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令和元年度  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 

（令和元年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 令和元年６月 27日（木）午後 1時 00分～午後 2時 34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、片岡洋平副会長、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、 

      近藤征夫委員、 

（欠席者）谷功委員、畑昇委員 

    （事務局）増田健康福祉部長、壁下市長戦略監 

橋ケ谷健康づくり課長、落合地域包括ケア推進課長、川村介護保険課長、 

小野田地域包括ケア推進担当主幹、藤本高齢者福祉担当係長、 

鈴木事業者指導担当係長、藪崎事業者指導担当主任主査、 

原田保険給付担当主幹、秋山認定担当係長、福永保険給付担当主任主査 

村松成人保健担当主幹、安藤健康政策担当係長、前島保健医療担当係長 

鈴木地域包括ケア推進担当主査、長谷川地域包括ケア推進担当主査 

新海地域包括ケア推進担当事務員 

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 

Ⅰ 高齢者の現状と傾向 

Ⅱ 介護保険事業の円滑な推進 

 ア 介護保険認定の状況について 

 イ 介護給付等に要する費用の適正化について 

Ⅲ 介護保険事業の見込み 

 ア 介護サービスの利用状況について 

 イ 介護保険事業会計の決算見込みについて 

Ⅳ 介護サービス基盤整備の推進 
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Ⅴ 地域包括ケアの推進 

 ア 在宅医療・介護連携の推進について 

 イ 認知症施策の推進について 

 ウ 生活支援体制整備の推進について 

 エ 地域ケア会議の推進について 

 オ 地域支援事業の推進について 

Ⅵ 健康づくりの推進について 

Ⅶ 高齢者福祉サービスについて 

② 第７期介護保険事業計画における施設整備について 

③ 介護人材の確保・育成について 

（４） その他 

（５） 閉会 

【議事録】 

川村課長 ただ今より、「令和元年度第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川村でございます。よろしくお願いします。 

本日の欠席委員は、谷委員、畑委員の２名でございます。なお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。 

川村課長 まず最初に健康福祉部長の増田よりご挨拶申し上げます。 

増田部長 本日は令和元年度第１回高齢者保健福祉計画推進協議会並びに第１回介護保険運

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。日頃は、本市の高齢者福祉にご理解とご協力を賜り厚くお礼申しあげます。 

今回は、昨年度からの計画期間になります第８期ほほえみプラン 21の初年度の振

り返りということで、後ほど担当者から説明をさせていただきます。皆さんのご意

見を賜りますようお願い申し上げます。よろしくお願いします。 

川村課長 続きまして、石川会長からご挨拶をいただきます。 

石川会長 （会長挨拶） 

川村課長 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。 

増田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、その場でご

起立願います。 片岡洋平様お願いいたします。 

増田部長 委嘱状交付 

川村課長 片岡委員は、川村進太郎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、石川会長から座席順に自己紹介をお願いします。 

委員及び事務局 （自己紹介） 

川村課長 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
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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 議事に入る前に、焼津市高齢者保健福祉計画推進協議会設置要領第５条及び焼津市

介護保険運営協議会規則第２条で協議会に副会長を 1 人置くことになっており、

今まで、川村進太郎前委員にお願いしていました。 

副会長の職務は、会長に事故があるときに、その職務を代理することとなっており

ます。 

今回、委員が変わったことで現在、副会長がいない状態となっております。 

つきましては、現委員の中から副会長を 1 名お願いしたいのですが、ご意見があ

ればお願いします。 

委員 会長一任 

石川会長 只今、会長一任というご意見をいただきましたが、よろしいでしょうか。 

委員 異議なし多数 

石川会長 それでは、前川村委員と同じ、焼津市歯科医師会からの推薦いただいた片岡委員に

お願いしたいと思います。 

片岡副会長 （新副会長挨拶） 

石川会長 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

いて事務局から説明をお願いします。質問や意見は事務局の説明後にまとめてお願

いします。また、事前に事務局にきた質問につきましては、説明をする中で紹介と

回答をするようお願いします。 

（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。 

奥川委員 

 

