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令和２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 

 

 

１．日  時： 令和２年 10月 30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、飯原有紀子委員、岡谷榮三委員、 

岡村正昭委員、奥川清孝委員、押尾正子委員、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、原孝恵委員、巻田達央委員 

（欠席者）なし 

（事務局）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、 

藪崎事業者指導担当係長、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、 

鈴木保険給付担当主査 

池谷健康づくり課長、八木成人保健担当係長 

４．次  第 

（１）開会 

（２）挨拶 

（３）議事 

・第９期ほほえみプラン 21の策定について 

（４）閉会 

５．配布資料 

資料１  基本方針と基本施策及び関連して結びつく事業について 

資料２  介護サービス基盤整備の推進 

事前にいただいた質問 

 

＜議事録＞ 

開会  

川村課長 定刻となりましたので、ただいまより令和２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いたします。私は司

会を務めます、介護保険課の川村です。よろしくお願いいたします。 

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いたします。 

挨拶  

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
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委員の方のテーブルには委嘱状を置かせていただいています。交代された委員の方

のお名前を紹介させていただきます。 

原孝恵委員。 

飯原有紀子委員。 

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

並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 第９期ほほえみプラン 21の策定について 

 基本方針と基本施策及び関連して結びつく事業について 

石川会長 資料１をごらんください。基本方針と基本施策と結びつく事業ということで、(1)

番から(7)番まであります。(1)番目が「介護予防・健康づくりの推進」、(2)番目が「生

きがいを持ち社会貢献できるまちづくりの推進」、ページをめくって(3)番目が「安全・

安心のまちづくりの推進」、(4)番目が「生活支援の推進」、ページをめくっていただ

いて(5)番目が「高齢者を支える事業・ネットワークの充実」、最後のページが(6)番

目、「介護サービス基盤整備の推進」、これについては資料２がついていると思うの

ですが、最後が「介護保険事業の円滑な運営」にはどうすべきかというようなことが

書かれております。 

では事務局に説明をお願いします。 

（事務局） 事務局から説明 

 介護サービス基盤整備の推進 

（事務局） 事務局から説明 

 事前質問への回答 

川村課長 資料については以上ですが、この資料について委員の皆様から事前にご質問を受

けておりますので、そのご質問について事務局から回答させていただきます。 

（事務局） 事務局から説明 

石川会長 質問に答えていただいて、押尾委員と林委員、いかがですか。わかりましたか。 

林委員 何となくわかりました。 

石川会長 大丈夫でしょうか。 

押尾委員 ありがとうございます。 

審議  

石川会長 さて、40 分たったのですが、ほほえみプラン 21 の８期とありますよね。これで

チャプターがあって、順番がちょっと変わってくるのですが、それは何か意味があ

るのですか。第１章、第２章とありますよね。その中の順番は、これは問題なく。ど

のような方針で順番を変えているのか。特に意味はないのですか。 

平岡課長 前回、基本方針を出したときに、そのつくりとして上から、きっちりはなっていな

いかもしれないのですが、(1)番の健康づくりというところに対応する対象者は、元

気な高齢者ですというお話をしました。元気な高齢者が介護に陥らないための介護

予防ということで、(1)番に介護予防を持ってきたものですから、(4)番にあった介護

予防の分を上に持ってきまして、４番と５番を逆に合わせた形にしています。 
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石川会長 結構です、順番が１、４、３、２、５、６、７と、順番が何で変わったのかなと。

