
平成 29年度第２回水戸市高齢者保健福祉推進協議会会議録（公開） 

 

１ 附属機関の会議の名称 平成 29年度第２回高齢者保健福祉推進協議会 

 

２ 開催日時 平成 29年 10月 26日（木）午後２時～午後４時 20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，山本大，田上惠子，伊藤正，秋葉欣二，杉下赫子，武藤邦彦，林由香里，池田清美， 

土屋和子，澤則子，綿引健 

 

(2)執行機関 

 大曽根明子，谷津好行，荻沼学，野口奈津子，土屋勝，太田礼子，深谷浩一，石丸美佳， 

美齊津諭代，成田拓生，吽野洋一，安達真澄，山内一豊，谷田部元子，三好正高，滝浦章子， 

長洲翔太 

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

 

(1) 報告事項（公開） 

・介護保険事業等の実施状況（平成 26～28年度）について（資料①） 

・各種調査結果について（資料②－１，資料②－２） 

    ・各種ヒアリングの実施状況について（資料③） 

    ・第６期計画の進捗状況について（資料④） 

 (2) 協議事項（公開） 

   ・高齢者福祉の現状と課題を踏まえた今後の施策のあり方について（資料⑤） 

 (3) その他（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 

 ・水戸市高齢者保健福祉推進協議会条例 



 ・介護保険等の実施状況（平成 26～28年度） 

 ・日常生活圏域ニーズ調査結果（抜粋） 

 ・在宅介護実態調査結果 

 ・各種ヒアリングの実施状況 

 ・「第６期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」における計画値の進捗状況 

 ・高齢者福祉の現状と課題を踏まえた今後の施策のあり方について 

 

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 29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。本日進行を務めさせていただきます高齢福祉課の  でご 

ざいます。よろしくお願いいたします。それでは，次第に沿って進めさせていただきます。  

はじめに，開会にあたりまして，  保健福祉部長より御挨拶を申し上げます。 

【保健福祉部長】皆様，こんにちは，保健福祉部長の  でございます。日頃から本市の社会福祉に関 

しては，大変お世話になり，ありがとうございます。 

本日は，委員の皆様には大変お忙しい中，平成 29年度第２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。また，本日の協議会より，茨城

県ケアマネジャー協会から  委員に御出席をいただいております。どうぞよろしくお願い

いたします。 

さて，本市におきましては，今年度，平成 30 年度から平成 32 年度を計画期間といたしま

す「水戸市第７期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」を策定することとなっておりま

して，本協議会においても，御審議いただいているところでございます。今回の計画につき

ましては，行政はもとより，地域の関係者や事業者，市民の方が共に連携し，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

ムの構築を更に前進させることを目的に計画を策定するものでありまして，あわせて介護保

険の適正な運営に努めて参りたいと考えております。 

本日は，第７期計画の策定に係る調査やヒアリングの結果，第６期計画の進捗状況の報告

等と合わせまして，高齢者福祉の現状と課題を踏まえ，今後の施策のあり方についても御協

議いただくこととなっております。どうぞ委員の皆様から忌憚のない御意見をいただければ

と存じます。 

最後になりますが，今後とも，本市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，挨拶とさせていただきます。

本日はどうぞ，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，御参照いただければと思います。 

はじめに，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 12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，委員の皆様の委嘱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 29

年９月 25日から平成 31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。委嘱状につきましては，皆様のお手元にお配りさせていただきました

ので，御確認いただければと思います。よろしくお願いいたします。 

本来ですと，新しい任期のスタートでございますので，お一人ずつ自己紹介をいただきた

いところではございますが，今回から新たに委員となられました茨城県ケアマネジャー協会

理事の  様から御挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

【  委員】ただ今，御紹介をいただきました茨城県ケアマネジャー協会の理事を務めさせていただい

ております  と申します。今回，無理を言いまして，委員の方の仲間に入れさせていただ

きました。水戸市協会の  に代わりましてお礼申し上げたいと思います。宜しくお願いし

ます。 

【司  会】ありがとうございました。 

続きまして，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。 

本日は，委員改選後，初めての協議会ですので，会長，副会長を改めて選任することとな

っております。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，どのように選任いたしましょうか。 

（事務局一任の声あり） 

【司  会】ただいま，事務局一任というお声がありましたが，事務局案を提示させていただくという

こと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，事務局案を御提示させていただきたいと思います。本会の会長につきましては，

引き続き，水戸市医師会の  委員に，副会長につきましては，同じく引き続きとなります

けれども，水戸市民生委員児童委員連合協議会の  委員にお願いしたいと思います。 

【司  会】それでは，本案でよろしければ，拍手をもちまして御承認をお願いします。 
 

（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，副会長に  委

員，引き続き，宜しくお願いいたします。それでは，会長，副会長，前の席にお願いいたし

ます。 

（会長，副会長は席を移動） 

 

【司  会】それでは，会長，副会長，それぞれ一言ずついただいてもよろしいでしょうか。会長から

お願いいたします。 

【会  長】皆様こんにちは。この会の会長を仰せつかりました医師会の  でございます。 

この協議会は介護保険を始めとする介護福祉施策についての会でございます。皆様の立場

から様々な意見をいただき，水戸市の施策に少しでも寄与できればと思います。皆様の御力

をいただきながら頑張っていきたいと思います。どうぞ宜しくお願いします。 



 

