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平成２５年度第 4回地域福祉計画推進委員会 議事概要 

日 時：平成２６年３月２０日（木）１９：００～２１：０５ 

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、市田委員、大西委員、勝本委員、鈴木委員、     

竹尾委員、西委員、松井委員、松岡委員、水谷委員、薮内委員、吉岡委員 

欠 席：城委員、高瀬委員、子日委員、福澤委員 

事務局：山下健康福祉部長、澤田介護高齢福祉課長、中岡地域福祉係長、植田主任、   

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：介護高齢福祉課長 

 

議 事 

１（１）平成２５年度進行管理について 

委員長：はじめに「平成２５年度進行管理」について、事務局から説明を求める。なお、

前回の推進委員会以降に事務局に提出された「福祉総合相談体制に対する意見」

への回答も求める。 

事務局：資料により説明。 

委員長：今の説明は、地域福祉計画に基づく６つの共通課題に対する進行状況と、５つ

の理念に基づく活動分野における社協の取り組み状況の報告である。 

    冒頭にあった福祉総合相談体制についても、６つの共通課題の１つでもあるた

め、あわせて、意見や質問を承る。 

委 員：住民自治協議会から出ている代表として、気になる点がある。住民自治協議会

に対し、説明をしてきたことや様々な効果が出ていることは、評価する。特に、

地域ケアネットワーク会議については、私のところもかなり実践をしている上、

他の団体の情報も得ている。しかし、住民自治協議会への働きかけや地域ケア

ネットワーク会議の立ち上げをする中で、明確な課題が出ていないと思う。住

民自治協議会や地域ケアネットワーク会議について、どのような課題が出てい

るのか。 

委員長：地域ケアネットワーク会議についてということは、運用部分の課題ということ

か。 

委 員：そのとおり。感想でも構わない。 

委員長：地域支援に入っている社協の立場から、気づいた点など教えてほしい。 

社 協：地域ケアネットワーク会議については、部会でも非常に重要視している。組織

づくりというものを重点的に取り組んでいると、内実の部分が難しいという課
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題が出ている。 

各住民自治協議会においては、地域ケアネットワーク会議を立ち上げなければ

いけないという意識は出てきているが、どのような機能を持たせていくかにつ

いては、検討している段階である。また、すでに取り組んでいるところについ

ては、自治会単位での会議の場や把握の場が非常に大事だということも認識し

ている。 

委員長：全ての住民自治協議会に地域ケアネットワーク会議が立ち上がっているわけで

はないが、支援に入っている立場から認識されている課題があれば教えてほし

い。 

社 協：会議の中で課題になっていることは、検討テーマを深めていくことが困難だと

いうことである。孤立死や地域での見守りが必要な方をどのように支え合って

いくかという検討をしていたり、民生委員がひとりで苦労されている現状があ

ることから、民生委員の話を聞いて、民生委員のサポートや地域の支え合いに

ついて考える場を設置していこうという動きもある。 

委員長：現在、地域ケアネットワーク会議はいくつ立ち上がっているか。 

社 協：７つの住民自治協議会で立ち上がっている。 

委員長：それぞれに課題を抱えているということか。立ち上がっていない地域について

は、これから計画的に立ち上げ支援を進めていくという認識でよいか。 

事務局：地域ケアネットワーク会議の立ち上げ支援は、平成２５年度からはじまった事

業ということで、地域課題は、本当に地域によって様々だということがわかっ

てきた。どのように課題をあげていくしくみがよいのかということが、平成２

５年度の後半に悩んだところである。 

社協と相談する中で、本日の２つ目の議事にある「地域福祉計画の推進体制」

を次年度から何らかの形にする中で、その課題を上手くつなげられるしくみを

つくれたらと考えている。 

委員長：体制の見直しを考えているので、その中で、いくつかの課題は解決できるので

はないかということか。 

委 員：意見になるかもしれないが、地域課題をどう拾い上げていくのかということで

ある。 

組織は作ったが、地域課題は自治会ごとに全て違うというところもある。それ

ぞれに課題があったとしても、区長は何をしたら良いかわからない。地域課題

を洗い出して、そこから地域ケアネットワーク会議の活動に入っていくのか。

また、立ち上がっているものは、７つとおっしゃったが、以前、１０の住民自

治協議会が集まって意見交換会をした。形は違うが、それだけある。特に、地

域課題を洗い出しながら、それを組織化していくというところである。地域課

題は、いろんなものが出てくるため、地域課題にこだわっていたら、組織も立
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ち上がらないと思う。そのため、組織化を先に考えるのか、地域課題を見て動

