
                                   
                                                                                                                                   

                                  

 

 

                                                 

 

 

                                                                                                                                                              

 

 

                               

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                                                                                                                             

 

 

  

 

 

 

日本共産党平塚市議会議員団                            

団 長  渡 辺 敏 光                                     

電話・fax   31-6431                        

w-toshi@agate.plala.or.jp                 
松 本 敏 子                                               

電話・fax  59-4607                            
mail@matsumoto-toshiko.jp 

  高 山 和 義 
 電話・fax  31‐4638  

k.takayama@mb.scn-net.ne.jp 日本共産党平塚市議会議員団 

電話 0463－23－1111（内線 2375） 

平塚市浅間町９－１  平塚市議会控室 

No.１１５１  ２０１１年１２月２５日発行  

１２月議会の日本共産党総括質問 
その２     質問者 松本敏子議員 

日本共産党議員団の法律相談 

次回は１月１４日（土）です。 

午後１時から  （要予約） 

 

  
 

内容は、入所８０床、短期入所２０床を

平成２４・２５年度の２か年で整備する計

画であり、本年９月に、事業者から県へ整

備協議書が提出されている。 

 特養ホームが整備されていない日常生

活圏域、又は地区に整備することを重視す

るとともにユニット型の整備を推進しつ

つも本市の高齢者のニーズ等を勘案して

進めるよう努めてまいりたいと考えてい

る。 

 

医療、介護、予防、住まい、生活支援

サービスが連携し、包括的な支援（地域

包括ケア）の推進 

問：高齢者よろず相談センターが中核機関と

なって、地域の高齢者を包括的に支援して

いく「地域包括ケアシステム」を進めてい

くとしている。よろず相談センターの各圏

域によっては、人口や施設の数など様々に

条件が違うが、それぞれの圏域の高齢者が

必要なサービスを受けられる体制にして

いくために、どのようなことを検討されて

いるのか。 

 

福祉部長：本市では、日常生活圏域を８地区

に設定して「高齢者よろず相談センター」

を設置し、地域密着型サービス提供基盤の

整備を進めている。 

高齢者が圏域内で生き生きと活発に生活

するため、関係機関と住民が助け合う地域

のネットワークの構築、ケアマネジャーと

の連携強化など、各圏域の中でサービスが

受けられ、また、充実が図られるよう高齢

者よろず相談センターへの支援に取り組ん

でいく。 

また、地域包括ケアシステムを進めるう

えでは、地域密着型サービスは有用なサー

ビス基盤であり、第４期計画で、小規模多

機能型居宅介護を市内各圏域に整備する計

画を進めた。 

片岡地区に、新たな特別養護老人ホーム建設 

問： 介護保険がスタートして１１年。その間介護サービスの総量は増えたが、

見直しの度に保険料は上がり、介護度の軽度化、サービスの削減、介護報酬の

削減と改悪が繰り返された結果、矛盾が様々な形で起こっている。老々介護、

認々介護、介護疲れから悲惨な事件が後を絶たず、大きな社会問題にもなって

いる。 

平塚市は今回の計画を策定するに当たり、市内高齢者の実態調査を行った。

調査の結果から高齢者の多くの方が、特養ホームの増設を希望しているが、今

後の計画は。 

福祉部長：平成２３年１０月での特養ホーム待機者は９２０人となっている。依

然として待機者が多いことから、今後 整備を進めてまいりたい。なお現在、

片岡で特別養護老人ホーム1施設の整備計画があり協議を進めている。 

 

介護保険事業の見直しの年を迎え、これから平塚市の

介護保険はどうなって行くのか、とても気になるところで

す。今回策定された、平塚市の「介護保険事業計画第５

期」について質問しました。 
 

しかし、金田・城島・豊田・岡崎地区の

圏域、及び中原・南原・松が丘地区の圏

域で整備が整わなかったため、第５期計

画に整備を位置づける 

とともに、圏域ごとの 

高齢化や基盤の整備状 

況等を勘案し、地域密 

着型サービスの整備を 

検討している。 

 

金銭・財産の管理、契約、入院、入
所などその人を守るきめ細かい支援は 

問：包括的な支援の中に財産管理などの

権利擁護サービスが加わっているが、

これまでとどう変わっていくのか。 

 

福祉部長：次期計画では「権利擁護事業

の充実」を主要課題の一つに掲げ、成

年後見の相談体制の充実、利用支援の

充実に向けて、法人後見受任団体の支

援や市民後見人の養成等、成年後見制

度の利用支援のあり方を検討してい

く。 

平塚市総合計画で成年後見センター

を打ち出しているが、今後高齢化が進

むと、障がい者もそうだが、権利擁護

が大きな課題になってくると考えてい

る。後見人選定や市民後見人、法人後

見人も含めどうするのか。 

市民後見人が活動できるようになっ

た場合に、後方支援を考えなくてはな

らないと思う。 

このため、権利擁 

護に対する市のビジ 

ョンを明らかにして 

いきたい。そしてそ 

の延長上の成年後見 

人センターと考えて 

いる。 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

新たな 
「日常生活総合支援事業」とは？ 

問：「総合支援事業」では、要支援と非

該当を行き来するような方には、切れ

目のないサービスが提供できるとし

ているが、具体的にどのような違いが

出てくるのか。 

 

福祉部長：日常生活支援総合事業は、予

防給付サービスの中から市が必要と

考えるサービスを抽出し、配食・見守

りサービスを合わせて事業とするも

のである。要支援の方は、予防給付サ

ービスか「総合支援事業」のどちらか

の選択をすることになるが、仮に「総

合支援事業」を選択しても、事業内の

項目に含まれるものであれば予防給

付にサービスを利用することができ

ると認識している。 

 

