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第２回 伊賀市高齢者施策運営委員会 会議録 

 

                               日時：平成２３年７月７日（木） １４：００～ 

場所：大山田福祉センター ふれあい広場 

 

所属等 名 前 所属等 名 前 

市田 正史 堀井 博文 

大越 扶貴 森永 弘昌 

澤野 としみ 

委員 

藪内 勝 

菅原 直人 介護高齢福祉課 清水 健司 

杉森 吉祥 中 ひとみ 

田中 哲生 
介護事業係 

川口 光博 

中林 豊 高齢福祉係 森 義尚 

中森 あつ子 矢谷 恵津子 

子日 光雄 

地域包括支援センター 

二階堂 樹 

橋本 久美子 （株）エディケイション 大野 

出

席

者 
委員 

服部 明  

 

（協議内容） 

事務局： 

平成 23 年度の第 2 回の高齢者施策運営委員会を始めさせていただきます。 

本日の運営委員会でございますが委員 19 人中、ご出席いただいている方 12 名でございますの

で、会議が成立していますことをご報告申し上げます。 

それでは、事項書に基づきまして進めさせていただきます。事項書の 1 番、挨拶ということで、

大越委員長様どうぞよろしくお願いします。 

 

１ あいさつ 

委員長： 

皆さん雨の中、足を運んでいただきましてありがとうございます。前回私、仕事の都合で欠席

をいたしまして、本当にご迷惑をお掛けしました。第５期介護保険事業計画なのですが、今年第

４期の見直しをしつつ、第5期の計画を立てるという年度入っておりますので、皆さんの協力なし

では進められなくなります。どうぞよろしくお願いします。 

所属を忘れておりましたが、三重県立看護大学の教員です。どうぞ、よろしくお願いいたしま

す。 

 

         事務局： 

           ありがとうございました。それでは引き続きまして、大越委員長さんの方に、議事進行の方をお

願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。 
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委員長： 

  事項書に基づいて議事を進行させていただきたいと思います。最初に「介護保険法等の一

部改正の概要について」ということで、お手元の資料を、ご覧いただきながら、事務局の方でご

説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします 

 

事務局： 

失礼いたします。お手元の資料を見ていただきまして、説明の方をさせていただきますのでよ

ろしくお願い申し上げます。 

「介護保険法等の一部を改正する法律」が6月15日の参議院本会議で可決され、成立されま

した。「第５期伊賀市介護保険事業計画」の策定にあたっては、この新たな制度の枠組みで検

討していかなければなりません。 

そこで、今回の制度改正の概略について説明させていただきます。法改正の特徴は、高齢者が

地域で自立した生活を送ることができるよう、「医療・介護・福祉・住まい」に関するサービスが切

れ目なく提供される「地域包括ケアシステム」の実現に向けた取り組みを進めるもので、新たな

地域密着型サービスの追加や介護予防事業の再編など、市の役割がより重視されるものとな

っています。 

 

１つ目に「医療と介護の連携の強化」ということで、その中で医療・介護・予防・住まい・地域支

援サービスが連携した「要介護者等への包括的な支援、地域包括ケアを推進する。 

また、日常生活圏域ごとに、地域ニーズや課題と把握を踏まえた介護保険事業計画を策定。

地域ニーズや課題を踏まえた事業計画の策定。単身・重度の要介護者等に対応できるよう、24

時間対応の定期巡回、随時対応サービスや複合型サービスを創設。   

保険者の判断による予防給付と生活支援サービスの総合的な実施を可能とする。 

介護療養病床の廃止期限、平成 24 年 3 月末日を猶予する。 

次に、２番目といたしまして介護人材の確保とサービスの質の向上といたしまして、介護福祉

士や一定の教育を受けた介護職員等による、痰の吸引等の実施を可能とする。  

介護福祉士の資格取得方法の見直しを延期する。 

介護事業所における労働法規の遵守を徹底、事業所指定の欠格要件及び取消要件に労働

基準法等違反者を追加。 

公表前の調査実施の義務付け廃止など介護サービスの情報公開制度の見直しを実施する。 

３つ目に高齢者の住まいの整備等です。有料老人ホーム等における、前払金の還付に関す

る利用者保護規定を追加する。 

４つ目、認知症対策の推進ということで、市民後見人の育成及び活用など、市町村における

高齢者の権利擁護を推進、また市町村の介護保険事業計画において、地域の実情に応じた認

知症支援策を盛り込む。 

５つ目といたしまして、保険者による主体的な取り組みを推進。介護保険事業計画と医療サ

ービス、住まいに関する計画との調和を確保する。地域密着型サービスについて、公募・選考に

よる指定を可能とする。 

６つ目、保険料の上昇の緩和。都道府県の財政安定化基金を取り崩し、保険料の軽減など

に活用等があげられております。 
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改正する法律の主なものとして、24 時間対応で行う「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」

