
令和元年度第１回水戸市高齢者保健福祉推進協議会会議録 

 

１ 附属機関の会議の名称 令和元年度第１回高齢者保健福祉推進協議会 
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４ 出席した者の氏名 
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護保険課 課長補佐 太田礼子，介護保険課 課長補佐 鯉渕紀子， 

高齢福祉課 管理係長 佐々木瑛，高齢福祉課 高齢福祉係長 美齊津諭代，高齢福祉課 地域支

援事業係長 成田拓生，高齢福祉課 介護予防係長 吽野洋一，高齢福祉課 高齢者支援係長 森

田仲代，介護保険課 給付係長 山内一豊，介護保険課 認定係長 谷田部元子，介護保険課 保

険係長 木村陽子，介護保険課 指導係長 古俣学，高齢福祉課 主事 田治亜沙子，介護保険課 

主事 内堀仁美 

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

 (1) 本市の現状等について（公開） 

 (2) 第７期計画の進捗管理について（事業評価）（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 本市の現状等について 

・資料②－１ 2018（平成 30）年度実施事業評価（一覧） 

 ・資料②－２ 2018（平成 30）年度実施事業評価（個票） 



 ・参考資料① 介護保険事業等の実施状況について（平成 28～30 年度） 

 ・参考資料② 第７期計画における進捗状況について 

 

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，令和元年度第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，会長より御挨拶をいただき

ます。会長，よろしくお願いいたします。 

 

【会  長】 

みなさん，こんにちは。暑さもちょっと和らいできました本日，お忙しいところお集まりいただき

まして，誠にありがとうございます。高齢者保健福祉推進協議会，今日のテーマは介護保険でござい

ます。水戸市も他の市町村と同じく人口は徐々に減っております。私は，高齢化などさまざまな問題

がございますが，人口減少，働く人口が少なくなるということが一番これから大きな問題になってく

るのかと思います。特に我々，医療，福祉ではマンパワーが必要な職種でございます。介護職，看護

師等人材確保育成が非常に重要でございますし，それがないと高齢者の福祉医療も成り立たないとい

うところでございます。非常に大きな問題として日々考えております。 

本日は，皆様の貴重な御意見をいただきたいと思います。どうぞ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，15 名のかたに御出席を

いだいており，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かたの委嘱でございます。この度の役員改選等によりまして，新た

に２名のかた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かたには委嘱

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回目の協議会に当たりま

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，右回りでお願いいたします。 

 

（各委員自己紹介） 

 

【司  会】 

ありがとうございました。続きまして，本日の資料の確認でございます。 

次第，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 

本市の現状等について，資料②－１ 2018（平成 30）年度実施事業評価（一覧），資料②－２ 2018

（平成 30）年度実施事業評価（個票），参考資料① 介護保険事業等の実施状況について（平成 28～

30 年度），参考資料② 第７期計画における進捗状況について，参考資料②につきましては，事前にお

送りさせていただきました資料に一部訂正がございますので，本日配布いたしました資料と差替えを



お願いいたします。申し訳ございませんでした。 

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，挙手の上，お手元のマイクにてお願いいたします。 

それでは会長，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，皆様がたの御協力を

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名のかた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３件ございます。はじめに，(１)本市の現状等について，

事務局から説明をお願いいたします。 

 

（事務局説明） 

 

【会  長】 

ただいま，事務局から説明がありましたが，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】 

  よろしいでしょうか。 

  ここで，素晴らしい点がございます。21 ページの介護予防の取組について，約 1,700ある市町村の

中で，ベスト７です。これはとても誇らしいことでございますし，事務局の努力の結果であり，非常

に私は評価しております。またそのことが要介護度の維持改善に反映されていると思います。また，

介護保険料の値上げをしなかったことも素晴らしいと思います。 

 

