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平成３０年度浜松市社会福祉審議会 

第３回高齢者福祉専門分科会会議録 

１ 開 催 日 時  平成３０年１１月２７日（火）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（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） 

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） 

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（９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 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） 

井村 元子（浜松市民生委員児童委員協議会 副会長） 

４ 傍 聴 者  ０名 

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（案）のパブリッ

ク・コメント実施について 

                    (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（案）のパブリック・コメント

実施について 

（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（案）のパブリック・コメント

実施について、事務局から説明願いたい。 

（門屋施設福祉グループ長） 

 資料に基づき説明 

（鈴木会長） 

 事務局から説明がされたが、何か意見や質問はあるか。 

（小黒委員） 

 前回の意見等を踏まえて手直しされたとのことであるが、資料の６ページ、新た

な利用想定の中で、学習支援がある。義務教育以下が対象と聞いたが、この学習支

援はどのようなことを想定しているか、伺いたい。 

（小石川健康福祉部次長兼高齢者福祉課長） 

 学習支援については、１人親家庭等で小学４年～中学３年くらいまでの子どもを

対象に、市内 11 か所において無料で行っている。それに加えて、多世代交流セン

ターにおいても、同年代の子どもを対象に学習支援を行っていきたいと考えてい

る。支援は土曜の昼間や平日の午後６時から８時頃まで行っているが、老人福祉セ

ンターは午後４時３０分までのため、開館時間の延長なども今後検討していく。 

（小黒委員） 

学習支援では小学４年～中学３年くらいまでの子どもが対象ということだが、基
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本的には義務教育以下の子どもが対象という理解でよろしいか。 

（小石川健康福祉部次長兼高齢者福祉課長） 

はい。 

（小黒委員） 

 子ども食堂、学習支援は貧困の問題も関係し、ボランティア団体など様々なとこ

ろで動きが出ている。老人福祉センターで行うということは、市が直接管理するの

か、指定管理を受けた事業者が提案し、独自事業として行うのか、伺いたい。 

（小石川健康福祉部次長兼高齢者福祉課長） 

 指定管理事業者の提案で行うか、市が直営で行うかは今後検討が必要と考えてい

る。貧困問題の担当課や子育ての担当課も関係するため、関係課と調整しながら検

討していく。 

（藤田委員） 

 明確な時間割等で利用できればいいが、いろいろな世代が集まって、いったいそ

の場で何をやっているのか、目的が中途半端にならないかと危惧している。各地域

では、放課後児童会もあるし、協働センターなどでも社協・自治会がサポートし学

習支援等を行っている。老人福祉センターのような広い単位で利用者が集まるの

か。地域の実情も考慮し、協働センター等を強化してきめ細やかな支援をしたほう

が良いのではないかと思う。乳幼児がいる中に園児が入って騒ぎ出すと危険を伴う

こともある。年代別や時間割など、混乱が起きないような配慮をいただきたい。決

して子ども食堂や学習支援を否定しているのではなく、このような場ができること

は非常に結構なことと考える。 

（小石川健康福祉部次長兼高齢者福祉課長） 

 アンケート結果において老人福祉センターの利用者の約 62％が女性であり、こ

れまでの子育て等の経験・知識を活かし、子育て世代とふれ合うことで相乗効果が

見込めることから、子育て世代から対象としていく。子どもを対象とすることで、

子ども食堂や学習支援なども同時に行いたいということで提案させていただいた。

（藤田委員） 

 子育て支援にもいろいろな年代層があるため、考え方をしっかり区分して対応し

ていただければと思う。 

（鈴木会長） 

今のご意見はよろしくお願いしたい。他に意見はあるか。 

（小黒委員） 

 藤田委員の意見のとおりで、どちらの世代も豊かな気持ちでいられることが良い

ことであって、阻害し合うような関係のものはつくるべきではない。子育て世代も

利用できる（仮）多世代交流センターは、基本的に義務教育以下が対象というが、

この利用想定は矛盾していると感じた。昼間、高齢者がカラオケを楽しんでいて、

一方別の部屋では子どもが勉強している。夕方からは勉強に集中できるかもしれな
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いが、段階を踏んで少しやってみて、どういう利用状況かを確認しながら広めてい

