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平成２７年度 第１回伊賀市高齢者施策運営委員会 議事録 

 

日 時：平成２７年９月１８日（木） １９：００～ 

場 所：ハイトピア伊賀 学習室２ 

出席者：泉 美幸 ・ 門田 進 ・ 中夲 美一 ・ 水谷 敬一 ・ 三ツ森 義久 ・  

村田 省三 ・ 大越 扶貴 ・ 岩本 昌平 ・ 小田 永 ・ 山﨑 猛夫 ・ 

吉藤 寿幸 ・ 谷中 勉 ・ 中井 嘉門 ・ 角谷 誠之助 ・ 中西 美紀 

事務局：健康福祉部 

     介護高齢福祉課 奥課長・中西係長・馬場係長・水谷主任・鈴森主任 

     地域包括支援センター 横尾所長・服部主幹 

 

（協議内容） 

１．あいさつ 

 

事務局：  

失礼いたします。1 名まだお越しでない方がいらっしゃいますけど、定刻になりましたの

で、ただいまから平成２７年度第 1回伊賀市高齢者施策運営委員会を開催させていただきま

す。私、健康福祉部介護高齢福祉課の奥と申します。よろしくお願いいたします。 

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関わりませずご出席いただき

ましてありがとうございます。 

はじめに委員の交代がございましたので、ご紹介させていただきます。選出母体の人事等

によりまして、介護保健施設からの代表といたしまして、菅原直人様から岩本昌平様に、三

重県介護支援専門員協会伊賀支部のほうから、田中慎二様から小田永様に交代いただきまし

た。ありがとうございます。岩本様、小田様よろしくお願いいたします。 

今年度第 1回目の会議となりますが、昨年度同様、高齢者施策につきまして皆様の忌憚の

ないご意見をいただければと考えております。よろしくお願いいたします。 

それでは、本日の委員会でございますが、委員総数１８人中、只今出席者１５名、欠席者

が 2名でございます。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 2項の規定によりまして、会議が成立していることをご報告申し上げます。 

 それでは、議事に入る前に議事進行等に関して 3点お願いさせていただきます。 

1点目は、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

によりまして、公開の会議とさせていただきます。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、音声を録音させていただきますとともに、同条第 9条第

2項及び第 3項により、作成した会議録を市ホームページに掲載させていただきます。 

 2 点目ですが、本会議は公開の会議であることから、傍聴者と報道機関の入室を認めさせ

ていただきます。 

 3 点目に、円滑な会議運営のため、発言の際は、挙手し、委員長の発言の許可の後にお願

いいたします。また、会議録作成のために、マイク使用によりご発言いただきますようよろ

しくお願いいたします。 
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それでは、まず資料の確認をさせていただきます。お手元に事項書とＡ４版の資料１、２、

３を配布させていただいてございます。ご確認いただけますでしょうか。もし、足りない方

がいらっしゃれば、挙手いただければお持ちさせていただきます。よろしいでしょうか。も

し、なければその時におっしゃっていただければと思います。 

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

たします。 

 

委員長：   

 皆さんこんばんは。今年度もどうぞよろしくお願いいたします。まず最初に、時間に限り

がありますので、昨年度、非常に活発なご意見をいただいたんですけれども、今日は各審議

事項というか検討事項に関して、お２人ぐらいでご意見をいただきたいなと思っていますの

で、ぜひ、ご協力をお願いしたいと思います。 

 では、ちょっと先に座らせていただきます。 

 

２．議 事 

（１）伊賀市地域包括支援センターの運営について 

委員長：   

 議事に入りたいと思います。この委員会につきましては、伊賀市が介護保険法第１１５条

の３９の規定に基づいて設置する地域包括支援センターの運営に関することも所掌しており

ますので、まずはじめに「伊賀市地域包括支援センターの運営について」平成２６年実績と

平成２７年度の計画の説明を事務局よりお願いしたいと思います。資料は№１となります。

よろしくお願いいたします。 

 

事務局：    

 失礼いたします、伊賀市地域包括支援センターの横尾でございます。よろしくお願いいた

します。座って失礼をいたします。 

 

① 平成２６年度業務実績について 

伊賀市地域包括支援センターの２６年度の事業報告と、それから２７年度の主な取り組み

についてご報告をさせていただきます。２６年度の事業報告につきましては、表紙にありま

すように介護予防事業、包括的支援事業、指定介護予防支援事業、その他事業の順番でご報

告をさせていただきたいと思います。 

 それでは、めくっていただきまして１ページからお願いいたします。皆様ご存知のように

平成２６年の４月に伊賀市の地域包括支援センターが、２５年度までは本庁舎の中に 1箇所

しかなかったんですけども、「東部サテライト」（いがまちの保健福祉センターの中）それか

ら「南部サテライト」（青山の保健センターの中）ということで、サテライトが 2 箇所でき

ました。そういう新しい取り組みの中で、２６年度をスタートさせていただきました。それ

についても触れながら報告をさせていただきたいと思います。 

 まず、介護予防事業ですけども、介護予防事業は大きく分けまして介護予防の「二次予防
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事業」と、それから次の「一次予防事業」ということで大きく対象者を分けた事業のしくみ

