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平成２６年度 第３回伊賀市高齢者施策運営委員会 議事録 

 

日 時：平成２６年１２月２日（火）１９：００～ 

場 所：ハイトピア伊賀４階 多目的室 

出席者：泉 美幸 ・ 門田 進 ・ 中夲 美一 ・ 水谷 敬一 ・ 三ツ森 義久 ・  

村田 省三 ・ 大越 扶貴 ・ 菅原 直人 ・ 田中 慎二 ・ 中林 豊 ・  

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 奥課長・川口主幹・川口主査・馬場主査 

地域包括支援センター  中林所長・横尾副参事 

 

（協議内容） 

１．あいさつ 

事務局：  

平成 26年度第３回高齢者施策運営委員会を開催させていただきます。皆様におかれまし

ては、随分冷え込んで出にくいところ、また年末の多用中にも関わりもせず、ご出席ありが

とうございます。 

第１回、第２回と委員会を進めてまいりまして、本日は皆様に第４次高齢者者福祉計画・

第６期介護保険事業計画の案をお示しさせていただくこととなりました。 

本日は、この計画案についてご審議をいただくことを主な内容と考えております。どうぞ、

よろしくお願いいたします。 

それでは、初めに資料の確認をさせていただきます。まず、事項書が１枚、続いて委員会

名簿、それから横長の審議会委員様からのご意見及び回答ホッチキス留めでございます。 

それと伊賀市がめざす包括ケアシステム概念図、それから策定スケジュール横長のものと、

ご意見・ご提案シートのほうをご準備させていただいてございます。それから、皆様のほう

に高齢者輝きプランの案のほうを送らせていただいてあるので、お持ちいただいているかと

思います。もし、お持ちでない方がいらっしゃいましたらこちらのほうにご準備がございま

すので、お申し出いただければと思います。以上でございます。 

次に、本日委員会総数 18人中、出席者 16名、欠席者２名であり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委員条例第６条２項の規定により、会議が成立

していることをご報告申し上げます。なお、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、また審議会等の会議の公開に関す

る要綱第８条に基づく会議録作成のため録音をさせていただくとともに、作成した会議録を

市ホームページに掲載をさせていただくことをご了解賜りたいと存じます。 

そして、円滑な会議運営のため、発言の際は挙手し、委員長の発言許可の後にお願いいた

します。また、会議録作成のため、マイク使用により発言をいただきますようご協力をよろ

しくお願いいたします。 
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それでは、大越委員長よろしくお願いいたします。 

 

委員長： 

 皆さんこんばんは。今、課長のご挨拶にもありましたとおり、本日の委員会では事務局 

で作成した第４次高齢者福祉計画・第６期介護保険事業計画の案についてご審議いただく

こととします。 

 では、まず初めに第１回の委員会において説明のありました地域包括ケアシステムへの

質問に対する回答が担当課よりありましたので、まずそちらをお願いしたいと思います。

事務局お願いします。座らせていただきます。 

 

２．地域包括ケアシステムに対する回答 

事務局： 

失礼します。資料１のほうをご覧ください。 

第２回の委員会におきまして、伊賀市の健康福祉部の医療福祉政策課より説明をさせてい 

ただきました、伊賀市がめざす地域包括ケアシステム、その資料に対するご意見をたくさ 

んいただきまして、それに対する回答が担当の課よりございました。それをまとめたのが 

資料１ということになっております。これにつきましては、この委員会以外のとこから出 

た意見もまとめられておりますので、この委員会から出た意見・回答につきましては４ペ

ージからの３つということになっております。４ページの一番下と、５ページの２つとい

う形になっております。 

 これにつきまして、今日担当課欠席しておりますので、こちらのほうから担当課のほう

に確認をさしてもらいましたので、概要のほうだけ説明させていただきます。 

 まず、１つ目の全体というところの意見に対する回答の概要ですけども、これにつきま

しては、伊賀市がめざす地域包括ケアシステムというのは、伊賀市としてめざしていく姿

をイメージ化することが目的でありまして、それぞれの調査の実態等の踏まえた施策につ

きましては、それぞれ各計画のほうで示していくことを想定しているので、この伊賀市が

めざす地域包括ケアシステムとしては、概要的な形になっておるという回答でした。 

 それと２つ目です。20 ページから 26 ページ。もう１つ参考ということで付けさせて

もらってあるのは、26 ページだけ付けさせてもらってあるんですけども、別紙１枚で、

20 ページから 25 ページというのは憶えてくれていたらなんですけど、各課の相談体制

の現状をレーダーチャートで何か示されておるのが付いておりまして、その次にこの 26

ページのものが付いていたということで、意見のほうでは、そのこういうふうになった、

道筋が見えないということで、ご意見をいただいてあるんですけども、回答としまして、

このレーダーチャートを含めた色んな課題等を分析した結果がこの 26ページになったと、

横断的、また早急に検討が必要な課題を示したものがこの表ですと、ご理解くださいとい

うことで、申し訳ないです。これ以上、こちらからお答えするのはちょっと難しいんです

けども、こういうことらしいです。 

それと３つ目 32ページ。先ほどの 1枚ものの裏側ですけども、32ページのほうで書
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いてあるＣＳＷ等々の扱いみたいな感じのことなんですけどけども、これにつきましては 

ＣＳＷは、ここでは人ではないかっていうことで意見があるんですけども、コミニュテ

ィ・ソーシャルワーカーではなくて、コミニュティ・ソーシャルワークだと、つまり援助

をする人ではなくて、援助をする方法ということで書かせてもらってあるということです。 

このコミニュティ・ソーシャルワークを行うのが、今想定してるのが、社会福祉協議会

のエリア担当者さんが行うと、それでその自治協のエリアにおいて人材育成とかサービス

の提案とか様々な援助を行うということを示したのが、この図になるんだというふうなこ

とでした。 

それから、先ほども申しましたとおり、担当が今日は所用で欠席しておりますので、聞

かせてもらった概要としてお伝えするっていう形になりますもので、まだご意見等ござい

ましたら、一番後ろに付けてあります、ご意見・ご提案シートにご記入いただきまして、

また提出のほうをいただけたらと。それをまた担当課のほうに提出させてもらいまして、

回答を貰うという形にさせてもらいたいというふうに思っております。以上です。 

 

