
平成 27 年第 2回定例会	 教育・社会問題対策特別委員会	 

平成 27 年 7 月 3 日	 

赤井委員	 

	 高齢者の健康ということで御報告がありましたが、これはかながわ高齢者保

健福祉計画の内容をストレートに引用することだと思いますが、高齢者の健康

という部分で要支援、また要介護認定を受けていない元気な高齢者は高齢者全

体の 84％ということで、今後、年少人口、それから生産年齢人口が減ってくる

中で社会の重要な役割を担っていくと思います。この辺について今の状況、そ

して今後の予想等についてお伺いします。	 

高齢社会課長	 

	 高齢者全体の中で 84％を占める多くの元気な方ということで、先ほど一例と

して挙げさせていただきましたが、老人クラブといった様々な場面で地域活動

を積極的に推進していただいております。また、地域の見守り活動に参画して

いただくことや、地域の皆様方で健康づくりに励んでいただくというような

様々な場面でその力を発揮していただいております。高齢の方々が今後ますま

す増える中で、その重み、重要性というのは更に高まっていくと考えており、

是非、元気な高齢者の方々にはそういった役割を果たしていただきたいと考え

ております。	 

赤井委員	 

	 今回のかながわ高齢者保健福祉計画の中にも、平成 25 年で 65 歳以上の 10％

が就業しているという状況が出ています。その中で、特に高齢者の就業率につ

いては平成25年で約４割となっており、どんどん増えている状況です。そして、

高齢者の就労意欲という点では 60 歳、65 歳、更に 70 歳ぐらいまでを合わせる

と、約６割の人が70歳ぐらいまでは働きたいということになっています。また、

働けるうちはいつまででも働きたいというのが３割で、ほとんどが働きたいと

いう意欲のある人となっています。そういった意味では高齢者の勤労意欲、そ

れから就業者数については差が相当出てきております。高齢者の就業意欲と就

業率との間にはかい離がある状況となっていますが、この辺について県として

今の状況をどのように把握しているのか、今後どのような改善をするつもりな

のか、それともこのままの状況でいるのか伺います。	 

高齢社会課長	 

	 委員お話しのとおり、就労意欲が強い高齢者の皆様方は本当に元気でそれま

で培ってきた知識や経験を十分発揮されるだけの意欲を持っていらっしゃると

いうことであります。20歳から64歳の生産年齢人口が減る中で、そういった方々

が力を発揮できるように、私たちとしても高齢者の皆様方の視点に立ってサポ

ートをいろいろと考えていかなければならないと考えております。	 

福祉部長	 

	 若干補足をさせていただきます。就業者数というのは何らかの仕事に就いて

いることと定義されており、高齢者を社会奉仕の場面でも活用させていきたい

ということで、さきの高齢者を標準とするしくみづくり検討委員会の中でも生

きがい就労というような言葉が出ております。そういった意味で、皆様の社会

に貢献したい、働きたいというニーズに対して、生きがい就労という部分に振

り向けることによって応えることができると思っておりますが、先ほど委員か



らもお話のあったこのギャップを埋めるということはなかなか難しいのではな

いかとも思っております。	 

赤井委員	 

	 生産年齢人口とは実際に就労して生産をしなければいけないわけですが、生

きがい就労というと、単純にボランティアのような形で済んでしまうと思いま

す。実際に物を生産していくところに高齢者が入っていけるような体制を何ら

かの形でつくっていく必要があると思います。それと同時に、今、高齢者の人

たちは就業したいという気持ちを持っていらっしゃる方が多いため、先ほど別

の委員からも質問がありましたが、神奈川県としても様々な高齢者に対しての

就業支援をいろいろと実施しているとは思いますが、今の状況をもう一回、簡

単で結構ですのでお伺いします。	 

雇用対策課課長代理	 

	 県では就業支援として、現在、横浜駅西口にあるシニア・ジョブスタイル・

かながわという施設でキャリアカウンセリング等、40 歳以上を対象として中高

年齢層の就業支援に取り組んでいるところであります。	 

赤井委員	 

	 ちなみに、このシニア・ジョブスタイル・かながわは 40 歳以上を対象として

いるということですが、65 歳以上の高齢者の方々の相談はどの程度ありました

か。	 

雇用対策課課長代理	 

