
平成 30 年度 第１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５月 14 日（月）午後１時 30 分～午後２時 40 分

場 所 岡崎市役所福祉会館３階 301 号室

出席委員 権会長、田中委員、鷲山委員、今泉委員、鈴木義明委員、阿部委員、原田

委員、鈴木育男委員 以上８名 （欠席委員 ２名）

事務局 中川長寿課長、野澤介護保険課長、中根長寿課副課長、藤野施策係長、木

下予防係長、近藤地域支援係長、柘植介護保険料係長、神尾介護給付係長、

山口審査係長、荒木主査

傍聴者 なし

１ 開会

２ 中川長寿課長あいさつ

３ 各委員及び担当課職員の紹介

４ 専門分科会会長の選任

・岡崎市社会福祉審議会条例第７条第２項に基づき、委員の互選により高齢者福

祉専門分科会の会長を選出。

  ・出席委員の同意により、権 泫珠委員を分科会会長に選出した。 

５ 会長あいさつ

６ 専門分科会副会長の指名

・岡崎市社会福祉審議会運営規程第５条に基づき、権会長が太田義穂委員を副会

長に指名した。

７ 議事

会 長 ： それでは、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８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）地域包括ケア計画について（平成 30 年度～32 年度）・・資料１

（２）高齢者在宅福祉サービスの見直しについて ・・・・・・資料２

権委員 ： 地域包括支援センター業務について、会議名が変更になっているという

ことですが、２つの会議を１つに統合したというイメージでしょうか。

事務局 ： ２つあった会議を統合したというよりも、計画上で整理をしたという考



えかたです。年齢がおいくつのかたであるとか、どちらにお住いの方であ

るとか、要介護がいくつであるとか、どういった既往症があるか、薬はどう

いったものを服薬しているのかですとか、個人情報は出さずに症例を検討

する会議を総称してミュニティケア会議と呼ぶことにしました。ただ、実

際に会議を行う地域包括支援センターによっては、予防型・介護型という

分けで運用しているところもあります。

権委員 ： 従来のシステムでは目的が予防型なのか、介護型なのか、対象が違うわ

けですよね。カンファレンスで地域のネットワークを作って、ネットワー

ク会議でどういう問題に対応とするのかということで、実際にそこに参加

する参加者の面々を見ると、専門職の方がメインですけれども、同じ方々

がいます。その方々にとって統合することによる負担度等の変化はありま

すか。

事務局 ： 例えば、会議における症例の件数はそれぞれのところで議論をしながら

進めています。とはいえ、症例は多くて３事例となっており、１件に 15 分

から 30 分くらいかける形に現在はなっています。また、支援と介護を一緒

にしたとしても、症例の数を減らすかも個別の会議次第になりますので、

そういう意味では参加者の負担については問題ないと認識しています。

権委員 ： この会議で対応した件数は１つの会議で３件とのことですが、これは会

議を開催する各地域包括支援センターの担当エリアでの課題をあげている、

ということでしょうか。

事務局 ： そうです。

阿部委員： パブリックコメントの返事を意見提供者に郵送されたということで何か

反響はありましたか。

事務局 ： ３月末にそれぞれの方に郵送しましたが、何もご意見はいただいていま

せん。

―議事（２）について―

事務局 ：議事（２）「高齢者在宅福祉サービスの見直しについて」近藤地域支援係長

より説明

【主な意見・質疑応答】

原田委員: おむつ券のことですが、年に４回、民生委員の方が来て、家族のことを心

配して色々な触れ合いをしながらいただいていました。今年から郵送にな

ったことにより、役所のかたは簡単で良いかもしれませんが、受け取る側

からすると、情報交換等できていたのが全く触れ合いがなくなり、時代の

流れでそうなるかもしれませんが、福祉の問題でもありながら簡単に切ら

れてしまう感じがして寂しく思います。



事務局 ： 民生委員の方については、おむつ券がなくても、ひとり暮らしや介護の

必要な方についてきちんと回っていただいており、実際に介護の必要な方

につきましては、包括が定期的に回らせていただいています。長寿課とし

ては、おむつ券があるから見守りをさせていただく、ということではない

ので心配はしていません。

郵送に切り替えた経緯ですが、現在、700 件強くらいの方がおむつ券の対

象者となっていますが、その内の 300 件くらいが民生委員の方に配布して

いただき、400 件くらいが市役所窓口に取りに来ていただくという状況でし

た。その中で、窓口にいらっしゃる方から「ここに来るのは大変」とか「家

