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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 29年度第４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，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】皆様，こんにちは。暮れの押し迫る中，また，開催時間の変更があった中で，集まりいた

だき，ありがとうございます。 

      先月に第３回目の会議が行われ，水戸市第７期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（素

案）の総論について話し合われました。今回は，各論について協議していくことになります。 

皆様から御忌憚のない御意見をいただきながら，より良い計画にしていければと思ってお

ります。 

      本日は，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，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，14 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。 

      続きまして，資料の確認でございます。お手元の資料を御確認ください。 

      まず，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，水戸

市高齢者保健福祉推進協議会条例。続きまして，資料１，水戸市第７期高齢者保健福祉計画・

介護保険事業計画（素案）。資料２，第６期計画から第７期計画の主な変更点。資料３，第７

期計画における目標指標一覧。続きまして，本日お配りさせていただいた資料といたしまし

て，施策の体系。また，左上をクリップで留めている３枚の資料があると思いますが，これ

は資料１へ差し替えるものとなります。お手数をおかけして申し訳ございませんが，差し替

えをお願いいたします。 

      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，会長が議長を務め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。 

      それでは，会長，よろしくお願いします。 

【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。 

      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。どうぞ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１件でございます。 

まず，資料①水戸市第７期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（素案）について，事



務局から説明をお願いします。 

なお，文量がありますので，全体をいくつかに区切りたいと思います。 

それでは，第１編総論について。前回，総論については審議しておりますので，変更点を

中心に，説明をお願いします。 

 

（事務局説明） 

 

【会  長】ありがとうございました。 

第１編総論について，前回から追加された部分について説明がありました。このことにつ

いて，御意見，御質問等ございますでしょうか。挙手をもって，御発言をお願いいたします。 

 

（発言なし） 

 

【会  長】では，続きまして，第２編各論についてです。まず，基本方針１，介護予防と生きがいづ

くりの推進の部分について事務局より説明をお願いします。 

 

（  委員，  委員，  委員到着） 

 

（事務局説明） 

 

【会  長】ありがとうございました。 

      基本方針１について，説明がありました。このことについて，御意見，御質問等ございま

すでしょうか。 

      まず，私からよろしいでしょうか。 

      社会参加はとても大切だと思います。介護を受ける前の段階で，高齢者クラブや市民セン

ターの教室に参加することなどがあると思います。しかし，レクリエーション活動などへの

男性の参加者が少ないです。女性の方が多いです。このような現状もありますので，男性の

積極的な参加を取入れるような方向性についても加えていただければと思いますが，いかが

でしょうか。 

【執行機関】御意見ありがとうございます。 

      57 ページを御覧ください。具体的施策２として介護予防・日常生活支援総合事業の推進と

しております。主な取組の４番目に，介護予防に資する知識・活動・技術の普及啓発という

事業があります。５つほど内容がありますが，４つ目に男性が通いやすい介護予防の取組の

実施と記載しています。会長のおっしゃる通り，男性が地域社会に出て活動をするというの

は難しい現状にありますので，この部分について，意識的に取り組んでいきたいと思います。 

【会  長】ありがとうございます。 

      他にはよろしいでしょうか。  委員どうぞ。 

【  委員】はい。 



      地域でも，様々な良い活動がなされていると思いますが，会長のおっしゃる通り，男性の

参加が少ないです。しかし，高齢者クラブの行事については，男女ともに多数の方が参加し

ています。私は，保健推進員としていきいき健康クラブを行っていますが，初めの頃は，高

齢者クラブの方々が参加していて，男性の方をたくさん見かけました。それから 15，6 年続

けてきましたが，一般の参加者が増えてきて，現在，私の地区で 92名登録がある中で，男性

は６，７名です。やはり，地域で何か募集をすると，女性が積極的です。私は，高齢者クラ

ブを巻き込むことで，地域の輪に男性を入れ，男性が活動に参加しやすいようにできれば良

いのではと思います。 

【会  長】他団体へ連携を要請するというようなこともやっていただきたいと思います。 

      また，移動手段がないから参加できないという意見もあります。これらの意見ついて，政

策に反映していただければと思います。 

      その他，御意見よろしいでしょうか。 

      では，続きまして，基本方針２，住み慣れた地域で安心して暮らせる環境の実現の部分に

ついて，説明をお願いします。 

 

