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平成 29年度 第２回 横浜市介護保険運営協議会 議事要旨 

 

日 時 平成 29年８月 24日（木） 13:30～14:50 

場 所 ホテル横浜ガーデン ４階 アイリス 

出席者 委員 16 名 （傍聴者６名・報道関係者０名） 

 

議題 第６期横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画平成 28年度取組状況について  

事務局 

（武井高齢健康

福祉課長） 

資料説明 

第６期横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画平成 28年度取組状況に

ついて 

小倉委員 特別養護老人ホームの整備実績に伴って事業者として意見を申し上げたい。 

横浜市のニーズ・目標を達成している整備計画の実績やご利用者様の 12か月

以内の入所可能などについて大変評価している。しかし事業者側として働く

人材の枯渇が厳しい。派遣会社からの縁がつながらない、退職者の補てんが

できないなどあり、（事業者として）外国人の雇用やＥＰＡの経済協力関係で

の対応、若年層の高校生に対してもアルバイト感覚ではなく正規職員に育て

るべく教育とをしているが、現場は実際もうぎりぎりのラインである。３対

１の法定数は満たしているが、実際３対１では回らなくなってきている。要

介護３以上、３、４、５の介護にかかわる法定数というと、もう 2.2 対１と

か下手したら２を割るような 1.9 対１といった異例対応をしなくてはいけな

い。横浜市と協力しながら事業者も頑張るので、今後の整備計画、増床は構

わないが、器(施設)を作って働く人間がいないためベッドがあけられないと

いう事態にならないような計画を第７期ではお願いしたいと思う。 

山崎会長 要望でよいか。 

小倉委員 要望でよい。 

山崎会長 小倉委員の前任者も言っていたが「特養を作るから増々人手不足が深刻化す

る」のだと。思わずそう言いたくなるくらいの人手不足なのか。 

小倉委員 横浜市民のニーズがそうであれば、増床は全然構わないが、増床に見合う質

の担保も事業者としてやっていかなければならないので、両輪で上がってい

ってくれると市民のためになると思う。 

山崎会長 一時的なベッドの空きが出るというのは、退去があればどうしてもでるもの

だが、(働く)人手不足であるがゆえに空けざるをえないという状況は横浜で

あるのか。 

小倉委員 本来ならば、たとえば新型特養個室ユニット型などオープンと同時に入居の

ニーズにこたえて全床満室にするべきだが、やはり徐々に従業員を育てる・

雇用するという関係で、一度にフルオープンできないという状態はあると思

う。今後心配するのは、今まで既存で満床であったのが、従業員が減るとい

った要因で入居利用を控えてもらうという形では本末転倒になってしまう。
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これから懸念される事態なので、その辺は問題だと思われる。 

