
平成２４年度第２回伊賀市地域福祉計画推進委員会 会議概要 

日 時：平成２４年１１月２０日（火）１９：００～２０：３０ 

場 所：ハイトピア伊賀 ５階 学習室２ 

出席者：板井委員長、川上副委員長、小川委員、勝本委員、城委員、鈴木委員、竹下委員、子日委員、

平井委員、福澤委員、水谷委員、安岡委員、藪内委員、吉岡委員 

欠 席：大西委員、小丸委員、松岡委員 

事務局：増田健康福祉部長、清水介護高齢福祉課長、中岡地域福祉係長、植田主任、廣岡主任、秋永

社会福祉調整監、中林障がい福祉課長、加藤厚生保護課長、西島保健年金課長、入本健康推

進課長、田中地域医療対策課長、二階堂地域包括支援センター主査 

伊賀市社会福祉協議会 平井事務局長、乾地域福祉部長、山口地域福祉部副部長、船見地域福祉係長、

吉田 

 

進行：清水介護高齢福祉課長 
 
○ 計画推進の状況について（報告）【資料１】 
社 協：資料１に基づき、伊賀市社会福祉協議会からテーマ別部会の開催状況を報告。 
           
 
委員長：「地域ケアネットワーク会議の設置状況」を報告いただきたい。 

社 協：現在、上野西部地区、上野南部地区、矢持地区の３つの住民自治協議会で設置している。桐

ヶ丘地区は、名称は「地域ケアネットワーク会議」ではないが、限りなく地域ケアネットワ

ーク会議に近い組織として機能している。 

事務局：地域ケアネットワーク会議は、地域の中の課題を地域住民が把握し、課題解決の方法を検討

する場であり、地域福祉を進めるためのキーポイントである。さらに、「真の細かな困りご

と」までも地域が把握するために、地域内の実態調査を行うことが大切である。今後３８全

ての住民自治協議会に設置することを目指しており、主体的な活動への支援をしたい。一度

に３８ヵ所は難しいため、残りの３５ヵ所の立ち上げに対し、１年で各支所に１ヵ所、年間

６ヵ所の実態調査にかかる一定経費の支援について、来年度から取り組みたいと考えている。

現在は、３ヵ所の設置と、他の３ヵ所でも、準備・検討中といった状況である。 

 

○ 議事  
１「保健・医療・福祉分野の連携」に対する取り組みの方向性について【資料２.３.４.５.６】 

 