（事務局説明） 

 

【会  長】ありがとうございました。 

      それでは，基本方針２について，御意見等ございますでしょうか。はい，どうぞ。 

【  委員】地域で助け合うということはとても大事なことだと思います。私たち社会福祉協議会も，

地域での助け合いを推進しています。地域福祉や自助，共助ということが関わってくるのは，

重点施策の生活支援体制整備事業の推進かと思います。しかし，この施策は，協議体の運営

やサービスの創出等の限定的な部分のみとなっていますので，地域福祉の推進や，地域での

助け合いに関する施策も考える必要があると思います。 

【執行機関】御意見ありがとうございます。地域での支え合い，助け合いということも含めて，体制整

備をしていこうと考えております。 

【会  長】よろしくお願いします。その他ございますか。 

【  委員】よろしいでしょうか。 

      市民センターが，地域福祉において，大きなファクターを占めると思います。このことに

ついては，どのようにお考えでしょうか。現在，地域の中心にあるのは市民センターではな

いでしょうか。そうであれば，市民センターの活用が，地域福祉において大きな役割を果た

すのではないでしょうか。地域の女性会や高齢者クラブの方々が交流する場にもなるので，

市民センターの活用についての文言が計画に入っていないと，地域福祉の推進ということが

やりにくくなってしまうのではないでしょうか。 

【執行機関】御意見ありがとうございます。 

      63 ページの市民参加による福祉の推進の中に，コミュニティ活動の活性化と記載しており

まして，そこにある通り，町内会や高齢者クラブ等のコミュニティを支援していきますが，

市民センターが地域の中核にあるとこちらも認識しておりますので，市民センターの部分に



ついても加えていきたいと思います。 

【会  長】63 ページに市民センターのことを加えて，施策の中でも市民センターを活用していくとい

うことでよろしくお願いします。 

      その他ございますか。はい，どうぞ。 

【  委員】64 ページの地域見守り・支えあいの推進について，在宅見守り安心システム事業の中に，

高齢者からの緊急通報による状況確認の実施とありますが，自分で通報できない方はどうす

るのでしょうか。また，月１回程度の電話による安否確認の実施とありますが，月１回で良

いのでしょうか。 

【執行機関】在宅見守り安心システム事業につきまして，制度の概要を説明させていただきます。御利

用者様自身で機械のボタンを押すと，受信センターから折り返し連絡があります。その際に，

自身の状況を伝えることができます。それから，救急車を呼んだり，親族に連絡するなどの

対応をとります。ボタンは押したけれども，苦しくて何も話せないというような方に対して

は，救急車が直行するような体制となっております。24 時間 365 日体制ということで，真夜

中でも，不安などを訴える高齢者の方の相談に対応できるような体制をとっております。ま

た，月１回のお伺い電話で，安否の確認をさせていただいておりますが，回数を増やすかど

うかは，今後の検討課題とさせていただきます。 

【会  長】緊急通報システムがあることを知らない高齢者の方が，まだまだいます。周知徹底をお願

いしたいと思います。計画の中にも，さらに広げていくというような文言を入れていただけ

ればと思います。 

      その他ございますか。 

      続きまして，基本方針３，認知症施策の総合的な推進について，説明をお願いします。 

 

（事務局説明） 

 

