
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 30年度第１回高齢者保健福祉推進協議会 

 

２ 開催日時 平成 30年 10月 30日（火）午後２時 00分～午後３時 05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，薄井稔，山本大，大槻解子，伊藤正，関德彦，杉下赫子，江幡弘，武藤邦彦，大竹隆志， 

林由香里，豊田光恵，池田清美，土屋和子，木本信太郎，綿引健，袴塚孝雄 

 

(2)執行機関 

 大曽根明子，野口奈津子，荻沼学，土屋勝，宮本一也，太田礼子，鯉渕紀子，美齊津諭代， 

佐々木瑛，森田仲代，成田拓生，吽野洋一，谷田部元子，木村陽子，山内一豊，佐藤通，草地達也内

堀仁美 

 

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について（平成 27～29年度）（公開） 

 （２）第６期計画における進捗状況について（平成 27～29年度）（公開） 

（３）平成 30年度水戸市介護人材の確保に関する事業所実態調査結果について（公開） 

 （４）第７期計画の進捗管理について（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 

・水戸市高齢者保健福祉推進協議会条例 

・資料① 介護保険事業等の実施状況（平成 27～29年度） 

・資料② 「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 

 ・資料③ 平成 30年度水戸市介護人材の確保に関する事業所実態調査結果報告について 

 ・資料④ 第７期計画の進捗管理について 



 

 

９ 発言の内容 

 

【司  会】それでは，定刻になりましたので，ただいまから，平成 30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。はじめに，第１回目の協議会の開会に当たりまして，本協議

会の会長であります＿＿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】みなさん，こんにちは。午後のお忙しい時間，お集まりいただきまして，誠にありがとうご

ざいます。平成 30年度第１回目の高齢者保健福祉推進協議会でございます。介護保険の事業

報告等々がございます。 

実は，水戸の介護保険は非常に素晴らしいということをみなさん誇りに思ってください。と

言いますのも，介護保険を使わないようにするための介護予防事業というのがございます。も

しくは，介護保険を受けていなくともいろいろな高齢者の生きがい健康づくり推進のための

施策がございます。水戸の介護予防事業というのは非常に効果が出ておりまして，全国的にも

非常に優れた成績を収めているところです。６期までの介護保険事業の報告をいただいて，今

度は 30～33年の第７期になりますが，介護保険料はこのままでいきますと，水戸市は上がら

ないんです。ということは，介護保険をみんな使っていない，使わなくとも元気でいられると

いうような高齢者がどんどん増えている，ということがいろいろ資料を調べていると分かり

ましたので，本当に皆様のお力添えを持って，介護保険を使わないことに越したことはないな

と非常に強く感じております。本日はいろいろとよい案ございます，慎重なる審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

 

【司  会】ありがとうございました。 

      それでは，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，17 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。この度役員改選等によりまして，新

たに５名の方に委員をお引き受けいただくことになりました。新たに委員に就任された方に

は委嘱状を配布しておりますので，よろしくお願いいたします。続きまして，第１回目の協議

会にあたりまして，皆様に自己紹介をお願いしたいと思います。＿＿会長から，時計回りでお

願いいたします。 

 

【＿＿委員】水戸市医師会の＿＿でございます。どうぞ，よろしくお願いいたします。 

【＿＿委員】水戸市民生委員児童委員連合協議会副会長の＿＿でございます。よろしくどうぞお願いい

たします。 

【＿＿委員】水戸市議会文教福祉委員会からまいりました，＿＿でございます。何分不慣れでございま

す，よろしくお願いいたします。 

【＿＿委員】同じく文教福祉委員会また副議長を仰せつかっております，＿＿でございます。よろしくお



願いいたします。 

【＿＿委員】同じく文教福祉委員会副委員長を仰せつかっております，＿＿でございます。どうぞよろし

くお願いいたします。 

【＿＿委員】茨城大学の教員の＿＿です。よろしくお願いいたします。 

【＿＿委員】三の丸自治コミュニティの方から，こだまの会の副会長として出席させていただきました，

＿＿です。どうぞよろしくお願いいたします。 

【＿＿委員】女性フォーラム副会長をしております，＿＿です。今回はじめての参加になります，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をしております，＿＿です。引き続きよろしくお願いいた

