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平成 29年度 第 4回 横浜市介護保険運営協議会 議事要旨 

 

日 時 平成 30 年１月 18日（木） 14:30～16:40 

場 所 関内新井ホール 

出席者 委員 18名 （傍聴者 1名・報道関係者 0名） 

 

議題 （１）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・神奈

川県加藤医療課

長） 

資料説明（資料１－１） 

ア 第７期計画における医療と介護の一体的な体制整備について 

 

山﨑会長 すでに計画している特養の整備量そのものは変えないで、ショートステイか

らの転換で十分対応できるという判断なのか。 

事務局 

（武井高齢健康

福祉課長） 

具体的には、原案の 99 ページから 100 ページを見ていただきたい。99 ペー

ジの事業量の表の一番上に、特別養護老人ホームの７期計画中の整備量を記

載している。この増床数が、今説明した 185 床の増加分を加えた数となって

いる。100ページの、表の下の注釈に「※地域医療構想で推計している、2025

年までに療養病床から地域への移行が見込まれる患者数のうち、介護施設で

対応する 185 人分を、特別養護老人ホームのショートステイからの転換等で

見込みます」と記載し、この計画上の増床数の内数に、185 床（年度は２か

年になるが）加えているという扱いになっている。 

山﨑会長 ということは、今のショートステイには若干余裕があるということか。 

事務局 

（武井高齢健康

福祉課長） 

ショートステイ自体に、市全体としては、数字上は余裕があると判断してい

る。地域的なところの精査は必要と考えているが、それを特養の方に一部活

用していこうと考えている。 

小倉委員 実態数に基づいて横浜市と協議しながら特養ショートステイの本入所への転

換も進めている。横浜市民のニーズに応えながら、施設運営をやっている。 

山﨑会長 介護施設は３施設あるが、老健施設と新しくできる介護医療院は現在の計画

だと、整備量は変わらない、すべて特養で受けるということなのか。 

事務局 

（武井高齢健康

福祉課長） 

老人保健施設は４期５期の考えを踏襲し、新設整備はニーズとの関係でやら

ないことになる。 

越智委員 

 

今後の整備数値は、実際に、医療機関から在宅や介護施設に移っている方の

データを基にして、今後足りなくなるものを計算しているという説明だった

が、今施設に行かず在宅の方というのは、施設に入れないから在宅に来てい

る、ある意味介護難民的なかたちで、在宅にやむなく来ている方も入ってい
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ると思われる。軽い方の場合は在宅でもケアできているのかもしれないが、

この先、高齢化に伴って、特に医療現場からの追加の方々というのは、医療

的なケアがしっかりできないと、在宅としてやっていけない方も多く出てく

るのではないかと思う。そうなると、単に従来の数字の按分だけで、施設を

これだけ作ればあとは在宅で居られるというのも不安な気がする。在宅での

医療連携とか、医療の受け皿が必要不可欠と思うが、その辺りの説明をプラ

スしていただきたい。 

事務局 

（武井高齢健康

福祉課長） 

大きく言えば国の考え方と算定に基づいて、このような形で数を出し、受け

皿として介護の計画としてやっていくという方向なので、そちらも含めて、

全体としてやっていこうということになる。 

山﨑会長 「横浜地域医療構想調整会議」には小倉委員と瀬戸委員に参加いただくとい

うことで、よろしいか。 

（神奈川県加藤医療課長は退出） 

事務局 

（武井高齢健康

福祉課長） 

資料説明（資料１－２、１－３、１－４） 

イ パブリックコメント実施状況 

ウ 第 7期横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画原案について 

 

岡田委員 資料１－３の４ページの２の在宅医療のところについて、市民・患者・専門

職による対話の促進という目標を掲げられているが、やっていただけると一

般市民はありがたい。在宅医療という言葉はある程度皆知っている。調べた

ところ、要するに病院とか診療所以外のところでやる医療というような説明

がついている。民生委員とかそれなりに関心のあるような人たちに聞いても、

昔の往診のようなものという意識の方が大半で本当のところはわかっていな

い。今は病院にずっと長く居させてもらえないという現状だ。自宅に戻って

きた場合、はっきり言うと大変で、そのときにこんなはずじゃなかったと思

わないように、この在宅医療がどういうものなのかを私たちは知る努力をす

る必要があると思っている。こういう取り組みを促進、掲げていただいてあ

りがたい。 

また横浜市の 18 区全部に在宅医療連携拠点を置いてあるのでしょうか。知ら

ない方がほとんど。広報をしていただけるとありがたい。 

もう１点。お互いに学びあうことができる、既存の場を活用した在宅医療サ

ロンとあるが、在宅医療サロンを横浜市でやっているところがあれば紹介し

ていただきたい。 

事務局 

（西野医療整備

担当課長） 

まず、在宅医療の周知について、市では数年前から市レベル、区レベルで講

演会形式で開催している。その中でアンケートを取らせていただくと、もっ

と身近な場で在宅医療のことを知っていただくよう取組む必要があるのでは

という意見をいただき、身近な場でやれる仕組みはないかと計画に書かせて

いただいた。来年度以降しっかり進めていきたいと思っている。 

次に、在宅医療連携拠点については、原案の 59ページに、その紹介を含めて

書かせていただいた。18区各区に在宅医療連携拠点を設置している。これは
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すべて各区の医師会のご協力、医師会の事務局、医師会訪問看護ステーショ

