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平成 29 年度 第４回 岡崎市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会

日 時 平成 30 年２月 13 日（火）午後１時 30 分～午後３時 15 分

場 所 岡崎市役所分館２階 202 号室

出席委員 権会長、太田委員、田中委員、鷲山委員、鈴木弘一委員、今泉委員、

阿部委員、原田委員、鈴木育男委員 以上９名 （欠席委員 １名）

事務局 加藤福祉部長、中川長寿課長、小河介護保険課長、齊藤長寿課副課長、

野澤介護保険課副課長、手島施策係長、中根予防係長、近藤地域支援係長、

藤野主任主査

傍聴者 なし

１ 開会

２ 加藤福祉部長あいさつ

３ 会長あいさつ

４ 議事

会 長：それでは、議事次第に基づき進めていきます。本日の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いといけないという規定があります。

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ますことを報告し

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、傍聴、会議資料、議事録については公開としますので、よろしくお願い

いたします。

議事内容

パブリックコメントの結果について・・・・・・・・・・資料１

第７期老人福祉計画の答申（案）について・・・・・・・資料２

―議事（１）―

「パブリックコメントの結果について」手島施策係長が説明

【主な意見・質疑応答】

権会長 ：パブリックコメントを寄せてくださった方の個人名は分かりますか？

事務局 ：意見提出の時に、お名前や連絡先を書いていただいておりますので、分か

ります。

権会長 ：そうしますと、市の考え方をまとめていただきましたが、意見をくださっ

た方への返答はどのように行いますか。計画書の後ろに載せるという形にな
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るのでしょうか。それとも個別に返すのでしょうか？

事務局 ：これまでも個別にお手紙等をお返しすることはしていませんでした。計画

書の後ろに載せるとともに、市のホームページにパブリックコメントのペー

ジがありますので、そちらに今回の意見と市の考え方を載せていきたいと思

います。

今泉委員：計画の名称が、「高齢者」であろうと「老人」あろうと中身は一緒だと思い

ます。その時々で、自分が元気でいる時は、あまり気にしませんが、そこに

身を置くようになって、引っかかるものがあるのかと思います。

井田学区の地域包括支援センターに関する市の考え方が示されています

が、確かに大きな学区ですので、随時考えてくれているというのはとてもあ

りがたいことだと思います。

田中委員：10 番の意見にあります「特例入所」について教えてください。

事務局 ：特別養護老人ホームについては、３年前の制度改正で基本的には要介護３

～５の方に入所が限定され、軽度者の入所はご遠慮くださいとなっています。

ただ、認知症であったり、介護の手が足りなかったりするなど特別な理由が

ある場合は、要介護１、２の方でも入所する方法があります。これが「特例

入所」です。その辺りをもっと積極的に広報すれば、お困りの方が入所でき

るという趣旨の意見です。

田中委員：10 番、12 番、14 番などは、切実な意見のように思いますが、市の考え方

は全部同じ様になっています。第７期での具体的な計画があるかどうかなど

の回答が必要だと思いますが、この回答で良いのでしょうか？

事務局 ：類似した回答については、意見をまとめて記載したいと考えています。ご

意見については、切実な内容ですので、市としても考えていかなければいけ

ない一方で、近年、市民や事業所の施設に対する考え方が大きく変わってき

ており、高齢者の流れも変わってきていますので、計画でこう決めたので、

これしかやらないという訳ではなく、市民の声を聞きながら弾力的に運用を

していきたいと思います。

太田委員：２、３番の意見に関してですが、「サロン」という言葉が出てきており、地

域の集いの場ということで、市民ホームなどに市民の方が集まって、講座を

聞いたり、体操教室をやったりすることも一つのサロンだと思います。薬剤

師会では「きらりシニア塾」を行っており、先月も中央地域福祉センターで

薬の話をしてきました。こうしたサロン活動を定期的にやっていますが、２

番のところの市の考え方にある、地域の通いの場の創設のための「憩っ家（い

こっか）」とはどのようなものなのでしょうか？

一時期、市内の薬局でも健康講座をやっている所もありまして、定期的に

住民に開放して、サロンの役割もできるのではないかといった話を聞いたこ
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とがありますが、「憩っ家」もそういう拠点としてのサロンを作っていくとい

