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令和 2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                            （令和２年８月 28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 2年 8月 28日（金） 午後 1時～午後 2時 50分 

２．会  場： 焼津公民館 大集会室 

３．出席者： （委  員）石川英也会長、片岡洋平副会長、岡谷榮三委員、岡村正昭委員、 

奥川清孝委員、押尾正子委員、小野塚知美委員、久保田裕美委員、 

近藤征夫委員、高橋千恵子委員、滝澤義雄委員、谷功委員、 

林紘一朗委員、巻田達央委員 

（欠席者）石神とみ子委員 

（事務局）増田健康福祉部長、壁下市長戦略監、 

平岡地域包括ケア推進課長、関口地域包括ケア推進担当係長、 

藤本高齢者福祉担当係長 

川村介護保険課長、藤田保険給付担当主幹、福永認定担当係長 

池谷健康づくり課長、八木成人保健担当係長 

４．内 容 

（１）開会 

（２）挨拶 

（３）議事 

①第１回会議資料の補足説明等について 

②第９期ほほえみプラン 21の策定と基本的な考え方について 

（４）閉会 

【議事録】 

川村課長 令和２年度第２回焼津市高齢者保健福祉計画推進協議会ならびに第 2 回焼津市介

護保険運営協議会を開催いたします。私は司会を務めます、介護保険課長の川村で

ございます。よろしくお願いいたします。 

本日の欠席委員については、石神とみ子委員、1名が欠席をしています。焼津市介

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、本年度は平成 30 年度から令和 2 年度までの第 8 期焼津市高齢者保健福
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祉計画および第 7期焼津市介護保険事業計画の最終年度となっています。令和 3年

度からの新たな 3カ年の計画を策定する年となっています。 

焼津市高齢者保健福祉計画推進協議会設置要領第 2 条および焼津市介護保険運営

協議会規則第 3 条で、委員の皆様には焼津市高齢者保健福祉計画および焼津市介護

保険事業計画策定または変更に関する審議・協議をしていただくことになっていま

す。この計画策定のため、本年度は年 5 回程度の協議会を開催し、委員の皆様には

策定内容についてのご協議をいただきたいと考えているところです。お忙しいとこ

ろ申しわけありませんが、この協議会についてはよろしくお願いいたします。 

それでは会議に先立ちまして、石川会長からご挨拶をいただきたいと思います。お

願いいたします。 

石川会長 （会長挨拶） 

川村課長 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。前任の委員から交代された

委員については、先ほどテーブルの上に委嘱状を置かせていただきました。交代さ

れた委員の方のお名前をここで紹介させていただきます。 

巻田達央委員。 

高橋千恵子委員。 

第 1 回の協議会は書面会議でしたので、今回、本年度初めて皆様にお集まりいた

だきました。委員の皆様と事務局にも異動がありました。マイクを回さない形で、こ

ちらでお名前だけ紹介させていただきます。 

（委員紹介） 

（事務局紹介） 

（株式会社ナレッジ・マネジメント・ケア研究所担当者紹介） 

それでは議事に入ります。焼津市高齢者保健福祉計画推進協議会設置要領第 5 条

ならびに焼津市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

願いいたします。 

議事 （1）第 1回会議資料の補足説明等について 

石川会長 では議事（1）「第 1 回会議資料の補足説明等について」です。事務局から説明を

お願いいたします。 

（事務局） 事務局から説明 

石川会長 アンケートはあくまでもアンケート調査の結果報告なので、言っていただいたと

ころはわかったのですが、問題点がかなりたくさん出てきていると思うのです。 

例えば包括支援センターの存在とか介護者の問題等々もいろいろ問題を含んでい

て、言いたいことはいっぱいあります。どなたか何かご質問等がありましたら、どう

ぞ積極的にご発言ください。 

岡谷委員 基本的なことで申し訳ないのですが、資料の中で、一般高齢者は 65歳以上で、要

支援認定者は支援の認定を受けていて、在宅医療介護認定者とあります。事業対象

者とはどういうことですか。 
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平岡課長 要支援 1と 2の方は、先ほど言った、総合事業、介護予防生活支援サービスを使