委員長： 

 事務局ありがとうございます。担当課が欠席なんですけれど、ただいまのご説明のあっ

た４ページ、それから５ページの高齢者施策運営委員会から出された質問、意見に関して

具体的に回答していただけてるかっていうと、若干違うところもあるのかなと思いますの

で、また私自身も含めてなんですが、ご意見･ご提案シートにちょっと書かせていただこ

うかなと思っています。 

 例えば、コミニュティ・ソーシャルワークというところの、このＣＳＷとかケースワー

クっていうところが技術というふうに説明してあるんですけど、本当にこの概念図がそう

いう技術で対応しきれるのかっていうところも含めて、また委員長のほうからご質問、ご

意見をちょっと述べたいというふうに思っています。 

皆様のほうも、ご意見に対する回答に関してこのへんは如何かっていうところがありま

したら、またご意見・ご提案シートに書いていただいて、少しやりとりができればいいか

なというふうに思います。よろしいでしょうか。 

 

３．議  事 

（１）第４次高齢者福祉計画・第６期介護保険事業計画（案）について 

委員長： 

では、議事に入りたいと思います。まず、最初の議事です。第４次高齢者福祉計画・第

６期介護保険事業計画（案）についてということで、事前に送付資料お持ちになってくだ

さってると思います。 

第１回、第２回の委員会でサービス量が増えていくのは現状からやむを得ない。もう、

国の示す都市型モデルではなくて、伊賀市に合ったサービスをと、皆さんからいろんなご

意見をいただきました。これを踏まえて、事務局で第４次高齢者福祉計画・第６期介護保

険事業計画の案を作成して、皆さんのお手元にお配りした次第です。 
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まず、事務局から計画案の概要説明をお願いして、その後、皆さんからご意見、ご質問

をいただきたいと思います。それでは、事務局からご説明をお願いします。 

 

事務局： 

お配りしました計画案の概要について説明をさせていただきます。この計画案につきま

しては、皆様にお配りする前に市役所内の健康福祉部の関係部署内を集めまして１回会議

を開催し、更に伊賀市役所全体で関係部署を集めまして庁内連絡会議を開催させていただ

いておりまして、計画の内容、文言、整合性等を確認していただいて、今回修正しました

ものを皆様にお配りしております。 

この計画につきましては、これまで委員会のほうで説明させてもらっておりますとおり

地域包括ケアシステムの構築をめざした計画としております。 

まず、２ページのところをご覧ください。計画の位置づけなんですけども、計画の位置

づけとしまして、伊賀市としての上位計画に、左の端に総合計画というのがあるんですけ

ども、健康福祉部内の各計画等の位置づけとしましては、薄い黒で囲まれた部分ですけど

も、まず横断的に上位計画として地域福祉計画がございまして、福祉分野の要になります、

健康という面から健康２１計画を土台的なところに位置づけさせていただきまして、その

上に並列的に高齢者福祉計画それから介護保険事業計画それから障がい者福祉計画それ

から障がい福祉計画、その他の計画という形で並べさせていただきまして、各計画との整

合性を図るというイメージをしております。 

また、３ページなんですけども、今回の計画の期間につきましては、27年度からの３

年間の計画でございまして、団塊の世代の方が 75歳を迎えます 2025年（平成 37年）

を見据えた計画となっております。 

４ページをご覧ください。基本理念のところでございます。第１回、第２回の委員会で

説明させていただきましたが、一番下の段落にですね、「本計画の」の次から「高齢者が

できる限り住み慣れた地域でその有する能力を最大限に発揮し、自立した日常生活を営む

ことができるよう、医療、介護、介護予防、住まいおよび生活支援が、多職種の連携と市

民同士の支え合いにより包括的に確保される地域包括ケアシステムの構築をめざします。

また、必要な介護サービスの充実を図り、誰もが住み慣れた地域において健康で生きがい

を持って暮らすことができ、たとえ介護が必要になっても安心して住み続けられるまちづ

くりをめざします」という基本理念とさせていただきました。 

では、その基本理念を達成するために、次の５ページ、６ページに基本目標のほうを掲

げさせていただいております。この計画は、４つの基本目標から成り立っておりまして、

まず基本目標のⅠなんですけれども、「住み慣れた地域で暮らし続けるために～地域包括

ケアシステムの構築と生活支援の充実」としまして、伊賀市地域包括支援センターを３つ

の拠点に設置いたしまして、この委員会ででも、愛称を募集しまして愛称のほうを選定し

ていただきましたけども、機能強化を図りましたので、これと市域の保健・医療・福祉分

野の多職種連携を推進して、地域ケアネットワークの構築をめざすこととしております。 

次に、基本目標のⅡなんですけども「いきいきと活動をするために～介護予防と生きが
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いづくり･社会参加の促進」としまして、高齢者を地域を支えるマンパワーと位置づけま

して、地域における活動の場づくりを進めることとしております。 

それから、基本目標のⅢなんですけれども「認知症の人を地域で支え合うために～認知

症施策の推進」としまして、予防施策の推進や見守りネットワークづくりを進めることと

しております。 

最後に、基本目標のⅣですけども、６ページでございます。「介護が必要となっても安

心して暮らすために～介護保健事業の充実」としまして、介護保険サービスの見込みを掲

載いたします。この介護保険サービスの見込みにつきましては、第２回の前回の委員会で

皆様にご提示させていただいたものになります。新規に定期巡回の訪問介護看護とか複合

型サービスの整備計画を入れていきたいというふうな説明をさせていただいたものでご

ざいます。この部分につきましては、介護保険料の算定の兼ね合いからサービスの方向性

については前回のとおりとさせていただきますが、サービス量を調整していく必要があり

ますもので今回の計画案からは外しております。 

今回の計画では、基本目標のⅠで掲げております、「地域包括ケアシステムの構築と生

活支援の充実」を重点目標に置いております。 

施策の詳細につきましては、少し飛びまして 13ページなんですけども、今回、国の制

度改正によりまして、要支援認定者の予防の訪問介護（ホームヘルプサービス）と予防の

通所介護（デイサービス）を介護予防給付から外しまして地域支援事業に移行することで、

市が市域の実情に応じ、柔軟な取り組みができる新しい総合事業に再編されることとなり

ます。当市におきましても、経過措置期間内に、十分に準備を進めさせていただきまして、

平成 29年の４月までに伊賀市に合った新しい総合事業への移行を考えております。 

この新しい総合事業につきましては、16ページのところなんですけども、既存のサー

ビスに加え、社会福祉法人やシルバー人材センター、住民自治協議会、ボランティアやＮ

ＰＯなどの多様な主体が連携しまして、掃除や調理、電球の交換など生活支援を行ったり、

地域サロンなどの開催によりまして、居場所づくり、そして通院、買い物等の移動支援を

総合的に実施することで、昔、近所にありました近所付き合い的な助け合いの見守り体制

を作っていこうという趣旨でございます。 

また、推進体制としましては、17ページの真ん中の下の矢印のところなんですけども、

社会福祉協議会エリア担当者を生活支援コーディネィターと位置づけまして、その下に住

民自治協議会単位にもコーディネィターを設置しまして、地域での推進役を担ってもらお

うと考えております。このコーディネィターが互いに連携しまして、地域に合ったサービ

スの検討・実施をしてもらうことで、伊賀市の地域包括ケアシステムでいうところの４層、

５層にあたる部分の体制づくりができると考えております。あと、基本目標Ⅰを達成する

ためにはですね、19 ページの真ん中のところで、医療と介護の連携体制の構築も非常に

重要と感じておりまして、やはり事前の調査からも、例え要介護状態となっても住み慣れ

た地域で、できれば在宅で生活し続けたいという方が大半でございますので、安心して生

活をし続けるためには、医療との連携は欠かせないものと考えております。 

次に、少し飛ばさしていただきまして、36ページのところなんですけども、基本目標
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のⅢで掲げております認知症施策の推進でございます。こちらも非常に重要と考えており