	 平成 26年度の実績を申し上げると、延べ利用者数は１万 9,000人であります。

パーセントで申し上げると、65 歳以上の利用者がそのうちの約９％であります。	 

赤井委員	 

	 どちらかというと、若い人たちの方がこういうようなものにはすぐに取り組

むことができると思いますが、特に私のような平塚といった県西部の方に住ん

でいる 65 歳以上の方々が横浜のこのＳＴビルに行くこと自体、かなり大変では

ないかと思います。神奈川県として例えば県西地域の方に広げるとか、出前で

こういうようなことをやるとか、その他いろいろなことを考えられていると思

いますが、その辺について今後どのようにお考えでしょうか。	 

雇用対策課課長代理	 

	 現在、地域出張総合相談を月１回、県内４箇所で中高年のための働き方相談

ということで実施しております。この相談はシニア・ジョブスタイル・かなが

わのキャリアカウンセラーを派遣して、１回当たり50分を五つの枠で毎月１回、

県内４箇所で実施するものです。	 

赤井委員	 

	 40 歳以上という形ももちろんですが、今回は高齢者という問題であり、特に

高齢者の方が本当に相談しやすいような体制を是非考えていただきたいと思い

ます。そのため、高齢者の人たちが仕事は何かないのかなと思ったときに、見

付けやすく手を付けやすいように高齢者の方が集まりやすいところで、そうい

う環境を是非つくっていただきたい。例えば、ホームページに掲載してもホー

ムページ自体を見ない方もいると思います。そういう点では、昔から高齢者の

方が通っているところで、何らかのポスターを作るといった形しかないのかな

とも思います。また、先ほどからいろいろと出ていますが、ボランティア活動



や老人会、老人クラブといったところでもしっかりとアピールをしていただき

たいと思います。	 

	 次に、シルバー人材センターというものがあると思いますが、シルバー人材

センターについて現状どのような状況になっているのか教えてください。	 

雇用対策課課長代理	 

	 シルバー人材センターは法に基づいて県が指定しているものです。県内では

逗子市を除いた市町村ごとに各１団体設置されております。	 

赤井委員	 

	 このシルバー人材センターに登録されている方々というのはどの程度いらっ

しゃるのか伺います。また、例えば男女比についてもほとんどが男性の方では

ないかと思いますが、その辺についての割合、そしてシルバー人材センターに

登録されている高齢者の割合についても、県として把握しているようであれば

併せてお伺いします。	 

雇用対策課課長代理	 

	 男女比は把握しておりませんが、平成 25 年度末の県内の会員数は３万 6,533

人となっております。	 

赤井委員	 

	 高齢者で働きたいという方々は相当の人数になると思いますが、その方々が

全員登録していれば相当な会員数になります。シルバー人材センターですので、

それなりに自分の腕に自信のある方々が登録されていると思いますが、シルバ

ー人材センターが提供する仕事はボランティアや就労についての講師といった

それなりに報酬のある仕事だと思いますが、報酬は一律でしょうか。	 

雇用対策課課長代理	 

	 報酬は実際にかかった費用をシルバー人材センターからそれぞれ仕事をされ

た方に支払われます。なお、仕事の内容ですが、臨時的かつ短期的な就労とい

う形になりますので日数で見ると、月で 10 日程度以内、おおむね週 20 時間を

超えないような内容の仕事という形になります。	 

赤井委員	 

	 ですから、報酬は一律なのでしょうか。	 

雇用対策課課長代理	 

	 実際にかかった費用が報酬として支払われます。	 

赤井委員	 

	 聞き方を間違えたのかもしれません。神奈川県内の逗子市以外の全市町村で

シルバー人材センターがありますが、かかった費用は同じでしょうか。かかっ

た費用というところがよく分かりませんが、例えば湯河原であろうが三浦であ

ろうが同じ仕事であれば同じ費用ということでしょうか。	 

雇用対策課課長代理	 

	 同一ではなく、企業、家庭、公共機関からシルバー人材センターがその都度

仕事の依頼を受けた際に契約を締結し、その中で金額、つまり報酬が決まりま

す。契約締結後、シルバー人材センターに会員登録されている方にその仕事を

提供する形になります。その意味では契約した実際の金額については、仕事を

した会員の方に支払われるという内容になっております。	 

	 