族が介護をしているのに、取りに来いというのはどういうことか」というご

意見もたくさんいただきました。では、どうして民生委員の方にお願いをし

ないのだろうということで窓口で聞かせていただきましたが、最近の傾向

だと思いますが、人に知られたくないので大変でも窓口で受け取りたい、と

いう方がたくさんいらっしゃいました。そういった家族の負担を少なくす

るために、今回は郵送に踏み切りました。

今泉委員： 前回そのお話しをお聞きし、知られたくないという人もいることを言わ

れ、民生委員の立場としては大変残念に思いました。小さな町内なら良い

ですが、500 軒、600 軒ある町内を持っている人にとっては、それが情報で

もあるわけです。来てほしくないのであれば行かないですし、自分で役所

へ行かれる方、直接送ってください、という方もあるかも知れませんが、私

たち民生委員にとっては情報を知る一つの手段でもあったので、それがな

くなるということは凄く残念だね、ということが会長会でも話が出ました。

知られたくないと言われると、私たちの押し付けがましさがあったのかな、

と反省もありますが、何となく納得がいかない気もしています。

権委員 ： とても重要な問題だと思いました。利用される方の立場での思い、家族

の思い、それから民生委員の方は民生委員の方でやはりその地域にいらっ

しゃる方々との接点の一つと接点を作る一つのきっかけとしての給付券と

いうものがあって、そのきっかけがなくなって、その地域での民生委員の

方が家族とかご本人にアプローチの仕方が難しくなっていることについて、

それが１つの懸案として浮かび上がってきていると思います。こういう問

題を今後どういうふうに考えていくかということも新たな課題として考え

る必要があるかと思いますが。この件について、他のかたの意見をお伺い

したいと思います。

鈴木育男委員： 人間、十人十色ですので、色んな意見・考えをお持ちです。自分は、

保護司をやっていまして、鑑別所や刑務所から出てきた方の更生保護の手

助けをしているわけですが、働くのにもやはり自分が保護観察を受けてい

ることを知られたくない、そういう方もみえますし、知られるのもどこま



での範囲でならいいけれどもとか、下の人達には知られたくないとか、や

はり人それぞれです。それを自分たちがその人の気持ちを十分に汲んで面

接をしたり、対応をしたりしているわけですが、少し難しいかもしれませ

んが、画一的に何かをやることになると、あちらが良ければこちらが立た

なくなってくるということで、一人ひとりに寄り添っていくというのが自

分たちの仕事ではないかな、と思っています。それと同じように公共のと

ころからの動きというのも一人ひとりにある程度寄り添った考え方をもっ

て動いた方がいいのではないかなと思います。確かに凄い人数ですので難

しいかと思いますが、その気持ちを忘れてはならないと思います。人間対

人間の付き合いだと思いますので、是非その辺りを考えていただけたら有

り難いかな、と思います。

鈴木義明委員： 梅園学区では、総代が民生委員の方と一緒に、年に１回タオル１つ

持ってお邪魔しています。以前回った時ですが、民生委員を知らないとい

うところもあって、前々から感じていましたが、総代会と民生委員との連

携をもう少し上手く作った方がいいのかなと思いました。実状的には各町

の総代が一番よく知っていると思いますし、顔も広いですから、総代をも

う少し利用してもらっていいのかな、という気はしているのですが、行く

機会はいずれにしても作ろうと思えば、できると思います。地域性もある

と思いますが、それを上手く利用しながらやっていけばもう少し色々な団

体も民生委員の方も地域包括の方もそうですし、色々な方が目を向けても

らっているということが分かるのですけどね、具体的にどの辺りまで対応

できているのか各町によって違うと思いますが、総代という組織を上手く

利用して、組織づくりをしてもらってもいいのかな、と思います。

鷲山委員： 我々老人クラブでは、友愛活動ということで、誕生日とか色々催し物が

あったときに尋ねたりしてプレゼントをしたりする友愛訪問を行っていま

す。私のクラブには認知症のかたが２人程いるのですが、１つの家族は認

知症を大いに表に出して我々の行事に参加しています。ところがもう１つ

の家族はひた隠しにしていて、中々訪問するのが難しい状況です。日本は、

欧米と違って、家族と一緒にいるとプライバシー等の問題ということで

中々家の中へ踏み入れないことがあり、この件については答えが見つから

ないです。

田中委員： これはそれぞれに言い分があって、みんなそれぞれに正しいです。答え

があったりなかったりで、みんなが全て正しい答えがないものですから、

全部が全部そのようにやるというのは多分難しく、答えがない、というの

