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令和 2 年度 第 2 回飯田市社会福祉審議会 高齢者福祉分科会 議事録（概要） 

 

■ 開催日時   令和 2 年 7 月 14 日（火） 9 時 30 分～11 時 30 分 

 

■ 開催場所   飯田市勤労者福祉センター3 階 第 3 研修室 

 

■ 出席委員   13 名 

氏   名 出欠 氏   名 出欠 

何原 真弓 × 佐藤 澄子 × 

岩佐 慎治 〇 下井 明雄 〇 

牛山 雅夫 × 高島 孝子 × 

梅村 浩正 〇  多田 雅幸 〇 

笠原 真弓 〇  田中 光子 〇 

加藤 伸吾 ×  仲田 真由美 × 

櫛原 勝子 〇  林 あゆみ 〇 

久保田 安子 〇 原 由美子 × 

小島 強志 〇 前島 園子 × 

幸森 信良 〇  松村 秀樹 〇 

中塚 勝彦 × 吉川 一実 〇 

 

■ 出席事務局  9 名 

氏 名 部・課・係名 備考 

清水 美沙子 健康福祉部長  

筒井 雄二 長寿支援課長  

熊谷 広志 長寿支援課長補佐兼長寿支援係長  

 飯島 ゆみ子 長寿支援課長補佐兼介護認定支援係長  

 小林 洋子 長寿支援課 介護予防担当専門技査  

原田 聡昭 長寿支援課 機能回復担当専門技査  

下島 剛 長寿支援課 基幹包括支援センター係長  

木下 昌和  長寿支援課 介護保険係長  

近藤 弘幸  長寿支援課 介護保険係  
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１ 開会 

 

２ 会長挨拶 

前回の会議からまだそんなに日をおいてなく２回目を開催ということで、前回の会議では少しコロナ

も落ち着いてきたのかなという状況でしたが、またこの間、東京の方で多くの感染者が発生したり、長

野の方でもまた新たな感染者が発生したりということで、まだまだこの新型コロナウイルスが落ち着く

までには時間がかかるのかなという気がしております。 

この続く雨ですが、この南信の方でも例年の２倍近い雨量になっているということで、犠牲者が出た

りだとか土砂災害が発生したりだとかなかなか大変な状況になっていますし、九州、特に熊本では、特

養の入所者 14 人が亡くなるという痛ましい事故が起きております。そういった高齢者の命を守るとい

うことは本当に大切なことだと思いますし、そういった災害時にどのように対応できるのかということ

で、また行政も含めて考えていただけたらと思います。 

今回は第２回の社会福祉審議会高齢者福祉分科会ということになります。第１回目は第７期の介護保

険の事業計画の進捗状況ということで、論議していただきまして、非常に活発な意見を出していただく

ことができたかと思います。今回はいよいよ第８期の介護保険事業計画の策定に向けて方針の説明とい

うことで、また皆さんの意見を出していただいて、来年度から新たな事業計画のもとで介護保険スター

トしますので、高齢者にとって住みやすい飯田になるように皆さんで論議したいと思います。よろしく

お願いいたします。 

 

３ 部長挨拶 

先ほど、会長からお話がありましたように、雨が続いておりまして、昨日、災害対策本部が開かれた

わけですけれども、遠山の雨量は観測史上初を記録する大雨になっているということであります。こち

らの飯田地方は、三六災害の時の雨量はまだ超えてはないということでありましたが、今後も雨が続く

と予想されております。人的被害が起きてしまいましたけれども、今までの降った雨が地中に滲み、地

盤が緩んでいるので皆さん気を付けていただいて、また人的被害が起こることのないように努めていた

だきたいと思っております。 

それから、会長のお話の中にもありましたように、新型コロナウイルスの関係ですけれども、都市部

の方で広がりが増えていて、いつこちらの方にも広がってくるかというのは本当に心配な状況でありま

す。市では新型コロナウイルス感染症対策ということで、今までに第１弾から第３弾までの対策を策定

しまして、補正予算などを組みまして対応をとってきておるわけですけれども、皆さんご存知のように、

お一人 10 万円支給するという特別定額給付金は、飯田市は約 10 万人ですので、国から財源がくるとい

うものの総額 100 億の支給をしたわけです。それから、子育て世帯臨時特別給付金、これは子どもさん

をお持ちの方が、児童手当を支給しておりますけれども、１万円増額するということで支給させていた

だいたものです。こちらが１億 4,000 万円ということで、そういった大きいもの以外にも第１弾から第

３弾までで 18 億 4,000 万円ほどの対策を今までもとってきております。これまで取った対策が、市民

の皆さん、このコロナの関係でかなり影響を受けていると思うのですけれども、そういったところにき

ちんと届いているかというところを現在検証しておるところでありまして、現在、第４弾の支援策をま

とめておるところであります。８月４日に臨時議会を開きまして、そちらで第４弾の支援策を議決して
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いただいて、即日即決ですぐ対策に取り掛かろうということであります。高齢者の関係の皆様にも色々