き出すのかについて、検討してはどうかと思う。 

実際に、区長や民生委員を中心に地域ケアネットワーク会議を立ち上げた住民

自治協議会があるが、どのように動かせばいいかわからないという悩みを持っ

ていた。私の住民自治協議会と意見交換会をしたいと言っている。そのような

現状を行政や社協は、どのように捉えていくのか。あれをした、これをしただ

けではいけないと思う。 

委員長：重要な意見である。 

    加えて、１点確認する。 

    「新しい福祉総合相談体制に対する意見及び回答」で、人的支援ネットワーク

の構築については、福祉総合相談体制と地域ケアネットワーク会議をあげてい

ただいており、これが重要になると回答いただいている。そのような意味で、

計画に立ち戻ると、２層と３層のつなぎが重要になると思うが、新しい福祉総

合相談体制の構築の中で、３層とのつなぎは今どのように議論されているのか、

分かる範囲で示していただけると住民自治協議会の皆さんにもわかりやすい

指標となると思う。回答部分で、つなぎということが示されているため、具体

的にどのような体制や手法を用いようとしているのか、地域包括支援センター

と地域ケアネットワーク会議がどのようにつながるかというところだと思う

が。 

事務局：今後は、２層の部分が３つの地域包括支援センターになる。３層の部分である

地域ケアネットワーク会議との関係は、そこで起こっている課題が急を要する

ものであるということが別でも、お呼びいただければ、地域包括支援センター

がいつでも行かせていただく体制はとっているが、内容によっては対応を考え

させていただくことになるかと思う。 

   すべての問題を地域包括支援センターで処理するということではない。福祉総

合相談体制では、３層以下については、社協の役割だが、地域支援で補えない

部分については、ケースや背景、緊急性の問題もあると思うので、地域包括支

援センターもともに、地域に入っていく。その都度、社協と話をしながら、協

力して進めていく。 

委員長：そのつなぎに対しては、一概に統一化することも出来ないため、いくつかのパ

ターンを考えながら住民自治協議会にニーズに合わせたかたちで、２層以上と

のつながりをこれから検討いただくということか。それについては、委員の皆

さんにも意見をいただくというかたちで、すすめる機会を設けたい。 

    今、委員さんからいただいた意見は非常に重要だと認識するため、その点につ

いては、また改めて考えていく。 

    この年度で体制が変わる部分もあるため、地域の皆さんからすると、これまで
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の福祉相談体制における社協の支所への相談が今後どうなるかということや、

