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様式第３号（第７条関係） 

 

会  議  録 

 

 

１ 附属機関の会議の名称 平成 26 年度第２回高齢者保健福祉推進協議会 

 

２ 開催日時 平成 26年７月 29 日（火）午後２時～午後３時 40分 

 

３ 開催場所 水戸市役所南側臨時庁舎 ２階 大会議室 

 

４ 出席した者の氏名 

 

(1)委員 

 原 毅，小暮雅人，山本大，田上惠子，相川三保子，菊池晃，冨田たま子，清水昭郎，武藤邦彦， 

大槻義光，久信田もと子，藤田絹代，佐々城昭，土屋和子，澤則子，細谷春幸，中庭次男 

 

(2)執行機関 

 秋葉欣二，豊﨑和馬，大曽根明子，長須賀良明，堀口泰夫，小林秀一郎，青木浩子，岡部裕子， 

石丸美佳，木村陽子，土屋勝，田部田英智，加藤正恵，吽野洋一，佐藤通，柳内治子 

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

 

 (1) 水戸市第５期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の実施状況について（公開） 

(2) 地域包括支援センター運営方針について（公開） 

 

６ 非公開の理由 適用なし 

 

７ 傍聴人の数（公開した場合に限る） ０人 

 

８ 会議資料の名称 

 

 ・水戸市高齢者保健福祉推進協議会委員名簿 

 ・第５期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画実施状況 

 ・地域包括支援センター運営方針について 
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９ 発言の内容 

 

【執行機関】それでは，定刻になりましたので，ただ今から，平成 26 年度第２回水戸市高齢者保健福祉

推進協議会を開催いたします。 

      はじめに，本日の定足数の確認でございます。本日は委員の２分の１以上，17 名の方に御

出席をいただいており，定足数を満たしておりますので，御報告いたします。 

      次に，新しく委員に就任された方の委嘱でございます。このたび，役員改選等によりまし

て，新たに３名の方に委員をお引き受けいただくことになりました。今回，委員に就任され

た方のお手元に，委嘱状を配付しておりますので，よろしくお願いいたします。 

      ここで，新しく委員に就任された方に，一言ずつ自己紹介をお願いしたいと存じます。 

 

（委員自己紹介） 

 

【執行機関】ありがとうございました。 

      続きまして，当協議会の会長についてでございます。前回，市医師会の  委員に会長を

お引き受けいただくということで，皆様より御了承をいただいたところでございますが，引

き続き，市医師会から推薦のありました  委員に会長をお引き受けいただくということで，

皆様，よろしいでしょうか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

【執行機関】ありがとうございました。それでは，  会長，前のお席へお願いいたします。 

 

（会長が前の席へ移動） 

 

【執行機関】ここで，改めまして，会長より一言，御挨拶をいただきたいと存じます。会長，よろしく

お願いいたします。 

 

【会  長】皆さん，こんにちは。先ほど７月と申しましたけれども，医師会は一般社団法人の取得に

時間がかかりまして，本来であれば 26年の４月からということだったと思うのですけれども，

ずれこみまして，７月の 23日という中途半端な時期から会長を仰せつかりました。 

      私は，東台のほうで外科を対応しております。診療所です。その当時から，水戸の医師会

としては，訪問看護ステーションを立ち上げ，そこに私のグループが関与しておりまして，

約二十数年，介護在宅医療を中心に，普通の患者さんも診ておりますけれども，そういった

観点から仕事をしてまいりました。そのようなところを生かしながら，この在宅に関して，

より良い施策が行われればいいかなと思いまして，微力ながら，御協力をしたいと思います。

簡単ですが，御挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

【執行機関】ありがとうございました。 

続きまして，お手元の資料の御確認をお願いいたします。 
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まず初めに，次第でございます。続きまして，水戸市高齢者保健福祉推進協議会委員名簿，

第５期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画実施状況，地域包括支援センター運営方針に

ついてでございます。 

資料につきましては以上でございますが，不足等ございませんでしょうか。よろしいでし

ょうか。 

ここで，大変申し訳ございませんが，資料の一部修正箇所がございます。 

まず始めに，委員名簿でございます。11番の水戸市住みよいまちづくり推進協議会の  委

員でございますが，役職を常任理事としてございますが，副会長の誤りでございます。大変

申し訳ございませんでした。 

続きまして，資料１の第５期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画実施状況でございま

す。９ページの(7)，任意事業の状況の欄の介護相談員，2013年度の一番下の部分が空欄にな

っておりますが，こちらは実利用者数が 1,449 人，延利用数が 5,235 件でございます。 

続いて，資料２の別紙１でございます。平成 27 年度実施予定の事業のうち，(1)，圏域単

位の実態把握の中の文言が「地域の社会資源の事態把握」となっております。こちらは「実

態把握」の誤りです。 

続きまして，別紙２でございますが，現行の地域包括支援センターの図のうち，左側に伸

びております「地域窓口」が「地衣窓口」となっておりますので，衣を域に改めていただけ

ればと思います。 

修正につきましては，以上でございます。大変申し訳ございませんでした。 

それでは，議事の進行に移らせていただきたいと存じます。議事の進行につきましては，

会長にお願いしたいと存じます。  会長，よろしくお願いいたします。 

 

【会  長】それでは，よろしくお願いいたします。議事に先立ちまして，本日の会議録署名人につい

てでございますが，  委員さんと  委員さんのお二人にお願いしたいと存じます。よろ

しくお願いいたします。 

      それでは，議事に入ります。本日の議題は２件でございます。 

      まず始めに，(1)，水戸市第５期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の実施状況につい

てでございます。事務局の方から，よろしくお願いいたします。 

 

【執行機関】介護保険課の  と申します。お手元に配付しております水戸市第５期高齢者保健福祉計

画・介護保険事業計画の実施状況，資料１とされているものですが，こちらについて御説明

させていただきます。 

      １番の介護保険事業計画についてでございます。１，高齢者数と高齢化率についてでござ

いますが，超高齢社会の中にあって，高齢者数は年々増加傾向にあります。2013年 10 月１日

現在，総人口 270,859 人に対し高齢者数 62,583人となり，水戸市の高齢化率は 23.1％となっ

ており，市民の約４人に１人が高齢者という状況になりつつあります。 

      続きまして，２，要介護・要支援認定の状況について御説明いたします。まず，(1)の認定

申請の状況でございますが，要介護認定の新規認定申請，更新，要介護・要支援状態の軽度

化あるいは重度化に伴う区分変更，この３種の形態がございますが，こちらは全て増加傾向

にございます。2013年度の申請件数は 10,621件，月平均 885 件に達してございます。 

      続きまして，認定申請後にこの認定申請を様々な状況から調査し，その結果について判断
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する認定審査会の実施状況についてでございますが，2013年度につきましては，審査会を 256

