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令和 2 年度 第 4 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 11 月 2 日（月） 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 × 下井 明雄 × 

岩佐 慎治 〇 高島 孝子 〇 

牛山 雅夫 ×  多田 雅幸 〇 

梅村 浩正 ×  田中 光子 〇 

笠原 真弓 〇  仲田 真由美 〇 

加藤 伸吾 ×  中塚 勝彦 〇 

櫛原 勝子 〇  林 あゆみ 〇 

久保田 安子 〇 原 由美子 〇 

小島 強志 〇 前島 園子 〇 

幸森 信良 〇  松村 秀樹 〇 

佐藤 澄子 × 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 

皆さん、こんにちは。お忙しい中をお集まりいただき、ありがとうございます。飯田市は、10 月 28

日に佐藤新市政がスタートいたしました。佐藤市長は 2050 年、飯田市は日本一住みやすいまちになる

と宣言しています。この日本一住みやすいまちというのが何かと考えますと、ハード面の整備はもちろ

んかと思いますけれども、一番は様々な福祉制度の充実ではないかと思います。今回のこの計画でも目

指す姿というところに「高齢者が安心して健やかに暮らせるまちづくり」とありますけれども、まさに

安心して健やかに暮らせるまちづくりというのは、様々な福祉の制度の充実したまちではないかと思っ

ております。そういった意味ではこの会議というのは非常に重要な会議であると思いますので、活発な

ご論議をお願いしたいと思います。 

あと１つ苦言を呈したいと思いますが、この事前資料が送られてきたのが先週の金曜日でした。それ

を実際に手に取るというのは金曜日の夕方ということになるので、この資料に目を通すにはちょっと時

間が少なすぎるのではないかと思います。そういったご配慮もお願いしたいと思いますのでよろしくお

願いします。以上です。 

 

３ 部長挨拶 

皆さん、改めまして、こんにちは。公私ともお忙しい中お集まりいただきましてまことにありがとう

ございます。ただ今の会長のご挨拶にありましたように、選挙により市長が交代しまして、先週の火曜

日に牧野前市長が退任され、28 日水曜日から新市長の佐藤市長が就任されました。就任の挨拶で、2050

年に我々の子供たちが子育て世代になった時に飯田市が日本一住みたいまちになることを思い描いて

いると申しておりました。自然良し、暮らし良し、経済良しの日本一住みたいまちを作っていきたいと

いうことでありますが、そんなに簡単に日本一住みたいまちができるわけではないのですけれども、１

つ１つ皆で取り組んでいけば必ず実現できるのではないかと申しておりました。先ほど会長がおっしゃ

いましたように、暮らし良しの一番の土台は福祉分野で言われております「みんなが住み慣れた地域で、

生き生きと暮らしていける地域をつくる」という地域共生社会を作ることだと思いますので、そこに向

けて気持ち新たに仕事をしてまいりたいと感じておるところであります。 

それから、佐藤市長は対話と現場主義で心通う市政を作りたいと申しておりまして、自分でもそうい

った気持ちで市政に取り組んでいくので、職員にも同じ姿勢で取り組んでもらいたいという挨拶があり

ました。市の職員は市役所の箱の中にいるだけではなくて、現場に出て市民の皆さんにしっかりと話を

聞き現場を見て来いということだと思いますので、職員に対してそのようにしていきたいと思いますし、

またこういった会議での皆さんの発言も現場主義による対話になると思いますのでしっかり意見を出

していただければありがたいと思っております。 

少し話が変わりまして、新型コロナウィルスのことですけれども、まだまだ先が見えない状況であり、

世界的にはまた拡大傾向ということで少し心配しております。市では以前から言っておりますように、

地域外来・検査センターを作りまして、検査を毎日平日に行っておりますけれども、昨日までに 400 件

弱の検査をしてきました。一日に 2 件から 4 件くらいコンスタントに検査をしております。これからこ

の検査の課題は、インフルエンザと新型コロナウィルスの同時流行に備えてどのように検査をしていく
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かというところが課題と思っております。今までは保健所や地域外来・検査センターのような所で検査

