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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３回高齢者保健福祉推進協議会 

 

２ 開催日時 平成 26年 10 月２日（木）午後２時～午後３時 50 分 

 

３ 開催場所 水戸市役所本庁舎前議会臨時庁舎 ２階 全員協議会室 

 

４ 出席した者の氏名 

 

(1)水戸市高齢者保健福祉推進協議会委員 

 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，

金成滋，久信田もと子，藤田絹代，佐々城昭，土屋和子，田口文明，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，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) 水戸市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(第６期)(案)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 

 ・平成 25 年度高齢者ニーズ調査実施報告書 

 ・二次予防事業対象者把握事業の結果について 

 ・水戸市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(第６期)における施策の体系(案) 
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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３回水戸市高齢者保健福祉

推進協議会を開催いたします。 

      まず初めに，会長より御挨拶をいただきます。会長，よろしくお願いします。 

【会  長】皆さん，こんにちは。今回で第３回目の高齢者保健福祉推進協議会でございます。各団体

からの方々がいらっしゃいます。貴重な御意見をお聞きしながら，水戸市としての良い話し

合いができればと思っていますので，どうぞ御協力のほどよろしくお願いします。 

【執行機関】ありがとうございました。続きまして，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，16 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，役員改選によりまして，

新たに水戸市住みよいまちづくり推進協議会常任理事の   様に委員をお引き受けいただ

くことになりました。委嘱状につきましては御手元に配付しておりますので，よろしくお願

いいたします。 

      それではここで，  委員に，一言自己紹介をお願いしたいと存じます。  委員，お願

いいたします。 

【  委員】ただいま御紹介に預かりました  でございます。水戸市住みよいまちづくり推進協議会

の常任理事をやっております。今回初めての出席ということで，どうぞ皆さん，よろしくお

願いします。 

 

（  委員到着） 

 

【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。 

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。

続きまして，平成 25 年度高齢者ニーズ調査実施報告書，二次予防事業対象者把握事業の結果

について。そして最後に，水戸市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(第６期)における

施策の体系案でございます。 

また，本日皆様の御手元にニーズ把握調査のアンケート票を配付してございます。Ａ３，

１枚でございます。 

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

ょうか。 

それでは，議事に移ります。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】では皆さん，よろしくお願いいたします。議事に先立ちまして，本日の議事録署名人でご

ざいますけれども，  委員さんと  委員さんのお二人にお願いしたいと思います。 

      それでは，議事に入ります。本日の議題は１件。水戸市高齢者保健福祉計画，介護保険事

業計画第 6期案でございます。 
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まず初めに，資料１の平成 25年度高齢者ニーズ調査実施報告書について，事務局からの説

明をよろしくお願いいたします。 

 

（事務局説明） 

 

【会  長】説明ありがとうございました。今説明がございました。御質問等ございますでしょうか。

挙手をもってお願いいたします。はい，どうぞ。 

【  委員】いくつか質問をしたいんですけれども，一つはですね，６ページのですね，家計の状況，

収入の状況でございますが，この中で，切りつめて何とかやっているという方が 32.6％，苦

しいという方が 7.2％で合わせて 39.8％。４割の方がですね，非常に生活が大変な中で切り

つめて生活しているという実態がありました。それで，余裕があると答えた方が 6.1％と少な

いという状況であります。二つ質問があるんですが，一つはね，こういう方に対して，今水

戸市の政策というのはどんな政策をやっているのか。具体的に言うと，実は９月 28日にＮＨ

Ｋで老後破産というスペシャル番組をやりました。私も見て，非常にびっくりいたしました。

年金が 10万しかなくて，家賃を６万払って，あと４万で生活している。それから，農村地域

では，２万５千円の年金で１か月間，ぎりぎりの生活をしているという実態がありました。

調査をした港区では，こういう高齢者に対してですね，訪問して，例えば生活保護を受ける

ようにとか，あるいはですね，別の施策で対応しているということがありましたが，水戸市

の場合ですね，こういう高齢者，要するに生活苦であえいでいる高齢者に対して，港区では

やっておりますが，水戸市ではどんな政策をしているのか，お答えいただきたい。もう一つ

はですね，港区でも，ＮＨＫのテレビでも言ってましたが，国民年金が 40 年間納めて最大で

64,000 円しかない，とても生活できないと。水戸市の場合ですね，国民年金の平均的な支給

額というのはいくらなのか，分かっていればその二つについて，きちんとした答弁をお願い

したいと思います。 

【会  長】はい，ではお願いします。 

【執行機関】まず最初にちょっとお答えしておきたいのですが，まず，この家計の状況についてという

ことで御回答いただいている内容なのですが，あくまでも御本人様の主観的な御回答になっ

ているというところなので，これを具体的にどのように検証するかというところは非常に難

しいと思うんですね。10万円もらっているのか，例えば月 20万もらっているのか，それは御

本人さんの生活レベルによっても苦しい，苦しくないというところがございますので，この

質問だけではちょっとその辺の御回答というのが非常に難しいのかなというふうに思ってい

るところでございます。あと，実際に政策といたしましては，減額制度とかそういったもの

については介護保険の中でもやっておりますし，年金，保険料につきましても段階的なもの

で措置をしているという対応はさせていただいています。あと，低所得者向けの福祉サービ

ス等については非課税世帯等の優遇というような形でやっておりますので，そういった部分

での政策というふうになるかと思います。 

それ以外の部分につきましては，ちょっと今こちらでお答えするのは難しいのかなという

ところと，あと，水戸市の国民年金の平均的な受給額というのは今こちらに手元の資料がご

ざいませんので，申し訳ないのですがすぐにはお答えできない状況でございます。 
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【  委員】はい，今の回答は極めて不十分な回答だと，回答になっていないというふうに思います。

