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平成２５年度 第２回伊賀市高齢者施策運営委員会 議事録 

 

日時：平成２５年９月１０日（火）１９時～ 

                      場所：ハイトピア伊賀５階 学習室２ 

 

１．あいさつ 

 

（課長）   失礼します。定刻となりましたので、ただいまより、平成２５年度第２回伊賀市高齢者施

策運営委員会を始めさせていただきます。 

       皆様におかれましては、ご多用の中、また夕刻という会議にもかかわりませず、ご出席を

いただきましてありがとうございます。私、健康福祉部介護高齢福祉課長の澤田でございま

す。どうぞよろしくお願いします。 

       本日、現在、伊賀市で進めています、福祉総合相談体制の構築について、一定の方針をま

とめましたのでご説明申し上げ、地域包括支援センターの運用を中心にさまざまな角度から

ご意見を頂戴したいと考えております。どうかよろしくお願いいたしたいと思います。 

       まず、開会にあたりまして、山下健康福祉部長がご挨拶を申し上げます。 

（部長）   失礼いたします。皆さんこんばんは。この運営委員会に、お仕事等でお疲れのところ、こ

うしてご参加いただきましてありがとうございます。ようやく酷暑も過ぎまして、秋らしい

雰囲気になってまいったかなと思いますけれど、皆さんは体調のほうはいかがでございまし

たでしょうか。 

       さて、９月でございます。９月といったら何よりも敬老の日が近づいてまいっております。

この敬老の日でございますけども「社会のために貢献された高齢者を祝う」というようなそ

ういった行事でもございます。もう１つは、いわゆる「高齢者のその福祉に関して関心を持

ってもらう」というようなそういった日でもございます。若い世代にそういった高齢者福祉

に対して、いずれは年老いて高齢者になるっていうような部分の中で、「そういった高齢者

のライフスタイルを考えてもらおうじゃないか」っていうようなそういった高齢者福祉を若

者に促すといったそういった日でもあると思います。 

       ９月に入りまして皆様方もお忙しいところ本当にご苦労様でございますが、ひとつまた運

営委員会のほうをスムーズに進行していただけますようご協力をお願いいたしたいと思いま

す。 

       それと課長が申しましたように、いわゆる「総合相談体制の構築」というようなことが前

回、委員長のほうから事務局のほうへ付託されまして、福祉の総合的な計画の審議機関であ

る推進委員会のほうで付託していただいて検討したらどうかというような部分がございまし

た。その推進委員会のほうで検討をさしていただいたそういった部分の結果も踏まえて本日

はご報告させていただきたいと思います。 

       それと、ご報告遅れましたが、先ほどこの敬老の日ではございますが、皆様方にもご周知

願いたいと思いますが、今年の敬老の日が近づいてきましたので、こういった皆さん方の伊
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賀市に対する最高齢者なりをご報告させていただきたいと思いますが、女性では最高齢者が

１０６歳でございます。男性の最高齢が１０４歳でございます。それと１００歳以上の方は

昨年より１１名多い７３名でございます。９９歳の白寿の方は昨年より９名多い４９名でご

ざいます。さらに、８８歳の米寿を迎えられた方は昨年より３６名多い６００名でございま

す。 

皆さんの長寿をお喜び申し上げたいと思いますが、このように段々そういった「超超高

齢社会」というようなものが目に入っております。そういった中でも慎重に高齢者福祉に関

しての取り組みというものが重要視されてこようかと思いますので、皆さん方もひとつご協

力、ご支援のほどよろしくお願いしたいと思います。 

以上でございます。 

（課長）   ありがとうございました。本日の運営委員会でございますが、委員１８名中、現在ご出席

されている方が１６名です。半数以上の出席がありますことから、伊賀市高齢者施策運営委

員会条例第６条第２項の規定により、会議が成立していることをご報告申し上げます。 

       なお、本日、田中哲生委員におかれましては、所用のため欠席の連絡をいただいておりま

すし、山崎委員につきましては、もう少ししたら到着するということで連絡をいただいてお

りますのでご報告申し上げます。 

       それでは、議事に入ります前に、議事進行に関しまして３点ほどお願いをさせていただき

ます。 

       １点目でございますが、本委員会の会議は、伊賀市情報公開条例第３５条及び住民自治基

本条例第６条により公開の会議とさせていただいております。 

       また、審議会等会議の公開に関する要綱第８条に基づく会議録作成のため、この真ん中の

机にございますように音声録音をさせていただきます。また、同要綱第９条２項及び第３項

により作成いたしました会議録を伊賀市のホームページのほうに掲載をさせていただきます。 

       ２点目でございますが、本会議は公開の会議でありますので、傍聴者と報道関係者の入室

を認めさせていただいております。よろしくお願いします。 

       最後に３点目でございますが、円滑な会議運営のために、発言をされる際には、挙手等い

ただきまして委員長の発言許可の後にお願いをいたします。また、会議録を作成いたしますの

で、発言の際はマイクをお渡しいたしますので、そのマイクによりご発言をいただきますよう

お願いいたします。 

       それでは資料の確認ですが、お手元に、本日の事項書を配布させていただいてます。それ

からですね、事前に会議資料として、「伊賀市福祉総合相談体制構築に向けて（中間案）」と

いうものを送らせていただいておりますが、今日はお持ちいただきましたでしょうか。よろし

いですか、もし無いようでしたらお申し出いただきたいと思います。 

       それでは、大越委員長に議事進行をお願いいたします。よろしくお願いします。 

２．議事 

（１）福祉総合相談体制の構築について 
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（委員長）  三重県立看護大学の大越です。これから議事を進行させていただきます。座らせていただ

きます。事項書に従って議事を進行していきます。 

       最初にありますとおり、「福祉総合相談体制の構築について」ということで、前回第１回

の運営委員会を７月３０日に開催いたしました。近年、高齢化が進んでいるということ、の

ちにデーターで示していきますけれども、高齢化は単純に高齢化だけではなく、認知高齢者

が非常に増えているっていうこと、委員として参加されておりますが、例えば障がいのある

「知的障がいの方の高齢化」とか色んな高齢化があるかと思います。複合的な相談内容も非

常に増加しているという中においては、地域包括支援センターだけではなく、ふくし相談支

援センターや高齢者ふくし相談室でも課題解決に向けた対応への難しさが出てきているとい

う意見をいただきました。それらへの対応をしっかりしていくということで、相談体制の構

築が必要であるとの意見が出たところです。 

       現在、市では福祉総合相談体制の構築に向けた検討が進められているところですが、本運

営委員会としては、ふくし相談支援センターなどの相談機能の、相談機能の整理を含め、地

域包括支援センターの複数設置による相談体制の強化を目指していくというところで意見が

まとまりました。 

       なお、地域包括支援センターの複数設置については、普段の生活スタイルに馴染む生活圏

の検討が必要であって、その検討については、地域福祉計画推進委員会で協議いただくよう

に事務局を通じて伝えたところです。 

       これらの協議内容を踏まえて、市では総合相談体制の方針を検討いたしました。中間案が

まとまりましたので、本日会議を開催させていただきました。 

       それでは、事務局のほうから総合相談体制の中間案についてできるだけ分かりやすく説明

をお願いしたいと思います。 

（事務局）  それでは失礼をいたします。介護高齢福祉課の植田といいます、よろしくお願いいたしま

す。座って失礼をいたします。それでは、事前にお配りをいたしております資料に基づきま

して伊賀市におけます福祉総合相談体制の考え方につきましてご説明のほうをさせていただ

きます。 

       始めに、前回のこの運営委員会並びにその後、運営委員会以後の経過について全体の報告

のほうをさせていただきます。 

       この福祉総合相談体制の構築につきましては、これまでも伊賀市において検討のほうを進

めてきたところでございますが、前回の７月３０日に開催をされましたこの運営委員会にお

きまして、年々相談内容が複雑化し、またこの平成２７年度からは生活困窮者対策という部

分の対応が必要になってくるという中におきましては、地域包括支援センターの複数設置を

軸とした相談体制の構築を早く進めていくようにと、必要あるということのご意見をいただ

いたところでございます。 

       そして、次の２点につきまして運営委員会として、おまとめをいただいたところでござい

ます。 

       １点目には、平成２６年度からこの地域包括支援センターの強化を軸とした福祉総合相談
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体制を取れるよう早急に検討を進めていくようにという部分。 

