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平成２７年度第２回地域福祉計画推進委員会 議事概要 

日 時：平成２７年９月３日（木）１８：００～１９：３０ 

場 所：ハイトピア伊賀 ４階 多目的室 

出席者：板井委員長、川上副委員長、浅野委員、猪木委員、勝本委員、鈴木委員、     

高瀬委員、中島委員、藤田委員、松井委員、水谷委員、薮内委員、吉岡委員 

欠 席：大西委員、福澤委員、松岡委員、山出委員 

事務局：田中健康福祉部次長、澤田医療福祉政策課長、植田主査、奥沢主任、立岡 

社会福祉協議会：平井事務局長、乾地域福祉部長、山口地域福祉部副部長、       

田邊地域福祉部副部長、吉田 

 

進 行：医療福祉政策課長 

 

議 事 

１ あいさつ 

２ 報告事項 

（１）タウンミーティングの開催結果について【資料１】 

委員長：前回、議論いただいた骨子案を基に、タウンミーティングや保健・医療・福祉

分野の連携検討会での意見交換が行われた。それぞれからいただいた多くの意

見を７月３１日に事務局、社協、コアメンバーで分析を行った。その結果を含

めて今回の計画素案がまとめられた。そちらをふまえ、本日は、行政の施策部

分を中心に議論いただきたい。社協の活動計画部分については、次回議論して

いただきたい。 

タウンミーティングの開催結果について、事務局から説明を求める。 

事務局：資料に基づき説明。 

委員長：分析結果について、何か質問等があれば承る。 

    タウンミーティングに出席された委員の皆さんもいらっしゃる。骨子案の段階

で、大変多くの意見を市民の皆さんからいただけたのはよかったと思う。 

    １点確認であるが、資料１としてまとめた内容については、３次計画の中でど

のように活かしていくのか。 

事務局：資料１でまとめているように、「１２の提案」ということで、１２の重点施策

でまとめていこうと思う。それぞれの分野に反映し、何らかの形で市民の皆さ

んの想いを表現していきたい。 

委員長：具体的には、資料編というような形で計画に反映するイメージでよかったか。 

事務局：最終的には、まとめたものは、計画の資料編で添付していこうと思う。 

３ 協議事項 

（１）第３次伊賀市地域福祉計画策定について 
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 ①計画素案について【資料２－１、２－２】 