特にですね，港区で，テレビでやっておりましたのは，要するに独居老人に対して調査員を

派遣して，どんなことが困っているのか具体的に一軒一軒訪問して，要望を聞いているとい

うふうなことをやっておりましたが，水戸市ではそういうことをやっているのかどうか。高

齢福祉課あるいは地域包括支援センターでやっているのかどうか。その辺はどうなんですか。 

【会  長】はい，どうぞ。 

【執行機関】現状としては，まだ一軒一軒を市の側でするというのは難しいところではあるのですが，

その辺は民生委員の皆様と連携させていただいたり，あとは地域窓口センターという，今各

圏域ごとにございます窓口センターでそういった訪問等はやっております。ただ，今後そう

いう支援体制については見直す必要があるということで現在それを調整しておりまして，そ

ういった戸別の訪問等を，ただ，なかなか行政だけでやろうとすると，これは人もお金もか

かるということになりますので，地域との連携の中でそういった実態把握を進めていきたい

というふうには考えております。 

【  委員】はい，水戸市の国民年金の平均的な支給額は，私の記憶ですが，多分５万円前後だと思う

んです。 

【会  長】５万円いってないですよ。 

【  委員】５万円いってないですね。４万何千円でしたかね。だから極めて低い年金で生活している

という実態ですよね。それと，私がＮＨＫのスペシャルで見て感じたのは，医療費の負担が

非常に高齢者の場合大変なわけです。要するに，75 歳以上の場合，今は医療費が１割負担で

すよね。しかし，収入に関係なく１割負担ですから。だから非常にそういう点では病院にか

かるのをためらうという方もたくさんいらっしゃって，なかなか病院に行けないという実態

なんかもありますので，そういう点をこの中で調査しているのかどうかという点が一点。も

う一つはですね，生活保護を受けている方が 1.4％というのが出てますよね。しかし，水戸市

の生活保護率というのは２％です。ですから，そういう点では，高齢者の中での生活保護率

っていうのは，全体の７割ぐらいに留まっているわけなので，生活が大変で苦しい方にはき

ちんとした生活保護なんかも受けていただくということも必要なんじゃないかと思うんです。

やはり今の回答では，そういう高齢者や，生活苦であえいでいる高齢者の人たちに対する政

策っていうのが，なんか，全然感じられないという感じがしました。もう一度その点で，ど

ういうふうに考えているのか，政策を行っているのか，もっと具体的にお答えいただきたい

と思います。 

【執行機関】介護保険課でお答えをさせていただきます。まず介護保険制度のほうですが，皆様にお年

寄り便利帳というものを御配りしているかと思うのですが，その中に具体的な施策等が入っ

てございます。後ほどまた御覧いただければと思うのですけれども，介護保険では，まず保

険料につきましては，所得の段階に応じて保険料を負担していただいているということが一

点ございます。それから，サービスを利用する場合には，所得に応じて減額，あるいは水戸

市独自の補助制度等も設けております。その制度の取組が，厚いとか薄いとかというのは別

としまして，そういった取組もしております。また，一般の高齢者の政策につきましては，

やはり，お年寄り便利帳にあるかと思うのですけれども，介護保険以外のサービスというこ

とで，高齢者の福祉サービスとして，軽度生活援助事業とか，生きがい活動支援通所事業，
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デイサービスの補助とか，それから，白内障眼鏡の補助とか，そういった細かい項目がたく