       それから２点目には、この地域包括支援センターの強化として、現在ございます、ふくし

相談支援センター、高齢者ふくし相談室の整理も含めて、地域包括支援センターの複数設置

を目指していくという部分の２点についておまとめをいただいたと受け止めております。併

せまして、先ほど委員長からもいただき、ご発言いただきましたように、この地域包括支援

センターを複数設置を考えていくにつきましては、この生活圏の検討という部分で、これに

ついては、地域福祉計画の推進委員会において、検討を依頼するということで会議を終えた

というふうに考えております。 

       その後、８月６日にこの地域福祉計画の推進委員会のほうを開催いただきまして、この生

活圏の考え方についてご協議をいただいたところでございます。結果として、後ほどまたご

説明申し上げますけども、普段の生活スタイルに馴染むこの生活圏という部分で、３つの圏

域という部分をご議論いただきまして、その考え方を基に、この総合相談の体制の具体的な

検討を行うようにということをご意見いただいたところでございます。 

       その後、市といたしましてもそれらの意見をいただく中で、一定の中間案をまとめました

ので、本日その内容についてご説明をさせていただきまして、委員の皆様からまた色々さま

ざまな角度からのご意見をいただければというふうに考えております。 

       それでは、資料に基づいてご説明をさせていただきます。資料の１ページをご覧いただき

たいと思います。 

       まず、その目的でございます。この伊賀市におけます現在の相談体制といたしましては、

市の各相談センター、または地域包括センター、そして社会福祉法人さんや、社会福祉協議

会さんのほうへ伊賀市から委託をしております。福祉に関わります相談センター等によりま

して運用いたしているとこでございます。 

       しかし、高齢化が進む中で、市民の皆さんが抱える生活上の課題というものも複雑化して

きておりまして、現在の相談体制では解決が困難なケースも発生がしてきているという状況

でございます。 

       また、全国的にこの団塊の世代の方が７５歳以上となりますこの「２０２５年の問題」。

これへの対応も含めまして、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるための一体的な支

援の仕組み、いわゆる「地域包括ケアシステム」この構築というものが全国的に進められて

いるところという状況でございます。 

       これらのことから、それぞれに設置をいたします相談機能の役割という部分の整理をいた

すとともに、この生活圏で高度な相談支援体制を整えるための方針についてまとめさせてい

ただいたところでございます。 

       それでは、２ページのほうをご覧いただきたいと思います。２ページでは、現在この伊賀

市の人口及び高齢化率のこれまでの推移とそれから今後の推計というものを表しております。 

       ご覧いただきましたとおり、伊賀市の人口は２０２５年、先ほど言いました２０２５年に

は、８万５千人を下回り、また２０３５年には７万５千人程度になると推測をされておりま

す。 
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       一方、この高齢化率につきましては、２０１０年には２７．５％であったものが、２０２

５年には３４．５％、そして２０３５年には３５．５％にまでなるというふうな推測が出て

おります。 

       なお参考までに、今年度の８月末現在につきましては、伊賀市の人口が９７，０１４人、

高齢化率が現在、２８．５５％という状況でございます。 

       それでは３ページのほうをご覧いただきたいと思います。こちらのほうは、現在の相談機

能のいわゆる位置というものを地図上に示させていただいております。ご覧いただきました

とおり、多くの相談できる窓口であったり支援する窓口であったりという部分がございます

が、そういう意味で相談機能としては確保をしてるというふうに考えておりますが、相談窓

口の多さの部分につきまして、またその複雑な相談体制になっている点もあるのかなという

ふうにも考えられるところでございます。 

       それから４ページのほうをご覧いただきたいと思います。伊賀市内の特別養護老人ホーム

の設置状況を表したものでございます。特別養護老人ホームにつきましては、この地域包括

ケアシステムの構築におきましても、特に高齢者福祉の分野で非常に重要な役割を担ってい

ただくことがございまして、その設置場所をここで示させていただいたところでございます。 

       なお、この点線で円を描いておりますけども、これにつきましては、それぞれの施設から

半径１０キロのエリアをお示しさせていただいておりまして、ご覧いただきましたとおり、

市内全域をカバーできてるという状況が見ていただけるかなと思います。 

       ５ページのほうをお開きいただきたいと思います。現在のこの伊賀市の相談機能、どのよ

うに、直営であったり委託であったりという部分を示させていただいております。 

       この地域包括支援センターにつきましては、市の直営として１ヶ所設置をいたしておりま

す。なお、この地域包括支援センターには社会福祉協議会さん並びに市内の社会福祉法人さ

んから３名の専門職の方の派遣をいただいているという状況でございます。 

       また、見ていただきましたように、介護高齢福祉課のほうからは、６ヶ所のふくし相談支

援センター、それから８ヶ所の高齢者ふくし相談室を、これも社会福祉協議会さん及び社会

福祉法人さんに委託をさせていただいているという状況でございます。 

       また、子ども家庭課では、市の直営でこども発達支援センター、それから家庭児童相談室、

そして女性相談、母子自立支援に係わります相談の機能を持っておりまして、ファミリーサ

ポートセンターを社会福祉協議会さんのほうに委託をしているという状況でございます。 

そして、障がい福祉の部分に関しましては、障がい者相談支援センターを市の直営で設置

をいたしておりまして、市内及び県内の社会福祉法人さんから４名の専門職の方を派遣いた

だいているというところでございます。これが現在の状況ということでございます。 

次の６ページのほうをご覧いただきたいと思います。現在のこの相談機能につきまして、

若干課題というものをまとめさせていただいております。特にこの左下の囲みの部分でお示

しをいたしております部分ですが。 

１点目に、相談内容の複雑化というものが進んできている中で、現在の体制では対応が困

難な状況にもある部分が出てきてるという点。 
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それから、２点目に、相談機能は先ほども申しましたように、その有しているものの窓口

が多い部分、相談体制全体のしくみが複雑というふうな部分もあるということ。 

それから、３点目に、若干１０万人は切っておりますけども、皆さん概ね１０万人の人口

規模に対して地域包括支援センターの設置数が少ないという部分。 

それから、４点目に、保健師の地域とのかかわりの部分の検討というのが課題かと思って

おります。 

これらも踏まえまして、７ページのほうでは、新しい総合相談体制を考えていく中での、

４点ほど方針を示させていただいております。 

１点目には、高齢者に対します生活圏での相談体制の充実という部分で、生活圏に地域包

括支援センターを設置し、より身近な場所で高度な相談支援が求められる体制を整えるとい

う部分。ただ、地域包括支援センターにつきましては高齢者のみならず、福祉の第一相談窓

口としての機能も持つことも検討するということで、１つ目にあげさせていただいてもらっ

ております。 

それから２つ目には、この相談体制につきましては分かりやすい相談体制、また分かりや

すい場所というか、分かりやすい部分を大切にしていこうということで２点目にあげており

ます。 

それから３点目には、この総合相談体制を考えていくにおきましては、行政それから社会

福祉協議会さん、それから社会福祉法人さんそれぞれの役割を整理して、新しい協働それか

ら連携体制を考えていく。 

それから４点目には、相談内容のこの情報管理というものをしっかりとしまして、福祉総

合相談体制を有効に機能させまして、地域包括ケアシステムの構築というものを進めていく

という部分の４点をあげさせてもらったところでございます。 

そして８ページ、９ページのほうをご覧いただきたいと思うのですが。まず、その最初に

言いました生活圏という部分について少し検討をさせていただきました。 

この生活圏の検討につきましては、この８ページのほうでは、市民の生活に馴染むという

部分で、いわゆる買い物と通院という部分の２点で検討をさせていただきまして、８ページ

では買い物の部分をお示しをしております。 

この８ページでは、平成１３年度に三重県のほうが実施されました買物傾向調査という部

分からまとめております。この平成１３年度以降のもっと新しいものがあったら良かったの

ですけども、１３年度以降三重県さんのほうもこれ以降は調査されていないということで、

これが最新の情報ということで、ご了解いただきたいと思います。この８ページのほうで買

い物に関するデータ分析からでは、右側のほうに少し特徴の部分お示しをさせていただいて

おりますとおり、この青山地域を除く５つの地域につきましてはいわゆる商圏。いわゆる買

い物に行く１つの大きな圏域ということで、いわゆる旧の上野の部分にございます。伊賀ま

ちの地域と阿山の地域につきましては、恐らく滋賀県というふうに推測されますけども、隣

接する県への買い物が特徴的となっております。 

また、島ヶ原地域そして大山田地域につきましては、上野での買い物というのが非常に高
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いパーセントで表われております。 