山崎会長 これから懸念されるが、今のところはないという理解でよいか。 

小倉委員 そのデータはまだ持ち合わせていない。 

山崎会長 （介護職員などの）人手を十分確保できないので、満床にするまで時間がか

かる。このまま放っておくとどんどん時間がかかるようになる。 

小倉委員 そう思う。 

山崎会長 事業者側は非常に慎重な発言をされているが、(横浜市から)補足的な説明は

あるか。 

事務局 

（壺井高齢施設

課長） 

昨年 10 月に特別養護老人ホームがオープンしているが、開設から程なくして

フルオープン(満床)している。確かに人手の確保がなかなか難しいと各事業

者様からは伺っているが、今後人材の確保や育成については、横浜市も事業

者様と協力しながら進めていきたい。 

山崎会長 わかりました。よろしくお願いします。 

ほかにご質問、ご意見はある方はいらっしゃるか。 

武安委員 先程の８ページの「生活支援体制整備事業」というところで、第１層、第２

層という分け方をされているが、第１層、第２層はどういう意味をしている

か、またこの社会福祉協議会に配置されたコーディネーターと第２層の地域

ケアプラザに配置されたコーディネーターの資格と意味をお教えいただきた

い。 

事務局 

（賀谷高齢在宅

支援課長） 

第１層は行政区、各区 18区のことを指しており、第２層の方は日常生活圏域

レベルと国が整理しているので、横浜市でもそれに沿って地域ケアプラザ、

あるいは特別養護老人ホームに包括ケアセンターをおいているところについ

ては、その包括支援センターの方においている。１層と２層のコーディネー

ターの違いは、いずれも「高齢者の生活支援介護予防を充実させていくため

に地域支援をしていく」という立ち位置ではあるが、２層の方は実際ケアプ

ラザとか特別養護老人ホームの包括の現場で地域の方たちとかかわっていく

立場、１層の方は区レベルで全体を見る立場にある。(１層の方には)区全体

で見たときにどうなのかと考えるのと同時に２層の方のコーディネーター、

バックアップするよう社共、区社協の方にお願いして配置してもらっている。

資格については特に定めてはいない。 

武安委員 そうすると、特別新規に雇用しているというわけではないのか。 

事務局 

（賀谷高齢在宅

支援課長） 

そういうわけではない。 

武安委員 そのような名目で仕事をやってくださいという理解でよいか。 
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事務局 

（賀谷高齢在宅

支援課長） 

はい。 

武安委員 わかりました。 

山崎会長 ほかにご質問、ご意見のある方はいらっしゃるか。 

岡田委員 ２ページの２のところで「高齢者が身近な『場』で介護予防に取り組み、住

民主体で行う元気づくりステーション～」といった文言がある。実際私達も

地域でスリーエー体操などに取り組んでいる。現在進行してはいるが、住民

主体といって取り組んでくれる方を要請しようと思っても、一般の方という

のは一人、二人くらいしか来ない。うちの住宅地域も約２千戸あるが、(一般

の方が)二人くらいしか来られず、それでは運営できないので結局、民生委員

や保健活動推進委員などが担うようになる。 

民生委員や保健活動推進委員を引き受けているからとかといって、全員が全

員、賛成している人ばかりではなく、（その取り組みに対して）かなり負担感

が感じているように思える。ケアプラザの保健師や生活支援コーディネータ

ーの方は地域の取り組みとしてやってもらいたいので一生懸命プッシュして

くれるが、一般住民に広がっていない感じがする。こういった制度とかを作

っても２～３年で終わってしまっては意味がないと思っているので、長く続

けるためにどうやって一定の(一般の)方を出していくか、非常に悩ましいと

ころである。行政の方としてもどのように考えているのかお聞きしたい。 

事務局 

（賀谷高齢在宅

支援課長） 

岡田委員のおっしゃるとおりだと思う。元気づくりステーションは自主的な

介護予防活動を広げたいということが趣旨であるため、住民の皆様一人一人

が自分の介護予防を自分で大事だということを理解して進めていくことがベ

ースとなる。元気づくりステーションのような活動を住民の皆様がやれるよ

うに区や包括の保健師がいろいろと運営支援をしながらかかわっているつも

りだが、実際民生委員の方とか保健活動推進委員の方たちが中心となってや

っているところがあるということも承知している。役付の方だけではなくて

一般の方たちがどういうふうに（介護予防活動が）大事であることを理解し

自らの活動として動いていけるかというのは、この元気づくりステーション

に限らず、おっしゃられた生活支援コーディネーターが動いている中でも、

非常に大きな課題であるため、横浜市としてもどううまく伝えていけるか勉

強しながら行っていきたい。また皆様からご意見があれば伺っていきたい。 

 

山崎会長 山岸委員、なにかアドバイスがあればお願いしたい。 

山岸委員 私は(旭区)若葉台に住んでいて連長をやっている。今は NPO 若葉台っていう

福祉の NPO を作って高齢者見守り、在宅介護、看護、調剤やいろんな世代が

交流できる場所を作っている。「（親と子の広場）そらまめ」は、０～３歳の
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親と子の集いの広場でこれはもう４年経っている。また先程話した「（地域交

