
1 

平成２９年度 第３回四街道市保健福祉審議会高齢者部会（要旨録） 

 

開催日時 平成３０年１月２２日（月）１４時００分から 

開催場所 保健センター３階大会議室 

出席者  矢口委員（部会長）、渋谷委員（副部会長）、石井委員、秋山委員、伊佐委員、 

     佐々木臨時委員、福島臨時委員 

事務局  福祉サービス部長、福祉サービス部次長、高齢者支援課長、福祉政策課長、 

     健康増進課長 ほか 

傍聴人  ０名 

 

－会議次第－ 

１ 開会 

２ 部会長挨拶 

３ 福祉サービス部長挨拶 

４ 議題 

  ①四街道市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画第７期計画（案）について 

５ 閉会 

 

 

○会長 それでは、議題に移ります。 

 議題の１点目、高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画第７期計画（案）につい

て、事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局 （資料に基づき説明） 

○会長 ただいまの説明に対して、ご質問、ご意見がございましたら、挙手をお願いいた

します。 

○伊佐委員 ３点質問があります。 

 まず、地域包括支援センターの機能強化について、現行では、北側の包括を社協さ

んが受託して、基幹型と通常型を兼ねたものが１カ所あって、南側に地域包括支援セ

ンター、通常型が１カ所あると思います。機能強化ということは、これから増設を考

えてらっしゃると思うのですが、私が知る範囲では、社協さんが基幹型と通常型と請
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け負っていて、かなり何か大変そうだなという印象があります。今までのご意見の中

には、いわゆる基幹型を行政のほうに置くというご意見もあったかと思いますが、例

えば社協さんは基幹型に特化して、通常型をほかの事業者さんに委託したらどうかな

と個人的には考えているのですが、機能強化について、ある程度具体的な考えがあり

ましたら教えていただきたいことが１点目です。 

 それから２点目、平成２９年度から導入されました介護予防・日常生活支援総合事

業に関して、私が今まで聞いている範囲では、訪問型、通所型それぞれ、Ａ型、Ｂ型、

Ｃ型、Ｄ型という話で、Ａ型が条件緩和したサービス、Ｂ型が住民主体のサービス、

Ｃ型が短期集中型、訪問のほうのＤ型としては移送サービスと聞いていたのですが、

この計画を確認しましたところ、Ａ型について触れているのかなという印象がありま

した。例えばＢ型の住民主体のサービス、Ｃ型の短期集中、Ｄ型の移送サービスにつ

いては、計画に盛り込むお考えはないのでしょうかということが２点目です。 

 ３点目が、今度の計画で新設される介護医療院の件ですが、恐らく医療機関の中に

設置されるのかなと思うのですが、具体的にどこにつくられるかは、まだまだそこま

でいかないでしょうが、これからの６年間で介護医療院をつくっていくのかなという

イメージですが、これは医療機関の中に置かれることを想定すればよいのかどうか。

以上３点です。 

○事務局 まず１点目の地域包括支援センターの機能強化につきましては、高齢者支援課

の考えとしましては、平成３０年、３１年ぐらいから増設をできればと考えています。 

 それから、総合事業につきましては、今までの要支援者が利用しているサービスが

そのまま問題なく移行できるようなことを考え、加えて緩和のサービスを増やしてい

きたいと考えています。それ以外の住民参加型であったり、短期集中であったり、移

送であったりというところは、８７ページ、今回計画で示しました③の生活支援体制

整備事業の実施というところで、第二層の地域支え合い推進会議の中で、それぞれの

地域の課題であったり、あるいは地域で持っている様々な資源をマッチングしていき

ながら、対策を考えています。現在その活動を行っています。 

 それから、介護医療院につきましては、伊佐委員がおっしゃったように、今ある介

護療養型医療施設がどのように転換していくかというところを見ていかないとならな

いと思っております。この近隣では、ほとんどそういう病院がないような状況ですが、

病院がどのように考えていくのか見ていかなければならないと思っております。 
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○伊佐委員 関連で、まず、地域包括支援センターの増設の件に関しましては、去年、南

