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平成２6年度第１回地域福祉計画推進委員会 議事概要 

日 時：平成２６年 7月１７日（木）１９：００～２１：０５ 

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、市田委員、大西委員、勝本委員、鈴木委員、     

高瀬委員、竹尾委員、西委員、松井委員、薮内委員、吉岡委員、若尾委員 

欠 席：猪木委員、松岡委員、水谷委員、福澤委員 

事務局：増田健康福祉部長、清水健康福祉部次長、澤田医療福祉政策課長、中岡副参事、

植田主任、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、山口地域福祉副部長、       

田邊生活支援課長、里中地域福祉係長 

 

進 行：医療福祉政策課長 

 

議 事 

１（１）伊賀市がめざす地域包括ケアシステムについて 

委員長：本年度は、伊賀市がめざす地域包括ケアシステムについての議論をすすめてい

く。全国的には、地域包括ケアシステムは、高齢者を対象にしたものとして構

築が進められているが、伊賀市においては、高齢者・障がい者・子どもの分野

も含めたシステムを検討していく。そのため、この議論の母体を地域福祉計画

推進委員会とし、関係する各審議会にも諮っていくという形で進めたい。まず

は、この委員会で検討案をまとめていきたい。 

それでは、「伊賀市がめざす地域包括ケアシステム」について、事務局から説

明を求める。 

事務局：資料により説明。 

委員長：質問を承りたい。 

委 員：このレーダーチャートは、どのようなデータの積み上げか。 

事務局：資料の１９ページに、エコマップという、相談者を中心にして、どのような機

関が関わっているのかを図式化する手法がある。各窓口の主な相談状況を、そ

のエコマップで示し、さらにそれをレーダーチャートで表示した。例えば、高

齢・介護の分野であれば、保健・医療機関と非常に深く関わる分野であり、地

域支援者や各種事業所との関わりも深いということがわかる。そういうものを

まとめたものである。 

委員長：１９ページのエコマップの図でいくと、細い線と太い線とがあるが、それを数

値化し、関係性の違いを出しているのか、それとも、関係をしていれば１とい

うことにしてあるのか。 

事務局：実際に、矢印やその後ろにある記号には、それぞれに意味合いがある。ただ今
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回は、どのような方とつながっているのかということを整理してある。 

委 員：このシステムを動かしていくためには、地域支援や個別支援など、それぞれの

分野の方の役割や力が必要だと思う。その体制をどのように作っていくかとい

うことが大変重要だと思う。 

現状から言うと、縦割りの関係で、どのようにサポートしていくのかが、見え

ない。行政は行政、社協は社協と、それぞれが自分たちの立場でやっている。

また、地域は地域で動き始めている。このシステムが出来上がったとき、どの

ように動いていくか、イメージがいまひとつ見えてこない。 

委員長：今の質問は、システムが立ち上がって、どのように推進していくか、役割分担

ができているのかということか。それぞれの分野を超えたシステムを作ってい

こうとしているため、出来あがった以降は、誰がどのようにマネジメントして

いくかということでよいか。その点に絞って、事務局に回答を求める。 

事務局：１５、１６ページにそれぞれの審議会の役割がある。いくつかの課題が挙がっ

ている中で、縦割りでは難しいということがわかってきた。それぞれの意見を

もらい、関係各課が連携して、プロジェクトチームを作って議論していきたい

と思っている。課題によって連携先が変わるが、福祉以外の分野についても、

連携を強くしていきたいと思う。 

    また、個々の職種やそれぞれの立場のスキルアップも必要であり、昨年度から、

地域福祉計画推進委員会の部会として、保健・医療・福祉分野の連携検討会を

立ち上げ、どのような形で連携を強めていけばよいのかという話も進めている。 

    さらに、事業者の方の役割ということで、現在、事業者連絡会の立ち上げを進

めている。情報伝達や研修を行う中でのスキルアップにつなげていこうと考え

ている。 

委員長：例えば、地域包括ケア課などを立ち上げるということは、想定していないとい

うことか。現状行っている連携の在り方をより充実していく中で、このシステ

ムを回していくということをイメージしているのですね。 

委 員：今の話は、行政内の連携の話であるが、私が一番問題にしたいのは、事業所な

り地域である。その辺りの連携が、現状から見たら、非常に弱い。それぞれに

事情はあると思うが、ここをしっかり押さえていかないといけないと思う。ま

た、現状は、課題に受け身の状態であるため、補完性の原則は良くわかるが、

地域はまだそこまでできていない。その辺り、この計画の中に表現していくの

か、システムができたら、それぞれの計画でしていくのか、伺いたい。 

委員長：地域との連携をどこまでイメージして、反映できるのかということですね。 

事務局：まず、地域とどう繋がっていくかという部分で、地域がどうやって地域課題を

見つけていくかということや、行政や社協がどういう支援をしていくかという

ことが挙げられる。前回の会議で、地域福祉推進体制の見直しを提案させてい
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ただき、認めていただいた中に、（仮称）地域福祉活動推進会議というものが