回開催いたしまして，審査会１回当たりの平均件数は 39.5 件となっております。部会につき

ましては，2011 年度までは 10 部会，審査員 60 人体制であったものが，認定申請の増加傾向

を踏まえまして，12 部会，審査委員 72 人に増員されております。 

      続いて，(3)，認定審査会結果の状況でございますが，2013年度の 10,106件の審査件数中，

利用者の状況等を入力し，コンピュータによる一次判定どおりとしたものが 8,462 件，利用

者ごとの特記事項等により軽度に変更したものが 506 件，同じく特記事項等により重度に変

更したものが 1,138 件となっております。 

      ページをめくっていただきまして，(4)，要介護・要支援認定者数でございますが，以上の

認定申請の結果，要介護・要支援認定者数は 2013年度末において 40歳から 64歳までの２号

被保険者も含めると 11,547 人となっており，特に高齢者，１号被保険者は 11,247 人おりま

して，高齢者全体における要介護・要支援の認定率は 17.8％となっております。75 歳以上の

後期高齢者の認定率は 32.2％となり，高齢者全体が高齢化する中で，認定率，認定者数とも，

増加傾向にございます。 

      続きまして，ページをめくっていただきまして，保険給付の状況について御説明いたしま

す。要介護認定を受けて，それから後，介護保険サービスを使うこととなりますが，その結

果として，利用者に対して交付されるのが保険給付でございます。(1)，保険給付の決算状況

についてでございますが，2013 年度の決算については，国補助等の精算もあり，現在のとこ

ろは見込みというところでございますが，約 173 億 7,700 万円となっております。内訳とし

ましては，ホームヘルプ，デイサービス等の居宅サービスが 84億 3,100万円で，全体の約半

分を占めております。続きまして，特別養護老人ホーム，老人保健施設等の施設サービスと

呼ばれるものが約 59億 7,700万円で，全体の約３分の１を占めております。なお，2011 年度

から 2013 年度までの給付総額は，増加する利用者数を背景とし，この３か年で平均すると， 

2011 年から 2012 年度につきましては，前年度比 8.6％の増，2012 年度から 2013年度につき

ましては 6.6％，給付費が伸びております。 

      続きまして，ページをめくっていただきまして，(2)，サービス利用者数と給付費の状況に

ついて御説明させていただきます。この(2)の表につきましては，各年度の３月利用分を抜き

出しまして，単月当たりにおいて前年度と比較ができるようにしたものでございます。利用

者数につきましては，2011 年度の３月，つまり第４期計画の最終年度である 2011 年度の３月

から， 2013年度３月利用分，つまり 2014 年３月ということになりますが，これを比較する

と，利用者数で約 12％の増加，給付費の総額，内訳としては，居宅サービス，地域密着型サ

ービス，施設サービスともに，給付費が増加している状況でございます。 

      続きまして，またページをめくっていただきまして，５ページの(3)，サービス種類別利用

の状況（３月利用分），こちらの表につきましても，各年度の３月における各サービスの利用

回数の比較の表でございます。利用回数については，全サービスとも増加傾向にあります。

中でも，居宅サービスの標準サービスの中にある通所介護，いわゆるデイサービスと呼ばれ

ている通所介護につきましては，回数，増加率とも，大きく伸びているところでございます。 

      続きまして，５ページ下の４，低所得者の利用者負担軽減の状況について御説明いたしま

す。介護保険法及び市独自の減免制度により，世帯の所得等が一定の基準以下の場合につき

ましては，介護保険のサービス利用料について減免，あるいは入所や滞在の施設，特別養護

老人ホームであるとか，ショートステイの滞在費，食費について，一定の限度額以上の負担
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を負わないとする優遇措置がありまして，減免対象者の人数につきましては，表中にありま

すように，増加傾向にございます。なお，一番下にある介護老人福祉施設旧措置入所者とい

うのは，こちらは人数が少なくなってきておりますけれども，介護保険制度の制度変更の中

で，旧措置，いわゆる法改正前のサービスを受けていた方の優遇措置を，引き続き同じ状態

で維持，続けていくという特例措置でございます。 

      続きまして，またページをめくっていただきまして，６ページ，介護保険料の状況につい

て御説明いたします。先ほどまではサービスの利用料及び減免について御説明いたしました

が，今度は介護保険料，介護保険の歳入について御説明いたします。保険料歳入の決算状況

についてですが，介護保険料につきましては，一定の収入がある方について，年金からの自

動的な天引きを行う特別徴収と，一定の収入が無い方や，65 歳となり，２号被保険者から１

号被保険者への切り替えの時に，一時的に納付書で支払うこととなる普通徴収で介護保険料

を納めていただく方と，保険料を年度内に納付できなかった場合，翌年に滞納分として繰越

しをする滞納繰越分の３種類の歳入がございます。介護保険においては，大部分の保険料の

徴収が特別徴収の方式によっていることもあり，収納率は全体で 93％台となっております。 

      続きまして，(2)，所得段階別の第１号被保険者数でございますが，介護保険制度におきま

しては，65 歳以上の第１号被保険者については，その所得に応じた保険料を賦課することと

なっております。こちらにつきましては，国制度の中で第１段階から第６段階まで段階を分

けておりますが，第４段階が一番多くなっております。なお，水戸市としては，10 段階の段

階分けがなされておりますが，こちらの表につきましては，2011 年からの比較ができるよう

に，旧７段階に分けたものを，それに合わせて段階を修正して，記入して作っている表でご

ざいます。 

      続きまして，(3)，保険料の負担軽減の状況についてでございます。介護保険料につきまし

ては，火災や災害が起こった場合で，被保険者の方の生活が困窮する場合につきましては，

保険料の減免を行っております。2013年度につきましては，16件，202,310 円について軽減

を行ってございます。 

      続きまして，ページをめくっていただきまして，７ページ，６，介護サービス事業所・介

護保険施設の状況について御説明いたします。介護保険サービス事業所については，各サー

ビスとも増加傾向にありますが，いわゆるデイサービスと言われる通所サービス事業所の増

加数，増加率が大きくなっております。地域密着型サービスにつきましては，グループホー

ムと呼ばれる認知症対応型共同生活介護につきましては，市の方で計画により 27か所という

こととなっており，数は一定してございます。また，地域密着型の中にあって，新しいサー

ビスである複合型サービスが，2013 年度，市内に新たに開業してございます。施設サービス

につきましては，介護保険事業計画，総合計画等で計画的な整備を行っております。特別養

護老人ホームにつきましては，この３年間において 160 床の増設，介護老人保健施設につい

ては 100床が増設されております。 

      私からの説明は以上です。 

 

【執行機関】続いて，８ページをお開きいただきたいと存じます。７，地域支援事業の主な実績につい

て御説明いたします。ここからは，高齢福祉課の  が御説明いたします。 

      まず，地域支援事業について簡単に御説明いたしますと，この事業は介護保険法に位置付

けられておりますもので，高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるように支援するため
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の事業となっており，具体的には，介護予防の事業であったり，あるいは高齢者虐待，成年

