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平成２６年度 第２回伊賀市高齢者施策運営委員会 議事録 

 

                   日時：平成２６年９月３０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 ・ 田中 慎二 ・ 中林 豊 ・ 福澤 秀太 ・  

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・馬場主査・川口主査 

地域包括支援センター  中林所長・横尾副参事 

 

（協議内容） 

 

  課長： 失礼します。まだ、お越しいただいてない方がいらっしゃるんですけれども、定刻にな

りましたので、始めさせていただきたいと思います。只今から、平成 26年度第２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。 

      皆様におかれましては、ご多用の中、夕刻の中、お越しいただきましてありがとう

ございます。私、介護高齢課長の奥と申します。いつもありがとうございます。お世

話になっております。 

      さて、第１回の委員会では、今年度策定いたします「第４次高齢者福祉計画」「第

６期介護保険事業計画」について、その方向性や「高齢者実態調査」の結果報告など

をさせていただきました。 

      本日は、高齢者福祉サービス、介護保険サービスの現状とサービス量の見込み、伊

賀市における新しい総合事業について、ご説明・ご審議いただき、それぞれ計画案に

反映させていただきたいと考えております。皆様、忌憚のないご意見をどうぞよろし

くお願いします。 

      本日の委員会でございますが、委員総数 18 人中、ただいま出席者 12 名、欠席２

名と聞かせていただいてるんですが、あと４名の方ですね、ちょっと遅れているよう

に思いますので、また追々入っていただきたいと思っております。半数以上の出席が

ありますことから、この伊賀市高齢者施策運営委員会条例第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賜りたいと存じます。      

      次に、円滑な会議運営のために、発言の際は挙手していただき、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いただき
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ますようよろしくお願いいたします。 

      それでは、ここで資料の確認をお願いいたします。まず最初、事項書が１枚ござい

ます。続きまして、委員名簿、ご意見・ご提案シートが２枚、そのあと、資料の２、

資料３、続いて「参考」と書いたこの資料、そして資料４となっております。 

もし、足りない場合はお申し出ください。それでは大越委員長、この後の委員会の進行

どうぞよろしくお願いします。 

     

  委員長： 皆さんこんばんは。 

今日もよろしくお願いします。着席させていただきます。 

   では、初めに第１回の委員会においてお願いしました「ご意見・ご提案」について、

資料１にありますように、いくつかご意見・ご提案がありますので事務局から説明を

お願いしたいと思います。 

       皆さんの座席に配布していただいた追加の資料も併せてご覧になってください。で

は、よろしくお願いします。 

 

事務局： はい。それでは、説明をさせていただきます。前回の委員会の後に、今日の追加分も

併せまして３名の委員の方からご意見、ご提案をいただきましたので、ご紹介と回答

ということでさせていただきます。 

       まず、１つ目です。資料１の１枚目ですけども、地域包括支援センターの実績、計

画に対する意見というふうに受け取らさせてもらったんですけども、これにつきまし

ては、益々これから高齢化が進んでいきますので、高齢者の方がいつまでも元気で要

介護の方を減らす方策として、恐らくこちらに書かれている一次予防とか二次予防の

介護予防っていうのが重要かというふうに考えておりますので、その縮小にならない

対応でということで書かれておりますけども、効果的な事業が実施できるように、こ

の計画とか、委員会の中でも検討をさせてもらいたいというふうに思っております。 

       それと、２枚目がその裏のほうですけども、前回説明をさせてもらいました地域包

括ケアシステムへのご意見ということでいただいております。ただ、これにつきまし

ては、担当課のほうに回答を求めましたところ、他の委員会でもこの説明をしたとこ

ろ、色々ご意見をいただいたということで、その回答を取りまとめて、担当の委員会

があります地域福祉計画推進委員会で、委員の皆に諮った後に、各委員会のほうへ回

答させていただくので、少し時間をくださいと言われましたので、次回第３回の委員

会で回答させてもらいたいと思いますので、これについては申し訳ないですが、そう

いうことでお願いをします。 

       それと、この２番の一番最後のとこで書いてくれてあるんですけど、その質問や意

見を述べる時間がほとんどなかったということで、これについては、その前回の資料

の説明に時間を取り過ぎましたので、今後は皆さんの意見をいただく時間をもてるよ

うに、会議の運営を配慮をさせていただきたいというふうに思っております。 

       それと、あと追加でいただいたご意見ですけども、これについては、１つは中ほど
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のほうですが、特別養護老人ホームの増設、それが要望が多いというふうに書かれて

おりました。待機者もおりますので、もちろんかと思うんですけども、ただ、特別養

護老人ホームを今、新設しますと施設サービス費、介護保険のサービス費が結構大き

いですので、これは介護保険料に大きく跳ね返ってきますので、そこは、ひとつ課題

かというふうに思っております。それも、この委員会の中で色々ご議論いただけたら

というふうに思っています。 

       それと後半部分については、国のほうで地域包括ケアシステムの推進、このことは

また後で説明をさせていただきますけども、新しい総合事業ということで、国のほう

でも検討しておりまして、地域での見守りとか介護ができる取り組みを進めようとい

うふうにしておりますので、今後はその伊賀市の地域性に合った取り組みの検討とい

う中で、このご意見をいただいたものについても答えを出せていけたらというふうに

思っております。 

       この３点について以上です。ご意見、どうもありがとうございました。 

  

委員長： ご意見・ご提案シートにご記入していただいて出された方、今の回答でよろしいとい

うふうに考えてよろしいでしょうか。 

       地域包括ケアシステムの回答については、まとめてということで、第３回に担当者

のほうから回答させていただくということで。 

あと、今回ご提案していただいたことは、これから審議していく事項の中に含まれて

いきますので、また、その中でご意見をいただければというふうに思っております。 

       では、このご意見・ご提案シートに絡めてというわけでは、関連させた事項として

議事に入っていきたいと思います。国の新しい総合事業のガイドラインについてとい

うことで資料№２をご覧ください。では、事務局のほうから。 

今回は、各計画の中心となるサービスについてご議論をしていただきたいと思います。

議論する時間がちょっと足りなかった。或いは、無かったんじゃないかという意見を前

回いただいておりますので、できるだけ議論の時間を割いていきたいと思います。 

このサービスを充実させたほうがいいとか、こういうサービスが必要ではないか、そ

ういった意見を頂戴して、次回の委員会に提示する計画案に反映させていただきたいと

思いますので、今申し上げましたように議論の時間を多く持ちたいと考えています。 

では、最初の国の新しい総合事業のガイドラインについて、事務局からご説明をお願

いします。 

 

事務局：  座ったままで失礼します。それでは、資料２をご覧ください。ページ番号を打ち忘れ

たので、何枚目ということでお願いをしたいんですけども、国の新しい総合事業の概要

を説明をさせていただきたいと思います。 

      今回、その介護保険制度の変更点としまして、特別養護老人ホームへの入所が、原

則要介護３以上の方に限るということや、介護保険サービスの自己負担、今は１割負

担なんですけども所得に応じて、２割負担にするというような変更点などがあります
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けども、今回この委員会で策定いただきます介護保険事業計画や、高齢者福祉計画の

中で一番影響があるのかなというのが、平成 29 年度までに要支援１と要支援２の方

について、訪問介護（ホームヘルプサービス）と通所介護（デイサービス）が介護保

険の事業から市独自の地域支援事業に変更になっていくという点です。 

その点について、少し簡単に説明をさせていただきたいと思います。 

まず、１ページ目の下、括弧内のほうをご覧をください。そこに丸の１つ目として

要支援者に対する訪問介護・通所介護については、市町村が地域の実情に応じ、住民

主体の取組を含めた多様な主体による柔軟な取組により、効果的かつ、効果的かつ効

率的にサービスを提供できるように、地域支援事業の形式に見直すというふうに書か

れております。 

どういうことかということについて、４ページ目に、題が「予防給付の見直しと生

活支援サービスの充実」というところになっておりますけども、その真ん中の図のと

ころをご覧をください。 

今、国が想定しているのがこの図ということになります。一番左が訪問介護、通所

介護と書いておりまして、予防給付（全国一律の基準）ということになっております。

これが、今現在介護保険事業で行っている要支援１、２の方の訪問介護・通所介護に

なります。これを、平成 29 年までに移行をして地域支援事業になりますということ

になっております。 

内容としましては、そちらにありますように、四角が７つ縦に並んでおりますけど

も、その上から２つ目、３つ目、それと、通所介護については、５つ目、６つ目、７

つ目ですが、こういうふうな主体を活用していくということで、訪問介護と通所介護

をＮＰＯとか民間業者、住民ボランティアなど色々多様な主体によって、掃除や洗濯

の支援とか、例えばゴミ出し。デイサービスについては、ミニデイサービスとか、今

地域でされているサロン、こういう事業を行ってもらいながら、併せてその見守りと

か食事、配食的なサービス、こういうものを総合的に行うことで、高齢者の方がいつ

までも地域で生活してもらえるようなそういう仕組みを作っていくというふうになっ

ております。これがその新しい総合事業と言われるものでございます。 

これによりまして、一番右です。どういうふうなものを目指していくのかというこ

とですけども、最終的にはその地域に応じたサービスが提供されるということから、

サービスの充実が図られると、それと同時に住民主体のサービス提供による、費用の

効率化ということで、例えばボランティアにしてもらうことで、今までよりも安い利

用料でできますよと、それによって全体的に費用が下がりますよということと、介護

予防を推進することで、要介護状態の方が減りますと、それによって介護給付の軽減

が図られるというような効果を期待をするということで、国のほうで今、想定をされ

ております。 

この取組につきましては、先ほど言いましたように平成 29 年度までに移行をしな

ければなりませんので、今後その地域資源とか人材育成っていう点を検証しながら、

実施については市やこの委員会のほうで検討していきたいというふうに考えておりま
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す。 

