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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 27 年度第１回高齢者保健福祉推進協議会 

 

２ 開催日時 平成 27年 11 月９日（月）午後２時から午後３時まで 

 

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，田上惠子，大槻解子，菊池晃，清水昭郎，金成滋，林由香里， 

宮内久江，小島臣子，池田清美，土屋和子，小室正己，堀江恵子，田中真己 

 

(2)事務局 

  根本一夫，谷津好行，豊﨑和馬，大曽根明子，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，吽野洋一，安達真澄，深谷浩一，龍田晴美，佐藤通，南真由美 

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

 

(1) 介護保険事業等の実施状況報告（平成 24～26 年度）について（公開） 

(2) 介護予防・日常生活支援総合事業について（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条例 

 ・水戸市高齢者保健福祉推進協議会委員名簿 

 ・介護保険事業等の実施状況報告（平成 24～26 年度） 

 ・介護予防・日常生活支援総合事業について 
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９ 発言の内容 

 

【司  会】それでは，定刻になりましたので，ただ今から，平成 27 年度第１回水戸市高齢者保健福

祉推進協議会を開催いたします。 

      私，本日進行を務めさせていただきます高齢福祉課の  と申します。よろしくお願いい

たします。それでは，次第に沿って進めてまいります。 

      初めに，開会に当たりまして，保健福祉部長より御挨拶を申し上げます。 

【保健福祉部長】水戸市保健福祉部長の  でございます。 

本日は，委員の皆様には大変お忙しい中，平成 27 年度第１回水戸市高齢者保健福祉推進

協議会に御出席いただきまして，誠にありがとうございます。委員の皆様には，日頃から本

市の高齢者保健福祉事業，介護保険事業に格別の御理解と御協力をいただいておりますこと，

この場をお借りしまして，厚く御礼申し上げます。 

      本市におきましては，昨年度，本協議会の御意見なども頂戴しながら，平成 27 年度から

平成 29 年度までの「水戸市第６期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」を策定したと

ころでございます。この計画に基づき，「地域で支えるいきいき健康とあんしん長寿」とい

う基本理念の下，地域の関係者や事業者，市民の皆様方と連携を図りながら，医療・介護・

予防・生活支援・住まいを地域の中で一体的に提供する，水戸ならではの地域包括ケアシス

テムの構築と健康寿命の延伸を目指すとともに，介護保険の適正な運営に努めることとして

おります。 

  本日は，委員の皆様方に，過去３年間の介護保険事業等の実績とともに，介護予防・日常

生活支援総合事業に係る現在の検討状況等についてお示しすることになっております。第６

期計画の基本理念の実現に向け，皆様から忌憚のない御意見を頂ければと存じます。 

結びになりますが，今後とも，高齢者の保健福祉の向上について皆様方のお力添えをいた

だきますようお願い申し上げまして，簡単ではございますが，開会に当たっての御挨拶とさ

せていただきます。どうぞ，よろしくお願いいたします。 

【司  会】この協議会は，水戸市高齢者保健福祉推進協議会条例に基づいて設置しております。条例

につきましてはお手元に配付してございますので，御参照いただきたいと思います。 

まず初めに，本日の協議会の定足数の確認でございます。推進協議会条例第６条第２項の

規定では，委員の２分の１以上の出席で会議が成立することとなっております。本日は 14

名の方に御出席をいただき，定足数を満たしておりますので，御報告いたします。 

次に，委員の皆様の紹介に移らせていただきます。委員の皆様におかれましては，平成 27

年９月 25 日から平成 29 年９月 24 日までの２年間を任期といたしまして，委員を委嘱させ

ていただいております。よろしくお願いいたします。 

なお，委嘱状につきましては，皆様にあらかじめ郵送で送付させていただいております。

今回の協議会開催に当たり，新しく就任された方もいらっしゃいますので，改めまして，委

員の皆様に自己紹介をお願いしたいと存じます。恐れ入りますが，  委員さんから順番に

反時計回りでお願いいたします。 

【  委員】水戸市医師会長の  です。どうぞよろしくお願いいたします。 

【  委員】水戸市歯科医師会副会長の  でございます。よろしくお願いいたします。 

【  委員】水戸市保健推進員連絡協議会会長の  です。よろしくお願いいたします。 
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【  委員】茨城県看護協会常任理事の  と申します。前任者の  が今年度６月から会長となりま

して私に変わりましたので，どうぞよろしくお願いいたします。 

【  委員】水戸市社会福祉協議会の  です。よろしくお願いいたします。 

【  委員】水戸市高齢者クラブ連合会会長の  でございます。よろしくお願いいたします。 

【  委員】水戸市住みよいまちづくり推進協議会常任理事の  でございます。よろしくお願いいた

します。 

【  委員】水戸市地域女性団体連絡会副会長の  と申します。今年度から変わりましたのでよろし

くお願いいたします。 

【  委員】水戸商工会議所女性会会長の  でございます。よろしくお願いいたします。 

【  委員】  でございます。  前会長が退任いたしましたので，私が参りました。よろしくお願

いいたします。 

【  委員】三の丸こだまの会副会長の  です。よろしくお願いいたします。会長から少し勉強して

こいと言われました。どうぞよろしくお願いします。 

【  委員】皆さんこんにちは。水戸市議会副議長の  でございます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