に１カ所できたので、増設するとしたら北側のほうに増設と考えればよろしいのでし

ょうか。 

○事務局 今後につきましては、高齢者人口を鑑みながら考えていきます。 

○伊佐委員 それから、生活支援体制の中でいろいろ考えられるということですが、現行

の社協さんで行っているにこにこサービスですが、これは住民参加型のサービスとい

うことで新総合事業のＢ型の対象にはならないのかどうか。あるいは、社協のにこに

こサービスと同じように、住民参加型としては、例えばＮＰＯ法人ふきのとうで「た

すけあい」というのもあるのですが、この辺は新総合事業の住民参加型の対象にはな

らないのか、その点を確認したいのです。 

○事務局 対象にすることは可能だとは思うのですが、ただ、事業主体の方がどのように

考えているか、対象にしたことによって利用できなくなる方が出てくることも考えら

れます。今いろいろなサービスを四街道で行っているものについては、データを集め

て、話し合いをしていく中で、総合事業化の動きがあれば、することは可能だと思い

ます。ただ、可能な場合には、どのような方法でやっていくかというのはまた検討し

ていかなければならないことだと思っております。 

○伊佐委員 また関連ですが、条件緩和型の訪問系ですが、こちらの助成の方法は、例え

ば私たちの払う利用料の一部を公的に補助していただいているのか、あるいは事業者

に丸々助成金のような形で緩和サービスをする事業所に援助しているという形か、ど

ちらで捉えたらよいのでしょうか。 

○事務局 緩和のサービスにつきましては、相当サービスと同じような考え方ですので、

単位設定しまして、その設定に見合った利用者負担をいただいていますし、それ以外

の部分については、普通の介護保険のサービスと同じような支払いの仕方になってい

ます。 

○伊佐委員 例えば１割負担、２割負担、３割負担と、そういう考え方ですか。 

○事務局 ええ、同じです。 

○伊佐委員 関連でもう１点、介護医療院について、計画の今までの推移を見ますと、介

護型の療養型病床に関して、実績として２件ほど、人数が２人載っていたと思うので

す。四街道市では、今、介護型の療養型病床を行っている施設はないと思うのですが、

ここに数字が載っているということは、市外のそうした施設を利用していると考えて
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よろしいのでしょうか。 

○事務局 そのとおりです。 

○伊佐委員 わかりました。ありがとうございました。 

○渋谷委員 ４点ですが、質問が１つ、要望２つ、意見１つです。 

 まず、質問ですが、新たに平成３０年に特養が１カ所、１００床ということですが、

特養１００床のうち、四街道の市民の方がどれぐらい入れそうだという見込みはある

のでしょうか。今の段階でわかるのでしょうか。 

○事務局 特別養護老人ホームを建てるに当たって、３つの法人が手を挙げまして、その

中で今の事業所を選んだわけですが、そのときの代表者の説明では、四街道市に建て、

四街道市に貢献をしていきたいということで、四街道市の市民を優先したいというよ

うなことではありました。ただ、やはり施設側としても、運営をしていく上では、な

るべく早く利用者を整えていかないと、なかなか難しいということはありますが、代

表者の考えとしては、四街道市民を優先したいとのことでございました。 

○渋谷委員 次は要望ですが、ずっとこの委員会に参加させていただいて、一貫して四街

道市さんは、やはり特養について積極的に設置されているというのはずっと印象を持

っています。今回の見込み量、現在の在籍者数、それから今後の見込みも含めて、ま

た、とりあえず今度１００床できれば、ある程度、これで待機待ちが減るのではない

かという予測がつくということで、ほかの市と比べて、積極的に特養または地域密着

の小規模特養をつくっていくというところはとても評価できるかと思います。 

 ただ、３０、３１ページの調査結果を見ますと、やはり申し込み状況を見ると、全

体の上の表、６．７％のうちの３７％、４割の方がやはり既に特養に申し込んでいる

と、やはり特養で生活を望む方というのは現実に多いのですよね。だからこの希望を

どうかなえていくか、そして、３１ページの真ん中の待機期間、２４カ月ですから２

年以上が現に２０％近くいるということなので、こういうところを改善というか、軽

減していけば、また市民としてもとてもうれしいと思うし、他都市と比べて特徴とな

ると思います。 

 ただ、この３１ページの上の表の申し込みをしている施設数、アのところが、１カ

所が５７％と、これだけ見ると、余りせっぱ詰まっていないように感じます。つまり、

本来ならば、３、４カ所とか５カ所とか申し込むのが通常の形であり、四街道だと１

カ所しか申し込んでいないとなると、とりあえず申し込んでおくとか、とりあえず老
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健と特養に１対１でやれているなどがあるので、やはり今後の方向として、そのあた

