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平成 29年度 第１回 横浜市介護保険運営協議会 議事要旨 

 

日 時 平成 29年６月 26日（月） 9:30～11:30 

場 所 神奈川産業振興センター 

出席者 委員 15 名 （傍聴者６名・報道関係者０名） 

 

議題 第７期横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画について  

事務局 

（武井高齢健康

福祉課長） 

資料説明（資料１－１、１－２） 

第７期横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（よこはま地域包括ケ

ア計画）の策定について 

第６期横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の振り返り及び第７期

計画策定に向けた課題 

岡田委員 資料１－２ ２ページの下の、「よこはまシニアボランティアポイント事業」

というところで、「登録後、活動につながっていない方への対策」という文言

があるが、これは多分、マッチングしていないのかと思う。私たちは、地域

を毎月回っているが、片足が少し不自由な方が、講習を受けて施設に行くと、

お茶出しのようなことやってもらえないかと言われたが、それは危なくてで

きないと。ただ、話し相手はできるけれど、と言っても、結局そのようなニ

ーズが施設にはないので、できないと。施設のほうでもいろいろと事情があ

るのだろうが、そういうところで少し考えていただけたら、研修を受けた方

がシニアボランティアに参加できるのではないかと考える。 

事務局 

（佐藤介護保険

課長） 

せっかく登録研修会に参加していただいても、活動につながらないと意義も

薄れてしまう。今は受け入れ施設をリストで紹介するだけで、実際にどこで

活動されるかというのは、ご本人に選んでいただいているので、今後はもう

少しきめ細かな情報提供を、マッチングという意味で提供できるよう工夫し

ていきたいと思う。 

柳井委員 第７期への策定ということで少し大胆な意見を述べさせていただく。 

資料１－２ ２ページの「Ⅰ 健康でいきいきと活躍するために」というと

ころに関わると思う。保育園の経営をやっていて、ご高齢の方々に、保育補

助というかたちでかなり入っていただいたりしている。また、子ども食堂と

の関わりで学習支援の場がほしいというニーズがある。そこに、ボランティ

ア、という形がいいのか、しっかりとした職の形がいいのか、わからないけ

れども、経験を積んだ方々にそういう職を提供していくということは、これ

からニーズとしてはすごくあるのではないかと思う。 

保育園業界も実は保育士不足で、大変な状況である。ご高齢の方々は、その

ことに興味をもっている方々もいらっしゃるし、子どもと何か一緒にやるこ

とによって、健康を保てるという話もよく聞く。そういう状況の中で、ぜひ

横浜ならではの、定年退職された以降の方々が保育園に補助として入る制度

や、あるいは、横浜独自の特別な免許みたいなものができたらいいのかな、

と考える。 
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事務局 

（武井高齢健康

福祉課長） 

今の取組ということで、２ページの３番のところ、よこはまシニアボランテ

ィアポイント事業の下に、「いきいきシニア地域貢献モデル事業」というもの

がある。シニアの方を対象にした就労やボランティア活動の情報提供や相談

の窓口として、地域で、26年度から、いきがい就労支援スポットというもの

を、モデルという形でやっている。そこで、地域で就労ないしボランティア

活動をやっていただける方と、それを希望するシニアの方のマッチングをう

まくやっていこうとしている。７期に向けた課題にも書かせていただいたが、

特に子育て支援や、今少し不足という話がある介護分野に、シニアの方のマ

ンパワーをうまくつなげていけないかというようなことを、引き続き検討す

るような形になっている。 

委員のお話はもっと大きなご提案であるが、そういった取り組みも含めて、

７期の中で計画していきたい。 

山岸委員 高齢者というか、現役をリタイアしている方はたくさん若葉台に住んでいる。

若葉台では、４月に保育園が民営化に移行し、そこの保育士が町の中にかな

り出てきており、保育士の不足はないと。 

それから、若葉台の中に、０－３歳の親と子のつどいの広場ができていて、

我々も少子高齢で子どもを育てる世代の人を地域に呼び込みたい、あるいは

若葉台から発信したい。だいたい 6000人ほど減っていて、大部分が子どもた

ちである。そういう彼らに、そろそろ帰ってきて子育てしないか、と呼びか

けたりして、いろいろな活動をしている。その活動のなかで、結構まとまっ

