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平成２６年度 第１回高齢者施策運営委員会 議事録 

 

 

日 時：平成２６年７月２４日（木）１９：００～２１：００ 

場 所：ハイトピア伊賀５階 学習室２ 

出席者：泉 美幸 ・ 門田 進 ・ 田中 哲生 ・ 中夲 美一 ・ 三ツ森 義久 ・  

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

福澤 秀太 ・ 吉藤 寿幸 ・ 谷中 勉 ・ 角谷 誠之助 ・ 中西 美紀 

事務局：健康福祉部 清水次長 

     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 

医療福祉政策課 植田主任 

 

（協議内容） 

１．あいさつ 

 

  課長： 

    大変お待たせいたしました。ただいまから平成２６年度第１回伊賀市高齢者施策運営委

員会を開催させていただきます。私、健康福祉部介護高齢福祉課長の奥と申します。よ

ろしくお願いいたします。皆様におかれましてはご多用中、また夕刻という会議にも関

わりもせず出席いただきましてありがとうございます。 

       今年はいよいよ「第４次高齢者福祉計画」「第６期介護保険事業計画」を策定する年

度となりました。今年は国においても大きな見直しが行われており、高齢者施策の転換

期となるかと思いますので、忌憚のないご意見を頂戴できればと思っております。 

       それでは、開会にあたりまして伊賀市健康福祉部次長清水がご挨拶申し上げます。 

 

  次長： 

    皆様、改めましてこんばんは。夜分お疲れのところ、本委員会にご出席賜りま 

  してありがとうございます。また、日頃伊賀市の高齢者施策にご協力とご理解いただい

ておりますこと、この場をお借りしまして厚く御礼申し上げます。 

   さて、ただいま課長のほうから申し上げましたとおり、本年度につきましては３年に

１回の事業計画策定ということで、次期計画のための今日は資料、たたき台というよう

なことで資料に基づきまして説明をさせていただいた後に、皆様方のご意見、また質問

をいただきたいと考えています。 

   当然のことながら次期計画につきましては、この調査の結果に基づきましてよりよい

計画づくりまた策定をしていただきたいと考えていますので、これをお願いを申し上げ

まして簡単でございますが、はじめにあたりましてのあいさつとさせていただきます。 

   よろしくお願いいたします。 
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課長： 

 本日の委員会でございますが、委員総数１８人中１６名の出席であり、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条例第６条第２号の規定により、

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させ

ていただくことをご了承・ご了解賜りたく思います。 

 それでは、資料の確認をまずさせていただきたいと思います。一番上に事項書、続き

まして本委員会の委員名簿、「伊賀市地域包括支援センター２５年度事業報告並びに２６

年度事業計画」、資料№２「第４次高齢者福祉計画・第６期介護保険事業計画の方向性」、

資料№３「伊賀市がめざす地域包括ケアシステムの素案」、続きまして「伊賀市がめざす

地域包括ケアシステムの検討スケジュール」、「第２次伊賀市総合計画・再生計画」、資料

№４「伊賀市の高齢者を取り巻く現状」、そして「伊賀市高齢者等実態調査報告書」以上

でございますが、最後に「ご意見ご提案シート」がございます。 

 よかったでしょうか、ちょっと早口で申し訳なかったです。もし足りないものがあり

ましたら、また事務局までお申し出ください。 

 次に、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をよろしくお願いいたします。 

 それでは大越委員長、委員会の進行どうぞよろしくお願いいたします。 

 

委員長： 

 皆さんこんばんは。今年は計画を作る年度になりますので、皆さんのご協力次第で伊

賀市民のための計画になっていくと思いますので、これから計画日程、この年度の日程

をお知らせするかと思うんですが、タイトなスケジュールではありますが協力していた

だければと思います。では、座らせていただきます。 

 

２． 議事 

（１） 伊賀市地域包括支援センターの運営について 

 委員長： 

事項書にしたがって、議事２を進めていきたいと思います。この委員会につきまして

は、伊賀市介護保険法の第１１５条の３９の規定に基づき設置する地域包括支援センタ

ーの運営に関することも所掌しておりますので、まずはじめに「地域包括支援センター

の運営について」お手元の資料№１、平成２５年度実績・平成２６年度の事業計画の説

明を事務局よりお願いいたします。 

 

所長： 

 失礼します。地域包括支援センターの所長、中林と申します。昨年度は委員の皆様方

に新しい総合相談体制の構築に向けてということで、地域包括支援センター複数設置に、
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ご協議いただきまして、この４月から３箇所において事業を実施しているところです。 

 それに伴いまして、社協様をはじめ社会福祉法人様には専門職・社会福祉士５名、主

任ケアマネジャー４名の出向につき、ほんとにひとかたならぬ協力をいただいておりま

す。お陰で総合相談部門につきましては、アウトリーチも可能になり充実した体制とな

っております。しかし、指定介護予防事業所における給付管理等業務においては、今年

嘱託ケアマネジャーを１名増員をしたものの、介護予防サービスを利用する方が大幅に

増えておりましてケアマネジャーが疲弊している状態が続いております。 

 また、市民にとって相談しやすい親しみのある包括支援センターなるように「にんに

んサポート伊賀」という愛称も決定していただきましたので、どこへ相談に行ったらい

いか迷った時には地域包括支援センターへ相談していただきますように、今年度は地域

包括支援センターの認知度を上げるという目標を立てまして、出前講座等を行っていく

ところでございます。 

 

① 平成２５年度 業務実績について 

   座って失礼します。資料№１をご覧ください。１ページ平成２５年度業務実績から簡

単にご説明申し上げます。 

まず、介護予防支援ですけれども、これは介護認定結果が要支援１、２となった介護

サービス利用者の給付件数でございます。①の表「実動数」とありますのは、給付管理

数に加えて相談や住宅改修、福祉用具購入のみの支援も計算に入れたものであります。

２５年度におきましては、嘱託職員９名と保健師など常勤職員６名の計１５名で業務を

実施しており、実働数８，８０３件、給付管理７，６８４件で２４年度に比べまして増

加しており、給付管理においては５９２件の増となっております。１月あたりにします

と、実働数７３４件、給付管理数６４０件となります。ちなみに今年度については４月

～６月の３ヵ月間で実働数２，２８６件、１月あたりに平均しますと７６２件、給付管

理数は３ヵ月で１，９６２件、１月あたり平均が６５４件となっております。 

その横の②の委託件数でありますが、民間の事業所へ委託しているものです。２４年

度に比べまして３２２件増えていますが、委託率は全体の１割程度にとどまっておりま

す。 

２ページにつきましては、ケアマネジャーが受けた介護予防支援に関する相談件数で

す。今年につきましては５，７５８件で、２４年度に対しまして３４１件の増となりま

した。サービス担当者会議についても、２４年度よりも１４５件多く、９７０回の開催

をしております。 

次に３ページの総合相談・ケアマネ支援状況ですけども、相談実施数が４３６件、２

４年度と比較して、１３１件増加しております。延べ件数も１，０５９件となっており

まして、去年２４年度と比べて２５６件増えております。延べ件数は１ヵ月平均８８件

となります。相談内容につきましては、生活支援やケアマネ支援が顕著な伸びを示して

おります。 

３箇所になった今年度はと言いますと、ケースとして取り扱った延べ件数が４月～６

月の３ヵ月間で７１２件、１月平均が２３７件と、２５年度と比べても３ヵ月で非常に
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多くなっております。 

続きまして、平成２６年度伊賀市地域包括支援センターの事業計画につきましては、

副参事の横尾から説明をさせていただきます。 

 

地域包括支援センター： 

地域包括支援センター保健師の横尾です。座って失礼いたします。 

② 平成２６年度 事業計画について 

地域包括支援センターの説明のいただいてる時間が、先ほどの所長の説明とこれとで

１５分程度というお時間いただいてますので、端折りながらになりますが変わった点と

か重要な点だけ説明をさせていただきたいと思います。 

まず、４ページ目を見ていただきたいと思います。４ページ目の下の指定介護予防事

業のところですが、これは要支援１、２の認定を受けていただいた方に対するケアマネ

ジャーとしての支援という形になるんですけども、先ほども所長の説明にもありました

ように、人口の高齢化に伴って、年々要支援の認定を受ける方が増加してきております。

今年度は包括の２箇所のサテライトを設置したということで、業務の効率化が大変この

３ヵ月を見ても図れていると感じています。 

今まででしたら、本所から青山の高尾の方までそれこそ、１時間近く車で出かけない

と訪問ができなかったというところが、片道１５分とか２０分ぐらいで行けるようにな

ったっということで効率が図れるようになってきていると思いますし、それからあと、

嘱託のケアマネジャーも１名、今年度当初で雇用することができましたので、利用者の

増加に対応できているところですが、これからもどんどん利用者が増えていくと思いま

すので、それに対してはまだこれから必要に応じて、職員の増員というのは必要だと思

います。 

それから先ほどありましたように、居宅介護支援事業所への委託についても進めてい

きたいと思っておりますし、今年度は社協さんのケアプランセンターうえのさんとか、

うえの南さんも委託を引き受けていただけるということなので、託は今年度は少し進む

んじゃないかというふうにして期待しているところです。 

それから、次の５ページ目です。総合相談支援事業、権利擁護事業です。これにつき

ましても南部と東部のサテライト２箇所を設置したということで、今年度は中部の包括

に社会福祉士が４名、それから東部と南部の社会福祉士が１名ずつということで計６名

の社会福祉士で総合相談支援事業、それから権利擁護事業に主にあたっているという状

況になっております。 

年度当初は民生委員さんとか、それから介護サービス事業所などから、どこに相談を

したらいいのかよく分からないという質問を多数受けたんですけども、それにつきまし

ては、民生委員さんの協議会へもお話に行かせていただいたりというようなことを例年

よりも数多くさせていただくことによって、最近になってはそういうお問い合わせも少

し少なくなってきておりまして、スムーズに業務ができるかなというふうに思っており

ます。 

高齢者の虐待の件数も先ほどの実績にありましたように年々増加しております。ネッ
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トワークで緊急に対応しないといけない事例も増えてきておりますし、それから多くの

