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平成２５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２５年７月３０日（火） １９：００～ 

        場所：ハイトピア ５階 学習室２ 

 

出

席

者 

所属等 名 前 所属等 名 前 

委 員 

泉 美幸 

委 員 

谷中 勉 

門田 進 中井 嘉門 

中夲 美一 角谷 誠之助 

中森 あつ子 中西 美紀 

水谷 敬一  健康福祉部 山下 豊 

村田 省三 

 

介護高齢福祉課 澤田 之伸 

大越 扶貴  
介護事業係 

川口 光博 

菅原 直人 馬場 俊行 

田中 慎二 高齢福祉係 福岡 光善 

中林 豊 地域福祉係 植田 充芳 

福澤 秀太 

地域包括支援センター 

中林 千春 

山﨑 猛夫 市川 光智 

吉藤 寿幸 高橋 明 

 

（司会） 定刻になりましたので、ただいまから、平成２５年度第１回伊賀市高齢者施策運営委員会

を開催します。 

本日の運営委員会でございますが、委員１８人中、本日ご出席いただいております方   

１７人でございますので、会議が成立していますことをご報告申し上げたいと思います。 

また、この委員会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条に基づき会議

の公開を行うことと、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に

録音させていただくことをご了解賜りたいと思います。どうかよろしくお願いしたいと思い

ます。 

     ３月１日に委嘱をさせていただきまして４ヵ月経ちました。大変長い間、開催が遅くなり

ましたことをこの場をお借りしまして、お詫び申し上げたいと思います。 

     まずはじめに、伊賀市健康福祉部長の山下からご挨拶を申し上げますのでよろしくお願い

します。 

 

１． あいさつ 

（部長） 皆さん、こんばんは。暑い中、こうしてお繰り合わせ願いましてありがとうございます。

只今、澤田課長のほうからも挨拶にございましたように、今回は第１回の伊賀市高齢者の施

策運営委員会ということでございます。先ほど委員さん方におかれましては、３月１日で委
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嘱をされたというようなことで、今になったということをお詫び申し上げたいと思います。

そしてまた、この委嘱された委員さん方は任期を３年ということになっておりますので、今

後よろしくお願いしたいと思っております。 

     そしてまた、この委員会でございますけども、高齢者の皆さんが住み慣れた地域で安心し

て生活ができるよう、そしてまた介護が必要になった時でも続けて暮らせる、安心して暮ら

せるよう、そういった伊賀市の施策に対して、皆さん方からのご意見を頂戴したいと考えて

おります。また、この委員会におきましても忌憚の無いご意見等をいただき、それを市政に

反映していきたいと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

     さて、国におきましては皆さんもご承知のとおり「社会保障制度の見直し」というような

ことになっております。その中での議論といたしましては、介護保険制度でございますけど

も要支援１・２の認定の方々を介護保険から外し、市町村単独の事業の取り組みにといった

ような形も検討されておるところでございますけども、そうした現状になりますと、やはり

そのサービスの受け皿等市町村格差が出てきます。そして、またサービスの提供のできない

自治体も出てこようかと思います。それとまた対象者に対しての経済的負担というような部

分もあろうかと思います。またサービスの提供した時の利用料、これを１割負担から、高所

得者に対してと思うのですけども、更にそれを上げるというようなそういった国の検討課題

となっているとお聞きしております。 

     そういった中、今後国の動向等も見据えながら皆さん方のご意見等も頂戴いたしたいと考

えておりますのでよろしくお願いいたしたいと思います。本日は議事となっております伊賀

市の介護保険の現状について、また伊賀市地域包括支援センターのほうからの運営状況、業

務実績また事業計画について、議事となっておりますので、皆様方ひとつ、ご協力のほどよ

ろしくお願いしたいと思います。 

     最初にあたりましてのご挨拶とさせていただきます。今日はご苦労様でございます。 

 

（事務局） ありがとうございます。事項書に基づきまして進めてまいりたいのですが、まず第１回と

いうことでございますので事務局のほうから委員の皆様の紹介をさせていただきます。 

自席で座ったままで結構でございますので、事務局のほうで読み上げさせていただきますの

でよろしくお願いしたいと思います。 

      事項書の裏に、名簿が付いております。 

（全委員の紹介） 

      以上、ご紹介を申し上げました。今後３年間、どうかよろしくお願いいたします。 

 

２．委員長の選任について 

（事務局） 続きまして、事項書の２番でございます。委員長の選任についてでございますが、      

いかが取り計らいいたしましょう。 

 

（委員）  （事務局案との声あり） 
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（事務局） はい。今、事務局からということでお声をいただきましたので、事務局案を提案させてい

ただいてよろしいでしょうか。 

 

（委員） はい。 

 

（事務局） ありがとうございます。それでは、委員長に前回に引き続きまして大越委員にお願いさせ

ていただきたいのですが、いかがでしょうか。 

（満場の拍手あり） 

 

（事務局） ありがとうございました。それでは委員長に大越委員ということで、よろしくお願いをし

たいと思います。 

伊賀市高齢者施策運営委員会条例第６条第１項の規定によりまして、委員長が議長となるこ

ととなっておりますので、これからの議事進行は委員長のほうにお願いをしたいと思います

のでよろしくお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

（議長） 皆さん「初めまして」という方と「ご無沙汰しております」という二方いらっしゃると思

うのですが、三重県立看護大学の大越と申します。地域在宅看護を担当しております。地域在

宅看護は保健師とか訪問看護ステーションのほうのエリアを担当している教員になります。言

いたいことはいっぱいあるのですけども、このへんにしておきます。 

        

３．副委員長の指名について 

（議長） それでは、本委員会の副委員長を伊賀市高齢者施策運営委員会条例第５条２項の規定に基づ

いて、私のほうから指名させていただきたいと思います。 

副委員長に水谷委員よろしくお願いします。 

（満場の拍手あり） 

では、座らせていただきます。 

 

４．議事 

  （１）伊賀市の介護保険の現状について 

（議長） では、議事に入りたいと思います。事項書にありますとおり「伊賀市の介護保険の現状につ

いて」資料の№１と№２について、事務局からのご説明をお願いしたいと思います。 

 

（事務局） 失礼します。介護高齢福祉課介護事業係の川口といいます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。こちらの高齢者施策運営委員会のほうで策定いただきました「伊賀市高齢者介護プラ

ン」というのがあるのですけれども、このプランにつきましては「高齢者福祉計画」と「介

護保険事業計画」２つの計画が１つになったものでございまして、まず私のほうから「介護

保険事業計画」の関係で２４年度の実績を中心にご報告させていただきたいと思います。 

      資料№の１をご覧ください。まず、①としまして「人口の推移」でございますが。年齢ご
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とに人口の増減が書いてあるのですが、平成２４年度末でございますが、６４歳までの方が