【  委員】お疲れ様でございます。水戸市議会議員の  でございます。よろしくお願いいたします。 

 

（  委員 到着） 

 

【  委員】すみません，大変遅くなりました。茨城大学人文学部  と申します。よろしくお願いい

たします。 

【  委員】よろしくお願いします。水戸市議会議員の  です。今年度から文教福祉委員会に所属い

たしました。よろしくお願いいたします。 

【司  会】ありがとうございました。 

続きまして，事務局の紹介に移らせていただきます。順番にお願いいたします。 

【執行機関】改めまして，保健福祉部長の  でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

【執行機関】高齢福祉課長の  と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

【執行機関】高齢福祉課長補佐の  と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

【執行機関】高齢福祉課地域支援センター所長の  と申します。よろしくお願いいたします。 

【執行機関】高齢福祉課管理係長の  と申します。よろしくお願いいたします。 

【執行機関】高齢福祉課高齢福祉係長の  と申します。よろしくお願いいたします。 

【執行機関】高齢福祉課地域支援センター地域支援事業係長の  と申します。どうぞよろしくお願い

いたします。 

【執行機関】同じく介護予防係長の  と申します。よろしくお願いいたします。 

【執行機関】同じく高齢者支援係長の  と申します。よろしくお願いいたします。 

【執行機関】介護保険課長の  と申します。よろしくお願いいたします。 

【執行機関】介護保険課課長補佐の  でございます。よろしくお願いいたします。 

【執行機関】介護保険課給付係長の  でございます。よろしくお願いいたします。 

【執行機関】保健センター所長の  と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

【執行機関】保健センター次長の  と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 
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【執行機関】保健センター保健係長の  と申します。よろしくお願いいたします。 

【司  会】続きまして，当協議会の会長及び副会長の選任に移らせていただきます。会長及び副会長

につきましては，推進協議会条例第５条の規定により，委員の互選によることとなっており

ますが，皆様，いかがいたしましょうか。 

 

（事務局一任の声あり） 

 

【司  会】事務局に一任でよろしいでしょうか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

【執行機関】それでは，事務局案を御提示申し上げます。 

      本会の会長につきましては，水戸市医師会の  委員に，副会長につきましては，水戸市

民生委員児童委員連合会協議会の  委員にお願いしたいと考えております。よろしくお願

いいたします。 

【司  会】本案でよろしければ，拍手をもちまして御承認をいただきたいと存じます。 

 

（拍 手） 

 

【司  会】ありがとうございました。御承認をいただきましたので，会長に  委員，本日御欠席で

はありますが，副会長に  委員，よろしくお願いいたします。それでは，会長，前の席へ

お願いいたします。 

 

（会長は席を移動） 

 

【司  会】ここで，会長から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。ただ今，会長の御指名をいただきました，医師会の  でございま

す。前回も保健福祉推進協議会に入っておりまして，これから高齢者が増える 2025 年に向

けての高齢者の住みよいまちづくりに主眼を置いた協議会と考えております。ぜひ皆様の忌

憚のない御意見を頂きながら，スムーズな会の司会進行をしていきたと思いますので，御協

力の程，何とぞよろしくお願いします。 

【司  会】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。 

     ・本日の会議次第 

     ・協議会委員名簿 

     ・協議会条例 

     ・資料１ 介護保険事業等の実施状況（平成 24～26 年度） 

     ・資料２ 介護予防・日常生活支援総合事業について 

     ・水戸市第６期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 
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     ・資料１の５ページの差替え 

     ・資料２の追加資料「基本チェックリスト」 

・参考資料「平成 27 年度お年寄り便利帳」 

 

      資料につきましては，以上でございます。不足等ありますでしょうか。 

      それでは，続きまして，議事に入ります。議事進行につきましては，推進協議会条例第６

条の規定により，会長が議長となることとなっておりますので，会長より議事進行をお願い

いたします。 

      また，御発言の際には，マイクをお回しいたしますので，挙手をお願いいたします。 

【会  長】ただ今，事務局のほうから説明がありましたとおり，協議会の議事は会長が進めることに

なっておりますので，議長を務めさせていただきます。スムーズな議事進行ができますよう，

皆様方の御協力をお願いいたします。 

      失礼ながら，議事は着席したまま進めさせていただきます。 

      議事に入ります前に，この委員会は水戸市附属機関の会議の公開に関する規程により公開

することとなっておりますので，その旨，御承知おきいただきたいと思います。 

      また，同規程第７条により，協議会の会議録を作成し，２名の方から署名をいただくこと

となっております。本日の会議録の署名人につきましては，  委員さんと  委員さんに

お願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

      それでは，議事に入ります。 

まず初めに，(1)介護保険事業等の実施状況報告（平成 24～26 年度）について，事務局か

ら説明をお願いします。 

 

