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西村委員 

  高齢者保健福祉施策の展開の中に社会参画の推進があります。高齢者が、自

らの経験、知識、意欲をいかした生きがいのある生活を送ることができるよう、

社会参画活動、ボランティア活動等の支援に取り組むこととございますが、介

護予防あるいは生きがいづくりを推進するために、県では平成23年度に介護ボ

ランティアポイント制度の調査研究事業を実施されたと承知してございます。

その後の状況と今後の介護ボランティアポイント制度について何点か伺ってま

いりたいと思います。 

  まず、平成23年度に実施した介護ボランティアポイント制度の、調査研究事

業の実施状況について御説明いただけますでしょうか。 

 

高齢福祉課長 

  この調査研究事業については、高齢者の参加によります介護予防の取組とし

て、昨年度時点で横浜市、相模原市、平塚市及び藤沢市で実施されておりまし

た介護ボランティアポイント制度、これを他の地域でも導入を検討していた地

域がございましたので、それらを対象にこの事業への参加を呼び掛けてまいり

ました。そうしたところ、検討していた市町村の８市町から手を挙げていただ

きました。具体には厚木市、大和市、秦野市、南足柄市、大井町、松田町、山

北町及び開成町の８市町でございまして、昨年の12月から本年２月にかけまし

て、実際にモデル事業を展開させていただいきました。 

  事業実績といたしましては、全体的には236名のボランティアの方々が登録を

され、延べ874名の方々が、特別養護老人ホームなど21箇所のボランティアの作

業場所で活動されました。実際に、この２箇月間ではございましたが、ボラン

ティアをされた方にアンケートを実施しましたところ、活動して良かったこと

としては、ボランティア仲間ができた、健康につながっているということが思

われるということが挙げられる一方で、また今回の活動についてポイントが付

くことで励みになった、さらには、そういったことで制度の導入自体にはおお

むね賛成論者が多かったというような成果が出てございます。 

 

西村委員 

  この調査研究事業なんですが、本年３月に終了されて、そういったアンケー

ト調査をされたというふうに伺ってございます。その後、この制度の普及につ

いて参加した市町村や他の市町村に対して、今後広げていくためのどういった

働き掛けをされているんでしょう。 

 

高齢福祉課長 

  事業の実施前から、各市町村にはこういった事業に取り組むということを御

案内し、さらには、実施終了後には各市町村を対象として意見交換会を開催さ

せていただきまして、事業の実施状況や、または現在実施されている市町村の



ノウハウ、そういったことを、この場で研究させていただきました。それと併

せて今回の制度の取組によって得られましたアンケートの結果であるとか課題

等々を県として５月に介護ボランティアポイント制度に係る県の考え方という

ことでまとめさせていただきまして、各市町村に今回のモデル事業の実施方法

報告書と合わせて、送付をさせていただき、検討を促したところでございます。 

 

西村委員 

  それを受けて、現時点における市町村の検討状況というのはどうなのでしょ

うか。 

 

高齢福祉課長 

  その５月に、各市町村に通知を申し上げた際に、同時に照会をいたしました。

本年度中に実施をしたいという市町村は残念ながら皆無ではございましたが、

平成25年度の実施ということで検討を進めているという市町村が４市町ござい

ました。また10市町が実施の可否について検討を加えたい、15市町村からは実

施する予定はなしと、こういったような回答を得ているところでございます。 

 

西村委員 

  その実施する予定はなしということについてなんですが、私の地元の川崎市

が、この介護ボランティアポイント制度については導入しないと、明言をして

いるようなんですが、その辺りの理由とか把握もされていらっしゃるなら教え

ていただけますでしょうか。 

 