て、若葉台子育て母の会が立ち上がって、自分たちで発信している。我々も

サポートしている。 

それから、２４時間見守りの場所として、商店街の空き店舗を使って、横浜

市の支援で、ＮＰＯ法人がひまわりというものをやっている。サポートして

いる人々はみんなＯＢの方、お年寄りとか、大部分が女の方である。 

また、昔から学校開放がとても盛んである。できるだけ地域に開放するとい

うのを、３０何年前からやっている。子どもたちも、野球にしても前のＯＢ

の方々がいろいろなサポートをしている。小学校３年・４年生くらいに、週

に２回、教員の経験者、高校生がサポートしてくれている。今どうしても共

稼ぎの家族が多くなって、そういう方々を、子どもたちをＯＢの方々がサポ

ートしている。 

いろいろなところで、スポーツでも文化でも、私はこれならできるよ、とい

う場を見つけられるといきいきと通っておられる。それも元気になる手では

ないかと思う。その結果、若葉台では高齢化率は 45％で高いにもかかわらず、

要介護認定率は 12％で、市の平均より５ポイント低くなっている。 

越智委員 横浜型、横浜型という頭がつくが、具体的に、横浜型というのがなかなか見

えてこない、そのヒントがお二人の委員の発言の中にあったと思う。もちろ

んこれは、高齢者を中心とした計画ではあるが、子育て・教育という横断的

な連携をとった計画になっていく、というのが横浜型の一つのキーワードで

はないかと思う。 
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健康でいきいきとか、就労支援や、ボランティアの方たちの活動というのは、

それこそ、今懸案になっている総合事業の住民の活動というものに、横につ

ながっていくのだと思う。 

また、７期計画に向けた課題というのが、残念ながら毎年同じような文言が

並んでしまってみえる。例えば、小規模多機能や巡回型など、横浜型として

売りになっているようなものに対して見直しが浅い。 

７ページの特養のところで、数値目標を立ててそれを達成するというのはと

てもやりやすいし振り返りがしやすい。１２か月待ちで要介護３以上が入れ

ると、大胆な数値が打ち出されて、それをきちんと実行されていることは、

すばらしいと思う。プラス今年度は 300 床つくられるということですが、床

ができても人がいないからあけられないということでは意味がない。横浜市

としては、人材確保がいつも急務で、必要だと書かれるが、それでは横浜市

では具体的に何人足りないのか。国の方で各都道府県別では出していると思

うが、横浜市くらいの大きな保険者だったら、どれだけ足りないのか。なる

べく、数値で出せるものは数値で出しながら、抽象概念になっているところ

をもう少し具体的な事業で、どこに特化していくのか？そのあたりはこの資

料ではとても簡単にまとめているが、奥には隠れていると思う、是非お聞か

せいただきたい。 

事務局（奥津介

護事業指導課

長） 

３ページの小規模多機能・定期巡回の表のところで、７期に向けた課題とい

うことで、18 区で展開しているが、利用率がなかなか伸びていかない。その

ことが、事業所の廃止につながっていると認識しているので、整備するだけ

ではなくて、こういった大事なサービスは横浜市の中でもっと利用されるよ

うに普及啓発に努めていきたいと考えている。 

事務局 

（武井高齢健康

福祉課長） 

人材、特に数値のことに関して、国レベルではいろいろな推計の仕方で、2025

年は需要に対する不足が数字としては出ていて、神奈川県レベルでは、24000

人から 25000 人くらい不足するという推計が出されていたかと思う。ただ、

残念ながら、市町村レベルまでは、その推計値というものは出ていないので、

今の時点で、横浜市としての数字が出せる根拠・データ・手法がない状況で

ある。何をやるにしてもデータや推計なしには難しく、中でもいろいろ苦慮

している部分がある。 

事業者からできる限り実態の話を聞いて、できるだけ実態を掴んで、それに

近い解決策・施策を検討していこうと思っており、庁内でもチームを作って

検討している。 

木村委員 今お話を伺っていて、私のこの３月からの行動を話したいと思う。私、仕事

を離れて２年が経つ。最近になって友達から、元気なのだから少し何かした

らどう、と言われて、昔とった幼稚園教諭の資格があるので、シルバー人材

センターに行き、保育園のお手伝いのような仕事はありませんか、と言った

ら、ありませんと言われた。現場にもいたので、施設の朝の食事介助の仕事

はありますか、と言ったら、それもありませんと言われた。こちらでやりた

いと思っても、やれることがない。シルバー人材センターでも、その辺を精
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査して、仕事を受注したらよいのではないか。ちなみに、週１回掃除の仕事