それだけです。 

壁下戦略監 新しいほうをごらんいただきたいのですが、順番につきましては、高齢者の方で

もいろんな方がいて、いろんな段階があるということで、まず市のメッセージとし

て、最初に介護予防と健康づくりをもってきたのは、ぜひいつまでもお元気で、住み

慣れた地域でできるだけ暮らしていただきたい、そこに力を入れていきますという

ことで、介護予防・健康づくりと合わせた形で、特に一体的実施ということに力を入

れてまいりますので、（１）にさせていただいております。 

(2)の生涯学習とまちづくりにつきましては、高齢者の方も分け隔てなく環境、基

盤を整備するという意味で挙げております。(4)の生活支援については、在宅で生活

していかれる上で必要な支援をご本人、あるいはご家族の方に対してするというこ

とで、そこから後は地域支援事業とかネットワークということで、どちらかという

と要支援や要介護、本当に介護保険のサービスを必要とする方々のサービスについ

て順を追って整理したという形で、簡単に言うとお元気な方から一番介護を必要と

する方々と、順に章立てをして、いろんな整備の方向性を出していきたいというふ

うに事業を組み立てております。 

石川会長 わかりました。ありがとうございます。 
新しく委員になられた原委員と飯原委員は、ちょっとわからないところがあると

思うのですが、今日はどちらかというとざっくり、細かい文言についてはまた次回

ということで、細かい字がバーッと出てきますので、皆さん方に読み込んできてい

ただいて、会に参加していただきたいということなものですから、まず、この基本施

策に結びつく事業で、特に何か皆さんの中で、これはおかしいぞとか、ここはこうし

たほうがいいんじゃないかとか、もう少しこれを変えたほうがいいんじゃないか、

何かそういうご希望等ありましたら、ぜひ手を挙げていただいて。 
はい、どうぞ。 

谷委員 ４番目の介護人材の確保・育成というところで少しご説明いただきたいと思うの

ですが、この人材の対象というのが、どういう人たちを対象にしているのか。という

のは、今どの地域でも、どの施設でもと言ったらいいのでしょうか、外国人の介護士

の受け入れを積極的にやっている中ですので、そういった中で焼津市としては、そ

ういったお考えがあるのか。またこれは個人的な意見になるのですが、元気な高齢

者の方にもぜひ、介護に興味がある方がいらっしゃいましたら参加していただきた

いなという思いがあるのですが、対象についてはいかがお考えでしょうか。 

川村課長 介護人材の対象ということですが、先ほども私が説明いたしました、介護の入門

的研修については、主にリタイアされた方、60代近い方について勉強していただい

て、介護施設に入っている方のより身近な、年齢が近い方になりますので、そういっ

た方、元気な高齢者を対象として入門的研修をやっているところです。もちろん外

国人人材についてもこれから考えなければいけないことだと思いますので、そこの

ところも同じように併記して、こちらのほうへ書いていければなと思いますが、そ

こはまた谷先生のお考え等をお聞きしながらやっていければいいなと思いますの
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で、よろしくお願いいたします。 