【司  会】ありがとうございました。続きまして，副会長，お願いいたします。 

【副 会 長】  と申します。水戸市の民生委員の副会長を仰せつかった関係で，市民の立場から少し

ずつ皆様に情報や意見をお伝えできれば良いと思っております。宜しくお願いします。 

【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。始めに，本日の会議次第，協議

会委員名簿，当協議会条例，資料①といたしまして 26～28年度の介護保険事業等の実施状況，

資料②－１といたしまして日常生活圏域ニーズ調査結果。資料②－２といたしまして在宅介

護実態調査結果。なお，こちらの②－２につきましては，卓上に補足資料をＡ４版１枚で配

付させていただいております。続きまして，資料③各種ヒアリングの実施状況。資料④「第

６期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」における計画値の進捗状況。資料⑤高齢者福

祉の現状と課題を踏まえた今後の施策のあり方について。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。 

それでは，続きまして，議事に入ります。 

本日の議事の進め方ですが，まず，(1)報告事項におきましては，資料①から④までを事務

局で一括して御説明した後，報告事項全般にわたる御質問をいただこうと思います。続きま

して，(2)協議事項におきましては，資料⑤を使いまして，項目ごとに事務局から説明させて

いただいた後，皆様からその項目についての御御意見をいただくという手順を繰り返して参

りたいと思っております。 

それでは，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

にはお手数ですが，マイクをお回しいたしますので，挙手をお願いしたいと思います。 

【会  長】ただいま，事務局のほうから御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，皆様方の御協力を宜しくお願いいたします。 

      失礼ながら，議事は着座の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，  委員と  委員にお願いし

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。本日の議題は２件でございます。 

まずはじめに，（１）報告事項，資料①から④について，事務局から一括して説明をいただ

きたいと思います。 

では，よろしくお願いいたします。 

 

                    （事務局説明） 
 

【会  長】はい，ありがとうございました。 

 