うことでしょうか？

事務局 ：計画書の中に「憩っ家」について説明する記載がありますので、次の議題

で説明させていただきます。

原田委員：12 番の意見についてですが、私自身も高齢者を抱えており、施設に入れた

いと思ったら、800 人待ちと言われています。年金も少ないですので、800 人

も待っていたらどうなるのかと、この文章を読んで実感しました。お金をた

くさん出せば、入れる施設はあると思いますが、安い年金でも入れる施設が

岡崎市にもできればと思います。お金が高いところは市内にもできてきます

が、少ないお金で入れるのはごくわずかだと思います。今後高齢者も多くな

ってきますし、核家族が多く、介護が難しくなっていますので、考えていた

だければと思います。

事務局 ：特別養護老人ホームには、２人部屋、４人部屋といった多床室というもの

があります。ある程度安価な費用で入所できるため、そういった施設は 800

～1,000 人の申込者があります。全国的に言われているのは申込者と待機者

がかなりかけ離れていて、申込者は 800～1,000 人ですが、実際待機してい

る方は少なく、次の入所者を確保するまでに、電話を 100 本かけたといった

話を施設で聞いたことがあります。単純に 100 人に１人という訳ではないで

すが、待機をしている方は、実際は少ない状況にあります。すべての市内の

申込者を集約すると約 1,000 人です。その中で、本当にすぐに入りたいと思

っている人は 200 人程度だと考えています。その方々をどのようにして助け

ていくのかが大事だと思っています。施設のベッド数については、20～30 年

経つとピークが下がってきますので、空床ができて、将来かなり空いてしま

う危惧がありますので、今の状況を見ながら、保険料を見ながら、難しいで

すが、考えていきたいと思っています。

権会長 ：市の考え方、説明の仕方が、全部同じような内容を載せているというご意

見もありました。今のお話を聞きながら、更に思ったことですが、切実な意

見に対して、回答があまりにもさっぱりしていて、事務的だと感じています。

これが最終的な形ではなく、このような趣旨で、中身を考えていただけると

思いますが、もう少し気持ちがこもった、共感できる回答であればと思いま

す。大変な状況に置かれている中で意見をいただいたことに対するねぎらい

や、心のこもった返事を考えていただければと思いました。

もう１点、800～1,000 人待ちが、実態とずれているということで、実質 200

人程度ということであれば、１箇所当たりの平均は数十人くらいになるので

しょうか？

事務局 ：施設の種類や立地条件などによっても違ってくると思いますが、人気のあ

る特養は待機者も多くなると思います。実質４、５名のところもあれば、50、
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60 人のところもあり、かなり凸凹があると思います