な影響を受けているということを聞いておりますので、そんなところで支援策ができていければと考え

ておるところであります。 

前回、第１回の高齢者福祉分科会で、他にも会議がありまして中座させていただきましたが、大変活

発なご意見を頂戴したと聞いておりまして、そのいただいた意見を今回まとめまして、本日審議してい

ただく第８期の方針の方にも入れながら提案させていただくということになっております。本日も前回

に引き続き、皆様の意見をなるべく反映しながら計画を作っていきたいという気持ちでおりますので、

活発な意見を出していただければと思っております。本日もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

４ 報告・協議事項員 

（１） 第 8 期介護保険事業計画策定の方針について 

委 員：前回もお話しましたけれども、今回目標を３つに絞られて分かりやすいと思います。課題が反

映されて３つに絞られて、それが介護予防中心にベースにしながらやると掲げられておりまし

たけれど、地域の皆さんも本当に分かりやすいと思います。立場上、色々と介護予防の説明を

するのですが、何をやるのかというのが分かりにくかったのですけれど、こういう形でやって

いただいて非常によいと思いますし、期待しております。私たちも責任を持ってこれをまとめ

ていくということが役割かなと思います。 

あともう１点、介護予防について私の持論をお話しします。私は制度外をずっとやっており

まして、やっぱり制度外の仕組みづくりを長寿支援課とやっております。その中で介護予防と

いうのは、フレイル予防ですけれど、私はオールラウンドの予防が必要ではないかと考えます。

オールラウンドというのは、事業対象者から要支援、それから要介護３ぐらいまでで、４あた

りになると難しいと思うのですけれど、そういうオールラウンドの介護予防の思想というか、

そういうのが場面であるのではないかと私は思います。 

たまたま私の話で恐縮なのですけれど、勉強会の中でうちの母の事例を挙げました。私の母

は 93 歳で亡くなったのですけれど、今から４年前に亡くなって、12 年間、市のケアマネとか

他にもだいぶ使いました。当初、脳梗塞になったのですけれど、最後はずっと脳血管性の認知

症で、要支援１から要介護２、３、それで５までいきました。非常に家族の負担があったので

すけれど、非常に大変でした。研究会の中に、その介護予防の視点が、要支援とかはよく分か

るのですが、そうではなくて要介護の段階がありますよね。一番のキーワードは、食事が食べ

られるかどうかで激変してきます。だからそこまでは、介護予防の考え方を浸透していけばか

なり効果があるのではないかというレポートを研究会にお出ししました。そのタイミングで

色々と手を打てば、４にならずに、５にならずにいったのかなという思いがあります。当時は

そういう考え方がなかったのですけれど、私も未熟で知識もほとんどなかったので、その時は

ケアマネージャーに色々と相談しながらやりました。 

私が言いたいのは、軽度の方も含めてですけれども、オールラウンドで介護予防の思想を入

れる必要があるのではないか、そうすることによって介護給付費や介護保険料が下がっていく

のではないかと思います。当然、比率的には８割ぐらいは軽度の方だと思うのですけれど、あ

と２割の方は、要介護２、３それから要支援１、２あたりでやっていけばそれなりの効果があ
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り、介護事業所の方々もみんながそういう意識でやっていく、そういうことを浸透するのが私

はいいのではないかということをこの研究会で出しました。そういう雰囲気をみんなで作るこ

とが、オールラウンドで介護事業所の方々が関わってそういう環境を作っていくというのが、

飯田の介護予防の環境だと私は前から思っております。これは私の持論ですので、これをどう

するかどうかは別にして、そういう環境を作るのがいいのかなと私は思います。 

事務局：現状では、そういった課題があるというところは認識をずっとしております。今、委員の方か

ら、オールラウンドの介護予防というところは全くそのとおりだと思っております。特に、軽

い方に関しては保健課とも協力しながら、前回の会議でもちょっと触れさせていただきました

けれど、後期高齢者の医療保険に入っている方に関しては、健康指導のようなことを保健課で

も進めていく方針でおりますので、そういったところも含めて、介護の計画の中で示すところ

は示していきたいと思っております。 

後段の要介護者になってもという部分は、まさに介護保険の課題ではないですけれども、必

要な姿と捉えておりますし、専門の方、例えばケアマネジャーもきっとそういう意識でやって

いただいていると思っております。確かにおっしゃるように、介護度が進まないようにという

視点は大切ですし、例えば、今個別に例を挙げていただきましたけれど、やはり個別の例とし

ての部分と、あとそうはいっても、そういった方をどう支援していくのがいいのかということ

を考える機会は必要であるというところは十分認識しております。 

当然ここに地域包括ケアシステムの強化、多職種の連携構築というところで、前回も委員か

らご指摘いただいたのは、まさにその部分だと私どもは思っております。先進地を視察させて

いただいたり、介護の専門の方の講演を聴く中では、地区によって個別ケースをみんなで共有

して建設的に捉えるといったケア会議の一種のような運営方式でやっていて、その成果がある

というようなことも言われております。私どもも目標として掲げさせていただいている中にそ

ういった要素も含まれており、非常に大切な視点だと捉えておりますので、具体的なことに関

しては今後の会議でお示ししながらご協議をいただきたいと考えております。 

委 員：今、在宅の介護力がどんどんなくなっている状況があります。独居の方も増えていますし、そ

れから高齢者が高齢者を見るという状況が多々あります。そういう中で、先ほど課長からも話

がありましたけれど、すぐ施設に入るというのではなくて、中間施設、サービス付き高齢者住

宅や有料老人ホームなど高齢者の方が住む場所の確保というのが重要になってきていると思

います。 

介護の質を上げるとか、そういうことは重要かもしれませんけれど、それ以前に実際に介護

ができる住まい、そういうものを作ってあげないと、団塊の世代がどんどん後期高齢者になっ

ていっているこの時期に、介護力がない中でサービスを提供していくということは大事ですけ

れど、家族が安心して家族を診る、そういう体制を作っていくのも大事だと思います。それか

ら、ショートステイなんかでも使いたい時に使えない。本当に全然足らなくて、正月やお盆に

なると３カ月や半年も前から頼んでおかないとどうにもならない中で本当に疲弊しているの

はその介護している家族です。そういう家族が安心して高齢者を見守っていけるような、そう

いう体制を市として構築していただかないと、介護破壊が起きるような危険性を感じておりま

すので、その辺を検討してほしいと思います。 



5 

 