そしてこの青山地域につきましては、名張市をいわゆる商業の圏域とした南部の圏域を作

っているということが表われておりまして、これらのことから左の図で示しますとおり、伊

賀まち、それから阿山の地域を一つの生活圏、それから上野、島ヶ原、大山田これを一つの

生活圏、そして青山を一つの生活圏として考えられるのではないかというふうにまとめさせ

ていただきました。 

また、９ページのほうでは通院・入院データの分析でございます。これにつきましては「ど

の地域の市民の方が、どの地域の医療機関に通院又入院をしているのか」っていうものを分

析したものでございます。 

これにつきましては、平成２５年の２月から４月の３ヵ月間の国民健康保険の受診データ

をベースに、約６万件のデータの分析をさせていただきました。 

結果として、買物傾向の調査と同様に青山を除く５つの地域では、上野を中心としたスタ

イルということになっておりまして、それぞれの地域の特徴としては、上野地域につきまし

ては、８１％が上野地域内での受診という部分が表れております。 

また、伊賀まちの地域につきましては、滋賀県への受診、それから島ヶ原の地域は京都府

への受診があることが表れております。 

また、阿山地域につきましては、伊賀まちの地域そして滋賀県への受診率というのが高い

ことが特徴的かなと思います。 

また、この大山田の地域につきましては、上野地域への受診率が６２％を占めているとい

うことで、他の地域と比べましてこの上野への受診率が高いということが特徴的に表れてお

ります。 

青山地域につきましては、名張市の受診率が高いということで結果として、買物調査と同

様に左の図で示しますとおり、買物調査と同様の３つの圏域というものが考えられるのでは

ないかということでございます。 

この考え方につきましては、冒頭ご説明しました、その８月６日の地域福祉の推進委員会

におきまして、この生活圏について一定のご協議もいただきまして、ではこの３つの圏域と

いうものをベースに具体的な検討を行ってはどうかということでご意見をいただいたところ

でございます。 

それでは１０ページのほうをご覧いただきたいと思いますが、先ほどからも少しご説明を

しました、現在の相談体制の課題であったり、この生活圏の検討という部分から地域包括支

援センターの設置に関するこの考え方をまとめさせていただきました。 

現在の相談体制の整理も行い、そして生活スタイルに馴染む生活圏で高齢者等に対する高

度な相談支援体制を充実させていくという部分で、「包括支援センター」そして「ふくし相

談支援センター」並びに「高齢者ふくし相談室」この機能を、いわゆる統合させまして、３

つの圏域に地域包括支援センターを設置してはどうかという部分の案でございます。 

なお、このふくし相談支援センター等の機能統合によりまして、現在伊賀市に１ヶ所地域

包括支援センターを３つにしようということになりますとともに、これまで以上に市民の皆
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様のさまざまな生活の窓口でございます、市であったり社協さんの支所との連携を強化する

ことによりまして、地域包括ケアシステムの構築に向けた相談体制を目指していこうもので

ございます。 

なお、この地域包括支援センターは、生活圏、先ほど言いました３つの生活圏を範囲とし

たセンターということになりますけども、形としてこの相談支援のセンターがいわゆる６つ

の旧の圏域があるというということで、そういう意味では地域からなくなる、そういうイメ

ージを与えてしまう可能性もあるということから、現在、社会福祉協議会さんのほうで、こ

の地域包括支援センターを設置するエリア以外の部分につきましては、一定期間いわゆる市

のセーフティネットということで、物理的にこの相談窓口がみえる形で相談窓口を置いたほ

うがいいんじゃないかということで、現在少しご検討をいただいているという状況でござい

ます。 

いずれにしましても、この生活圏での地域包括支援センターは、市民の福祉の第一相談窓

口として、市民の皆さんが福祉に関する相談は、この包括支援センターにひとつ連絡すれば

いいかとか、またはその市とか社協さんの相談窓口へ行ったとしても、そこへしっかりと繋

がっていくんだという部分を分かりやすくお伝えをしていかなければならないかなというふ

うに思っております。 

なお、この地域包括支援センターの具体的なこの設置をする場所につきましては、この３

つ圏域をカバーする拠点ということで、既存の施設の活用を前提に今後細かく考えて検討を

進めていきたいというふうに考えております。 

それでは、次の１１ページをご覧いただきたいと思いますが。今回この福祉総合相談体制

を考えていこうという部分の中では、この地域包括ケアシステムを進めるという部分の中で

も大きな柱になると考えております。 

そして、この地域包括ケアシステムの構築に向けましては、行政、社協、社会福祉法人と

役割というものを整理いたしまして、いわゆる新しい協力関係っていうものを築いていく必

要があると考えております。 

これまでも、それぞれがそれぞれの役割を果たしていこうということは、お伝えもさせて

いただいてるところでございますけども、今回できるだけ文字としてお示しをさせていただ

いたところでございます。 

資料でのお示しをしていますとおり、行政の役割としては、その政策であったり、施策の

部分をきっちりとやっていく、そして社協さんの役割として、地域福祉の推進、そして地域

活動への支援、そして人材育成であったり、社協さん本来の機能でもございますこの市民生

活のセーフティネットの機能っていう部分が役割になろうかと考えております。 

また、その中でその社会福祉法人さんの地域福祉活動等での参画であったり地域貢献とい

った部分の地域福祉への参画というものが、今後進んでいくものかなというふうに考えてお

ります。 

それでは、次の１２ページをご覧いただきたいと思いますが、これまで課題の整理であっ

たり包括支援センターの部分の定義の問題であったり、それぞれ考え方として検討してきた
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とこでございますが、この中間案としてまとめました、福祉総合相談体制のしくみというも

のを表したものでございます。 

この総合相談体制の基本的な考え方としては、日常生活圏への地域包括支援センターの設

置により、身近な場所で高度な相談支援が行える体制を整えるとともに、諸々の他の計画で

も示しております総合相談機能として、いわゆる市役所に高齢者であったり、障がい者、そ

れから虐待等の高度な相談体制ということであったり、調整機能、それから子どもに関する

総合的な相談支援機能、そして今後対策が必要となります生活困窮者に関します相談機能の

窓口を一元化をすることを目指したものでございます。 

冒頭にもご説明させていただきましたとおり、この高齢化が進む中で、解決困難なケース

も発生しておりますことから、すべての相談につきまして、それぞれの専門職チームにより

まして、適切に情報管理しながら、相談支援が行える体制を作っていきたいというふうに考

えていくところでございます。 

なお、この地域包括支援センターにつきましては、国のほうが示しております基準であり

ます、いわゆる６５歳以上の高齢者３千人から６千人未満で、一つの包括支援センターを設

置というふうな考え方を基に、可能な限りその基準に応じた専門職チーム、いわゆるチーム

を構成していきたいというふうに考えております。 

今回の福祉総合相談体制の構築につきましては、地域包括ケアシステムの構築に向けた大

きな一歩であるというふうに考えておりまして、行政、社協、そして社会福祉法人が協働、

連携し、市全体で市民の生活を守る機能のしくみというものを作っていきたいというふうに

考えているところでございます。 

それでは最後に１３ページのほうをご覧いただきたいと思いますが、スケジュール案とい

うことでお示しをいたしております。 

全体的な流れといたしましては、この平成２６年度から新しい相談体制をスタートさせる

という部分を目標に、本年度この体制の検討であったり、仕組み作りっていうものを進めて

いきたいと考えております。 

そしてまた、この新しい相談体制を進めていくことに合せまして、次年度以降この保健施

設であったり、福祉施設の機能整備という部分も一方でも整備も行いまして、第２次地域福

祉計画の期間でございます、平成２７年度を目標に基盤を整えていき、次の３次地域福祉計

画の期間中の早い段階でこの体制を確立させていければというふうに考えているところでご

ざいます。 

なお、このふくし相談支援センター並びにこの高齢者ふくし相談室の機能につきましては、

先ほどご説明させていただいたとおり、地域包括支援センターに機能統合させまして、現在

市に１ヶ所設置しています地域包括支援センターを３つの生活圏に増やすということで、高

度な相談支援センターの複数拠点化を進めていけばということで考えております。 

なお、この中間案につきましては、今後関係いたします審議会でありましたり、市民の皆

さん方、そして議会の皆さん方、そして市内の社会福祉法人の皆さん方からもご意見をいた

だきながら、早急に市民の皆さんが安心して暮らし続けられるための相談機能の仕組み作り



10 

 