や、訪問看護と小規模多機能型居宅介護を同一の事業所で運営できる「複合型サービス」など、

新たな地域密着型サービスの創設が盛り込まれました。 

また、介護予防及び日常生活支援のための施策を総合的かつ一体的に行うために、地域支

援事業として、介護予防・日常生活支援総合事業。介護予防ケアマネジメント事業を行うことが

できるものとするとされました。 

まず、新しいサービスの 1 つ目として、訪問介護と訪問看護の両サービスを 24 時間体制で提

供する「定時巡回・随時対応型訪問介護看護」が創設されました。具体的には、訪問介護と訪

問看護が連携しながら短時間の定時巡回を実施すると同時に、利用者からの要望に応じたサ

ービスも行われます。サービス提供体制については、1 事業所に訪問介護と訪問看護を併設す

る方式でも訪問介護事業所と訪問看護事業所が緊密に連携を取り合いながら提供する方式で

も良いとされています。単身の方や重度の要介護者が自宅で生活できる可能性が高まるものと

して非常に期待されています。 

次に「複合型サービス」についてです。訪問看護と小規模多機能型居宅介護など、複数の居

宅サービスや地域密着型サービスを組み合わせて提供する複合型サービスを創設することに

より、利用者は必要に応じて柔軟に医療ニーズに対応した小規模多機能型サービスなどの提

供を受けられるようになるほか、事業者にとっても柔軟な人員配置が可能になる、ケアの体制

が構築しやすくなるという利点があります。 

また、介護予防サービスや配食・見守りといった日常生活支援サービスを総合的に実施でき

る「介護予防・日常生活支援総合事業」を創設。しかし事業の導入は市町村の判断に委ねると

いうものです。事業を導入した市町村においては、市町村の地域包括支援センターが利用者の

状態像や意向に応じて、予防給付で対応するのか、新たな総合サービスを利用するのかを判

断し、利用者の状態像や意向に応じて、介護予防、生活支援、権利擁護、社会参加も含めて、

市町村が主体となって総合的で多様なサービスを提供しなければなりません。 

本事業については、現在、国が対象者の状態像に関する指針やサービスの基準を検討して

いるところであり、今、分かっているところだけで、方針を決定するのは難しいと考えています。

今後、事業の詳細が明らかになってきたところで、方向性を決めていきたいと思います。いずれ

にしても、利用者に混乱が生じることなく、サービスの低下を招くことがないよう、利用者本位の

視点で検討していきたいと考えています。 

これらが主な改正点となっておりますが、新たなサービスについては、具体的な内容や報酬

体系については決まっていないところもございますが「第５期介護保険事業計画」を策定していく

上で、今後、伊賀市として必要性をご協議いただきたいと思います。 

以上で、議事の１「介護保険法等の一部改正の概要」について、ご説明を終わらせていただ

きます。 

 

委員長： 

ありがとうございました。お手元の資料を見ながら、今のご説明にありました介護保険法等の

一部改正の概要について、突然「ご意見はありますか」と言われても、ご意見・ご質問等という

のは非常に難しかったかなと思うのですが。 

比較的重度者、あるいは医療ニーズの高い方に対して、こういった方向で行きますというとこ
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ろから、あるいは単身であるからとか、世帯の構造とか、医療ニーズの高い方に関して手厚い

サービスというか、統合的なサービスというような形になってきたのかなとは思いますが、皆さん

の中でご意見をお願いしたいと思います。ちょっと理解がしにくかったというところでも構いませ

んので、よろしくお願いします。 

 

副委員長： 

 非常に難しい一部改正になったと思いますが。恐らく国のほうも施策として、非常に苦渋の段

階でこういうふうなことを決めてきたと思います。というのは、療養型病床等を廃止するというこ

とが前提の基に吸痰というのが恐らく、介護の方から出てきたと思うのです。 

ところがその次、胃ろう等にもこういう措置が緩和されてくる可能性があると思います。正直言

いますと、この寝たきりの要介護者が、非常にそのリスクが高まっているという。聞いている話は

いいのですけど、吸痰が介護の人がやってもらえる、しかしこれ実際問題、吸痰というのはスム

ーズに行けばものすごく、効果的な処置になりますが、一つ誤ると命に関わることも起こってき

ます。今、気管切開等のことまで触れられてないと思いますけれど、医療人がやっていてもそう

いう事故が起こります。ある時、その器具によって壊死に陥っていた気管支が、血管と大動脈破

裂というような症例も実際大学で、私、直接じゃないですが、経験しておる症例も見ております。 

もう 1 点、その吸痰というのは、非常にそういう危険をはらんでいるということを、恐らくこのま

まで行ったら、「していいですよ」というふうな結論になって行くかと思いますが、少なくとも伊賀

市においては、そういう危険は、含んでおるのだということをやはり周知徹底していくことが 1 点

必要である。 

まだ、胃ろうの方は出てきていないですが、恐らく次の段階として胃ろうって言うのですか、いわ

ゆる径腹的に、経管栄養を腹腔壁から入れるのも、許されてくるかもしれません。 

しかし、特に心配なのは経鼻って、鼻から入れる時には、恐らくは器官に入ってしまう。ちょっ

とした嗚咽というか「おえっ、おえっ」ということで、器官に逆流してしまう。そのチューブがそうす

ると、これ殺人的な行為になってしまう可能性があります。その解剖的、あるいは機能的なこと

を解っておるのは、今のところ医者と看護師さん。そういうどこに、このチップの先があるかとい

うのを確認できないと、本当にそういう事故が起こってくるのを、伊賀の方で少なくとも、そういう

事例が発生しないことを願っておるだけでございます。 

一部改正ですので、もう決まるのでしょう。そうやって認められているのですよね。だから今、

とやかく言ったってどうしょうもないのですが、正直言いますと、伊賀で事例が発生して、マスコミ

誌上を賑さんようなことを願うばかりでございます。以上です。 

 

委員長： 

ありがとうございました。委員の方から介護人材の確保とサービスの質の向上というところで

介護職員等による痰の吸引のリスクについて、伊賀市としてもきちんと検討しておくということと、

口の中を引くのと、ここに気管といって穴を開けて、そこから引くとかいろんな状況がありますの

で、そういうことも含めて、十分な検討が必要だというようなご意見をいただきました。 

他に何かご質問ないでしょうか。私自身が危惧しているのは、この４番の市民後見人っていう

のが、具体的に本当に市民後見人をされる方の中から、どれだけ人材確保ができるのかという

ことと、それからそのきちんと教育プログラムのようなものがあるのかどうか、先程の痰の吸引と
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一緒なのですが、教育を受ける、受けた看護職員等になっていますが、この市民後見人におい

ても育成、活用っていうように育成は書いてあると思うのですけど、ここのところも弁護士であっ

ても色んな事件を起こすような時代ですので、非常にここのところも不安だというふうに考えてお

ります。 

 

委員： 

聞かせていただきたいのですけども、今回の改正の目玉的なものに 24 時間対応の巡回サー

ビス、これが大きな目玉になるのかなと思っているのですけれども、これは今現在、施設入所が

なかなか、進まないというとこで、いっぱいですのでご希望の施設に入れない待機者が伊賀で

はどれぐらいいてくれるのかなというのが一つです。教えていただきたいなと、思っているので

す。 

私ども福祉施設をやらせていただいていますけども、300 人とかそういう申込みを頂いていま

すけれども、実際は重複して申し込まれていたり、待ちきれない人は老健さんの方へ行かれた

り、またお亡くなりになられたり、色々あって、今現在で、「順番が来ましたので」と連絡させても

らっても、必ず 1 番の方が入られるっていうのはほとんどないのです。 

３人、４人、５人と連絡させていただいて、入られる方が出てくるのですけれども、そこで伊賀市

の今の実態は、どんな感じなのかなというのが、１つ分かったら教えていただきたいのと、やは

り、この 24 時間対応っていうのは難しいと思うのです。実際問題、24 時間ヘルパーさんが、今で

も職員がいない状態で、本当に 24 時間夜も出て行くヘルパーさんを探す。また、まして看護師さ

んもいるとなると、これはなかなか難しい問題かと思うのですけれども、実際できるでしょうか。

そんな状況を思っています。 

 