さんございます。全然政策をしていないということではないとは思うのですが，それでも他

の自治体と比較して少ないというような御指摘だと思います。そちらについては，今後の政

策のところで考えていきたいと思います。今回の調査につきましては，あくまで第６期の介

護保険と高齢者の事業計画を策定するに当たって実態を知るための調査でございます。今，

現況等の分析をしているところでございます。この段階で新たな施策をどうするかといった

ものを検討しているものではございませんので，御理解をいただければと思います。 

【会  長】はい，どうぞ。 

【  委員】今，港区の話が出ましたけど，港区っていいますか東京都は，平成 22年からだと思うんで

すが，確かに生活困窮者に対する支援を行っています。これは全国に先駆けてやっています。

平成 27年４月１日から，生活困窮者自立支援法というものができますので，それに合わせて

各市町村で支援体制を整えているような状況です。ですから，当然水戸市も来年の４月１日

からは自立支援法に基づいて対応するようになります。ですから，今港区といいますか，東

京都内でやっているのは，モデル地区として 22 年から行っているんだと思うんですけれど。

確かに，東京都は進んでやっています。以上です。 

【会  長】はい，よろしいでしょうか。では，他にございませんか。はい，どうぞ。 

【  委員】質問ではないんですけれども，この調査を拝見しまして，回答率といいデータ数といい，

それと質問ですね，私の団体ではやっぱり食糧難民とか交通難民とか実態調査をしたんです

けれども，これが全て網羅されているということで，これは本当，貴重なデータだと思いま

す。他の市町村と比べて良いデータだと思いますので，これからこれを基に何かを創ってい

くためには非常に良いデータだとつくづく感じましたので。感想ですけれども。 

【会  長】はい，貴重な感想ありがとうございます。ぜひ，次の政策に反映させてください。はい，

では  委員さんどうぞ。 

【  委員】このデータを見て感じるんですけれども，65 歳以上の方を対象にアンケートをとられたわ

けですよね。そうすると，やっぱりこれ年代別というか，60 代，70 代，80 代，90 代，そう

いうふうな年代別に，少なくとも半分くらいの割合にしないと，65 歳以上というのはまだピ

ンピンしていて，車で運転して病院に行くなんていうのは，多分 60代，70 代前半の方が入っ

てるんだと思うんですね。ですから，このパーセンテージよりは，実際は，もし 80 代くらい

になると，相当高い率で困っている方がいるんじゃないかっていうふうに思うので，65 歳と

いうか 70歳以下の方をここに入れてしまうと，すごくパーセンテージは低くなり，困ってい

る率が低くなるんじゃないかと思うんですね。ですから，ちょっと年齢層も考えて，アンケ

ートをとったらもっと詳しいデータが出るんじゃないかというふうに感じました。 

【会  長】そうですよね。その年齢，若ければ運転はできます。ただ，世代別の人口率を見ると 60 代

よりは 70 代，70 代よりは 80 代のほうが確実に少なくなる。そうすると，意外と 80 代とかは，

うんと困っているっていうのは印象だけであって，数字的にはそれほど変わりはない。ただ，

その世代間の差というのは，やっぱりこういったときにはこういうふうにしていただいたほ

うがいいかなと私も思います。 

      はい，どうぞ  委員さん。 

【  委員】同じく生活のためのというような話があるんですけれども，47 ページと 48 ページのクロス
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のところで説明がなかったんですけれども，介護を受けてない方と受けてる方との比較がし

てあるところでございます。ここで，上から３番目が生活のための収入を心配している統計

があるわけですね。介護を受けてない方は，生活のための収入を心配しているパーセントが

比較的高い。介護を受けている方のほうが一桁になっているんですね。実際に介護を受けて

いる方というのは，私のところよりも年齢が上。年齢が上だっていうと少し良いのかもしれ

ない。そういう差はあるのかもしれませんがね。あんまり優位の差がないという意見もある

でしょうし，この差がないか，例えば外出時の転倒の事故なんかの心配のほうが多くなって

いる。自分の収入よりもそういうほうが心配になっているということを表している数字なん

じゃないかと思うんですよ。やっぱり介護を受けてみて，心配しなくて良かったなという印

象があるのかな。そこら辺は，他の皆さんの意見もちょっと聞きたいんですけれどね。その

５％，３％くらいのものが優位なものであるかどうかという判断は難しいところでございま

すけれども，実際には介護を受けていない方が二桁の数字に上がっているのだけれども，介

護を受けてる方は一桁のところが多いというのが事実の差ですよね。この辺どんなふうに思

っているのか，御意見があれば教えていただきたい。以上です。 

【会  長】どうでしょうか，今の  委員さんのお考えと言いますか，困っていることに関して収入

に係る割合のところがちょっと違うんではないかと。 

すみません，私の言い分なんですけれども，介護を受けている方っていうのは受けないと

生活できない方なので，やはり，歩けないとか物が運べないとか，そういったことが一番，

身の回りのことが一番困っていることになるんですね。お金はもちろん大切ですよ。一番っ

て言っていいほど大切なんですけれども，お金の心配よりもまず，例えば着物を着る動作と

かトイレに行くこととか，歩くことっていう日常生活の一番基本に対しての，そっちがある

程度気持ちの中で，一番自分の中で思っているものなんじゃないかっていうふうに回答して

しまうんじゃないかなと思うんですね。また，ふっと考えるときに，ああやっぱりお金が足

りないっていうふうに思うこともあるかもしれませんけれども，私が日常の中で受けてる患

者さんとかですね，そういった相談の中ではそういう感じが多いかなっていうふうに，印象

としては思います。 

【執行機関】先ほどの説明の中で，この部分をちょっと省略してしまって申し訳ありませんでした。今

回の調査でいきますと，サンプル数の差が結構大きいというところがございまして，一応要

介護認定を受けてない方につきましては，基本的には全部の方に送っております。また，介

護認定を受けている方については 1,000 件抽出ということをやっております。それと，介護

認定を受けている方の場合ですと，どうしても御家族の方と同居されているというような状

況もあり，経済的な部分を世帯全部で見るというようなケースもあるのかなと思います。そ

この比較を，どういうふうにしていいのかというのが非常に難しかったところではございま

す。一応，集計結果としては載せさせていただいたのですが，ちょっと突っ込んだ分析とい

うところができなくて，その辺は申し訳なかったと思っております。 

【会  長】はい，分かりました。よろしいでしょうか。はい，どうぞ。 

【  委員】すみません，一言。先ほどのお一人暮らしの方，私も港区のテレビを見ていました。あの

状態でお一人暮らしの方に民生委員さんがどのように関わってるのかなっていうのが一つも

出てなかったので，ちょっと分からないんですけれども，現在私たちが一人暮らしの方のと
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ころへ定期的に訪問しまして，安否確認ということをしています。その時に，いろいろ困り