年々減少しているという状況でございまして、６５歳以上の方が年々増加しているという状

況でございます。総人口が９万７千１９０人でございまして、総人口に占める６５歳以上の

占める割合が「高齢化率」というのですけども「６５歳～７４歳」それから「７５歳以上」

の人数を足しますと、２万７千４５８人という合計数になりまして、割合で言いますと１２．

８％と１５．５％を足していただきまして、伊賀市の高齢化率としては現在、２８．３％と

なっております。 

      ②番目の「介護認定申請件数の推移」でございますが、申請区分としましては３つあるの

ですが、その下の「申請総数」をご覧ください。２２年度までは年々申請件数が増加してお

りますが、２３年度以降は申請件数が減少しているような結果が出ておりまして、その中で

「更新申請」の件数を見ていただきたいのですが、２２年度までは増加傾向で２３年度以降

は、更新申請の数が減っているかと思います。 

      伊賀市の場合、２２年度まで認定を受けてる方の中で、実際サービスを使われている方の

割合が「サービス利用率」なんですけども、およそ６８％ぐらいでございました。それで、

市としましても「本当にサービスが必要な方に使っていただきたい」ということで、更新申

請をされる方に「あなたは本当に現在、サービスの更新が必要ですか」というような内容も

入れさせていただきました結果、２年間で更新申請が本当に必要な方だけが更新申請をして

いただいたという結果が出ておりまして、更新申請件数が減ったのかなというふうに考えて

おります。それをグラフにしましたのが、その下の図でございます。明らかに真ん中の更新

申請の件数が減っているというような状況でございます。 

      ページをめくっていただきまして③番の「第１号被保険者６５歳以上の方の要介護認定者

数の推移」ということで、真ん中の表を見ていただきたいのですが、平成１９年度からの認

定件数ですが、認定者のある方の件数、６５歳以上の方の数なんですけども、２２年度まで

はずっと増加傾向で、先ほどの申請件数と同じように２３年度で一旦認定件数減りまして、

また２４年度がまた少し増加してきたというような結果がございまして、先ほどのページの

啓発活動も有効になってきたのかというような結果も出てるのですけども、６５歳以上の数

が年々増えているということもありまして、２４年度以降はまた増加していくのではないか

と考えております。 

その下の「要介護度別構成割合の推移」ですけども、平成１９年度の時には、全体の介護

認定の割合ですが、一番多いところで要支援２の方が一番多くの割合を占めているのですけ

ども、直近で平成２４年度になりますと、一番多く占めているのが要介護１という形で、徐々

に介護度の重い方が全体を占めてきているというような状況が出ております。 

      それから、次のページの３ページをご覧ください。④番としまして「介護サービス種類別

利用者数の月平均の推移」ということで、平成２４年度をご覧ください。たくさんのサービ

スの種類書いてございますが、昨年２３年度と比べまして大幅に増えているところだけをピ

ックアップさせていただきますと、まず【その他】というところで「特定施設入居者生活介

護」というのが２３年度以降、少し増えているのですけれども、この特定施設入居者生活介

護なのですが、これは「養護施設」や「サービス付き高齢者向け住宅」などが介護保険の指
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定を受けますとこういった名称に変わるのですが、これが２３年度中に２ヵ所新たに開設し

ましたので２３年度以降は、平均件数が増えたというような結果が出ております。 

それから、【地域密着型】のところで「小規模多機能型居宅介護」、こちらも２４年度で

３１件ということで、ほぼ倍になったのですけども、こちらも平成２４年の４月に１ヵ所新

設されましたもので、大幅に利用件数が増えております。それから大きく増えているところ

としましては、施設系ですと「介護老人福祉施設」、特別養護老人ホームのことなのですけ

ども、これが６２５件ということで増えておりまして、この主な原因としましては平成２３

年度に整備いたしました新規施設８０床と、２３年度中に増床しました２施設で７０床増床

しております。その関係で増えているというような結果が出ております。 

      あと【特定入所者介護サービス費】でございますが、これは何かといいますと、伊賀市の

方で、施設に入られてる方もしくは短期入所（ショートステイ）を使われている方で「負担

限度額認定証」というのを発行してるのですけども、所得に応じて「食費」と「居住費」（滞

在費）というのを減額してるわけなんですが、標準額から比べて施設側としましては減額し

ていますので、その不足分については市のほうから負担しているわけでございます。その不

足分を負担している方の件数でございます。それが【特定入所者介護サービス費】という名

称で呼ばれております。これが大幅に増えております。 

      続きまして、次のページに行きますと⑤番、それから次のページが⑥番。 

⑤の方が、「在宅系のサービスの給付額の推移」ということで、利用者本人さんは１割負

担をいただいているのですけども、その残りの９割分でございます。その給付額の推移とい

うことで数字を並べさせていただきました。一覧でずっと並べてあるんですが、ほとんど増

加の傾向にあるんですが、在宅系のサービスとしましては年間で合計しますと、４７億１千

万ほど１年間に給付費が掛かっております。 

      それから、その隣のページの⑥が「施設系の給付額の推移」ということで、平成２４年度

１年間で合計しますと、３２億２千８６２万８８１５円というような結果が出ておりまして

「事業計画」で立てました数値と比べると、若干低い数値で収まったというような結果が出

ております。ただ、その下の先ほど言いました「特定入所者介護サービス費」の方が、計画

より少し高いというような状況でございます。 

      続きまして、６ページのところですが「第５期の介護保険事業計画における施設等整備計

画」ということで、第５期整備計画、平成２４年からの３年間、概ね計画通り進んでおりま

して、まず２４年度整備としまして【介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）】ですけど

も、１施設８０床２４年度中に整備が終わっております。その下の※印の１番ですが、下の

ほうに解説が書いてありますが、特別養護老人ホームいがの里でショートステイ１０床を特

別養護老人ホーム１０床に転換ということで県で認められましたもので、ショートステイの

分を特養施設に転換になっております。それから２４年度としまして※印の２番ですけども

【特定施設入居者生活介護の混合型】これが、本来でしたら２１年度整備だったのですけど

も、震災等の関係で材料が入ってこないなど、多々事情がございまして、建設が遅れた結果

なんですけども、２４年度整備も少し遅れましたが、２５年７月開設ということで１施設７

０床が開設いたしました。それから２５年度は整備計画はございません。そして２６年度の
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計画といたしまして、あと※印の３番ですけども、１番目のところにマイナスの１０と一番

下のところにプラス１０というのがありますが、これが下のほうでも解説がありますように、

特別養護老人ホームの彩四季、特別養護老人ホームの１０床を地域密着型特別養護老人ホー

ムに転換、２９床以下のものを地域密着型と呼びますもので、１０床だけ地域密着型へ同じ

施設内で、広域型と地域密着型ができることとなります。ベッド数はプラスマイナス０でご

ざいますが、地域密着型特別養護老人ホームが１０床増えるというような形になります。そ

れからあと【認知症対応型共同生活介護（グループホーム）】でございますが、これを２６

年度中に整備予定でございまして、１ユニット９人（９床）、これをまた今年度中に地域密

着型サービス運営委員会を開かせていただいて、どのような場所に建設するかというのをま

た話し合っていただく予定でございます。 

最後に、「日常生活圏域別」、介護保険事業計画の中では伊賀市内を９圏域に分けている

んですけど、そのなかの【人口】と【６５歳以上の人口】それから【高齢化率】を出してあ

ります。 高齢化率でいいますと、一番低いところで「上野東南部」が２１．５％というよ

うな結果が出ているのですけども、高いところでは「島ヶ原」の４０．４％というような高

齢化率が出ております。そのまま下へいきますと生活圏域ごとではサービスの事業所がどれ

だけあるかというのを調べてみたのですけども、ご覧のとおりでございまして、今後グルー

プホームを１ヵ所建てるにあたりまして、この表も参考にしながら委員会等で話し合ってい

ただけたらと思っております。以上でございます。 

 

（議長） ありがとうございました。続けてご報告をお願いいたします。 

 

（事務局） 高齢福祉係の福岡と申します。よろしくお願いいたします。 

      それでは、資料の２のほうになります。今、介護事業係のほうから【人口】、【高齢化率の

推移】とそれから【認定者数の推移】ということでご説明がありましたので、ここの部分は割

愛をさせていただきます。 

     一番後ろのページ、２枚あるのですけども、４ページ目と５ページ、６ページ、７ページと

ございます。これ先ほど申しました伊賀市の「高齢者輝きプラン」の中の２３年・２４年度の

実績になってございます。それぞれ計画通りに進んでるということで、ご報告をさせていただ

きます。 

     その中で、皆様にご報告させていただく４ページ目の「移送サービス」のところなのですけ

ども、移送サービスにつきまして、資料の２ページ目・３ページ目というところで見ていただ

きまして、伊賀市におきましては、これまで「市の移送サービス事業」を展開してきておりま

して、その運用は社会福祉法人伊賀市社会福祉協議会に委託をしてまいりました。しかしなが

ら近年、福祉有償運送事業者等民間送迎サービス事業者が増加してきている中で「民間事業者

様で行っていただける事業は民間事業者に委ね、市及び社会福祉協議会についてはその支援を

行っていくこと」として、平成２５年４月から「新しい送迎サービス」として実施をいたして

おります。社会福祉協議会については、有償事業者からの役割から送迎に係る総合相談窓口と

して、また民間事業者で送迎することが困難な場合、必要最低限の送迎サービスを行うセーフ
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ティネットの役割に移行をさせていただくことになったところでございます。別紙の図のとお

り、今年度の構築を目指しております。 

     以上のことから「移送サービス事業」につきましては平成２６年３月に廃止をいたしまして、

今年度は福祉有償運送事業への移行期間とさせていただいております。移送サービスについて

は以上でございます。 

それからもう１つ「養護老人ホーム恒風寮の現状」ということで、伊賀市養護老人ホーム恒

風寮は、昭和２５年７月に旧上野市が生活保護法による「養老院」として３０名の定員で、緑

ヶ丘に開設をいたしまして、その後、昭和３０年に一部増築により定員を５０名といたしまし

た。 

（委員）  （資料が無いとの声） 

 

