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平成25年度第４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3月19日（水）13:30～15:00 
場所：仙台市役所本庁舎 ２階第３委員会室 

 

＜出席者＞ 

鎌田 城行委員 ・永井 幸夫委員 ・橋本 典子委員(途中で退席) ・藤田 佐和子委員 

森山 英子委員 ・山口 強委員  

（６名、五十音順） 

＜欠席者＞ 

 阿部 重樹委員 ・折腹 実己子委員 ・加藤 伸司委員 

 

【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１人） 

   議事録署名委員について、藤田委員・森山委員に依頼 → 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につ

いて 

米内山高齢企画課長より説明（資料１－１～２） 

    

（２）仙台市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定の策定について 

米内山高齢企画課長より説明（資料２） 

 

委員：平成２７年度からの３か年の計画策定に関して注意すべきことは、震災からの

復興３年という位置づけにおいての復興計画との関連についてであり、資料等

適宜必要なものは提供していただくように努められたい。国の方から方針の変

更等がこの間、進められており、法整備に従っての考え方のあり方についても

ポイントを外さないようにお願いしたい。 

事務局：そのように進めていく。 

委員：合同で審議することになるということだが、事前に介護保険審議会委員を教え

ていただきたい。それから、合同で審議することの意義について、関連性があ

ると思うので賛成だが、もう少し説明して欲しい。合同となると人数が多くな

るが、合同審議するときの会の運営が非常に大変になるかと思うので注意して
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いただきたい。 

    計画のアンケートについて質問だが、この計画は具体的にはいつ示されるの

か日程を教えてほしい。それから、このアンケート調査結果を調査対象者に対

してどこまで公表するのかを確認したい。我々以外にどの程度、どういった人

たちに公表されるのか。アンケート調査をした人たちに対して市として公表す

る義務があると思うのでどのように公表していくか検討していただきたい。 

事務局：内容については、今後分析して改めて結果を公表する。 

アンケート結果の調査対象者への周知については、現在予定しているのは、

調査結果についてはホームページの方で掲載をして、広くご覧いただけるよう

な形で公表する。 

    合同審議をすることについての意味合いについて、高齢者保健福祉計画で扱

っている内容、介護サービスの基盤整備であったりとか、介護保険事業計画の

中で定めることになるさまざまなサービスの見込み量であるとか、今後中期的

な意味も含めて、どういった形で高齢者福祉サービスを提供していったらよい

か、考え方の部分で密接に関連するものであることから、それぞれ別々にでは

なく同じ場でさまざまな委員の方からご意見をいただいて、共に議論していく

ことが有益であるため合同審議という位置づけになる。それから、ご指摘いた

だいたように人数も多くなるので、できるだけスムーズに審議が進行できるよ

うに準備して参りたいと考えている。 

事務局：介護保険審議会の委員の方々の名簿に関しては公表しているので、今、資料

を準備して配布する。 

事務局：進め方について、毎月１回程度を予定しているが、計画について全体をお示

ししてご審議いただくのではなくて、介護保険事業計画において国が求めるも

のが３年毎に変わってくるものなので、そういうものをご紹介させていただく

ほか、今回のアンケートでの市民の皆様のお考えやニーズなどを踏まえて、全

体的なものを見たうえで、各章ごと項目ごとにご審議をいただくという形を考

えている。その都度項目ごとにたたき台をお示ししてご審議いただくという形

になる。 

 

３．その他 

（１）敬老乗車証制度の交付状況等及びアンケート結果について 

米内山高齢企画課長より説明（資料３－１～２） 

 

委員：この敬老乗車証の制度の変更に関しては、市民の方々から多くのご意見をいた

だいたし、この審議会でもかなり議論した。これについて、新しく委員になっ

た方々もいるので、旧制度と新制度の違いや旧制度のどこが問題だったか等に

ついて簡単に説明をしていただきたい。 

事務局：旧制度の敬老乗車証は2種類あった。代表的なものは第1種敬老乗車証で自己

負担5,000円（低所得の場合は1,000円）をご負担いただいたうえで、上限額を

設けずに無制限に使えるというもの。第2種敬老乗車証は利用にあたって負担
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はないが、上限が1万円までというものだった。昨今の高齢化の著しい進展に

