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平成 30 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３１年３月２０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 31 年３月 20 日（水）午後 1 時 00 分～午後 2 時 45 分 

２ 場 所 焼津公民館第 5,6 会議室 

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、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、押尾正子委員、 

栗原武志委員、久保田裕美委員、小野塚知美委員、奥川清孝委員、 

 （欠席者）近藤征夫委員、谷功委員、畑昇委員 

    （事務局）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、 

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、鈴木地域包括ケア推進担当主査 

４ 内 容 

（１） 開会 

（２） 健康福祉部長挨拶 

（３） 議事 

①平成 30 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 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 施設整備の状況 

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 

② 平成 31 年度当初予算（案）について 

（４） その他 
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（５） 閉会 

【議事録】 

山本課長 ただ今より、「平成 30 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、近藤委員、谷委員、畑委員で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。 

山本課長 本日、健康福祉部長の池ヶ谷ですが、所用がございまして欠席させていただきます。

それでは、議事に入ります。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します。 

石川会長 議事（１）報告事項①平成 30 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から説明をお願いします。 

（事務局） 各々事務局から説明 

石川会長 只今の事務局からの説明に対して質問、ご意見等ありましたら是非、挙手をしてい

ただいてよろしくお願いします。なんでも結構です。 

岡村委員 資料１の健康づくりの推進の特定健診・特定保健指導の特定保健指導の具体的な中

身は何でしょうか。 

村松主幹 特定健診は焼津市の国保の方で 40～74 歳までの方が対象になります。特定保健指

導はメタボの方で、腹囲が男性で 85 センチ以上、女性 90 ㎝以上で、なおかつ、

血圧、血糖、脂質に引っかかっていますと特定保健指導の対象者となります。内臓

脂肪が動脈硬化を進めるということでメタボ健診という別名がありますようにメ

タボ対策の一環で始まっておりますので、メタボの方々が特定保健指導の対象とな

ります。 

栗原委員 施設の整備計画のところで教えてほしいのですが、特養、大富陽光園ができて、今

まだ、待機者があるため順次入所の判定会を開いて進めていくということですが、 

全体的な入所の要望に対して残りの床数で足りるのかというのを教えていただき

たいのと、平成 28 年度に予定されていた特定施設がまだ未整備であるというとこ

ろで、何か理由があれば教えていただきたい。 

山本課長 特別養護老人ホームの整備が進み、待機者が解消されつつあると考えております

が、年々高齢者が増加し、介護度も重症化していくので（整備はしていきますが）、

入所申込者は減っていかない。また、優先的に入所しなければいけない方につきま

しては、毎年、県の方で照会があり統計をだしていただけるのですが、今までの待

機者の中で優先的に入所が必要な方の解消はほぼできると考えております。しか

し、新たな申込者が出てくることを考えますとゼロになることは考えにくいと思い

ます。また、特定入所者生活介護施設につきましては、浜当目の介護老人保健施設

の横に予定はしているところですが、諸々の事情、特に人材で今のところすぐに整

備に取り掛かれないということで、逐一事業者と連絡を密にして進めていきたいと

考えています。 
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栗原委員 確か、施設の整備計画にも人材の確保にも評価がはいっていましたよね。そういっ