まして、今後さらに増えていくと言われております認知症の人への支援また介護されてい

る家族への支援を推進していきます。具体的には、徘徊対策や認知症カフェなどの居場所

づくり、認知症支援体制の整備としての認知症ケアパスの作成、普及を実施していくこと

としております。 

このページのところで、少し事務局のほうから修正をお願いしたいと思います。実は、

ここに出てくる「認知症高齢者」とたくさん明記しているところがあるんですけども、そ

こを「認知症の人」というように修正お願いしたいと思います。これは高齢者だけではな

くて、若年性認知症の人も含むということで修正をお願いしたいと思いますので、順番に

言わさせてもらいますと、36ページの（１）認知症サポーターの養成･活用の【現状】の

６行目、真ん中ぐらいに出てきます「認知症高齢者」のところを「認知症の人」と直して

いただきたいと思います。それから、その下の【施策の展開】のところですけども、こち

らも４行目の真ん中あたりにあります「認知症高齢者」のところも「認知症の人」という

ことで、若年性の方も入れていただくという形で「認知症の人」と修正をお願いしたいと

思います。 

それから、その下の（２）の徘徊高齢者に対する事業のところも、ここもすべての認知

症の方ということで「徘徊高齢者等」、者の後に「等」を入れていただきたいと思います。

（２）の見出しのところです。「等」を入れていただきたいのと、その次、下のところな

んですけども【現状】の最初のところの「認知症高齢者」のところも「認知症の人」とい

うことで修正をお願いしたいと思います。それから、その下の【施策の展開】のところの

３行目なんですけども「徘徊高齢者」って出てくるところなんですが、「徘徊高齢者」の

後に「等」を入れていただきたいと思います。 

あと、修正のところが、39ページなんですけども、39ページの（１）のところの【現

状】の先頭のところなんですが。こちらも「認知症高齢者」のところを「認知症の人」と

いうふうに修正をお願いしたいと思います。あと、その前の 38ページのところにも「認

知症の高齢者が対象」と、こちらは認知症の高齢者が対象でございますので、この 38ペ

ージに出てくるところはそのままでお願いしたいと思います。 

ただいまお話しました４つのこの目標を掲げておりますが、すべて重要なんですけども、

特にⅠとⅢの２つの目標を重要視しまして次期計画の素案として作成いたしました。 

計画の概要は以上のとおりでございます。よろしくお願いします。 

 

委員長： 

ありがとうございました。それでは、計画案について委員の皆さんからご意見、ご質問

ををいただきたいと思います。特に範囲を区切りませんので、今、ご説明にあったところ、

事前にあと目を通してきていただいたと思いますので、ご意見があればと思います。 

どの部分を言うのか、何のページのこの部分ですっていうふうに予め皆さんにお伝えし

て、ご意見あるいはご質問をお願いしたいと思います。いかがでしょうか。 

委員、お願いします。 
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委員： 

健康づくり委員会から出していただいております。この素案を一通り見させていただい

て、なかなか結構できているなあという感じを持ったわけでございますけども、その実行

施策っていいますか、それについての具体的な討論をこの委員会で煮詰める必要があるん

じゃないかな。 

とりわけ、65歳以上の高齢者となりますと、もう伊賀市におきましては 28,400人を

超える人数になっておる中で、特に要支援とか要介護につきましては、6,500人というよ

うな統計推移も出ておるわけでございます。 

要支援や要介護につきましては、専門の施策を実行継続していただいてることだと思う

わけでございますけども、とりわけ 22,000人からの高齢者に対するその健康づくりをと

いいますか、或いはまた、介護予防等についての知識或いは、介護保険サービス等につい

ての知識といった点についてのやはり、取り組みがどのようになされてきたのか、また現

在どういう方向でやられているのか。 

私も高齢者になりまして、そういう場に立ち会ったことがなくて、今日に至っておりま

して、各自治協議会なり区なりの単位におきましてその取り組みっていうのが要求されま

すし、先ほど説明がありましたように、地域で生活し地域でその臨終を迎えたいという人

がほとんどであるわけですし、そのアンケート結果におきましても地域で過ごしたいとい

う要望が多数出ているところでございますので、地域ぐるみで何とかできないか。 

徘徊等については高齢者だけにとどまらず、今、説明ありましたように徘徊の人という

ことで、そういうことも含めての対応ということにつきましては、地域包括支援センター

が３つの拠点もできておりますし、地域につきましては９つの生活圏域といいますか、日

常生活圏域が設けられております。そういう範囲の中で、小規模といいますか、そういう

取り組みの説明なりそういう勉強会なりをしていただくということが必要かなと思わし

ていただいておるところでございます。 

それについて、今までのこの例と、これからになるわけでございますけども、そういっ

た 22,000人を超える方々への健康福祉大学といいましょうか。そういったのを、理解度

を高めていただく、その場に立ち合って戸惑いのない方法につなげていただくと。こう思

っておるところでございます。 

 

委員長： 

ご意見とご提案ありがとうございました。今回、計画案ですので、実行プランとして、

方向性として、今後どうしていくかっていうことがありましたし、介護予防事業がその要

支援の部分が自治体に任せられるということで、要支援の部分に関しても、従来どおり手

厚い手当てっていうような趣旨だったと思います。 

地域ぐるみでっていうところに関しては、取り組みに関しての方向性であったりとか、

勉強会などをして地域ぐるみっていうところを、勉強会などをして支えていくような、仕

組みが必要なんじゃないかっていうご意見だったように思うんですが、間違っていません



8 

 

でしょうか。 

 

委員： 

はい。 

 

委員長： 

今後、この委員会のほうでこの実行プランというところで、今、委員がおっしゃったど

んなふうに方向性を持っていくかというのは、この目標に従ってこの委員会でも検討して

いく事項というふうに考えてよろしいでしょうか。 

 

事務局： 

はい。 

 

委員長： 

ということなので、また積極的にご意見を言っていただけるといいかなと思いますし、

今具体的なご提案もあったかなと思います。 

 