事務局：今、ご説明していただいた住まいに関しては、計画の中に具体的に項目としては挙がっていな

いです。この部分については、国から示された６項目の中では高齢者の住まいというところで、

いわゆるサ高住ですとか、高齢者住宅に関しては触られている部分があるので、その様子を見

る中でまた必要な対応を取らせていただきたいと思っております。 

一方で、これまでは住まいの部分は介護保険の計画の中には入っていますけれど、市町村が

他の施設サービスと一緒で目標を持って整備するとかはしておらず、民間の事業者の方がそれ

ぞれに設置をしておったという部分であります。 

そこに関して、県で統一的に把握を進めるようにというようなところが国の基本方針の中で

示されておる部分と承知しておりますので、その項目で市町村にも示される部分があれば、今

後対応する格好になります。 

当然、地域包括システムの中には高齢者の住まいというところも入っておりますので、状況

を見ながら、その住宅の部分に関して進めさせていただければという認識であります。 

副会長：今、委員から住まいという点で意見が出まして、まさしくその通りだなと思います。現状は高

齢者が高齢者を見るとか、若者、またその子どもたちが高齢者を見るのですが、必然的に就労

をしながら見ています。ですから、在宅での生活というものの限界があって、そういった家庭

環境が整った中で高齢者を見ていけるという人たちというのは少なくなってきているような

気がします。子どもたちも仕事をしなければいけないから、在宅は基本であり、在宅で生活し

ていくことが一番の目指す道だということは分かるのですけれども、実態はそうではありませ

ん。結局は自分たちも仕事をしていかなければならないので、どうしても施設とか、それ以外

の高齢者住宅にお願いしなければいけないのが現状です。当然、その数も少ないし、入れない

人も山ほど待っています。それに非常に金銭的に困窮している人たちが多いです。ですから介

護保険制度の中で、施設、例えば老健や特養は負担限度額が使えます。負担限度額制度を使え

る人たちというのは何とかその施設に入って生活をしていけるのですが、例えば、高齢者住宅、

先ほども課長がおっしゃったように、介護保険事業者以外に民間の事業所がやっている住宅は

負担限度額が利用できません。入りたくても高くて入れない。そういった方々をどうしていく

のかということです。在宅で生活をしていける人たちはいいと思うのですが、在宅生活が大変

でどうしても施設にお願いしなければいけない人たちのそういった部分のところをもう少し

考えていけたらいいと思います。高齢者世帯で年金だけで生活している人たちというのは高い

高齢者住宅にはとても入れません。老健も特養も負担限度額は使えるのだけれども数が少ない。

そういったところを、なかなか難しいところだと思うのですけれども、考えていけたらいいと

思います。 

会 長：今、委員の方からも追加して意見が出されましたが、この必要な視点というところにそういっ

たことも入れてほしいということだと思います。具体的な計画というのは、これからいろいろ

意見が出て作っていくのだと思いますけれども、ひとつ必要な視点ということで、この高齢者

の住まい問題というのを盛り込んでいただくというのはいかがでしょうか。 

事務局：検討させていただきますし、そういったご意見をいただくためにこういった会議を用意させて

いただいております。 

委 員：高齢者が地域で安心して健やかに暮らせるということについてですけれど、私の義理の母にな
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りますが、45 年くらい一緒に暮らしましたけれども、102 歳と２カ月で亡くなりました。医者