に行っている。少し現場が見たいなと思っているが、やっぱり実際に仕事を

していたときとは違った現場が見えて面白い。 

瀬戸委員 ６期から７期にかけては非常に重要なターニングポイントがいくつかあると

思う。１つは高齢者の活躍の場を広げていくということ。従来の制度や機関

では難しい状況になってきていると感じているので、思い切って制度の枠組

みを超えていく、あるいは連携していくような視点をもって、６期から７期

はホップステップジャンプのジャンプのところを、新しい要素として７期の

目玉として１つ作ってもらえたらと思う。キーワードは「生涯現役」になる

かと思う。活動しているほうがお元気なのは明らかなので、検討いただきた

い。 

議題 平成 28年度横浜市高齢者実態調査の結果について 

事務局 

（武井高齢健康

福祉課長） 

資料説明（資料１－３） 

平成 28 年度横浜市高齢者実態調査の結果について 

岡田委員 ココファン横浜鶴見で「よこはま多世代・地域交流型住宅」モデルが始まっ

て丸４年経ったが、入居者の評価や意見はどのようなものがあるのか伺いた

い。 

事務局 

（壺井高齢施設

課長） 

入居されている方は、比較的元気で自立された方が多い。１階の部分にコン

ビニエンスストアが入っていて、そこでお昼をとったり、子育て世代の方々

と交流が生まれたりしている。コーディネーターの方が地域交流に力を入れ

ている。比較的広い会議室があり、地域と積極的に交流をしている。できた

当初はなかなか交流が進んでいなかったようだが、コーディネーターの力で、

地域交流が進んでいると伺っている。 

岡田委員 高齢者は高齢者、子どもは子どもというのではなく、交流、交じり合って地

域で過ごすということがよいと思う。学習塾をこのあたりに設ける、という

施設長さんの説明があったときは、みなさん興味深く聞いて帰られた。今の

説明は、中の交流ということなのか。入居者で教師を辞められた方とかが自

分の特技を活かしていくというような話をいただいていたが、中で現役世代

のご家庭と高齢者世代のご家庭との交流があるのか伺いたい。 

事務局 

（壺井高齢施設

課長） 

もちろん建物内での中の交流、多世代の交流があるし、近くに保育園や小学

校もあるので、そういったところとの交流も、かなり活発に行われていると

伺っている。 

柳井委員 ９ページの医療分野のところ、「延命・看取りの等の意思表示」のデータを見

ていて、昨年フィンランドとスウェーデンの介護施設の視察に行って、感じ

たことを報告させていただく。 

視察に行ったところは、100 人くらいが入所していた。８人で１つのブロッ

クになっていて共有スペース、リビングやキッチンがあって、それぞれに個

室があるような。 
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驚いたことは、もちろん自立されている方もいらっしゃるが、概ね、ここに

