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令和 2年度 第４回焼津市高齢者保健福祉計画推進協議会 

 第４回焼津市介護保険運営協議会 

 

 

１．日  時： 令和 2年 12月 17日（金） 午後 1時～午後 2時 20分 

２．会  場： 焼津公民館 大集会室 

３．出席者： （委  員）飯原有紀子委員、岡谷榮三委員、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、巻田達央委員 

（欠席者）石川英也会長、片岡洋平副会長、岡村正昭委員、原孝恵委員 

（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、 

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素案について 

（４）閉会 

 

５．配布資料 

資料  基第９期ほほえみプラン２１素案 

 

＜議事録＞ 

開会  

川村課長 定刻になりましたので、ただいまより令和 2年度 第 4回焼津市高齢者保健福祉計

画推進協議会、並びに第 4 回焼津市介護保険運営協議会を開会いたします。司会を

務めます、介護保険課長の川村です。よろしくお願いいたします。 

本日、石川会長、片岡副会長、岡村委員、原委員から欠席の連絡をいただいていま

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ますが、本日、急遽会長が欠席ということで、会長から事務局

のほうで議事進行をする指示がございましたので、議事進行については事務局のほ

うで進行させていただきますが、よろしいでしょうか 

 （異議なし） 

川村課長 ありがとうございます。では、議事の進行については健康福祉部長の増田が務め

させていただきます。 
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挨拶  

増田部長 皆様、改めましてこんにちは。健康福祉部の増田でございます。日頃は介護保険行

政の運営につきましてご協力いただきましてありがとうございます。先ほど司会か

らもご案内がありましたように、会長は今日、急遽欠席ということで、私のほうで議

事進行をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

議事 第９期ほほえみプラン 21素案について 

増田部長 それでは早速、議事に入らせていただきます。第 9期ほほえみプラン 21素案につ

いて、事務局から説明させていただきます。 

（事務局） 事務局から説明 

増田部長 ただいま事務局のほうから、素案について説明がございました。この素案に関し

まして、委員の皆様、ご質問、ご意見等ございましたらよろしくお願いいたします。 

林委員 私の質問は素朴な質問なので、皆さんのご意見がどのようかなということでお聞

きしたいと思います。言葉の使い方なのですが、この中に「住む」という字と、それ

から「暮らし」、この 2つの言葉があるのですが、住むという文字が非常に多いので

すね。金田一春彦の辞書を引きますと、「暮らす」のほうがもっと生々しいのです。

寝たり起きたり、食事をしたり、仕事をしたり、遊んだりと、そういうことで一日の

時間の推移をともに生きること、これが「暮らす」です。「住む」というのは動物も

含めてその場所で生きていると、こういう使い方です。この文章の中では、「住む」

がとても多く使われています。「住む」という字を私は変えたほうがいいんじゃない

かと思い至りましたが、皆さんのご意見が聞きたいなということで質問しました。 

増田部長 ただいまの「住む」と「暮らし」の使い分けの関係で、委員の皆様にご意見をお聞

きしたいということでございました。何かこの件に関しまして、委員の皆様でご意

見等ございましたらお願いいたします。 

奥川委員 どの部分ですか。 

林委員 何ページの何というのが今分かっているところで 1つだけ申し上げます。73ペー

ジ、「高齢者を支える事業・ネットワークの充実」の 1 行目のところに、「高齢者が

可能な限り住み慣れた地域でその人の持つ能力に応じて自立した暮らし」というこ

とで、ここでは使い分けて使っている。私の質問はもっとページにたくさんあるの

で、ここでいちいち説明すると時間の無駄になるので割愛します。 

どうしてもというなら申し上げます。1個 1個言いますか。かなり量がある。 

奥川委員 終の棲家のように使っているところはありますか。 

林委員 偏に妻という字を書く「棲む」もあるのですね。いわゆる棲み家ですね。 

谷委員 すみません、よろしいですか。一般市民、生活者の視点に立つと「暮らし」のほう

がしっくりくるかなと思いますが、ただ文章の表現的にというか、流れ的に「住む」

というところも必要なので、そこはうまく文章でまとまっていれば、両方使うのが

妥当かなというふうに私は思います。 

増田部長 ありがとうございます。ご質問いただいていたものですから、事務局の考え方を

ご説明申し上げます。 

川村課長 では事務局のほうから少し、「住む」ということについて、国の言い方ということ
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になりますが、地域包括ケアシステムの構築の中においても、住み慣れた地域で自