問題を抱えた問題家族っていうんですか、そういう大変難しいケースも年々増えてきて

おりまして、包括支援センター１箇所ではどうにもならないようなケースというのが

年々増えてきておりまして、障がい相談支援センターであるとか、厚生保護課であると

か市役所内の他課とも協力しないといけないケースも増えておりますし、それだけでは

なくて、やっぱり地域の力も借りていかなければいけないケースも大変増えております。 

そういう中で、国のほうの施策にもありますように地域ケア会議をもっと有効に利用

しようとそういうような流れになってきておりまして、地域ケア会議につきましては、

各支所で２ヵ月に１回程度は定例で開催をしていただいてきたわけなんですけど、それ

につきましては、単なる報告会で終わりがちであったりとか、それからケースの検討っ

ていうのが十分に行われていないっていうような反省もありまして、今年度につきまし

ては、個別の事例を中心にその参加者の出席者の方でじっくりとそのケースの問題解決

にあたれるような話し合いにしていこうというような方向になってきております。それ

につきましては、その会議を進行する者の力量っていうのが大変求められるところであ

りまして、地域包括支援センターの社会福祉士が主にその役割を担っていかないといけ

ないということで、本年度につきましては、当初にその先進地であります、半田市役所、

半田市の社会福祉協議会さんのほうにも研修に行かしてもらうなどしてスキルアップに

努めているところであります。 

それから認知症のことについてなんですけども、最近も新聞紙上等で問題になってお

ります認知症の方の行方不明の問題で、それにつきましても、昨年度から伊賀市のあん

しん防災ネットのほうに認知症の方の行方不明の情報も新たに載せるということで進め

てるところなんですけども、ただこのあんしん防災ネットについては、市民、多くの方

にこれに加入していただいて情報を得ていただいて、多くの目でその行方不明の方の発

見にあたるっていうことがなされないと意味がないので、それにつきましては、まだ、

これから周知活動も必要かなというふうには思っております。 

それから６ページ目です。包括的・継続的ケアマネジメント事業ですけども、これは

居宅で働いておられますケアマネジャーさんの活動を支援して、切れ目なく支援ができ

るようにというなことになるんですけども、年度当初に伊賀市には３０箇所の居宅介護

支援事業所があるんですけども、そこへ出向かせていただいて今、お困りのことがない

か、包括としてできることはないかというようなことを聞き取り調査をさしていただい

ているのと、それからケアマネージャーさんのスキルアップ図るために、定例で事例検

討会を開催させていただいております。野中式という事例検討会の方式を採り入れまし

て、昨年よりもさらに内容の濃いものにしていこうというふうにして取り組んでおりま

す。 

それから、医療系サービスについてケアマネジャーさんが、知識が不足しているとい

う声が多々ありましたので、薬剤師会さんのご協力を得まして、今年度はスキルアップ

のための研修会を開催しようということで計画をしております。 

次、７ページ目です。介護予防二次予防事業ですけども、認定は受けてないけども認

定を受ける手前ぐらいのハイリスクの少し生活機能が低下している方を対象にした事業
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になります。これにつきましては「お達者チェック」という基本チェックリストを郵送

で送らせていただいて、６５歳以上の認定を受けてない方が対象になるんですけども、

その方から回答を回収しまして、それによってそのふるい分けというか、いわゆる生活

機能の低下があるかないかを判断させていただいて、生活機能の低下のある方につきま

しては、介護予防のプログラムにお誘いするという形になっております。 

２５年度は「お達者チェック」については、７０％の回収率をいただいております。

通所型の事業としては、介護予防プログラムとしましては運動器の機能向上教室と口腔

器能向上教室をさしていただいております。口腔器能向上教室につきましては歯科衛生

士会さん、歯科医師会さんには大変お世話になっており、いい結果が出せたと思ってお

ります。２６年度につきましても、同様に今計画中で、今、参加者を募っている段階で、

参加の電話を受けさせていただいているところです。 

次、８ページ目です。それからもう１つ、訪問型の事業のほうなんですけども、併用

されてる人とそれからうつ予防支援につきましては、訪問活動で対応させていただいて

おります。栄養改善事業につきましては、元々の対象の方が少ないので２５年度は２人

のうち管理栄養士さん等に訪問活動をしていただいて、栄養改善を図っていただくこと

にさしていただきました。うつ予防支援につきましては、包括の保健師プラスあと、健

康推進部門の保健師の協力を得まして活用さしていただきました。 

それから次の介護予防の一次予防事業のほうなんですけども、これにつきましては、

包括支援センターの保健師としてはなかなか今までちょっと手が出せないというか、包

括支援センターの保健師自体が要支援１、２の方のケアプランナーとしての仕事が多く

を占めていたのでなかなか、ここのところに力が出せなかったんですけども、今年度か

ら地域包括支援センターの保健師を１名増員していただいたのと、中部の地域包括支援

センターの保健師を１名増員していただいたのと、ケアプランナーとしての仕事を外し

ていただいたことで、この一次予防事業に今年度取り組もうということで計画しており

ます。一般高齢者を対象に介護予防の知識の普及を図るとともに、地域ぐるみの介護予

防活動を支援するという視点で、この２６年度の真ん中に介護予防リーダー養成講座と

いうのを掲げさせていただきましたけども、認知症にも、それから予防福祉療法につい

ても運動が効果があるということが分かってきておりますので、運動を中心にした介護

予防リーダーの養成講座を計画しております。これにつきましては、１３回の連続講座

をこちらのほうでさせていただいて、地域の中で自分の健康だけではなく、地域の人の

健康づくりも一緒にしたいという意欲のある方を対象に連続講座を開催させていただい

て、講座を終了後には、ご自分の地域で自助グループの立ち上げをしていただけるよう

な形に持っていきたいなあと思っています。自助グループの立ち上げについてはなかな

か住民の方だけでは難しいところがあるかと思いますので、私たちも一緒になって立ち

上げの必要な支援を行っていきたいなというふうに思っております。 

それから認知症予防講座と言いまして、上野病院の先生、それから看護スタッフさん

の協力を得て、モデル地区を対象に認知症に対する正しい知識や普及、それから見守り

支援をしていこうというふうなグループもできていますので、見守りの支援者の方にど

ういう見守り支援をしたらいいのかっていうことを一緒に考えるような形で講座を持っ
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ていきたいなということで計画しております。 

長くなりました、以上です。 

 

委員長： 

ありがとうございました。よく分かる説明をしていただいたんですけれども、皆様の

ほうからただいまの説明について、ご意見とかこのへんが分かりにくかったというよう

なご質問とかありませんでしょうか。 

 

委員： 

よろしくお願いします。総合相談支援事業、権利擁護事業のほうなんですけれども、

３段目のほうの虐待対応フローチャートの見直しを行ったっていうところがあるんです

けれども、どういうふうな見直しを行ったかというですね、具体的なご説明のほうをい

ただきたいという点と、それからあと、同じ虐待担当者会議のほうに出席するっていう

ことで６回ってあるんですけれども、どういうふうな会議で、どうして回数が決まるの

かなっていうことも不思議に思いましたもんで、そのへんの回答のほうお願い申し上げ

ます。 

 

地域包括支援センター： 

まず、虐待担当者会議なんですけども、これは虐待の事例が発生した時の会議ではな

くて虐待を担当している職員の会議ということで、各支所にも虐待対応の事務系の職員

がおりますので、その人たちも一緒に、そのスキルアップといいますか虐待を見る目を

養うというようなことも兼ねて担当者会議しているという形になります。 

それから虐待対応フローチャート、ここにフローチャート持って来てないんですけど

も、以前からありましたフローチャートがちょっと複雑すぎて分かりにくいというよう

な声もありましたのと、それから包括が３つに、サテライトが増えたということと、そ

れからふくし相談支援センターの設置というのがなくなりましたので、そのへんもフロ

ーチャートから削ったり、付け加えたりというところがありました。 

それから、福祉相談調整課という課も市役所の中に新たに増えましたので、そこも虐

待担当ということになります。そのへんもチャートの中に付け加えました。 

  

委員長： 

委員さん、よろしいでしょうか。 

では、他にご質問とかご意見。 

 

委員： 

失礼します。５ページのですね、地域包括支援センター３箇所になり・・・というこ

とがポンポンと出てくるのですけれども、この区割りでいいか３箇所についての、これ

は２６年度の中にも包括支援センターの啓発活動を行うということですけれども、それ

は３箇所でどうなってどういう活動をこれからしていくんかって、ちょっと分かりにく
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いとこがあるんので。 

 