石川会長 ほかにはどなたか。どうぞ。 

押尾委員 資料１の(4)の「生活支援の推進」というところがあるのですが、右のほうで介護

予防訪問介護相当サービスというので、訪問型サービス A、サービス C、通所型サ

ービス Aというふうになっていますが、これはどんな違いなのでしょうか。 

平岡課長 訪問型と通所型があるのですが、まず、介護予防訪問介護相当サービスというの

は、訪問介護員が居宅を訪問しまして、ご本人の能力に応じて入浴、排泄、食事など

の身体介護を含む生活援助を行うものです。 

訪問型サービス Aというのは、同じように訪問介護員がお家を訪問しまして、調

理とか掃除などの家事を利用者さんと一緒に行います。ごみの分別ですとかごみ出

し、重たい物の買物の代行ですとか同行といったような、主に生活援助を行うもの

です。 

訪問型サービス Cにつきましては、要支援の状態からの卒業を目指して、期間が

決まっていまして短期集中型で、３か月から６か月間、管理栄養士などの専門職が

お家を訪問して、機能改善に向けた相談、指導を行うものです。 

今度は通所のほうですが、介護予防通所介護相当サービスというのは、施設で入

浴、排泄、食事などの介護や日常生活上の支援、それから生活機能の向上のための訓

練、レクリエーションなどを日帰りで提供するサービスになります。 

通所型サービス Aは、比較的心身の状態が安定している人が対象で、心身機能の

向上のための運動とかレクリエーション、趣味の活動を提供して、社会参加を促す

という種類になります。 

通所型サービス Bにつきましては、住民主体の通いの場で行う支援で、趣味の活

動ですとか体操などを、閉じこもりの予防とか社会参加の目的で場を提供するもの

になります。 

通所型サービス Cにつきましては、これは先ほどの訪問型サービス Cと同じで３

か月から６か月の短期集中サービスで、要支援状態からの卒業を目指しての運動器

の機能向上ですとか栄養改善、口腔機能の向上プログラムなどを行うものになって

おります。 

石川会長 ありがとうございました。ほかにはどなたか。 

奥川委員 介護保険の在宅サービスの関係がやはり一番重要な部分だと思うのです。計画を

作っていくに当たって、先ほどの課長の説明だと、課題はいろいろあるでしょうけ

れども、実績に基づいて、その実績が伸びていれば増やす、減れば減らすという考え

方だと思うのです。計画の中ではやはり市の方針というか、必要なところは増やし

ていく、ただ自然増で見ただけのやり方ではなくて、必要性のある、市の方針でこう

いう方向へ進めていきたい。意図的にこういうところをやっていくべきだ、そうい

うものが課題として挙がってきているのであれば、そういうものの数値を、ここは

３年間の計画期間なので、１、２年はいいにしても３年目には多少増やしていかな

ければならないという、メリハリのある考え方を入れたのかどうかということを聞

いてみたいと思うのです。今一番必要としているのが定期巡回・随時対応型訪問介
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護看護、ひとり暮らし老人がこれから増えていく中において、あるいは高齢者世帯

が増えている中においては、この辺は非常に力を入れていかなくてはいけない部分

だと思うのです。今この 100 という数字を何とかこなしているということがあるの

でしょうけれども、これを令和 5 年度には倍ぐらいに、どうしても増やす必要があ

ると思うのです。そういう部分をもう少しめり張りを持った計画ができるように、

検討なり研究していただけるとありがたいと思います。 

石川会長 焼津市独自の、こうやっていきたいという目標、何か一つ色を出していただけれ

ばいいかなというのは、うちの医師会の谷口副会長も言っていましたので、よろし

くお願いいたします。 
ほかにはどなたかございますか。 

川村課長 定期巡回についてなのですが、実際に今、実績として載っている部分、令和２年

度、84という数字で載っておりますが、これについては事業所が焼津にあるわけで

はなく、藤枝市にある地域密着の事業所に入られている方、焼津市の住所地特例の

方になります。その方が使っているという形であるわけで、実はこれは焼津市とし

ては０ということになります。定期巡回についてはやらなければいけないというこ

とで考えておりますので、ここに載せております。定期巡回については、公募になり

ますが事業者を募集して、実際、今の計画でも公募はしているのですが、事業者がな

いということがありました。ですので、次回の事業計画についてはもう少し公募が

しやすい形で何か考えて、事業者が見つかるようにしていきたいと思っております

ので、そこは考えております。 

奥川委員 そうすると、０から約 200に増やしたという考え方でいいんですね。 

壁下戦略監 補足させていただきますと、資料２の４ページ、先ほど川村課長が説明したとこ

ろですが、施設サービスから地域密着まで表がありますが、今ご質問があったのが

下から３つ目の定期巡回・随時対応型訪問介護看護ということで、これは今説明し

たように、現在の計画でも１か所、ぜひ焼津で展開したいということで挙げており

まして、給付には見込んでいたのですが、公募しても事業者がない、来てくれなかっ

たという状況です。ですので、引き続きということになります。 

同じようにその下の小規模多機能、看護小規模多機能につきましても募集をかけ

ますが、看護小規模多機能については、これもやはり現在、もう１か所ということで

募集をしたのですが、残念ながら応募がなかったと。看護については従前、２か所あ

ったものが、今の計画期間中に１か所になってしまいまして、これでは困るという

ことで新たな整備を考えております。こういった形で、先ほど石川会長のご挨拶に

あったように、在宅の医療、看護、介護に関係する、先生方が訪問診療をやってくだ

さる一方で、本来、その人たちを支えるサービスですので、ここの充実をしていかな

いと今後なかなか難しいということで挙げております。一方、上の老人福祉施設あ

るいは老健施設、特養、老健、介護医療院については、石川会長は箱という表現をさ

れましたが、こちらについては前計画までに整備を進めて、遅れたものもあり、未稼

働のものも一部ありますが、焼津市としてはそこの整備は当面いいという判断で、

施設については様子見をしながら在宅系のサービスを何とか増やしていきたいとい
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う方針で、具体的な計画についてはもうちょっとそこが見えるような、メッセージ