が正解だと思います。やはり知られたくない人に立ち入ることで問題が起

きるというのはよくないことではありますので、苦情があったりとか問題



が起きるようであれば、新たな要件でこういうサービスに入られる方にア

ンケートを取るなり、どのようなスタイルで行った方が良いのか、そこで

話し合ったりするしか、やりようがないような気もします。

阿部委員： この件というわけではないですが、先日出た市政だよりで高齢者の方向

けの福祉サービスで特集が組まれていて、ごまんぞく体操の写真と共に見

開きで色々なサービスが紹介されていて、自分たちのような年齢もそうい

った記事を見ると、自分の親、その上の代に対してこういったものがある

よ、ということを考えて伝えることもできるし、一緒に考えることもでき

るので、そういった広報の部分では力をいれていただくのは良いのかな、

今回強く思いました。

権委員 ： ありがとうございました。

おむつ券だけではなくて、福祉サービス全般に関わる普遍的なジレンマと

いうかテーマなのかなと思いまして、御意見を伺いました。知られたくな

いというそういう方への配慮といいますか、価値観が多様化していく中で、

昔の様な地域での人間関係であったり関わりというところで、対応できな

い若い層が増えてきたりとか、ということに対しては個人の価値観であっ

たり考え方を尊重するというそのやり方等を工夫していくのかということ

で、今回、方向の転換というか変更が一つ見えてきたと思います。一方で、

変えたことによって従来やってきて良かったところですね、ケースケース

で顔を見て話せるようなそういう関係性が弱くなっていくという、これも

どうしていくのか。安心できるそういう仕組みを一律的に一概になくして

いくことも、これも地域づくりというか安心できる地域という視点からす

るとデメリットかなと、少し心細いところもあります。今後、おむつ券の給

付方式の変更によって何かどういう風に違いがでてくるのか、民生委員さ

んが動きにくくなったとか、従来の関係が途切れるようになるとか、その

ためのおむつ券ではないのですが、何かまた新たなきっかけづくりがあっ

たら良いのではないかとか、色々なものが見えてくる可能性もあると思い

ますので、地域の方々も市の方もモニタリングを継続していただきたいと

思います。

鷲山委員： 先程、残念だと言われていましたが、来てほしいと言う人と、そうでな

い人と分けるという作業は難しいのでしょうか。

今泉委員： おむつ券については、病院に入院していた時に、こんな風にもらえます

よ、とかそういう情報でもらわれる方もありますけれども、今おむつ券の

話が出ましたけれども、そうではなくて例えば福祉委員の方がちょっとし

た物を持って「お元気ですか」といくサービスもしている訳ですが、それを

持って「お宅は一人暮らしになられたからこういうことを学区で行ってお



りますが、どうされますか」と聞くと「いや、私はまだいいです」といわれ

るところへは行きません。例えば１年くらい経ってから「やっぱり貰いま

す」と言われると、そこから始めたり、最初から押しつけではなく「貰えま

すよ」ではなく「どうされますか」と聞いています。これはおむつ券ですの

で、絶対に必要な人達が貰ってみえるわけですから例え僅かでも貰えると

いうのは助かりますよね。

原田委員： 民生委員の方が、これは福祉委員さんからですよ、とかタオルケットも

一緒に添えていただいたりだとか、そこで情報交換ができたりだとか、見

守り、配食と一緒で地域のことを凄く守ってくださるなと分かりますが、

これから民生委員さんがいらっしゃらない訳ですからおむつ券があった為

によく来てくださって色々なことを話したいですがそれがなくなってしま

ったものですから、それぞれまた民生委員のかたもお仕事がたくさんある

かと思いますが、福祉の事に力を入れているこの社会ですが寂しいなと、

私も今受けている側ですので感じました。

今泉委員： おむつ券をもらわれる方は家族がある訳です。一人暮らしだったらもう

そんな状態だったら居られませんから。その家族のあるかたのところへ「お

元気ですか」と行きませんので、でもそのおむつ券を持って行きながら「お

変わりないですか」というくらいのことを言えるので「良かったですね」と

言えます。

権委員 ： ありがとうございました。地域のそれぞれの立場での活動の中での苦労

が見えてきて大変勉強になるな、と思いますし、ひとつのシステムを変え

ることによってそれが実際にどの様な影響や効果が出るのか、メリット・

デメリット含めて集約してまたこの会議の委員会で報告していただきなが

ら意見交換して検討していく、ということでいかがでしょうか。

他に何か御質問はありますでしょうか。

鈴木義明委員： 緊急通報装置の付けてもらう時の条件というかやり方が変わるとい

うことで、私のところにも一人、利用者がいましたが、このボタンを押され