た面との整合性はどうでしょうか。 

山本課長 公募をしたときに人材確保につきましても計画にあったわけですが、全国的な人材

不足の影響でなかなか難しいことになっており、計画に無理があったのか現在は遅

れている状況であります。 

栗原委員 入所を希望されている方がいる中で、１つでも早くできて供用開始されたほうがい

いのかと思ったので質問させていただきました。 

奥川委員 Ｐ9 の認定申請と認定結果のところの要支援の認定者数が減ってきているという

話ですが、これは事業対象者が含まれていないのでしょうか。もし、含まれていな

のであれば、事業対象者の傾向を教えていただけないでしょうか。 

小野田係長 1 月現在、251 名の方が事業対象者として登録されている状況です。 

奥川委員 両方合わせると 1,389 名で、平成 29 年度から始まった総合事業により、介護予防

の方が減っているということですか。わかりました。事前に質問したことはここで

話をしてもいいでしょうか。 

 （了解） 

奥川委員 ２点質問をさせていただきました。 

まず 1 点目は、自立支援に向けたリハビリ職の連携についてで、利用者が総合事

業のサービスを受ける際に、自立支援に向けたサービスを提供するということなん

ですが、そんな中で、自立支援型の地域ケア会議とアセスメントの動向を包括支援

センターと一緒に行っているようなんですが、今、聞くと市外のリハビリ専門職を

専門の企業に依頼してやっているということですが、私としては、市外から来てや

ってもらうよりも来るまでに 30 分、1 時間の内、話ができるのが 15 分くらい、ど

んな程度のアセスメントが出来るのかなと非常に不安に思い、市外ではなく、焼津

市にもリハビリ専門職は大勢いますし、先生ご存知のように理学療法士会などもあ

るので、機能訓練だけでなく、口腔ケアの歯科衛生士、栄養士などの３職種が連携

していくことがサービスの向上につながっていくとあると思うので、なぜ市外を選

ぶのかなあと思います。また、実施方法も大きな企業を利用するなどいろいろ検討

した方がいいのではないかと思って質問しました。 

小野田係長 市外の事業所に委託をする件ですが、アセスメント同行訪問、自立支援型の地域ケ

ア会議、これ以外に、介護予防訪問指導、介護予防事業所自立支援の４つを委託し

ています。委託先は、静岡市の事業所になります。この事業所は、このような事業

を専門的に行っている事業所で焼津市以外に、島田市、牧之原市などで、来年度か

らは藤枝市や吉田町でも委託を受けるという話を聞いております。元々、国の制度

で、アセスメント同行訪問につきましては、総合事業のサービス利用を検討してい

る方に対してリハ職がケアプラン作成担当者と同行訪問してアセスメントを行い

ます。より、効果的な介護予防ケアマネジメントと自立支援に向けたサービスの提

供をするための事業であります。介護予防訪問指導でありますが、リハビリ専門職
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が自宅に伺いまして、生活機能に係る問題を把握して生活改善につなげていく事業

