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平成 29年度 第３回 横浜市介護保険運営協議会 議事要旨 

 

日 時 平成 29年 10月５日（木） 13:30～15:00 

場 所 横浜商工会議所 804・805会議室 

出席者 委員 16 名 （傍聴者２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 

山﨑会長 内容が充実し、読みやすくなった。コラムが入ったことで息抜きになる。 

田村委員 第７期計画の基本的な方向に「Ⅲ 認知症にやさしい地域を目指して」とあ

るが、認知症の人は理解力や判断力などの認知機能が下がり、本当にやさし

い地域でないと暮らしにくいので、今回認知症について細かく記載されてお

り期待している。 

元気づくりステーションを立ち上げて活動しているが、みなさん高齢で時間

があり活発だが、仲間づくりの視点が少ないと思う。今回、認知症の早期発

見もでているが、地域の中であの人変だなと思っても、知らない人に声をか

けるのは難しいが、地域の中で顔見知りになれば声もかけやすい。介護予防

も含め、元気なうちに体力をつけて、プラス知り合いになるという視点を作

っていくことがとても大切。 

10年ぐらい前だと「認知症予防」がテーマの講演会に人がたくさん集まった

が、今は人が集まらないという現象が起こっている。認知症に対してアレル

ギーというか恐れがあるが、認知症の人はすごく優しいし、実際に触れてみ

ると普通の人だと分かります。地域で認知症の人とふれあう機会は少ない。

計画の中でも研修や講座だけでなく「認知症カフェ」や「サロン」等で認知

症の方とふれあう機会をたくさん作り、認知症について理解してもらうこと

が必要。 

山﨑会長 14ページに「集いの場の活動支援」とあるが、実績として横浜市が把握して

いるのはどの程度か。 

事務局 

（賀谷高齢在宅

支援課長） 

認知症カフェは全体でとして増えてきている。今、ホームページには 35ぐら

い載せていると思うが、区で把握しているところは 60ぐらいと増えている状

況にある。 

私たちもどのように支援できるのか、実際の現場を見ながらやっていきたい。 

中村委員 介護人材の確保が大きな課題となっている。横浜市で特養は年間 300 床の整

備だったが今後 600 床に増えると聞いて、今でも人材が足りないのに、一層

人材の確保が難しくなる。ベッドや施設を増やしてもベッドが空いてしまう

施設があると聞いている。 
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福祉人材確保のため高校生向けの説明会も予定している。生徒が福祉の道に