（事務局説明） 

 

【会  長】ただ今，事務局から説明がありましたが，御質問等はありますでしょうか。ありましたら，

挙手をもって御発言願います。 

【  委員】１ページ目の認定審査会の実施状況について，2012 年から 2014 年がありますが，例えば

2012 年で 10,017件とあるものが審査件数だと思います。２ページを見ていただくと，2012

年の要介護・要支援認定者数の合計は 10,969 人と書いてあります。これは水戸市全部の認

定者数なんでしょうか。それとも，審査件数に何か足されているんでしょうか。私が感じる

には，要介護の方は大部分が 24 か月に認定が延期になっていると思うので，この倍近い人

数がいるんではないかと思うんです。2012 年に介護の認定を受けている人が 8,790名。この

数字は 2012 年だけなのか，それとも２年にまたがった，いわゆる水戸市における介護認定

を受けている人全体なのか。私はもっと多いと思うんですよ，24 か月にしてますから。あん

まり審査してもお金がかかりますので。そうすると，この差があまりないのではないか。 

  要支援のほうは確か 12 か月だと思うんですけど，介護のほうは 24 か月まで延びているの

で，水戸市では要支援と要介護を合わせて 2012 年に１万 900 人，それしかいないことにな

るんですか。私の想像では２万近くいるはずだと思うんです。要介護の中から 800人近くが

亡くなり，新たに 1,500人位が認定を求めるという形で，年間 800人近くが増えていくにし

ても。この２番目の見方が分からないので教えていただきたい。 
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【執行機関】介護保険課の  です。御質問にお答えします。１ページの認定審査会の結果というのは，

あくまでも審査判定した数字でございます。委員から御指摘いただいた，２ページにありま

す合計の人数は，認定者の実数でございます。2014 年度末では 12,333人が要介護認定者と

いう数になります。委員の御指摘のように，介護保険の有効期限は６～24 か月になりますが，

制度の改正等がございまして，最大 24 か月まで延ばせることになっています。実際，注目

している所は，高齢者の第１号被保険者，65才以上の方の要介護認定率がどれぐらいかとい

うことと，人数です。人数については，２ページの 2014 年度を見ていただきますと，第１

号被保険者数は 12,026 人。実際の水戸市の認定の割合は，下の表にあるとおり，2014 年度

につきましては，全国平均で 17.9％，茨城県では 14.8％，水戸市では 18.5％ということで，

全国平均よりも高い数字になっております。２ページの数字については実績になります。 

【  委員】14 年度は，要支援と要介護を合わせて 12,333人。これが，要支援と要介護で認定を受け

ている数と考えていいんですか。 

【執行機関】認定を受けている方の実数でございます。 

【  委員】実数はこれしかいないんですか。 

【執行機関】はい。これでも全国平均よりも高い状況になります。 

【  委員】水戸市にこれだけ事業所があって，近隣の市町村に比べたら集中しているわけで，子ども

が水戸市にいるとか，介護を受けやすいという理由で，水戸市が増えてしまうというのは仕

方がないと思うんですね。全県下で見ると，水戸市が茨城県の中で突出してしまうのは仕方

ないと思います。ありがとうございます。 

【  委員】一点お伺いしたいのですが，７ページの介護サービス数の状況ですが，一番下段の施設の

欄に特養，老健，療養型と書かれていまして，施設と実際のベット数が書かれていると思う

んですけど，今日修正があった５ページを見ると，施設サービスはいずれも伸びている傾向

で，３月利用分で見ても伸びているんです。よく，特別養護老人ホームの待機者が 400人く

らいいらっしゃって，それが変わらずにきていると思いますが，施設は増えている。それで

も待機されてるとなれば，老健にいたり，医療機関にいたり，在宅だったりということにな

るのでしょうけれど，その辺の実態がどうなっているのか，分かれば教えていただきたい。

最近，介護報酬が下げられたり，人件費に充てる部分が増えないということで，スタッフが

確保できない状況も耳にするところです。せっかく開設したのに，満床にするだけのスタッ

フがいない所もあると聞きます。逆にそれが受け入れられれば，待機者も減ってくるという

状況になるのかなと思うんです。このベッド数というのは，受け入れている数なのか，開設

を許可した数なのか。また，その待機者とベッド数の関係についてもお示しいただければと

思います。 

【執行機関】高齢福祉課の  でございます。資料７ページの，施設の部分の 2014 年度末の 1,271 床

につきましては定数でございます。待機者数が約 400人いらっしゃるということですが，そ

のうち施設に入所されている方が約半数います。残り約半分の方が在宅でショートステイ等

のサービスを受けていらっしゃいます。 

【  委員】施設と在宅で半分半分ということですが，今後 400人の待機者をこの３年間で 250人ほど

増やしていこうという計画ですが，なかなか追いつかないと思うので，その計画を実態に合

わせて引き上げるということも検討したらいいんじゃないかと思います。これは意見として

です。 
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      もう一つ，８ページの二次予防事業ですが，24，25年度と約 49,000人にアンケートを取

