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第４回高齢者施策運営委員会 

 

日 時：平成２６年３月６日（木）１９：００～２１：００ 

場 所：ハイトピア伊賀４階 多目的室 

出席者：泉 美幸・門田 進・田中 哲生・三ツ森 義久・村田 省三・大越 扶貴・

菅原 直人・田中 慎二・中林 豊・福澤 秀太・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  

澤田課長・中岡主幹・川口係長・川口主査・植田主任・立岡 

地域包括支援センター 中林所長 

 

課 長： 

定刻となりましたので、平成２５年度第４回伊賀市高齢者施策運営委員会をはじめさ

せていただきます。皆様方におかれましてはご多用の中、また夕刻ということにもかか

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。私、健康福祉部介護高齢福

祉課長の澤田でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 本日は、前回の運営委員会でのご意見に対する回答を申し上げ、本運営委員会として

もご内諾をいただきました地域包括支援センターの愛称募集にかかる選定を中心にご

協議をお願いしたいと思います。 

開催にあたりまして中林地域包括支援センター所長よりご挨拶を申し上げます。 

 

所 長： 

 皆さんこんばんは。今日は昼間雪花がちらつくという本当に寒い日に、またお仕事等

でお疲れのところご出席をいただきましてありがとうございます。 

本当は、この場に健康福祉部長の山下が出席をさせていただきまして、ご挨拶を申し

上げるということで決まっておりましたが、都合によりまして急遽欠席をさせていただ

くことになりましたので、私が変わりましてご挨拶をさせていただきます。 

 本年度は、福祉総合相談のしくみづくりという大きなプロジェクトに対しまして、各

委員の皆様から非常に貴重なご意見を頂戴しまして進めて参りました。 

振り返りますと７月３０日に開催されました第１回の運営委員会で、現在の地域包括

支援センターの限界、そして地域包括支援センターの複数設置を軸とした総合相談体制

の構築の必要性についてご意見を頂戴しました。 

その後、市におきまして新しい福祉総合相談の体制の構築を目指しまして検討を進め

てきまして、９月１０日の第２回の運営委員会では、中間案に対するご意見を頂き、そ

の後、市民説明などを進めて参りました。 

そして第３回の運営委員会には、市の最終報告書の説明をさせていただく中で、来年
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度からの運用に向けてのご意見を頂きました。 

そして本日は、福祉総合相談のしくみのなかでも、中心的な役割を果たしていくこと

になる地域包括支援センターの愛称の選定作業をいただくということで、今日はお世話

をおかけします。 

後に担当からも説明をさせていただきますが、今回の愛称募集では、市内外から３４

件の応募があったと聞いております。 

 私は、現在地域包括支援センターの所長をさせていただいておりますが、愛称がどん

なものに決まるか楽しみにしておりました。今は、どきどきとしております。 

いずれにしましても今日は愛称を選定していただく日ということで、記憶に残る日と

なることと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

課 長： 

ありがとうございました。本日の運営委員会ですが、委員１８名中、出席者が１６名、

欠席が２名とお聞きしております。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条第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。 

はじめに、議事進行に関しまして３点お願いをさせていただきます。 

１点目は、伊賀市情報公開条例代３５条及び住民自治基本条例第６条により、公開の

会議といたしております。 

また審議会等会議の公開に関する第８条に基づく会議録作成のため、音声録音をさせ

ていただくとともに、同要綱第９条第２項及び第３項により作成した会議録を市のホー

ムページで公開を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、傍聴者や報道関係者の入室を認

めてさせていただきます。 

３点目でございますが、円滑な会議運営のために、発言の際には、挙手をお願いしま

して、委員長の発言許可の後にお願いをしたいと思います。また会議録作成のため、マ

イクの使用によりご発言いただきますよう、ご協力をお願いしたいと思います。 

 本日の地域包括支援センターの愛称選定につきましては、市長から本運営委員会委員

長様への諮問をさせていただき、本日の会議による答申後、市として愛称の決定をして

いきたいと思っております。 

地域包括支援センターの愛称募集につきましては、４月からスタートさせます、福祉

総合相談のしくみに合わせ、地域包括支援センターの認知度を高めるとともに、市民の

皆さんをはじめ、民生委員さんなどが気軽にご利用いただける環境づくりを目的に行っ

たものでございます。 

 それでは、会議に入っていただくにあたりまして、市長からの諮問をさせていただき

ます。 
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所 長： 

 伊賀市高齢者施策運営委員会委員長大越扶貴様、伊賀市地域包括支援センターの愛称

選定について諮問いたします。伊賀市高齢者施策運営委員会条例第２条第３項の規定に

基づき、市が募集する伊賀市地域包括支援センターの愛称選定に係り、貴運営委員会の

意見を求めます。よろしくお願いいたします。 

 