１点目です。第６期に公募した介護付き有料老人ホームの開設のことですが、50

名の定員で浜当目に設置する、これは平成 28年度に整備するということでありま

したが、建設は１年６か月遅れて平成 29年度にはオープンするということでした

が、現在も整備されていない状況です。これが正当な理由で整備が延期されている

のかをお聞きしたいです。 

市民としては期待して待っていた部分があるのですが、それが令和２年 10月から

令和３年になってしまう、そういうことでいいのかと思うのです。選定された事業

者に対して、もっと強い指導をお願いしたいです。 

石川会長 事務局、どうですか。 

原田主幹 平成 30年度の第３回の会議でも、同じご指摘があったわけです。それを受けて市

でもアプローチをしていました。今年度に入って２回ほど事業者を呼んで厳しく話

をしているところでございます。 

事業者の言い分としては、同時に選定を受けている老人保健施設があり、老人保健

施設の整備に力を入れた手前、そちらの方が開所しなければ、介護専用の有料老人

ホームの整備に着手できない事情が当時あったと、その説明では聞いております。 

その老人保健施設が、平成 30年１月１日にオープンし、その後すぐに着手すると

いうことも考えられるのですが、その老人保健施設も利用者が少ない、働く職員が
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足りない、地元との調整もなかなかうまくいかない、このような状況を踏まえて今

の状況になっているということです。 

事業者としては早急に開所するための準備をする、計画表や工程表を提出するよう

市から提示しているところです。 

本当は選定の取消も視野に入れて、事業者に厳しく言うということは、市も理解し

ております。このようなことも踏まえて市は一刻も早く開所できるような指示をし

ていきたいと思っております。 

奥川委員 

 

ありがとうございます。今の説明は充分わかりました。その当時、市内の特別養護

老人ホームがまとまって市に要望を出しています。 

その要望と言うのは、第 6 期の施設整備計画は市内で入所施設を 350 床増やすと

いうことだったので、介護職員等の確保に無理があるのではないかというもので

す。 

それにもかかわらず、市はそれを実行して計画を進めた経緯もあります。これにつ

いては市もしっかり指導をしてもらわないと、期待した市民を裏切ることになりま

す。人材確保のための計画書も提出させ、指導してもらいたいです。 

それでは、もう１点ですが、総合事業の利用者が増えているということですが、１

点気になることは、リハビリの専門職が入ってアセスメントを行っていますが、現

場の職員の話を聞くと、一部の利用者に対して（通所型サービス）Ｃ（短期集中の

介護予防サービス）の利用を勧め、在宅でいい（介護予防通所介護相当サービスに）

通う必要がないような）言い方をしている、そのようなことをアセスメントの場で

言うのかと、自分も疑問に思っているのですが、現場の職員からはそのような発言

があったと聞くのですが、本人が行きたいと思っているところに通わせるというの

は、当然のことだと思うのですよね。ケアマネの方から「あそこに行ったらどうか」

など勧めるのではなく、本人がどのようなサービスを受けたいのか、本人の気持ち

に沿ったケアプランを立てるのが基本ではないかと思うのです。 

それが、（市の）予算を減らしたいのかわかりませんが、（サービスが）使いにくい。

「あの人がこの施設に通っているから、通いたい。」そのような理由ではだめだと

言われるのですね。家族としてみれば、そのように言わなければ本人に勧めること

ができないこともあります。市民の目線、利用者の目線に合わせて指導していただ

きたいと思います。 

石川会長 ケアプランが正しく作成されているのか、（ケアプラン）点検のことになりますか。

事務局、わかりますか。 

壁下市長戦略

監 

介護予防事業も給付もそうなのですが、ケアマネジャーがどのようにケアプランを

作成するのかは非常に難しい問題がありまして、今のお話のように家から出てサー

ビスを受けていただくことは、非常に大切なことだと思います。 

ただ一方、保険者としての立場としますと、本来その方にとって、もう少しその方

のプランにリハビリを入れれば、家で自分ができることがもう少し増えるとか、そ

のような観点も入れていくことが必要で、それは結果的にご本人のためにもなりま

すし、元々の目的が介護予防ですので、身体的な部分や精神的な部分の組み合わせ
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が難しいと思うのですが、そこの部分が今まで欠けていたのかと思うのです。確か