分らしい暮らしをというような文言が入っています。住み慣れたというところが、

住環境においてというところなのかなと思っています。住み慣れたという文言の使

い回しが多いものですから、こういう形で現状では表しているものです。 

増田部長 そのほかに今のご質問に対して、各委員の皆様のご意見がございましたら。基本

的に事務局としては、先ほど谷委員がおっしゃったように、文章の構成から住み慣

れたとか、暮らしという形になっているということです。統一するというものでは

ないということです。 

林委員 偏に妻という字を書く「棲む」もあるのですね。いわゆる棲み家ですね。 

押尾委員 わかりました。結構です。 

増田部長 ありがとうございます。 

それでは、ほかに何かご質問等は。 

谷委員 99ページの「介護人材の確保・育成」のところで、項目に外国人人材の支援とい

うことで入れ込んでいただきまして、ありがとうございました。この内容で質問と

いうか、意見を言わせていただきたいのですが、在留資格「介護」などというところ

があるのですが、例えば在留資格「介護」を目指す留学生というのがそこに含まれる

のかどうかなのです。やはり介護職を個人レベル、また養成校レベル、そして地域レ

ベルで育成、養成していくという観点から言うと、留学生のところから生活面であ

ったり、アパート、居住といったところも含めてサポートしていく体制が必要なの

かなと思っています。これは留学生に限ったことではなく、当然、日本人もそうなの

ですが、地域で育った介護職を地域で根付かせる、そこに住んで仕事をしていただ

くという考え方も必要ではないかなということで、意見です。 

川村課長 外国人留学生のことは、谷先生に前にもお話をお聞きしていまして、ここではち

ょっとざっくりした言い方でまとめさせていただきましたが、後段に書いています

ように、居住や生活面でのサポート支援体制を整えていくことが今後できればとい

うことで考えています。また、「コロナ禍が収束した後」という文言を入れさせてい

ただきましたが、現状としてはどのような状況になっているかわかりますでしょう

か。留学生の状況。 

谷委員 本学は留学生はいないのですが、全国的に見るとやはり少し減っていることは減

っていますが、それでもかなりの数、昨年並みぐらいの入学者は養成校にはいると

いう報告は受けています。コロナがおさまればさらにまた増えることが予想されて

いるところです。 

増田部長 ご意見ありがとうございました。 

ほかに何か、委員の皆様、ご意見、ご質問等ございますでしょうか。 

奥川委員 今のに関連して、私も谷先生が質問して初めて気になったのですが、特定技能と

か在留資格、EPAという表現なのですが、あえて技能実習とか留学生を、同じ質問

になってしまうかもしれないのですが、どんな感触で考えているのかなと。例えば

技能実習というのは、日本の技能を得て自国へ帰って自国のためにという意味合い

ですよね。留学生もやはり同じような目的ですけれども、特定技能とか EPAは日本
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の国の介護の助けになる。その辺の区別をされての表現の仕方なのかどうか。 