にかかることは、本当１回骨折したくらいで、亡くなるまで普段は薬を一粒も飲んでおりませ

んでした。よく友人から「入院しないのか、施設に入らないのか。」と言われたことがあります

けれど、「どこも悪くないし、お薬だって飲んでないし、家で普通に暮らせるよ。私たちと一緒

に暮らしているよ。」ということを何回も言いました。 

「高齢者の生きがいづくり、社会参加の促進」というのがありますけれども、私は、母がど

うしてこんなに明るく前向きに 100 歳を過ぎても暮らしていられたということをいつも考え

ておりました。今も思いますけれども、高齢者クラブとか公民館に高齢者学級とかそういうの

がありまして、そこによく楽しみに通っていて、友だちもできたり、色々な意見交換などもし

て、本当によく楽しんでいるというか、前向きな生活ができていたみたいですので、そういう

施策はぜひ今後も引き続いてやっていただきたいと思っております。 

委 員：介護予防についてご質問したいのですけれども、介護予防の意識の熟成とありますけれども、

高齢者になってから介護予防しても間に合いません。介護保険ができたのはまだ 20 年ぐらい

ですから、それまでというのはほとんどの方はおうちで亡くなるのが当たり前という時代を見

てきました。その中で今のこの時代になって介護予防に目覚めましょうというのは、高齢者に

なってからでは多分間に合わないと思います。ですから保健師も入れてもっと地域の方からも

介護予防というものはもっと若年からやるべきだということをアピールしていただきたいと

思います。 

そして総合事業について、私たちは通所型サービスＡ８とＣを行っていますが、Ａ８につい

ては、現時点ですと、介護予防申請をしない限りずっと継続でご利用になっています。しかし、

私たちが見ていて、地域でサロンとかをやってくれても大丈夫そうだなと思う方々がＡ８をご

利用になっています。そういったことを提案いたしましても、まずおっしゃられることが場所

と足です。「どこでやればいいのか。そこは誰が連れにきてくれるのか。」とです。施設でやる

場合は送迎を行っていますので来ることができます。しかし場所を決めなくてはならない。誰

が責任を持ってやるのか。タクシーに乗ったら全額毎回出すのかと言われると、少し市の方か

ら何か支援が出ればと思います。そういった場所は提供することはできても、足の提供はでき

ませんので、そういった方法はないのかといつも思います。 

通所型サービスＣについても、私も何回か見せていただきましたけれど、とてもしっかりし

た方々です。あの方々は３カ月の後にどうなさるのかなというのは、今、私はこれから受けて

いく立場で心配しております。「３カ月が終わりました。この次に私たちはどこ行くのか。」と

ほとんどの方々がおっしゃられます。そこの受け皿的なものは今後どうなさるのか。その点に

ついてお聞きしたいと思います。 

事務局：私どももできるだけ健康で、健康の期間が長くあることが必要だということを思っております

し、そのための支援は必要だという認識でおります。今、委員からご指摘いただいたところは

全くそのとおりということで認識をしております。 

課題の中で通いの場の再構築というようなことを書かせていただいておりますけれど、ここ

は捉えとすると若干広い捉えになっておるので、当然介護の軽い方というと、介護サービスで

はないサービスを受けていただくという視点も必要だと思います。それは先ほど前段で委員が
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言われたように、高齢者クラブなのか、趣味のサークルなのかそういったところを一旦整理し

ながらも、実際に高齢者の立場からすると見えてない部分もあるのではと思います。地区にお

られても地区の公民館活動が見えてないとか、地区のサークル活動が見えてないというところ

があると思うので、そういったところを見えるようにすることを取り組みとして、今年から研

究的に下久堅で進めさせていただく予定でおります。だたしコロナの関係でなかなか事業展開

できてないですけれど、１つは、そういった自主的な集まりの部分を整理しながら、色々な集

まりもあるとすると、選択肢も広がるようなことがあるので、一地区でそういう取り組みが始

まれば、それを市内のほかの地区でも展開しやすくなると思います。下久堅を例にそういった

介護予防、もう少し介護予防を広く捉える中でお示しできるようなことを今研究しているとこ

ろです。 

その中には先ほどご指摘いただいたように、どうしても地域から通いの場に行きたいけれど

足がないというお話は確かにあって、足がないから介護予防のサロンにも行けないというのは

なかなか難しい課題であると捉えておりますので、そこで何かいい方策がないかというところ

も併せて研究をしています。単にタクシー券を配ればいいとかということじゃなくて、何かい

い方策がないかというところの研究を始めております。いずれにしても、その取り組みという

のはすぐにできる取り組みではないですけれど、意識をして取り組みだしているところであり

ますので、そういったところも私の方とすると目標の中で触れさせていただくような展開にな

ってくると考えております。 

会 長：おそらくこの計画を作る中で、何々に取り組みますとか、そういう形になってくると思います

けれども、詳細な具体的な内容のところを計画に盛り込むというよりは、これからそういった

人たちにどういったサービスを使って、どういった支援ができるのだろうかとかいうことも考

えていただけるといいと思いますので、引き続きお願いしたいと思います。 

委 員：この計画の中の「高齢者の生きがいづくり、社会参加の促進」にというところで、先ほども何

人かお話されていたと思うのですけれども、私、今、松尾に住んでいます。松尾に住んでいま

して、中学３年生と小学校４年生の子がいます。私の妻も働いていますし、義理の母も働いて

います。中学生の子は小学校３年生まで松尾の児童クラブでお世話になって、時間になったら

迎えに行ってという形でやっていました。今、現在小学校４年生の子は、松尾の児童クラブが

小学校３年生までしか受け入れてもらえません。もう児童クラブに行けないので、家族の中で

休みを合わせたり、龍江の両親に頼んで迎えに来てもらったり、学校の日程とか家に来てとい

う形でやっています。 

それで小学校３年生までしか松尾の児童クラブは受け入れていただけないということで、

「高齢者の生きがいづくり、社会参加の促進」という部分で、地域の中にいるお年寄りの方、

元気な方たちもたくさんいます。散歩へ行くと、あいさつをしてくれるお年寄りもいます。そ

ういうお年寄りの方たちが主体となって、その地域の子どもたちを見ていただけると、その児

童クラブの職員ではないのですけれども、地域の中で地域の子を見ることになります。松尾に

引っ越してきて、私が今住んでいるところから見渡すだけでも、20 軒以上新しい家が建ってい

ます。大体が若いご夫婦が来て子どもができてという家族の方たちが新しい家を建っています。

やはり同居する子どもからすると、祖父、祖母と同居するという機会が今あまりないのかなと
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感じています。 