委員： 

ちょっと質問なんですけど、この一予防事業と二次予防事業、従来分けていた予防事業

がその 13ページのところで、一般介護予防事業ということに統一されるというふうに理

解したんですが、この図の流れを見て。 

この時に、二次予防と一次予防の対象者、一般の高齢者と例えば、口腔機能の向上プロ

グラムに該当する、いわゆる特定高齢者ですか、そういう形のその例えば何かの企画でそ

ういう予防事業をやった時にですね、その出席される分布ですね、これはどのようにして

決めるんですか。細かい話で申し訳ない。 

 

委員長： 

今の質問で、13 ページのところを見ていただきたいんですが、現行ですと一次予防、

二次予防っていうのが、まさに健康増進みたいなところで、元気なお年寄りをより元気に

っていうところで、二次予防のところが、スクリーニングするところで、早期発見・早期

対応になります。 

今のこの一次予防、二次予防というふうに分けてるものを、見直し後は一般介護予防事

業として、１つのかたまりになるのかっていうご質問と、その際に委員のほうからは、そ

の口腔ケアとか、特定の高齢者に対する口腔ケアのスクリーニングみたいなところをどう

するかということでよろしいですか。 

 

委員： 

そうですね。その歯科医師の立場からしますと、まだちょっと会員の中で徹底ができて
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ないんで、不勉強なとこあって申し訳ないんですけれど、いわゆる口腔ケアをやっている

その人たちに対して、歯科医師の側から違う視点から指導するっていうポジショニングを。

個人の考えですけども、思ってるんです。口腔ケアをやるに際して、単に口腔ケアをやる

ことで介護予防の充実を図るんじゃなしに、それをやる上で、歯科医師が別の立場から口

腔ケアについてコメントできることがあると思います。これは、歯科医師でしか分からな

い、いわゆる口腔ケアに対して、あるいは口腔ケアをやった時の口腔内の所見について、

歯科医師の立場からコメントできる領域があると思います。これ歯科医師会の中でまだ統

一を図ってませんし、何も話まだしてませんので、理事会の中でまだ話してませんですけ

ど、個人としての意見はそれを持ってますので、いずれそれを理事会の中で話をして練り

上げていこうという、委員会を通じて練り上げていこうとは思ってます。 

この一般の介護予防事業というふうに包括しちゃうと、ここのボーダー、いわゆる要支

援から要介護に移行するのをできるだけ防ぐための介護予防ですよね。ただその時に、そ

のいわゆる対象者、いわゆる出席者は、単に出席希望を出した人に通知出して、出席希望

を出した人を対象にやるっていうのでは、むしろ充実を図ることと逆行することになるん

じゃないかなというふうに危惧するんですけど。というのは、団塊の世代の方が後期高齢

者になった時に、とんでもないこと起こるんじゃないかなという。財政負担の面で、パン

クしてとか、なるのかなということを危惧するんです。 

 

委員長： 

 事務局でご回答お願いしたいと思います。 

 

事務局： 

失礼します。今まで包括支援センターのほうで、二次予防ということで担当をしており

ます。これは少し脚が、上がりづらくなったとか、口腔のケアが何か飲み込みづらくなっ

たとか、心身機能そのものに対しての働きかけであったんですけども、これだけでは高齢

者に対して、その部分的に働きかけただけでは、高齢者が元気にその地域で過ごしていた

だくことができないというか、高齢者にとっては、その機能もそうですけれども、いろん

な地域での活動であるとか、いろんなことに参加するとかであるとか、そういう居場所と

か出番とかそういうものも揃っての介護予防っていうことが必要になってきたというこ

とで、厚労省のほうでもそういうところにも、力を入れていくようにということで、今年

から二次予防についての幅も広げられてきました。 

そういうところから、先生のおっしゃってるほんとうの口腔機能って、私もよく分から

なかったんですけど、いろんな連携の会議とかに出させていただきまして、心身の状況で

あるとかということに、ものすごく影響するんだなっていうことが分かりまして、ほんと

に大事なものだと思っております。 

これからこの計画によりますと、その一次予防、二次予防っていうことを分け隔て、元

気な高齢者と二次予防の対象者っていうのを分け隔てすることなく、通いの場を充実させ

て、人と人とのつながりを通じて、参加者や介添えの場が継続的に広がっていくようにと
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いうことで、そういうものになってきます。その中でいろんな、今までどおりの二次予防

についても進めていきますし、必要なものは口腔機能であるとか、それこそ身体機能であ

るとかに対してのその働きかけも重要ですので、それについては今までどおり進めていき

ますけれども、ちょっと今までとは違う。 

今までは、その介護の認定を受けてないすべての 65歳以上の高齢者に対して、お達者

チェックっていう形で、機能の 25項目のチェックをする票を送らしていただいたりして

いるんですけども、それとかの見直しはさせていただきますけれども、そういうのも含め

た、高齢者の一般介護予防事業をもっと広く、他の元気な人も通ってる場にいろんなリハ

ビリの先生であったり、歯科の先生であったり、必要であれば来ていただいたりして進め

ていくようになっております。 

これが答えになってるかどうか分かりませんけれども、申し訳ないです。 

 

委員長： 

委員、お願いします。 

 

委員： 

ありがとうございます。ということは、枝をもっと広げるということですね。そのよう

に理解さしていただいてよろしいですか。 

 

事務局： 

はい。 

 

委員： 

はい、ありがとうございました。 

 

委員長： 

できるだけグレーゾーンをなくすというようなところですかね。 

ここに、市町村が地域の実情に応じっていうふうに書いてありますので、委員がおっし

ゃったこととかも含めて地域の実情っていうところでまたご意見を具体的にいただける

といいですよね。お願いしたいと思います。では、他に。 

委員、お願いします。 

 

委員： 

失礼します。２ページの上のほうにございます介護保険制度の改革内容と書いた四角の

ところのほうなんですけれども、この中でこのお金のほうの話なんですけれども、介護保

険の保険料の問題のほうとか、それからまた利用者負担金のほうのですね、所得のある方

の２割負担金の見直しのほうとかですね、補足給付の件とかいろいろな面で、お金の面で

変わってくることが多いと思くなってくると思うんですけれども、それにつきまして、そ
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の計画のほうの位置づけのほうをですね、これだけやはり保険料も上がり、負担金も上が

りっていうところありますものですから、その計画の位置づけのほうとですね、あと、そ

れから市民に例えば啓発の仕方、内容等決まっていたら教えてください。お願いします。 

 

委員長： 

事務局お願いします。今、２ページの費用負担のことなどについてご意見がありました。 

 