委員長：本日の議事内容は、「保健・医療・福祉分野の連携に対する取り組みの方向性について」で

ある。前回の推進委員会での意見を整理した資料に基づき、事務局から説明をお願いする。

説明後、意見を賜りたい。 

事務局：前回「保健・医療・福祉分野の連携強化」を議題とする中での意見をいただき、資料２にま



とめた。 

医療に関しては、来年度改訂される県の第５次保健・医療計画や三重県地域医療再生計画

の情報収集や研究の必要性や、在宅生活・地域生活の中に重度な医療があることの認識、医

師会等との意見交換等の必要性である。保健分野は、予防的な部分での意識啓発である。福

祉分野、特に地域福祉の視点からの意見として、自治協・老人クラブ・民生委員といった地

域レベルでの連携の必要性である。 

資料３をご覧いただきたい。三重県保健医療計画や地域医療再生計画等の情報を収集し、

地域福祉計画推進に反映させることを位置づけた上で、次の２つの視点で整理をした。 

１点目としては、「保健・医療・福祉分野の連携」を進めるにあたり、「保健分野、福祉分

野の各分野は何をしていくべきか」について整理をした。２点目として、「保健・医療・福

祉分野が連携してできることは何か」についての検討を行った。この２つの視点で整理をし

た内容を地域福祉計画の推進体制に落とし込み、どのような場で実施や検討をしていくこと

がよいのかを明確に整理した。 

１点目の保健分野では、予防事業の推進を位置づけ、「予防事業のさらなる推進のため、

新たな情報提供の手法等の検討を行うこと」とした。福祉分野では、第３層、住民自治協議

会圏域の「地域ケアネットワーク会議の重要性」を再認識し、「地域ケアネットワーク会議

の設置に向けた取り組みの必要性」を位置づけた。   

２点目は、本日議論いただきたい保健・医療・福祉分野の連携に関する部分で、「保健・

医療・福祉の３分野での協議の場となる検討会の設置」を位置づけた。検討会設置を進める

にあたり準備会を開催し、関係機関の方の意見を伺い「連携目標」「連携目標に対する課題」

及び「課題に対する取り組み方針案」を整理した。 

資料４をご覧いただきたい。「保健・医療・福祉分野の連携体制の検討」については、国

の動きや県の医療計画を研究、確認した上で、伊賀市の地域性に合った連携体制と対応でき

る環境を整える必要があることから、連携目標を「医療ニーズのある人が住み慣れた地域で

生活し続けることができるしくみづくり」と位置づけた。この目標に対する課題及び取り組

み内容を次の３つにまとめた。 

１つ目の課題は、「伊賀市における医療ニーズのある人に対する保健・医療・福祉分野の

具体的な連携のあり方、イメージが見えない」ということである。相談支援窓口や福祉サー

ビス提供事業者、医療機関、行政、社協などのネットワークのイメージを描く中でも、特に

「医療ニーズのある人へのケアに限定した、保健・医療・福祉の連携の具体的なイメージを

描くこと」を取り組み方針とし、今年度中の検討会立ち上げに取り組みたい。 

２つ目の課題は、「保健・医療・福祉マップが無い」ということである。準備会では、支

援者間のしくみづくりだけではなく、それぞれの分野が取り組んでいることの情報共有が必

要ではないかとの意見であった。これに対する取り組みとして、医療機関、福祉施設及び保

健施設の位置やサービス内容・施設概要等関係者が必要とする情報を掲載した支援者用マッ

プ、施設一覧を作成したい。 

３つ目の課題は、「第３層の体制が未構築である」ということである。対応として、３８



の住民自治協議会での地域ケアネットワーク会議設置を目指す。地域ケアネットワーク会議

は地域における支援・連携の受け皿になることから、引き続き各地域での組織立ち上げに向

けた支援をしたい。 

課題１、２についての、今後の取り組みスケジュールを説明する。資料５をご覧いただき

たい。 

課題１に対する取り組みは、今年度中に検討会を組織し素案を検討、平成２５年度前半の

４月には確定したい。検討会での議論過程において、中間案を作成した時点で推進委員会に

諮り、再度検討後、第２回推進委員会に提出していきたい。この検討会は、しくみ案を作成

後、推進するための組織として移行していきたい。 