が発せられるような表現を工夫していきたいと思います。 

奥川委員 わかりました。ありがとうございます。今、壁下戦略監から説明していただいて、

非常に熱心に力を入れてくれているのですが、もう１点、介護タクシーが、アンビ・

アさんがやっていたのですが、撤退してから全然動きがない。介護タクシーも高齢

者のこの計画には直接はあれでしょうけれども、ちょっと工夫してもらえるとあり

がたいと思います。 

壁下戦略監 介護タクシーについては、焼津市は、アンビ・アさんが事業者としてやってくださ

っていたのですが、市としてもアンビ・アさんほかタクシー会社にはいろいろお願

いはしていました。しかし、結局、ドライバーの方の確保、今まではドライバーの方

がホームヘルプの研修を受けて、介護タクシーということでここ十何年やってくだ

さっていたのですが、そのドライバーさんたちが高齢化されてしまって、おやめに

なった後、結局補充が、タクシーの運転手さんも高齢の方が増えていて、補充が思う

ようにいかない中で、なかなか介護タクシーまで手が回らないというのが実際のよ

うです。結局、採算も人材の確保も難しいということで、これは焼津市に限ったこと

ではないのですが、高齢者の方の足をどういうふうに確保していくか。買物ももち

ろんそうなのですが、通院ですよね。通院ができなくなると訪問となるのですが、や

はり通院できるうちは通院できるような足の確保を考えていかなければいけないと

思っていますが、今言ったようにタクシー会社さんには期待できないというのがわ

かってきているものですから、そこをどうするか。ちょっと考えていかなければい

けないと思っております。 

奥川委員 往診について、医師会は、前向きなのか、前向きじゃないのか、どちらでしょう

か。 

石川会長 前向きな先生もいますが、私は今、大体月 60人ぐらい、個別に 30軒、あと施設

で 30人ぐらい行っているのですけど、この辺でもうめいっぱいですよね。 

壁下戦略監 個人の先生では石川先生が市内で一番、在宅診療に取り組んでくれています。 

石川会長 すみません、介護タクシーはそうすると焼津の人はどこに頼んでいるのですか。

藤枝のタクシー会社ですか。 

川村課長 今、地域で一番大きいのが志太交通です。これは藤枝市にあるタクシー会社です

が、ここが８台、介護タクシーを持っています。その次が焼津市にあるリボンタクシ

ー、ここは４台持っております。焼津市民については６割方、リボンタクシーさんを

使っているところで、３割ぐらいが志太交通さんだったかなと思います。逆に藤枝

市に行くとこれが逆転するわけで、志太交通さんが７割ぐらい。これは地域の課題

ということになっておりますので、藤枝、島田、焼津の３市でこれからどうしようか

ということは話し合っておりましたが、まだそのときは志太交通さんに何とかやっ

ていただくようなお願いをしていたのですが、その後、志太交通さんについては撤

退するというような方向があって、またちょっと３市で考えていかなければいけな

いのかなということもあります。 

岡谷委員 それは、経済的な面で撤退なのですか。補助金を出したりしてあげれば継続でき
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そうなのですか。 

