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平成３０年度浜松市社会福祉審議会 

第２回高齢者福祉専門分科会会議録 

１ 開 催 日 時  平成３０年１０月３１日（水）午後３時から午後４時４０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（８名） 

幸田 享子（浜松市老人クラブ連合会 副会長 女性部部長） 

鈴木 雅教（浜松市ボランティア連絡協議会 会長） 

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） 

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） 

   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 

          子育て支援課 鈴木次長兼課長 

          欠席委員（２名） 

藤田 正治（浜松市自治会連合会 理事） 

藤島 百合子（一般社団法人 浜松市医師会 理事） 

４ 傍 聴 者  ２名（記者） 

５ 議 事 内 容  (1) 浜松市老人福祉センター等のあり方見直しについて 

                    (2) 報告事項 

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 会長挨拶 

３ 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) 浜松市老人福祉センター等のあり方見直しについて 

（鈴木会長） 

(1)の浜松市老人福祉センター等のあり方見直しについて、事務局から説明願い

たい。 

（門屋福祉施設グループ長） 

 資料に基づき説明 

（鈴木会長） 

 老人福祉センターのあり方の方針案、根拠としてアンケート結果の説明がされた

が、何か意見や質問はあるか。 

（小黒委員） 

 老人福祉センターは上位法により目的があり設置されているが、その利用目的は

現在どうなのか。施設ごとに評価がでているが、目的に対する施設の果たす役割は

どうなのか、伺いたい。 

（小石川健康福祉部次長兼高齢者福祉課長） 

 老人福祉センターは老人福祉法により定められ、高齢者の生きがいづくり、健康

づくりに資するものとして設置されてきた。浜松市は現在 13 施設で運営しており、

各地域に点在し、高齢者の利用を推進している。 

（小黒委員） 

高齢者は施設に集まり日常的にサークル活動などを楽しんでいて、通うことで元

気になっている方もいる。今回の提案は、老人福祉センターそのものを廃止するも

のではなく、多世代で利用できるよう方向転換するものであるが、上位法とは目的
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が異なる方向にいくことについて問題はないか。 