進みたい気持ちがあっても、教員が生徒指導をするときに否定的で別の道を

選ぶことがあると聞いている。生徒達だけではなく、学校側の認識も変えて

いかないと若い人が福祉の道に進むことが難しくなるのが大きな課題だ。18

ページの「１ 新たな介護人材の確保」の新規拡充メニューを増やして欲し

い。市社協としても施設と一緒に新規の人材確保に努めていきたい。 

柳井委員 先日、特養で同様の話を聞いた。高校生のアルバイトも含めて、そこの施設

は良い雰囲気で高校生を受け入れていたが、いざ就職しようというタイミン

グになるとやめた方がよいと指導されることがあるということだった。認知

症サポーターの問題でもあったが、誤解されている方が世の中にたくさんい

て、そこをどう払拭していくかということを考えていかなければならない。 

あわせて、ちょっと違う視点だが、パブリックコメントや区民説明会の話も

あったが、平日で昼間の時間帯ばかりなので、興味のある高校生は来れない。

土日や遅い時間帯の設定も必要ではないか。若い人が来やすいような区民説

明会や周知できる場所づくりも必要だと思う。 

事務局 

（武井高齢健康

福祉課長） 

最初に、介護人材の関係、若い方へのアプローチというとことで、今までは

イメージアップのための冊子を作り学校で使ってもらっていた。今年は動画

作成も準備しており、少しでもイメージアップにつながればと考えている。

特に高校生向けとして、18ページ１の「その他の主な取組」でもふれている

が、高校生の就労準備支援として、高校の就職関係の先生と連携して、施設

でのアルバイトにより介護現場を体験してもらい、介護の道に進む方に対し

ては資格取得の支援も合わせて行うモデル的な取り組みを行う。教育委員会

と連携して進め、学校ぐるみの取り組みを広げたいと考えている。 

ほかシニア層や外国人の受け入れ支援等、あらゆる角度から人材の確保につ

いて検討していく。 

区民説明会はほとんど日中開催で参加者が限られるというご指摘はその通り

だと思う。関係団体の説明の中の時間も含め、できるだけ工夫してやってい

きたい。 

柳井委員 横浜市内に限っていえば、高校は県立が多く横浜市立は十数校しかないので

連携はなかなか難しい。市内 150 校ある中学校のすべてで職業体験を行って

いるが、先生方は受け入れ先を探すことが困難なので、ぜひ中学校ぐらいか

ら取り組むとやりやすいのではと思う。 

事務局 

（武井高齢健康

福祉課長） 

そういったアプローチもしていきたいと思う。 

山岸委員 旭区ではジュニアボランティアを盛んに行っている。希望した小学校高学年

や中学生 20 数人が赤い羽根募金や「一日家族」として買い物も含めた昼食づ

くりを高齢者と行う。核家族化もあり小さい頃からお年寄りに触れる機会が

少ないが、自然に福祉、高齢者とふれあえることが大切。ジュニアボランテ
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ィアは旭区だけか。こういった活動も広げていくべきだと思う。 

事務局 

（松本高齢健康

福祉部長） 

ジュニアボランティアは小学校５・６年生が中心で民生委員が施設等へ同行

するため、現状区単位で行っているのはおそらく旭区のみ。ジュニアボラン

ティアを経験した子どもで、社会福祉協議会に入ったり、小学校の先生にな

ったりと、そこでの経験が職業に結びついている良い例もある。民生委員さ

んに負担がかかる部分があるが、今後広がっていく可能性はあるかと思う。 

大竹委員 民生委員をやっている。今お話しになったように、小学生の子どもたちにお

弁当作りと宅配の手伝いをしてもらっているが、やっている学校でも担当の

先生が変わると内容が変わる。できれば、申し送りをお願いしたいと思って

いる。 

今認知症のキャラバンメイトについて、老人クラブを通して市全体で養成講

座をやろうとしている。サポーターの養成も大切だが、認知症の知識を持つ

ことに老人クラブでは力を入れている。 

柳井委員 学校との関係のところがあったが、本来民生委員さんのやることを学校とい

う場で継続的に行うことは難しい。本来、イニシアティブをとるのは学校で

はないと思う。 

大竹委員 宅配の手伝いをやることについて、子どもたちは名誉というか楽しみにして

いて、届けた時にお礼の言葉を言われることが非常に嬉しい。小さい時から

意識が芽生えて、大きくなりボランティアとして活躍してもらえると期待し

ている。 

山﨑会長 これも地域と学校の連携が必要ですね。局長どうか。 

事務局 

（鯉渕健康福祉

局長） 

聞いていて難しい問題だと思った。区に学校連携の課長もいるので相談して

みる。 

山﨑会長 ジュニアボランティアがなにか動きだすかもしれない。他にはどうか。 

岡田委員 11ページの下から２番目の新規項目で「市民・患者・専門職による対話の促

進」とは具体的にどういうことか。 

事務局 

（西野医療局在

宅医療担当課

長） 

 