赤井委員	 

	 シルバー人材センター、地域によっては生きがい事業団という名前になって

いますが、仕事の内容としてはイベントを実施するときの駐車場の誘導員とい

ったいろいろな形があります。私もイベントをするときにお願いしたりしてい

るので、そういう意味では非常に助かっているという点がありますし、高齢者

の方々の働き口という点でもシルバー人材センターは非常に大事かなと思いま

す。シルバー人材センターに対して神奈川県としてはどのような助成、援助を

しているのでしょうか。	 

雇用対策課課長代理	 

	 各市町村のシルバー人材センターに対しての支援ですが、法人格を持ち、一

定の要件を満たしている団体については国から補助金が支給されます。それ以

外の団体については平成 26 年度の実績ですが、県から年間 153 万円の補助金を

支出しております。	 

赤井委員	 

	 一般社団法人、公益社団法人といったように市町村によって違う状況があり

ますが、ともかく神奈川県として、シルバー人材センター、生きがい事業団に

対しての補助、援助をこれからも積極的に行っていっていただきたいと思いま

す。また先ほど、福祉部長が高齢者を活用するという言い方をしておりました

が、高齢者の活用というと我々も少しかちんとくる言葉となります。この言葉

については字句としてそのままだと思いますが、何か工夫する形で今後考えて

いただきたいなと思います。文字の中にはそのような言葉が出てきていないの

で、たまたまそのような言葉を使われたのかもしれませんが、もう僕らのよう

に高齢者になると自分のことを言われていると感じますので、その辺について

は高齢者の方に活躍をしていただくとかして気を付けていただきたいと思いま

す。	 

	 次に、介護保険のサービスの適切な提供という点について、安心して利用で

きる仕組みというのはどのようなことか伺います。	 

高齢社会課長	 

	 介護保険制度を皆様から信頼される形でしっかりと安定的に運営していかな

ければならないということで使っております。	 

赤井委員	 

	 この中に相談・苦情処理体制の充実という部分があります。そのために地域

包括支援センター等があると思っております。ちなみに、例えば平塚市では地

域包括支援センターを高齢者よろず相談窓口といったネーミングで運営してお

ります。この辺の評価、評判について、どう捉えていますか。	 

高齢社会課長	 

	 地域包括支援センターという言葉は行政がよく使う言葉で、私自身も地域包

括支援センターと言うのは難しく、言えないようなときもあります。高齢者の

皆様方のよりどころにしていただこうという存在であるので、身近な分かりや

すい名称、愛称があるのもよいと思っております。そういう意味で言えば、先

ほど委員からお話しのあった平塚市の愛称というのは非常によいと思います。	 

赤井委員	 

	 神奈川県で平塚だけが高齢者よろず相談窓口となっていますが、よろず相談



という名称であれば何となく高齢者の人も何でも相談できると思って行けると

思います。ただ、実際に地域包括支援センターがどこにあるのか、そのよろず

相談窓口がどこにあるのかという点で、連合自治会に１箇所ずつありますが、

分かりにくい部分があります。分かりにくいという点では、今日も施設の問題

から始まって認知症の問題、介護の問題といろいろな問題が出てきましたが、

特に高齢者の介護保険については本当に複雑で分かりにくいと感じます。前か

ら私もお願いしていますが、本当に分かりにくい点が多いので、いろいろな部

分で相談が簡単にできる窓口をワンストップでつくっていただいたら一番よい

と思います。例えば、消費者問題については今回、７月１日から消費者ホット

ラインが始まりました。それから、子供の虐待問題ではいち早く児童相談所全

国共通ダイヤルが始まりました。確かに様々なハードルがありますが、188、189

といった３桁の電話番号に掛けることによって地元の相談窓口に自動的につな

いでくれるというすばらしい仕組みがあります。これは喫緊の課題だからこそ