権会長 ：その辺の情報の伝え方はどうなっているのでしょうか。800 人待ちと施設

の窓口から言われると、希望が持てませんよね。

原田委員：もう一箇所探さないといけないのかと思ってしまいます。安いところをい

くつか申し込んでいる人も多くいると思います。

事務局 ：データの収集が難しく、入りたいと思っていた人が１年経つと、当分入ら

なくてもいいという、時期や体の状態によって、考え方も変わってきますし、

施設の種類も多くなってきているので、申し込みはしたけれども、入らない

人もいますので、そのあたりを集約することが課題だと思っています。

原田委員：「なのはな苑」でも安いところに申込みが集中します。敷地は一緒ですが、

料金の高い地域密着型はすぐに入れますよと言われます。すべてはお金です。

国民年金だけだと、そんなにお金も出せませんので、情報を得ながら申し込

みをしています。

鈴木（育）委員：今のお話はその通りで、自分も勤めていましたので、自分が勤めて

いたときは 800～900 人待ちでした。ある方は３、４箇所申し込みをしてい

ますので、申込者を積み上げると膨大な数になります。入所したいという家

族の方の努力も必要であり、介護度が上がれば、順番が上がってきます。要

介護１から申し込みはできるので、１から申し込んでおいて、要介護度が上

がった時に、こちらから連絡をしていけば、その施設で順番が上がっていき

ます。そのような情報をケアマネの方が上手に発信していただくと良いと思

います。

皆さんの切実な問題、思いを意見として出していただいているので、計画

書の巻末とホームページに市の回答を掲載すると言っていましたが、本人に

対してだけは、いただいた意見の分だけで良いので、お知らせしたほうが親

切だと思います。意見をくれたその人に納得してもらわなければダメだと思

います。言ってきた人を大事にしてもらうと、行政は親切だととってもらえ

るのではないかと思います。

事務局 ：鈴木委員の言うとおりだと思いますので、今までは直接の回答はしないと

してきましたが、人数も８名の方ですので、その方の意見について直接市の

考え方をお知らせしたいと思います。

権会長 ：ありがとうございます。市が変わってきたという評判が出てくるのではと

思います。パブリックコメントについて意見がなければ次に移ります。

―議事（２）―

「第７期老人福祉計画の答申（案）について」齊藤長寿課副課長が説明

【主な意見・質疑応答】

権会長 ：一番大きな変更点として、計画名が変わるということです。「老人福祉計
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画」から「地域包括ケア計画」に変わりますが、変更することについて何か

ご意見はありますか？

鈴木（育）委員：先ほど今泉委員も言っていましたが、どちらでも良いと思います。

ご提案があったように２つを合わせて、この計画名を作られているので、こ

の名称で良いと思います。

権会長 ：名称変更については、ご了承いただくということでよろしいでしょうか。

老人福祉計画とは違う新たな計画が作られたという印象を市民の方が持つ

かも知れないということが懸念材料としてありましたが、広報しながら、定

着させていくということで、よろしいでしょうか。

阿部委員：パブコメの意見と市の考え方の中でも重要視されていたのが「人材確保」

だと思います。おそらく、建設、飲食、介護は、もう人が増えない可能性が

高いと思います。人材確保対策を進めるということをパブコメの回答の中に

記載していますが、計画の中に書かれているものはそう多くはありません。

これからやろうとしても効果がどこまで出るかという点もあり、具体的にど

のように取り組んでいくかという質問が出ると答えが難しい部分だと思い

ました。

事務局 ：ご指摘のように、介護人材の確保は、一番肝になってくるところで、我々

も一番力をいれたい部分であります。市町村でできることは限られています

が、一人でも多くの人材を確保するという考えから小さな研修会を開催して

いきます。国は教育の中で取り組んでいますし、ロボット、外国人だとか、

介護保険の中でも 30 年度から人員基準の緩和などもありますので、市とし

てできることを、小さいながらもやっていきます。計画がないからやらない

ということではなく、最重要と考えて進めてまいります。

鈴木（弘）委員：私は、総代会を担当していますが、いろいろ会議がありますが学区

総代会が主軸になるのは地域ケア会議だと思います。これについて、47 学区

それぞれ学区の中の各種団体は違う形で組織をされていますので、一律には

難しいと思いますが、このような計画が出された後には、学区役員会や市の

総代会の会長会などいろいろ会議があるので、周知をしていっていただきた

いと思います。

あと、「憩っ家」についても、ごまんぞく体操も各町内会で実施している所

もありますので、これから拡大していくと思いますが、人の問題、場所の問

題、お金の問題が今後どのように進んでいくのでしょうか。計画には具体的

には書いていませんが、何らかのものが示されるのでしょうか？

権会長 ：費用面の支援についてはありますか？

事務局 ：高齢者福祉だけでなく、地域福祉活動でも多い意見は、場所が無い、人が

いない、高齢化している、お金が無いというものです。計画書に一貫して意

識して書いているのは、地域での活動に対して、一緒になって考える人的支
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援をしていこうということです。ごまんぞく体操ですと、体操に必要なおも