ただ今，資料①の介護保険事業等の実施状況から，資料④の第６期計画の進捗状況につ 

いてまでの説明がありました。最初のほうから順番に進めていきたいと思います。 

まず，資料①の介護保険事業の実施状況についての御意見，御質問等ございましたら，挙 

手のうえ，お願いいたします。 

私も認定審査会をやっていますけれども，大体このようなものであろう，という感じは受 

けます。高齢者福祉サービス事業，ここで一つ質問があります。12 ページの１，高齢者福祉

サービス事業の状況について，表の下から６番目，在宅見守り安心システム事業，いわゆる

旧緊急通報システムについての利用方法は，希望者の申し出によるものなのですか。 

【執行機関】はい，在宅安心見守りシステムにつきましては，条件や制限はなく，一人暮らしで高齢者

及び高齢者のみの世帯等での緊急時の対応に不安を感じている方を対象としております。 

【会  長】独居でなくても，高齢者世帯でも良いのですか。 

【執行機関】はい。高齢者世帯，特に御夫婦などで，不安な方も対象にはしております。 

【会  長】意外とこの事業は利用数が伸びないですね。 

【執行機関】はい。ただ，ニーズについては若干増えてはいるので，少し周知が足りない部分があるの

かとは感じております。 

【会  長】私もそう思います。ニーズが少ないのではなく，周知していない。周知をしていても目に

付かない。一度利用すると，これはとても良い，という高齢者は大勢います。その辺，宜し

くお願いいたします。 

【執行機関】参考にさせていただきます。ありがとうございます。 

【会  長】13 ページについてですが，高齢者クラブのクラブ数が減ったにも関わらず，人数が増えて

いる。これはクラブを集約しているなど，理由があるのですか。 

【執行機関】高齢者クラブにつきましては，２，３年前に，あまり活動をしていないクラブについては,

整理をさせていただきました。会員数については，各地区で募集に力を入れており，会員数

が伸びてきているといった状況になっております。 

【会  長】一生懸命頑張っていますね。こちらについて増えていることは良いことですが，この下の，

老人福祉センター利用者数がかなり減っています。このことについて，何か理由はありますか。 

【執行機関】個人の利用につきましては，平成 26年度に，お風呂の有料化などもあり，減少してきてい

るところです。ここの数字にはあがっていませんが，教室やクラブの利用につきましては，

センターにより異なりますが，横ばい又は若干伸びている状況になっております。 

【会  長】はい，分かりました。今のところについて，皆様から追加の御質問，御意見がございます

か。 

無ければ，次の日常生活圏域ニーズ調査結果について御質問，御意見のある方いらっしゃ

いますか。 

それでは，私からの質問ですが，回答者の男女構成について教えていただけますか。 

【執行機関】３か年合わせまして，男性が 45.5％，女性が 54.5％となっております。 

【会  長】男女の割合として，ほぼ同じくらいですね。 

【執行機関】大きな差はつかずに，回収できております。 

【会  長】このニーズ調査は，今後の，特に認知症対策に対するデータとして，非常に有用だと私も



思います。男性と女性の高齢者を比較すると，人との会話や外出を好むなど，高齢になって

アクティビティが高いのは圧倒的に女性ですね。男の人は家に閉じこもっているのですよ。

そのことについての認識，しかもそれを掘り起こす。認知症対策に非常に有用なデータだと

思いますので，その辺りを踏まえて，次の計画に生かし，事業を展開して下さい。 

【執行機関】ありがとうございます。 

【会  長】この日常生活圏域ニーズ調査に関する御意見はございますか。はい，  委員。 

【  委員】３ページ目の(3)の二次予防事業対象者該当率について，質問をさせていただきます。 

二次予防事業対象者の数値の出し方になるかと思いますが，ここの数値，前期高齢者だと

２万５千人中 23.9％が，そして後期になると１万７千人中 41.8％の方が該当するとあります。

それと，先ほどの介護保険事業の実施状況の 10ページ目，７番の地域支援事業の状況のうち，

(1)の介護予防事業における，二次予防対象者だと，例えば平成 28 年度は 4,227 人とありま

すが，こちらの数値と，この調査の数値は，リンクしているのか，していないのか，教えて

ください。 

【執行機関】ありがとうございます。お答えいたします。日常生活圏域ニーズ調査の結果を見ますと，

全体の数値が 42,323人となっています。対して，資料１の介護保険事業の実施状況における

３か年の回答者数を全部足したものが，ニーズ調査結果３ページの全体数となってございま

す。３か年分の調査の結果をまとめ，日常生活圏域ニーズ調査の結果として，御報告してお

ります。 

【  委員】すみません。確認ですが，水戸市は地区も多いことから，このニーズ調査のように３ブロ

ックに分けて，３年かけて一巡する形で，調査が行われているのでしょうか。 

【執行機関】お答えいたします。このような調査の手法については，国でも全数調査あるいは抜粋調査，

いずれでも良いこととなっております。全数調査をする時も，人数の多い自治体については，

区割りをして，年次に実施しても良いと調査当時に教授がございましたので，今回このよう

な形で３か年に分けて調査を実施したところでございます。 

【  委員】このニーズ調査のほうは，３年かけて全数調査をしたということで分かりました。そうす

ると，こちらの結果について，資料①介護保険事業の実施状況の 10ページ以降の地域支援事

業にかる数値には，どのように反映されていますか。この資料の３年間の合計は，ニーズ調

査にある 42,323人になると思いますが。 

【執行機関】調査のみ３年をかけて実施いたしました。それが 10 ページにございます，資料①の 10 ペ

ージ，①に示されております。それぞれ調査で得たリスクの保有要因は②でお示しし，基本

的に③④は，調査と直接連動しているわけではなく，市全域での高齢者の利用状況となって

ございます。 

【  委員】そうすると，10ページ目の(1)の①は全数の結果ということになるんですか。 

【執行機関】(1)の①は，ニーズ調査を３年かけて市内全域で行ったということになりますので，それぞ

れの年度がそれぞれの地域ごとの結果を示しているということになっております。 

