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第４号様式（第８条関係） 

 

議 事 録 

会議名 平成28年度 第１回寒川町生活支援・介護予防サービス基盤整備推進会議  

開催日時 平成 28年 6月27日（月曜日） 14： 00～ 15： 50 

開催場所 寒川町東分庁舎  ２階  第２会議室  

出席者名、欠

席者名及び

傍聴者数 

出席委員：三澤委員 (委員長 )、中間委員 (副委員長 ) 

椎野委員、遠藤委員、奥津委員、浅野委員 

稲葉委員、北村委員、千葉委員（ 9名）  

事務局：古谷福祉部長、鈴木高齢介護課長  

高齢福祉担当：原主査  

介護保険担当：仲手川副主幹、広田主任主事、 

安達主任主事、後藤主事  

傍聴者数：２名 

議 題 

1. 新しい総合事業について 

①通所型サービス 

②訪問型サービス、その他の生活支援型サービス 

2. その他 

決定事項 

今回出た意見を元に、事務局は平成29年度案の修正を行い、次回会議で

提示。また、現行相当のサービスを行うにあたり、現在の介護予防通所

介護と介護予防訪問介護を実施している事業者へアンケート調査を実

施。 

公開又は非

公開の別 

 

公  開  

非公開の場合その

理由（一部非公開

の場合を含む）  

 

 

議事の経過 

＜議事前段の進行＞  

○委嘱状交付  

 古谷福祉部長より、奥津委員へ委嘱状の交付  

○挨拶  

○事務局自己紹介  

 

＜ここから議事＞  

議題 1 新しい総合事業について  ①通所型サービス  

後藤主事：【前回行ったアンケートの結果をもとに、資料を作
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成した旨を説明。資料２を用いて通所型サービスについて町の

現状などを説明】 

 

三澤委員長：資料２では、要介護者向けの公的なサービスとし

て介護予防通所介護（デイサービス）を挙げているが、現在、

寒川町ではデイサービスの供給が不足していると考えている。

このまま、平成２９年度に総合事業へと移行した場合、現在、

二次予防事業に参加している方が現行相当のサービスへと移

行できる受け皿があるかを調査はしているのか。  

 

事務局：町内の介護予防通所介護、要支援の方向けのデイサー

ビス事業所としては、現在７事業所が事業を実施している。定

員数としては１４５名となっている。  

 

三澤委員長：その定員数は要支援と要介護を合わせた数値と思

われるが、それでよろしいか。  

 

事務局：両方を合わせた数値となっている。  

 

三澤委員長：現在の介護給付の制度では、要支援と要介護のデ

イサービスを一体的に提供する事業所では、その定員を要支援

と要介護を合わせて設定している。今回の総合事業が始まった

としても、定員の考え方については、総合事業と要介護とを合

わせて考えることになるため、定員数が増えるといったことは

なかったと思う。  

現在の時点で、要支援の方はどれくらいの人数がデイサービ

スを利用されているのか。  

 

事務局：平成２７年度の月別平均で７１ .４人の方がご利用さ

れている。  

 

三澤委員長：聞いた話だが、町内のデイサービスは不足してお

り、入りたい人もなかなか難しいということだった。今後、要

支援以外にも総合事業の事業対象者が増えていくと思うが、事

業者としては限られた定員の中では、単価の高い要介護者を取

りたいという現実があると思う。  
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事務局：現状、総合事業に移行した際の受け皿が足りているか

の調査は行えていない。今後、総合事業が始まると、介護認定

を受けずに、チェックリストによる判定のみでサービスを受け

ることも可能となる。  

 

三澤委員長：総合事業に移行し、受け皿が足りないために、現

在の要支援のデイサービスと同等のサービスが提供しきれな

いようなことがあると、介護保険料を払っている人達からは不

満が生まれると思う。その点については留意して欲しい。  

また、資料１の老人クラブ連合会の箇所に記載してある課

題、リーダーの不足についてだが、これについては委員の方々

から何か意見はないか。  

 

中間副委員長：現在、単位クラブで１５クラブが存在している

が、会員の高齢化に伴い、段々と会長や役員を引き受けてくれ

る人がいなくなってきている。自治会なども同じ状況かと思

う。もっと、色々なことをやりたいという気持ちもあるのだが、

活動を引っ張るリーダーのなり手がいないので難しい。  

宮山の老人クラブなどは、会長のなり手がいなくて、一時期、

解散の話も出た。なんとか、会長を引き受けてもらえる人にお

願いして、維持が出来ているが、将来を考えると、老人クラブ

の会長や役員になり手がいないという状況には、課題を感じて

いる。  

他市町村での例だが、単位老人クラブは解散となると、また

やりたいという声が出て復活することが多い。だが、一度解散

すると、再び声が出て復活するまでは大体、３年くらいはか

かってしまう。  

 