委員長： 

地域包括支援センターの強化ということで、３箇所設置になったわけですが、現状ど

のように。 

 

所長： 

はい。去年までは本庁舎に１箇所包括支援センターがございました。今年の４月１日

から３箇所の事務所のほうで運営を進めております。 

その３箇所増えたところと申しますと、青山の保健センターに「南部サテライト」と

いうことで１箇所。そして、いがまちの保健福祉センターの中に「東部サテライト」と

いうことで１箇所増えまして、３箇所のほうで進めております。 

先ほど副参事のほうからも言いましたように、３箇所になったことで支援に行く距離

が、時間が本当に短縮されて色んなことにも対応できるようになりました。ほんとに、

社会福祉士もケアマネも相談受けてから自動車でですけども、だいたい３０分でどこへ

でも行ける状態になっております。 

 

委員長： 

委員、それでよろしいでしょうか。 

 

委員： 

それでですね、その青山なら青山で、当該地域の立ち上げをこれから図っていこうと

してるんですな。この地域の専門の、その高齢者が地域の中で老いていくということが

言われているとおり地域でのリーダーの養成ということで、各参加者のサテライトがそ

の担当していくという格好で素質はありませんが、そのリーダーについては、各地域地

域での活動の支援を積極的にやってもらわないとなかなか追いつけないんじゃないかな

と。それはどのような格好で講座なりをやっていくんかなと。 

 

委員長： 

８ページの介護予防リーダーの養成講座のところでよろしいんでしょうか。 

 

地域包括支援センター： 

介護予防リーダー養成講座のところですね。各地域で今、色々いきいきサロンである

とかサロン活動であるというのもされているのはよく分かっていると思うんですけれど

も、ただどちらかというとお茶を飲んで、みんなで楽しくお菓子を食べて楽しく時間を

過ごそうというようなサロンがやっぱり多いのかなと。 

 介護予防についてはもう少しこうアクティブというか、積極的に介護予防に取り組む

という元気なお年寄りを増やすというか、そういった取り組みにしていきたいので、そ

ういうノウハウを皆さんに培っていただきたいという講座を計画しております。専門の
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インストラクターの先生をお願いしまして事故のないように、無理のないように介護予

防の運動が進められるような形を伝達していって、それを地区に持ち帰っていただくと

いうような形を考えています。 

 これについては９月１日号の市広報のほうで募集を図っていきたいと思いますので、

また見ていただけたらと思います。 

 

委員： 

 １３回の連続講座は、期間はどのぐらい。 

 

地域包括支援センター： 

 １０月～１月くらいまでで１３回の講座をずっと連続講座をして、１人の方にずっと

１３回見ていただいて、それが終わった後には、各地域でその自主グループの立ち上げ

とかしていっていただきたいので、それについては、また私たちも支援をしていきたい

というふうに考えています。 

 

委員長： 

 他に、委員お願いいたします。 

 

委員： 

 包括支援センターが３箇所っていうことで、伊賀市内３箇所でサービスを受けるわけ

ですけども、結局サービス側から見たらですね、確かに距離的な問題も含めて、いいこ

とずくめのように聞こえるんですけども、４ヵ月経ってですね、見えてきた「いいとこ」

とあるいは「課題・問題点」っていう今、見えてるとこでどういうのがございますかと

いうこと。庁内での機構がある意味では複雑多岐に見えるんですけど、つまり政策課が

あって、調整課があって、それから介護高齢、障がい、或いはその下に包括っていうよ

うな構造になっている。 

皆さん、なかなか見えぬくいと思うので、僕は僕なりに分かってるんですけども、改

めてその簡単に所掌する事項、その連携関係、そういうことは少し整理するには、ご理

解をいただけるような説明をしていただけたらなと。 

 

委員長： 

 よろしくお願いいたします。 

 

所長： 

 ４月から３ヵ月経ちました。その中で見えてきた課題といいますのは、その３箇所に

分かれたことで情報共有を図るためにそれぞれの社会福祉士が集って、３箇所同じ状態、

その本庁だけで知っててもあかんので、どこへ相談が皆さんが行かれるか分からへんの

でその情報共有をどうするかっていうことが課題です。 

 今まででしたら１箇所ですので、１つの事案が起こった時にはちょっとここで集って
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それで解決したことでも、やっぱり３箇所にありますのでそれぞれが会議を、その職種

ごとの会議とかを今はなかなか持てない中でも、ちょっと時間を見つけていただいて持

って情報共有をしているっていうところです。 

 それから、色んな政策課であるとか福祉相談調整課であるとか新しい課ができました。

包括支援センターは本来、高齢者の支援をさせていただくところです。でも今回からは、

障がいであるとか子どもである相談、一次的な相談なんですけれども、その包括支援セ

ンター３箇所のほうで受けさせていただいております。 

高齢者の相談でありますと、介護サービスにつないだりという支援のところまでも入

れるんですけども、子どもとか障がいとかの相談でありますと、やっぱりつなぐってい

うことしかできません。あと、いろんな複合的な問題。１つ高齢者の問題でご相談を受

けても高齢者が何でこの状態で放っとかれてるんかっていうのを考えた時に、家族の中

で支援者が弱い。家族の中で障がいの方がおいでて、その方が一生懸命支援、高齢者の

支援をしていただいてるんやけども、なかなかきちっとした支援ができない。またその

中でイライラが募って虐待に、どのような形のものが起こってくるっていうような複合

的な問題がこのごろ増えております。 

そういう問題が起こったというか、そういう相談を受けた時には、福祉相談調整課と

いうところへ、こういう事案が、ケースがありましたっていうことで上げますと、調整

課のほうで障がい課集って、生活困窮、保護課も来てっていうことで必要な部署を集め

てくれて調整会議を行います。 

また、地域ケア会議、先ほども出ましたけれども、今まではいろいろな報告的な会議

に終わってたものなんですけども、それをきちっとしたその何ていうか、そういう複合

的な問題が起きたこのケース、地域の見守りとかが必要やなっていうのもありますので、

そういう時には地域ケア会議っていうのにかけまして民生委員さんにもお世話になった

り、いろんな専門職等に集っていただいて地域ケア会議っていうのを行います。そして、

地域の見守りをもうちょっと、地域のほうで相談していただけないやろかっていうこと

で地域に返したり、また１人の相談はひとつ、こういうしくみができたらいいのになっ

ていう時は医療福祉政策課のほうに上げまして、そこでいろんな、何ていうのか、政策

につなげていただくような形になっていく予定でございます。 

分かってもらえたかどうかちょっと分かりませんけれども。 

 

委員長： 

ありがとうございました。 

 まだまだ３ヵ月経って間もないので、追々またこの委員会の中でも、皆さん「使って

みてどうだったか」、そういうことも含めて出していただければと思います。 

 確かに庁内の機構が複雑だというのはよく今、ご説明で分かったかと思うんですが、

複雑である一方で複合的な問題に、対処できるようにしておりますっていうところもあ

ったかと思います。 

 では、他にご質問とかご意見ございませんでしょうか。 
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委員： 

 よろしくお願いいたします。まず、５ページの中で虐待に対する対応ということで、

ケアマネジャーさんの先ほどの６ページのスキルアップ研修等の支援に対する対応って

いうことにも関わってくると思うんですけれども、まだまだケアマネジャーさんの質と

いうものがすごく差があるということと、どうしても要支援から要介護に移られた場合

に、要介護となった場合の、ほとんどケアマネジャーさんと事業所単位になってるって

いう可能性がありまして、市行政との連携とか横の連携っていうものが大事ですが、ど

うしても事業所の中ですべて把握してしまい、すべてをこの中で一緒に一人の方、認知

症の方々、ご家族、障がいの方、様々な方と家族を見守っていくっていう体制の中では、

まだまだ、ケアマネジャーさんがそれをご理解いただいていないな、それがスキルの中

でもできてないなっていうことが少し感じさせていただくことが多々あります。 

先ほどお話いただいてたように多問題家族っていうことで、ご本人っていう問題以上

にその周囲にいる、先ほどのお話にもありましたように、やっぱりキーパーソンってい

う問題がすごく弱かったりとか、逆にその方が強すぎてご家族・ご本人支援ができない

っていう問題に対してもケアマネジャーさんが太刀打ちできないっていうところにおい

て、それがスキルなのか、やっぱりそのケアマネジャーさんの質的な問題なのかってい

うところにおいても私たち介護を受ける側、また家族側、私たちの横にいる支援者の中

ではケアマネジャーさんが今、一番つなぎの大きい部分になっていただくんですね。 

窓口の今、一番取っ掛かりでもあります。 

その中でやっぱり、ケアマネジャーさんに勉強も必要なんですけれども、知識だけじ

ゃなくその連携とか、逆にいえばその家族との対応また行政との対応っていうことで横

の連携がつなげられるスキルアップっていうのもお願いできればなと。 

虐待もどうしてもケアマネジャーさんと事業所だけで終わらしてしまうっていう問題

で、隠し隠しして、最後大きな問題になってからでないと行政さんが入っていただけな

いっていう部分もちょっと聞かせていただいておりますので、その部分をぜひご理解を

いただきまして、この中に組み込んでいただければと思っております。 

よろしくお願いいたしております。 

 

委員長： 

 要望。分かりました。 

 

委員： 

 お願いです。 

 