この「生きがいづくり、社会参加」という部分で、児童クラブを市の方で主体でやっていた

だいているのですけれども、それを地域のお年寄りたちに任せていただくというか、その地域

の中で利用定員がないということであっても、公民館だとかそういうところはまだ空いたとこ

ろがありますし、今、空き家も結構増えていると思います。そういうところを利用しながら、

地域の皆さんで地域の子を支えるというような活動をやっていただければと思います。ケーブ

ルテレビでそういうことをやっている地域があって、地域のお年寄りがおやつは何にするかと

考えて買い出しに行って、その利用している子どもの親から利用料やおやつ代をもらう。それ

でその利用料は、そのお年寄りの中で賃金が発生するというような形をやっているというのを

見てすごいなと思いました。ですので、もしそういう地域で地域の子を見るということで、子

どもが集まって勉強するということになれば親も安心して預けられるし、仕事も行けると思っ

たので、何か検討していただけるといいのかなと思いました。 

あともう１点。「多様な人材確保」という部分でひとつよろしいですか。今、飯田下伊那で介

護福祉士であったり看護師であったり、リハビリはないかもしれないですけれど、資格を取れ

るところは女子短大しかないと思います。そうするとやはり短大ですから、経済的にも学費が

高いですし、女性しか入れません。今、資格もないけれど介護をやってみたいと働いている方

たち、これからやりたいと思うけれども、結婚して学校も行けないし、お金もないということ

で限られた方たちが、仕事に就ける、継続してやり続けるということで、女子短大の共学化、

夜間対応というのを安易ですけれど感じました。女子短大に介護福祉士なり看護師を養成する

ノウハウがあると思いますから、力を貸していただいて、地域の人たちがそこで昼間働いて、

夜学校に通って勉強をして資格を取るというようなものを少し検討していただけると、人材も

増えるし、継続して働き続けることができるのではないかと感じます。 

事務局：最初に人材の方は、先ほども説明いたしましたけれど、人材確保ということで市がどういった

取り組みができるのかというところは検討するところです。具体的な例をご提案いただいたと

捉えておりますし、今後どういうことができるのか、市だけでも難しいですし、事業者にもご

協力いただくこともあろうかと思いますし、そういったところを整理する必要があると思って

おるところです。 

その前段の高齢者の生きがいの部分は、ご提案いただいた内容が広がりのあるお話というよ

うに捉えております。介護の世界では、2025 年に向けて地域包括ケアで高齢者が安心して暮

らしていける社会を作るようにということで国が示しておりますけれど、今、国はもっと広く、

地域全体で包括的な支援が必要だということを言っており、そこは確かにそうであると捉えて

おります。確かに、高齢者だけの部分ですると、そこまでの取り組みは難しい部分もあります

けれど、一方で、地区のあり方を考える中では、そういった取り組みが必要ですし、やはりそ

れはそこに限った話でなくて、思いがある人をどうつなげていくかということは介護のところ

でも課題だとは思っております。 

前回お示しした国からの基本の６項目の中に、包括的な支援のあり方を考えるとあります。

私どもとすると、地域包括ケアを進める中で、少し広めた包括的な支援という考え方がどこま

でというところは現状で持ち合わせていません。一方で、福祉課で担当する地域福祉計画とい
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うのがありますけれど、まさにどちらかというと、高齢者だけでなくて子育てだったりという

部分も含まれるので、その中で触れられていい話題だと感じております。地域福祉計画も今年

策定の年で、当然のことながらそういった子育てだとかという項目もその中には入っておりま

すので、今日の会議で出たことは担当の方にもつなぎたいと思います。 

部 長：最初の小学生を高齢者が見るということは、双方にとっていい発想だと思うのですけれど、地

区によっては児童クラブがない地区が、地域の人が立ち上がって児童の預かりをやっている地

区もあります。それから児童クラブの中にも小学校４年生くらいまで広げてやっている児童ク

ラブもあって、一般に３年生までといわれている児童クラブをもう少しやってほしいという意

見は市政懇談会や色々なところで出ますので、小学生を持っているご家庭にとっては大きな問

題ですし、そういったことができたら本当にいいのかなということだと思います。これを市で

一律にどうするということよりは、地域の中で、具体的に手が空いていたり、力もあるし時間

もあるお年寄りというのはいると思うので、そういった仕組みを地域の中で課題を解決する必

要があるというところに持っていき作ることができたら本当にいいのかなと思います。松尾は

大きい地区なので、そういう発想を具体的にするというのを、どのように持っていったらいい

のかというところは、結構大変な労力がいると思います。今、全地区で地域福祉課題検討会と

いうのをやっていて、多く出る話題が高齢者の買い物が困った、足が困ったという話になるの

ですけれど、子育てをどう支援していくかというような課題も、地域の福祉課題だという話も

今出てきておりまして、そういった視点にも広げながら、地域の課題をどう解決していくかと

いうことを検討していく会です。松尾地区にもこういう話があったということを伝えながら、

こういった福祉課題検討会のようなところで何か、松尾でも具体的に基本構想を作りながら

色々なことをやっていくという動きもありますので、そういうところに反映できればいいので

はないかなと思います。 

委 員：通いの場の続きの質問なのですが、柔道整復師会とすれば、今、飯田デイ、北部デイ、竜東デ

イで介護予防運動事業としてコーチをやらせていただいています。通いの場なのですが、先ほ

ど他の委員がおっしゃっていました場所と足がないということについて、できれば飯田下伊那

でも 30 軒くらいの柔道整復師がいて施術でもあるのですが、歩いて行ける範囲の場所を使っ

ていただければ、そこでも場所もあると、要はそこまで歩くことが実は一つの運動でもある。

その他にも介護予防運動に関しては、市と協力しまして長い経験もあります。 

また高齢者がフレイルだけではなくて、筋力が弱っただけではなくて、例えば、筋力左右バ

ランスが悪く、痛みでこんなに振れて歩いているから立てないというのもあります。例えば、

痛いから動けないというのもある。それに対して１つ例として例えばテーピングを毎日やって

あげるのです。テーピングとかしてあげて痛みを取ってあげるだけで、歩ける、動ける、介護

予防度も下がるという方向性もあるのかなと思いましてご意見をお聞きしたいと思います。 

事務局：今の話ですと難しい側面があるのかなという認識です。当然のことながら、歩くことは重要で

すし、歩き癖があることで将来的に介護が必要になってしまう部分が少なからずあるのかなと

思います。現状とすると、医者に通って治しながらという部分でもあるように認識しておりま

すので、確かに必要な視点ですし、例えば、通いの場とかで高齢者がそういったお話を聞くこ

とで、イメージが変わったりとか、そこで簡単な施術ができるかどうかは分からないですけれ
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ど、施術をすることで暮らしぶりが変わるということもあるのかもしれません。先ほども言い