伴って利用者が増加する見込みである一方で、この制度については、高齢者の

方の社会参加、生きがいづくりということで、できるだけ将来に渡ってお使い

いただけるように制度として存続していく必要がある。そのあたりの財政上の

ことを考慮して、今回上限額については１２万円までということと、利用者に

は1枚5,000円のカードを1割の500円（低所得の方は250円）をご負担いただく

ということで、制度を持続的に続けていけるようにという趣旨で改正を行った。

利用上限額12万円については、もともと旧制度の利用実績が平均して約5万円

程度であったが、遠隔地の方も考慮して12万円ということで整理をして見直し

を行った。 

委員：旧制度で１年間かかった費用と新制度に移行して１年間かかった費用を比較し

たという資料があればお示しいただきたい。 

事務局：市の方の決算をもとに数字を出すことになるが、敬老乗車証については、年

度の途中の１０月から切り替わっているので、平成２４年の１０月から平成２

５年９月までの数字で決算の取り方をしていない。新制度に切り替わってから

年間を通してという数字ではないが、平成２３年度と２４年度の比較という数

字は手元にあるので、参考までに申し上げると、平成２３年度事業費として約

１９億円、平成２４年度は、約１７億１千万円（上半期が旧制度、下半期が新

制度）となっている。 

委員：旧制度は上限がなしというのが問題だった。アンケート調査では、あまり影響

がないという結果が出てほっとしている。 

委員：敬老乗車証というのは、公共交通機関を使ってということだが、高齢者がちょ

っと遠いところに買い物に行きたいとか病院に行くのも乗り継いで行かなけ

ればならないという部分で、バス・地下鉄以外の交通手段として高齢者移動サ

ービスに対して市はどのように考えているのか、あるいは、そのようなサービ

スがあるのか、お聞かせ願いたい。例えば、他県だが、デマンドタクシーとか

やっているところもある。 

事務局：公共交通機関以外の高齢者に対するサービスについて、知っている限りでは、

太白区の坪沼で住民の方々で費用を出し合って大型タクシーを運営している

ということは承知しているが、それは高齢者のためだけの制度ではないと思わ

れる。その他、ボランティア団体の活動の一環として高齢者の方の送迎などに

取り組まれている方々もいると思われるが、現在、市の制度で高齢者向けの移

動サービスとしては、公共交通機関以外はない。 

委員：この件についても「バス停が遠いとか地下鉄沿線ではない方はどうするんだ」

ということで議論になった。 

委員：タクシー会社でやっている高齢者の介護タクシーを利用している。タクシー会

社によってそれぞれ料金は違う。 

委員：確認だが、１ページ目の新旧制度における交付者数について、直近のところで

新旧制度で比較するのはありがたいが、実際、震災の後の生活に関わる  意

識自体がだいぶ変わってきている。敬老乗車証の制度の見直しをしようという
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取り組みは震災前に行っており、震災によって1年延びてしまったという経過