入った方は２年で亡くなる、という話。昨年は 100人中 50人亡くなった、と

いう話だった。また、違う場所で、ドメスティックな介護をしているところ

で、そこでもやはり、平均２年、というのが北欧の方々の意見。これは多分、

宗教観も違うしさまざまあると思うが、食べられなくなったら人は１週間で

元気がなくなる、ということを口々に言っていた。「家族との話し合いは特に

行っていない」というところが少し大きなターニングポイントになりかねな

いと思っているし、そういうことをしっかり考えながら進めていかなければ

いけないと思う。 

吉田委員 食べられなければ亡くなるということ、同感である。介護予防分野で報告書

の 124 ページ、「介護予防の取組開始のきっかけ」は、「以前からの習慣で自

発的に」というのが多い。残念ながら、市の情報や回覧がきっかけというの

は少ない。歯科疾患の場合は、生涯にわたる健康づくりとして、食べられる

支援ということを目標にしている。始まりは妊婦歯科検診から。学校歯科保

健など、高齢者になっても訴え続けることによって歯科保健の重要性を身近

に植えつけられる、結果、歯科実態調査もデータは段々よくなってきている。

しかるに、資料１－２ ２ページにあるような、第７期計画に向けた課題で

「介護予防の必要性について市民に理解促進を図る必要がある」とあるが、

高齢者になってから介護予防の重要性を訴えかけてもなかなか浸透しないの

で、より広い世代へ働きかける必要があるという意味で不十分かと思う。広

い世代に渡って、食べることの重要性を訴え続ける必要があると思った。 

岩船委員 調査に関して１点、データの男女別統計の公表にご配慮いただけなかったこ

とは残念。例えば、８ページの「主な介護者」というところで、配偶者等と

あるが、男性女性、誰が担っているのか、主な介護者とは誰なのかを把握す

るために、やはり男女別の統計は重要だと思う。あと、14 ページの、「地域

活動への参加」についても、おそらく、男性と女性とでかなり違いがでてく

るのではないかと思うし、そうすると、働きかけの仕方にも違いが出てくる

と思う。これから計画を立てられるにあたっては、そういったところもご配

慮いただきたい。 

事務局 

（武井高齢健康

福祉課長） 

今回のまとめの方では男女別というところは計算していなかったが、当然調

査の中ではわかるので、実際の計画策定にあたって必要な部分については、

男女ということも精査してやっていきたい。 

渡辺委員 ９ページの「延命・看取り」のことには大変関心がある。今まで病院で亡く

なっている方が８割以上という状況だったが、最近は在宅や介護保健施設で

看取るということも段々増えてきているという。やはり死に関して、どうい

う風に生きてどう迎えるかということについて、意識改革が必要なのではな

いかと思う。例えば、高齢になって、どんなかたちで死を迎えたいかという

ことに対して、自然なかたちで、と言うが、自然なかたちというと、見捨て

られるのではないかとか、誰も看てくれないのではないかとか、そんな意識

をお持ちの方もいらっしゃる。そんなことはないのだが、そういったところ
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の情報をきちんと伝えたうえで、意思を表示してもらうということが大事だ

と思うので、その辺もぜひ、次の取組のところに入れていただきたい。 

議題 第７期計画構想案について 

事務局 

（武井高齢健康

福祉課長） 

資料説明（資料１－４） 

第７期計画構想案について 

瀬戸委員 第７期計画の骨格としては、よくできている。「第５章 施策の展開」のとこ

ろで、参考として、キーワードをいくつかお話しする。１つ目、「１ 介護予

防・健康づくり」に関しては、いろいろ施策を連携させなければならないと

ころがあるので、例えば教育委員会や医療関係の方々を含めて、「フレイル予

防」という言葉をどこかに入れていただきたい。 

２つ目の、生活（在宅）関係の、特に従来からの介護で、「自立支援」が重要

なキーワードになっていて、介護の中のサービスのほうでの自立支援に向け

て変えていくということでは「在宅介護」の中に入れる必要があると思う。

３つ目の「安定した生活の場の確保」の「住まい」というところで、特定施

設が入っていないが、住まいという観点からすれば、居住系サービスとして、

入れておいた方がよい。プラスアルファでサ高住も入ってくる。介護医療院

というのは従来の病院なので、住まいというには若干違和感がある。４つ目

の「認知症施策」について、こちらにはぜひ市民の方々に対しての普及啓発

として、例えば、サポーターの養成講座を頻回に開催するなどして、市民の

３割くらいがサポーターになっているという目標値を設定していくというの

も重要と考える。そうすると、地域そのものが、やさしい地域になっていく

のではないか。 

越智委員 第３章で「2025 年の目指す姿」として、前回も同じ項目があったと思うが、

市民の方がご覧になって、2025 年はこういう風になっているということが視

覚で見られるようにするとよいと思う。あと、2025 年のところで、「横浜型

地域包括ケアシステム」とあるが、2025年の横浜市の特徴と対応して、横浜

型が見える工夫があると、全国的にも誇れる計画になるのではないかと思う。 

あと、第５章の施策のところでは、Ⅰの「シニアパワーの発揮」とⅥの「地

域包括ケアシステム」のところが、絡むと思う。施策と中での絡みが横断的

にわかるよう、関連がわかるように作るとよいと思う。 

事務局 

（武井高齢健康

福祉課長） 

第３章はなるべくわかりやすくなるように視覚的にすることも内部で検討し

ているので、次回か次々回には何か出せるようにする。「施策の展開」のとこ

ろで工夫していかないといけないし、瀬戸委員からいただいたようなキーワ

ードも入れたかたちで検討していく。また施策ごとの関連についても、第３

章や第４章の総論の部分でうまくまとめるなどして、わかりやすい構成にし

ていきたい。 

山岸委員 第３章の「2025年の目指す姿」というところだが、横浜全体で今年から動い

ているもので、2025 年問題を見据えた大規模団地再生モデル構築事業があ
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る。戸建てでも団地でも、人が生きていくことについては子育てから最後に