より身近な場所で、在宅医療や人生の最終段階について市民の理解を深める

場を作りたいということがある。色々な関係団体の先生方から話を伺うと、

一方的に市民に教える、指導するのではなく、医師、訪問看護師と市民が小

さなまとまりで双方向的な学び合いができるような場を作ることを考えてい

る。地域事業的にトライしてみたいということで挙げている。 

岡田委員 私たちのところで、去年、「おひとりさまの老後」で有名な東大名誉教授の上

野千鶴子先生を招いて地域の福祉団体と市大のホールで講演会を行ったが、

その流れで、「地域支え愛隊」を作り 1か月に一回ぐらい活動している。その

中で在宅医療を勉強したいとの意見が出ており、金沢区三師会の小田会長に

相談したが、話をしてもらう医師とのコンタクトをどのようにとり勉強の場
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を作れるのか質問したい。 

事務局 

（西野医療局在

宅医療担当課

長） 

そういったところで活用いただければと思う。現在、医療職の紹介等を具体

的にどういう形でやるのか決まっていないが、そこは行政がサポートできる

ような形で考えていくので、今後とも相談いただければと思う。 

武安委員 金沢区医師会の若栗直子会長に聞いてもらえればと思う。金沢区に限らず、

磯子区でも講演会や市民啓発、エンディングノートについて、大体、区単位

でやっている。ですから、他の区でも区の医師会に問い合わせれば大体でき

ると思う。また、横浜市医師会でも年に数回市民の方向けに講演会を実施し

ており、今年は既に 2 回やっている。ほかにもコーディネートやディスカッ

ションも行っている。対話の促進というより既に地域でやっているので、そ

ちらに参加してもらうといいと思う。実際問題として、在宅医療における人

材育成研修も横浜市医師会で取り組んでいるものの一つなので、これも市民

から相談を受けることもたくさんある。まず医師会に行くといいと思う。 

１点目は、13 ページの「ケアマネジメントスキルの向上」について、今問題

になっている。一つは要支援１・２の軽度の患者が昨年から総合事業を利用

するが、これは医療がまったく関与していない。ケアプラザがチェック機能

を果たしそこで OKなら、医療と関係なくやるというものが始まっている。そ

こに入るケアマネジャーは個々のスキルのギャップが非常に大きい。医療系

と福祉系いずれかでも全くスキルが違い、現在、８から９割がおそらく福祉

系の出身だと思う。医療系の方は非常に少なく、医療が必要な時にケアプラ

ンが作れない。そこで、ケアマネジメント実習というより、もう一歩進んで

ケアマネジャーの能力評価を行ってほしい。今、横浜市では、事業所の評価

はやっているが、ケアマネジャーの評価を行っていないと思う。特にケアマ

ネジャーは、一人ずつが一人につくので、全体というよりは個人事業主の集

まりと考えている。特に医療関係に対しては全く知らず、医療現場も全く見

たことがないという方がたくさんいて、そういうケアマネジャーがケアプラ

ンを作っている。一つその状況を考えて頂きたい。 

２点目が、認知症の初期集中治療チームについて。医師会に話は来ているが

健康福祉局が独自にやっており、実施状況の報告がなく何をやっているか全

く認知していない。医師会から医師を出している以上、報告を頂きたい。在

宅医療連携拠点は、まさにそういう方をかかりつけ医につなげていく場なの

で困ってしまう。 

この 2点をお願いしたい。 
事務局 

（松本高齢健康

福祉部長） 

一点目のケアマネジャーが医療的な知識を使って、ケアプランを作成した方

が良いのではないかという指摘についてはその通りだと思っている。ケアマ

ネジャーの成り立ちをいうと、介護保険ができた平成 12 年から資格化され

たが、その資格は従来だと例えば、看護師等を一定年数やった人が受験資格

を得ることができ、試験を受け、合格をすれば研修を受けて、晴れてケアマ
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ネジャーになれるという仕組みでそれは今でも同じである。そうすると前職