えることになります。基本的には総合事業は介護がまだついていない方が対象です。 

岡谷委員 総合事業というのは、市によって、包括支援センターによっていろいろあるとい

うことですね。 

平岡課長 サービスのメニューはいくつかあります。主に包括支援センターがやるものが多

いです。 

石川会長 ほかにどなたかいらっしゃいますか。なければ次にいきます。またご意見・ご質問

があったら伺います。 

次に議事（2）「第 9期ほほえみプラン 21の策定と基本的な考え方について」、事務

局からお願いいたします。 

 （2）第 9期ほほえみプラン 21の策定と基本的な考え方について 

（事務局） 事務局から説明 

石川会長 ありがとうございました。いま月額 5,240 円です。次期から少し上がるかもしれ

ないのですが、年々、サービスが増えていくのでまた上がるのではなかろうかと思

います。 

皆さん、どうでしょう。ご質問・ご意見・ご要望等ありましたら、手を挙げてお話

をいただきたいと思います。 

奥川委員 介護保険料は、いま委員長が言われたように、毎回毎回、上がっていき、これから

も上がっていくことが想像されます。そういう意味で、効率的というよりも効果的

に計画を立てて効果的に実施していくことがいちばん必要だと思います。 

９期と８期の基本方針と基本施策を比べると、地域支援事業や介護予防事業は、

元気なときから介護になるまでのあいだの健康でいる時期を長くしていくことがい

ちばん求められている部分だと思います。そうするには、基本計画の施策は、今回の

9 期では数値を入れたり目標値を入れたりと具体的なものを入れていくほうがいい

と思っています。ただ「作ったよ」ということではなくて、それをどのようにして実

施していくか。最終的に進捗率や達成率が計りやすい具体的な表現の作りがいいよ

うに思います。 

というのは、今回の９期の中でいくと、（1）介護予防に地域支援事業の中にいろ

いろな予防事業が入っていると思います。それとは別に（4）自立した生活の維持・

推進、介護予防・生活支援サービスの基盤整備、一般介護予防事業の推進。それから

（5）認知症や権利擁護、システムを支える体制。こういったところはほとんどが地

域支援事業の枠で括られているわけです。それが８期では地域支援事業の推進とい

うことで（5）の 5で括っているわけです。それを今回、9期では分散して持ってき

たのはどういうことかということと、それによって進捗率と達成率が計りやすいの

かどうか。要するに保健センターや、包括ケアの実際に事業をするほうと連携が取

れるのか。そのへんの組み立てについて聞きたいです。 

平岡課長 おっしゃるとおり、地域支援事業について、施策は 4と 5に分けています。分け

た理由は先ほども触れましたが、予防という部分で、重度化していかないようにと

いうことで予防事業が大切だ、ここに力をいれることが大切ではないかということ
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で、8 期には 1 項目であったものを 2 つに分けて、あえてここを充実させていきた

