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第４号様式（第８条関係） 

 

議 事 録 

会議名 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 29年 6月29日（木曜日） 13： 00～ 14： 40 

開催場所 寒川町役場  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、小黒委員、安藤委員、浅野委員 

佐藤（敬）委員、中澤委員、佐藤（い）委員（ 9名） 

事務局：木村町長、亀山福祉部長  

鈴木福祉部参事兼高齢介護課長  

仲手川副主幹、前田主任主事、後藤主任主事  

社会福祉協議会：稲葉主査  

傍聴者数：１名 

議 題 

1. 委員長・副委員長の選出について 

2. 議事録承認委員について 

3. 寒川町生活支援・介護予防サービス基盤整備推進会議について 

4. 生活援助型の介護予防訪問型サービスについて 

5. 今後の予定について 

6. その他 

決定事項 

委員互選により委員長は三澤委員、副委員長は中間委員を選出。 

また、次回会議に向けて、訪問型サービスA及びBについての検討シー

トを事務局で作成し、各選出団体へ送付する。 

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  

 町長より、各委員へ委嘱状の交付  

○町長挨拶  

～町長退席～  

○委員自己紹介  

○事務局自己紹介  
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＜ここから議事＞  

議題 1 委員長・副委員長の選出について  

委員互選により選出。委員より委員長に三澤委員、副委員長に

中間委員を推薦する旨の発言あり。出席委員の了承により、委

員長に三澤委員、副委員長に中間委員を選出。  

 

以降は委員長である三澤委員の司会で進行。  

○委員長挨拶 三澤委員長  

 

議題 2 議事録署名委員ついて  

事務局：慣例により、委員名簿の上から 2名（委員長・副委員

長は除く）ずつ順番にお願いしている。議事録は要点筆記で行

う。署名委員に送付し確認が取れたら、確認日を事務局で入力

（記載）する。その後委員にも送付し、町のホームページに掲

載することで公開とする。  

 

三澤委員長：事務局の説明より、今回は椎野委員と小黒委員が

議事録署名委員となるがいかがか。  

 

異議なしと認め、本回の議事録署名委員は椎野委員、小黒委員

とする。  

 

 

議題 3 寒川町生活支援・介護予防サービス基盤整備推進会議

について  

事務局：【資料３を用いて推進会議について、目的、意義など

を、地域包括ケアシステムや平成２７年度制度改正にも触れな

がら説明】  

 

質疑なし  
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議題 4 生活援助型の介護予防訪問型サービスについて  

事務局：【資料４を用いて、今回の任期における主題について

説明。将来的な介護サービスの需要増に備えて、要支援１・２

又は事業対象者に向けた、生活援助型の介護予防訪問型サービ

スの実施方法について、意見を伺いたい旨を述べる】  

 

三澤委員長：事務局より本年度の主題について、説明があった。

何か質問等はないか。  

 

浅野委員：確認をしたい。現行の訪問型サービスと、訪問型Ａ、

訪問型Ｂの説明を聞いた。今年度は、「どのようなサービスを

行うのか」ということを協議するとして、サービスの切り替え

は、いつ頃からを見込んでいるのか。  

 

事務局：サービスの開始時期は未定。今後の本会議の内容に

よっても変わってくる。事務局としては、サービスの切り替え

ではなく、現行のサービスは維持し、そこに追加する形を想定

している。  

 

三澤委員長：現行のサービスに追加していくとして、ボラン

ティア連絡協議会としては、どう考えるか。現在、寒川町には、

掃除や電球交換等を各家庭に出向いて行う団体はないと思う。

そういった団体を作ってみよう、などと思うか。  

 

小黒委員：今日聞いたばかりの話なのでなんとも言えない。夫

婦揃っている家庭であれば、ある程度の生活を自分たちで出来

るとは思う。しかし、ひとり暮らしになったとしたら、ちょっ

とした日常のことが難しいということは出てくるように思う。 

例として、先日、とある家庭に伺った時に、生活用品がどこに

売っているのか分からない、ということがあった。私の友人が

その物を買って行って取り付けてあげた、という事例があっ

た。そのような、日々の小さなことが出来ないから助けて欲し

い、という需要はあると思う。  
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三澤委員長：そのような、小さな手助けを行えるサービスを作

ろうということの話である。  

 

小黒委員：また、そのような小さな困りごとについては、「こ

んなことを頼んでいいだろうか」という躊躇する意識が働くこ

ともあると思う。 

 

三澤委員長：シニアクラブ連合会としては、どうか。  

 

