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平成３０年度浜松市社会福祉審議会 

第１回高齢者福祉専門分科会会議録 

１ 開 催 日 時  平成３０年７月２５日（水） 午後１時３０分から午後３時２５分 

２ 開 催 場 所  浜松市役所本館８階 第５委員会室 

３ 出 席 状 況  委 員（９名） 

藤田 正治（浜松市自治会連合会 理事） 

幸田 享子（浜松市老人クラブ連合会 副会長 女性部部長） 

小栗 康義（社会福祉法人 浜松市社会福祉協議会 常務理事） 

井村 元子（浜松市民生委員児童委員協議会 副会長） 

小杉山 敬（浜松市社会福祉施設協議会 理事） 

藤島 百合子（一般社団法人 浜松市医師会 理事） 

柚木 佳子（公益社団法人 静岡県看護協会 西部地区支部副支部長） 

鈴木 知代（聖隷クリストファー大学 教授） 

小黒 啓子（浜松市議会） 

事 務 局（１１名） 

   健康福祉部  朝月部長 

   高齢者福祉課 小石川次長兼課長 山内担当課長 亀田課長補佐 

坂本Ｇ長 門屋Ｇ長 中澤Ｇ長 鈴木Ｇ長 工藤 

          介護保険課   市川課長 

          健康増進課  辻村参事兼課長 

          欠席委員（１名） 

鈴木 雅教（浜松市ボランティア連絡協議会 会長） 

４ 傍 聴 者  １人（記者） 

５ 議 事 内 容  (1) はままつ友愛の高齢者プランの平成 29 年度事業実績について 

                    (2) 老人福祉センターに関するアンケート報告書について 

                    (3) 人生年齢区分の考えについて 

６ 会議録作成者  高齢者福祉課 生きがい・長寿政策グループ 工藤 

公開・非公開の別
■ 公 開 □部分公開

□ 非公開
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７ 記 録 の 方 法  発言者の要点記録 

          録音の有無  有・無 

８ 会 議 記 録 

１ 開会 

２ 健康福祉部長挨拶 

３ 新任委員の紹介 

  事務局から藤田正治委員、鈴木雅教委員を紹介 

４ 会長挨拶 

５ 議事 

（鈴木会長） 

 議事に入る前に、議事の公開非公開についてご審議願いたい。 

 今回、個人情報などの非公開情報を審議する予定はないため、公開としてよろし

いか。 

 （異議なし） 

（鈴木会長） 

 それでは、公開とする。 

(1) はままつ友愛の高齢者プランの平成 29 年度事業実績について 

（鈴木会長） 

(1)のはままつ友愛の高齢者プランの平成 29 年度事業実績について事務局から

説明願いたい。 

（山内担当課長） 

 資料に基づき説明 

（鈴木会長） 

 何か意見や質問はあるか。 

（小黒委員） 

 「基本目標３ 地域全体で支え合うために」のところで、孤独死・孤立死の減少

について、目標値を 10 人以下としていたが、H28 年度の 39 人から H29 年度は 55

人と増えている状況である。地域とのつながり等の関係もあると思うが、この増え

た要因をどのように考えているか伺いたい。 

（小石川健康福祉部次長兼高齢者福祉課長） 

 確かに 39 人から 55 人と年々増えている状況は否めないものである。これは１人

暮らし高齢者が増えている現状が大きな要因ではないかと考えている。この数字は

民生委員が昨年度発見した 84 人のうち 55 人が亡くなっていたというものであり、

28 人生存、1 人不明となっている。発見に関わった方々の中には、民生委員のほか

に自治会役員、近隣の方、配達業者等もいるため、浜松のあんしんネットワークの
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見守り体制は幅広く構築できつつあるのではないか。また昨年度、応援事業者とし

