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平成 28 年度 第２回 岡崎市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会議事録

日 時 平成 29 年２月 10 日（金） 13：30～15：00

場 所 岡崎市役所 東庁舎５階 503 号室

出席委員 権会長、小森委員、田中委員、中村委員、今泉委員、渡邉委員

阿部委員、原田委員、鈴木委員 以上９名 （欠席委員 １名）

事務局 山本長寿課長、小河介護サービス室長、手島施策班長、倉橋地域支援班長、

中根予防班長、齊藤地域包括ケア推進班長、平山介護保険料班長、

神尾介護給付班長、山口審査班長、藤野主任主査

傍聴者 なし

１ 開会

２ 長寿課長あいさつ

３ 会長あいさつ

４ 新任委員紹介

５ 議事

会 長： では、早速議事次第に基づきまして、会議を進めてまいりたいと思いま

す。なお、専門分科会を開くに当たりましては、委員の過半数が出席しな

ければならないと規定されていますが、本日の出席人数は９名であります

ので、会議が成立していることを報告します。

また、この会議は、岡崎市附属機関等の会議の公開に関する要領により

まして、傍聴、会議資料と議事録につきましては、公開としますので、よ

ろしくお願いします。

議事内容

(1) 高齢者見守り支援事業について ……………………… 資料１

（2）介護保険等実態調査の結果について ………………… 資料２

(3) 老人福祉計画の策定について ………………………… 資料３

― 議事（１）について―

事務局：議事（１）「高齢者見守り支援事業について」倉橋地域支援班長が説明

【主な意見・質疑応答】

会 長： 配布している「高齢者見守り手帳」には、通報・連絡先として長寿課、

地域包括支援センター、警察などが入っていますが、資料１に掲載されて

いる通報件数は長寿課のみの件数ですか。
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事務局 ： はい。長寿課のみの件数です。

会 長： 他の所へは、どういう状況ですか。

事務局 ： 各地域包括支援センターに連絡が入ってきたもので、安否確認が必要な

案件については、長寿課にも報告があり、地域包括支援センターから直接

民生委員にご連絡をし、一緒に同行していただき確認していただく場合も

ございますが、直接、地域包括支援センターに通報があった件数までは把

握しておりません。

会 長： 最近の新聞で、新聞配達の方が、早朝寒い公園で前日から行方不明にな

っていた認知症の方がうずくまっているのを発見し通報をして、無事に保

護した。という記事が載っていましたが、このように、地域の方がいろい

ろな目で見守りをしていくシステムができれば良いと思いますし、見守り

について長寿課だけでなく、警察などの関係機関との間で情報共有ができ

るようになると良いと思います。

事務局 ： 虐待と思われる事案については、警察から連絡票が届き、こちらからも、

確認後、警察に連絡するなどして情報を共有しておりますが、今後もより

一層関係機関との情報共有をしていきたいと思います。

小森委員： 住民からの第１報について、「いろいろなところで受け付けています。」

というより、通報先を１つに絞るほうが分かりやすくて良いと思います。

私の地域では、地域包括支援センターに一本化していくように話が進んで

います。

また、独居の方のお宅に訪問する際に、何かきっかけが無いと行きづら

いという意見があります。何かお届けするものなどがあれば訪問しやすい

のではないでしょうか。

事務局 ： 今のところ、そういった啓発グッズのようなものはございませんが、今

後、検討していきたいと思います。

渡邉委員： 学区福祉委員会では、一人暮らし高齢者への訪問時にタオルなどを持っ

て訪問し、安否確認をしているところも多いかと思います。

会 長： 学区福祉委員の方の話を聞くと、「何か粗品などを持って行く方が、訪問

しやすい。」という話は聞きます。学区福祉委員会では、予算を立てて取り

組んでいるように聞いています。民生委員さんはどうでしょうか。

今泉委員： 私の地域では、福祉委員会を最初の頃に立ち上げていて、うまく機能し

ています。福祉委員の方が２カ月に１回くらい何かを持って訪問している

ので、民生委員の方は「何もくれない。」という話が出たこともあります。

今では福祉委員会と民生委員が連携をとり、お互いに任せられる部分は

任せて、うまく役割分担ができています。

ひとり暮らしの方への訪問については、「私には必要無い！」と拒否され
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る方もいます。