中間副委員長：具体的にはまだ考えてはいない。この制度にお

いては、元気な高齢者が困った高齢者を手助けする、というと

ころを期待しているが、個人的にはボランティアで訪問しての

支援は難しいと考えている。  

民生委員がひとり暮らしの家庭を訪問する際には抵抗もある

と聞こえてくる。  

シニアクラブの友愛活動についても、寒川町では現在、小谷の

パールクラブのみが行っているだけである。  

平塚市、藤沢市など、他市町村の具体的な資料等があればと

思っている。どこも事業を開始したばかりで難しいと思うがお

願いしたい。  

 

三澤委員長：民生委員としては、どうか。民生委員がどこまで

やるべきなのか、といった問題や。家庭に訪問しようとして

困ったこと、このようなときはどうすればいいのか、などある

か。 

 

中澤委員：私自身が民生委員として、日が浅いこともあり、民

生委員として訪問した際、「本当に民生委員ですか」というよ

うに警戒されることはある。サービス提供を行う訪問介護員

が、年齢が近い、地域の人間である、といったような要素があ

ると入り易いのかも知れない。シニアクラブであれば、その条

件はクリアしている様に思うので、個人的には期待をしたい。

民生委員として、主になってサービスを行うといったことは難

しいと思うが、シニアクラブからの呼びかけがあれば、手伝う

といったことは出来ると思う。  
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三澤委員長：地域の相談窓口である地域包括支援センターとし

てはどうか。  

 

佐藤（敬）委員：住民主体の施策というものが期待されている

ということはわかるが、利用者から相談を受けて、サービス計

画を立てて提供している側としては、「きちんと定期的に約束

した日時にサービスが提供される」ということが重要だと思

う。 

このような言い方は語弊があるのかも知れないが、ボランティ

アでこの訪問型Ｂを実施したときに、「ボランティアだからこ

の程度でいいだろう」といったような形になってしまうのは困

る。しかし、そこまでの責任などの負担をボランティアに強い

てもいいものなのか、とも思う。  

そうなると、やはり、雇用労働者からのサービス提供といった

形がうまく行くのではないだろうか。  

 

三澤委員長：となると、町内社会福祉法人の代表としては、訪

問型Ａの実施についてはどうか。  

 

椎野委員：やはり、訪問型Ａの実施が無難かとも思う。しかし、

やはり課題になるのは「雇用」というところだと思う。人材不

足ということはあり、今後もその要素はあると思う。  

 

三澤委員長：そういった点で考えると、シルバー人材センター

としてはどうか。高齢者人口は増えていくとされているので、

働き手としては増えていくような気もするが。  

 

安藤委員：私が町中を歩いていて聞くところでは、元気そうな

高齢者だけれども何もしていないという人はいる。何かやれば

健康を維持出来るのに、と思うと何か対応してきたいとは思

う。 

寒川町のシルバー人材センターとしても、事業発掘のため、年

に１度程度、他市町村のシルバー人材センターの視察は行って

いる。どこも似たような事業を展開している、といった印象が

ある。  
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三澤委員長：他市町村のシルバー人材センターの事例などは事

務局にも集めていただければと思う。  

 

浅野委員：現在、寒川町のシルバー人材センターの仕事の内容

としては、個人の家に訪問して、家庭の中のお手伝いはしてい

ないということでよろしいか。  

 

安藤委員：それはやっていない。公共の施設や企業への派遣を

受けていることが多い。個人宅については、庭木の剪定がメイ

ン。会員は皆元気なので、やろうと思えば出来ないこともない

とは思う。  

 

中間副委員長：先程も少し話したが、他人に対しては警戒する

世の中。顔を知っていると受け入れやすい。そうでない人がい

きなり、というのは難しい。また、素人が来た、となると頼み

づらかったり、気を使ってしまったり、となるので、やはりボ

ランティアでのサービス提供は難しい気がする。  

 

三澤委員長：小谷地域では、元民生委員が友愛チームに入って、 

認知症の人を見守ろうといった動きも有り、地域で見守る体制

が形作られている。そういった動きを上手く使えば、寒川でも

多様なサービスが出来ないだろうか。  

周辺地域となると、茅ヶ崎市、平塚市などになってしまうが、

少し離れた場所でもいいので、寒川町と似通った平野部の規模

の小さな町村がどのようなことをやっているのか、といった資

料も欲しい。大井町などでは、予防事業の講師を育成する事業

をやっているとも聞く。 

 

浅野委員：訪問型サービスＢについてだが、ボランティア団体

が実施する活動の交通費も補助金の対象となってくるのか。  

 

事務局：訪問型サービスＢの補助金については、対象となる団

体の活動に対して補助を行うもの。活動の一環として交通費が

かかったのであれば、それについても対象となると考える。補

助金であるため、予算や決算の報告を提出してもらう。その際
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にどのような費目で支出しているかといったことは確認をさ

せていただくことになる。また、目的を持った補助金であるた

め、団体としての活動が複数有る場合などについては金額につ

いて調整する必要もあると思う。  

 