（事務局） 申し訳ないです。資料的には何も無いのですが、先ほどの４ページの「養護老人ホーム入所

措置者数」のところの恒風寮の現状というところのご説明になります。 

その経営につきましても、昭和５９年５月１日から委託業務として、平成１８年からは指定管

理者として社会福祉法人福寿会に委託をしてまいりました。この官設民営の中で築後約４０年

が経過いたしまして、老朽化による多くの修繕、改修工事が必要となり、行財政改革大綱の後

期実施計画におきまして指定管理者と協議のうえ、民営化を進めてまいりました。専門性の高

い社会福祉法人による入所者への充実したサービスの提供と施設の効率的な運営を確保する

ということが効果として期待されるところであり、既に民営化している偕楽荘と同種の老人福

祉施設であり、同法人のこれまでの堅実な運営実績や入所者との信頼関係などから市民サービ

スの維持についても期待ができまして、事業効率がよくコスト的にも軽減が期待できるため、

７月１日にその準備が整いまして完全民営化という運びになりました。今後も、伊賀市として

健全な施設運営のため引き続き支援、協力をさせていただきます。 

以上、高齢福祉係としてはこの２点のご報告をさせていただきます。あとの実績等について

は、数値のほうを見ていただいてということで、ご報告になります。ありがとうございます。 

 

（議長） ありがとうございました。今、資料№１と№２につきまして、ご報告していただいたところ

ですけども、なかなかすぐに質問というのは難しいかもしれないのですが、ただいまの説明に

関してご意見とかご質問とかありますでしょうか。 

 

（委員） たまたまなのですけども、私のほうが担当している中で、伊賀市のサービスで問題がありま

す「伊賀市老人短期入所事業」というのがありまして、それを使わせてもらったのですが、そ

れが３年ぶりに使われましたというふうなことで言われておりまして、今まで資料すらなかな

か無い中で、引っ張り出してきて「こういう事業だよ」っていうことでご説明があったのです

けれども、他に色んなこう事業があるかと思うのですけども、なかなか利用されていないとこ

ろも多いんじゃないかというのが実際のところでございます。 

他にもあります、例えば軽度生活援助事業のほうとか、他のサービスのほうとかももっと活用

できるようなアピールと啓蒙の方法とかしていくほうがいいのではないかなと。 
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   介護保険だけでは、なかなか制度全般というのが解りませんので、そういった折角ある事業な

ので、もっと啓蒙して行って欲しい。 

 

（事務局）はい、分かりました。 

 

（議長） ありがとうございました。既存の事業について、周知ができていない部分とか利用率のことと

かご意見をいただいたのですが、その辺のところの周知とかアピールのこととかよろしくお願い

しますということでした。 

 

（事務局）今年６月に議会のほうでも議員のほうから、この辺の質問をいただきました。やはり、私ども

も先ほど出ました軽度生活援助のほうでも、利用率が低いということで周知をしているつもり

だったのですが、やはり民生委員が特に気が付いていただいて、申請を促していただいている

という状況なのですが、その辺が行き届かない点が多々あったように思います。 

     この議会のほうでもそのような質問をいただいてございますし、今日も委員のほうからいた

だきましたので、周知方法等また検討して、お知らせしていきたいと思っていますのでよろし

くお願いしたいと思います。 

 

（議長） よろしくお願いします。他にご質問とかご意見ありますでしょうか。 

 

（副議長） 資料１の人口は、①のところだと平成２４年度「６５歳以上」、「７５歳以上」と増えて

きていますよね。③のこの要支援１と２というのは減ってきてますよね。これは人口増えて、

要支援１・２が減るというのは何か理由がありますか。 

 

（事務局） はい。 

 

（副議長） 支援を認めないということはないのか。 

 

（事務局） ２ページ目の年度別のところの支援が減っている部分ですね。 

 

（副議長） ええ、要支援１・２は人口からすれば増えてこないとおかしい。 

 

（事務局） はい。先ほど説明させていただきました。更新申請の時に介護サービスを利用をしていな

い方がいるのではないか。いわゆる「お守り代わり」に申請をしておられる方がいるのでは

ないかということで、平成２３年から「申請は必要になった時からで大丈夫ですよ」という

ような文書でお知らせをさせていただきました。その結果、更新申請を「今、申請をしなく

てもいいだろう」という人が一旦控えてくれたというような形で少なくなってきているとい

うことだと思います。 
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（副議長） 適正な数になっているのか。 

 

（事務局） はい、近づきつつあると思います。県下平均で、サービス利用率が８０％くらいなのです。

介護認定者のうちおよそ８０％がサービスを利用しているということです。 

      伊賀市の場合は、利用率が先程説明していましたが、６８％ぐらいだったものが段々増え

てきまして、今７５％ぐらいに増えてきました。この５月末で７７．２％に上がってきまし

たので、県下平均に近づきつつあるのだということで、効果が出てきたと思うのです。 

名張市は、更新の案内はしておりません。そうすると申請をしてこないのだということは

あるのですけども、伊賀市としてはそこまで踏み切ることができませんでしたので「必要で

すか、必要かどうですか」というのを出させていただいています。それによって効果が上が

っているということですので、その関係で減っているということです。これが一旦収まりま

すと、また高齢化率の上昇とともに数字のほうが上がってくるのだろうと思っております。

もう少し８０％の平均に近づくところまでは、なだらかにこの数字が続いていくのかなと思

うのですけど、一定ラインを超えるとこれが、高齢者の増加とともにまた増えると思ってい

ます。 

 

（副議長） もう１つ、この④の介護サービス色々ありますけど、この種類は伊賀市直営では何％ある

のですか。委託ですか。 

 

（事務局） 全てこれは民間の事業の社会福祉法人であるとか、ＮＰＯであったりします。 

 

（副議長） 伊賀市直営のものはどれなのでしょうか。 

 

（事務局） ここには、ございません。 

 

（副議長） 施設もか。 

 

（事務局） 施設も介護保険事業所は、ございません。 

 

（副議長） 先程説明のあった、恒風寮とかあるのでは。 

 

（事務局） 養護老人ホームは介護保険施設ではありません。   

【解説】養護老人ホームとは、老人福祉法に基づく老人福祉施設のひとつであり、常時 

介護の必要はないが、心身および経済的な理由などから居宅における生活が困難

な 65歳以上の高齢者を養護するための施設。 

 

（副議長） それは、伊賀市ですか。 

 

http://kotobank.jp/word/%E8%80%81%E4%BA%BA%E7%A6%8F%E7%A5%89%E6%B3%95?dic=daijisen
http://kotobank.jp/word/%E8%80%81%E4%BA%BA%E7%A6%8F%E7%A5%89%E6%96%BD%E8%A8%AD?dic=daijisen
http://kotobank.jp/word/%E5%B8%B8%E6%99%82
http://kotobank.jp/word/%E4%BB%8B%E8%AD%B7
http://kotobank.jp/word/%E5%BF%85%E8%A6%81
http://kotobank.jp/word/%E5%BF%83%E8%BA%AB
http://kotobank.jp/word/%E7%90%86%E7%94%B1
http://kotobank.jp/word/%E5%B1%85%E5%AE%85
http://kotobank.jp/word/%E7%94%9F%E6%B4%BB
http://kotobank.jp/word/%E4%BB%A5%E4%B8%8A
http://kotobank.jp/word/%E6%96%BD%E8%A8%AD
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（事務局） そうです。今まで伊賀市です。 

 

（副議長） その辺の区別がね、僕ら分からんのよ。 

 

（事務局） すいません申し訳ない。分かりにくいです。特別養護老人ホームは、介護保険法に基づく

介護老人福祉施設で、養護老人ホームは老人福祉法に基づく施設ですので、措置施設という

ことになっています。 

       【解説】特別養護老人ホームとは、常時介護を心要とするが、居宅でこれを受けること

の困難な 65 歳以上の高齢者を養護するための施設。入所者の意思を尊重しなが

ら日常生活の世話や機能訓練などのサービスを提供する。老人福祉法に基づく老

人福祉施設のひとつであり、介護保険法においては、介護保険施設のうちの指定

介護老人福祉施設にあたり、利用者は施設と契約してサービスを受ける。ただし、

虐待などやむを得ない理由で介護保険法の規定による入所が困難な場合は、市区

町村が限定的に入所措置を行う。 

 

（議長）  よろしいでしょうか。高齢化率が進んでいるのに、要支援１・２が低くなったのは何故か

という質問だったと思うのですけど、今のところ適正ということで。 

 

（副議長） 地域包括支援センターの仕事が増えるから、減らしているのじゃないかという穿った考え

方もできる。 

 