課 長： 

 ありがとうございました。議事に入ります前に、事務局よりひとつお願いしたいと思

います。中林所長ですが、同席をさせていただく予定でありましたが、高齢者虐待の事

例があったということで伊賀警察署より連絡がありましたので、退席をさせていただき

ます。 

本日は地域包括支援センターの愛称を決める日ですが、全員そちらへ出向きますので

お許しをいただきたいと思います。  

それでは、大越委員長に議事進行をお願いいたします。 

 

委員長： 

 皆さんこんばんは。はじめに前回の会議において、新しい福祉総合相談のしくみに対

するご意見が委員から提出されていますので、先ず事務局から回答をお願いしたいと思

います。 

皆さん、お手許の資料の１をご覧になってください。 

なお、今回の新しい福祉総合相談のしくみづくりについては、本委員会と地域福祉計

画推進委員会のふたつの審議会で議論しながら進めてきた経緯がありますので、地域福

祉計画推進委員会委員のからの意見も含めた回答をいただきたいと思います。 

では事務局から説明をお願いいたします。 

 

事務局： 

失礼致します。介護高齢福祉課の植田と申します。よろしくお願い申し上げます。 

それでは始めに前回の運営委員会におきまして新しい福祉総合相談体制に対するご意

見を頂戴いたしたいということで、事前にファックス等でご質問・ご意見をいただいて

おります。 

回答とあわせて説明をさせていただきたいと思います。 

その前に資料の１をお配りさせていただいておりますが、併せて資料２もお配りさ

せていただいていると思います。 

これまでのそれぞれの審議会の皆様方から市民周知をしっかりしていかなければだ

めだ、丁寧にしていかなければならないというご意見をいただいておりまして、資料２
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につきましては、2月１日発行の広報いが市にて「つなげよう相談・支援のわ」という