これで「総合事業」の説明を終わらせていただきます。 

 

委員長： 議事の（１）と（２）続けていただいてよろしいですか。 

 

事務局： はい。 

 

委員長： それとも１回毎に、皆さんにご意見をいただくという形のほうがよろしいですか。 

いかがでしょう。 

 

委員： 続けて。 

 

委員長： はい。それでは混乱の無いように、続けて（２）の伊賀市における介護保険サービス

の現状と今後の見込みについてということで、資料３をご覧になってください。 

では、ご説明お願いいたします。 

 

事務局： 介護高齢福祉課介護事業係の川口といいます。座ったまま失礼いたします。 

それでは、資料３の伊賀市における介護保険のサービスの現状と今後の見込みという

資料をご覧ください。併せて、２枚綴じの（参考）という資料も一緒に見ていただけた

らと思います。 

      まず最初に、２ページ目、３ページ目をご覧ください。この人口推計と認定者数の推

計は前回説明させていただいたものでございまして、認定者数につきましては、前回よ

り少しまた精査させていただいております。今回のサービス量の推計につきましては、

この認定者数の推計から算出しております。 

      ５ページ目でございますが、居宅サービスの現状と見込みというところなんですけど

も、認定者数の増加に伴いまして、サービス受給者も増えていくと見込んでおります。

これに伴いまして、各サービスの給付費も同様に増えるものと推計しております。それ

では、各サービスの見込みにつきましても主なものをご説明さしていただきたいと思い

ます。 

      まず６ページなんですけども、訪問介護・介護予防訪問介護なんですけども、ホーム

ヘルプサービスでございますが、訪問介護の予防給付は、先ほども説明させていただき

ましたたとおり、新しい総合事業として、平成 29 年度までに介護保険事業から地域支

援事業に移行されます。このために、サービス量は移行期間の 28 年度は前年度のおよ

そ半分、29年度以降は０というふうにさせていただいております。     

      それでは、少し飛ばさせていただきまして、11ページをご覧ください。 

こちらも通所介護（デイサービス）でございますが、こちらも同様に予防の通所介護の

ほうが 29 年度までに地域支援事業に移行されますもので、訪問介護と同様の見込みを

しております。 
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また、定員が 18 人以下ということで、国のホームページを見ますと今、18 人以下

ということで掲示されていましたけれども、小規模の事業所につきましては、平成 28

年度から地域密着型の事業所として、市の所管となります。現在、デイサービスの事業

所につきましては、伊賀市内 44 事業所あるんですけども、定員からいいますと、およ

そ半分、21 ヵ所ほどの事業所がすべて地域密着型のデイサービスになる予定でござい

ます。このために、その事業所につきましては、14 ページに新しく項目を起してあり

ますので、11 ページの図表の 13、平成 28 年度におきましては、棒グラフのほうは減

少しているんですけども、通所介護全体としては増加している現状でございます。 

それから、15 ページをご覧ください。次期計画から新しく追加しております定期巡

回・随時対応型訪問介護看護ということで、平成 24 年度に新設されたサービスなんで

すけども、別紙３、この資料も一緒にご覧いただけたらと思いますので、こちらは高齢

者のお宅を１日複数回、また、定期的にヘルパーまたは看護師が訪問を行うとともに、

24 時間いつでも事業所に連絡がつながり、急用等の要請に応じまして 24 時間対応で

ヘルパー等が随時訪問を行う。これらのサービスがセットで１ヵ月あたり定額で利用で

きるというようなサービスでございます。 

高齢者のみの世帯や一人暮らしの高齢者の方の安心感が増すとともに、介護する家族

の負担を軽減するサービスとして期待されているわけでございます。 

しかし地域性や人材確保のほうで、経営面が非常に難しくて、現在三重県内で調べま

したところ、実際事業所は４つしかなくて、そのうち休止の状態が２事業所ということ

で、実際動いているのは２事業所しかございません。全国的に見ましても、事業所数は

都市部を中心にしまして、だいたい 500 弱というような事業所数でございます。      

また、今年実施しました市内での居宅のケアマネジャーさんにアンケートを取ってみ

ましたところ、必要なサービスであるというふうな多数のご意見もいただいております。 

地域包括ケアシステムを推進する上では必要なサービスと考えておりますので、今回

計画のほうに上げさせていただきまして、公募による事業所の募集をしていきたいとい

うふうに考えております。 

それから、17 ページをご覧ください。こちらも次期計画に新しく追加しましたサービ

スでございまして、別紙の（参考）の２枚目のほうも併せてご覧いただければと思いま

す。 

これは小規模多機能型居宅介護に、医療系の訪問看護を追加したサービスでございま

して、要介護度が高くて医療ニーズの高い高齢者に対応するために、通いのサービス（デ

イサービス）、それから泊まりのサービス（ショートステイ）のサービス、それから、

訪問介護（ホームヘルプサービス）それに訪問看護（医療系のサービス）が提供される

というようなサービスでございます。 

これも地域包括ケアシステムを推進する上では必要なサービスと考えておりますもの

で、次期計画に上げさせていただきまして、公募していきたいと考えております。 

それから 25 ページのところ以降は、施設系のサービスになります。それで 26 ペー

ジをご覧ください。認知症の高齢者グループホームでございますが、前回の委員会でも
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説明させていただきました第５期介護保険事業計画で今年度整備予定でした、グループ

ホームにつきましては応募事業所がなかったということで、次期計画に繰り越ししたも

のを計上させていただいております。 

次に、27 ページでございますが、介護老人福祉施設ということで、特別養護老人ホー

ムでございますが、見込みの説明文のところに第６期中に 80 床分を検討中とあります

が、市内の社会福祉法人のほうから今現在、平成 28 年に施設整備をしたいという要望

がございまして、社会福祉法人のほうは、今三重県のほうにも相談しているというとこ

ろでございますが、実際はまだ土地の確保ができていないというようなことでございま

したもので、時期を未定として、１施設を計上させていただきたいと考えております。 

また後ほど、委員の皆様にもご意見を頂戴したいと思っております。 

現状を言いますと、伊賀市内に特別養護老人ホームというのが、広域型と地域密着型

合わせまして 11 施設ございます。合計しますと、769 床整備しておりまして、施設整

備としましては伊賀市はかなり進んでるほうだと思っているんですけども、この１施設

を整備しますと、先ほども言っておりましたけども、１床あたり、約年間 300 万円ぐら

いの給付費が掛かると言われておりまして、80床分ということであれば、給付費として、

約 2,400 万円の給付費が必要となります。次期介護保険料にも大きく関わってくるとい

うことになってまいります。 

しかしながら、特別養護老人ホームの待機者も結構おられまして、今年の３月末現在

で 632 人の方が待機しております。ただ、事務局としましては待機の中には、老健施設

に入られてる方とか、介護療養型施設に入られてる方、有料老人ホームに入られてる方、

サ高住に入られてる方、或いは、グループホームに入られて待機されてる方もおられま

すもので、その中で本当に緊急度の高い方で、待機されている方っていうのが、在宅サ

ービスを受けながら要介護４・５の方と考えておりますもので、その方の人数が３月末

現在で 102 人でございまして、そのへんのほうを考慮しつつ、ご意見をいただければと

思っておりますので、もちろん他の地域密着型サービス事業所の整備のほうも併せて、

ご意見をいただきたいと思っております。 

以上、第６期の給付費合計の推計は 31 ページのところになっておりまして、なおこ

の推計につきましては、今後の施策の展開など今後の推計作業によりまして、数値のほ

うには変更がありますので、ご了承いただきたいと思っております。以上でございます。 

 

委員長：  ありがとうございました。ただいまの説明について、サービス量が増えていくのは現

状からやむをえないということになりますけれども、介護保険料のほうに、反映してい

くというところもありますので、十分にご注意をしていただくということになります。 

      今回、介護保険サービスについて要点を絞ってご意見をいただきたいと思います。地

域密着型サービスですけれども、伊賀市には現在定期巡回・随時対応型訪問介護看護、

24 時間対応で介護と看護、オムツ交換なんかをしたりしながら、24時間対応をします

という施設。それから夜間対応型訪問介護そして複合型サービス、先ほど資料でご説明

があったと思うんですが、これは伊賀市の中には今のところありません。また小規模多
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機能型居宅介護も、現在のところ１施設のみでございます。 