（委員）  今も利用率を適正化するという意味は分かります。余分な費用をかけないという意味であ

ろうと思うのですよ。何かそういう意識を持っている人たちが、まず受けているというよう

なことをやられているような話も聞いたことがあります。 

      ただ私、いろんな所で介護だとか一人暮らしの方とお付き合いしていると、知らなすぎる

んですよね。ですから、これを受ければ、少なくとも自分はどのレベルにあるとか、それか

ら介護を受けるだけでどんなことがあるのだとかいうことを知らせる活動でもあるわけであ

ろうと思うわけですよ。ですから、そのかかる費用をどのくらいみるのか分かりませんが、

できることであれば、「かえって皆さん、１度受けてよ」とかいうぐらいのことをやっても

いいのではなかろうかと思うのですが。 

 

（副議長） これ逆もあるのですよ。民生委員とかケアマネジャーが手続き、時間が掛かるから、もう

継続しときなさいと。 

 

（議長）  制度を知らない人もいるっていうところに関しては、この会議の中でやはり、その周知を

図る。先ほどの事業と同じで周知を図るということを、どんなふうにしたら周知ができるの

かというのを今後検討していく必要があるのかと思います。 

     すごく重要なことだと思います。 

http://kotobank.jp/word/%E5%B1%85%E5%AE%85
http://kotobank.jp/word/%E5%9B%B0%E9%9B%A3
http://kotobank.jp/word/%E6%84%8F%E6%80%9D
http://kotobank.jp/word/%E5%B0%8A%E9%87%8D
http://kotobank.jp/word/%E6%97%A5%E5%B8%B8
http://kotobank.jp/word/%E6%97%A5%E5%B8%B8
http://kotobank.jp/word/%E4%B8%96%E8%A9%B1
http://kotobank.jp/word/%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9
http://kotobank.jp/word/%E8%80%81%E4%BA%BA%E7%A6%8F%E7%A5%89%E6%B3%95?dic=daijisen
http://kotobank.jp/word/%E8%80%81%E4%BA%BA%E7%A6%8F%E7%A5%89%E6%96%BD%E8%A8%AD?dic=daijisen
http://kotobank.jp/word/%E8%80%81%E4%BA%BA%E7%A6%8F%E7%A5%89%E6%96%BD%E8%A8%AD?dic=daijisen
http://kotobank.jp/word/%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%B3%95?dic=daijisen
http://kotobank.jp/word/%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%96%BD%E8%A8%AD?dic=daijisen
http://kotobank.jp/word/%E6%8C%87%E5%AE%9A%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E8%80%81%E4%BA%BA%E7%A6%8F%E7%A5%89%E6%96%BD%E8%A8%AD?dic=daijisen
http://kotobank.jp/word/%E6%8C%87%E5%AE%9A%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E8%80%81%E4%BA%BA%E7%A6%8F%E7%A5%89%E6%96%BD%E8%A8%AD?dic=daijisen
http://kotobank.jp/word/%E8%99%90%E5%BE%85
http://kotobank.jp/word/%E7%90%86%E7%94%B1
http://kotobank.jp/word/%E8%A6%8F%E5%AE%9A
http://kotobank.jp/word/%E5%A0%B4%E5%90%88
http://kotobank.jp/word/%E5%B8%82%E5%8C%BA
http://kotobank.jp/word/%E5%B8%82%E5%8C%BA
http://kotobank.jp/word/%E7%94%BA%E6%9D%91
http://kotobank.jp/word/%E9%99%90%E5%AE%9A
http://kotobank.jp/word/%E6%8E%AA%E7%BD%AE


11 

 

 

（事務局） はい、ありがとうございます。 

 

（委員）  ちょっとお尋ねをするのですけども、この要介護の数値の減少ということで、これを見ま

して、逆に見直しとか不服申し立てというふうな件数というのは、どういうふうになってい

るのでしょう。ご相談いただいたケースもあって、私たちご本人さんと関わらせて、ご家族

と関わらせていただくケースで、やっぱり見直し等かけていただかないとというようなお声

も結構聞かせていただいておりまして、現状減ってはいるのですけども、その減るのがやっ

ぱり厳しくなってきた。介護認定の人数が増えて来たために、ある程度見直しをしないとい

けないと、少し減らさないとというようなところで厳しく見直されたというケースもお伺い

をさせていただくというのが現状に。これは伊賀市だけでなく全体的に三重県内でもお伺い

をさせていただくお声なので、見直しと不服申し立ての件数等の比率というのも聞かせてい

ただければと思います。 

       

（事務局） 不服申し立て（申請）につきましては、今のところ１件もございません。４月から直接県

庁へ、今まで四十九のほうの伊賀庁舎のほうで受付をしてたんですが、４月にその会議がご

ざいまして、その中でも名張市含めて伊賀地域では不服申し立ては無いということでござい

ました。 

      お問い合わせをどういうふうにしたらいいのだろうというような、お問い合わせはありま

すけども、その不服申し立ての申請というか、そういうのは無い状態です。 

      それからやはり、一度出ました介護認定結果について納得ができないということで区分変

更の申請ということで、１ページのほうに先程説明させていただきましたが、申請総数だけ

だったので、この１つ上の段に区分変更申請というのがございます。２番の「認定申請件数

の推移」の中で２４年度が４８４件の変更申請をいただいており、申請総数は６千１２１件

です。変更申請は増えているのですけども、だいたいそのぐらいでございます。 

 

（委員） はい、ありがとうございます。 

 

（議長） 他にご質問とかご意見ございませんでしょ 

うか。 

 

（委員） 今の区分変更のとこですけども、実際に介護度の容態というか容態が変わられて変更された

部分とその出た結果に対して本人ならびに家族が、何かしらの申し立ては無いということです

けども、実際満足していない。あるいは満足した。言い方は違うのでしょうけども、内容的に

はそういう形で、ここの変更申請には実際そういう形で変更申請は大きく分けて「納得できな

い」というのと、実際に２年間とか１年間という猶予の間で実際の病態が変わったという形で

のその辺のアバウトで構いませんので、どの程度の比率があるのでしょうか。 
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（議長） 区分変更が状態変化によるものなのか、介護度が悪化したことによる区分変更なのか、改善

で変更する方はいらっしゃらないと思いますけど、悪化による変更なのか、今の状態で判定結果

には納得できなくて区分変更したのか２種類あるのじゃないかというご意見だったと思うので

す。 

 

（事務局） 今、確認しましたけども、毎年その認定結果に納得がいかないということで、変更申請され

るのは１０件程度というふうに伺っております。やはり状態が変わったことによる区分変更申請

がほとんどだと思っています。 

 

（委員） ありがとうございました。 

 

（議長） 状態変化によるものが、およそ４７０件、残り１０件が納得のできないという形での変更申

請となるかと思います。他にご意見、ご質問ございますでしょうか。 

 

（委員） 資料１の６ページのところなんですが、平成２６年度に特別養護老人ホーム彩四季さんが特

養１０床を地域密着型特養１０床に転換とあるのですが、これって何か狙いがあるのでしょう

か。 

 

（事務局） 地域密着型になりますもので、伊賀市の方しか利用できないということで、特別養護老人ホ

ームでしたら広域型なので、伊賀市以外の方でも利用できるということになります、これが地

域密着型特別養護老人ホームでは伊賀市の方が、住み慣れた地域で支援していけるように地域

密着型に転換していただけるということです。 

 

（議長） 伊賀市に貢献するっていうことで。 

 

（事務局） はい。そうです。 

 

（議長） 他にご質問、ご意見ありますでしょうか。では、無ければ次の事項に移りたいと思いますが

よろしいですか。 

 

（２）伊賀市地域包括支援センターの運営について 

 

（議長） では、次の事項に移りたいと思います。伊賀市地域包括支援センターの運営について「平成

２４年度の実績」と「平成２５年度の計画の説明」を事務局からお願いしたいと思います。 

 

（事務局） 資料№３をご覧ください。地域包括支援センターの中林と申します、よろしくお願いします。 

 

①平成２４年度業務実績について 
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（事務局） それでは「平成２４年度伊賀市地域包括支援センター業務実績」からご報告いたします。ま

