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平成25年度第３回仙台市社会福祉審議会老人福祉専門分科会 議事要旨 
 

日時：平成26年1月29日（水）13:30～15:00 
場所：仙台市役所本庁舎 ２階第２委員会室 

 

＜出席者＞ 

阿部 重樹委員 ・折腹 実己子委員 ・永井 幸夫委員 ・橋本 典子委員 

森山 英子委員 ・山口 強委員 

（６名、五十音順） 

＜欠席者＞ 

 鎌田 城行委員 

 

【仙台市職員】 

 高橋健康福祉局保険高齢部長・米内山高齢企画課長・草苅介護予防推進室長 

坂本介護保険課長・吉田保険年金課長・斎藤健康増進課長・阿部高齢企画課企画係

長・小口高齢企画課施設係長・松原高齢企画課在宅支援係長・菖蒲介護予防推進室

主査 

 

＜議事要旨＞ 

１．開会 

２．議事等 

会議公開の確認 → 異議なし（傍聴者４人） 

   議事録署名委員について、折腹委員・山口委員に依頼 → 委員承諾 

 

（１）仙台市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定のための実態調査報告（調

査項目ごとの集計結果）」について 

米内山高齢企画課長及び坂本介護保険課長より説明（資料１－１～４） 

 

委員：地域包括支援センターの認知状況について、「名前は知っているがどのような

サービスが提供されているかは知らない」、「名前も知っているしどのような

サービスが提供されているかも知っている」が合わせて56.7％とちょっと低い

と実感する。現場としては一生懸命関わらせていただいているが、一般の高齢

者にはなかなか浸透は難しい。地域福祉に関連する地域の方々にはよく周知が

図られていて、様々相談いただいているところだが、一般の方々には上手く伝

わりにくいと感じている。 

    お泊りデイサービスについて、あまり利用している人は少ないようだが、今、

仙台市にどのくらい数的にあるのか、少しずつ増えていくように思うが、数の

把握と具体的なサービスの中身を教えていただきたい。 

事務局：地域包括支援センターを市民の皆さんにどのくらい理解していただいている

かという部分がなかなか増えていかないという現状については、私どもとして

も一生懸命周知に努力はしているが、今後、地域包括ケアシステムを作ってい
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く上で、有用な位置づけとなっていくものだと認識しているので、今後さらに