三澤委員長：リーダーの養成講習などは、行政では行わないの

か。 

 

事務局：必要であれば、将来的に考えていきたい。  

 

三澤委員長：将来的にと言われたが、一度、老人クラブが解散

となると３年以上は復活するまでにはかかるという話であり、
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リーダーの養成期間なども考えると、今、実施することが重要

なのではないか。国等による地域の人材育成に関する政策が手

厚い状況にあるうちに、早めに動いていただいた方がよいと思

う。 

 

三澤委員長：老人クラブに入る人の数は減っているのか。  

 

中間副委員長：増えたり減ったりで、大体、維持が出来ている。

ただ、寒川町は老人クラブへの加入率が神奈川県内でも特に低

い。事ある毎に、ＰＲはしているが、団塊の世代がなかなか入っ

てこない。このまま行くと、１０年後は会員の半分が８０代、

残りの半分も７０歳後半となってしまうような状況。  

 

千葉委員：会長とは、単位老人クラブの中ではどういった役割

をするのか。  

 

中間副委員長：各単位老人クラブで運営する事業等の企画立案

が主となる。  

 

千葉委員：加入率の低下は、老人クラブだけではなく、民生委

員や自治会なども同様の状況にある。団塊の世代が７００～８

００万人いると言われる中で、その人達を巻き込んで、地域を

どうしていけばいいか、という大きな課題が存在している。老

人クラブだけでは無く、行政や地域と一緒に全体として取り組

んでいくことが必要。  

 

浅野委員：各単位老人クラブというのは、その地域の自治会と

はどのような関係にあるのか。  

 

中間副委員長：そのクラブによって異なっている。自治会と協

力しているクラブもあれば、全く関わっていないクラブもあ

る。私個人の考えとしては、将来的には老人クラブは、自治会

と一緒になって活動をしないと成り立たないと考えている。  

 

浅野委員：今現在、地域の自治会の中でも、福祉的な視点から

の取組を行っているところが増えてきている。将来的に老人ク
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ラブが自治会と協力してという話が、今後もうまく運ぶとよい

と考える。  

 

奥津委員：自治会役員もやっている立場としての意見。私が所

属している自治会でも、社会福祉協議会から補助をもらって、

地域サロンを運営しているが、段々と参加者は減ってきてい

る。「買い物に行けるならば、地域集会所の方が近いので、お

喋り等をしに寄ってください」と宣伝はするのだが、億劫がっ

て寄りつかない。実際に参加した人は「楽しかった」、とその

場は帰るのだが、月１で回覧板が回って「今回も参加してくだ

さい」、となると、「うーん」と考え込んでしまうらしい。  

常に宣伝をしていかなければと感じている。個人で宣伝を

行っているのだが、「まだ、年齢的に入りたくない」という声

が多い。また、８０歳を越えている人からは、歩くのが嫌だと

の声も聞く。 

 

三澤委員長：では、いくつか課題なども見えてきたところで、

資料３について説明を事務局からお願いする。  

 

事務局：【平成２９年度からのスタート時点での、新しい総合

事業（案）について資料３を用いて説明】  

 

三澤委員長：介護予防通所介護の年間実人員が１２２人となっ

ているが、この人数が、現行相当の通所型サービスを開始して、

本当にそのまま移行出来るのか、事業者向けにサービスの空き

状況を確認するアンケートは実施して欲しい。  

また、現在、地域支援事業において、健康つみたて教室と生

活支援型デイサービスを実施しているが、後者の事業は参加者

のうち９割は送迎がないと事業に参加出来ない人達であり、一

次予防の新規・介護予防教室に自力で訪れることは不可能だと

考えている。  

 

中間副委員長：今、委員長からも話題に上がったが、交通手段

というのは今後、高齢者にとって重要な問題となる。老人クラ

ブ連合会は春と秋に高齢者スポーツ大会を町の青少年広場で

実施している。反省会で、今後、交通手段がないと参加が難し
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いという話が出ている。参加者の内訳を見ても、大曲からの参