委員長：タウンミーティングで出していただいた意見などをふまえて、骨子案を素案に

まとめていった。今回ご議論いただく前に、前回の委員会後に委員の皆さんか

ら事務局へ出された意見とその回答、及び修正箇所について説明を求める。 

事務局：資料に基づき説明。 

委員長：このような修正で了承いただけるか。 

委 員：了承。 

委員長：次の計画素案の議論に入る前に、前提を整理したい。 

    素案の９・１０ページをご覧いただきたい。 

前回は、「理念」「指標」「戦略」「重点施策」の項目について議論いただいた。

今回は、「１２の提案（７つの安心と５つの充実）」としてまとめている重点施

策の中の、行政計画部分を議論いただきたい。冒頭にも申し上げたが、行政と

社協の一体的な計画としつつも、それぞれをわかりやすくまとめるため、社協

の活動計画部分については、「５つの充実」のうちの「みんなで考える地域福

祉コミュニティ」に集約する。ついては、それ以外を今回議論していただくこ

とになる。しかし、「みんなで考える地域福祉コミュニティ」の議論の内容も

ふまえて検討いただいた方が良いと思うため、現在社協で開いている地域福祉

活動推進会議での活動計画部分の議論の進捗について、説明を求める。 

社 協：社協の活動計画部分は、６１・６２ページに入る予定である。その中には、５

つの項目が入る予定であり、各項目について検討部会が立ち上がっているため、

そこでの検討内容について、説明する。 

    １つ目に、「地域福祉ネットワーク会議の設置と地域福祉コーディネーターの

設置」である。これは、地域課題の解決に向けた会議の場や検討の場である地

域福祉コミュニティとそれを支援する地域福祉コーディネーターについて記

載予定である。 

    ２つ目に、「ここから始まるお互い様」ということで、お互い様の意識づくり

から、ボランティアの見守り支援、そして、生活支援活動への組織的な立ち上

げの部分を記載予定である。 

    ３つ目に、「地域福祉は福祉教育で始まり、福祉教育で終わる」である。これ

は、地域を基盤として福祉教育を進めるということで、伊賀市の福祉教育をど

のように進めていくのかということを議論している。 

    ４つ目に、「コミュニティビジネスの展開による福祉なまちづくり」である。

今回のタウンミーティングでは、獣害への対策なども課題として上がっていた。

地域によっては、ジビエ料理などを提供しているところもあるため、そのよう

な課題解決に向けた事例も盛り込んでいる。 

    ５つ目は、「地域福祉活動を支える資源」であるが、地域福祉を推進するため
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の財源も含めた検討をしている。 

    以上について、９月７日の地域福祉活動推進会議にて中間案を提出し、議論を

いただいた後、１１月のこの推進委員会に提出させていただくという流れであ

る。 

委員長：５つの柱については、地域福祉計画の「３～５層」に関わる具体的な項目が多

く含まれていると思う。「１～２層」に関わる施策部分については、その他の

提案で網羅していきたい。 

    それでは、素案について事務局より説明を求める。 

事務局：資料に基づき説明。 

委員長：それぞれの立場から、ご意見やご質問を承りたい。 

委 員：３４ページの子育て支援の０３に、「障がいや発達について気軽に相談できる」

とあるが、深刻に悩まれている保護者等の相談を受けるにあたり、「気軽に」

という表現が適当でないように思う。 

    また、文言修正であるが、３７ページの０２の「おこないます」と０３の「行

います」の表記を統一した方が良いと思う。 

委員長：２点目については、表記の統一を図ることとしたい。 

    １点目については、相談を気軽にしてほしいのは行政側であるが、利用する市

民の皆さんからすると、違和感があるということであるが、いかがか。 

事務局：検討する。 

委 員：全体を見回したときに、例えば、いじめを受けていて、死ぬことさえも考えて

いるというような人たちへの支援というものも含まれているということで考

えていいのか疑問である。福祉と言うと、まずは「高齢者」や「弱いもの」が

思い浮かぶ。しかし、３０代・４０代の人の親に支援が必要となった場合、仕

事を辞めたり、アルバイトで小遣い稼ぎをしながら親を看る場合が多くなって

いると聞いた。周りからは、高齢者や身体の不自由な方がいるが、息子さんや

娘さんがいるから、心配しなくてもいいと思われがちである。実際に、親も子

も困窮になっている場合であれば、そういうことを救うことはできるのか。こ

の項目はこれに対応するということは、できていると思うが、いろんなものを

含めたときに、それができるのかと、具体的には言えないが気になった。 

委員長：２次計画の中では、「教育委員会との連携」というところを少し強く謳わせて

いただいた。今回は素案の中に、教育委員会のビジョン等は取り上げてはいな

いという形だが、含められそうなところはあるか。 

事務局：分野を問わずという話だと思うが、今回の計画は、「７つの安心」については

縦軸的な考え方、そして、「５つの充実」については横軸的な考え方というこ

とで作成している。 

    ご意見いただいた内容については、６５ページの「生活困窮者自立支援のしく
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みづくり」に、一定の考え方を表している。また、子どもの部分については、