になっております。 

 この介護予防二次予防事業につきましては、介護認定を受けていないけれども、その前の

少し生活機能の低下のある方を対象とした事業になります。それから、一次予防事業につき

ましては、今はお元気でおられる高齢者の方を対象とした事業でございます。この介護予防

二次予防事業ですけども、丸が①、②、③とありますが「二次予防事業対象者把握事業」と、

それから次の「通所型の介護予防事業」と、それから「訪問型の介護予防事業」という３つ

で構成されています。 

 まず①の「二次予防事業の対象者の把握事業」ですけども、これにつきましては、６５歳

以上で要介護認定を受けていない方を対象に「お達者チェック」という２５項目のアンケー

ト用紙を送らせていただきます。回答していただいた結果で、その方が生活機能の低下があ

るかどうか。生活の機能の低下がある場合には、どこに問題があるか、どこの部分が低下し

ているかということを把握する事業です。 

 ２６年度につきましては、２１，９４８通送らせていただいて、回答者が１４，７０５通

ということで６７％の回答をいただきました。回答をいただいた方につきましては、「あなた

の今の生活機能のレベルはこれぐらいですよ」という結果表を送らせていただいております。

あと、生活機能の低下の見られた方が３５．７％いらっしゃったんですけども、この方につ

きましては、その次の通所型の予防事業とか訪問型の予防事業のご案内をさせていただきま

した。ご希望のある方には、この予防事業に参加していただくという形を取っております。 

 この対象者の把握事業の中で、生活機能の低下があった方の「通所型の介護予防」ですけ

ども、「運動機能の向上の必要な方」と、それから「口腔機能の向上の必要のある方」を対象

として２つの通所型の介護予防の教室を実施させていただきました。 

 運動機能の向上についてのプログラムは、１２回で１クール、１コースになっていて、５

会場でさせていただいてます。実参加者数は９５人で、延べ８８６人という参加で、来てい

ただいた方につきましては前後で運動機能のテストをしてるんですけども、前後を比べてみ

るとやはり、平均値が向上したということで一定の効果がありました。 

 それから口腔機能向上につきましては、歯科医師会さん、それから歯科衛生士会さんにご

協力をいただきまして、紹介させていただいております。５回で１クールで２会場で実施さ

せていただいておりまして、１４人で延べ６２人の方に参加をいただいております。これに

つきましても、「口の渇きとかむせ込みが減った」というようなことで効果を上げております。 

 それから「訪問型の介護予防事業」ですけども、これにつきましては、「栄養改善の必要な

方」とそれから「うつ予防の必要な方」になります。栄養改善の必要な方につきましては、

栄養士が計６回継続して家庭訪問させていただいて、栄養改善のご指導をさせていただいて

おります。この方がお一人ありました。 

 うつ予防支援につきましては、包括支援センターとそれから健康推進のほうにいる保健師

ですね、による電話確認だとか、家庭訪問などによってうつ予防の必要な方についてはご指

導させていただいてる、医療機関にご紹介をさせていただいたりというふうなことをさせて

いただいております。 

 それから（２）の「介護予防の一次予防事業」です。これは、元気な高齢者を対象とした
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事業になります。 

①ですが「お達者講座」ということで、出前講座になります。地域包括支援センターの役

割について３箇所という、介護予防についての内容が多いんですけども、計１６箇所にお邪

魔をさせていただきまして、老人クラブさんであったり、それからサロンであったりという

のが多少は多いんですけども、そういう所に行かせていただいて、お話をさせていただいて

おります。 

 ３ページ目に行きます。それからもう１つ、一次予防事業の中で２６年度の、これ大きな

目玉の１つの事業になるんですけども、「介護予防リーダー養成講座」というのをさせていた

だいております。 

 先ほど「二次予防事業」のところでも運動機能向上のプログラムを実施さしていただいた

というご報告をさせていただきましたけども、どうしても教室に通ってる時は運動習慣が何

とか続いてるんだけども、教室が終わってしまうとそれがやっぱり長続きしなかったり、お

家で１人でやっぱり運動を続けて行くっていうのはなかなかしんどかったりして、続いてい

かないというところがあります。 

 あと、伊賀市の場合、交通の不便なところがありますし、運動をやってる場所までの交通

手段がなかったりということで、やはり、「身近な場所・自分の歩いていけるような場所で運

動を、伊賀で取り組むようなグループがあってほしいな」ということで、「中心になって、そ

ういう教室を立ち上げていただくような方を養成しよう」ということで、介護予防リーダー

の養成講座を２６年度から始めさせていただきました。 

 連続講座、計１３回実施をさせていただきまして、３ページの下のほうに内容については

書かせていただいております。その中では、「実際にグループを立ち上げていただく」という

ことをイメージしていただくために、シュミレーションシートなどを使って「実際に立ち上

げていくためにはどういうことをしていったらいいのか」ということも含めながらの研修に

なっております。 

養成講座終了後につきましては、終了証の発行と介護予防ジャンパーを配布させていただ

きました。それとあと、「にんサポくん」という介護予防の普及啓発を目的としたキャラクタ

ーを作りまして、それが表紙のところにあるこのキャラクター、忍者のマークのキャラクタ

ーを作らせていただいて、それをこのジャンパーにプリントをしたものをお配りさせていた

だいて、これを目印に介護予防に取り組んでいただくグル―プを作っていただくというふう

にさせていただきました。４ページ目の下のほうに集合写真があるんですけど、これは皆さ

ん、ジャンパーを着ていただいた写真ですけども、この中で１０人の方にグループ作りに携

っていただきまして、計６グループが新しくグループとして立ち上がって、各地で運動を中

心としたグル―プに取り組んでいただいております。その他の方でも、実際のサロン活動と

か、サロンが中心になって活動していただいてる方もたくさんおりまして「サロンの中でこ

ういう運動を取り組んで行きたい」ということで、それもそのような形でこの教室で学んだ

ことを活かしていただいてる方もいらっしゃいます。 

 続きまして、５ページ目に行かせていただきます。包括的支援事業の中の（２）の総合相

談支援事業のご説明させていただきます。先ほどもお話させていただきましたように、地域

包括支援センターが東部サテライトと南部サテライトができたということで、総合相談のほ
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うも相談件数もそちらの真ん中ほどに表で上げさせていただきましたように、平成２５年度

が延べ件数で１，０５９件が、平成２６年度は４，９７１件ということでかなり相談件数・

支援件数が増えております。サテライト別がその右に書いてあるんですけども「中部」のほ

うが３，２０８、「東部サテライト」が８８８、「南部」は８７５というような内訳になって

おります。 

 ２５年度までは、「ふくし相談支援センター」というのを、各支所社協さんに委託をさせて

いただいて社会福祉士さんをそこに置いていただいて相談に、身近なところで相談にあたる

という体制を取っておりましたのを、ふくし相談支援センターというのを一応、やめる形に

して、そのかわりに「包括支援センターを東部・南部にも作る」ということで相談体制を立

ち上げたわけなんですけれども、「身近なところでの相談ができなくなって」というようなご

不満があります。その一方で、最近は、相談の内容が大変難しい、一筋縄でいかないような

認知症が絡んでいたり、それから子どもさんの問題であったり、精神障がいがあったりとか、

生活困窮があったりということで、１つのケースの中でいろんな問題が複雑に絡み合ってる

ようなケースが本当に増えてきておりまして、１人の社会福祉士さんで、なかなか問題解決

っていうのが難しいケースというのがどんどん増えてきております。その点、地域包括支援

センターには３職種揃っておりますし、それからすぐに、行政の各部門との連携も取りやす

いっていうことで、そういうケースにあたっていくには、「チームで関わっていく」っていう

ことが大事になってきますので、そういう意味では、支援がスムーズにいってるかなという

ようなこと思っております。 

 それから、６ページ目の（３）です。権利擁護事業なんですけども、①の高齢者虐待の関

連する事業になります。高齢者虐待の通報件数も２５年と２６年度はここにありますように

受理件数は２６件から２５件ということでほとんど変わりないんですけども、今年度は非常

に増えておりまして、もう、今まだ半年ですけども、２５件をとうに超えておりますので、

かなりの勢いで今年度増えています。報道・マスコミ等でその高齢者虐待の報道があったり

すると、その反響等もあって意識が上がってると思うんですけども、通報件数は増えてきて

いるという状況になってます。 

 通報者なんですけども、やはりケアマネージャーさんからの通報が圧倒的に多いです。そ

れからあと、虐待者の内訳ですけども、このような内訳になっております。それから虐待の

種別ですけども、身体的虐待が一番多くて１１件ということになっております。それから、

虐待の通報受理件数が２６年度は２５件ですけども、そのうち「虐待」と認定された件数は

１４件になっております。その通報の受理件数の２５件に対して「高齢者虐待検討委員会」

というのを必ず開催をさせていただきまして、それでその虐待を認定、虐待と認定するかど

うかという検討をさせていただきます。認定されたものにつきましては、虐待が解消するま

で、検討委員会を継続するという形を取りますし、それから、虐待と認定されないケースに

つきましても、やはり「問題がある」ということで虐待検討委員会ではないけども「相談事

案検討会議」ということで、必ず関係者が集って検討会議をするようにしております。 

 ７ページ目をお願いします。②の成年後見制度と日常生活自立支援事業の活用促進です。

やっぱり認知症の方が増えてきておりますので、成年後見の申立てもかなり増えてきており

ますし、それから金銭管理などがやはりできなくって、生活に破綻をきたす方もかなり増え



6 

 