りのニーズ調査というのですか、包括なり、またはいろんなところの関係団体にお願

いして、真のニーズというのでしょうか、特養の待機者、そんなことを見込みながら

次の８期に向けて、特養なり小規模の整備をされたらいいのかと、まず要望いたしま

す。 

 それから、次の要望ですが、前回のこの部会で意見を言っていたのですが、やはり

この４０ページと４１ページの間に、やはりアンケートのまとめが欲しいと思います。

４０ページの後に、やはりこの調査から四街道市はこういう特徴があるのですよとい

うことを列記し、こういう特徴があるから四街道市としては計画の基本的な考え方、

３部以降に行くと。そんなことが挟まれると、とても読みやすいし、計画になってい

くのかなと感じました。ですので、次回の８期に向けては、コンサルなどに仕様書を

出すときに、ぜひそのあたりのことのまとめを含めて依頼して、コンサルを決めてい

ただきたいというのは要望で、それをぜひ議事録に残してほしいという要望です。 

 最後、意見ですが、伊佐委員のほうから出ました包括についてです。ただ、実は今、

国のほうの動きがかなり激しいです。我が事・丸ごとと、地域力強化の報告書を見る

と、もう国は、包括と障害の相談支援と生活困窮者、みんな一緒にしようとしていま

す。ですから、これにあと子供が入ってしまったりすると、もう四街道市内、どうや

って区分けしたらいいかとか、果たして日常生活圏、２つなどでは絶対足りないです。

そうすると、今度はそれだけの力のある法人にどう委託できるか、人材育成を含めて。

この一、二年、国がいつはっきり方針を示すかわかりませんが、この動向はかなり大

きく左右されると思うので、先ほど包括の増強とありましたが、それも含めながら困

窮者、障害の相談支援事業、そして福祉事務所の部分を含めた形で、ぜひ相談体制を

検討いただければと思います。ちょっと高齢とは広がってきますが、上の保健福祉の

審議会かもしれませんが、そういうことで検討すべきかと思いました。以上です。 

○伊佐委員 渋谷先生からのご意見の中で、我が事・丸ごとという話もあったのですが、

今回、計画の中に位置づけられるのかなと思っていたのが、共生型サービスですが、

高齢者、障害者共通の訪問介護、通所介護、短期入所介護ですか、これに関しては第

７期計画には書き込まないのか。同じ時期に、第５期の障害福祉計画も今進めている

と思うのですが、そちらのほうにも共生型サービスという記述があるのかどうか私は

確認していないのですが、その辺りの市の考えをお聞かせ願えればと思います。 
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○事務局 まず、共生型サービスについて、今回の計画を立てるに当たって、国から示さ