事務局： 

現在、直近のデータで特養の待機者は、重複せずに約 700 人の方が待機されております。待

機されている人なのですけれど、介護度に関係なく、軽い人も重い人も含めて、全てで約 700 人

でございます。 

 

副委員長： 

介護度別に分かりますか。 

 

事務局： 

今日、資料を持ってきておりませんので、この時間内に資料を整えご報告させていただきま

す。 

先程言われました巡回型の訪問なのですけども、夜間対応型訪問介護というのが平成 18 年

から新しいサービスとしてあるのですけれども、伊賀市の方では、それもまだ実施されておりま

せん。県内の方も調べてみたのですけども、夜間対応型訪問介護をやっているところは、三重

県内で４ヵ所ぐらいしかございませんでした。 

隣の名張市さんが、今年の４月から始められたとお聞しているのですけども、実際にどのように

動いているのか、まだ確認できておりません。 

 



6 

副委員長： 

４ヵ所の中に、名張市も含まれているのですか。 

事務局： 

はい、名張市も含みます。 

 

副委員長： 

24 時間って言ってました？ 

昨日僕、ちょっと聞いたのですけども、と言いますのは、医療の在宅の方で、24時間対応がで

きる在宅療養支援診療所的なものだったら、24 時間対応をしなくてはならないことになっており

ます。それで、点数も非常に高くなっております。亡くなられた時も、非常に一桁違うくらいの死

亡診断書料です。昨日聞いた話では、やってない様なことを聞きましたけども、少なくとも医療だ

けか分かりません。 

だから、在宅で患者さん、入院から退院する時のその在宅のケアを医師会のドクターも登録

制で対応していくというふうなことで、これ 24 時間でスタート。少なくともそういうふうなことを聞い

ております。点数も恐らく 24 時間対応の在宅療養支援診療所的なことは「やらない」、「やれな

い」というふうに聞いております。 

恐らく伊賀の方も、もう 1 つの会議で医師会の方からそういうふうなことを言われ掛かっており

ます。少なくともそれは非常に難しい。24 時間、国のお偉い方は医者も看護師さんも、介護人も

夜仕事してないみたいなことを言われる発想からこういう風なことが出とると思うのです。24 時

間対応は、非常に難しい。 

 

事務局： 

今のご説明で若干補足をさせていただきます。今、三重県内で４ヵ所と申し上げました。名張

市を含め４ヵ所と申し上げましたのが「夜間対応型訪問介護」で、あくまでもヘルパーさんの部分

のみで、委員おっしゃった通り、医療の部分とか看護の部分とか全く含まれておりません。 

これにつきましては、この５期の改正で出てきました、随時訪問の、要は、訪問介護・看護とはま

た異なるサービス体系で、この夜間対応型訪問介護についても、三重県下で 4 ヵ所のみの参入

となっております。また、委員からご指摘のありましたとおり、伊賀市の現状としては、訪問看護

の供給量も大変少ない現状になっておりますので、国が言っている随時訪問型の訪問看護・介

護を導入するというのは、まずそのマンパワーを確保という部分で難しいかなというのが、率直

なところです。 

それから、国が示していますモデルがやはり都市型で、ある程度、そのサービスを使われる

方が固まった所に集中して住まわれているというのが、国はいつも中学校区ぐらいがモデルと

言うことをおっしゃるのですけども、伊賀市の場合の中学校区と、東京の中学校区というのは、

もうはっきり言って、伊賀市で中学校区といえば、旧の青山町とか全てが中学校区ですけれども、

東京の中学校区は４キロ四方ぐらいで皆、徒歩通学というような中学校区になりますので、経営

モデルとしても、かなり成り立つのは難しいのではないかというふうには考えております。 

ただ、これから委員会でのご議論を経て、計画にどのように位置付けていくかというのは、ご

検討いただきたいと思っております。以上です。 
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委員長： 

ありがとうございました。イメージ的には、常駐オペレーターというのは、119 番の救急車のオ

ペレーターというイメージで、そこでスクリーニングをして、必要な方にきちんとホームヘルパーさ

んを派遣したりということなのですが、多分課題になっていくのが、定期巡回というよりは、随時

対応で、世田谷モデルではないですけど、東京都世田谷区の方でやっているのですが、排泄の

問題で、お声が掛かる場合が非常に多い。排泄でちょっと「おしっこが行きたいから」とか「ちょっ

と漏らしちゃった」ということで、大体目安にしているのがコールされてから 15 分以内に到達する

ということがその相手のニーズを満足させるというようなことまで出されておりまして、おっしゃっ

ていたのは、やはり先程、包括の方からお話しがありましたようにあくまで都市型だと採算が合

うのだけれども、そうじゃないと、まず 15 分で駆けつけることも難しいし、ニーズに沿えないという

ことを課題として出されておりました。補足です。 

委員よろしいでしょうか。他に何か。 

 

委員： 

５番の②ですが、地域密着型サービスについて、公募・選考による指定を可能とすると出され

ているのですけれども、こちらの方でも候補者の選考とかは、やっていますけれども、今の制度

とどう違うのですか、私らここでのことしか分からないので実際、私たちが、選考等させてもらう

のですけれども、それとどのように変わるのかが、実際仕組み的にはどう違うのかを教えていた

だきたいと思っています。 

 

委員長： 

事務局、よろしくお願いします。今、伊賀でやっている公募選考という仕組みと、県が保険者

である主体的な取り組みの推進、５番の②。地域密着型サービスの選定方法について何がどう

違うのか、ご説明をお願いしたいと思います。 

 

事務局： 

伊賀市の方は、公募・選考による地域密着型なのですけれども、公募選考はもう既に始まっ

ておりまして、今やっている現状と変わりはございません。伊賀市が先に、もう既に始めていると

いう現状でございます。 

 

委員： 

分かりました。 

 