に家から出てもらうということは、一義的に必要なことだと思います。生きがいを

持っていただくということは大切なことだと思うのですが、行った先のデイサービ

スでどれだけ機能訓練をやっているのかということにもよります。問題なのは「あ

の人が行っているから私も行きたい」「あなたも介護認定を受ければ行けるから」

といったような形で利用することで介護認定を受ける方が増えていく、実際、大阪

はそのような理由で介護認定を受ける方が多いのですが、そのような問題も一方で

あるからです。 

そういったことだけではなく、市としては「この人にとって一番いいケアプランは

何なのか」、言い過ぎかもしれませんがケアマネさんたちと一緒に考えていく一つ

の方法として、医療職であるリハビリの専門職の方に入っていただいて、技術的な

ことを磨いていただく、そういった意味合いでございますので、利用者に対して「あ

っちはだめです」ということを言いたいのではなく、ケアプランを良くしていきた

い、適切なサービスを受けていただく、そういう趣旨で実施していることなのです。 

少し誤解があったかもしれませんが、ご理解をいただければと思います。 

奥川委員 ありがとうございます。アセスメントや更新の時期に「卒業」と言う言葉を聞くの

ですが、通所のサービスにせっかく慣れて友達もできてきたのに、「何年生になっ

たから卒業よ」というような声が、現場では出ているのです。 

そのあたり（現場の職員が）誤解しているのであれば、誤解のないように指導して

いただきたいと思います。 

壁下市長戦略

監 

わかりました。少し確認させていただいて、改善すべきところがあれば改善してい

きたいと思います。 

石川会長 他にどなたかございますか。それでは、次に進めさせていただきます。 

議事（２）第７期介護保険事業計画における施設整備について、事務局からの説明

をお願いします。 

（事務局） 事務局から説明 

石川会長 何か質問やご意見はありますでしょうか。よろしいですか。 

委員 （了解） 

石川会長 それでは、議事（３）介護人材の確保・育成について、事務局からの説明をお願い

します。 

（事務局） 事務局から説明 

石川会長 何か質問やご意見はありますでしょうか。 

奥川委員 （介護に関する入門的研修について）非常に期待しております。ひとつお願いした

いのは、人材派遣会社に事業委託をするということを聞いたのですが、受講終了し

た方が受託したその人材派遣会社に雇用され、市内の各施設に人材派遣会社の職員

として就労することにならないかということです。そうすると施設側は派遣会社に

高いお金を払って雇用契約をすることになってしまうので、そのあたりはちゃんと
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規制をしてもらいたいです。 

壁下市長戦略

監 

この入門的研修事業は昨年の４月から制度化された事業で、ホームヘルパー等は介

護職員初任者研修で 100 時間以上の研修を受けないといけないのですが、なかな

か、なり手がいなくて困っている状況です。資料にあるように入門的研修の 21時

間を受講してもらえれば、入門的研修の受講者としての資格を得ることができて、

更にその先のステップアップもできるということになっています。 

市としては身近なところで関心を持っている人には研修を受けていただきたいの

ですが、その時に市は研修のノウハウがわからないものですから、県内でも専門的

で毎年、介護人材研修で県の事業も受託を受けているところにお願いして、焼津市

に居住している中高年の方を対象にボランティアをもう一歩踏み出したような形

の技術や知識を身につけてもらって、ボランティアから就労まで幅広い中から選択

していただけるように人材を養成するためのものでありますから、受けた事業者に

は自分の会社の派遣要員にしないように伝えていきますし、焼津市外に出てしまう

ということは、普通ないと思います。 

石川会長 他に何かご質問やご意見はありませんか。なければ全体を通じてよろしいでしょう

か。 

委員 （了解） 

石川会長 ないようですので本日の議事は全て終了とさせていただきます。進行を事務局にお

返しします。 

 

 

 