ごととか生活がこうだとかああだとかという話も聞きますし，生活が苦しい，病院に行くお

金もないという時には，地域包括支援センターさんのほうとか生活保護の係のほうにつなぎ

まして，そちらで対応をしていただいてるような状態でございます。それも地域差がござい

まして，私がいるところは飯富，国田中というところなもので，病院へ行くのにも，80 歳の

御夫婦が車を運転しまして奥さんを連れていくというような状態でございますし，バスは大

した回数，国田のほうは朝晩くらいしかございませんので，お買い物も確かに大変だという

こともございます。病院が遠いですし，近所にございませんので，済生会病院に行くにしま

しても，一回大工町まで行きまして乗り換えていかなければいけないという不便さもござい

ます。年取って 70，80歳でも車を運転して通院しているような状態でございますし，スーパ

ーも近所にございませんので，渡里のほうまで車で買い物に行くような状態でございます。

それですので，港区のように，そこまで苦しい生活をしているときに民生委員さんはどのよ

うに関わっているのかなということが，ちょっと興味があって見ていたんですけれど，そう

いうお話はございませんでした。水戸の場合はどこの地域もお一人暮らしの方，安否確認で

お伺いして，もしそういうことがあれば市のほうに多分相談していると思います。今のとこ

ろは市の方と一緒に歩くというのもいいことだと思いますけれども，このアンケート結果か

らは，それはちょっと見えてこないのかなと思います。以上でございます。 

【会  長】水戸の民生委員さん，本当に頑張って活動していらっしゃると思います。それでは，他に

ございませんか。はい，  委員さん。 

【  委員】これだけ調べるのは非常に大変だと思います。これは当然 65歳以上，介護保険の第一号被

保険者を対象にした調査だと思います。介護保険課と高齢福祉課がメインになっているのな

ら，もし水戸市ぐらいの人口であれば，先ほど言われた民生委員さんを使うとか，この調査

をする段階で，全体調査が必要でございます。一人一人のニーズっていうのは，これを見て

大雑把には分かるんですけれども，例えば飯富だとか，常澄のほうとか，当然，ちょっと市

内よりは離れているわけで，例えば一軒の家持ちの人が多いに決まっています。内原辺りで

公営住宅がゼロになっていますが，内原辺り私もよく分かりませんが，公営住宅がなければ

ゼロになるに決まってると思います。これはあまり意味がないって言ったらおかしいんです

けれど，住まいの状況などは経済状況と関連して，一戸建てのほうが個人資産があって良い

のか，マンションのほうが裕福なのか，これは比較にならないと思うんですね。ですから，

どれだけ個人資産を持っているか持っていないかなんていうものではなくて，本来からした

ら，介護保険課のほうで一人一人に対する実態調査を全部行って，それを高齢福祉課で今後

対象としてやっていくほうがすごく簡単かなと。これは，100万人単位ではとてもできないと

思うんですが，４万人前後くらいの対象者であれば，いろいろな団体や先ほど言った民生委

員さん等の協力していただける方，社協とかいろいろあると思うんですが，そういう方と一

人一人の状況を把握していけば，各個体数，家ごとの個体数でも良いと思いますし，そうす

ると非常に個人的な対応もしやすいだろうと思います。だからこれだと，二中地区は当然市

内ですから，そうバスを利用する方はいないだろう。歩いていく人が多いんだろう。でも地

価が高い場所だから，スーパーは近くにあんまりないのかもしれない。そういう感じが内原，

飯富，常澄とかに関しても，ちょっと言えるのかな。地域差ですよね。正直言うと，常澄，
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飯富とか内原とかだったら，ちょっと足を考えてあげなきゃいけないなとか，公共住宅は少

ないだろうな，持ち家が多いだろうなってなってくると，調べてもしようがないんじゃない

のかな。この人一人について，この人はまだ支援も何も受けていない人，かたや介護を受け

ている人，それで，学校区でやっていると思うのですが，その地域で何が必要かっていうこ

とを挙げていって，それで最後まとめちゃえば，今必要な介護の状態，支援の状態っていう

のがはっきり出てくるんではないでしょうか。それで対応していくときに，ここには介護や

支援が必要だとか，病院に行く場合は，当然さっき言ったように，遠いところは，出てきて

そこから乗り換えるとかもあるわけですから。できてはいますが，それはこれよりも大変で

すよ。でもどうせやるんだったら，それぐらいのことをやると素晴らしいかなと思います。

提案だけです。 

【会  長】はい，ありがとうございました。それでは次に移りたいと思います。 

次は資料の２，二次予防事業対象者把握事業の結果について。ここの説明を事務局のほう

からお願いいたします。 

 