いたるまで同じだとみている。目指す姿のところで、これから 18区のひな型

になる可能性があるので、ぜひ関連づけられるとよいと思う。 

花立委員 第５章のⅥの中に「社会福祉法人の地域貢献」とあるが、今まで社会福祉法

人の地域貢献ということがうたわれていなくて、ここに突然現れたように見

えるが。また、地域社会福祉事業の充実計画との関連性がここにあるのか伺

いたい。 

事務局（松本高

齢健康福祉部

長） 

社会福祉法人の地域貢献は、地域社会福祉事業の充実計画との関連をリンク

させていきたい。社会福祉法が改正され、社会福祉法人は地域貢献すること

となっている。 

これから 2025年問題に対応するためには、高齢者の力を引き出すのと同じよ

うに、社会福祉法人が地域においてどんな活動をしていくということが求め

られている。このため、７期計画では地域貢献ということで打ち出しをした

い。 

それと、先ほどの山岸委員の質問に対しては、今回 2025年問題ということで、

圧倒的に増える介護ニーズに対して、しっかりと対応していくというのが、

この計画の基本線である。そのためには、１つとして団地再生がある。横浜

には高齢化している大規模団地が 61 団地あり、そこでの対策は、2025 年問

題に対応していく１つの仕様のようなものになる。若葉台団地は高齢化率も

45％で 2025年問題を現在体験しているので、若葉台の取り組みを検証し他の

地区に広げていけば、それは 2025 年問題の横浜市の施策にもつながっていく

と思う。このような団地は、高齢者が集住しているから、効率的なサービス

が提供できる。そのノウハウを、今度は戸建てに広げていけば、垂直を水平

に広げていけば、2025年問題に対応できるのではないか。団地再生の取り組

みとしっかりリンクしながら、７期計画の中で取り組んでいきたいと思う。 

山﨑会長 社会福祉法人の地域貢献は小倉委員もいっておられた。 

小倉委員 はい。本来、社会福祉法人は、地域貢献しなければならないという法に基づ

いた設立の経緯があるので、本来に立ち戻って、地域と密接に結び付きなが

らニーズにこたえていきましょうと、改めて国が示唆したという感じである。

社会福祉充実残額という数字も厳密に出て、これは地域のために使いなさい、

計画が立てられなかったら国に戻しなさいと、厳しくなっている。今後、地

域の社会福祉法人にどんなニーズが与えられるのか、ノンストップでまたは

ワンストップでできるようにと。縦割りではなく、社会福祉法人で、地域で

取り組むネットワークを作って、ニーズにこたえていきましょうという形に

なっていくので、近くの社会福祉法人にニーズを伝えていただきたい。いろ

いろな解決策をやってくれるはずで、それはやるべき論で、法人がそこにあ

るということがやるべき論の原点になっている。これは専門外だからとかと

いうことではなく、ニーズにこたえるような取り組みも、やるべき努力をす
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るというのが目標となっているので、いろいろ聞いてみてほしい。 

話は変わるが、人材確保というのが否めない問題である。例えば数字として、

最低基準を下回っている施設は、今のところはない。しかし、要介護３以上

になって介護度があがった特養については、３対１では回らない。法では基

準値を何とかクリアしているが、施設の中で質を担保ないし充実させるため

には不足感を感じると。それぞれの法人の考えている施設の現状を鑑みなが

ら不足感のある施設数としかデータとして出せないが、横浜市社協高齢福祉

部会が経営の実態調査というものをやっていて、一昨年度は人材確保に向け

ての取組についてデータをとっているので、横浜市としても把握していくの

がベストだと思う。それがないと、困っている、少ないと言っている実態が

わからない。実際施設が運営基準に基づいていて、最低でも回っているのと、

今抱えている利用者に対してこれだけのサービスをしたいけれどこれだけ足

りないというものが、実態として各施設が持っている想いの部分もある。そ

れを数字にして拾い上げるということは難しいかもしれないが、各種団体が

それなりの努力でいろいろなデータを持っているので、それを引き上げると

か、各種団体にどれくらい少ないかという調査を持ちかけるとか、７期計画

に数字を載せながら、適正な質の高いものを運営できるような、マッチング

の、数字の合わせ方が必要かと思う。何かしら要請があれば団体で協議して、

必要なデータを提出したいと思う。人材確保がずっと騒がれているが、実際

のところが横浜市でも掴めないところであるなら、調査依頼して横浜市のニ

ーズや、そのニーズに応えられる事業体数などを把握して、動き出すとよい

と思う。 

報告事項 地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律について 

事務局（佐藤介

護保険課長） 

資料説明（資料２） 

地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律に

ついて 

（以上） 