てきておりますので、そのようなサービスの利用に努めております。 

 続きまして、（４）の包括的・継続的ケアマネジメント事業です。これにつきましては、住

み慣れた地域で暮らし続けることができるように、包括的・継続的なケア体制の構築、それ

から、介護支援専門員さんのスキルアップを目的とした研修会等を開催させていただいてお

ります。その下に介護支援専門員さんを対象した研修と事例検討会の開催ということで、表

に「どんなことをしたか」っていうことを上げさせていただいております。研修会が３回、

それから、事例検討会はふた月に１回開催させていただいております。 

 それから、保健・医療・福祉の連携を推進するということで「保健・医療・福祉の連携会

議」というのがあるんですけども。そこから「多職種による事例検討会をしてみよう」とい

うことで、「多職種連携の事例検討会」というのを開催させていただいております。それが９

ページのほうにあります。９月の２９日と１１月１８日と２月２４日ということで、お医者

さん、それから歯科医師さん、それから薬剤師さん、ケアマネージャーさん、それからサー

ビスの事業者さん、包括支援センターというふうな形で専門職が集って、それぞれの役割・

立場で意見を言うことで、それぞれの役割とか専門性とかお互い言い合い理解し合ったり、

それから、事例にどのようにあたったらいいのかというふうな検討を行うというふうな場に

なっております。これにつきましては、参加していただいた方の中からは、「それぞれのその

立場で、役割がよく分かってよかった」とか、これを「この事例検討会をきっかけとして、

いろんなつながりができた」というようなご意見をいただいております。 

 それから、次の３番の指定介護予防事業です。これについては、要支援１・２の認定を受

けた高齢者を対象に、介護支援専門員による介護予防ケアマネジメントを行っておるという

事業になります。地域包括支援センターに介護支援専門員１２名（職員が２名で、嘱託職員

が１０人）いまして、それと主任介護支援専門員４名で中心となって、この介護予防ケアマ

ネジメントを行っております。作成件数につきましては、１０ページの上のほうに上げさせ

ていただいております。介護予防ケアプラン作成数ですけども、２６年度は、各月の累計で

いきますと、年間で８，０７４。２５年度は７，６８４ということでしたので、やはり増え

てきております。 

 それから、１０ページの中ほどのその他事業のところで、認知症サポーター養成講座です。

これは、年間で５回開催をさせていただいてました。地域包括支援センターの職員がいろい

ろな要請に応じて、講師として出かけております。 

 それから、認知症の人と家族の会の支援ということで、「認知症の人と家族の会（伊賀地区）」

というのが毎月交流会を持っておりまして、偶数月は伊賀市、奇数月は名張市ということで

場所を変えてつどい・交流会を持っております。認知症の人とか家族同士がつながりを持つ

ということで、やはり当事者同士でしか分かり合えないことを皆さんで話し合うことで、心

のつかえが取れたり、ストレスが解消できたり、やっぱり涙ありっていうような場になって

おりまして、皆さんそれを心待ちにされてる方もいらっしゃいます。開催は、５月から３月

までということで開催させていただいております。 

 それから１１ページです。認知症予防講演会を２月と３月にさせていただいておりまして、

上野病院の「もの忘れ外来」の森藤先生にお願いさせていただいて、講演会を持たしていた

だきました。たいへん盛況で、たくさんの方に来ていただきました。 
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 それから、同じくその上野病院さんとの連携で、認知症をはじめとした地域での見守りの

会（ひだまりの会）という会を作っていらっしゃる地区をモデル地区にさせていただいて、

そこで認知症の予防教室を実施さしていただきました。１２月から４月、ちょっと今年度に

入ってしまったんですけど、こういう形で実施をさせていただきました。なお、これにつき

ましても自治協さんへご協力をいただいて、たくさんの方にご参加をいただきました。 

 それから、若年性認知症ケア・モデル事業につきましては、これは三重県のモデル事業で

協力をさせていただいて、意見交換会とそれから認知症カフェということで２回させていた

だきました。 

 

② 平成２７年度 事業計画について 

 最後に２７年度の主な取り組みになりますが、１２ページをご覧いただきたいと思います。

認知症予防、認知症の対策事業の中で「新オレンジプラン」が昨年度策定されましたが、そ

の中で「認知症の方への理解を深めるための普及・啓発を推進しなさい」ということがあり

ます。その中で、認知症のサポーター養成講座は大人を対象にしたものをずっと今までやっ

てきたんですけども、これからはやはり大人だけではなく、これから大人になっていく子ど

もを対象に、子どもの頃からそういう理解を深めていくのが大事だということで、学校教育

とも連携してこういう「認知症のサポーターの養成をしなさい」というようなことが国のほ

うから上がってきております。それを受けまして「認知症ジュニアサポーターの養成」とい

うことで、小中学生の子を対象にジュニアサポーターの養成を今年度から開始をさせていた

だいております。 

６月に依那古小学校で実際させていただきました。あと、夏休みはできなかったんですけ

ども、１０月からまた府中の小学校であるとか三田の小学校であるとかということでお声を

いただいておりますので、サポーターの養成講座をしていきたいと思います。実施後のアン

ケートをみると、子どもは素直なやわらかい心でいろいろなことを感じてもらっているよう

です。この時には、認知症のキャラバンメイトさんも実際に、お声がけをさせていただいて、

一緒に学校のほうへ行かせていただいて役割を担っていただくようにしております。 

 それから次の「認知症初期集中支援チームの設置」ですけど、これは後の項のところで取

り出して説明させていただきます。 

 それから次の「包括的・継続的ケアマネジメント」のほうなんですけども。昨年度、先ほ

ど説明さしていただきました「多職種連携の事例検討会」が大変好評でよかった、という声

をいただいておりまして、２６年度についても、２７年度につきましても、これらの充実に

努めていきたいと思っております。実際に今、３回、開催をさせていただきました。 

 それから、最後になります。「介護予防事業」のところで、先ほど介護予防リーダーの養成

講座の、を２６年度から始めたということでご紹介させていただきましたが、２７年度につ

きましても、２６年度の反省を活かしてさらにそのリーダーさんが地区で根づいて、活動し

ていただけるように少し改善も加えながら、このリーダーさんの養成講座に取り組んで行き

たいと思います。以上です。 
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委員長： 

 ありがとうございました。かなりボリュームのある説明だったと思うんですけれど、皆様

のほうからご質問とかがありましたらよろしくお願いします。確認したいこととかありまし

たら、お願いします。 

 

