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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４回高齢者保健福祉推進協議会 

 

２ 開催日時 平成 27年１月８日（木） 午後１時～午後３時 10分 

 

３ 開催場所 水戸市役所本庁舎南側臨時庁舎 ２階 大会議室 

 

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，金成滋， 

渡邉妙子，藤田絹代，佐々城昭，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，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６期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(素案)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 

 ・水戸市第６期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(素案) 

 ・水戸市第６期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(素案)正誤表 

 ・今後のスケジュール 
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９ 発言の内容 

（開 会） 

 

【会 長】 今回で第４回目の水戸市高齢者保健福祉推進協議会である。幅広く忌憚のない御意見を頂

きながら，これからの水戸市の高齢者にとって，住みよい環境をつくっていきたい。 

【事務局】 委員の２分の１以上，14 名が出席のため，定足数を満たしている。 

      資料の確認。不足なし。 

【会 長】 午後３時 30 分から障害者施策推進協議会に出席しなければならないため，午後３時を目途

にこの会議を進めさせていただく。議事録署名人は  委員と  委員を指名させていただ

く。 

まず，議事の１番，水戸市第６期高齢者保健福祉計画，介護保険事業計画の素案の総論に

ついて，事務局から説明願いたい。 

 

（事務局説明） 

 

【委 員】 現在水戸市では，介護予防サービスを受けている要支援の方は，何人ぐらいいらっしゃる

のか。地域支援事業に移行するわけだが，その対象人数は何人くらいになるのか。 

      また，特別養護老人ホームへの入所要件の変更について，現在は要介護１以上というのを

要介護３以上に限定するということになると，現在の待機者の方が 453 名ということだが，

そのうちの何人くらいが待機者ではなくなってしまうのか。 

      それから，８ページ（４）の一定以上所得者の利用者負担の引上げについても何人くらい

該当者がいるのか。お答えいただきたい。 

【事務局】 現在，対象となる要支援１，２の認定を受けている方は，現状では約 1,300 人。そのうち，

民間のサービスとデイサービスを使っている方々が，今後移行していくということになる。

地域支援事業の対象としては 1,200 人くらいになると思われる。 

特別養護老人ホームの待機者の中で，要介護２以下の方の数は，約 140 名である。 

一定以上所得者の利用者負担の引上げについて，現在３％から４％の被保険者の方が該当

している。人数としては，1,000 人台後半から 2,000 人台前半となる。 

【委 員】 1,000 人近い方が市町村の地域支援事業に移行するということで理解した。 

【会 長】 引き続き，第２編の各論の説明へ入る。 

 

（  委員到着） 

 

（事務局説明） 

 

【委 員】 質問の一つ目として，57ページでは，訪問介護の人数が，2017 年度において 2,520 人とな

っており，前年度の４分の１になっている。これまで訪問介護を受けられた方のうち，6,612

人が受けられなくなるということだが，なぜこのような数字になっているのか。また，61 ペ
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ージの通所介護においては，2017 年度には 5,448人となっており，前年度の 30％に減ってい