後見制度等の相談を総合的に受ける相談事業などで構成されております。 

      では，資料の方に移りたいと思います。 

      (1)，二次予防事業対象者把握の状況でございます。二次予防対象者とは，要介護状態にな

るおそれがある高齢者のことを指します。その要介護状態になるおそれがある高齢者の把握

を行っており，平成 22 年度までは健康審査の際に 25 項目の質問からなる基本チェックリス

トを実施し，把握しておりましたが，国の実施要項の変更を受け，平成 23年度からは，基本

チェックリストを郵送により送付，回収する方法に変更いたしました。平成 23年度から毎年

度，平成 25 年度まで，要介護，要支援認定を受けていない高齢者，約 49,000 人に基本チェ

ックリストを送付し，回答率は約８割，回答者の約３割である約 11,000 人が二次予防事業者

の対象者となっております。 

      続いて，(2)，介護予防ケアマネジメントの状況につきましてですが，地域包括支援センタ

ーに併設されている指定介護予防支援事業者において，要支援１又は要支援２の認定を受け

た方に対するケアマネジメント業務のことを指しております。こちらは，要支援認定者の増

加に伴い，毎年，件数が増加しておりまして，平成 25 年度では 17,257 件，月平均に直しま

すと 1,438 件となっております。また，地域包括支援センターから，民間のケアマネージャ

ーが所属する居宅介護支援事業所にケアマネジメント業務の一部を委託して実施しておりま

して，その件数につきましても併せてお示ししております。 

      (3)につきましては，地域包括支援センターで対応している総合相談の件数，高齢者虐待，

権利擁護相談に係る実績を，それぞれ示しております。高齢者虐待や成年後見制度，権利擁

護に関する相談は，全体の約１割を占めており，これらの相談に関しては，社会福祉士が中

心となって対応に当たっております。 

      (4)の包括的・継続的ケアマネジメント業務の状況についてですが，支援困難事例などを担

当している地域のケアマネージャーからの相談，あるいはケース会議の開催等による支援の

状況，援助技術向上をテーマにした研修会の開催状況についてお示ししております。 

      ページをお返しください。(5)の二次予防事業の状況について実績をお示ししております。

二次予防事業は，要介護状態になるおそれがある高齢者を対象に実施している介護予防教室

であります。毎年度 200 人前後の方に御参加いただいております。 

      (6)の一次予防事業の状況について御説明いたします。一次予防事業は，全ての高齢者を対

象とする事業であります。元気アップ・ステップ運動教室，いきいき健康クラブ，シルバー

リハビリ体操教室等の様々な教室のほか，元気アップ・ステップ運動サポーター養成，いき

いき健康クラブ地域指導員養成，シルバーリハビリ体操指導士養成など，介護予防に携わる

ボランティアの養成等を行っております。 

      (7)の任意事業につきましては，主な事業として，家族介護用品支給，配食サービス，介護

相談員の派遣状況について，実績をお示ししております。家族介護用品支給につきましては，

宅配による紙おむつの支給を行っており，年々，利用者が増加している状況でございます。 

      (8)の介護保険給付費適正化事業について御説明いたします。不正請求，人員基準違反等の

法令違反，介護報酬基準に反する保険給付については，介護保険給付費適正化実施計画に基

づき，介護保険サービスの質の確保及び介護保険給付費の適正化の観点から，事業者に対し

て監査，指導を行い，処分や指導を行うとともに，介護報酬の市への返還を求めております。 

      では，ページをお返しください。続きまして，ローマ数字の２番，高齢者福祉サービス事
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業について御説明いたします。事業としては，介護保険サービスの補完的なサービスとなる

軽度生活援助事業，生きがい活動支援通所事業，生活管理指導短期宿泊事業のほか，生活支

援を目的として実施している主な事業として，日常生活用具の給付，はり・きゅう・マッサ

ージの施術費助成，緊急通報システムの設置，理美容の助成等を行っております。実績につ

いては，おおむね横ばいとなっております。以上であります。 

 

【執行機関】保健サービス事業につきまして，保健センターの  から説明させていただきます。健康

増進法に基づき，保健センターが実施しております事業について，23年度から 25年度までの

実績を記載してございます。主なものについて御説明いたします。 

      健康教育の個別につきましては，禁煙を希望している方に対して，個別禁煙教育を実施い

たしました。 

      次に，健康相談の重点につきましては，高血圧，脂質異常，歯周疾患などの相談を行って

おります。総合につきましては，健康に関する一般的な相談となっております。 

      健康診査ですが，子宮がん，乳がんにつきましては，受診者数が横ばい傾向にあり，その

他の検診は微増しております。ここには記載してございませんが，受診率につきましても，

同様に，子宮がん，乳がんで横ばい，その他の検診については少しずつ増えている状況です。

歯周疾患検診は，23年度まで集団で実施しておりましたが，24 年度より内容を変え，歯周病

予防教育として実施しております。また，今年度より，医療機関におきまして，歯周疾患検

診を開始したところです。 

      保健サービスにつきましては，以上でございます。 

 

【会  長】よろしいですか。どうもありがとうございました。これから御質問をお受けいたしますが，

挙手をもって御発言願います。それから，およそ１時間半くらい，３時半くらいまでの会議

の開催ということをめどにスムーズな進行をしていきたいと思いますので，御協力のほど，

よろしくお願いいたします。 

      量が多いので，１番の介護保険事業から御質問のある方，どうぞ，挙手をもって御発言く

ださい。はい，どうぞ。 

 

【  委員】いくつか質問をしたいと思うんですけれども，一つはですね，介護認定者数。資料の２ペ

ージにあるんですけれども，この中で，要支援と認定された方が 1,822 名いらっしゃる。一

番上です。率としては 18％だということだったんですけれども，これが 2013年度には 2,409

名ということで 20.9％。18％から約３％増えたんですよね。一方で，要介護者の合計が 8,317

名で，数字ばかりで申し訳ないんですけれども，82％だったのが，これが減って，79％にな

ってしまったということなんです。 

      要するに，要支援と認定された方がグッと増えて，要介護ということで認定された方がグ

ッと減っているということが，何か基準が変わったのか，あるいは新しく別な理由があるの

か，お答えいただきたいと思います。 

 

【執行機関】介護保険課から御説明をいたします。資料１にもございますように，資料１のローマ数字

の１，介護保険事業の中の１，高齢者数と高齢化率から始まりまして，ちょうど真ん中辺，

２の(2)になります。認定審査会の実施状況ということでございますが，介護保険の認定につ
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きましては，認定審査会，表にありますように 12 の部会で 72 名の先生方に審査判定を，平

日の毎日，40件から 80件の審査をしていただいております。この審査に関しましては，私ど

もの認定を調査するための調査員，それから，要介護の認定をされた方の主治医ともに，受

診をしている先生から書類等をいただきまして審査判定をしているところでございます。そ

の審査会において，厳正な審査をしていただいております。 

また，基準については，特に変更があったわけではございません。以上でございます。 

 

【  委員】１ページの一番下を見ますと，軽度に変更になったのが 5.0％で，重度に変更になったのが

11.3％ということです。2011 年には 15.6％だったものが 11.3％になったので，基準が変わら

ないということなんですが，コンピュータの判定以外に，かかりつけ医の認定による変更の

割合が減ったのかなというふうに，この資料で見ると思いますが，そういうのはきちんとし

た基準に基づいてやっているということなんですか。 

 

【執行機関】これについては，厳正な審査の結果ということでございまして，特別な法の改正とか，そ

ういったものではなくて，個々の状態をコンピュータで一次判定したものを，更に先生方に

判定をしていただいた結果が，この数字になっているということでございます。 

 

【  委員】申し訳ない。次に，要支援の人たち，これは３ページなんですけれども，要支援，居宅サ

ービスというのがありますよね。2011 年度から 2013年度にかけて３年間にわたってあります

が，これは居宅サービスが 2011 年度には４億 7,600万円，2013年度には６億 5,716万円とい

うふうになっております。実はですね，国の法律が変わりまして，要支援については，訪問

介護と通所介護が市町村の地域支援事業に移行するということになったわけですが，この中

で，訪問介護と通所介護にかかった費用，それと割合はどのくらいになるのか。お答えいた

だきたいと思います。 

 

【執行機関】こちらも，介護保険課でお答えさせていただきます。要支援者のサービス事業のうち，デ

イサービス，ホームヘルプの割合ということでよろしいかと思うのですけれども，約７割と

なってございます。 

 

【  委員】費用で言うと，例えば 2013年度が６億 5,716万ですよね。これが，今言った居宅サービス

になるんですけれども，その７割というと，金額ではどのくらいなんですか。 

 