が看護師だった場合は医療に知識がある、前職がホームヘルパーだと医療的

な知識がないというところで、差がでてきている。ただケアマネジャーの試

験については一定程度研修があるが、実際にケアプランを作る際に医療的な

視点がないということは従来から指摘されている。従って今回はこの素案に

「ケアプランを作成する際に必要な医療知識の研修」を行いたいと、またや

るにあたって横浜市医師会に相談させていただきながら、より良い研修を作

っていきたいと思っている。 
事務局 
（賀谷高齢在宅

支援課長） 

認知症の初期集中治療チームについては、医療福祉部会で説明させていただ

いたこともあるがその中でも同様の意見があり、今後、現状どのようにやっ

ているか説明をしていきたいと思っている。ご意見はその通りで、少しずつ

連携してやらせていただければと思っている。 

山﨑会長 13ページのコラムの在宅連携医療拠点の図で、地域ケアプラザと在宅医療連

携拠点が連携するというのは当初から言われているのが、どのような連携か。 

武安委員 磯子区は連携している。基本的にケアプラザの方がケアプラン作成を依頼さ

れたときに医療的な要素が分からないということで拠点へ質問・相談に来た

り、また、主治医のいない認知症の方が来られて、主治医を探してほしいと

いった話がくる。図の下に書いてある地域ケア会議は我々の医療連携拠点の

看護師とケアプラザのケアマネジャー、開業医も参加するし、場所によって

は近くにヘルパーステーションからも来て、地域ケア会議はかなりやってい

ると思う。今のところ残念ながら病院から在宅へ戻るときのコーディネート

の依頼が圧倒的に多いことは事実である。やっていないわけではないが、総

合事業に関しても、医者の手が全く入ってないという事実が分かったので今

後各ケアプラザに 1 名ずつ配置している協力医に協力頂いて、総合事業に関

してもアシストができればと考えている。 

もう一つ、先ほどケアマネジャーに関して、横浜市の地域医療介護総合確保

基金で、我々の方も来年度予算を組んでもらい、ケアマネジャーに横浜市立

大学等で手術現場や胃ろうを作る医療現場等に入って勉強してもらう計画を

作っている。そちらの方は横浜市から多くだしてもらえれば出来ると思う。 
成田委員 ケアプラザで所長として５年勤務していた。地域の介護支援専門員（ケアマ

ネジャー）の支援も行ってきた。 

介護保険制度が誕生して 17年、当初はケアマネジャーは元職が看護師、薬剤

師、療法士など医療系職種の人材が大多数だったが、近年はケアマネ合格者

の 70％超が「施設や各種事業での介護職」という介護系人材である。 

介護系人材は、各施設や事業、居宅では利用者である高齢者個々人への対応

や援助は経験豊富だが、幾つもの病気を伴う要療養者の生活支援は、経験が

浅い人材も多く、経験にばらつきが見受けられ、また苦手である。 

2016年からの新たな「介護支援専門員研修制度の改正」では、資格試験合格

後のケアマネジャーとして働くための「実務研修」には、それらの点を重視
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して〔医療と介護の連携〕や、〔高齢者に多い代表的５疾患〕について、基礎