れたものがほとんどございません。前にもお話しさせていただいたかと思うのですが、

平成３０年度からということで、どちらかというと、障害者の訪問介護を行っている

事業者が高齢者の介護保険のサービスも使えるように、指定を受けやすくするという

ようなことが述べられていることぐらいしか、今は情報としてないのです。ご存じの

ように、高齢者のヘルパー事業所が障害のサービスのヘルパーができるかというとな

かなか難しいです。一緒に両方の指定を受けている事業所もありますが、難しいです

ので、障害のホームヘルプサービス事業者が介護保険の事業所の指定を受けやすくす

るというようなものが、平成３０年度から出ているものでございます。 

○秋山委員 ６２ページのシニアクラブ活動の充実について伺いたいのですが、平成２８

年度の実績は５４クラブです。それで先日、シニアクラブの新年会のときに補助金の

見直しについて説明があったのですが、平成３０年、３１年、３２年の目標値は５５

クラブにふえていますが、予算もそれだけふやすということになるのでしょうか。そ

うすると、各単位クラブへの補助金を、３０人未満のクラブのために減らすというこ

とはしなくてもいいのではないでしょうか。それから、高齢者人口はふえてはいます

が、シニアクラブに入る人はどんどん減っています。だから、何も補助金を減らすこ

とはないのではないかと思ったのです。平成２８年が５４クラブですが、平成２９年

は５２クラブです。 

○事務局 今回、シニアクラブ様の補助金についてのご説明をさせていただいたのが、シ

ニアクラブについて、３０人以上のクラブについて、補助金を出させていただいてい

るのですが、現状において３０人に満たないクラブが出てきているところでございま

す。また、今後、３０人に満たないクラブがふえることが予測されるわけです。その

辺りを鑑みまして、平成３０年度において、予算の総額を変えない中で、３０人未満

のクラブについて補助金を算出するかということでご協議をいただいたわけでござい

ます。 

○秋山委員 ４５人以上のクラブも減っています。平成２８年が４１クラブあったのが平

成２９年は３７と４つも減っています。そうすると予算がそれだけ残ってくるのでは

ないですか。それで３０人未満の新規が対象外ですから、減らすことは必要ないので

はないかと思うのです。 

○事務局 その３０人未満のクラブにつきましては、現に、シニアクラブ連合会の会長様
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からのお話もあって、ご協議をさせていただいている次第でありまして、この間、一

度役員会の中でもご協議はさせていただいたところでございますが、またさらに継続

して協議をしていくと考えております。 

○秋山委員 検討をお願いします。 

○伊佐委員 認知症関係について、重点施策で認知症に対する支援を強化していくという

ことで、幾つか質問したいのですが、まず１点目、認知症のデイサービスが北と南に

１カ所ずつあったのが、今、北のほうが休止になっているということですが、その原

因がわかればということ。それから、認知症デイサービスが休止なのか、あるいは認

知症デイサービスは外して、通常の小規模の地域密着型のデイサービスに移行してい

るのかを確認したいのが１点目です。 

 それから２点目が、今まで認知症サポーター養成に力を入れていただいていたこと

はわかるのですが、今度はステップアップ講座を設けてやっていくということで、認

知症サポーター養成講座を受けた人あるいはステップアップ講座をこれから受講され

る方を意識して、何らかのグループづけに持っていくようなことに関して支援されて

いくのかどうか。この審議会でも一部そういう動きがありますというのを聞いた記憶

はあるのですが、今、何かそういう動きがあるのかどうかということ。 

 それから３点目ですが、街かど相談所というのが今回の計画案に書き込まれている

と思います。市政だよりにも載っていたと思うのですが、グループホーム４カ所にそ

れぞれ街かど相談所を設けているという印象があったのですが、これから街かど相談

所自体をふやすのかなという中で、それこそ認知症デイサービスをやっている事業者

さんがあるので、そこにも街かど相談所を設置したらどうなのかなということが３点

目です。 

 それから４点目が、認知症の方の見守りの中で、たしか四街道市では「さりげない

見守り」ということで、例えば地域新聞とか、セブンイレブンとか、幾つか協定を結

んでやってらっしゃると思うのですが、なかなかいい試みではないかなと思っている

のですが、こういうものを第７期計画に書き込んでいくというのはなじまないのでし

ょうか。以上です。 

○事務局 まず、認知症デイサービスにつきましては、認知症デイサービスとしての職員

体制がとれなくなってしまったということで、現在は、地域密着型のデイサービスの

事業所になっています。また認知症対応型デイサービスとしての職員体制がとれ次第、
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またそちらのほうを始めるということで、現在、職員の体制を整えているところです。 