【執行機関】数字で言うと，約４億６千万円くらいということになると思います。 

 

【  委員】そうすると，将来は４億６千万が地域支援事業に移行するということになるわけですよね。

そういうことですか。 

 

【執行機関】新たなサービスとして対象となる，あるいは金額ということで，大まかな目安にはなるか

と思います。 

 

【  委員】分かりました。これが，ほぼ地域支援事業の方へ移行していくということなんですね。 
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それで，更に要支援や要介護と認定されても，介護保険の利用者の割合が非常に低いとい

うことを，私は感じたんです。４ページに出ていまして，例えば，４ページの一番下の 2013

年度の利用者数が，要支援で 1,490 人と書いてあります。しかし，実際は，要支援として認

定されたのが２ページでは 2,409 人で，58.4％の方しか利用していない。42％が利用してい

ないということで，認定されながら，４割以上が介護保険を利用していないというのは，ど

ういう意味なんですか。 

 

【執行機関】続いて，お答えをいたします。要支援の方の利用率が約 58.4％になるかと思いますが，介

護保険サービスの場合は，要支援の認定を受けてサービスを利用するに至るわけですけれど

も，サービスを利用するに当たりましては，認定を受けた上で，間を取り持つといいますか，

居宅介護事業所，いわゆるケアマネージャーさんがいらっしゃいます。ケアマネージャーさ

んが，サービスを提供する事業者さんとの間をつなぎまして，その方に本当に必要であると

思われるサービスを利用していただくということになっておりますので，そういった調整が

された上での数字が一番主なものというふうに考えております。 

また，別の例で言いますと，病気などで介護ではなく入院とかをされていてサービスを利

用できないと，そういった方もいらっしゃいますので，そういったケアマネジメントをきち

っとされた上で，利用をされていないとか，あるいは何らかの理由で利用されていない方，

そういうことの結果がこの数字というふうに捉えております。 

 

【会  長】それと，隣のおばちゃんがやってるから俺も受けるとか，そういう人情でやって，実は何

ももらっていないという人もいることはいるんですね。そういうことも含んでいるところだ

と思います。 

 

【  委員】今の質問ですが，会長が言われたように，受けていないことが幸せなことであって，割合

を言いますと，少なければ少ないほうがいい。水戸は申請件数が多いということと，それと，

今会長が言ったように，隣のおばちゃんが行っているから，楽しいからみんなで行こうとか，

それで予算を使ってどうなるのか。介護保険，潰れますよ。田舎へ行ったら，申請できない

でいる人がたくさんいるんです。その方が予算使わなくていいんですよ。ですから，審査件

数も増えるし，予算も今後合わなくなる。国は支援を外そうとしている。そういう方向へ行

っているんですから，予算をなるべく減らさなくちゃいけない。どんどん審査件数も増えて

ます。今言われたように，２年前に 12 部会に増やしてます。私，最初から 13 年くらいやり

ましたけど，40件やるのは精一杯です。これを１回で 50，60枚も見ろと言われたら，誰も行

かなくなると思います。部会を増やすのか，２年前にもそれがあったんですが，私は部会を

増やしてくれということで，増やしてくれたんですが，部会を増やすのか，一部会の申請を

国で決めた基準まで減らすのか。どっちにしても，水戸はこのまま増えていったら間違いな

くますます増えてしまう。できるだけ使わない方がいい。施設はできるだけ使ってほしい。

使えば使うほど予算が上がる。どっちを持っていくか。保険料が上がるということにもなる

んです。ですから，その辺を上手に考えなくちゃならない。 

      あと，質問をちょっといいですか。水戸市だけ人口がちょっと増えているんですが，高齢

化率も当然増えています。自然増の高齢化率の増加なのか。それとも，水戸は他の市町村に

比べて施設が多くありますよね。そのため，介護保険のために高齢者が流入して増えている
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のか。こういうことを調べると，もっと詳しく実態が分かる。いわゆる，入所するために他

の市町村から入ってくる。子どもがいれば，そっちに戸籍上持ってきてしまう。当然，団塊

の世代が過ぎる頃までは，どんどん増えていくとは思うんですが，それだけじゃない，介護

を受けるための流入もあるのではないかと。どう見ても，子どもたちがそんなに増えている

とは思えないんですね。横ばいだと思うんですよ。ですから，その辺まで踏まえて，あとは

予算をどこまで抑えていけるか。支援に関して言うと，できるだけ使わない方が市としては

良いわけです。その方がみんな健康なんです。全部，認定審査を受けたからと言って，みん

なでこれに行って，楽しくボールを投げたり，何やったり，いきいきやろうとしない方が，

本当は健康的だと思います。以上です。 

 

【会  長】よろしいでしょうか。はい，どうぞ。 

 

【  委員】いいですか。５ページで，通所介護サービスが，2011 年度に 27,855回ありました。先ほど

の説明の中では，通所介護サービスが非常に増えていると。確かに，これを見ると 2013年度

には 36,217回に増えてます。これは，どういう理由で増えているのかをお答えいただければ。 

 

【執行機関】はい，お答えをいたします。これにつきましては，単純にサービス事業所が増えている，

利用者が増えているということでございます。それから，一部ではありますが，とても大き

なデイサービスができたという例がございます。サービスが充実しているとも言えますし，

事業所が増えている，両方であると思っております。 

 

【  委員】７ページに書いてありますとおり，施設が 90 施設だったのが，2013年度は 114 施設，２年

間で24施設増えた。その他に，今の大きなデイサービスができたということなんでしょうが，

やはり，高齢者の皆さんが，通所介護，デイサービスを受けたい，利用したいという人が，

非常に高くなっているということなんでしょうね。 

 

【執行機関】そういうふうに思っています。 

 

【会  長】それと，家族で支え合うということが，非常に難しくなるような世帯になっているんです。

高齢者が高齢者を介護していたり。若い人たちもやりたいんだけど，収入がないと駄目です

から，仕事に行っちゃう。どうしても，年寄一人を置いておくのはかわいそうだということ

で，デイサービスを利用するということもあります。 

      他に御質問等はありませんか。ありませんね。 

 

【  委員】なければ，一つだけ。 

 

【会  長】はい，どうぞ。 

 

【  委員】高齢者の虐待相談が 299 件から 360 件に増えてますよね。この増えた理由というのは，何

ですか。また，どのような内容なのでしょうか。それと，もう一つは，虐待が 27 件あったと

いうことなんですけれども，この 27 件の内訳を教えていただければ。 
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【執行機関】はい，高齢福祉課からお答えいたします。資料の８ページの地域支援事業の状況の(3)，こ

ちらの表でございますけれども，こちらの中で，中ほどの欄です。高齢者虐待，権利擁護に

関する相談，こちらが 299 件から 360 件に増えている要因という御質問ですけれども，こち

らにつきましては，高齢者人口の増加ということが背景にあるということがまずございます。

その他ですね，本市におきましては，高齢者の総合相談窓口であります地域包括センターを

中心に，地域窓口センターと連絡を取りながら，高齢者虐待，権利擁護に関する相談支援等

を行っている状況でございます。また，市民向けのリーフレット等を市民センターに設置さ

せていただいているほか，いきいき出前講座，介護サービス事業所等の職員を対象にいたし

まして研修会等を実施しておりますことから，高齢者虐待防止の周知啓発に努めております。

このような状況から，広く市民の皆様に，高齢者の虐待に関する意識，そのようなものが浸

透してきたということで，御相談も増えているのかと考えております。 

      引き続きまして，高齢者の虐待に関する通報 27 件の内容でございますけれども，こちらに

つきましては重複してございますが，このうち 19件が虐待のあったものと判断しております。

その内容といたしましては，こちらも重複してございますけれども，身体的虐待，心理的虐

待，経済的虐待，こちらが内容になっております。以上でございます。 

 