【  委員】これだけは地域の結果になっていて，②番以降は全数ということですか。 

【執行機関】②番も地域の結果となっております。①と②は連動しています。 

【  委員】①と②は連動している。二次予防事業の③番と④番については，全数となるのですか。 



【執行機関】市内全域での参加者数や利用者数ということになっております。 

【  委員】分かりました。この日常生活圏域ニーズ調査というのは，介護予防事業を実施するにあた

り,７期計画の中で大きな位置を占めている。そいうことであれば，資料①の(1)の①につい

て，調査を実施した地区ごとの数値であることについて注意書きをしないと，水戸市全域の

数値と勘違いをして，少ないと思われる可能性があります。この数値を資料として公開する

のであれば，そのような配慮をしたほうが良いと思います。 

【執行機関】ありがとうございました。 

【会  長】はい，  委員の意見について，宜しくお願いします。 

引き続き，日常生活圏域ニーズ調査についての御意見，御質問ございますか。 

無ければ，続きまして，在宅介護実態調査結果についてでございます。こちらは今，介護

を受けている方若しくはその家族に対する質問になっております。 

これに関して何か御意見，御質問ございますか。 

これを見ると，今，実施している介護事業と，今後も高齢者が在宅生活を続けてゆくため

に必要な事業の要望というのは，大体一致していると思われます。そして，意外と対象者の

要介護度が軽めですね。介護度が高い方ですと施設に入所する方も多いと思いますので。 

はい，  委員。 

【  委員】資料の６ページの介護のための離職の有無という設問ですが，今回の計画の本当にメイン

になると思うのです。アンケートでは，介護のために仕事を辞めた家族・親族はいないと回

答した者が 88％ということですが，現実に，私が今直面していることなのですが，老々介護

の夫婦，私はその子の配偶者であることから，仕事を辞めてほしいと求められています。そ

のように，数値とならなかった人が沢山いることを，離職を求められているが仕事も続けた

いといった，離職をしなければいけない予備軍についても，心に留めておいてほしいという

思いがあります。 

【会  長】  委員，ありがとうございます。 

計 3.7％の方が，介護のために仕事を辞めた，若しくは仕事の時間を短くするような職業に

転職をしているのですね。なおかつ，今の  委員さんの例を考えても，介護離職の予備軍

は潜在的にあるというところですね。 

それと，７ページの配食とか調理，掃除などは毎日のことです。外出は週に１日と日付を

決めるなど，比較的時間の調節ができますが，毎日の配食や調理などは，介護者にとってか

なり負担感がありますので，そういったことも含めて考えていただければと思います。 

ここに関しての御質問，御意見ございますか。 

はい，  委員。 

【  委員】７ページ目(9)の図表１－９で，在宅生活の継続のために充実が必要な支援・サービスとい

うことで以下のものが挙がっております。これは全て，現在実施されているサービスという

ことなのか。それとも，こういうサービスをこれからしてほしいという要望なのか，教えて

ください。 

【執行機関】説明いたします。こちらは，実際にこのようなサービスがあれば良いといった御希望があ

ったものです。 



【会  長】はい，分かりました。 

では，次の各種ヒアリングの実施状況でございますが，御意見，御質問ございますか。 

無ければ，次の第６期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画における計画値の進捗状況 

についてですが，私より質問をしたいと思います。 

地域密着型に分類されると思いますが，グループホームの記載はどこにありますか。 

【執行機関】こちらは，認知症対応型共同生活介護ということで，上から５番目です。 

【会  長】進捗率が 100％を超えていますね。これを御覧になって分かるのは，訪問リハビリや次の介

護予防リハビリなどのリハビリがどんどん伸びている一方で，老健などの施設が意外と 100％

に達していないということです。   

このことについてですが，本当に利用者やその家族の方々は，施設入所ではなく，リハビ

リによる在宅介護を求めているのか，疑問に思います。例えば，特別養護老人ホームなどの

施設に本当は入所したいのだけれど，経済的な負担など，入所できない理由があるため，リ

ハビリやデイケアを利用して在宅介護で対応していこうといった意思が働いているように思

われます。これは一見，良い結果に見えますが，施設入所の待機者はいるのですから，多分

施設入所に対するニーズはあると思うのです。 

市では，施設の利用率が伸びないということについて，どうお考えですか。 

【執行機関】お答えいたします。まず，進捗率についての説明ですが，ここで示しております計画値の

進捗状況というのは，このくらいのサービス量が必要だろうと見込んだ計画値に対する実績

であります。伸び率とは少し意味合いが異なり，見込みをどれくらい充足したかについて表

示しているものです。ただ，リハビリにつきましては，見込みよりもかなり実績が伸びてい

るということから，やはりニーズが伸びていることも事実だと思います。あと，施設につき

ましては，見込みに対して９割方の充足をしているといった状況で，見込みほどの入所はな

かったということになります。介護老人福祉施設については，順次建設しておりますので，

入所者数について，実際の実績としては伸びています。ただ，新たに建設した又は建設する

施設に入所するであろうと見込んだ数値に対して，少し入所が遅れた等の理由から，見込み

ほどの入所はなかったという状況と解釈しております。 

【会  長】入所者が見込みより少なかったというよりも，入所ができない状況なのではないのですか。 

今，サービス付高齢者向け住宅や，認知症ですと特養などに入所できないため，グループホ

ームに入所するなど，そういった施設が多岐にわたるようになってきています。何が何でも

特養，老健だと，これらについての計画をたてて，進捗状況を確認するというやり方では安

易すぎるのではないかと思うのですが，いかがでしょうか。 

【執行機関】お答えいたします。特養につきましては，毎年 90 床ほど，内訳としましては 70 床ほどが

新築，20 床が増床のような形で建設を進めておりました。しかし，開設当初は，人材不足と