流拠点）ひまわり」は昨年３月に立ち上げて２年目に入っている。そこを営

んでいくには一般の多くの方の参加が必要。いろんな役を担っているキーパ

ーソンの方はやりたい気持ちはあるが無理がある。確かに最初は大変なので

キーパーソンが出てこないと難しいが、最後までそのキーパーソンがやって

はいけない。いろいろな一般の方、特に主婦の皆様などの力が極めて重要。

行政は地域におろしてという感じだが、受け手側の我々としては行政をうま

く使いながら（補助金等も若干出るのでそれも使いながら）講演会や研修な

どを行い「自分たちがこの町に必要だよ、明日は我が身だから頑張ろう」と

呼びかけ２～３年かけて担い手を育ててきた。周りに特別養護老人ホーム等

多くあるが収容人数からすると全部は入りきれない。必ず在宅で看なくては

ならない（中にはその人の主義で在宅を希望という方もいるが）方が出てく

るので、その場合は 24時間・定期的な見守りや何かあった時の対応など、で

きる範囲でしかできないが徐々に範囲を広げ、質を上げながらやっている。 

山崎会長 ありがとうございます。 

事務局 

（賀谷高齢在宅

支援課長） 

先ほどの武安委員のご質問のお答えの中で、私の説明が不十分かと思い補足

させていただく。１層、２層の生活支援コーディネーターについては、社協

内と各法人内の職員の方が担っていることもあるが、基本的には新たに雇用

をしてやっていただいている。 

議題２ 第７期横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定について 

事務局 

（武井高齢健康

福祉課長） 

資料説明 

第７期横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定について 

野呂委員 介護人材の確保と定着の支援ということが非常に大切だと思う。「介護ロボッ

トの導入」という記事を新聞などで時々見るが、現実的に時期あるいは介護

施設においてどの程度のパーセントで導入が可能なのか、また導入がされた

場合、（介護人材の）定着にどの程度効果あるのか、ご意見をお聞きしたい。 

 