ご理解いただけるように市民の皆さんへの周知方法など検討を重ねながら取

り組んで参りたい。 

委員：名前だけじゃなくて、内容を知ってもらいたい。 

事務局：お泊りデイサービスについて、仙台市として、今時点で全ての公式な数の把

握はしていないが、現状としては多くなっている。平成２４年４月から通所介

護事業所など居宅サービス事業所の指定権限が従来都道府県にあったものが、

政令市に移譲された。それを機会として、デイサービス事業所を1～2年の間に

100件くらい指定しており、新規指定の際には、お泊りデイサービスをやるか

やらないかについて状況把握している。それから消防局と連携をしながら消防

設備に不備がないかどうか消防局の方で点検をしている。併せて、我々の方で

実地指導という形で通所介護事業所の方にサービスが適正に行われているか

ということで、事業所に伺う機会があるが、法の外ではあるが、任意という形

でお泊りサービスがあるのかどうか確認をして状況を把握している。公式な統

計ではないので、何事業所というものではないが、新規の事業所の状況把握か

ら申し上げると、およそ3割弱くらい行われていると認識している。今後の対

応については、お泊りデイサービスにおける行政の関与の必要性について意向

調査の結果として、「行政等の規制ではなく、事業者内部で基準を設定し、サ

ービス提供すべきである（行政は現状の把握等を行う）」という回答が多くな

っており、一方で分からないという回答が同じくらいあった。そういった結果

や、より都市部の東京都や大阪府などは独自に基準をつくっている先進の事例

がある。あるいは、介護保険の制度改正の議論の中でもこれについて状況の把

握と情報の公開をやるべきではないかという議論が行われているところであ

る。そういった状況を見ながら対応して参りたいと考えている。 

委員：デイサービスのお泊りデイサービスについて。地域包括支援センターができる

前、中山では、みんなで住み慣れた地域に、お泊りデイサービスがあった。地

域でもみんなそこを利用して、地域の我々老人クラブもボランティアで行った

り、とても良かったのが、何故か急になくなった。あんないい制度が何でなく

なったのかと思っている。全国の老人クラブでもお泊りのデイサービスのこと

について話がまた入ったので、また新規に作られるのかと期待していた。今は

老人クラブで高齢者が集まると認知症について、地域の民生委員さんや地域包

括支援センター主催で研修をやってくれるが、いろんな物が見えなくなってき

て、かえって高齢者が分からなくなってきている。どうやって住み慣れたとこ

ろに住むのか、前みたいだったらよかったねという話を繰り返ししている。地

域で住みなれたところに住むならば、一緒にいて遊んだりできるような前のよ

うなお泊りサービスがあればいいと常に感じている。消防関係とか、いろんな

問題が出てきてうるさい、それに応じて人を雇うとかえって高くついてしまっ

て経営していけないからやめたと言われたが、すごくいい制度なので、なぜや

めてしまったのかについて、すごく疑問に思っていてこれについてはすごく興

味を持っている。 
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事務局：地域でつながりを持ってみなさんで支え合うというしくみは非常に素晴らし

いことであるし、地域ケアシステムの構築で求められる中で、非常に重要な視

点だと考えている。一方で介護保険制度ということで捉えると宿泊を伴うサー

ビスとしては、ショートステイがあるし、小規模多機能というものがある。介

護保険制度の中できちんと基準を決めて一定のサービス水準以上を確保する

という形でやらせていただいているので、それとの整合性も考えていかなけれ

ばならない。お泊りデイサービスはどうしても介護保険の制度外ということで、

行政の規制の対象外となっているので、ご指摘のあったような素晴らしい取組

みを行っているところはあるが、一方で必ずしもそうではないところがあると

いうのが実態かと思われるので、その辺のレベルの差をどうやって考えていけ

ばいいのかという視点も必要になってくる。 

委員：4点ほどある。1点目は、介護保険の方の調査の対象者について65歳以上とある

が、第２号被保険者が要介護要支援で入っていたのを除いたということでよい

か。 

事務局：そのとおりです。 

委員：分かりました。続いて2点目だが、保険料と介護サービスのあり方についての

設問があるが、介護保険課長の説明の中で一番最後の部分で、高齢者数の増加

に伴って給付額も増大するということが必然的というか結びつかざるを得な

いという趣旨のご発言があったと思うが、私もそのようになるだろうと理解し

ている。そうするとなかなかこの設問項目はどういう風に今後活かしていくか、

難しいと感じている。例えば、「保険料も介護サービスも現状の程度でよい」

ということであるが、これはなかなか現状と設問項目というのは両立しないの

ではないかという気がする。こういったことを踏まえて、今後ある程度、デー

タをもとに私たちも考えていかなければならないと思うが、その辺について今

の時点でどのようにお考えになっているかどうかお尋ねしたい。 

    3点目、要望ということで、75歳以上で区切るデータというのは、次に今後

データを詳細に分析するとのことだったので、今のところお考えかどうかもお

伺いしたい。2025年あたりで、65歳から74歳までの前期高齢者数と75歳以上の

後期高齢者数の逆転がそのあたりで起こるだろうと予測されていること、それ

からご承知のように75歳以上で要介護のニーズが増大することを踏まえれば、

このあたりから75歳以上で切ったデータと65歳以上の前期高齢者数の比較を

かけていた方が今後のためを考えると必要ではないかと考える。ということで、

75歳以上で整理をすることが難しいかどうかをお尋ねしたい。 

    4点目は私の感想だが、ボランティアの報酬について。大学生に限ってだが、

ボランティアのことについて、いろいろな問題点を大学生あるいは在仙のいく

つかの大学のボランティアのコーディネートに関わっているスタッフの方々

からの話で申し上げると、報酬については、ほとんどのボランティアの学生が

「要らない、そんなものどうでもいい」と話をしている。ただし、ここで報酬

の中に入れて考えることがちょっと馴染まないなという意味での感想だが、実

費交通費程度は何とかして欲しいという話はよく出てくる。なぜ、そうなのか
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とお尋ねすると、遠距離には何回も行けないが、近距離だと何回も行けること