川村課長 補助金という考えがあったのですが、タクシー事業のほうが経済的に回っていか

ないという形で、撤退という話になっているのかなと思います。先ほど戦略監が言

ったように、高齢者のタクシードライバーが多いということで、新しいタクシーの

担い手がいない中で、タクシー事業自体が、昨今のコロナによって事業ベースも下

がっているものと思いますし、介護タクシー事業については時間が制約されるもの

でして、1人の要介護者を自宅から病院に連れて行って、おろして介護をして病院で

上に上げていくというようなことあります。また、往復になりますのでそれを 2 回

やらなければいけないことになりますので、介護タクシー事業については時間もか

かるということで、制約が志太交通のほうはあるという話を聞いております。 

石川会長 どこかそういう専門の業者が立ち上げてくれたらいいなと思うのですけどね。や

ってくれるところがないですかね。 

壁下戦略監 県内のほかの地域、山間部を抱えているようなところについてはもうずっと先へ

進んでいて、タクシーも来てくれないという状況の中では、移動支援ということで、

先ほどちょっと買物支援の説明がありましたが、ＮＰＯだったり、地元のボランテ

ィアさんが町とか市が用意した車を運転されて、いわゆる町まで送り迎えして、必

要な介護もするというのが始まっています。ただ、焼津の難しいところは、平らで、

海がありますけど四方に開けていて、移動できる方も多いのですよね。一部の方の

ためにそれをやろうとするとどういうルートがいいとか、どういうパターンがいい

ということで、そこがなかなか決め切れないというのもあると思います。そういっ

た中で今回の計画にも、先ほどの説明にもありました、ささえあい協議体という、地

域で見守りをやったり、いろいろする協議体を作って、その中でお話ししていただ

いて、どことどこへ自分たちで何とかやれるようにしようという、民間ベースの取

組が始まってくれるのが一番いいかなと。市でこういうふうにと言うと、公共交通

と一緒で廃止されるのはどこだとか、どこができるとか、なかなかバランスがとれ

ないものですから、責任逃れじゃないですけど、そういった取組が始まることを何

とか支援できればと考えているところです。 

石川会長 ありがとうございました。 

どうぞ。 

滝澤委員 生活支援の推進の３番の、地域住民による生活支援ですが、その中に、今まさにそ

の話をしていたのですが、「協議体による地域の課題解決やコミュニティづくり」、

これがすごく大事で、今とてもこの問題について、地域で、市のほうも社協のほうも

大分力を入れていて、介護保険が変わってからこういう地域の支援というのが大分

盛んになってきています。そういう研究もなされていますが、ここにある「協議体に

よる地域課題解決やコミュニティづくり」とか、それから「見守り、買物支援等の移

動支援」、これはお年寄りの人たちにとって、弱者にとっては大変重要なことなので

す。実は私たちのさわやかクラブは、友愛訪問活動という形で今、やらせていただい

ています。買物に行ったり、お手伝いをするというのもやるのですが、港地区ですと

地域の支援対策として、地域のコミュニティを作り始めているのですね。そういう
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支援が多分、この内容だろうと思うのですが、果たしてそうなのかちょっとわかり

ませんので、その辺をお聞きしたいのですが、どういうことをなさろうとしている

のかということですね。 

平岡課長 今、港地区でというお話がありましたが、ちょうど港地区にも協議体を作ろうと

して動いていらっしゃるというのは聞いております。今おっしゃってくださったよ

うに、地域のコミュニティづくりの一環として市内に９か所、中学校区になるので

すが、そこに 1つずつ協議体を作るように。 

滝澤委員 今、できつつあるということですか。何か所ぐらいあるのですか。 

平岡課長 あと 2つできるので全部で 9か所になります。今まだ作っている途中なのが焼津

地区と港地区の 2 つになります。ほかは一応完成ということで動き始めている状態

です。 

壁下戦略監 完成といっても地域の方々が協議体を作ることに合意してくださって、いろんな

議論を始めて、この地域にとってはどんな事業が必要かということを言ってくださ

って、いろんなところへお声かけして実現できるように始めてくださっているとい

うことです。先ほど言った港地区と焼津地区は、その協議体を作りますよという地

域での合意を今、いろいろご説明して得ているところです。その協議体のお世話を

するのが、この A３横の資料の、今おっしゃってくださった３の一番上にある生活

支援コーディネーター、これは社協の方が、うちの場合はやっておりますが、いろん

なお世話役として地域づくりに貢献するという格好になります。 

滝澤委員 これからはそういう支援というのが非常に大事なものですから、そういう支援を

応援していただけるような形で進めていただければありがたいと思います。よろし

くお願いします。 

奥川委員 この協議体をこれから進めていく話なのですが、地域の自治会組織がありますよ

ね。こういうところの理解をいただいて進めるということが、非常に早い進め方じ

ゃないかなと思うのです。協議体が実働部隊になるべきものだと思うので、その実

働部隊が動くには、地域の自治会のコミュニティの活動の一環として、自治会が力

を出していただく、老人クラブ、さわやかクラブも大分少なくなってきたのですが、

自治会の中で高齢者の活躍を生かしていくということでもう少し連携がとれれば、

より効果が出るのかなと思います。 

壁下戦略監 おっしゃるとおりだと思いますが、ただ自治会のほうも地域によって差があるも

のですから、やはりその地域で一番頑張ってくださっているところを中心に、あと

もう一つは市のほうで公民館の在り方についてもちょっと検討しておりますので、

トータルの中で、この地域はここの方々に、さわやかクラブにも当然、頑張っていた

だかなければいけないのですが、地域によって地域資源が違います。そこをよく皆

さんでご議論いただきながら、メンバー構成とか主力を決めていくということにな

ろうかと思います。確かに自治会が以前みたいに何でもやってくれる時代はよかっ

たのですが、今、そういうふうにいかないところもありますので、その辺はやはり地

域ごとということになろうかと思います。 

奥川委員 そういう意味においては、今日、近藤さん、公運審の会長さんもいらっしゃるので
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すが、公民館は社会教育の場だという頭が非常にあるのですよね。公民館活動は一