します。 

【＿＿委員】前任の＿＿より引き受けました，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＿＿でございます。よろしくお願いいたします。 

【＿＿委員】水戸市老人福祉施設連絡会会長の＿＿です。よろしくお願いいたします。 

【＿＿委員】茨城県ケアマネジャー協会の理事をやっております，＿＿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副会長をやっております，＿＿でございます。はじめてでござい

ます，前任の＿＿＿会長に代わっての交代になります。よろしくお願いいたします。 

【＿＿委員】はじめての出席をさせていただいております，４月から水戸市社会福祉協議会常務理事に

就任させていただきました，＿＿でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

【＿＿委員】茨城県看護協会で常任理事をしております，＿＿でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

【＿＿委員】水戸薬剤師会副会長をしております，＿＿です。よろしくお願いいたします。 

【＿＿委員】水戸市歯科医師会訪問診療委員会に所属しております，＿＿と申します。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，資料の確認でございます。 

次第，続きまして水戸市高齢者保健福祉推進協議会委員名簿，続きまして水戸市高齢者保健福

祉推進協議会条例，続きまして介護保険事業等の実施状況について，続きまして，第６期計画

における進捗状況について，平成 30年度水戸市介護人材の確保に関する事業所実態調査報告

について，第７期計画の進捗管理について。事前にお送りいたしました資料とは別に，追加資

料がございまして，お手元にＡ４版のグラフがございます。これにつきましては，議事の中で

詳細については説明させていただきますので，よろしくお願いいたします。資料につきまして

は以上でございます。不足等ありますでしょうか。ある方がいらっしゃいましたら，挙手をお

願いいたします。よろしいでしょうか。 

      それでは続きまして，議事に入らせていただきます。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に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。では，会長よろしくお願いいたします。 



 

【会  長】ただいま，事務局の方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

様方の御協力をよろ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，御承知おきください。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，よろしくお願いいたしま

す。 

      それでは，議事に入ります。本日の議題は４件ございます。まずはじめに，(１)介護保険事

業等の実施状況について，事務局の方から説明をお願いいたします。 

 

（事務局説明） 

 

【会  長】ありがとうございました。介護保険事業等の説明でございます。この件に関しまして，御質

問，御意見ございましたら，挙手にてお願いいたします。 

 

（発言なし） 

 

【会  長】では，次に参ります。次は，第６期計画における進捗状況についてでございます。では，説

明の方お願いいたします。 

 

（事務局説明） 

 

【会  長】ありがとうございました。第６期計画における進捗状況についてでございます。何か，御意

見，御質問ございましたら挙手にてお願いいたします。 

 

【会  長】訪問看護と訪問リハビリがかなり増えていますよね。これは何か，特別な施策がありました

でしょうか。 

【執行機関】こちらの方，特に必要な施策の方は特に取り組んでございませんが，結果としてこのような

状況になった次第でございます。 

【会  長】はい，わかりました。他にございますか。なければ続きまして３番目，平成 30年度水戸市

介護人材の確保に関する事業所実態調査結果について，でございます。では，説明お願いいた

します。 

 

（事務局説明） 

 

【会  長】はい，ありがとうございました。介護人材のアンケートの調査結果について，＿＿委員さん，



介護職の人手不足についてはどうですか。 

【＿＿委員】深刻ですね。非常に苦労しております。募集をしても応募がなく，ごくわずかの方のみとい

う状況です。人材センター，ハローワーク，労働安定センターと一緒になって面接会を月に２

回くらいやっていただいておりますが，応募者が非常に少ない，という状況でございます。打

つ手がない状況です。 

【会  長】大変ですよね。確実に労働人口って減るんですよね，間違いなく減る，でも高齢者は増えて

いく，絶対に働く人は少なくなる。この調査を見て今のところ何も問題ないって呑気なところ

もあるなと思ったのですが。 

【＿＿委員】うちの法人もそうですが，昨年の 11月に外国人の実習生の受入れが可能になりまして，ま

た現在，３人ばかり中国の方が入られたというニュースが流れてきたが，あれは実際の実習生

ではないという形でミスだった。現在約１年経ちますけれども，日本に外国人の実習生は入っ

てきていないのが現状です。 

【会  長】はい，分かりました。その他，御意見ありますか。はい，＿＿委員さん。 

 