委員長： 

ありがとうございました。他にご質問がなければ先に進めさせていただきたいと思います。 

また、ご質問がある方は事務局の方に、ファックスなり何らかの形で、ご質問をしていただきた

いと思います。少し言葉が難しかったり、仕組みが難しかったりしますので、私たち自身がこれ

を十分理解したうえで進めていく必要がありますので、どうぞご質問等、事務局に依頼をかけて

いただきたいという風に思います。 
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では、続いて『高齢者実態調査』における課題を解決するための施策の方向性について、ま

た事務局の方からご説明をお願いしたいと思います。資料はこの計画の骨子というものになり

ますので、こちらの方をご覧になってください。よろしくお願いします。 

 

事務局： 

今年１月に実施した『高齢者等実態調査』の結果では、多くの高齢者が心身の状態などに関

わらず住み慣れた自宅での生活を希望していることが分かりました。 

また、独り暮らし高齢者や高齢者のみの世帯の増加により、たとえ介護が必要な状態でなく

ても食事や外出など、日常生活に不自由を感じている人が増えていることも分かりました。 

伊賀市の総合計画では、平成 28 年の目指すべき市の将来像を「人が輝く 地域が輝く 住み

よさが実感できる自立と共生のまち」と定め、市民と行政による協働のまちづくりを基本理念に

挙げています。第５期の基本理念は第４期の理念を引き続き、調査から出てきた課題を踏まえ、

委員の方々の思いを聴き、方向性、解決路を決定していきたいと思います。 

それでは、課題１の方から説明をさせていただきます。課題１、ひとり暮らし高齢者・高齢者の

みの世帯を支えるということで、ひとり暮らし高齢者や高齢夫婦世帯の増加や、高齢者が日中１

人になる日中独居の増加により、介護が必要になっても、日常生活を送る上で何ら不自由を感

じている人が多くいるものと推測されます。市としては、公的な見守りによる支援体制を確立す

る必要があります。 

解決するための方向性として、その下に書かれております高齢者の安心見守りネットワーク

の推進、生活支援サービスの充実、権利擁護サービスの充実などが考えられます。 

次に課題２、誰もが社会参加しやすい環境づくりです。高齢者にとって自動車は重要な移動

手段となっております。自家用車を持たない方、また運転者が身近にいない人にとっては、公共

交通機関が少ないことが外出の妨げとなっております。高齢者の社会参加を促すために移動手

段を確保するということが市としては、必要となってきております。 

また、伊賀市ではユニバーサルデザインの視点でまちづくりを進めています。今後も、引き続

き推進を進めていく必要があります。 

その方向性といたしまして新たな移動手段の確保、外出に関する支援、ユニバーサルデザイン

のさらなる推進などが挙げられております。 

次に課題３、高齢者の力で地域に活力をということで、高齢者が地域において経験や知識を

活かして活動できるような支援が必要です。高齢者は支えられるだけではく、高齢者は地域を

支える、もしくは高齢者同士で支え合おうという視点で、高齢者施策を検討していく必要がありま

す。 

解決するための方向性としてはシルバー人材センターの充実であるとか高齢者ボランティア

の推進、高年齢者がこれまで培ってきた知識や技術を活用できる仕組みの充実が挙げられて

おります。 

次に課題４、住民による支え合いの体制づくりです。支援を必要とする高齢者が安心して生

活できる街をつくるには地域住民同士の支え合いが必要不可欠です。しかし、少子高齢化の推

進、世帯人員の減少、価値観の多様化などにより本来の見守り、助け合いの力が確実に低下し

ていることは確実です。住民による、支え合いの体制作りを推進する必要があります。 

その方向性として地域福祉活動のさらなる推進、高齢者あんしん見守りネットワークの推進
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が挙げられます。 

次に課題５、日々の交流を中心とした効果的な介護予防活動です。日頃から行っている介護

予防の取り組みとして、食事・栄養に関する配慮や、定期的な健康診査などにも、友人・知人と

の交流を望んでいます。認知症の予防やひきこもりの予防なども念頭に置いて、身近な地域に

おいて、高齢者が気軽に参加できる交流の場づくりを進める必要があります。 

それには、身近な場所における地域ぐるみの介護予防事業、ふれあいいきいきサロンとの連

携などが挙げられます。 

次に課題６、高齢者の視点で不安のない地域づくりということで、日頃生活で不安に思ってい

ることは、自分と家族の健康状態についてが圧倒的に高くなっております。高齢者施策が目指

す目標は、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けることであり、その実現のためには、保

健・医療・福祉の施策を今以上充実していく必要があります。 

また、安心という意味では、災害時の支援体制の確立も含め、不安のない地域づくりを高齢

者支援の視点で検討していく必要があります。 

そこで安心してできる医療体制の充実、災害時要援護者支援の確立、防犯体制の整備等が挙

げられます。 

次に課題８、必要な介護サービスの整備、地域包括ケア体制の構築を前提に、伊賀市の要

支援・要介護者に向けて本当に必要なサービスは何かを、住民のニーズと介護支援専門員の

意見を基に検討し、提供体制を整えていく必要があります。 

そこで地域包括支援センターの機能・体制の強化、ケアマネジャーの資質向上、地域密着型

サービスの適正な整備、利用しやすいショートステイの仕組みづくり、介護・医療・福祉の連携促

進、安心して利用できる医療体制の充実、高齢者向け住宅の確保などです。 

次に課題９、適正な保険料の設定ということで、伊賀市は介護保険料月額が 4,169 円です。

第４期における全国平均は、4,160 円ですが、国の試算によると、第５期の全国平均は５千円を

超える見込みが示されています。伊賀市においても、介護保険サービスの給付増加により保険

料の上昇は避けられないものと考えられます。必要なサービスが効果的に提供される体制を整

えることを前提に、適正な保険料設定を行う必要があります｡ 

そのためには、客観的なデータによる適正な保険料の設定、効果的な介護予防事業の推進が

考えられます。 

次に課題 10、介護者を支えるというこうとで、介護者は身体的・精神的に大きな負担を抱えて

います。高齢者が高齢者を介護する「老老介護」が増加し、介護者の問題をさらに深刻化してい

ます。介護者にかかる負担の軽減、介護者の高齢化も視野に入れながら検討していく必要があ

ります。 

それには、家族介護者支援の充実、介護技術に関する教育等の充実、相談体制の充実、地域

における見守り体制の構築となっております。 

次に課題 11、認知症になっても安心して暮らせる地域づくりの推進ということで、認知症につ

いては伊賀市高齢者あんしん見守りネットワークの構築など、着実に成果を上げていると考え

ます。例え認知症になっても、安心して暮らせる地域を作るため、地域における見守り体制をよ

り万全にするため、今後も継続的に学習機会を設けていく必要があります。 

それには、認知症理解の推進、認知症サポーターの養成、高齢者あんしん見守りネットワーク

の推進等が挙げられております。 
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最後になりましたが、課題 12、高齢者虐待の防止ということで、高齢者虐待の背景には、介