生懸命だけれども、それが地域福祉とか、そういう部分と一線を画している部分が

あるので、焼津市の自治基本条例の中でもいろいろ連携、役割というものを言って

いるので、自治基本条例の精神なり、そういうことをもう少し分かりやすく市民に

説明すればいいと思います。その上で、各団体が役割を持って市民参加で協働して

もらう。そういうことを打ち出していかないと、なかなか横からの口出しを、行政と

いうのはできないと思うのです。その辺が一つの突破口じゃないかなという気がし

ています。 

近藤委員 今、事務局と、奥川さんが言われるように、ちょうど今、大富地区が地域協議体と

いうのを２か月に 1 回ぐらい、公民館に集まってその状況を、大富の場合は自治会

が 3 つありますので、３つに来ていただいて、話し合っているところです。私はボ

ランティアで、これから団塊世代の人たちも後期高齢で非常に増えてくる、その辺

も踏まえながら地域の公会堂を使ったり、そういうところでお互いに高齢者の居場

所づくり、それからスタートして、その居場所づくりをお手伝いしてくれるスタッ

フを増やすことができないかを考えています。今やっているミニデイとか、こちら

にいるさわやかクラブさんに負担がかかり過ぎる、ウエートがかかり過ぎて申し訳

ないですが、その辺をもっと地域全体で、そういう人たちがだんだん増加してくる

からやっていこうということを今、考えています。ただ、人材を少し、じゃぁやろう

かといって 1人、2人では大変だと思いますので、もうちょっと集まって、一度ミニ

デイをやっている人とか、さわやかクラブさんで応援している人を集めてお互いに

お話をしたらどうかなということで、今考えております。 

以上です。 

石川会長 ありがとうございました。前にも私、言ったのですが、現場の声をもう少し上げ

て、ヒアリングしてもらってというのをしっかりやっていただきたい。 

岡村委員さん、どうぞ。 

岡村委員 奥川さんから今お話しいただいたのですが、私は豊田地区に属しておりまして、

豊田地区には３自治会、あります。その中でささえあい協議体というものをスター

トしておりまして、今やっていることは、先ほど大富の方からも話がありましたよ

うに、居場所作りからまず始めようということで、既に２か所、３か所の居場所があ

ったところに加えて、新たに３か所、居場所を作りました。そういうことを今やって

います。その前にもやはり、困っている人たちを助けようと、買物ですとか病院の足

代わりになろうというような話も出たのですが、一番の問題はやはり、ボランティ

アで、人が出るのはいいのですが、事故があった場合、保険をどうするの、誰が責任

を持つのと、非常に難しい問題に行き当たってしまいまして、そこはちょっと今、棚

上げ状態になっています。いずれにしましても居場所作りの話が一段落したら、並

行してやっていくのですが、それと同時にいろんな困った人をどうやって助けてい

こうかということも、これからどんどん進めていくつもりでいるのですが、ただ自

治会に任せればいいとか、何でもかんでも最近、自治会にということばかり言われ

て、自治会の役員はみんななり手がなくて、本当に今、人材がいなくて困っていると
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ころなのです。 