ことで、今回の福祉総合相談のしくみづくりがはじまっているという部分で市民の皆様

方にご周知をさせていただいたところでございます。 

内容といたしましては、タイトルのとおり「相談のわ」を育む、合わせて「支援の

わ」を育むという内容で構成をさせていただいておりまして、地域包括支援センターか

らのコメント、社会福祉士や合わせて保健師、社会福祉協議会それぞれの立場からのコ

メントということで、市民の皆様方に新しい相談体制をつくっていくとともにそれぞれ

の立場によって頑張っていくという部分でお示しをさせていただきましたので、ご覧い

ただきたいと思います。 

 それでは、事前にいただいておりましたご質問やご意見等に対する回答をさせていた

だくということで、資料１に基づいてご説明をさせていただきます。 

高齢者施策運営委員会の委員様から１点、地域福祉推進委員会の委員様から１点のご

意見をいただいております。 

はじめに高齢者施策運営委員会の委員様からいただきましたご意見に対しましては、

「相談体制の課題として相談内容が複雑化し、また現在の体制での解決が困難になって

きているとあるが、ソーシャルワークの視点でひとり一人の生活をコーディネートでき

る体制づくりが必要だ」というご意見をいただいております。 

また「このチーム体制で支援するときには、民生委員さんや地域の近所の人も含めた

人的支援のネットワークの構築が重要になってくる」というご意見をいただいておりま

す。 

合わせて高齢者のみならず、こども、障がいのある人も含めてそれぞれのライフステ

ージに応じた支援がうまくつながっていくようなしくみづくりが必要であるというご

意見をいただいております。 

 回答といたしましては、この４月からの福祉総合相談体制につきましては、横断的な

相談体制によりまして、より迅速かつ総合的に課題解決が出来るしくみを作り上げよう

としているものでございます。そしてそれぞれの世帯の視点によるコーディネートをし

ていきたいと考えております。 

先ず人的支援ネットワークの構築につきましては、福祉総合相談の体制と合わせまし

て地域の力が重要なポイントとなってくることから、社会福祉協議会によります「地域

ケアネットワーク会議」いわゆる地域での課題解決の協議の場の計画的な立ち上げ支援

を進めていきたいというふうに考えております。 

 それからもう一点の地域福祉計画推進委員様からいただきましたご意見と致しまし

て、「市民一人ひとりの意識を高めていくためには地域ネットワークを支えあえるよう

なものを早急にしなければいけない」ということで、その中でそれぞれが責任を持ち、

連携していくことが大切であり、そのうえで、三種の専門職を確実に配置し、スムーズ

な流れを取っていって欲しいというご意見でございます。 
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そして一日でも長く住み慣れた地域・家で過ごせることが理想であるというご意見を

いただいております。 

こちらに対しましては、住み慣れた地域で暮らしていくためにも地域包括ケアシステ

ムをそれぞれの個人、市民や地域、団体、事業者、そして行政等のそれぞれが主体者意

識を持って進めることが大切であると考えております。 

 現在、伊賀市では地域包括ケアシステムの構築に向けまして、保健・医療・福祉分野

の連携や地域福祉の体制づくり、そして今回の福祉総合相談のしくみづくりを複合的に

推進しております。 

そしてそれぞれの力を高めることが、地域福祉の推進につながることと考えておりま

す。 

 以上のような回答で本日お示しをさせていただきます。 

 

委員長： 

ありがとうございます。この回答に関しまして、委員の方々よりご質問やご意見等は

ございますか。 

 

委 員： 

お伺いしたいのですが、回答の中の地域ケアネットワーク会議が示されていますが、

地域会議からの要請なり質問、相談を受け付けるのかということが、ここには出ていな

いのですが、ケアネットワーク会議だけしか受け付けてくれないのだったら、人命にか

かわるような時に、いちいち地域ケアネットワーク会議を開いていないので、地域会議

から提案なりをお願いさせてもらった時に、受け付けてくれるような体制にしていただ

きたいと思うのですが、その辺はどうでしょうか。 

 

委員長： 

 事務局お願いします。 

 

課 長： 

 そのとおりでして、緊急の場合には事案によっては直接地域包括支援センターに連絡

を入れていただく中で対応させていただくことになると思います。 

地域会議や、地域の支援者である民生委員さんから直接連絡があるということでも対

応していかなければならないと思いますので、時間をおいて課題を整理するという問題

であれば順序よく上がっていっていただいてもいいと思うのですが、そのような対応を

させていただく予定としておりますので、よろしくお願いします。 

 

委員長： 
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よろしいでしょうか。 

 

委 員： 

 はい、分かりました。 

 

委員長： 

多分今日の虐待事例のように、必要な時には動くというような体制になっていくかと

思います。他に委員の方ご意見はございませんか。よろしいでしょうか。 

 

委員長： 

 次に進めさせていただいてよろしいでしょうか。 

 

各委員： 

 了解。 

 

委員長： 

新しい福祉総合相談体制というのは、この４月からのスタートということもあり、現

時点でいろいろ危惧されていることもありますが、本委員会としては、新しい体制の動

向を見守っていきたいと思います。 

 それでは、諮問をいただきました、地域包括支援センターの愛称候補の選定に移りた

いと思います。 

 はじめに、事務局から応募状況の報告をお願いします。 

 

事務局： 

 先ず、資料の２をご覧いただきたいと思います。広報の５ページでございます。 

こちらの上段に今回の地域包括支援センターの愛称募集ということでこのような形

で募集をさせていただきました。 

応募要件といたしましては、市内に在住、在勤、在学する方ということでございます。

募集期間は、２月１日から２１日までの間でした。応募方法については、郵送、ファ

ックス、Ｅメール、ご持参とさせていただきました。 

結果といたしまして、資料３のとおり全体で３４件の応募がございました。 

 

委員長： 

 ご説明ありがとうございました。それではここから選定作業に移りたいと思いますが、

はじめに選定に当たって、事前に事務局と調整させていただき、案を考えましたのでご

提案したいと思います。よろしいでしょうか。 
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各委員： 

 了承。 

 