することになっておりましたけれども、これからは身近な診療所でも両方の検査ができるようにしてい

くという方針を国が出しておりますので、当地域でもそういった検査ができるような体制を保健所が中

心になって作っております。またその検査ができる診療所と、休日夜間診療所や地域外来・検査センタ

ーではどういった役割をこれからとっていくのかを医療機関や医師会等と連携しながら構築していく

必要があると思っております。 

また前にもお話したと思いますけれども、無症状の方も瀬口脳神経外科と中部公衆医学研究所で抗原

検査を自費ですけれども８千円で検査ができますので、これから経済を同時に回していく中で必要があ

ればそういうところで検査をしていただきたいと思っております。この自費の検査につきましては、国

は重症化が見込まれる 65 歳以上の方に補助金を出すという方針を出しておりますので、市も補助を出

しながら自己負担が少ない形で検査ができるような体制を作りたいと思っております。 

本日は第８期の介護保険事業計画をご協議いただくわけですけれども、先ほど会長から事前資料の配

布が遅いということで大変ご迷惑をおかけしました。1 週間前には資料を発送することになっておりま

すので今後は気をつけてまいりたいと思います。 

先ほどお話した市長の交代がありまして、選挙期間と新旧の市長が入れ替わるということで、市も 1

週間位の意思決定のブランクが生じてしまったのかなと思っております。本日の協議内容についても、

もう少し踏み込んだ内容でご協議できればと先週の金曜日に新市長と話をしているわけですけれども、

皆さんにご協議いただくには少し曖昧な点があるのかなと思いまして、ご容赦いただきながら今の段階

での状況を説明させていただきますので、皆さんの率直な意見をいただければありがたいと思っており

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

５ 協議事項 

（１） 第 8 期介護保険事業計画策定について 

委 員：「認知症自立度Ⅱ以上の人（日常生活に支障を来す認知症状の見られる人）」の言葉の意味を教

えてください。またⅠやⅢはあるのか教えてください。 

事務局：認知症自立度のランクですけれども、おっしゃるようにⅠとかⅢもあります。一番元気と言い

ますか、軽度の方が自立という言い方をしますけれども、Ⅰがありまして、ⅡがⅡのＡとⅡの

Ｂがありまして、ⅢもⅢのＡとⅢのＢがございます。その上にⅣがありまして、最後にＭとい

う段階がございます。一般的に生活に支障をきたす、日常生活に支障をきたすというランクが

Ⅱからというところが 1 つの境目としてはございます。 

会 長：1 つ私の方から聞かせていただきたいのですが、平成 30 年の 4 月から令和 2 年の 9 月までそ

れぞれ出現率が出ていますが、平成 30 年の 4 月と令和 2 年の 9 月と比べてみますと要介護 4・

5 の方が大分下がっていると思います。特に割合的には介護度 5 の方が非常に少なくなってい

るのですが、これは穿った見方をすると、介護度を抑えて判定しているのではないかと思えて

しまうのですが、この要因はどのように考えておられますか。 

事務局：私どもとすると詳細な要因を判断しかねるというところがまず 1 つございます。それからもう

1 つ、私どもとして介護度は適切にという思いがあるので、重い方を出さないようなことをし

ているということは全くございません。そこはそういうご理解で当然おっていただけると思っ
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ております。軽度の方に関しましては、基本的に総合事業が始まったこともあって、認定を受