委員長： 

 申し訳ありません。最後にご説明しますけど、今日のご説明に対しての意見とか提案

とかがありましたら１枚の用紙でお配りしてあると思いますので、またそこに改めて書

いていただきたいなあと思いますし、委員さんにおかれましては、今後やっていく委員

会の中で、またケアマネジャーの取り組み、虐待にしてもそうですけど、複雑なその多
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岐にわたる多問題家族に対して、こういうようなことでスキルアップを図ってるとか連

携してますっていうようなことをまたお伝えしていただければと思います。 

 

委員： 

 はい。 

 

委員長： 

 では、次の事項に移らせていただきます。今年度皆さんにご審議いただきます新しい

高齢者福祉計画・介護保険事業計画の策定の方向性についてお示しさせていただき、併

せて伊賀市の地域包括ケアシステムの概要について説明をお願いしたいと思います。 

 お手元の資料№２と、地域包括ケアシステムに関しては資料№３と第２次伊賀市総合

計画再生計画を開いてご説明していただきます。 

 では、よろしくお願いします。 

 

（２）第４次高齢者福祉計画・第６期介護保険事業計画策定の方向性について 

 

事務局： 

 失礼いたします、介護高齢福祉課高齢福祉係の川口と申します。高齢者福祉計画の方

向性につきましてお知らせさせていただきます。座らせて失礼させていただきます。 

 第４次高齢者福祉計画の方向性につきましては、誰もが住み慣れた地域で安心して暮

らし続けられることを目指し、高齢者が要介護状態にならないよう、介護予防に重点を

置いた活動を身近な地域で展開していく必要がございます。併せまして、要介護状態に

なった場合でありましても、介護サービスや地域での介助等により、安心して生活がで

き、また身体状態の良化を目指しながら、在宅生活を支えるための仕組みづくりも必要

になります。 

 また、高齢者独居世帯や高齢者のみの世帯、認知症のある方であっても、地域での見

守りや支えあいにより、安心して暮らし続けることができる取り組みも必要となります。 

 併せて、介護保険給付の対象であった、要支援認定者の訪問介護、通所介護が地域支

援事業に移行されるため、これを補完する取り組みも必要になります。 

 以上の取り組みを具体化するため、市において医療・介護の連携等を進めるとともに、

地域においては高齢者の見守りや介助等の支援体制の検討、構築を進め、それぞれの地

域の特徴にあった継続的、永続的な地域包括ケアシステムを確立できるような構成とい

たします。以上です。 

 

介護事業係： 

 失礼いたします。介護高齢福祉課介護事業係の川口といいます。よろしくお願いいた

します。私のほうからは、同じく資料№２の介護保険事業計画の方向性ということでお

話させていただきます。 

 まず、第６期介護保険事業計画につきましては、平成２７年～２９年の３年間に必要
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な介護保険サービス量を見込みつつ、今まで伊賀市では設定していない「定期巡回・随

時対応型訪問介護看護」や「複合型サービス」など、これにつきましては、平成２４年

度に新しく新設されました地域密着型サービスでございますが、医療的な要素も含んで

いる介護保険サービスについても、伊賀市の地域性等も勘案しながら施設整備の必要性

を検討する必要性があると考えております。医療的な要素も含んでいるっていうことで

ございまして、看護師等の人材確保などの課題はございますが、国が示しておりますよ

うに医療と介護の連携も非常に重要になってくると考えております。 

 また、増え続ける介護給付費に対応した介護保険料の設定が重要となりますので、国

の方向性を見据えながら、介護保険料の上昇度をできるかぎり抑制した設定としなけれ

ば、高齢者の生活を圧迫しかねない状態となってしまいます。 

 このため、必要とされる居宅サービス、施設サービスは確保しつつ、保険料について

は過度な負担にならないよう調整する必要があると考えております。 

 次期高齢者福祉計画・介護保険の事業計画につきましては、２７年度からの３年間の

計画でございますが、来年度２０１５年ということで団塊の世代の方が６５歳に到達す

るということで、それから１０年後、２０２５年には団塊の世代の方が７５歳に到達し

ますので、ある程度長期的な視点に立った計画にしていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

 

○伊賀市の地域包括ケアシステムについて 

 

課長： 

 続きまして、健康福祉部とし取り組んでいます「伊賀市がめざす地域包括ケアシステ

ムの素案」についてご報告させていただきまして、ご意見をいただきたいと考えており

ますが、本会議との関連性について少し説明をさせていただきたいと思います。 

まず、この「伊賀市がめざす包括ケアシステム」については、伊賀市の総合計画再生

計画、これなんですけども、こちらに位置づけられておりまして、この１１ページには

「地域包括ケアシステムの構築の推進」としての年次計画が示されております。 

 地域包括ケアシステムは、全国的には高齢分野の支援体制として検討されているとこ

ろでございますが、伊賀市では高齢分野だけでなく、障がい・子どもなどの分野も含め

た支援体制を検討することといたしております。よって、この取り組みは福祉分野の横

断的な取り組みでございますから、地域福祉計画で対応するものといたしております。 

 それでは、今月１７日に伊賀市地域福祉推進計画委員会に報告しました「伊賀市がめ

ざす地域包括ケアシステム（素案）」をご説明させていただきます。 

 地域福祉計画を担当しています、医療福祉政策課植田のほうより説明させていただき

ます。 

 

事務局： 

 失礼させていただきます。医療福祉政策課の植田です。よろしくお願いします。 

それでは、お手元のほうにお配りをしております資料№３、それから１枚ものの「伊
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賀市がめざす地域包括ケアシステムの検討スケジュール」こちらのほうをご覧いただき

たいと思います。 

 先ほど介護高齢福祉課長のほうからもございましたように、平成２６年度、今年度か

らスタートしております、「第２次伊賀市総合計画 再生計画」の中に位置づけており

ます１つの重点プロジェクト、これがお配りしてます伊賀市総合計画の７ページに記載

のとおり、「医療・地域福祉連携プロジェクト」ということで、１つの大きなプロジェ

クトを位置づけております。その中で真ん中以降に３年間でめざす成果ということで、

先ほど介護高齢課長が申しましたように「伊賀市がめざす地域包括ケアシステム」これ

を平成２８年度までに示すということで、そういったことから、お配りしております検

討スケジュールに基づきまして本年度４月には庁内組織として「地域包括ケアシステム

の検討プロジェクト会議」を立ち上げ、また健康福祉の関係計画、こちらの高齢、介護

そして、障がい、子ども、健康推進これらの計画の調整会議というものを立ち上げまし

て、それぞれの会議の中で「伊賀市がめざす地域包括ケアシステムとは」ということの

中で、本日お配りしました素案のとおりまとめさせていただいたところです。 

 この素案につきましては先週、７月１７日に開催、実施されました地域福祉計画の推

進委員会の中でご提案をさせていただきまして、一部修正はあるものの一定この内容に

基づいて進めていくと。 

ただ、先ほど申し上げましたように高齢分野だけでなく、子ども・障がい・健康すべ

ての分野にわたるということで、関係審議会のほうにもご説明させていただく中でしっ

かりとご意見を聞かせていただき、また反映をさせていくことが必要ということで、本

日この場でご説明をさせていただきたいと思います。 

それでは、若干お時間をいただきますが概要説明をさせていただきます。資料№３に

基づき説明させていただきます。なお、その他資料№３につきましては現状把握から課

題を見つけ出し、そして分析をして方向性を示すといったような流れでこの冊子は構成

をいたしておりますが、非常にこの分析のページのボリュームが大きいということもご

ざいまして、現状の課題把握をする中で先にこのめざすべき方向性についてご説明をさ

せていただいた後に、補足的にこの分析内容について説明させていただきたいと思いま

す。 

まず、資料の２ページのほうをご覧いただきたいと思います。まず、「この地域包括

ケアシステムとは」という部分です。昨年度も、福祉総合相談の構築の中で「この地域

包括ケアシステムとは」という部分で一定、資料のほうもお伝えをさせていただいてお

りますが、この、全国的に高齢化が進む中で団塊の世代の方が７５歳以上、いわゆる２

０２５年、いわゆる「２０２５年問題」といわれてる部分ですが、この２０２５年を迎

えるにあたりまして、可能な限り住み慣れた街で、自分らしい暮らしを人生の最期まで

続けることができるよう、医療や介護、そして生活支援などが一体的に提供される体制、

これを「地域包括ケアシステム」というふうに呼ばれております。この地域包括ケアシ

ステムにつきましては、今年６月に国のほうで法整備が済みました、この「医療・介護

総合推進法」こちらの中でも、法律の中に「地域包括ケアシステム」という言葉が載る

ようなもう時代となっております。 
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そして、この地域包括ケアシステムは「市町村単位でその地域にあったしくみ」とし