委員長： 

では資料の配布をしたいと思います。 

 

＜資料配布＞  

 

委員長： 

 お手許に資料が行き渡ったようですので、事務局から提案についてのご説明をお願い

します。 

 

事務局： 

 それでは、配布させていただきました地域包括支援センター愛称候補選定について

（案）でございます。こちらにつきましては、事前に委員長とも打ち合わせをさせてい

ただきまして、まとめさせていただいたものでございます。 

 １点目に選定方法につきましては、本日ご出席いただいております委員の皆様方によ

ります無記名の投票によって選定をしていきたいと考えております。 

２点目にどのような形で投票するのかという部分でございますが、まず第１回目の投

票といたしまして、資料３で示す応募対象の作品ナンバーによる投票、これは各委員１

点によって上位３点を選出してはどうかと考えております。なお、投票により１位とな

る作品が全投票数の半数を超える場合は、その１位の作品を候補作品としてはどうかと

考えております。 

これで１作品の候補が決まらない場合につきましては、第２回目の投票ということで、

１回目の投票で選ばれました上位３作品への投票、こちらも委員各１点の投票というこ

とで順位の決定をしようと考えております。 

こちらでも１位となる作品が全投票数の半数を超える場合は、その１位の作品を候補

作品としてはどうかと考えております。半数を超える作品がない場合には、上位２点に

よる３回目の投票を行う形に進めていきたいと考えております。 

第３回目の投票に進んだ場合は、上位２作品への投票、こちらも各委員１点、１位と

なる作品を候補作品としてはどうかと考えております。なお、本日ご出席していただい

ています委員は１６名でございますので、投票数が同数という場合もあります。その場

合は、第１回目、第２回目、第３回目の投票数の合計により１位を選定してはどうかと

考えております。 

 ３点目に、その他でございます。地域包括支援センターの呼び方についてということ
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で、市の地域包括支援センターは本庁の中部エリア、東部のサテライト、南部のサテラ

イトの３つとなります。従いまして市民の皆様方にとって判りやすい表示となるように

次のとおりの使い方について検討いただいてはどうかと考えております。 

 例えば、中部○○、東部○○、南部○○、または、○○中部、○○東部、○○南部と

いった○○については、愛称ということでございます。具体的な表示方法については、

投票結果の後にご協議いただければと思っています。 

 

 

委員長： 

お配りした資料を提案したいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

各委員： 

 異議なし。 

 

委員長： 

 それでは、お配りした提案に基づき選定作業をすすめたいと思います。なお、市長へ

の答申にあたっては、本委員会としてのコメントも必要かと思いますので、愛称候補選

定後、委員の皆様からご意見を頂きたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 それでは、事務局で選定の準備をお願いします。事務局での準備も含めて、１０分間

の準備時間としますので、委員の皆様におかれましても投票の準備をお願いします。１

０分間で３４件のなかから選んでいただきたいと思います。 

 

委 員： 

質問ですが、作品ナンバーが１から３４までありますが、これは応募の早い順番に並

べられているのですか。 

 

委員長： 

 回答を事務局お願いします。 

 

事務局： 

 概ねその順番となっております。 

ただ、メールでのご応募につきましては、受信のタイミングと受付のタイミングに若

干の時間差があったりして、その点で順位が変わっている場合はあります。 

 

委 員： 

 わかりました。ありがとうございます。 
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委 員： 

 質問よろしいでしょうか。この中の総合相談のセンターということで、単に高齢者だ

けではないとなっていると思うのですが、その中に高齢者○○ですが、そういうのはよ

ろしいのですか。 

総合相談ということが障がいも子どもも含めてというのが、前提ではないかなと思う

ので、あらかじめ高齢者というものが、これでいいのかとどうかというのが、ちょっと

わからないのですが。 

 

課 長： 

 実は、応募のときに作品の修正をする場合がありますというコメントを入れさせてい

ただいてあります。そのことも含めて今回、全部出させていただいて、高齢者というの

が２点か３点あったと思うのですが、その場合には少し修正の協議をさせていただくこ

ととなるかと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

委員長： 

 ２月１日の広報に＜愛称に関する権利は、市に帰属するものとします。また採用され

た愛称は、修正する場合がありますとありますので、その辺を踏まえてお願いします。 

 