くのならともかく、義務教育以下という明記もなく広げていることについては、も

う少し配慮が必要ではないか。どういう子育て世代が利用し、高齢者と交流を図っ

ていくのか、利用想定が曖昧という気がするため、もう１回考えていただきたい。

前回風呂は廃止するがシャワー室の設置は検討するという話があった。老人福祉セ

ンターが福祉避難所にもなるとのことで、市政において災害対策は外せないため、

シャワー室の設置はぜひ検討課題にいれていただきたい。１点質問だが、特Ａ基準

の老人福祉センターで行っている高齢者の健康相談について、各区健康づくり課の

相談コーナーや保健福祉センターの健康相談で代替えは可能なのか、伺いたい。 

（小石川健康福祉部次長兼高齢者福祉課長） 

 保健福祉センターで行われている成人健康相談、各区の健康相談があるので、そ

ちらを活用いただく。特Ａ基準の施設で健康相談を行っているが、実績は上がって

いないため、すぐに支障がでることはないと考えている。区などの相談業務で充分

対応できると考えている。転換にあたっては利用者に周知していく。 

（小黒委員） 

 成人健康相談は 40 歳以上 64 歳以下だが、家族の相談がある場合は年齢に関係な

く可能というもの。また、月１回予約をとって相談を行うものがあるが、こちらは

40 歳以上で自由に幅広く実施している。利用状況には余裕があり、老人福祉セン

ターで相談していた高齢者がそちらに移行しても対応は可能と思われるが、これま

で利用していた老人福祉センターから、わざわざ別の場所へ行かなければならなく

なる。元々老人福祉法の下で整備してきた施設であり、多目的に利用することは良

いが、これまで持たせていた機能は維持するような裏付けを市で考えていただきた

い。 

（小石川健康福祉部次長兼高齢者福祉課長） 

 成人健康相談は、中央保健福祉センター、東部保健福祉センター、東区役所、西

区役所、舞阪保健センター、細江・三ヶ日・引佐の保健センター、浜北区役所、天

竜区役所、龍山・佐久間・春野・水窪の保健センターで開催しているので、今後周

知はしていきたい。 

（辻村健康福祉部参事兼健康増進課長） 

 健康相談については、保健師がいる職場では日に関係なく、来られた方の対応は

している。時間を要する相談の場合は日程を決めて対応しているので、利用いただ

きたい。40 歳以上 64 歳以下は生活習慣病予防に視点を置いた相談に対応するもの

であるので、こちらも利用いただきい。 

（鈴木委員） 

 多世代交流センターという名称について、中間の年代は利用できないというが、

協働センターとかわらないのではないか。市民が内容を把握し、すみ分けて利用が

できるのか。これから区の再編もあり、人口比からみても、中区は板屋一か所、北

区旧引佐にはないなど施設配置が偏っている。団塊の世代である我々に対するサー

ビスは低下しているように思え、これから増えていく高齢者が満足できるのか。先
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ほど協働センターの充実という意見もあったが、協働センターも老朽化しているた