ず１ページの【介護予防支援】ですけれども、これは地域包括支援センターが指定介護予防支

援事業所として管理しております、要支援１・要支援２の利用者の給付件数でございます。①

の表「実働数」とありますのは、その欄外にもお示ししてありますけれども、給付管理数に加

えて給付管理はしていないけども何らかの関わりをもち支援している件数。例えば「相談のみ」

「住宅改修のみ」「福祉用具の購入のみ」などというものを加えた数字となっております。 

      先ほど介護高齢福祉課のほうから「要支援１・要支援２の認定者は減っている」ということ

でご報告がありましたが、支援のほうにつきましては実働数、給付管理件数とも２３年度に比

べまして増加しております。実働数におきましては、４６０件の増となっております。この件

数は今後もまだまだ増加していくと予想されております。 

週に４日来ていただいてます嘱託職員９名と保健師など常勤職員６名の合計１５名で業務に

あたっておりますけれども、１月１人あたり４６件の支援をしているという計算になっており

ます。当センターでは全国的、また三重県の平均を見てもかなり上回った数になっております。

この介護予防ケアプランの日々の業務に時間を取られまして、保健師とか主任ケアマネジャー

の本来の期待される役割が十分に機能できない状況になっております。 

②の民間の事業所への委託件数については２３年度と比べまして６５件増えてい     

ますが、まだまだ全体の１割にも満たない委託件数です。要介護認定者と要支援認定者ではそ

の業務負担感に大きな差は無いのですけれども、むしろ介護予防目標の気づきのためのアセス

メントなどによって要介護認定者より時間や手間がかかる場合もありますけれども、手間を取

られる割に単価が低いこともあって、なかなか委託が進まない現状にあります。 

２ページをご覧ください。【介護予防支援に関する相談件数】ですが、５，４１７件と２３

年度と対比しまして５０６件の減少となりました。これは、ふくし相談支援センター等が充実

してきたためと考えられます。 

次に３ページの【総合相談・ケアマネ支援状況】ですが、相談実件数が３０５件。２３年度

と比較して１４８件減少していますが、延件数が８０３件となっており、１６０件増えており

ます。また、相談内容は「経済問題」や「ケアマネ支援」が顕著な伸びを示しております。連

絡先につきましては「権利擁護センター」が５倍の伸びとなっております。これらのことから、

相談内容が複雑化し、困難ケースが増えていることが窺えます。 

 

②平成２５年度事業計画について 

 

（事務局） 続きまして「平成２５年度伊賀市地域包括支援センター事業計画」を説明させていただきま

す。４ページをご覧ください。【組織の使命】としまして、「高齢者の人権を守り、高齢者が

尊厳をもって安心して住み慣れた地域で自立した生活ができるように、支援を行う地域包括ケ

アを実現する」となっております。Ⅱ番の【共通目標】、Ⅲ番の【共通計画】におきましては

ご覧のとおりですが、高齢者の地域包括ケアを実現するため「相談・連携の強化」を主軸にし

ております。 
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      続きまして、５ページ以降【各事業別目標】をご説明いたします。２４年度の実績と２５年

度の計画も掲載をしておりますが、時間の都合上のちほどご覧になっていただきたいと思いま

す。まず【介護予防ケアマネジメント事業】でございますが、二次予防事業に参加する高齢者

に適切な介護予防ケアマネジメントを提供し、要支援・要介護状態にならないように支援をし

ます。「指定介護予防支援事業」では、当センターが指定介護予防支援事業所であり、要支援

高齢者の個別の状況に応じた適切な介護予防支援を提供し、利用者の地域での自立した生活が

継続するよう支援をします。これらの事業において利用者への適切な介護予防支援を提供する

ために、ケアマネジメントや介護予防支援に共通する必要な知識と技術を身に付けることがで

きるよう、職員を対象とした研修を引き続き開催し、資質の向上を目指します。 

      次に６ページの【総合相談支援事業、権利擁護事業】でございます。ワンストップサービス

を心がけ、社会福祉士、保健師、主任介護支援専門員の３職種が配属されていることや、行政

直営の利点を活かし、適時適切に対応をしております。また、委託しているふくし相談支援セ

ンターなどが一次総合相談窓口として機能を発揮できるよう、後方支援を行っております。消

費者トラブルや高齢者虐待など住民を権利侵害から守るべく、各関係機関と連携を図り対応を

しております。本日、只今も虐待のことで保健師に動いてもらっております。 

      今年度は第２次地域福祉計画にあります「ふくし総合相談支援センター」の設置に向けまし

て事例検討会を行い、担当者の資質の向上、障がい者や子ども分野とのスムーズな連携を目指

します。保健・医療・福祉分野の連携を図り「地域包括ケアシステム」の構築を推進します。

このことについては今年度、毎月「保健・医療・福祉連携検討会」を開催しております。また、

認知症高齢者がますます増えることが予想されることから、介護高齢福祉課と協力しまして、

引き続き認知症の正しい知識と地域の理解を広げる取り組みをしていきます。 

高齢者の虐待防止に関しまして、市民に対する正しい知識の普及啓発を実施するとともに関

係機関と連携し、迅速に対応し高齢者及び養護者の支援に努め、虐待の再発防止を図ります。 

７ページの【包括的・継続的ケアマネジメント支援事業】でございますが、包括的・継続的

ケアマネジメントの担い手である介護支援専門員の活動を支援し、高齢者が自立して暮らし続

ける地域づくりを目指す事業でございます。介護支援専門員が抱える様々な悩みや問題に対応

し、不安や負担を解消するための支援ということで相談対応の窓口を充実、事例検討会の開催。

また、介護高齢福祉課が行うケアプランチェック事業に協力し、介護支援専門員の資質向上を

支援して行きたいと考えております。 

８ページの【介護予防二次予防事業高齢者施策事業】でございます。例年通り生活機能チ

ェック２５項目の簡単なチェック表を支援・介護を受けてない高齢者にお送りしまして回答書

をいただくんですけれども、その「お達者チェック」で対象者を把握し、二次予防事業対象高

齢者に対し運動機器機能教室や口腔機能教室、栄養指導を実施し、要支援・要介護状態になら

ないように予防事業を行ってまいります。今は二次予防事業で手一杯ですが、マンパワーが整

えば一次予防に力を入れていきたいと考えております。 

以上、端折って説明をさせていただきましたが、包括支援センターが設置された当時に比

べまして高齢者人口が増え、介護保険サービス利用者も随分増加しております。また、相談

内容も高齢者本人のみならず、家族全体を支援する必要があるなど複雑になってきておりま
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す。また、地域での包括ケア体制の構築、虐待対応のため２４時間体制の通報窓口設置など

センターに求められているものが増大しており、現状を鑑みますに、今の職員数、また１つ

のセンターだけでは限界がきているように感じております。 

以上です。 

 

（議長） はい、ご報告ありがとうございました。地域包括支援センターは１ヵ所であって、網羅的な

仕事をしているというところで、これは伊賀市に限らず、全国的に地域包括支援センターが、

やや燃え尽き状態にあるところが一緒かなと思うのですけれど。 

     今おっしゃってくださったように、その十分に機能できてない。「マンパワー的にもその数

的にも、というところで十分に機能してないというようなご意見があったかと思うのですが、

そのへんに関して具体的に例えば、高齢者ふくし相談室とか、その支えをしているところから

ちょっとご意見を、一緒に連携、協働しているところからご意見をいただきたいと思うのです

が。 

 

（委員） 社会福祉法人として、ブランチとしてふくし相談センターということでですね、各支所にセ

ンターつまり、本所も含めて６つございます。そこで業務をさせていただいて、包括支援セン

ターと連携をしながら、ブランチとしての機能を果たしておった。 

    今日はちょっとデータ的に持ってきてないのですが、非常に相談内容がワイドになってですね、

二重に大変な状況になって、特に今、認知症の増加とともに権利擁護の問題とかですね、ある

いは介護保険事業の要支援から要介護の問題がですね、それと金銭的な問題も含めて、まさし

く複雑な状況になってきて、今後の状況、この認知症の増加とか、あるいは政府が考えている

生活困窮者という視点から見ればですね、益々この部分というのは重要になっていくやろうと

いうところで、やっぱり在宅を支えていくための１つの機能として、もっともっと充実してい

かないと、逆にその介護というよりも在宅での生活を支えていくという意味についてはですね、

この機能を充実していかない限りある意味では高いコストにもなるだろうし、皆さんのいわば

権利を守れていかないということになりますので。 

私の立場としては、５５０平方キロぐらいあるのですね、そんだけのところに１ヵ所、つま

り南北で４０キロ、東西で３０キロのとこをですね、やっぱり１ヵ所で対応するっていうのは

時間的にもですね、面的にもやっぱりちょっと無理があるのじゃないかなと、少なくとも要介

護者が６千人に１ヵ所、あるいは人口３万人に１ヵ所というそういう目安からするとですね、

３ヵ所ぐらいあってもですね、いいのじゃないかなと、特に広いという意味からすればですね、

そういう対応が迫られるんじゃないかなということと、公的な部分、私ども公的な部分の一翼

を担わせていただいているんですが、センターを支えるものとしては、益々事業者さんあるい

は地域の連携をですね、取れる体制にしていかないとですね、なかなかそのサービスが一面的

になったり一方的になったりするので、そういうところの仕掛けをきちっと整備をしていくと

いう必要があるんじゃないかなというふうに考えております。 

以上です。 
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（議長） ありがとうございました。ふくし相談支援センターの中で今、６ヵ所にセンターを設けて今、