高齢福祉課長 

  ただいま委員から御指摘をいただきましたように、川崎市は５月の照会時に

は実施予定なしという回答を得てございますので、そうした事情について、私

どもとしてもお伺いいたしました。そうしたところ、市としては制度について

何も検討しなかったわけでなくて、検討を進めて、さらに介護保険の運営協議

会などで意見を聴取したところ、既に無償のボランティア活動により社会奉仕

が根付いている。そうした中で、今回の介護ボランティアポイント制度は、有

償ボランティアのような形でございますので、少し抵抗があるというような意

見があって、まだ時期尚早というような判断をしたということでございます。 

  しかしながら、私どもがお示しした県の考え方の中でも、有償ボランティア

と無償ボランティアの違いとか、そういった等々を今回の取組が介護予防に資

する事業になるんだというようなことを御説明申し上げまして、再考を促した

ところ、高齢者のボランティア活動に対する報償制度ということで、もう少し

地域の実情を加味して在り方を検討するということで、一応予定なしとはされ

ていますが、検討については引き続き継続したいということでございます。 

  ただ、市としては、現在介護予防の制度導入ということが、介護予防の効果

を目的としたものであれば、市としてはまずは介護予防支援事業に取り組んで、

できるだけ多くの方に健康で長生きをしてもらう。そちらでまず力を入れてい

きたい。こういった表明をされているところでございます。 



 

西村委員 

  我が会派としては、この介護ボランティアポイント制度については推進をし

たいという方向性でずっと訴えてきました。一つの理由には、やはりボランテ

ィアの裾野を広げていこうということ。それから、元気な高齢者の方が活躍し、

その活躍を自分で実感していただけるような、こういう社会づくりをしていき

たいという思いがあったんですが、有償無償の壁があったという御答弁をいた

だいたんですが、例えばこの有償ボランティア、それから、これまで既存の無

償ボランティアの壁を越えているような事例というのはないものなんでしょう

か。 

 

高齢福祉課長 

  現在この制度を導入している４市の中で、横浜市については、御自分のボラ

ンティアポイントを自分のお金として換金するんではなくて、むしろその換金

相当額を市の行政の課題に寄附をする、又は団体に寄附をする。そういった目

的でも使えるというような取組がなされてございます。 

  また、これは平塚市が、当初運営主体として平塚市社会福祉協議会と協議を

した際に、やはり同じ壁にぶつかったわけですが、むしろ実際に社会奉仕活動

をされているＮＰＯの方々と話し合う中で、やはりそういった活動にもどうし

ても資金援助が必要なんだと。それが例えば行政からの資金援助ではなくて、

ボランティア活動に参加されたポイントは、その所属団体であるＮＰＯ法人の

資金になるならば、それはむしろ活動を継続するための貴重な財源になるんじ

ゃないか。そんなような御理解をいただいて、有償ボランティアの壁が取り払

われて、平塚市社会福祉協議会としての取組が進んだと。そんなような実証事

例がございましたので、私どもとしてはそういったことも、有償無償のボラン

ティアの違い、または今後の活用方法などを県の考え方としてまとめてお示し

させていただきましたので、そこはまだこういった意見がまとまっていないよ

うなところは、やっぱり他の地域での意見を参考にしながら、根気強く、反対

をされている方々にも理解を求めていく。こういう取組を市としてもやっても

らうように促しているというような状況です。 

 

西村委員 

  一つ確認なんですが、横浜市の場合は、御自身が換金するんじゃなくて寄附

その他というような形をとられると。 

  換金と考えた場合に、私どもの会派からも何度か提案させていただいた、介

護保険料への補填というようなことは、実際問題こういう介護ボランティアが

普及した暁には不可能ではないわけなんでしょうか。 

 

高齢福祉課長 

  御指摘の点については、当初、国から、このボランティアポイント制度はモ

デル事業として東京都稲城市に導入されまして、その後各市町村でも地域支援

事業を活用して、介護保険財政の中で運営しても構わないというような通知が



来た際に、国の通知の中には、反対給付である保険料又は利用料、こういった

ものと相殺することも可能だというような見解も示してございましたので、そ

ういった国の通知を各市町村には提供し、そういった旨の説明をしてございま

すので、先ほど申し上げた県の考え方の取りまとめの際には、具体には記載を

しませんでしたが、全ての市町村にはそういった情報は提供しているところで

ございます。 

 

西村委員 

  それ以外にも余り手が挙がっていないという理由があるようでしたらお教え

いただけますでしょうか。 

 