【会  長】ありがとうございました。この部分について，御意見等ございますか。 

【  委員】よろしいでしょうか。 

      64 ページに，新規事業としてＳＯＳネットワークの構築とあり，その中に，認知症高齢者

等徘徊模擬訓練の開催とありますが，こちらには，安心・安全見守り隊等による見守りの実

施等の４つの項目が書いてありません。これには何か意図があるのでしょうか。同じ事業な

のだとすれば，両方に書いてあった方が良いと思います。違いがあるのならば，お伺いした

いと思います。 

【執行機関】御意見ありがとうございます。同じものですので，表現を統一させていただきます。 

【会  長】他にございますか。 

【  委員】よろしいでしょうか。 

      ここまでの各論は，地域を巻き込む施策が中心だったように思います。 

現在，茨城県内の大学では，産・官・学連携で地域に貢献しようという動きがあります。

59 ページの具体的施策１の主な取組の中に，ＮＰＯ，民間企業，協同組合というような文言

がありますが，やはり，行政と地域だけでは限界があると思います。金銭的な懸念などある



かと思いますが，産・官・学連携で地域に貢献しようとする動きを，水戸市の施策に巻き込

んで，産業も学校も一緒に社会貢献していくということも考えていただきたいと思います。 

【会  長】はい。その他ございますか。 

      認知症は様々な種類があります。よく知られているアルツハイマー型認知症というのは，

人とのコミュニケーションが段々なくなっていくと発症しやすくなります。男性が認知症に

なるパターンとしては，会社を辞めたが地域に入れないため地域活動に参加できず，一人で

いるようになり，誰とも話さず，テレビばかり見て，コミュニケーションから遠ざかってい

くということがあります。このような方をいかに拾い上げていくかということも，認知症に

対する施策になると思います。73 ページの発症予防の推進などの中に入れていただければと

思います。 

      話は変わりますが，デイサービスというのは，施設に集まって，絵を描いたり，お遊戯を

したり，ご飯を食べてお風呂に入り，帰宅するということが，一つのパターンでしたが，最

近はいろいろなデイサービスがあります。例えば，公文の算数のテキストしかやらないとい

うデイサービスもあります。また，麻雀やパチンコ等をやるようなところもあります。元来，

自分がやってきたことがデイサービスで活用できると，認知症の予防や発症の抑制になる可

能性は十分にあるので，このようなことも，施策の中に取り入れられればと思います。既存

のものが活用できるので，お金もかからないと思います。 

      その他ございますか。 

【  委員】よろしいでしょうか。 

      いきいき健康体操の話になるのですが，計算も，歌も，その他にもいろいろと含んでおり

ますので，認知症予防になります。ある方の話なのですが，とても具合が悪い方がいらっし

ゃいました。ピアノの先生だったので，歌を歌う時にピアノを弾いてほしいと頼んだら，手

が動かせなくて，ピアノが弾けないとのことでした。しかし，10 日ほど経ってから，練習し

たのでやらせてほしいと私に電話がありました。それから，童謡などの演奏を頼むようにな

り，来るたびに元気になっていきました。ピアノをまた弾くようになって，元気になりまし

たと感謝されました。このようなこともあるので，移動手段など，多くの方が地域の活動に

参加できるようなことを考えて，男性の方の参加も増えれば良いと思います。 

【会  長】個々の能力に合わせた認知症予防についても展開できるとよいと思います。よろしくお願

いします。 

      その他ございますか。 

      続きまして，基本方針４，介護・福祉サービスの充実について，説明をお願いします。 

 

（事務局説明） 

 