があるので、制度の見直しに至った時期の実績と比較することも必要だと感じ

ている。それと内容について確認だが、4ページの④⑤については、対象にな

っていない人の数はこれには入っていないということでよいか。 

事務局：その通り。 

委員：⑥の制度の認知状況については、対象者に限った数字は集計しているか。 

事務局：資料３－２の１８ページに属性によるクロス集計があり、年齢によって区切

られているので７０歳から上のところが対象者となっている。こちらで見ると

やはり認知度としては、対象者ではない方については少し落ちる傾向がある。 

委員：心配されているのが、新制度における交付枚数だが、使われていない方が５％

弱、上限まで使われた方が３.７％いたというところの部分の取扱いについて

制度の今後のあり方がどう反映されていくべきかを考えていかなければなら

ない。それから利用状況について、影響があった主な記載内容では順位の一番

に「外出が減った」というのは、何かしらサポートが欲しいのかなと感じる。

一番心配されたところが、せっかくお年寄りの方が元気で長生きしていただき

たくために外出に活かして欲しいという思いを持って敬老乗車証を配られて

いると思うが、それが制度が変わったことによって閉じこもってしまうような

きっかけになってしまっては申し訳ないというところが、この審議会の中でか

なり議論が出されたと思うので、そのところについて状況をどのように見てい

くかを考えていかなければならないことだと思う。一方で外出が増えたという

方も少なからずいたということは、ある意味喜ばしいことだし、それぞれのい

ろんな場面で回答された方々のご意見がこの数字に反映されているところを

見るので、新制度によっての影響についても今後見ていく必要があると感じて

いる。 

それから、審議のときに試算データがあったと思うが、例えば、こういう制

度の方に改めればこういうカーブになるというシミュレーションがあった。可

能であれば、そのシミュレーションと対比して、この状況をどのように見るの

かという資料もご提供いただければ良かったと思う。 

事務局：制度の見直し時のシミュレーションとの比較だが、そういったものがあれば

より明確に検証できるとは思っている。震災前にとっていたシミュレーション

だったということもあって、その後の影響を考慮して修正した詳細なシミュレ

ーションのようなものは、必要だとは考えているが、なかなか今、手元で作れ

ていない状況である。できるだけ、そういった比較ができるようなデータも必

要だと思っているので検討して参りたい。 

    枚数の多い方や利用回数に及ぼした影響について、上限を超えてお使いにな

っていた方々には、今回上限を設けたことで一定の使い方に回数が減るという

ことで影響が出たということはあり得る。しかし、この制度が利用者の方の生

活の足の全てを支えるための制度という訳ではないということもあるし、社会

参加にお使いいただくことが一番だが、敬老乗車証以外にもさまざまな場面で

地域の中での集まりや近くでの生きがいづくりなども含めて仙台市の高齢者
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の生きがいづくりという施策の方向性の側面もあるので、影響が出たというと

ころでは、結果として受け止めるところではあるが、現在のところは、この見

直しの趣旨を踏まえて、影響を見ながら、まずは現制度を適切に運営していく

ということで取り組んで参りたい。 

委員：上限まで使われた方を対象としたアンケートをとるというのは可能か。例えば、

使い切ったけれどもその状況で満足されている方、もしくは、もう少し動きた

くて、自分の負担が増えても上限を超えて利用したい方とさまざまな方々の声

が、アンケートを取れば、声として表れてくる。今回の上限を使い切った方に

アンケートがもし可能であれば、今後示していただければありがたい。 

   これは、要望としてお伝えする。 

 

（２）その他 

参考配布資料（新年度の高齢者保健福祉関係の事業概要と予算）について米内山

課長より情報提供として説明。 

 

委員：特別養護老人ホームの建設は待機者が多いようだが順調に行われているか。 

事務局：今回の3年間の整備計画としては600床で、初年度は214床選定となっている。

今年度についても計画が達成できるように追加公募も行って事業者を選定し

ていき、3年間で目標達成できるように取り組んで参りたい。 

委員：安全・安心な暮らしの確保のところで、「福祉避難所に位置付けられている老

人福祉センター」とあるが、昨年、地域で地域版の避難所運営マニュアルを作

ったが、我々の地域には老人福祉センターがない。老人福祉センターがどうい

うところにあるのか分からない人も多いので、周知の徹底をお願いしたい。 

   福祉避難所として現状として分かっていない地域が多いと思う。どういうもの

が備蓄されていて、今後災害があったときに地域で避難所を開設したというと

きに、その辺の連携について、マニュアルに盛り込まれていないことが多いと

思う。その辺の連携をうまくやるようにお願いしたい。 

それから、シルバーハウジングへのLSAの派遣という制度はどういうものなの

か、私の担当で高齢者向け優良賃貸住宅に入居している方もいるのでお伺いし

たい。 

事務局：まずは小学校や中学校などの指定避難所がある。そういった一般の避難所で

は生活が難しい要援護者の方のために福祉避難所を設定することになってい

る。東日本大震災のときは、ほとんどが特別養護老人ホームや障害者の施設で

行った。老人福祉センターについても人がいないとできないものなので、デイ

サービスセンターを併設している老人福祉センターを避難所として開設した。

いずれにしてもそれなりの設備や備品が必要だということで、健康福祉局では

年次計画で老人福祉センターに発電機と投光器を全部つける計画を立て、2か

所ずつ設置している。その他に少し備品を置いて機能強化を図るというもので

あり、避難所と福祉避難所の連携についてはきちんと整備しなければいけない

ということは認識しているが、この予算はハード面の環境づくりをまず整備す
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るということである。 