      今後、地域包括ケアシステムを検討する上では上記の事業所の役割が重要ですけども、

先ほどご説明にもあったように定期巡回・随時対応型訪問介護看護っていうのは、コー

ルがあったら 15 分ぐらいで駆けつけなきゃいけない。 

伊賀市のように、広いエリアの中を「ここに 15 分」っていうところで、どれだけニ

ーズがあるか、たぶん県内で２箇所のみ稼動してるっていうところも、そのへんのとこ

ろがあるのかなと思いますし、23区とか都市部ではかなり活発にモデル的にもやってお

りますし検証してるんですけど、なかなか収益に結びつかないという事業所のご意見も

いただいています。 

そういった状況がありますので、複合型サービスも併せて１ヵ所ずつ計上しておりま

すが、現実的にどこまで可能かっていうところを含めて介護保険サービスの中で、今後

伊賀市としてどのようなサービスを重視していくべきと思われるか、ここでご意見をい

ただきたいと思います。 

では、ご質問も含めてご意見お願いしたいと思います。 

はい。委員お願いします。 

 

委員：  はい、失礼します。この小規模多機能型居宅介護と訪問看護の組み合わせの複合型の

サービスにつきまして、ケアマネジャーとしてご提案というんでしょうか、発言したい

と思います。 

     現在、ケアマネジャーがプランを立てて要介護の方、あるいは要支援の方のサービス

を作らしてもらっているんですけれども、この小規模多機能型の場合なんですけれども、

ケアマネジャーがケアプランを作って、この小規模多機能型事業所にご支援いただくっ

ていうことあるんですけれども、そういった小規模多機能型の事業所のほうですね、そ

れに応じてサービスをしていただくわけなんですけれども、例えば、実際ですね、夜間

対応したところではこの事業所さんのほうでの対応ができますもんで、その点でケアマ

ネジャーと、小規模多機能さんのケアマネジャーが付くことはですね、計画のほうと違

いが出てくると思うんです。 

そういうことがありますもんで、今後の例えばケアプランチェックとかなった時にお

きましても、こういった点も留意してご検討願えればと思っております。以上です。 

 

委員長：  今は小規模多機能型居宅介護のところでよろしいですか。 

 

委員：  はい。 

 

委員長：  そこのところのケアマネとそのケアプラン。すいません、私のほうがよく理解できず。 

      今、小規模多機能型居宅介護のケアマネジャーがケアプランを立てているというとこ

ろまでは、分かったんですけど、何が問題になっているんでしょうか、ケアマネジャー

の中で。 
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委員：  在宅で生活してみえる方々はですね、ケアプランのほうは在宅のケアマネジャーが作

っていてサービスを提供してるわけなんですけれども、小規模多機能型につきましては、

小規模多機能型事業所内の計画担当者がサービスのケアプラン作ってるんですね。そう

いう意味ですから、この在宅のほうと小規模の方との連携というんですか、この方のケ

アプラン作りもケアプランチェックのほうまで検査していけたらなというふうに思って

いるところでございます。 

 

委員長：  現状の課題として、その小規模多機能型のケアマネジャーと、それから在宅のケアマ

ネジャーの連携があまりうまくいってないところもあるというふうに解釈してよろしい

んですか。 

それとも、今まで以上に連携をしていくっていうところですか。 

 

委員：  私の意見としましては、現状が悪いんじゃなくって、今後連携をよく取ってやりたい

っていう意味を込めて言わしてもらいました。 

 

委員長：  分かりました、ありがとうございました。 

 

委員長：  委員。お願いします。 

 

委員：  実は、私が小規模多機能を造って、今伊賀に１つしかないところなんですけども、今

委員がおっしゃられたことの危惧は、すべての状況では僕はないと思ってます。 

     25 名の利用者さん。現在、25名満タンいるんじゃないかなと思うんですけど。 

 

事務局：  はい。25です。 

 

委員：  １人の小規模多機能のケアマネジャーがサポートをしていただいておりまして、私ど

もが社協の１つの事業所として、近くにありますケアマネの事業所と連携を取ってやっ

ておるということで、それはご懸念の状況にはないと思います。 

     ただ、小規模多機能がかつてもう１つあったと思うんですけども、その事業を撤退さ

れたいうのは、つまり経営的に非常に難しいということです。それは、24 時間 365 日

25 名の方が泊まり、最高９名ですけども、それとヘルプとデイをやっていくというそ

の難しさと同時にですね収支面からなかなか難しい。つまり 25 名が満タンになって、

初めて何とか維持できるというような状態ではなかろうかなと思われます。 

     それと、もう１つ。幸いな事に、私どもが地域の住まいの真ん中にございまして、地

域の皆さんから非常にご支援をいただいているという状況の中で、地域から隔絶したと

こにないですから、そういう面で、経営的にも皆さんからご支援をいただいてるという

ことでですね、何とか維持できてるということで、たぶん、今後小規模多機能を運営す
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る場合にですね、私どものほう参考になるかどうか分かりませんけど、非常に経営上難

しいっていうことと、地域との連携が大事だということですね、そのことを踏まえて、

増やしていけたらなと。 

     私ども、非常に喜んでいただいております。在宅を守りながら、レスパイルもできる

ということですね。しかも、ヘルプも来ていただけるということで、しかも認知症の方

が来ていただいていても地域のみんな、知った仲間ですので、かなり上手くコントロー

ルができるという状況です。 

     やっぱり、小規模多機能っていうのはいいシステムではあるんやけども、それを維持

管理するのは非常に難しいというふうに見ていただけたらいいと思います。 

 

委員長：  では、委員。お願いします。 

 

委員：  お世話になります。私が知り得ております小規模多機能型っていうところでは、１つ

は利用者の立場としては、その小規模多機能型施設を利用させていただくと他の福祉法

人の施設が使えないという不便さというのがあるんですね。要するに、デイサービスの

ＡからＣまで、要するに毎日だったら７ヵ所使えるはずが、多機能型を使うとそこしか

使えない。 

そうすると、25 名の利用者満タン。全員デイの中で、デイとショートを回していただ

かないといけないという中では、毎日使いたいところが使えないというところでの使い

勝手のほうでは、家族側としてはやっぱり辛い面があってというところがあり、そのへ

んのところはやっぱり変わりなく、施設上・法律上ということになるんでしょうか。 

やっぱり、そちらのほうでいろいろなとこを使える中でっていうことがあるのか、そ

の法整備のままっていうところなのかによっては、厳しい状況もおありになるのかなっ

ていうとこを感じさせていただきます。 

それともう１点は、その訪問看護っていう面におきましては、今、病院内での急性期

も含めて看護師さんの不足っていうことと、訪問看護師になるための、やっぱりそれの

研修を積まないといけないっていうところと、あと収入面っていうところでの看護師側

からの声っていうものも聞くかせていただいておりまして、それを地域内でっていうと

ころで反映さしていただくっていう手は、ほんとに人材確保っていう意味でどのへんま

でお考えいただいてるのかなっていうことをお聞かせいただだければと思います。 

 

委員長：  小規模多機能についてのメリットに関しては、委員のほうからかなり丁寧にご説明い

ただいたところなんですが、今、委員のほうから小規模多機能型を使うと、そこしか限

定して使えないっていう、使う側からすると、使い勝手がちょっと悪いというところの

デメリット。チョイスができないというところがありますということと、もう１点、そ

の訪問看護っていうところでは、その人材面とか、あるいはその訪問看護の収入面のこ

ととかいろいろ課題も大きいので、そのへんのところはどう考えてるかということが、

２点ご質問にあったと思います。 
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小規模多機能型が今までどおりの機能で、今までどおりの形で示されているのかって

いうところのご回答とか、今、この段階で教えていただきたいと思います。 

 

事務局：  失礼します。今、現在小規模多機能型居宅介護１ヵ所なんですけども、登録制という

ことで、そこへ登録されますと、その３つのサービスしか受けられないというところで

すけども、一般のデイサービス使われてる方でしたら、支給限度額の範囲内っていうの

があるのですけれども、実はこの小規模多機能型でしたら、定額で毎日でも使うことが

可能でございますので、そのへん、この事業所の中にケアマネジャーさんがおりますの

で、25 名すべての方のプラン、その人に合ったようにサービスが使われております。 

特に、私も小規模多機能型居宅介護というのは、すごくいいサービスだと思っており

ます。特に介護する側の方が安心できるというか、普段はデイサービスへ通ってくれて

るんですけども急遽、家族の方が入院なり、旅行へ行かれる場合でもですね、急遽の対

応でショートステイとかも使っていただけるということで、非常にいいサービスだと思

っております。 

それとですね、看護師さんの確保なんですけども、そのへんが一番課題だと思ってお

ります。看護師さん不足が課題だと思っておりますし、その中で看護師さんを雇ってい

くという問題のもあるんですけども、訪問看護ステーションが伊賀市のほう、ちょっと

ずつ増えてきておりますので、そこと連携しながらの「複合型」ということも考えてお

りますので、よろしくお願いします。 

 