ある。社協が個々に地域で起こっていることを拾い上げてくるしくみであるが、

４月以降、動き出した。まだ、実感できない部分もあるとは思う。 

    もう１つは、地域ケア会議が大事であると国は言っているが、伊賀市の中での

あり方として、今までの定例型に加え、随時型というものを取り入れ、４月か

ら動き出しているが、不満やなかなか繋がらないということが聞こえてきたり

する。ただ、２０２５年に向けて進み始めたため、徐々に実感できるようにな

ってくると思う。 

委員長：今の説明は、素案の３３ページの個別課題や地域課題の施策形成に向けた流れ

にも含まれていると思うが、いずれも、地域福祉計画の中で見直しを図り、今

年度再稼動をしていただいているところである。よろしいか。 

委 員：様々な条件が整ってこないとわかりにくいという実態はわかるが、市民に公開

した際には、わかりやすい説明が必要になると思う。 

委員長：今、指摘のあった件で重要な点は、素案をこのまま進めていけばうまくいくと

いうことではなく、課題がたくさんある中で、このしくみになるよう、充実さ

せていきたいということを明らかにしておくことである。そうすると、住民に

わかりやすいものになると思う。例えば、３３ページの図では、個別ニーズの

方にいくと、地域ケア会議とあるが、これは、現在ウィークポイントであるが、

今後充実させていくと明記する、また、地域の方でいくと、地域ネットワーク

構築とあるが、これも、現在ウィークポイントであるが、みんなで一緒に解決

していこうということを明記するなど、すでにわかっている課題については、

明記して、施策を充実させていくことを示すこともわかりやすさに繋がると思

う。 

事務局：ウィークポイントについては、日々、内部で検討し、解決策を見出そうとして

いる。地域ケア会議についても、まず、調整会議というものを行って、そこか

ら何が必要なのかということを見つけ、地域の方や事業者の方に入っていただ

くという流れをとっている。このような例が出てきた際に、皆さんに知っても

らう、発見する、気づいてもらうという定例型の会議を支所単位でも行ってい

る。そういうこともしている、検討していくということも明記したい。 

    地域ケアネットワーク会議については、現在８ヶ所しかない。日々、社協のエ

リア担当者が地域で様々なアプローチをかけていただいている。今年もいくつ

かの地域で立ち上げるとは思うが、３８すべての住民自治協議会で立ち上がる

には、まだまだ時間がかかる。その辺りの工夫や課題も挙げていきたい。 

委員長：３０ページ以降、イメージ図や地域連携概念図などを描いていただいているが、

その辺り、質問や意見を承る。 

委 員：５ページの末尾３行が非常に重要だと思う。先ほどの委員と同じ話になるが、
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１９ページの支援ネットワーク分析で、私たち民生委員児童委員は、地域支援