ひとり暮らしの方も心配ですが、80 歳代以上の夫婦二人で暮らしてい

るお宅も心配です。一人が倒れると、もう一人も倒れてしまうケースも

あります。すぐに助けを求めてこない方もあり、心配です。

会 長： こういったケースは、民生委員さんや福祉委員会の方々のよくあるお悩

みで、どこまで個人の生活に踏み込んでいいのか分からないという話は、

よく聞いています。民生委員だけで支援できない部分もあり、地域で抱え

込むのではなく、専門機関である地域包括支援センターや行政との連携が

必要だと思います。

今泉委員： 認知症により医療機関などで免許返納を勧められた方が、返納せずに認

知症を自覚せず運転を続ける方もいます。免許返納を強制することはでき

ないかもしれませんが、どこかで運転をやめさせることはできないでしょ

うか。

会 長： 警察などいろんな関係機関が連携して働きかけていくことで理解しても

らうことが重要かなと思います。

会 長： 先ほど、意見が出ましたが、いろんな悩みを抱えている方を最初に発見

した際に、どうしたらより効果的に早期に対応できるか。それには、窓口

を一本化した方が良いのか、広げた方が良いのかなど議論はありますが、

市としては窓口について、より良い考えはありますか。

事務局 ： 基本は相談窓口としての入り口は、地域包括支援センターであると考え

ています。見守りネットワークの支援者や総代、医療機関等などで高齢者

の方が相談された際の「ＳＯＳ」の声を拾い上げて、地域支援包括支援セ

ンターにつなげていただければと思います。

中村委員： 老人クラブの立場からこういった活動が盛んになることをうれしく思っ

ています。老人クラブでは、「友愛活動」としてほとんどの老人クラブで月

に２回くらい、ひとり暮らしの方を訪問し、年に１～２回は何かを持って

訪問する活動をしています。

しかし、老人クラブとして、玄関先の草をとったり、電球を交換したり

する支援はできますが、それ以上のこととなると、どこに連絡したらいい

のか分からないこともあります。民生委員さんや総代さんのところは考え

付きますが、地域包括支援センターに連絡するという発想はあまりありま

せん。地域包括支援センターを連絡先とするならば、そのことをもっとア

ピールする必要があると思います。

友愛活動にしても、民生委員や福祉委員会、小学校、老人クラブなどで

同じようなことをいろんな組織でしていますが、もっと連携していければ、
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より意義のあるものになっていくと思います。

会 長： 見守り支援に関わっている方から、現場の状況をお聞きすることができ

ました。困っている方の声をどこがどうやってキャッチし、どこにつなげ

ていくかを明確にすることが重要だと考えます。

国の方針にもあるように、今後は、高齢者だけでなく、障がい者、子ど

もなど地域のすべての人を総合的に支援し、地域で安心して暮らせるシス

テムが作れるように、市のほうも積極的に取り組んで欲しいと思います。

― 議事（２）について―

事務局：議事（２）「介護保険等実態調査の結果について」手島施策班長が説明

【主な意見・質疑応答】

小森委員： まず、地域包括支援センターの認知状況ということで、この年代（一般

高齢者）の方が 48.3 パーセントしか知らないということは非常に少ない

と感じます。声掛けをするにしても、これよりも若い世代は就労しており、

地域に昼間は不在のことが多い。この年代の方達が地域包括支援センター

のことを十分に理解することが重要だと思います。

地域包括支援センターも 21 カ所に増え、地域に密着していこうという

姿勢はよく分かりますが、それぞれの地域包括支援センターの人員は満

たされていますか。地域包括支援センターもいろいろな業務が増えてい

る中、地域の課題に対応していくのに十分な環境になっていますか。

もう一つは、私の地域では、地域ケア会議を年に何回か実施しており、

徘徊高齢者に対する模擬訓練などもしていますが、他の地域でも実施され

ていますでしょうか。そういった地域での活動が、地域の方に知ってもら

えるポイントになるのではないでしょうか。

事務局 ： 地域包括支援センターの認知度については、前回の調査時に比べると

11.1 パーセント増えていますが、これで満足することなく、より周知を図

っていかなくてはいけないと考えます。

ただ広報するだけより、地域の中で活動していくことで認知度も上がっ

ていくと思います。その辺りが２つ目のご質問に関係してきます。

地域ケア会議やネットワーク会議などの活動は、開催数は増えてきて

います。今後は自立支援に向けたケアマネジメントという部分を重視し

て地域ケア会議を開催していきたいと思います。また、地域の方と協働す

ることで認知度を上げていきたいと思います。

職員については、行政でも拡充したいと考え、ここ数年は予算も毎年増
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額して確保しており、来年度も、地域包括支援センターの人員増の予算要