けなくてもサービスが使えるので減少傾向というところはあるのだろうと思っております。一

方で重い方が減少していることは、理由が 1 つではなくて複合的であり、どれがその主な要因

になっているかというのは判断しかねます。例えば、要介護度が 3 や 4 であれば安定している

ためにわざわざ 4 や 5 に変更をかけることがあまり現場として必要がなくて上がっていない

というところがあるでしょうし、中には体調を崩されて重い方でも一時的に要介護認定の出な

い方もいらっしゃいます。更新の時期に入院していると、一旦延期しますとかいうこともある

ので、ごくごく稀のケースとしてそういうことも全くないわけではございません。詳細にどう

いったことがというところはなかなか分からないのが現状です。トータルでみると、結果とし

て今は比較的に要介護認定者の出現が安定しておって、悪くなる方も多くなく、結果として新

しく介護の認定を受けてもすぐ重くなっていく方もいないというようなことも含めた総合的

なものというところが現状の判断としか言えない部分で、特別な明確な理由に関しては持ち合

わせてないというところが現状でございます。 

委 員：私は福祉用具の業者なのですが、レンタルを私の会社で 1,800 人位の方にお借りいただいてい

るのですが、ここ 2、3 年でお亡くなりになる方が減ってきています。ということは逆の意味

でレンタルを長く使っていただいている方が増えています。要するに私どもとしてはありがた

いことではあるのですが、月々の死亡者数というのは私どもデータとして持っており、そのデ

ータではこの 2、3 年で減っています。今年は特に毎月 30 人お亡くなりになるところが 20 人

を切っています。2 ヶ月で 5 人しか亡くならなかった月が今年はありました。そういう面で使

うのは早く使うのですけれども、皆さん長く使って長生きしているというのを感じております。 

会 長：介護度が下がるというのは喜ばしいことで、状態が良くなったというようにも思えますが、介

護保険は医療と違い支給限度額があります。いくらでも使えるというわけではなくて、それを

超えてしまった時には全額自己負担になるというところで、要介護者の皆さんが必要なサービ

スをきちんと使える介護度がいいと思いますので、また分析をしていただければと思います。 

委 員：2 点お聞きしたいと思います。「介護の担い手不足」それから「離職」ということに対して市で

「側面的な支援策を講じる必要があります。」と記載がございますが、具体的にどのような支

援策をお考えでしょうか。それから「認知症について正しい理解を深めるために講演会等も開

催する必要があります。」とありますが、これはどのような方を対象としてお考えでしょうか。

私ども現場でやっておりますと、認知症の方が夜間徘徊をされて保護される場所は大概コンビ

ニです。コンビニの店員さんが「不審者だ。大変だ。」ということですぐに警察に連絡します。

一例ですが、4 名の屈強な刑事さんがいらっしゃいまして「何をしているんだ。」となりました。

そのような時に認知症の方がどういう状況を引き起こすかご存じでしょうか。パニックになり

ます。逃げようとします。押さえ込まれます。その翌日私どもの所を利用なさったのですけど

も、興奮してしまってどうにもできなかったこともございます。そういった意味で、普通は福

祉施設とか、福祉に携わっている方が対象にというのが非常に多いと思うのですけども、広範

囲の方を対象に講演会というのはお考えになっていらっしゃるのでしょうか。 

事務局：いずれも後半の個別の説明の中でも触れさせていただく項目ですが、人材に関しましては、1

つは現場への支援策を聞き取りなどしていく中で検討を進めていきたいと思っています。今個
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人的に思っていますのは、例えば事業所で何らかの資格を、介護員の方とかがスキルアップの