ってやってきましたが，26 年度からは対象を３分の１にして回答者数も減っているわけです

が，ケアマネジメントの実施された数というのが全体から見るとなかなか少ないのではない

かと思います。その辺の課題や評価はどのようにされているのかお聞きしたい。 

あと，９ページのおむつの宅配が増えているとありましたが，配食サービスはあまり伸び

ていない。ひとり暮らしや高齢者の方が安定的に食事が取れる環境を考えると，ここの数字

が横ばいの理由をお聞きしたい。 

【執行機関】初めに，二次予防事業対象者の関連の御質問にお答えいたします。８ページの 24，25 年

度に約 49,000人に送付していましたが，実際 23，24，25年度，３年続けて同じ形でやって

きました。この事業については，国の方でも課題が多いということで，全国的に見てもケア

マネジメントに結びつくケース，また，９ページの資料にある，実際に教室に通われる方が

少ないという問題点もございます。このあと説明いたします，資料２の二次予防事業対象者

の介護予防事業が見直されまして，水戸市の場合ですと 29 年度から新しい事業に変わって

いきます。一般高齢者向けの介護予防と一緒に行っていきます。ただ，こちらでお示ししま

した実績につきましては，二次予防事業対象者に向けた介護予防の教室のほかに，普及啓発

もやっていこうということで，結果アドバイス表というのを３年間送り続けてきました。そ

のため，一次予防事業の参加者数も増えており，一定の効果があるだろうということです。

近隣の状況を見ますと，３年に一度の実施の市町村も多く，その辺を含めて，今年度から 28

年度までの３年間は，水戸市内を３分割にして，今までと同じ形で実施していこうと考えて

おります。ただ，この３年間のものは日常圏域ニーズ調査ということで，水戸市独自の質問

などを加えまして，その結果を次の計画の基礎資料にするという目的にもなっておりますの

で，そういう形で現在進めています。 

【会  長】二次予防というのは，要支援の人が介護にならないために，後から加わったものです。水

戸では，元気アップ・ステップ運動など，一次予防事業がすごく充実しているので，こう言

っては失礼かもしれないですが，利用者は二次予防をどうでもいいと思っている。こちらの

一次予防事業のほうがいいやということで，なかなか利用が伸びないというところがありま

す。 

【執行機関】引き続き，もう一つの御質問ですが，現在，水戸市の配食サービスは個人負担 500円でや

らせていただいております。最近，民間事業者の参入が多くなってきていて，かねてからこ

の事業は徐々に利用者が少なくなってきているところでございます。そういったところから，

この実績が少なくなってきているのかなと考えております。 

【会  長】民間のほうがお安いんですか。 

【執行機関】若干，民間のほうが高いです。 

【会  長】味付けなどはどうですか。 

【執行機関】様々です。水戸市では，先日，民間事業者さんを集めて，ケアマネジャーさん向けに試食

会をやりました。それぞれ工夫を凝らしていますが，やり方次第でコストがかかり，統一し

た単価で同じ形で制度化するのは難しいと思います。ただ，民間では，若干高いけれどバラ

エティーに富んだものを選択できる市場に変わってきています。この辺りの事業については，

今後見直しをしていきたいと考えております。 

【会  長】先ほどの待機者の件ですが，ショートステイをつなぎながらずっと入所待ちという方と，
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最近では認知症の方が多くなり，グループホームの利用の度合いが大きくなってきています。

体の障害の要介護というよりも，認知症のほうに少し重点を置きながらこういった施策を考

えていかないと大変なのかなと思います。車の運転の逆走とか，そういったことも含めてで

すね。 

      その他，いかがでしょうか。 

      毎回この会議で話すんですが，９ページの一次予防事業で，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，これらは本当に人気が高いですよね。