川村課長 表記としてはここに 3 つ書いていますが、特段、何かを示しているということで

はございませんので、外国人の方々全般で介護職に赴く人たちのことを表した表記

としています。 

増田部長 ありがとうございました。ほかにどうでしょうか。 

奥川委員 それでは 1、2 点。まず第 4章、37ページに「施策の体系」が出ているわけです

けれども、今回の９期のプランは、介護予防と健康づくりの推進を一体的、一つのく

くりにして、「行政の縦割りの弊害を越えて連携してやりましょうという意味でやっ

たんだ」というふうに、前に質問したときに平岡課長に説明していただいて、非常に

これについては期待して、いいなと思っていたのです。健康づくりの推進は保健セ

ンターの事業が主になると思うのですが、それと地域ケア推進課の介護予防とが連

携することによって、事業の効果が非常に現れてくる。 

そういう意味合いからお聞きしたいのですが、43 ページの上から 2 行目、「介護

予防ケアマネジメントのアセスメント時にリハビリテーション専門職が同行し、本

人の状態を専門職の視点でアドバイスを行い、必要な介護予防サービスに結びつけ

ていきます」、これはまさに今、こういう形でやっていただいているわけです。ただ、

ここのところに、介護予防のプランを作成するに当たってのアセスメント、情報収

集になるわけですけれども、そのときにリハビリの専門職だけが今、同行したりし

ているわけですよね。高齢者の方についてはリハビリだけじゃなくて、口腔ケアで

あるとか栄養だとか、前にもちょっとお話しさせていただいたのですが、そういう

幾つかの機能に対してのアドバイスを受けてケアプランを作るということが、非常

に大切なことだなと思っているわけです。保健センターがよく言う、重症化を防ぐ

場合もそういうことが大切な部分なので、例えば保健センターに登録、把握してい

る管理栄養士とか歯科衛生士、そういった方に必要に応じて入っていただいて、ア

ドバイスを受けたりして高齢者のケアプランを作ることによって重症化を防いだ

り、あるいは自立支援につなげていくことは非常に大切なことだと思います。 

そういう縦割り的な保健センターと介護のところを連携という部分でぜひお願い

したいという意味で、口腔ケアとか管理栄養士の指導といったものを、43ページの

一番下の「06」「介護予防普及啓発事業」では連携しているので、上の「03」リハビ

リテーション専門職の派遣のケアマネジメントのときにアドバイスができるよう

に、そこに文言として加えていただくと大変ありがたいなと思うのですが、市とし

ての考え方はどうなのでしょうか。 

平岡課長 ご指摘ありがとうございます。こちらにつきましては、今委員のほうからもあり

ましたが、保健センターで実施しています一体型の事業が始まりまして、介護予防

の関係と医療の関係ということで連絡体制が今、整いつつあり、変化してきている

ところです。特定保健指導等の対象者について、健康づくり課のほうから支援セン

ターの持っている情報を提供してくださいということで、アクセスしたりするとき

に応じていただいているということで、少しずつ関係づくりができているというこ

とです。 
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あともう一つご指摘のリハビリテーション専門職のところが、3 職種しか書いて