新しく出来る相談体制とどうつながっていけば良いのかということも知りた

いと思う。そのため、すでに十分に啓発していただいているとは思うが、今後、

いろんなパターンも含めて、地域ケアネットワーク会議の立ち上げをしたくな

るような体制という形で議論をしていけたらと思う。よろしいか。 

委 員：了解。 

委 員：進行状況の説明の部分だが、資料２の７ページの真ん中あたりに、平成２５年

度地域支え合い体制づくり事業で「DVDを作成中」という報告があった。こ

れは、今後自分たちの地域でしていかなければいけないことやこういうまちづ

くりをしていかなければいけないということを教えてくれる DVD だと思う。

これにより、何をしたら良いかという答えにもつながってくると思う。 

    この DVDを見せる対象や、どんな場面で見せるのか、さらに、どれくらいの

枚数を作る予定なのかを教えてほしい。 

社 協：住民自治基本条例などはみんなで作ってきた条例ということも再認識していた

だくため、住民自治協議会の方を対象としている。しかし、それらの考えを全

市民に周知するためにも、地域のすべての市民を対象とする。例えば、民生委

員の研修や地域支援者、事業者の研修など、たくさんの方に理解していただけ

るよう、活用していく。 

    枚数は、現在１００枚を予定している。 

委 員：良い教材を作っていただければ、住民自治協議会の役員に見ていただき、こう

いうまちづくりをしていかなければいけないなと改めて思え、各自治会の委員

さんにも納得してもらえる。それを広めて全市民が納得してくれれば、まちづ

くりも、下から上へ力が上がっていくと思う。せっかく作っていただけるもの

を上手く活用し、全市民のものになるように私たちもやっていきたいし、お願

いしたいと思う。 

委 員：住民自治協議会の役割というのは大変重要なところだと思う。進行管理をみた

ら、社協のエリア担当というものが何回も出てくるが、これは、住民自治協議

会に周知されているのか。 

社 協：以前は、一覧表を作成し、お渡ししたこともあるが。現在は、地域にアセスメ

ントなどで、何度か訪問する中で、覚えていただくようにお願いしている状況

である。 

委 員：昨日、住民自治協議会の委員会に参加した際、地域ケアネットワーク会議を立

ち上げないといけないという話をしたら、それは何かと言われた。どんなメン

バーで、どのように立ち上げるのか、どのようなことをするのかということを

役員さんが言っていたため、全く浸透していないのかなという気がした。 

    担当者がいるのであれば、アプローチをしないと、住民自治協議会からは、な
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かなか出てこないと思う。実態はそんな感じであった。書類で見るとすごくい

いように思うが、実際は、本当にすすんでいるのかなというのが感想である。 

委員長：貴重な感想だと思う。計画的に立ち上げることになっているが、計画を少し説

明いただいても良いか。 

社 協：報告にもあったが、平成２５年度から地域福祉体制づくり事業を受託している。

毎年６地区くらいに地域ケアネットワーク会議をつくるという計画ですすめ

ているが、平成２４年度までに立ち上がったところを含め、平成２５年度は３

ヶ所で、目標には達しなかった。しかし、役員の交代や総会があり、来年度の

４月か５月に設立させるという地域もある。 

    社協としては、３８の住民自治協議会、並びに、八幡自治会も含めて、３９の

地域すべてに地域ケアネットワーク会議を立ち上げていただくアプローチを

しているところである。しかし、実際には、住民自治協議会との関係が構築で

きていない地域もある。 

    今年度の目標としては、３８すべての住民自治協議会に地域アセスメントを実

施するという方向で進めていたが、実際は半数くらいしかできていない。地域

へ入っていくまでの段階でも、どうして入っていかなければいけないかという

ところから説明していかないといけないという状況であり、次の段階まですす

めていかないという地域も実際にある。 

    委員さんの質問にもあったように、地域によって生活課題の違いがあるという

状況の中で、いつ作るということを前提にアプローチするだけでは、入ってい

けない地域もある。 

    場合によっては、地域ケアネットワーク会議は立ち上げられなくても、社協で

養成した見守り支援員を組織化して、見守り活動を始めていくということから、

最終的に地域ケアネットワーク会議の立ち上げにつなげていければと、１年間

事業に取り組んで感じた。現在、それぞれのアプローチの仕方が異なっている

中、早急に全地域のアセスメントは済ませ、何から手をつけてよいかわからな

い地域については、アンケート調査により、地域ごとの支援計画を提案してい

くという流れでマニュアルを作成している。しかし、現場に入るとなかなかそ

のとおりにはいかない状況である。 

    来年度以降、さらに地域へ入らせていただくよう努力していきたい。 

委員長：住民自治協議会と地域ケアネットワーク会議に対する意見が集中してきた。委

員会でも、重要な課題と認識していきたい。 

    今年度、１層において、総合相談体制のしくみに着手できたため、今後は３層

以下とのつなぎを意識しながら、地域ケアネットワーク会議の立ち上げなど、

しっかりと見守っていきたいと思う。 

    この件については、改めて議論したい。本日は、進行管理の中で見えてきた課
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題を認識するということで承る。 