【会  長】 

では，次に参ります。続いて第７期計画における進捗管理でございます。先ほど説明がありました

ように，基本方針が４つございまして，基本方針ごとに説明をいただき，それについて質疑応答の時

間を取りたいと思います。では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。ただいま，基本方針１についての説明がありました。御意見，御質問ご

ざいますでしょうか。 

 

【  委員】 

  具体的施策３ 教養・レクリエーション活動等の支援ということで，No.11 の老人福祉センターの運

営の充実という項目の説明を受けました。 

  市内７か所に老人福祉センターが設置されているということですが，多くの地域ぶおいて高齢者支

援センターに関する問合せが非常に多く，地域包括支援制度の取組の中で少なからず周知ができてお

らず，地域包括支援センターがあるということを知らないかたがいらっしゃいます。設置場所につい

て，例えば老人福祉センター内に窓口を設置するとかそういう施策が必要ではないかと感じておりま

す。やはり，これだけのかたがたが老人福祉センターを利用しているのであれば，高齢者のかたのさ

まざまな課題・問題等解決の窓口として，老人福祉センターに設置するべきじゃないかと感じており

ますが，その点についていかがでしょうか。 

 

【執行機関】 

  ただいまの御質問にお答えいたします。老人福祉センターに高齢者支援センターの窓口を設置して

はどうかというお話かと思います。 

  高齢者支援センターや老人福祉センターにおきまして，さまざまな事業の展開や相談会の実施等を

定期的に行っておりまして，さまざまな御相談に対応させていただいているところでございます。ス

ペース的な問題もございますので，今すぐの実施は難しいですが，今後に向けて検討していきたいと

思います。 

 

【  委員】 

議会でも本会議で質問させていただいたのですが，地域包括支援制度の拠点となる施設自体を市民

のかたが知らないということを改善するため，国が重要視している，住み慣れた地域で年を取っても

安心して暮らしていける社会づくりを目指している中で，高齢者支援センターの役割を市民のかたに

周知していただきたいと思います。残念ながらそれができていない状況であると感じております。 

  例えば，老人福祉センターに窓口を設置するということでなくても，もう少し高齢者のかたが相談

しやすい具体的な場所というのが必要ではないかと思います。是非検討していただきたいと思います。 

 

【会  長】 

  その他，ございますでしょうか。 

  ないようなので，１つ私からよろしいでしょうか。 

  １ページ目の介護予防を目的とした住民主体の通いの場の実参加人数についてですが，これまで市



が関与していた自主的な活動を開始したことにより，１つ団体が抜けて実績が下がったが，団体の自

主性が高まったことは望ましい結果であるとの説明かと思いますが，実際に何人抜けたかという人数

の把握に努めた方がよいのではないでしょうか。 

 

【執行機関】 

  はい，会長のおっしゃるとおりでございます。今後そのように努めて参ります。 

 

【会  長】 

  是非，よろしくお願いします。通いの場とは具体的にどのようなものでしょうか。 

 

【執行機関】 

  具体的には，月１回以上の活動の取組で，水戸市の取組としては元気アップステップ運動教室，シ

ルバーリハビリ体操，そしていきいき健康クラブが自主的な通いの場ということでございます。 

 

【会  長】 

  ありがとうございました。その他ございますか。 

 

【  委員】 

  住民主体の生活支援サービスの提供回数について，目標 1,200 回に対し実績値 44回ということです

ので少ないと思うのですが，具体的な水戸市としての対策はございますでしょうか。 

 

【執行機関】 

  昨年の実績が 44回と非常に少なかったことについて，活動開始時期が大幅に年度後半にずれ込んだ

ことがございます。そのひとつの要因としては，実施をしていただいた団体が，今まで独自に生活支

援サービスの提供を行っていただいていたのですが，きちんとケアマネジメントに基づいてサービス

を提供するという活動を開始するに当たりまして，不慣れな部分等あることによって市とのすり合わ

せ等準備に時間を要したことによって，実績が大幅に少なかったというところです。 

  今年度，ケアマネジャー向けの研修会において，実際に住民主体のサービスに結び付けていく役割

となるケアマネジャーや，高齢者支援センターにおいて，高齢者のかたを支援する立場のかたがたに

も周知していくという対応を進めているところでございます。併せて，御指摘のとおり人材が不足し

ているところで，住民主体のサービス提供をしていただいている団体は２団体ですが，他の団体や実

際の支援者のかたを育成していくという取組に力を入れていきたいと考えております。 

 