委 員： 

 それでは、高齢者と付いているとこでも、いいということですよね。 

 

課 長： 

 もしそれが選ばれた場合は、今回の地域包括支援センターは、障がいも子どもも第１

次窓口だということになっておりますので、それが１位になって決まった場合には、皆

さんのご意見を求めたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。というこ

とで、現在はそれぞれの方から出されたそのままを上げておりますので、よろしくお願

いします。 

 

委 員： 

 これは全部原文のままですか。 

 

事務局： 

 はい原文のままです。 

 

委 員： 
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 このなかで、施設名に近いものが何件かあると思うのです。グループホームなど、今

後施設名になるような。結局重なってしまわないのかなという心配は。 

ひとつは「きずな」があったり「ひだまり」があったり。付けて後からというところ

での、施設を立ち上げられたときに同じようなところの名前が、やっぱり皆さんこうい

う名前を付けられるのが、心配なので。 

そこのところを今後市としてどう考えていただけるかということで、センターとして

の名前と、施設、事業所としての名前の設置というところではどういうご配慮が、今後

なされていかれるかということをお尋ねします。 

 

委員長： 

 事務局お願します。 

 

課 長： 

 先ほどの高齢者の名前と同じで、修正する場合があるということで、まるっきり同じ

場合でしたら、今わかっているのは「きずな」ですか。 

 

委 員： 

伊賀では今はなくても、今後各市町なんかであるんですよね。 

逆にこちらが設定されて、「ひだまり」という施設を建てますと言われたときに、伊

賀市としてはこういう名前があるので、それは名称を変えてくださいというように言え

るのかどうかとか。 

こちらから事業所が、今後立ち上げられる場合にどうお考えなのかということを含め

て。 

 

課 長：  

 もし、後から立ち上げられた場合は、地域包括支援センターの名称となっていること

から紛らわしいということでありますので、その辺は協議させていただいて、出来るだ

け重ならないようにお願いしていきたいと思っております。 

それから、今現在あるものについては「きずな」と「こころ」というものがあること

がわかっています。もしそれになれば少し修正をしなければならないかなと思っていま

す。 

 

委員長： 

 よろしいでしょうか。 はい、お願いします。 

 

委 員： 
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 今の話と関連するんですが、非常に固いことを言いますが、知的財産関連法案だとか、

商標権とかいろいろございまして、商標のなかには対象、役務を含めるサービスも対象

になるんですが、もし世間で重なった場合、あるいは権利が錯綜した場合、それは商標

登録を出願した場合は、早い者勝ちなんですね。早い人が勝った場合には、それは何ら

かの形で証明しなければならないのですが、それによって対抗は出来るのですが、そう

いうことも含めてそういう大げさなというか、まともな手続きを取られる気はないでし

ょうね。もし本当にやるのならそこまでやらないとだめだと思うのですが、そんなこと

は重なってもいいのか、そういうお考えなら、それなりに意味があると思うのですが、

その辺はいかがでしょうか。どちらでもいいのですが。 

 

課 長： 

 少し、参考にさせていただいて協議をさせていただきたいと思います。そこまで今の

ところ、条例上は地域包括支援センターという名称なので、あくまでも通称ということ

で考えておりますので、そこまで争ったりするということでは考えておりませんが、あ

えて同じ名前をあてていくということは出来るだけしたくないので、現在あるものにつ

いては出来たら避けていきたいと、そのように考えております。 

 

委 員： 

 今の場合は、当方から争うということは、そこまで考えていない。逆に世間一般から

誘われるというか、世間からそういうことが有り得るというように思うのです。 

そのへんのことは法的な手続きをとるうんぬんより、そういうことも有り得るしとい

うことを予めお考えいただいたほうが、後々のためにどうするかは別として。 

 

課 長： 

 もしそのような状況になれば、顧問弁護士と相談をしながら対応していきたいと思い

ます。 

 

委員長： 

 時間になりそうなのですが、議論をして時間がもう少し欲しいということであれば延

長をいたしますが、いかが致しますか。もう大丈夫ですか。 

  

各委員： 

 了解。 

 