（小石川健康福祉部次長兼高齢者福祉課長） 

 老人福祉センターとしては廃止となる。浴室も廃止するが、他の機能は残し、多

世代との交流スペースを整備して利用しようと考えている。老人福祉センターとし

ての機能すべてを廃止するものではないので問題はない。また、建設にあたり国の

補助金も交付されているが、交付時から 10 年経過しており、他の施設に転用して

も補助金の返還対象にならないため、問題はない。 

（鈴木会長、小黒委員） 

法律的には問題ないと。 

（小黒委員） 

 資料の６ページ施設の利用状況について、ピークである平成 22 年度は 64 万８千

人、平成 29 年度は 44 万４千人で 31.4％減少している。７ページの浴室の利用状

況では無料であった平成 25 年度の 18 万９千人から、平成 29 年度は 72.3％減少し

ている。入浴料の有料化については当時審議されているが、高齢者福祉を充実させ、

高齢者を地域で守っていくという市の高齢者福祉施策に対し、有料化そのものが逆

行していたと考える。利用者が減少し空きスペースを他の世代でも利用しようとい

うことであるが、なぜこれほど利用者が減ったのか、その分析はどうか伺いたい。

（小石川健康福祉部次長兼高齢者福祉課長） 

 １つは委員の発言のとおり、入浴料の有料化が原因と考えられる。もう１つは、

娯楽施設等民間の施設も多数あり、利用者のニーズが変わってきていると考えられ

る。平成 26 年度の有料化にあたっては、１人あたり１回の入浴コストが 435 円、

そのうち半分は負担していただくということで 200 円に設定した。平成 29 年度指

定管理者更新の際に、指定管理者の提案を尊重し、100 円に減額した経緯がある。

（小黒委員） 

 １回 400 円かかったとしても、利用者が元気で医療費を抑制できれば、高齢者福

祉の充実につながったのではないか。今言っても仕方のないことだが、有料化は誤

った選択であったと思う。もう１点伺うが、特Ａ型の４館を含め浴室をすべて廃止

するというのは、どういう議論から案が出されたのか。 

（小石川健康福祉部次長兼高齢者福祉課長） 

 老人福祉センター設置当時である昭和 48 年の住宅における浴室普及率は、全国

平均で 73.2％、県内では 86.2％であった。平成 20 年の調査では、浜松市は 99.6％

とほぼすべての家に浴室が完備されている状況であった。また、スポーツジムの入

浴室やスーパー銭湯など民間の入浴施設も多数あり、そちらも利用いただけること

から、廃止する方針とした。 

（幸田委員） 

 ２～３館実際に訪問してみたが、それぞれ特色ある運営をされていた。元気はつ

らつ教室は人が集まっているが、その他は 10 人程度と利用者は少なく、広い施設

がもったいないと感じた。看護師が常駐している施設もあるが、ＰＲ不足による利



4

用者減少もあるのではないか。人に会い、話すことが楽しみで利用している方もい

るが、バスルートの不便さ、手段がないなど、行きたくても行けない方もいる。世

代交流も良いが、高齢者は増えているのに利用者数が減少している現状はつらいと

実感した。 

（鈴木会長） 

浴室だけでなく足の問題もある。 

（小黒委員） 

 老人福祉センターが廃止され、特Ａ型・Ａ型・Ｂ型という基準もなくなるという

ことは、これまで持っていた機能を持たなくても良いということか。 

（小石川健康福祉部次長兼高齢者福祉課長） 

 老人福祉センターを廃止して新たに（仮）多世代交流センターという位置づけで

進めていくため、特Ａ型・Ａ型・Ｂ型という基準はなくなる。特Ａ型の基準であっ

た看護師の配置等も今後検討はしていくが、基準自体は廃止する。 

（小黒委員） 

 老人福祉センターに関するアンケート報告書の 110 ページで各政令市の比較が

記載されている。現在浜松市では４施設が複合化施設となっているが、今後すべて

がこの複合化施設になるということか。また他市の複合化施設は、老人福祉センタ

ーの機能を有しながら他の機能も備えていると思うが、老人福祉センター機能をす

べて廃止した市は他にあるのか。 

（小石川健康福祉部次長兼高齢者福祉課長） 

 この４つの複合化施設は、１つの箱の中に複数の機能を持ったセンターが一緒に

入居しているイメージである。今後は高齢者と子育て世代が交流できる施設が入る

ので、すべて複合化施設になる。他市の併設の状況については区分けが明確でない

ため、申し訳ないが現時点では回答することができない。 

（小黒委員） 

 老人福祉センターという名称はなくなったとしても、法の目的により設置された

施設であるため、その機能は維持していただきたい。特Ａ型など基準がなくても高

齢者の健康相談、親睦の場などは確保できないものか。 

（小石川健康福祉部次長兼高齢者福祉課長） 

 老人福祉センターの機能は維持しつつ、多世代交流の場を整備していくのが基本

と考えている。健康相談をどうするかについては今後の検討となるが、区健康づく

り課や保健福祉センターでも行っているため、場合によってはそちらでお願いする

ことも考えられる。 

（鈴木会長） 

何か残してほしい機能があるということか。 

（小黒委員） 
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 特Ａ型の施設では、医師による相談や診察室、検査室、栄養指導室、運動指導室

など色々な機能を備えている。利用者の減少は入浴料有料化が原因であることは明

らかであり、自分はあまり賛成できないが多世代が利用できる施設に変えること

で、高齢者の健康維持に関する機能が少なくなり、高齢者が後回しにならないかと

危惧している。名称はなくなっても、これまでの機能はぜひ残していただきたいと

思うがいかがか。 

（小石川健康福祉部次長兼高齢者福祉課長） 

 先ほど申し上げたとおり、高齢者の交流スペース、機能などはなるべく残してい

きたいと考えている。健康相談に関しては、区健康づくり課、保健福祉センターの

相談コーナーがあるのでそちらで効率よくやっていただくのも１つの選択肢であ

ると考えている。 

（鈴木委員） 

 子育て等は他の職場の管轄だと思うが、そちらとは調整できているのか。２つ目

は講座室、娯楽室、広間などがあり、多世代で利用できるということは協働センタ

ーと同じような施設になると思うがいかがか。また空白地域もあるように思うが、

設置要望があがったらどう対応するのか。利用が減ったから誰でも使える施設へ単

純に変換していくだけに見える。アンケートにおいても利用しない人が施設を充実

させたほうが良いと回答している。充実させても利用がなければ意味がないと思う

が、どのように考えているか。 

（小石川健康福祉部次長兼高齢者福祉課長） 

 子育て世代の利用については、子育て支援課と調整した。協働センターは市民す

べてが対象となるが、多世代交流センターは 60 歳以上の方と、子育て世代という

ことで子供の年齢は義務教育以下を対象に考えており、中間層の方の利用は控えて

いただく。間口を一気に広げて、これまで利用していた高齢者が利用できなくなる

ことは懸念の１つでもあり、子育て世代から進めていく。アンケート結果において

利用者の６割が女性であり、これまでの子育て等の経験を活かし、交流することで

生きがいづくりに繋げていただく。互いに効果が期待できると判断し、多世代交流

センターということで考えた。 

（鈴木委員） 

高齢者が子供と交流して生きがいを見つけることは全国的に進んでいるが、対象

年齢をしぼり、交流する施設だと前面にうたっても受け入れられるかどうか。協働

センターと棲み分けて利用してもらえるか、土日や通学中の利用など、まだ課題は

あるように思う。 

（鈴木会長） 

 活用の誘導・ＰＲは必要である。子供が利用するのはみなさん賛成だと思うが、

元々高齢者の施設であり、高齢者が脇に追いやられることがないよう、高齢者の利

用も増やし、子供との交流も増やしていく。そんなしかけを検討いただきたい。 

（小石川健康福祉部次長兼高齢者福祉課長） 

 12 月中旬にパブリックコメントを予定、また来年、区の協議会においても広く
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意見をいただきたいと考えている。様々な意見を集約し、今後進めていく。 