６７・６８ページの「子ども・子育て支援のしくみづくり」に、支援の場の充

実や支援につなぐ人、例えば、スクールソーシャルワーカーなどの視点も少し

入れている。 

    計画間の部分については、考え方も含めて、少し整理するよう検討する。 

委員長：２次計画の中で「教育委員会の連携」というところでは、「切れ目のない１８

歳以降の支援」ということも意図していたと思う。今説明にあったように、「７

つの安心」にある縦割りの計画では賄えない部分を「５つの充実」の方でサポ

ートしていこうということだと思う。しかし、１８歳以降の支援については、

６８ページのネットワークのイメージに記載できたらどうかと思う。 

    教育行政との連携については、５７ページに「すべての市民が安心して生活で

きるよう、専門機関、社会福祉協議会、教育行政」と記載があるが、福祉教育

とも視点が異なる部分が生活困窮や障がい者支援の中にも出てくるかと思う。

また、委員からのご指摘について、検討いただきたい。 

委 員：７７ページを読むと、行政が社協に頼り過ぎではないかと感じる。 

委員長：連携の役割で、社協に対する負担が大きいのではないかということである。 

事務局：行政と社協で、意見を交わし合いながら、「お互いの役割」を整理した上で、

計画の策定を進めている。普段の業務の中でも、行政・社協がそれぞれ担うべ

き部分を考え、連携しながら進めている。 

社 協：社協は、昔から地域福祉をしており、行政とのパートナーシップを持ちながら

進めていくことも変わらない。 

委員長：もちろん他の社会福祉法人や事業所とも連携をしていくということであり、そ

の調整を行政や社協が担っていきたいという文章かと思う。 

委 員：どっちかが押し合いになっていたり、負担になっていたらダメだなと思った。

それよりも、みんなで分け合ってやったらいいのではないかというのが私の意

見である。 

委員長：これまでは、地域福祉計画は「社協と行政の両輪で」というような言い方が一

般的であったが、第３次の計画では、そこに社会福祉法人や事業所も加わりな

がら、より多輪で、かつ、住民自治協議会や市民の皆さんにも協力いただきな

がら進めていくということが含められているため、その点も確認しながら素案

の検討をしていきたいと思う。 

委 員：５１・５２ページの地域医療は、前回とあまり文面が変わっていないように思

う。 

１点目に、０２の「地域完結型、２０２５年を視野に入れた」ということであ

るが、団塊の世代が７５歳以上になるから２０２５年は大変であるということ

だと思う。しかし、伊賀市の場合は、そんなに増えないと前のページにある人



 

5 

 

口動態で分かっているため、「地域完結型」が良いのかどうか疑問である。 

２点目に、０３に「市民病院が集学医療やがん治療をする」ということを書い

てあるが、これは今、地域医療構想調整会議で調整しているところである。こ

れは１０年計画であるため、結果が出たような内容をこの計画に書くと、調整

会議での調整が難しくなるのではないか。 

事務局：０２の部分だが、後期高齢者は増えていくが、高齢者自体は増えていかない。 

委 員：後期高齢者が１，０００人ほど増えるくらいであるが、その受け入れ体制をど

のようにするかということが、問題である。 

事務局：高齢者の推移については、１６ページに「将来推計人口と高齢化率」を示して

おり、真ん中に２０２５年の数値を記載してある。 

    ５１・５２ページについて、０１・０２は、基本的に総合計画再生計画に記載

のある文面を使用している。０３については、現在議論の最中であるため、そ

の辺りの動向を見極めながら記載していきたいと考えている。現在記載してあ

る内容については、今年の１月１６日にあった「伊賀地域の医療を考える懇話

会」で確認されたものにとどめている。 

委 員：現在、病院医療を減らして、在宅医療に持っていこうという方向になっている。

その受け入れ先の住まいをもう少し充実させないと、受け入れ先がないという

ことが発生する。その対策をこの会議でしないといけないのではないか。 

委員長：保健・医療・福祉分野の連携検討会での意見交換の中でも、「住まい」という

ことで、地域課題として上がっていた。キーワードとしては、「グループホー

ム」があがっていると聞いている。この点について、素案の中ではいかがか。 

事務局：素案を作成するにあたり、関係計画を持っている所管課との協議も行い、個別

計画に記載のある内容をこちらに転記させていただいた形になる。委員からの

意見については、第６期の介護保険事業計画でも少し触れているが、３年後の

第７期の介護保険事業計画で詳しく書かれていくと思っている。その点は、部

内の関係計画の調整会議で議論をしていきたい。 

委 員：今話題になっているのは、子育てと親を看る支援の「ダブル・ケア」が必要で

あるということである。その支援の体制づくりをするのが、このような会議で

はないかと思う。 

委員長：住まいの問題については、「７つの安心」の中では「住まい」としての項目を

挙げているが、もう少し強く議論した方が良いのではないかという意見である。

素案の段階では、庁内合意が取れている関係計画の内容にとどまっているとい

うことだと思う。 

    この推進委員会として、少し強調して書かせていただくということも可能だと

思うが、いかがか。 

事務局：検討したい。 
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委 員：前回の会議でも申し上げたが、５５～５７ページの人材づくりの部分について

