程お話しいただきました介護認定の短縮のことですが、関係者の努力で短縮する

ことができ本当に良かったと思っています。 

それ以外にいろいろとご提言いただきありがとうございます。確かに総合事業に移

行し、これは焼津市に限ったことではないですが、お金の掛からないようにやろう

ということで、担い手づくりが出来ていない中で制度がスタートしてしまっており

ますので、どうしても従来の事業所のほうにご無理を言ってお願いせざるを得ない

状況であります。 

今計画の３年間の中で、できるだけ新しい担い手の確保をしながら、また、皆さん

のご協力をいただきながら、あとは、今、次長が言いましたが、市民の方の意識も

変わるよう、そういったことをトータルでやりながら、いただいたご意見を少しで

も前に進められるようして参りたいと思いますので、またご協力をお願いします。 

林委員 奥川委員が質問された中で、（痰の）吸引のお話があったが、これは管を使って、

看護師、医師でないと認められていないんですね。いわゆる介護士ではできない。

小学校とか幼稚園では、それなりの（資格を持った）先生がいる。私も家内の吸引

をやりまして、病院から退院してくるときに、約１ヶ月間、毎日毎日、病院で練習

しました。そして帰ってきてからやりました。そういうことを考えると、今の状態

では医療法を少し変えてもらうとか、そういうことをやらない限り、家族でないと

できない、それから看護師や医師でないとできないということ、それから施設でも

そういう資格がある人を雇わないといけないということで制約があり、非常にコス
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トが掛かるような仕組みがずっと続いている。これが少しずつ、労働者の派遣など

によりコストが下がるようになれば解消して行けるんじゃないかと思います。自分

で吸引をやってきた経験から申し上げました。 

奥川委員 参考までに、施設では、研修を受けることによりできるようになるよう改正されま

した。 

林委員 ただ、すぐにはできないです。なかなか大変なことなので。吸引をすっとできるタ

イプの人と、渇いていたり、タイミングで中に入らないなど、いろんな問題がある

ので、非常に難しいです。だから、研修を受けたからすぐに出来ますかというとそ

う簡単にはいかない。 

谷委員 静岡福祉大学の谷と申します。 

先程から介護人材の話が出ておりますので、私も関連するところですので、質問と

いうよりは、意見・アイデアということで聴いていただければと思います。 

先日の日曜日、11月 11日というのは、介護の日ということです。この日は介護の

理解を深める日となっており、併せて、本学ですとか、焼津市内の事業所が協力し

て介護人材に対して魅力ある仕事であることのアピールができる機会になればな

と思っております。ただ、10 月に福祉祭りがありますので、直近にあるというこ

とで、そことのタイアップを考えていけたらなと思っているところです。 

あと、奨学金のお話も出ました。給付型の奨学金であれば大歓迎で、焼津市外から

の学生も多く来ております。本学で、焼津市内で勉強した後、引き続き焼津市内に

就職して住んでいただけるような、そんな魅力ある仕組みを作っていただけると非

常にありがたいなと、お願いしたいなと思います。 

奥川委員 福祉大は、外国人の留学生の受け入れはどのように考えてらっしゃいますか。 

谷委員 今現在は特に考えていませんが、今後やはり検討していかなければならない、避け

られない課題であると思っています。他の専門学校、大学等の状況を、これから調

査をしようという段階です。 

石川会長 他にご意見、ご質問等はいかがでしょうか。よろしいですか。 

一通り出尽くしたということなので、報告事項の①は了承したいと思いますが、何

かご意見のある方はいらっしゃいますか。 

なければこのまま了承とさせていただきます。 

続きまして、報告事項の②「第８期焼津市ほほえみプラン 21について」をお願い

します。 
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山本課長 はい。これは資料提供ということでさせていただきました。カラーの横のＡ４版で

す。「地域包括ケア『見える化』システム 焼津市の現状」ということで、カラー

で視覚的にこんな状況だなというのを用意させていただきました。 

今期、保険者機能の強化ということで、国のほうから評価指標をクリアしなければ

いけないという、通信簿みたいなものが出てきております。見える化システムとい

うのは、厚生労働省のホームページで、現状の分析や推計が出来るようになってい

ます。この見える化システムを利用し、地域の皆さんに、自分たちの地域の介護の

現状を周知しなさいよという題目も（評価指標に）出ておりますので、皆様に焼津

市の現況、これからやっていかなけ 

ればならない計画作りに役立てていきたいと思っております。 

１枚目をめくっていただきますと、「施設・居住系サービスおよび在宅サービスの

偏り」ということで表が出ていますが、焼津市は、在宅サービスの利用は高いけれ

ども、施設サービスの利用は低いという、第Ⅱ象限というところに位置しておりま

す。こちらの資料は、ほほえみプランのほうの分析のところに出ておりますけれど

も、それはちょっと古いものになりまして、（今日配布した資料が）一番新しい焼

津市の位置になります。全国に対しまして静岡県の位置とか、近隣市のサービスの

位置をお示ししております。 

（焼津市は）基本的に在宅サービスの利用が高く、施設は低ということですが、先

程、第６期（事業計画）の施設整備のお話をしまして、老健とか特養が増床されて

おりますので、これから、施設整備の結果が表れてくるのではないかと思っており

ます。 

あと、（頁を）めくりまして、サービス別の全国、静岡県、近隣市との比較を示し

てございます。こちらは一つ一つ説明していきますとお時間を取ってしまいますの

で、今日は情報の提示ということで、こういったものをいろいろな機会をもちまし

て提供していきたいと思っております。 

不明な点がありましたら、事務局のほうへお申し出ください。この結果は、一般の

方でも（厚労省）ホームページ（見える化システム）で閲覧できますのでご利用い

ただけたらと思っております。 

石川会長 ありがとうございます。 

これにつきまして何かご意見、ご質問等ありますでしょうか。 
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奥川委員 このメンバーがまさに地域包括ケアのメンバーという感じがします。焼津市の地域