いないけれども、口腔の関係、栄養の関係、こちらのほうの専門職である歯科衛生

士、管理栄養士等を入れたらどうかということですけれども、こちらにつきまして

は、リハビリテーション専門職が同行訪問をする先に地域包括支援センターの職員

も一緒に参りますので、そこで指摘があったり、この人はもしかしたら栄養ですと

か口腔のほうにつなげたほうがいいという判断を専門職がした場合に、それを持ち

帰って地域包括支援センターの職員が健康づくり課の保健師と連絡を取る、また先

ほど 6 番のところに「介護予防普及啓発事業」があるということでご指摘をいただ

いたのですが、そこの健康教育、これは地域住民の方が集まったところに栄養士で

すとか歯科衛生士が教育をしに行くというものですが、例えばそこで該当する方を

集めて、集まったところに栄養士ですとか歯科衛生士が健康教育をしに行くという

形でつなぐことはできるのではないかと思いますので、今後そういった形でも連携

をしていきたいと思っています。 

以上です。 

奥川委員 そうすると、同行訪問になるかどうかは、リハ職がプランのアセスメントに立ち

会ったときに、リハ職が口腔ケアだとか栄養だとかが必要というふうに判断した場

合にはということでしょうか。リハ職はそういうことを判断する部分はないですよ

ね。管理栄養士とか歯科衛生士、そういう方がお年寄りを見て、これは栄養的な部分

からアセスメントしたほうがいいとか、口腔ケアの部分からということだと思うん

だけれども、今の平岡課長の説明は、この前、石川会長がいたときに、この施策の並

べ方はどういう意味合いで並べているのかという質問をしたときに、課長が、「保健

センターの仕事というのは、元気な高齢者が介護にならないようにするための仕事

をするんだ」というような言い方をした。その前のときには連携して充実していき

ますという話をしていたんだけれども、その後、ちょっとトーンが下がって、連携じ

ゃなくて今までどおり保健センターは健康づくり、健康な人が介護にならないよう

に、そういう意味のことをやるんだよというような言い方になってきたものだから、

あれ、ちょっと気のせいかなと思ったんだけれども、今の課長の説明を聞くと、やは

り非常に無理がある中で、遠回しにいろいろ聞いてやりますよというような答えに

なっている。何でそこをもっと連携して、必要なら呼んでそういう人を派遣する。リ

ハ職と一緒じゃなくても、高齢者本人のお宅でアセスメントするときに管理栄養士

なり歯科衛生士が立ち会ったりして、たくさんあるわけじゃないと思うのですよ、

必要なとき、そういうことができないのかなと思うんだけど。ただ遠回しに包括セ

ンターの職員が保健センターへ行って、こういうことがあるのですけど、どうした

らいいですかと、またそこで聞かなくてはならない。その場で一緒に来てもらって

やるということが連携じゃないのかなというふうに思うんだけれども。 

保健センターの、健康づくりのほうでこの中のページを読むとすごくいろいろ、

包括支援センターとの連携というのがたくさん書いてある。例えば 44ページの 2の

ところに、「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施の推進が重要です」、ある

いは、「介護になる前のフレイル期の予防を推進します」とか、あるいは「介護予防
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を進める上で重症化防止への取り組みを強化していきたい」とか、こういうことを