というものを進めていきたいと考えております。 

以上、福祉総合相談体制に向けた中間案の説明とさせていただきます。 

（委員長） ありがとうございました。今ですね、ボリュームのある報告があったかと思うのですが、１

ページ目に書いてありますとおり、この目的というのがここに書いてありますとおり「各相談

センター、包括、ふくし相談センター及び高齢者ふくし相談室等の機能やその役割について整

理する」ということと「官民共同による、分かりやすい「新しい福祉総合相談体制の構築」に

向けた方針」ということで、今中間案を発表していただきました。 

      １ページ目には目的が書かれておりましたし、５ページ目には現在の相談機能が「非常に窓

口が多くて、複雑である」というようなところを示していただきつつ、その具体的な課題は６

ページに、ここに書いてある。大きな課題としてはこの４点挙げていただきました。 

      今日のこの中間案のメインというのが、たぶん１０ページ、「生活圏への地域包括支援セン

ターの設置について」ということで、高齢者に対する生活圏での相談体制を充実させるという

ことと、分かりやすい相談体制（場所）とするというところが中心になってくると思います。 

      この中間案に対して、ご意見、ご質問、確認したいことなどがありましたらお願いしたいと

思います。 

（委員）  よろしいですか。この３つに分けたところのその高齢者の数とか、その介護保険を受けてる

人数とか把握しているか。 

（委員長） お願いいたします。 

（事務局） 失礼いたします。介護保険の数字はちょっと拾ってないのですけど、高齢者の数ということ

で、まずこの「伊賀、阿山」のいわゆる北部の圏域につきましては、高齢者数が５，３０１名

でございます。それから、この中部の「上野、島ヶ原、そして大山田」につきましては、高齢

者数が１９，３２３人。それから、南部の「青山」につきましては、高齢者数が２，８３４人

ということで、これは調べたのが最新の８月末じゃないとも思うのですけども、主にそのよう

な数字ということでございます。 

      あと、介護の認定者数でありますが、少しお待ちください。北部でございますが、１，１７

９でございます。それから、南部が６２２、真ん中の部分、中部の部分ですが、４，５０８で

ございます。平成２３年９月末現在の数字でございます。 

（委員）  そうすると、中部が非常に多いですよね。このきめ細やかなサービスをすると言ってるけど

これは規模が多過ぎますよ。 

（事務局） はい。３つになっているのですが、地域包括支援センターは３ヶ所ですが、チーム数、中に

あるチーム数といたしまして、そこで分けてあります。 

      北部が１、南部が１、中部先ほど、その島ヶ原、大山田を含んだ部分になりますので、ここ

に４チームを設置するということで考えております。 

（委員）  だいたい３千人ぐらいが１チーム。 

（事務局） ちょっと先ほどご説明させていただいたように、６千人未満で１チームということで、いわ

ゆる中部については２万人弱ということで、４チームっていう計算でさせていただいてありま

す。 
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（委員）  そのそういう大きい規模のとこだと、この保健師とかそれとか色々相談員とかの人数をきち

っと揃えないといけないんですよね。それだけの人数、確保できてるのですか、４チーム分。 

（事務局） はい。まず、専門職種の数でございますけども、先ほどから説明をいたしました、ふくし相

談支援センターを廃止していく中で、そこにおられる社会福祉士さんを派遣をいただいたりと

か、それから市でいきますと保健師でございますけども、今各支所にもおりますし、色んな部

署に保健師を配置しているということで、そこの配置のところを見直しまして、設置をしてい

くということで考えておりまして、一応内部的な資料ではあるんですが、配置ができていく予

定です。 

      それから、その３ヶ所で６チームという形でありますので、実はこの生活圏域３つで見ます

と、何か「北部は北部、南部は南部」で見ていくような形になるんですが、実は総合相談とい

うことの中では、やはりどこの窓口に行っていただいても構わない。もしくは、その市民の方

は「地元の窓口には行きたくない」っていうような方もいらっしゃると思います。そのへんの

ことも考えまして、この３つの地域包括支援センターについては、中部を中心として、１つの

課と考えるならば、中部が所管しておって、その北部と南部の係みたいな形で１つの組織とし

て考えています。 

ただ、それだと１つにすればいいんじゃないかっていうこともあるのですが、そうすると、

やはり３０分で行ける範囲ではないっていうことになりますので、北部で起こったことは北部

の人がすぐ行けるような、南部は南部で行けるようなそのような形で１チームずつを配置して

おります。 

そういうことで、例えば消防、火事を想定しますと、やはり消防署が出ましたら、その空い

た消防署のところに次の近くの消防署が控えているっていう。そういう連携を取っていくこと

と同じようなことを想定しています。 

以上です。 

（委員長） 今、高齢者の人口の確認、各圏域による人口の確認とか、そのチーム数のこととか質疑応答

がありましたけれど、他に。 

（委員）  よろしいですか。関連してですけどよろしいか。 

（委員長） では、先に委員のほうから。 

（委員）  今、課長のお話でどこで解釈したらいいのですか。例えば、第１層のとこに今、包括が１つ

あったと、しかしそれではつまり「距離的な問題」、「時間的な問題」あるいは「内容の問題」

も含めて現在対応できない。つまり、１層の中にいつも拠点を設けるけども、中部がいわば「本

店」で２つが「出店」みたいな形で運用している。 

つまり、それはフレキシブルな対応をすると、つまり今おっしゃったようにただ単に人口の

割合、青山は阿山、伊賀の半分だとするとですね、そういうことじゃなくって、「青山は、比

自岐そこらのとこもエリアの部分としての考え方をするんですよ」こういうふうな状況だとい

うふうに認識していました。 

（事務局）  はい。実はこの３つの生活圏域をするまでに、支所へのその市民の動きっていうのを少し

調査しております。この資料の中には表してはいませんが、あるいは北部でいきますと、ＪＲ
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の線路を挟んで、例えば上野の北部の方については、やはり「市役所へ、本所へ来るよりは駐

車場がある阿山の支所へ行こうか、伊賀まちに行こう」というふうな形でそういう流れが実際

にあります。それが南部においては、やはり「神戸の方が青山のほうに、青山支所の方へ出て

行っている」というふうな形。そのへんのことも、それぞれの支所を通じまして確認を取って

います。生活圏域というふうに一旦こうやって旧の市町村で分けましたけども、実は流れとし

ては過去から町村界を越えた形で行き来がされているということもございますので、そのへん

のことは特に北と南、若干人数は、倍ぐらい違うような形ですけど、同じ１チームを置いてあ

るということは、それに対応していかなければならないということも想定しているということ

です。 

（委員長）  委員、よろしいでしょうか。 

（委員）  はい、よろしい。 

（委員）  ３ヶ所に、市の機能強化が集約されるということでございます。ただ、この７ページにです

ね【方針１】で３行目ぐらいに「身近な場所で」と、３ヶ所に機能集約、これは「高度な相談

支援体制」が整うと思うのですけど、ちょっとこの文面と、実際３ヶ所になるのと、私は矛盾

が生じてるのかなあと、そのへんちょっと、どのように理解させていただいたらいいのか教え

てください。 

（委員長）  では、事務局のほう、この「身近な場所で高度な相談支援」というところに関して。 

（事務局）  はい、ありがとうございます。現在、６ヶ所のふくし相談支援センター、それから８ヶ所

の高齢者相談室があるっていうことからみれば、確かに「身近な場所から遠くなる」っていう

ような意識にもなってしまうかもしれません。 

       ただ、前回のこの会議でもそれぞれのふくし相談支援センター、それから高齢者ふくし相

談室の今もっている現状といいますか、起こっている現状をご相談いただいた時に、なかなか

そのへんの例えば支援者、民生委員さんの意識の中になかなかそこが、高齢者相談室のところ

と連携が取れていないとか、そういうところもありましたし、やはり一番大きかったのはです

ね、１名体制で行っているふくし相談支援センターの対応が大変な状態になっている。 

そんな中でやはり、身近なところに場所はあるのだけども「訪ねていっても、出向いていて

いなかった」、「アウトリーチしていていなかった」とか、やはりその「行ってもですね、も

う大きな問題を抱えていた。その内容でやはり、そこで受けられなかった」ということもやは

り起こっています。そういうことを考えますと、その大きくは地域、今現在ある地域包括支援

センターが当初１ヶ所でこの市役所内に作ってしまいましたので、「ここから皆さんの地域に

出て行くんだ」と、その部分を強化して出て行くんだという意味で「身近な」という部分。 

確かに、その１４ヶ所の部分が一番身近だというとこはもう考えられることなんですが、や

はりそのチーム体制。チームで対応していくことが相談を受けていくということ考えれば、や

はり相談を受ける者も専門職も１人にしない。チーム体制にするということが必要なことから、

３ヶ所ということになっているということでご理解をいただきたいと思います。 

（委員長）  「場所の短さ、場所までのアクセスの問題」じゃなくて、ちょっと抽象的になるのですけど

たぶん「心理的な短さ」というか、それから出向く。 
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（事務局）  そうです。 