（事務局説明） 

 

【会  長】はい，ありがとうございました。この結果に関しましても御質問，御意見等ございません

か。 

この事業は郵送で個別に送って，個別に送り返してもらうやつですよね。 

【執行機関】はい，そうです。 

【会  長】はい，分かりました。どうぞ。 

【  委員】はい。質問だけいたしますが，一つは１ページの１番。二次予防事業対象者の中で，要介

護状態となるおそれの高い状態にあると認められる者というのは，具体的にはどういう判断

でやったのか。この下を見ますとね，25 項目の基本チェックリストの中で該当するだろうと

いう人を二次予防対象者として決定したというんですけれども，具体的にこの生活機能とか

運動機能とか栄養機能とか，いろいろありますよね。このどこの部分に該当したために，二

次予防事業対象者として決定したのかという点が一点です。 

二つ目は，認知症のおそれのある方が 18％いるというんですけれど，かなり高い率ですよ

ね。要介護認定されてない方の中で 18％いるということですから，２割近い方が認知症の疑

いがあるということで，１万人以上いるということになります。全国的に見て，この比率は

水戸の場合高いのか低いのかというのをちょっと教えていただきたい。 

それから三つ目はですね，鬱の方が 14％。私の知っている方も高齢者で鬱になって自ら命

を絶った方もいらっしゃいましたが，この認知症と鬱っていうのはですね，ダブってるのか

な。それとも別々に，要するに高齢者の 32％が鬱または認知症なのか，それともそれはダブ

っててもっと低いのか，その点をまずお伺いしたいと思います。 

【会  長】はい，どうぞ。 

【執行機関】まず，二次予防事業対象者の決定の方法なのですけれど，まず先ほどの３ページの基本チ

ェックリストをもう一度御覧いただきたいのですが，ちょっと私の説明が下手で御理解いた

だけなかったかと思うのですが，二次予防事業対象者の判定基準ということで，上に挙げて
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あります 25 項目のうち，１から 20 のところでまず 10 点。「いいえ」とか「はい」などとい

うところで「１」と書いてあるところに 10 個丸が付いた場合ですね。それから６から 10 の

ところで３個以上，11，12 のところで両方１点のところに丸が付いた場合，それと，問 13か

ら 15のところで２個以上ですね，１点のところに丸が付いた場合のいずれかに該当すれば二

次予防事業対象者ということで，要介護状態になるおそれのある方という判定をしておりま

す。これは，全国一律，対象者についてはこのチェックリストを使ってやるようになってお

りまして，その決まりでやっております。それから，認知症の方につきましては，ちょっと

先ほども申し上げたのですが，周りからいつも同じことを聞くなど物忘れがあると言われま

すかとか，自分で電話番号を調べて電話をかけることができますかとか，今日が何月何日か

分からない時がありますかというところで，この中で一項目でも該当してしまうと認知症の

リスクがあると判断されてしまうのです。国のほうにはいろいろなところからこのチェック

リストの改善に関する要望は挙がってるのですけれども，これはずっと変わってきていない

というところで，頑として変えようとしないんです。これですと，その日の状況とかによっ

ても変わってしまうような危険があります。ただ現状としては，この中で私どもも判定をし

て政策などに生かしていかなければならない，少し苦しいところもございます。そういうこ

ともございますので，現状としてこの 18％がどうなのかというところは，一つございます。 

それと，鬱の方につきましても設問の中でよく苦情が来るのですが，問 24のところ，自分

が役立つ人間だとは思えないとか，この質問を見ると本当に自分が鬱になってしまうのでは

ないかとか，そういうような苦情が寄せられたこともございます。ただ，これを基準に進め

させていかざるを得ないのです。認知症はあくまでも疾病だという考え方でありますと，診

断を受けた段階で認知症と判断するのか，それとも初期的な，物忘れとかそういうものが出

た時点からが認知症なのかという区分は非常に難しいと思うのですが，ただいずれにしても，

認知症はこれから大きな問題になっていくというところでは共通の認識となっています。た

だ，今指標として使うとすればこれを使わざるを得ない状況になっておりますので，その辺

を御理解いただければと思っております。以上でございます。 

【  委員】私が聞いたのは，認知症の 18％と鬱の 14％，これを合わせると 32％でしょ。すると 65歳

以上で介護認定を受けていない人の３分の１がこういう状況なのかと。ダブっているのかダ

ブってないのか。 

【執行機関】重複のある場合もあります。 

【  委員】重複してる場合もあるし，重複してない，例えば認知症リスクである 18％の中で鬱の方も

いらっしゃる場合もあるし・・・だからダブってんだ。そのダブってない実数はいくらなの。

３分の１というのはちょっと多すぎるよね。 

【執行機関】正直に申し上げて，そこまでの分析をする必要があるかどうかとも思うのですけれども，

今回この質問項目の内容だけで判断した場合，重複したところはそのまま，その結果を出し

たことによってどのような対応が必要という辺りは，現状ではそこまでの分析は必要ないと

いうふうに判断しております。あくまでもこの項目に対して，認知症のリスクというところ

では 18％の方が全体の中で該当しておりました。それから，鬱の，この一項目の質問に対し

ての回答状況では 14％の方が該当していますという範囲で，この分析については留めさせて

いただきたいと考えております。 
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【会  長】これ質問があまりにも極端すぎるんですよ。週に一度以上出歩いていませんって，徘徊の