者に入っている。当然、自治会や住民自治協議会などと連携をとるが、各住民

自治協議会によって温度差がある。また、地域支援者同士で、地域包括ケアシ

ステムの考え方に差がある中で、考え方を共有したい。 

また、スケジュール案を見ると、最終案の報告が１２月の市議会への説明とな

っているが、総合計画の再生計画における地域包括ケアシステムの構築の推進

は、平成２８年度までの期間となっている。このそれぞれの期間は、合わない

ように思うが、いかがか。 

委員長：１つは、地域支援者への意見集約の場はあるのかということ、もう１つは、総

合計画の再生計画には、２８年度までに地域包括ケアシステムの姿を示すとあ

るが、今回提示されたスケジュール案では、最終案の報告は年度内となってい

る、その意図について、それぞれ回答を求める。 

事務局：地域支援者への意見集約については、少し検討したい。各審議会への説明と意

見集約を進めながら、民生委員さんの理事会などで説明できる機会があれば、

相談したい。 

    そして、再生計画の１１ページで、地域包括ケアシステム構築の推進について

は、平成２８年度までとあるが、地域福祉計画の第３次計画は平成２８年度か

らの５か年計画であり、策定を平成２７年度にしないといけないため、平成２

６年度中にイメージ図を作る必要がある。 

委 員：鏡はわかったが、中身がない感じがする。市議会への最終説明まで、限られた

時間しかない中で、簡単にシステムは動くのか。 

委員長：ここでまず、鏡を作り、地域福祉計画の第３次計画で、その鏡が実現できるよ

うな施策を作っていきたいと考えている。まずは鏡を作ることから始めようと

思っている。ただ、急ぎすぎることへの懸念は重要な指摘であるため、出来る

限り丁寧に進めたい。 

委 員：地域包括支援センターが３分割されて、３ヶ月半が経つ。この中で、事業を運

営する立場や利用する立場から、報告いただけることがあれば、教えてほしい。 

    また、高齢者福祉の関係機関で、相互に連携をもっていただくことは、非常に

ありがたいが、個人情報については、厳しい状況である。実際に、運用面で、

それがスムースに連携していくのかが不安である。 

事務局：４月以降、各地域包括支援センターを回ってきた。当初、件数的にはあまりこ

ない状態のところもあったが、連休明けには、たくさんの情報が来るようにな

った。また、社協から来ていただいている社会福祉士や市の保健師がすべて出

向いているということもあり、これからどんどん進んでいくと思う。昨年まで

社協に委託していた、ふくし相談支援センターなどの件数と比較したところ、

件数は増えてきており、虐待関係は、驚くほど出てきている。 
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    個人情報の問題について、行政のもっている個人情報と地域の持っている個人

情報では、お互いの認識が違うということに気づいた。その辺りは、行政と社

協の間にもある。それらについては、日々調整していこうと思う。 

委 員：今、地域福祉協力員という地区ごとに指定している人がいるが、「Ａさんには、

見守りが必要」という情報などが入ってきたら、集中して気配りできるという

ことも聞く。実際に、個人情報がネックになるため、運用面では難しいと思う。 

委員長：個人情報はこれまでからも課題であったため、今回地域包括ケアシステムを考

える中でも、おそらく課題となってくると思う。その辺りは、素案の中に、初

めからわかっている課題として挙げておく必要があると思う。 

委 員：２ページにある「国が示す地域包括ケアシステム」のイラストは、非常にわか

りやすい。３０ページにあるイメージ図や施設、事業も、こちらの図に載せ込

んだら伊賀市版ができるのではないかと思う。今作ってあるものは、図形など

や右の表を照らし合わせて読まないといけないため、非常にしんどいと思う。

一目見てわかるのが、イメージだと思う。 

事務局：そのとおりだと思う。しかし、国が示しているものは、都会がベースであり、

小さな地域の中に、様々な社会資源があるということが根底にあるため、どこ

の地域でも使えるということではない。今、伊賀市が作っているものは、支援

者向けであるため、今後市民に対する説明の際には、わかりやすくイラストで

示すなどの工夫が必要となる。ただ、伊賀市の特徴として地域福祉計画の中で

示している「層」の考え方は、国の図では表せないため、層をいかに意識して

もらうか、また、３８の自治協単位の部分についても、十分に理解をしていた

だけるようにしていきたい。 

委員長：３０ページのイメージ図と国が示している姿との一番の大きな違いは、中心が、

伊賀市は個人・家族、国は住まいとなっている。この点は、何か意図があるの

か。 

事務局：国は、まず住まいの確保というものが一番に出ていると思うが、伊賀市の場合

は、持ち家率が非常に高いため、住まいの確保は一定できているということを

前提に、個人・家族を中心としている。住まいの取り組みについては、３１ペ

ージに記載してある。 

委 員：冊子にも書かれているが、「住まい」は、住居だけではないと思う。 

委員長：言葉の表現で、すぐに課題が伝わることや施策が伝わることが理想だと思う。

言葉の取り扱いについても、工夫をお願いしたい。 

    取り組み方針は、６つあるようだが、「住まい」と「健康づくり」という表現

は、抽象的な言葉で、それ以外は、具体的な施策名称になっている。言葉はわ

かりやすいが、何を示しているものか、方針を見ないとわかりづらいことにも

なりかねないが、いかがか。 
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事務局：指摘いただいて気づいた。課題として検討する。 