【会  長】ありがとうございました。その他，ございますか。はい，どうぞ。 

 

【  委員】９ページの(6)の一次予防事業の状況の説明なんですが，この会は，状況の数をただ報告を

受けるだけの会なのかということに，ちょっと疑問がありまして，この回数と人数，延人数

で，一次予防という効果は出ているのでしょうか。もし出ていないのであれば，今後，どう

いう工夫をしていくのかというような，報告だけではなく，更にどのように進めていくのか

というお話をする場がこの会合になりますので，その辺はいかがかを教えていただきたいと

思います。 

 

【執行機関】保健センター介護予防係の  から説明をさせていただきます。今の御質問につきまして

ですけれども，一次予防事業につきましては，まず全国的な実績の報告をしますが，全国の

中で水戸市がどのような実績かと言いますと，1,742 市町村の中で，この一次予防事業ですけ

れども，第 11位の実績があります。それがまず一つです。 

      それから，それぞれの事業なのですけれども，元気アップ・ステップ運動教室という教室

につきましては，有酸素運動，それから足腰の筋力トレーニング等をする事業であります。

事業に参加する前と参加した後の効果等を比較しますと，下肢筋力の筋力アップ，バランス

能力，柔軟性の向上等の効果が表れております。それから，参加者の多いいきいき健康クラ

ブ等に関しましても，閉じこもりの予防等につながっているというような結果が出ておりま

す。そして，シルバーリハビリ体操教室につきましても，参加者等に，例えば歩行能力が向

上したり，ひざの痛み，腰の痛み等が軽減をしたというような効果が表れているというよう

な状況です。以上です。 

 

【  委員】ということは，十分効果が出ているというふうに認識してよろしいのでしょうか。 

 

【執行機関】はい，私もそういうふうに思っていますし，皆さん方にも，この一次予防事業は水戸市で
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はたくさんの事業を行っておりますので，それぞれの評価があると考えていただいて良いと

いうふうに思っております。 

 

【  委員】ありがとうございました。 

 

【会  長】うちの患者さんも，結構，この元気アップ・ステップ運動に行きます。それで，確実に数

値が良くなっていますよね。これも口伝えで，あれ行こうよ，あれ行こうよと。その三本柱，

元気アップ・ステップ運動，いきいき健康クラブ，シルバーリハビリ教室，これは，断トツ

に，ずば抜けて良い高齢者の体操だと思いますので，  委員さんも，もう少し大きくなっ

たら，どうぞ。 

 

【  委員】というのは，その柱はそうですが，全てのことに成果が出なければいけないというふうに

思ったので，良いところばかりでなく，改善をするということも，お含みいただいた方が良

いかなというふうに思いました。 

 

【会  長】ということで，よろしくお願いいたします。 

 

【執行機関】はい，分かりました。 

 

【  委員】今のことにも関連するかと思うんですけれども，今，会長がおっしゃったように，非常に

効果は高いんだと思います。ただし，これをやる人は高くなりますけれども，ここに埋もれ

ている人たちに，市町村がどのように手を差し伸べていくのかというところも，非常に重要

かなというふうに思いますので，その視点を是非進めてくださればと思います。 

      もう一点は，(7)のところ，それも関係するかと思うんですけれども，例えば，2011 年度に

配食サービスが 191 人から 171 人へ減っていますが，これはどうかというのと，一番上の家

族介護用品のところ，おむつ等が入っているということなんですけれど，そうすると，おむ

つの提供ということも大切かと思うんですけれども，おむつを外すための支援というか，そ

の辺りのところで，減っていくというところの関わりの情報というのはいかがなものか。上

の状況と少し関わってくるのかなと思うんですけれども，いかがでしょうか。 

 

【執行機関】高齢福祉課からお答えいたします。配食サービスにつきましては，民間事業所の配食への

参入が進んだということが原因と考えております。 

      おむつの件につきましては，おっしゃるとおり，利用者は増えておりますけれども，それ

以前に，介護サービス事業所等と連携をしながら，外していく，改善していくという方向性

へ持っていけたらなと考えております。 

 

【会  長】よろしいでしょうか。 

 

【  委員】運動の場へ出ていけない人たちへの対応策というか，計画といいましょうか，その辺のと

ころはいかがでしょうか。 
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【執行機関】今までやってきたことも含めてなんですけれども，こういう事業を知らない方も多いと思

うんですね。ですので，高齢者が集う場所に私たちが出向いて，こういう事業を説明させて

いただくというふうなことが一つだと思います。 

      もう一つはですね，より参加しやすいように，より身近な場所で，特にシルバーリハビリ

教室なんていうのは本当に身近な所でできる教室だと思いますので，参加しやすいような身

近な会場を確保していくということで，大分広がりが出てくるのではないかなというふうに

考えております。 

 

【会  長】これ，ほとんど，市民センターですよね。 

 

【執行機関】そうです。主に会場としては市民センターなのですが，それ以外に老人福祉センターであ

るとか，集会所等でやっているような事業もあります。 

 

【会  長】なおかつ，Ａのセンターで出て，次の日にＢに行っても構わないんですものね。 

 

【執行機関】中にはそういう方もいらっしゃいます。 

 

【  委員】いきいき健康クラブなんかには，女の方は非常に積極的に参加しているんですけれども，

男の方は誘っても出てこないというのが難点だったと思います。 

 

【会  長】おっしゃるとおりです。 

 

【  委員】私も傾聴ボランティアをやっているんですけれども，施設とか個人宅に行っているんです

ね。あとはもう一つ，シルバーリハビリも参加者として行っていますので感じるんですけれ

ども，あそこに来られる人はコミュニケーションが取れて，とっても良い。今，一番問題な

のは，家の中にいる人たちをどうするかっていうことだと思うんですね。つくづくそういう

ことで，私が傾聴ボランティアをやっていて感じますので，例えば，そういったものがプラ

ンニングの中に入っていらっしゃるかどうかをお聞きしたいんです。今現状は，そういうと

ころに行ってやっている。例えば，私は傾聴ボランティアは個人宅に行っています。そうい

うこともありますので，外に出られない方のための施策なり，何かこれからに向けてのプラ

ンがあるのかなということをお聞きしたいと思います。 

 

【会  長】いかがでしょうか。 

 

【執行機関】今の御意見なのですけれども，家にいる方を外へ出すということは，なかなか難しい面も

あるんですが，今の御意見を踏まえまして，そういう方にもなるべく多くの事業へ参加して

いただくようなことを考えていきたいと思います。 

 

【会  長】そういう方，例えば，昨年，水戸市でつくりましたよね。各民間がそういったところに声

をかけて，独居の人に何かあったら市役所に電話をするように，そういったものをつくりま

したよね。 
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【  委員】見守り隊ですかね。 

 

【会  長】そう，見守り隊。そういったところの活用とか，２番目の議題になるんですけれども，そ

ういったところの情報収集とか，それらを集めて運営していくのが，地域包括支援センター

の仕事ですので，また次の第２の議題のときにお願いします。 

 