ぜひ，皆さんに何かお披露目してください。 

【執行機関】はい。会長のほうからもお話がありましたけれど，一次予防事業なんですが，水戸市の場

合は多くの方が参加できるようなメニューも豊富に揃っておりまして，それに伴いまして，

市内の高齢者の方にたくさん御参加いただいております。全国に約 1,700の自治体がありま

すが，平成 25年度の実績になりますが，この一次予防事業の延べ参加人数につきましては，

全国で水戸市は 10 番目という成績で，手前味噌ですが，非常に自慢できることではないか

と考えています。 

【会  長】実施場所はどんどん広がって，件数も増えているんですよね。 

【執行機関】主に市民センターが多いですが，それ以外だと，シルバーリハビリ体操教室は地域の集会

所みたいな所でも取り組むようになってきていますので，今後，更に実施会場数は増えてい

くと考えています。 

【  委員】今の件ですが，いきいき健康クラブとか元気アップ・ステップ運動とか，水戸市は素晴ら

しくやっていると思うんですね。私たちも実際携わっているんですけれども，ＰＲが少ない

と思うんですよ。今，テレビでいろんな健康番組が多いですね。○○体操とかいろんな番組

で多くやっているけれども，なんで水戸市が出ないのか，実際やっていて不満なんですね。

これだけ一生懸命やっているので，もうちょっと水戸市でもＰＲすれば，もっと参加者が増

えるのではと思っております。 

【会  長】そうですね。では，もっとみとちゃんに頑張ってもらって，どんどんＰＲしてもらいまし

ょう。みとの魅力発信課とか，磯山さやかさんとかともっとタイアップして。せっかく良い

ことしているんですからね。よろしくお願いします。 

よろしいでしょうか。では，次にまいります。 

      続きまして，議事の２番，介護予防・日常生活支援総合事業について，説明をお願いしま

す。 

 

（事務局説明） 

 

【会  長】はい，ありがとうございました。御質問，御意見はありますでしょうか。 

質問ですが，一次予防事業って利用者はお金かからないのに，二次予防事業はお金がかか

るんですよね。 

【執行機関】利用者はお金はかからないです。 

【会  長】だけど，ケアプランを作るのにお金がかかるんですよね。 

【執行機関】介護予防事業に関しては，一次予防，二次予防ともに，利用者の方にはほとんど費用を頂

いていない形です。二次予防事業については，多くの方に発送するので，事業費はある程度
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かかっています。一次予防事業についても，運営主体になっている所に若干の費用の負担を

させていただいたりすることはありますけれども，二次予防事業に比べると経費としてはか

なり少ないです。 

【会  長】何を言いたいかというと，平成 29 年度以降，利用者に更なる負担を求めるということは

一切ないというふうに考えてよろしいですか。 

【執行機関】現在のところ，その辺についてはまだ検討中でございます。国のほうでは，事業によって

はそれ相応の負担ということも一部出ているので，現行の一次予防事業については，今と同

じ形態でやっていけると思いますが，これからの新しい事業を考えていく中では検討する部

分もあると思います。 

【会  長】そうですね，サービスの物によっては費用が発生するものがあると。先ほどのお話で，水

戸の一次予防事業は非常に充実していますよね。総合事業へ移行すると非常に分かりやすい

形になります。更に利用度を増すと，要支援１とか，介護や支援を受けていない高齢者とか，

更に，体力や元気さを持続できるのが一番良いわけですね。水戸らしさというか，1,700市

町村のトップ 10，ベスト１を目指して頑張っていただきたいと思うんです。29年度までな

ので，あと１年半くらいですか。施策も変わり，国からの指示もあるだろうけれども，水戸

らしいものを作っていただければと強く願います。 

【  委員】いくつか確認させていただきたいです。(2)の案件ですが，これは報告でしょうか。それ

とも，審議の上の，私たち委員に対する承認案件なんでしょうか。そこを確認させていただ

きたいです。 

【執行機関】あくまで今後事業を進めていく上での考え方といいますか，こういう方針で考えておりま

すという御報告といいますか，そういう形で今日は御意見を頂きたいということで，案件と

して出させていただいております。 

【  委員】いくつか質問ですが，(3)の総合事業の実施に係る考え方といたしまして，考え方３です

が，現行相当サービスの進捗を勘案しながら，新規で多様なサービスや住民主体の見守り等

のことについて定めていくという表現の仕方なんですが，実際には，29年４月１日には，新

規のサービスを整えないうちにスタートするということがあり得るんですか。 

【執行機関】まず，この事業につきましては，(3)の考え方１から始まるんですけれども，実際，29 年

度という年限を定めておりまして，市町村でこの新しい事業に取り組むということになって

いるんです。まずは，水戸市としまして，要支援１・２の認定を受けている方のうち，デイ

サービスですとか，ヘルパーのサービスを受けている方は８割くらいいらっしゃるんですけ

れど，そういう方が移行していくので，まずそういった方々が，現行と同等のサービスとい

いますか，それを引き続き受けていけるように，そういう人たちが困らないようにというこ

とを優先して進めていきたい。それに向けて，来年度準備していくということです。それ以

外の民間主体のサービスについては，民間の市場の状況ですとか，そういったところで継続

的にある程度提供ができるものなのかどうかですとか，今まで単価を設定していませんので，

どういう形が良いのかということなど，現行サービスを引き続き受けられるような形を整え

た上で，それと合わせて補完するサービスが必要なのかどうか，現状を見ながら整えていこ

うという考え方です。 

【  委員】ということは，29年度以降，新規に要支援１・２に該当された方は，新規のサービスを利

用するということで，それも引き続き今のような要支援１・２の方と同等に現行サービスを
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引き継ぐ形で利用することも，道としては可能なんですか。 