浅野委員：これは前年度の会議でも話題にあがったことだが、

町内のボランティア団体については、既に別の目的があってそ

こを最優先に活動をしているので、そこに追加して介護保険

サービスの中での家庭でのちょっとしたお手伝い、訪問型サー

ビスＢを追加して実施するのは難しいと思う。  

しかし、町が主導してそういったボランティアを組織化する、

となったら、興味を持つ人もいると思う。  

 

三澤委員長：そこを主導するのは、町ではないと思う。難しい

とは思うが、自然とそういう人材が集まって団体にならない

と、お仕着せになってしまう。  

 

事務局：海老名市などは、社会福祉協議会と市が主導で見回り

の団体を作り、それを訪問型Ｂとしたという例を聞いている。

だが、寒川町としては、委員長が発言したように、町主導でや

れと言うと、どうしても「やらされた感」が残ってしまうので、

そこは慎重にしたい。  

 

浅野委員：何かそういうきっかけを町が取り組みとしてやって

くれるといいと思った。目的と活動が明確であれば、ボラン

ティアとしては参加しやすいと思う。  

 

小黒委員：ボランティアというと、どこまでがボランティアな

のか、といった境目が難しい。また、ボランティア連絡協議会

も高齢化しており、６５歳以上の人がそれぞれの活動に関わっ

ている、というのが現状。  

また、皆、何かあれば手伝いというか、ボランティアなどをし

てみたいと思っている感じはあるが、最初に口火を切るとなる

とハードルが高い。まとまった活動として広まっていれば、そ

こに参加する、ということは出来ると思う。 
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三澤委員長：そういった口火を切る為の人材を、まず育てるこ

とが必要と思う。町の学校などで、人材を育てて、そこを絡ま

せてサービスに繋ぐ必要があるのではないか。  

また、平塚市のボランティア団体などは、交通費はきちんと要

求してくる。寒川ホームに慰問などに来て頂くと、市のボラ連

の決まり事であるらしく、交通費については出している。  

 

三澤委員長：おおよそ意見も出揃ったと思うが、事務局いかが

か。 

 

事務局：皆様、ご意見有り難うございます。包括支援センター

の佐藤（敬）委員からご意見のあった、サービスとしてまとまっ

たものを提供しないとならない、といった点は注視していきた

い。今回は、訪問型サービスＢに対する意見が多くあったが、

訪問型サービスＡの委託では、シルバー人材センターや社会福

祉協議会、指定では事業所連絡会や社会福祉法人としての団体

からの意見があると思うのでそのあたりも今後意見を聞かせ

て頂きたい。  

 

議題 5 今後の予定について  

 

仲手川副主幹：【今後の予定について説明】  

・平成 29年度第２回会議 ９月下旬～１０月上旬を予定  

・平成 29年度第３回会議  ３月を予定  

→本年度は、第７次寒川町高齢者保健福祉計画（介護保険事業

計画）を作成する年である。パブリックコメント等の関係もあ

り、どこかで会議が１回程度増えるかもしれないので、ご承知

置きいただきたい。  

 

三澤委員長：今年度は計画策定の年でもあるため、それらに影

響もある多様なサービスの実施については、次回の会議ではこ

の実施について、結論を出す必要があるのか。  
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事務局：次回の会議で結論がつけばよいが、それが難しいとい

うことであれば、会議回数を増やすなどして対応することにな

ると思う。今回、訪問型サービスＡ及びＢについて説明したが、

各団体では、それについて持ち帰り、次の会議までに、検討を

していただければと思う。  

 

三澤委員長：前の任期では、事務局から検討するための補助

シートのようなものを作って、送付してもらった。今回もそう

いうものを作って対応してもらえるか。  

 

事務局：こちらで作成して、委員の皆様に送付する。  

 

議題 6 その他  

事務局：平成２９年４月より開始した新規の介護予防事業、元

気はっけん広場及び介護予防講師派遣事業について説明。  

 元気はっけん広場…７０人を超える参加があった  

 介護予防講師派遣事業…すでに数団体が利用。  

 

（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設置要綱 

資料２ 寒川町生活支援・介護予防サービス基盤整備推進会議委員名簿 

資料３ 寒川町生活支援・介護予防サービス基盤整備推進会議について 

資料４ 生活援助型の介護予防訪問型サービスについて 

参考資料１ 総合事業説明会資料 

参考資料２ 寒川町の高齢者の状況について 

参考資料３ 訪問介護員の具体的範囲について 

参考資料４ 老計第１０号 訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について 

参考資料５ 生活援助型の介護予防訪問型サービスについて 

第６次寒川町高齢者保健福祉計画（介護保険事業計画書） 

平成２９年度寒川町高齢者ガイド 

議事録承認委員及び

議事録確定年月日 
椎野 重子、小黒 スミ子（平成２９年７月２１日確定） 

  

 