課題２については、課題１で「どのような連携体制のしくみを作るか」によって必要なマ

ップ一覧、ツールが変わってくるため、検討会で連携体制のしくみ案を作成した後、検討会

の下部組織としてワーキンググループを設置し、作業に移りたい。 

課題３について、資料６をご覧いただきたい。資料３で説明した「地域ケアネットワーク

会議の位置づけ」を図式化したものである。地域ケアネットワーク会議は、２０２５年問題

に対応すべく、引き続き計画的に組織立ち上げに向けた支援を行いたい。 

以上、資料２から資料６までの説明とする。 

委員長：前回の推進委員会の意見を、「保健分野・福祉分野での取り組み方針」と「保健・医療・福

祉分野の連携による取り組み方針」の２本に整理した。 

「保健・医療・福祉分野の連携による取り組み方針」については、「検討会の立ち上げ」と

いう提案である。これは新たな取り組みになるため、今後の方向性等議論いただきたい。 

検討会の立ち上げに向けた準備会に参画された委員から意見をいただきたい。 

委 員：津市の事例を話した。津地区医師会、久居一志地区医師会、市役所健康福祉部、老人福祉施

設協会が３者懇談会を開催し、毎年、意見交換会を行っていた。平成１９年に、介護支援専

門員協会・津支部も加わり４者懇談会が行われ、平成２０年には、医療、介護、ケアマネー

ジャー、施設間における「連携シート」を医師会から提案いただき作成した。シートは、現

在も活用している。作成理由として、ケアマネージャー側に問題があった。医師会の先生に

提出するシートには、ケアマネージャーからの考えを記入していたため、医師会として見づ

らいということであった。両者が活用しやすいシートにするためには、医師会の意見をいた

だける場を持ち、定期的な開催をすることが大切である。具体的な取り組み内容は重要であ

るが、何を最終的にイメージするかではなく、どう実践していくのかが大事ではないか。 

委 員：医療ニーズのある人が安心して住み続けるという部分にこだわった目標を設定した。初めに

市から提案のあった、地域全体でどう支えるのか、社会福祉法人がどう参画するのかといっ

た内容はイメージしにくいため、医療ニーズのある方が住み慣れた地域で住み続ける、この

１点にこだわった検討となった。まず、核となる部分を固めてしまえば、第３層の地域ネッ

トワーク会議と情報を共有しながら広がっていくイメージを持てる。 

これまで、福祉は福祉の視点から在宅の方の支援を行い、医療は医療として在宅医療を進

めていたため、接点がなかった。その部分を共有できるよう、医師会の先生に入っていただ



いた検討会の中で情報を共有し、スムーズな地域移行や、病院から退院された方がどのよう

に在宅生活していけるかといった検討を提案した。 

委員長：議論のプロセスは重要なことである。資料４で、連携目標を達成するための課題を３つ上げ

ているが、課題の１と２を検討会で進めていきながら、課題３で第３層のしくみを作ってい

くということである。準備会の議論では、課題１と２、それから課題３が両輪で動くような

イメージである。検討内容の具体化とすみ分けというようなところを議論いただいた。 

医療分野から準備会に関わっての意見をいただきたい。 

委  員：保健・医療・福祉を、連携という非常に曖昧な言葉で括られており、これに対して何に取り

組むかということが先行していたため、焦点が絞りづらかった。地域での生活に視点を置き、

焦点を絞るとなると、国の動きや医療実態、医療計画などを踏まえ、地域医療、在宅医療を

開業医が中心になって進められる中で、患者が安心して在宅生活を送るために、各分野がど

ういう動きをするのか、膝を突き合わせて話し合う場を作る必要がある。これまでは、そう

いった話し合いの場が無かったが、病院側としても診療所の先生の意見や、ケアマネージャ

ー側の意見を聞く場が必要である。視点を在宅医療の安定化に置き、そこから見えてくる連

携を模索してはどうか。見えて無い課題も含め、検討会ではそこから議論して欲しい。 

委員長：準備会では、困難な課題に対し、できるだけ具体化し、実現可能な提案への整理をされた。

連携目標は、あくまでも医療ニーズのある人に視点を置きつつ、住み慣れた地域で生活し続

けるためのしくみを考えていくこととした。イメージ化と言いながらも、課題はかなり抽象