加者は０だった。理由を尋ねると、やはり「会場が遠く、交通

手段がないので」ということだった。いくら内容の良い事業を

立ち上げても、そこへ自力で来られない人が増えるような気が

してきている。  

 

三澤委員長：懸念しているのは、平成２９年度から送迎のない

一般介護予防事業のみの実施で、交通手段がない高齢者が事業

への参加を諦め、引きこもり化しないかということ。奥津委員

が先程話したように、地域のサロンまでですら自力で辿り着け

ない人が体育館や健康管理センターまで行くのは難しい。  

包括支援センターから、現状の二次予防事業の参加者を見

て、どうだろうか。 

 

稲葉委員：現状、二次予防事業の参加者については、介護認定

をすれば、介護認定を受けられるような方もいらっしゃる。大

体、自力で会場まで行ける人と送迎が必要な人との割合は半々

だと考える。 

 

奥津委員：町のマイクロバスはもうないのか。  

 

事務局：ない。現在、町では必要な事業ごとに委託等でマイク

ロバス等を用意している。  

 

浅野委員：送迎、移動については、社会福祉協議会でも福祉有

償運送事業を実施している。会議に出席した際に、地域におい

て、送迎サービスを提供する各事業所がバラバラにサービスを

提供しているよりも、同じ地図の上で、いくつかの移動手段が

お互いを補い合うような形で有効的に利用出来るようにする

べきとの話を聞いた。  

また、コミュニティバスについての話も頻出する。町のコ

ミュニティバスは、今後、現在より停留所が増えたり、より細

やかな運行をしたりといった展開はあるのか。それが出来るの

ならば、地域の乗り物として、より利用が増えるのではと思う。

行政のコミュニティバスについての会議には、福祉や介護と

いった視点をもった人は委員になっているのか。 
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事務局：コミュニティバスの運行については、他課が所管する

内容であり、今回、この会議で出た今の話を担当者等に伝える

ことは出来るが、それを実際のサービスにすぐ反映出来るかと

いえば難しい。平成２９年度からの総合事業に合わせて変更す

るということは、出来ないと考えて欲しい。  

 

稲葉委員：通所型サービスのＡ、Ｂ、Ｃについては、今回のア

ンケートの結果から、平成２９年度からは実施しないという理

解でよいか。また、平成２９年度からが無理であればいつ頃か

ら実施を考えるのかということを確認したい。  

 

事務局：今回実施したアンケートの結果から、事務局としては、

平成２９年度スタート時点で通所型サービスのＡ、Ｂ、Ｃは実

施しない案を説明した。では、その開始をいつから見込んでい

るかと言われると、現状で開始の目途は立っていない。それら

のサービスを実施するか、実施するとすればいつからなら実施

出来るか、といったことは、今後、この推進会議で協議をして

いくことになる。  

 

稲葉委員：Ｃはともかく、ＡやＢについては、地域の事業者や

団体も、どのような条件ならば、当てはまるかが気になってい

ると思う。イメージだが、町がやってください、という話では

無く、それぞれの団体等から、手が上がってこのようなことが

やりたい、というものなのかと思っている。  

 

事務局：地域の団体から手をあげてお話をいただくこともあれ

ば、事務局から現在の活動に少し手を加えることでサービスに

出来ないかと提案させていただくことも、両方が考えられる。

ただ、事務局としてもまだ、調査等不十分なところもあり、ど

のサービスをいつからといった話は出来ない。  

 

三澤委員：今回、既にこれだけのアンケート結果が出ているの

で、これら既存の地域の取り組みを今後、総合事業のサービス

として実施が出来ないかを検討するべきかと思う。資料１に記

載させてもらった、介護ロボットＰＡＬＲＯの取り組みなど
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は、通所型サービスＢとして地域サロンなどで実施出来ないか

と考えている。  

 

事務局：住民主体である通所型サービスＢについてだが、今回

のアンケート結果にもあった、老人クラブ連合会や社会福祉協

議会の事業などを、移行していくことは難しいと考えている。

既存の補助金との関係性の整理や、先程のリーダーがいないと

いった問題点、また、介護保険制度の事業となることで対象が

狭まってしまうといった、いくつかの課題から、今後、通所型

サービスＢについては、新規に立ち上げることが課題となって

くると考えている。  

 

稲葉委員：財源の問題等も考えると、介護保険の通所型サービ

スＢとして、新たに立ち上げる必要があることは理解した。財

源が無く、活動が出来るといったことはあり得ないと思うの

で、今後、新規に立ち上げるための支援を考えていきたい。  

 