て新たにみずほ銀行と協定を締結した。今後も応援事業者を増やし、いろいろな角

度から見守り体制を築いていきたい。 

（小黒委員） 

住まい方とも言うのか、都会になればなるほど、独居、１人で暮らす方が増えて

きている。また、子らと同居しているため民生委員の調査枠からは外れるが、昼間

は１人になるという日中独居も増えている。もし何かあれば、周りの方が見つけて

あげられるような体制がとれると良いと感じた。地域力をどう高めていくかに繋が

っていくと思う。 

（井村委員） 

 自分も民生委員として、独居の方の生存確認に立ち会った経験がある。朝６時頃

近所の方から、様子がおかしいから確認してほしいと連絡があり、自分が先頭で家

に入っていき、声をかけた。手が動いたのですぐ救急車を呼び一緒に病院へ向かい、

途中救急車の中から神奈川にいる娘に連絡した。脳血管が切れていたため、最初に

行ったみなみ病院では処置ができず、医療センターに移動し手術を受けた。経過な

どの説明も受け、午後娘が到着するまで立ち会った。幸いその方は一命をとりとめ

たが、このような大変な経験をしている民生委員は少なからずいる。 

（小黒委員） 

 特別養護老人ホームの整備の推進について、空床が 451 床ある中で待機者が 326

人いる状況である。介護度３以上でないと入所できないなどの制度的な理由、また、

希望する施設が空くまで待つなどの待機者側の理由もあるとの説明であったが、新

しい施設を整備しても介護職員の不足により空床となっている状況もあるとの説

明もあった。職員不足の解消について市で何か対策があるか伺いたい。 

（市川介護保険課長） 

 プランの 28・29 ページ、具体的には 29 ページに掲載しているが、「重点施策４

介護人材の確保」ということで事業を展開している。（1）キャリアアップ支援では、

より充実したサービスを提供できるよう、職員の人材育成に取り組んでいる。（2）

要介護度改善評価の推進では、介護度が改善した事例を募集して表彰するとともに

事業所に周知している。（3）中山間地域介護サービス充実対策では、中山間地域は

人材不足なども問題もあることから、サービスが低下しないよう、助成をしていく。

（4）介護の担い手外国人の支援では外国人に資格を取っていただき事業所で働い

てもらうという形で支援している。（5）介護職のイメージアップの取り組みでは、

若い世代を中心に興味を持ってもらうように啓発を実施している。これらの事業に

一層取り組んでいくことで介護人材の確保に努めていく。 

（小杉山委員） 

 自分の施設ではキャリアアップ支援を利用しているが、大変ありがたい制度であ

る。一番大事なのはイメージアップだが、本来イメージアップの必要はなく、実際

働いている職員は誇りとやりがいをもって仕事をしている。職場環境や福利厚生面

も悪いわけではなく、誤ったイメージが伝わっているため、正しい情報を正しく伝

えることが大事である。 
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（柚木委員） 

 自分の老健施設では就職希望の問い合わせは多く、高丘地域は人気があるようで

ある。自分の施設は人員が足りているため、グループ内で別の施設を紹介するが、

断られてしまうので、地域による格差はあると感じている。もったいない話だが、

自分の施設ですべて受け入れては新人ばかりとなり偏りができるため、最近は断っ

ている状況である。 

（鈴木委員長） 

一施設ではどうにもならない問題である。行政で何とかならないか。 

（小石川健康福祉部次長兼高齢者福祉課長） 

 社会福祉協議会へ委託して福祉人材バンクを開設しており、福祉職に関心のある

方にはぜひバンクに登録いただき有効に情報を提供したいので、このような情報を

いただけるとありがたい。 

（小栗委員） 

社会福祉協議会では福祉人材バンクを実施しているが、以前は北区・天竜区で介

護業務も展開していた。さきほど北区は人材が厳しいと話があったが、そのとおり

で、ケアマネ業務が年々縮小してきて、昨年一気に退職してしまい、撤退せざるを

得ない状況になってしまった。北区は大変厳しい状況にある。 

（鈴木委員長） 

他に何か意見はないか。 

（小杉山委員） 

 地域包括支援センターの運営に関して、相談件数が増えているのは良い傾向かと

思うが、自分のグループの包括では、職員は残業も多く大変苦労している。使用す

るパソコンは、専用ソフトが入っていないと業務で使えないので、ハード面は施設、

ソフト面は行政というような協力し合える支援はいただけないか。 

（小石川健康福祉部次長兼高齢者福祉課長） 

ただいまのご意見については課の方で検討させていただく。 

（藤田委員） 

 孤独死に関して、シニアクラブの活動に顔を出していると、住民の情報が結構入

ってくる。見守りも朝から晩までつきっきりということはできない。民生委員の負

担も大きく、自治会等の地域の見守りにも限界がある。頼りになるのは隣近所の人

たちとなるのでシニアクラブに活動の場を与え、活発にし、シニアが見守っていく。

そこから地域に広がっていけばいいのではと思う。 

 バス・タクシー券が廃止され年金だけでは大変だという話もよく聞く。これに代

わるものは何かないか。また敬老会の参加率も 50％あるかどうか。健康維持のサ

ポートをお願いしたい。 
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（幸田委員） 

 シニアクラブの会員は 60 歳以上だが、加入率は 11％で約 24,000 人である。役