委員：  あの補足です。 

 

委員長：  委員、お願いします。 

 

委員：  委員のおっしゃりたいこと、一番の問題がそこだと思いますね。だから、経営に困っ

てるんです。だから、私どもが利用者さんの要望に「泊まり」と「通所」と「ヘルプ」

をどうお応えしてくかということでですね、ほんとに人員がものすごく要るわけですね。

その中で経営をどうするか。 

皆さんのニーズに合ってですね、その３つのサービスを満足をさしていくために、デイ

もせなあかん、ヘルパーもせなあかん、泊まりもせなあかん、その量的にもお応えしやな

あかんっていうことで、過剰な人員を抱えてギリギリのサービスってんですか、経営的に

ギリギリのサービスをするという、それを補完することを思えば、地域の人にですね、い

かにご支援をしていただくかということです。私どものほうは、食事の部分については、

地域の皆さんにボランテリーなお値段で、支えていただいてる。あるいは、そういうのを

助けていただいてる。食材費も近くの畑で採れていったものを食っていっていただくとい

うような状況の中で、トータルとして何とかやりくりできるという状況です。 

ですから、サービスそのものを、３つのサービスそのものを事業者さんに、本当により

高度にしようと思えば、非常に厳しい。今、まさに私どもは、そういうとこにあるわけで
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すね。そこに地域の人に、いかにそのボランタリーなことでお支えをいただけるかという

ことで、地域と一緒にということをしないとですね、独立してやるなんて思ってしまうと、

それはたぶん無理な話でしょう。だからもう、地域福祉そのものだと私は思っています。 

 

委員長：  ありがとうございました。他の委員の方々からご質問ありませんでしょうか。小規模

多機能型に関してのメリットというか、ただ、経済的に非常に厳しくて、地域福祉とい

う形で地域との連携がないと成り立っていかないというようなお話、具体的なお話もあ

りました。 

      訪問看護に関しては、訪問看護師。実は、四日市とか北勢はかなり増えてるんです。

本当に、これでもかっていうぐらいボコボコとこう立ち上がってるんですけど、中勢よ

り以南は、なかなかステーションが立ち上がらない。つまり、たぶん経営が成り立たな

いっていうところもあろうかと思いますし、人材確保というところもあるかなと思いま

すので、そのへんのところが今、意見が交わされたところなんですが。 

      他にどのようなサービスを重視していくべきかっていうところにおいてご意見があり

ましたら、よろしくお願いします。 

 

委員長：  委員、お願いします。 

 

委員：  定期巡回・随時対応型のここ開けて説明される時に、その下にものすごたくさんいろ

んな資料付いてますわね、元々資料が。 

この中でいったら、定期巡回とか随時対応の場合のモデルでも、全国 52 の自治体で

やられてるわけですわね。この中でも、最高やったら 44 分ぐらいかかっとんのかな。

15 分、全国平均で 15.7 分で出してるだけであって、本土では 44 分が鹿屋市か。100

キロ以上、150 キロ未満。 

こういうデーターもあるからにはね、やっぱりそれなりに伊賀市としてどう取り組ん

でるかちゅうのはやっぱり、我々がまとめんのもなんやけども、行政のほうでそういう

所の資料というか、まずこんな方向でこういうふうに検討したいというのを出していた

だいたら我々も考える余地があるで、白紙の状態でちょっといきなりこれだけ言われて

考えてってちょっと難かしいかなあと思うわしてもらうのと、それから三重県では伊勢

市かな、モデル事業で参画してましたわな。あのへんの情報やらもこう、取り寄せたり

して、そのへんで１つずつクリアーしていくっちゅうことも必要かなと思わしてもらい

ますんですけど。 

     私も、そのいただいた資料でいきなりパッと分からへんだので、いっぱいこれ、あち

こちこう資料を集めてみたんですけども、そういうふうな通り一遍、その表だけの説明

聞かされただけではちょっと理解しがたい面があるように思います。いろんな面に多岐

にわたっておるように思います。 

     それと地域には今後は開いていくちゅうようなことで何やらあそこありましたね、パ

ッと出てこない。「いきいきサロン」なんかを活用するような話が随所に出てくるわけ
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ですけども、私とこは、見守りも含めて前から取り組んでおるんですけど、ここ最近い

きいきサロン云々ちゅう話も出てきて、あまりそういう話を言うと、いきいきサロンを

やっていただいてるスタッフの皆さんが、肩の荷が重いと責任が転化されてくるように

思うてかなんと、もう、それやったらいきいきサロンもうやめよかっていうような声も

中には出ておりますんでね。 

     だから、お願いするにしてもそのへんの持っていき方ですね。手段と方向をもう少し

考慮せんと、手前味噌ですべてそっちでやれというような投げやりな、上からの指示み

たいな方向の話がちょいちょい聞かされますんで、それがいかがなもんかなあと。 

     今日まで、いきいきサロンを難儀してやってくれてる中で、その中で見守りするんの

やったら、いきいきサロンはタイトに。ほんだら、次のスタッフの方と我々が入って見

守りの、というか地域会計のやろか、というふうな雰囲気になって、進んできたんです

けど。 

そこへそういう話を持っていくと、いきなり何、いきいきサロンってそんなことやっ

たんということなりかねないように思って、ここ５、６年見守りの関係ずっと自治協を

含めて地域でもちょっと取り組んできたんですけど、何か「いきいきサロン」「いきい

きサロン」って言われると、スタッフの方があっちこっちから、そういう声が出てくる

ように思いますんで。 

そのへんの、どういうんですか、持っていき方というんか、お願いするにしても、も

う少し何かしらと、元もこもなくなるんじゃなかろうかなというふうな気がいたします

ので、ちょっと長なりましたけど、よろしくお願いします。 

 

委員長：  はい。今、委員のほうから定期巡回・随時対応型訪問介護看護っていうところで、お

手元にお配りした資料以外に厚生労働省のほうからダウンロードしていただいて、実は、

深谷とかそういった地域へは、だいたい 40 分ぐらい。平均すると 15 分ぐらいで駆け

つけるところが、40 分ぐらいで駆けつけてるようなところもありますので、伊賀市と

してどうしていくのかっていうのをもう一回丁寧に考えたほうがいいんじゃないか。 

ニーズがあるんだったら、場合によってはこのサービスも必要なんじゃないかっていう

ようなご意見だったと思います。 

      もう１つは、その「いきいきサロン」、地域の資源を活かして、要支援の人たちを地

域の資源を活かして支えていこうっていうのは確かに納得できるんですが、今いきいき

サロンを実際に運営してる人たちのご負担というか、その肩の荷の重さっていうところ

を十分配慮した上で、このへんのところも、併せて考えていく必要があるんじゃないか

っていうような貴重なご意見をいただきました。今後、これは検討していくっていうか、

一緒に考えていく事項ですので。他にご意見いただきたいんですが、いかがでしょうか。 

 

委員：  また、私でよろしい。関わってますもんですから。 

 

委員長：  委員、お願いします。 
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委員：  委員のおっしゃられた、定期巡回・随時対応型プラン。たぶん田舎では非常に難しい。

人材的にも難しいし、経営的にも難しい。 

     だから僕は、逆に今度第２のサービスの類型ということで、つまり介護サービス事業

所じゃなくって、地域が支えるっていうスタンスを国が統一してる。それが主流になっ

てて市町村事業になるわけですけども、そうした場合にやはり、多様なサービスの中で

訪問型サービスＢですね。住民主体による介護サービス。 

僕も、介護サービスにかけるサービスが一番提供しやすいんじゃないかな。もうちょ

っと重度の場合は無理かも分かりませんが、ほとんどのことが、お隣近所、あるいはそ

ういう形でたぶん半分以上が解消できるんじゃないかなと思いますし、専門的なことに

ついてはどうするかっていう問題もありますけど、やはり地域全体で支えていくってい

う構図をまず持っておくことが必要じゃないかなあというふうに思います。たぶん今の

ままの定時巡回・随時対応型を、そっくりそのまま伊賀でしようなんてのは、たぶんや

っていけない状況ではないかなと思っております。かなり工夫が必要であると思います。 

先ほど、小規模のこともおっしゃいましたけども、たぶん利用者、要介護者の方がで

すね、やっぱり在宅を 70％～80％を望んでるということと、あるいは、家族介護者の

立場からすりゃあレスパイトして、預かってほしいっていうことからすればですね、僕

はやっぱり、小規模多機能は今後ともやっぱり充実していく必要があるだろう。特養は

施設ですから、もう住居が変わってしまう、家族から離れていくという観点からすれば

ですね、やっぱり在宅福祉っていう視点からすれば、これは充実していくべきだろうと

いうふうに思っています。 

それと複合型についてはですね、これは非常に難しいというふうに思うんですが、た

だ医療と介護の間にやっぱり看護には介在しないとですね、絶対うまくいかないという

ことからすれば、また先生もいらっしゃいますし、在宅と在宅介護ということと、在宅

医療ということと、その間をやっぱり訪問看護というのは上手く結び付けないと全体が

構図として、在宅が守れないという観点からすればですね、これもやっぱり充実してい

く必要があるんじゃないかなというふうに思っております。 

 

