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令和 2 年度 第 3 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 9 月 11 日（金） 14 時 00 分～15 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   16 名 

氏   名 出欠 氏   名 出欠 

何原 真弓 〇 下井 明雄 〇 

岩佐 慎治 × 高島 孝子 〇 

牛山 雅夫 〇  多田 雅幸 〇 

梅村 浩正 〇  田中 光子 〇 

笠原 真弓 〇  仲田 真由美 〇 

加藤 伸吾 ×  中塚 勝彦 × 

櫛原 勝子 〇  林 あゆみ × 

久保田 安子 〇 原 由美子 〇 

小島 強志 〇 前島 園子 × 

幸森 信良 ×  松村 秀樹 〇 

佐藤 澄子 〇 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 

第１回目の会議の冒頭で、国が通所系や短期入所のサービスに対して上乗せ特例を示しましたが、利

用者からも負担を求めるということで、個人的には非常に問題のある制度だと話をさせていただきまし

た。そうしましたら、飯田市ではこれに対して独自の補助金を設けてくれました。これは全国初です。

そんなこともありましてマスコミからも取材を受けまして、今週の火曜日には「イブニング信州」とい

う NHK の番組ですが、特集でも報道されました。その中で部長がインタビューに答えていたのですけ

れども、「支援を受けなければいけない高齢者の人たちから負担を求めるのはおかしい。」と語ってくれ

ておりまして、私ども事業者としてもこの補助は大変ありがたいと思います。課長が以前にこの制度に

対して利用者の方からも苦情が寄せられていると言っておりましたけれども、そういったことに対して、

部長をはじめ担当課の皆さんが誠実に応えてくれたと思っています。本当に飯田市のこの対応には事業

所を代表して感謝いたします。 

さて、第８期の介護保険事業計画ですけれども、国からの指針に基づいてこれから策定が始まるわけ

ですが、先ほどの飯田市の補助金のような、それこそ高齢者の目線に立って、地域性を生かし本当に安

心して暮らしていけるような計画にしていただきたいと思いますので、ぜひそういった計画を示してい

ただきたいと思いますし、皆さんと論議をして、そういった計画になるようにしていきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

 

３ 部長挨拶 

新型コロナウイルスにつきましては、専門家の意見では第２波が大分下火になってきているという状

況です。おかげさまで当地域では６例目以降感染者が出ていないので、少し落ち着いた状況と思ってお

りますけれども、インフルエンザと同時流行に備えてということで国が検査体制や診療体制の方針をこ

の４日に変えてきました。そういった新しい体制の構築が必要ということで、飯田医師会をはじめ、そ

ういったところで議論が始まっているところでございます。 

飯田下伊那の検査体制につきましては、前回にもご報告申し上げましたように、飯田市地域外来・検

査センターを開設しまして、症状のある方はかかりつけ医にご相談いただき、かかりつけ医が検査の必

要があると判断したら検査センターに予約していただいて検査をしているという状況であります。症状

のある方については、今きちんと検査できているということで、６例目が出た当初は毎日 10 件を１日

の枠としているところ 10 件以上の申し込みがあったりした日もございましたが、現在は落ち着いた状

況であります。 

今色々なところからお話が出ますのが、症状のない方が社会活動を回してく上で、検査をして陰性を

確認した上で社会活動に参加したいという要望が多く届いております。そういったことにお応えしてい

くために、市としても調整等してまいりましたが、瀬口脳神経外科で１日 10 件抗原検査というＰＣＲ

に次ぐクラスの検査を８月から始めていまして、中部公衆医学研究所でも来週月曜日から抗原検査を同

じく始めるということであります。それから下伊那厚生連も抗原検査を 10 月１日から始めるというこ

とです。ＰＣＲ検査は２万から２万５千円位はするところ瀬口と中部公衆は一応８千円ということです

ので、抗原検査はＰＣＲ検査に比べて非常に金額的にはお手頃ということであります。必要な方はそう
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いったところでまずは検査をしてもらいたいと思っております。 