事務局： 

まず、保険料の低所得者の１号保険料の軽減強化っていうことにつきましては、この消

費税 10％に上がったお金でそれを対応するということで国のほうが示しておりまして、

今回上がらなかったんですけども、国債を発行してそのままするということになっておる

んですけども、第１段階から第３段階にあたります方についてですね、その一部を国のほ

うから補助を出して軽減措置を取るということになっております。詳細につきましては、

ちょっと手元にないものでですね、４回目の最終の委員会の中では、保険料はこうなりま

したということで報告をさせてもらいます。 

それともう１つ、所得や資産のある人の利用者負担の見直しということで、今まで介護

保険サービスを使った場合の利用者負担っていうのは１割負担だったんですけども、所得

とか資産のある方については、２割負担になりますという形になります。これにつきまし

ては、来年度の８月から実施をされるんですけども、これに伴いましてまず、パンフレッ

トで周知させてもらいますのと、プラス認定証を、介護保険証と同じような形になると思

うんですけども、新たに「あなた１割です」「あなた２割ですよ」という形で、全部証を

発行するという形になっておりますので、そういう対応を取らせてもらいます。 

 

委員長： 

委員、よろしいですか。 

 

委員： 

はい、結構です。 

 

委員長： 

委員、お願いいたします。 

 

委員： 

ちょっと質問というより、教えてほしいんですけども、知的とかですね、精神的あるい

は身体に障がいのある方のですね、高齢者の施策というのはこの計画ですか、それともこ

の障がいの別の計画、どちらで。 

 

事務局： 
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この計画です。 

 

委員： 

この計画の中に、その部分も盛り込まれていますか。 

 

事務局： 

高齢者で障がいのある方は、高齢分野となります。 

 

委員： 

含まれていると解釈してよろしいんですよね。 

 

事務局： 

はい。高齢者の方で、障がいのある方については、すべて高齢者という扱い 

でこちらの計画に含まれております。 

 

委員長： 

他にご質問、ご意見とかありますでしょうか。 

 

副委員長： 

人口推計を見てると 2025年問題というのは、若い人もいるんですけども、伊賀市の場

合は、決してそんなに滅茶苦茶増えるわけじゃないんですよね、高齢者が。高齢化率が上

がるのは、40 歳から 64 歳の若年層が減るから割合が増えるだけであって、別にそうは

慌てる必要がなくて、この国のとおりを真似する必要はまずひとつないということは、少

し指摘したいんですけど。 

それからもう１つ、17 ページのこの生活支援コーディネーターそれから地域支え合い

推進委員ですか、それとか 36ページの認知症サポーターとかキャラバンメイトの養成と

いうのがありますけども、これはどういう方を想定していますか。ボランティアで、無給

ですか、そのへんちょっと教えて欲しい。 

 

委員長： 

事務局、お願いしたいと思います。 

 

事務局： 

失礼いたします。生活コーディネイター等々託される方に関しましては、社会福祉協議

会への事業となっておりますので、有償という形になると思う。一方この 36ページのほ

うに記入さしていただいております認知症サポーター及びキャラバンメイト、この方々に

関しましては、ボランティアという形になっておりまして、一概にお支払いをさせていた

だくとかそういうことは一切ございません。 
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副委員長： 

人口推計に関しては、どう考えられているんですか。 

 

事務局： 

人口推計につきましては、確かにおっしゃる通り。その急激に他のとこと比べて、危機

的な状態にはなってないのかなという感じはするんですけども、逆にその若い人、支えて

いく人が少なくなってるということで、形的にはその他の都市、都会とかに比べたらだい

ぶましかもしれません。 

例えば、介護保険がそのままあった場合に、その支えていく人、若い人がいなかったら、

財源が減るというほうを逆に考えないといけないというふうに考えております。 

 

副委員長： 

それで、先程ボランティア活動というか、長続きあんまりしないと思うんですよ、私の

考えとしては。ですから、高齢者といっても 65 歳から 100 歳までいるわけですから、

若年の高齢者、前期高齢者って今、言われている人たちがある程度有償であればその活動

に、より高齢者を面倒見てくれる社会が実現するんじゃないかなと思うんです。 

伊賀市はこうしないと、若年者いないわけですから、成り立たないんじゃないかなと思

って提案したいと思います。 

 

事務局： 

確かに、今後 65歳がお年寄りなのかどうかっていう議論があるんですけれども、定年

が 65 歳となってきたら、65 歳はまだ元気に働いている人になってくるんだと思います

ので、おっしゃるように、その 80歳だから弱っていくという観念じゃなくて、お年を召

されても、とても元気な方はたくさんおりますので、その一番初めに言っておりました、

その近所の助け合い的なものというのは、そういう方でも全然できるのかなあというふう

に思っておりますので、有償・無償でどこまでするのか、してもらうのかっていうのはこ

れからの問題かもしれません。 

そういうお年寄りが多いから大変という形じゃなくて、年をとっても元気で過ごしても

らって、みんなで見守りをしていってもらえるような形を取れるのが一番いいのかなとい

うふうには考えております。 

 

委員： 

今、先生がおっしゃっていただいたように、やっぱ地域で支えるっていうところの５ペ

ージなんですけれども、私はちょっとこの内容的には案ということで、どこをどうってい

うことでもないのですが。 

まず、５ページに書いてある上段の部分の生きがいを尊重されることともに…家族の力

と地域の力というところが書いていただいてあるんですけれども、こちらの中で、先ほど
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先生がおっしゃっていただいたようにボランティアさんの養成であったりとか、高齢者が