護者が抱える負担や不安があります。介護される人に認知症がある場合には、虐待の発生リス

クが高くなる傾向が見られます。介護者の負担軽減と認知症に関する知識の普及を進め、虐待

の根本的な要因を減らしていく必要があります。 

それには、認知症の理解の推進、家族介護者支援の充実、高齢者あんしん見守りネットワーク

の推進等が挙げられております。 

以上、12 の課題について、ご説明をさせていただきました。よろしくお願いいたします。 

 

委員長： 

ありがとうございました。只今ご説明がありました「『高齢者実態調査』における課題を解決す

るための施策の方向性」について、何かご意見・ご質問はございませんでしょうか。 

 

委員： 

色々方向性を打ち出されているのですけれども、その中の 1 つでいうと７番と８番で、ページ

が４ページです。一般高齢者では、高齢者向け住宅に対する比率が、10％近くもあり、新たな住

まいの形態を検討していく必要があるということで、その整備方向性ということで、一番最後に高

齢者向け住宅の確保というのが書かれているんですけれども、会議でよく、先程言った新しい必

要な介護に対する、プランニングに対する、行政様の公募と選定しているのですけれども、これ

っていうのは何か別の目的として進めたいと思っておられるのでしょうか。 

例えば具体的にこの確保ということは、市が何かその造りもですね、完全に民間のほうに委託し

てそれを運営して行くとか、第３セプタ－的なものとか、そこが具体的にはもう決まっているのか

分かりませんけども、もう少し具体的なイメージを示していただきたいと思います。 

 

事務局： 

担当の部署とも庁内で協議していきたいと思っているのですけども、市営住宅等も活用してい

ければと思っております。出来るだけ住み慣れたところで、という調査結果も出ておりますし、出

来るだけ住み慣れたところでの住宅の確保ができる方向で考えております。 

 

委員長： 

住み慣れた所での住宅の確保ということで、これから担当部署と、調整していくということなの

ですが、菅原委員いかがでしょう。 

 

委員： 

よろしくお願いしますということなのですけども、あと細かいことなのですけども、高齢者向けと

いうのはどういう、今市営住宅とおっしゃてましたけども、４階、５階とありますけども、うちの施設

利用者さんでも、そういうところの利用されている、通所の方とかおられるんですけども、実際お

迎えに行っても、そこまで利用者さんを上げるというのは、或いは降りていただくとか、そういうこ

とに対して、エレベーターがないので階段で引き上げていく、尚且つ、その方が独歩ができない

場合は、車椅子に乗ったままです。非常に私たち事業者側としましても苦労するところもござい

ますし、そういうところで生活される方も、果たしてそういうところには、今現在申し込みの状況は
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分かりませんし、誰でも申し込めるのか分かりませんけども、そういう形にしましても実際そうい

う所に高齢者の方の申し込みというのは出てくるのかなと、非常に疑問といいますか、今の実態

からするとそういうところがあると言っても、正直あまりないのではないかと思います。 

高齢者向けという先程もユニバーサルデザインということで、出て来てますけども本当にそれに

合えばいいのですが、今おっしゃたことはどうかと感じました。 

 

委員長： 

現実的に、市営住宅を抱えての段差はありますし。今、東日本大震災の仮設住宅じゃないで

すが、違った場所に移動するというか転居するということの、そのリスクみたいなところも、きっと

また別の問題としてあるのかなというふうには思います。 

 

副委員長： 

１点、課題２ですが、やはり誰もが社会参加しやすい環境づくりということで、非常に移動手段

の確保が難しいと思うのです。年いってきますと、まして最近は後期高齢者等の運転免許の書

き換えなんかも、認知症の程度によって免許証が頂けないですので、コミュニティバスなんかが、

充足されてくることを期待する１人なのですが、伊賀市に、市町村合併されました。しかし今、コ

ミュニティバス見てますと、今までの市町村、市と町村が各々にやっておるというだけで、放射線

状にまだできてないと思うのです。まずそれを一番先にやっていただかないと、合併した意味が

ないし、恐らくこれが今後もそういうコミュニティバスの、いわゆる縦横無尽と言ったら、行き過ぎ

か分かりませんが、放射線状に、ある程度その田舎から中央、伊賀市の真ん中まで行ける。 

他の所も町内だけで、そのジャンクションが全く無視されておる状況ですので、できたらここら辺、

加味していただいて、お年寄りが参加できやすい交通網をできましたら作っていただきたいよう

に思います。 

今更もう、公共バスと言ったらいいのか、私的なバスと言うのか、廃線になっていっている所が

非常に多いものですから、年寄りさんは非常に動きにくいというような話を直接耳にしますので、

よろしく。 

 

事務局： 

先程の交通計画に該当すると思うのですが、市としましても２３年度から伊賀市交通計画とい

うか、３ヶ年くらいの計画を立てられました。 

例えば、従来でしたら旧町村の範囲内、行政バスって言うのですけれど、現在もそうなのです

けれど、それだけでは、旧町村の範囲を超えた。例えば、ここ大山田村ですので、直接旧伊賀

町のスーパー、JR 新堂駅のスーパーございます。ああいった所へも買物はいけない。 

また、病院通院ということになれば、当然行政バスは旧大山田村の範囲内ですので、三重交

通のバスを利用しなければならないという状況の中で、時間帯が合わない、行きがあっても、帰

りが夕方までというような中で、一部その可能な範囲なのですけど、中心の方、旧上野市さんの

方でバスの路線を変えたり、そういうことは手始めというか、されているのを聞かせていただいて

おります。 

ただ、まだまだ「三重交通さんなりの路線と競合すると、いかん」というような、こともあるそう

で、幹線と支線のダイレクトと言いましょうか、その辺が企画課の方では、苦労されているという
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のを聞かせていただいております。 