高齢福祉課長 

  実施予定なしという市町村につぶさに理由をお聞きしました。そうしました

ところ、やはり導入しない理由につきまして、システムの構築など仕組みづく

りが特にエリアの狭い市町については負担がある、こういったような御意見が

寄せられてございまして、例えば複数の市町村による広域処理ということが可

能であれば検討してもいいというような、条件付きのような現時点での予定な

しというようなお話でございました。 

  そんなようなお話もございましたので、私どもとしては、もし仮に広域処理

ということであれば、県としても協力をする。さらに、いろんなシステム構築

の際には、県としてのノウハウもモデル事業で培いましたので、そういったも

のも提供したいと、このようなことで県としての協力はやぶさかじゃない旨申

し上げているところでございます。 

 

西村委員 

  心強い言葉ありがとうございます。広域処理であったらという要望があった

なら、これはやはり県の出番だと思いますので、是非よろしくお願いいたしま

す。 

  今後介護ボランティアポイント制度を県内の市町村全てに普及していこうと

いうことになると、どういった具体的な取組が必要だとお考えになっています

か。 

 

高齢福祉課長 

  先ほども申し上げましたとおり、県としては県の考え方や、又は市が前向き

であるならば、そうした検討会へも参加する旨の意見表明はさせていただいて

いるところですが、実際のところ、徐々に実施したいという、そんな傾向はう

かがえますので、逐次そうした各市町村の検討状況を県内市町に提供すること

によって、協力をしていきたい。そういう取組によって広げていければいいの

かなというふうに考えておりまして、今県が直接直営だとか、そういったとこ

ろまではまだ踏み込めないんですが、市の動きを注視しながら協力していきた

いと、そういうふうに思っております。 

 



西村委員 

  最後に要望を申し上げたいと思います。 

  今正に課長が御答弁いただいたように、新しい事業ですから、どのようにス

タートさせていいか分からない、あるいはそれをどう保持していっていいか分

からない、不安な市町村は多くあると思います。具体的に広域処理であればと

いうような御要望も頂いているのであれば、県がやはりしっかりとリーダーシ

ップを発揮していただいて、多くの市町村にこの取組が普及できるようにやっ

ていただきたいと。今後の超高齢社会というのを見据えたときに、やはり元気

な高齢者の方が高齢者の方を支える、そしてお互いに生きがいというものを感

じていただき、また先ほど介護保険料への補填というか、そちらに回す旨も国

からは見解を頂いているということですから、ウィンウィンの関係で進められ

るような事業として展開をしていただきたいと要望しまして、次の質問をさせ

ていただきたいと思います。 

  高齢者支援や買い物支援ということなんですが、買い物弱者支援の取組、共

通事項として、随所に地域包括支援センター等による見守り活動の充実が記載

されてございます。地域包括支援センターのブランチ設置や、多職種協働・連

携に係る専門職の派遣によるネットワークづくりの強化などの具体的な取組が

掲げられているところです。 

  そこで、地域包括ケアの推進について何点か伺ってまいります。 

  まず、地域包括ケアとはどのような定義であるのか、御説明をお願いします。 

 

高齢福祉課長 

  地域包括ケアの定義でございますが、都道府県が定める介護保険事業支援計

画の策定に当たりまして、国から示された基本指針がございます。その中では、

高齢者が地域で自立した生活が営めるよう、医療、介護、予防、住まい、生活

支援サービスが切れ目なく提供される体制とされてございます。 

  この地域包括ケアを実現するための具体的な措置として、医療と介護の連携

強化、介護サービスの充実強化、介護予防の推進、見守り、配食、買い物など、

多様な生活支援サービスの確保や権利擁護、さらには、高齢期になっても住み

続けることができる高齢者向け住まいの整備といった五つの視点での取組を包

括的、継続的に行われることが必要であると。これを総称して地域包括ケアと

申していまして、その推進母体としての中核機関としての位置付けが、地域包

括支援センターに役割を担わせているところでございます。 

 

西村委員 

  つまり、高齢者の方が快適に生活をしていただくためというのが地域包括ケ

アの考え方で、その中核的な機関が地域包括支援センターであるというふうに

認識していいのかと思いますが、それでは、県内の設置状況と役割について御

説明をお願いします。 

 