今後、感染すると重症化しやすい高齢者をいかに守っていくかというところにつきましては、保健所

等と連携を取りながら、感染予防策について介護施設等に説明をしながら対応をとっていきたいと思っ

ております。 

補助金については、随分前に議会でご決定いただいたことですけれども、ここのところにきて全国初

と賑やかくなっています。市としては国の政策に課題が多いと思っていたものですから、介護事業所の

皆さんも大変悩んでいるというところで何とかできないかと考え、国と同等の支援策を市がすることで、

国の補助制度を使わなくても事業所が支援を受けられるという補助金を構築したわけでございます。市

としてはなるべく早くということで、臨時議会にそういった組み立てを間に合わせ、できる限りの早い

対応をとることができました。実は本日が締め切りになっているのですけれども、今のところ該当の事

業所のうち 80％位が申請をいただいているということで、なるべく全部の事業所の皆さんに、せっかく

作った補助金ですのでご利用いただきたいと思っております。 

本日は第８期介護保険事業計画の策定方針について議論していただくわけですけれども、こちらは７

月 30 日の社会福祉審議会本部会で市長から社会福祉審議会本部会に諮問をさせていただきました。本

部会でこの高齢者福祉分科会で審議していただくということでお願いしております。前回、前々回に引

き続きのご協議となりますけれども、今まで大雑把だったものが細かいところまで入っていくというこ

とで、先ほど会長がおっしゃいましたけれども、現場を知っている皆さんのお声をしっかり聞いて計画

を策定していきたいと思っておりますので、忌憚のない意見を出していただければと思っております。 

 

４ 報告 

 高齢者等実態調査の結果について 

会 長：以前にも訪問介護サービスが少なくなっていて状況を注視していくということで、今回の実態

調査でも平成 28 年度と比較して減っています。また今後充実してほしいサービスとして訪問

系サービスとあります。今ヘルパーステーションが人材の確保ができない状況がありますが、

今後訪問介護は必要とされなくなってくるのか、それとも実際には要望があるのだけれどもサ

ービスを確保できなくてケアマネージャーが代わりのサービスを入れているのかなど実態が

分からないのでお示しいただきたいです。そういった実態が分からないのであれば調べていた

だきたいと思います。 

事務局：質問項目については県内統一して行っております。訪問介護のニーズと実際の利用状況につい

ては現在詳細に把握しているわけではありませんので、事業所からの聞き取り等で確認をさせ

ていただきたいと思います。 

 

５ 協議事項 

（１） 第 8 期介護保険事業計画策定の方針について 

会 長：重点強化、新規の取り組みと書いてあるのですけれども、ここに掲げてくれたものの中で新規

の取り組みというのはどれになりますか。 

事務局：新規の取り組みということでございますが、明確に新規という取り組みばかりではないです。

それについては整理させていただきますけれども、これまでも取り組んでおりましたけれど、
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先ほど説明させていただいた方針まで含めて視点を変えて取り組むということになるとまた