委員長： 

 では、投票に移りたいと思います。 
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事務局： 

 こちらのほうで具体的なご案内をさせていただく形でよろしいでしょうか。 

 それでは始めさせていただきます。第１回目の投票用紙をお配り致します。資料３の

作品ナンバーの中から１点をご記入いただきまして、会場真ん中にございます投票箱へ

順次投票をお願致します。 

 

＜投票中＞ 

 

事務局： 

よろしいでしょうか。まだの方はおられませんか。それでは一旦投票箱を回収させて

いただきます。結果につきましては、前面プロジェクターにてお示しをいたします。 

 

＜開票中＞ 

 

事務局： 

 それでは、開票が終わりましたので、発表いたします。 

 本日ご出席いただいております委員様１６名でございます。半数を超えるとなります

と９票以上となりまして、半数を超えている票はございません。 

上位３点でございますが、２２番が５票、１３番に３票、１２番に２票、２１番に２

票この４点にて第２回目の投票に移らせていただきたいと思います。 

 第２回目は、上記４点の中より投票いただきたいと思います。順次投票をお願い致し

ます。 

 

＜第 2回目投票中＞ 

 

事務局： 

よろしいでしょうか。投票箱を回収させていただきます。 

 

＜第２回目開票中＞ 

 

事務局： 

第２回目の開票の結果は、２２番が８票、１３番が４票、１２番が２票、２１番が２

票でございました。委員様の出席は１６名でございますので、９票以上で半数以上とい

うことでございます。１位の方が８票でございまして、半数を超えておりませんので、

第３回目の投票へと準備を進めさせていただきます。１３番あるいは、２２番への投票
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を順次お願いいたします。 

 

＜第 3回目投票中＞ 

 

事務局： 

よろしいでしょうか。投票箱を回収させていただきます。 

 

 ＜第３回目開票中＞ 

 

事務局： 

 最終的な結果といたしまして、２２番が１０票、１３番が６票でございました。 

従いましてルールに基づきました結果、候補としまして、２２番の愛称「にんにんサ

ポートいが」、通称「にんサポ」となりました。 

 お配りいたしました資料の選定の案に基づきまして、「３．その他 今後の呼び方に

ついて」を委員長様のほうでよろしくお願いいたします。 

 

委員長： 

 その他について、決めたいと思います。 

例えば「中部にんにんサポートいが」にするか「にんにんサポートいが中部」にする

か。挙手でいってよろしいでしょうか。 

 では、「中部にんにんサポートいが」がいいと思う方。 

 

＜挙手を数える＞ 

 

委員長： 

 これも過半数超えでよろしいでしょうか。それともお悩みの方もいらっしゃると思い

ますので、「にんにんサポートいが中部」に賛成の方。 

 

＜挙手を数える＞ 

 

委員長： 

 それでは、愛称候補を「中部にんにんサポートいが」、通称「にんサポ」として、候

補作品へのコメントとして、ここに愛称の説明が書いてあるのですが、皆さんのほうか

ら、こういった理由で選びましたというコメントがありましたら、よろしくお願いいた

します。 

愛称の説明としては、『伊賀にちなんで「にんにん」ですが、人と人という意味の「に
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んにん」という意味もあります。いろいろな立場に置かれている人々をサポートする忍

者のごとく影でサポートするという意味です。』と書いていただいておりますが、この

内容でよろしいでしょうか。それともこのへんに一声みたいな。 

 はいどうぞ。 

 

委 員： 

 これは、作った方の気持ちが込められていると思うのですが、活躍していただく地域

包括支援センターという形から考えますと、影というよりも前面に出た方がいいと思い

ますので、影でサポートするというよりも忍者のように素早い。そのように使っていた

だくほうが、影というのは暗いイメージがありますので、どうかなと思います。 

 

委員長： 

 今、具体的なご意見を頂きました。影ではなくてすばやく広範囲にサポートするとい

うご意見でした。そのへんで整理させていただいてよろしいでしょうか。 

 素早く、広く。 

 

委 員：  

 機敏でも良いし。 

 

委員長： 

 もうちょっと言葉の表現は。 

 

課 長： 

 そうですね。忍者ということで、素早く早くという部分がどこかに読み取れるという

ことで、選定にあたっては、今後活躍する包括支援センターにふさわしい名前かという

形で、最終的には委員長様との調整をさせていただきながらなんですが、というイメー

ジで私は取らせていただいたのですがいかがでしょうか。 

 