委員： 

 はい。 

 

委員長： 

 はい、お願いします。 

 

委員： 

 民生委員です。６ページですか、虐待の関係なんですけれども。調整課のほうから招集し

て、随時型実施していただいてると思うんですが、これのこと。釈迦に説法かもしれません

けど、会議の進め方がスムーズにできるように皆さんなりましたか。 

 というのは、私とこで以前にあったんですよ。そうしたら事情聴取みたいな、関わりを聞

くだけであって。「会議のやり方すら分かってない」って言うて、もう、何回も言わしてもら

ったんですが。 

 その後、その会、随時型のやり方そのものが皆さんできるようになってるんですか。庁内

でもできないのに、一般の者を呼んできて、あれやこれやと質問だけして「今後、どうして

いく」とかフィードバックもあまりなかったんですよ。それも「その庁内で会議をするって、

そんな全国から集めてくるわけでもないのにそんな時間かかるわけない」と、かなり私、き

つく言わしてもらったんですけども。してくれてるスタッフさん「あまり、会議のやり方を

ご存じないのではないかなあ」と。 

 私は、当初、厚労省から出た時の情報に基づいていろいろ、自分なりに「こういう会議の

やり方するんやなあ」と思ったら全然そうじゃないし。自己紹介して、本人との関わりやと

かそんなことだけ聞いて会議をやられとったわけです。 

 だから、本当にその担当の方が、いろいろご説明されてるけども、本当に真剣にそういう

ことを取り組んでるのかどうかということと、「関係した人には個人情報やから言えない」と

いうことじゃなしに、せめて「解決に向かってる」とか、何がしかフィードバックがあるべ

きやけど、ここには数字は出てきてませんわねえ。だから、このバックヤードの状況は、我々

はちょっと見えないとこがあるんです。 

 これについては、こういう話になると思ってなかったんで準備はしてませんけど、かなり

言いたいことありますので。この見解してほしい。まず、これについては以上です。 

 

委員長： 

 ありがとうございます。じゃあ、今のご意見に関して。これは、高齢者虐待関連の「高齢

者虐待検討委員会の運営方法について」ということでよろしいんでしょうか。それではなく

て、もっと手前のお話でしょうか。 
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委員： 

 それは、仕分けはこちらで、専門家やからやってもらったらいいと思うんですけれども。

我々は直接、「虐待やから」いうことで呼び出されて、「担当やから」いうことでいろいろ聞

かれて。それで後から、数ヶ月してから電話で言うてきたら、こっちの方がよく知ってるこ

とを、何か自分が見てきたようなことで言われるから、「それやったら、まずあなた方が現場

へ来てから、見てから話をしなさい」と。「人からの報告を聞いて、我々に言うのでは遅いで

しょ」というようなことが長くありましたからね。 

 だから、そのへんは、庁内でどことどこが関係するのかそこまでは知りませんけれども、

関係部署のそういうふうなスキルアップをもっとやってもらわんと。今、進んでいるかもし

れませんけれども、当初そういう事態がございました。 

 

委員長： 

 そうすると、今のお話はたぶん「通報」というか、民生委員としてご相談した場合、「虐待

の疑いがあるかもしれないということでご相談した時の対応とかその後のプロセス」である

とか、あるいは「フィードバックのこと」ですよね。 

 

委員： 

 随時型のケア会議ですね。それに地元の民生委員の代表として呼ばれて出席しとったわけ

です。直接その地域の担当ですから、よけいに重量もかかってくるんですけれど。 

 

事務局： 

 ありがとうございます。確かに会議慣れしてないところは確かにあったかも分からないん

ですが。この高齢者虐待検討委員会は、今おっしゃっていただいた「地域ケア会議」とは別

個の会議で「コア会議」といいまして、この虐待が本当にあるのかどうかっていう認定と、

それにつきましてはうちのほうから虐待通報があれば本人さんにお会いする。それから、虐

待している側の方にもお会いする。それから、いろんな情報収集するという中で、これを虐

待と認定するかどうかですね。虐待と認定するのも、高齢者虐待につきましては「養護者に

よる虐待」というのが高齢者虐待にあたりますので、養護者による虐待なのかどうかってい

うことも含めて事実確認をさせていただいて、それにつきましては、虐待と認定されれば「ど

うすれば、その虐待を解消することができるか」ということでの会議になります。 

 今おっしゃっていただいた、「地域ケア会議」とはまた別の会議にはなるんですけれども。

地域ケア会議の運営の仕方等につきましては、また調整課の方とも話をさせていただいて、

また改善をさせていただきたいと思います。 

 

委員： 

 高齢者であれ、障がい者であれ、虐待に違いはないので、そのへんは同じ扱いになってい

くんじゃなかろうかなと思いますのでよろしくお願いします。 

 もう 1点、地域包括の方ですけれども、質問件数が多いということで、質問なり、我々が

当初、問題が発生・見つけたり困った時、民生委員としては「つなぎの役」やと。情報を地
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域包括、あるいはサテライトへつなぐということが我々の任務だと聞かせてもらっているの

ですが、そのつなぐ時に、「相手の高齢者の方の援護者がおるんやったらその人からの申告で

ないと、我々の申告では動けません」とかいうふうなことを言われたわけですけれども。ち

ょっとそういう話は、当初の地域包括ができる時の話と全然違うなあ、と思いまして。たぶ

ん「援護者おるなら、援護者から言うてくれ」と言われて、それに対して「そしたら、そち

らから言うてください」と言ったら「それは、民生委員が言うべきや」というようなことが

返ってくるわけなんですね。だから、それはちょっと。当初の地域包括、大宣伝してやられ

た割には、ただ「情報ください。そういうふうな関係のとことつなぎます」というようなこ

とで、我々はそういうようなことで呼ばれたと思うんですが。「その意思表示を本人なり、家

族からの申告なりがなければ動けません」と言うて包括が言われましたんでね。だから、そ

れはちょっといかがなもんかなあと思う。 

 それやったらそれで、援護者に対して「地域包括とはこういうことですよ」という説明か

ら我々民生委員がしまして、そこから「電話一本をとりあえず入れてくれ」と最終的にはそ

のような事態になりましたんですけれども。それも今の場合は「高齢者の場合」なんですけ

れども、他府県におられて、そこへこちらから連絡して対応させてもらったんですけども。

それも全部、一民生委員が「困ったから、会長さん、どうさせてもらったらよろしいやろ」

といって、1週間に 5日ぐらい「こんなこと言われた、あんなこと言われた」いう話で問答

をやっとったようなことがあるんですけれども。もう少しそのへんは、スムースに親切に、

我々は素人で専門家じゃないんで、分かるように、一応アドバイスをいただけるもんならそ

うしてもらわないと、せっかく作ったサテライト、あるいは包括のこの 3部署は活きていか

ないんとちがうかなあと。ただ、統計の数字やったらどないにもなりますからね。「中身」が

肝心やと思いますんで、よろしくお願いします。 

 