になるだけに何回も行くお金が結構かさんでくると負担だということ。ボラン

ティアを継続的に続けてもらうためには、交通費等程度は何とか考えていかな

ければならない問題であると考える。これは、報酬というよりは必要経費では

ないかと印象を持っている。 

事務局：2点目の保険料と介護サービスのあり方については、高齢者数の増加に伴い

給付の絶対額は間違いなく増えていくだろう、一方で高齢者人口そのものも増

えてくるので、同じくらいのレベルでサービスと人口が増え給付が増えるので

あれば、理論上は今と変わらないくらいとなる。そこよりもさらにサービスを

充実させるのか、という意図で申し上げた。ただ、現実問題としては、要介護

のリスクが高い75歳以上の人口というのが今よりも比率が間違いなく上がっ

ていくということが予測される。そうした中で介護サービスの必要量も増えて

くるので、介護保険料の基準額についても第1期から第5期までずっと上がり続

けてきたという現状がある。そうした中で、基準額5,142円ということで、か

なりの負担感になっていると考えているので、さらに今後給付が増えていくと

きに保険料設定のあり方についてどのように考えていくべきかについての参

考資料の１つとして今回の設問を設けた。 

3点目について、75歳以上という区切り方ができないのかということについて

は、この実態調査報告書の中で、ご回答いただいた数2,930名の年齢別のデータ

もとっているので、これをもとにクロス集計をかけるということも可能であり、

全ての項目についてやるかどうかというのはあるが、サービス利用などの項目

については、ご指摘のとおり75歳以上の方の介護リスクが高いというのは事実

であるので、そうした視点で分析して参りたい。 

委員：地域包括支援センターの認知度が低いというお話だが、全体を見ると、市政だ

よりから情報を得ているという方が多いと見受けたので、市政だよりを充実さ

せていくということと、高齢者が見やすいように文字を大きくするとか市政だ

よりの工夫をもう少ししていただけたらいいと感じた。それから、社会参加の

状況と社会貢献に関して、社会参加していない方が46.8％ととても多いと感じ

た。社会貢献はどんなところからということに対しては、ボランティア活動と

か町内会の活動を挙げており、自身の生きがいのために人とのつながりとか、

ボランティアをしたいということが見えてくると思う。生きがいをつくるため

にある程度自分の居場所づくりがあると思うし、ボランティアに対する交通費、

報酬に関係してくるが、交通費等が出るボランティアを望んでいるということ

が見えてきていると思う。それが生きがいにつながればボランティアをしたい

という人も増えてくると思うし、それが社会貢献につながるということになる

と思う。ボランティアに交通費を出せる団体を増やしていくということも考え

ていかなければならない。団体が交通費を出せるしくみづくりとしては、仙台

市が進めている協働という部分にＮＰＯなどを参画させて、ＮＰＯを育成して

いく、行政ができる部分をＮＰＯが担ってそこに参加する市民が生き生きと自

分の生きがいのためにボランティアができるというしくみをつくるというこ
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とも必要なのではないかと思っている。そうすることで、元気な高齢者を作る