ましたけれど、医療保険との兼ね合いもあり、そういった部分をクリアしないといけないとこ

ろもあるので、デイサービスとかでご支援いただく中で、必要な体の動かし方だとかというこ

との支援よりもというところは、そのあたりをクリアにする必要があるのかなと捉えておると

ころです。 

委 員：医療と介護を合わせてしまうという意見ではなくて、例えば、そういう技術を持っている整骨

院の先生が多数いますので、例えば、介護の場でテーピングを貼るという行為をさせてもらう

だけでも違うのかなとか、場所を提供させてもらうという行為だけでも違うのかと思いました

ので質問させていただきました。 

会 長：今のご意見は具体的な内容になっているかと思いますので、そういったことも含めて考えてい

ただけたらいいのかなと思います。よろしくお願いします。 

委 員：住まいというところですけれども、先日の大雨の時もそうでしたが、在宅で呼吸器を使ってい

る方から雷が鳴っている時に停電したら不安なので入院させてもらえないかという相談があ

りました。それから大雨が降ってきて居住地が水害に遭うのではないかということで、何とか

入院させてもらえないかという相談が病院に寄せられました。呼吸器の方については一旦介護

の受け入れをしたのですが、洪水だとか、雨が不安な方についてはケアマネージャーに相談し

て施設を探してくださいというお話をさせてもらいました。 

住まいの問題はやはり大きいのと、それから介護者がいるかいないかということも大きいと

思います。その方は確か一人暮らしで、この雨の降る不安さの中で訴えられてきたと思うので

すが、地域の中で預けるにはどうすればよいのかと。この２人を介護している片方の方がそう

なった時、残った利用者はどうしたらいいのだろうとケアマネージャーの方たちと相談し始め

ているのですけれども、そういった時の受け皿がやはり病院ではないと思います。一旦病院で

受けざるを得ないなと思ったのですけれど、やはり治療する人たちを受け入れるということも

あるので、地域にある介護事業所の中で受け皿の問題というのも一緒に考えていく必要がある

のではないかというふうに思います。そういったこれから起こってくる災害のことも含めて、

住まいについては検討していただきたいと思います。 

事務局：今年この辺りは長雨です。去年は幸いにもこの辺は大きな被害がなかったのですけれど、台風

で長野の方で甚大な被害が出ています。前は想定されない被害だったのが、毎年毎年起きるよ

うなことになっています。 

災害時の対応というのは、私どもも若干視点が落ちていたという部分があるのかなと思いま

す。この計画でその部分までに至るかどうか分かりませんが、やはり視点としたら大事な視点

だと思います。一方で、地区では地域の見守りマップみたいなものを作っていただいて、ある

程度は地域の中の助け合いの中で対応いただけているような地区もあるので、施策とすると、

そういったことも進めながら、それでも足りないところをどのように支援していくのかといっ

たことの方が整理しやすいのかなと思います。 

確かに盛んに避難勧告や避難指示が出やすい中で、高齢者や要介護者が在宅でいられるとか、

速やかに避難できるとかというところは、これまでにはあまり視点が当たらなかった課題だと

いうところは認識させていただいております。今回の計画の中で具体的な方策まではなかなか
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難しい部分があるかと思いますけれど、例えば包括ケアの中に入るかどうかは分かりませんが、