高齢者を支える時代っていう中で、やっぱりその年代的なものも含めてなんですけども、

支える側よりか、自分のことで精一杯っていう形と、あとやっぱりそれを継続していただ

くために、見分ける力っていうのが必要だと思ってるんですよ。 

誰もが地域の方、伊賀市全員がみんなで助け合えるかっていうと、申し訳ないんですけ

れどもそれは難しいと、18 年間ボランティアを通して当事者団体をさせていただいた中

でも、やっぱり厳しい現状であって、皆さんできる範囲でという中でいえば、案外冷たい

ところがあったりとか、できるところだけっていうところでは、ほんとに保証がない部分

がとても多いんですよね。それにすべてお任せをして、全員で和を組んで助けられるかっ

ていう。やっぱり、これを見分ける力、何かの中の仕組みの中で啓発だけをできる人、そ

して本人、また地域で支えて、一緒に共に学び、共に歩める方、また逆にそれを支えてい

けるコーディネーターできる方っていうようなその３つの段階にやっぱり含めて、分けて

いく必要が今後あるんじゃないかなと。 

ボランティアさんもそうですし、やる気のある方っていうのは案外、申し訳ないんです

けども、経験上お節介さんが多かったりはします。その中でその和を崩したり、お元気な

方の逆にやる気を損ねたりすることもあるということも含めて、どんな障がいであっても、

家族介護力についても、家族力についても、地域力についても、ましてや先生がおっしゃ

ったようにやっぱり年代の差によっては、無報酬ではやっぱり自分たちの生活を支えるの

が精一杯になられますので、そうなってくると、定年されたりちょっと裕福になられて生

活が落ち着いた方々となられると、はっきり言うてもう、65 歳、70 歳の方が 80 歳、

90 歳をどう看ていくかっていうことになられると思うんです。この図から言うて、ほと

んど先生がおっしゃるとおりだと思います。 

私たちも、ボランティアさん養成するのにすごく苦労させていただいてる中で申し上げ

ております。熱心なのはいいんですけど、気が変わるのも早いっていうのもありまして、

サロンでもそうですし、いろいろな中でもやっぱ継続していかないと、受ける側が辛いん

ですよね。支えてもらう側が、ちょっと手伝うわって言われてね、手伝ってくださって、

次にはいないことが多かったりする。 

やっぱり、これを継続していただかないと、折角これ３年間継続できるのかなっていう

意味では、この内容的な案っていうよりかは、今後実施案というほうがちょっと心配にな

ってくるというところで、地域の支え合いの仕組みづくりっていうものをもう少し、そこ

を逆にしっかりと作っていただければ、どんなことにでも関わっていただけるんじゃない

かなあと。 

 

委員長： 

活発なご意見ありがとうございます。では、委員お願いします。 

 

委員： 

基本理念のとこですね。笑顔が輝く支えと、安心のまち、支え合いとか書いてあるんで
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すね。例えば、Ⅱ番、基本目標のいきいきと活動するためにという中にですね、高齢者は、

もう、私は当然思ってるんですが、支えられるという対象の考えからですね、市・地域を

支える、もしくは高齢者同士で支え合うということをですね。つまり、前期高齢者から後

期高齢者までがですね、支える側にいかに回るかっていうことで地域がもつというふうに

思っているんです。 

その意味で、何かこの施策が貧弱でですね、これでええのかなあと、全体がですね、さ

らさらとこうお茶漬けで済ましてると、具体的にこれで地域が、あるいは高齢者の人がそ

もそも持ってる力をですね、やっぱり元気づくりのために、あるいは地域づくりのために

どう活躍させていくかっていう視点がですね、どうもその最初のところが頭でっかち過ぎ

てね、後ろがすぼんでしまってるような気がするんです。 

これからも地域福祉計画が当然作られるわけですけども、そういう中で一体的にですね、

やっぱり高齢者の方が、自らがどう主体的に生きていくかっていう視点をですね、強く打

ち出さないと理念倒れになってですね、施策がしぼんでしまうという。例えば、ボランテ

ィアっていうと先生がおっしゃられましたけども、僕らはやはり、有償でしてるんですけ

どね、すべてのボランティアが 65歳以上ですわ、ボランティア基金ですか、参加しても

らった、やっぱりその主体的に物事をどう取り組むかっていうことの行動を通じて初めて

いろんな施策が実現されると思いますのでね、これではちょっと全体像が寂しいかなとい

う感じはしております。前回とあまり変わってないんじゃないかなというふうな、あまり

時間も無いし、根本的に、変えよというのは無理かと思いますけども、余りにも頭がでっ

かちすぎて、尻がすぼんでるという認識を持っております。 

 

委員長： 

ありがとうございます。では、委員。 

 

委員： 

今、言われたことにほぼ賛成なんですが、その重複する部分はやめまして、途中で自治

協議会、15 ページですかね。自治協内の地域資源を最大限に活かしというようなことと

か、それから近所付き合いを大事にしてというふうなことが書いてありますが、ただ私も

昨年度まで地区で役員やったりしてたんですが、今で精一杯ですよ、結構忙しい。それで

順番にというか無理矢理というか、２年交代でやっていってるわけですけど、それが特に

現役でやる、働いててやってる人たちはほんとに大変そう。それでプラス何かをやれって

いうのは、それは無理じゃないかっていう気がしてしまうことが１つと。 

そしてもう１つは、先ほどから言っておる、その高齢化が進んでいって、若い人が少な

くなってくる。そうすると、動きようがなくなってくる。例えば、組が 18軒とそれが２

つある、１人ずつ組長出してるけど、もう無理だね。１つに併せて、組長１人にしちゃお

うかというような話が出てるわけですよ。そうすると、当然動く人間は少なくなっていく、

そうすると、やれることも少なくなるっていうような状態に今、あるわけですよね。それ

がより一層、過疎を広げていけっていうのは、よほど別なことを考えないと無理じゃない
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の。 

近所付き合いという手も確かに、かつては貯金通帳の中身も知ってるぐらいの付き合い

してたのがだんだん薄くなってきている。しかも若い世代はどんどん外に出て行ってしま

っているっていう状態の中で、先ほどから言われるようにある程度の年齢の人が動かない

とどうしようもない。ただ、今までは、現時点だと 65歳以上ぐらいのまだ動ける人たち

は、人のところまでは、行くのはねっていう感じでいるはずですわ。それを、何かこう変

えていくためのことを考えてあげないと。 

特に今から 10年後を考えるわけですから、現在動ける人たちも、動けなくなる時代の

ことを考えんといかんわけですから、よっぽど近所付き合いをやってねって言われなけれ

ば動かないだろう。それから、自治協だっていつまで持つのっていう気すらするわけで、

よほど考え直さないと、今ある自治協が、10 年後もそのままとは全然思えない状態なん

で。 

地区の人たちの力をみんなで出し合いましょうね、あるいはある程度の、65歳以上で

動ける人は動かしましょうねというのは正しいと思うんですよ。大賛成ですが、動かし方

を考え直さないと駄目です。 

 

委員長： 

ありがとうございました。支え合いのしくみづくりとか動かし方とか、いろいろご提案、

ご意見というか、この方向性に関してどういうふうにしたら実現可能になっていくのかっ

ていうところだったと思いますが。 

 

委員： 

ついさっきから非常に意見が出ている訳でございますが、その前にこれはあくまでも計

画でございますので、非常に皮肉っぽく聞こえるかもしれませんが、素直な感想として聞

いていただきたいんですが、計画の計画ですので、非常によくできていると思います。網

羅的に、もう少し言わしていただきますと、非常によくできた作文ではないかと思います。

誤解なく聞いていただきたいんですけど、そういう感想でございます。 

それから、先程来続けて２、３人の方がおっしゃってますけども、計画は計画として非

常に立派なんですけども、これをいかに肉付けしていくかという部分が先ほどから委員も

おっしゃってますけども大事であって、この計画をうまくできたと、網羅的にできたと、

それで終わりでは絶対ないという部分をですね、事務局さんも極めてご多忙だとは思いま

すが、是非計画ができればそれでいいというものでは当然ご理解いただいていると、そう

いうものじゃないと、いかに肉付けするかということを改めて市政としてですね、お持ち

いただければと思います。 

それから、もう１つ。あえて申しますと 16ページになろうかと思いますが、これも先

程来出てますけども、例えば上の表ですね。16 ページの区分があって、サービス内容の

例があって、想定される事業者がある。この通りですけれどもね。例えば、この想定され

る事業者、無償のボランティア、自治協議会、それからシルバー人材センター云々と、こ
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れをそのいかに動かすかというところが、計画で一歩進んだですね、重要な部分であろう