は、喫緊の課題であり、「充実」や「安心」のさらに基のベースになると思う

ため、５７ページの０３に収まっていることに違和感がある。０３の最後に「～

人材づくりを戦略的にすすめます」とあるが、その戦略が何かということをこ

の計画に反映するものではないかと思う。また、先ほどご意見もあったように、

高齢者の人口の割合が増える中で、医療福祉や医療介護をめざす子どもの割合

を高めないといけない。なりたい人を養成するのではなく、なりたくなるよう

な風土にするなど、その課題を教育側とも共有するなど一体になって医療や介

護の問題を認識できるようなかなり複合的な戦略であると思う。そのため、「戦

略的」という言葉にすべて含まれていることが残念である。 

事務局：今回議論いただいている行政計画とは別に、６１・６２ページにある「みんな

で考える地域福祉コミュニティ」というものもある。その中には、「福祉教育」

のことを記載している箇所もあるため、その部分については、次回の会議の際

にお示しさせていただく。 

委員長：委員の意見は、福祉教育ですべて収まるようなご意見ではなかったと思う。「総

合的な戦略」ということであれば、社協のみが担うのではなく、教育機関など

とも連携していかなくてはいけないし、病院等にも協力いただく必要があると

思う。そのため、その部分には、伊賀市のすすめている具体的な施策はあるの

か。 

事務局：次回の福祉教育の中では、将来的に福祉や医療に携わっていきたいと思える人

材づくりのためのきっかけである教育と福祉の関わりといった部分について

ふれていくことになる。もう１点は、７７・７８ページの連携のしくみの中で、

「情報共有・連携」の中に「人材育成、人材確保に向けた連携のしくみづくり」

を載せている。現在、社会福祉法人の連絡会の立上げをすすめている中で、そ

の中でも人材育成や確保が大きなテーマとなっている。今、すでに動き出して

いるということではないが、取組みに対しては着手している状況である。 

委員長：今、どうするのかという問題もあるが、計画としてどう記載していくかと考え

たとき、「福祉教育の部分で１０年かけて育てていく」という部分と「喫緊に

補っていく」という部分があると思う。後者については、国のメニューもある

と思うが、例えば、「ＥＰＡの取組み」など、伊賀市でここに反映できそうな

ものはないか。そのあたりが今弱い部分かもしれないため、そこを充実させて

いくことをもう少し強く書き込んだほうが、今後の施策立案に着実につねげて

いけるかと思う。 

    今、ここに記載できる施策がないということがご指摘でも確認できた。現場で

はかなりインパクトのある課題として認識されているため、「喫緊の施策立案

が必要である」というような形で書いたほうがいいかと思う。いかがか。 
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事務局：喫緊の問題であることを示すなど、書き方の表現などを含めて検討したい。 