いわゆる包括的な支援の中で何らかの検討を進めさせていただきたいと思います。 

委 員：例えば、介護事業者の中で、病院もそうなのですけれど、災害時には何人くらいまでなら協力

するというようなことを、市の福祉課などが音頭を取って調整するみたいなことができればと

思います。どこに相談すればよいのか、どこに窓口があるのかといったことはこの計画の中に

入らなくても表明していただくことでもよいです。ここに相談すれば一定の指示をもらえると

か、施設の紹介があるといったことも試案の中に入れてもらえればいいのかなと思いました。 

事務局：補足ですけれども、市でも要配慮者、支援が必要な方のために、いわゆる福祉避難所に関して

は、例えば特養やデイサービスと協定を結ばせていただいて用意はあります。想定とするとあ

る程度長期間、例えば、地震でもう住むところがないといったことがこれまでの想定だったも

のですから、今回のような大雨で避難という時はすぐ戻れる可能性も高いですので、一時的に

は避難所に行っていただくことになります。 

ただし、これだけ災害が多いと、それで十分かどうかというところは検討が必要だと思いま

すし、それぞれのお体の様子を全て把握できていない部分もあるので、そういったところをど

うしていくのかというのは、色々と整理をしながら検討する必要があるのかなと思っています。 

委 員：「地域包括ケアシステムの強化、多職種連携の構築」のところに当たるかと思うのですけれど

も、以前、ＡＣＰ人生会議については、普及の検討とか各種研修会などの取り組みに協力した

というような報告がありました。2020 年の診療報酬の改定でも、そのＡＣＰの介入、意思決定

支援を適切に行った場合には加算が付くというような形で、厚労省の方でもＡＣＰの介入支援

を推進しています。 

看護協会でも、そのＡＣＰの普及・理解を深めるための学習会や研修会をしようということ

になっていますけれども、高齢者だけではないと思うのですけれども、その方が何を大切にし

てどう生きたいのか、どういう医療を受けたいのか、最終的にはどのように自分は終末を迎え

たいのかというようなところを支援していく中では、介護、在宅、それから病院の連携が必要

だと思います。第８期に向けてのそこの具体的な何か取り組みの方針とかがありましたら教え

ていただきたいと思います。 

事務局：医療・介護等の連携については、前回、市の取り組みが十分ではないというご指摘をいただい

たところです。必要性は十分認識しておりますし、やはりそういう場の構築には若干時間を要

したりですとか、整備が必要だというように捉えているところです。確かに、広域にもそうい

う連携を考える組織があって、そこで一旦は担っていただいているものの、市ではどうかと言

われると弱いです。先ほども言いましたけれど、例えば、多職種の方が集まるケア会議のよう

なことを回数を増やすことで、全体として連携するイメージとかが共有されることで広がる部

分があるかもしれないですけれど、それだけでいいのかというところは現状では何とも言えな

いところです。ただし、その必要性は感じておりますし、何か具体的な取り組みとしてきちん

と書かせていただく必要はあるのかなという認識です。 

副会長：ＡＣＰについてですけれども、今年の初めくらいに市民フォーラムというのがエス・バードで

あり、医師会の先生の方から非常にいいお話を聴きました。私も行ってきたのですけれども、

私たち専門職だけではなくて、ＡＣＰを知らない、人生会議をまだよく理解できていない方々
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にも、自分もこれから先々どのようにしていったらいいのかということは、大体その人生会議

という言葉で分かるかと思います。今おっしゃるように、在宅の医療・介護の連携が非常に重

要であって、これが揃わないとなかなかＡＣＰが全うできないというところが肝だと思います。 

そういったことを市民を巻き込んだ形で、少人数でもいいので、医師会の先生方にも協力い

ただいて少しずつ広めていったらいいのかなと思います。非常にいいお話だったので、私もそ

の話を聞いてから、自分の今後のそういったことを見直す非常にいい機会となりました。今ま

では漠然として、その場にいたら何とかなるのではないかと思いましたけれども、やはり残さ

れた人たちが困らないように、私もそういう年齢に少しずつ近づいてきておりますし、自分の

親も亡くした中で、やはり残されたものが困らないように、最後を閉じられるような、そんな

ようにできたらいいなと思います。 

広域の方ではそういった取り組みを少しずつやっていただいているのですが、市の方もすぐ

には無理ですし、コロナのこともあってなかなか大変だと思うのですが、市民を広く巻き込ん

で、そういった話を何らかの形でみんなに聞いていただく機会を作っていただけるとありがた

いと思います。 

事務局：人生会議に関しましては、広域の在宅医療・介護連携の場で検討が進んでいますし、医師会の

先生の話も何回も聴かせていただいております。 

そこの部会でもそうなのですけれど、なかなか会議自体捉え方が難しいです。確か少し前に

ポスターを作った時に、ポスター自体が批判されていたことがあったと思います。非常に大事

な考え方なのですけれど、一方で、その取り組みをアピールする時に、命の選択ではないです

けれど、何かマイナスなイメージが働いて、そんな話をするのかと捉えられる部分が少なから

ずあります。お話を聴いた時にも先生がおっしゃっていたと思いますけれど、医師会なり何な

りで積極的に話をすることも、なかなか難しい側面はありますということで、やはり地域から、

上手くそういった機運を高めていきながら話を進めていくことも必要だということです。そう

いったことで広域も状況を判断しつつあるという認識です。 

コロナの関係で広域の会議も一旦止まっておりますけれど、近々そういった取り組みの総括

がされるので、その中で広域としてもう少し踏み込んだ取り組みが出てくるかもしれません。

確かに単に介護や医療ということではなくて、まさに生き方の問題として、それがあることで

医療や介護の受け方が決まってくるという側面は少なからずあることだと捉えておりますの

で、全体の取り込みを見る中で、どういった取り組みが市で必要かということを考えてみたい

と思っております。 

会 長：今、このコロナの影響で広域の医療介護連携推進協議会もずっと滞ってしまっている状況なの

で、なかなかこういったＡＣＰのことなども進んでいませんけれども、非常に大切なことだと

思いますので、市の方も協力していただいて考えていっていただけたらと思います。 

委 員：今まで皆さんのお話を聞く中で、実際に今、私が担当している方のことをいくつか思い当たる

点がありましたので、少しお話をさせていただきたいと思います。 

サービスの充実というところですが、先ほどのＣ事業の３カ月のサービスが終わった後の受

け皿はどうなのかというお話の中で、最近、私も担当させていただいた方で、包括の方と一緒

に訪問に行ったときに、包括の方にＣ事業で集中的に３カ月やってみるという提案をいただい
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て、一度はその話で進みそうになったのですが、３カ月終わった後はどうするのかという話が