【執行機関】29年度以降は，例えば，ホームヘルパーやデイサービスだけを利用するという方について

は，認定の必要がなくなるということです。基本チェックリストで選定できる形に変わって

いきます。ただ，いわゆる訪問介護や通所介護以外の給付については，引き続き，要支援１・

２については残りますので，そちらのほうを受けたいという方については認定が必要となる

かと思います。その辺の，新しいサービスの利用の仕方については，できるだけ周知すると

か，役割分担を整理する必要があります。そういったところを来年に向けて整理していきた

いと思います。 

【  委員】恐らく，29年度からは在宅サービスを受ける場合は，今の現行の介護保険法の枠の中では

なくて，地域支援事業は水戸市の事業になりますよね。そうすると，水戸市が全ての責任主

体として，例えば，都道府県が行っている事業所の指定を水戸市が行い，報酬の単価も水戸

市が設定していく形に切り替わっていくと思うんですね。そういったことでいくと，私は非

常に大きな大改革になると思っております。それまでは，要支援１・２というのは，全て，

国の基準の中で利用が可能でしたが，これからは，頑張る自治体に住んでる住民は現行制度

あるいはそれ以上のサービスを利用できるということですが，そうでないと，場合によって

は，今回，水戸市の場合は，現行相当サービスを残す形で移行していくことが認識できたの

で安心しています。今後，新規の多様なサービスにどんどん切り替わっていくというような

ことであれば，先ほどおっしゃられたような，担い手が専門職からＮＰＯ，ボランティア団

体となり，当初はごみ捨てとか買い物といったようなところで切り替えてはいっても，いず

れ，こういったところが全体のサービスを担っていくような形になるのでしょうか。その辺

の将来像というものをどの辺まで描いていて，29年度はどういう形で出発するのかというと

ころをもう少しお話しいただければ，非常にイメージしやすいと思います。 

【執行機関】方向性としては，先ほどから申し上げていますが，まず 29 年度は，現在利用している人

が安心して利用できる環境の整備を最優先に考えていくことになります。現在，水戸市内で

デイサービスの事業所が 124 か所，ホームヘルプが 73か所ということで，これは 26年度の

実績ですが，それだけの事業所を約 1,200～1,300人の方が利用している現状がございます。

そうなりますと，現行のサービスを提供していただける事業所さんに，まずはそれと相応の

サービスをやっていただくという形になるかと思います。ただそこで，今までの報酬の単価

とは違う新たな市独自の単価を設置するような形になっていくと思います。それも大幅に変

更するわけにもいかないので，介護報酬を参考にして，その辺は調整していくと。あと，住

民の介護サービスの部分というのは，実際に継続して安定した供給ができなければ，利用者

の方も生活支援の一部として利用するので，この辺も問題になってしまいます。実際，民間

で活動されているボランティア団体のそういった辺りがどのような状況なのか，市の状況を

把握する必要があると思いますので，その辺も含めた上で，来年度は調整をしていきたいと

いう考えであります。 

【会  長】視点が違う話になるんですけども，要支援１・２を決めるのは，このチェックリストのベ

ースでできるというわけですね。 

【執行機関】新しい総合事業を利用できるかどうかというのは，チェックリストで大丈夫です。ただ，

要支援１・２の認定を受ける場合には，引き続き，介護認定が必要になります。例えば，ホ

ームヘルパーとかデイサービス以外の，福祉用具を引き続きレンタルしたいとか，訪問リハ
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ビリとかそういったものを受ける場合には，この総合事業に含まれませんので，新たに，新