平然と書いているんだから、もっと積極的な形で連携をとってもいいんじゃないか

なと思うんだけれども、保健センターの所長はどういうふうに思っているのですか。 

池谷課長 健康づくり課の池谷と申します。今、奥川委員からのご指摘がありましたけれど

も、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施というのは、今まで保健センターで

は生活習慣病予防という視点で、74歳までの方を対象にいろいろと事業を展開して

きました。その後、75歳以上の後期高齢の方に対する対策が、少し途切れていた部

分があったのですが、そこをそのまま継続して一体的に見ていかなければいけない

ということで、今回、一体的実施をしていく、保健事業と介護予防をつなげていくと

いう新しい考え方でやり、少し形を整えて、令和 2年度から実施しています。 

そこで、介護予防も生活習慣病に起因するものがとても多いというところで、例

えば認知症だとか骨折だとか、これは糖尿病だとか心臓病が原因でなることが多い

ものですから、まず生活習慣病予防ということで介護予防につなげていこうという

ことをやり始めたばかりです。今後、今の形態を続けていって、どういったところと

連携できるのかというところを、包括支援センターのほうから、情報を持っている

ところを頂きながら保健事業と結びつけていこうと。やり始めたばかりですけれど

も、方向性としてはそうなっていますので、奥川委員がおっしゃったような連携は

もちろん大事なところだと思っているので、どの辺から始められるのかなというと

ころは手探りですけれども、頑張っているところです。 

壁下戦略監 今の説明についてちょっと補足させていただきます。44ページの「高齢者の保健

事業と介護予防の一体的実施」ということで、新しい項目を設けていますけれども、

これは実は昨年、高齢者医療の確保に関する法律と介護保険法等が改正されまして、

新たにこの４月から施行になっているものです。今、池谷課長が説明しましたよう

に、2025 年になると、ご承知のとおり団塊の世代の方々が 75 歳以上になると。現

在のところ、74歳までの方々は国民健康保険を中心に、保健センターのほうで一生

懸命、特定健診、特定保健指導とやっているのですが、75歳になると医療が後期高

齢のほうに移ります。そうすると静岡県内の市町で作る広域連合が保険者になるも

のですから、そこでプツッと切れてしまって、健診とか保健事業も一応やってはい

るのですが、成果が上がっていない状況です。 

それは一つは、75歳以上になると皆さん受診していたり、介護サービスをもう受

けていたりするので、あまり健診だったり保健指導のニーズがないのではないかと。

それと、広域連合自体は職員が、そんなに人材はいませんので、直接はできないとい

うこともあって、そこで途切れてしまっていたものを、今度、団塊の世代の方々が元

気なまま 75歳以上になっていくと、そこの部分の健診であったり保健指導、介護予

防をしっかりやることによって、少しでも介護を必要としない期間を長くしていこ

うということで法改正がなされています。 

そのときにもう一つあったのが、今までは、健康づくりという、地域の保健センタ

ーが行っている取り組みと、介護保険の介護予防という取り組みが、正直なところ、

ご指摘があるようにちょっと縦割りでうまく連携できていないところがあったもの



R2-39 

7 

ですから、そちらも一緒にやっていこうということで、法改正もなされてこれから

準備していくのですが、焼津市は県内でトップグループの５つの自治体の 1 つとし

て今年から広域連合と組んで、広域連合から事業を受けてこの取り組みを始めてい

ますので、ここに具体的にこういう形で計画として書き込めるようになっています。

ですから、始めたばかりですけれども、これをやっていきますよという意思表示だ

ということで、確かに連携が今までできていない部分を今後やっていきますという

意気込みを買っていただきたいというのが 1点です。 

もう一つ、リハビリ専門職の派遣についてですが、おっしゃるとおり歯科衛生士

とか管理栄養士の方々も派遣できればいいのですが、特にリハビリをあげているの

は、包括支援センターのほうでアセスメントをしていただく時に、これは焼津市に

限ったことではなくて、どうしてもリハビリテーションの視点というのが今まで欠

けているということで、その方の状況を見て、その方に合った、身体的なリハビリも

そうですけれども、生活していく上で必要な作業療法的なリハビリ、そういった視

点を入れて予防していくことが大切ではないかということで、リハ職が同行するこ

とによってその方のプランが有効なものになるのと併せて、包括の保健師さん等に

もそういった視点と技術、知識を身につけていただこうということで始まっている

事業です。そういう意味で始まったばかりで、まだ 3 年ぐらいの事業ですので、引

き続き必要があれば、他の職種の専門家のご意見、あるいは同行も得られるような

方向にしていきたいと思いますが、当面、今言ったリハの視点を重視しているとい

うことでございます。 

林委員 今の文章、43ページですけれども、リハビリテーション専門職「等」という字を

付け加えれば、もう少し幅広くとらえられるので、「等」という字を入れればと思い

ます。 

奥川委員 ありがとうございました。今、包括支援センター、私もセンター長をやらせてもら

っているのですが、非常に保健センターは情報量をたくさん持っているものですか

ら、包括支援センターも保健センターの情報をいただければ非常にいい活動ができ

るなというふうに思って、そういう意味においては保健センターと包括支援センタ

ーが、連携をしながら事業を進めていくということは非常に大切なことだなと思い

ます。そういう連携をする中において、包括支援センターのケアマネがアセスメン

トをするときに、そういった少しでもアドバイスをいただけるような体制作りを、

保健センターのほうで頭の隅に入れておいていただきながら事業を進めていただけ

れば大変ありがたいと思います。よく分かりました。よろしくお願いします。 

滝澤委員 34ページの基本理念の下のほうに、「また、高齢者が年齢にとらわれることなく、

他の世代とともに社会の重要な一員として、サービスの受け手としてだけではなく、

社会を支える担い手として、より積極的な役割を果たしていけるような支援をして

いきます」と書いてあります。もう一つ、37ページの表の中に四角がありますが、

その中に「新元気世代プロジェクト」というのがございますね。これとはリンクして

いるのでしょうか。 

壁下戦略監 34ページのほうにつきましては、今ご指摘いただいたところは高齢者保健福祉計
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画ということで、高齢者の方々が受け手だけではなくて担い手にもということを言