相談活動をしている中で、相談の内容が、ワイドになっているということと、深刻化している

っていうこと、先ほどの包括の報告にもあったと思うのですが、連携先に権利擁護センターと

いうところの連携先が非常に増えている。 

     つまり認知症の問題であったりとか、あるいは虐待の問題であったりとか、このかなりマン

パワーを投入し色んな職種と連携をしないと解決できないような問題が、いっぱい多岐にわた

って出てきているというところが今の現状で、それが現在１ヵ所でやっているというところの

限界と、今委員さんのほうから「複数箇所設置していただければ」というようなお話があった

かと思うのですが、実際にその相談室のほうを担当している委員さんのほうからお願いします。 

 

（委員） 特に高齢者ふくし相談室はですね、特養に、いわゆる前の在介です。それをこうした形で設

置をいただいているのですけれども、やはり特養をご存知のように相当不便な所もございます。

お車なんかでですね相談に来られ、行ける方はよろしいのですけれども、電話相談もございま

すけれど、やはり１つには上手いこと均等にですね、相談できるような部分、いわゆるハード

的な部分がですね、相談しやすい場所に設置をいただくのが一番いいかな。 

それと、やはり地域包括支援センターとかですね、ふくし相談支援センターとか高齢者ふく

し相談室とか、どうも名前がですね、市民の方からいわゆる、どこへ相談に行ったらいいのか

と、我々福祉に携わっている者は、地域包括センターとか分かりますけども、それも１つ考え

る必要があるのかな。それと、この頃は当然お勤めの方が多いですよね、ソフト面でもやはり

土日こうして相談開けないのかとかですね。また、受け身だけと違ってですね、能動的な出前

的なものを、そういったことを考えていくとか。 

やはりそういったことで、本当に困った時に、気軽に相談して安心できる、そういった仕組

み作りが必要だなと思っています。また、先ほど委員さんもおっしゃったようにですね、地域

包括支援センターですね、先ほど事務局からもご説明のあったように、やはりこう業務が緊迫

してるというのですか、これも側聞していますので、マンパワーの充実とやはり１ヵ所ではな

かなか大変かなとそんな思いもします。 

以上でございます。 

 

（委員） それ関連してですけども、包括が少なくとも高齢者の尊厳をもって安心して住めるような地

域で暮らすという１つがあるんですけども、実は私どもが預かってる、ふくし相談支援センタ

ーには高齢者の問題だけ出てくるわけじゃございません。現実には地域は少なくとも高齢者の

方もおれば、障がい者の方もおればですね、子どもさんもいらっしゃるという状況の中で、福

祉、私どもがやっぱり前面に出て、立って出てるわけですから、将来のことを考えるならです

ね、やっぱり今おっしゃられたようにワンストップサービスっていう状況からすれば、少なく

とも今第２次の地域福祉計画に盛られている総合相談ですね、そういう視点でやらないと、何

かバラバラのサービスになっちゃって、要するに市民の方から見えないと、ですからやっぱり、

そこに行けば少なくともそういうような対応がですね、障がい者の方も高齢者の方も、あるい

は子どもの方もですね、全て社会的な弱者といわれる人が受けられるような機能に転化をして
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いく必要があるのではないかなというふうに私は思うのですけど。 

それが第２次の地域福祉計画の中でしっかり位置付けられているわけですから、それに連れ

られて、包括の整理と併せてやって欲しいというふうに感じます。 

 

（議長） 今、お２人の委員さんのほうから現状をご報告していただきました。その包括の複数配置で

あったりとか、今、様々な現象でいろんな相談に乗っていますが。非常に住民にとっては分か

りにくい部分があるので、その部分の一元化じゃないのですが、もう少し分かりやすさという

ことで整理していったほうがいいのじゃないかというところがありました。 

 

（事務局） ありがとうございます。今、大変貴重な意見を頂戴しました。本当に非常に重い意見と受け

止めさせていただきたいと思います。 

特に最初の名前の件ですね、地域包括支援センターという名称の件ですけども、確かに私たち

こうやって福祉に関わっていますと分かるのですけども、市民の方から見たら「地域包括って

一体何なんやろう」ということで、すごく分かりにくいのかなというふうに思っています。こ

のへんのことも本当に今、ご意見いただいて分かったようなところでございますので。今後ま

た、このへんの名称についても「市民から見た」という形でですね、考えていかないと駄目だ

なというふうにも思います。 

それから地域福祉計画の話も出ましたが、このふくしの総合相談体制の構築というものは、

地域福祉計画においても最重要課題の１つとして位置付けをされているとこれであります。 

現在も地域福祉計画に基づきまして検討は進めているところなのですが、今のご意見頂戴して

また、推進委員会のほうにも諮って行きたいと思います。 

それから実は、ワンストップサービスという話も出ましたけども、２６年度、来年平成２６

年から実は庁舎の問題で、もう事前にその検討はずっとしていたのです、庁舎検討委員会とい

う中で、もう皆さんご存知のように庁舎建設のことについては一旦白紙になった状態ですので、 

その話は別といたしましても、その流れで担当課、私ども介護高齢福祉課、それから地域包括

支援センターだけではなく、健康福祉部の中でこのへんの総合相談の話は実は進めているとこ

ろであります。「どんな体制にしたらいいだろう」、「現状の組織の中でどのような要求がい

いのだろう」ということは今までも検討してきています。 

ただ、まだハッキリとしたものは見えておらないのですけども、今いただいた意見を、貴重

な意見いただきましたので、今後早急に見直しを進めていきたいというふうに思っています。 

 

（議長） これまでのところで、何か地域包括支援センター、もちろん皆さん重々分かってらっしゃる

かと思うんですけども、私なんかは身内が地域包括支援センターで確かにお世話になりました

し、そこがもうパンパンであるということは、その包括支援センターにまず相談に行って、そ

の後に介護保険に繋がったという経緯がありますので、そこのところが十分に機能していない

と、介護保険にも繋がって行かなかったりとか、なかなかしんどい思いをするのかなというと

ころがありますので、複数設置というのは必要なのかなというふうには思います。 

     ただ、先ほど委員からも出ましたが、そのエリアの問題について、そのへんはどのようにお
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考えになっているのか、あるいは皆さんの中で複数設置をする時のエリアの問題というところ

はどうなのかなというところ、まず事務局のほうで何か、お考えがあれば。 

 

（事務局）  エリアといいますとやはり今、行政機能で考えると６つの支所ということになります。 

その６つという考え方もありますし、それから高齢者輝きプランで示しています９つの日常生

活圏域というのもございます。この９つの日常生活圏域といいますのも、先ほど７ページでし

たか、資料を見ていただいたところで資料１の７ページです。「上野東南部」、「上野西部」・・・

とこのように分けておるのですけれども、これにつきましては介護保険サービスの事業所整備

というものをベースにして考えられたものであります。 

ただ、この６つの考え方、９つの考え方、色々あるのですけども、今複数設置という話が出

ている中で、この相談機能というのは生活を守る相談機能、先ほどもワイドになって、複雑化

している。それから高齢者だけの問題ではなくなっている。家族の中では子どもの問題、障が

い者の問題と色々複雑化しているということもございますので、その生活を守る機能の充実と

いうことを考えますと、事務的機能、今、言っています支所の６つであるとか、そういうこと

と切り離して考えないといけないのかなと、分けて考えなければいけないのかなということも

考えています。併せて６つ、９つとなってきますと効果・効率ということもやはり出てきます

ので、人材確保それからコスト面というのも出てくると思うのです。そのへんも併せて検討し

ていきたいなと思っていますし、市だけでできるとは思っておりませんので、限られた人材を

いかに活かしていくかということでございますので、市民の普段の生活スタイルというものを

考えて、それに生活圏域、本当の生活圏域に近い形で、その包括支援センターの設置を検討し

ていきたいなというふうに考えています。 

まだデータ的なものは、ありませんので、「いくつ、これ」というものを示してないんです

けども。 

 