（委員長）  これまでは「来てもらう」っていうことが前提だったのが、場合によってはもう必要があれ

ば「出向く」っていうところでの身近っていうような考え方だと思います。 

（委員）  それは理解できます、「待ち」じゃなくて「出て行く」と、ただこれだけ見ればですね、や

はりちょっと、もう少し分かり易くした形の文面にしていただくとかですね、やはりそこらも

う少しご検討をいただけたらどうでしょうかね。 

（委員長）  表現の工夫ということで、まとめていらっしゃいます。 

（事務局）  はい、そのとおりです。出向く、「出向いてあなたの近くに入ります」とかそのような形で

ですね、いわゆる時間を短縮して３つに、せっかく３つに分けるわけですから「来ていただく

時間」よりも「こちらから行く時間」、その時間を短縮してっていうような形で、いわゆる「出

向く」っていうような言葉を入れて表現修正をさせていただきたいと思います。 

       ありがとうございます。 

（委員）  よろしいですか、私、個人的なことなのですが、今まで日常的にも、そしてまた制度として

もですね、まったく福祉、それから支援という世界に縁が無かったんです。幸か不幸か縁が無

かったんです。非常に不勉強もありますけども、何も知りません。皆さんこの会議でですね、

専門家の方ばっかりだと思うんですよ。その方たちの会議でですね、複雑すぎる大変な話がこ

こに交わされてるように思います。 

      だから今、中間報告と、中間の段階ではございますが、いわゆるコストもかかると思います

が、ぜひ最終的にはですね、一般のそのユーザーにですね、いかにその「簡単に」いかにその

「分かりやすく」その制度をですね、廃止していくかということをこの際ぜひ、そもそも恐縮

でございますが、考えていただきたいなあと思います。 

      とにかくこういうような場所がいい、「とにかく困ったらここへ行け」と、「もうこれ、ひ

とこと言え」と、それぐらいまず最初の一歩をですね、簡単に皆さんにお知らせすると、いわ

ゆる広報レベルではなしにですね、広報レベルも含めてマスコミにお願いするとかですね「と

にかくここへ行け」、こんなイージーな簡単な話をですね、ぜひ含めてご検討いただければな

あと思います。 

（委員長）  委員、ありがとうございました。ちょっと委員からでもよろしいでしょうか。今、委員のほ

うから貴重なご意見をいただきましたので、事務局のほうでも。 

（事務局）  はい。 

（委員長）  お願いいたします。 

（事務局）  もちろんこれが決まりましたらですね、今お出ししている資料はかなり複雑になっておりま

すが、今起こっている、今まで起こっている状況を「こう変えるんです」っていう分かりやす

い、本当の相談、相談場所もそうなんですが、いわゆる資料的なものも見て分かりやすいよう

なものを工夫してまいりたいと思いますし、秋に今後の予定の中でもまた市民の皆様に説明を

していかないとなかなかご理解をいただけないので、そのへんのところも丁寧な形で説明をさ

せていただいて、出していける一番早い段階で説明をしてまいりたいと思いますので、ご理解

よろしくお願いしたいと思います。 
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（委員長）  委員、ぜひ具体的なコメントもお願いします。よろしくお願いします。  

（委員）  すいません、お先です。利用者の立場としてこちらの今、ご説明を聞かせていただくと、   

まず１つは、複雑化した相談内容に対して、この「小分けしたチーム体制でどのような対応を

していただけるのか」ということと「それが、そこで終わってしまうんじゃないかという問題」

ですよね。 

今まででも大きい役所というところに出向かせていただいても、正直たらい回し、私たち認

知症の問題であれば、若年であれば「障がいに行って」、「高齢課に行って」っていうことで

これだけでも２つのたらい回しを私自身も経験があるんですけれども、そういう中でチーム的

に分けられたとして、小分けでその複雑な対応がどこまで対応していただけて、どのような対

応については最終的にどこまで大きく総合的に対応をしていただけるのかっていうとこが、や

っぱりまだちょっと見えないなと。 

そして「オレンジプラン」、国が出しております認知症対応の「オレンジプラン」であれば

訪問対応っていうこと、訪問相談っていうのもあるんですけども、その中には医療と福祉と専

門職っていう中で考えていく中には、１軒ね、「どのぐらいの対応」っていうことも含めて考

えますと、とても逆に小分けしてしまうと対応が大変なんじゃないのかなと、今抱えていただ

いている内容を考える中で「複雑化」っていうのは、どこまでを考えていただいてるのか。 

私自身、私のほうで認知症コールセンターを受けさせていただく中でも、大半の相談の３分

の２は愚痴なんですよね。その「愚痴の部分の対応」と、そして「本当に相談が必要な部分の

対応」っていうのをどう分けていくのか、愚痴を全部で、チームで、団体で皆さんで行って訪

問してそれを受けられるのかっていうところも、やっぱり「手厚く」っていうものと「見聞き

できる目を持つ者」とでは違うんじゃないかと思うんですけど、その判断っていうのはどこで

お持ちで、どういうふうにお考えいただいてるかお聞かせいただければと思います。 

（委員長）  事務局、お願いいたします。 

（事務局）  ありがとうございます。地域包括支援センターを３ヶ所作って、まず高度な部分っていうと

ころなんですけども、今回包括を強化するだけでは今後運用していけないであろうっていうこ

とも想定いたしまして、１２ページでございますけども、仮称でありますが「総合相談調整課」

っていうのを置いております。ここに同じ３職種を配置していくとともに「こども支援室」そ

れから「生活困窮者対策室」という形で対応できるようにしていきたいと考えています。それ

から、この総合相談調整課というものは、いわゆる行政機能の中のテーブルだと考えていただ

いてもいいかなあと思います。実は本当にどこから複雑か、どこから複雑でないかというのは

言葉で表すことができないと思います。それぞれ１００あれば、１００通りだと思います。 

そんな中で本当に困難なものが上がってきた時に、ここの調整課に上げていただく。 

今までは先ほどから言ってるように「お客様が動かないといけなかった」っていうことです

が、この調整課は、この生活困窮の問題だからまず支援、「生活困窮対策室であるし、もしか

したら保護かもしれないなあ」ということでもあれば、保護課に来てくださいよ。一緒のテー

ブルに着いてください、そこで対応する。障がいがあれば元は高齢者の話ですが、障がいの問

題が出てくるっていうことであれば、障がいの人も一緒に来ていただいて話を一緒にしていた
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だくっていうような形で。 

このモデルになった町はあるんですけども、いわゆる「自分たち市役所が動こう」っていう。

それ、ひとつに集まっていってそこで総合相談調整課にも１つチームはありますけども、チー

ム員はそれだけではない、健康福祉部の各部署にいるところのいわゆるケースワーカーであっ

たり、そういうワーカーが相談員となってまたそういう相談に乗っていくという形で解決して

いくことを考えています。 

ここが一番ポイントだと思ってますので「複雑なものをここの課に預ければ、全て解決でき

るんだ」という形になってしまうとこれも大変なことになってしまいますので、そのへんのと

ころはしっかりと「調整課」という名前があるように調整を、機能を果たしていく、その相談

をするテーブルなんだというイメージを持ってやっていくと考えています。 

それから、先ほど出てきました「どんなものにでも、出ていくんかどうか」っていう話につ

きまして、確かにそのへんは今後、上手く説明しにくいところなんですけども、やはり色んな

問題がありますので、さっきから言っていますように３つに分けていますが、３つで１つのチ

ームなんだ、だからケア会議はここでできるというようなことを考えていますので、ここを中

心に。 

今までは、広い範囲で色んなところから寄っていただいてやってましたけども、そういう細

かい会議もこの地域包括支援センターを中心としてできることになりますので、色んな問題を

解決していこう、それから「足らなければ中部から走っていこう、南部へ走っていこう、北部

へ行こう」ってそんな体制を取れますので、「１チームで大変だなあ」っていうことではなく

って「そういう連携を取っていくこと」も考えていますので、そこまでしか今のところ説明が

できませんが、またご意見を頂戴できたらと思います。 

以上です。 

（委員長）  委員、よろしいでしょうか。相談の質のところは逆に委員のほうが、色々ご苦労されている

ところもあるので、今後ぜひお力をお借りできればと思いますので、ふるい分けのところじゃ

ないんですが、その「愚痴レベル」なのか「ほんとにアウトリーチ、出向かなきゃならないの

か」といったことに関しては、たぶん具体的なご相談を受けてらっしゃるという点においてプ

ロであると思いますので、ぜひお力をお借りできればというふうに思います。 

（事務局）  連携先としてよろしくお願いしたいと思います。 

（委員）  すいません、その点について、逆にだからこそ「その、すべて出向きますよ」って、要する

にプラス思考ではいいんですけれども、出て行くこととか、要するにすべてを正直いって甘い

言葉でね、言ってしまうと全部が全部その「どうぞ来てください、全部私たちを支援してくだ

さい」っていう、やっぱり「家族力」っていうか「介護力」っていうものも個々やっぱ、地域、

またご本人たちに付けていくっていうの必要であって、独居で元気で生活できる方々もまだま

だお見えなので、そういう意味ではあまりいいキャッチフレーズで皆さんに訴えられるってい

うのは私はちょっとこの場を借りて、逆にちょっときつくしっかりとそのへん見定めていただ

きたいなという想い、やっぱ皆さんのひとりひとりのマンパワーっていうものとても大切だと

思っておりますので、「それを支えるしくみ」っていうことでぜひお願いしたいなあと思いま
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す。 