て構築を進めることが求められているものでございます。その中で、この伊賀市の総合

計画の中で示しております「伊賀市がめざす地域包括ケアシステムを考えていこう」と

いうのは、この２ページに載っております国が示しているこのイメージ図、これの「伊

賀市版」を作ろうというものでございます。 

５ページのほう、ご覧いただきたいと思います。こちらでは「伊賀市の人口推移など

から見えてくる課題」をまとめております。 

伊賀市におきましても今後ますます高齢化が進みまして、２０２５年には高齢化率が

３５.５％にまで上昇すると推測はされておりまして、医療や介護を必要とする人口が増

加すると考えられております。ちなみに、今年６月末現在の高齢化率は２９．５％とい

うことでございます。 

一方、高齢化が進む中で２０３０年以降につきましては、高齢者数の減少という部分

も推測されております。したがいまして、この「２０２５年問題への対応の視点」と併

せまして「２０２５年以降を見据えた今後は福祉施策の検討」も必要だと考えておりま

す。 

このような中で、当市におきましては、個人や家族、そして地域の力を基盤としたこ

の地域福祉の理念に基づく中で、高齢化、少子化、そしてまた人口減少の視点から、伊

賀市で安心して生活が続けられるための体制づくり、この構築に向けた取り組みが大切

であると考えております。 

いわば「伊賀市がめざす地域包括ケアシステム」は、例えばこの高齢者による高齢者

の支援など地域での支え合いを基盤とする中で、それらをサポートする支援者側の一体

的な支援のしくみづくりであると考えています。 

このことを踏まえまして考え出した伊賀市のイメージ図というのが、随分飛びますけ

ども２９ページからご提示をいたしております。 

まず、２９ページのほうでは「地域包括ケアシステムのエリア」の考え方を示してお

ります。このエリアを考えることは、全国的にもまずここを考えるということも必要と

考えておりまして、今回検討しております、この地域包括ケアシステムにつきましては、

その支援の仕組みが上手く機能することが大切であります。従いまして、このサポート

支援が行えるエリアを「地域包括ケアシステムのエリア」として考えたものでございま

す。 

先ほどからも出ておりますとおり、当市ではこの４月から地域包括ケアシステムも視

野に入れながら、この福祉相談、支援の中心的な役割となります地域包括支援センター

を市内３箇所に設置をいたしております。この地域包括支援センターは、概ね３０分で

駆けつけることができ、且つ、本庁とサテライトが補完しあうことで全市を重層的にカ

バーすることを目的に検討しております。そのことからも、地域包括支援センターが対

応するエリア、これを地域包括ケアシステムのエリアとして考えることが適当であると

いうふうに考えております。 

次に３０ページのほうをご覧いただきたいと思います。こちらに載せております図が、

市の総合計画で平成２８年度までに示すとしております「伊賀市がめざす地域包括ケア
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システム」の姿、いわゆるこのイメージ図になります。ただ、これが「完成版」という

わけではございませんでして、まずこの「初版・第１版」であると考えております。 

今後もこの国の動きであったり、地域の社会資源の状況の変化、またはこの支援者側の

機能の変化、レベルアップ等々いろんな見込まれる時はその都度柔軟に変化をさせてい

き、第２版、第３版を作っていこうというふうに考えております。 

とりわけ、当市には「住民自治」という補完性の原則に基づく自助・互助、そしてま

た共助の仕組みがございます。そして３０ページのほうでは自助・互助・共助の考え方

を「地域福祉計画」のほうで示しています、この「層」という圏域で一部表しておりま

す。ご覧いただきましたとおり「第３層」って描いた部分につきましては、このいわゆ

る自治協のエリアでできること、そして「第４層」は、自治会・区のエリアでできるこ

と、そして「第５層」は、区民であったり班、そして最終的にはこの場合やっぱり個人・

家族といった部分ができることは何かという部分を積み上げながら「第１層」、「第２

層」である支援者がサポートしていく形を作っていこうというものが、目指すものとい

うことでございます。そして、個人、地域とこのいわゆる多職種の連携といった部分を

結ぶのが、この地域包括支援センターを含みます福祉総合相談の機能であると考えてい

ます。 

すなわち「住民自治」そして「専門職のこの多職種の連携」とそして相談機能であり

ますこの「コーディネイト」この３つの機能のネットワークづくりが「伊賀市がめざす

地域包括ケアシステム」であると考えておりまして、それをイメージ図に示したもので

ございます。また、この住民自治の機能としましては、この書いてありますとおり「地

域ぐるみでの予防活動」というふうに表しております。そして「多職種の連携」であっ

たり「コーディネイトの機能」となる部分がこの周りを囲んでおります、住まいであっ

たり、福祉総合相談、そして地域予防支援・日常生活支援、そして地域医療、地域福祉

施策、そして健康づくりといったキーワードでまとめております。それぞれの機能の具

体的な取り組みについては、３１ページのほうでお示しをいたしております。 

そして、このいわゆる地域福祉施策の部分に書いてあります「高齢化・少子化・人口

減少の対応」であったり、こういった柱の部分はいわゆる関係計画がいわゆる「共通す

る課題」という部分にもにつながると考えております。 

次に３２ページのほうをご覧いただきたいと思います。「コーディネイトの視点から

の地域連携のイメージ」でございます。何が言いたかったといえば、地域支援として個

別支援であったり、このケースワーク、またはこのコミュニティソーシャルワークとい

った援助技術、それらをすべてやっぱりつなげることで、さらにはこの相談の調整機能

の強化を送ることで伊賀市全体を重層的に支援・コーディネイトできる体制を目指して

いこうというものを表しております。ただ、このことをしっかりと進めていくためには、

支援者あるいは横の専門職のスキルアップが重要であるというふうにも考えております。 

こういった考え方を示す背景にどういった分析をしてきたかというふうについて少し

だけ触れさせていただきます。８ページに戻っていただきたいと思います。 

今回のこのイメージ図の検討にあたりましては、ここに書いてありますとおり「計画

の連携」から地域包括ケアシステムを考えていこう。もう一方はこの「支援の体制」か
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ら包括ケアシステムというものを考えていこうという２つの視点から検討を進めてまい

りました。 

まずは「計画連携から少し考えていこう」という部分についてご説明させていただき

ます。１４ページをご覧いただきたいと思います。この「計画の連携から見える検討」

という部分については、伊賀市の行政計画でございます高齢・介護、そして子ども、障

がい、健康推進そして地域福祉といった健康福祉に関係する計画の連携を少し現状等々

も把握しながら、どういうキーワードが出てくるのかというものを１４ページでまとめ

ております。ご覧いただきましたとおり、「計画連携の見える化」の中では２０２５年

問題への対応として「地域資源」、「コーディネイト」そして「多職種連携、ネットワ

ーク」といった３つのキーワードが見えてまいりました。そして１５ページのほうでは、

この１４ページに示しておりますキーワードの要素も踏まえまして、いわゆる「健康福

祉分野の共通課題」、いわゆるこれが「地域福祉の共通課題」にもあてはまる部分にも

なりますが、これをお示しさせていただいております。 

大きくは１番～５番ということで示させていただいておりまして、特にこの高齢・介

護の分野につきましては４番目の「福祉総合相談機能における支援・コーディネイトの

しくみづくり」その中の「認知症支援のしくみづくり」であったり、この「地域予防の

しくみづくり」といったものが大きな柱になってくるかと考えております。 

また、もう１つこちらは計画連携から見た部分ですが、もう１つは「相談支援から見

た部分」ということでございます。１９ページをご覧いただきたいと思います。 

今回、高齢分野・障がい分野・子どもといったすべての分野にまたがる地域包括ケア

システムを考えていこうという部分の中で、１９ページで示しますとおりいわゆる「福

祉の相談支援の見える化」をする「エコマップ」といった手法を使っております。ご覧

いただきましたとおり、この個人・家族がある中で相談支援をする中では、どういった

関係者が関わっているのかといったものを図式化したものでございます。それらを積み

上げまして、２０ページからいわゆる例えば、高齢・介護の分野ではどういった関係者

が関わっているのかっていうのも見える化したところでございます。 

今回、この２０ページに示しています図につきましては、この「レーダーチャート」

っていうグラフを使っております。元々このレーダーチャートっていう手法はいろんな

成績であったり製品の評価といったことで、円になれば円になるほど評価が高いといっ

たグラフの使い方をいたしておりますが、今回は１０のいろんな分野に分ける中で、例

えばこの高齢・介護の分野であれば、どういった支援者とのつながりが深いのかといっ

た、この深さを表したものでございます。従いまして、十角形になっていますけども、

十角形の外円に近けりゃ近いほどいいということではなくてですね、この相談支援の特

徴を表したものということでご理解いただきたいと思います。 

この高齢・介護の分野につきましては、ご覧いただきましたレーダーチャートのとお

りの支援体制が見えております。そういった中で現状から見ますと、相談支援機関と保

健・医療機関、そして福祉事業所の関わりが深いことが分かってまいりました。地域包

括支援センターが中心となった支援体制であることもこれで表れていると感じておりま

して、地域支援者や生活支援機関との関わりも表れております。 
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そういった中で、２０２５年への対応もめざした、今後どう考えていくのかといった