高齢福祉課長 



  地域包括支援センターは、平成18年度に制度が創設されたものでございます

が、当時国では、人口規模や地域における保健福祉サービスなどの社会資源の

状況などを踏まえて、中学校区程度に１箇所というような設定をしてございま

した。現在、私ども神奈川県下では24年７月末現在の数字でございますが、約

400の中学校区がございまして、これに対してセンター設置数は315箇所となっ

てございまして、設置率というような数字で申し上げるならば約75％という状

況になってございます。 

  また、地域包括支援センターの役割といたしましては、地域住民の保健医療

の向上及び福祉の増進を包括的に支援することが目的となっておりまして、そ

のために四つの事業を行ってございます。 

  一つ目が、介護状態になることを防止するための介護予防事業のマネジメン

ト。二つ目が介護保険外のサービスを含む、高齢者等や家族に対する総合的な

相談支援。三つ目が、高齢者等に対する虐待の防止又は権利擁護、こういった

事業でございます。四つ目が、やはりいろんなサービスを組合せないと難しい

方もいらっしゃいますので、支援困難ケースへの対応をするために、地域にい

らっしゃるケアマネジャーに対するヘルプデスク、そういった主任ケアマネジ

ャーが配置されていますので、ヘルプデスク的な機能を持たせてございまして、

そうした機能を、四つの事業でございますが、それに加えて今回は新たに住ま

いの支援、さらには見守り等の生活支援、こういったものが新たに地域の中で

一体的に実施されるものとして位置付けられているところでございます。 

 

西村委員 

  つまりは、健康であったり、そしてまた住まいであったり、もっといえば人

権、ここにも関わってくる中核的な機関になっている、この地域包括支援セン

ターが現在抱えている課題については、どのように認識されていますか。 

 

高齢福祉課長 

  地域包括支援センターは、従前の在宅介護支援センターから衣替えをして、

鳴り物入りで、平成18年度に変わりました。それから既に６年という月日が流

れていますが、実際には先ほど申し上げた機能が十分に果たされているとは言

い難い状況でございます。 

  それというのも、最初に申し上げた介護予防マネジメント事業、これは、従

前は要支援の方に対してはケアマネ事業所でケアプランを作っていたわけです

が、平成18年からは地域包括支援センターでケアプランを作る。そうすると、

要支援、要介護認定者のほとんど４割近くは要支援２ということでございます

ので、大多数の方のケアプランを地域包括支援センターで賄わなければいけな

い。そういったことが業務多忙の理由となっておりまして、その他に掲げられ

ていた権利擁護とか相談支援、又は介護保険外のサービスへのつなぎ、こうい

ったところが十分に機能していないということが挙げられております。 

  さらには、このセンターには保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャー、こ

の３職種の専門職種を必ず設置しなければいけないという規定がありますが、



昨今看護師不足等がありまして、この専門職種３人を集めることが難しい、確

保が難しいと、こういったことも指摘されております。 

 

西村委員 

  ３職種の確保が難しいと。その上に今後平成23年度の調査研究事業において、

今度は医療と介護というのが重点的な項目として、その連携拠点として立ち上

がっていくということになったわけですが、実施状況を御説明いただけますで

しょうか。 

 

高齢福祉課長 

  今課題を御説明しましたとおり、これからフルセットのセンターでは、あと

何十箇所も、要はあと25％埋めていけるのかというと、これがなかなか難しい。

であるならば、地域包括支援センターの一部の機能をブランチ化する、要は支

所化する、出張所化する。そういったことで地域の課題を補完することができ

ないか。このようなことを考えまして、昨年度調査研究事業ということで立ち

上げましたのが、ブランチを設置する地域包括支援センターに対する支援、さ

らには、医療と介護の連携強化ということがありましたので、医療機関や介護

事業所でお互いに情報共有する、そういったネットワークを構築する拠点とし

てどこを活用するか。そういうようなことで、それぞれモデル事業として募集

をして、２箇所ずつでモデル事業を展開させていただいて、その実施状況結果

報告を３月末に頂いているところでございます。 

 

西村委員 

  先ほど医療のグランドデザインを踏まえた医療と介護の連携の強化について

御質問があり、高齢福祉課、そして医療課双方がお答えになられました。これ

は全く別に稼働しているものなんですか。同じものなんですか。 

 