的な部分も残っているため、今後、より具体的な検討が必要なのではないか。 

医師の立場から、準備会でまとめた内容について、意見をいただきたい。 

委  員：非常にきれいな話である。検討会のことを一昨日聞き、参加することの返答をした。前回、

資料２の１・２・３・４番を意見した。６番の「国や県の在宅医療の動きはもう止められな

い」ということは共有されているのか。「この立場で行く」ということなのか。例えば１０

番の「在宅医療に移行して急変した時にどこが担ってくれるのか」という点でいくと、必ず

バックアップできる「在宅支援病院」が必要となる。４番の「上野総合市民病院には在宅支

援病院として手上げしてほしい」については、上野総合市民病院が市の職員であるから協力

していただけることを前提に話している。上野総合市民病院が、最後のネットとして受け入

れないと、いくら絵を描いても駄目だ。 

新しい市長の選挙演説では、開業医の診療所をあてにされ、上野総合市民病院の医師不足

の解決を担って欲しいというような話もあったが、まず、上野総合市民病院に働きかけない

と、いくらここで話し合っても無駄にならないかと危惧する。 

事務局：在宅医療は大事であり、上野総合市民病院が在宅医療の方向で取り組むよう、内部で調整・

調査検討している。今後の検討会の中で、上野総合市民病院としても情報を共有し、連携と

いう議論をしていく必要がある。双方が誤解してはいけないので、情報提供も含め是非とも

参画していただくよう、三木院長にお願いしていきたい。 

委 員：上野総合市民病院から医師会に対し、「在宅にどの程度協力してもらえるか」というアンケ

ートを準備されてる。例えば、「胃ろうの人を処置できるか」とか、「酸素吸入してもらえる



か」といった内容と聞いている。その方向であるなら、上野総合市民病院は、主体となる立

場であるから、是非、検討会に入っていただきたい。 

事務局：上野総合市民病院の再生については、院長も積極的に取り組んでおり、病院再生の１つの手

法として、在宅医療が考えられるため、検討会への参画を依頼していく。 

委員長：検討会を設置する上での前提条件について、重要な点を確認いただいた。検討会での議論に

ついては、推進委員会としても進捗を共有しながら意見をまとめていきたい。医療との連携

を考えた時、在宅医療いう医療側の考えは、福祉側にとっても非常に大事なキーワードにな

ってくる。ここにどう具体的なイメージを持って取り組むのかというところから検討会の設

置が出たのではないか。 

議論を進める上で、伊賀市の実情を踏まえると、上野総合市民病院とのコミットは避けら

れない。上野総合市民病院の協力を得られるようお願いしたい。 

委 員：２点ほど確認したい。検討会立ち上げの準備会は、いつ頃からしたのか。 

委員長：３回の開催との報告であったが、具体的な時期等はどうか。 

事務局：第１回目は９月２４日。２回目は１０月１０日。３回目は１１月１日である。 

委 員：地域ケアネットワーク会議の構築は、３８地区に対し、支所ごとに１ヵ所ずつ作り、２０２

５年に全ての地域とあるが、その目標では計画性があるのか。 

もう１点。検討会の準備会は、福祉が先行している。医療を大切にするなら、医師会に一

言相談しておくべきではないか。福祉先行では、医師会が遅れてしまうこと危惧する。スタ

ートラインを一緒にするべきである。準備会の説明を聞くと、在宅医療を行われざるを得な

いように感じる。なぜ招集をかけてくれなかったのか。 

事務局：地域ケアネットワーク会議の設置は、２０２５年問題、団塊の世代が７５歳、後期高齢にな

ることに対応するための地域の体制づくりである。 

準備会について、このテーマはなかなか取り組みにくかった課題である。当初から差の無

いように医師会の先生に入っていただくということも考えたが、まずは行政と支援員が、過

去の事例を共有した上で絵を描き、検討会に持って行きたかった。 

委 員：１点目については、推進委員会があるわけだから、他力本願になってはいけないと思う。１

３年先になると対象者がピークになるため、遅々の可能性がある。 

     もう１点の準備会については、伊賀市は、医療よりも福祉が抜け出ているように思う。医