部分については、生活支援機関、そして地域支援者との連携の可能性というのが益々あ

るのではないかと考えております。住み慣れた地域で安心して生活が続けるためには、

いろいろ地域住民間での支え合いの関係づくりって、やっぱり社協さんやＮＰＯ法人さ

んによる仕組みづくりが今後重要になると考えております。 

併せまして、この「認知症のケアパス」であったり、いわゆる住まい、この生活の中

にある、住まいといった考え方の中で、２０２５年問題に対する「住まいの考え方」と

いうものも整理をする必要があると考えております。 

２１ページ以降は参考までにご紹介させていただきます。２１ページでは障がい分野

を表しております。こちらの２０２５年への対応を目指した部分につきましては障がい

のある人の雇用であったり、自立した生活に向けた住宅の確保、これが必要になってく

ると考えております。また２２ページ、こちらは子どもの分野、そして女性、ひとり親

家庭の分野でございますが、こちらについては一生涯を通じた発達支援として、発達支

援やＤＶ・児童虐待、そしてひとり親家庭への自立支援として相談体制の強化と併せて、

いわゆる「子育て」といった部分の市民啓発の重要性ができております。そして、２３

ページでは生活困窮といった部分でして、２０２５年への対応をめざしては、来年度か

ら施行されます生活困窮者の自立支援法への対応も含めて、就労支援などとの連携を深

めたしくみづくりを進めていく必要があると考えております。 

そして２４ページのほうでは、参考データとして市民生活そして外国人の生活相談の

分野も表しておりまして、市民生活相談の窓口と福祉相談の窓口の連携強化っていうも

のが求められてくると考えております。そして、２５ページには学校教育の分野でござ

います。こちらの２０２５年への対応もめざした部分については、子どもの発達に関す

る総合的な支援体制、いわゆるこの「療育センター」であったり、これに相当する支援

機能の体制へのしくみづくりといった部分が大切になってくると考えております。 

これらの分析を踏まえまして、２６ページでは今後、まず何をしていかなきゃならな

いのかという部分をまとめております。ここにお示しをしておりますとおり、１つには

「子どもの分野の相談支援システムの確立」これが求められてくると考えております。

そして、もう１つには「住まいと就労の一体的な支援のしくみづくり」、そして３点目

には「この相談支援のしくみづくり」と併せて一方では、この市民であったり地域の、

いわゆる「地域福祉意識を高めるための啓発」こういった部分が重要になると考えてお

ります。 

こういった部分を検討する中で、今回描きました「地域包括ケアシステムのイメージ

図」につきましては、描くことが目的ではございません。これからがスタートっていう

ふうに考えておりまして、今後このイメージ図を現実のものにしていくために各関係計

画に必要な施策っていうものを示し、また展開をし、それで１つ１つをプロジェクト的

に展開をしながら、１歩ずつ進めていくことが大切であると考えております。 

なお、別でお配りしておりますスケジュールで示しますとおり、今回検討いたしまし

たこの素案につきましては、今後７月、８月、９月と関係審議会の皆さん方のご意見を

頂戴しながら、市内部におきましても総合計画の案とかとも調整し、いわゆる市の方向
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性としてまとめていきたいと考えております。 

そして、１２月の審議会への説明も行う中で市民への啓発・周知といった部分で、な

かなかこの冊子では恐らくまったく分からないと思いますので、本当に分かりやすいア

ニメーション化するなどですね、分かりやすい形で市民の皆さん方にお伝えをしていき

たいなと考えております。 

非常に早口になって申し訳ございません、ご説明とさせていただきます。 

 

 

委員長： 

 ありがとうございました。今、第４次高齢者福祉計画と第６期介護保険事業計画策定

の方向性と、それから「伊賀市がめざす地域包括ケアシステム（素案）」ということで

ご説明をしていただきました。 

 ただいまの説明についてご意見、ご質問はございませんか。お２人ぐらい、時間が限

られておりますので、いらっしゃいましたらお願いします。 

 

委員： 

 伊賀医師会に、今の地域包括ケアシステムっていうのは、厚労省が各地域ごとにその

日常に応じたっていうのを挙げてますけども、伊賀市の地域包括ケアシステムがこの他

の地域と違うところは。 

 

事務局： 

 伊賀市の強みと言われている、この住民自治のしくみがあるということだと思ってお

ります。いわゆる「地域の力」が高いっていいますか、そういったしくみができてるっ

ていうところでございまして、そこが伊賀市の強いところと考えております。 

お配りしております資料の３０ページでお示ししておりますのが、まさにこの伊賀市

の強みを表したということでございます。 

 

委員： 

 厚労省のこの地域包括システムの姿というものの絵が描いてあるのは、ものすごく人

口の多い東京、大阪がモデルになってますよね。 

こういう人口の少ない伊賀市の特徴での計画っていうのを、これ結局「自助・互助・

共助でやっていきなさいよっていうことを絵にしたサイクルですか。 

 

事務局： 

 そういう訳ではございませんでして、いわゆる何もかも地域の中でということではご

ざいません。当然個人でできること、また近隣でできること、いわゆる地域の中ででき

ること、無理のない範囲で、当然だと思ってます。 

 それらをしっかりとサポートしていく体制を、いわゆる専門職・行政も含めてお互い

に高めていこうという考え方でございます。 
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委員： 

 今、その２０２５年問題が問題なってるのは、みんなの死に場所が無くなる言うてる

のが問題になってるんです。ですけども、みんなが無くならない。無くなってもやって

いけるはずなんです。人口維持できれば。 

 そういうのに基づいて計画を作っていくべきだと思いますけど、あまりこの厚労省の

この死に場所が無くなるというの扇動されないほうがいい。 

 

事務局： 

 おっしゃるとおりだと思います。したがいまして、この国が示しておりますのは真ん

中にこの「住まい」というものがまず見えてきております。伊賀につきましては当然、

持ち家だけでなく、空き家も含めて、「住まい」の場所というのはあると考えておりま

す。 

 ただ、そういった中で国と違うところというのは、そのお住まいをいわゆる生活のイ

メージの中でどういった位置づけになっていくのかという部分を考えていくことが大事

であって、その死に場所を新たに造っていこうというの必要だという考えではなく、あ

るものをみんなで支え合いながら、考えていこうというところでございます。 

 

委員長： 

 他にありますでしょうか。 

 

委員： 

 先に感想から言わせていただきます。今、副委員長が言われたようにですね、伊賀市

らしい施策が全然感じない。それから質問です。１９ページから伊賀市がめざす地域包

括ケアシステムってレーダーチャートがいくつかあって、このレーダーチャートを基に

この伊賀市がめざす地域包括ケアシステム、２６ページのと３つ丸が描いてますけど、

このレーダーチャートから何でこの割合とかが、さっぱり分からない。 

 

委員長： 

 では、そのへんのつながりを植田さん。よろしくお願いします。 

 

事務局： 

 これだけでは当然ないのは重々承知はいたしております。 

ただ、現状の支援体制等々を見る中で、まず取り組むべき課題といった部分について、

例えば子どもの分野の問題、そして今出ておりますこの生活困窮者の自立支援法への対

応も含めまして、いわゆる住まいと就労をやっぱりセット、パッケージで考えた中での

しくみづくりというものを考えていかなきゃならないということが大きく、いわゆるこ

の庁内の検討の中でですね、出てきたもので、それをまず取り組みとしてまずやってい

こうといったとこを表しております。 
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この性質性が若干違うのはこの福祉教育の充実でございますが、例えば、仕組み、シ

ステムを作っても、それはやっぱり市民の皆さん方であったり地域の皆さん方が理解を

してもらわないと、いいシステムを作っても、うまくいかないということで、よっぽど

市民への啓発であったり、市民意識を高めていくっていうことが一方では重要であると

いうことで、必ずしもこれがすべてというわけではございませんので、特にというとこ

ろで、まずは素案ということで表したものでございます。 

 

 

委員： 

質問の意図はですね、２６ページに書かれてることは、おっしゃるとおりですなあと

いう気はしてるんですよ。 

ただ、その理由というか。 

 

委員長： 

レーダーチャートからですか。 

 

委員： 

はい。 

 

事務局： 

 特にですね、この分野につきましては２５ページですね、具体的に見えてきた部分っ

ていうことで、２０２５年への対応も目指した中の下から２行ですね。この部分がやっ

ぱり具体的に見えてきた部分ということで、そこをつなげてるものでございます。 

 それから住まいと就労の問題につきましては、生活困窮の部分ですので、この２３ペ

ージであったり、特にこの就労の問題については２８ページの障がいの分野、これから

も複合的に考えていかなきゃならない課題ということで、そこからつなげていくもので

ございます。具体的にはそういうことになります。 

 

委員長： 

 「ご意見・ご提案シート」のところにこの疑問点であったり、ご質問であったり、素

案の段階ですので１枚用紙が配られていると思いますので、そこのところにまた書いて

いただけると回答をしていただけるのかなというふうに思います。 

 私の議事の進行があまり上手くないために、かなりこう時間が迫ってきまして、まだ

２つほど残っておりますので、皆さん、もう少しご質問とかご意見とかあろうかとは思

うんですが、この「ご意見・ご提案シート」のほうにちょっと書いていただいてくださ

いますようお願いいたします。 

今の、高齢者福祉・介護保険事業計画は事務局からある程度方向性を説明していただ

きましたので、その説明された方向性で作成していくことでよろしいでしょうか。 

また、併せて「伊賀市がめざす地域包括ケアシステム」素案ですのでご説明していた
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だきましたが、この地域包括ケアシステムは高齢者だけでなく、伊賀市の特徴だと思う

んですけど、障がいのある方、子ども、女性、外国人など地域に住むすべての方が安心、

安全に住み続けていけるように関係各部署がそれぞれ同じ方向性を持って今年度事業計

画を策定しておりますので、今後ですね、委員の皆様からいただいたご意見、あるいは

ご質問に対して事務局のほうから各計画担当者で構成されております「地域包括ケアシ

ステムプロジェクト検討会議」へご意見として上げていきたいと思います。 

では、次に新しい高齢者福祉計画・介護保険事業計画を作成していく基礎知識という

ことで、伊賀市の人口・認定者数について資料№４。それから併せて、高齢者等実態調

査結果の報告について手短にご説明をお願いします。 

 