員交代がうまくいかないなど運営問題もあると思うが、昨年より 500 人減少してい

るというのが現状。シニアクラブの基本は友愛・健康・奉仕であり、１人暮らしの

問題に関しては、会員同士いろいろな面で助け合いができている。会員の増強がで

きれば、地域の支え合いに繋がっていく。 

（小黒委員） 

 社会参加として始めたバス・タクシー券事業について、予算３億５千万円削減し、

代わりに何で補助していくのか。例えば、市単独事業である緊急通報システムだが、

民間でも同じようなものがあるため、資料の実績は 78％とあまりいい数字ではな

い。市民税非課税世帯は無料、課税世帯は千円の負担が必要になるが、工夫して民

間と差をつけて充実させてもいいのではないか。実態を調査しながら、行政として

どのような補助ができるのか、さらに深めていくことが必要ではないか。 

(2) 老人福祉センターに関するアンケート報告書について

（鈴木会長） 

 (2) 老人福祉センターに関するアンケート報告書について事務局から説明願い

たい。 

（小石川健康福祉部次長兼高齢者福祉課長） 

 資料に基づき説明 

（鈴木会長） 

 11 月に見直し案の提示がある。今何か意見や質問はあるか。 

（藤田委員） 

 統廃合の見直しは施設の耐久性・老朽化が原因で行うものか。 

（小石川健康福祉部次長兼高齢者福祉課長） 

 老朽化も１つの要因である。高齢者の意識・環境・ニーズも変わってきている。

今利用者が減少している現状もあるので、もう少し幅広く利用するということも考

えていきたいが、今はまだ、どうしていくか決めかねている状況である。 

（藤田委員） 

 利用者にとって魅力的な場所であるかどうか、施設の中身も大事である。また施

設の送迎バスの問題もあると思う。ただ利用者が減ったからという理由だけではな

く、何故減ったか、何が欠けているか、そういうところも考えていただきたい。 

（鈴木委員長） 

今後の提案の参考としていただきたい。他にご意見はあるか。 
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（小黒委員） 

 平成 22 年度が利用のピークで以降は年々減少している。入浴料の有料化も原因

の１つとのことだが、20 万人減少している理由は調査しているか。的確に掴むこ

とは必要だと思うが、市は関係する調査をしているか。 

（小石川健康福祉部次長兼高齢者福祉課長） 

 これまで利用していた人に何故やめたかという調査はできないため、利用人数の

減については調査していない。民間の娯楽施設などが郊外にできており、老人福祉

センターに代わる施設が充実してきている。協働センターの講座などを活用してい

る方も大勢いる。全て老人福祉センターで受け入れているかというと、そうではな

い状況である。 

（小黒委員） 

11 月に提案とのことなので、それまでにもっと分析していきたい。老人福祉セ

ンターが閉館したら、もう行かないと回答した方が３割超えている。社会参加促進、

健康寿命延伸と説明もあったが、老人福祉に基づいた施設であるので、閉館したら

という設問はどうか。行かないという回答が３割超えているというのは大きいウェ

イトを占めると考えられるので、さらに検討を深めたい。 

（小栗委員） 

このアンケートは利用者から取っているものであり、施設はいらないと回答する

人はまずいない。そこを考えるにあたり、市民全体の意見が必要かというとまた違

うかもしれないが、このアンケートだけで進めていくのはどうかと思う。 

（小石川健康福祉部次長兼高齢者福祉課長） 

 今年度、広聴広報課で行っている市民アンケートで、老人福祉センターについて

も触れてもらっている。次回には結果も示せると考えている。 

（柚木委員） 

 老人福祉センターはどういうところなのか、行くまで中身がわからなかった。利

用している方々は皆すごく元気で、自分も行きたいと思った。こういう人口が増え

れば医療費も削減できるのではないかと思う。施設は老朽化も進んでいるため場

所・環境等も含め整備は必要である。 

（藤島委員） 

老人福祉センターの統廃合が良いのか、サロンみたいに小さいものをつくるのが

良いのか、いずれにしても、元気な方が集まれる場所は必要である。介護保険のデ

イサービスは利用者を奪い合っている状況。送迎もあるので要支援の軽度な方も利

用できるといいのではないか。 

 (3) 人生年齢区分の考えについて

（鈴木会長） 

 (3) 人生年齢区分の考えについて事務局から説明願いたい。 
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（小石川健康福祉部次長兼高齢者福祉課長） 

 資料に基づき説明 

（鈴木会長） 

 何か意見や質問はあるか。 

（小黒委員） 

 呼称を変えることによって、どういう効果・影響があるのか。何のために必要な

のか見えない。 

（小石川健康福祉部次長兼高齢者福祉課長） 

 呼称を変えることによって高齢者の意識を変えていくのが目的。一律に高齢者と

呼ぶというのは、人によって意見に違いがある。呼び方はいろいろあるため工夫し

たい。まだまだ働ける、社会貢献できるという体制を整えていきたいと考える。 

（小黒委員） 

 何歳以上だとこういう補助があるとか、年齢で区切られる市の施策はあるが、そ

ういう福祉施策とは関係はないのか。意識を変えるためだけのものか。 

（小石川健康福祉部次長兼高齢者福祉課長） 

 ご意見のとおり、福祉施策の中の年齢区分を変えるものではない。意識改革がで

きればと考えている。 

６ 連絡事項 

７ 閉会 