【会  長】ありがとうございました。何か，御意見，御質問などございますか。はい，どうぞ。 

【  委員】介護人材を確保するということが，これから重要になっていくと思います。そして，記載

されていることだけでは足りないと思います。職業を選ぶということについては，高校２，

３年生に対し，専門職が出向いてロールプレイングを行うというようなアプローチが重要に



なると思います。また，介護の現場はきついなど，介護職に対するネガティブキャンペーン

が大きすぎると思います。悪いイメージを払拭するような会を定期的に開催するということ

も，計画に盛り込んでいただけたらと思います。 

【執行機関】はい。ヒアリングの中でも，そのような御意見は伺いました。実施する場合は，教育部門

との調整も要しますので，今後，検討させていただきます。本計画においては，具体的施策

の中に，主な取組として，ある程度具体化しておりますが，これで終わりというわけではご

ざいません。毎年，検証しながら進めてまいりますので，新規に行うべきものがあれば，再

度提案させていただきたいと考えております。よろしくお願いします。 

【  委員】一つの民間事業所だけで取り組むことは難しいですが，行政側も取り組んでいただくこと

で進んでいくことがあると思います。よろしくお願いします。 

【会  長】その他ございますか。 

【  委員】よろしいですか。 

      85 ページの定期巡回・随時対応型訪問介護看護の中に計画人数と実績人数が記載してあり

ますが，第６期計画においては，実績０人となっています。92 ページにも，実績０人の項目

があります。これらを踏まえて，７期計画ではどのようにして実績を上げていくのかお伺い

したい。 

【執行機関】85 ページの定期巡回・随時対応型訪問介護看護についての説明を付け加えさせていただき

ます。これは，通常のホームヘルプサービスと看護師等が提供する訪問看護を同じ事業所で

行うというものになります。通常の訪問介護と訪問看護との違いは，オペレーターが存在し，

24 時間体制で，緊急時に対応できるということです。また，ホームヘルプにつきましては，

通常，サービスの間は２時間空けなくてはならないのですが，月額の定額制になるため，２

時間空けることを考える必要がなく，柔軟な対応ができるようになります。水戸市としては，

在宅医療と介護の連携の中では重要なサービスだと位置付けておりますので，広報を含め，

推進していきたいと考えております。 

【  委員】85ページの定期巡回・随時対応型訪問介護看護の計画人数をみると，2020年までに飛躍的

に伸びるという計画になっています。実績が０人のものを，どのようにして伸ばすのか。し

っかりとやっていかないと，絵に描いた餅になってしまいます。予算をつけても，使わない

で終わってしまうということにもなります。ぜひ，計画の中で，しっかりとやっていただき

たい。 

      また，先ほど介護人材の話がありました。学生の中に入って，説明をするというようなこ

とは，ソフト面ではとても重要なことだと思います。しかし，現実に介護現場からあがって

くる問題というのは，労働対価のことがとても大きいです。介護人材不足の大きなファクタ

ーとなっていると思います。この部分について，水戸市として，しっかりとした助成策を考

えていただき，この問題を克服していくという姿勢が見えるようにしていただきたい。せっ

かく，学生の中に入り，介護の仕事の良いところを説明しても，つらいという印象を払拭で

きない。労働対価に見合わないため，景気上昇とともに，介護職の離職者が増えるというこ

ともある。また，水戸市から助成をするという場合は，介護報酬の中に盛り込むのではなく，

別枠で交付することで，水戸市からどのくらいプラスで支給されているのか分かるようにし



ていただきたい。ソフト事業を行うだけでは，従事者や理解者は増えないのではないでしょ

か。しかし，施策を考えても，実行には市長の英断が必要です。市長がどこまで介護に対し

て適切な判断ができるかということが一番大きな課題だと思います。 

【会  長】水戸市が独自に介護者へ補助金を出すという施策などについて，前向きに検討していただ

かないと，離職者防止にはつながらないという現実があります。来年の４月に介護報酬が改

定されます。一人ひとりの単価は上がるかもしれませんが，全体的には絶対に下がります。

このようなことも踏まえて，考えていただけたらと思います。 

      その他ございますか。 

      では最後に，第２編第２章，推進体制と進行管理について，そして素案全体について，御

意見等ございましたらお願いいたします。 

【  委員】よろしいですか。 

      やはり，どのような人をどのように巻き込むかということについての施策がしっかりとで

きていれば，元気アップ・ステップ運動等の予防活動やその他さまざまな活動について，う

まくいくと思います。しかし，この計画に記載されていることだけでは難しいと思います。 