る。その理由についてお聞きしたい。2018年度の人数はどのようになっているか。 

      二つ目として，2016 年度に訪問介護，通所介護を受けられた方は，2017 年度にはどのよう

な訪問介護，通所介護のサービスを受けられるのか。特に，98 ページの介護予防・日常生活

支援総合事業を見ると，要支援高齢者の場合，介護をする人について，ボランティア団体や

地域住民が行うサービスに切り替えるということになっているが，これまでの専門職から専

門知識が不十分な方に移ることになって，サービスの低下にならないのか。 

      三つ目として，要支援の高齢者の介護サービスが地域支援事業に移行することになるが，

その費用は国から上限が示されて，これまで介護保険事業を行ってきた費用の４割を削減し

６割程度にするということが示されたが，水戸市が国から示された上限はどのようなものな

のか。 

      四つ目として，地域支援事業に移行する準備期間は２年間，2015年と2016年となっており，

その間にボランティアやＮＰＯ，町内会，民生委員，社会福祉協議会，高齢者クラブ等の協

力を得る体制をつくるということが記載されている。これらの体制づくり，地域包括ケアシ

ステムは２年間でできるものなのか。可能性はどのくらいで現実性はあるのか。体制確立の

ための水戸市の予算はあるのか。 

      また，今年４月から地域包括支援センターの下で，高齢者支援センターが８か所できるが，

2017 年度の水戸市の要支援の高齢者は，全部で 3,742 人ということで，そうなると高齢者支

援センター１カ所で 468 人の高齢者の面倒を見ることになる。社会福祉士，保健師，ケアマ

ネジャー等の職員で 468人の高齢者に対応できるのか。 

      続いて，69 ページについて，特別養護老人ホームの建設計画が少ないのではないか。もっ

と増やすべきではないか。少なくとも，現在の計画の２倍に増やすべきではないか。現在 453

人の待機者がいるのに，250 人しか計画がない。平成 27年度は 70 人，28年度は 90 人，29年

度も 90 人ということで，これは少ないのではないか。現在の待機者の 55％しか入れないので

はないか。 

【事務局】 最初の質問に対して，介護予防，日常生活支援総合事業に相当数移行すると考えており，

平成 27 年度中に順次移行していくということで，平成 29 年度には前年度の４分の１になる

と見込んでいる。 

      また，2018 年度の人数について，介護予防，日常生活支援総合事業に全ての方が移行する

と考え，2018年度の人数は０人になる。 

      要支援高齢者の介護サービスが市町村の地域支援事業に移行した場合の費用の上限につい

ての質問に対して，現在，国において案として示されている介護予防，日常生活支援総合事

業のガイドラインの中で，額についてはこれまでの予防給付と同じ額を上限として，市町村

がふさわしい単価を定めることとされており，上限としては，予防給付の額と同じとなる。 

新しい総合事業は，基本的には介護保険事業の中の給付の部分から地域支援事業に移行す

るということであり，全体として介護保険事業の中で対応するということは変わらない。基

本的な財源についても同じような割合で行っていくので，財源についても変わらない。 

新しい総合事業に変わっていくということは，これまでの全国一律の給付というサービス
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から，地域の実情に応じたサービスを組める形になっていくということである。水戸市の場