かと思います。 

ご多忙の中、非常に立派な計画をお作りになってこんなことを申し上げるのは辛いんで

すが、計画は計画、これからどうするかっていうところが極めて大事だという感想を一言

いわせていただきました。 

 

委員長： 

ありがとうございます。様々なご意見いただいたんですけど、事務局からお願いします。 

 

事務局：  

ありがとうございます。今回の改正につきましては、地域の力をいかにお貸しいただけ

るかっていうあたりの中で、私たちのほうもはっきり言ってまだ方向性がきちっと決まっ

ているわけではないので、こういったものになっております。 

いろんな情報がございます。やっぱりいくらかのメリットがないといけないんではない

かってうことは、私たちも思っております。動くための何かこう力になるのがやはり、メ

リットっていう言い方はおかしいかしれないんですけれども、そういったものだと思って、

ポイント制であったり、そのポイントを税に充ててみたりとか、全国でいろんな例がござ

います。その例を見ながら伊賀市にはどれが合ってるかっていうのを今、検討してるんで

すけれども、どれにも一長一短があるような気がして、今この計画の中でポイント制にし

ますとか税に上げますっていうのが書けない状態だったがために、こういった計画になっ

ております。 

やっぱり、地域の方のやる気を出す。やる気を出していただくための何か策を考えなく

てはならないかなと思ってはいるんですけれども、国が言うように動けなくなった方を元

気な方が支えて、それが順繰りであるっていうことでは、なかなかそれだけでは理解いた

だけないっていうことは私たちも理解してるつもりです。 

その中で先ほど言ったこれだけしよう。例えば、ゴミ出しだけを手伝ってあげようとか、

今日はゴミの日やでって教えてあげる、そういったものも地域の力だと考えておりますの

で、そういった簡単なことを無償でやっていただけても、どこかへ行って何かしていただ

けるっていうことについては、やはり無償では厳しいのかなとは思っております。 

そういった中で、今、社協さんにもいろんなコーディネーターであったり、サポートス

タッフであったり、いろんな研修を行っていただいて地域支援の中でご協力いただける方

を養成していただいております。市の中でも先ほど言わせてもらいましたサポーターであ

ったりキャラバン・メイトであったり、そういったご協力いただける方、手上げで参加し

ていただいて、研修を受けていただいております。そういった中で、自分にやれることは

何か、やってみようっていう方が少しでもお手伝いいただけたら、少しずつでもやってい

けるのかなっていう。今、そういった状態なんです。 

 

委員長： 
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ありがとうございます。委員の皆様も施策委員会なので、私たちも１つの責任を負って

いるというところにありますので、いろいろなご提案っていう形で、じゃ、何が実現可能

かっていうところも含めて、今後また一緒に検討できたらいいのかなあと思います。 

ちょっと余分なことなんですけど、私も実は大学でボランティア支援委員長をやってお

りまして、ボランティアがなかなかうまく機能せず、学生は忙しいと言って、一時的には

ボランティア活動をするんですが、継続性がなく、じゃあそれに「みかんちゃんシール」

という有償で動いてもらうことになったんですが、有償・無償は私たちには関係ないと、

ほんとうに継続してボランティアをやってる子たちはそんなふうに言ってますので、その

有償で効果的なものと、そうではないものとかいろいろ精査していく必要があるのかなっ

ていうところで、是非この支え合いのしくみづくりとか地域の方のやる気を出す策といっ

たところで皆さんの力を借りられればというふうに思っています。 

もうお一人ぐらい、ご質問とかご意見とかありますでしょうか。 

では、次に移らしていただいていいですか。ありがとうございました。 

 では、次に計画策定に係る今後のスケジュールについて事務局からご説明をお願いした

いと思います。 

 

（２）計画策定に係る今後のスケジュールについて 

事務局： 

失礼します。計画のスケジュール横長のこういったものを用意させていただいておりま

すので、ご覧いただきながらお聞きいただきたいですけれども。 

今後の計画策定スケジュールなんですけれども、本日、12月２日に第３回の高齢者施

策運営委員会を開催させていただき、中間案に対するご意見等を頂戴したということでご

ざいます。また、12 月 12 日には事務局が三重県との介護保険事業計画に対する意見交

換会を行います。これは、主に介護保険の施設整備計画や人口、給付費の推計による介護

保険料の現時点での意見交換会となっております。 

それから、来年１月ですけれども、こちらも事務局での対応になるんですけれども、８

日に、市の総合政策会議に計画等中間案を報告させていただきます。その後、20 日に市

議会議員全員協議会で計画の中間案を報告し、その後パブリックコメントを１ヵ月ってい

うことになります。２月には再度 19日に、市の内部の総合政策会議なんですが、これを

予定しておりまして、介護保険料の現状報告をするにあたり、市長との事前協議等も行い

ます。 

パブリックコメントの実施後、広く市民の皆様からご意見をいただいたのを事務局でま

とめさせていただき、３月上旬に開催の最後になりますけれども、高齢者施策運営委員会

に諮らせていただき計画の作成とさせていただきたいと思っております。その後、市議会

全員協議会で計画の最終報告をし、中頃には教育民生常任委員会で介護保険料の額の変更

に伴う介護保険条例の一部改正を上程させていただき、月末に市議会の承認をいただく。

こういったスケジュールとなっております。 
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委員長： 

ありがとうございました。引き続きその他。そして、せっかくですので、もし言い足り

ないこととか何かございましたら、皆さんお願いします。 

はい。委員、お願いいたします。 

 

（３）その他 

委員： 

この、今の資料２の、その総合政策会議（保険料報告）の翌日までパブリックコメント

実施っていうふうになってますんですが、パブリックコメントがもし 20日、しょうもな

いことなんですが、20 日まであって 20 日に何か出てきたら、これは総合政策会議に反

映されるんですか。 

 

事務局： 

はい。この 19日の総合政策会議は、保険料の報告でございまして、この計画の総合政

策会議につきましては、３月にもう一度、臨時等で開催していただく予定をいたしており

ます。 

 

委員： 

それで、そのパブリックコメントの対応については、この第４回の高齢者施策運営委員

会、ここに反映されるっていうふうに理解でよろしいか。 

 