【  委員】 

  ありがとうございました。 

 

【  委員】 

  老人福祉センターについてですが，市内７か所に設置されておりますが，少ないと思います。 



 私は四中学区の方ですが，酒門，吉田，吉沢で１か所というと元気なかたしか利用できない。市民セ

ンターでさえ，車に乗せてもらえなかったり，都合がつかなかったりするとタクシーで来ているかた

もいる。一番身近にあるのが市民センターなので，老人福祉センターと市民センターの関わりをもう

少し密にして周知していくことが必要ではないでしょうか。 

 

【執行機関】 

  老人福祉センターは高齢者のかたの交流，社会参加，介護予防の場として御利用いただいていると

ころでございます。社会参加，介護予防の場としては市民センターにおいても介護予防教室等さまざ

まな活動を展開しているところでございます。市民センターは市内 34か所ございますが，老人福祉セ

ンターは７か所ということで，足りない，もう少し近くにあった方がいいのではないかと感じること

と思いますが，市民センターと老人福祉センターのどちらも活用していただけるよう事業を展開して

まいりたいと思います。 

 

【会  長】 

  ありがとうございました。その他ございますか。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について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。基本方針２について御質問ございますか。 

 

【  委員】 

  基本方針１に戻ってしまい申し訳ないのですが，３ページの一番下の具体的施策１敬老事業につい  

 て，長寿をたたえる事業の拡充のところで，介護保険を利用しないで 100 歳を迎えられたかた，また

100歳近くを迎えられたかたに対してたたえるということが必要ではないかと考えます。介護サービス

を利用しないで，元気に長寿を迎えられたかたに対して，お金ということではなく賞状でもいいから

何か必要ではないかと考えますが，水戸市としてはいかがでしょうか。 

 

【執行機関】 

  100歳を迎えられたかたにつきましては，毎年おひとりおひとりに 100歳を迎えられたお祝いとして

御自宅を訪問して褒状の贈呈をしているところでございます。100歳を迎えられても皆様とてもお元気

で，私どもも元気をもらっております。介護サービスを一切利用しないで 100 歳を迎えられるかたも

いらっしゃいます。確かに御指摘のようなこともあってもいいのではないのかなと思いますので，今

後に向けて検討していきたいと思います。ありがとうございます。 

 

【会  長】 

  ありがとうございました。よろしくお願いいたします。 



【  委員】 

  地域ケア会議について，私も参加させていただいているところですが，水戸市は他の地域よりも多

く開催されていると思いますが，把握した課題を現場のケアマネジャーと共有することができていな

かったので，今後共有できる場を作っていただけると更に有効かと思いますので，よろしくお願いい

たします。 

 

【会  長】 

  はい。では，そのようによろしくお願いいたします。ほかございますか。 

  では，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。基本方針３について御説明いただきましたが，この件に関して御

意見御質問ございますでしょうか。 

 

【会  長】 

  ないようですので，次に進みます。基本方針４介護・福祉サービスの充実について，説明お願いい

たします。 

 

（事務局説明） 

 

【会  長】 

  ありがとうございました。基本方針４について説明がございました。この件に関しての御意見，御

質問ありますでしょうか。 

 