ケア会議に検討できるというぐらいのいろんな方々がいらっしゃるものです。最終

的には小さな包括ケアを目指していかなければならないですが、一つお願いしたい

のは、県の在宅医療推進センターが勧めている医療介護連携情報システムですが、

これをぜひ、焼津市の事業所、あるいは各種団体が入っていただいて、地域でこう

いう困っている人がいるという方がいらっしゃるというときに、先生のところへは

敷居が高くて相談になかなか行けないですが、メール一つで、先生に相談、あるい

は民生委員、あるいはケアマネジャー同士で連携をとったりメールをしたりという

ことで（できるため）、ぜひこれを、焼津市も積極的に加わっていただき、勧めて

いただきたいと思います。 

 

石川会長 ありがとうございます。 

タブレットＰＣを活用すればいいですね。私も持たされてはいるのですが、結局、

敷居が高いと仰いましたが、私は、すいません否定的な意見なのですが、あまりに

も皆さん構えてしまうんですね。むしろメールを待っているよりは、電話一本で「今

こういう状態なんですが・・・」と言っていただければそれで済む話なんですよね。

ですから、申し訳ないですがいちいちタブレットＰＣを見たり、（メールを）待っ

ていたりということが、私の場合はちょっと遅れるかなと思いますので、他の先生

方がフットワーク良く動いてくださればこんな話はなかったと思います。 

 

奥川委員 それができれば一番いいんですが・・・。 

石川会長 そうですよね。それを待っていることで逆に遅くなる可能性もあるものですから、

どんどん（電話）連絡してほしいと思いますし、ケアマネジャーも月に一度ケアプ

ランのことで私のところに来ていただいて、お互い情報の交換をしていますけれど

も、ＦＡＸでいいよという先生もいらっしゃいますし、もちろん医師会がちゃんと

したことをしないといけないと思います。 

奥川委員 そういう先生がいらっしゃるとありがたいです。 
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石川会長 よろしいでしょうか。 

それでは、②「第８期焼津市ほほえみプラン 21について」も了承ということでよ

ろしいでしょうか。ありがとうございました。 

一言、私から申し上げたいのですが、人口がだいぶ減っているという話は皆さんご

存知だと思いますが、2015年に１億 2,700万人だったのが、2045年には１億ちょ

っとになってしまうと。さらに新しい動態が出たのですが、2065年には 8,800万

人になってしまうということで、どんどん減っていく。かつ、65 歳以上の高齢化

率が 38.4％、47 年後なんですが、例えば秋田の場合かなり酷くて、2045 年、65

歳以上の割合は、秋田は 50.1％ですから、秋田で 10人いたら半分は 65歳以上と

いう事態になっています。 

人口が減るわけですから、医療と介護に関しては、東京なんかはいいですが、地方

は需要が減少し始めているところが出てきていますので、今後、どういう動態にな

るのか私は全くわかりませんが、壁下理事、その辺はどうなんでしょうか。 

壁下理事 先生が仰ったとおり、秋田のお話がありましたけれども、静岡県の場合も、県全体

もそうですし、焼津市は（県下では平均的で）県と同じ傾向であります。一つ気に

なるのが、皆さん率で仰いますが、本来はやはり数で（実数）サービスのニーズと

かを考えていかなければならないんですね。2025 年には３人に１人、要は高齢化

率が 30％を超えますよという意味ですが、人口が減っている中なのか、維持して

いる中なのか、あるいは増えている中なのか、それによって実数が違います。 

あともう一つは、今日お話が出たように、その方々を看る人口はどうなっているの

かということですよね。そういったことをトータルで考えて地域を見ていかなけれ

ばならない。 

浜松市全体では県より平均は低いです。ただ、合併前の天竜市、佐久間町なんかは

高齢化率は 50％を超えています。２人に１人はお年寄りということで、全体の話

も大事ですが、個別の話をこういった会議の場を通じて共通認識を持っていただい

て、市民の方にも知っていただいていかないといけない。そういう意味で、人口構

成等というのは、これからを考えるうえで非常に大切なものであると思っていま

す。 

石川会長 ありがとうございました。 

今日はとても意義のある会議でした。 

皆さん言いたいことはいっぱいあるでしょうけれども、今度からは始まる前に事務

局にぶつけておいていただき、（事務局は）返していただければと思いますので皆

さんご協力をお願いします。 

それでは事務局お願いします。 
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山本課長 石川会長ありがとうございます。 

その他は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。 

長い時間をありがとうございました。 

次回は、３月くらいを予定しております。また、事前にお通知を差し上げますので

よろしくお願いいたします。 

 

 

 