ために資格を取られたりすることがあろうかと思いますけれど、そういったところへの金銭的

支援とかが離職防止とかに役立つようであれば、そういった支援も検討してみたらどうかとい

うところは考えているところでございます。 

認知症についてですけれども、1 つは広く講演会をするというところがあるかと思います。

講演会については、これまでも新型コロナウィルスがなければ毎年開催をしておったわけです

けれども、私どもの呼びかけも不十分だった部分もあって、やはり福祉に関係する方が主に参

加をいただいて、参加者も 200 人程度ということで、そういった意味では広く一般の方にとい

うことではなかったので、そういった部分については見直したいと思います。もう 1 つは認知

症サポーター養成講座というようなことを催す中で、例えば市と見守り協定をしている団体で

すとか、学校ですとか、企業ですとかっていうところとは認知症の研修みたいなものを行って

おりますけれども、私どもから積極的に団体にお声がけをするというよりは、団体からお声が

けをいただいているというところの姿勢があったので、その辺は見直して、現状でも金融機関

ですとかそういったところからは引き合いがあってやっておる部分もございますので、そうい

ったところを対象に広く、今委員がおっしゃったようなことが起きないように認識をお持ちい

ただけるような講座をやっていくことが必要だと思っております。 

委 員：勉強会のことですけど、随分長くたくさんやっていただいております。もちろんお巡りさんた

ちも銀行も郵便局もスーパーの方たちも勉強してくださっていますけれども、看ている家族の

方からの話を聞いてくれていません。家族が認知症のことを勉強するものではなくて、現実の

生活の中で「こうことがありました。ああいうことがありました。その時にこうして施設にお

願いするようになりました。」とか、「施設にお願いしなくても在宅で看られるようになりまし

た。」とか体験を聞いていただくということは大事だと思います。施設やヘルパーの皆さんに

お願いする時に、「勉強ばかりしていて家族の声を聞いた時がなかったから、今度は施設長に

頼んで家族の会で話を聞く。」と言って医師会はしてくださったことがあります。認知症の人

たち自分たちがテレビで語ったり、それから静岡の富士見の方では役場の職員とか社協の人た

ちが認知症本人について講演して歩いております。「認知症は何にもできないのではありませ

ん。」とか、「このくらいの判断をしています。」とか、「ここを目指してほしいです。」とかいう

勉強会をしておりますので、それを一考していただけたらと思います。 

会 長：今こういった現状がある、こういった課題があるという意見がそれぞれ委員の方たちから出さ

れていると思います。もちろんこの後、第 8 期の計画で今出されたものについて触れていかれ

るかと思いますけれども、私の方からもう１点聞きたいのですが、認知症カフェの参加者が増

加しているとか、相談件数が増えているという記載がありますが、これは具体的には第 6 期と

比べてどれくらい増えているのですか。 

事務局：申し訳ございませんが細かい数字は今手元にございません。今日担当が所用でこちらに出席し

ておりませんので、細かい数字についてはまた文書で報告したいと思っております。認知症カ

フェに関しましては、ご案内のように介護予防の拠点の施設ができた時に、それまで隔週だっ

たのを毎週木曜日の開催ということで回数を増やしておりますので、そういった意味でも多く

の方が参加いただきやすい状況にはなっております。ただし、新型コロナウィルスのこともあ
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って活動できない時もありましたし、今後も状況によっては活動しづらいこともあるのですけ

ど、認知症カフェの回数が増えているというところは認識いただければと思います。 

委 員：カフェをやらせていただいておりますわたの実会です。認知症カフェはわたの実の患者さんだ

けではなくて、市から補助をいただいておりますので、認知症の診断を受けた人とか、家で認

知症に困っている方、明らかに認知症という方を対象にしてやっておりますけど、20 人以上と

大勢見えていただいております。その時に喫茶店だからどこの誰だか聞かないようにしようと

か、自分から名乗った時は聞くとか、聞かなくても気楽に来ていただけるようにしようとかい

った内容でやらせていただいております。認知症の会に入ってくださる方たちも多くなってき

てやって良かったと思っております。初めは 5、6 年前に名古屋で始まったときにみんなでや

りたいと思いましたが、もう少し行政の動きを見てからと思ってからもう 4、5 年になります

けど、おかげさまでしっかりと方々に話が広がっています。ケアマネさんが困ったら連れて行

ってみてと言われたから本人も家族も一緒に来られて、家族が来られないとするとご兄弟とか

お組合の隣近所の人たちが様子を見てくださるとか、そんな形で続けておりますので良かった

と思います。それから認知症の家族の会ですけれども、これは私たちが月に一回ずつやるばか

りではなくて、サテライトで下久堅とか山本とかどこかに年に２回は飛んで、その地域に何も

なくて認知症で足がなくて来られなかったり困っている人がおって、医療ではなくて家族が困

っていたらその問題を一緒に考えるから出てきてということで、今まではサテライトでずっと

10 年余やってきております。今年からあちこちに飛ばなくてもさんとぴあでやるということ

が分かってきたから、さんとぴあでやるだけでいいかと思っていたらコロナになってしまった

ので今年は開けずにおりますけれど、一生懸命認知症の会の中に広報をしてやらせてもらって

いるつもりです。  

委 員：「高齢者生きがいづくりの社会参加の促進を進めます。」というところで、最後に「動機づけに

つながるポイント制度などの導入」とあるのですけれど、どういうポイントなのでしょうか。 

事務局：これは現状だとその後に書いてありますが研究ということでありまして、1 つはボランティア

活動にポイントを設けて、ポイントが貯まると何かそのボランティアに携わっていただいた方

にバックができるということであり、皆さんに意識を持って取り組んでいただくためにはそう

いった取り組みが必要かということで、そういったことに関して研究を進めたいということで

す。色々な活動がボランティアであったり、あるいは高齢者の活動、あるいは介護予防もそう

ですけど、ある程度こういったことをするとこういった効果があるということに関しては推進

していきたいというところがございますので、そういった効果があるということを明確にする

中で何かそのポイントなりというところの研究が進めば、それを動機づけではないですけど活

動の参加につながるきっかけにもなりますのでそういったことを研究したいということです。

他の自治体では実際に、基本的には若い方向けですけれど、スマホにアプリを落として歩くな

どの健康活動をすると、アプリがそれを自動的に計測してポイントを付加し、そのポイントに

応じて商品が求めやすくなるというような仕組みを作っている自治体があります。介護予防で

すとかボランティアなど、参加いただくことが必要ですけど、なかなかメリットがない中で参

加と言っても難しい部分もあるので、そういった他の先進的な事例を参考に研究をしていきた

いと思っています。 
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委 員：今、高齢者の運転免許の返納が多くなってきていますので、そうすることによって今まで高齢