事務局 

（武井高齢健康

福祉課長） 

介護ロボットについては、昨年度の国の補正事業の関係で、介護ロボットの

新規の投入という事業が行われ、横浜市内でも多くの事業所・施設のほうで

申請いただき導入が図られている状況である。どれくらいの割合で介護ロボ

ットが施設で稼働しているかの数字をいま申し上げることができないが、昨

年度の事業申請では、センサーベットや施設内の見守り型ロボット関係の要

望が特に強かったように思われる。（導入により）看護師の巡回などの負担軽

減が相当程度図られるという期待があってとのことと思う。またパワースー

ツと呼ばれる入居者の方を持ち上げたりするものも、かなり申請件数は上が

ってきている。今後活用状況なども伺いながら次の第７期施策に活かしてい

きたい。 
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吉田委員 ２点要望を申し上げたい。 

まず１点目は介護予防健康づくりのところで、本日ご欠席の瀬戸委員から意

見書が出されているが、新たに「ロコモ・フレイル予防の推進」という記載

が追加されたのは非常に良いことだと思う。歯科的にさらに申し上げるなら、

なかなか介護予防という表現が受け入れがたいので、新たにフレイルという

概念を前面に出すというのは大変効果的と思う。またフレイル（低栄養）の

さらに前の段階にプレフレイル（歯科的にはオーラルフレイル）という概念

がある。（フレイルの）基本チェックリストの口腔機能等の関係で、「最近硬

いものが食べにくくなった」、「水がむせるようになった」、「口の渇きが気に

なるようになった」の３項目は、ある程度元気な高齢者はほとんど自覚しな

いので、なかなかピックアップできない。ところがオーラルフレイルでは「滑

舌が悪くなる」とか「食べこぼしてしまう」など日常的なちょっとした変化

が該当してくる。ぜひともこの介護予防の取組で（ロコモ・フレイル予防の）

促進を図ることを重点項目としていただきたい。また昨年度までは専門職の

関与促進ということでリハビリ関連職の報告も受けているが、プレフレイル

という考え方からすると管理栄養士や歯科衛生士などの専門職の関与も必要

なのではないかと考えている。 

２点目は在宅医療看護のところで、「在宅医療を担う医師の養成研修等の実

施、在宅医療を支える専門職の質の向上」とある。われわれ歯科医師も質の

向上のためにさまざまな研修会やトレーニングを行っている。今在宅では、

退院して在宅療養や施設入所しても食べられない・飲み込めない、病院食は

食べられるが在宅に戻ったら何を食べたらいいのかわからない、また（本人

に）本当に食べられる機能があるとだれが診断するのかというところが非常

に悩ましい問題である。横浜市歯科医師会では日本耳鼻咽喉科学会神奈川県

地方部会の先生方と協力し、飲み込みの評価についてのルール作りに取り組

んでいる。我々歯科医師会だけでこれはうまく進んでいくことではないので、

この場を借りてお願いしたいが、やはり在宅療養をするにあたって食べるこ

とは最重要課題であるため、いろいろな職種の方々が集う協議会のようなも

のをぜひ行政主導で立ち上げていただきたい。次期から開いていただければ

ありがたい。 

山崎会長 ありがとうございました。 

武安委員 ６番目に「ICT の活用」という欄があったが、これは新規に立ち上げる意味

なのか、それとも今までやっていてそれを継続して強化するという意味なの

か。 

事務局 

（奥津介護事業

指導課長） 

今後施策全般にあたってどういう活用が必要かを検討していく必要がある

が、現時点では別の項目にも出てきた介護ロボットの導入や認知症に対して

は見守りツールのようなものの活用、特に今地域包括システムの関係で要介

護認定率や介護保険サービス利用状況等をベースに、日常生活圏域ごとのデ



 - 6 - 

ータ分析を行えるようなシステムなども現在検討中であるため、それらも含

めてどんな形で活用を広げられるか検討していきたい。 

武安委員 そうするとまだ未定というか、システム自体できていないということか。 

事務局 

（奥津介護事業

指導課長） 

システム自体も開発途中であり、まだまだ未定の部分は多い状況である。 

武安委員 私は横浜市医師会のシステム部会副会長でもあり、医療局の方でも ICT の研

究会を立ち上げて、年に３回程度会議を行っているがかなり難しい。一つは

患者（利用者）のデータや状態等を共有する場合、１対１なら構わないが、

一人の患者（利用者）に対してみんなが見ようとするとセキュリティの問題

が出てくる。磯子区の在宅医療拠点の時に ICT を作って行ったが、医師会の

ほうから病院の方に情報を提供するのは１体１であるので一向に構わない

が、病院から我々(医師会)の方に情報をもらおうとするとセキュリティの問

題が出てくる。ICT は双方向でないといけないが、双方向でできない。ICT

をもしも３か年でやろうと考えているならば、かなり積極的にしっかりやら

ないと、掛け声だおれでお終いということになってしまう。実際に神奈川県

では、介護の確保基金の方で一部お金が出るということで、ICT の実証実験

を県が行っているが、横浜市の方は県が行っていると手が出せない。横浜市

で独自にやるのであれば当然予算がつくだろうしできると思うが、今申し上

げた県で取り組んでいる事業の情報を入手してやっていかないとかなり難し

いと思う。３年ではとても終わらない。この「ICT の活用」というのは、重

要ではあるが、かなり難しい課題ではないかと思う。 

事務局 

（武井高齢健康

福祉課長） 

貴重なご意見ありがとうございます。 

おっしゃるとおりで、７期だけでは完結できずに、それ以降のことも含めて

考えていかなければいけない部分も大きいので、その辺は慎重に行っていき

たいと考えている。医療局の ICT の研究会については、私どもも出席してい

るが、おそらく医療局の方が介護よりもちょっと先に進んでいると思うので、

いろいろ勉強しながら検討していきたい。 

岩船委員 新たな介護人材の確保について「資格取得と就労の一体的な支援」と書いて

あり、ここには様々な施策が含まれていると思う。前段小倉委員の人材不足

というお話もあり、私どもも女性の就労支援ということを日ごろから行って

いるので非常に関心が高く、おそらく今まで通りのやり方では十分ではない

と考えているが、何かこの部分でより積極的な支援策やイメージを持ってい

たら聞かせていただきたい。 

事務局 

（武井高齢健康

福祉課長） 

ご質問は「資格取得と就労の一体的支援」のところでよいか。 

現在「チャレンジ介護支援事業」名で主に 40～60歳くらいの方を対象に介護

職員の初任者研修の受講（これは受講料など免除した形で受講）と受講後の

施設や事業所への就労斡旋・紹介をセットで実施するという事業を事業者団
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体への委託という形でやっており、ここ数年は成果を上げられたと考えてい