であります。３つ目に介護予防事業所支援で、リハビリ専門職がサービスＡ、サー

ビスＣなどの介護職員の資質向上を図る事業であります。最後に、自立支援型地域

ケア会議ですが、提出されたケアプランに対して多職種による専門的助言を行う会

議で、リハ職、歯科衛生士、栄養士、保健師などが委員となっています。この事業

は、３月から事業を実施しており、平成 31 年度も引き続き実施していく予定です。

先ほど申し上げたように、このような事業を専門にしている実績のある事業所にお

願いをしているところであります。将来的に、市内事業所にも受け入れていただく

ことが可能な事業所があれば、考えていきたいと思います。 

奥川委員 私も、この事業所の方にきていただき、介護予防事業所支援ということで専門職の

方がきていただき、実際に支援をしていただきました。技能も素晴らしかったです。

高齢者を引き付けるなどいいなと感じました。それはいいのですが、やはり焼津市

内の専門職が焼津市の高齢者が今どういう現状で、どうするかを深めていただくた

めに、また、焼津市に貢献するという意味でもそういう方法が非常に機動的になる

と思いますので、ぜひ、市内多職種を活用されるような取り組みを早く進めていた

だくようお願いします。 

小野田係長 ありがとうございます、私どもも市内リハ専門職との関係を大事にしております。

先ほど言い忘れましたが、自立支援型地域ケア会議につきましては、市内の事業所

の方にも委員として参加していただき、協力をいただいているところでございま

す。 

滝澤委員 さわやかクラブ代表です。6 ページの認知症高齢者見守り事業の下にアプリを活用

した行方不明者捜索模擬訓練の実施が 10 月に実施というのがありますが、これは

どういうことをされたのか教えていただけますか。 

鈴木（有）主

査 

行方不明になったと想定する役者さんを 3 名ほど設定し、その方の写真等の情報

をアプリに入れて配信し、社協のふれあい広場というイベントで行いました。公園

の中で 3 名が行方不明になった想定でアプリの情報を見ながら、捜索しました。

スタンプラリー形式で行い、69 名の方が参加しました。その中でも特に若い方に

関心を持っていただけたと思います。 

滝澤委員 その上に、事業の周知ということで、さわやかクラブの方にも少しピーアールして

もらえませんか。近くグループ会議もあるので。非常に関心があります。 

鈴木（有）主

査 

ありがとうございます、次回は是非協働させてください。 

石川会長 広報やいづで今、行方不明者が朝からいなくなってしまったお知らせが流れるので

すが、私は田尻なんですけど、何だろうと思って窓を開けても何を言ってるかほと

んどわからないで終わっちゃったことが何度もありますが、そういう意味では、ア

プリを活用して情報を流すことは大切なことだと思います。 
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奥川委員 2 点目の前に、認知症集中支援チームを今包括で取り組んでいるところですが、非

常に時間もかかるし、手間もかかるし、その上に出す文書が 11 種類で非常に多い。

何のためにこんなに出すのかな、市の職員が現場に来なくて書類で確認するのかな

と思ったりします。それだけ書類に時間がかかると対象者も拾えないし。そこで要

望ですが、省けるところは省いていただきたいと思います。それから 2 点目です

が、介護人材の確保についてで、毎回みんなさんを議論に巻き込んで申し訳ないと

思っていますが、現在は人材不足という言葉でかたずけられない状況になっていま

す。本当に綱渡り状況です。ほかの施設も同様でぎりぎりの状況でやっている。そ

のためいいスタンスでできないというのが包み隠さない状況です。先ほどほかの委

員から焼津市が 5 年、10 年かけてやるべき施設整備を第 7 期ほほえみプランでや

ってしまった。それはそれでいいことだが、それに合わせて人材育成もプランにあ

るのでやってもらいたい。もう第 8 期は 1 年経過してしまった。のこり 2 年でど

うしていくか、当然我々も頑張らなければならないのですが。少しでも、県・市単

独でも力を入れてもらいたいと思います。参考までに今の派遣の単価は時間 1,900

円で、そろそろ 2,000 円。看護士の正規職員でも 1,550 円、儲けるのは派遣業者で

す。非常に危機感を感じています。この後の予算説明でも入っていることを期待し

ています。 

田島次長 人材確保につきまして、焼津市は「新元気世代プロジェクト」を本年度から始めて

おり、実際は、就職活動に関する市の支援は行っています。県が中心の事業である

のですが、市の単独事業としても、人材確保として今後検討していきたいと思いま

す。 

山本課長 後で予算の説明でお話しをさせていただきますが、来年度、市として事業を考えて

おり、中高年等の方が介護に参加して頂こうと思います。人材確保対策は、本市だ

けで解決できるものではありません。県の人材確保対策も利用しながら、また、事

業者の方とどうしたら人が集まるか考えていきたいと思います。 

お金をかけないでできる事業もあるかと思いますので、介護職のイメージアップ事

業とか、説明会の募集支援などを行っていきたいと考えています。また、人材確保

ではないが、介護団体への支援などもしていきたいと思います。 

山本課長 林委員から、事前に質問をいただいておりました平成 30 年度の特定健診の受診率

を教えてほしいということでしたが、先ほどの説明でいいでしょうか。 

林委員 いいです。 

石川会長 他にありませんか。うちも今、事務員を募集していますが、時給が 910 円。今聞

いてびっくりしました、1900 円とはすごいです。もうちょっと上げなければこな

いのかな。 

 政府の見解では、就職率とか内定率はよくなっているという話ですが、おかしいな、

どこにいっているのかな。今ハローワークに募集をかけても何も来ないという話

で、皆どこにいっているのかなということです。焼津医師会でもヘルパーのなり手

がいないので講座を開いていこうと考えています。 
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岡谷委員 質問ですが、6 ページの認知症スクリーニングとあるが、その対象はどういうふう