    進行管理については、多岐にわたる計画のため、幅広い報告がある。すべてに

意見をいただくことは出来かねるため、後から気づいた点があれば、事務局へ

申し出てほしい。回答が必要であれば検討等をしていきたいと思う。 

    今出た意見で、今年度の進行管理ということで、諮ってもよいか。 

各委員：了承。 

委員長：了承事項とする。 

    この進行管理については、第１次計画からの積み上げの課題でもある。どのよ

うに進行管理をしていくのか、評価との違いは何かということで、これはまだ

結論ではない。今年度は模索をしながら、これまでの数値的な進行管理ではな

く、推進委員会での議論の経過や、計画や活動分野での取り組みを報告してい

ただくこととした。これにより、現在、地域福祉計画に基づき、市としてどの

ような施策の動きがあり、社協としてどのような活動を進めていくかが見えて

きたと思う。さらに、課題も大きく見えてきたところだと思う。 

来年度以降、各個別計画が地域福祉計画以外にもあるため、計画に関わる審議

会との調整が必要ではあるが、各関係審議会でどのような議論がされているか

についても把握しながら、地域福祉計画の推進委員会としても、今後どのよう

な課題への取り組みが必要なのかを進行管理させていただきたい。 

 

（２）地域福祉計画の推進体制について 

委員長：次に、来年度からの推進体制の見直しを議題にする。 

事務局から、説明を求める。 

事務局：資料により説明。 

委員長：前回の委員会で、見直しの骨子について、議論いただいた。それに基づき、事

務局で、社協とも相談しながら提案していただいた。 

    地域福祉計画は、多くの市民や関係機関の参画が大切な理念となっている。そ

のことをできる限り担保していくためにも、これまでの部会機能の中で、メン

バーの固定化や活性化に結びつかないという課題があがっていた。この部分や

推進委員会は限られた回数の中で、市民の皆さんの福祉にとって大事な項目を

優先的に議論していけるようなしくみをつくり直せればと考えたところであ

る。 

    推進体制の見直しについて、委員の皆さんからご意見をいただきたい。 

副委員長：私もテーマ別部会に出来る限り参加してきたが、課題にあがっているとおり、

メンバーが固定化しているケースが多かった。そのあたりは改善していかなけ

ればならないが、２次計画の中では、事業所、市民、社協、市の役割が出来上

がってきている。その役割分担がある中、テーマ別部会にどれくらい係わって
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いるかを考えると、全くといっていいほどの成果になっているため、そこを改