者が行っていた生活圏が車を返上してしまったために狭まってしまうという状況があります。

移動手段という意味でそれに対する援助とか対策とかそういうのを考えていただくようなも

のをと思いました。 

会 長：今のポイントについては第 2 部の専門のところでも触れられるかと思いますので、そちらの方

でもう少し詳しく説明があるかもしれません。 

委 員：「一般介護予防事業」で「保健師、管理栄養士、歯科衛生士による訪問」というのがありますが、

保健師は各センターにいるから大勢いると思いますが、管理栄養士さん、歯科衛生士さんもそ

んなに大勢いるのでしょうか。この保健師さんはどこの保健師さんのことか、それから人数は

どのくらいいるのか、まずお聞きしたいと思います。 

事務局：まず保健師につきましては、地区にもおりますし、市役所の本庁にもおりまして、合計します

と約 30 人程度在籍をしておるかと思います。管理栄養士、歯科衛生士につきましては、その

ように大勢おらず、歯科衛生士は１人、管理栄養士も１人ないし２人でございます。特に歯科

衛生士につきましては、常駐の歯科衛生士ではございませんけれども、個別の事業に日々雇用

的な歯科衛生士さんも歯科衛生士会のほうを通じてお願いをしている事業でございますので、

そういった方々にこの事業も継続してお願いしてまいりたいと思っております。 

委 員：うちで保健師さんや管理栄養士さん、歯科衛生士さんの訪問を受けたことが全然なかったもの

ですから、どうなっているのかと思って聞いてみました。昔の保健師さんは役場の保健師さん

の頃ですが、よく個別訪問しておられて子供が生まれたとか、おばあちゃんが病気だとかとい

うようなことで訪問をしておられたようですけど、今全然そういうのがないかと思いましたら、

ここに訪問すると書いてあるので、また必要なときには言っていいのかと思いました。それか

ら、次の在宅福祉サービスの取り組みのことでお伺いしたいのですけれども、「寝具の洗濯乾

燥事業」というのは、我が家でも親が寝たきりでおりますけれども、洗濯乾燥サービスをお願

いしたところ敷き布団と書いてあったのですが、やはりこれは敷き布団だけでなくて掛け布団

もお願いしたいと思いますのでご検討いただきたいと思います。それから、「介護用品の購入

券支給事業」というのがありますが、これは希望があるのかということと、それからどうやっ

て証明してもらっているのかということをお伺いしたいです。といいますのは、紙おむつ使用

は、税金を納める時に紙おむつを使っているご家庭は申告すれば戻るというのがありますけれ

ども、そのために診療所の先生のところへ行って証明をお願いしたら「私は知りません。お宅

のおばあちゃんを診たことがないから簡単には証明できません。家族の方がそう言うのなら証

明しましょう。」というような証明の仕方をされたことがあるのですが、こういうのはどのよ

うに取り組まれるのかとお伺いいたします。 

事務局：「寝具の洗濯乾燥事業」の掛け布団のことにつきましては検討させていただきたいと思います。

「介護用品の購入券支給事業」ですけども、これにつきましては書いてありますように市民税

非課税世帯の重度要介護者を介護する家族ということでございまして条件がございます。該当

の方につきましてはこちらで調査いたしまして、該当する方にはその旨の通知を出していると

いう取り組みを進めております。証明につきましては、これとは別なのですけど、医療費控除

の関係でしょうか。先生に証明を書いてもらうというのは。 
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委 員：この場合のことです。 