正に交通手段を持たない方への移送と言いますか、それは当然、今後重要かなと、おっしゃる

とおりと思いました。うちの方もそういった交通計画にも注意、注視させていただきたいと考えて

おります。 

 

副委員長： 

課題９にもありますように介護料、これ年々上がっていくと思うのです。と言いますのは、その

交通網を一つ充足していただくだけで介護の無駄、いわゆる通院の「まだ歩けるのになあ」とい

う人の中でも介護タクシーとかそういう、介護保険を使うようになっているのが現状なのです。 

正直言いますと、できるだけ介護料を減らそうと思ったら、そういうのも、手始め的にやっていた

だくのが、恐らく介護料金の負担金を減らしていく１つの手と思います。ただ、バスの方でコスト

かかるかも知れません。 

 

委員： 

東部地区住民自治協議会で健康の駅長会員にもなっております。先般って言いますか、この

前の日曜日に東部地区の健康福祉部が主催ということで健康測定会・体力測定会というのを催

しました。もうこれはずっと定期的にやっていて、１人ではなかなか来ないので、ご夫婦とかある

いは近隣で誘い合って、来ていただくということで、人口もかなり、１万２、３千いるのですけれど

も、その中で毎年、今年は 140 名ぐらいの方が、体力の測定を受けに来ていただきまして、色々

と「自分の体はどのくらいの年齢か」ということのために、血圧やら握力やらその他、色々と測定

いたしまして、その中で特に皆に喜ばれ、「これは毎年計りにいかな」ということを認識していた

だいたのは、骨密度の測定。機械があってそれで計るのですけれども、血液、血管年齢、血液

のさらさら度を計るというようなことです。 

これは、市全体としてもやって来たのですけれども、あまり広域になると「行きぬくい」ということ

もあるし、「知らん人のいる所に行くのもかなん」というようことで、できるだけ地域の近くで個々

にやったほうが効果があるのじゃないかというふうに。 

帰りに、自分が 80 歳であれば、70 歳の体力があるということが分かれば、非常に喜んで帰って

いただく。最高齢の人は 90 歳以上の人が３、４名みえたと思うのです。それは全て自分で、自力

で歩いて、あるいは家族に連れてきていただいた方ばっかりですけど、その中で１つ、毎年やっ

ている中で、先程申し上げました骨密度を測定する機械なんかは、伊賀市というよりは三重県

でも津の健康保健センターまで借りに行くのですけれど。三重県でもなかなか回ってこない。 

課長さん前おられましたので事情はよく知っておられると思いますけども。やっぱり、買おうと思

えば何十万円というような高価なものですので、これはやっぱり、そういう大きな団体で購入して

いただくようなことがあれば、そんな遠い所まで借りに行かなくてもいいし、もし２つあれば、もっ

と早く、1 時に測定開始して、4 時過ぎまでずっと並んでいただくような、もっと早く済ますようこと

ができればいいなあと思って、昨年度の駅長会の予算の中から血管年齢を測定する機械は買

っていただきました。それは仮に、だれでも伊賀市役所で借りられますけども。 

そういったことで、予防については、やっぱり非常に大事なことで、寝たきりになったり、介護し

てもらわなければならないようなことになる少し前に、住民が支え合うというか、いろんなことで

支え合いながら「気つけなあかんなあ」とか、あるいはここへ、もう１つ食べ物のほうのそういっ
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た講習もしていただければ一番いいなあと。健康推進課の方が２人ほど来ていただきまして、相

談のコーナーも設けました。 

そういったことが、伊賀市全域でやっていただけるようなことになれば、やっぱりこれは、健康に

ついて非常に発達した取り組みになるのではないかというふうに思います。これからもひとつよ

ろしくお願いします。以上です。 

 

委員長： 

ありがとうございました。介護予防の場づくりとか、方法に関してのご提案をしていただきまし

た。 

 

委員： 

私は、介護相談員としてここに参加をさせていただいています。現在、伊賀市に介護相談員、

委託を伊賀市からしてもらって、各特養とかグループホームに、月に 1 回訪問させていただいて、

入所されている方のお年寄りと、色んな問題とかで話し相手とか、主には話し相手なんですけ

れど訪問させていただいております。 

その介護相談員、毎月連絡調整会議という形で、話し合いを持つんですが、その中で施設に入

っている、生活されているお年寄りは、施設の職員の方とすごく良好な関係にはある中で、テレ

ビを見て、共同作業をする他は、もうほとんど「ぼーっ」としているっていうのかな、そういう状態

の日々を過ごされている方が多いです。私たちが訪問させていただいたら、「あなた達と話をし

て、これでスッとしたわ」とか色んな問題提起のない中でも「話し相手になってくれてありがとう」

というお声をたくさんのお年寄りの方から聞きます。そんな中から、入所されて入所間近な時は

すごくお元気で、１年も半年ぐらい経つと段々やっぱり、体も心も衰えてくるっていうのか、「じー

っ」としている方がたくさんいらっしゃいます。 

そういう中で、高齢者のボランティアの推進というのを、２ページの課題３に挙げていただいてあ

りますが、高齢者のボランティアを充実していただいて、いろんなその施設とかお年寄りとの話

し相手を、というような検討っていうのかな。そういうことを市のほうでしていただいたら、施設に

入所しているお年寄り、在宅でのお年寄りの話し相手というのを充実されることによって、介護

予防や保険料の軽減にもなると思いますので、ぜひとも、市のほうで推進をしていただきたく思

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。是非とも市のほうでということなのですが、もう今年計画をこう立てて

いく中に、今のご意見とかを反映。いい形で反映していくのがこの委員会側の責務だと思います

ので、今のご意見いただいたものをいい形で組み込んでいけたらなあというふうに考えておりま

す。他にご質問とか、ご意見のほうお願いいたします。 

 

委員： 

遅れてきましてすいません。課題２で先程、先生からお話があったと思いますが、僕はこのよ

うに考えています。 

実はちょっと遅れたのも、東京のスーパーさんに「スーパーさん、お買物の帰りの送迎サービ
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スをしてください」というご提案をしに行きました。いがまちで統計を取りますと、お年寄り独り暮