ン、その中に、相談機能を含めた拠点を設置させていただいている。まだ知

られてないという意見をいただいたので、広報の仕方なども検討していく。 

最後に在宅医療サロン、すでにあるのかというご質問について、今回の計画

の中で少し、どのような表現をしようかという中で考えた言葉であり、在宅

医療サロンという看板を掲げているものはまだない。イメージに近いと思う

のは、緑区の医師会に運営していただいている在宅医療連携拠点の中にあり、

少しサロン的なものをやってもらっている。 

柳井委員 ３ページのウォーキングポイントだが、歩くようになる人が増えているのも

事実。４月からアプリが導入されることは歓迎すべきこと。有料のアプリを

スマートフォンで見ていると、食事の写真でカロリー計算をしたり、様々な

有料アプリがある。その全部とは言わないが歩数の部分を共有データ化をす

る橋渡しができるようになると、今まで自分で有料アプリを使っている方も

ここにリンク出来るし、そんなテクニカルな検討を進めていただきたい。 

６ページの認知症サポーターについて、主催して認知症サポーターの研修を

したことがある。来た方にはオレンジリングを渡しているが、誤解している

方も多い。だから、認知症サポーターに、デイケアサービスとの連携した取

り組みとか、活動につながるための仕組み作りとかを求めるとハードルが高

いと思う。最終的にはそこまで行くべきだとは思うが、世間はそこまでいっ

ていなくて、知る・共有化するということに主眼を置くことが大事。 

８ページの、安心の介護を提供するためにのところに育成のことが書かれて

いる。高校生については、普通高校に通う高校生たちにもこれまでにたくさ

んの誤解があり、介護の職は、低賃金であるとかきつい仕事であるとか、そ

ういうことを一般的なイメージとして持っている高校生がたくさんいる。そ

うではないという意識変えも必要だし、このような仕事に就くことの重要性、

あるいは社会的な貢献、お年寄りに対する思いを、もっと広く正しい方向に

導くことが必要。そのためには、高校生より前の、中学校の職業体験の中に

介護施設のところに職業体験に行って、３，４日レベルの話だが、そういう

ところの回数を増やすということも必要。中学校の先生に聞くと、職業体験

する場所を探すのが大変で、施設関係の方々には受け入れに手を挙げていた

だけると、中学校のところから、知る機会ができ、広がっていくのかなと思

う。ぜひこの検討もお願いしたい。 

事務局 

（松本高齢健康

福祉部長） 

最後のご指摘のところは原案の 105 ページ『介護職の魅力の発信とイメージ

アップ』ということで、中学高校生の方向けにイメージアップにつながるよ

うな、各種施策をやっていきたい。ご指摘のとおり、職業体験は必要だと思

うので、施設の協力を得ながら進めていきたい。 

事務局 

（賀谷高齢在宅

支援課長） 

認知症サポーターの件、ご指摘のとおり広く理解を広めていくことは非常に

大事だと思うので、サポーターを増やすというか知っていただくことを１つ

の主眼にしながら、その中で何かをやっていただける方もいるという側面、

両側面をきちんと押さえながらやっていきたいと思う。 
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事務局 

（佐藤介護保険

課長） 

ウォーキングポイントに関していただいた意見については所管に伝えさせて

いただく。 

 