る。また今年からモデル的にもう少し若年層、具体的にいうと高校生の方や

卒業後の就職を視野に入れている学生の方をターゲットにこの資格取得と卒

業後の就職という事業を一体的に結び付けてやっていけないか実施してい

る。今後の成果を見ながらにはなるが、うまく軌道にのるようであれば、今

の取組の拡充ということで、高校生の就職準備支援にもつなげて、若年層の

方向けの取組も充実させたいと考えている。 

渡辺委員 安心の介護を提供するためにというところで、３番目に「専門性の向上」と

いう項目がある。様々な研修を企画して参加されるところはいいが、参加さ

れないところをどういう風に評価するかという悩みがある。私どももいろい

ろと研修を組んでいて、毎年同じ施設の方が順番に研修を受講しにくるが、

(研修に)参加をされないところが様々なクレームの相談などにつながってく

るので、その辺の質の評価をするようなシステムがどうなっているのか教え

ていただきたい。 

事務局 

（奥津介護事業

指導課長） 

質の評価について申し上げると、外部評価制度や自己評価制度などがあり、

サービスによっては法律で義務化されているものがあるので、評価について

はそれに委ねているという形になっている。また質の向上セミナーにおいて、

受講される方が偏って受講しない事業所はなかなかずっと受講しないことは

確かに想定される。現在横浜市で行っている質の向上セミナーは、新規に事

業所指定を行う事業所の責任者の方やあるいは介護保険事業所の指定された

更新の時期をとらえて、その責任者の方は必ずこの質の向上セミナー受けて

いただくなどの取組を行っているところである。 

事務局 

（武井高齢健康

福祉課長） 

資料説明 

瀬戸委員の意見書について 

花立委員 ６月末で締め切られた社会福祉充実計画の該当する社会福祉法人がどのくら

いあって、どういう形の活動をされるのかについて概略がわかれば教えてく

ださい。（費用的、資産的に余裕のある社会福祉法人の地域事業への貢献） 

事務局 

（武井高齢健康

福祉課長） 

その点については、本日データ等が手元にないため具体的な数字をお答えで

きない。所管課からは高齢の分野からの該当はないと聞いている。後日何ら

かの形でお答えすることで対応させていただきたい。 

山岸委員 なぜ人材不足になるのかということを、本当に悩んで対応しないといけない。

小倉委員からも話があったが、介護する人にはやはりすごいストレスがかか

っている。更に給与など収入が厳しいということも含めて魅力のない職場に

は人はこないと思う。若い人達に介護の分野に入ってもらおうとなるといろ

んなところで何が不足しているのかを抽出して（人材確保を）やらないと難

しい。介護は人が人を看るわけで、介護する人たちが本当に心豊かでないと

看ることができない。ここは非常に重要なところだと思っていて瀬戸委員は

それをつかんで意見書を書いていらしたので共感する。自動化よりも人(材確

保や育成）を何とかしてほしいと思う。 
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議題３ 横浜市介護予防・日常生活支援総合事業について 

事務局 

（賀谷高齢在宅

支援課長） 

資料説明 

横浜市介護予防・日常生活支援総合事業について 

山岸委員 この要件の変更については非常に歓迎する。なぜかというと、町全体で町づ

くりのいろんな組織があり、福祉のまちづくり検討委員会を作っていて、そ

の中に福祉の NPOがある。彼らがいろいろやっているのに（要件が）厳しい。

通所の支援とか訪問型の支援、見守りの支援に対してこれだけ我々がやって

きていても（要件の）ハードルが高い。これを広く皆さんやってくださいっ

ていうことにしても、とてもじゃないがこれから立ち上げてやっていこうと

組織はなかなか足を踏み入れられないと思う。だからぜひ（要件緩和）をお

願いしたいと思う。 

山崎会長 今回の要件の緩和で何とかやっていけそうだということでよいか。 

山岸委員 なんとかぎりぎりだけどやっていけそう。これがないとやれない。 

山崎会長 山岸委員のところでなんとかできるということで、ハードルのレベルが大体

わかった。 

 

山岸委員 要件を緩和してくれて何とかなった。前の緩和しない条件だとちょっと難し

い。 

（以上） 