委員長：  ありがとうございました。他にご意見ありませんでしょうか。今、小規模多機能の充

実とか複合型サービスっていうところの検討っていうようなご意見とかいただいており

ますが。他にご意見はありますでしょうか。 

 

副委員長：  委員長。 

 

委員長：  はい。 

 

副委員長：  小規模多機能型は確かに必要だと思うんですけども、その経営的に困難っていうのが

長く続くかっていうのが一番心配なんですね。それと、定期巡回型というのはこれ、都市
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型の話で、隣に誰が住んでるか分からないというような大都市での話で、隣に誰が住んで

るか分かっているという伊賀市のような状況、しかも面積が広くて、その距離も遠いとい

うところで、これを目指す必要はないんじゃないかと私は思うんですけども、いかがでし

ょう。 

 

委員長：  事務局にお尋ねしたいんですけど。今日は意見を伺うということで、方向性を確定す

るということではないということでよろしいですか。 

 

事務局：  そうですね、はい。 

 

委員長：  いろんな意見を収集するということで。 

 

事務局：  そうですね、はい。 

 

副委員長：  国のモデルとしていくつかあるタイプを全部、各地区でしなさいという意味じゃない

んですね。 

 

事務局：  違います。 

 

副委員長：  どれが適してるか、選んだらいいわけですね。 

 

事務局：  そうです。都市部やったら都市部、山間部やったら山間部で自分の地域に合ったやつ

をっていう話になっている。 

 

副委員長：  厚労省の言う「都市型モデル」を伊賀で真似る必要はないんだよ。 

 

委員：  自治体の裁量に合う、見立てに合ったやり方しなさいっていうの、厚労省言うてるわけ

ですやんか。 

 

副委員長：  裁量というよりも。 

 

委員：   だから自治体で考えよちゅうことですわ。 

 

副委員長：  そうです。 

 

委員：   だから、いちいちお伺いをたてる必要はないと思うんです。 

 

副委員長：  だから、「モデル」ですからね。 
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委員：   そうです。モデルをただ発表されただけやから。いかに伊賀市としてニーズがあるか

ちゅうことがまず大事やと思うんです。頭ごなしに、これはいい、要らんと言うのは、

その発言は要らんと思います。 

 

副委員長：  いやいや。だから、私の意見としては。 

 

委員：   個人意見やね。はい、分かりました。 

 

委員長：  はい、ありがとうございます。ポイントがたぶん地域の実情に応じてっていうところ

になるんですけど、そのところに資源の問題であったり、人材の問題であったり、アク

セスの問題であったり、どれだけ実現可能かっていうところで、今その経営状況の問題

であったりいろいろお話があったかと思いますので、このへんを踏まえて、ほんとに伊

賀のニーズにどのようなサービスが一番フィットしていくのかっていうのはまた議論と

して、今回ではなくて、意見収集ですので、今回はそうしていきたいと思います。 

      では、委員。お願いします。 

       

委員：   度々失礼します。定期巡回型については、介護保険が始まった際にヘルパーさんの派

遣、サービスの利用内容っていう問題で、本人が過度に求められることが多かったわけ

なんですね。今の救急車の利用と同じだと思うんですけども、ほんとにタクシー代わり

に、お手伝いさん代わりに使うというような状況が今後、この定期巡回型で、この文書

だけを見てると、すごく網羅していいようには見えるんですけれども、やっぱりお一人

暮らしであるっていう限定をされるとか、そこらのところはしっかりと最初に提言をし

ていただくほうがいいんじゃないかなあと、やっぱり便利なものは、始終電話をすれば、

誰かが来てくれると、もうほんとに正直なところ背中が痒くても来てもらいたいってい

う、寝たっきりであればとか、あとオムツ交換であれば、お一人の方６回～８回、先生

の前で失礼なんですけど、だいたい６回～８回とお伺いをすると、そのオムツ交換なん

かで４時間に１回、ほんとう定期巡回が人数的にできるのだろうかとかいう考えを持っ

てみると、どのへんまでというところではちょっと、すごくいいものではあって、家族

側、利用者側にはいいものではあるんですけれども、やっぱ内容面でこの文書だけでは、

もう少し詰めた議論っていうものをさせていただければ嬉しいなってというところと、      

先ほどの補足になってるんですが、もう小規模多機能型も、全国では小規模多機能型の

利用しかできない。そこの施設の利用しかできないっていうことなんですけども、ほん

とにその地域に合った伊賀バージョンというところで、急遽の場合では、他事業所のデ

イサービス、ショートも使えるっていう状況が可能でないのかなっていうところ。25 名

で全員を本当に満たすっていうとこは、三重県内でもほんとにショートステイを全員 25

名利用しようと思うと、夜泊めて朝帰らして、そしてデイで別の方を迎えて、次の夜に

またショートに泊めてという、ほんとにシステム的にケアプランがすごく細かく組まれ
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てる県内小規模多機能型利用されてる事業所さん多いんですよね。 

     そういう意味では、今使ってるショートステイの利用方法と小規模多機能型の泊まり、

またデイサービスの利用っていうところが違うということ。救急ならば、夜間も夕食を

食べて、３食食べて帰らせていただけるっていうことは、なかなかデイサービスではな

い。３時半、４時ごろに帰らしていただくっていう意味では、すごく利用する面で家族

側、ご本人側にはいいんですけども、その分、その賄えないところを別の事業所さんで

お住まいになれるという三重の伊賀バージョンということが可能なのかどうかというこ

ともご検討いただければ、それは実費もしくは介護サービスの中で、介護料の中でって

いうこともご意見、またご検討いただけないかなっていうところをお願いさせていただ

きます。 

     すいません、長くなりました。 

 

委員長：  伊賀バージョンというところで、どういうふうな工夫をする余地があるのか、どこま

で、どういうふうにすると実現可能なのか、ニーズに即した対応ができるのかっていう

ところはまたちょっと議論をして深めていきたいと思いますし、定期巡回のその訪問介

護に対しては条件整備というか対象要件の整備っていうところ。もし、やるとしても対

象要件っていうのはある程度、こう基準を作っておかないと、安易に救急車のように使

ってしまう可能性、これは民間のやさしい手とかの方々もおっしゃっていたんですけど、

非常時本当に簡単に、電話をしてくるというところで最初は、そこの対処にすごく追わ

れてしまったっていうご意見もいただいておりますので、そういったところとか、例え

ば小規模多機能ですと、他のところでは終末期まで、ターミナルまでやってますってい

うところもありますので、ほんとに伊賀市としてどこまでやるかっていうのは、今後そ

の先進的なモデルの情報を得つつも、でもこの伊賀市の、このマンパワー的な人材の中

で何がどこまで必要なのかっていうところは検討していきたいと思います。 

それでは、他にどのようなサービスを重要視していくべきかっていうことに関して、ご

意見ありますでしょうか。 

 

委員長：   では、皆さんから結構ご意見いただきましたので、まだまだ不十分だと思いますが、

次に進めさせていただきます。 

次に、施設設備に関してですけれども、次期計画では先ほども若干ご説明ありました

が、特別養護老人ホーム１ヵ所と現在の計画に計画されてたグループホームの繰り越し

１ヵ所の２ヵ所としています。 

資料４の前の説明になります。特別養護老人ホームの待機者は先ほどのご説明にあっ

たとおり、３月末現在で 632 人です。施設を増やすと介護保険料に大きく反映されると

いうお話も事務局からいただきました。整備についてはこのような考えで、先ほどのご

説明のような考えでよろしいでしょうか。 

今、特養で手上げをしているところがあるというご説明もあったかと思うんですが、

一応、次の期にというようなお話だったか、特養は、次の期にということと、それから
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もう１つのグループホームに関しては前回、適切なところが、施設確保であったり、施

設整備であったり手上げをしたところがちょっと至らなかったというところなので、今

回はグループホーム繰り越し１ヵ所ということになりますが、それでよろしいでしょう。 

       特別養護老人ホームは 29 年度。 

 

委員：   はい。２９年度に。 

 

委員長：   もう１回ご確認を。 

 

事務局：   とりあえず今、法人としては 28 年度に造りたいということは言ってるんですけど、

まだ、その土地の確保とか、まだ県のほうと調整中で、そのへんでちょっと不透明なと

ころもありますので、その保険料にも大きく影響するということですので、できたら 29

年度に造っていただいて、30 年度から運用、次期計画の時から運用してもらえたら、

保険料が上がるのがちょっと少ないかなという感じです。 

 

委員長：   いかがでしょうか、皆さん。その整備にご意見とかありますでしょうか。 

 

委員：   既存の法人さんですか。 

 

事務局：   はい。既に特別養護老人ホームを。 

 

委員：   現在ある法人さんですか。 

 