田村委員 認知症の人と家族の会から来ている。 

今、賀谷課長からお話しがあったように、認知症サポーターの件については、

パブリックコメントの中でも地域におけるサポーターの役割が不透明である

というような意見も出ていたり、サポーターの役割がかなり重たいようなこ

とが書いてあったり、２つのサポーターを受けた方の感想や意見が述べられ

ていると思う。もともとサポーターは、認知症について分かってくれればそ

れでいい、ということでサポーター研修が進められてきたと思う。実際には

もっと色々やりたいという人もいる。もう少しサポーターの役割をつけて欲

しいということも地域の中には出てきている。神奈川県では、今年度、認知

症サポーターよりも少し役割を持たせたオレンジサポーターという制度を付

けて研修が進んでいる。是非やりたいという方もたくさんいたので、その方

たちの力量に応じたメニューをいろいろ用意していくとよいのではないかと

思う。 

元気づくりステーション推進について伺いたい。私も２年前に自分の地域で

元気づくりステーションを立ち上げて、今はほとんど毎回 25人くらいの方が

来ている。一人暮らしの方とか初期認知症っぽい方とかは、だいたいどこの

地域でも、元気づくりステーションを立ち上げるときには、自分たちで出来

ないと、区とか地域ケアプラザが支援してくれて、出来るとものすごく良い

会だと思う。区の方ではあまり積極的ではないというようなことを聞いたが、

これからも推進していくという理解でよいのか伺いたい。 

認知症サポーターのことについては、今、中学校、小学校、高校からもサポ

ーター研修の依頼があるし、私の地域では、横浜市の市バスの運転手さんた

ちからも認知症サポーターの研修の依頼がある。家族の会でも、乗ったけど

降りるときに本人が嫌がってものすごく困った、そのときに運転手さんがゆ

っくりで良いですよ、と一言かけてくれたことで家族の人がほっとした、と

いう話も聞いている。その話も市バスの運転手さんのサポーター研修のとき

にはお伝えをしていただき、これからも声をかけていただきたいと思う。 

６ページの１番下の、若年性認知症支援コーディネーターについてだが、横

浜市にはまだこの方たちは配置されていないと思う。今は神奈川県に認知症

支援コーディネーターとして２人の方がいて、私たちも家族の会で接する機

会が多いが、コーディネーターの方のおかげで、特に若年期の場合の就労の

問題とか、子供のこととか、家族のこととか、本当に大変なことが多いので、

コーディネーターの方の活躍というのを目の当たりに見て、横浜市もぜひコ

ーディネーターの方を配置していただけたらと思うので伺いたい。 

最後に、認知症のことについては、新オレンジプラン７つの柱の中に、若年

期認知症施策の強化ということで、若年性認知症のコーディネーターをぜひ

配置していただきたい、それから、認知症の人と家族と視点の重視というの



 - 5 - 

があると思う。今回の計画の中で、本人や家族の視点というようなことを、

参考にしていただけたのか私には不透明。25団体から意見を聴いたと書いて

あるが、ほとんどは介護を支援する側の意見と見受けられたので、やはり、

本人や家族の方の意見を聴く機会を設けていただけたらと思う。前回のこの

会議の中でも、昨年４月に国際会議に行ったときに、ご本人が 250 人参加さ

れていて、私たちのことを私たち抜きで決めないでほしいという発言がかな

りあり、自分たちはサポートされるだけでなくて、パートナーとして一緒に

自分たちのことを考えてほしい、という発言があったことを述べた。私たち

の会でも２年くらい前から、本人の会、やまゆりの会というのを作って、ご

本人の気持ち、どうしてほしいのか聴く機会を設けている。皆さんお聞きに

なったら、「本当に認知症なの？」と思われるくらい自分のことをきちんと考

えている。いずれ自分たちは忘れてしまうかもしれないけれど、今のこの気

持ちを記録に留めて、後につながる人たちに伝えて欲しいということを強く

おっしゃっている。なので、サポートする人たち、そういう方々ももちろん

いると思うが、パートナーとして一緒に考えていくということも、市でも導

入してほしい。神奈川県では認知症対策委員会の中に、ご本人が２年前から

オブザーバーとして参加している、その中で県の方の意見を聞くと、本人で

なければ考えられないような意見をたくさん言ってくれるということで、来

年度からは本格的に委員として対策委員会の中にメンバーとして入る意向が

あると聞いている。横浜市の認知症の会議の中にも、ご本人を入れていただ

きたい。今、地域などからも、本人の話を聴きたいという要望もたくさん出

ているので、是非、ご本人の意見を聴く機会を多く持っていただきたい。 

事務局 

（賀谷高齢在宅

支援課長） 

県でやっているオレンジサポーターについて市でも案内をしているが区単位

でもいろいろ試みが少しずつあるので、それぞれの現場で同じような形で活

動する方向の工夫をしていきたいのでご協力をお願いしたい。 

認知症サポーターの養成講座、小中高生や市バスの運転手さんの話について、

そのような関係のところに是非強化していきたい。 

若年性認知症支援コーディネーターについて、現在、県が設置して、横浜市

の総合センターに設置という形で動いているが、次年度から政令市で設置で

きるようになるという方向に今なってきている。横浜市としての設置という

形で、動けるようになるかと思う。 

ご本人、ご家族の視点については、ご本人ご家族の視点を大事にしながら、

事業を進めたいというようなトーンで、書かせていただいている。たとえば、

原案 81 ページの認知症の人や家族の思いを理解するための普及啓発を検討

しますということで書かせていただいた。このやり方について相談しながら

やらせていただければと思っている。会議等への参加についても相談させて

いただきたいと思っている。 

元気づくりステーションについては、全市に広げていく。区の方では、今あ

るところ、まだないところ、地域を見ながら進めている。全市に広めていく

という方針は変わっていない。 
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吉田委員 歯科医師会です。原案の 61 ページ、在宅医療、看護のところ。先ほどの岡田