いった状況も相まりまして，提供側の準備が進んでないことから，なかなか満床にならなか

った。その辺の遅れが，第６期計画のサービス量の見込数値よりも，実績が低くなった原因

と感じております。実際に，現在，開設しているところにつきましては，95％以上の入居率

がございますので，充足しているというか，入らないという状況ではないと解釈しておりま

す。 



【会  長】要するに，介護の担い手となる人材が不足していることから，開設当初は，定員を満たせ

ない状況にあるということですね。 

【執行機関】はい，そうです。 

【会  長】今後，少子化により，介護員の減少も進むと思われますが，そうすると，建物についても

職員の定足率が満たせず，満床になっていかないように思うのですが。 

【執行機関】お答えいたします。このことは，介護人材の話になってくるかと思いますが，やはり，ヒ

アリングの中でも御指摘いただきました。そのことにつきましては，市としても何か対策を

考えていかなければいけないと考えております。本日の会議の中で，人材の確保についても

検討させていただきたく提案したいと思いますので，よろしくお願いいたします。 

【会  長】はい，わかりました。 

何か，御意見，御質問ございますか。はい，  委員。 

【  委員】８月 17日のケアマネジャー協会のヒアリングの際にも同じような話が出たのですが，我々

のほうで，このような大規模なアンケートを実施する機会がないので，進捗率を見せていた

だき，なるほどと思いました。会長のお話のとおり，老人福祉施設の進捗率が 92.4％とか，

90.7％と，若干バランスが施設のほうに傾いていると同時に，居宅のサービスの介護の担い

手も，どちらかというと，施設のほうに流れていってしまっているように思われます。 

例えば，訪問介護の進捗率が，平成 28年度に 81.8％と施設と比較して低いことからも，こ

のことが若干影響しているかと思います。どの事業所からも，介護人材の不足が悲鳴のよう

な形で聞こえてくることが多いので，施設と居宅のバランスを見ながら，介護人材の確保に

ついての施策も進めていただけると良いかと思います。 

【執行機関】介護人材の確保につきましては，特に施設に重点をおくというような考えはありません。

どちらも大切ですので，居宅も含めて，偏りのないよう施策のほうは展開していきたいと考

えております。 

【会  長】はい，  委員。 

【  委員】さきほどの会長の質問と重複する部分もあるかと思うのですが，そもそも，サービスの見

込み量の算出根拠については，誰がどのように算出しているのでしょうか。 

【執行機関】こちらは毎回，計画期間の３年分のサービス量を見込むことになるのですが，国より，算

定シートが配布されております。これに基づいて，過去の給付費の伸びや利用者の伸び等を

総合的に判断し，水戸市において算定しているものでございます。 

【会  長】そうすると，この表の全般に言えることですが，例えば，一番の上の訪問介護，平成 27年

度だと計画に対してニーズが 93％しかなかったということについても，今の御説明ですと，

３年間の最初に計画値を示してしてしまうということになります。しかし，その後にある程

度，年度修正をしていかないと，進捗率として表示するのはおかしいと思います。ニーズに

対して，どれくらいの対応しているのかというのが進捗率であって，これはあくまでも国か

ら送られてきた数字に対して，このくらいのニーズがあったとしたものです。これが進捗率

と言えるのかは疑問に思われます。  

３年間のトータルで見なければいけないので，毎年修正するのは少し難しいとも思います

が，例えば，28年度のところが，今回の実績だと 81.8％と低いにもかかわらず，次の年の 29



年度の計画値が，また高く設定されています。平成 28 年度の進捗率を考えると，29 年度は，

もっと低い数字になってくると思います。そういった細かい修正などをしなければ，無駄な

ところにお金を使い，ニーズが多いところにお金を使わないといった状況ができてしまいま

す。この資料は第７期計画に生かしていく基礎的な資料になると思いますので，その辺の修

正の考え方というのを，もう一度お聞かせ願いますか。 

【執行機関】こちらの進捗率ですが，まず，サービス量を見込む目的というのは，３年間の介護保険料

の金額の設定をするためでございます。 

水戸市の歳入予算に占める１号被保険者の65歳以上の方の保険料の割合というのが22％と

なっております。その 22％分の財源を得るために，保険料を１人いくらに設定するか，所得

によって基準額の上下はありますが，その金額を決めるための設定でございます。 

そのため，これを３年に１度決めるということは法律に決まっていることなので，単年度

ではなく，３年ごとの計画で見直しさせていただいております。また，今回の結果につきま

しても，来年度以降，３年間の保険料を決めていくための資料としていきたいと思っており

ます。 

【  委員】はい，ありがとうございます。法律に基づくものであるのなら，それはそれで進めていた

だききたいと思います。ただ，計画値の精度をあげていただかないと困ると思います。あと，

さきほど御回答にもありましたが，周知や人材の確保によって，実績値も大きく変わってく

ると思いますので，その辺の調査も，ヒアリングの回数を増やすなど，ぜひ綿密に，もう少

し深掘りをしていただきたいということを，意見として述べさせていただきます。 

【会  長】来年度，平成 30年４月は介護報酬改定時期となりますが，このことによって，今回の計画

に影響が出るかとおもいます。 

もう，平成 30年度に介護報酬の改定があるといった情報は市には入っていますか。 

【執行機関】財務省では，厚生労働省に介護報酬の引下げを要望しているということを新聞報道で聞く

のみで，保険者のほうにはまだ情報が入っていない状況であります。 

【会  長】今回，介護報酬は絶対下がると思います。このことは，今後の高齢者福祉の状況を厳しい

ものにすると思います。大変な時期になることが推測されますので，良い計画の策定をお願

いします。 

その他，皆さん，御意見等ございますか。無ければ，この報告事項に関しては，以上で終

了いたします。 

続きまして，協議事項，高齢者福祉の現状と課題を踏まえた今後の施策のあり方について，

事務局より説明をお願いいたします。 

 