【＿＿委員】私はケアマネジャーの仕事をしているんですが，間接的な仕事とは言っても，施設の職員さ

んが少ないというのはひしひしと感じているところでありまして，我々もいろいろ勉強会と

か集まりをしていく中で，本当に少ないよねということはいつも出る話です。仲間の中からも

今足りないというようなお話で，例えば資料の２のところで訪問介護が 77.4％とか，施設の

生活介護みたいなところで 80％とか，これっていうのは施設をちょっと作り過ぎてしまって，

そちらの方に流れて行き過ぎていることも原因なのかなというようなことも意見としては言

っています。ただ，足りない足りないと言っているだけでは，調査をした意味もなくなってし

まうと思うので，その対策として水戸市の方でどういったことをしていただけるのか，という

ようなことも意見としてよく出ます。 

例えばですけれども，茨城県は住みやすいところであると他県から来た方から聞く話であ

る。例えば，雪深い所であったり，台風が直撃するような所に，水戸市から遠征していただい

て，人材募集とか，募集するところを広げていただいて，余っている市営の住宅なんかもけっ

こう多いというお話も聞きますから，優遇策なんかも講じていただいて介護の人材確保に，何

か積極的な手を打っていただけないものかなというのはいつも出る意見としてあります。 

【会  長】はい。貴重な御意見，ありがとうございます。 

 

【＿＿委員】私は何人か介護の方に職場として携わっている者がいるのですが，やはりこの，20 ページ

にも書いてあるように，大部分が賃金改善とか労働時間，休暇等への配慮などを望んでいると

上げられていますので，こういうところの改善にもっと力を入れていただければ，まだ，人数

も増えるのではないかと思っています。実際若い人は，最初入られる方は多いがすぐ辞められ

てしまう，こういうところにも問題があるのではないかと思いましたので，お話させていただ

きました。 

【会  長】はい，ありがとうございました。この意見に関しまして，アンケートを実施した水戸市の方

いかがでしょうか。＿＿委員さんのお話と＿＿委員さんのお話について。これから対策を練る



のですよね。とりあえず，こういった貴重な御意見が出ているというところをしっかりと受け

止めていただければと思います。お願いします。 

 

【＿＿委員】今の介護職員のところと関係するのですが，14 ページに介護職員処遇改善加算の取得状況

がありますよね，この処遇改善に関しては国が施策として出した加算なので，その辺りで，

「加算を取得していないが 45施設」，「分からないが５施設」ある。合わせて 250の中の 50施

設が取られていないという辺りは，何か理由とかは聞いているのでしょうか。 

【執行機関】私どもの方で処遇改善加算の方の取得の斡旋と言いますか，施設の方に取るようにという

ことでいろいろ働きかけをしているところですが，その中で一点意見いただいたのは，大きな

法人の事業所は，例えば介護の施設，医療の施設などいろいろ持っていまして，介護だけの加

算になってしまうと，他の医療の方から介護だけが給料が上がってしまう，という苦情がきて

しまった。中でいろんな法人を持っている場合，ちょっと取りづらいのだと言われまして，条

件としては取れるところですが，うちは取らないようにしています，といったところが今回あ

ったというのが事実です。あとはだいたい働きかけをして取ってはいただいております。条件

は満たしているのだけれども，わざと取らないという所がありました。 

【会  長】はい，この意見よく分かります。例えば，病院を持って老健を持って，特養を持っているそ

ういう法人，グループがあるんです。それで施設だけ取ってしまうと，そっちだけ給料が上が

ってなんで看護師の給料が少ないんだ，こっちの給料少ないんだとなってしまう。均一性を保

つためにわざわざ取らない，というところですね。単独の施設なんかはちゃんと取りやすいか

ら取っているよ，という理解でよろしいですね。はい，分かりました。 

      私，それで思ったんですが，ボランティアの方の有効活用というのは，今後，人材不足に関

して一つの対策になるのではないかなと思っています。ということに関しても次の第７期の

計画にあたって，幅広く取り入れていただければと思っています。よろしくお願いいたしま

す。その他，御意見ございますか。 

 