事務局：   はい。現在やられてる法人です。 

 

委員長：   次期のところでっていうところに特別養護老人ホームで、グループホームに関しては

オッケーっていうことになりますが、それでよろしいでしょうか。 

 

委員：   次期って、29 年度。 

 

委員長：   皆さん、首は縦に振っていただいてないですがよろしいでしょうか。では、ありがと

うございました。では、次回提案をいただく各計画案に関しては、今日のこのご意見を

踏まえて作っていただきますようにお願いをしたいと思います。 

 

委員長：   それでは、次に（３）の審議事項にいきたいと思います。「伊賀市における新しい総

合事業について」ということで、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局：   失礼いたします。介護高齢福祉課の高齢福祉係の川口と申します。座らさしていただ
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きまして失礼いたします。では、資料の４をご覧ください。伊賀市における新しい総合

事業につきまして「～介護保険法の改正に伴う地域支援事業への対応～」ということで、

今年度、介護保険法の一部が改正されまして、地域支援事業（市が実施する被保険者の

介護予防の推進に関する事業、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられるために、た

めの、支援を目的とするもの）におきまして、下記の４項目の新たな事業が位置づけら

れました。 

つきましては市として、改正後の地域支援事業への来年度以降の対応について、次の

通り方向性を定めたいと思います。 

１番目、介護予防・日常生活支援総合事業につきましてですが、要支援認定者や生活

機能の低下している高齢者を対象を対象とする訪問型、通所型、生活支援サービスを中

心とした事業。これらにつきましては、先程来より大変貴重なご意見等々いただいてお

ったんですけれども、デイサービス事業に関しましては現状、後ろのほうにですね、数

ページにわたります各地域支援の、地域支援の事業のほうを挙げてあるんですけれども、

サロン事業のほうを、メニューを拡充をいたしまして、またヘルパー事業に関しまして

は、シルバー人材センター等が行っておりますサポート事業を活用し、対応いたしたい

と思います。 

なお、今年度から介護予防リーダー講座を開催し、この講座修了生が中心となって、

各地域で自主的に介護予防に取り組むグループづくりを進めてまいりたいと存じます。

地域にお見えの元気なお年寄りの方々にぜひとも参画いただきまして、地域全体で自主

的な取組みを進めていただきたく、そのサポートをさせていただきたいと存じておりま

す。 

２番目といたしまして、医療と介護の連携を推進する事業につきましては、疾病を抱

えても自宅等の住み慣れた生活の場で療養し、自分らしい生活を続けるためにはですね、

地域における医療・介護の関係機関が連携し、包括的且つ継続的な医療・介護の提供を

行うことが必要となります。こちらのほうにつきましては、市や社会福祉協議会、地域

包括支援センターが医師会等に協力を得ながら体制づくり、この構築のほうを進めてま

いりたいと思います。 

３番目といたしまして、認知症を抱える被保険者に対する総合的な支援を行う事業、

これにつきましては、認知症の早期対応システムの構築。認知症支援専門医による指導

のもとに、早期診断・早期対応に向けた体制を地域包括支援センター等に整備し、地域

で活動をいたします。いわゆる、複数の専門職が認知症が疑われる方あるいは、認知症

者とその家族を訪問いたしまして、専門医による診断を踏まえ、間接評価を行い、本人

や家族に対し初期の支援を包括的・集中的に行い、自立のためのサポートを行う認知症

初期集中チーム、そして認知症者ができる限り住み慣れた環境で暮らし続けられること

ができるよう、地域の実情に応じて医療機関、介護サービス事業所等や支援機関をつな

ぐ連携支援、そういった相談業務を行う認知症地域支援推進委員を整備したいと思いま

す。 

４番目といたしまして、高齢者の生活支援・介護予防の充実を促進する事業、これに
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つきましては、生活支援サービスの充実と高齢者の社会参加をということを促します。 

独居や高齢者世帯が増加するに比例し、生活支援を必要とする軽度の高齢者の方々が

増加しておりまして、ボランティアやＮＰＯ、民間企業等多種多様な主体が生活支援サ

ービスを提供することが必要となってまいります。 

高齢者の介護予防につきましては、社会参加・社会的役割を持つことが生きがいや予

防につながりますし、また多様な生活支援サービスが利用できるような地域づくりを市

が主導し、生活支援サービスの充実に向けてボランティア等担い手の養成、地域支援開

発がネットワーク側などを行う生活支援コーディネーターですね、地域支え合い援推進

委員の配置などの配置についても、介護保険法の地域支援事業として進めてまいりたい

と思っております。以上でございます。 

 

委員長：   ありがとうございました。これもキーワード、地域支援事業。要支援の部分になりま

すけれども、地域の実情に応じてっていうところがキーワードになってるんですが、こ

の点に関して今、事務局のほうから４点方向性に関してご説明をしていただきました。 

地域包括ケアシステムのことも見据えて、地域で継続的に、現実的に実施できるしく

みの検討が必要かと思います。委員の皆様には、どのようなサービスがあれば高齢者が

地域で暮らしていくことができると考えるのか、またどのようにすれば、そのサービス

が地域に根付いていくと考えるのか、先ほど委員のほうから伊賀に、いきいきサロンに

もうこれ以上負荷をかけてもっていう、ある程度、線引きが必要なんじゃないかってい

うようなご意見とか、この①に該当してくるかと思いますけれども、そのへんのところ

のお話もありましたし、他の②、③、④に関しても、皆さんからご意見をいただければ

というふうに思います。委員、よろしいですか。 

 

委員：  先ほど委員さんからおっしゃられたサロンについてですけど、今、事務局からご提案あ

った部分でですね。その実態としては、僕はもう、介護保険始まる前からですね、行政

的な支援も受けながらここまできたと、そういう中で、僕はある意味では年に２、３回

あるいは月に１回っていうレベルで、ほとんど開催ですね、それも、つまり行事化して

ると思うんですね。例えば、共同募金とかあるいは、いろんなところから補助を得なが

ら、つまりその生活圏域での区の療育の一環として取り組まれているところが多いと思

います。つまりイベントというふうにですね、失礼な話ですけど僕は捉らまえるべきだ

と思うんです。 

僕はやっぱり、介護は非日常じゃなくて、日常なんです。捉まえ方を間違うと、ちょ

っと、僕らは単に、単にじゃなくて、そら月に何回、大切なことではあるけども、これ

から成しえなあかんことは毎日なんですね。月１回じゃないんです。それをどう実現す

るかって言った時に、もう一度単にサロンを拡充するっていう視点じゃなくって、これ

はもう地域福祉そのものであるし、地域づくりそのものだと思うんですね。 

 そういう視点から考え直さないことには、単に金銭的に補助しましたからって言うた

ら、もうサロン、そんなん重たいからやめてしまおうかっていうレベルになっちゃうん
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で、やっぱりその考え方を根本的に考えないと行事やイベントじゃなくって、それは毎

日の生活の支援ということの視点でもう一度しっかりと考え直さないとですね、たぶん

持続・継続できないと思いますので、そういうことを考え方を変えていく。地域福祉そ

のものだということでですね、やっぱり住民自治協議会、あるいはケアネットワーク会

議の中で現在おかれている状況をしっかり認識していただいた上で、みんなで、例えば

元気な者が支える側に回る。元気ではない者も、支えるところは支えていこうっていう

ようなしくみも作らないことには、基本的にこの事業ってのは難しいだろうと思います

ので、根底から地域福祉を根付かせるようなことがまず前提として必要だろうと思う次

第です。 

今、政府の考えることは、たぶん 18 年に介護保険事業が始まって、予防っていう概

念を出した。ところが予防も今度は制度的にどんどん増えてくると制度が維持できなく

なる。今度は地域、要するに市町村に任せてしまえ。市町村に任すっちゅうことは、地

域に任せてしまえっていう発想なんだ。ですよね、具体的には。 

ですから、今の考え方は、つまり地域をどうするかっていう発想をもう一度持たない

ことにはですね、これが実現できないということをまず前提として、僕は考えていく必

要があるだろうと思います。 

それと、４番目の高齢者の生活支援。これですね、かつて僕が 20 年にですねデータ

ーを取った。いがまちで高齢者全体で統計を取りますと、民生委員さんの協力を求めま

して。ニーズは一人暮らし、二人暮らしの高齢者って、まず何がといったら移動の問題

ですね。買い物、医療なんです。在宅で暮らす、施設で暮らすっていうことは、全部安

心・安全がありますけれども、地域で暮らすっていうことには医療と介護では暮らせま

せん。つまり、その間を結ぶ移動、買い物、医療、通院ですね。そういうものを保障し

なければ絵に描いた餅になるので、そういう意味では高齢者の生活支援というのは、私

も日常やって毎日支援をしてるんですけども、やっぱそういうような無償いうんですか、

サービスを提供する、例えばスーパーさん、床屋さん、あるいは、お医者、失礼な話や

けど、お医者さんも含めて、やっぱり地域に存在する住民を対象としてサービスをして

いる人が、少しその布陣を広めて自分の深夜マーケットにどう対応するかっていう視点

をですね、やっぱり一緒に持っていただいて、地域の高齢者さんにも協力をしていただ

いてですね、例えば買い物ができる、あるいは通院も無料でできるというようなことも

保障しながらやらないと、全体が絵に描いた餅になるというふうに思っていますので、

このことは単に介護保険の問題ではなくって、もう地域にて人の問題という視点でです

ね、我々も考えていかないかんじゃないのかなというふうに思います。 

 