規でも，要支援の認定を受けることになります。ただ，その利用の状況を見る限りでは，全

体の２割くらいですので，その辺は大幅に減ってくる。29年度は認定の有効期限が切れた方

から順次変わっていく形になっていきますので，実際に完全移行になるのは 30 年度からに

なるかと思います。 

【会  長】認定審査会とかへ申請する時に，初回，更新申請が共に４千円前後かかるじゃないですか。

要支援１とか２がこれで取れると誤解したんですけど，そうすると，介護保険料の徴収も支

払のほうも減るじゃないですか。そういったところで，経済効果を一応考えたのかと思った

んですけど，関係ないんですね。 

それと，認定審査会の意味合いとして，どういうふうなのかと思ったんですけど，それも

今のとは全く関係ない，このままということでよろしいですね。 

【執行機関】場合によっては，軽い方は若干減ってきます。 

【会  長】そうですね。 

【執行機関】実際に今，要支援認定を受けている方の６割くらいしかサービスを使っている方がいらっ

しゃらないんで，認定だけ受けて使っていない方もかなりいらっしゃいます。 

【会  長】そのお金がもったいない。あなたもついでに一緒に認定受けてみなという感じで，認定が

始まっちゃうんですよね。それをかなり防止できるのかなというところに期待しているんで

すよね。 

【執行機関】その辺は影響が出るような形になるのかなと思うんですが，実際，どこでどのような形で

チェックリストをやるかも問題になってくると思うんです。その辺は，地域支援事業も保険

料を財源にやっている事業なので，トータル的に考えていきたいと思います。 

【会  長】はい，分かりました。その他，御意見，御質問はございませんか。 

【  委員】あと一つだけ。今回の報告で財政的な報告がなかったんですが，そうすると，今後，現行

相当サービスで移行していくようなお話がありましたが，水戸市としては介護財政的にはま

だ力があるということでしょうか。その辺をちょっと今後どこかでお話しいただければと思

います。 

【執行機関】現状としては，今まで介護保険の介護予防給付という形で出していた部分がそのまま地域

支援事業に移行するような感覚なので，財源の充当される割合は，給付でやっていても地域

支援事業でも同じ割合なんですね。ですので，この部分だけに関してそっくり移行するので

あれば，そんなに大きな影響はないと思います。 

【  委員】いくつかお伺いしたいんですけど，この制度変更の最初の受け止めとしては，非常に複雑

で分かりづらいという感想です。なおかつ，ヘルパーさんとかデイサービスを受けている

方々が，変更によって受けられなくなるんじゃないかという不安の声は，全国的にいろいろ

言われていることで，それがどうなるのかが非常に心配です。最初にお聞きしたいのは，今

日説明がなかったですが，第６期計画との関係で，57 ページにホームヘルプがありまして，

60 ページにデイサービスがあるんですけど，28年度，29年度を比べると，いずれも数字的

には大分減るというふうになっています。一方，98 ページには，今御説明のあった日常生活

支援総合事業の制度説明になるんですけど，具体的にどれくらいの数を見込むのかは書いて

ありません。要するに，介護保険の要支援認定として見ていった数が，基本的には右肩上が

りで増えていくという流れは変わらないんじゃないかと思ったんです。その辺，第６期計画
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でどういうふうに見込まれているのか。先ほどのお話にもあったんですけど，このサービス

を受ける方の見通しはどれくらいで，現行相当サービスを受ける方はどのくらいいると見込

んでいるか，具体的にはなっていないということでしょうか。 

【執行機関】実際に，こちらの給付の見込みのところで言いますと，例えば，57ページの介護予防訪問

介護のホームヘルプサービスなんですが，第６期計画の 29 年度の部分というのが人数的に

も大幅に減っています。先ほども申し上げましたが，29年度から実施するという方向ですと，

こちらの給付サービスを受けている方というのが，年度を通じて徐々に地域支援事業のほう

に移行していくことになります。その辺の見込みを立てて，ここは人数が少なめになってい

る所であります。ただ，地域支援事業への移行に関しては，単価の設定とか，そういった部

分がまだ済んでおりませんので，全体的な枠が出せない状況にあるということです。要支援

の認定につきましても，水戸市の場合ですと，29年度で 3,400人程度を見込んでいます。実

際，要支援のサービスを受けている方は６，７割程度でございますので，どのくらいの割合

とするのかは，非常に難しいところです。要支援のサービスを利用している方が大体６割ち

ょっと，更にその８割がデイサービスとヘルパーを利用しているので，その辺の数の推定は

非常に難しいところではあります。その辺を反映させた人数は 29 年度で若干影響させてい

るところで，地域支援事業に移行する総額については，先ほども申し上げましたが，デイサ

ービスやヘルパーの単価をどうするのかとか，まだこれから制度設計をというところです。

実際，平成 27 年度から，もう既にこの事業へ移行している市などもございますので，そう

いうところの状況を参考にしながら，これからその辺を調整していくことになると思います。 

【  委員】そうしますと，具体的にはこれからというお話なんですけれども，資料５ページにある３

月利用分としての数字では，26年度の要支援の訪問介護が3,375人，通所介護が 6,015人と，

全体から見ると 10～15％くらい。かなりの数なんですよね。その方々が，単価設定ももちろ

んそうですけど，サービスを受け続けられるかどうかっていう辺りをちゃんと保証しないと，

また混乱が起きるのかな。仮に，介護報酬よりも少なめに設定されれば，事業所側はこれは

これで問題が起きるということになりますよね。そんなに先じゃないんで，その辺の具体的

なところを示す責任があるのかなと思います。 

それからもう一つ。多様なサービスや住民主体の見守り等については今後という話だった

んですが，やっぱり，市民センターを中心にいろんな住民組織がありますし，いろんな団体

が献身的に頑張っておられるのを見ると，私も頭が下がるところです。ただ，具体的にある

方を継続的に見守るとかになると，その方のプライバシーの問題もあれば，専門的に福祉の

サービスをどういうふうに提供し続けるのかということも大事な要素だと思います。要支援

認定をしないっていう点は，受けていない方の簡略化にもなるという面もありつつ，人は常

に状態が変わるわけですので，重くなった時にケアマネジャーさんがすかさずフォローして

いくとか，つなげていくとか，そういった関わりが薄れることもちょっと心配なところです。

その人へのフォローや健康レベルの維持という点について，何かお考えがあるか，お聞かせ

いただきたい。 

【執行機関】現行のサービスに相当するものを受ける方については，引き続き，ケアプランと同等のよ

うなものを作っていく必要がございます。それがケアマネジャーなのか，その辺りについて

はこれから検討するところでございますけれども，御本人様に関わるという点では，今の要

支援１・２の形とそんなに大きくは変わっていかないものと思っています。 
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【会  長】いずれにしても，29年度まであまり時間がありませんので，良いものをお願いします。 