 次に、認知症サポーターのことについては、認知症サポーター等養成事業の実施と

いうものが、平成２８年３月３１日付で改正されたものがあります。その中に、今ま

でなかったものとして新しくできたものが、都道府県、指定都市、市町村は、養成さ

れた認知症サポーターの資質向上や地域での活動支援に資する取り組みを地域の実情

に応じて実施することが望ましいと。この項目ができたことにより、今後、認知症サ

ポーターを養成していく上でアンケートをとりながら、どのような取り組みが効果的

か考えていくことになりますが、認知症サポーターを活用した見守り以外の部分も今

度はつくっていくことになります。 

 それと、街かど相談所については、伊佐委員がおっしゃったように、市内のグルー

プホーム、今、５カ所になりましたので、新たにできたところについても街かど相談

所を置くことができました。まだまだ知られていませんので、その周知とともに、や

はりそういう相談所をできるということで、例えばデイサービスセンターなどとも協

力をしていただけるところが出てきているようですので、そういったところも含めて、

今後、デイサービス・デイケア協議会などと話を持ちながらふやしていきたいと考え

ています。 

 あと、見守り協定についても、計画の中で入れられるかどうか、検討していきたい

と思います。 

○伊佐委員 関連ですが、認知症カフェについて支援していくということが今回書かれて

いると思うのですが、現在、市内でも認知症カフェをやっている事業者があるかと思

います。支援の仕方ですが、認知症カフェをやるとなると、どうしても運営費がかか

ったりとかはあるのですが、正直言って、今、四街道市は経常収支比率が高いので、

なかなかそういうところに予算をつけるというのは難しいと思うのですが、認知症カ

フェを普及していくということに関して、具体的な支援方法とか、今、考えてらっし

ゃることはありますでしょうか。 

○事務局 認知症カフェについては、国のほうで設置について進めていくということにな

っています。どのような形でできるのかというのはまだ検討段階でございますので、

公表できるようなものはございません。申しわけございません。 

○福島委員 ７０ページの在宅医療・介護の連携の推進、施策①のところですが、平成２

９年５月に国立病院機構下志津病院に在宅医療・介護連携支援センターを設置して、
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いろいろ取り組みを開始したということがあるのですが、現在どのような取り組みを

行っているのかということが知りたいのです。 

 その理由としては、私は在宅医療に関係している仕事をしていまして、私ども、こ

の国立病院機構病院内というのはなかなか敷居が高くて、かかりつけ医がいても、下

志津病院の主治医でない場合は、なかなか受け入れてもらえないというのが非常に多

くて、在宅でもちょっと悔しい思いをしていることがあるのですが、行政として、そ

ういった方に対しても、多分、今後は連携体制を構築して、うまくやっていけるよう

にしていただけるのではないかとは思っているのですが、具体的に現在どういった進

捗状況なのかがわかれば。 

○事務局 今、在宅医療・介護連携推進事業については、国からの事業として８つの取り

組み、読み上げますと、地域の医療・介護の資源の把握、在宅医療・介護連携の課題

の抽出と対応策の検討、切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進、医

療・介護関係者の情報共有の支援、在宅医療・介護連携に関する相談支援、医療・介

護関係者の研修、地域住民への普及啓発、在宅医療・介護連携に関する関係市町村の

連携、速く読み上げて申しわけないのですが、この８つの取り組みを全てこの在宅医

療・介護連携支援センターに委託していまして、それぞれの項目について今、情報収

集であるとか、連携体制をとるために、まずは四街道市内の相談業務を行っている病

院とのつなぎといいますか話し合い、それと医療・介護関係者の研修に向けた準備を

行っています。まだ日程については未定ですが、２月ぐらいに市内の事業者さんを集

めて、この事業についての説明会を行いたいと思っております。 

○伊佐委員 ３点あります。 

 １点目が成年後見制度について、成年後見制度の周知を図るということが計画に載

っていると思います。なかなか成年後見制度が普及されないというのは、一つには裁

判所後見ですと費用もかなりかかるということもありまして、今、市民後見人の需用

があるのではないかなと私も思いますし、実際、そういうふうに聞いたりもしている

のですが、これから、市民後見人、例えば市として養成講座、以前は委託されてやっ

ていたと思うのですが、行政として市民後見人養成講座をこれから開講していく予定

があるのかどうかと。それから、現在、ＮＰＯで市民後見センターもあるのですが、

なかなかＮＰＯ１カ所でやっていると、実際やっているところ自体も心もとないとこ

ろもあるかと思うのですが、その辺のバックアップ体制を、行政なり社協さんなりで
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考えていくことがあるかどうかというのが１点目です。 