人は毎日出歩いていますから。そうするとその人は丸を付けないけれどもそういうことにな

ってしまうので，ちょっとこれ質問に偏りがあるのかな。これ，以前から私たち医師会とず

っとやってたんです。これに関しては何回も何回も介護保険課，高齢福祉課に言って，問題

を変えろってことをずっと言ってたんです。でも結局厚生労働省が変えてくれないので，致

し方なくこのままやってるんです。だから，ここに関してはあんまり細かい分析はまだ必要

ない。ただ実感として，認知症の方は確実に増えているということは間違いない。それと，

認知症と鬱病は別々の病気なので，同一混同はしないでください。ただ，鬱の初期の時に認

知症のような症状として捉えられることがよくあるんですね。ですからそういう場合には，

ちゃんとそれを判別するために，精神科とか，精神科の敷居が高ければ心療内科とか，そう

いった神経科ですね，そういうところでしっかり診断を受けるという流れができれば良いと

思います。 

【  委員】はい，よく分かりました。いずれにしても，認知症っていうのは高齢者になれば誰でもか

かる可能性のあるものですので，やはりしっかりとね。私だってなる可能性は非常にあるわ

けですよ。どなたさんでも可能性はあるわけなんで，やっぱり今後はきちんとした対応をし

ていくべきかなと思います。以上です。 

【会  長】はい，その他ございますか。では，いいですか。続きまして資料３，水戸市高齢者保健福

祉計画，介護保険事業計画第６期における施策の体系案について，御説明のほうお願いいた

します。 

 

（事務局説明） 

 

【会  長】はい，ありがとうございました。この体系の案に関しましての御質問，御意見がございま

したら・・・はい，  委員さんお願いいたします。 

【  委員】はい。前半のところで御説明をいただきましたニーズ調査のこと。そしてさきほどの二つ

の調査結果。非常に細かく，私もこの地域ニーズをどのように，完全ではないにしても，こ

こまで細かく把握してくださったということは，非常に，本当に地域が見えてくるというか，

その辺りも感じました。ただ，せっかくこの地域ニーズを調査しながら，これは活用するた

めに調査なさったのだと思いますので，今後この計画のところにどのようにこの調査結果を

反映させるのか。水戸市としての特徴は，どのようなところに出したのかというところを，

少しお伺いしたいと思います。 

【会  長】はい，どうぞ。 

【執行機関】はい，介護保険課からお答えさせていただきます。今回お示ししましたのは，あくまで方

向性，体系でございます。その実際の中身については，今後各論，各項目ごとに細かい施策

をお示ししたいと思います。今回はどのような方向で，どのような体系で取り組んでいくの

かというところの御説明と案でございます。 

【会  長】はい，どうぞ。 

【執行機関】今，介護保険課長が述べたとおりでございますけれども，今回のこのニーズ調査の目的の

中に高齢者の移動支援ということが例としてございます。こちらにつきましては，この体系
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の「住み慣れた地域で安心して暮らせる環境の実現」の中の，「生活支援サービスの充実」，