っています。37ページの、焼津市で進めています「新元気世代プロジェクト」とい

うのは、ちょっと分かりにくくてすみません、まだ始まったばかりで PR が行き届

いていないかと思うのですが、「新元気世代」というのはおおむね 50歳以上の方々、

中高年の方々に趣味であったり実益があることを地域で取り組んでいただいて、地

域で活躍していただく方々を育てていきましょう、あるいはやっていただきましょ

うというプロジェクトなものですから、ご質問の意味で言うと、イコールではない

です。目標理念が言っているほうは、あくまでも本当の高齢者の方に頑張っていた

だきたいということです。 

滝澤委員 それから、ちょっと付け足しで申し訳ございませんが、今、生きがいづくりの推進

というところ、17にミニデイサービスと居場所づくりの推進というのがあります。

私も全てを見ているわけじゃないのですが、最近、ミニデイサービス、それから居場

所、こういうところがだんだん衰退しているんですね。なぜ衰退しているかという

と、やる人がいないのですね。高齢者になってきて、だんだんやる人がいなくなって

きているということで、非常に困っていて、ミニデイサービスがボランティアの人

を募ったりしています、新しい人。そういうところで、元気世代の 50 代、60 代の

人というのはまだ働いているのですよね。ですからそういう人たちを拾い上げて、

そして活動に参加するというのは大変難しい。これは私たちの所属していますさわ

やかクラブもそうなのです。そういうところで本当は 60代とか 50代の人に参加し

ていただいて、さわやかクラブというのは一種の老人クラブですから、老人として

活動してくださってもいいのですが、何かお手伝いをしていただく、ボランティア

のようなお手伝いをしていただくという形で参加していただくと、大変ありがたい

なというふうに私は思っています。そういうことが元気世代の人たちに望むところ

なのかなと私は考えて、もしそうなら大変ありがたいなというふうに思っています。 

壁下戦略監 そういう意味で申しますと、今ご指摘があった具体的なミニデイとか居場所づく

りというのは、51ページに計画を掲載しています。ミニデイサービスについてはそ

こにございますように、従来から自治会や社協と連携して進めますということで、

現在、焼津市で力を入れていますのは 2 つ目の居場所づくりで、こちらについては

講座を開いたり、講座を終わった方に推進員になっていただいたりということで、

下の表にありますとおり、開設数も増えてきています。ただ、今はご指摘のようにコ

ロナがあって、どうしても集まるということが非常に難しい状況がございまして、

その辺がちょうど、どうしようかなということで伸び悩んでいるところがあろうか

と思います。こういった形で講座を開いたり、推進員になっていただいたりしてい

ますので、老人クラブとも連携して、連絡、情報交換していけば、前向きにやってく

ださる方、この方が手を挙げてくださっていますよということで情報提供等をして

いきたいと思っています。 

新元気世代の方々については、市で考えているのはまず地域のことで、若いころ

から地域でいろいろ趣味やらの活動をしていただこうと、おっしゃるとおり、65歳

を超えてから地域にといってもなかなか難しいもので、何でもいいから 50代に焼津
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市、地域で活動してもらうことを、静岡へ働きに行っている方々などにもやっても