事務局： 

はい。 

 

委員： 

日にちがあまり、ちょっと期間が無いようにも思うんですが大丈夫ですか。 

 

事務局： 

はい。 

 

委員： 

よろしくお願いします。 

 

事務局： 

はい、ありがとうございます。 

 

委員： 

はい、以上です。 
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委員長： 

他にご意見とか、今日一言もお話なさっていない委員の方で、これだけはということが

ありましたら、またこのパブリックコメント実施の期間中に、またご意見を出していただ

いても構わないかと思うんですが、ありませんでしょうか、よろしいですか。 

はい、お願いします。 

 

委員： 

すいません、一番この中で、一番若輩者で、いつもこう皆さんのおっしゃることがすご

い高度すぎてなかなか発言しにくいのが正直なところなんですが、伊賀市高齢者輝きプラ

ンということで、計画を皆さんで話し合って、計画ということで、すごい中身については

難しいこともたくさん書かれてるんですが、個人的にはもう少し僕自身、明るい内容でわ

くわくするようなそういった話し合いができたらなと、こう暗い話題ばかりじゃなくて、

そういうほんとに計画っていうことで、楽しい発言などもこれからちょっと詰めていけた

らなと自分の中で思いました。 

 

委員長： 

委員としては、そこを期待したいところですが、できるだけこのへんだったら実現可能

なのかなとか、私たちそのものがやる気にならないと、たぶんもう住民はもっとやる気に

なれないと思いますので、是非今のご意見、必要だったかなと思います。 

他にご意見ありますか。無いようでしたら、事務局から何かありますでしょうか。 

 

４．その他 

事務局： 

先ほど一番初めにですね、介護保険料の関係で、そのサービス量は今回省きますってい

う説明を一番初めにさせてもらいました。 

今現在の、もちろんこれから変わりますので、現在の介護保険料の予定ですっていうこ

とで、委員の皆さんにだけお知らせさしてもらおうかなというふうに思っております。 

今現在の基準額が 5,654 円です。第６期これにつきましては、今のところ 6,538 円

で、かなり上がってしまいます。これにつきましては、もちろん消費税が上がっていると

いうこともあります。消費税５％やったのが８％に上がったという部分もありますし、こ

れが先程言っていたように介護、所得がある人は、１割負担が２割負担になるとかですね、

そういうこととかで多少は変わっていくのかなと思うんですけれど、今のところこういう

額になっております。 

これにつきましては、来週から三重県のほうで、県内の全市町、今の状況のヒアリング

を受けまして、県内全部の保険料の基準額が出ます。それを見させていただいて、あまり

に伊賀市が突出してるとか、そうなったら下げていかなければならないのかなというとこ

ろもあるんですけれども、ただ、もし万が一、下げてしまって保険料足らないようになっ
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てしまったら、県から借金して運営していかねければならない。 

もし、そうなった場合は次の時にその借金を返さないといけないので、ものすごう高く

なってしまうっていうのが１つあります。それと「じゃあ、高けりゃええやん」っていう

ことになるかと思うのですけど、高ければ今度は、年金だけの方はなかなか生活が厳しく

なってくるということになっておりますので、今現在ももちろんかなり高いっていうのは

認識をしているんですけども、とりあえず、今日現在っていうことですけど、今こういう

額になっているということでお知らせをさしてもらいます。 

 

副委員長： 

それは、来年の７月の末までの話ですか。８月１日から保険料を変えるんでしょ。 

 

事務局： 

違います。これは、４月１日から保険料を変えます。 

 

副委員長： 

いつまで。 

 

事務局： 

３年間です。 

 

副委員長： 

そうしたら所得の多い方の２割負担になった場合は。 

 

事務局： 

それは、介護サービスを利用した場合の１割負担っていうことで、今回のは保険料の話

ですので、65 歳以上の方みんなから貰う。所得の高い方は多いですし、所得の低い人は

それよりも低くて、なお、軽減措置が受けられているという形になります。 

 

副委員長： 

利用料は８月から変えると。 

 

事務局： 

利用料（負担割合）は８月からです。 

 

副委員長： 

もう１つ。補足給付も支給額を減らすとかいう話もありますけど。 

 

事務局： 
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補足給付は支給額を減らすのではなくて、所得とか、あと夫婦の所得とかを勘案して、

例えば、所得制限を設けますっていうことで、今まで対象だった人が、対象でなくなるか

もしれないということだけですので、これはほんとうに一人ひとりの状態を見て対象なの

か、対象でないのかっていう形になっておりますので、それも８月からなんですけども、

そのへんの部分は、ほんとうに減るのかどうか微妙なところです。 

 

委員長： 

まだありますか。委員お願いします。 

 

委員： 

今の金額を聞いて一言だけ。いつも毎回、毎期時、もうご承知のとおり保険料が確実に

上がってるんですね。だから予防っていう概念が僕は出てきていると思うんです。そのと

ころをしっかり、この６期の事業計画の中にも、やっぱり入れていただかないとですね、

これ要するに要るだけ、保険は皆さんで支え合う。国も自分らで支え合うわけですから、

それができないと、どんどん自分らの負担が増えてくる。つまり、そういう予防っていう

んですか、元気な人がさらに元気になるように、元気のない人も元気になるようにですね、

やっぱりやらないかんと思うんです。 

ですから、逆にサービスを、保険料を払っていないけども全然サービスを受けてないよ

っていう要素をね、どう皆さんで、金を…っていう問題じゃなくって、素晴らしいな、本

来、皆さんサービス受けてんのに頑張ってんな、あるいは家族介護でそんなん頑張ってる

なあというところをね、どれぐらい皆さんに見せていただくようなこともあってもいいん

じゃないか。 

あるいは、もう１つはそれぞれの介護を受ける状態になっても、何かができるっていう

ことで、やっぱり予防のほうにね、視点でないと。 

つまりその上へ唾を吐いてるのと一緒でですね、我々は保険料を毎回ここで上げること

で賛成ですって、結果的になってしまうので、そういう期間にならないように。 

僕はやっぱり、第６期の時に少し医療をね、そう医療を出してもうてもいいんじゃない

かな。介護サービスを受けてない人、あるいは家族介護で頑張っていらっしゃる人、ある

いは予防のために何をするかっていう視点ももう少し入れていかないと、つまり同じ状況

が繰り返されるということだけ申し上げます。 

 

委員長： 

貴重なご意見ありがとうございました。先程の委員のご意見にも通じるものがあったか

と思います。 

では、これで第３回の伊賀市高齢者施策運営委員会を終了いたしますが、皆さんのご意

見・ご提案シートっていうものありますので、またご意見、ご提案がありましたらお手数

ですが、ファックスで事務局までお願いしたいと思います。 

ありがとうございました。 
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