委員からの意見のように、市民・患者・専門職による対話の促進、市民の方

への啓発をするのはとても大事だと認識している。横浜市医師会、横浜市薬

剤師会、横浜市歯科医師会、３師会の立場から意見を述べさせていただくと、

かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師をどのように説明して

市民の方に理解していただくかということが大事だと思う、61ページ下、在

宅医療の普及啓発のところに記載していただいたが。本日の資料にはないが、

先ほどの説明で行動指針を反映していると説明されていた。行動指針の 23

ページに、かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師の普及啓発

という文言が記載されており、それをぜひこちらにも記載していただきたい

と思う。そして、同じく行動指針の 23ページでは在宅医療を担う人材は、医

師や訪問看護師だけではなく、在宅医療を担う歯科医師、薬剤師等もいるの

で、61 ページの記載には、イのところでは医師、ウのところでは訪問看護師

が記載されているが行動指針の内容からすると少し薄くなった感じがする、

というのが正直な感想。ご配慮いただきたい。 

介護予防の元気づくりステーションの推進というところ。こちらも行動指針

に記載されている。先ほど本計画は、医療計画との整合をとるものと説明が

あり、また健康横浜 21との整合をとるものと認識している。健康横浜 21の

稔りの世代の行動目標では、栄養改善・口から食べることを生涯に渡って維

持する、と掲げている。このような視点で行動指針が示されているわけだが、

やはり元気づくりステーション推進のところには、体操ウォーキングはもち

ろん大事だが、食べること・栄養を加えていただきたい。そうでないと、健

康横浜 21との整合がとれないと考える。 

最後に、今回・これまでの協議を経て、フレイルを追加していただきとても

幅広くなったと感じている。プレフレイルというフレイルの前段階イコール

オーラルフレイル、つまり口から食べること、食べることの関心がなくなる、

リテラシーの低下、そのような概念で、このフレイルの全体を捉えないと本

来の介護予防にはならないと考えている、ご一考いただきたい。 

事務局 

（西野医療整備

担当課長） 

かかりつけ医について、原案 62ページにかかりつけ医の普及ということで記

載させていただいている。薬剤師、歯科医師については計画の中に名称が出

てこない。保健医療プランの中では記載しているが、どうするかは検討させ

ていただきたい。 

事務局 

（賀谷高齢在宅

支援課長） 

元気づくりステーションのところには体操ウォーキングなど様々な活動を行

っています、ということで比較的多く書いている。介護予防は次の 30ページ

の介護予防の普及啓発のところに、口腔機能の向上、栄養改善ということで、

予防の中で重要だという記載をさせていただいている。フレイルの前段階の

オーラルフレイルの記述等については、どのように入れられるのかどうか、

検討させていただきたい。 
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瀬戸委員 

 

３ページ、地域共生社会の実現に向けたというのは非常に良いタイトル。地

域共生社会とは、高齢者だけでなく、地域に住む様々な方々、障害者や子ど

もなども含めて支えていく・連携をする、そういう取り組みなので、障害者、

子ども、防災の観点から関連するものを少しこの中に含めたらよいのではと

思う。 

８ページ、重要な介護人材の部分だが、一方で、集合住宅・大規模団地の老

朽化あるいは入居者の高齢化という問題と、それから介護職員の確保とを総

合的に解決をする、１つの案として、介護人材を確保するための１つのモデ

ル事業を、この中で推進し見える化をしていただけると、非常にありがたい

と感じた。 

事務局 

（武井高齢健康

福祉課長） 

地域共生社会ということでの、高齢者だけではなくということだと思うが、

それは他の章で記載している部分も含めてどのような記載が一番よいのか

は、検討させていただきたいと思う。 

介護人材の関係について、特に大規模団地の地域コミュニティのようなとこ

ろも意識して、事業を進められたらというところもある。是非いろいろご協

力いただければと思う。 

岩船委員 

 

男女共同参画センターだが、介護離職の問題はかなり深刻化していると感じ

ている。原案の 82ページ介護者支援のところ、これに関連して、たとえば結

婚しない人も増えている中で、子ども（といってもかなり歳をとっている）

が高齢の親と暮らしていて、しかも非正規雇用の方も非常に多いという中で、

仕事を辞めてしまったらたちまち貧困につながっていくケースもかなり見受

けられるので、多様な家族の状況ということも踏まえた支援をお願いできれ

ばと思う。 

事務局 

（松本高齢健康

福祉部長） 

介護離職防止とストレートには書いていないが、国の政策でも介護離職ゼロ

を目指すということで政府も謳っている。そのために、我々は施設・居住系

や在宅サービスを充実させていき、離職に対して対応していきたい。また、

そのような介護に関する悩みがある方に関しては、介護者の集いやセミナー

を通じて、不安を安心に変えていくような取り組みをしたい。 

越智委員 

 