【  委員】 

  12 ページ具体的施策１の No.44について，③お年寄り便利帳（介護・福祉サービスに関するガイド

ブック）の作成・配布というものが，具体的な取組の実績に記載されております。お年寄り便利帳に

ついて，非常に見づらいという指摘がございます。高齢者のかたが，さまざまなサービスを利用した

いといった場合によく分からないという声があり，私も説明してあげる場合がございます。私自身も

説明するときに市の職員のかたにお伺いした上で，説明しています。これから更に高齢化が進む中で，

そろそろ改善が必要だと思います。水戸市では介護予防の施策がとても充実してはいますが，残念な

がら，お年寄り便利帳を読んでも理解できないというのが私の感想です。介護予防のための住宅改善

助成という制度があります。これについて知らない人が多いです。10 ページに実績 22件とあります。

これは自宅に手すりを設置したり，段差を解消したり，フローリングを滑らない材質に替えたりとか，

要介護になっていないかたが，要介護にならないように利用できる補助制度です。私も以前までは知

らなかった制度です。非常に素晴らしい施策だと思います。しっかりと水戸市もこういったことをや



っているということを高齢者のかたがたに周知する必要があると思いますので，そろそろお年寄り便

利帳の改善が必要ではないかと思います。 

 

【会  長】 

  お年寄り便利帳について，改善をよろしくお願いいたします。 

 

【  委員】 

  ケアプラン点検の実施件数について，Ｂという評価とされていますが，年間に実施できる回数が決

まっておりまして，実際年間 44件しかできない。44件が限界ということであれば，目標の修正をして

はどうでしょうか。 

 

【執行機関】 

  当初，計画を作る段階では 50 回を見込んでおりました。実際 44 回が限界ということであっても，

事業評価としては，制度運営上，特に支障はないとしておりますので，計画目標値は変えずに行きた

いと考えております。 

 

【会  長】 

  私からの質問です。９ページの介護保険サービス事業所に対する指導・監査の実施についてですが， 

 違法性が疑われている事業所はあるのでしょうか。あるとすれば改善されているのか，また，それに

ついての検証などはしているのでしょうか。 

 

【執行機関】 

  年間 66か所実施させていただいておりますが，その中で返還になるようなものも実際にございます。

それについては，過誤申立てという形で市に提出いただいて，その内容と指導した内容を確認させて

いただいて，間違いなく改善されたということを確認しております。最終的には集団指導で各事業所

に指導しております。 

 

【会  長】 

  ありがとうございました。是非よろしくお願いいたします。その他ございますか。 

 

【会  長】 

  それでは，１～４の基本方針についての説明は終わりました。全体として御意見，御質問等ありま

すでしょうか。 

 

【  委員】 

  第７期計画について伺いたいのですが，今年，水戸市で自殺対策計画が策定されましたが，第７計

画の中では,どう対策，対応していくのでしょうか。計画が別だからということではなく，対策・対応

が必要と考えます。いかがでしょうか。 



 

【執行機関】 

  先ほどの基本方針２の中の相談体制の充実,見守りの体制の中で，不安に思った場合は高齢者支援セ

ンターですぐ相談していただくという対応をさせていただいております。高齢者支援センターですぐ

相談できるという体制を整え,見守りシステムやサービスを案内する関わりの中で、一人暮らしのかた

を支援するのが私どもの仕事であり,また，介護予防の利用の際も呼びかけて行い，サービスに繋がる

ようにしていこうと思っております。 

 

【  委員】 

  第８期計画策定の中で，そういったものを入れこんでいくということの検討が必要かと思いますの

で，第８期計画策定に向けて具体的施策に位置付けるなど，検討を進めていただければと思います。 

 

【会  長】 

  そのほかございますか。ないようですので（２）については以上となります。最後に（３）その他

についてでございます。 

 

（事務局説明） 

 

【会  長】       

ありがとうございました。今年度の協議会は今回のみということですが，今年度まだ半年近く残っ

ていますので，きっちりと成果が出るように引き続き皆様よろしくお願いいたします。 

  本日の協議会はこれで閉会といたします。限られた時間の中で，皆様の御協力をいただき，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。 