捉え方も違ってくるので、その辺を整理させていただければと思います。 

委 員：認知症サポーターの養成という項目はいつも拝見するのですけれども、サポーターを養成して

認知症の人たちの暮らしがよくなるということは考えられないです。それよりもコロナと同じ

で、認知症は当たり前のことで、別にそれを特別視して、その人が来たから戸を閉めるとか、

その人が買い物に来たから万引きするのではないかと思って用心するとか、そういう地域の雰

囲気というか、人の心が変わるような住民の集まりを作っていただきたいと思います。サポー

ターというか、その勉強、認知症に何故なるかということは、もう皆さん聞きたくないほど聞

いていると思います。 

事務局：認知症サポーターにつきましては、認知症について学んでいただくというのが趣旨であります

ので、そういった偏見みたいなものをなくしていくというためにも、多くの方に話を聞いてい

ただくということが大事になってまいります。そういった意味でも色々なところで、サポータ

ーとは書いてありますけれども、学習会という意味で講座を開催してまいりたいと考えており

ます。 

副会長：先日、飯田警察署の方から特殊詐欺が最近非常に増えてきたということで、飯伊圏域介護保険

事業者連絡協議会に被害を防止するための協力をしてほしいということで、各事業所にもそう

いう通達をして、そこが一番大きな窓口になるというか、一番お年寄りが見えるということで、

協議会でも協力することにしました。最近、特に特別給付金が交付されてから振り込め詐欺や

特殊詐欺みたいなものが増えている状況で、これも高齢者が安心して暮らしていけるために必

要な項目だと思います。これをどういった形で要望したらいいのかということを、介護保険事

業者だけでなくて、もちろん警察もやっていますけれども、そういったことをこの介護保険事

業計画の中に入れて、「地域の支え合い、つながりの体制強化をすすめる」という項目に入れる

のか、「地域で安心して暮らしていける」という項目に入れるのか分かりませんけれども、そう

いったことも高齢者の安心につながるではないかと思います。 

事務局：確かに高齢者福祉計画の中では必要な視点だと思いますので、検討させていただきたいと思い

ます。 

委 員：私は最初の介護予防についてのところが介護保険で一番肝だと思います。意識という話なので

すけれど、先ほど元気な方の調査がございました。この中で 65 歳以上の 254 人のうち約 8 割

の人は「もう俺は元気だからいいよ」という調査でした。その辺に鍵がありそうな気がします。

確かにここに書いてあるとおり、若いときから気をつけるということをいかに意識づけるとい

うことが大切だと思います。例えば、がん検診は毎年案内がきます。あのような形で介護予防

についても参加するような環境を作っていただきたいです。私も以前は農家でして、ここに書

いてあるとおり、元気だからいいやとか、そういう気持ちは非常に強いと思います。私の周り

は農家なのですけれど、おじさん、おばさんたちは皆そんな意識です。だからそうではないの

だよと。体力があっても食べるもの、先ほど健康栄養管理という話が出ていますが、そういう

刺激だとか、人によって体力がスタートではないような気がします。いかに元気な 65 歳以上

の方であっても、いずれということの意識づけを毎年毎年市民の全員に伝わるようにしてほし

いです。そうすると飯田の介護予防は浸透していくと思います。個別にその対象になる人だけ
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でなくて、その家族だとか、子ども達にお父さんも受けたらどうですかとか、そういう慣行を