善していくことが大事だと思う。それぞれの役割をきちんと持って参加できる

ようなしくみを作っていただきたい。 

委 員：新しい推進体制の見直しということだが、ここで一番整理しないといけないと

は、地域福祉推進委員会である。これは、社協支所単位ということだが、役割

としては、施策化させるために、上の推進委員会に提言をしていくということ

か。先ほども出ていたが、地域ケアネットワーク会議ひとつをとっても、温度

差がある。特に、地域ケアネットワーク会議に重きをおくが、地域福祉の中で、

それぞれの課題は持っている。例えば、民生委員との兼ね合いで、民生委員の

職務と地域ケアネットワーク会議での役割とは違う。そのあたりの共通理解と

いうものをどのように地域福祉の中でやっていくかということが非常に重要

だと思う。そこにプライバシーや情報公開の問題も出てくる。 

    民生委員・児童委員の協議会の中でも、地域ケアネットワーク会議について、

議論をしていただきたい。 

    同じように、自治会も、区長の共通理解がすすんでいかないといけないと思う

ため、地域福祉推進委員会を立ち上げるということが示されているが、そこの

部分がポイントになってくるのではないかと思う。 

委 員：私自身ももっとも困っているのは、個人情報である。 

資料１の中の地域ケアネットワーク会議の中に民生委員が出てくる。推進の見

直しの中にも民生委員は出てくる。その中で、民生委員の活動というのは、ほ

とんどが訪問活動や電話のような個人への連絡活動が大半である。ところが、

もともと民生委員・児童委員というのは、住民自治協議会や自治会の会長から

の推薦となる。母体である自治会や住民自治協議会と民生委員がうまく共有化

していくには、情報が重要であり、ニーズの掘り起こしについては、訪問活動

などにより、深く入ったことが出てくる。しかし、それを持っていくところが

ない。個人で、定期的に、住民自治協議会や民生委員・児童委員との間に連絡

体制がとれているところはいいと思うが、私のところはそのようなことはない。

そのため、何をして良いかわからない。だから、個人の活動で終わってしまう。

そこに自治会や住民自治協議会との関連を共有化する必要がある。民生委員、

自治会、児童委員の中の会合があるため、それらと地域福祉計画とどのように

係わっていくかということが重要である。そのような相関性を持ったところが

必要ではないかと思う。 

委員長：非常に重要な意見をいただいた。資料３－３の地域福祉推進体制の見直しの中

で、（仮称）地域福祉活動推進会議から矢印が出ているところに、これまでの

部会の分野を問わず、地域の声をしっかりとキャッチし、整理するとともに、

活動に反映させるための会議としてこれらを統合するように書いてある。それ
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ぞれの立場からは、このことについて議論する場がほしいということだと思う

ため、これまでもそういった取り組みを社協などでも仕掛けていただいていた

と思うが、十分に継承されていなかった部分やもう少し具体的に課題をしぼっ

た形で意見をいただくような場というものが必要だと思っている。 

    そういう意味では、推進会議及び推進委員会の中で、今回いただいた意見に基

づき、そういった場の構築を社協でもさらに具体的に検討いただくということ

でよろしいか。 

事務局：委員さんからもいただいた、自治会、住民自治協議会、地域ケアネットワーク

会議や民生委員の共通理解という部分については、社協や行政の担当部局とも

調整をしながら、共通理解をもっていかなければならないと思っている。 

    ひとつ整理したいのは、資料３－３の課題の中で、（仮称）地域福祉活動推進

会議に上がっていく内容は、地域課題や地域支援の部分だと考えている。先ほ

どの個人情報や緊急性がある問題については、右側の福祉相談分野からあがっ

てくると思っている。その中で、個別事案から見えてくる課題は、資料のとお

りに上がっていき、施策化していくということになる。 

委員長：実際に運用していく社協としては、問題ないか。 

社 協：地域支援や相談を長くしてきた経験から、個人の困りごとと地域全体の福祉課

題は、連続していると思う。地域で生活していく上で、個人の困りごとを地域

の中で解決していくということについては、これからも変わらないと思う。そ

ういう意味で、地域の課題と個別課題を一緒に考えていくことは非常に大切だ

と思う。さらに、個別課題と地域課題の連続性の中で、どのようなしくみをつ

くっていくのかが、今の課題だと思っている。そのような中で、地域福祉推進

委員会は、現在形骸化している。団体の代表の方に集まっていただき、年に何

回か話し合うという場になっているが、さらにこれを活発な議論ができるよう

な場にしていくためにも、個別課題と地域課題が連続するものだという認識で

考えていくことが非常に大事だと思う。 

委員長：この図は、大きく地域の課題と個人の課題という形でフローが分かれているが、

現実の課題については、様々な捉え方があると思う。 

市民の皆さんが福祉課題だと感じられる内容については、最終的に施策化が必

要なものとして、こぼすことなく取り上げていきたいということなので、その

部分については、十分に見守りながら、このような体制に少し変化させていた

だきたいと思う。 

委 員：推進委員をさせていただいてから、部会にも参加させていただいたが、参加人

数も意見も少ないため、ひとつ、ふたつの意見にまとまってしまう。しかし、

こうして縦の線をうまく引いていただいているため、一番下の横の線のつなが

りを推進していただきたいと思う。 
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委 員：私も、当初部会に何度か参加させていただいたが、参加人数が少ないというこ