いという方針でいます。 

1 の介護予防の推進もいま触れられましたが、こちらについては健康づくり課の

事業と連携を取っていく事業となります。 

奥川委員 そうすると、8期の中の地域支援事業を、いま課長が言われる、4と 5の中で細分

化して、そこを重点的にやっていくということですか。 

平岡課長 そのとおりです。 

奥川委員 わかりました。 

石川会長 ほかにどなたかいらっしゃいますか。 

施設整備のことです。第 7 期、現在進行中ですが、計画で施設の充足が図られて

いるということになっています。これは十分なのでしょうか。 

川村課長 施設整備についてですが、特別養護老人ホームと介護老人保健施設、また介護医

療院について、この計画を策定しながらもう一度、検討していきたいと思います。 

石川会長 箱モノの定員や充足率等が一覧表になっているものがあるとわかりやすいといつ

も思います。ぜひお願いしたいと思います。 

近藤委員 事務局にお聞きします。焼津市の第 6 次の総合計画があります。これは市長が各

関係部門といろいろ計画しています。保健福祉協議会のほうとしては第 6 次の中で

例えば何を今回、推進していくかという項目は挙げているわけですか。もし挙げて

あるようでしたら、そういった項目に対しての進捗状況を事務局からある程度フォ

ローをしていると思うのですが、そういった報告も兼ねてやっていただきたい。私

は最初にできた頃に関わったのですが、そのへんがちょっとわからないところがあ

るのでお聞きしたかったのです。 

川村課長 市の総合計画の中でも、もちろん目標値等はあります。総合計画とは齟齬のない

ような形を取るのはもちろんです。次回、そういったところをまたご説明できたら

と思います。 

巻田委員 初めて参加させていただいたので全く初歩的な質問になるかと思いますが、教え

ていただきたい。 

いただいた資料はどなたが作っているのか。行政で作っているわけですよね。そ

うすると、いろいろコメントをしながらいろいろ人の意見を聞きながらお作りにな

っているとは思うのですが、そういう場はどこにあるのかをまずお聞きしたかった

ことと、こういう資料は何をもとにできてきたか。これは結果の資料であって、例え

ば「こういうふうにしたほうがいいのではないか」とか「ああいうふうにしたらいい

のではないか」という意見を討議する場はどこかにあるのか。それをお聞きしたか

ったことが 1つです。 

それといろいろな結果、報告等があるのでしょうが、ではそれをもとにしてどの

ようにしていったらいいのか、誰がやるのか、どういうふうにしてやるのかという

ものを検討する場があるのかどうか。全く初歩的な質問で申しわけなかったのです

が、そのへんをお尋ねしたいと思います。 

川村課長 ほほえみプランについては、現在、ここに集まっていらっしゃる協議会の委員に
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事務局で作成したものを協議会にお示しして、ここで審議・協議をしていただいた

ものをもとにさらにこちらで作成していく形になります。そこで素案ができあがっ

たものを市長から協議会に諮問して、協議会からまた市に提示して最終的な案がで

きることになっています。 

巻田委員 いまのシステム的なことはわかったのですが、では「そのような場でどのような

意見が出たのでこういうふうになったのだ」といった説明があると、もっとわかり

やすいと思うのです。 

川村課長 前の計画からやってくると課題なりが出てきます。その課題なりをもう一度、計

画の中で見直して次の計画にまとめ上げていく形になっていくと思います。 

巻田委員 それは事務局でそういうふうにまとめていただいたということで解釈してよろし

いですね。 

川村課長 先ほどもご説明したアンケート調査は、3年に一度、国の統一したアンケートです

が、その統一したアンケートの中での資料をもとにして、どういった施設整備が必

要なのかということも検討しています。 

壁下戦略監 補足させていただくと、焼津市に限らず、全国的に 3年に 1回、保険料の決定、

見直しがあり、新しい計画を作ります。 

国も県もこの時期に合わせて介護報酬や診療報酬のデータをとりまとめたものの

焼津市分を焼津市にくれます。それをもとに現状を分析して、他市との比較などを

行ったうえで、市でその結果を皆さんにご報告しながら、「課題となったものを解決

するためにはこういったことを進めたいと思いますが、いかがでしょうか」という

ことでこちらの協議会にお諮りして、皆様のご意見をいただいたうえで素案を作っ

ていきます。 

さらにそれをパブリックコメント、一般市民の方のご意見をいただきながら、最

終的に市が決定したものを、今度は市民の代表の方々でなる市議会に条例の改正と

いう形でお諮りしていくことで作っていきます。案はいろいろな施設の関係者など

のご意見をいろいろな場所で伺いながら、市が作ります。それをいろいろな手続き

を踏みながらご了解いただきます。 

その中で、一番専門的なご意見をいただく場がこの運営協議会です。普段の運営

協議会は、作った計画の進捗に問題がないかをチェックして「こうしたほうがいい

のではないか」といったご意見をいただく場だとご理解いただければと思います。 

滝澤委員 さわやかクラブの滝澤と申します。さわやかクラブは老人クラブですが、いま老

人クラブといいません。さわやかクラブといっています。 

「生きがいを持ち社会貢献できるまちづくりの推進」というところで、私たちの

老人クラブというのはたぶん貢献を期待されているのではないかと思います。「老人

クラブは、高齢者の生きがいとなる活動や健康づくりを進める活動を行うなど、多

様な活動の場づくりの取り組みを行っています」。これはたしかです。「このような

介護予防や地域交流につながる活動を円滑に進めることができるよう運営を支援し

ます」とあります。これはもう少し具体的な話をしていただけないかと思います。ど
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ういうことなのでしょうか。 