合は，平成 29年度からこの新しい事業に移行していくという方針でこの計画に記載している

が，平成 28年度までについては，要支援１，２の認定を受けた方はそのまま介護保険の給付

のサービスとしてヘルパーやデイサービス等のサービスを受けられ，平成 29年度以降につい

ては，現在国から示されている新しい総合事業で対応しているサービスに移行していくとい

うことなので，今まで受けていたサービスが受けられなくなるというわけではない。また，

そのサービス内容について，現在国によって示されている内容は，平成 28年度までの訪問介

護や通所介護，ホームヘルプサービスやデイサービス等に相当するサービスを行っていくと

いうこと，ＮＰＯやボランティアによって提供されるサービスであり，必ずしもＮＰＯやボ

ランティアが運営するサービスに移行するというわけではない。方針としては，平成 27年度

から 28年度にかけて新しいサービス体系に調整していくということで進めていく。 

また，ＮＰＯやボランティア，町内会，高齢者クラブ等が単純にこの制度の担い手となる

のではない。地域支援事業で行う新しい事業については，安定し継続して提供されることが

求められるため，これまでサービスを提供してきた事業所を中心に，地域で活動している各

種団体の現状を把握し地域サービスへの移行を検討しながら，サービスの基準や報酬の単価，

負担額などを調整して，平成 29年度に向けて準備を続けていく。 

高齢者支援センター１カ所で 468 人の高齢者に対し，ケアプランの作成等について対応で

きるのかという質問に対し，平成 28年度までは，高齢者支援センターの業務としては要支援

１，２の方へのケアプランの作成は行わず，申し込んでいただいた場合，ケアマネジャーと

民間の居宅介護支援事業所へ委託するという今までの直営の形で，現在協力を得ている民間

の約75％のケアマネジャーと，ケアプランの作成等を行っていく。平成29年度以降としては，

ケアプラン作成等の部分について，まだ明確なものとはなっていない。その辺りも含めた平

成 29年度以降のサービスについて，どのように提供していくかという体系についても検討し

ていく。 

特別養護老人ホームについて，２倍くらい整備するべきではという御指摘だが，特別養護

老人ホームについては，平成 26 年度から平成 35年度までの 10年間の総合計画である水戸市

第６次総合計画において，600床の整備を位置付けている。また，特別養護老人ホームを設置

した場合，介護保険料への影響が非常に大きいということなども踏まえて設置を考えている。

また，今回の介護保険制度改正の中に，高齢者が可能な限り住み慣れた地域で安心した暮ら

しができることを目指す地域包括ケアシステムの構築を行うということもあり，これらに沿

って，施設等については計画的に整備していくことを考えている。453人の入所待機者のうち，

約 140 人，３割ぐらいの方については，老人保健施設やグループホーム等の施設に入居して

おり，また，入居待機者のうち，約 70 人，約 15％の方が入院しており，退院を待って入所す

ることを希望している。残りの半数くらいの方は，在宅からの入所を希望しているが，実際

はショートステイを続けている半入所状態の方がかなりの数を占めている。ショートステイ

等を行っていない在宅からの希望者の受け皿とするための特別養護老人ホームの整備という

こと等を考えながら，計画的に進めていく。 

【委 員】 この素案の大きな目玉は要支援１，２の高齢者を全国一律の介護保険の事業，訪問介護や
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通所介護から外して，市町村の事業に切り替えてしまうということ，介護予防，日常生活支

援総合事業において，その担い手を町内会やボランティア，ＮＰＯにやってもらうという安

上がりな介護事業に切り替えて経費を削減することだと思う。厚生労働省は，４割削減して

６割にしてしまうということを掲げているが，私は，このようなやり方ではなく，これまで

どおり介護保険で事業を行うような計画に切り替える必要があるのではないかと考えている。

したがって，この素案の中身について，もう一度見直していただきたい。特に，高齢者支援

センターが８か所できるが，人員，体制は十分なのか。また，要支援の高齢者についてはこ

れまでどおりの事業を提供していただきたいと思う。 

      そして，特別養護老人ホームについて，これから高齢者が増えていくという中で，低所得

者にとって一番負担が少ないのが特別養護老人ホームであるので，特別養護老人ホームの計

画は倍にしていただきたい。 

      さらに質問だが，移動支援サービスについて，25 ページを見ると多くの高齢者の方が，タ

クシー料金の助成やコミュニティバスを必要とし，その割合は 52％に及んでおり，素案を見

ると新たな交通手段を検討するとなっているが，どのように対応していくのか。 

      また，政府は来年度の介護報酬を減額するとしているが，この減額というのはどのような

ものなのか。これでは，介護職員を確保できないのではないか。国に対し減額をやめるよう

に意見するべきではないのか。 

【事務局】 ただ今の質問に対し，まず 24ページのアンケートについて。高齢者が外出する際の主な移

動手段は何かという質問に対し，現状では半数近くの方が自分の車を運転していると回答し

ている。25 ページの自分の車を運転している人が運転できなくなった場合，どのような移動

手段を利用するかという質問についてはバスが最も多く，タクシー，ハイヤーの公共交通機

関についても多い回答となっている。外出をしやすくするためにはどのような対策が必要か

という質問については，１番多いのはタクシー料金の助成で 27.9％，２番目はバス料金の助

成で 20.6％，３番目がコミュニティバスの運行で 17.2％，そして６番目にデマンド型タクシ

ーの運行で 8.3％という順番になっており，これらの結果から，今後自分で車の運転ができな

くなった方への対応策や公共交通機関を活用した支援策などの検討が必要となる。そのため

に，地域ごとに移動手段の実態やニーズの把握を進めていく。その結果を基本とし，昨年７

月に水戸市都市交通戦略会議を立ち上げ，公共交通の在り方や今後取り組むべき施策につい

て検討している段階である。高齢者等の外出支援策については既存のサービスの拡充や新た

な交通手段の導入等の検討を進めているところであり，その主要施策につきましては来年度

に策定する公共交通基本計画に位置付けをし，実施していくこととなる。 

介護報酬については，減額ということではなく，まず地域の実情に応じた見直しを行った

うえで，サービスの収支率が大きいものについて見直すということで国が検討しており，全

て減額の方向で見直しをしているわけではない。また，介護職員の処遇改善については，報

酬の見直しと，消費税増税に伴う増税分を別枠で財源として確保するということが既に決ま

っており，この二つの観点から現在国で審議中である。 

【委 員】 介護予防の普及や啓発を徹底すれば，要支援等の該当者は少なくなっていくのではないか。

79 ページの介護予防事業の普及・啓発について，現在，ボランティアや地域指導員に支えら
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れている状態である。事業開始時は，保健師が年に４回ほど参加して健康診断をするなど魅