高齢福祉課長 

  ただいま答弁申し上げましたのは、昨年度のモデル事業のお話でございまし

て、先ほど医療課長と前後して答弁したのは、この24年度からスタートする、

国のメニューに基づく事業ということになります。 

  県では先ほども言いましたように、フルセットの地域包括支援センターを増

設することはなかなか難しいんだろうということで、モデル事業を展開させて

いただきました。今回医療と介護の連携強化は、国のうたい文句でもございま

して、それが医政局と老健局それぞれの事業として県の方に示されましたので、

それぞれ連携してやろうということになってございまして、先ほど答弁の中で

地域包括ケア会議というものを、都道府県会議というものをこれから開催して

いくわけでございますが、そうした中で、地域の取組として今手を挙げている

三つのモデル地区の提案が医療の方になされていますので、そうしたところの

取組を地域包括ケア会議でも取り上げて、他の地域にこういったモデル事業が

有効なんだということを伝えていくような取組は、私どもの方でやらせていた



だくのかなということで、一体となって運営していきたいというふうに思って

おります。 

 

西村委員 

  昨年が高齢福祉課で、今年になって補正の方が医療課についたというので、

違う事業が年を越えてそれぞれに始まるのかなと思ったんですが、そうではな

くて、同じことを連携をとりながらしていただけているというふうに認識をし

て、昨年のモデル事業の延長上にそのままつながってあるんだというふうに考

えていいですか。 

 

高齢福祉課長 

  今年の９月補正予算でついているのは、在宅のチーム医療を担う人材養成と

いうことで、地域リーダーを養成する研修事業が位置付けられていまして、そ

の研修対象者の中に医療従事者だけではなく、ケアマネジャーという介護の従

事者も入っているという事業が、医療課所管の事業でございます。 

  私ども高齢福祉課所管というふうにはなっておりますが、実際にはその中に

は医療従事者の方も入っていて、地域包括ケア会議、この会議を医療従事者と

介護従事者が顔と顔が見える関係を構築する会議の形成が一つ。もう一つは、

多職種連携協働事業ということで、専門職種の方、これは医師から社会福祉士

まで幅広い専門職種ですが、そういった方々を地域の中で実際に開いている勉

強会とか研修会、また、今後地域包括ケアをどう考えるのか、そういったとこ

ろに講師として派遣するとか、アドバイザーとして派遣することを私ども高齢

福祉課の事業としてやってございますが、ただ目指すところは、やはり在宅療

養、地域における医療介護の連携強化ということでは、医療課が目指すものも

高齢福祉課が目指すものも同じでございますので、その辺は事業のつくり方は

国のメニューということで若干違ってございますが、そこはうまく活用しなが

ら連携していきたいというふうに思っております。 

 

西村委員 

  正にそれでして、せっかくやっていただけるなら、お互いの情報を共有して

いただきたい。今回補正は国から下りてきていて医療課という形になったんだ

と思いますが、これまでのノウハウがしっかりと、県の中においてのいわば医

療と介護の連携がとれてなかったら、現場の医療と介護の連携がとれないじゃ

ないかなという思いでちょっと確認をさせていただきました。 

  地域包括ケアを推進するためには、今も御答弁いただいてきましたが、多職

種協働連携のネットワークづくりが不可欠であると実感いたしました。今後ど

のように推進していきたいか、具体にございましたらお教えいただきたいと思

います。 

 

高齢福祉課長 

  ただいま申し上げたことの繰り返しになる部分もございますが、地域包括ケ

アの推進、これそのものは、それぞれの地域の課題を地域で課題解決する市町



村の取組が主体であるというふうに考えてございます。ただ、市町村独自では

解決が困難な課題もございますので、県には広域的な機関として保健福祉事務

所もありますので、そういったところで広域的な保健医療福祉の関係機関、団

体等からなる地域包括ケア会議、こういったものの中で、市町村域を越えた課

題をそこで解決しよう、さらには、都道府県の目指すところは都道府県の地域

包括ケア会議で話し合って、そんなように考えてございます。 

  さらに、具体的に地域の中でのネットワークの推進ということになりますと、

医療課の方で、３事業ございますが、モデル地区で実施されているような事業、

こういったものを他の地域でも実施していただくように、これをいろんな意味

でＰＲしたり普及啓発する事業もあるのかなと、そのような連携を様々考えて

推進していきたいというふうに考えてございます。 

 