奥川委員 自治会も本当に大変です。私も今、自治会の副会長をやっています。よく分かるの

ですよ、言われることは。自治会で雇用しているコミュニティの職員に「地域のコミ

ュニティの職員です」という意識を持ってしっかりやってもらいたいと思います。 

石川会長 ありがとうございました。行政はいいですか、何か言うことはありますか。 

久保田委員 社協のヘルパーをやっているのですが、病院の送迎だとか買物というのも、確か

に支援の中に最近増えてきています。そういった支援をしていただけるというのは

ありがたいのですが、その中にもう一つ、ごみ捨てというのも入れていただけると

大変ありがたいと思っていて、配食サービスなどでお弁当の容器は来るんだけれど

も、それを分別して捨てるということが、高齢の方や認知機能が落ちている方はで

きないのですね。それをヘルパーが洗って仕分けてごみをまとめて出すという、仕

分けるところまではいいんだけれども、朝８時にごみ出しが来るために、朝８時に

訪問に入るということが結構あるのですね。こう言ってはなのですが、介護福祉士

のような専門職をごみ出しに使うというのは大変勿体ないことだと思っています。

もっと専門に関わるほうに回りたいところが、どうしてもごみ屋敷になってしまう

現状があるために、そちらも入らなければならないということが近年、多いもので

すから、近所の世話好きな人たちが、いいよ、ついでにごみを出すよみたいな感じ

で、ごみを気軽に出せるようなネットワークみたいなものが進んでいくとありがた

いなと思っています。 

岡村委員 それこそ今の話などは、ささえあい協議体で検討すべきことで、実際、それは出て

いると思うのです。ところが、例えば今のようなお宅に、当然上がり込まなければな

らないわけですよね。そうするとやっぱり、変な話ですが、そこで物がなくなったな

んて言われても困るものですから、そういう意味で、対象のお宅には誰がそこにボ

ランティアで伺うかということを決めたりして、ふさわしい人を選定していかなけ

ればならないと思うのですよ。誰でもいい、向こう三軒両隣で、手の空いている人は

いっぱいいると思うのですよ、私、ボランティアやりますという人は。ただその場

合、後から変な疑いを受けたくないというようなこともあるだろうし、難しいとこ

ろもあると思うのです。だから、あなたならいいよと言ってくれる人ならいいので

すけど、その辺のやりとりが、間に入ってくださってお互いに面接して、じゃ、あな

たにお任せしますというふうになればいいのでしょうけれども、そういう組織づく

りみたいなこともしなければいけない。 

久保田委員 定期的に担当者会議というのを、ケアマネジャーが主体になってあるのですが、

そういった場面に例えば入っていただいて、顔を合わせて今現在どういったことが

問題で、ごみがたまってしまっているんだとか、そういうカンファレンスというか、

担当者会議の場面に、たまに民生委員さんは入ってくださることがあるのですけど、

そういったところにそういう方も入っていただけると連携がとれるかなという気は

ちょっとしたのですけど。 

岡村委員 具体的に言いますと、どの地区でそういう人が必要だということがわかれば、そ

の地区に投げかけてボランティアさん募集というような形で、それは民生委員さん
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でも自治会でもいいのですが、そういうふうに具体的に話を進めていかないと、口

先だけでそういう人がいればいいなと思っていても、なかなか前へ進んでいかない

ものですから、具体的にするにはどの地区でどのような手助けが必要だとか、ごみ

出しだけでいいのか、買物の手伝いもしなきゃならないのか、病院に連れていった

りすることも必要なのか、いろいろあると思うのですけど、支援の方法。そういうの

を一つ一つ具体的に出してくだされば、そこでボランティアの人を募集するとか、

そういうふうにしていけばいいと思うのですよ。 

久保田委員 そうですね。 

滝澤委員 今の話ですが、さわやかクラブでは今、地縁づくりというのがすごく大事だと思

います。地域の、港地区も私、ささえあいの活動に出ていますが、やはり地縁づくり

をしていく。 

港地区もそうだし、ささえあいの活動ではさわやかクラブも、友愛訪問活動とい

って、ごみ出しのことについても触れております。チラシも作っていたりします。た

だ、今のところはやはり会員を中心としてやっていますので、まだ広くどなたにも

というわけにはいきません。でもその地域には必ず皆さん知っている人がいるわけ

で、そういう人に呼びかけていく、そういう組織を作っていくということが大事で、

知らない人がいきなり行きますと無理ですね、何しに来たんだということになっち

ゃいますので、やはり地域の知っている人にそういうことをお願いしていく。そう

いう人たちを巻き込んでささえあい活動を作っていく、そういうことが大事なんじ

ゃないかなと思っています。 

石川会長 ありがとうございました。 

時間が迫ってきました。よろしいでしょうか、皆さん。 

ここに来ていつも思うのは、いつも勉強になるということです。今日もいろんな

話が聞けて、頭が大きくなって帰れるのでとてもよかったです。また、皆さん来てく

ださい。よろしくお願いします。では事務局どうぞ。 

閉会  

川村課長 皆さんの貴重なご意見、ご議論いただきましてありがとうございます。今回の会

議をまた参考にして、こちらで案を修正していきますので、お願いいたします。 

次回の会議なのですが、12 月 17 日を予定しております。この会議については、

ほほえみプランの素案を作るような形にしていきたいと思いますので、それまでに

こちらで案を修正したものを皆さんにお送りして、これを２回ほどやり取りしたい

と思っておりますので、またご意見等をお出しいただきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

それでは、以上で令和２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閉会いたします。ありがとうございました。 

 

 