（副議長） １つの地域包括支援センターで扱える人数は、どのくらいだったら理想なのですか。 

 

（事務局） 高齢者６千人に１ヵ所というのが理想。 

 

（副議長） この表でいくと２万７千４４０あるわけですから、割ればいいわけで、数的には、でないと

機能しない。 

 

（議長） 厚生労働省から出されているのは、約３千～６千人に１ヵ所。高齢者に対してというふうに出

されているのですけど。理想的には。 

 

（委員） ただ生活圏域ということで、その範囲を広げるということで相談の窓口の一本化ということが

本当にできるのかどうかということがやっぱり心配で、地域が拡がって包括支援センターは伊賀

市は１ヵ所なのですけども、各市町ですと県内でも９ヵ所、津市なんか９ヵ所ですね。そうする

と相談窓口が「そこの自分たちの地域でしか無理だ」ということで、やっぱりその相談しにくい
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というようなお声をいただいたりもする。だから本来は、相談する窓口は一本化という、今、委

員さんがおっしゃられたような、ただ本当に支援する意味では「生活圏域」ということは必要だ

と思うのですけれども、それを初めから分けてしまうことが本当に必要なのかかどうかというこ

とは利用者側にとっては言えない部分が多いと思うのです。 

     ご相談の中でも、資料３の３ページの総合相談・ケアマネ支援ということの中でも、ほとんど

電話相談というものとか、訪問というところに、色々な相談の形態分けが、見せていただいても

結構相談窓口、電話相談というのが多いのですね、ほとんどの市町なんかでも皆さん、抱え込ま

れている。伊賀市なら伊賀市で受けないといけない。 

     でも、今現在若年であれば全国で１ヵ所大府センターっていうところで数名の担当者の方が受

けられてる、専門性を持ってらっしゃる。また、法テラスさん。津なんかでも窓口があるのです

けども法律相談で３ヵ所、３回までは無料だと、同じ相談内容でというようなところでは結構利

用されて無いところが多いわけなのです。 

     結構窓口として専門性を持ってらっしゃるところが、もっと三重県内にもたくさんあるのです

けども、そこへの促しというんですか、ご協力を求める、繋ぐという、最終的に本当に必要な部

分を伊賀市に戻すというところが必要なのだと思っております。 

     私どもも手前味噌なのですけども、今県のほうの委託を受けさせていただいて、三重県に一応

コールセンターを受けさせていただいておりまして、ご相談窓口の中で「家族相談」というのが

結構多いわけです。こちらのほうで、結構そのご相談いただく件数の「電話相談」平均４５分～

１時間だと思います。私たちもそうなので、そうなってくるとその時間帯に１人割かれる人的な

メリットというか、すごくデメリットのほうが大きいというところで、本当にそれが必要で聞か

ないといけない部分なのか、私たち同じ介護をする者だけでも聞ける範囲なのかというところで

の、少し分けて考えていただくことも必要ないのでしょうかというところで、いかがなものかと

ご検討いただければと思っております。 

 

（議長） これは、今後の検討課題にしてもよろしいか。 

 

（事務局） そうですね。 

 

（議長） その機能が、地域包括センターの機能に関して、その複数設置というところと、エリアの話が

出たかとは思うのですけれど、この複数設置する中での中身の問題として、利用者側がチョイス

できる、住民側がどこに相談してもいいというような方法を採るのか、そこしか相談できないの

かというようなことでは全然違ってくるかと思うので、そこを今後の検討課題にしてよろしいで

しょうか。重要なことだと思います。 

 

（事務局） 分かりました。 

 

（議長） あと圏域のエリアの検討については、地域福祉の視点からの検討も大きいかと思いますので、

今後生活困窮者対策も入ってくるということなのです。その生活困窮者対策も入ってくる中にお
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いて、あるいは先ほどの障がい者であったりとか、母子であったりという、その様々なライフス

テージの方々が入ってくるというところで、多分高齢者だけではなくて、全体で考えなきゃいけ

ないということから、少し上の大きい地域福祉計画推進委員会のほうにこのエリア圏域の検討に

ついては、委ねたいというふうに思うのですが、こちらのほうの事務局を通じて委員長に、地域

福祉計画推進委員長に依頼するように考えたいと思っているのですが、いかがですか。 

 よろしいでしょうか。多分このエリア、高齢者部分だけで検討するものではないかと思っており

ます。 

 

（委員）はい。 

 

（議長）そうさせていただきたいというふうに思います。 

よろしいでしょうか。これまでの話の中で、ちょっと今、聞いておきたいとか、ちょっとこのへ

んはどうなんだろうというところありますでしょうか。 

 

（委員）介護保険料の計画の中では当初ですね、日常生活の圏域とそれから地域福祉計画の第１次の時の

地域福祉圏域というのはイコールになってなかって、第２次の時に意見でというふうになった経緯

があるわけですけども、そういうのは引き続き、地域福祉計画の中で見直されてるわけですから、

逆にやっぱり僕らも今、もう少し条文の部分のとこで、全体を整備していただく、総合相談も含め

てですけども、そういうことが必要だろうというふうに思いますね。もう少し上位の段階で、特に

地域福祉計画と整合性を図りながらやっていただくということが、まず基本だろうと、私らのこち

らのほうでは、サービスの中身をどういうふうに組み合わせをしていくとか、やっぱりそういうの

がこちらの役割になってくるんじゃないかとも思うのです。 

 

（議長）そうですね。 

    この委員会の中では、高齢者に身近なところでの具体的な検討を進めていければというふうに思

っております。もうまとめの時間に入っていくのですけど、何かこれまでにご質問とか、あるいは

この報告の中での現課に対するご質問ありますでしょうか。 

 

（委員） よろしいでしょうか。総合相談、権利擁護事業のほうなのですけども、２５年度の計画のとこ

ろで「地域包括ケアシステム」というところが書いてあるのですけれども、伊賀市が今、描いて

いているその地域包括ケアシステムのイメージの絵というものはあるのかなというところを、教

えて欲しいというところと、それから２点目はその右に行くのですけれども、伊賀市高齢者あん

しん見守りネットワーク運営事業だと思うのですけれども、それの今の進捗状況を教えて欲しい

と思いますがよろしくお願いします。 

 

（事務局） 失礼します。地域包括支援センターの市川でございます。よろしくお願いいたします。 

まず１点目のご質問、資料３の６ページになりますけれども、平成２５年度の計画のほうで 

３つの枠のうちの一番上の欄です、真ん中の３つ目になります「地域包括ケアシステムの構築を



21 

 

推進する」この伊賀市としてどういう構想を描いているかというところでございますけれども、

ここの部分具体的にはですね、そこの右側にございます「保健・医療・福祉分野の連携」検討会

を開催し、ネットワークの構築に寄与する。あるいは、介護サービス事業者連絡会等の組織化を

促進するという部分、こちらを通しまして、特に「保健・医療・福祉分野」この連携ですね、地

域包括ケアシステムといいますと、もうインフォーマルサービスを含めた、ありとあらゆる社会

資源、こういったものがそこのシステムの中に入ってきますから、そのうちでやはり中核を占め

る部分がこの保健・医療・福祉の分野。要するに専門家集団ですね、プロとして働いている人の

連携というのがまず中核になってくると思うのです。その上での「まちづくり」の観点も含めた、

あるいは「介護予防」の観点も含めた地域住民の方々、あるいはもう少し広いところでいくと職

場の方々ですとか、小学校区・中学校区の単位での範囲ということになりますけど、そういった

方々のご協力を得ながらシステムを構築していく、皆で作っていこうというのがこの「地域包括

ケアシステムの考え方」でございますので、その中核を占める部分として、先ほど言った２つの

部分、ここの部分を今年度はまずは固めていこうということを検討しております。 

 

（議長） まず第１段階として「保健・医療・福祉分野」のそのコアの部分での連携を、固めて行きたい

というところの「地域包括ケアシステム」というご説明がございました。 

是非、固めてっていただきたいと思います。２点目に関して。 

 

（事務局）では、引き続きすいません。２点目でございますけれども、この枠でいいますと中段にござい

ますけれども「あんしん見守りネットワーク運営事業」ここの内容ということでよろしいでしょ

うか。 

 

（委員）今の進捗状況。 

 

 