ると、大体総代のところへ電話が入ると思います。「ちょっと見に行ってよ」

となるのだけれど、そういうパターンで私も何回か見に行ったことがある

のだけれども、この装置を付けると、まず、総代に連絡がいくのですか。

今泉委員： 昔は近所の人になっていただいていました。総代さんに限ってはいない

です。

鈴木義明委員： その町内で複数人いれば、見に行く人も複数人になるのですね。

今泉委員： それ中々ブザー押せないですよね。だから私は携帯持てる人は携帯を近

くに置いて娘さんなり「１」を押したら出るようにそれを活用しなさい、と

言っております。その時にそこ（装置のボタン）に手を伸ばせるかどうか、



というのはありますから。

鈴木義明委員： 電話機みたいなものと首にぶら下げるものの２種類ありますからね。

ただ、それを常にぶら下げていてくれればいいけれど、そうではないから

ね。知らない内に受話器を外してしまうというかたもいらっしゃいます。

この家は緊急通報装置が付いているという情報提供は各町にしていますか。

事務局 ： 緊急通報装置につきましては、この家に付いているという情報提供はし

ておりません。総代さんに連絡が行くという形ではなく、緊急通報装置を

付けたいといった時に緊急連絡先に協力員２人にお願いしてその人のとこ

ろに 60 分以内で駆けつけられる人を登録していただきます。ですので、ま

ず緊急のボタンを押すとにコールセンターから「どうされましたか」とい

う返事が入ります。そして「救急車を呼んでほしい」と言われますと、コー

ルセンターが救急車を呼びながら協力員の方に連絡をさせていただく、と

いうやり方です。ですので総代さんに話が行くということは、協力員さん

に連絡が付かなかった、或いは 60 分以内に駆けつけられる人がいなかった

ということで、総代さんなら来てくれる、ということで登録をされている

かたなのかな、と思われます。

連絡先は２人、身内のかたということで付いているのが原則です。

鈴木義明委員： 総代へ一言言っていただければ、万が一があるかも知れないですの

で、こことここは通報装置が付けてありますから万が一の時はよろしくお

願いします、というのは言ってもらえる方がいいのかな

とは思います。責任はあるので知らないでは済まないと思いますので

何もないのが一番良いですが、連絡が一番つくのは総代なので、それは一

言言っておいてもいいのかな、と思います。また参考にしていただければ

と思います。

権委員 ： 緊急通報装置のことですが、地域包括ケア計画の 53 ページに在宅高齢

者通報システム運用管理業務に、昨年度市内全域で 410 箇所付けられてい

るようで、結構使われているようです。

事務局 ： 高齢者のサービスガイドブックの 23 ページに機械の写真を載せて詳し

く書かせていただいております。緊急と相談というボタンがついている機

械を設置させていただいて、心配な方には首に掛けていただくペンダント

型のものを付けていただくというやり方ですが、実績として 29 年度は 410

箇所ということですが、実際には 392 だったと記憶しております。やはり

要件が厳しいのではないか、といことで見直しをさせていただき、本当に

必要な方に必要なサービスを受けていただけるようにということで医師の

診断書をなくし、一人暮らしなら良い、ということで要件を緩和しました。

権委員 ： 要件を緩和し、実際にニーズに応じて活用する、ただ付けておくだけで



はなく、必要な時にきちんと活用して危険を何とか回避できるような即時

対応できるように活かされることが大事だと思われるのですが、設置数と

実際に使われた実績はどうですか。

事務局 ： 実績数はここに（ガイドブック）差し込んでなくて申し訳ないですが、

必ず月に１回は安否確認ということで業者の方から確認の連絡を入れても

らっております。ちょっと困ったことがあった時に押す相談ボタンという

ものもあり、月に 1,000 や 2,000 以上の多くの利用があります。ちょっと

苦しくなってしまって救急車を呼んだ方が良いかどうか、という言える状

態でいらっしゃれば緊急ボタン押せば「どうされましたか」と必ずコール

が返るのでそういう相談ででは御家族に相談しましょうということをした

りとか、これについては本当に活用されている状態だと思っております。

権委員 ： ありがとうございました。実際にとても活かされているというそういう

システムだということも分かりましたけれども、誰々の家に付いてあるの

かは個人情報で報道すべきものではないと思いますけれども、でもこうい

うシステムが地域に必要な人にはあるんだよ、ということは一般的な広報

にも関係するかも知れませんが、さっき総代会からの御意見で地域にこう

いうシステムことがあるということは、それぞれの地域ごとで知っておく

ということは必要なのかなと思ったりしますので、一般的な広報と必要な