事務局： 

 はい。おっしゃるとおりだと思いますので、また職員のほうにも伝えさせていただいて、

こんなことがないようにさせて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。窓口対応とか連携についてのこう、ご意見だったと思いますの

で。これを踏まえて、今後また改善していければいいかなあというふうに思います。 

 ちょっと、議事が非常にありますので、もし、今の「地域包括支援センターの運営につい

て」のご意見等々がありましたら、また事務局の方に、今後ですね、ご意見をお願いしたい

なと思います。 

 次の議事に移らせていただきます。認知症初期集中支援チームの設置についてということ

で、これは国が平成２７年１月に策定した認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）の

中で、認知症高齢者等にやさしい地域づくりの推進に関する具体的な目標の１つとして施策

に位置づけられているものです。 

 伊賀市は来月から設置するとのことですので、概要についてまた事務局の方から説明をい

ただきたいと思います。 
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（２）認知症初期集中支援チームの設置について 

事務局： 

 失礼いたします、伊賀市包括支援センターの服部と申します。よろしくお願いいたします。

座って失礼いたします。そうしたら資料№２番になります。先ほど大越先生の方からも言っ

ていただいたんですけども、１０月１日から集中支援チームを設置いたしますので、説明を

させていただきます。 

 認知症初期集中支援チームとは、ということで、現在、高齢者の約７人に１人が認知症と

言われており、予備群を入れると今、４人に１人が認知症と予備群であると言われておりま

す。高齢化がどんどん進んできまして、認知症の人はさらに増加し、２０２５年（平成３７

年）には約７００万人になるといわれております。 

 これまでの認知症施策について、早期受診・対応の遅れによる認知症状の悪化や、介護サ

ービスの量や質の両面から不足している。あるいは、認知症の人とその家族を支援する体制

が不十分である、医療・介護従事者の連携が取れた対応ができていないっていうような課題

が指摘されておりました。 

 厚労省のほうで、先ほど先生が挙げられましたけれども「新オレンジプラン」っていうの

が策定をされました。この新オレンジプランには７つの柱が立てられておりまして、この下

にある丸７つなんですけれども、この中でも特にこの②番の「認知症の容態に応じた適時・

適切な医療・介護等の提供」というところで、早期に認知症の鑑別診断が行われ、速やかに

適切な医療・介護等が受けられる初期の対応体制が構築されるようにっていうことで、市町

村を実施機関として設置するように位置づけられております。 

 平成２４年度からモデル事業がされておりまして、２６年度よりは全国で順次実施を行な

っておりまして、３０年度までに全市町村で実施するように義務付けられております。ちな

みに、三重県では、平成２６年に東員町が始められまして、今年度、平成２７年には、伊賀

市を含め９市町が予定しております。 

 次のページです。実際に伊賀市のほうでしていくことなんですけれども、定義としまして

は、複数の専門職が家族の訴えなどにより、認知症が疑われる人や認知症の人及びその家族

を訪問し、アセスメント、家族支援などの初期の支援を包括的、集中的にということで、概

ね６ヶ月を目安に行っていき、自立生活のサポートを行うチームということです。 実施機

関は伊賀市ということで、地域包括支援センターの中部・東部サテライト・南部サテライト

にそれぞれ設置します。始動は１０月１日からということです。 

 この支援対象者なんですけれども、「４０歳以上で在宅で生活しておられる方で、認知症が

疑われる人、あるいは認知症の人で診断されていて以下の基準に該当する人」ということで、

医療とか介護サービスが受けられてない方、または中断している人っていうようなことにな

ってきます。それ以外に医療サービス、介護サービスを受けておられますけれども、行動と

か心理症状が顕著なために、対応に苦慮されてる方っていうのが対象になってきます。 

 チームの構成としましては、専門医１名と医療専門職及び福祉専門職で２名以上で、３名

で構成されます。専門職としましては、地域包括支援センターの保健師が医療職ということ

で福祉専門職の社会福祉士、あるいは介護福祉士とチームを組んで、訪問につきましては、
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保健師と福祉専門職各１名。計２名で必ず実施するということになっております。専門医に

つきましては、他のチーム員をバックアップし、認知症に関して専門的見識から助言等を行

うっていうことで、チーム員会議のほうに参加していただきます。 

 活動内容としましては以下のとおりで、概ね６ヶ月を目安に集中的に訪問などを繰り返し

て、適切な医療・介護につなげていくっていうことがこの目的となっております。 

 次の図なんですけれども「チーム体制図」ということで、簡単な図式化されております。

この中でも、チームとかかりつけ医さんとの連携っていうか、関わりがすごく大事になって

くるかと思います。専門病院ですけれども、こちらのほうは認知症の疾患医療センターとい

うのが伊賀市は基幹型が三重大になっておりまして、地域型がこころの医療センターってい

うことで、この他、伊賀市には上野病院という専門病院がございます。密接に連携を取りな

がら行っていくっていうことで、適切な介護サービスにつながりましたら、介護支援専門員

のほうに引き継ぎを行っていくっていう形になります。 

 別途、資料とは別にお手元のほうにチラシとリーフレットを作成させていただいて置いて

おります。それをまた医療機関なり支所なりそういうところに置いていただいて、周知を図

って行きたいなあとは思っております。以上です。 

 

委員長： 

 ありがとうございました。認知症問題っていうのは、若年性認知症というのも非常に深刻

になっておりますし、たぶん、皆さん他人事ではなくて、私も他人事ではないような問題な

んですけれども。 

 この「支援対象者が４０歳以上である」というところが一つ、とても重要なのかなという

ふうに思いますし、なんといっても「認知症が疑われる人」なので、ご近所でちょっとでも

「ちょっと、怪しいな」とか「この人どうなんだろう」というような段階からこの支援の対

象になっていくということになりますので。例えば「ごみ屋敷」であったり、そういったよ

うな形で表れてくる場合もありますし、一人暮らしの認知症の方も非常に増えてますし、密

かに「認認介護」をされているような方もいらっしゃいますので、この「集中支援チーム」

っていうのが発動するっていうのは意義があるのかなあと思いますけども。 

 今のご説明の中で、ご質問とか、ご意見とかありましたら、どうでしょう。はい、お願い

します。 

 

委員： 

 ちょっと教えてほしいんですけれども。この支援対象者、伊賀市における現状把握いただ

いておれば教えていただきたいのとですね、こうして新しいチームができるということで、

職員体制の充実・強化が図られると思うんですよね。その点について、もう少し具体的に教

えていただきたいと思います。 

 