（事務局説明） 

 

【会  長】ただ今，高齢者の移動支援についての問題提起がなされました。買物や通院に出かける際

の交通手段が無くて困っている方々に対する支援に関して，皆様の御意見を賜りたいところ

でございます。このことについて，公共交通空白地帯ではなくても，路線バスも時間帯によ

ってはほとんど通らない所も結構あるかと思います。そういったところを含めて考えてよろ

しいですよね。 



【執行機関】公共交通機関が使いづらい場所ということで，御協議いただければと思います。 

【  委員】この前のヒアリングの時に，この話題を真っ先に出しましたが，本当に路線バスのない所

というのは，皆様の考えている以上に多いと思います。これは早急に対処していただきたい

と思います。 

その他に，私は三の丸自治コミュニティの中のこだまの会から参加させていただいますが，

この会では，病院や買い物への老人の付き添いなどが活動の一部です。問い合わせや申し込

みがあると，こだまの会の会員が一緒に病院などに連れて行ってあげる，お薬をもらいにい

ってあげるなどの活動をしています。そのような活動なども，もっと増やしていければ良い

のではないかと思います。 

【会  長】ありがとうございます。はい，  委員。 

【  委員】路線バスに関しては，交通政策課が今年度と来年度，路線バスの再編計画に取り組んでい

ると思いますが，交通政策課との連携の状況について教えてください。 

 

【執行機関】基本的に水戸市内全域のバス路線の再編を含めた全市的なものについては，交通政策課の

ほうで，平成 28年３月に策定した公共交通基本計画に基づき，現在進めているところでござ

います。この度策定する第７期計画につきましても，その計画に基づいて考えていくことと

なります。 

【会  長】はい，  委員。 

【  委員】そうすると，今回の７期計画というのは，保健福祉部あるいは高齢福祉課のほうから，高

齢福祉分野における課題や検討内容を提示して，このように公共交通基本計画を進めてくれ

ないかと交通政策課へアプローチするのか，それとも，この計画の中で，高齢福祉分野の解

決策を独自で考えていくのか，その考え方について教えていただきたい。 

【執行機関】公共交通基本計画におけるバスの経路の組み換えなど，このようなものは交通政策課のほ

うで進めています。ただ，この計画の中に，高齢者等に対する補助制度の充実に関する項目

がありまして，そちらが主に高齢福祉分野にて考えるところであります。しかし，その補助

制度だけでは，高齢者の支援制度にはなりませんので，今回いただいた御意見などを交通政

策課と情報共有しながら，全体的に考えていきたいと思います。 

【  委員】どうしても縦割りと言われがちな部分になってくるので，ぜひ，より綿密な連携をとって

進めていただきたいです。また，既に交通政策課では城里町と連携をして，済生会病院を回

るルートなども，平成 29年４月より開始していると思います。そのような実績を踏まえなが

ら，担当課でも御検証の上，他の空白地帯の政策に生かしていっていただきたい。このこと

を，意見として述べさせていただきます。 

【会  長】はい，このような意見がございましたのでお願いします。 

質問ですが，今ほどお話がありました巡回バスは，高齢者が買い物などで利用する場合も，

市からの補助により，運賃が安くなるのですか。 

【執行機関】例えば，運賃が 200 円のところを高齢者の場合 100 円となるような制度は，現在，水戸市

ではございません。 

【会  長】ひたちなか市では，小さなバスなのですが，どこまで乗車しても運賃が 100 円のバスを走



らせています。 

【執行機関】今，会長からございました，ひたちなか市のバスにつきましては，市が所有しているコミ

ュニティバスのため，割引なども比較的にしやすいのかと思います。 

【会  長】バスの割引制度も，ぜひ計画へ盛り込んでください。はい，  委員。 

【  委員】公共交通空白地帯の解消が一番最初に考えられる課題であることは理解していますが，同

時に，一次予防事業の元気アップ・ステップ運動をはじめとする様々な事業や健康診断等も

市民センターで実施していますので，その地域に住んでいる人が，その市民センターに行く

手段について考えていただければと思います。例えば，各種事業についても，市民センター

で行われる時間帯が分かっていますので，それに対する市のコミュニティバスの運行につい

て，ぜひお願いしたいと思います。 

【会  長】はい，このような御意見がございました。それでは，高齢者の移動支援について，今の意

見を踏まえて，進めてください。 

続きまして，高齢者の日常生活を支援する体制の整備について説明をお願いします。 

 

（事務局説明） 

 