め、併合して、新しく複合施設を建設するような考えはあるか。市としては転換し

て終わりなのか、今後増設していくのか、また老朽化したら建て直すのか、逆に減

らしていくのか、計画が曖昧に思える。 

（藤田委員） 

 市は少子高齢化で今後財政的に緊迫していく問題があり、公共施設もなるべく費

用をかけず統合等で対応している。老人福祉センターは数が少なく点在しているた

め、足のない高齢者は通うこともできない。利用率が少なく、団塊の世代も高齢者

になってくる中で、市は何を目的としているのか、資源の集中ということも考えて

いただきたい。シニアクラブやボランティアは協働センターや町の公民館で活動し

ている。老人福祉センターは現在のまま活用し、子ども食堂や学習支援は協働セン

ターなど身近なところで活用・支援したほうが地域住民にとっては良いことだと考

える。高齢者が生きがいでカラオケをやっているところに子ども食堂・学習支援を

入れるのは相反するため、利用時間を細かく管理するなどの対応は必要である。 

（小栗委員） 

 社協は老人福祉センターを運営しているが、条例により定められた健康相談や機

能回復訓練などの項目について講座を実施している。子どもの事業が加わると、必

須事業かにもよるが、新しい講座や職員の確保なども必要になり、コストもかかる。

運営形態は今後決めていく必要があると思う。竜西荘は元々社協が施設を管理し、

事業も実施していたが、現在はヤタローが施設を管理し、施設内で社協が元気はつ

らつ教室という事業を実施している。１つの施設に施設を管理する者と事業を実施

する者、別々の事業者がおり、事業者間・職員間の連携が図りにくい、緊急時の対

応、事業時間など、管理上様々な問題がある。また、利用者の情報共有も図りにく

く、支援に結びつけられないケースもあり、実際運営している側からみても大きな

デメリットがある。老人福祉センターの管理を受託した者が、元気はつらつ教室の

事業も併せて実施するなど、事業者は１者のほうが市・事業者双方効率的であると

思われるので、検討いただきたい。 

（会長） 

市の大きな方針、管理面、他施設との役割分担の意見が出たが、考えていること

はあるか。 

（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指定管理者と元気はつらつ教室の事業者が異なり、問題があ

るという意見をいただいたが、今後、詳細について意見聴取するなどし、多世代交

流センターの管理者募集に当たっては、指定管理者と元気はつらつ教室はセットで

提案していただく等対応を考えていく。協働センターの充実について、老人福祉セ

ンターと協働センターを一つにまとめるという意見もいただいたが、一緒にする考

えはなく、老人福祉センターの機能を残し、高齢者の利用に大きな影響がでない範

囲で、子育て世代にも利用いただく施設にしていきたいというのが今回の提案であ

る。施設配置については、新たに建設することはコスト的に困難であり、今ある老

人福祉センターの施設・機能を維持し、有効活用していくことが大事であると考え

ている。利用者が減っている状況であり、子育て世代にも利用いただける施設にし
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たいという考えであるのでご理解いただきたい。 

（会長） 

藤田委員、鈴木委員から市の方針について意見が出された。この場では結論は出

ないが、全体的なところで市としての方針を検討いただきたい。管理面については

市の委託になるため、市が注意を払わないと難しい問題であると思うが、いかがか。

（小石川健康福祉部次長兼高齢者福祉課長） 

 指定管理とするのか、市が直営で行うのかということも考えなければならい。協

働センターは直営で市の職員が配置され、一部で夜はシルバー人材センターの方が

管理しているため、参考とし、管理の在り方を検討していく。 

（藤田委員） 

 協働センターでは、高齢者が趣味を持ちより同好会などの活動をしており、交流

の場となっている。老人福祉センターを否定するものではなく、老人福祉センター

は現在のまま活用し、子ども食堂や学習支援については、もっと子ども達が通いや

すい協働センターを活用いただきたい。アンケート結果で、老人福祉センター廃止

反対 83％というのは大きな数字であり信用できるが、年齢制限を外すことについ

ての賛成は 50％で決して信用できる数字ではない。地域の住民に利便性のある協

働センターを充実させ活用いただきたい。 

（幸田委員） 

高齢者にとっては身近に通うことができる居場所が一番のよりどころとなる。所

得が少ない方が通える居場所が老人福祉センターであるという意見も聞いている。

子育て世代の方からは元気がもらえて良いことだが、交流できる状況につくりあげ

ることができるかが問題。施設がたくさんあればありがたいが、今の市の経済情勢

では難しい問題であり、協働センターもあるが、シニアクラブの活動場所を確保す

るのも難しい状況。多世代との交流を図るのであれば、高齢者の居場所がなくなる

ことがないよう、それなりのことを考えていただきたい。 

（鈴木会長） 

老人福祉センターでの高齢者の居場所がなくなることを危惧されている。若い世

代が入ると活気が出るが、高齢者と分断されると意味がなくなるため、うまく交流

できるしかけが必要ではないかという意見である。 

（小黒委員） 

 高齢者プランの中での老人福祉センターの位置づけは、高齢者の生きがいづくり

の中にあり、健康増進、趣味や教養を活かしみんなと仲良く元気でいられるための

施設である。今回の提案は、大元の法律を外し、多世代で利用できるように転換す

る方法であり、気がかりである。高齢者の人数は今後増えていくので、居場所とし

て利用しているところを縮小することは趣旨に反している。元々の目的をしっかり

踏まえていただきたい。多世代交流として義務教育以下の子どもたちと高齢者との

交流を図ることは非常に無理がある。一方で子ども食堂や学習支援を行いたいとい

う提案自体に無理があり、パブリック・コメントを実施しても、義務教育以下を基

本とすることは明記がなく、どこまで読み取ってもらえるか。利用想定の書き方に
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も問題がある。高齢者の居場所であった場所をどう開放しながら交流を図り、みん