求をしています。今後も人員を増やすよう考えていきたいと思います。

阿部委員： 若年者のアンケート回収率が 49.2 パーセントで、そのうち地域包括支

援センターの認知度が 31.4 パーセントと低く、この結果からみても若年

層で認知している方の絶対数が少ないと思います。年齢層によってＰＲの

方法も違うと思いますが、子ども世帯においても、親世帯の変化に気づい

た時に頼れる機関として周知できれば良いと感じます。

事務局 ： 当事者である高齢者と、介護をまだ先と考える世代では、認知度で差が

あるのが現状です。しかし、若年層も含め「いざとなったら地域包括支援

センターへ」という周知ができれば良いと考えています。

調査結果をみると、前回同様、東部支所管内での認知度が高く、伸び率

も高くなっています。何か特別な理由があるのか、この辺りも分析してい

きたいと思っています。

会 長： 私もその結果に注目していました。宣伝するだけでなく、具体的な地域

の活動の中で周知を図り、実際、東部支所管内では、見守りや声掛けをし

ている率も高い結果になっており、見守りや声掛けを受けたいという希

望も高くなっています。こうした地域ごとの特性も分析して、共有してい

ただきたいと思います。

原田委員： 地域包括支援センターではすごく素敵なことをしていらっしゃる。私も

高齢者を抱えており、実際に足を運んでやっと分かるようになりました。

若年層はいつまでも若い気持ちでいるので必要だと思っていないし、市

政だよりなどでＰＲしても周知度は低いままです。もっと他の方法でＰＲ

を考えていただけたら良いのかなと思います。

今泉委員： 私ども民生委員が勧めるのではなく、自分から地域包括支援センターに

行かれる方もいます。そういった方には地域包括支援センターの方から連

絡が入り同行したりもします。地域包括支援センターも頑張っていると感

じます。

小森委員： 何か困った時に頼りになるのは地域包括支援センターであるということ

を市民に周知し、浸透させることが大事だと思います。

中村委員： 「地域包括支援センター」は名前が固くて、親しみにくい。何か他の愛称

があれば周知しやすいのではないでしょうか。

事務局 ： 平成 25 年に愛称を一般公募して「シニアサポートセンター」と付けま

したが、あまり定着していない状況です。

原田委員： 地域包括支援センターの職員は、ケアマネジャーなどが中心ですか。

事務局 ： 地域包括支援センターの職員は、ケアマネジャーと社会福祉士と保健師
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などが中心です。

会 長： 今後、私たちは、この実態調査の結果の資料を理解し、次期の老人福祉

計画を策定するにあたって、現在の高齢者の暮らしやニーズを踏まえ、高

齢者にとって必要な計画を盛り込んでいくように考えていかなければな

らないと思います。

中でも地域包括支援センターは地域の要となるところなので、ここの役

割をどのように強化していくかなど、地域と行政がしっかり考えていかな

くてはならない。

また、高齢者の生活という側面からみると、経済的に悪化している部分

についてどのように考えていくか。行政としても具体的な計画、どのよう

に考えていくかは大きな課題だと思いますが、いかがでしょうか。

事務局 ： 経済的な支援については、現在示せるものございません。公的な援助を

行政としてどこまでやっていけるのか、我々も財政的な課題も含めて考え

ていかなければなりません。

会 長： 今後、計画を検討していく上で、生活困窮者自立支援など他の制度の情

報もいただきたいと思います。

事務局 ： ２月７日に厚生労働省「「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部」から

「地域共生社会」の実現に向けて（当面の改革工程）」の情報提供がありま

した。

これによると地域包括支援センターも高齢者限定ではなく、地域の複合

的な課題を解決するようになり、包括的な相談ができる場所になっていき

ます。しかし具体的には何も決まってない状況です。これから、厚生労働

省の示す工程の中で介護保険法、社会福祉法、生活困窮者自立支援法も併

せて考えていくことになります。

平成 27 年度に施行された生活困窮者自立支援法は、平成 30 年度に見直

しを行い、平成 32 年度までに包括的なあり方を検討するという報告があ

りました。その辺りから高齢者・障がい者・生活困窮者・健康増進・就学・

就労・住宅なども含め、目まぐるしく変化していく状況をふまえ、来年度

の老人福祉計画の改定に間に合うように国においても指針を示してくる

ということです。岡崎市もそれに乗り遅れないように考えていきたいです。

会 長： 生活困窮者だけでなく健康な高齢者も困っています。いろんな方法を充

実させ、今ある制度の枠だけでなく、就労等も含めいろんな情報を頂き、

高齢者福祉を考えていきたいと思います。



7

― 議事（３）について―

事務局：議事（３）「老人福祉計画の策定について」手島施策班長が説明

【主な意見・質疑応答】

特になし

会 長： 以上をもちまして、本日予定しておりました議事は、すべて終了い

たしました。議事進行にご協力いただきましてありがとうございまし

た。

（終了 15：00）