作ることが一番大事です。色々と起こってからでは遅いので、そういった意識づけをもう少し

やっていただければと思います。私は理念という言葉が好きなので、何のためにこういうこと

をやるのだ、飯田市は介護予防について全員に浸透するのだという思いをこの中に入れていた

だければと思います。 

これは特に回答はいいです。私は介護予防については意識をいかに植え続けるか、ご本人も

そうだし、家族にも子どもにも、そんな雰囲気ができればと思います。第８期の中にそういう

ことがこの３年間でできればいいと思います。 

副会長：介護予防事業の初回訪問時のリハビリ職による同行訪問という項目なのですが、これは非常に

すばらしい取り組みだと思っております。先ほどの話を聞かせていただくと、長寿支援課の中

のリハビリのスタッフということなのですけれども、実際に今何人くらいのスタッフがいるの

か。それと今後その対象ケースの拡大ということが書いてあるのですけれども、どういった形

で拡大を考えているのかを教えていただきたいと思います。 

事務局：私はこの４月から採用になりまして、私１人で今やっているところです。今、週に５、６人位

の訪問をさせていただいておりまして、地域包括から相談の上がったケースに対して同行訪問

をさせていただいております。その中で、先ほど申しましたように委託のケースについて開始

しているということで、今 10 日くらいお待ちいただいているような状況がありますので、そ

れがどうなっていくかというのは確認しながら第８期に向けて考えているところです。 

ケースの拡大につきましては、現在福祉課に初回の住宅改修とか福祉用具の相談が入ってい

る実態もありますので、そういった方たちに私の方で訪問した方が適切なような状況があれば、

私の方で行かせていただくようなことを考えてまいりたいと思っております。ただし、全部と

いうわけにはもちろんまいりませんので、どういったケースに同行した方がいいのかというこ

とを十分検討しながら第８期に向けて進めていきたいと考えております。 

副会長：今お聞きすると、１人で頑張っていらっしゃるということがよく分かりました。やはり初回の

時の訪問というのは、リハビリの観点、専門職の観点から入っていただくと非常にありがたい

ということと、在宅で生活していく上で、住宅の環境だとか、そういったことを専門的な見地

から見ていただくと非常にありがたいという部分で、今後も継続してやっていただきたいと思

います。拡大に向けては、これは私の意見ですけれど、もう少しスタッフの実働を生かしてい

ただいて、市の方の考えもあるかと思いますけれども、希望としてはスタッフを充足していた

だいて、もう少し拡大していただけたらと思っております。 

委 員：元気高齢者のアンケートなどでも、足の確保というのがかなり出ていまして、要介護高齢者に

も出ておりました。私の診察でも、認知症の人の免許証が良いか悪いかというような診断書を

書くようにというようなことがあります。お二人で暮らしていてご主人が認知症かもしれない

ということで、更新の時に引っかかってしまったというような方ですけれど、車がないと困る

と盛んに言われて、車といっても畑に行くときに使っているくらいなので、そのくらい大丈夫

ではないかとか、近くの買い物に使えないとかいうことでなるべく運転できるようなことがな

いかということで考えて、中間にあたる軽度認知障害であれば６カ月間は有効ということにな

るので、そのように書けないかどうかということで検討しています。そうはいっても、症状が
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進んできてしまって、そういう診断を書けなくて「認知症」と書くと、免許取り上げになって