にして選ぶのでしょうか。 

鈴木（有）主

査 

65 歳以上の方を対象に生活機能チェックを医療機関で実施しているのですが、そ

の中に組み込まれている検査から選定しています。 

岡谷委員 私が受けた特定健診での検査の中の 1 つのことですか。 

鈴木（有）主

査 

29 項目の質問表に回答するものを示しています。実施済だと思われます。 

石川会長 ほかにはどなたかいらっしゃいますか。 

押尾委員 今年の冬も介護施設でインフルエンザが流行しました。それぞれの施設で予防対策

はとっていたと思いますが、残念ながら感染した施設がいくつかありましたが、焼

津市として予防対策指導をしているかお伺いしたいです。それと、インフルエンザ

の感染があった場合、市へどのような報告があるか教えてください。 

田島次長 施設の方と在宅の方では若干違いまして、施設は担当者が医師の承諾があれば家族

の同意をもって報告します。 

落合課長 報告については、県へ報告することになります。ただ、市へは義務はないのですが

一緒に送っていただいているので把握はしております。 

石川会長 施設で感染・発症した場合、何人以上なら報告という基準はあるのでしょうか。 

落合課長 １つの基準としては、発生してから 10 人以上、施設の規模によって違いますが、

発症してから 10 人を超えたところで報告するということです。 

石川会長 うちは、絶対静岡新聞に載りたくないという気持ちで頑張っていましたが、この対

策で行政の方できっちりとした対策はない、各々の施設に任せるというということ

ですね。 

田島次長 インフルエンザの予防接種は任意接種で強制することが出来ないのです。本当は、

ご本人が希望されることが一番ですが、認知症の方等は家族の同意を得て医師が判

断するということになります。 

石川会長 個々の施設長にぜひ勧めるような形をとってもらえればいいのでしょうね。 

壁下理事 インフルエンザが流行し出すと、保健センターで県からの情報をどの地域で流行し

ているという情報を流します。病院とか医療機関にはそういう形で注意喚起をして

おります。あと、いろんな指導の中で感染症対策という一般的なものになりますが、

感染者が増えてきた中で、手洗い、うがい、不要な面会は避けるような指導は行っ

ています。さらに、集団感染があった時も、公表しなさいという指導があります。

そうしませんと、人の出入りが多いところは他の人に病気がうつったりしますの

で、会長がおっしゃったように皆発表したがらないですが、そこはしっかりと発表

をして頂かないと、感染者が増えてしまう恐れがあるので、施設や病院で発表をし

ないと、場合によっては県の保健所が公表するということもあります。 



                                          H30-50 

7 

 

奥川委員 2 年位前に保健所に届出したことがありますが、1 週間くらいで介護報酬が 200 万

～300 万円くらい減となりました。そのためにも県の情報を把握して、感染を予防

することが大切であると思います。 

田島次長 市内の施設ではインフルエンザ予防接種は 11 月がピークになります。今言われた

ような経験をされていると予防対策は早めに手を打っていただいているのだなあ

と感じます。情報については、随時保健センターで発信していきたいと思います。 

石川会長 よろしいでしょうか。それでは、次に行きます。本年度まで 4 月、5 月の出納整理

期間を含めまして適正な執行をしていただきますようお願いします。 

 （事務局から、一般会計、介護保険事業特別会計説明） 

奥川委員 特別会計の繰入金の増減が大きくなっており、たぶん、基金繰入金が大きいと思う

が、基金の状況はどうなっているのでしょうか。 

原田主幹 平成 30 年度末で 9 億 2 千万～9 億３千万円程度を見込んでいます。 

石川会長 ほかにありませんか、ないようですので本日の議事は全て終了しました。事務局に

お返しします。 

 

 

 