【会  長】このことについて，御意見，御質問等ございますか。 

情報交換を行うということですが，何を情報交換するのですか。 

【執行機関】はい，今年度は，第一層といわれる水戸市全域を対象として，様々な団体の方にお集まり

いただき協議体を設置しています。地域の課題や，必要とされているサービスは何かという

ことについて，意見の聴き取りをしたり，実際に地域で活動をしている各種団体について，

様々な情報を集約した上で，地域で出来ることを話し合う場というものが，協議体となって

おります。 

来年度は，その協議体という話し合いの場を，日常生活圏域ごとに落として，より細かい

情報収集も含めた話合いの場を設定できるように考えております。 

【会  長】それは，介護人材不足の解消に直接つながるのですか。介護というのは，おむつの取替え

をはじめとする高齢者の介護でありますが，今のお話ですと，ボランティア活動としての質

のこともあるかもしれませんが，介護員やホームヘルパーの数を増やすことと，介護人員不

足の解消とは，あまり関係がないような気がするのですが。 

【執行機関】そちらに関しては，例えば今は，要介護５の方から要支援の方まで，全てプロが担ってお

り，また，その生活支援の部分にまで，プロの方が全てやっている状態です。要するに，生

活支援に関しては，プロでなくてもいいのではないかということです。国のほうでも，それ

ができるように方針が示されておりますので，生活支援の部分に，プロではない人たちが介

入できるようなシステムを作りたいというところでございます。 

【会  長】生活支援をプロではない人がやる場合，それに対する報酬は支払われるのですか。それと

もボランティアとなるのですか。 

【執行機関】このあたりも，例えば，市のほうでお金を助成する方法もありますし，単純に，互助の活

動で成り立っている部分もありますので，色々な方法があっても良いと考えております。 

そのことについては今後，一つ一つ協議体の場で話し合って，整理をしていきたいと思い



ます。 

【会  長】はい，分かりました。今，世の中，そして人間関係が以前とだいぶ変ってきていますから，

その辺はなかなか大変ですよね。それにもう一つ，小学校からで良いと思うのですが，小学

校であれば道徳で，また，高校であれば就職案内など，小学校，中学校，高校における案内

や啓蒙をはじめとした普及活動は行わないのですか。 

【執行機関】お答えいたします。今年度，中学校の学習指導要領が改訂されて，必修ではありませんが，

家庭技術科の分野で，高齢者の介護を体験するという項目が新たに盛り込まれました。若い

頃から，高齢者あるいは障害者の介護について学習をしていくという環境づくりが，国のほ

うでも意識づけされてきていると思っております。 

【会  長】担い手として十分活用させたいですよね。それは，私どもの看護学校も同様で，応募者が

減少しています。だからやはり，人口の減少や少子化の波，加えて，様々な職種に関する我々

の目の向け方というのか，魅力の感じ方が，時代とともに変わってきているところがあると

感じますので，学校教育の中でもしっかりと取り入れていただきたいと思います。 

はい，  委員。 

【  委員】先日のヒアリングの件も含めてですが，社会福祉協議会で，水戸市の福祉総務課とタイア

ップで，今年で終了するのですが，三年間にわたって「福祉を考える座談会」という会を開

催しています。 

私の地区はこれから始まる段階でして，この前，打合せ会をした時に気づいたのですが，

地域福祉を考える話合いの機会を持つのであれば，社協だけの座談会よりも，地域の方全部，

女性会や高齢者クラブ，各地区の自治会をはじめとする各種団体など，地域全部を含めての

話合いをするほうが良いと思います。 

水戸市の方にもお話ししたのですが，このような座談会を行った上で，更に細かい話合い

ができても，いつも話合いだけで終わってしまう。やはり，それを地域にまた戻さなければ，

何もならないと思います。市で予算を立てることはできても，やはりそれだけでは駄目で，

実際に地域に根差して活動ができなければ，いくら予算をかけても，地域の発展，特に福祉

分野の発展は難しいのではないかと思います。地域の皆様に浸透させるためには，地域の代

表者が色々な角度から意見を出し合い，基本的な立場に戻って，地域から起こしていく活動

をしていくことが理想ではないかと思います。 

【会  長】ありがとうございます。 

この座談会を開催する社協の  委員，いかがでしょうか。 

【  委員】今，社協と市の活動を御紹介していただきましたが，  委員がおっしゃるとおりで，地

域に還元するということは必要なことだと思います。その前段として，３年前から，市と一

緒に地域の懇談会という形で実施をしております。 

社協は地域福祉を担う団体として活動していますが，当方のＰＲ不足ではあるのですが，

なかなか皆様には，その活動について理解していただいてないのが現状です。当座談会につ

いてお話ししますと，まず，社協の支部というのが各小学校区にあります。そこで活動をさ

れている方は，住みよいまちづくり推進協議会に加盟している方，女性会に参加されている

方など，そういった方が集まった中に民生委員の方も入っていただいて活動をしているので



すが，その活動について理解していただいている方が少ないと思います。ここに書いてあり

ます地域サロンというのも，社協の一部で実際に実施しておりますが，まだ参加数が 100 に

満たないようなサークルの数ですので，このような活動ももう少し充実していかなければな

らないと考えております。なおかつ，地域包括支援センターの事業の一端になるのですが，

地域での見守りなど，地域の方々をどのようにフォローしていくのかということを考えて，

そういうモデル地区を作って活動していくことを検討しております。この方向性の中で,社協

を，また社協という枠に捉われず，ＮＰＯやボランティア等とどのように連携をして地域福

祉を推進するかということについても検討していただきたい。 

【会  長】はい，わかりました。では，ＮＰＯやボランティアを含めた地域の方々と一緒に，地域の

高齢者を支える方向でお願いいたします。 

では次。３番目，認知症施策の推進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す。 

今，認知症施策の推進に関しての問題提起と方向性についての説明がありました。このこ

とに関しての御意見，御質問ございますか。 

はい，  委員。 

【  委員】私も  先生と同じく大学で教員をしておりまして，専門が人間のコミュニケーションで

す。この認知症サポーターの養成についてですが，強化するということが，数を増やすとい

うことを意味しているのであれば，ただ単に数を増やすだけで，意味がないと思います。普

通の人間関係もままならない現在，認知症の方もそれぞれタイプがあると思うので，その場

に合わせてのサポートができるよう，質の向上ということも掲げてほしいと思います。   

以前も，この認知症サポーター養成講座という事業について，回数を重ねるという記述が

見られたのですが，ただ数を増やすということが，強化するということではいけないという

ことを，改めて意見として述べさせていただきます。 

【執行機関】ありがとうございます。 

認知症についての理解を深めていただくということに関しては，まず，広く浅くという面

と，あるいはいはその次のステップで，より深くという２ステップは必要だろうと思ってお

ります。  

認知症サポーター養成講座については，基本的に国のほうの施策としても，とりあえず，

数を多くというところがあります。ただ，それだけにとどまらず，その認知症サポーター養

成講座を受けた方が，実際に現場へ出て，例えば，認知症カフェなどに行って，その話相手

になったりする。そのような取組に参加できるようフォローアップの対策も必要だろうと言

っておりまして，私どもも，強化というものについては，数の拡大だけではなく，中身の進

化についても考えていきたいと思っております。 

【  委員】ありがとうございました。 

【会  長】私も現場の経験からですが，高齢者を一人きりにせず，社会交流をさせることが，認知症

の発症を遅らせるということを，経験的に得ていますので，社会交流の場を沢山作ってあげ

てください。さきほど申し上げましたが，女性はどんどん外へ出て，人との会話も沢山しま



す。その一方で，男性の高齢者をいかに社会交流させるかというところに，少し主眼を置い

ていただければと思います。 

はい，では次にまいります。４番，在宅医療・介護連携の推進についてお願いいたします。 

 

（事務局説明） 
 

【会  長】ありがとうございました。 

では，この在宅医療・介護連携の推進に対しての御意見等ございましたら，お願いいたし

ます。 

このことについては医師会のほうで尽力をします。 

ただ，我々医師会の会員の数が，現在頭打ちで伸びておらず，また新会員は少なくなって

います。要するに，医師の高齢化によって，在宅医療を担う数の医師がこれ以上伸びない可

能性が今後も継続すると思うのです。やはり在宅医療の場合，医師が対応するよりも，介護

や訪問看護などのサービスの充実，それと，その職種の連携が一番大切だと思いますので，

そのことに対して，我々医師会が一生懸命寄与していきますので，安心してください。 

【執行機関】ありがとうございます。 

【会  長】よろしいですね。 

次，介護給付等対象サービスの充実・強化についてお願いいたします。 

 

（事務局説明） 

 

【会  長】はい，ありがとうございました。 

介護離職を無くすための施策についてですが，この看護小規模多機能型居宅介護というの

は，看護協会が実施しているものですね。現在，何床くらい入所されているのですか。 

【執行機関】定員は 29名ですが，現在は 20名ほどの入所が確認できております。 

【会  長】この事業は補助制度があってもなかなか広まっておりません。まずは，この看護小規模多

機能型居宅介護等の事業や制度についての周知が必要だと思います。 

介護に困っている人，仕事を辞めなければいけない人の相談窓口をきっちり作ることも一

つの方策です。また，看護だけではなくて，クループホームでもいいのですが，短期間，高

齢者がお泊りをするだけで，介護する側の負担も違ってきます。まず，この啓蒙を推し進め

ていくことが，介護離職の解消に必要だと思います。 

訪問看護ステーションを拡大することについてですが，訪問看護をやる看護師の需要があ

っても，供給がないのが現状です。だから，この施策については，補助による支援をしても，

あまり意味が無いように思われます。それより，ケアハウスや看護協会の事業などについて，

利用者の方に知ってもらうことのほうが良いと思います。 

はい，  委員 

【  委員】施策の中で，補助により開設を支援するという言葉が２か所ありますが，これは具体的に

はどのようなことを予定しているのですか。 

【執行機関】こちらは，地域包括ケアシステムの推進ということで，茨城県のほうで造成された基金が



あります。その基金において，開設準備の補助金として備品の購入費に充てるものと，施設

の建設費用に対しての補助を予定しているものです。 

ちなみに，看護小規模多機能型は，建設事業のほうに該当します。宿泊・デイサービスに

対応するための施設整備ということで，大体 3,000 万円ほどの補助が，また開設準備につい

ては，500万円ほどとなっております。 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護につきましては，建物はあまり大きくないので，事務