問：この事業は、市が総合事業を選択し

た場合には総合事業になるのか、高齢

者が総合事業と介護予防のどちらか

を選択できるのか伺いたい。市民は、

総合事業に移る場合、要支援の方はど

うなるのか心配されている。決定を急

がず十分議論し、移行する場合は要支

援の方々のサービスが削られない方

法を検討いただきたい。 

 

福祉部長：もし総合事業を取り入れた場

合、介護予防と総合事業をどのように

選択するかは利用者のアセスメント

によると思っている。 

国から基本的事項についての情報

は提示されているが、市が内容の具体

的な検討をするための「手引き」は年

度内に提示されることとなっており、

近隣市町村もそうだが、今後国から提

示される「手引き」を基に検討するこ

とを考えている。 
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利用者のニーズに応じた 

ホームヘルパー派遣の時間を 

問： ホームヘルパーの生活援助は現行３

０分以上６０分未満となっているが、

今度の改定で最高４５分未満にしよう

としている。これまでも、国は時間短

縮を進めてきた。これ以上時間を短縮

されたら、利用者のニーズに応えられ

ず介護職員の確保すら厳しくなる。市

はこれに対し、国に意義を唱えるべき

と思うがご見解を。 

 

福祉部長：これは、生活援助のうち利用

頻度の高い「掃除」・「調理・配下膳」

の平均所要時間が３０分から４０分程

度という調査結果を踏まえ、利用者に

効率的にサービスを提供することによ

り利用者の利便性や負担に配慮すると

ともに、事業者においては、より多く

の利用者へのサービスの提供を可能と

するという観点から検討が進められて

いるものである。市としては、改正後

の実態を注視して利用者や事業所、従

業者からの意見があれば、必要に応じ

て国や県に要望してまいりたい。 

 

問：ホームヘルパー 

の仕事は、高齢者の 

心の支援が重要であ 

り、家事だけを効率 

よくこなせばいいと 

いうものではないこ 

とは、介護保険法の基本にも謳われて

いる。在宅高齢者の命綱になるホーム

ヘルパーの仕事がこれ以上削られるこ

とがあってはならない。 

改定にあたっては、制度の基本的な部

分を振り返っていただき、今後意見を

吸収していただきたい。 

 

福祉部長：介護のあり方については、心 

 

 

 

      

 

       

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

の支援も含め利用者に寄り添うことが

大事だと考えている。ただし、制度の

中で利用者が増えていく中で保険料も

考慮する必要もあり効率的なサービス

の在り方を考えなくてはならない。ま

だ、実施されていないので状況をみて

必要があれば要望を行いたい。 

 

介護保険料の改定は？ 
問：介護保険料改定について、平塚市で

はどう考えているのか。いま、平塚市

の１号被保険者の保険料区分は９段

階、年間所得の上限額は５００万円で

ある。近年、上限額を１５００万円、

１０００万円と、段階をさらに細分化

している自治体が多くなっている。平

塚市においてもこの部分の見直しをす

べきと思うが。 

 

福祉部長：国の試算では、介護保険料基

準額の全国平均４１６０円が、第５期

では５０００円を超えると見込まれて

いる。この上昇を緩和するため、財政

安定化基金や介護給付費準備基金の取

り崩しを行うことが国から示されてい

る。本市においても基金を取り崩し、

保険料の上昇緩和をしていく。また、

保険料の改定にあたっては、低所得者

への配慮、所得に応じた負担も踏まえ

段階の細分化、保険料段階区分の見直

しを検討してまいりたい。 

 

真田地域へ 

公民館の設置を 
問：真田地域は平塚駅に向かうバスがな

く、その上平成１８年３月で金目西市

民窓ロセンターが閉鎖された。現在真

田地区には約３０００世帯の人が住ん

でおり一つの圏域となる金目公民館は

市内最大の世帯を抱える公民館となっ

ている。これからますます高齢化が 

 

                                                                   

進み身近なところでの介護予防や生

涯教育の場としても、公民館の存在

なくしては語れない。真田地域に新

たな公民館を検討する時期と思う

が、ご見解を。 

 

社会教育部長：本市において公民館は、

中央公民館をはじめ概ね各小学校区

に１館の計２６館が整備されてい

る。これは、全国的に見ても充実し

た生涯学習推進に向けた環境が整っ

ているものと認識しており、金目公

民館は、２つの小学校区の多くの世

帯を対象とした公民館であることか

ら、体育館を併設した大型館として

整備している点なども踏まえ、現時

点において新たな公民館設置の計画

はない。今後、真田・北金目地区の

人口増加が、目に見えてきた場合に

は、検討することも必要ではないか

と考えている。 

 

問：区画整理事業が始まる時には市も

率先して夢を描かせてきたのではな

いかと思う。街ができたら、その計

画はないということでなく、住民の

方が地域で活動でき、活気のある街

にするには公民館は必要であり再度

見解を伺いたい。 

 

社会教育部長：金目公民館は、体育施

設部分を除くと約１３００㎡ある。

その他２５館の平均面積が約７５０

㎡、それを１とすると約１．７の施

設規模となっている。現在２５館の

総面積を総人口で割った値が一人当

り０．０７㎡となっている。これを

金目公民館でみると０．０８㎡にな

る。このため、現在金目公民館は平

均値を上回っているが人口増加でこ

の値が下がる状況が目に見えてくれ

ば検討が必要と考えている。 

 

                                                                   