知識やケアマネジメントでの留意点などを 14日間のプログラムで学ぶ。この

ような研修を経て、実際に病院から在宅へ戻った際には、どのように生活を

組み立てるのかを適切にできることを図っている。在宅生活を担うケアマネ

ジャーとして、例えば「認知症と糖尿病等生活習慣病を合併する高齢者」な

ど多様な要介護者の生活支援、さらに今後はターミナルケアが必要な高齢者

への支援も増えていくことも想定される。 

ケアマネジャーが市民から介護相談や居宅介護支援を依頼された時、横浜で

は各区に「在宅医療連携拠点」があり、必要時的確な情報提供や助言を得ら

れるという支援体制が整備されてきたことは、非常に助かることで、ここ２

～３年では大きな社会的支援となっているように思う。ケアマネジャーはま

だまだ現場での個別支援の経験を積みながら支援スキルを高めていく状況だ

が、地域でのこのような「医療介護の連携」や「療養生活」の実際を学ぶ機

会の提供は必要であり、今後もお願いしたい地域支援活動である。 

山﨑会長 この 1年で随分変わってきたというのは良いお話をいただいたと思う。今後、

更新研修でも同じですね。 

成田委員 更新研修も講師をお手伝いしている。 

研修では、療養生活をしている要介護者の生活のあり方を、受講者全員でも

う一度考えるという視点で内容が企画されている。具体的には、本研修は受

講者が現任のケアマネジャーで、ベテランの人材も受講することから、がん

疾患の終末期や、難病疾患のある例など、実際の支援例を活用して、再度学

び直すというプログラムが導入されている。  

越智委員 第７期計画の素案を拝見して、読者をきちんと意識した、今までにない非常

に画期的で行政らしくない作りになっている。楽しみながら読ませてもらっ

た。ここからはブラッシュアップという意味でより良くということでお話し

する。 

表紙は、全ての本に共通するが、おそらく行政のこういう計画書にも大事な

ことで表紙の作り方がとても良いと思う。下のところにこの中身がピックア

ップされたものがあり、これがすごく良いが、できれば、5 行目「年をとっ

ても積極的で活動的」と書いているが、やはり「年をとっても介護が必要に

なっても」と入れると、見た人が「介護のことも書いてある」と分かると思

う。あと細かいことになるが、４ページ目の横浜型地域包括ケアシステムの

特徴の下に地域包括ケアの花を咲かせようというとても分かりやすい、良い

模式図が出ているが、国のひな型にプラスして、横浜型のキーワード「地域

ケアプラザ」が絵の中に入ってほしい。やはり地域ケアプラザがあることは

他の市町村にないことなので、きっちりと地域ケアプラザの方のモチベーシ

ョンを上げる意味でも入れるといいと思う。 

９ページの「２ 社会参加」で、人材とも絡む話だが、軽度者を支えるある

いは支え合いの部分で、これから地域に帰ってくる 60代、いわゆる前期高齢

者や後期高齢者になっても元気な方がたくさんいるが、そういう方たちを地
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域の中で、田村委員も話していたが仲間作りをしてもらい、持てる力を発揮