平岡課長 ただいま読んでいただいた、健康の計画に載せてある内容のとおりだと思います。

いまおっしゃったとおり、「生きがいづくり」というところにさわやかクラブさんの

活動も含まれています。方針としては円滑にというのは変わらないのですが、今期

の新しい計画に向けてそこをどのようにしていくかは、課題等を抽出したうえでご

意見をいただきながら決めていくものになります。 

滝澤委員 こちらから要望をして「こういうことができますか」ということができるような

体制なのでしょうか。あるいは、そういう話し合いをして進めていくという形でい

いのでしょうか。これは市の施策だから、私どももなるべくその体制に基づいてク

ラブの運営をしています。市のほうで支援をしてくださるということですが、具体

的にどのような支援をしてくださるのか、お聞きして理解したいと思っています。 

平岡課長 現在も支援をしている部分はいくつかあるかと思います。今後の方針については、

計画として市の方針の中にさわやかクラブさんも同じ方向を向いて進んでいただき

たいということでお示しをしたものなので、今後の要望をいえば叶うということと

は違うと思います。個別の「こうしたほうがいい」というご意見は、また新たな計画

の中でどういう形で反映をさせていけるのかは協議をしていきたいと思います。 

滝澤委員 結局、「生きがいづくり」が老人にとっても大事なのです。たしかにそういう面で

は大事です。私どもはそのことについていろいろな活動をしていますが、市と連携

をしながらその活動を進めていきたい。そういうときに、支援していただくことは

必ずしも物質的なものではなくて、例えば「こういうアイデアがあります」というも

のでもいい。 

現在、老人クラブは人数がものすごく減少しているのです。高齢化が進んでいて

役員のやり手がないとか、だんだん少なくなっているのです。そうすると、「健康」

を進めるにも、老人が少なくなってきています。私たちは健康教育もやっています。

それから社会教育、要するに社会参加をする寿大学など、いろいろなことをやって、

お年寄りの生きがいづくりに関与しているわけです。100 歳までみんなで仲良く、

地域で楽しく生活していこうというスローガンを持っています 

そういうことに対して、市から「こういう講演会がありますよ」とか「こういうも

のがありますよ」といった具体的なものがあれば、それに賛同して私たちも進めて

いきたいと思っています。そういうことがもしあれば、ぜひ出していただきたい。た

しかに支援していただいているのですが、もう少し具体的なものがあればなと思っ

たのです。 

平岡課長 ありがとうございます。今後、検討させていただきます。 
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高橋委員 焼津市薬剤師会の高橋です。今回から出席させていただくようになりました。ま