この中の「福祉サービスの充実」というところに含まれております。高齢者の移動支援につ

きましては，市全体の大きな政策の一つでございまして，交通戦略会議という法定協議会を

置いてございます。こちらの中身の検討と合わせまして，この計画の大きなプロジェクトの

一つと考えております。 

また，先ほども申し上げておりますが，介護予防につきましては，水戸市の計画の大きな

特色になるかと思いますので，今回の基本目標の「介護予防と健康づくりの推進」，こちらに

つきましては基本目標として大きく柱立てをしております。本来であれば基本施策のほうか

もしれないのですが，ワンランク上げまして基本目標とさせていただいたところでございま

す。 

あとは，全体といたしまして，今回の介護保険制度の改正につきまして，ほとんど網羅さ

れていると思っております。 

【  委員】はい，ありがとうございました。何日か前に，茨城県全体の介護支援事業に関する会議が

ございまして，その時にやはり，県全体が同じ事業の方向に進んでいても，非常に差がある

ことと，それがずっと続いているということの話がありました。それから，水戸市もかなり

広い地域の中で，多分，条件や背景が非常に異なる中で，どのように地域の方々に本当に密

着した形で支援ができるのかというところを，市民としてぜひ期待したいところですので，

よろしくお願いいたします。 

【会  長】はい，よろしくお願いいたします。はい，  委員さんどうぞ。 

【  委員】どういう項目を挙げても多分読めるんだと思いますけれども，例えば高齢者が４分の１か

ら３分の２を占めているというような時代を見据えて何かしようとすると，先ほど話もあり

ました，65 歳以上の高齢者の中には若い人もいるじゃないかという話もあるわけですね。そ

ういうところを何かこう活用というか，使う，例えば「介護サービスの充実」というのが挙

がっていますが，介護サービスを担う人材という問題がまずありますよね。それから，一番

下の「長寿を称える事業の推進」というのは，この時代に必要なのかなっていう思いもある

わけですね。それから，先ほど言った高齢者のボランティア活動を支援するみたいな言葉，

そういう言葉みたいのがどこかにあっても良いと思うんだけれど，どこを探してもないんで

すよね。こういうものを担うような人たち，関わる人たちを増やしていくということがどこ

かに入っていると，我々高齢者も生きがいというものを感じるようになる。以上です。 

【会  長】高齢者の方々が生きがいを更に持てるようにということで，人材の育成を，若い人の育成

を，高齢者の人材の活用，というか育成をというわけですね。それを水戸市独自のものとし

て入れてあげてください。非常に大切なことだと思います。 

      はい，どうぞ。 

【  委員】はい。先ほど高齢福祉課長が述べましたが，今回は介護保険制度が改悪，私たちは改悪だ

と思っています。それで，要支援高齢者がこの介護支援サービスから今度は外されて，市町

村の地域支援事業に移行することだとか，あるいは特別養護老人ホームの入所基準が現在の

要介護１以上から要介護３以上に狭められてしまうとか，あるいは介護保険料も今１割負担

ですけれども，120万円以上の所得があれば２割負担にするとか，いろいろ今回変わるんです。

これが行われることによって高齢者福祉が大幅に後退するのではないかという気がしており
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ます。その点で，水戸市として，法律が一応そういうふうに決まった中でどういうふうに高

齢者の福祉の充実をしていくのかという点での対策は，この体系の中でどこに含まれている

のか。 

もう一つはね，最初に私も述べましたが，今生活困窮者が非常に高齢者の間で増えており

ますが，その人たちの支援策というのはこの第６期計画の中のどのようなところで検討して

いくのか，お答えいただきたい。 

【会  長】私もちょっと合わせて意見を申し上げたいんですけれども，これ，体系図，本当は逆だと

思うんですね。下が一番上の項目に，元気な年を取った方から，全体的な，市とか国がやる

もの。それで地域のやるものがその次の２番目で，住み慣れた地域で安心して暮らせる云々。

それでも介護予防が必要な方は３番目として介護予防と健康づくりの推進。本当に介護が必

要になった人には介護サービスの充実と。そういうふうに体系的に考えると，ちょっとこれ，

上が具体策で下がそういった全体策で，逆の掲示の仕方なのかなと思うんですね。国がこう

やって示しているのかもしれませんけれども，水戸市独自として，逆に，高齢化社会でこう

いうふうに生きようよ，地域ではこういうふうにやろう，病気にならないように予防しよう，

もし病気になった時に介護保険がありますよというような形で，これを充実するという形で

良いと思うんですよね。 

それではその次に  さんが質問した生活困窮者に対する施策を大まかにどのように位置

付けるかということに対する回答をお願いたします。 

      はい，  委員さんどうぞ。 

【  委員】すみません。私も今の二人の先生方の意見に関連してなんですが，例えば，高齢者で虐待

を受けている人，それから金銭管理においてつまづきがある，お金のやりくりができなくな

ってくる，あるいは，そもそも社会的に孤立しているっていう，人間としての尊厳の基本的

なところがままならない人たちに対して，第６期においてはどのような政策を考えておられ

るのか。そういったものが，もうそろそろ高齢者の方たちに多くなってくる中で，そういっ

た人たちがレアケースではなくなってくる時期になってくるんだと思うんですね。そういっ

た時に，せめて項目レベルで一つ，生活困窮者と合わせて，明確にそういったものに対して，

行政がどういった支援をしていくのかという項目を付けても良い時代になってきているんじ

ゃないのかなという考えを私は持ちましたが，そういった考えがあるのかどうかということ

を質問としてお願いいたします。 

【会 長】はい，ありがとうございました。どうでしょうか。はい，どうぞ。 

【執行機関】まず，計画の体系といいますか，つくりですけれども，第１回の時に基本方針という形で

お示ししているかと思うのですけれども，それらに基づいて体系は考えております。それか

ら，会長がおっしゃったように，高齢者の流れからすると，まず元気な高齢者であって，そ

れから介護予防等の高齢者で，最後はやはり介護保険でというような流れになるかと思うの

ですけれども，水戸市のこれまでの体系のつくりがこういった形になっているということと，

基本目標を定めて目標に沿った形で計画を作っておりますので，今はこのような形になって

おります。これについては庁内に持ち帰り，そういった御意見を頂いたということで，再度

検討をしたいと思います。 

【会  長】はい，分かりました。 
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【執行機関】それから，介護保険課で答えていますので，介護保険のサービスの充実であるとか，介護