（小黒委員） 

 新たな利用想定について、子育て世代の講座室等の貸館利用とあり、こども食堂、

学習支援は貧困対策からきていると思うが、放課後児童会なども入っている。少し

精査して対象は絞ったほうがいいのではないか。検討をお願いしたい。 

（小石川健康福祉部次長兼高齢者福祉課長） 

 子育て支援課、教育委員会とよく調整し、今後の在り方について検討していく。

（小黒委員） 

 さつき荘は耐震性がなく廃止すると示されている。６月に存続を願う会から存続

要望書が提出されているが、しっかり調整できているか。 

（小石川健康福祉部次長兼高齢者福祉課長） 

 ６月にさつき荘を利用する 20 団体及び利用住民から存続の要望書が提出され、

提出した代表の方と意見交換を行っている。その中で、耐震基準に満たない施設で

あることは理解いただいた。今後も継続して意見交換することを約束し、今に至っ

ている。代表の方とは話し合いをし、理解を得たうえで廃止していくと考えている。

（小黒委員） 

 耐震補強工事の見積では 1 億 4,500 万円かかるが、補助等利用し、4,500 万円の

持ち出しで可能ではないかと概算も出した。耐震補強工事を行い存続させるという

考えはないか。 

（小石川健康福祉部次長兼高齢者福祉課長） 

 現時点では廃止の方針であるとご理解いただきたい。 

（小黒委員） 

 西区には他の施設もあり、安全な施設を利用するという考えだと思うが、合併し

た地域でもあり難しいのではないかという話も聞いている。代表者との意見交換は

継続するとのことなので、地域の理解を得たうえで決定いただくよう要望する。 

（鈴木会長） 

 要望として承っていただきたい。 

（小栗委員） 

社会福祉協議会は８施設を運営しているが、事業も多様化されていくように思う

ので、社協に限らず事業者側も対応できる内容にするなどの配慮をお願いしたい。

（井村委員） 

 老人福祉センターの利用者は、みなさん楽しそうに活動している。また、情報交

換の場であり、見守りにも繋がっている。交通手段がないという課題もあるが、こ

のような施設は憩いの場として残していただきたい。 



7

（柚木委員） 

 老人福祉センターを知っている人間から見ても、今回の提案は新しく取り込む世

代がメインで、高齢者には冷たい印象を受けた。基本である老人福祉センターをベ

ースとして、他を取り入れるというＰＲが必要。高齢者を大事にしてほしい。 

（小石川健康福祉部次長兼高齢者福祉課長） 

今回の資料では子育てを強調してしまったが、開設する際には誤解を招くことが

ないようＰＲしていく。 

（小杉山委員） 

 先日の台風では特養も少なからず被害を受け停電した。老人福祉センターは地域

に点在し、明かりも浴室もある施設であるため、バリアフリー、耐震補強工事等を

行い、災害時の拠点施設として利用できないか。 

（鈴木会長） 

 子育て世代は車もあり利用すると思われるが、高齢者は足の問題があり利用しに

くい面もある。交流が大事であり、高齢者と多世代が分離しないような交流のしか

けがうまくいくと良い。最初が肝心なので、どのような施設にしたいのか事務局は

よく考えＰＲしていただきたい。足の問題はこれからもっと出てくると思うが、施

設だけの問題ではなく市全体の問題となってくる。災害対応の意見もあり、金銭的

な面からも全て網羅することは無理だと思うが、いろいろな意見を参考とし、より

良い施設、交流できる施設にしていただきたい。 

（小石川健康福祉部次長兼高齢者福祉課長） 

老人福祉センターも台風 24 号の影響による停電で２～３日閉館したところもあ

る。名称は非公開であるが、一部の老人福祉センターは災害時に福祉避難所になる

と公表はしている。そういった施設はガラス飛散防止、バリアフリー等、災害に強

い施設として整備していることは承知いただきたい。他の施設でもバリアフリー等

整備が必要であれば順次行っていく。 

（小黒委員） 

 福祉避難所として利用する施設もあるのであれば、浴室をすべて廃止するのでな

く、発電機等も整備するなど、災害の面からも検討を加えていただきたい。 

（鈴木委員） 

浴室はすべて廃止とのことだが、子育て世代がシャワーで足りるのであれば一部

をシャワールームとして設置することはできないか。ボイラーがあれば避難時も利

用できるのではないか。 

（小石川健康福祉部次長兼高齢者福祉課長） 

浴室の利用については一部で汚す方もいたので、シャワールームの設置について

は検討させていただきたい。 

（鈴木会長） 

いろいろな意見が出たが参考にして、市民のみなさんをはじめ広く意見を聞いて
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方針を決定していただきたい。 