【＿＿委員】施設側としての今の考え方ですが，この賃金改善についてトップで，182件と数が出ており

ますが，おかげさまで改善手当が設けられてからは，確かに賃金は上がっております。それが

報道で見ますと，平均賃金が業界で安いという状況がよく出られます。あれはどこを基準にし

ているのか。我々福祉の方の組織になりますと，普通の会社で言えば，平社員がいて，その上

に係長，課長，部長という職域のランクがある。我々福祉の施設というのは，そういうランク

が非常に少ないんです。平社員がいてその上にリーダーがいて，マネージャーくらいの組織に

なりまして，部課長は当然いません。その上にはもう施設長になってしまい，組織が薄い業態

である。それの平均賃金になりますと，ほとんどが普通の平社員になっていて，その人たちの

給料がだいたい平均賃金とした形で出てしまいますので，他の業界から比べると平均賃金が

低いというイメージが持たれてしまうのかなと思います。普通の施設介護で上下差かなりあ

りますけれども，平均すると約 20万くらいの給料の支給額にはなっております。圧倒的に女

性が多い職場で，男性が少ないというのが現状でございます。そういう中であとは，この定着

率が悪いとか職員が集まらないという理由は，私たちの施設から見れば賃金が安いから人手



が来ないというのではなくて，この介護職のイメージが非常に悪い。社会的に非常に悪いイメ

ージが今，定着しちゃっている。昨日の報道もそうですが，虐待だとか，暴力だとか，そうい

う問題事件ばかりがクローズアップされて報道されまして，そしてそういう中で結局，御利用

者と御家族の皆さんとの関わり具合でも，もうよいことはあんまりなくて，苦情ばっかりで怒

られると。となると，介護職員さんも常に一生懸命やっているのだけれども，そういう苦情を

受けると意欲が薄れてしまう。介護職自体のこのイメージアップを，なんとか全体的に社会的

に上げていただくと。そういう形を取っていただくと，非常に私たちも助かるという状況でご

ざいます。 

【会  長】貴重な御意見，ありがとうございました。次の方どうぞ。 

 

【執行機関】介護職のイメージアップにつきましては，今回広報 11月１日号を見ていただいた方もいる

かとは思いますが，広報で，デイサービスセンターとグループホームと定期巡回の施設の方

の，どういう作業をされているのか，そういったことを載せてなるべくイメージアップできる

ような形を取っております。またこのインタビューの内容も YouTube で御覧いただけるよう

になっております，また，その中に介護の仕事もしてみませんか，ということも載せてござい

ます。これから，広報もそうですが，何か冊子を作って介護のイメージアップができるような

ものを取り組めたらいいかなというふうには考えております。 

【会  長】はい，どんどんよいものを作ってください。お願いいたします。はい，他にございますか。      

なければ次にまいります。４番，第７期計画の進捗管理についてです。では，説明お願いいた

します。 

 

（事務局説明） 

 

【会  長】はい，ありがとうございます。この進捗管理につきまして，御意見，御質問がございました

ら，挙手にてお願いいたします。 

      一つ，とても気になるのですが，１番の認定率は大幅に変わらない，受給率も変わらない。

３番，１人当たりの給付費が下がっていますよね，ということは介護保険１人当たり使う量

が少なくなっていることとして，考えてよろしいですかね。 

【執行機関】こちらの１人当たりの給付費に方につきましては，実数で下の方の表から割り出したもの

でして，中身の方の検証につきましてはしてございません，申し訳ございません。 

 

【会  長】はい，分かりました。他に御意見，御質問ございませんか。これでよろしいでしょうか。 

      それでは，すべての議事が終了いたしましたので，マイクを事務局の方にお返しいたしま

す。皆様の御協力，誠にありがとうございました。 

【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 30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，ありがとうございました。 