してもらうことについては、記載されている拡充される政策はもちろん大事

だが、もう一つ「お帰りなさいプロジェクト」のようなものが横浜市の中で

できるとよい。私はよくシニアの方の取材をするが、会社を辞めた後、一体

これから自分はどうしたらいいんだろうとすごく悩んでいる方が多い。一つ

の方法としては、大抵の方はまず行政に国民健康保険加入の申請に来る。申

請に来られたところで「皆さんの力を必要としているところがある」ことを

伝えてはどうか。生きがい就労スポット等色々なところが色々なことをやっ

ているが、情報に繋がらない。建前ではなく情報としてつながって、「じゃあ

自分が落ち着いたらここに行ってみようかな」ということができるような、

「お帰りなさい、待っていましたよ」みたいなプロジェクトを始めて頂けた

らいいなと思う。 

13 ページ「４ 医療・介護・保健福祉の連携」で皆さんから心強いいろいろ

な話が出た。中区の在宅医療連携拠点に私も取材に行ったことがあるが、ま

だ市民は全く知らない。入院し早期で退院し「在宅生活をどうしたらいいん

だろう」と悩んで、病院の相談員がいるところは上手く連携している場合も

あるが、二次的な病院に移ったあとはそこまでフォローされず帰ってくださ

いとなる。そうしたときに、医療と介護だったらそれぞれどこへ行けばいい

か、あるいは地域の支え合いならどこに行けばいい等、「連携」という言葉が

ついた事業は、いずれもどこが責任を持ってやるという窓口を明記すること

が大事だと思う。 

18 ページに介護人材の問題について施策が書かれている。これからサービス

量を拡充するのはありがたいが、働く方たちを取材していると、やりがいを

感じられるかが仕事の継続や人材確保にはすごく大事なことなので、「現場の

元気づくりプロジェクト」のような、やりがいづくりを応援する施策も欲し

い。それに対して、例えば、私は部会にもでているが、介護現場の事故はな

かなか減らず、すごく悩ましい。それぞれ一生懸命指導に入ったり、研修を

やっているが、例えば今年は「誤薬ゼロ目標」や「転倒ゼロ目標」等、具体

的な目標を掲げて、それに向かって１年間頑張ったところを表彰する等はど

うか。ただ指導するだけではなく、やりがいや頑張りが皆に見える、評価さ

れる、これはプラスアルファの希望ですが、そういう仕掛けをぜひお願いで

きたらと思う。 

事務局 

（松本高齢健康

福祉部長） 

9 ページの社会参加については、ご指摘のとおり、会社を辞めたがまだまだ

自分は元気で社会のために役立ちたい。でも、どうしたらいいのか分からな

いという方は多く、そういった方たちの背中を押すような装置ができないか

考えていく。 
一つは、地域デビューができるよう地域の町内会と連携して地域の催し物に

出て、趣味や仕事での経験を地域で活かしてもらう。一番簡単なのは、例え

ば、学校の先生が地域の子どもたちに勉強を教えるなど。料理の好きな人は

こども食堂で料理を手伝うといった地域デビューのやり方もある。 
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もう一つは、シニアボランティアポイントという事業を横浜市は進めており、

元気な高齢者が介護施設でボランティアをするとポイントがつく。社会参加

をして、本人のポイントもそうだが、ボランティアを受け入れる施設も双方

にメリットがある。社会参加の進め方について、いろいろやり方あると思う

ので、様々な工夫を考え、シニアパワーというか、高齢者が培ってきた経験

を活かしていただきたいと考えている。 

事務局 

（武井高齢健康

福祉課長） 

見やすさ等いただいたご指摘について、今の段階で直せるものは直して、間

に合わないものは次の原案等で工夫していきたい。先ほどの 9 ページ社会参

加について補足で、その他の主な取り組みで、名前だけ掲載している「元気

高齢者向け施策の情報提供」について、例えばだが、退職前の方向け人生設

計セミナーや講習会に出向いて、基本の話に加えて地域に帰った際のことや、

場合によっては介護保険の話など、役に立ちそうな内容を話す企画を企業と

のタイアップでやるといったことも含めて検討したいと思う。 

事務局 
（奥津介護事業

指導課長） 

サービスの質に関して、インセンティブ等の話も、現在、国で議論されてい

るところだが、各事業者と意見交換するなかで、こういった介護を行ったら

要介護度が下がったとか、いろいろな効果に関する話も聞いている。非常に

頑張ったところについては、やはり評価してほしいということが意見として

あり、これから考えていきたいと思っているが、本当に地域でいろいろなサ

ービスを工夫し、自立に向けたサービスを実施しているところについては、

なんらかの形で、表彰制度みたいなものを検討していきたいと考えている。 

山﨑会長 越智委員からも大変ほめて頂いたが、おそらく今回の素案には随分若い人の

アイデアが入っているのではないか。 

事務局 

（喜多計画調整

係長） 

今回 7 期計画を作るにあたり、庁内で一大プロジェクトを立ち上げて、課長・

係長・職員も含めた全部で 9 つぐらいのプロジェクトで、それぞれが感じて

いる課題は何だろうと車座になって、みんなで横浜をどうしていきたいのか、

去年から検討してきた。やはり区民の方、市民の方にわかりやすく伝えるこ

とがすごく大事だということで、行政だけでやっていくということではない

ので、庁内の熱い思いと、みなさんのご協力をなるべく頂けるよう分かりや

すく伝えていくということを組み合わせて、今回この計画の素案を作った。 
山﨑会長 ありがとうございました。よく頑張りました。 

（以上） 