ことにもつながるし、介護予防にもなると思う。ひいては、財政の軽減にもつ

ながると思う。現在、仙台市は協働を進めているとは思うが、さらに進めてい

く必要があるのではないかと感じた。 

それから、施設サービスの不満な点という設問の回答に目を向けると、確か

に満足しているという方が多いと思うが、満足していないという方も出てきて

いる。これに関して、介護相談員という制度が厚労省から任意の委託であり、

仙台市でもこれを受け入れているかと思うが、この介護相談員の充実というも

のをもう少し考えていただきたい。仙台市の介護相談員の数は12人、72施設を

回っている。実はこの介護相談員の全国の研修会が11月に東京であり、その中

で全国の地域の介護相談員の数を知る機会があった。山形市は15人、松戸市は

30人、千葉市は21人、これらは全て仙台市より人口が少ない自治体であった。

そこに集まった人たちに仙台市の12人というのをお話ししたら、仙台市は100

万人都市ですよね、少ないですねと言われた。是非、介護相談員を増やしてい

ただいて、施設に入所されている方々の声を聴いて、生活の質の向上にもつな

げていく必要があるのではないかと思った。 

事務局：私ども、地域包括支援センターの広報については、年に1回程度、市政だよ

りを通じてＰＲさせていただいているが、今後なお見やすい紙面について、工

夫して参りたい。重ねて、現在各地域包括支援センターの方で顔の見えるＰＲ

に一生懸命取り組んでいるので、なおいっそう地域の住民の方々に知っていた

だけるような広報を地域包括支援センターの職員と一緒に考えて参りたい。 

事務局：社会参加についてのご意見について、ご指摘の通り、今回の調査の中で社会

参加について、特に参加していないという回答が多かった。社会参加をどのよ

うに捉えたかというのもあるが、参加していないという割合がかなり多くなっ

ているので、これから、高齢化社会が進んでいく中で、参加していないという

方が生きがいを持ってさまざまな形で社会参加していただいて、生きがいづく

りや介護予防の観点からもいろいろ取り組んでいけるように進めていくこと

が重要なことであると思っている。やはりそうした中でなかなか行政だけでは、

進めていくのは難しいと思われるので、NPOの方やボランティアの方々に意見

をいただく機会をとり、ご意見を伺いながら行政とうまく連携を図って、こう

いった方々がより参加しやすい仕組みづくり環境づくりなどについて一緒に

考えて取り組んで参りたい。 

事務局：介護相談員の制度、現在仙台市では12名でご指摘をいただいたとおりである。

毎月、報告書を読ませていただいているが、派遣させていただいている施設、

特養やデイサービスは人員的に厳しいということもあって、「入所者や通所の

方とゆっくり話をしたいのだけれど、なかなかお話ができない、そういった中

で介護相談員さんに来ていただいて一定時間とってゆっくりお話をしていた

だけるので大変助かっている」という声、利用者さんからは、「話を聞いても

らって良かった」というような声もいただいているところである。今後、相談

員の方々、あるいは受け入れ先となる事業所の方々のご意見を踏まえながら検
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討して参りたい。 

委員：今の介護相談員についてですが、例えば他の県などではボランティアを活用す

るということもしているので、予算等もあると思うが、今後ぜひボランティア

を活用してもっと何かできることがあるのではないかと思うので、付け加えさ

せていただきたい。 

委員：介護相談員というのは非常勤等として市で雇っているのか。どういう立場なの

か。 

事務局：仙台市が社会福祉協議会に委託して、事業主体として社会福祉協議会が事務

局となって行っている。 

委員：有効回収率についてだが、事務局として高いのか低いのかの見解について伺い

たい。 

それから、介護保険料の負担感について私の聞いた感じとちょっと違う感じ

を受ける。保険料の負担感について、どのように感じていますか？との設問に

対して、「無理なく支払える」、「何とか支払える」が多く、保険料の負担感

が少ないという結果だが、現状はどうなのか、意外と支払えるという人が多い

のかなという感想を持った。それから、それに関連して保険料と介護サービス

のあり方についても意外な結果だなと思った。一番大事なことは、介護保険制

度について、「あまりよく知らない」が47.1％もいること。私は民生委員をし

ており、いろんな相談を受けるので、介護保険制度を勉強しているが、来月も

太白区の民生委員380人に対して太白区障害高齢課の課長に来てもらって介護

保険の研修会をする。今、現場で介護保険について出てくることが多い。「申

請したいのだけど、誰に言ったらいいの？」とか聞かれる。地域包括支援セン

ターの方なのだろうが、民生委員はできない。なので、介護保険制度について、

もう少し分かりやすくしていく必要があると思う。地域を取り巻く環境もある

が、まずは制度自体をもう少し分かりやすくしていただけることが望ましいと

思っている。   

最後に75歳以上の後期高齢者の保険制度について触れてないようだが、後期

高齢者医療制度について、疑問に思っている方がたくさんいらっしゃるようだ。

保険料が高いなど感じている方がいるので、その辺についてアンケートに入っ

ていなかったことについて何か理由があるのかどうか。 

事務局：今回の有効回収率について、いずれの調査においても前回よりも残念ながら

下がったという状況になっている。下がった原因について一概にこれが原因だ

ということは現時点ではつかめていない。今回この調査について下がったこと

や、市の方で実施している他の行政に関する調査の回収率を見ても最近低下傾

向が見られるという状況もあり、一概に原因は何かという部分もなかなか難し

いが、今回回収された件数がほぼ3,000件を超えるかそれに近い貴重なご意見

をいただいているので、調査の結果の分析としては今回の件数の中でやってい

けるぐらいの回答をいただいたと考えている。みなさん、お忙しい中、回答い

ただいた貴重な意見なので、こちらについては、議論の中で有効に活用してい

きたいと考えている。 
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事務局：保険料の負担感について、結果としては前回の調査と大きく変わってはいな