      それともう１点は、医療との連携っていうのがどこか、今は福祉の分野なんですけども、こ

ういう支援体制にとってはやっぱ医療とか連携は絶対欠かすことができず、先生もお見えいた

だくっていうことで、何がしかどこかに入れていただいてないと不安かなあと、福祉だけの支

援では、どうなんでしょう先生。 

（委員）  今、医師会のほうも在宅医療のほうに向けるという方針で日本医師会も動いていますので、

将来はもう病院それから施設で看取りができなくなる。あふれる人が出てくるので、在宅看取

りが必ず出てくるだろうということはもう既に予測されています。在宅医療に力を入れるよう

な方向に要するに医師会も動いているのですけども、まったくその開業医でも診療所では誰も

診ない、もう「在宅だけ専門」っていう施設も関東ではかなり増えています。まだ伊賀市では

１件も無いと思います。 

将来こういう医院が出てくる、それから上野市民病院になっていただきたいのですけども「在

宅支援病院」という形の病棟、そういう人たちがもし急変した場合には必ずたらい回しに遭わ

ないで上野市民病院の在宅病棟に入るという時代が来るような方向に、もっていけるように今、

私ら努力しているところです。将来、そういう時代が来ると思います。 

（委員長）  ありがとうございました。事務局のほうにお願いします。 

（事務局）  今、副委員長のほうからお話をいただきました。あと、今、保健・医療・福祉の検討というこ

とで、今年の３月から検討会を立ち上げて色々ご議論をいただいております。１０月１日号の広

報にも関連記事が先生の写真とともに載っていましたが、そういう形で今、各種色んな分野の方

に、この３分野だけでなくって、色々こう地域包括ケアシステムの構築に向けてという形で取り

組んでおります。ひとつがその「保健・医療・福祉の検討会」でございますので、よろしくお願

いします。 

       それから、その先ほど言いました「家族力」、「地域力」っていう部分でございますけども、

この１２ページのところに「社会福祉協議会」のほうから矢印が出ておりまして、「地域ケアネ

ットワーク会議」というものに太い矢印が出ていると思います。実はこの平成２５年からですね、

ケアネットワーク会議の立ち上げという形で１千万円近い「委託料」という形でその業務を明確

化してですね、社会福祉協議会さんに今、３８あります住民自治協議会単位でケアネットワーク

会議の立ち上げをお願いしております。現在、６ヶ所立ち上がっておりますし、もうそのケアネ

ットワーク会議を立ち上げなくても、実際にもう住民自治ができているという地域も多数ありま

す。 

       ただ、まだ手つかずの部分もございまして、今、社会福祉協議会さんのほうで地域に入ってい

ただいて、今年にも何ヶ所か立ち上げていただけるというふうに思っております。あとどのよう

な形で２５年度にそうやって明確に地域の部分ですね、３層の部分です。１・２・３層の部分に

社会福祉協議会さんがきちっと入っていただくっていう形ができてきた、そしてもうそれを進め

ていくということが明確になってきている中で市もですね、そこから出てくる問題に対して対応

すべくこの体制を取っていってるということでありますので、これだけ唐突にやっているわけで

はないということだけご理解をいただきたいと思います。 
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（委員長）  ありがとうございました。 

（委員）  失礼します、２点ほど教えてほしいと思うんですけども、たぶん説明があったか分からないん

ですけども、先ほどから３チーム、４チームという「チーム」という言葉がですね、出てきてお

りますけれども、具体的にチームってどういうふうなこう体制のチームなのか教えてほしいのと、

あとこの地域包括支援センターのほうは説明がありましたが、例えば介護予防とか総合相談って

いう部分的なところでの分割はできないということで、この３つの機能ですよね、総合相談、介

護予防、それから何だ、たくさんありますよね、それがまとまってできるわけなんですけども。

これ、ある程度ね、例えば「専門職の配置」というのがすごく難しいと思うんですけれども、実

際にその何年か前に「社会福祉法人のほうからの派遣」となりましたけれども、それからこう聞

き取りといいますか、というのがあったんですね。その時にほとんどの伊賀市の方、社会福祉法

人のほうがやはり自分のところで働いている職員のほう、やっぱり代わられる方が多いと思いま

すもんですからね。障がいにつきましては、「派遣は難しい」というふうな回答も得ているって

いうことも聞かせてもらっております。なので、どういうふうな形でこの各地域包括支援センタ

ーのこのチーム編成を考えてみえるのかっていうところをですね教えてほしいと思いますが、よ

ろしくお願いします。 

（委員長）  では、人材確保も含めて事務局のほう、お願いいたします。 

（事務局）  はい。まず「チーム」っていいますのは、社会福祉士、それから主任ケアマネ、保健師という

形で考えています。それから、すべて６チームという形ではなくって、これまでの相談内容を考

えていきますと、保健師はその数、チーム数だけはいなくてもいいのかなというようなところを

感じています。 

ただし、複数配置という形で、その例えば北と南でしたら予防事業をしていこうということで、

健康推進課のほうがこの地域包括に人数充ててもらって、１人は相談のほうに入りますけども、

１人は予防もやっていこうという形で、そういう明確な仕分けをするかどうかはこれからの検討

なんですが、今相談する中では「地域に出ていって予防事業をしていく」っていう形を取れるよ

うな体制っていうことで考えております。 

それから人材確保の部分ですが、確かに地域福祉計画推進委員会の中でもそのようなご意見を

いただきました。先ほどこのスケジュールの中で説明をさせていただいたと思いますが、社会福

祉法人さんからのその人材派遣について、今すぐできるのかっていうと、やはりなかなか難しい

面もあります。現在、派遣をいただいている社会福祉法人のほうからもやはり、「戻してほしい」

っていう意見をいただいている部分がございますので、今後調整が必要だと思っていますし、こ

のあと来週あたりに社会福祉法人さんにそのへんの、この計画ご説明をさせていただいて、協力

をいただくような体制を今後取っていく。 

それから先ほども説明させていただきましたが、２次の間というわけでなく、３次の計画の中

で完成ができていけばいいのかな、そこまで広い、長いスパンで考えていこうということで考え

ております。 

ただ、来年の４月の体制といたしましては、やはりチームを４チーム組んでいくということが

大切な部分になりますので、今、社会福祉協議会さんにそれの相談をさせていただいて、６ヶ所
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のふくし相談支援センターへ今、配置されてる方をぜひとも市のほうへ入っていただけないって

いうことでご相談をさせていただいているところです。 

今、中間というところなのでこれしか説明できませんが、よろしくお願いしたいと思います。 

（委員長）  委員、よろしいでしょうか。 

（委員）  少しだけ、すいません。行政のことなんですけれども、派遣される職員のほうもやはり異動の

ほうとかですね、メンバーが代わっていくっていうことがありえる話です。社会福祉法人のほう

もやはり、人材が欲しいということが出てくると思いますものですから人も代わりますっていう

ことが出てくると思います。その時にどうしてもその「質の低下」っていうのがですね、前から

恐れがあるかも分かりませんものですから、そのようなところにつきまして、あんまりころころ

ですね、人が代わらないようなところのその初めからのそういうふうな構築の体制のほうをです

ね、組んでこなければいいのかなと思います。 

こうなることになりまして、やはり市民のほうも「できていたところができなくなってしまう」

とか、例えば介護支援事業につきましても「ここまで行政のほうと密着できるのに、急にまた漏

れちゃった」とかですね、いろんなデメリットが出てくる可能性が多々あるかと思いますもので、

そのへんのところを含められたらどうかなあと思いますんで、よろしくお願いいたします。 

以上です。 

（委員長）  じゃあ、課長お願いします。 

（事務局）  失礼します。先ほどご説明させていただいた中では、社会福祉協議会さんなりへ人材の依頼を

しているということだけしか申し上げませんでしたが、市といたしましても、現在、社会福祉士

のその配置の関係とか、あとこれからの専門職の雇用という部分では人事課とも今相談をしてお

りまして「計画的に採用していく」ということで言ってもらうような形で市としての責任もしっ

かりと果たしていくっていうところはきちっと計画に載せていこうと考えております。そのこと

でいわゆる「人が代わっていく」その短期間で人が交代して、いわゆる「質の低下」っていうこ

とを避けていきたいというふうに考えております。 

       よろしくお願いします。 

（委員長）  はい、ありがとうございました、他に。 

（委員）  すいません。先ほどからも社協という名前が飛び交っておりまして、そういう立場から一言お

話を申し上げたいと思いますけども、社会福祉協議会というのは、いわゆる社会福祉法の１０９

条にですね「地域福祉を推進する中核的な団体」というふうに規定されております。つまり、社

会福祉法人さんとここが決定的に違うので、そもそものところから行政の福祉政策にですね、従

って推進するという役割がございます。従って、そういうことの中で特別のご支援をいただいて

る団体ではあるんですけども、確か１８年の４月に介護保険制度ががらっと変わってですね、そ

の時から「予防」という観点で包括支援センターが出たんですね、その時に私どもが地域包括支

援センターのグランチとして、６ヶ所の私どもの支所の、一応行政府のところに「支援センター」

ということで、一番その住民に密着するとこの窓口として機能してったわけですね。平成２５年、

２４年の実績で１万５千の伊賀市の相談件数がございました。それほどまでにやっぱり、地域の

窓口として私どもが民生委員さんとかですね、果たしてきたというふうに私どもは自負しており
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ます。 