事務局：これは今お話したように該当者に直接通知を出して申請してもらうという形をとっております。 

委 員：第４章の「多様な人材の確保」のところの「関連する取り組み」というところで「介護事業所

で働く職員の資質向上と働きがいのある職場環境の整備のため資格取得を目指す職員や事業

所への支援の検討を行います。」とあるのですが、この資格取得というのは介護福祉士とか国

家資格のことでしょうか。初任者研修は前に出ています。 

事務局：初任者研修につきましてはそれだけ抜き出して別にしているのですけれども、先ほどもお話が

ありましたけれども、それ以外の資格につきましてはスキルアップということで資格を取得す

ることも含めまして、職員自身への支援であるとか、あるいは事業所への支援であるとか、そ

ういったニーズの調査を行うことで考えております。 

委 員：今の段階では特に何かということは具体的にありますか。 

事務局：具体的な資格については今のところ未定です。 

委 員：この件に関しまして以前お伝えしたことがあるのですけれども、飯田下伊那で資格を取得する

場所があまりないので、国家資格などを取れるような方法も今後検討していただけたらと思い

ます。あと、第１章の「介護予防の意識醸成」の「市民へ介護予防の大切さを伝える場をつく

り」のところですけれども、市民へ介護予防の大切さを伝える場というのは今現在何かやられ

ているのですか。具体的にどのようなところでやられるのですか。 

事務局：同じ「重点（強化）・新規の取組」のところの上から 3 つ目にあるものが、現在行っているもの

でございますけれども、「介護保険被保険者証交付および健康セミナーの開催」ということで、

新たに 65 歳になられた方につきましては、介護保険制度の中で第１号被保険者というところ

で区切りの年齢となっていまして、介護保険被保険者証が交付される方になっております。そ

の方を対象にいたしまして、市の現状や介護保険制度の説明をさせていただくとともに、その

際に栄養の関係、また介護予防の簡単な運動ですとか、そういうことの説明をさせていただい

ておりまして、制度の説明と介護予防のお話をさせていただく場を設けさせていただいており

ます。 

委 員：意見としてお伝えしたいのですけれども、身内で「私は大丈夫。」と言って全然関心がなく、実

際に生活習慣病にかかって薬を手放せないという状況になっている身内がいます。そういう危

機感を持っていない人はそういうところになかなか行こうともしないですし、関心もなく嫌が

って行きません。この伝える場というところで、例えば各地域での常会や組合など小さい集ま

りがあるのですけれども、そういう中でそういう場をつくるのはいかがでしょうか。講師やス

タッフを派遣しなければいけない部分があるかもしれないですけど、そういう気軽に話せるよ

うな場所の中でお話ができると、それを聞いて帰ってくる身内がいたりですとか、本人がそこ

に出ていけば実感が湧いて近所の人たちと話ができて自分も危機感を持つのではないかと思

いました。もし今後検討していただけるのであれば、小さい集まりの中でこういう意識を高め

るような啓発活動もできるといいと思いました。 

委 員：今の話の関連で、「介護予防の意識醸成」の中に「若い世代からの効果的なフレイル対策、生活

習慣病予防の取組みが必要です。」と書かれているのですが、今病院の検診センターに関わる

ようになって、今お話しいただいたように、検診に来られる方たちが検診の結果を見てもそれ
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がこの先どういう状態に繋がっていくのかということをなかなか自覚してくれなくて、生活指