いが、支払が困難な額であるという声も確かにあり、また、保険料の改定をす

ると高いとよくお声をいただく。ただ、これはいただいた約3,000件の単純集

計なので、今後どういう所得状況の方が「無理なく支払える、何とか支払える、

支払が困難な額」とおっしゃっているのか、その辺の分析を進めて改めて報告

したい。  

    制度が分かりづらいというご指摘について、平成12年度に介護保険制度が始

まってから3年に1度制度改正が行われ、その都度さまざまな内容があって非常

に複雑化している。サービスも1ページには書ききれないくらいボリュームが

あり非常に複雑化しているのは事実である。一方で利用される方が分かりやす

いようにとのご指摘はその通りであると思っている。我々の方でも分かりやす

く説明するためにパンフレットを作成したり、出前講座という形でご要望があ

れば市役所の職員が伺って説明をさせていただくので、ぜひご活用いただきた

い。 

    後期高齢者医療制度について、確かに75歳以上の方の生活ということを考え

れば後期高齢者医療というのは切っても切り離せないことだが、今回は介護保

険事業計画策定のためのものなので、そこまで広げてしまうと話が大きくなっ

てしまうので、今回のこの社会福祉審議会や介護保険審議会でご審議いただく

内容としては、介護保険とそれに直接関連する内容に絞らせていただいた。 

委員：介護保険について、ひとり暮らしの高齢者は何も分からないという方が多い。

要介護１になって在宅で介護しようとしてもベッドを借りるにしても保険料

払っているのに全部お金を取られるので、無理して借りることないというふう

になってしまう。ひとり暮らしの人は、それなりの理由があってひとり暮らし

をしているので、民生委員や地域で見守りをしているが、それを家族で考えた

場合、本当は施設に行きたいのだけど、お金がなくて行けないという方が出て

きている。そういった方々の対応を考えていかなければならない。地域では、

結構困っている人が多い。介護を受ける前、一人で歩けるうちに集まってサロ

ンをやりたいとみなさんが言っている。ただ、サロンをやりたいと言っても場

所がない。市民センターやコミュニティセンターは1年前から取らないと使え

ないという状態。寝たきりにならないように頑張りましょう、何か行事やりま

しょうと言っても場所がない。元気老人が集まる場所をもう少し考えていただ

きたい。市民センターは子供からいろんな人が使うので、そこに老人クラブが

入るのは至難の業。すぐネットで若い人に取られるので、老人がもたもたして

いると行事ができない。元気老人の活躍する場を考えてほしい。要介護のちょ

っと前の元気な人がたくさんいる。100歳が54,000人にもなる時代、90歳代の

老人クラブが結構でてきている。寝たきりにならないために元気な人のための

施設を考えてほしい。 

事務局：介護が必要になる前の方が活動できる場所について、老人クラブの方は、い

ろいろ工夫して苦労しながら場所を確保されているということなので、そうい

ったご意見を我々の方にお寄せいただきながら、一緒になって考えていきたい
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と思っている。 