委員長：緊急性をもって対応しなければいけないというような書き方もできると思う。 

事務局：関係機関や社会福祉法人、医療機関などと調整をしたいと思う。 

副委員長：６１・６２ページは今回白紙になっているが、ここにはおそらく２０～３０

ページの内容で、今の話は、そこに入ってくると思う。７日に活動計画の会議

があるため、そこで議論した内容が次に出てくると思う。 

委員長：長期的な戦略については、「福祉教育」というところで、充実させていただき

たいと思う。しかし、喫緊の部分については、どのようなミスマッチが行って

いるのかということも含めて計画に上げたほうが、皆さんの取組みにつながり

やすいのではないか。それこそ戦略だと思う。一旦関係機関に相談いただき、

載せられる施策や進めている施策があるのかを確認し、もしくは、根拠が出せ

るかということを検討いただきたいと思う。 

委 員：２９・３０ページの「地域包括ケアシステムイメージ図」があるが、民生委員・

児童委員の役割は、地域の中の見守りやつなぎ、見つけることだと思っている。

補完性の原則からいくと、「公助」の部分がないような気がする。また、全体

的にイメージ図が非常にわかりにくい。何かちょっと変えられるところがない

のかと思う。 

委員長：わかりやすさについては、とても大事な部分である。昨年度、イメージ図につ

いては、この委員会で意見をいただいたところである。あくまでも、個人・家

庭、そして自治協を中心とする１つの括りを「公助」が囲んでいるというよう

なイメージをめざしている。そのような言葉を伝わりやすいようにしているが、

もう少しわかりやすくということで、ご意見を承らせていただく。今回、「初

版」ということで、伊賀市が地域包括ケアシステムをすすめていく中で、もう

少しわかりやすく描けるような段階が来たら、どんどん変えていこうというこ

とを想定している。今の段階で、まだ分かりにくさを感じる市民の皆さんがい

らっしゃるということを受け止めながら、改訂版のときにご意見をいただけれ

ばと思う。 

委 員：現在、保育園などの段階で、障がいを持っている子どもが小学校に入るとき、

障がいを持っているという情報は、小学校に伝わると思う。しかし、中学校か

ら高校へ進学するときは、管轄が市から県に移る。その際の情報共有がどれだ

けできるのか。また、高校から大学への進学や就職についても同様である。そ

のため、それぞれの段階でつまずく人が増えてしまうように思う。市としてそ

のあたりを見ていかないといけないと思う。 

    子どもについても、伊賀市の場合、「１歳半健診」「３歳児健診」というものが

あるが、就学前の健診など、きめ細かな情報を小学校に持っていけるといいの

かなと思う。 
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委員長：先ほどの意見と重複するかもしれないが、「切れ目のない支援」というところ

がこの計画の中でどのように謳われているのかということだと思う。 

事務局：６９・７０ページに、「障がいのある人への一生涯を通じた支援のしくみ」と

いうものを載せてある。先ほどおっしゃられたように子どもの段階や進学・就

職など、人生の節目の部分を示している。 

委員長：個別計画については、「７つの安心」に記載があるが、「５つの充実」について

は、横串として記載していただいてある。これは、総合相談のしくみの中での

計画ということであるが、高校進学の際の「高校との連携」や「県教委との連

携」ということを書き込めるとイメージも深まるのかなと思う。 

事務局：私たちも、６９・７０ページの中で、義務教育から卒業した後のタイミングで

と１５歳以降の就職について、注目していた。就職については、それぞれタイ

ミングが異なることから、一定、幅を持たせて表記させていただいている。 

委員長：今ご指摘いただいた内容について、より明確に伝わるような内容については、

改めてご検討いただきたい。 

    「障がいのある人への一生涯を通じた支援のしくみ」については、この図も含

めて、障がい児から高齢者までと記載はあるが、委員の意見のイメージがもう

少し伝わるように文言も含めて工夫してほしい。 

    また、前半の議論にあった２次計画の中で「教育委員会との連携」を謳った目

的として「一生涯切れ目のない支援」があった。この０１に教育委員会の名称

をあげておくことで、動きがとりやすい流れにつなげられたらと思う。 

    これまで出された意見を反映させていただくことを前提に、素案の了承をいた

だけるか。 

委 員：了承。 

４ その他 

事務局：次回は、１１月５日に開催させていただく。社協の地域福祉活動計画部分とあ

わせて、計画の推進体制についても議論いただきたい。また、昨年度議論いた

だいた「伊賀市がめざす地域包括ケアシステムの検討案」についてを、計画素

案と整合させ、資料編に含めていきたいと思う。 

    次回の推進委員会で、中間案をまとめていただきたいと思う。 

 

以上 