三澤委員長：既存の事業も、介護保険以外の補助金をもらって

いる場合がある。そういったものを地域支援事業に切り替える

ことが出来るのではないか。  

 

浅野委員：既存のサロン活動を、介護保険の通所型サービスＢ

等に位置づけていこうとするならば、まず、今活動している参

加者全員の理解が必要となる。さらに、全ての高齢者が対象と

なるわけではないので、当初の目的である誰でもが気軽に集え

る居場所づくりという目的からは外れていってしまう。  

 

事務局：総合事業の生活支援・介護予防サービスとなると、６

５歳以上の高齢者のみが対象となる。 

 

浅野委員：地域サロンは世代間交流等も目的としており、今ま

での活動とは異なってしまうため、今後、通所型サービスＢと

の関わりを考えるのであれば、よくよく調整が必要となってく

ると思う。  

 

事務局：介護保険制度だけでは限界を迎える。今後は地域の力
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も借り、高齢者を支えて頂く仕組みを作り上げていくための第

一歩が、今回の新しい総合事業への移行となる。  

今、寒川町にある、老人クラブ連合会や社会福祉協議会のサ

ロンは、現状のまま続けて頂くことが、良いと考えている。町

の介護予防事業は、一週間のうち、決まった曜日での開催とな

るため、普段、自分が行きたいと思った時に、地域の中で歩い

て通える場所にサロン等の取り組みが存在することは意味が

あると考えている。  

 

浅野委員：例えば、ＰＡＲＬＯ等の介護予防プログラムを住民

主体で提供する活動を行うためのリーダー養成講座を行い、地

域集会所などを巡る活動など新しく作っていくことはどうだ

ろうか。老人クラブ連合会の体操事業等は非常に人気があり、

自身の健康を維持したいというニーズが高齢者にはあると感

じている。 

 

三澤委員長：私も、通所型サービスＢについては、そのような

活動が出来ればよいと考える。また、通所型サービスＣについ

てだが、専門職の確保が難しいために実施をしないということ

だが、それらの専門職を揃えることはそこまで難しくないと感

じている。  

今回は、平成２９年度のスタート時点の事務局案として各Ａ

～Ｃのサービスは実施しないとなっているが、事務局には今後

の各サービスの実施の可能性を考えていただきたい。  

 

事務局：今回のご意見を参考とし、次回会議資料に反映させて

いただく。  

 

議題 1 新しい総合事業について   

②訪問型サービス、その他の生活支援サービス  

事務局：【資料２，４を用いて現在の寒川町の訪問型サービス

について町の現状などを説明。町としては、平成２９年度総合

事業スタート時点では、現行相当のサービスのみを実施し、通

所型Ａ～Ｄについては実施が難しいと考えている旨を伝え

る。】  
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三澤委員長：要支援の方が、現在、どのくらい訪問サービスを

利用されているかを事務局は把握しているか。  

 

事務局：平成２７年度、月平均で７７人の方がご利用されてい

る。要支援１の方であれば週１回、要支援２の方であれば週２

回といったところになる。  

 

三澤委員長：町に存在する事業者が、総合事業においても事業

を継続するかの意向調査は行っているのか。  

 

事務局：まだ、行っていない。次回会議までには、実施をして

おく。  

 

中間副委員長：小谷の単位老人クラブが、友愛チームとして、

介護施設に訪問をしている。この活動は、神奈川県で始まり、

全国で広がっていった友愛活動という取り組みの一部だった

が、数年前に、施設を訪問する活動については、県から出てい

た補助金の予算がカットされた。それに伴い、寒川町老人クラ

ブ連合会としては、活動を行わないこととしたが、小谷の単位

老人クラブだけは、補助金や活動資金などは出ていないが、活

動を続けている。個人の居宅を訪問する活動については、まだ

県から補助金がでている。県老連などには、施設を訪問する活

動にも補助金を支出して欲しいとの話をしているが、なかなか

難しい。  

 

浅野委員：補助金が出なくなったことで活動を行わなくなった

ということだが、数年前まで活動されていたということなら

ば、当時、活動をされていた方々は、まだ老人クラブに所属さ

れていることだろうか。  

 

中間副委員長：チームは小谷だけだが、かつて活動をしていた

人は老人クラブの会員としてまだ所属している。  

 