委員：介護保険制度や、その保険料について、2点ほど留意して説明をお考えいただ

いたらいいかなという要望です。単純に考えて何故上がり続けなければならな

いのか、「介護保険料今のままでいいから、サービスも今のままでいい」とい

う選択肢が、ここにいる委員は誰も現実的ではないと思っているのではないか

と思っている。制度設計上の問題であるとも思うが、制度の設計の問題として

分かりやすくそこを説明していただくことが必要ではないか。なぜまた上がる

の？というのは一般の方々の非常にシンプルな気持ちだと思う。 

それからもう1点、今回の場合は来年度この4月に消費税が上がる。社会保障

の財源化ということで消費税が上がった後の介護保険料の見直しのタイミング

を迎えるので、この辺のところの制度の設計上の問題として説明をお考えいた

だくことが納得していただけるかどうかの大きな問題点になると私は思ってい

る。また、予定でいけば、タイミングが非常に悪いというか、介護保険料が上

がったあと、また消費税が8から10％に社会保障財源化で上がってくる。みなさ

んご承知のことですが、消費税の社会保障財源化での消費税率の上昇と介護保

険料の見直しを関連して分かりやすく説明していただくことが肝要かと思う。 

委員：ちょっと視点が変わりますが、認知症について質問がある。認知症に関わって

いる人たちをどうやってサポートしていったらいいか。例えば、地域包括支援

センターの所長さん曰く60人くらいの認知症の方がいるらしいが、誰が認知症

かというのは我々は分からない。個人情報だからもちろん出さないと思うが、

地域で支え合っていこうと言って、どうやってサポートしていったらいいか分

からない。是非、計画を策定するにあたって、行政からの組織づくりもそうだ

が、その方策も是非出していただいて、我々にいろいろな知識を与えていただ

きたい。一番いいのは実例をあげるとすごく分かりやすい。私も3，4人関わっ

ているのだが、「介護保険の申請をしたいのだけど、どうしたらいいの？」と

聞かれた場合、あそこに行って相談しなさいと言うが、本人はなかなか認知症

だと認めない。どうやって連携していけばいいか、サポートしていけばいいか、

是非策定していただきたい。 

    もう一つは、市の民生委員児童委員協議会でこれからやろうとしているのが、

孤独死についてで、これもいろいろな考え方があるが、どういうふうに支えて

いけばいいか分からないという話があった。例えば、あの家、新聞紙がたまっ

ているな、電気がついてないなどの情報を近所の人たちからもらって孤独死に

対応しているが、これも地域の連携が大事なことなので、その辺も計画の中で

具体的にビジュアル的に表現していただければと思う。昨日も民生委員のリー

ダー研修会があったがその時も孤独死の話が出てきた。そういう人たちをどう

やって見守っていけばいいのかがすごく問題になっているのではないかと思

う。ある民生委員は3人くらい関わったらしいが、家に行ったら死んでいた。

民生委員は絶対一人では行かないようにと言っている。必ず担当の民生委員と

会長とか副会長、警察の人を連れて行って、絶対一人では行動しないようにと

言っている。 
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    計画について、何度も読ませてもらったが、パワーポイントのようにもう少

しビジュアル的に分かりやすくしてもらうといい計画になるのではないかと

思うので、来年度に向けて、是非そのようにお作りいただきたい。 

委員：医師会でも認知症ということで病院に来るくらいの方は精神科にお願いしてい

たが、数が増えてきて、精神科では対応できないということで、症状が強い人

は別として、医師会でも内科の開業医が認知症をある程度まで見れる体制を作

ろうということで勉強会をやっている。そうすると、委員と同じ問題点が出て

くる。行政とか民生委員との連携がないと、病院に来たときだけ診て、そのあ

と家に帰ってからどうしてるのかなと内科の先生たちも心配している。病院に

来ているときはいいが、ちゃんと自分で生活できているのか、誰が見てるのか

なと心配している。それから、本人が認知症をなかなか認めない。そういう方

が高齢化に伴い、どんどん増えていくので、連携がすごく大事だと思っている。

ただ、個人情報の問題があってなかなか難しいという話は聞くが、連携してい

かないとできないのではないかという気がしている。 

委員：老人クラブの中でもそのような方がいて、それと分かるので、お医者さんに連

れて行きたいと思っても本人は行かない。東京の家族に電話して面倒はみんな

で見ようということになり、お医者さんに連れていったら、認知症だと言われ

た。でも、その役割を取ったらもっとダメになるので、仲間から外さないでみ

んなで面倒を見ている。そういう方がいるので、老人クラブでは地域包括支援

センターや民生委員さん等とはっきりとした体制を作りたい。平成26年から老

人クラブの大きなタイトルが「延ばそう健康寿命」「担おう地域づくり」です。

地域づくりのため民生委員さんや地域包括支援センター、社会福祉協議会、老

人クラブ、連合町内会と協力して地域の体制を作ることが一番大事だと思う。 

  

３．その他 

米内山課長より次年度の高齢者保健福祉計画策定に際して臨時委員を選任する

ことを検討している旨、報告。併せて、参考配布資料の案内（介護保険制度の見

直しに関する意見【概要】）。 

 

４．閉会 

 

 