仕組みが出来たと思いますが、高齢者の問題についても、特に先ほど来話が出

ている特養ホームは非常に窓口が少なくなっていると思います。特養ホームで

どこか空いているところはないでしょうか、といった相談についても今のとこ

ろは地域包括支援センターに聞くしかないのかもしれませんが、高齢者の方や

御家族の方がどこに相談したらよいのか考えたときに、短縮の電話番号がある

とよいのではないかと思いますので、是非今後検討していただきたいと思いま

すが、他に何か良いアイデアというのはありますか。	 

高齢社会課長	 

	 そういった窓口を高齢者の皆様方に知ってもらうために、いろいろな手立て

を考えておりますが、今すぐに良いアイデアといったものはありません。ただ、

ホームページは高齢者の方々が簡単に利用できないと思いますので、従来から

ある回覧や自治会等といった様々な手段、方法で知っていただけるようにした

いと思っております。	 

赤井委員	 

	 神奈川県単独で３桁の短縮番号というわけにもいきませんが、045 から始まる

ような 045210 の何番といった簡単な番号、または語呂合せで分かりやすい番号

があればよいと思いますので、今後是非検討していただきたいと思います。	 

	 続いて、特別養護老人ホームの整備という点について何人かの委員から質問

がありました。例えば今回、かながわ高齢者保健福祉計画の中で介護サービス

利用者数と介護保険３施設の居住系サービスの割合等といった数字が出ていま

す。介護サービス利用者数の部分での神奈川県全域の施設サービス利用者数が

平成 27 年度で５万 2,445 人、介護保険３施設及び居住系サービスの 65 歳以上

人口に占める割合等の部分での施設サービス利用者数が平成 27 年度で５万

3,132 人と、同じ数字なようで少し違っています。この部分について他の圏域を

見ると、横浜は利用者数と居住系サービスの占める割合が全く違います。この

人数が違う内訳はどういうことなのか教えていただきたいと思います。	 

高齢社会課長	 

	 施設利用者数の数字の若干の差異についてですが、内容的にはまず施設サー

ビス利用者数が平成 27 年度で５万 2,445 人という数字に対して、施設・居住系

サービス利用者数のうち施設サービス利用者数が５万 3,132 人という数字であ



ります。施設サービス利用者数の中で地域密着型介護老人福祉施設を御利用さ

れる方の 687 人という数字を含めて５万 3,132 人になるといった関係性です。

この 687 人という数字は地域密着型サービス利用者数２万 4,889 人に含まれる

という形で整理されております。	 

赤井委員	 

	 特養等の計画と実績等について待機者が２万 1,000 人おり、約 20％の 4,500

人もの方が、入所が必要ではないかといった話が先ほどありました。ちなみに、

平成 26 年度特養の計画が３万 4,614 床とあります。この３万 6,614 床という数

字を出した根拠、どのような形でこの数字を出しているのでしょうか。足りな

いのだから更に増やしてもよいのではないかと単純に思ってしまいます。	 

高齢施設課長	 

	 特養については、今現在整備されている特養の定員の中でも毎年一定の入れ

替わりがあるため、今待機されている方が新しく整備されるところにしか入れ

ないという状況ではありません。入れ替わり入退所がありますので、そういっ

たところも含めて市町村の方で整備床数の推計を行っています。	 

赤井委員	 

	 特養については、かながわ高齢者保健福祉計画の中で、高齢者 100 人当たり

の整備数として平成 24 年度が 1.6 床で、平成 29 年度が 1.7 床となっておりま

す。これについてもこんなに少なくてよいのかと思いますが、1.7 床という数字

は何か基準があるのでしょうか。	 

高齢施設課長	 

	 厚労省の方で参酌標準ということで、かつて計画を策定する際に全国で標準

設定した数字が 1.5 となっております。また現在、修正の数字は示していない

ところであります。	 

赤井委員	 