とで、それぞれの立場からの意見もそれほど出なかったように思う。見直し案

のように横のつながりが大事だと感じた。 

委員長：ここには出ていないが、地域の皆さんも自由に参画できるようなしくみも必要

かと思うため、そのあたりは、社協のノウハウを持って、十分に議論いただけ

ればと思う。 

    もう１点確認だが、今回の見直しの中で、（仮称）地域福祉活動推進会議、そ

れから、市が事務局の保健・医療・福祉分野の連携検討会などの検討会は、い

ずれもこの計画の第７条に規定するテーマ別部会だということを再認識させ

ていただき、ここでの議論を報告、提言いただくようなところは十分に担保さ

せていただきたいと思う。 

事務局：先ほど地域課題と個別支援の話がでた。右側の福祉相談分野については、３つ

の地域包括支援センターから上がってくる流れだと思っているが、個別支援に

ついては、最終的には法的手続きや法的な措置がついてくると思う。地域支援

と個別支援は別の問題だとは思っていないが、最終的にどう助けていくのか、

どう措置をしていくのかという部分では、法律があるため、しっかりと行政と

社協の役割を分けて、それぞれの強みを生かしていこうと思う。 

委員長：そこは非常に繊細な問題でもあるため、地域ケアネットワーク会議から地域ケ

ア会議へのつなぎが見えにくくなるなど、非常に難しいところである。引き続

き検討をしながら、個人と地域という形で分けるというように理解していただ

きたいと思う。 

副委員長：２次計画の中で、コミュニティソーシャルワークの実践という言葉が出てき

た。資料３－３の中で、コミュニティソーシャルワーカーがどのあたりまで担

っているのかということが見えにくいため、どのように係わってくるのかを説

明してほしい。 

委員長：具体的には、福祉事業所職員はこの推進体制の中のどの部分で係わってくるの

かということか。 

副委員長：どのような方たちがコミュニティソーシャルワークを担っていくのかをもう

少しはっきりと示していただきたい。 

事務局：コミュニティソーシャルワーカーや事業所が係わっていただき、２０２５年問

題に向け、めざすところを見つけていただき、つないでいただくならば、地域

ケア会議、事例検討会の手前の部分にあたると思っている。それから、地域包

括支援センターに上がっていく中で、仕分けをして、行政として法手続きをふ

むものについて、地域での見守りや地域のインフォーマルなサービスを足して

いかないといけないということもある。それらについては、地域に知恵を求め

たり、戻したりということも考えられる。 
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委員長：関係団体として、福祉事業所の職員さんも対象としたコミュニティソーシャル

ワーカーの養成というものが２次計画の中でもうたわれているため、地域福祉

活動推進会議は、社協が事務局となってもらう上、社協のネットワークを生か

していただきたいと思う。推進委員会のテーマ別部会という位置づけで、その

ような方も参加しやすいような場のつくり方も検討いただけると委員さんの

意見も反映することができると思う。 

    一枚の図では、完璧に表現しきれないところもあるが、これまでの課題も含め

てこのような提案をさせていただいた。 

    推進体制の見直しについて、了承いただける委員については、挙手を求める。 

各委員：挙手。 

委員長：それでは、市、社協においては、この新しい推進体制により、今後の計画をす

すめていきたいと思う。引き続き、委員さんにはご協力いただきたい。 

    議事は、これで終了する。 

 