療との連携問題に肝心なのは、スタートラインを一緒にすることである。 

委員長：第２次計画は平成２７年度までの計画であり、２０２５年問題は計画の中にも記載されてい

る。地域ケアネットワーク会議の設置そのものは平成２７年度までにどこまで組織づくりで

きるかというところであるため、推進委員会としては、平成２７年度を近々の目標としてい

きたい。 

先ほど報告のあった３地区は、既にでき上がっており、事務局の話では６つまでは可能性

が出てきたということである。どこまで組織化、支援をしていくことができるかというとこ

ろが、具体的な課題になってくるのではないか。 

 準備会への医師会のかかわりについては、３８の課題を整理してからという事務局の思い



があった。今回、検討会に医師会の皆様にも協力いただくということと、上野総合市民病院

へのかかわりをしっかりと位置づけ、検討会を設置したいということである。 

保健分野の意見をいただきたい。 

委 員：保健所として、保健・医療・福祉の連携は非常に重要になっている。難病や精神の事例の中

で、関係機関の繋がりや新たなサービスの必要性を感じている。 

実際の動きがシステム化されれば、非常に活動しやすくなる。上野総合市民病院が、四

日市で在宅を支えてる開業医の事例を聞く企画をされた。また、訪問看護や、退院された方

を看護師が訪問するというようなことも始めていると聞いており、在宅医療について非常に

関心を持っていると認識している。 

委 員：「在宅療養支援診療所」について、伊賀市は２病院、名乗りを上げている。三重県全体では、

１４０ぐらいである。伊賀市は非常に少ないが、もう少し高機能の在宅療養支援診療所が必

要と感じる。４月の保健改正から始まり、保健行政自体が「町の開業医に在宅療養支援診療

所を引き受けてほしい」ということである。診療点数が上がっているため、対応する診療所

が増えてるのではと予測する。「支援病院を各地区に１ケ所作るのが理想」というのが厚生

労働省の狙いである。上野総合市民病院には、その役を担って欲しい。 

委 員：在宅療養支援診療所の数が増えてくれば、保健・医療・福祉の連携が活きてくる。医療分野

から「こういう在宅をしたいから手伝ってほしい」というのが理想であるが、今はできてい

ないので、皆さん苦労されている。現在、施設入所人員が増加しているが、２０２５年を待

たなくても必要になって来る。 

委 員：数が増えない要因の１つには、「２４時間の対応」と、「入院できる医療機関との連携が必須」

がある。いつでも入院を受け入れてくれる病院の支援がないと出来ない。取り組みたくても、

入院先が無ければ今の現状になる。岡波総合病院と上野総合市民病院だけでは入院の確保が

１００％ではないため、その算定に踏み切れない。先生方が一番リスクに感じるところであ

る。入院医療や救急医療が充実しないと、在宅医療も同時には進まないため、動きづらいの

ではないか。 

委員長：１点重要な意見をいただいた。上野総合市民病院の動向を紹介された中で、医療分野からの

コメントがあった。こういった内容は先ほど委員からの指摘があったように、同列の動き、

どこかが何かを先行させてということではなく、一緒に議論していく場というものがこれま

でなかなか準備できなかったというところが非常に大きな課題であると感じた。医療だけで

も情報共有することが難しいが、福祉との連携を考えていく上で、その場を設定することは

大きな一歩である。検討会という形で実現できれば素晴らしい。 

専門的な立場からの指摘があったが、検討会を立ち上げたから解決するということではな

い。検討会での議論を円滑に進め、その周辺の条件等を推進委員会でもしっかりとバックア

ップしながら共有を図っていきたい。 

事務局：貴重な意見をいただいた。委員の意見から、スタートラインに立ったと感じる。今できるこ

と、やらなければいけないことなどを、短期・中期・長期的な中で、もう少し議論・検討が

必要である。仕分けがをしながら、新たな連携を見出して行きたい。 



在宅医療の視点では、お互いの情報共有から始めていきたい。その中で共有した課題につ

いて、どう解消していくか、誰が何を担うかを連携の中身として検討していく必要がある。 

時間をかけ、双方が納得のいく中で進めたい。市民が在宅で生活できるよう、スムーズに支