	 厚労省がかつて 1.5 という数字を参酌標準として出し、これに対して言えば

確かに 1.7 床というのは十分クリアしていますが、神奈川県の高齢化率を考え

たときにもう少し上げてもよいのではないかと思います。さらには介護老人保

健施設についてはこのままとなっていますが、介護療養型医療施設については

ゼロに向ける方向なのでしょうか。	 

高齢施設課長	 

	 介護療養型医療施設は平成 29 年度末で制度的に廃止が決まっており、徐々に

療養型の特養施設や老健施設への転換が進んでいます。	 

赤井委員	 

	 そういう意味では、確かに療養型は特養や老健への選択というようにしなけ

ればならないため、数字が減っているとのことだと思いますが、特養関係の増

加は図ってもらいたいと思います。	 

	 後に認知症の関係の質問です。先の本会議で一般質問させていただき、認

知症となっている本人に協議会等で積極的に発言をしていただくようであるな

らば、その意見を積極的に前向きに検討するということで、知事から本当に前

向きな御回答を頂きました。この辺について今の状況などをお伺いします。	 

高齢社会課長	 

	 認知症御本人の方の意見の反映というところで、現在、認知症対策協議会の



委員として、認知症の人と家族の会の神奈川県支部の方に参画をしていただい

ているところです。認知症御本人の方に委員を委嘱するということも考えられ

ますが、委員という形だけでなく、幅広く建設的に協議会の場に出席いただき、

御意見を述べていただく場を設ける形で、その場を活用する方向で現在検討を

進めているところです。	 

赤井委員	 

	 ワーキンググループなどで、認知症御本人の方々からの一番の要望が本人か

らの話を聞いていただきたいということであったので、知事の方から前向きな

ご意見を頂いて私も非常に喜んでいるところです。次に、認知症についての早

期診断推進と適切な医療の提供ということで、サポート医の養成ということが

書かれていますが、計画の中ではサポート医の養成計画数を平成 27 年度につい

ては 170 人養成するとなっています。年度でこれだけのサポート医をつくると

いうことについて、これは延べ人員なのか実人員なのかお伺いします。	 

高齢社会課長	 

	 延べ人員です。	 

赤井委員	 

	 このサポート医がどのような立場なのか分かりませんが、専門医療機関等と

の連携を担う認知症サポーターとして、当然、認知症のことについて一番よく

知っていなければいけないと思いますが、この養成計画について神奈川県とし

てどのように取り組んでいきますか。	 

高齢社会課長	 

	 サポート医の養成については国の機関があり、そこで研修を行っていただき、

計画的に養成していきたいと考えております。	 

福祉部長	 

	 サポート医については県医師会の協力をいただいて、できる限り多くの方に

かかりつけ医になっていただこうということで、この計画数値を基に研修に参

加する前から募集案内を会員の皆様にまめに出して募集しており、この数字を

達成すべく努力をしている状況です。	 

赤井委員	 

	 認知症に係るりかん率、りかん者数は急増してくると見られており、平成 27

年度で 170 人、平成 28 年度で 190 人、20 人ずつ増えていくという状況となって

います。これは高齢者の伸び率、さらには認知症の患者、また初期の方々等々

も踏まえて平成 29 年度 210 人とされていると思いますが、この人数の出し方、

目標について何かお考えがあるのでしょうか。	 

福祉部長	 

	 認知症については地域の内科医の中でかかりつけ医という位置付けをしてお

り、そのかかりつけ医の方を指導する方をサポート医と称しております。横浜

市では区単位で複数名配置されていて、その方々が地域の中でかかりつけ医等

の対応の向上研修の講師となり、また、いろいろな相談窓口になるというよう

なことであります。さらには平成 30 年に向けて認知症の初期集中チームを立ち

上げるという考えがあります。このときにも、このサポート医の方がそのチー