保険に従事する職員の確保であるとか，そういったものについては「介護サービスの充実」

の中の一番下の「介護保険事業の円滑な推進」の中で各項目ごとに細かくお示ししていくよ

うになるかと思います。 

【会  長】はい，分かりました。 

【  委員】私の答弁がないのだけれど。 

【会  長】はい，じゃあどうぞ。 

【執行機関】はい。虐待関係の項目というお話ですけれども，そちらにつきましては「住み慣れた地域

で安心して暮らせる環境の実現」の中の「相談支援体制の充実」という中で，「地域包括支援

センターの機能強化」というところがあります。この中で表していこうという考えがござい

ます。あと全体的なお話ですけれども，虐待や権利擁護につきましては，全体的に，地域に

入っていきましょうということで，その相談体制の強化というものを考えておりますので，

その辺りで，項目として表に一本出すかどうかは，今後の検討とさせていただきたいと思い

ます。 

【会  長】はい，  委員さんよろしいでしょうか。それから，  さんの生活困窮者ですよね。生

活困窮者に対するっていうのは，高齢福祉課とか介護保険課の仕事ではないんですよね。 

      はい，ではどうぞ  委員。 

【  委員】これは生活困窮者に対する自立支援法の中で対応します。来年の平成 27年４月１日にそう

いう機構ができますので，その中で対応していきます。 

【  委員】いいですか。 

【会  長】はい，どうぞ。 

【  委員】私も生活困窮者支援法って随分勉強したんですよね。  さんが言っているように，これ

は全般的な話で，例えば家計簿の支援だとか，それから就職，就労の支援だとか，それから

健康の支援だとか，そんな形なんですよね。でも私が言っているのは，  さんが言ってい

るのと違うんですよ。高齢者の中で，生活が非常に苦しい人たちが４割近くまで増えてきて

いる。そして，一方で国民年金なんかに見られるように４万円台の年金しかもらえないって

いう方がたくさんいらっしゃるから，私はね，やっぱり高齢福祉課も含めて，生活困窮者の

人にどのように，例えば港区のようにちゃんとした支援を行うとか，そういうことをしっか

り計画の中に入れるべきじゃないかと思うんです。単なる一般的な生活困窮者支援法です。

そういうものをやるかやらないのか，そこを私は言っているんです。 

【会 長】はい，  さんどうぞ。 

【執行機関】はい。この高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画におきましては，国から指針が示され

ております。指針に基づいて策定しているところでございまして，  委員さんのおっしゃ

っていただいている項目というのは，指針に含まれているものではないのかと思います。た

だし，高齢者の支援ということであれば，当然考えるべきということもありますので，この

計画の中で触れるべきものなのか，あるいは水戸市として，高齢者の施策として触れるべき

ものなのか，その辺のところの検討も必要になってくるかと思いますので，介護保険事業計

画，高齢者の保健福祉計画を作るからといって，必ずしもそこで論じられなければならない

のかというようなところも含めて，検討してまいりたいと思います。 
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【  委員】はい，最後に一つ。 

【会  長】はい，どうぞ。 

【  委員】私は，港区の  さんの考え方が書かれたホームページ，ちょっと読みましたけれども，

高齢者が本当に安心して介護を受けられる，生活ができる，そういう区政なんです。水戸で

は市政をどうするかということになれば，国が決めた範囲や国の枠組みの中だけでやるとい

うことではなくてね，私は，やっぱり水戸市独自でもちゃんとした政策をやればいいんじゃ

ないかと思うんです。国が決めたから水戸市はその中でしかやらないんだというのは，ちょ

っとこれは高齢者に冷たいんじゃないですか。 

【執行機関】はい。先ほど私が申しました指針に基づいて体系等を作っております。ただし高齢者政策

も大事だということは今認識しております。そのことも述べたつもりです。ただし，この計

画，体系の中で全て論じるべきものなのか，水戸市としての方針というものがあるかと思い

ますので，この辺を踏まえた上で，計画の中に位置付けたいと思っております。決して位置

付けないということではございません。 

【会 長】そのようなことで御理解をお願いいたします。はい，他にございますか。なければ一応今

日上程されました議事に関しては全て終了いたしました。以上で，本日開催されました第３

回水戸市高齢者保健福祉推進協議会を終了いたします。皆様，御協力をありがとうございま

した。 

【執行機関】すみません，次回のスケジュールについてですが，11 月の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】はい，ありがとうございました。 

【  委員】11 月の内容はどんなことをやるのですか。 

【会  長】11 月の内容はどういったことをやるのですかという質問がありました。はい，どうぞ。 

【執行機関】内容ですが，これまでの振り返りです。事業の内容とか，費用の面ですとか，それから，

骨子案ができましたので，その後に各論としてどういう細かいもの，取り組むべきもの，ど

こに入れるかといったこと，あるいは人口の推計等の数字も出てくるかと思います。高齢者

がどのくらい伸びてくるかとか，そういったことに触れられればと思っております。もっと

具体的な数字など，そういったものをお見せしながら，今後の方針について諮っていきたい

と思っております。 

【会  長】はい，分かりました。よろしいですかね。それでは，お疲れ様でした。 

 