４ページのⅡ、地域生活を支えるサービスの充実と連携強化を目指すという

ところで、地域包括ケアの非常に重要な部分を書き込んでいると思うが、在

支診（在宅療養支援診療所）をどのように支援していくのかという具体的な

考えを伺いたい。それから、在支診 306 か所がどこにあるのか、市民は全く

分からないと思うが、10ページに介護情報サービスの公表の推進とあるが、

ここに医療も入ってくるのかどうかを確認したい。また、在支診の、特に強

化型（看取りを行う）を、推進していくのかという点について。 

次に生活支援の部分で、生活支援サービスというのは、昨年くらいから始ま

っていて、今回それがどのように進められていくのかが非常に重要な点だと

思うが、見えるところに書き込まれていない。たとえば、入院しました、退

院が早くなりました、退院して帰ってくるのに、要介護認定が取れていない

方、あるいは自立だが高齢の方の退院支援はすごく重要で、それはおそらく
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生活支援の中で入ってくるしかないと思われる。高齢者の独居が急速に増え

る中、１か月は買い物に行くのも心配・医療も絡むというような場合に、ヘ

ルパーを非常に安価で１か月間利用できますよといった生活支援があるとい

いと思う。そのようなことも含めて、５ページの地域ケアプラザ強化という

ところがあるが、地域ケアプラが地域のニーズをどれだけ把握できているか、

それが今回数値目標になく、地域のニーズをどのように集めていくのか、見

える化をしていただきたい。 

次に本人の自己決定支援、エンディングノート、これもとても大事なことだ

が、なぜか自己決定というと、終末期の話になってしまうのが残念で、今医

療現場ではエビデンス・べースド・メディスンと言われているけれど、ナラ

ティブ・ベースド・メディスンということでその方の生きてきた物語をきち

んと聞いてケアしましょうということ、これが自己決定・介護保険の原点だ

と思う。このエンディングノートに関しても、最期どうする、延命どうする

より、どう生きたいか、どのようなサービスをどのように使えばそれを実現

できるのか、ということをきちんとコーディネーションできるようなかたち

を、これから介護・医療の現場含めて、やってほしい。 

それと関連すると、９ページの事業所単位の表彰制度の創設というのがあっ

て、国が言っている課題を取り入れていると思うが、機能訓練プログラム、

要は出来るようになることだけが自立ではなくて、その方が最期まで自分が

どう生きたいか、どう生活したいかを決められるのが自己決定だと思う。そ

の辺をきちんとやっている事業所さんも表彰してあげて欲しい。その辺り何

か具体的に考えがあれば、教えていただきたい。 

事務局 

（西野医療整備

担当課長） 

在支診の確認は、届出を受けて厚生省厚生局がホームページ上で公開してい

る。また、神奈川県で県内の医療機関の情報公開サービスというものがあり、

ウェブ上で確認できるようにはなっている。まだ市民の方には分かりにくい

ので、工夫していきたいと医療局としても考えている。 

在支診特に強化型への支援については、今は、医師会の協力をいただきなが

ら、在支診がどうかはあくまで置いておくとして、実際に在宅医療をやって

いただける先生を増やしていくことが非常に重要だろうということで、その

ための行政研修のほか、在宅医療となると２４時間の拘束で大変だというこ

ともあり、地域ごとに支えあうバックアップシステムのようなものをモデル

事業でやっていただこうと、そういう取り組みを通じて、実際に在宅医療を

やっていただける先生を増やしていく、ということを進めていきたいと考え

ている。 

保健医療プランの中では、１つの指標として、在支診の数を追って行くこと

になるので、そちらの方で確認いただける。 

事務局 

（松本高齢健康

福祉部長） 

まず、退院した方の生活支援について、原案の 78ページに、新たに、医療・

介護連携ケアパスということで介護サービス等のガイドを作成して、その活

用方法を検討する。病院にいるあいだは、本人も家族も安心だが、その先が

不安という話しも聞く。介護保険サービスに加え、生活支援サービスがどの
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ようになるか、あらかじめ本人や家族に説明して安心してもらって、介護保