出まして、その地区にその後の受け皿がないので３カ月たったら終了だと言われました。その

サービスでは悲しいということで、パワーリハビリをやっている半日のデイサービスに行きた

いということで、そちらへ相談したのですが、包括からの予防の方の利用がたくさんになって

今受け入れができないと言われてしまいました。そこの事業所に少し前に介護の方で相談をし

た時もお断りをされて、その時も包括からの予防の方の依頼を受けてきて、一杯になってしま

ったので介護の方は受けられないと言われて、他の委員からお話のあったように、オールラウ

ンドの介護予防の思想というのはやはり大事だなと思いました。予防に力を入れるのはとても

大事なのですけれど、その方たちが利用をたくさんするために介護の方がサービスを利用でき

ないとか、地域に受け皿がないのでそこからサービスを使いたいのに受け入れてもらえないと

いう現状があります。要支援から介護１、２の方は、機能訓練もでき、半日でいいというデイ

サービスの需要がすごく増えていて、そういうところに定員が一杯になって受け入れてもらえ

ない現状があるので、その辺を地域で３カ月終わった後の受け皿があれば別にそれでいいと思

うので、そこを充実させていただきたいと思いました。 

高齢者の住まい、生活の場の確保というところで、他の委員からもお話がありましたけれど、

やはりサ高住は高いので申し込みできる方はとても限られてしまいます。最近、サ高住に３人

入ったのですけれど、どの方も待ち時間なく入れました。足りてないことはないのだなと、で

も入れる方は限られるので、そういうことになってしまう。サ高住に入れない、申し込みがで

きる経済状況にない方たちが、やはり老健を回りながらとか、ひたすら在宅で特養を空くのを

待っています。私が今担当している方で、経済的にとても苦しい方がいます。ショートステイ

を使いながら在宅でいらっしゃいますけれど、とにかく夜間のヘルパーが足りない。早朝や夜

間のヘルパーが足りなくて、在宅で生活していくには、どうしてもリズムを作ってくれるのは

訪問介護ヘルパーです。その方たちがないと、今離れたところに住んでいる娘さんが仕事が終

わってから毎晩通ってくれていますけれど、もうどちらも限界になってきてしまっています。 

ヘルパーが、夜間や早朝の人材の確保もすごく難しいのはよくよく分かるし、自分がもしそ

のヘルパーの立場だったら、早朝や夜間に仕事に出るというのはすごく大変だろうなと思うの

ですけれど、そこがないと在宅でなるべく長く見て行ってあげるということができないので、

とにかくヘルパーが本当に足りていないと感じるのが、ケアマネジャーとしての印象です。そ

の辺を少しでも改善できるような対策をしていただけるといいと思います。 

事務局：必要なサービスの部分については、当然のことながら計画の中で検討することでありますが、

なかなか正確に利用者の意向とかも把握することができない部分があるので、足りない部分は

あるかと思いますけれど、今後、アンケートの結果だとかそういったものを基に検討させてい

ただきます。私どもからすると、地域で暮らしていくためにはどういったサービスが必要かと

いうところは見ながら、前回の会議の時に会長からご指摘がありましたように、認知症通所介

護が少なくなってきているけれど、必要なら支援すべきではないのかというような話もいただ

きました。軽々に支援をするということは言えないですけれど、支援策なり、何か充実する必

要があることに関しては検討していきたいと思っています。 

ヘルパーに関しましても、サービス提供自体が減少傾向で、それは人材がいないから結果と
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して減っている側面もあるのではないかということも指摘をいただいておりますので、そうい

ったところはトータルで見たいと思っています。 

サ高住に関しましては、高齢者の所得の状況に応じて選べるサービスが限られてしまうとい

う現実はあるということは認識しております。サ高住もそうですし、特養もそうだと思います。

施設系のサービスというと、利用料の他に部屋代など余分なものがかかったりして、それが賄

えないので選択ができないという状況があるということは認識しております。 

副会長：最初に他の委員の方から、この第８期の介護保険事業計画策定の方針の図を見て、非常に第７

期に比べて分かりやすくなったという話がありまして、私もそう思います。ここに第７期の資

料を持ってきて比べてみたのですが、非常にシンプルになって、目標も３つということで、そ

の後の重要施策もシンプルで分かりやすくなったと思います。ここの中に書かれている文言も、

私たちはそういった道のものですので、非常に分かりやすくていいのですけれども、これをそ

れ以外の方が見た時に、もう少し分かりやすい文言に変えていただく部分があれば変えていた

だきたいと思います。これを進めていく中で、内容もきっとこれに合わせた形で作っていかれ

ると思います。ですから、誰が見ても分かるようにシンプルな形で作っていただければなとい

うのが希望です。 

事務局：今回お示しさせていただいた方向性について肯定的なご意見をいただいて、大変よかったと思

っております。おっしゃられたように、私どもが作る言葉ばかりではなくて、市民の皆さんに

対しても課題を共有させていただきたいと思うし、やはりそれぞれの立場から必要な役割は担

っていただく必要があるので、そういうことがイメージしやすい体系にもしたつもりです。言

葉遣いもそういったところをイメージして、取り組みがイメージできるような表現に今後検討

していく中で精査をさせていただきたいと思っております。 

会 長：今日の会議は、第８期の介護保険事業計画を作るにあたって、市がどういう方針をもって、ど

ういう視点をもって作っていくかということを示してもらう会議だったと思います。委員の皆

さんからその計画の中の具体的な内容のところも、そういったこともそんなことを考えてみた

らどうかということでたくさん出されたと思います。計画ということで具体的な内容を含める

と分厚い冊子になってしまうので大変かと思いますが、他の委員からも出されましたけれども、

とにかく分かりやすく、「高齢者が安心して健やかに暮らせるまちづくり、生涯元気、生涯安心

を目指して」という目指す姿、これを達成するために、第８期はこんなことやっていくという

ことを挙げていっていただけるといいのかなと思います。 

また必要な８つの視点を挙げてくれましたけれども、他の委員から出された住まいのこと、

そういったことも視点の中に入れていただけるといいのかなと思います。これがおそらくまた

冊子になって出てくると、また見にくくなってくるのですが、それでも色々な言葉のところも、

例えば、この視点のところでインフォーマルサービスとかと出てきますけれども、これは知っ

ている人は知っていますが、知らない人は何のことだと思いますし、ここには出ていないです

けれども、フレイルという言葉を使っても、それを知らない人は多いと思います。ＡＣＰにし

たって、それは何のことというのがあるかと思います。ですから計画を作るにあたって、用語

の説明だとかも入れていただいて作っていっていただけるといいなと思います。ぜひ今日出さ

れた意見を基に計画を作っていっていただけるといいかと思いますので、よろしくお願いいた
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します。 

 

（２） その他 

  質疑応答なし 

 

５ 閉会 