西村委員 

  違った角度の質問なんですが、かながわ感動介護大賞がありますよね。これ

は個人に与えられるものなんですか。 

 

高齢福祉課長 

  本年度から新たに取り組むかながわ感動介護大賞には、様々なものがありま

すが、代表のものは、介護を受けた方が感激したとか感動したエピソードを募

りまして、それによって表彰するということでございまして、募集者はやっぱ

り感動された方でございますので、本人または家族ということになりますが、

感動を与えた側ということになりますと、介護従事者個人であったり、または

施設といったらいいんですかね、チームであったり、そういう団体とかチーム

ということも対象になるというふうに考えてございます。 

 

西村委員 

  なぜ伺ったかといいますと、ここの対象に地域包括支援センターは入ってき

ていますか。 

 

高齢福祉課長 

  当然地域包括支援センターの職員も入っております。例えば本当に御家族が

どういうサービスがいいのか、どういうところにサービス提供ができる事業者

がいるのかという情報がなく、そこに相談したら、本当に自分たちの介護の手

が休まったとか、本当に支えていくべき高齢者の方の状態が良くなった、そう

いったことに感動するというのはやっぱり一番きっかけになったのは誰だった

のか、そこが地域包括支援センターの職員であったり、ケアマネジャーであっ

たり、また実際に介護していただけるヘルパーであったりということで、様々

な職種の方もいらっしゃると思います。プラスアルファとしては、当然事務職

という方も、たまたま事務の方でも相談に応じて、実際のプロの方に引き継い

だらこうなったということもありますので、当然対象者は介護従事者というこ

とで幅広く考えております。 

 



西村委員 

  是非、幾らシステムといえどもやはり人が動いていることで、それを狙って

の感動大賞かと思うので、頑張っていらっしゃる地域包括支援センターには大

賞を差し上げるというような、そういう方向性もあってもいいのかなと思って

質問をさせていただきました。 

  今後、繰り返しになりますが、超高齢化社会がやってきて、その中核的存在

として地域包括支援センターには活躍をしていただかなくてはならない。そし

て県としても方向性を示し、市町村と連携をしながら広めていかなきゃならな

い問題だと思いますので、今後も現場の御意見を吸い上げながら、より一層そ

の地域包括支援センターの方々も動きやすいような体制づくりというのを目指

していただくよう要望いたしまして、質問を終わらせていただきます。  変に

的を絞るというよりも、広く門戸を開けることによって、より多く救える方々

が出てくるのではないかなと感じたことが１点と、それから多重債務者の方々

へのセーフティネットと打ち出してしまうと、借金をしている方のために借金

を許すのかという御意見が根強くあることを私も承知しています。やはり生活

再建ということが前に出た形で、それでも生活を再建するに当たってバックア

ップができるような、先ほどお話ししてくださいましたこの公共の社協からの

貸付けにしたってもう少し緩めていただくような体制であるとか、あるいは民

間でというお話も出ましたが、これもまた大変運用が難しいかと思います。他

の地域では生協であったりそういったところが運用しているように伺っていま

すが、神奈川県で果たしてそれが可能かというとこれは大きな問題が前に立ち

はだかっているんだなと。かといって、ＮＰＯといって手を挙げていただくに

も、もともとの元金、資金というものはどこから出してくるのか。国が一つ、

これはまだまだこれから検討中だと、厚生労働省の検討で生活困窮者向け貸付

けと打ち出し、新聞には出たが今からの段階だということなんですが、どうや

ら打ち出されるだけ出されて具体的にお金がおりてこない内容がとっても多い

ようなので、県の皆様も大変お困りだと思うんですが、そこはお互いに知恵を

出し合いながら、また先ほど委員長がおっしゃったクロス・ファンクションで

ともに協力し合いながら様々な枠組みを活用して他県に示せるようなそういう

御提示を是非よろしくお願い申し上げまして、私の質問を終わらせていただき

ます。 