      地域の行事に，男性が参加しないという話がありました。そんな中，たまに参加してみる

と男性が少ないので，とても頼られます。こういうこともあります。いかにして，参加して

もらうか。そのための仕掛けを行政側がどのようにやっていくのか。そこには，市民センタ

ーや社会福祉協議会の方々などが果たせる役割があると思います。なかなか参加しない方を，

うまく誘い出せれば，この計画は成果を出せると思います。 

【会  長】ありがとうございました。その他ございますか。はい，お願いします。 

【  委員】高齢者のニーズを考える中で，フレイルという概念があります。食事も食べられなくなり，

運動もできなくなり，病気ではないのに虚弱になっていくということです。超高齢社会にな

っていく中で，56 ページの健康の維持・向上の推進のあたりには，フレイルという文言を入

れていただいて，それを予防するということも必要だと考えております。 

【会  長】はい。その他ございますか。  委員どうぞ。 

【  委員】介護予防について質問させてください。 

      92ページに（1）居宅介護予防サービスの充実という項目がありますが，ホームヘルプサー

ビスについては，全て総合事業に移行するということでよろしいのでしょうか。 

【執行機関】今までの介護予防訪問介護と介護予防通所介護につきましては，今年度から，段階的に総

合事業に移行しております。平成 30年４月以降は，完全移行となります。この計画は，総合

事業に移行しているということで記載しております。 

【  委員】素案の 57ページの具体的施策２に関わるということでよろしいでしょうか。 

【執行機関】その通りでございます。 

【  委員】新規事業として，高齢者を対象とした生活支援サービスを実施しているＮＰＯ，ボランテ

ィア団体等に対する補助の実施とありますが，生活支援サービスを実施している既存のＮＰ

Ｏ，ボランティア団体が，現在どの程度あるのでしょうか。それから，今後３年間の補助だ

けで，ヘルパーの担い手が十分になるのでしょうか。また， 48ページの基本方針①に高齢者

自身がこれらの取組の担い手となって活躍する環境づくりを推進するとあります。高齢者を，



介護される側からする側へということだと思いますが，48 ページの文章だけでは，具体的に

どうしていくのかということがわかりません。現状，どのように考えているのでしょうか。 

【執行機関】お答えします。 

      今まで行われてきたホームヘルプサービス，デイサービスについては，平成 30 年度から，

全て総合事業へ移行します。57 ページを御覧ください。今までのサービスについては，主な

取組の，専門職によるサービスの推進の部分で賄います。今まで同様の水準でサービスを提

供していくことを考えています。これに加え，地域の支え合いということが今後のテーマに

なってくると思います。そこで，既に地域で活躍をしているＮＰＯやボランティア団体に所

属している住民の方が行っている洗濯やゴミ出し等の生活支援活動を補助させていただくこ

とを考えています。55 ページの目標指標の２番目に住民主体の生活支援サービス提供回数と

いうことで掲載していますが，住民が担うサービスを強めていくということを考えています。 

【  委員】55 ページの目標指標は住民が担う生活支援サービスの部分にリンクしていますが，専門職

が担っていく今までの介護予防について，具体的な数値を出さない理由は何でしょうか。 

【執行機関】専門職が行うホームヘルプサービス，デイサービスについてのデータは，６期計画におい

ては資料編に掲載させていただいておりました。本日はお示ししておりませんが，７期計画

においても，資料編に掲載させていただきたいと思います。 

【会  長】現実には行っているので，数値は出せるけれども，今回の資料には載せていないというこ

とで理解しました。 

      来年度から３年間，地域住民を巻き込みながら，事業をスムーズに行うためには，地域包

括支援センターの活躍が大きいと思います。地域包括支援センターを住民に認識してもらい，

活用してもらいたい。介護認定を受けている方もそうでない方も，等しく相談できる窓口で

す。例えば，緊急時に通報するものを利用したいと考えたときに，高齢者支援センターに相

談できれば，在宅見守り安心システムの存在を知り，活用できるようになります。もちろん，

地域のコミュニティと関わりのある市民センターの活躍も大切です。しかし，私は，地域包

括支援センターの働きが鍵だと考えております。 

      その他ございますでしょうか。 

それでは，最後に事務局から今後のスケジュールについて説明をお願いします。 

 

（事務局説明） 

 

【会  長】はい。それでは，以上をもちまして，本日の協議会を終了させていただきます。限られた

時間の中，皆様の御協力をいただきまして，スムーズに進めることができました。ありがと

うございました。 

 

 

 

 

    