険の方に引き継いでもらえるようなケアパスを考えていく。医療局の方では、

ケアマネジャー向けにガイドも作っているし、それとも連携しながら退院時

のカンファレンスに引き継いでいきたいと思う。 

次にエンディングノートについては、まさに越智委員のご指摘のとおり。終

末期だけではなく、元気なうちから介護が必要になったらどうするのか、自

己決定支援も含めて、エンディングノートを普及していきたい。現に区役所

の方で先行していて、終末期の話だけでなく、私の人生ノート、人生プラン

のような形になっているので、そのような形でやっていきたい。 

表彰については、まずは ADL 改善のとっかかりにし、幅広く認めていくよう

なことについても考えていきたい。 

成田委員 第 5 章Ⅱ地域生活を支えるサービスの充実と連携強化を目指して「３保健・

福祉」、エ地域ケアプラザ（地域包括支援センター）と横浜市消費生活総合セ

ンターの連携強化（新規）の部分についてだが、地域では一人暮らしの方や、

認知症のある高齢者、また病気などのために種々の生活の困難さを抱えて生

活をする方々増えている。そして、このような方々が「消費関連：物の購入

など」の詐欺事件に合うことも少なくない。 

横浜市のような大都市では、事件があっても高齢者の生活現場には即時的に

伝わることも難しいのが現状。だから各区内にある地域ケアプラザが消費生

活総合センターとつながり、情報共有できることは、地域の安心を支える大

事なツールでもあると考える。 

この連携は、地域で発生する各種の消費生活トラブルや、認知症のある高齢

者が遭遇しやすい「オレオレ詐欺」などだけではなく、銀行や郵便局などお

金の出し入れをする際に、また日常の買い物などをするコンビニエンススト

アなどでの何らかの援護が必要な高齢者への適切な対応にもつながり、事件

のヒヤリハットへの防止にも役立つ。 

地域での認知症理解を図る「キャラバンメイト研修」などからも、消費関係

でのトラブル予防の必要性が受講生からも聞かれる。今後とも、しっかりと

強化していただきたいと思う。 

さらに、ケアプラザだけではなく、折に触れて多様な機会を工夫して、元気

な高齢者へも「消費問題」でのトラブルに関しての勉強会なども企画してい

ただきたい。 

安心して、人生の後半をその人らしく暮らす、生きることのできる横浜らし

いシステムができるとよいと思う。 

事務局 

（鳥居地域支援

課長） 

消費生活センターと地域包括支援センターの間に１月から専用回線を設け、

これからいろいろ検討を進めていく。１月末からいろいろな包括、区役所、

行政含め、検討会を開催していく予定であり、そこで具体的に課題も含めて、

意見交換をしながら、いただいた意見も含めて、検討を進めていきたいと考

えている。 
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花立委員 高齢者の権利擁護のところの、成年後見制度等の利用促進、認知症のところ