委員長：   委員の熱い意見ありがとうございました。いきいきサロン、ちょっと話は逸れるんで

すけど、伊賀市は、私よそ者なので言わせていただきますけれども、よそから来た人間

なので、伊賀市のいきいきサロンの展開っていうのは、たとえイベント化されていよう

とも、これだけの数をこれだけ展開できてるんですね。現在もイベントであっても展開

できてるってのはすごい財産じゃないかなあと思っています。他の地域では、もういき
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いきサロンっていうのはもっと形骸化してますし、消失してますので、そういった意味

において伊賀市ってのはすごいなと、こういう動きがあるんだなっていうところは実は、

このリストをだいぶ前に見せていただいた時に非常に驚きました。 

委員のほうから、その行事化している、イベント化しているっていうところはあった

んですが、介護は日常なので、そのへんの発想の転換が必要になると、介護は日常だっ

ていうところ、イベント化している、行事化しているところにそれを持っていくわけに

はいかないというところのお話があったと思いますし、この④番の生活支援においては

買い物と医療っていうのは、この単身者あるいは高齢者世帯の大きなニーズであって、

そこには必ず移動が伴うというところで、この移動に関してどう考えるかっていうよう

なところもお話があったとかと思います。 

       他に、この総合事業に関してご意見などがありますでしょうか。 

 

副委員長：    まず、この①のことですけども、もう今現在、日本は４人に１人が高齢者だって大騒

ぎしてますけども、前期高齢者といわれる６０代って、めちゃくちゃ元気なんですよね。

その元気な人たちが何か、蕎麦をうったり豆腐作ったりして遊んでる人がものすごく多

いので、その人材たちを使うということで、シルバー人材センター使うというの非常に

いいけど、社協の委員の意見に大賛成ですけども、ですからその 90 歳、100 歳をイ

メージした高齢者を補助する役を、前期の高齢者がもっとするということを伊賀市の目

標にしたいと思うんですけども。 

        それから、②のほうですけども。これ本年度医療保険の改正があって、２年ごとに

改正があるんですよ。介護保険のほうも２年後にあります。この 2016 年になると、

医療保険と介護保険との改正があって、在宅支援の方向へ向わせるように行きますので、

その在宅支援診療所とか在宅支援病院が増えて、在宅での医療はかなり充実してくると

思いますので、これは心配ないと考えます。 

         

委員長：    今、委員から両方改正で、たぶん在宅医療・在宅支援というところ非常に充実して

くるので心配しないでほしいという意見がありましたし、貴重なご意見いただきまし

た。 

        他にこの総合事業に関して。では、委員お願いいたします。 

 

委員：    はい、失礼します。先ほど委員のほうからご発言がございましたけれども、②番の

ほうの医療と介護の連携のことにつきまして事務局にご注文したいなあと思っており

ます。 

       現在、委員のほうが委員長になっていただいてまして、保健・医療・福祉の連携検

討会っていうものやっております。そしてまた、現在ケアマネジャー側からの想いと

医師会側からの想いということで、何とか歩み寄ってる傾向があるんですね。 

こういうことがあります中で、昨日の事例検討会ということで、先生方もお入りい

ただきまして、ケアマネジャーも入って検討とか行いました。そういうふうないろん
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なとこにですね、連携に向けたイベントのほうとかですね、また連携の方式につきま

してもですね、今後とも医療と介護につきましてはですね、連携をしていかなあきま

せんですし、また、現在三重県看護師協会のほうにつきましても看取りのことにつき

まして今、研修会を行っております。 

そういうこともございますものですから、是非とも何らかの医療と介護と連携でき

るイベントといいますか、研修会といいますかですね、例えば、こういった会議でも

いいですけども、そういうふうな機会づくりのほうも担当課のほうには何とか考えて

ほしいというふうには思っとります。よろしくお願いします。以上です。 

 

委員長：    はい、ありがとうございました。もう既に医師とそれから、ケアマネジャーで連携

検討会を開いているっていうところですが、それをもっと具体的に、医療・介護の連

携というところで、何かのしくみづくりを具体的にしていただきたいというようなご

注文だったかなあと思います。 

        特に看取りの話も出ていました。在宅でその看取りをする時には、特に連携のとこ

ろが問われてくるかと思いますので、そのへんのところも含めて、事例検討なり定期

的な会議なりということで、何かしくみづくりをというご意見をいただきました。 

        他に、ご意見ありますでしょうか。 

 

委員：   よろしいですか。 

 

委員長：   はい、委員お願いします。 

 

委員：   すいません、度々。サロンの利用と、あとボランティアの養成っていうところでのお

話を聞かせていただいてるんですけども、サロンもそのＮＰＯで、また、そのいろいろ

なボランティアさんが今後、地域連携まで予防等で関わっていただくにしても、やっぱ

り自主運営っていうことを考えていただくのが一番なのかなあと感じさせていただいて

おります。というのは、サロンの運営の中でもやっぱ基盤となるのは、自治会の費用。

要するに、いくらかの負担金をかけてという。この金額見せていただいてても、いろい

ろなサロンの中でかかってる事業費っていうのが様々だと思っておるんですけれども、

だいたいサロンっていうのが、お食事を作って皆さんに来ていただいて、お召し上がり

いただいて１日を楽しく過ごしていただこうっていうことですけれども、先ほど委員さ

んがおっしゃられたように、もう作ることで一生懸命、そして、生きがいではあって運

営する側の予防にもなられるんですけれども、逆に言えば作ることが負担になり、また

費用面での損失がありというこで、それを自治体が負担をしてたんですけども、今現在

自治体自体が運営が難しくなってきてる。要するに自治に入りたくない、地区とかのそ

の運営に関わりたくないっていうような地域の皆さんのお声も地域の中で聞かせていた

だく中では、サロンを運営する費用っていうものが、やっぱりなかなか難しくなってく

るんだろうなと思っております。 
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いろいろな連携っていう言葉はあるんですけども、経費的な問題。先ほどから費用っ

ていう問題が、「ヒト・モノ・カネ」っていう言葉がとっても大切だと思っとるんです

けれども、ボランティアの養成をしていただく中では、副委員長がおっしゃられたよう

に元気な地域力、パワーを持ってられる方々もお見えになられるので、その方の養成を、

そして自主運営でこういう活動をしていきたいという。させられてる感じゃなくてして

いきたいというような方々のお声を上げていただいて、その連携をっていうことと、そ

して、それを１つずつまとめて、何か協議会を作らせていただいて、意見交換ができる

ような場を持たせていただければなっていうところで、今自主運営をさせていただいて、

一応カフェを開かせていただいてる者としてひとつ提案させていただければと思いお願

いさせていただきたいと思います。 

 

委員長：   具体的なご提案どうもありがとうございました。自主運営ということで。 

では、委員お願いします。 

 

委員：   時間を間違えて遅刻してきたもんですいません。聞き逃したのと、遅刻して来る前に

もう済んだ話なのかもしれませんが、資料の右側にあったように、表を見ると今までの

話にも出てくるように、ボランティアをして、主体的に任せるですが、それはそれでい

いんだろうなと思わないでもないんです。 

それで、ただ私、伊賀に６年前に引っ越してきて以来、それまでやったこともなかっ

たボランティア活動をやってて、それで今日もボランティアで大阪まで付き添いで行っ

て帰ってきたところなんですが、と同時に介護相談員という立場でここに来てるんです

が、介護相談員は介護施設を回ってて、それでボランティアがほしいよね、あるいは施

設の方たちからボランティアがほしい、でもちっとも来ないよねいうような話もお聞き

してて、それで「介護相談員だより」っていう新聞みたいなものをこの３年間かな、発

行してるんですわ。高齢者福祉課から出てるんですが、よく分かるようにあえてやって

る。その中で１本の柱は、ボランティア来てくださいていうの必ず書いてるんですわ。 

だけど、この３年間でそれに対して問い合わせは２件です。それでその後、あれこれ

いろんなところで活動しながら、ボランティアやらんって言ってあげてるんです。それ

で、先ほど言われてたように趣味に没頭しとることもあって、私は能をやったり、彫刻

を彫ったり、そんなことをやりながら、このいろんな活動をやってるんですが、そうい

うところで会う人たち、あるいは災害ボランティア以外の人がカッと集るんですね。 

私も東北行ったり、東紀州行ったりしてるけど、そこで飯食ったりバスの移動の中で

喋ったりしてると面白がってはくれるんだよ。この介護に関するボランティアを、ほん

で１年行ってみいやと言うと「うーん」と唸ってしまう。 

私は、１つの面からしか見てないのかもしれないけど、いきいきサロンをやられてる

方とか、いろんなところでやられてる人がいるであろうとは思うんだけど、さっき言わ

れてるように、趣味の世界にいったりして、どう見ても暇だろうにと思いながらも、何

もせえへん、そういう人たちがたくさんいる中で、それをボランティアおいでよって、
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私たちでやりなさいっていうのは、そら無理やろなという気もするんです。それと同時