なが相乗的に良くなるためにどうするか、しかけ・工夫がないと心配である。 

（小石川健康福祉部次長兼高齢者福祉課長） 

 パブリック・コメント、また区の協議会にも出していくので、広く市民の皆様か

ら意見をいただき、今後の施設のあり方について、高齢者福祉課だけでなく庁内の

関係各課ともしっかり調整して進めていく。一番大事な高齢者の方の意見もしっか

り聞いていく。繰り返しになるが、老人福祉センターの機能は残し、高齢者の利用

に大きな影響がでない範囲で、子育て世代と交流する施設にしていくことを基本と

している。担保はないが意見を聞きながら進めていく。 

（小杉山委員） 

 指定管理者について、社協が管理している中でヤタローが入っているというのは

どういう経緯なのか。また、管理とはどこまで任せているのか、市が施設を管理し、

中の運営を事業者に任せているのか、体制や経費なども伺いたい。 

（小石川健康福祉部次長兼高齢者福祉課長） 

 社会福祉協議会は、いたや、湖東荘、湖南荘、青龍荘、江之島荘、可美荘、萩原

荘、舞阪シニアプラザ陽だまりを管理している。ヤタローは竜西荘、浜北ふれあい

福祉センターを管理している。指定管理者募集の際、２～３の施設を併せて募集を

かけており、竜西荘、浜北ふれあい福祉センターを併せて募集した。ヤタローから

指定管理を請け負いたいと申込みがあり、ヤタローの提案を評価、採点し、妥当で

あるとして管理を任せた。市からは従業員給与、施設の光熱水費など含めた指定管

理料を支払い、管理を任せている。募集の際には、自分の事業所ではどういう事業

ができるかを提案してもらい、評価している。応募が重複した場合には、提案の優

れた者を選定している。 

（小杉山委員） 

 提案内容と入札金額で決定するのか。 

（小石川健康福祉部次長兼高齢者福祉課長） 

 プロポーザル方式であり、金額だけではない。 

（小杉山委員） 

 １施設あたり年間いくらで委託しているのか。 

（小石川健康福祉部次長兼高齢者福祉課長） 

 全 13 施設で運営費、修繕費等も含め３億３千６百万円である。 

（小杉山委員） 

 浴室の経費も含むということでよろしいか。 

（小石川健康福祉部次長兼高齢者福祉課長） 

 全て含めての金額である。 
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（鈴木委員） 

 事業者により内容に差ができるのではないか。子育て支援となると保育士などの

専門職も必要となる。また、子どもの居場所づくりとあるが、学校が終わったあと

に通うとなると、今の開館時間と合わなくなる。時間延長すると職員の勤務時間に

も影響が及びいろいろな問題が出てくると思われる。 

（小石川健康福祉部次長兼高齢者福祉課長） 

 どのように管理していくかは考えなければならない問題であると認識している。

例えば、夕方までは指定管理者が管理し、以降は市が直営で管理するなどの方法も

考えられる。管理の方法については今後検討していく。 

（柚木委員） 

 高齢者の利用はそのままで、利用想定として子育て世代が入ってくるとのことだ

が、すばらしい施策だと納得できる根拠がないため、イメージができない。看護協

会として月１回施設に行き相談等を実施しているが、この部屋が子ども用に代わ

り、保健活動が減少し、他のイベントが増えるのかなというイメージはすぐできる。

高齢者と子育て世代の交流は、若い母親世代が線を引いてしまうように思え、どう

しても共存のイメージができない。楽しく良い施設にできるのかという不安がぬぐ

いきれない。 

（会長） 

最初が肝心である。充分議論いただきたい。 

（藤田委員） 

多世代を融合するのは難しいと思う。シニアクラブを見ても同年代で楽しく活動

している。小学高学年であれば、高齢者との交流も可能であると思うが、低学年や、

乳幼児を抱えた若い親世代が、高齢者と交流する場というのは考えられない。 

（藤島委員） 

 具体的に事業化するのは難しいと思う。老人福祉センターの役割は残し、子育て

世代にも開放するとのことだが、子育て世代が利用できる施設が少ないことから、

このような提案が出たのか。 

（小石川健康福祉部次長兼高齢者福祉課長） 