【  委員】いきいき健康クラブのことなんですけれども，確実に成果が上がっております。地域格差

はあるんですけれども，男の方がたくさん出ている地域もあります。比較的，農業を主とし

てやっている地域は，農業の担い手であり，働き手の一員になってしまっていて，なかなか

そういうところに参加できない高齢者がたくさんいますし，比較的，年金暮らしで悠々自適

に暮らしている地域は，すごく大勢，市民センターに入りきれないくらいたくさん出ており

ます。やはり，皆さんにそれをお知らせするために，地域の福祉の広報紙にそれを載せたり，

保健推進員などからも，周りの方や地域にこういうのがありますから出てくださいというこ

とで，皆さんが集まった時には声掛けをしたり，敬老会のときなどにもこういうのがありま

すからとお知らせしたり，運動を皆さんと一緒にやってきて，必要だなと思いました。 

 

【会  長】そうですね。幅広い活用をお願いしたいと思います。 

そういうふうなことも議題の２に関わると思いますので，続きまして，２番の地域包括支

援センター運営方針について，事務局から御説明をお願いします。 

 

【執行機関】高齢福祉課，地域支援センターの  です。これから，資料２について説明させていただ

きます。 

      まず，今回，資料２として水戸市地域包括支援センターの運営方針についてということで，

地域包括支援センターの今後の在り方等を含めて検討したいという内容についてこちらの方

に提出してございます。 

      まず，１番として趣旨についてでございます。国の方で，平成 25年に持続可能な社会保障

制度の確立を図るための改革の推進に関する法律ということで制定しまして，地域包括ケア

システムという，その構築に向けた考え方が示されておりまして，その中で地域包括支援セ

ンターが担うべき新たな事業やセンター機能の強化等について方針が示されているというこ

とでございます。 

      また，本市におきましては，第６次総合計画において，更なる高齢化の進行や要介護高齢

者，認知症高齢者等の増加が見込まれる中で，地域における相談支援体制の充実に向けて，

地域包括支援センターの拡充を図ることを位置付けております。 

      今後，高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(第６期)で，27年から 29 年の期間になりま

すが，その具体化を図るために，地域包括支援センターの運営方針を定めるものであるとい

うことでございます。この方針を定めるに当たりまして，別紙１を御覧いただきたいと思い

ます。こちらの資料は，本市の地域包括支援センターの運営体制を見直す上で，重視するポ

イントとなる項目について大きく三つに分けて示したものでございます。 

      始めに，先ほど申し上げました国が示す地域包括支援センターの新たな役割についてとい

うことでございますが，ポイントとして二つ挙げてございます。１点目については機能を強

化するということで，こちらの機能強化には業務量に応じた適正な人員配置ですとか，こち
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らの適正な配置というのは地域包括支援センターの業務を実施する専門職，社会福祉士，主

任介護支援専門員，保健師の適正な配置ということを意味します。また，基幹となるセンタ

ー，機能強化型のセンターの位置付けということで，特に水戸市では基幹となるセンターと

いうところを重視しまして，複数のセンター間の調整や後方支援の役割を担う部署をセンタ

ーとして設けるということを国のほうで示されたようになっております。 

      ２番目としまして，新たな事業ということで今後実施すべき事業を時期と合わせまして示

してございます。まず，在宅医療と介護との連携ということで，これは平成 28年度中までに

実施するというものになっております。それから認知症施策ということで平成 29 年度中での

実施。また，地域ケア個別会議の開催ということで，こちらにつきましては平成 27年度中の

実施。また，生活支援，介護予防は平成 28年度中ということで，こちらは先ほどから話が出

ております要支援の認定者に対する新しい総合支援事業と，そういったものについて 28年度

中までに検討，実施の方向としては 29年の４月からということで考えているところでござい

ます。こうした部分について，地域包括支援センターは中心的な役割を担っていくというこ

とが示されています。 

まず第１点として，国が示した部分を説明させていただきました。２番目としまして，地

域包括支援センターで実施すべき重点事業ということで，特にこうした項目について 27年度

に重点的に実施していこうということで三つ挙げてございます。 

まず１点目は，圏域内の実態把握です。こちらは，それぞれの地域を知るという観点から

地域の社会資源を把握するということであります。それともう１点としまして，地域のリス

クの高いと思われる高齢者へのアプローチということで，先ほど介護予防の教室等に参加さ

れていない方というような話がございました。地域のリスクの高い高齢者に対する訪問等で

アプローチすることによって実際に実態把握をしたり，そういった方への支援へつなげてい

くということを実施しようと考えております。ここで示している社会資源につきましては，

ボランティアですとか自治会，町内会，高齢者クラブ，他の市民団体等の活動や，保健福祉・

医療・介護等のサービス，それ以外には社会福祉施設や公的施設・住宅など，そういった資

源が全て含まれているというように思っていただければと思います。これらの実態把握をす

ることを通じまして，地域の社会資源を有効活用する方法や新たな社会資源，不足している

社会資源の開発等に役立てることが目的となります。また，リスクの高い高齢者のアプロー

チにつきましては，二次予防事業対象者の把握事業ということで，その結果も出ていますの

で，そういったものに対して，例えば３年間一度も回答を送ってきていただいていない方で

すとか，年齢の高い一人暮らしの高齢者の方ですとか，リスクが高いと思われるような方に

ついて，そういった方の必要としている支援を把握したり，生活状況やそういった緊急時の

連絡先等を把握するという意味でも，訪問することによって実態把握を行うということを考

えております。 

２点目として，地域ケア会議の開催についてですが，こちらは地域単位で，例えば支援を

必要とする高齢者等について個別のケア会議等を実施するというもので，そのケース会議等

を通じて，個別の支援だけでなく地域の課題の抽出等にもつなげるというような会議の開催

ということを考えております。 

３点目としましては，地域とのネットワークづくりでございますが，在宅医療と介護の連

携に向けた多職種間のネットワークを構築するということや，地域の行事等に参加するなど

して地域へのアプローチを行いながら地域の特性を知るとともに，見守り支援・支えあい活
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動等に関わりを持ち地域の中でのネットワークを構築するということを考えております。 