りを支援しようということで、お金を出すという表現はしていません。お金

をかけないやり方を工夫して、一緒になって考えていこうということで、お

もりなどが必要になった場合は支援をしますが、補助金をつけるという形か

らは脱却していこうと思っています。補助金をくださいという活動は、もし

補助金が無くなったら、その時点でその活動が終わってしまいます。そうで

はなく、地域で継続してやれるやり方を初めから一緒になって考えていきた

い。そのために人的な支援、道具の支援、場所の支援を考えていこうという

ことです。お金は出ませんが、運営費をどうするかは一緒になって考えてい

きたいと思います。本当は、補助金を出して、やっていきましょうという方

が総代さんなどはやりやすいし、勧めやすいと思いますが、長く継続してい

くための仕組みづくりの支援をしていくスタンスに変えていきたいと思っ

ています。

太田委員：今、ごまんぞく体操ついて話がありましたが、この体操は今の状況で良い

と思っています。現在、おもりを借りて行っており、評判はとても良いいで

す。ただ、これが増えた場合に、市が準備出来るのかどうかが心配です。

事務局 ：おもりの心配については、いろいろな所から話はいただいていますが、皆

さんがやりたいという気持ちを聞かせていただき、支援をしていきたいと思

っています。見込み分のおもりは準備をしている状況です。地域を支えるよ

うに進めていきたいと思っています。

今泉委員：その件に対して、おもりを借りられるのは４回までではないのですか？

事務局 ：３ヶ月以上継続して行っていただける人には、引き続き使っていただいて

います。４回というのは、体操の立ち上げの４回は支援をしています。３ヶ

月後の状態を見て、引き続き行っていただけるような支援をしています。

太田委員：ごまんぞく体操を定期的に提供している団体ということで、目標見込みが

50 団体とありますが、具体的にどのような団体が想定されるのでしょうか？

事務局 ：ごまんぞく体操の団体は、74 ページにあります。週１回以上、介護予防の

観点で、筋肉に負荷をかけないと、介護予防としての意味がありませんので、

週１回５人以上の団体で３ヶ月以上継続して行ける方に、200 グラム単位で

調整できる重りを貸与しています。立ち上げ時には体操を覚えてもらいます

ので、４回の支援と、定期的に３ヶ月と６ヶ月、１年に体力測定で人的に支

援をしています。団体については、特にこれでないとダメという限定はあり

ません。趣味で集まっていて、そこから体操を始めた所もあります。老人ク

ラブでやっている所もあります。町内会単位で行ってもいます。限定はして

いませんし、できればやりたいという人も入れて欲しいと思っています。会

員でないからダメということではなく、やりたい人もできるようにお願いを

したいです。
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「憩っ家」についても、特にこの団体と決めていません。近くの公民館で毎

週カラオケをやっている、あるいは公園でラジオ体操や太極拳をやっている

など、どんな団体でも、外に出て交流をする場として「憩っ家」として認定

をしていきたいと考えています。

太田委員：地域包括ケア計画と名称が変わることですが、確かに影響が大きいと思い

ます。例えば、名称が変わりましたという記載をしても良いのではないでし

ょうか？

事務局 ：新たな別の計画ができたのかという風に思われてもいけないので、表記す

るときに、１年くらいは「名称が変わりました」という表記をするように心

がけていきたいと思います。

原田委員：これから年度末で、地域で集会などがあり、地域包括支援センターの方が

来て、話をする機会もあります。その時に、名称などを周知していただけれ

ばと思います。一般市民が包括という意味を知らないという意見もありまし

たので、このような時に啓発をしていただけばと思います。

権会長 ：いくら良い計画をたてても、市民が知らないのでは意味がありませんので、

啓発をしていただければと思います。地域包括ケアづくりに参加するという

視点で続けていくことが大事だと思います。介護職の不足について、みんな

が安心して暮らせる地域づくりの理念を実現していくためには、その問題を

もっと本気で取り組んで、計画の中にも盛り込んで、取り組んでいかないと

いけないと思います。

他に意見がなければ、修正などが必要な部分については修正をした上で、

この案で市長に答申をさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょう

か？

委 員 ：【了承】

権会長 ：本日の会議での意見等を踏まえて、良い計画書になりますように事務局に

はお願いします。

（終了 15：15）