たよろしくお願いしたいと思います。 

高齢者世帯の状況で、今後、高齢者の 1 人暮らしの方が増えていくというご説明

をいただきました。それに則って、第 9期ほほえみプランでは、高齢者の 1人暮ら

しの世帯が病気にならない、介護にならないような予防施策が基本方針になってい

る。前回に比べて、そのへんが重点に置かれたと推察しています。あと前回の計画に

比べて、災害や感染症等の発生に備えた体制整備ということが具体的に盛り込まれ

ました。このへんはコロナの感染症も含めてとても大事になってくると思っていま

す。ぜひこのへんをしっかりとした施策としてやっていただきたいと、今日の説明

を受けて思いました。 

薬局、薬剤師会もトリアージの訓練をやっています。災害に関しても、地域のステ

ーションとして活用していただいて市の施策の中に盛り込んでいただければ、私た

ちも皆さんのためにお役に立てるかなと思っています。感染症に関しても、薬局、薬

剤師を利用していただければと思っています。 

岡村委員 私は自治会のほうから参加させていただいています。 

先ほどさわやかクラブの方のお話にありましたように、最近は手前どもの自治会

の中のさわやかクラブさんもそうだしミニデイの組織についても、いまボランティ

アでやってくださっている方たちがだんだん高齢化していって、そこに参加してい

る人たちもなかなか若い人が入ってこないのでどんどん縮小していっているので

す。一方では、支え協議体という組織で、居場所づくりや困っている人たちの支援を

どうしていくかということを議題にしている会を持っています。そうしておきなが

ら、他方では、先ほど申し上げたように、どんどん縮小してしまっている現象も起こ

っているわけです。そして自治会の活動そのものも役員になってくれる人がなかな

かいない。そして民生委員もお願いにいってもなかなかなってくれない。消防団員

を頼んでもなかなかなってくれない。うちのほうは、火事があっても団員が少ない

のでポンプ車が出動できないこともありました。そういう意味では、自治会の中で

も非常にいろいろな問題を抱えているのが現状です。 

この協議会も、2025年問題もそうだし、ますます老齢人口が増えていって医療や

介護の費用がどんどん増えていかないように、健康づくりや生きがいを持って皆さ

ん暮らしていきたいということで、こういった資料を作ってやっていくことは十分

理解できます。では具体的に 1つ 1つの項目をどのようにしてやれば、いかに大勢

の人がそういうことに参画して活動してみんなが健康で生きがいのある生活を送る

か。中野市長は、「100歳までみんな生きるよ」「いまの人たちは実年齢から 20歳ぐ

らい若いのだから、まだまだ頑張れ」ということをしょっちゅう言います。 

こういう資料を作っていただくことはもちろんいいのですが、具体的に 1つ 1つ

の項目をどのようにやっていくか、どういう人たちに参画してもらってやっていく

かという、もっと具体性のあるものを作っていただけると実態に合った活動ができ

るのではないかと思うのですが、市の職員におんぶにだっこで、たたき台を作って

もらって協議するといっても難しいでしょう。 
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いずれにしても、介護保険料もどんどん高く改定していかないと成り立っていか

ないこともあるでしょう。そういう意味では、国全体のこともそうですが、焼津市と

して、これから高齢者はますます増えて人口は減少する時代にどうやって暮らして

いくかということに対して、いろいろな方面から意見を募って作りあげていくべき

ではないかと思っています。 

石川会長 ありがとうございます。たくさんの意見をいただきました。高齢者が増えてくる

と老人クラブにみんな入ると思っていたのですが、そういうシステムではないので

すね。何歳以上になったら入るという決まりはあるのですか。 

滝澤委員 あります。60歳以上は入れることになっています。 

石川会長 還暦になったらもう入れるのですか。 

滝澤委員 そうです。規約ではそうなっています。ただ、いま実態が変わってきて、60歳と

いうと働いているし、60歳を老人といわないです。でも、60歳から入れるクラブと

紹介しています。 

石川会長 会費はいるのですか。 

滝澤委員 地域に基本のクラブがあって地域で決めていますが、1年間に大体 2,000円です。

いま地域に所属しない人が直接入ってきているのですが、実はその人たちがたくさ

ん支援してくれます。ですから、そういう方々にうんと入っていただければ、いろい

ろな支援や健康の教室、交通教室、生涯学習などができるわけです。中野市長は交通

の会議に出ると、「老人会さん、こういう交通事故が起きているから、ぜひそれをみ

んなに知らせてほしい」「老人会だけではなくて、地域の人に知らせてくれれば補助

金を出します」と言います。 

焼津の 65歳以上の人口は 4万人以上いるわけです。しかし、老人の要望の多様化

が起こりまして、どうしても入ってこないのです。また、自治会連合会の岩崎会長に

も今度お願いしてもっと入っていただいて、そこで健康や福祉についてもっと深め

ていきたいと私たちは思っています。老人会に入ると食べたり飲んだりして楽しく

やる。そういう会だけではありません。健康と奉仕と友愛。それぞれ訪問したり、お

年寄りの見守りもやっています。3つの目標を持って私たちは活動しています。 

この中にも、さわやかクラブとか老人会とたくさん書いてあります。私は大変う

れしく思っています。ぜひ市とうまく連携をしてそういう方向に進んでいけるよう

に、皆さんのご協力をお願いしたいと思っています。 

石川会長 今日は来てよかったと思います。自治会の悩みやさわやかクラブの悩みがよく聞

けました。行政の方とこの方たちが向き合っておしゃべりする時間、いわゆるヒア

リングができているのかどうかというのですが、個別でいいのです。こんなに大き

な会でなくても、訪問してお話を聞くという機会を増やしたらどうですか。現場の

声はそうしないと上がってこないと思うので、ぜひ私からはお願いをしたいと思い

ます。 

（その他、新型コロナウイルス感染症にかかる委員からの情報提供等） 

【閉会】  

 