委員長： 

 事務局、お願いします。 
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事務局： 

 認知症の方ということで、今、伊賀市の高齢化率が３０．２％ということで３０％を超え

てるんですけども、２６年度に介護保険の申請をされた方が６，２１４人いらっしゃいまし

て、その中で認知症の段階というか、その主治医の先生がチェックしていただく、自立度が

あるんですけれども。そちらのほうの「Ⅱ以上の方」っていうのが３，４９５名ということ

で。「Ⅱ以上」っていうのが、生活に何らかの支障があるっていうような状況になるかと思う

んですけども、その方が３，４９５名ということで５６％です。これは、あくまでも介護保

険を申請された方の数になりますので、されてない方がたくさんおられますので、これ以上

の方がいらっしゃるであろうということです。 

 先ほどもどんどんと増えていく「有病率」っていうことで、２０２５年には全国では７０

０万人っていうことなんですけれども、伊賀市が２０２５年にはどうなるかっていうことを

推測すると、６，０００人を超えてくるのではないかっていうようなことで、ますます増え

ていくということが推測されるかと思います。 

 

委員長： 

 その、ますます増えているところで今のご質問だと、マンパワー的な問題もご質問にあっ

たかと思うんですが、現状に、自立度がⅡ以上が５６％で３，０００人近くいる。その中で、

必ずしも認知症の疾患の認証診断を受けてない人っていうのは結構占めてると思うんですけ

ど、今の包括のマンパワー的なご心配、ご意見っていうのはあったかと思うんですがいかが

でしょうか。 

 

事務局： 

 とても不安はあるんですけれども、またそれに対しては対応していっていただきたい。対

応していく必要があるかと思います。 

 

委員長： 

 他に、ご質問いいですか。お願いします。 

 

委員： 

 よろしくお願いいたします。こちらのほうで今、10月 1日から実施いただく内容の中で、

受診を１度受けていただいてる方で、適切な治療やサービスに結び付いてないということで

今、お聞きしたんですけど。その通りでよろしいんですよね。 

 初期集中支援チームの一つの形としまして、「受診につながってない方」ってというところ

でも厚労省の中のオレンジプランの中にも入ってると思うんですよね。「隠れ認知症」と私た

ち言わしていただくんですけれども、そういう方々の拾い出しの中は、まだ、今のところは

お考えいただいてない。まずは、受診を受けていただいた方を中心としてということでね。 

 

事務局： 

 申し訳ありません。私の説明が悪かったかもしれませんけれども、そうではなく、やはり、
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診断されてない「受診ができてない方」っていうのがとても多いかと思われます。だから、

相談をして来てくださる方っていうのが家族の方もあれば、例えば近隣の方で「少し心配が

あるな」っていうようなことであるとか、そういう形でも相談いただけたらなと思っており

ます。 

支援チームであるっていうことを名乗らずに、保健師として高齢者のお宅を訪問していま

すというような形でも関われるかと思いますので、そんな形で関わっていけたらなあという

ふうには思っております。 

 

委員： 

 ありがとうございます。もう１点だけいいですか。これの医師の先生が同行されるという

ケース的なことはどうなんでしょうか。以前、一番最初にこれが出た時には「専門の先生。

精神科、もしくはそれに準じた先生方が同行」ということで、三重の中にはそれほど専門の

先生方が、精神の疾患的な先生っていうのが少ないっていうことで、少しハードルが下がっ

て「サポート医等」っていうことは聞かせていただいてるんですけども、それについては、

どうでしょうか。 

 

事務局： 

 専門医の先生、１名嘱託でお願いすることにはなっているんですけども、現在では「チー

ム員会議」っていうところで定期的に訪問してきたチーム員がいろんなデータを取ってきま

すもので、それをアセスメントして、チーム員会議で先生に入っていただいて検討するって

いうことで、今のところ、専門医が訪問に同行するっていうことはちょっと考えておりませ

ん。 

 

委員： 

 ありがとうございました。 

 

委員長： 

 では、皆さんのお力を借りて、もし、ご近所で「ちょっと疑わしい」と思った時にはご連

絡をしていただければと思います。では、次の事項に進みたいと思うんですけれども、今回

の認知症の初期集中支援チームを設置したことによる効果とか課題っていうことに関しては、

年度の終了後に地域包括支援センターの運営実績とあわせて、またご報告していただきたい

と思います。よろしくお願いいたします。 

  

 

（３）新しい総合事業への対応について 

委員長： 

 では、次の事項、新しい総合事業への対応についてに移りたいと思います。 

 昨年の９月に、伊賀市は平成２８年の１０月に新しい総合事業に移行するということであ

ったかと思いますが、皆さん思い出していただけましたでしょうか。総合事業への移行に向
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けた事務の進め方の説明ということでよろしいでしょうか。 

 では、事務局から説明をお願いしたいと思います。お手元の資料は３になります。 

 

事務局： 

 失礼いたします。介護高齢福祉課の中西と申します。よろしくお願いいたします。座って

失礼いたします。新しい総合事業への対応ということで、昨年９月の部分と少々重なるかも

しれないんですけれども、そもそも２０２５年問題を見据えた国の施策ということで、伊賀

市も２０２５年には高齢化率も３４％に達すると見込まれています。伊賀市のこの総合事業

への対応の考え方としましては、要支援や要介護状態になることをできるだけ予防するとと

もに、高齢者自身の力を活かした自立に向けた支援を行うということで、「介護予防に力を入

れたい」、それから高齢者が住み慣れた地域で、その人らしい生活を継続できる仕組みづくり

を行うということで、「地域包括ケアシステムについても力を入れていきたい」ということで

実施していきたいと考えております。 

 総合事業の概要につきましては、予防給付として全国一律の基準で提供されていたサービ

スが地域支援事業の介護予防・日常生活支援に移行することによって NPO、ボランティアそ

ういった多様な主体によるサービスを充実させることで、要支援者の方に効率的な支援を推

進するということでございます。総合事業はサービス事業と一般介護予防事業の２つから成

り立っているんですけれども、「サービス事業」につきましては、要支援１・２の方、それか

ら基本チェックリストを実施して、それによって事業対象者と判断された方が対象になって

まいります。「一般介護予防」につきましては、すべての高齢者の方が対象となっております。 

 平成２８年の１０月から移行ということで進めてまいりましたが、当初 B、この３ページ

の図の中でいきますと、この訪問型・通所型ともに Bというところに（住民主体による支援）

というのが項目としてあるんですけれども、こちらも２８年の１０月から全面的に移行した

いと考えていたんですが、いろいろ情報を収集していくうちに、２７年度に開始したところ

でも、なかなか住民主体による支援というのがうまくいっていなくて、それに加えて、国の

進めるガイドラインとは全く違ったやり方をする自治体も出てきて、それもまた、認められ

ているということでした。なので、ちょっと当初進めていた計画とは変えて、違った「委託

といった方法も候補に入れて考えるべきではないか」という話になりまして、当初２８年１

０月に移行する内容としましては、訪問型サービスは、「現行の介護予防訪問介護に相当する

サービス」みなしの部分と、短期集中予防サービスの「訪問型サービス C」この２つ。それ

から通所型サービスにつきましては、みなしの「現行の介護予防通所介護に相当するサービ

ス」それと、これらサービスを受けるのに必要な「介護予防のケアマネジメント」この３点

で進めてまいりたいと考えております。 

 この２８年の１０月に向けて検討を要する事項として、４ページ以降に上げてございます。

（１）の現行の介護予防訪問介護、それから介護予防通所介護に相当するサービスですけれ

ども、いわゆる「みなしのサービス」ということで単価、利用者負担、それから利用の限度

額、この１ヶ月の利用者負担が一定の上限額を超えた場合の払い戻しの部分。「そういったも

のをどうするか」ということで検討をしてまいりたいと考えております。あと、保険料を滞

納されてる方につきましても、給付制限等を設けるのか公平性の観点から考えていきたいと
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思っております。 