でも再掲されているが、この中で、事業量というか数値目標があれば教えて

いただきたい、もしなければ数値目標を決めていただきたい。 

事務局 

（佐藤地域福祉

保健部長） 

成年後見制度については、68ページに記載している。国が成年後見制度につ

いて利用促進基本計画を策定したので、横浜市の成年後見利用促進基本計画

を第４期の地域福祉保健計画の中に盛り込んでいきたいと考えている。来年

度中に策定する予定。 

武安委員 在宅医療について２点補足説明する。 

まず、在宅支援診療所の件、医師会は必須とは思っていない。というのも、

在宅の患者さんは２種類いて、１つは専門性が必要な患者さん、もう１つは

高齢になってから歩けなくなった、車いすでないと動けないという方、この

２種類。在宅支援診療所は、重症の患者さんに対してやるものであって、往

診をやるところではない。だから、在宅支援診療所である必要がない。横浜

市医師会では、先ほど医療局から話があったように、１人でも２人でも自分

の診ている患者さんが来られなくなったときに、先生に１人行ってよ２人行

ってよ、ということをどんどん増やしましょう、というようなことをやって

いる。１人ずつ少しずつ診ていくことによって、在宅支援診療所というのは

それほど多くない、私はやっているが、実際問題そんなにたくさん診られな

い。在宅支援診療所そのものは、専門分野だと考えている。 

逆にかかりつけ医は普通の往診をやっている、往診と在宅はニュアンスが若

干違うが、そういう形でコーディネートされる、先ほど岡田委員が質問され

ていた在宅医療連携拠点に相当するもの。この場合は、大学病院から重症の

患者さんを在宅に戻したいが、普通の先生じゃ診られないからどうしましょ

うということでコーディネートするので、一般の方からの質問は受けていな

い。だから一般の方は知らないし知る必要がない。窓口はケアプラザ。ケア

プラザで、ケアマネジャーもいるし、そこで話をして、これは私たちでは難

しいとなって初めて拠点に来る。横浜の拠点は、看護師さん。ちなみに、京

都の拠点事業はヘルパーさんがやっている。だからまったく医療的な介護が

できない。ケアマネジャーの８割９割は福祉系なので、その方が作っている

のとなんら変わらなくなってしまう。在宅医療連携拠点の内容を一般の方が

知る必要はないと思う。 

質問したいことは、介護の方で、要支援の方になった場合に、要支援１・２

の方に対して、総合事業というのが始まっていると思う。総合事業は、アン

ケート調査をやって、ここに丸がつくとあなた総合事業だよというシステム。

１個だけ丸がついても総合事業（事業対象者）になってしまう。総合事業の

１番の問題点は、医療関係者が全く入っていないということ。介護保険は医

者が認定審査に入り、医者が意見書を書く。ところが総合事業というのは、

まったくそういうのが入っていない。総合事業に１回すると原則見直しがな

い、永久。横浜の場合はケアプラザが中心となってやっているので、ケアプ

ラザに提案をして、医療関係者に対して意見を聞く、要するに要支援１・２
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に置いといてよいのか、それとも総合事業にした方がよいのか、ある程度状

態を把握する必要があると思う。それに対して、看護師や医者が入るような

ことをやっていただけるのか。 

事務局 

（松本高齢健康

福祉部長） 

総合事業の旧介護予防通所介護と旧介護予防訪問介護のみの利用で、新規で

要支援認定を受ける場合は、今までどおりだが、更新の場合については、基

本チェックリストでもよいと、国の制度として簡潔なものとした。ただ、先

生のご指摘のとおり、医療職の目が入らないということについては、今後の

研究テーマだと思っている。引き続き医師会とお話ししながらよい方法があ

れば考えていきたい。 

渡辺委員 横浜型ということで、市民意識の調整というところは、これが入っていて良

かったと思っている。サービスの提供側だけではなく、受け手の方が主体と

なって、どう最期を迎えるかを共に考えていく意識を調整することが大事だ

と思っている。看護職の確保・定着、質の向上ということで、これらの２本

柱をさらに充実させて取り組んでいきたい。 

山田（真）委員 

 

薬剤師会ですが、在宅医療等では、薬剤師が実際に在宅に伺ったり、特養や

グループホームなどの施設に出向いている。そのような薬剤師の数を増やし

たり、質を向上する研修を開催したり、一般の市民向けに、認知症に関する

対応、また在宅の薬剤師はどのようなことをしているのか、出前講座を開い

ている。さらに薬剤師自体にもこのような内容を把握してもらうように推進

していくとともに、市民の方々への普及というのも積み重ねていきたい。 

中村委員 市社協です。全体として地域の中で在宅の方を支えていく、高齢者が自分ら

しく生きていくということ、地域福祉ということで、区社協に対する期待あ

るいはケアプラザに対する期待が大きくなっていて、改めて、姿勢を正して

臨まなければいけないなと感じている。ケアプラザは、私ども市社協には市

内の施設種別ごとの部会があり、高齢施設部会の中にケアプラザの分科会が

あり、その中でアンケートをしたところでは、包括の３職種、いったん欠員

が生じると平均数か月間にわたって欠員が生じているという結果が出てい

る。福祉人材の不足の中、新たに確保することが難しい。限られた指定管理

料のやりくりという中で、もう１つ地域交流コーディネーターや生活支援コ

ーディネーターも、先ほどから意見出ているが、地域のニーズを把握して、

事業に結び付け、必要な事業を立ち上げ、支援をしていかなければならない

のだが、経費の点で、特段資格の不要なコーディネーターについては、新た

に新人が採用されていくということがあり、なかなか力が及ばないという実

態がある。これからケアプラザの重要性が増していくので、市のバックアッ

プをお願いしたい。 

小倉委員 素晴らしい計画だと思う。これを実現するためには、どれだけの汗を流すか

これからの勝負だと思う。基本的に計画を立てて、短期でも中期でも長期で

もよいが検証する作業が大事。絵に描いた餅を具現化するのに、チェック機

能、これでよかったかという機能を、どういう期間でやっていくのかが質を

高めるための勝負だと思う。 
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大竹委員 

 