こうした，１点目，国の示している役割，また，市として重点的に行うべき事業というも

のがございまして，三つ目といたしましては，これを実現するためにはどういう体制が必要

かということで，相談支援体制を強化するための見直しポイントということで示しておりま

す。こちらにつきましては，まず，地域単位で専門職が包括的支援事業を実施できるという

ことで，この包括的支援事業というのは総合相談支援事業ですとか，先ほどの実態把握，地

域のネットワークづくり等も含まれております。それから権利擁護事業，これは高齢者の虐

待への対応，また成年後見制度利用促進とかそういったものが含まれております。あとは，

地域の民間ケアマネージャーさんに対する支援，あと，二次予防事業対象となった方に対す

るケアマネージメントなどの業務を実施するということで，それをこれまでは地域包括支援

センターということで市１か所だったのですが，それを地域単位でできるような体制をとっ

ていこうというものでございます。 

二つ目に各センター間の調整，後方支援，指導，評価等を直営の役割として，基幹的な業

務を担うような体制をとっていったほうがいいのではないかということがあります。 

３番目としては，直営で基幹的な役割と地域を直接支援する役割を担うことによって，直

営の中での人材育成を行えるような体制にするということが必要なのではないかということ

です。 

４番目としましては，基幹的なセンターと８か所の支所，センターということで，地域包

括支援センターをそれら全部を含んで１か所とみることによって，専門職の配置ですとか，

高齢者の人口増，そういったものに柔軟に対応できる体制にするということ。 

それから５番目としましては，指定介護予防支援事業，こちらは要支援者の１，２の方に

対するプランの部分なんですが，そちらは従来どおり市直営で１か所でやりまして，各支所

では包括的支援事業に専念していただくということで，利用者，要介護認定者，要支援の認

定者に対しては体制が変わらないということで影響を最小限に抑えられるという体制にしよ

うということを含めて，体制を見直していこうということで検討してまいりました。 

実際に，また資料２に戻っていただきまして，それらを踏まえて地域包括支援センターの

設置及び運営方針ということで，まず，１番目として日常生活圏域につきましては第３期の

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画で定めた八つの日常生活圏域を踏襲するということ

で，別紙資料の４番目に包括の圏域が書いてあります。太く枠になっている部分が８圏域に

なっております。左の方から，内原圏域，西部圏域につきましては赤塚中，双葉台中学校，

北部につきましては五中，石川中，国田中，飯富中，南部第２につきましては見川中，緑岡

中，笠原中，中央圏域につきましては一中，二中，東部圏域につきましては三中，千波中，

南部第１圏域につきましては四中，常澄につきましては常澄中ということで，中学校区を八

つに分けました圏域ということで設定しておりまして，これを今後も引き続き踏襲していく

という考えでございます。 

また資料２に移っていただいて，(２)としまして，地域包括支援センターの設置及び体制

ということで，こちらは図を使って説明したいと思います。別紙２，別紙３を見ながら説明

させていただきます。まず別紙２につきましては，現行体制といたしまして，水戸市の地域

包括支援センター中央１か所と８か所の地域窓口センターという体制で現在運営しておりま

す。直営の部分が地域包括支援センター，８か所が窓口センターということで委託で実施し

ております。その体制につきましては別紙３の上の段を見ていただきます。現在この８圏域
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につきましては，地域包括支援センター専門職というものが真ん中にございますが，地域割

りをしまして 10 人体制で対応しているということでございます。この形で現在運営しており

まして，これを今度新たに見直した形が，先ほどの別紙２でもう一度見ていただきますと，

基幹型に対して支所というものを８か所で，支所には専門職を複数配置することで地域包括

支援センターと同等の業務をやっていただくという形になります。右側の地域包括支援セン

ターの運営体制というのは，その８か所の支所のうち１か所を直営，市で実施するというこ

とと，基幹的機能を１か所持つということでそのような図になっているということです。実

際に人員体制はどうなるのかということが別紙３のところでございます。基幹型と支所の一

部の地域ということで南部第２圏域を直営で持つという形で，残りの中央，常澄，北部，西

部，東部，南部第１，内原につきましては委託ということで，それぞれ専門職をそちらの方

に示しました内訳で人口等の状況から割り振って示したものが見直し案の表になっておりま

す。地域包括支援センターにつきましては専門職の配置基準というのがございまして，第１

号被保険者，65 歳以上の高齢者になると思いますが，３千人から６千人につきまして専門職

各１名ずつということになりますので，見直し案の一番下のところ，63,548 人という人口に

対して計算していきますと，それぞれ 11 人ずつ，33人の専門職が必要になるというふうにな

っております。実際に，基幹的な業務と南部第２圏域の所定の部分として９人の職員を配置

しまして，残りについては人口等を基にして２人から５人というような人員体制で専門職を

配置したセンターを設置していくという案を考えております。実際に，南部第２圏域を直営

にという考え方なのですが，これにつきましては，今後，地域包括支援センター，実際に今

保健センターで行っております介護予防，認知症の施策につきましては，保健所等との関連

が非常に多いということと，在宅医療につきましては医師会との協力ということが不可欠に

なるということも含めまして，南部第２圏域に直営の本所を置くという考え方であります。

資料２の下に米印で書いてございますが，支所につきましては仮称ではございますが「高齢

者支援センター」というような名称を考えているところでございます。 

また資料２へ戻っていただきまして，最終的にこのような設置体制で進めていきたいと考

えておりまして，今後につきましては(3)のところで，支所につきましては委託の法人を公募

により選定していくということで，運営費等につきましては更に諸費用又は人件費等を勘案

しながら公募に向けて整理をしていくという状況になっております。説明は以上です。 

 

【会 長】はい，ありがとうございました。ただ今，地域包括支援センターの運営方針について説明

がありましたが，御質問のある方は挙手をもってお願いします。 

 

【  委員】  さんに端的にお聞きしたいんですが，今年の６月に医療介護総合推進法案が国会を通

りましたよね。そして，今度は要支援１と２に認定された高齢者については市町村の地域支

援事業に移行するということになりましたが，今回は地域支援事業に移行するに当たっての

体制の変更ということになるんですか。 

 

【執行機関】先ほど説明したとおり，新たな事業が示されたというのは，法律の中で四つの事業が示さ

れたということと，機能を強化するということも示されております。その法律の中で地域包

括ケアシステムの構築に向けて地域支援事業の充実を図るというふうになっており，その中

で地域包括支援センターはこういうことを機能として強化したい，こういう新たな事業を実
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施するというような位置付けになっておりまして，そういう事業等を円滑に実施していくた

めの体制づくりということと，今までの支援体制，包括的支援事業に関しましては直営の地

域包括支援センター，窓口センターにつきましては，初期的な対応という相談的な業務をお

願いしておりましたので，その初期的な対応の部分を強化して地域の中でいろんな事業がで

きるようにした体制というふうに考えております。要支援者に対してのサービスにつきまし

ては，まだ２年間の猶予期間がございます。その内容につきましては，現在要支援者の方に

ついてはサービスの単価等についても月の丸めの単価になっていたり，利用の方法について

も違ってきております。今後サービスの内容について介護予防の事業も含めて，新たな事業

というのを組み立てていく必要がございますので，それをこの２年間で整理していきたいと

考えております。 

 

【  委員】訪問介護の制度が，平成 29 年から市町村の事業に移行しますよね。そのとき，訪問介護の

制度が五つに分かれると厚生労働省が言っていますね。訪問介護と訪問介護型のサービスＡ，

Ｂ，Ｃ，Ｄというように分かれますよね。訪問介護型サービスのＡ，Ｂ，Ｃの利用者はボラ

ンティアや町内会等様々な方に面倒を見てもらうというように分かれて，なるべくお金をか

けないで訪問介護をしていきたいという，そのための受け皿づくり。それを社会資源，要す

るにＮＰＯやボランティアだとか，そういうものを今後調査して，訪問介護を五つ型に変え

ていくというのが，今回のこの制度なのですか。 

 

【執行機関】介護保険課からお答えをさせていただきます。  委員さんは情報が素晴らしく早いよう

で，我々も今おっしゃっていただいた事業の方針について，情報はまだ正式には頂いており

ません。今回は，地域包括支援センターをどのように機能強化していくかということで御提

案させていただきました。おっしゃっている部分につきましては，今後，第６期の高齢者保

健福祉計画・介護保険事業計画を作っていきますので，今後の会議を行う時に水戸市の考え

を改めてお示ししながら御意見を頂く予定でございます。 

 

【会 長】地域包括支援センターは基本的にはあの人おかしいね，ちょっと相談しましょうよという

のが，現在の窓口センターの役割。これをもう少し大きく，先ほどの新たな事業や機能強化

というところを大きく抱えながら水戸市独自のやり方をやっていこうということの素案をこ

れから考えていくということでよろしいですかね。 

 