      その他ございますか。 

【  委員】唐突にこれが出てきた感があるんでございますけど，少なくとも，今の要支援というよう

な制度が，地域のつながりの中から切り離されたような形でやっていて，地域のつながりが

保たれていない。したがって，そこら辺を何とかしていこうじゃないかというのが，新しい

制度の発足の主旨として理解しているわけです。もちろん，財政的な問題があって，これを

どうつなげていくかという問題もあるかと思うんですけど。したがいまして，要支援を続け

ていくのがいいんでしょうけど，現在のままで続けていくことによって，地域との関わりか

ら外れて，果たして，日常生活の支援ができるかという疑問があるわけでございます。現在

の介護保険制度というものの持っている欠点というか，満たされてない部分がかなりあって，

それが何かということをまず解析する必要があるんじゃないかと思うんですよ。やっぱり今，

介護でも支援でも受けている方々は，一本釣りみたいにぽんぽんと事業者に持っていかれる

わけですね。そうすると，ある意味で，周りの人間は安心したという形になって，あーそう

ですかという話で，そこで地域と切れちゃうんですよね。そうでなくて，地域支援の活動と

いうのは，介護や支援をしている人だけを見守るのではなくて，地域全体で見守る中の一人

として考えていくべきだと思います。地域との関係が成立しなければ，孤立の問題ができる

し，例えば，ワンコインシステムという，電球の球が切れたからどうのっていう話になるん

ですけれども，全然周りが気付かなければ，暗いまま一日過ごしたりということもできるわ

けです。そういうことがないようなシステムづくりを考えていくべきだと考えていますので，

新しいシステムにおきましても，現行制度を続けるというよりは，現在受けている人が，不

利益を被らない形で持っていくべきだと思っております。それに加えて，こういう利点があ

るよというところを強調していただければ，利用される方々は非常に満足するんじゃないん

ですか。お金がどのくらいになるか分かりませんけれども，例えば，介護保険制度の新しい

ものと古いものの違いというものをこの審議会で共通理解していないと，恐らく，議論がか

み合わないところが出てくるんだと思うんです。私なんかは多分十分理解してなくて，半分

くらい分からなくて話を聞いているわけでございます。まずそういうところを解説してもら

った上で，こういう考え方を出してもらわないと，今言いましたように，「果たしてこれで

いいのかな」という感じになってしまいます。皆さん，いかがでしょうか。私は，そういう

ふうに思っております。更に良いものにしていくという感じでないといけないと思っている

んですね。一番悪いところは，地域から離されたシステムだ。そこを地域に取り戻すために

何とかしたいというのが，私たち，地域に住んでる人間，あるいは高齢者が抱えている人間

の考えなんです。そこら辺を加味した形で，新しい制度を説明していただければ助かると思

っております。以上です。 

【会  長】私，最初に説明をしている時に，ここにある，ごみ捨てとか買い物とか生活支援とか，「多

様なサービス」という言葉の表現が悪いのであって，地域の独自の一つの支援というふうに

位置付けると考えた方がいいのかなと，  委員さんの説明を聞いていて思ったんです。と

にかく，  委員さんがおっしゃるように，地域支援事業ですから，その地域，地域と，そ

こに住んでいる方とが渾然一体となった支援事業というものを念頭に。地域もいろいろと特

性があるんですよね。その辺をうまく見ながら，水戸の良い，新しい地域支援事業というも

のを展開してもらえるようにお願いできればと思います。 
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      先ほど，  委員がおっしゃったように，いろいろな制度が複雑に変わってきたり，改正

したりとかで，全体的な把握というのはなかなか難しいところもありますので，折につけ，

こういうふうな制度だから今度こうなるんですということを分かりやすく説明いただけれ

ば，皆さん，同じ共通認識ができると思いますので，努力のほうもお願いしたいと思います。 

      お時間も大分過ぎてまいりましたので，一応，今回の協議事項につきましては，よろしい

でしょうか。 

      では，これで議事のほうは終わります。 

      以上で，私は議長の任を解かさせていただきまして，事務局にマイクをお返しします。 

      皆さん，御協力ありがとうございました。 

【司  会】ありがとうございました。 

      それでは，事務局のほうから，今後の協議会のスケジュールについて御説明させていただ

きます。 

【執行機関】今後の協議会の日程について御説明いたします。 

本年度の協議会の開催は今回のみとなりまして，次回は，平成 28 年度に入ってからの開

催を予定しております。開催に当たりましては，委員の皆様方に改めて御通知いたしますの

で，よろしくお願いいたします。 

【司  会】それでは，委員の皆様には，大変お忙しいところ御出席いただきまして，誠にありがとう

ございました。以上をもちまして，平成 27 年度第１回水戸市高齢者保健福祉推進協議会を

終了いたします。お疲れ様でございました。 

 