（事務局） 進捗状況まず１つはですね、この資料でいきますと№２になりますけども、５ページでござ

います。【Ⅲ認知症を理解してみんなで輝くために】の中の四角１の（１）「認知症サポーター

養成の実績」というのがございまして、この事業自体がですね「あんしん見守りネットワーク事

業」、これは認知症のネットワーク、例えばですね、認知症の方を地域で見守っていこう、徘徊

をされているような方がいらっしゃれば、どうやって地域でその方をネットワークで対応をして

いこうかと、そういう話になってくるのですが、そのサポーターの養成というのが１つございま

して、この進捗状況を数字としてここに挙がってきてございます。 

      この数が減っているという部分をどう見るかということでございますけれども、養成がです

ね、この数年でだいぶ数としては進んできているのですが、今度は養成した方々をどうやって実

際に地域で活躍していただくか、こちらのほうが今、問題になっております。 

要するに、いくら教えて育てて「あなた、サポーターですよ」というふうに育てていったとし

ても、実際に現場で活躍していただかないことにネットワークは機能しませんので、これは先ほ

どの「地域包括ケアシステムの構築」というとこに繋がる部分でございますけども、認知症の部
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分で言いますと、ここの養成というよりも、今度はその方々が実際に現場でどう活躍してくか、

こちらのほうに今、重点がシフトしていっているという現状が今ございます。 

      その他、もちろん認知症の対策、今こちらの先ほどの資料３のほうに、６ページのほうに戻

りますけれども、厚生労働省がですね、この「認知症施策推進５か年計画」いわゆる「オレンジ

プラン」といいますけども、これを今年度から５年間のプランとして推進しております。これは

何かといいますと、認知症の方を早期に発見して治療に繋げる、あるいは介護サービスの利用に

繋げるというところになってくるのですけども、ここをシステム化しようというところ、ここの

部分があまりまだ十分機能していない部分がございましたので、これを国としても推進していこ

うという動きがございます。 

      それに従って、伊賀市としても当然この対策は、していかなきゃならないことになってきま

すので、このネットワークの運営事業としましても、このオレンジプランのことを中心に今後、

動いていくことになるのではあろうというふうに思っています。 

      県のほうからまだ、この具体的なところというのが十分示されてない部分がございまして、

この９月にも、色々下りて来るんではないかということは言われておりますけども、それに従っ

て今後対策を進めて、強力に進めていくことになるだろうというふうに思っております。 

      以上です。 

 

（議長） 委員さん、よろしい。 

 

（委員） はい、結構です。 

 

（議長） 伊賀市の「高齢者あんしん見守りネットワーク運営事業」は今、現段階ではそういうところだ

と、先ほど委員からもありましたが、「若年認知症の問題」も今後たぶん相当深刻な問題となっ

ていきますので、そのへんのところも含めた「あんしん見守りネットワーク」ということになっ

ていくのかなと思います。 

 

（委員） それに関連してですね、今、ご答弁ありましたその「サポーター養成」ですけども、減ってい

るとはいえですね、ずっと単純に足してみますと３千名弱ぐらいの方が、取られてあるのですね。

このサポーター養成講座、サポーターの市民がいらっしゃるということですね、今「課題や」と

言われましたけども、事務局としたら具体的にどういうふうにしたらいいというふうに、例えば

の話、お考えなのですか。 

 

（事務局） 失礼をいたします。高齢福祉係として今、「あんしん見守りネットワーク」と社会福祉協議

会さんにもそこの部分、今委託事業でやって連携を取りつつ、させていただいてるのですが、 

今、市川のほうからもちょっと伺った、その今後ですね、今のところ３千人ということもあり、

尚且つ、また社協さん独自の福祉大学を出た相談員さんですかね、そこの部分とのですね、そこ

の方も結局、地域でどういう動きをしたらいいか、自分らは折角協力をするということの体制の

中で形を作ったのですが、あと、それぞれの連携がまだやっぱりしっかり取れてないというとこ
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が課題となっていますので、今年にですね、そこの部分のきちっとしたその「あんしん見守りネ

ットワーク」の中では、どっちかというと個人ではなくて店であったり、企業であったり、団体

さんである登録者、そちらの支援員さんについては個人として、いわゆる民生委員さんの、いわ

ゆる補佐的な部分も多大にあるというところの中で、それを全て地域として資源というところの

なかで、全てに連携をきちっと取ってですね、やっていかないといけないということで、今年そ

の部分をですね、きちっと詰めてそれぞれの自分たちの役割と言ったら変なのですけども、それ

ぞれの意識ですね、ステップアップをしていただくような形の部分を構築できたらいいかなとい

うことで、前へ進みたいと思っております。 

 

（委員） 僕は今、そんなことは言ってないのだけど。実は社会福祉協議会のですね、色んな委託事業と

か色んなことをいただいてですね、盛んに養成講座というのをやったわけです。 

それだけでは何もいわば、知識として皆さん持っていただいているだけでは何の役にも立たない

わけで、具体的に要するに困った方、課題を抱えた方がいらっしゃる、地域にいらっしゃると

いうことは、それを具体的にどう組織化していくかということは、これはもう喫緊の課題でも

ありますし、特に私ども今年ですね、地域ケアネットワーク会議、つまりこれも地域福祉計画

の中でもう数十回出てくるほど重要な、その第１段階なのですけども、やっぱりそういうとこ

なんかででも、活用していただけるようにやっていただけたらなと思っているのですね。 

本当に色んな方、部署に関わっていただいているという実績が既にあるのですから、それ使わし

てしていただかない手はないと思いますので、そういう面、非常にまたよろしくお願いします。

という観点でご質問申し上げます。 

嫌がらせを言ったわけじゃございませんので、すいません。 

 

（事務局） ありがとうございます。 

 

（議長） ありがとうございました。とても重要なテーマですので、今後また一緒に協力し合っていきた

いと思いますし、この会議もその一翼を担いますので、皆さんもまた色んなご提案していただけ

たらというふうに思います。 

 

（３）その他 

 

（議長） 時間になりましたので、皆さんまだご質問されたい方がいらっしゃると思うのですが、まとめ

させていただきたいと思います。 

     今日の話の中ではその「地域包括支援センターの複数設置」というところで、ご提案があった

のと、「圏域エリア」に関してはその上部というか、地域福祉計画推進委員会のほうに委ねると

いうようなことがあったかと思います。今後その地域包括支援センターの複数設置を軸とした相

談体制の構築とか強化の内容に関しては、今日色々議論があったところをもう少し検討していく

ということになろうかと思います。 

     また、今日いただいた複数設置を含む総合相談体制の構築に関しては、計画の前倒し的な扱い
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としてでも今年度中に、平成２６年度進めていく必要があると思いますので、平成２６年度から

地域包括支援センターの強化の内容は、また皆さんで議論していくとして強化を軸とした、ふく

し総合相談体制を取れるように市として早急に検討を行うということと、地域包括支援センター

の強化として、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、今日お話があっ

たとおり、そ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たいというふうに思いま

す。 

     今日のこれらのことを、本運営委員会の総意としてまとめさせていただきたいと思います。 

併せて繰り返しになりますけれども、地域福祉計画推進委員会において地域包括支援センターの

設置を行うための生活圏域をどうするか、住民にとってというか、伊賀市民にとってどういうふ

うに生活圏域を設定したら理想的なのか、望ましいのかというところで検討いただくように、  

ご依頼したいと思います。 

     以上で今日の会議を終わらせていただきたいと思うのですが、よろしいでしょうか。 

 

（委員） すんません。私も委員として初めてで。 

専門的なお話ばかりで、それでですね、新人ながら場違いなことを言うかもしれませんが、伊

賀市の関連施策のですね、簡単なパンフレットみたいなものがあれば新人を勉強させるのに、是

非いただきたいなと思います。 

     もう１点はですね、当会に議事録みたいなもの。議事録じゃなくてもいいのですが、そういう

ものがございますか。 

 

（事務局） はい、あります。全て公開（議事録）させていただいております。 

 

（委員）  一般的なパンフレットと議事録がございますけども、趣旨といたしましてはあくまでも、私

素人でございますので、少しでもお役に立ちたいという意図でございますので、ご理解があっ

たらよろしくお願いします。 

 

（議長）  事務局のほうでそのパンフレット、関連施策についてのマトリクスのようなパンフレットと

かがありましたらお願いしたいことと、議事録についても要望が出ましたので、公開されます

よね。 

 

（事務局） はい、公開します。 

 

（議長） よろしくお願いします。では、第１回の会議をこれで終了させていただきます。皆さんありが

とうございました。 