援し続けていくための方法を考えたい。引き続き検討会の中で議論いただきたい。 

社 協：地域ケアネットワーク会議の重要性について議論されたが、特にその部分を進める役割を担

う社会福祉協議会として、お願いしたい。 

地域ケアネットワーク会議は、住民自治協議会が主体となるため、皆様にも、是非、地元

の住民自治協議会での立ち上げに協力いただきたい。説明が必要であれば、担当が伺いたい。

地域の中で、具体的な困りごとがあった場合、関係される方々に集まっていただいて話し合

うところからスタートしていきたい。 

既に、それに似たような会合を開催している地域もあるが、いかにしくみとして定着させ

るかは課題である。 

委員長：準備会での検討を踏まえ、「検討会設置」の提案と、「第３層の地域ケアネットワーク会議の

充実」という、両輪の進行が重要である事を確認した。 

委 員：地域ケアネットワーク会議を何年までに設置するということや、協力をお願いするというこ

とを、全ての地域へ説明に行ったのか。 

社 協：まだである。 

委 員：それでは、なかなか進まない。説明だけは、先にしておくほうがいいのではないか。 

委員長：重要な指摘である。是非、説明に行って欲しい。 

社 協：今までは、住民自治協議会へ個別にお願いしていた。住民自治協議会へ一斉にお願いすると

いうのも方法かと思う。進め方については、行政とも調整をし、是非進めたい。 

委員長：本日の議題についてまとめたい。１つは資料の３である。「保健・医療・福祉分野の連携に

向けた今後の取り組み方針」案として提案で、医療機関・ケアマネ・社会福祉法人等による

検討会を設置することの提案である。それから資料５では、設置された検討会で、大きく２

つの課題について、取り組みスケジュールを提案している。この２案について、承認いただ

けるなら、挙手をもって諮りたい。 

委 員：検討会は、どれぐらいの割で何回ぐらいを予定しているのか。 

事務局：３ヵ月に２回程度を予定している。来年の推進委員会へ提案するため、９月までに６回、７

回開催したい。 

委 員：医師会の副会長、岡波総合病院院長の猪木先生も参加していただく予定である。また、上野

総合市民病院の院長も加わっていただいた上での検討会にして欲しい。 

委員長：構成メンバーと開催時期について指摘があった。このメンバーで、開催スケジュールに無理

はないか。 

事務局：３ヵ月に２回で開催したい。 

委 員：来年２回目の推進委員会で、素案を提示することでいいか。 

委員長：関係者で調整いただき、丁寧に進めて欲しい。 

審議に入る。改めて「保健・医療・福祉分野の連携に向けた今後の取り組み方針（案）」に



おける「検討会の設置」と、「検討会の取組みスケジュール（案）」について、挙手をもって

承認を諮りたい。 

 

《全員承認》 

                  

委員長：承認いただいたので案を取る。 

続いて、検討会での議論の内容を推進委員会へ報告することについて、承認される方は挙手

いただきたい。 

 

《全員承認》 

 

委員長：承認いただいた。議事については、以上である。その他の項目について、事務局から連絡は

あるか。 

事務局：第３回の委員会は、平成２３年度の各施策の進行管理を報告し、各施策の進捗状況を議題と

したい。 

委員長：毎年度３回開催し、１回目、２回目は進捗の確認と、集中的に重要な課題について議論して

いる。３回目は、その年度の進行管理について意見を賜りたい。 

     事前に、３０施策に基づく進行管理調書を送るので、大きな項目ごとに確認し、細かい項

目で気付いた点を事務局へ報告し、推進委員会の場で取り上げながら、進行管理を進めたい。 

事務局：次回は、３月中旬で調整したい。 

委員長：第２回の伊賀市地域福祉計画推進委員会は、これをもって閉じる。本日承認された案件は、

第１次計画からの積み残しの部分でもあり、大きな一歩である。是非、委員の皆様のお力添

えを継続して賜りながら進めたい。ありがとうございました。 

事務局：第１回検討会の開催については、関係の方に通知させていただく。今後も地域福祉計画推進

のために、皆様方の意見を拝聴したい。ありがとうございました。 

 