ムの中心になっていただくことになると思いますので、人数については増やし

ていきたいと考えております。	 



赤井委員	 

	 一般質問させていただきましたが、初期集中支援チームについて、これは現

在、茅ヶ崎しか行ってないので平成 30 年までの間に全市町村で行うということ

ですが、ネットワークイメージの中で集中支援チームというのは認知症サポー

ト医を中心として、どこまでを対象とするのでしょうか。	 

高齢社会課長	 

	 サポート医を中心として、保健師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、精神

保健福祉士といった専門職の方をチームにして構成しているものであります。	 

赤井委員	 

	 これから全市町村で集中支援チームをつくるわけですから、その集中支援チ

ームというのはどういうものなのかネットワークイメージの中で分かるように

しておくことが必要だと思いますので、是非今後検討していただきたいと思い

ます。	 

	 次に、認知症に対しては平成 24 年によりそいノートを作りましたが、このよ

りそいノートの現在の状況、そしてまた今後どのようにするつもりなのかお伺

いします。	 

高齢社会課長	 

	 よりそいノートについては、認知症の方と御家族を中心に、かかりつけ医や

専門医療機関、介護サービス事業所など一部と連携して認知症の方に関する必

要な情報を共有できるようにするため、平成 24 年 12 月に作成しました。当時

は１万 6,000 部を発行しましたが、その後、第４版まで出して合わせて 10 万

8,000 部を発行しております。その後、改訂版まで出しておりますので、希望の

ある県内の医療機関や市町村、担当機関等に配布しております。	 

赤井委員	 

	 このよりそいノートの成果について何かつかんでいるのか知りたいのですが、

当然、改訂版を出したということはその内容について精査して、よりよいもの

にしようということで行ったと思います。これを作ったことで何か得たものは

ありますか。	 

高齢社会課長	 

	 よりそいノートについて、具体的に利用されている御本人、御家族の方々な

どに活用場面等のアンケートに対しての回答を頂いております。その中で、良

かった点については情報共有、情報を一元化することができたことで医療機関

と介護との連携も図られる、緊急時にその御本人の状況等を知っていただける

ことで対応ができるという御評価を頂いております。	 

赤井委員	 

	 認知症については、先ほどからサポーターの養成という話も出ていました。

キャラバンメイトの養成から始まってサポーターと、少しずつ神奈川県のサポ

ーター数が下位の方から脱出してきているとは思います。ただ、例えばオレン

ジリングについてですが、高齢社会課長も今日首から下げていますし、私も持

っていますが、部長は今日リングをはめていない。なかなかオレンジリングを

はめるのは面倒という点もあるので、できればこういうものについては神奈川

県独自でオレンジのバッジのようなものを考えていただきたいと思います。オ

レンジリングやサポーターに対してのモチベーションアップについて今後、何



か考えていることがありましたらお聞きしたいと思います。	 

福祉部長	 

	 一般質問で委員からも御提案を頂いたオレンジリングについては別に厚生労

働省の外郭団体が作ったものですので、国として統一しているわけではありま

せん。ただ、県内でも相模原市が別のバッジのようなものを作っていると承知

しております。また、県内の各地域の方々からも活動するときに外に向かって

自分はサポーターであることをアピールしたいというお話も頂いておりますの

で、県として何がよいのか、どのようなデザインがよいのかを含めて検討しま

す。	 

赤井委員	 

	 是非すてきなものを考えていただいて、サポーターの人たちが自分自身本当

にサポーターだということについて胸を張って言えるようなものを是非考えて

いただきたいと要望して、私の質問を終わります。	 

	 