 （２）番目に、「訪問型サービス C」（短期集中予防サービス）につきましては、３ヶ月か

ら６ヶ月の短期間で、保健・医療の専門職によって提供される支援ということで、現在、包

括支援センターが二次予防事業として実施しております「訪問型介護予防事業」をこの類型

に移行するように想定をしております。これらのサービスを受けるための「ケアマネジメン

ト」ですけども、包括支援センターのほうでアセスメントを行って、その状態等によって評

価するというふうに考えております。地域でのそういったサービスも、できるだけ要支援者

の方に選択していけるようなシステムづくりも同時に進めていく予定でございます。 

 実施主体は包括支援センターとなりますけれども、業務の一部は指定居宅介護支援事業所

に委託することになると考えております。マネジメントの種類としましては、現行の介護予

防、介護予防支援に相当するものとして「ケアマネジメント A」と、ある程度の事務のプロ

セスを省略できる「ケアマネジメント B」、それから利用時の最初のみケアマネジメントを行

う「ケアマネジメント C」の３種類で行うよう国から示めされておりますので、伊賀市もこ

のように類型を定めたいと考えています。これらの単価につきましては、「介護予防支援の報

酬単価以下」というふうに定められておりますので、伊賀市が単価を定めることになります。 

 ２８年１０月以降につきましてもこのサービスの創造といいますか、住民の方にお引き受

けいただけるようなサービスを作っていくというふうな事務は進めていくわけでございます

けれども、今、説明しませんでした「サービス A」に関しましては、国における考え方（緩

和した基準によるサービス）ということで、シルバー人材センター等に委託、もしくは事業

者指定を行うことを考えております。「サービス B」につきましては、国の考え方としまして、

有償・無償のボランティアが主体となって行う支援となっておりますが、実際、この体操や

運動の自主的な通いの場っていうのが、当初の国のガイドラインでは「週に２回から３回実

施できるサロン」というふうになっていたんですけれども、実際に地域に補助を行うことで

「地域内にいくつかそういったところがあれば、それの数が合計で週２回、週３回というの

を満たしているのであれば、それでも構わない」というような事例も出てきておりますので、

できるだけ住民の方がやりやすい補助の仕方や委託の仕方を検討して行きたいと考えており

ます。ですので、国の示しております補助のやり方以外に、人件費なんかも含めた委託とい

う形でできないかということでちょっと考えております。 

 これらを実施するにあたりましては、生活支援コーディネイター、協議体として社会福祉

協議会さんにもいろいろご支援をいただくんですけれども、それ以外でも、自治協単位でこ

ういった生活支援コーディネイターを配置できないか。また、配置した際の人件費をこの事

業で得ることができないかというのも、今後検討していきたいと考えております。  

 （３）その他のサービスとしまして、「訪問型サービス D」あるいは「その他生活支援サー

ビス」として、栄養改善を目的とした配食、あるいは住民ボランティアが行う見守り等もメ

ニューとしてはございますが、栄養改善を目的とした配食は、この総合事業以外にも介護保

険事業の任意事業でも実施しておりますので、そのメニューを増やすことで、よりやりやす

い、介助者も要支援１・２に絞られないような形で進めていく方法がないかを検討していき

たいと考えています。 

 ここまではサービスでございますが、一般介護予防事業もこの総合事業の対象となってお
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ります。一般介護予防事業に関しましては、要支援１・２といった縛りがございませんので、

比較的サロン等をされる方につきましては、使いやすい補助になろうかと思います。ですの

で、伊賀市の進め方としましては、この一般介護予防のサロン等の事業に対する補助、ある

いは委託をもう少し手厚くする方法を考えていきたいというふうに考えております。これは、

平成２８年度から実施していきたいと考えています。 

 あと、介護予防の普及啓発事業、地域介護予防活動支援事業なども、現在は社協さんにお

願いさせていただくものが多いんですけれど、こういったものも地域でしていくことができ

ないか。あるいは、徐々にでも移行していくことができないかということも考えていきたい

と思っております。 

 今回の総合事業の特徴としまして、「リハビリテーションの専門職の力を活かした支援に関

する取り組み」というものを推進していくとなっておりますので、今しております二次予防

の関係を移行する際に、できるだけリハビリテーションの専門職の方にお願いできないかこ

れから調整をしていきたいと考えております。 

 先ほどから出てきます生活支援のコーディネーターですけども、最終的には各地域にお一

人いらっしゃるような形が望ましいと考えておりますので、できるだけそれがおきやすい、

人件費に関しても人選に関しても、やり方を相談しながら考えていきたいと思っております。 

 これらの方針の下に原案を作成していただいて、またこちらの審議会のほうに諮っていき

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

委員長： 

 ご説明ありがとうございました。たぶん、皆さんのお手元にこれは既に届いてらっしゃい

ますよね。この中に、１５ページのところにも、もっと簡潔に書いてはありますが、その詳

細な報告が今の話の中にあったかと思うんですけれども、２０１５年から段階的に実施して、

２０１７年（平成２９年）の４月までに、伊賀市に合った新しい総合事業を確立しますって

いうふうに書かれていますので、「伊賀市に合った」っていうところで、また、一緒に考えて、

あるいは、ご意見をいただきたいなあと思います。 

 今のご説明に関して、ご意見とか、ご質問とかあればお願いしたいと思います。 

私から、１点いいですか。 

地域リハビリテーション活動支援事業っていうところに「リハビリテーション専門職の力

を活かした…」っていうふうに、今のプリントでいいますと９ページなんですけれど、「これ

から調整していきます」っていうお話でしたが、具体的にどのようにお考えになっているの

か。実際、理学療法士を非常勤が担ったり、雇用するような形になるのか教えていただけな

いでしょうか。 

 

事務局： 

 今、考えておりますのは、おっしゃられたような形で「そういう方がお願いできれば」と

は思っているんですが、県からもある程度ご紹介いただけたりするということですので、基

本、そのような形で進めていきたいと考えております。 
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委員長： 

 ありがとうございます。では、どなたかご質問ありますでしょうか。はい、お願いします。 

 