委員長： 

 よろしいでしょうか。 

 

各委員： 

 了解。 

 

委員長： 

 では、選定に係る意見については、事務局とこちらのほうで、今の皆さんのご意見を
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基に文書化していきたいと思います。  

 それでは、これをもって選定作業を終えることとします。 

 本年度は、この福祉総合相談の仕組みづくりを議論してきましたが、委員の皆さんに

も大変なご苦労をおかけしてきたと思いますが、大きな組織改正をして、これがどう動

いていくかも皆さんに見守っていただきたいのですが、大きな成果も上げられてきたの

かなと思います。 

 昨年 7 月の第 1 回の委員会で報告された、地域包括支援センターの現状から見える

課題解決に向けた協議をいただく中で、新しい福祉総合相談体制のしくみの本格的な検

討が進んできました。 

 第 2 回目の会議では、新しい福祉総合相談体制の中間案に対する協議をいただきま

した。また第 3 回目の会議では、市の最終報告書を基に、4 月からの運用面に対する

ご意見など、非常にタイトな中ではありましたが、本当に多くのご意見をいただきまし

た。そして今日の地域包括支援センターの愛称選定まで進めてきました。 

 今回の件で、皆さんにご協力していただいたことと、今日の選定にあたっての様々な

方向からのご意見やご助言をいただいたということもありますので、大変感謝をしてお

ります。 

 4月からいよいよスタートということになります。本委員会としてもしっかりと見守

っていきたいというふうに思います。また必要に応じて意見を述べ、より良い仕組みと

なるよう皆さんで育てていければと思います。 

 今後も委員の皆さんのご協力をお願いしたいと思います。 

 以上をもって、協議事項を終えます。 

 その他の事項について、事務局からお願いいたします。 

 

課 長： 

 ありがとうございました。2点ほどございます。 

 先ず、今回のお礼を部長が申し上げるのが本来でございますが、最初の中林所長の挨

拶にもありましたように、出席できませんでしたので申し訳ございません。 

 先ず 1 点は、さきほどから委員長より平成 25 年度の振り返りをしていただきまし

た。その中で委員会としても仕組みを見守り、育ててというお言葉をいただきました。 

 今回、委員会からのご意見や、市民説明でいただいたご意見、そして庁内からの様々

なご意見をいただきました。この意見をいただき考えるなかで、この仕組みが最初は平

面的なものであったのですが、立体的なものになってきて、うまくは言えませんが、い

ろんな角度から見えるようになったそんな気がします。 

ただ、まだ頭の中にあるだけで、正式に動き出すのは来月 1 日からでございます。

どうか様々なところから注視していただきまして、ご意見をいただきますようお願いい

たします。 
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 委員長様はじめ、委員の皆様本当にありがとうございました。 

 2 点目ですが、現在平成 27 年度からの第 4 次高齢者福祉計画、そして第 6 期の介

護保険事業計画を見直すためのニーズ調査を行っております。早々に取りまとめを行い

まして、その結果から見えてきます課題を精査して 2025 年を見据えた計画策定の事

務を見据えていきたいと考えています。つきましては計画の見直しに伴い、ご協議をい

ただく回数が 26年度は増えてくると思いますので、本年度と変わりなく、ご理解とご

協力を賜りますようお願いをしたいと思います。 

 なお、本国会には「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係

法律等の整備に関する法律案」が提出されております。 

 今後は高齢や介護に特化した計画では、十分ではなく医療との関係が出てきます。4

月に新設されます医療福祉政策課との連携を密にしながらではありますが、その分野か

らのご意見も頂戴したいと思いますので、どうかよろしくお願いしたいと思います。 

 次回の会議の日程は、まだ決まっておりませんが、委員長と調整をさせていただいて

ご案内をさせていただくことになると思いますので、どうかよろしくお願いしたいと思

います。 

 それから愛称に関しましては、「広報いが市」の 4月 1日号で発表いたしまして、使

用をしていく予定でございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 事務局からは以上でございます。本日はありがとうございました。 

 

委員長： 

 これで終わります。皆さんありがとうございました。また次年度からよろしくお願い

いたします。 

 

＜以上＞ 