      ただ、全体の状況を考えればですね、どんどんどんどん複雑化、高度化していくという状況の

中で高齢のみじゃなくって窓口のほうが、つまり高齢だけの問題じゃなくって障がいの問題もご

ざいますし子育ての問題もございます。色んな問題を窓口がおっしゃられている形でですね、先

ほど課長なりが、お話されたように「１つの場所では解決できない部分てのは非常に出てきてい

る」ていうことは大きな課題ですね。 

      ただ、簡単に数さえ、センターさえ作れば解決するっていう問題でもございません。今後中身

的にですね、どう勉強していって、つまり「１つの問題を全体の問題として、こうすっといける

ような環境をどう築けるか」ということがもちろん問われているわけですよ。つまり、１８年の

４月に私どもがブランチとしての機能をだいたい今で１万５千件ぐらいしてるわけですけども、

つまり７年ぐらいの実績があるわけですですね。実績があるというその自慢じゃなくって、つま

り地域の人にやっぱ密着した状況に置かれて今まできているということがですね、実態としてあ

るわけで、今３つの包括という形の中で、当然僕らもご協力するというのがもう大前提なわけで

すけど、ただそのことで「場所的な問題」あるいは、今まで窓口として利用してきた問題が急に

ですね、そういう状況になることに対して「市民の皆さんがどうお考えになるかということ」に

対しまして、実はこのあいだから行政の課長さんはじめ、色んな方とご協議を申し上げてですね、

「『１から３になって、２がないのか』っていう状況にならないように」ということで、先ほど

一番冒頭、主任さんからもお話が申し上げ、一部あったと思うんですが、「３に至るまでの過程

の中」にですね、やはり現代の窓口機能、特に予想されますのは、青山とか阿山っていうところ

についてはですね、十分機能が樹立されるわけですけども、他の部署についてはですね、窓口機

能が少し遠くなるということで日常的な部分との対応がどうか、島ヶ原も含めてですけども、や

っぱり、そういうことが市民の皆さんに齟齬がきたさないような状況でというご協議を申し上げ

て少なくとも行政の皆さんもですね、そういう対応をしていただけるという状況に今なっている

と認識しております。 

 とりもなおさず、地域包括支援センターが単に高齢者っていう、のみならず地域で抱える問題

すべてがやっぱりそこの一次的な窓口としてですね、ワンストップサービスができるような体制

にしないと、先ほど委員さんがおっしゃったように、いわばたらい回しという状況がですね、続

かないようなことにぜひともやらない箇所、でもそういう意味では、そもそも社協というのは、

相談っていうのは基本的に地域福祉の一環として我々認識しておりますので、そういう面で市民

の皆さんにですね、今まで以上にご協力申し上げて行政と一緒になってやりたいなということで、 

度々社協という名前が出てきましたんで、あえて発言をさせていただきますが、どうかひとつよ

ろしくお願いします。 

 ありがとうございました。 

（委員長）  委員、社協の説明ありがとうございました。始まってから８０分ですが、結構皆さんも集中力

が途切れてくるころかと思うんですが、他にご質問とかあるようでしたら。 

今まで色々ご質問、ご意見出されているんですけど、基本はその「市民のための相談窓口」って

いうところだけは、ぶれないように議論、質問とかをしていただければというふうに思います。 
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委員、お願いします。 

（委員）  ちょっと的外れな質問かどうかわかりませんけども、地域包括支援センターの名称ですけどね、

これ、市の組織の名称ですよね。これを何か分かりやすい名称に変えるちゅうことは、できない

んでしょうかねえ。駄目ならこれ、いたしかたないんですけどね。 

      市民にとって、どうも何をされてるか分かりにくいなあと思いますけど。 

（委員長）  地域包括支援センターの名称変更という、他の自治体では名称変更しているところがあり、メ

リット・デメリットがあるんですけれど、そのへんのところも含めて、事務局としてのお考えを

お願いいたします。 

（事務局）  ありがとうございます。確かに地域包括そのものが、分かりにくいっていうこともありますの

で、やはり市民にとって分かりやすい場所っていうことも提案しておりますので、名前の変更っ

ていうのも考えております。 

そのことも含めて、市民に親しみやすいような形でっていう、例えば、条例上とか要綱上は「地

域包括支援センター」とはなっていますが、「通称○○」というふうな形は可能というふうに考え

ています。 

（委員長）  ありがとうございます。よろしいですか。他にご意見、はい。 

（委員）  お聞きしててよう分からなかったのは、色々な相談が来るのは、先ほどちらっと「あえて近く

のところには行きたくない」っていう方もおられるということもあったけど、今までの相談って

いうのは社協も含めたようになるのかもしれませんけど、地域の方が近くのところへ来てるもの

なんですかね。 

      それともう１つはこの「区分け」、３つに分けた内、買物動向等で見たら「分けるというよう

なことじゃないような」という数字になってますね。「南の青山だけが名張へ買い物に行ってる

けど、北部はかえって上野に来てるので上野でやればいいじゃないの」っていうような数字だと、

途中の説明で「その他のデータもあるよ」みたいなご説明があったと思うんですが、      

この少なくとも渡されたもので見たら、「北」を作る理由はほとんど無いんじゃないかと思った

わけですよ。普段買い物に行くようなところに質問に行くんであれば、相談に行くんであれば。 

それともう１つ、先ほど委員が言われてた「相談の３分の２は愚痴だ」と、たぶんそんなとこ

であろうなと思うんであれば、そこにわざわざ包括支援センターみたいなものを１つ作って、そ

のプロの方で構成された１チームを置く理由も無いのではなかろうかと、かえって真ん中にいて、

それで飛び回ってくれたほうが、まず愚痴のまず排除した上で、大事そうな相談に対しては真ん

中から行くというやり方のほうが当然、動きがいいんじゃない。 

ただし、その色んなところにある支所の職員、窓口の職員がその「愚痴」なのか、それとも「誰

か専門家が必要」なのかと区別ができればいいんであって「包括支援センターに行ってください」

ではなくて、窓口の人間が判断すればいいと、一般企業では普通そうしてるんですよ。 

私も民間企業にいたんだけど、「電話を取るなりお客さんと話したら、会社の代表だと思って

会え」と、そう思って話せというふうに命令されてます。「知りませんとは言うな」と、「『お

受けして即、専門家からコンタクトさせます』という具合に答えろ」それを全職員がやればいい

だけの話で、プロはプロとしての仕事だけをやればいいのではなかろうかと思うんです。 



21 

 

それと、私は介護相談員をやっているんで、先ほどマップにあった介護施設、あれを毎月ぐる

ぐる回ってるんですわ。ですから、あそこにある施設、グループホームも含めてですが、伊賀中

の施設を回るようになると、元気な者が行くぶんについてはさして遠いところではない。私は上

野に住んでいるけど、上野の介護施設に行くんでも青山の介護施設に行くんでもそんなに、元気

な者であれば、何てこともなく行けるところではなかろうかと思いますわ。ほんで、窓口係行け

ばいいじゃない。ただその時、車に「伊賀市」とかって書いた車では来てほしくないなときっと

感じるだろうなあと思うんですけどね。 

どちらにしても私が言いたいのは、青山はちょっと特殊かもしれない。でも、他は別に分ける

必要はないのではないかと、それよりもかえって充実した支援センターがど真ん中にあれば、そ

れと職員が、窓口職員がその振り分けをできる体制さえ取っておけば、わざわざ１つ分けて、プ

ロが北のほうにだけ行ってというようなことが、必要があるのかなあと思いました。 

（委員長）  では、よろしくお願いします。 

（事務局）  はい、ありがとうございます。北の部分は要らないという話なんですが、まずその部分につい

てはですね、先ほどから申しますように、真ん中に置いていけばいいんじゃないかという話には

なるんですが、やはり２０２５年問題っていうことを考えますとやはり、どのような状況になっ

てくるか分からない。それから緊急性、ほんとに３０分で大丈夫なのかとか、元気で大丈夫なん

だろうかということを考えていくと「丁寧な短い時間での対応ができる」ということであれば「じ

ゃあ、南部も要らないんじゃないか」という議論になってしまうと思うんです。 

       やっぱり、３つの圏域っていう考え方の中で日常生活圏域を示しながら、やはり向こうの端で

すべて３０分で、「市役所から３０分で行ける範囲」ではやはりないんですね、中部から、そう

すると、「やはり、北にもやっぱり置いていこう」。 

高齢化率のところの表には、今回の表にはありませんでしたが、それぞれの旧の市町村別に高

齢化率のこれからの予想をですね、人口推計推移を見ていきますと、やはりそれぞれでその高齢

化率のピーク、ピークアウトする時期が違ったりであるとか、そういうそれぞれの地域での問題

点がやはり起こってくると思いますので、やはり丁寧な対応をするためには３ヶ所においていく

ことがベストだろうというふうに思っております。 

当然、先ほど言われました「支所の窓口対応」というのもこれに合せてしっかりとつないでい

ける、「そこへ行ったらいいんだ」というような言い方をしない。「地域包括に行ったら何でも

解決できるんだ」そんな話にならないように、もちろん市職員としては窓口機能を少しそのへん

はこれまでより充実をさせていくというところでですね、お待たせをしないっていうような対応

をしていきたいと思っておりますのでご理解いただきたいと思います。 

（委員長）  よろしいでしょうか。 

（委員）  失礼をいたします。「地域は地域で」ということで、今回の総合相談体制作りの中でやはり高

齢化が進む地域、全国的にでもあるわけでございますけども、我々のとこも相当高齢化が進んで

おります。 

だから「地域は地域でその助け合い、自助・共助の体制で取り組んでいく」という中でやはり、

住民自治協議会３８地域があるわけでございますけども「その単位で活発に行動を起こしていく
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っていう方法」を採ってもらうのが一番いいんじゃないかなあと、それで住民自治協議会単位で