らし、二人暮らし、あるいは高齢者のみ世帯のデータを取ってみますと、２つ挙がってきます。 

１つは「病院」と、１つは「お買物」です。それをどういうふうにするかということですが、今行政

バス、あるいは移送サービスを使って病院へ行かれているのですが、それじゃなくて特に移送

サービスですと、全く形を変えた丁寧なタクシーでございまして 1 人・1 乗車・何円です。私自身も

言うようにデイサービスですと、利用者さんからの送迎になります。 

そういう視点でもう一度考えてみる必要があるのじゃないかな。ホテルは利用者さんのためにお

迎えに来ます。ですから、お金については延長線上のサービスとして、そういうのをしてもいいん

じゃないか、あるいは病院もそういうことがあってもいいのじゃないかというふうに、私は思いま

す。それが、最も情報も確かですし、デイサービスの形態については、無駄がないのではないか

というふうに思っています。 

移送サービスも委託から補助に 25 年度から変わろうとしているのですが、やっぱり行政の施

策として、要するに委託から補助に変えたということは、行政責任から逃れたという1 つの証でも

あるわけですけども、逆に僕は施策として、直接的に、例えば利用者さんが移送サービスを業

者さんが利用者さんのために移送するということに対して、やっぱり政策転換をやっていくべき

ではないか、輸送業者さんの雇用というものをひとつ、一理あるのですが、実際その周辺のサ

ービスとして大学病院に入ってくれる、あるいは、グループホームをやってくれるということに対

して運営費を補助していくということによって、社会的な効率も高まる。あるいは、直接的にやっ

ていただくことによって、情報も発信していただける。あるいは、「こっちがいい」ということになる

と思います。 

そういう方向転換を 1 つはやっていくということが大事じゃないかというのと、もう1 つは公共の交

通機関としての行政バスの充実も必要です。やっぱり 1 つのことで全部ができるわけじゃないの

で、1 つの多様な考え方を持っていかないと、せっかく３年近い、行政から例えば移送サービス

のように直接委託できるのですけども、私ども社協はいただいている。それをどう使うかという視

点で、もう一度考え直していただいてもいいのじゃないか、というふうに思っていますし、そういう

ことをやっていくことが必要じゃないかと。特に、課題を持っているのが、重度障がい者ですので、

車いすなしでは生活ができていけないので、そういうグループが集りまして移送サービスでは、

自分らで病院はおろか、自分らのやりたいこともやれない、自分らで車輌を持とうというような動

きを出してもらってます。 

つまり、そういった危機が自分らで自分らのために車輌を持ってやると当事者でやるというよ

うなことも、僕はやっぱり大事だと、財政と行政が支援をしていくかという姿勢も、僕は大事だと

思う。とにかく行政に「頼れ、頼れ」と言うのじゃなくて、やるべきことはしっかり当事者としてやる

ことも必要だろうと思うし、そういうことがやっぱり連携されていかないと、なかなか地域がもたな

いという状況になるんじゃないかというふうに私は考えています。 

それと、もう 1 つ地域包括ケア、もう前から言われていることなのですけども、特に 2012 年度

の介護保険法改正の中で言われているのは、日常生活圏域。つまり福祉圏域の中で自己完結

をするようなサービスをしなさいということですので、少なくとも旧市町村の枠の中で医療とか、

介護とか、あるいは特に日常生活の支援ですね。日常生活の支援がそういう、サービス・生活

支援がないと、どっちみち在宅が守れない訳ですから、そういうものをどう育成していくかという

視点もないと、僕はダメじゃないかと思います。 
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そういうことの延長線上で、例えば比較的元気な方が比較的元気のない方をケアしていく、面倒

を看ていくというシステムを地域でどのようにもっていくかということの構築も大事だと思います。

特に、要支援１・２の人と要介護の人がデイサービスで、ごちゃ混ぜのサービスをしているわけ

ですけども、やっぱり比較的元気で、お風呂もできるだけ入らん人はですね、やっぱり地域のも

う少し元気な人が面倒看ていく。面倒看ていくというか、支えていくという構図も作っていかない

と僕は、それは介護保険の負担にもなってくるだろうし、地域の支え合いっていう部分について

も、いささか心もとないという感じがします。 

つまり言いたいことは、今の介護予防とか、いろんないきいきサロンとか、そういうものも含め

て地域で、どう比較的元気な層を支えていくかという構造を組み立てていくと。バラバラじゃなく

て、地域というのは、煙たい人ばっかりでもないし、日本人ばっかりでもないし、障がい者ばっか

りでもないし、いろんな人がいらっしゃるわけですから、やっぱりその地域のところでどう説明し

ていくか、もう一つ結論を持っていかないことには、なかなか実現できないんではないかというふ

うには思っていますので、具体的な施策の展開の中での、地域に住む者を地域が参加をしなが

ら、且つ、それが結果的に予防になり、それが地域福祉になっていくという仕掛けを、どう持って

いくかというか、それが大事だと思いますので、その点、具体的な展開の中でもう少し分かりや

すいような、具体的に取り組めるようなとこに持っていただきたいというような思いをしておりま

す。 

 

副委員長： 

１つだけ、今、委員の発言に対して非常に賛成なところがありますが、輸送をサービスすると

いうのは、これ医療機関においては許されておりません。そこだけご認識をお願いしたいと思い

ます。医療法上、あんまり芳しくないという指導を受けます。そこだけご認識を、ですのでコミュニ

ティバス等のそういう充実をお願いしているところでございます。以上。 

 