【  委員】あと，公募と書いてありますが，いつから公募をするんですか。 

 

【執行機関】今現在準備を進めているところでございまして，具体的には８月から９月と考えておりま

すけれども，まだ詳細にはいつからということはお答えできない状況です。 

 

【  委員】そうすると，来月から公募を始めていくということになりますね。そうしますと，職員の

数とか確保，費用だとか，話を聞いてみますと非常に心配している方がいらっしゃいますけ

れど，その点では，私は十分な予算の配置をして，やはり今回の介護保険制度の改正で要支

援と認定された高齢者の方がこれまでどおりの介護を受けられるのか，もっと水準の低い介

護になってしまうんじゃないかと心配している方々がたくさんいらっしゃるということなの
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で，費用とか，支所である高齢者支援センターにおける専門家の配置状況とか，そういうも

のについて，きちんとした考え，対応をしていくべきではないかと思うんです。その点が一

つ。 

もう一つは，要支援者に対する影響が非常に出てくるということで，それを最小限に抑え

られるようにしていきたいとのことですが，その中身について，文書では要支援者への影響

は最小限に抑えられるということなんですけれども，どのような形で最小限に抑えていくの

か。その２点質問させていただきます。 

 

【執行機関】専門職の配置につきましては先ほど示した資料の中に，各地区にどのくらいの人数という

ことが示されております。経費につきましては参考額ということで概算の事業費等について

はこちらで詰めているところでございます。公募の段階で経費等につきましても一緒に見積

もっていただくような形の公募になっていくと思われます。実際に包括支援センターを含め

まして各市町村で委託等を実施している状況でございますので，そういった事例等も含めて

参考にしながら進めていきたいと考えております。 

      それから，要支援者の具体的な内容といたしましては，実際のところサービスとして成り

立つには持続性が必要となってくると思いますので，ボランティアの方ですとか民間の方で

そのような事業をやっていくとなった場合には，持続的に提供していくことが可能かどうか，

提供する側の体制や資源がどのくらいあるかということをこちらで調べた上で制度設計をし

ていきたいと考えております。また，地域包括支援センターで要支援の方のケアプランを作

成しているわけなのですが，現在ケアマネージャーと民間のケアマネージャーに委託してい

る部分が多くなっております。今回，包括支援センターを全部分けてしまいますと，それら

をリセットしてしまう形になってしまい，それは要支援の方に対する影響が非常に大きいだ

ろうということで，要支援者の方については今までの体制でというふうに考えておりますの

で，そういうところで影響が少ないように抑えられるというような体制となっております。 

 

【執行機関】補足になるかどうか分かりませんけれども，新しい総合事業，要支援者へのサービスにつ

きまして，水戸市で実施する時期，あるいは，ボランティア等地域の資源，御協力いただけ

る資源等をしっかり把握した上でないと，要支援のサービスを打ち切って新しい事業という

ふうにすぐには移行できないと思っております。また国においても，報道等がありましたよ

うに介護保険の報酬以外にボランティアさんといった団体に対して別の補助，お金を出すよ

うなことを今検討している段階ということをお聞きしておりますので，それらを踏まえた上

で適切な移行ができるように，これから作ります第６期の事業計画の中で，この推進協議会

等で御意見を頂きながら進めていきたいと思います。 

 

【会 長】ありがとうございます。はい，  委員。 

 

【  委員】あまりにも事務局がかわいそうで，国がもう少ししっかりとした方向性を示してくれると

いいんですが，何年度中にこういうことをやる予定だとかばかり言っていて，見えないとこ

ろを少しずつただ言ってくれているだけで，もっと細かいことをこうやっていこうというの

はまだ難しいと思いますよ。もうちょっときちんとした，こういうことでこうやっていこう，

介護保険の関係を残すんだとか，何か二つに分けるようなことだけ言っているだけで，大分
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長い間，包括支援ばかり言っていて，正直言って大変だとは思うのですが，なるべく合わせ

て良い方向に持っていっていただけたらと思います。予定ばかり次々と名前を変える，次こ

れをやってみる。そんなことばかりできるわけがないじゃないですか。冗談じゃないですよ。

むしろ，一人の人生を考えたら，なぜ支援と介護に分けなければならないのか。段々と介護

に行かなきゃならないから，段々と年をとっていくわけなのだから。こういう訳の分からな

いことを国が言っていて，それをやっていかなればならないということは，私は大変だなと

思います。ですが，仕方がないので頑張ってください。 

 

【会 長】ありがとうございます。その他ございますか。はい，どうぞ。 

 

【  委員】一つ質問をさせていただきます。地域包括支援センターの８か所の方とやっていくことに

なっていますが，それぞれの地域の高齢者の生活あるいは介護保険の利用状況，あるいは，

先ほど要支援の申請が必ずしも必要ではない高齢者が要支援の認定を受けているという実態

の御意見がございましたが，こういったことについてそれぞれ特徴というものがあるのかな

いのか。それから，本部は地域包括支援センター１か所で運営していくというよりむしろ支

所にかなり権限を下ろして活動していくというような御報告でしたが，そういった中で足並

みをそろえた形でいくのか，それとも地域の特性を出してサービスや事業内容に差をつけら

れていくのか，そういったことについて現在どのようなことを検討しているのか，お答えを

お願いします。 

 

【執行機関】一番は，状況といたしまして，二次予防事業対象者の把握ということで，今まで３年間介

護認定を受けていない方に対しての調査をやっていまして，リスクの高い，認知症の対象に

なっている方ですとか閉じこもりの方などは個別にある程度把握できているということもご

ざいまして，また，先ほど重点事業ということで位置付けましたが，ある程度地域へアプロ

ーチしていくということと，地域のそれぞれの社会資源等の状況等を踏まえまして，まず 27

年は地域をよく知っていくというところから入りまして，その後につきましては，やはり地

域間の差は出てくると思いますが，方針としては市でしっかりとした，ぶれないような形の

ものを示していきたいというふうには考えております。今まで，先ほどから出ているような

調査にも回答していない，事業にも参加していないという方へのアプローチは今までも必要

だと考えてはいましたが，こういった体制をとることでそれも可能となってきますので，そ

れによって介護予防の事業につないだり介護保険の制度につないだり，また，見守りという

支援の仕方もあると思うのですが，そういうものにつないでいけるような業務の方向性とい

うことで動いていきたいと考えております。 

 

【  委員】27 年度の実施予定の事業の中にある，地域のリスクの高いと思われる高齢者へのアプロー

チなどというのは，市の職員の方だけではできないことですので，多分民生委員にお願いし

ますということで事業が下りてくるんじゃないかと内心ドキドキしているんですが，各地域

で地域の高齢者などを把握しているのは民生委員でございますので，そういうお仕事がもし

27 年度からあるということになりますと，早めに民生委員と話を詰めてほしいと思っており

ます。 
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【会 長】よろしくお願いします。その他ございますか。なければこれで終わりにしたいと思います。

続きまして，事務局から何かございましたらお願いいたします。 

 

【執行機関】高齢福祉課です。次回のスケジュールについてですが，９月下旬を予定しております。皆

様，よろしくお願いいたします。 

 

【会 長】ただ今御説明がありましたが，次回は９月下旬に開催という予定でございます。内容は，

地域包括支援センターのより深い方針というところになると思いますので，良いものを作り

上げていきたいと思います。時間も大分経ちました。長時間にわたり御協議ありがとうござ

います。以上をもちまして，協議会を終了いたします。どうも御協力ありがとうございまし

た。 

 