らいましょうと、そういうことでちょっとまた違うところになります。 

滝澤委員 わかりました。ありがとうございました。 

増田部長 そのほか、ございますでしょうか。 

飯原委員 私は居宅なので、どうしても要介護の方とか要支援の方を考えてしまう部分はあ

るのですが、今、若年層の脳梗塞の方とか、お年寄りの方でも目が見えにくい方、耳

が聞こえにくい方、ストマがついている方とか、介護保険も使っているけれども身

体障がい者手帳をもらっている方も多々いるのです。やはり、若い方であればリハ

ビリをして就労に戻りたいとか、目が見えない方を介護保険外のサービスに詳しい

方、私たちはどうしても詳しくないので、そういう連携があったほうが生活しやす

いということで、相談しやすい窓口があればなと思ったのですが、介護と障がいの

ほうの連携はどういう形で今やっていらっしゃるのか、今後どうするのか、もしよ

ければ教えていただければありがたいです。 

平岡課長 直接的な表現は今、計画の中で表示がないのですが、地域共生社会ということで、

そういうのを進めていってくださいという方針は示されているので、あとは高齢者

も、障がいを持った方が高齢になってきているという事実もありますので、今後、関

わらざるを得ない状況が増えてくるというのはこちらも予測をしています。 

今、実際、例えば虐待案件ですとかそういったもののときに、8050の問題もある

のですが、障がい者と高齢者の組合せであったり、その逆だったりということで、加

害者と被害者がその組合せというのはすごく増えていて、そういう部分では、障が

い部門と高齢者の部門が一緒に連携をとって動いているところもあります。虐待防

止連絡会という、虐待についての連絡会もあるのですが、それは高齢者と障がい者

は一緒に問題を解決していくようにしています。ただ、今おっしゃってくださった

相談する場所というのが、まだ一本化には事実上なっていなくて、障がいのほうは

相談支援事業所さんが主に相談を受ける、高齢者のほうは地域包括支援センターが

相談窓口になっているということはあるのですが、最近、地域包括支援センターか

らの聞き取りをしたときに、かなり障がいを持った方の相談も増えてきていますと

いうことを聞いています。包括支援センターは、見えられた方が障がいであっても

相談に乗るという対応をさせてもらっていると聞いていますので、断らない相談と

いうことで、ここじゃないよということで帰すのではなくて、包括としては高齢者

の相談窓口ではありますけれども、障がいの方についても相談を受けて、必要があ

れば相談支援事業所と連携して動いているという状況です。 

以上です。 

飯原委員 ありがとうございます。 

久保田委員 それとつながるかどうかわからないのですが、若年の方ほど長年にわたるアルコ

ール依存症やたばこの依存、パチンコ、ギャンブル依存とか、わりと長いこと、障が

いがあったり、知的なものがあったり、生活習慣があったりで世の中とちょっと距

離ができている方の支援が最近増えているように感じて、実際増えているのですが、

どうしても依存しているものが結構ありまして、先ほどのリハビリだとか、口腔ケ
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アだとか、それも大事なことなのですが、依存していることを相談できるところが

今ないといいますか、病院にかかるにしても専門医の数が少なくて、本人の意思が

ないとかかれないということで、そういったものを持っていながらヘルパーの訪問

が始まったりすると、まず生活習慣を変えていくとか、違った方向に興味を持って

一緒にやっていきましょうと、表向きは一緒にやりましょうなのですが、一緒にや

れる人ばかりではないし、それについてどういった方向でやったらいいとか、どう

いったこちらからの声かけとか方向を持っていったらいいのかということを、実際

に包括さんとかケアマネさんではできないし、専門医の意見というのがなかなか聞

けないものですから、手探りでやっていて負担も大きくなっているのですが、そう

いった、長いこと持っている依存症に対しての相談の窓口もあったらいいなと。ア

ドバイスというかそういうのも必要と日々感じています。 

壁下戦略監 ありがとうございます。なかなか難しい問題だと認識はしているのですけれども、

縦割りだとまた言われてしまうかもしれませんが、これは恐らく、若い頃からの依

存症関係というと精神保健だったり、精神障がい福祉のほうでもともとはケアして

いくものだと思うんですね。その点について精神の関係というと、精神保健を中心

的にやっているのは基本的には県です。だから、県とどのような形で情報交換し、必

要な情報をもらえるか、あるいはどういったところに行けば支援が受けられるか、

そういったことについてルートを作るのもなかなか難しいと思いますから、すぐに

できるかどうかわかりませんけれども、市ですと、障がい関係ですと地域福祉、介護

保険課もありますし、地域包括でも包括支援センターとやっていますので、またケ

ースがある時、その辺で相談させていただいて、具体的に教えていただければ、そう

いったものの積み重ねの中で連携体制がとれればと思います。今即答できないので

すが、そんな形で考えていきたいと思っています。 

久保田委員 ありがとうございます。 

増田部長 ご意見ありがとうございました。そのほか、ございますでしょうか。 

押尾委員 45ページの「特定健診・後期高齢者医療健康診査」のところなのですが、その下

に 2 行ほど、これからの受診率の向上と周知啓発を図りますということが載ってい

まして、次のページに数字が、令和 2年ですと 41と 33と載っています。市のほう

ではこの数字というのはどの程度を希望されているのかよく分からないのですが、

この 2 行だけですと、具体的にどんなふうに受診率の向上を図っていくのか、その

辺のことがもう少し詳しく知りたいなと思うのですが、この数字で満足されている

のか、もうちょっと細かく説明ができないでしょうか。 

八木係長 ご質問どうもありがとうございます。ここには詳しく載せていないのですが、令

和 2 年度、今年度もコロナの関係で受診控え等で、なかなか受診率が伸びていない

状況にあります。ただ、こちらはデータヘルス計画、国保の保健事業計画がございま

して、そちらに載せている国保の特定健診の受診率を載せている状況にあります。

実際どのような受診勧奨をしているかといいますと、健診を受けていない方、未受

診の方について受診勧奨の通知を出させていただいています。焼津市は、主に医療

機関で健診を受けていただく個別健診の方法が主体になっているのですが、焼津の
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医師会で日曜日に何回か集団健診を実施する体制をとることができましたので、そ