事務局：LSAとは、生活援助員、ライフサポートアドバイザーの頭文字をとったもの

で、業務としては、シルバーハウジングにお住いの方限定ということになるが、

定期的に訪問したり電話をかけるなどの安否確認をしたり、生活相談にのって

あげたりなど、安心して暮らせるように日常生活をサポートしてくれる支援員

が市営住宅の中にいる、あるいは、連携している特別養護老人ホームの方から

行ってサポートしているという制度である。 

委員：LSAが市営住宅の中にいるのか。 

事務局：シルバーハウジングというのは、例えば、四郎丸、茂庭台、袋原の3か所の

市営住宅のうち、このブロックのこのフロアに対してシルバーハウジングとし

て指定をする。部屋のほかにトイレにも緊急通報装置を設置したバリアフリー

住宅で、入居者に対してはLSAと呼ばれる生活援助員が日常生活をサポートし

てくれる。近くのLSAの業務を委託している特別養護老人ホームの方がLSA（生

活援助員）として日中はシルバーハウジングの中に1つ部屋があって、そこに

待機している。夜間は、母体の特別養護老人ホームと直接つながるようにして

いる。同じようにバリアフリーや緊急通報・安否確認システムなど、高齢者の

方が安心・安全に暮らせるよう居住環境を備えた民間の賃貸住宅で、仙台市が

公的住宅として認定した「高齢者向け優良賃貸住宅」という制度があって、現

在１０か所指定を受けている。いずれにしても新規ではなく引き続き行ってい

る事業である。 

委員：シルバーハウジングに入居しているかいないかということを地域包括支援セン

ターでは把握しているか。その情報を民生委員に公開はされていない。LSAが

いるということを知らなかった。ぜひ、地域包括支援センターから担当民生委

員に1件1件情報を公開していただきたい。せっかく民生委員が安否確認等をし

て地域で支えて行こうとしているときに、シルバーハウジングにいるLSAがど

なたか分からなければ上手く連携がとれない。市営住宅担当の民生委員との間

でうまく連携がとれれば、こういうことがあったとか情報を伝えられるし、逆

に情報を伝えてもらいながら進めていく必要がある。 

事務局：こちらから、委託している事業者に民生委員さんときちんと連携をとるよう

に話をしておく。 

委員：では、事業者に聞けばいいのか。 

事務局：こちらから委託事業者や社会課に話をする。 

委員：生きがいづり・社会参加の促進という部分で、ボランティア団体等支援育成に

ついて、配食サービスや高齢者自身が高齢者を支える活動を行うボランティア

に対して助成をするとあるが、これは具体的にどういうことか。  

事務局：高齢者自身が高齢者を支える活動については、「ふれあいデイホーム」とい

う事業である。NPOの方やボランティアの方々で、主に高齢者の方が運営して

いるが、民間の施設を借り上げたり、市民センターなど公共施設を利用して地

域の高齢者の方々が集まって所謂サロンのようなもので、お話をしたり、軽い

運動をしたり、ご飯を食べたりなど、介護予防につながるような活動をしてい
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る団体の方に運営費の一部を助成している。 