民生委員で定期訪問していて、課題が多くなってきている。訪問先で質問さ

れる課題、つなぎ先が多くて複雑。事務局と相談し、整理していただきたい。

結局、訪問先で質問されたときに、その場で答えることが出来ない、あまり

時間をおいて回答するという訳にはいかない。なるべくスムーズな形で、今、

高齢者の虐待、子供の虐待、不登校、ひきこもりなどいろいろな面で、民生

委員は身近な相談相手になっているが、相談の内容がさまざまになってきて

いる。皆さんもご存知のように、民生委員の制度が始まった当時は、生活困

窮者を救済するのが主で始まったと思うが、最近は、そうではなくて、簡単

に言えば人生相談のようになってきている。それと、民生委員は 28 年 12月

１日に一斉改選されている。民生委員の１年生もいて、簡単な問題であって

も、回答がしにくいということがあるので、地域の皆さんには寛大な心で民

生委員を見守っていただければと思う。 

木村委員 疑問を覚えたことが１点、医療ニーズの低い若干医療を受けている人たち、

こういう方が在宅に戻ったときに、ショートステイをしたいと言ったとき、

ショートステイ先が確保できているのか、ショートステイのベッドは減らさ

れるが、ショートステイ先のベッドが確保できるのか教えていただきたい。 

事務局 

（壺井高齢施設

課長） 

確かに、ショートステイが使えなくなってしまうと、かなり在宅の生活が厳

しくなることがあると思う。ショートステイの本入所転換は、ショートステ

イの稼働率を見ながら行っていて、75％前後で推移していることから、若干

余裕がある、大丈夫だと思っている。介護老人保健施設の方も、空いている

ベッドについては、ショートの利用も可能、そのようなことも含めて、ショ

ートステイの利用の促進を図っていきたいと考えている。 

木村委員 医療行為を受けている方が在宅に増えた場合に、ショートステイ先は見つか

りにくくないのか。受け入れ先を増やしてくれるのか、それとも減ってしま

うのか。 

事務局 

（壺井高齢施設

課長） 

特養の場合、医療対応が必要な方を多く受け入れている施設に対して助成を

している。特養を利用できるようにということで、促進の方を図っている。 

山田（初）委員 障害者のことは共生社会を作り上げるというなかで、含まれているという話

を聞いた。横浜市地域福祉保健計画と一体化して動かしているという記述が

あり安心だが、出来たら、お互いに両方の関係で、保健医療の方には介護、

介護保険の方には障害者、という乗り入れ的な取り組みなども盛り込んでい

ただけるよう検討いただきたい。 

事務局 

（武井高齢健康

福祉課長） 

 

たとえば原案 15 ページの(6)で、地域共生社会ということで、高齢の話だけ

ではなくてということで触れさせていただいたが、ご指摘のような、それぞ

れの計画の中身まではいっていない。今後、この辺の考え方が国レベルも含

めて出てくると思うので、次の計画でやっていきたいと思っている。 

山﨑会長 ひととおり皆さんからの意見いただけた。とても良い建設的な意見で事務局

も誠実な答えをしていただき、中身の濃い計画が出来るものと思う。 



 - 13 - 

議題２ 介護保険サービス等の基準に関する関係条例の制定及び改正について 

事務局 

（壺井高齢施設

課長） 

資料説明（資料２） 

介護保険サービス等の基準に関する関係条例の制定及び改正について 

武安委員 ４ページの質の高いケアマネージメントの推進というところで、居宅介護支

援事業所の管理者は主任ケアマネジャーでなければならないという要件は、

どのようになるのか伺いたい。 

事務局 

（奥津介護事業

指導課長） 

今、管理者の要件としては、ケアマネジャーであることとなっている。それ

が主任ケアマネジャーになるが、主任ケアマネジャーになるには、人材育成

や業務管理の専門の研修を受けていただくことになっている。 

武安委員 かなり大変でハードルが高くなっていて、前は少し研修を受ければすぐにと

れたのが、今は講演会の司会をやったりしないといけないとか、この要件は

かなり難しいと思うが。 

事務局 

（奥津介護事業

指導課長） 

その準備のために、今厚生労働省の方で示されている経過措置期間は３年間

となっている。この要件については、人材育成をこれから進めていくという

ことでのハードルだと思う。 

武安委員 ９ページの居宅介護支援のところ、連携促進ということで、意見を求めた主

治医に対してケアプランを交付することを義務付ける、と書いてある。実際

問題、今意見書を書くと原則としては公開に同意するのところにチェックす

るようにと意見書の勉強会で必ず言われる。そうすると今、ほとんどケアマ

ネジャーは主治医に意見を求めには来ないでそれをコピーする。この形にな

ると、コピーを貰っただけで、意見を求めていないということになり、これ

では絵に描いた餅になってしまうと思うがいかがなものか。 

事務局 

（奥津介護事業

指導課長） 

これは、利用者が訪問看護や訪問リハなどの医療系サービスを希望した場合

で主治医に意見を求めた場合に、ケアプランを交付するということ。 

武安委員 

 

それは逆に言うと、主治医の意見を聞かずに、医療系サービスを入れたとい

うことはいくらでも現状あるが、それは義務付けないということなのか。要

するに、ケアプランを主治医に交付しないということはいくらでもあるのだ

が、ケアマネジャーが医療系のサービスを入れたケアプランを作ったとして

も、主治医にはどのようなサービスがプランに入っているのかがわからない

という状態があるということ。 

この文章が整合性が取れてないのではないかということを言いたい。 

事務局 

（奥津介護事業

指導課長） 

規定上は、意見を求めた医師に、ケアプランを交付しなければならない。利

用者が医療系サービスを希望した場合は、意見を求めなければいけないとい

うことになっている。 

（以上） 