れが平成 30年度から開始されまして、平成 30年度は 1回、昨年度は 2回、今年度

は 3回ということで、年々、日曜日の集団健診の実施を増やしていただいています。

そのように皆さんが受けやすい体制づくりを、医師会と協力しながら進めている状

況にあります。 

あと、受診率ですけれども、県のランキングで言いますと 26 位、25 位のあたり

にきていますので、本当にまだまだ低い状況にあります。県平均と同じくらい、もし

くはそれよりも下になっていますので、まだまだ受診率を高くしていかないとなら

ない状況にあると考えていまして、受診勧奨、あとは受けやすい体制づくりを主に

進めてまいりたいと考えています。 

増田部長 ありがとうございました。そのほか、よろしいですか。 

奥川委員 61ページあたりに、「感染症発生時等に対応した事業継続支援」の項目があるので

すが、焼津市で、先日新聞を見たら高齢者施設の感染予防対策として PCR検査だと

か、いろいろ感染対策をやっている、これからやるようなことだったので、こういう

ものも取り入れていただいたので、こういった中に少しでも、医療機関との連携で

支援していると思うので、こういったものも入るとボリュームが上がるのかなとい

う感じがするのですが、参考までに。 

高橋委員 委員の皆様のご意見を聞かせていただいて、とても細かく計画を見ていただいて

いるというのが、まず感想です。 

私は先日書面の意見で、奥川委員がおっしゃった感染症対策や、災害の対応を書

かせていただきました。今はコロナで大変ですが、コロナも一つの災害だと思って

います。コロナ対策も、焼津市はしっかりやっていただいていると思いますが、その

影響で引きこもり等、心身の状態が良くなくなっている事もあり、それに対する取

組が必要で、それには色々な機関との連携、そしてフォローアップが重要です。見守

り等のことも今回の計画に入れていただき、有り難うございます。今回のコロナ対

策もよい具体例になると思いますのでネットワーク等をしっかり構築していただき

たいと思っています。 

薬局もネットワークの力になり、今後も連携させていただければと思っています

ので、よろしくお願いいたします。 

平岡課長 薬剤師会の方のご質問、ご意見をいただいて、かなり私たちも薬剤師会さん、薬局

さんが災害時を含めてどういった対応をされているかというのを、質問をいただく

まで存じ上げなかった部分もたくさんありまして、もっと使ってください、薬局を

生かしてくださいというご提案をいただいているものですから、大変ありがたいと

思っています。こちらのほうはちょっとで、はっきりわからないような表現ですけ

れども、申し訳ありません。ぜひともご協力いただきながら一緒に進めさせていた

だきたいものもありますので、よろしくお願いします。 

増田部長 そのほかご意見、ご質問等ございますでしょうか。よろしいですか。 

ありがとうございました。それではただいま皆様からいただきましたご意見を踏

まえ、検討できるものがありましたら盛り込んでということで、考えさせていただ
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きたいと思います。本日はありがとうございました。 

それでは担当のほうに議事を返させていただきます。 

閉会  

川村課長 それでは皆様、今日の御審議ありがとうございました。以上で令和 2年度第 4回

焼津市高齢者保健福祉計画推進協議会、並びに第 4 回焼津市介護保険運営協議会を

閉会いたします。 

次回の運営協議会ですが、1月 29日を予定していますので、よろしくお願いいた

します。 

今後の予定についてご説明させていただきます。本日協議いただいた計画の素案

についてです。この後、パブリックコメントを予定しています。パブリックコメント

については今月 25日には閲覧できる状況にしたいと思っています。ホームページ、

また各公民館に配架という形で置きます。また、市民の皆さんからの意見について

ですが、4 日から意見の受付ができるように整えておきますので、お願いいたしま

す。また、パブリックコメントの結果につきましても次回の運営協議会で皆様にご

報告いただく予定でございますので、お願いいたします。 

それでは、本日はお忙しい中、また寒い中ご出席いただきありがとうございまし

た。これで閉会いたします。 

 

 