委員：地域のサロンと言えば、特に高齢者が運営するということでなくてもいいので

はないか。 

事務局：特に運営者が高齢者であることを条件にしている訳ではないが、こちらの事

業については、市の予算の制約もあって、ここ数年来新規の募集をしていない

ので、もともと運営されていた方々が、年々歳を重ねて高齢になったという事

情があるので、高齢の方が中心になっているというのが現状としてある。 

委員：これまでやってきた方たちはオッケーで、新たに始める方に対しては助成はし

ないというのは、ちょっと不公平感がある。 

事務局：ふれあいデイホームについては、年間の運営費を毎年補助しているという形

態をとっており、この形態の助成については、今の市の予算の中の整理では新

規の募集はしないということにしているが、一方で新たにそういった事業を立

ち上げたいという方については、地域支え合い活動を行うボランティア団体へ

の補助ということで、できるだけそういった活動を立ち上げたいという意欲あ

る方については、初期投資にかかる部分を助成することで、立ち上げを促進し

ていきたい。今は新たな方々については、どちらかというとこういった制度の

方で助成を行うということでシフトしてきている。 

委員：それを統合して支え合い活動にしていくという考えはないのか。 

事務局：今のところ、ずっと団体の運営費を助成していくという枠組みまでは、ちょ

っと予算的には厳しい状況であるので、初年度の分の助成ということで進めて

いる状況である。 

委員：介護サービスの質の向上についてだが、介護相談員の派遣という部分では、こ

の予算は前年度と同じなのかどうか。 

事務局：前回お話はいただいたが、時期的に間に合わない状況だったこともあり、今

回のこの26年度予算については、12名ということで現状と同じである。前回い

ただいたお話については、再来年度に向けて検討していくということで進めて

参りたい。 

委員：ボランティアを中に入れるというのは、なかなか難しい。仮設住宅などは、NPO

を入れたりしているが、一般のところではお金もないので、なかなかできない。

今年から全国の老人クラブのメインテーマが変わって「延ばそう健康寿命、担

おう地域づくり」で、民生委員さんなど地域とのネットワークづくりをやって

いる。やはり老人クラブで行っている仲間で守る相互支援がとてもいいと思う

が、助成が少なくてモデル地区として2年間10万円で見守り活動をやっている。

それを全部の老人クラブがやったら、ひとり暮らしの高齢者の孤独死が減るの

ではないかと私は思う。厚労省から全国の老人クラブに地域づくりをしなさい

と言われるが、どのようにつなげていったらいいか、老人クラブでも困ってい

る。まずは元気にサロン会を作って活動している。好日庵があるところはやれ

るが、市民センターを借りるには、満杯でなかなか高齢者は取れない。場所が

ないと何もできない。どうやって地域づくりをすればいいか悩んでいるところ

である。地域にもう少し高齢者の集まる場所が欲しい。好日庵制度はもうなく
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なったのか。 

事務局：現在もある。 

委員：とにかく、高齢者の集まる場所がない。老人クラブの会員数は仙台市では2万

人くらいいるが、実際は千ちょっとしかいない。でも、仙老連に入るといろん

な活動があるから元気になる。なので、どうにかしてつないでいきたいと思っ

ている。    

委員：シルバーライフの発行部数について伺いたい。公共施設に配布していることは

知っているが何万部発行しているのか知りたい。私は、このシルバーライフを

すごく高く評価している。すごく分かりやすくできている。それにもかかわら

ず、アンケート調査を見ると、この制度があることを知らなかったという結果

がある。区役所などに取りに行けば置いてあるが、各戸配布をしているのかど

うか伺いたい。 

事務局：部数については、今手元に資料がないので詳細な数字は不明。各戸配布につ

いてはしていない。 

委員：高齢者はホームページは見ていない。パソコンもないので文字で見るのが一番

だと思う。介護保険を利用している方にはケアマネージャーさんがシルバーラ

イフを持って伺うことがあるかもしれないが、そうではない人にも手元に届く

ように各戸配布できたらいいなと思っている。 

委員：我々の地域では、どのように配っているかというと、うちのマンションで災害

時要援護者のリストがあるが、2か月に1回集まるときにシルバーライフについ

ても配ったりしている。そういった機会があれば配れるが、全ての対象の方に

というのはなかなか難しい。民生委員は１冊ずついただいている。あの１冊を

見ると全てが分かり、とてもいいものだと思っているので、是非検討していた

だきたい。 

    それから、認知症の方について非常に問題になっている。認知症対策推進会

議の運営とあるが、これはどこにあるのか。 

事務局：認知症対策推進会議の運営については、介護予防推進室で行っており、推進

委員としては関係している医師会、認知症家族の会、介護福祉士の専門の方な

どさまざまな認知症に関わる専門の方々にお集まりいただき、ご意見をいただ

いている。 

委員：「地域の関係機関による支援の充実」の中の地域包括支援センター運営費（特

別会計）について伺いたいが、この予算額は職員を増やすということなのか。 

事務局：これは、49地域包括支援センターに支払っている年間の運営費となっている。

改めて増やすということではなく、現在運営するために必要な額である。 

委員：分かりました。 

   それから、家族介護慰労金の支給については、40万円だが、この40万円で何を 

するのか。 

事務局：要介護4・5の方で１年間の間に１週間ショートステイ以外の介護保険サービ

スを全く使わなかった方で非課税世帯の方に慰労金として10万円支給するも

の。 
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委員：それは、制度として家族の方が申請するものなのか。  

事務局：その通り。 

 

 

４．閉会 

 

 