導や保健指導でいろいろお話をしても、生活を変えるとはならないのがすごく気になっていま

す。フレイル対策やロコモティブシンドロームという言葉も出てきているのですが、こういう

言葉についても例えば 40 代、50 代くらいのこれから高齢者になる少し手前の方たちが知りま

せん。簡単なロコモティブシンドロームのテストを行った時に引っかかってしまうのですが、

引っかかった時に初めて「自分はこんなにできていなかった。」と言われます。テストを受けて

くれるところまで行き着かない人たちがほとんどで、テストまで行かずに漏れた人たちは問題

を抱えたまま、これから 10 年、20 年経って今お話しされているような対象の人たちになって

くると思います。もう少し若い世代の方たちに啓発活動をしたりとか、多分 40 代、50 代の方

たちは企業とかに勤めていて地域の集まりとかに出てくる機会とかなかなかないので、逆に企

業に働きかけたりとか、何かそのようなのがあってもいいのかと思いましたので、これからご

検討いただければと思います。 

部 長：若い世代に対する保健事業とは保健課が取り組んでおりまして、健康づくりに関しては年をと

ってから急に介護予防したら効果が出るというものではなくて、やはり若い頃からの健康づく

りが大事だという視点を持って、特にいいだ未来デザイン 2028 の中では一緒に取り組んでい

くという目標を作っております。市としますと一番は市の担っている部分が国民健康保険です

ので、国民健康保険の人で検診のデータの数字が悪い方に対しては保健指導とか、重症者に対

しては改善のための指導とか色々と取り組んでおりますけれども、他の健康保険の方に対する

そういった取り組みが足りないのではないかというところは課題として捉えておりまして、他

の健康保険の方たちとの連携というところが問題だと思っております。今取り組んでおるとこ

ろとしましては、若い方が企業に勤めておりますので、出前講座という企業に出向いて講座を

するところに重点を置いておりまして、今以上に回数を増やして取り組んでいきたいと思って

おります。それから若い世代の健康状態が良くないというところがありまして、消防団に対し

て血液検査を行いましたら、９割の方に所見が見られたという衝撃的な結果が出ました。これ

は一部の方にやったのですけれども、まずは皮切りとして消防団全員に血液検査してもらって、

今までも消防団に対して健康講座をやっていたのですが、一般論を言っていただけであり、今

回血液検査の数字が非常に悪かったものですから全消防団に入ることを今年度から進めてお

ります。若い方は検診を受けているのですが、その検診の結果を見てご自身が響いていないと

ころが問題だと感じているので、本日は介護保険事業計画ですので高齢者への方の視点ですけ

れども、若い頃からの健康づくりにもっと視点を置くべきだということで、保健課の担当と一

緒に取り組んでまいりたいと考えています。 

委 員：第９章の「災害や感染症に関する体制整備」のところです。先日ですけれども、ここ飯田市も

高齢化が進んでいまして、老老介護というか息子さんと高齢のお母さんが２人暮らしで、お母

さんが認知症ということで息子さんが看ていらっしゃったのですけど、息子さんが急死してい

ることが訪問に入ったヘルパーさんが発見をして、お母さんはそこで一人でいたのですけど、

愛知県在住の娘さんが飛んできて対応しました。そうするとお母さんの行き場所がなくて、ち

ょうどコロナの関係で 2 週間自宅待機でということで、お母さんの預け先を探すということで

相談がありました。実際に病院でもお預かりができなくて、他の患者さんへの対応が優先なの
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で難しいということで、ケアマネさんも特養とか施設を当たったのですけれども、名古屋から

来ているのであれば 2 週間自宅待機ということで娘さんも本当に困って色々なところを探さ

れたということです。最終的にはサービス付き高齢者住宅に入所ができたと連絡をいただいた

のですが、これから実際にこういうことが起こると思います。インフルエンザが発生した医療

現場では患者さんをケアしていくことが中心になるわけですけれども、そこに残された高齢の

方をどうやってケアするのかといった時にこの感染症の対策が関係してくると思います。恐ら

く感染症の認定看護師が地域の看護施設に入って指導しているとは聞いてはいますけれども、

実際の受け皿としての場所をできるだけ早急に確保する必要があると思います。PCR 検査を

していれば大丈夫という受け皿が 1 週間以内にできるとか何か一定の目安や、私たち医療者も

そうなのですけれども対策を立てていただけるといいと思います。残された家族をどうやって

見るのか、そこをケアマネさんと一緒に考えないと安心して入院を受け入れられないとか、安

心して療養を受けられないという状況もあるので、そういった辺りのことを一緒に進めてもら

えたらと思います。 

委 員：「認知症サポーター養成講座の開催」とありまして、私も参加させていただきましたが、専門職

の方がほとんどである気がしました。地域で認知症の方と共生して、それから支え合っていく

ということになると、多くの方がそういった講習会を受けられたり交流されることがいいと思

いますので、色々な機会を捉えて開催していただければありがたいかと思います。 

委 員：新たな視線で追加された第 9 章のところなのですけれども、計画体系のところで見るとどこの

目標とも繋がっていないというか線がありません。前回の時に目標 2 と関連するというような

お話があったと思うのですが、これは単独であるのか、目標と繋がらない項目になるのか教え

ていただきたいです。 

事務局：まず第 9 章に関してご説明させていただきます。ご指摘いただいております通り、コロナウィ

ルスの関係で遠方から来られた方については、各施設で感染症対策をされていらっしゃるとい

う中で、2 週間体調を見ていただく対策をとる施設が多いということは承知しております。市

といたしましては、各事業所でリスク等、また利用者の不利益等を考えた上で対応いただいて

いるということで、こちらで特に明確な方針というのを示させていただいておりません。そう

しますと利用者に不便をおかけするというところがございますので、今現在、検査の状況等も

ありますので、また事業所等のご意見を聞かせていただきながら対応について検討させていた

だきたいと思います。体系の中の矢印の点ですけれども、こちらにつきましては全体に関わっ

てくるということで矢印を外しております。この矢印全体として少し分かりにくいというとこ

ろがありますので、表記について検討させていただきたいと思います。 

委 員：「地域の認知症の方への理解」というところなのですが、最近担当しているケースで、独居の認

知症の方で高齢になったということもあって、地区の組合をご自分で抜けられました。そうし

ましたらごみが出せなくなったということで、ごみの袋がたくさん家に溜まっておりました。

お聞きしたら地区の組合を抜けると「地域の活動にも出ていないし、立ち当番をしていないの

にごみだけ出しに来ると苦情を言われてしまうのでごみが出せない。」ということでした。キ

ーパーソンがご兄弟で、同じ市内にいるお姉さんに相談した際に、私としては「地区の民生委

員さんや常会長さん、組長さんにお話をすればごみは出してもいいのではないか。」と言った
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のですけど、お姉さんも「私の地区でもそういう話があってごみが出せなくなった人がいる。」