老人福祉センターを有効活用するという考えから提案している。 

（会長） 

意見をまとめるのは困難だが、最初が肝心であるため、この意見をぜひ参考とす

るよう、事務局にはお願いしたい。 

（小黒委員） 

 さつき荘は廃止するということで、存続の要望も出されており、話し合いを継続

すると回答いただいた。利用者へのアンケート調査で、利用している老人福祉セン

ターが閉館したらどうするかという質問があるが、さつき荘では 71.3％の方が自

宅で過ごすと回答している。地域独特の事情もあるように聞いているので、丁寧な
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対応をお願いしたい。 

（小石川健康福祉部次長兼高齢者福祉課長） 

６月 12 日、利用団体 20 団体及び利用住民合計 201 人の方から、存続の要望書が

提出されている。前回会議の後、11 月９日に要望書を提出した代表の方、11 月 13

日に利用者個人とも話し合いをし、明日には利用者団体、自治会の方にこの説明を

する。これまで２回、利用者団体の代表と話をしてきたが、今後施設がなくなった

際には自分たちの集会所を活用していきたいとの話も聞いている。集会所を使うに

あたって市で何か協力できないかとの意見も出ているので、市としてどういった支

援ができるかということは説明したいと考えている。 

（会長） 

みなさんの意見を参考とするよう事務局にお願いする。 

(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。 

（山内医療・介護推進担当長） 

 認知症初期集中支援事業の取組状況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） 

 ロコモーショントレーニング事業効果検証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。 

（鈴木委員） 

ロコモーショントレーニングはどこで開催しているのか。協働センター、老人福

祉センター等で開催しているのか。 

（坂本地域包括ケア推進グループ長） 

利用団体が活動する場所であり、市で指定する場所ではない。 

（鈴木委員） 

老人福祉センターの話に戻ってしまうが、このロコモーショントレーニングの参

加者一覧をみても、中区はこれだけの地域、参加者がある。しかしながら、老人福

祉センターはいたや１か所である。老人福祉センターのあり方についても地域と施

設の位置づけも考えて運営することが必要ではないかと思う。 

（鈴木会長） 

 認知症初期集中支援事業について、地域包括に相談があったら、そこからチーム

が組まれるということか。認知症は早期発見が大事であり、ぜひ進めていただきた

い事業であるが、22 か所の地域包括から相談があがってくるとチームが組まれる
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のか、プロセスを伺いたい。また、家族負担の軽減について、チーム会議が開催さ

れてサービスが組み込まれ、軽減に繋がっているのか、状況を伺いたい。 

（山内医療・介護推進担当長） 

医療サービス・介護サービスに繋げ、結果家族の負担が軽減されている。 

（鈴木会長） 

 地域包括から相談があがってくるとチームが組まれていくということか。 

（山内医療・介護推進担当長） 

 地域包括も他の業務が多忙であるため、それを踏まえ、困難案件というかたちで

また事例をあげていただく。 

（鈴木会長） 

 人員の許容量も足りていないのか。 

（山内医療・介護推進担当長） 

 認知症サポート医がいるため、地域で早期に発見し、医療・介護につなげていく。

（鈴木会長） 

 地域包括の現状等含め目的はよくわかった。もっと広めるために進め方は何かあ

るか。 

（山内医療・介護推進担当長） 

サポート医については、70 名を目標にしており、研修を受けていただき数は増

えている。精神科医と地域包括の関係が密になることにより、相談もしやすくなる

ため、顔の見える関係もつくっていく。 

４ 連絡事項 

５ 閉会 