所の開設ということになります。施設のほうが 500 万円ほど，開設準備につきましてはシス

テム導入やオペレーターの雇用，各家庭との通信設備が必要になりますので，1,000万円ほど

の補助というメニューになっております。 

【  委員】これは，茨城県に補助申請をするということですか。 

【執行機関】はい，市を通して茨城県へ申請するということとなります。 

【  委員】はい，わかりました。 

【会  長】この項目も私たちの意見を踏まえ，よろしくお願いいたします。 

では，６番の地域包括ケアシステムを支える人材の確保及び資質の向上についてお願いい

たします。 
 

（事務局説明） 
 

【会  長】では，この①の人材確保について，御意見等ございますでしょうか。 

それでは，  委員に質問いたします。現在，介護職員はどのくらい不足しているか，実

質的なところについて教えてください。 

【  委員】はい。施設によって違うと思います。確かに，新しく開設した事業所は，非常に厳しい状

態になっていると推測されます。 

【会  長】わかりました。 

  委員，いかがでしょう。 

【  委員】私は直接，介護に携わってはいないのですが，ケアマネジャーとして話を聞くと，どこの

事業所も，やはり職員が不足している。やっとシフトを回し，例えば，有休も取れないとい

った状況の中で働いているというのが，ほぼ全ての事業所の状況だと思います。 

【会  長】このような現状を踏まえて，皆様，御意見等ございますでしょうか。 

介護人材の不足については，やはり給料が低いことが大きな要因かと思われますので，労

働力相応の給与の支給が必要だと思います。 

はい，  委員。 

【  委員】給料についても検討が必要ですが，今，若い介護職員が減少しているという問題がありま

すので，外国人の受入れなど，市の状況について分かる方はいらっしゃいますか。 

【会  長】はい，どうでしょうか。 

【執行機関】今，国の制度で，東南アジア系の方の受入れがされているということです。こちらの件に

ついては，国の事業のため，市のほうでは，その情報を共有するまでには至っていない状況

であります。 

【会  長】外国人の受入れについては，現地で日本語教育を一年くらい受けた後，来日して，日本語

や介護についての教育を受けて，初めて介護職員となります。なるまでに３年くらいかかる



ので，水戸市まで来るのに，もっと時間もかかるでしょう。それと，給料の額に関して日本

は全然増えてないので，外国人が日本まで来て，十分な収入を得られるかというところも微

妙なところがあります。そのため，介護職員としての外国人の雇用は，残念ながら，難しい

のではないかと思います。申請などもあり，今から雇っても，早くても雇用自体は３年後と

なります。 

【  委員】外国人の方の労働力の確保については，今現在，ＥＰＡのような制度がありまして，これ

は３年間で介護福祉士の国家資格を取って，長期継続勤務ができるという制度で，これは非

常に時間も費用もかかります。そして，外国人においては，日本人と同じような介護福祉士

の試験問題を受けるのに，日本語も漢字も読めなければならないというような，厳しい条件

の中で資格を取得している状況で，非常に規制が厳しい。これは，受け入れる場合にも制約

があり，なかなか難しいところであります。そして，今年の 11月から，外国人の研修生の受

け入れが許可になります。これは３年間という期間限定の方なのですが，これもＮ４を取得

しなければなりません。そして，一年後にはまた試験がある。このように，外国人の受入れ

に対し，日本は非常に厳しい条件を作って，できる限り受け入れられないような形をとって

いるのが現状です。 

今年，私どもの法人としては，約 10名のベトナムの方を来春から採用する方向で動いてお

ります。 

今後，５年，10 年先のことを考えると，高齢者の増加と日本人の介護人材の不足により，

非常に厳しい労働条件になりますので，そのような形で今進めております。 

【会  長】ありがとうございました。 

外国人の受入れを含め，介護人材の確保に対する今後の対策については，事務局の案で仕

方ないところと私も思います。 

他に意見ございますか。 

無ければ，②の子育て中の介護職員が安心して働けるための環境整備についての御意見ご

ざいますか。 

これは，事業所内保育の施設整備に対する補助についての施策ですよね。事業所内保育と

いう考え方は，お金もかからないし，私はとても良い案だと思うのですが，保育士は足りて

いるのですか。問題はそちらの方かと思うのですが。どうでしょう。  

【執行機関】こちらについては，さきほどの県の基金中で，同様の補助がメニューの一つになっている

のですが，施設内の保育施設の整備に対するもので，保育士の要件までは，メニューにはあ

りません。 

今回，募集もかけたのですが，どこの事業所からも要望はありませんでした。整備を行う

事業所側でも，補助事業として実施することは困難と思っているようで，要望が無いのが状

況かと思います。介護職員の福利厚生の部分ということで，市としてもなるべく推進してい

きたいという提案でございます。よろしく御理解いただきたいと思います。 

【会  長】このことは，介護職員が働く上で絶対に大事なことです。 

  委員は所属が  ですが，そのような年齢の介護職員の方もいるかと思います。それ

に対して，施設内保育ということは行っていますか。 



【  委員】私どもの事業所では保育所が２施設ありまして，働く介護職員のスケジュールを優先して，

子供の預かり保育を運営しており，好評を得ております。ただ，その開設の際にも保育士を

集めるのが大変で，働いている職員の中から異動で保育士になってもらった者も多かったと

聞いております。 

【会  長】このような，保育士の確保の厳しい現状があるというところを踏まえつつ，私は施設内保

育の拡大は良いことだと思います。 

他に御意見ございますか。それでは,その辺りの方向性をもってお願いします。 

つづきまして，(7)高齢者の住まいの安定的な確保についてお願いします。 

 

（事務局説明） 

   

【会  長】ありがとうございました。 

説明のありました住まいに関しての皆様の御意見等についてお伺いしようと思います。い

かがでしょうか。説明のありましたデイサービス，宿泊サービスというのは，介護保険のデ

イサービス，ショートステイとは別のものですよね。 

【執行機関】はい。別名，お泊りデイと言われるものでして，デイサービス施設において，その中で区

分けをしたり，セパレートされた個室に泊まれるような設備にしたものです。それまでの雑

魚寝などの安全基準がないところから，平成 27年度に国からある程度の指針が出まして，市

の方ではこの指針に基づき実地指導を行い，適正に指針が守られているか確認をしています。 

【会  長】はい，わかりました。 

この住まいについて，御意見等ございませんか。このことについては，この計画どおりに

進捗，推進することができるのか，また，需要に応じた供給はできるのか，伺ってもよろし

いですか。 

【執行機関】こちらの例で整備状況を示しておりますが，基本的に特別養護老人ホームとグループホー

ム，あと，デイサービスにつきましては，介護保険の事業計画の中で，しっかりとサービス

量を見込むなど，供給量を決めていきたいと思っております。それ以下の，特にサービス付

高齢者向け住宅については，特段サービス量の見込みというものがなく，現在のところ，法

律に準拠して建築申請すれば建設が可能です。最近の状況ですと，一時のラッシュ状態も落

ち着いている状況となっております。 

要するに，こちらについては今のところ，市のほうでは規制等を設けず，様子を見ている

状況です。 

【会  長】はい，わかりました。 

あとは介護員が不足しないようにということも，追加していただければと思います。 

御意見，他にございませんでしょうか。 

無ければ，以上，示されました７件について御協議をいただきました。これに関して，最

後に一言といった御意見がございますか。 

それでは，この協議事項については，皆様よろしいでしょうか。 

はい，ありがとうございます。では，以上協議を終わります。 



最後に，このマイクを事務局にお渡しします。皆様，慎重なる御審議，ありがとうござい

ました。 

【執行機関】事務局より，第７期計画策定に係る今後のスケジュールについて御説明申し上げます。 

今後のスケジュールについてですが，第３回高齢者保険福祉推進協議会を 11月下旬に，第

４回目を 12月下旬に開催する運びとなっております。この中で皆様からいただきました御意

見等を踏まえ，第７期計画の素案を示す予定でおります。その後，１月中旬から２月中旬に

かけて意見公募手続を，また，意見公募手続の結果等により委員の皆様にお諮りする事項が

生じた折には，３月下旬に第５回目の推進協議会を開催する予定でおります。 

その後，３月下旬の庁議を経まして，第７期計画策定の運びとなっております。 

事務局からは以上でございます。 

【司  会】それでは，委員の皆様には，大変お忙しいところを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 29年度第 2回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。 

 