（小石川健康福祉部次長兼高齢者福祉課長） 

本日いただいた意見をパブリックコメント案に反映し、11 月 27 日に提示したい。

(2) 報告事項について

（鈴木会長） 

 (2) 報告事項について事務局から説明願いたい。 

（中澤生きがい・長寿政策グループ長） 

 生活支援体制づくりの進捗状況について資料に基づき説明 

（山内医療・介護推進担当長） 

 認知症施策推進事業、在宅医療・介護連携推進事業について資料に基づき説明 

（坂本地域包括ケア推進グループ長） 

 介護予防事業について資料に基づき説明 

（鈴木会長） 

 何か意見や質問はあるか。 

（小栗委員） 

生活支援体制づくりについて社会福祉協議会は第１層協議体、第２層 22 協議体

中 16 の協議体でコーディネート業務を受けている。第２層は平成 29 年度地域包括

支援センターで始まり、平成 30 年度に急きょ社会福祉協議会となり職員の配置も

大変であったが、地域との繋がりは強みであり、しっかりやらなければならないと

考えている。また別にＣＳＷの職員も配置しているので、協力し体制を強化してい

きたいと考えている。 

（小黒委員） 

 地域包括支援センターはどこも手いっぱいでがんばっている。第２層 22 協議体

中 16 の協議体で社会福祉協議会が入っているとのことだが、残りの６つはどのよ

うな体制なのか。 

（小石川健康福祉部次長兼高齢者福祉課長） 

平成 29 年度生活支援コーディネート業務は地域包括支援センターに委託した。

この事業は平成 27・28 年度から準備を始め、３年を目途に社会福祉協議会へ随時

移行していこうと進めてきた。平成 29 年度末に地域包括支援センターに対しコー

ディネート業務を継続するか意向調査を行った結果、６つの地域包括支援センター

については、もう少し地域との繋がりを構築したいため継続するとの回答があり、

平成 30 年度も引き続き委託した。残り 16 の地域包括支援センターについては、相

談業務に専念したいとの回答があり、社会福祉協議会に移行した。 

（小黒委員） 
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 認知症施策についてはＰＲ不足を感じている。オレンジメールの会員登録につい

ては若い世代を中心にいろいろなツールを用いて普及し、情報を受ける側を増やし

ていただきたい。 

（井村委員） 

 認知症については民生委員児童委員協議会からも連絡があり、民生委員も説明し

ながらパンフを配布するなどの対応をしている。 

（幸田委員） 

 生活支援体制について自治会、地区社協など活動が活発な地域もあると思うが、

我々シニアクラブには何を望んでいるか。どのように地域と関わっていけばよい

か。 

（小石川健康福祉部次長兼高齢者福祉課長） 

平成 26 年６月に介護保険制度の改正により介護予防日常生活支援総合事業が新

たに制定された。これまで要支援１・２の介護サービスについては予防給付として

全国一律に同じサービスが提供されていたが、平成 27 年から３年間のうちに市町

村事業での実施が義務づけられ、浜松市は平成 29 年４月から新総合事業というこ

とで開始している。地域の高齢者が身近なところでサービスの提供を受けられるよ

う、新たに住民主体サービスという制度が創設された。サービスの選択肢が増えた

点は非常に良いことだが、住民主体サービスについては、担い手や場所、移動手段

などの課題もあり、中々進んでいないのが現状である。浜松市では現在、訪問型が

２か所、通所型が３か所あるので、それらをモデルにして今後広げていきたいと考

えている。その際シニアの方々には、支える側となってサービスの提供をしていた

だければ、事業の目的とも合致することになる。１から 10 すべてではなく、やれ

ることで良いので、何か１つでも支援を提供できることがあれば、お手伝いいただ

けるとありがたい。また個別に相談にも応じていく。 

（鈴木会長） 

 住民主体サービスについては、委員のみなさんのほうがよくわかっていて、ニー

ズも把握され、力もあると思う。 

（幸田委員） 

 地域によっては地区社協の一員として活動しているシニアの方も大勢いるので、

そういう方々に協力いただくことになる。 

（小石川健康福祉部次長兼高齢者福祉課長） 

委員の発言のとおりで、現在行われている住民主体サービスは地区社協のサロン

や家事支援が基となっているので、地区社協活動の延長であると思っている。 

４ 連絡事項 

５ 閉会 