委員： 

 あのリハビリテーションやったら、各施設さんなり事業者さんのほうでそういう方がおっ

てくれるので、「地域貢献」ということでそういう行政指導をして、地域に貢献していただけ

るようにやるというのも、一つの方法じゃないかと思うんですが。いかがですか。 

 

事務局： 

 はい。おっしゃる通りだと思いますので、そちらもお願いしてまいります。 

 

委員長： 

 他に、ご質問、ご意見ありますでしょうか。 

 

委員： 

 いいですか。この高齢化率、いつも僕、気にしてるんですけども。この２９．７％が３４％

になるというのは、これは約１，０００人増えるだけですよね。２０２５年、伊賀市は人数

からいくと。ただ、少子化が進むから高齢化率の計算すると高く見せて、いかにも大変そう

に見えますけども、実際に増える数は１，０００人ちょっとのはずなんですよ。 

 困るのは「それを面倒見る人たちがいない」ということなので、主にリハビリ、先ほどの

理学療法士もそうですけども、「介護する方・看護師の方」を養成するほうが先のように思う

んですけども。「県から派遣される」のを期待されるというのは、各市町が足りないわけです

から、あてにできないんじゃないかなあと思うんですけど。いかがでしょう。 

 

事務局： 

 今もって相談しております限りでは、「月１回ぐらいであれば派遣していただける」という

ことで、現在では確認をさせていただいてるんですが。おっしゃるとおりで、そういう方を

増やしていくっていうが当然必要だと思いますので、取り組んでいかなければならないこと

だとは考えております。 

 

委員： 

 先ほどの「認知症の専門チーム」も、各包括支援センター３箇所に１チームずつできると 

いうんですか。 

 

事務局： 

 はい。そうです。 

 

委員： 

 専門医は１人。 
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事務局： 

 専門医は１人です。 

 

委員： 

 先ほどのね、日本医師会も「認知症サポート医」っていって、先ほどからありましたけど

も、作ってるんですけども、かかりつけ医が、すべてがその認知症に詳しいわけではないの

で。医師会のほうもそういう勉強会を開いて、認知症のサポート医というのを養成しており

ます。ですから、その専門医１人に負担を与えるのはちょっと難しいと思いますので、医師

会の認知症サポート医と連携を取ってもらって、その軽微ケースに対応するていう形を取ら

ないと。どこからみえるんですか、上野病院から見えるんですか、専門医の先生。 

 

事務局： 

 今、上野市立病院さんのほうに週１回来ていただいている、去年までは上野病院の「 

もの忘れ外来」の森藤先生です。 

 

委員： 

 医者ももちろん必要なんですけども、認知症って、今のお薬出しても治る病気でもない。

３種類ほど出ましたけども、すべて軽くはするけど「効かない」んですよね。根治療法じゃ

ないので、結局は、その周辺症状を抑えこむ、介護ばかりのことになるので、実は、医者が

出る幕があまりない病気の一つなので、これはその専門チームがたくさんないと大変だろう

と思うんですけど。増やさないと、ちょっとまずいと思います。 

 

委員長： 

 ありがとうございました。たぶん、すごい潜在ニーズが非常に多いような気がしますので

「蓋を開けてみたら…」というようなことになるんじゃないかなと思いますので、また、検

討していただければと思います。 

 他に、ご質問とかありませんでしょうか。よろしくお願いします。 

 

委員： 

 これは要望といいますか、これ全般的にこの説明をお聞きするとですね、だいぶ事業も増

えてですね、大変だろうと思います。しかしながら、お聞きしていた中ではですね「マンパ

ワーの充実・強化」は難しそうですので、絵に描いた餅にならないようにですね、やっぱり

一歩一歩確実にですね、着実に進めていただくと同時に、先ほど説明ありましたような委託

とかいろんな形も含めてですね、創意工夫していただく、そして、このセクションに携って

いただく職員の皆さん方、大変だろうと思いますけれども、よろしくお願いしたいと同時に

ですね、今後、４月に向けてですね、やっぱり何とか「マンパワーの充実・強化」をですね、

一つ人事当局とですね、折衝をお願いできたらと。私のこれが要望なり、意見でございます。 
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事務局： 

 ありがとうございます。「マンパワーの充実・強化」はぜひ図りたいとは思ってるんですけ

れども、職員定数等もございまして、福祉部の人数も限られている関係上、私たちのほうで

「何とか一人でも」と考えておりますけれども、実るかどうかっていうのはちょっと私のほ

うから今、お答えできない状況でございます。ただ、この期日が決まっておりまして、何と

しても「２８年１０月には開始する」っていうことが決まっておりますので、それには、ち

ょっと逃げ腰になるんですけれども、「全市一円で一度に始める」ということではなく、「で

きるところから順次、開始する」っていうことで２８年１０月となっております。１つでも

早くできるように取り組んでいきたいと考えておりますので、関係の方のご協力をお願いし

たいと思います。ありがとうございます。 

 

委員長： 

 はい。では、ありがとうございました。 

 この方針で関係機関と調整をしていただきまして、今の事務局案で作成をするということ

でよろしいでしょうか。次回の委員会で事務局案を審議することになると思いますので、ま

た、今日、出された意見も含めてなんですが審議することになります。 

 新しい総合事業については、他の市町も対応に苦慮しているというふうに聞いていますの

で「伊賀市に合った総合事業って何だろう」っていうことを、また皆さんと一緒に考えてい

きたいと思いますし、利用しやすい制度とすべく十分に検討して原案を作成してくださいと

いうことです。 

 

（４）その他 

委員長： 

 では、最後になりますが、引き続き、その他としましてせっかく皆さんいらっしゃった 

ので、何かご意見とかありましたら。はい。お願いします。 

 

委員： 

 一般から、参加しております。唐突なんですが、こういう話を聞く度に、こういう会議に

出る度に、委員としてもさることながら、「明日は我が身」という立場を非常に痛切に感じる

んですが、ちょっと長期的な視点に立ってですね、学校をですね、「明日の我々を支えてくれ

る子どもたち」がいる学校。学校にその「明日働きかけて、明後日から効果が出る」という

わけではございませんけども、何年か後の子どもたちが我々の面倒を看てくれるわけですか

ら、小学校ぐらいから、何らかの学校教育者にコンタクトを取っていただいて、長い目で「種」

を蒔いていっていただきたいなあというふうに思います。「明日は我が身」の一人としてよろ

しくお願いします。以上です。 

 

 

委員長： 

 「明日は我が身」としてということで、小学校・中学校・高校じゃないんですが、「若い人
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をどのように巻き込んでいくか」っていうところも施策の中に入っていくかと思いますので、

どうぞよろしくお願いします。 

 では、事務局から何かありますでしょうか。皆さんも、もうよろしいでしょうか。それで

は、これで、平成２７年度の第１回伊賀市高齢者施策運営委員会を終了いたします。ありが

とうございました。 

 

 