（３）伊賀市の人口・認定者数の推計について 

 

事務局： 

まず、資料４のほうをご覧ください。先ほどから２０２５年問題というような話も出

てましたけども、地域包括ケアシステムっていうのを構築していくっていうのが今回計

画の目玉になるわけなんですけれども、その背景として、そのベースになるものとして

高齢者がこれからどうなっていくかっていうこと、少しだけご覧いただきたいと思いま

す。 

推計にあたりましてまず現在の状況ということで、資料４を見てください。ここはこ

れまでの経緯っていうことで、ざっと見ていただければいいんですけども、これ伊賀市

の人口の推移です。国勢調査に準じたもので、２６年だけは国勢、住民基本台帳による

ものなんで若干違いはあります。これ、合併前は足し込んでありますということになっ

てます。 

見ていただければ分かりますけれども、平成１２年ですかね。総人口はピークでそれ

からはもう、ずっと減少です。ただ、高齢者の数だけはずっと増えていっている。そし

て、一番左のほうです。少子高齢化です。子どもの数はどんどん減っているというのは

このグラフを見ていただければ分かります。 

２ページ上のグラフ、図表２、これが右肩上がりになっているのが高齢化率。それか

ら、下がっているのが子どもの率です。平成２年を境に、その率はひっくり返ってます。

高齢化率はどんどん高くなっていって、子どもの率はどんどん低くなっているってのは

もう図に表れています。その下、いわゆる「人口ピラミッド」の明らかにピラミッドの

形ではありません。ピラミッドというのは底辺が大きくて、上を支えるという形ですけ

ども、完全にもう頭が大きい状態になってきてるということです。 

それから３ページ目ですけれども、これは高齢者の人口だけを見た、さっき言いまし

たようにどんどん増えてました。その中身をまた見ていただくとちょっと上がってます

けども、若干黒いところが、いわゆる前期高齢者、６５～７４歳と、それからちょっと

薄いのが７５歳以上というとこなんですけども、いわゆる前期高齢者はさほど増えてな

いんですけども、後期高齢者がぐっと増えてる、つまり長寿化が進んでいるということ

です。 
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長寿化、長寿はいいことなんですけども、健康で長寿ならいいんですけれども、介護

が必要になってからの長寿っていうのが増えるということもあるかと思います。そのへ

ん、具体的には、それをグラフに表したのが下ですね。１７年のところからもう前期高

齢者は、後期高齢者よりも割合が減っている。 

それから４ページ目です。いわゆる高齢化率、前期・後期占める高齢者の割合ですけ

れども、一番上の線が伊賀市です。県とか国と比べてかなり高いところで推移をしてい

ます。 

それから５ページ目からですけれども、ここは世帯について調べました。残念ながら、

世帯の把握っていうのは国勢調査でしかできないんで、ちょっとデータ古いんですけど

も見ていただければと思います。高齢者のいる世帯は、この真ん中のグラフでどんどん

増えております。その中で特にですけれども、単身お一人の方それから夫婦世帯、高齢

者夫婦世帯の数が率も増えてきているという状況です。５ページの下のほうのグラフ見

ていただければいいんですけども、一番右側の全国の２２年ですけども、比べると若干

同居の世帯、お子さんなどの同居の世帯が全国よりは多いというのはありますけども、 

一人暮らし、それから夫婦世帯が増えてきているというところは、６ページ・７ページ

はそのあたりのところをもう少し細かく見たものなので、またゆっくりと見ておいてく

ださい。 

それから、８ページですけども、これは認定者、介護保険の認定者の推移を見たもの

です。２０年以降ですけれども、若干右肩上がりですが、今安定したところで６,３００

人ぐらいの認定者の数で推移してきてるというような状況です。その細かい内訳が８ペ

ージの下になります。 

それから９ページですけども、これはその認定者が、認定率っていいますけども、認

定者は１号被保険者で６５歳以上の方とそれから２号被保険者で４０～６４歳の方がい

ますけども、その両方をひっくるめた数が、高齢者人口に対してどんだけかっていうも

のです。一番上が伊賀市の状況ですけども、２０％以上。高齢者の２０％以上が認定を

受けているというふうな状況になっております。という背景を基に推計したのが１０ペ

ージになります。ここでは人口の推計なんで「コーホート法」といいまして、このコー

ホート法というのは、ある塊なんですけども、５歳刻みの例えば６５歳～６９歳のこの

年代の男性が、次の５年間にどうなったかという過去５年前、今と５年前の人口構成を

比べて、その率でその先を推計したものです。これ数字だけ見ても分かりにくい。１１

ページのグラフ見ていただければですけども、やっぱり総人口自体は減ってきます。高

齢者は、しばらくはまだ増えていきます。 

先ほどの「２０２５年問題」、平成にしますと３７年ですけれども、総人口にします

と８万２,８９９人、高齢者数はだいたい平成３１年をピークにまた、ちょっと減ってく

ような形になりますので、若干少なくなってはいるんですが、高齢化率自体は総人口減

っておりますので、まだ高くなってくるようです。認定者につきましては、今の認定出

現率というか発生率というか、ちょっと言い方悪いんですけれども、ある年齢の要介護

率の人が今、その人口に対して何人いるかっていう出現率と今の人口、推計人口を掛け

合わしたものなんですけども、それがこの下にあるような表です。これ、現時点の認定
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者をもう少し精査しなければならないので、若干これよりは実はもうちょっと減ってく

ると思います。また、そのへんは次回しっかりしたものをお見せしますので、今日は参

考までにということです。                                          

これが、ちょっと端折ってすいませんが、これからの介護保険事業計画、国は今度介

護保険事業計画を先ほどちょっと説明していただいた「地域包括ケア計画」というふう

に位置づけると言っていますので、そのことも頭に置いてということですけれども。 

そのベースとなる資料。続けていいですか。 

 

委員長： 

   お願いします。 

 

（４）高齢者等実態調査結果の報告について 

 

事務局： 

   続きまして今度、このぶ厚いほうですけども、これ全部説明しておりますと、もう夜

が明けますので、ここは皆さん持っていただいてじっくり読んでいただいて、また意見

がございましたらということになる。ただ、少しだけお話させていただきます。 

   開きまして、１ページ目。何枚か後開いていただけたらと思います。３種類の調査を

やりました。まず、介護保険の認定を受けていない一般高齢者の方です。一般高齢者調

査というやつ。それと在宅で認定を受けて、介護保険の認定を受けておられる方の調査

それから、施設に入っておられる、特養等の介護保険施設、それからグループホーム、

特定施設を利用されてる方への調査です。ここに回収結果というふうにありますけれど

も、回収率が一般高齢者調査が２,５００配布の６９.２％、結構高い７０％近い率、それ

だけ皆さん興味があるというか、それだけ切羽詰った問題であるということだと思いま

す。それから認定者が６０.８％、施設が５９.８％。いずれも６０％前後、一般高齢者約

７０％近い、非常に高い率です。後から督促状を出したりとかそういったことをしてい

ない状態なので、ほんとに高い率でびっくりしております。それだけ真摯に受け止めな

きゃいけないということだと思います。 

   一般高齢者の調査の中で少しずつお話させていただきます。５ページ目ですけども世

帯構成、さっき国勢調査なんかで見た表現ですけども、やっぱり一人暮らしの方とか高

齢者夫婦世帯増えてきております。こういった方たち、介護保険とかいわゆる認定を受

けていなくても何らかのやっぱりご不自由がある、普段の生活にご不自由がある方が増

えてきてるということで、そういったところは地域の助け合い等でやらなきゃいけない

ところだと思います。 

   それから、ちょっと飛ばします。１２ページをご覧ください。健康についてですけれ

ども、自分を健康だと思うかという質問なんですけど、多くの方が自分は、まあまあ健

康だというふうに答えられております。ただ、１３ページのほうを見ていただきますと、

実際、今治療中の病気、高血圧であったり、それから心臓病であったりとか高脂血症で

あったりとかいわゆる「生活習慣病」を中心に、かなりいろんな病気抱えておられます。  
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自分は健康だと思ってても、実はそうじゃないというか、非常に要介護に近いような