に、地域でみんなでやっていこうよ。行事じゃなくて、日常活動としてやってけよと言

うのは分かる。行事でやるのは「であい」を始めいろんなことを私も田んぼの真ん中に

住んでるんで、いっぱいいろんなことをやってますわ。そういう時には全員がちゃんと

集まるんだけど、そう強制されない時、誰も誰もやったりもせへんいう状態であるのに、

それをボランティア中心に、地域中心にやってけ言うたら、よっぽど何か別のことを考

えないと、その暇人をかき集めることにはならんだろうなというのと、その地域中心の

ほうが言葉としては合ってるような気がして、ボランティア言われると今まで私が話し

てきた感じでは、すごい身構えてしまう。だから、もうちょっと言葉も変えて、同時に、

その日常的にやるシステムを別途考えないと、誰も向かないんじゃないかなあという気

がします。だから、それは集める方法を少し考えないと。 

私、実をいうと社協の臨時職員でもあるんですわ。介護相談員とかジョブサポーター

とかいうようなことをやってて、それをやってたもんで、ひょんなとことでルートを変

えて、無償である人の見回りやってくれや、見守りをやってくれやと言われて、毎日の

ように行って買い物したりしてたことがあったんですよ。楽しいですね。正式にやるや

つは報告書書けだとか、これはやっちゃいかんとかうるさいこといっぱい言われるのに、

その報告も要らない。そうやって社協に行ってるから、あの人元気でしたよって言うだ

けで済んじゃう。そういうことすごく楽しいのに、ボランティアっていう形がこう来る

とその楽しさがなくなってしまう。というようなことがあって、もうちょっと何か考え

ないと、ただ単にこの表にボランティア主体にとかっていって書かれても、それはやる

気になれんなあという気がします。すいません、長々と。 

 

副委員長：   患者さん診てますとね、定年退職をしていろいろ趣味を持っている人は結構趣味して

るんですけど、この何をしたらいいか分からないって人、結構いるんですよね。ボラン

ティアていういう言葉にも関心を持たれる方は、まだ委員さんのようにいろいろ行動的

なんですけども、それすらもしない人間もいますので。 

       上手に募集すれば、ほんとうの暇人が集ると思うんですけど。 

 

委員：   はい。 

 

委員長：   では、委員を最後のご意見にさせていただきたいと思います。 

 

委員：   すいません。まだ暇人っちゅうのは絶対おりませんわ。定年退職して、医者にかかっ

ている間はまだよろしいねん。指示待ち人間が多いんですわ。 

     「ああしてください」こうして「お願いします」っちゅうてお願いしたら動いてくれん

ねん。そんな暇人ちゅうてる発言と全然寄ってきません。 

      これひとつ協力して「こういうことお願いできませんやろか」言うたら、ほんであん

たらの顔立てて「ほんだら、行こか」と、こうなるんですわ。やっぱり、その持ってい
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き方やと思うんですわ。そういうことです。 

      先生にたてついてるわけじゃないけども。 

 

副委員長：   いえいえ。 

 

委員長：   では、最後に委員のほうからお願いします。 

 

委員：   ボランティアのことは、またおいおい皆さんと一緒に話しましょう。この伊賀市にお

ける総合事業ということで、今度から市町村事業として始まるんですけども、       

一番僕、心配してるのはケアマネジメントなんです。ケアマネジメントどうすんのよ

という問題があるんです。おそらく１人の介護者、あるいは地域を見た場合にですね、

１人のケアマネジャーが、その人のマネジメントをどうするかっていった時の特に地

域の通常、例えばサービスのＡ・Ｂある。しかし今度、このもう１つ介護保険の制度

がある。それをどううまくつなぎ合わしていくかちゅうことが今度は求められるわけ

ですから、そのことを抜きにしてマネージメントできないんです。 

       ですから、この制度を上手くするには、上手く活かすにはやっぱり、ケアマネジメ

ントをしていただく皆さんをどう養成するか、そういうケアマネジメントが、のケア

マネジャーが地域とどういうような関わりを持つかということの部分を含めての完成

されないと上手くいかないということが非常にこのおっきな課題になると思いますの

で、ちょっと皆さん頭に置いてていただきたいなあと思います。以上です。 

 

委員長：    ありがとうございました。ケアマネジメントが重要な課題になるであろうと、地域

との橋渡しも含めてということでご意見をいただきました。 

        新しい総合事業については、他の市町も非常に苦労しているというふうに伺ってお

ります。高齢者施策として具体的に考えていかなければならないことですので、今後

継続的に審議していきますが、今日、言い足りなかったとか、あるいはもうちょっと

このへんをていうことがありましたら、以前にもありましたように、ご意見・ご提案

シートっていうのがありますので、またそちらのほうに、ご意見、ご提案を書いてい

ただければというふうに。 

        他に、これだけは言い残しましたとかありますでしょうか。 

         

委員：    いや、ちょっとあまりねえ、詳しくないもんで分かりませんけども、結局市町村の

地域支援事業というのは、いわゆる、ここの何とか委員の皆様がおっしゃられている

ボランティアっていうこと、その自助努力も含めてやけども、自分たちの市で、市の

中で起こったことは、その市で解決、市町村で解決してくださいっていうふうなたぶ

ん話やと思うんですよ。そしたらそのボランティアというもの、いろんな方がこの伊

賀市でもお見えですので、もしご協力いただけるにしてもですね、１つのそのボラン

ティアの形態とか、それからボランティアを受けはるその人たちにやはり、その１つ
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のルールをね、やっぱりその市のほうで作っていただいて、やっていただくと違うん

かなあと思いますよ。っていうのは、まちまちでみんながバラバラのことでボランテ

ィアやってるほうは、こんだけやってんのにで、ボランティアを受けてはる人は、な

んや、こんだけしかやってくれへん、たぶんそういう行き違いでややこしいこと起こ

ると思うんで、線引きのルールをやはりきちっとして。 

      それと、そのボランティアの形態は、ここまではできますっていうことを、ハッキリ

と明示する必要性はあるかなあと、それとあとお互いが承諾を得るっていう形の何か

の契約をね、こんなん言うたら水臭いですけれども、やっとかないと後でやったわ、

トラブル、グチャグチャなってボーダーラインが分からないっていうふうな活動やっ

てたんではたぶん続かないと思うんで、それはちょっと思いましたんですけど、だか

ら、私も会として出てきてますんで、個人の想いはあります。いっぱい意見はありま

す。持ってますけど、会ということを考えて、念頭に置いて、そして会員の先生方の

いわゆるその日々の診療の中で、どれだけ時間を割けるかとかそんなこともやっぱ全

部考えないとあかんので、今軽々しくこういうこととかっていうことが、想いが個人

的にあったとしても、ちょっと言えませんのであれですけど、そこの線引きをきちっ

とやっていただくということと、あとはやっぱり、こういうなん出てきてる団体の方

もお見えですのでね、そこへ働きかけてやっていくというのも、いわゆるそのお金の

絡みがある事業、お金の絡みがないボランティアの事業いうのも働きかけをしてみる

のが一番いいと思います。話がしやすいです。 

       ・・・そうでないと、なんにも言えないです。はい。それだけです。 

  

委員長：    はい。委員ありがとうございました。ボランティアの活動に関しての１つのご意見

ということで、事務局のほうにだったかと思います。 

        では、事務局のほうから何かありますでしょうか。 

 

課長：     貴重な意見、大変ありがとうございました。確かにこの総合事業、地域支援事業につ

きましては、私たちもまだどうすればいいのかっていうことで毎日悩んでいるところで

はございます。 

        ただ、委員長さんおっしゃっていただいたように、サロンは大きな資源であるとは考

えております。ただサロンを開催していただいている方に、負担をかけるような方向に

向いてはならないと私たちも考えております。ですから、その今サロンを開催していた

だいている方が何が負担になって、どうすれば、どこを私たちがお手伝いできるのかっ

ていうことを今、考えているところでございます。また、こういうことが行政でやって

くれたらいいのにっていうようなことがあれば、またお聞かせいただけたらと思ってお

ります。 

        ありがとうございます。 

 

委員長：     ありがとうございます。今日言い足りなかったこと、ご質問とかご意見ありまし
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たら「ご意見・ご提案シート」っていう形で。 

 

課長：     すみません。本日、「ご意見・ご提案シート」を付けるのを忘れております。申し

訳ないですが、何か紙に書いていただけたらありがたいんですが。 

       申し訳ございません。 

 

委員長：     では、これで平成 26 年度の第２回伊賀市高齢者施策運営委員会を終了いたしま

す。皆さんありがとうございました。 