委 員：２０ページから２５ページまでの相談支援ネットワークの現状で、それぞれの

関わりは、１０角をまんべんなく到達させるという理解で良いか。 

事務局：１０角全てを高い数値にするのが望ましいということではなく、現状の各分野

のネットワークを示しているものである。 

委員長：関係審議会や市民への説明も、わかりやすいようにお願いしたい。 

委 員：今回の素案で、医療の部分が非常に大切だと思う。医師の先生の意見も反映さ

せた素案を出していただきたい。 

委員長：医療関係者にも十分にこのことを把握していただき、意見を素案に反映させる

よう、何か具体的なイメージはあるか。 

委 員：今回は、医療関係の委員が欠席されているが、別の審議会には出席いただく方

もいるため、そちらで説明させていただく時間を設けたい。また、この推進委

員会の部会として設置されている連携検討会なども活用できたらと思う。 

委員長：保健・医療・福祉分野の連携検討会に諮っていただくことをお願いしたい。 

委 員：先ほどの「住まい」の話だが、国のイメージでは、既存の住宅では成り立たな

いという予測をした上で、サービス付き高齢者住宅などを在宅に見立てたよう

な絵にしていると思う。当然伊賀市でも、一人暮らし世帯の率や高齢者のみ世

帯の率は、他市と比較しても高い。そのため、既存の住宅をベースにしている

状況には、少し不安を感じる。 

    また、取り組み方針の中の「地域医療の取り組み方針」、「地域医療ビジョン」、

地域予防支援・日常生活支援の取り組み方針の「認知症ケアパス」の説明をお

願いしたい。 

事務局：サービス付き高齢者住宅は、検討プロジェクトチームの話でもでてきたが、国

が示しているようなハードものを前面に出すことは、今のところはない。伊賀

市には、「住まい＝生活」というイメージを持っている方が、合っていると考

えた。ハード面を全く無視しているわけではなく、伊賀市は広域であるため、

都市部と山間部の違いは、個別計画の中で必要なものがあれば挙がってくると

思っていただきたい。 

    「認知症ケアパス」というのは、しくみであり、本人に認知症の疑いが出た際、

地域包括支援センターや病院などと連携をしながら、どのようにケアしていく

のかというものである。ただ、この言葉だけでは分かりにくいため、言葉を変

えるか説明をつけるなどしていく。 

    地域医療のビジョンについては、伊賀市が２０２５年をめざして、どういう医

療の姿を描いていくという考え方や方針、方向性であるという意味で書いてあ

る。今、明確に何かある訳ではない。 

委員長：伊賀市では、今後独居が増えることを前提に地域包括ケアシステムを考えてい
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くということか。 

事務局：過去の人口から、世帯構成人数が徐々に１に近づいてきているため、そのこと

については、考えている。ただ、一人で地域に住もうと覚悟を決めている方や

サービス付き高齢者住宅に入りたいという方も、どちらのこともトータルで考

えていくということで３層以下の部分もしっかりと考えていきたい。 

委員長：市民の立場で考えると、まず住まいがベースになってくると思う。これは、国

のイメージとの大きな違いのため、このことがもたらすメリットとデメリット

も検討した方が良いかと思う。 

    ここが伊賀市のオリジナルであれば、それは強みにもなると思う。ただ、根幹

が異なってくると、施策にも影響すると思う。 

事務局：「在宅で安心して生活できる」というコンセプトで書いている。この地域包括

ケアシステムは、高齢者のみが対象というわけではないため、障がい者の方の

住まいの確保というのも、課題となっている。その辺は、中に織り込んでいこ

うと考えている。 

委員長：関係審議会にも、今出た意見を伝えてほしい。 

委 員：地域包括支援センターは、最終３ヶ所のままなのか。子どもの検診などは、ハ

イトピアに集約されているが、それぞれが反した形になっていないか。 

    また、高齢者であれば、サテライトに相談に行くと思うが、子どもや障がい者

の相談は、専門員がここにしかいない状態である。どれだけのケアができてい

るのか。さらに、いつを目途に充実させていくのか教えてほしい。 

事務局：地域包括支援センターは、１ヶ所でしていたものを今年３ヶ所に増やした。今

は、サテライト機能であるため、これが完璧な形とは言えないが、人的資源な

どの問題もあり、社協や社会福祉法人から在籍型出向で来ていただいている中

では、今行うことの出来る最大限の状況になっている。国は、地域包括支援セ

ンターの機能をもっと充実させるように言っているが、伊賀市の社会資源の状

況などを見ながら、充実させていく方向にある。社会福祉士・保健師・主任ケ

アマネの高齢に関わる部分に加え、障がいの専門員などの配置については、各

審議会や関係課との相談が必要である。意見をいただいたことは、伝えておく。 

    子どものことについても、意見を頂戴したことを伝え、どのような方向性を出

していくのかは、調整させていただきたい。 

委 員：３０ページのイメージ図について、当初、平面だと理解していただが、球体で

あった。その状況で、地域ぐるみで予防を行うということについて、周りの１

層２層に守られている印象を受けると良いイメージだとは思うが、自分たちで

しなさい、なにかあったら応援するという感じであれば悪いイメージ。周りの

輪と真ん中の球体がどのように連携するかということが、この図では、少しわ

かりにくいと思う。保健師の視点で考えると、健康づくりは予防を視点にいれ
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ている。保健師は、地域に入ることができ、市民の変化をいち早く察知するこ