ということで、「地区にそうやって言っていくのはあまり良くないのではないか。」と言われて

しまって、結局お姉さんは運転ができないので弟さんが定期的に家にごみを貰いにいって弟さ

んの地域で出すというような形になりそうです。そういうところで地域の方の理解がないと住

みにくくなってしまいます。認知症の方に関わらず、独居で地域の活動に参加できなくなって

きた高齢者の方を地域の方たちがもう少し理解していただかないと、結局家にいても生活しに

くさというのがすごく出てきてしまって、ますます孤立するという感じがあるので、認知症の

方や独居や高齢者世帯の方への理解をしていただくように、地域の方が何かしてくれることば

かりではなくて、この日常生活の中でそういう受け入れの体制や理解などを深めていただける

と嬉しいと思います。 

また高齢者の方の外出の場とか買い物についてなのですけど、他の委員が言われたように運

転免許を返納されて足がなくなっているという世帯がたくさんあります。私の事業所は下瀬な

のですけど、あの辺でとても助かっているのがお店に連れて行ってもらえる送迎バスの運行で

す。竜東地区や下条地区の皆さんはすごく助かっていて、定期的に買い物をしたり自分でお店

に行って商品を選ぶということができているので、行政で何かをするばかりではなくて、地域

のお店や団体などそういったところに協力していただいて、高齢者の方を守っていくようなこ

とも考えていただけると嬉しいと思います。 

事務局：最初のごみ出しについてですけれど、認知症に限ったことではなくて、一般的な話として高齢

者になると組合の活動ができなくてというところはよく聞いているところであります。そうい

ったところに必要な助け合いについては、福祉課で進めている部分もありますので総合的に見

てということになります。国でも示しているのは、地域でそういったことを助け合いながら、

当然公ですることも含まれますが、そういった助け合いができるような体制を構築していくこ

とが求められていると思います。大きな課題として組合に入っていないからごみを出せないと

いうのも、地区のお考えもあるのでしょうけれど、少し酷だと個人的には思います。そういっ

たところは地区の部分であるとしてもそういうことがなくなるように福祉課も含めて、あるい

は全庁的な部分を含めて対応できることがあれば検討を進めていきたいと思っております。 

会 長：そのごみの問題はそれぞれの地区の対応になるのですか。 

事務局：市からすると基本的にごみの集積所を地区で管理いただいておりますので、地域の中でそうい

った対応があるとすると、そこはそういう判断があったのだと思いますけれど、事情があって

組合に加入できない方はこれからどんどん増えてく現状もありますので、色々なところと連携

しながら考えていく必要があると思っております。実際にごみ出しが困難な方に関しては、事

業所のご協力をいただく中で個別集配を進めているケースもあるので、そういったケースに当

たるか当たらないかとか総合的に判断する必要があるかと思います。地区を抜けたからごみを

集めない、ごみを出せないというのは、色々な議論の中で総合的に判断する部分であります。 

委 員：そのごみの件でごみ収集というのは市の事業でやっています。ごみ袋はごみ袋代プラス収集費

用も入っています。ですから市の事業でやってお金を払っているのにも関わらず、持っていっ

てくれないというのは色々な議論があるという以前の問題ではないかと思います。 

会 長：他の部署の担当、関係なのかもしれませんけれども、今そういった意見がありましたのでぜひ
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市として考えていただきたいと思います。 

委 員：今のごみ出しの話ですけれども、民生児童委員会にでもどこにでもかけていただければ、明日

にでも解決しなければならないことだと思います。どうこうしますではなくて、もう袋を買う

ことによって全部ごみに対する責任を果たしているわけですから、持っていけないということ

はその地域に民生委員さんが民生児童委員会でもってこういう問題がこの地域にあるという

ことを話して、一日も早く解決することだと思います。 

会 長：今そういった意見もありましたので、実態を聞いていただいて早急に解決するように動いてい

ただければと思います。 

私からということで、書き方として「研究します。」とか「検討します。」とかいうのが非常

に多いのですけれども、これは第 8 期に研究する、検討するという認識でよろしいですか。 

事務局：そういうことであります。「研究します。」と書いてありますので、その結果に関してはこうい

った機会を通して報告させていただくなど管理は適切に行ってまいります。 

会 長：そうなってくると重要になるのは研究・検討するのではなくて、やはりそれを実行することだ

と思いますので、早急に第 8 期になったらそれぞれ研究・検討をしていただいて、ここに掲げ

てある「安心して健やかに暮らせるまちづくり」を目指していただきたいと思います。 

 

（２） その他 

  質疑応答なし 

 

５ 閉会 