そこに向かっているような状況もあるということで、そういう危険もあるというような

表れかと思います。 

   それから、その１６ページなんですけども、通院しているかどうかっていう話なんで

すけども、これは８割以上の方が通院をされているということです。それだけ医療機関

への依存っていうのは高いことが分かります。あと、細かいところはちょっと皆様でじ

っくり見ておいてください。 

   ２５ページです。認定を受けてない一般の高齢者なんですけど、介護にならないよう

に日頃取り組んでることはどういうことかっていうんですけども「毎日の食事や栄養に

気をつけている」っていう方が７０.６％。前回が６６.４％ですから増えています。それ

から「定期的に検診を受けている」っていう方も前回が５５.４ですから５６.２っていう。

比べますと、前回のこの３年前の調査と比べますと、皆さん意識が非常に高くなってき

てるというのがあります。それが先ほど「自分が健康だ」というような主観的な健康感

に、つながっていくのかもしれませんけども、そういったところで皆さんの意識が少し

ずつ高くなってきてる。だから、行政としてもやはりそういったものを後押しというか、

支援っていうのは重要になってくるんではないかというふうに思われます。 

４０ページ見てください。高齢者の方について高齢者の持ってるイメージ、一番多か

ったのは「時間に縛られず、好きなことに取り組める」っていうのが６０.９％、これ前

回・前々回も同じ設問しているんですけれども、段々これ高くなってきてる。前回は非

常に高かったですけども、そういう好きなことに取り組める時間があるとか、それから

「経験や知恵が豊かである」と、今まで培ってきた能力とか知識とか技術っていうのが

豊かであるっていう、こういったところが非常に高くなります。もちろんその反面、マ

イナスの面として「心身が衰え、健康面での不安が大きい」というのも５０％以上を占

めておりますけれども、高齢者自身としては、高齢者のイメージとして色んなことに取

り組める時間がある。それを裏付けるというか、さらに深めるための経験とか知識が豊

かだと思っておられる方が多いということですんで。そういった元気な高齢者の方たち

は「活用」という言い方は良くないかもしれませんが、いろいろ地域づくりのために頑

張っていただけるんではないか、というところがこんなところからも読み取れるかと思

います。 

それから、５２ページをご覧ください。認知症というのは、皆さんも自分の周りを見

てても分かるようにやはり増えています。地域の協力、認知症の方が在宅で生きていく

ために地域の協力っていうものはどうかっていうところを訊いてみたいなということで

「認知症のイメージ」を訊きました。そうすると認知症の介護は地域社会や専門機関の

支援・協力も欠かせないっていったところが６３％の人がそう答えられてます。 

また、認知症は「高齢者でなくてもなる可能性がある」っていうところもやっぱり、

６割ぐらいの人が答えられてますんで認知症に対する知識とか、それからどうやったら

支えが重要かっていうようなところもかなりの方が理解されておるというのが分かるか

と思います。 

それから５４ページです。認知症絡みなんですけれども、伊賀市の場合「高齢者安心
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見守りネットワーク」というような徘徊高齢者を見守ったりとかいろいろ「見守りネッ

トワーク」かなり進んでいるところですけれども、これについて、「そのことをよく知

ってるし、協力したい」っていうような人が１４.８％です。前回の調査ですと８.７％で

すから、非常に増えています。それから「知らないが、協力したい」っていう方も４５.

３％ですから、合わせますと６０％ぐらいの人は「協力したい」っていうふうに考えら

れておりますので、先ほど意識が高くなってきているというお話もしましたけれども、

やはりそれを裏付ける結果ということが出てきております。 

それから、５５ページからが「在宅の認定者の方の調査」になります。 

８１ページからです。相談支援という先ほどからお話に出てまして重要な部分です。

認定者の方でどこに相談してるかって、やっぱりケアマネジャーさんっていうのが非常

に高いっていう結果になります。それだけ頼りにされているっていうことです。それか

らあとは、お医者さんですね。といったところが非常に大きいっていうことが分かると

思います。 

それから、先ほどちょっと制度改正のお話がありましたけれども、１０１ページ。認

定者の方で在宅のサービスを利用されてますけども、要支援１・２の方が今度の制度改

正で、いわゆる介護給付から地域支援事業のほうへ移行されていきます。 

   特にいわゆる「通所介護」と「訪問介護」というのが、どのぐらい利用しているかを

見ますと、その１０１ページの表なんですけれども。「訪問介護」を見ますと、一番左

のほうですけれども、要支援１だと３０.１％、それから要支援２だと３２.６％。「通所

介護」ちょっと真ん中へんですけども、要支援１だと５０％以上、それから要支援２だ

と４０％。非常に多くの人がこれのサービスを利用されてますので、今後制度変わって

いく中でその受け皿をどうするかっていうのが重要な問題になってきます。そのへんの

ところをまた詳しく訊いたのが、１１１ページとか１１３ページのあたりになります。

その地区の受け皿というのは考えていかなきゃならないところですので、皆さんでご提

案をいただければというふうに思いまして、ちょっと急いでしまいました。もう１つ「施

設の調査」もありますけれども、このへんもその背景とかそのへんはじっくり見ていた

だくと分かると思います。 

最後に「自由意見」をまとめてあります。この課題は決して数は多くないんですけれ

ども、いろいろ悲痛な叫びがあり「本当のニーズ」ってところがこういうところにもあ

るかと思いますので、皆さんも今日、この報告書を持ってお家に帰ってからゆっくり見

ていただけたらと思います。 

 

委員長： 

   ありがとうございました。この実態報告書等この人口動態というか、人口構造の変化

をベースに今後、この高齢者福祉計画とか介護保険事業計画の方向性を基にまた議論し

ていきたいと思いますので、ゆっくり数値を読んでいただければというふうに思います。 

   では、事務局のほうから何かありますでしょうか。 

 

（５）その他 
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事務局： 

 事務局のほうから４点、手短にご報告をさせていただきます。 

   まず１点目としまして、伊賀市が所管しています「地域密着型サービス事業所」でご

ざいますけども、この平成２６年３月３１日付をもって２箇所の事業所が廃止になりま

した。小規模多機能型居宅介護の「かがやきの郷」と認知症対応型通所介護「ニコニコ」

でございます。 

どちらも設置主体はＮＰＯ法人かがやきでございましたけども、そのうち１つは利用

率がかなり低くてですね、会計検査院からも指導があったような事業所でございまして、

その２つとも、ともに利用者や介護職員の確保が困難となって事業所の廃止ということ

になりました。 

それと２点目としまして、第５期介護保険事業計画の施設整備計画において、この平

成２６年度にグループホームを１ユニット・９床これを計画に上げておりました。今年

の１月１６日に開催しました「伊賀市地域密着型サービス運営委員会」においてご協議

いただいて「伊賀市全域で公募する」というふうに決めていただきました。 

これについては、その事前に応募に意欲的な事業所が２つございましたので、２月１

４日から１ヵ月間公募させていただいたんですけれども、結果的に２箇所とも、１社は

時期尚早、もう１社は、その意欲はあったんですけど地元の了承が得られなかったとい

うことで辞退されてしまいました。 

再公募についても検討はしたんですけども、全くその準備していない事業所がこれか

ら土地の確保とか、地元説明会をして地元の了解を得る。またその後、市の選定の手続

きを受けるということになりましたら、時間的にも今年度中の完成は難しいというふう

に判断をいたしましたので「２６年度整備は行わない」ということで、地域密着型サー

ビス運営委員会の委員の皆様にその旨、ご報告をさせていただいたところでございます。

この１点目、２点目のことを踏まえていただきまして、今年度その委員会の中で議論い

ただきます、第６期介護保険事業計画の施設整備計画についてこれを踏まえてご議論、

ご協議をいただきたいというふうに考えております。 

それと、３点目です。３点目は今後の委員会の開催予定をお伝えさしていただきます。

今年度は、この委員会を計４回開催を予定しています。１回目は本日の開催ということ

ですけども、２回目は９月頃を予定をしております。２回目の内容としましては「高齢

者福祉サービス・介護保険サービスそれぞれの現状と今後のサービス量の見込み報告」

それと「新しい総合事業への対応の方針の検討」ということを考えております。それと、

３回目については１１月頃を予定をしております。内容につきましては「第４次高齢者

福祉計画・第６期介護保険事業計画の案の検討」それと「次期計画期間における介護保

険料の試算の検討」これをお願いをしたいと考えてます。 

この３回目の委員会の後、役所内での総合政策会議での説明とか伊賀市市議会の１２

月議会での説明、その後パブリックコメントの募集というのを行っていきたいと思いま

す。それを受けまして、第４回を２月頃、これにつきましては、その国の動向によって

ちょっと遅れるかもしれませんけども、それぐらいに予定をしています。内容について
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はまた、そのパブリックコメント等を受けての計画案の検討それと承認、それと介護保

険料の試算の検討、承認という形になっております。以上のように、今年度の委員会の

開催は予定をしております。 

それと最後にですけども、本日お配りしました「ご意見・ご提案シート」でございま

す。先ほど委員長のほうからもご説明ありましたけども、委員会ではなかなか時間の都

合上お話できなかったり、後でこう思いつかれることもあろうかと思いますので、今年

度はこのシート、随時受付をさしていただきたいというふうに思います。 

それについては、その委員会のほうでまたお示しをさしていただきたいと考えており

ますので、ご意見、ご提案をいただければと考えてます。 

それと、先ほど説明がありました「伊賀市がめざす地域包括ケアシステム（素案）」

につきましても同様にですね、ご意見等がございましたら。こちらについては８月中頃

ですか、８月中頃までに同じシートで結構ですので、何か意見等ありましたらお送りい

ただけたらと思います。 

以上４点。長くなりましたけども、報告とお願いということでよろしくお願いしたい

と思います。 

 

委員長： 

 ありがとうございました。「地域包括ケアシステム」に関して、ご意見に関しては８

月中頃ということで期限が切られておりますので、ちょっとよく分からなかった点とか

ご質問したいこととか、ご意見とかに関しては、伊賀市の特性を踏まえ、地域特性を踏

まえてるのかというようなこともありましたので、そのようなことも含めて、ぜひ８月

中頃までに出していただけたらと思います。 

 今日は報告事項が非常に多くて、皆さんとのやり取りっていうのが非常に少なくなっ

てしまったんですけれども、また９月・１１月・２月に予定しておりますのでどうぞよ

ろしくお願いします。 

これで、平成２６年度第１回伊賀市高齢者施策運営委員会を終了します。 

ありがとうございました。 

 