 それから２点目が、地域支え合い推進会議について、今、第一層が動き出していて、

第二層を進めているところではあると思うのですが、第一層の支え合い推進会議のメ

ンバーに関しては、ずっと固定されて続いていくのか、あるいは流動的に新しい構成

員をそこに参加させるのか。例えば市民がその中に参加しているという話も聞いたの

ですが、参加しているとしたらどういう方が参加しているのか。私も属しているので

すが、家族会のメンバーはその支え合い推進会議に入っていけるのかどうかを確認し

たいことが２点目です。 

 それから３点目ですが、これからの事業の見込みがあったかと思うのですが、その

中で、例えば小規模多機能型居宅介護、今、南側に１カ所ありますが、かなり採算と

しては厳しそうな話も聞いています。北側に小規模多機能型居宅介護もしくは看護小

規模多機能型居宅介護を想定されていると思うのですが、果たして何か心当たりが見

込めるのかどうかを確認したいです。以上です。 

○事務局 まず１点目の市民後見人の件でお答えさせていただきたいと思います。 

 確かに伊佐委員のおっしゃったように、以前は市として養成講座を行ったところで

はございますが、そのときは国の補助制度を受けまして行っておりまして、その後、

補助制度がなくなってしまった関係で、今現在は行っていないのが現状です。来年度

につきましては講演会を実施させていただく予定でございますが、今後、養成講座を

どうするのかについては検討をさせていただきたいと思います。以上でございます。 

○事務局 それでは、２点目と３点目については私のほうからですが、まず、支え合い推

進会議について、第一層の支え合い推進会議については、どちらかといいますと市民

というよりは支えていくほうのＮＰＯであるとか企業であるとか社会福祉法人、その

他ケアマネ事業所であるとかという方々が構成員となっておりますが、固定されたわ

けではなくて、今後この話し合いの中で、また必要となる事業所や、実際に一般の、

民間の方でも、どのような課題であるとかというものになるかわかりませんが、そう

いうところに精通した方がいらっしゃった場合には推進会議のメンバーとして入って

いただくようにしたいと思っています。 

 市民の方については、二層の支え合い推進会議の中では、そういう事業所だけでは

なくて、もっと幅広く意見を聞いていたりしていますので、そういった中で、意見あ

るいは協力していただける方がいらっしゃったら、この推進会議の委員としてメンバ
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ーに含めていきたいと考えています。 

 ３番目が、小規模多機能についてですが、今までもやってみたいという事業者の問

い合わせというのは幾つか来ておりますので、見込みはあるのではないかと考えてい

ます。以上です。 

○伊佐委員 地域支え合い推進会議のメンバーとしては、要望になるのですが、私が属し

ている介護のつどい「虹の会」とか、あるいは男の介護を語ろう会とか、結構年数も

経てきていますので、ぜひ当事者をそういうメンバーに入れてほしいなということを

要望したいと思います。障害者の関係ですが、国連で障害者権利条約が採択されたと

きの障害当事者のスローガンが「私たち抜きに私たちのことを決めないでください」

でした。これは障害者だけではなくて、高齢者についても、あるいは子育て中の方に

関しても同じことが言えると思うのです。そうした会議に、ぜひ当事者を入れていた

だくように、これは要望します。以上です。 

○会長 ほかにございますか。 

 いろいろご質問等出ましたが、事務局案を了承するということでよろしいですか。 

（異議なし） 

 それでは、次回の保健福祉審議会本会議で部会長報告をさせていただくということ

でご了承いただきたいと思います。ありがとうございました。 

 以上で本高齢者部会における議題は全て終了いたしました。 

 皆さんには長時間にわたり、ご苦労さまでした。これで進行を事務局にお返ししま

す。 

○事務局 委員の皆様、本日は長時間にわたり、ありがとうございました。 

 

（終了） 