とができる。そういう意味では、非常に良くできたイメージ図だと思う。だか

ら、この球体は、周りにしっかりと支えられている、連携が十分にできている

というように考えていただきたい。 

    もう１点だが、システムは、出来上がってから動かすのではなく、自分たちが

活動しながらシステムを作っていくのが本来だと思う。現在、かなりの部分は

されていると思うが、それを少しでも市民などにＰＲしていくときに、システ

ムを担当する我々や市民を含め、自分の役割認識が一番大事になると思う。シ

ステムの中で自分は何をするのかということを考えることが大事だと感じた。 

事務局：人が動いてシステムができる、めざすべき所はここだというものがないと、み

んながそれに向かっていけないため、そういうめざすべき所を描いていこうと

している。しくみだけではなく人も動かしているというところもうまく表現で

きればと思う。 

    保健師の件だが、昨年、総合相談のしくみを変えようとした際、今までのまち

の保健師に戻っていこうという想いがあったため、市民の近いところにいると

いうことを意識していこうと思う。 

委 員：地域包括支援センターの経過報告もあったが、私自身、地域で困っている人に

遭遇した。その人に、「地域包括支援センターというのがあって、いろいろと

困っていることを相談したらいいよ。」と伝えたら、実際に相談に行かれた。

その後話をしたら、「スムースに対応してくれて良かった。」と言っていた。専

門職ばかりに頼るのではなく、私たち市民の声が専門職に届いて、様々なこと

が解決できているため、一人ひとりの市民の意識が大切だと感じた。地域包括

支援センターの利用が増え、市民が助かる方向に進んでほしい。 

    もう１点。権利擁護の支援について、今までは各社協支所に担当職員がいたが、

今、複数の支所をかけもちしている職員がいる。そのため、今は、一旦、地元

以外の支所に行き、書類を預かって、そこから利用者のところへ行き、さらに

元の支所に行って、家へ帰るという流れである。そのような支援にはすごく時

間がかかり、地域包括支援センターは上手くいっているが、そのひづめが社協

にいっているのではないかと感じる。 

社 協：社協には、社会福祉士がたくさんいるが、権利擁護を担当するには、経験が必

要である。ただ、現在は、十分人材が足りている状況ではない。不便をかけて

いることは認識し、集約化をして訪問するなど、様々な形をとっているところ

である。今後、うまく稼動するよう、工夫していきたいし、全体の底上げを図

りたい。 

委 員：自分の役割をしっかり認識して、やっていかないとと思う。 

副委員長：伊賀市の人口推移ですが、２０２５年、３５年、４５年になるとどうなるか。
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人口が減って高齢者が増える。そこまで考えると、地域包括ケアシステムには、

まだ踏み込んでいないと思う。今もって、私の希望は、市に２４時間３６５日、

いつでも相談のできる「緊急課」を作ってもらいたい。地域包括支援センター

が分割されてから、若干受けてもらえているようではあるが、常に安心して相

談できるようなシステムがあればと思う。 

    もう一点。このしくみは、人づくりである。元気高齢者がいかに活躍してくれ

るかということが重要になってくる。また、その人たちのスキルアップが必要

となる。これも提案だが、６０歳をすぎた人が、皆ヘルパーの資格を受けられ

るような支援を市がしたらどうか。国がすすめる地域包括ケアシステムの中に、

介護医療、生活支援とあるが、その人たちに担ってもらわないといけないとい

うことになってくる。プラス地域で、それぞれの生活スタイルに合うシステム

が必要である。 

    緊急時への人づくり、２５年・３５年をめざした人づくりができるような支援

体制をお願いしたい。 

委員長：最後に、今日これで全ての意見が出尽くした訳ではないと思う。ご意見シート

を配付するため、気づいた点などあれば、補足を承る。その上で、今後、各関

係審議会に、検討案として、この素案を示していくが、今日いただいた意見を

反映するということと、今後補足でいただいた意見は、事務局と私と副委員長

で最終確認をし、検討案に示していくということを了承いただきたい。 

委 員：了承。 

委員長：それでは、補足をふまえたうえで、各関係審議会に、事務局から諮っていただ

きたいと思う。 

事務局：第２回地域福祉計画推進委員会については、１１月の上旬か中旬までに行える

よう、調整する。 

 

以上 