浅野委員：そういった方々に、施設では無く、個人の居宅を訪

問する活動を行って頂くことはできないのだろうか。  
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中間副委員長：個人の居宅となるとやはり難しい。老人クラブ

単独での実施は難しいと感じ、行っていない。そのため、施設

訪問型の友愛活動を再開したいと訴えている。  

 

三澤委員長：訪問型サービスはやはり難しいところだと思う。

福祉有償運送事業をやっている社会福祉協議会から、何かご意

見はないだろうか。  

 

浅野委員：訪問型サービスＤが送迎についてのサービスだった

かと思う。福祉有償運送事業はその主体がＮＰＯなどであり、

資金面などから運営が成り立たなくて事業をやめるケースも

多いため、総合事業の中で活動が行える可能性については、期

待を寄せている団体も多い。  

 

事務局：福祉有償運送事業については、その対象者が高齢者に

限定されるものではないため、そのまま総合事業の中で実施と

いうことは難しいと考えている。また、訪問型サービスＤとし

て送迎を実施できるのは、総合事業に関する通所型サービスか

一般介護予防事業における送迎を別主体が実施する場合でな

いか。  

 

浅野委員：福祉有償運送事業は、高齢者だけではなく、障がい

者なども対象とするが、高齢者部分の送迎だけ、総合事業の枠

組みに加われないだろうか。  

 

三澤委員長：今の送迎についても、次回の会議までに事務局と

して確認を行って資料などを示していただければと思う。  

 

三澤委員長：訪問型だけでなく、通所型についてもだが、現在

ある住民主体のサロンやサービス等をそのまま総合事業の

サービスに出来ないかと考えていた。事務局として何故それが

難しいのかを説明していただきたい。  

 

事務局：地域サロンについては、現在、活動に従事されている

方と介護保険事業との意識の隔たりを考えている。活動を開始

した当初から、介護保険のサービスとして開始されているわけ
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ではないため、まず、介護保険のサービスとして活動をしてい

ただけるのかといった問題がある。また、制度の内に組み込む

ことで今までの活動の趣旨から変わってしまうことや、その自

由度が失われてしまうことを危惧している。  

 

浅野委員：現在、サロンの状況として６５歳以下の方が多いと

いう場所はなく、高齢者が多い状況にはあるが、確かに介護保

険事業のサービスとして運営するとなった場合、どうなるのか

という疑問はある。  

 

事務局：また、介護保険のサービスとして提供するにあたり、

各地域において、引き受けてくれるか否かが異なった場合、一

部ではサービスが提供されるが、一部ではそれがないといった

問題も考えられる。  

 

三澤委員長：６５歳未満の高齢者については、地域支援事業で

はなく、町が独自財源でその事業に参加させることは出来ない

のか。  

 

事務局：総合事業は介護保険の内で考えているため、制度上難

しい。  

 

三澤委員：寒川町は、このコンパクトなスケールが利点である

町だと考えている。先程の話でないにしても、もっと広い視点

をもって独自の制度を考えていただきたい。  

 

椎野委員：通所型サービスＡやＢを考えるにあたって、事業所

と地域の住民などが協力する形であれば、何かが出来るような

気もしている。基準緩和などまでいかずとも、地域の力を少し

借りるような形で運営が出来れば、成り立つ部分がある気がし

ている。今回はＡ、Ｂといった形で例示していることで難しく

なっているのかもしれないが、ＡとＢを合わせた形、などのよ

うなサービスも考えてみることが良いのではないだろうか。  

 

三澤委員：国の考えた型の通りに考える必要はなく、地域の声

を聞いて、そこから出来る事を探していくことが必要なのでは
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ないだろうか。事務局におかれては、今回の会議の意見をもっ

て、次回の会議の資料等を作成していただきたい。  

 

議題 2 その他  

 

事務局：【ボランティアポイント制度について説明】  

 

（閉会）  

○副委員長挨拶 中間委員  

 

配付資料 

配布資料 

資料１ 寒川町生活支援・介護予防サービス基盤整備推進会議 アンケート結果 

資料２ 現行の地域資源及びサービスの分布図（通所型サービス） 

資料３ 通所型サービス、介護予防事業の総合事業における再編について（案） 

資料４ 現行の地域資源及びサービスの分布図（訪問型サービス） 

参考資料１ 介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン（概要） 

議事録承認委員及び

議事録確定年月日 
奥津 肇、浅野 瑠水（平成２８年８月１２日確定） 

  

 