ところにきちんと仕組みについて理解してもらえるような広報の仕方があ

るといいかな、と思います。

他にはいかがでしょうか。

今泉委員： 正直なところ、今、一人暮らしの新しい方にお勧めしていないんです。

実際にやれるかなと思って…そしたらこんな風になってたんだと思ってい

たんですけれど。

事務局 ： ペンダントは結構押してくれています。

今泉委員： これは電話をかけることは出来なくて、この為だけのものですよね。

事務局 : それを押すとスピーカーからどうされましたかと声が掛かり、返答がな

ければ電話も業者がかけてくれて、そこで連絡がつかない場合は緊急連絡

先に連絡をしてくるので、連絡がつきませんでしたがこういうのがありま

せんでしたという報告がされます。

今泉委員： 一時期、業者の方は遠いところの人でしたよね。

事務局 ： 前は富山でしたけれど、今は名古屋です。業者が駆けつけてくれること

はしてくれないですけれど、連絡だけはちゃんと行います。必ず看護師の

いるコールセンターで看護師の相談を受けられます。24 時間対応です。

鷲山委員： 緊急装置で 60 分、長いんだね。

今泉委員： 60 分以内ですね。



鈴木義明委員： 中々見てくれる人は見付からないですよね。隣の人にお願いするわ

けにもいかないですしね。

権委員 ： 協力員の呼び掛けはどういう風になっていますか。

事務局 ： 呼び掛けという訳ではなくて、基本的には御本人の御身内の方に。やは

り何かあった時に病院に駆けつけていただいたり、近くであれば救急車を

呼ぶ手配をするので、お家に行ってくださいという形で救急車に一緒に乗

っていただける方が一番いいので、御身内の方で先ずお願いさせていただ

いて、それでもお一人暮らしでそういう人がいないよ、という方につきま

しては、ケアマネさんに頼まれる方、ご近所のお友達に頼まれるかた、中

には民生委員さんにお願いされる方、総代さんにお願いされる方がいます。

御本人に何とか頼める人はいらっしゃいませんか、ということでお願いを

していただいておりますが、やはり、２人も必要なのか、という声はよく

聞かれます。

権委員 ： 実際に今日のお話からしますと、我々はこのシステムについてあまり詳

しいことを知らなかったのだな、ということは反省しておりますけれども、

必要な地域で実際に必要な方々もこういうものがあるということを知ら

ない方もいるかもしれません。

今泉委員 ： 以前は、協力員の方に、御苦労さまでしたと一年に一回ちょっとした

物をお渡しするということもありましたよね。今はなくなりましたけれ

ど。

事務局 ： 恐らく 17 年、18 年前のことですが、その頃の緊急通報は消防に直接連

絡が入ることになっていまして、その時も協力員２人以上ということで

お願いをしていたのですけれど、御協力いただいているということで民

生委員さんを通じて記念品をお渡ししていた時期があります。

今泉委員 ： 受けてくれる人も段々少なくなっていますね。

事務局 ： そうですね。携帯電話が普及してきて固定電話の途中に付けるものです

が、やはり固定電話を外してしまって、携帯電話でやっているからと、済

まされる方もいますので、ただ携帯電話だとぶら下げていないとやはり

発作が起きた時に使えないということもありますから、もしペンダント

で直ぐに発作の起きるような既往症のある方だと使っていただければ有

効かな、と思います。

今泉委員 ： 認識を新たにしました。

権委員 : ありがとうございました。このシステムについては包括支援センターの

ほうが実際に地域に必要な方々向けの対応や確認をされるということで

その辺りは安心しても良いかと思います。



それでは今日の議事につきましては以上を持ちまして終了させていただ

きたいと思いますけれども、実際に色々関わりながらの事であったり情

報であったり生の色々な声であったりお聞きできて凄く参考になりま

したし、また、先程のおむつ券のこととか変更による今後の経緯という

かどういう方向に行くのかどういう問題があるのかを丁寧に拾い上げ

てまた次の施策に繋げていくと、そういうサイクルが作られていくとこ

の委員会の議論の意味も生きてくるのかなと思いますので、その辺りは

また、よろしくお願いいたします。

それでは、以上をもちまして、本日予定をしました議事は、すべて終了

しました。

議事進行に御協力いただきまして、誠にありがとうございました。これ

からの進行は事務局にお返ししたいと思います。

事務局： 権会長におかれましては、議事進行、ありがとうございました。ま

た、委員の皆様方におかれましても、お忙しい中、御審議をいただきま

して、ありがとうございました。

これをもちまして、平成 30 年度第１回岡崎市社会福祉審議会高齢者福

祉専門分科会を終了いたします。

ありがとうございました。