のケアネットワーク会議なんかを催されて、取り組みを始めようとされてるというのを先ほども

聞かしていただいたとおりでございますけど、そういうことで地域で、あるいはまた市民センタ

ーごとに相談を受け付ける体制を充実さしてもらったら、尚更結構かなとこう思うわけでござい

ます。 

   そういうことで防災も絡んで、あるいは障がい者も絡んで「地域は地域でそれを支えられてい

く団結をしていく」ということが非常にこれからますます望まれる時代が到来してきたというこ

とで思ってございますので、そういう面で今度、こういう新体制で来年から臨まれると。 

時間はあんまり無いように思われますけど、それを簡単に整備をしていただいて皆さんが納得で

きる体制作りを何回も会合の中で、たたき上げていくことが相当要望されるんじゃないかと思わ

れますので、その点どうでしょうかな。地域センター会議の中での対応の仕方の中での方法って

いいますか。 

（事務局）  ありがとうございます。その市民センターごとに相談を受ける体制ってのは、なかなか難しい

かと思います。やはり、今起こってきていることは、やはりそのチームにしていくっていうこと

は、その３８にしてしまうと、３８にではなくそれぐらいの数がいくっていうことですので、な

かなか難しいとは思いますが、先ほどからご説明させていただきました「地域ケアネットワーク

会議」の立ち上げの中で、今立ち上げる部分しか申し上げませんでした。社協さんに「委託事業」

という形で立ち上げていただいてます。 

       委員の地域、高尾につきましては、その２５年よりも前に、２４年度中にケアネットワーク会

議を立ち上げていただいて先進的な取り組みをされている地域だと思っております。 

実は「立ち上げの委託料」っていう形でお渡ししていますけども、先ほども委員からもあり

ましたが、社会福祉協議会が地域福祉を推進していくっていうそういう役割がある中で、ケア

ネットワーク会議を立ち上げるだけではなくって、いわゆる設置とか市がお願いしている中で

そのサポートっていうことも行ってもらう形になってます。 

コミニュティソーシャルワーカーとしてご活躍をいただいて、地域のそういう諸問題をです

ね「中に入って行ってひらっていただいて」であるとか「気づいていただいて」であるとか、

そういう指導も含めてやっていっていただいておりますので、それなりに市とまた社協と一緒

になってやっていきたいと思いますので、ご理解をいただきたいと思います。 

（委員長）  それでは皆さん、他に。これだけは言ってほしい、言っておきたいということありますでしょ

うか。 

（委員）  すいません。何も知識が無い人間が言ってええかどうか分かりませんけども、一応この最初か

ら企画されてることですね。私、個人的には賛成してます。 

ただ、その中でちょっと留意していただきたいのは、相談に来られる人はまだ元気な人で、「相

談に来れない人」これを、こういう方々を見つけるっていう地域のその自助・公助というのがご

ざいますんですが、それの充実を図るっていうことも忘れていただかないようにして、できるだ

けそういう方が、ドロップアウトされる方がですね、出ないような形のことだけご配慮いただい

たらあとはもう全部賛成でございます。以上です。 
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（事務局）  ありがとうございます。今、言いました相談があっても「発言ができない」とか「伝えられな

い」という方もやっぱりいらっしゃると思います。それを一番直に抱えてられるのが民生委員さ

んでありますので、民生委員さんの活動がどうなのか、また民生委員さんの活動を支える地域ケ

アネットワーク会議が早く全体に立ち上がっていくことも大変大事、大切なことだと思っていま

す。 

       それに加えて先ほどから、保健師が地域に出向くということ、保健師が地域に出向いて、そこ

を気づいていくっていうことも１つだと思ってますし、もう１つ一番大きなのは、社協と市その

間に何ページでしたか、１１ページにありましたが社会福祉法人の役割だというふうに思ってお

ります。社会福祉法人さんが地域に入って行って、いわゆるケアマネジャーさんもそれからデイ

サービスのお迎えに行く方もそうですが、そういう中で社会福祉法人の職員さんがその地域に入

った時に気づいてくることを「つないでもらう」っていうことが今回の１つの大切なポイントと

いうか、重要なポイントになって、そういうことを考えて、この計画案があるということでご了

解いただきたいと思います。 

（委員長）  ありがとうございました。他にご質問がなければ、今まさにその福祉総合相談体制っていうの

が地域包括ケアシステムの第一歩になるというようなお話だったかと思います。この地域包括支

援センター、その生活圏にご設置しますということで、今後場合によってはというか、「必要時

きちんとこう出向く」っていうことと「潜在ニーズに対してもこう対応していく」っていうお話

がこう確認がされたと思います。 

       その中で「センターの位置」っていうのは市で検討がすすめられていくと思いますので、地理

的条件とか既存の施設を活用するといったようなお話もあったかと思いますので、相談支援とい

う機能面の両面から検討をすすめてもらいたいと思います。 

       今後のスケジュールについて、最後に事務局のほうでお願いいたします。 

（事務局）  はい。本日ご説明をさせていただきました中間案につきましては、今後市議会のほうで、また

市民、それから市内の社会福祉法人、それから地域福祉計画推進委員会などに諮ってまいります。

そこで説明をさせていただきまして、さまざまな角度でご意見をいただきたいと思っております。 

その中で「センターの位置」については、圏域全体をカバーする拠点ではあるものの地域包括

支援センターという性格を踏まえたうえで総合的に判断をしていきたいと考えていますのでよろ

しくお願いします。 

   また「この新しい総合相談体制について」は、今日いただきましたご意見を踏まえまして、こ

れからいただく意見を踏まえまして、よりよい総合相談体制として、平成２６年度からの運用を

目標にすすめてまいりたいと考えております。以上です。 

（委員長）  ありがとうございました。今日出された貴重なご意見を各々の立場でかなり具体的なご意見を

いただいたかと思います。かなり広範囲で広い意見をいただきましたので、これを踏まえて相談

体制を整えていくということにしたいと思います。 

       これで議事のほうは終了ということでよろしいでしょうか。では、終了させていただきたいと

思います。 

（委員）  １つだけいいですか。先ほど何度も課長のほうから民生委員という言葉ちょうだいしまして、



24 

 

民生委員をやらしていただいているんですが、私最初このプランを送付していただいた時にこれ

まで民生委員といえども、先ほど委員がおっしゃいましたようにほんとに「地域の方の問題」と

か持ち込まれて、それを解決しようっていう時にほんとにどこにつないだらいいか、この１２月

また２日から民生委員は全国一斉改選になるんですが、新しい民生委員さんはほんとに何をどう

していいのか。自分の仕事が早速できないわけなんです。 

そういう時にもう、窓口が地域包括ということで１つに絞られるっていうことは、新人の民生

委員さんにとってはすごく仕事が違った意味で、こちらサイドの話なんですけど、やりやすいと

いうことで１つにはすごく画期的ですが、いいことかなあと、ただその場合に先ほどチームって

いうことで聞かしていただいてるんですが、その役所の色んな異動とかでチームが最終的には何

人になるか分かりませんが、その事柄によっては２人であったり５人であったり、そこは分かり

ませんが、とにかく復数名でひとつに取り組んでいただいて、異動があっても途切れない支援を

していただける。それを願ってやみませんのでよろしくお願いいたします。 

（委員長）  ありがとうございました。 

（事務局）  はい。 

（委員長）  ではこれで、委員の言葉を最後にじゃないのですが、終了したいと思います。非常に期待が、

この相談体制に関してこれだけのご意見が出るということは、期待が大きいのだろうと思います

ので、是非いい形にしていくためにも皆さんのお力が、この委員のお力、ご意見を非常に必要だ

と今日感じましたので、引き続きご協力をよろしくお願いしたいと思います。 

       以上で終了いたします。 

 

（２）その他 

 

（事務局）  ありがとうございました。最後に「その他」だけ事務局からご連絡をさせていただきます。次

回の委員会の予定ですが、これから「市民への説明」なりを開きます。それから色んな意見をい

ただいてこの計画を補強した形で、いわゆる中間案じゃなく完成をさせていきたい。その完成形

になった時に、またその時点でこの委員会でご説明をさせていただくという形で、       

たぶん、年末か年明けかちょっとそのへん微妙なんですが、できるだけ早い時点で完成した早い

時点でご説明をさせていただくということでご理解を賜りたいと思います。 

       以上です、ありがとうございました。 