２ その他 

    その他の項に入る。今年度は、最後の推進委員会であるため、次年度の優先テ

ーマをあらかじめ検討しておきたい。よければ、１つ提案をする。 

    伊賀市では、現在、第２次総合計画の策定がすすめられている。その中の重点

プロジェクトに「医療・地域福祉連携プロジェクト」が位置づけられている。

プロジェクトは、平成２８年までにめざす取り組みが示されており、その一つ

に、「地域包括ケアシステムの構築」がある。これについて、平成２８年度ま

での３年間で「伊賀市がめざす地域包括ケアシステムの姿を示す」ことが位置

づけられている。 

    この地域包括ケアシステムは、高齢者に限るものではなく、障がい者、子ども

をはじめ、全ての市民を対象としたものになると認識している。 

    したがって、多岐にわたるプロジェクトになるとは思うが、福祉の横断的、総

合的な理念計画である「地域福祉計画」において、各分野に共通するイメージ

図、概念図を示す役割を持っていると思う。そのようなことから、来年度のテ

ーマを、伊賀市がめざす地域包括ケアシステムはどのようなイメージ図になる

のか、あるいは、概念図になるのかということを委員の皆さんと議論できたら

と思っている。 

    平成２６年度には、高齢者福祉計画、介護保険事業計画、次世代育成支援対策

行動計画や障がい福祉計画の見直し、さらには、健康２１計画の中間見直しお

あると聞いている。そのような中、各関係計画が、伊賀市がめざす地域包括ケ

アシステムの共通認識を持ちながら計画の策定をすすめていくことが望まれ

ることだと思う。また、福祉の横断的、総合的な計画であるこの地域福祉計画
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推進委員会が先駆けて、このことを検討させていただきたい。 

委 員：地域包括ケアシステムの中核は、やはり医療だと思う。地域包括医療ケアシス

テムを立ち上げないと成り立たないと思う。医療は、全面協力をしたいと思っ

ている。診療報酬の改定からも、医師が、在宅医療にできるだけ係わろうとい

う方向になってきている。ただし、これが完成するには、２０２５年まで時間

を要するため、あまり焦らないでほしい。 

委員長：様々な分野が絡んでくるが、地域福祉の視点から見た、必要なイメージは今の

うちから立てていきたいと思う。時間をかけて地域の福祉や伊賀の福祉を考え

ていくところから、近い未来にむけて、地域包括ケアシステムについて議論し

ていきたい。 

委員長：それでは、来年度のテーマは「伊賀市がめざす地域包括ケアシステムについて」

としたい。了承いただける委員は、挙手を求める。 

各委員：挙手。 

事務局：大変大きなテーマを受けていただいた。 

    事務局としても、２０２５年問題を含めて、伊賀市がめざす地域包括ケアシス

テムを検討するということは、ビジョンではあるが、大変勇気が必要なことで

あると思う。 

    市民の皆さんが安心して住み慣れた地域で住み続けることのできる伊賀市を

めざし、がんばっていきたい。 

    伊賀市では、来年度からの新しい福祉総合相談のしくみを機に、縦の組織に横

串をさす運営をめざしており、あわせて、医療、福祉の政策を一体的に行う「医

療福祉政策課」の設置もある。 

    この横串をさす取り組みは、まず、行政内部から、それも健康福祉部の各課が

その姿を示していかなければならないと考え、この４月から実践をする。 

    来年度は、地域包括化システムの構築、実践に向けた第１歩を踏み出す年でも

ある。 

委員長：地域包括ケアシステムは、必ずしも地域福祉の先見事項ではないため、各審議

会や福祉分野での関係審議会との連携が非常に重要になると思う。 

    しかし、地域福祉計画の中だけでは包含できないテーマもあるため、そのよう

な意味で、各個別計画をあずかる関係課との連携を十分にしていただき、審議

会との調整等を出来ればと思っている。その点については、庁内での連携体制

について、これまで以上に検討していただきたい。 

    あわせて、平成２７年度からは、生活困窮者自立支援法がスタートする。 

    伊賀市においても、法律に基づき、すすめていくものだと思うが、これも横の

連携が重要になってくると思う。 

    伊賀市では、いち早く本年度からモデル事業に取り組んでいるが、平成２７年
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度の本格運用に向けて、どのような仕組みですすめていかれるのか市役所の関

係課で議論をまとめていただきたいし、推進委員会への情報提供をお願いした

い。 

事務局：地域包括ケアシステムの姿を描くことについては、庁内の連携、調整をはじめ、

各関係審議会の事務局との調整により、喚起審議会間での情報共有がおこなえ

るようすすめていきたい。また、生活困窮者自立支援法に関する庁内調整につ

いても、庁内会議として、必要に応じてプロジェクト会議を開催することとな

っているため、各関係課とも調整をしながら、平成２７年度の本格運用にむけ

てすすめたい。 

 

以上 