力的な集まりであったが，徐々に市に予算を削られて，保健師の数が減り，レクリエーショ

ンの指導士も容易に来られないという状態であり，地域の方に支えられることで行うことが

できている状態。地域の方だけではどうにもならない地域もある。専門職の方がいないと魅

力が減ってしまう。地域に事業を担わせるのであれば，それを支える専門職を増やしていか

なければならない。また，事業を行っている市民センター等へ行けないという方もいるため，

場所についても考えていただきたい。地域が事業を担っていくためにはそれなりの準備が必

要であり，このままでは無理だと思う。 

      また，タクシー料金やバス料金等は大掛かりになってしまうが，地域で手の空いている方

の中にはガソリン代等を頂いてボランティアで車の送迎を行っている方がおり，そのような

方を公募して市でまとめて，大きな事業として行うことも考えられる。 

【事務局】 介護保険の世話にならないようにするということが一番重要だと考え，保健センターでは

そのための事業を行っている。また，今後もそのための事業を続けていきたいと考えている。 

      現在，各市民センター等でいきいき健康クラブ事業を行っており，水戸市は，平成 12年度

からこの事業を介護予防の事業として国に先駆けて始め，その当初から住民が参加したくな

るような事業ということを考えてきた。今後も，その考えで事業を進めていく。また，実際

に困っている地域があるということも把握しており，それを踏まえて，我々専門職が協力し

ながら事業を進めていく。 

【委 員】 民生委員をしていて思うのは，行政側に足元のことをもっと知っていただきたいというこ

とで，そうでなければ，このような会議を開いても進歩していかないと思う。素案の中のア

ンケートにしても，アンケートにも答えられないという方がたくさんいる。 

      また，ケアマネジャーについても，人数的にはまだまだ不足している。 

【委 員】 日常生活圏域の８区域に水戸市は分かれており，高齢化率も幅があるため，圏域によって

サービスの質が変わってくるのではないか。地域ごとの特性に合わせていくということをも

う少し表現してほしい。また，水戸市の特徴についてもう少し強調してほしい。 

      また，63 ページについて，介護予防短期入所療養施設の実績値が 2014 年度は大幅に増加し

ており，また，53 ページについて，見込みは０だが実績値には値がついている。何か特別な

ことがあったのか。 

      35 ページの二次予防事業対象者把握調査について回答者割合が 28.2％であり，同ページの

（３）に講評が書いてある。調査への未回答者の中には，調査対象者の理解力や家庭環境等

に困難さがあり，回答できる状態にいらっしゃらない方がいるということだが，このような

方々の実情をもっと表現したほうがよい。 

【事務局】 数値が大幅に上がっている，見込みがない部分に実績値が入っているという質問に対して，

小規模の介護老人福祉施設については介護保険の法改正があり，本来特別養護老人ホーム等

と合算されていた値が，地域密着型サービスに移行されたということである。 

二次予防事業対象者把握の調査の中の未回答者の部分に対しては，これからアプローチし

ていくことを考えている。来年度からは，高齢者支援センターが８か所でき，それぞれに専

門職を配置しアプローチしていくことを考えている。 
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【委 員】 日常生活の支援については，その地域にいる者にしか分からないことが多々ある。これか

らは地域づくりに力を入れていかなければならない。近隣住民が何をしているか分からない

ようでは，地域での日常生活支援はできない。町内会等の在り方を見直すなど，地域を再構

築していくということも一つの手法として考えられるのではないか。また，介護の部分につ

いては，地域の人が関わることが非常に難しいが，日常生活の支援ということになると，地

域の人の必要性が高い。地域の方々の支援活動に対し，金銭的な支援や，何か免許のような

ものを与えるなどして裏付けがなされることで，日常生活支援に参加する方が増えていくの

ではないか。 

【委 員】 第６期高齢者保健福祉，介護保険事業計画の水戸市ならではの特徴について素案からは読

み取れない。 

【会 長】 これまでの意見を踏まえて，素晴らしい計画を策定していただきたい。 

      以上で，議題につきましては終了とする。 

【事務局】 今後のスケジュールについて。１月下旬に，庁内の政策会議，２月５日から３月６日の期

間で意見公募手続，３月中旬に第５回水戸市高齢者保健福祉推進協議会の開催を予定。３月

下旬の庁議をもって，本計画が最終決定する。 

【会 長】 以上で，第４回水戸市高齢者保健福祉推進協議会を終了する。 

 