しまいます。その方には返納を勧めて、大体返納していただくようになりまして、以前に比べ

ると返納される方は増えているとは思うのですけれども、返納したときに市町村によってもら

えるサービスというか、利用できるサービスが違うのですが、それを拡充していただけないか

と思っています。特に足の確保ということについて、タクシーや巡回バスがあるかとは思うの

ですけれども、車を運転できることで、高齢者の人の生きがいにもなっていたり、役割になっ

ていたり、畑に行って仕事をするということにも車が使われています。ＱＯＬのためにも、認

知機能維持のためにも、運転は非常に重要なので、そういう活動が途絶えてしまうと一気に衰

弱してしまう、フレイルから一気に要介護状態になってしまうので、免許を返納した方にも今

までの農作業に気楽に行けるというような足の確保ができないかというのをずっと思ってい

ます。高齢者で仕事を辞めた方で、あまりやることがなくてぼーっとしていて機能が落ちてし

まうので、自分のために運動するというよりはボランティアとして関わるというようなニーズ

を持っている方もいらっしゃると思います。そういうニーズを運転、足の確保を担っている人

が大勢いらっしゃるので、そういうのに結びつけるような、65 歳の方の訪問のときに、そうい

うニーズがあればこういうところにという、求めているけれど、どうやって集めたらいいかわ

からないところもあるかと思うので、そのつなぐような役割もやっていただけるといいと思い

ます。それで足の確保をして、元気な人にも良いし、認知症で免許を諦めた人にも、今までの

活動が継続できるような支援ができるような仕組みができるといいと願っているところです。 

それともう一点ですけれども、ヘルパーがなかなか確保できなくてということで、ニーズが

あってもサービスが応えられないというところもあったりするのですが、今回出ている色々な

新規の取り組みということだけで、なかなかヘルパーになる人が増えて、働いてくれる人が増

えるかどうかという、もう一歩、何か進んだ、踏み込んだ施策がとれないかと思っているとこ

ろです。具体的にといってもなかなか難しいのですけれども、給料が低いとか、学校に行くと

きの支援をしていただくとか、前から色々と案は出てはいるのですけれども、そういうところ

の施策をもう一度何か追加できることがないかとご検討いただければと思います。 

委 員：ヘルパーと看護婦とそれから在宅のボランティアでやる１つのみで、その日にかけるバイタル

によって仕事を変えてきました。この薬を飲むとフラフラすると思って、ヘルパーとして行っ

た日に主治医に電話をかけると、主治医から「薬のことに話しを入れるな。」と言われて、看護

婦と言うとちゃんと話を聞いてくれるとあって、ヘルパーが最前線にいるので、先生は来て診

てくれて最先端かもしれないけれども、一番変化の激しいヘルパーの話を聞いてほしいと思い

ましたが、今日私はヘルパーとしてなんだから「はい。」としか言えませんでした。以前に医師

会の先生方とお話しをしたら、「多職種の人たちが交わるようになって顔が分かるようになれ

ば、そんなことにはならない。」と慰められたのですけど、ヘルパーがもっと自分でプライドを

いくらでも持てるように、周りのヘルパーをヘルプしてほしいと思います。ヘルパーが気付い

たことは、「いつもですよ」と言うのではなくて、「ああ、そうだったのですね」と。ヘルパー

は仕事がなくなると大勢集まって、一番汚い仕事で一番安いと、こういった目を社会がヘルパ

ーに対して当てるのではなくて、自分たちが辞職しなくても仕事できるのはヘルパーたちが助

けてくれるからだ、ヘルパーたちをもっと知恵のある人に育てて、一番ヘルパーが家族よりも
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おばあちゃんやおじいちゃんをしっかり見てくれる人だ、気がついてくれる人だというように、

地域がヘルパーをもっと大事に育ててくれたらと思います。ヘルパーをやってくれる人たちも、

この間、「楽しい仕事だし、嬉しい仕事です。」と若い男の子が出てくれてうれしいと思いまし

たけれども、みんなヘルパーはやる気なのです。人間が大好きだからやっているのです。仕事

がなくてやっているのではないのです。おしっこした後を片付けてはいけない、身体介護をし

てはいけないと言っても、そんなことをせずに帰ってくるヘルパーなんか一人もいないです。

自分が汚れても、ひょっとしたら自分が感染症になるかもしれないと思っても、やるときは夢

中でやっているのです。育てる人たちと地域のヘルパーを大事にするような目を持ってもらい

たいと思います。 

事務局：まず、足の方からですけれども確かに大きな課題があるという認識はしています。買い物とか

いうときにもやはり足は課題になっていると思いますし、先ほどの説明の中でも若干触れさせ

ていただきましたけれども、こういったものに参加するとか、ああいったものに参加するとい

うところから、足のことを一旦は検討を進められればと思っております。例えば、高齢者の方

が通いの場に参加するのには、足をどのように考えていったらいいのかとか、色々な公共交通

機関ですとか、認定を受けておられる方だと福祉有償運送があったりするので、目的に応じて

確保していく中で足りないところにどういう支援がという考え方をしていくような方向で何

らかの検討は進めたいと思っております。 

人材の確保の関係で、主にヘルパーのお話かと思いますが、本当に私どもも切実な課題だと

思っております。正直、いい解決策が私どもも思いつかないところもありますので、今後事業

所の皆さんにもアンケート等を出させていただく中で、何か有効な支援を進めていきたいと思

っております。先ほども説明いたしましたけれど、資格を取ることに関してはある程度、市独

自の支援策も現状では用意させていただいております。ただ、それをご利用いただける方が少

ないという現状もあるように認識をしております。介護保険が始まったときには色々なところ

で、例えば、ヘルパー２級の研修会をやると、特に女性の方がたくさん受けていただいたこと

もありましたけれど、今はなかなか受けていただける方が少ないような現状もあるようですの

で、呼びかけが悪いのか、人材的になかなかそこへ誘導できていない部分があるので、どうい

ったことが有効かということは難しいことですけれども、検討は進めさせていただきます。 

 

（２） その他 

  質疑応答なし 

 

６ 閉会 