委員： 

失礼します。民生委員のほうから。先週末、こちらにいらっしゃいます課長さん以下、安心生

活創造事業の研修会がございまして、茅野市等からお越しいただいて、伊賀市のほうでも２つ、

この事業にモデル地区として、青山の矢持とそれから旧上野市の西部地区という所が、モデル

になってまして、いろいろ発表もいただいたのですけれども、２つの全く条件の違う過疎の所と、

本当に街の中でもいろんなことで、ご苦労されているということで発表があったんですけども、伊

賀市の中で今こういうことで、他に地域で頑張っていらっしゃるっていうところが沢山あるのでし

ょうか。 

それともう 1 つは、自治協とか巻き込んで、あともう 1 つは、この機会と言ったらおかしいので

すけれども、いろいろ災害時要援護者避難支援プランとか取り組んでいただいてるのですけれ

ども、日中独居っていうのを手挙げ方式で、その中でも一応自分で手を上げてくださいということ

にはなっているのですけれども、そのへんのところというのは、たくさんいらっしゃるかなとは思う

のですけれども、どの程度把握できそうというとおかしいんですけど、お考えなのか、その２点を

お伺いしたいのですが。 
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事務局： 

１点目でございます。先日の土曜日、市内の２自治協議会発表がございました。先程のご質

問でございます。それ以外に、それに類する活動というか、把握というか、直接はうちの課では

やってないのですけれど。私の地元、柘植という所なのです。私も住民自治協議会の会議に入

っておりまして、５つの部会がございます。以前は健康福祉部会に入っておりました。現在は、

人権・同和部会という、行政マンですので、それに入っております。 

見守りの関係につきましては、当然、自治協議会になったということで若干、従来は区というか、

この自治会が基になっております。うちのほうの自治会につきましては、矢持さんの場合、小場

という構成、うちのほうは組というようなことになっておりますので、組長といたしましては、月 2

回ないし 3 回は見守り訪問をやっています。私、組長をやっておりますので、月 3 回は見守り、

年末年始につきましても、ちょっと年始はちょっとだめなのですけど、夜警というようなことをやっ

ています。昔はお風呂なり、釜戸なりというようなものがございました。現在はオール電化という

ことですので、安全とは思うのですけれど、まだまだガスを使っていただいているご家庭もあると

いうことで、そういった大きな組織ではなくて小さな単位からやっていくというようなこと、それと自

主防災組織も現在、私も入っております。給水班というようなことで、うちの家内が班長やってい

ます。 

表には出ないんですけれど、そういうことが非常に昔から続いておるというようなことが現状でご

ざいます。あと、他地域にも当然、自主防災とか大事な部分はあろうかと思うのです。 

それと２点目の災害時要援護者、日中独居、手挙げ方式いうことで、数も今日はちょっと私持

っていないのですけど、かなりおります。 

当然、私の家もおふくろがおりまして、独居でございます。そんな中で、支援者を今、よくうちの

課に問い合わせがございます。「なかなか人に頼みにくい」と、私の地元というか、組の方 10 件

程度あるのですけれど、そのうちの半数以上が災害時要援護者 65 歳以上で対象になっており

ます。 

私は、月２回ないし３回の見守りで支援者については「消防団員を書きなさい。相談は要らない

ので、私に書かんといて」と、それはなぜかと言いますと、私の場合は役所の職員ですので、災

害が起きた場合は、支所または本庁というようなことになっておりますもので、そういう逃げの説

明ではなくて、消防団員必ず戻ってきますもので、そういうことで了解なしにやっております。 

それと、災害時要援護者の台帳作成を今進めているのですけれど、支援の方につきましては、

ちょっと誤解がありまして、「どっちみち、こう助けやないかん」ということじゃなくて、一時立寄所

または避難所に集合した時に、この地域にはどれだけ要援護者の方がお見えというような把握

と、それと災害が起こった時に避難所で確認をすると、確認した消防団で言いますと点呼という

のですか、それをやった中で、「あの方はいない」というようなことで、再度見回りに行くというよう

なことが、本来の意味ということで、当然支援する方が被災される際もございますので、そんな

独身の家族としては、本来支援プランの中身から察しますと、後の事と言うか、災害がもう発生、

発災と同時に「さあ動け」というのじゃなくて、後からというようなことで、東日本の関係もそういっ

た消防団活動をされていたこともあると、それと雲仙普賢岳の場合も、消防団の名前忘れました

けれど、実際そういう形で動かれた。それと、新潟の中越につきましても、このような台帳が役に

たったというのは聞かせていただいております。 
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委員長： 

ありがとうございました。よろしいでしょうか。他にご意見とかご質問がなければ、先に進めさ

せていただいてよろしいでしょうか。 

 今、出た意見のほうに関しては、また計画の中に含めて、議論していくということで、ご了解い

ただきたいのと、一番最初に事項書の中の（1）の所で、現在のその待機者、特別養護老人ホー

ムの待機者の問題で、実態はあったんですが、介護度別の数はというご質問があったと思いま

すので、その資料が今、お配りした資料の通りだそうですが、よろしいでしょうか。 

 

副委員長： 

確認させてくれますか。３番目ですが、入所対象待機者の要介護度の居所で、これ介護５で

いいましたら、居宅というのが本当の入所待機者と、私は思うのです。 

ショートステイと一応、老健療養型に入っているというのは、少なくともこれも待機者になってい

るのですか。だから先程言われたように「待機空きますから、どうですか」と電話かけて、４番目

か５番目ぐらいになるんですよね。私も昔、療養型をやっていた時に、そういうこと多々あったも

のです。だから本当の待機者というのは、入所してたら待機者にならないのと違うのかなと私自

身は思うのです。だから、極端なことを言うたら 259 人が本当の待機者じゃないのですか、だか

ら施設を沢山、補助金出して造ろうというのも手ですが、あと 10 年程でもう満杯、高齢者パンク

してしまうわけですから、私の団塊の世代が 75 歳になったら、悲惨なことが起ることが考えられ

ます。 

本当は、居宅で入ってない人が、居宅待機者と言うのじゃないかなと私は認識しているのすが、

行政ではこういうふうに言われるのですか。 

 

事務局： 

特養申し込んでる方で、サービス使ってる内容なのですけれども、特養申し込まれてる居宅

の方は、居宅で介護サービスを・・・・・。 

 

副委員長： 

老健の待機者っていうのはいるのですか。 

 

事務局： 

老健の待機者はおられます。 

 

副委員長： 

そうでしょう。 

 

事務局： 

数字が、ちょっと分からないのですが。 

 

副委員長： 

それが、どこかへ移転するだけなら本当の待機者じゃないと思うのです。だから家族が困って
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いるから、親が認知症かかってきたから、家族が困るので何とか入所させてやってくださいとい

うのが本当の入所待機者と思うのです。 

これだったら１つの池の中で、取り合いをしとるみたいな段階と思うのです。だから、本当の数値

と言ったら、きちっとデータ整理をしないと、変な方向へ行ってしまうような気がします。 

 

委員： 

これは、各手計算で消えたやつを足した数字ですか。ということは、ダブルでカウントされるこ

とはないのか。 

 

事務局： 

データでやり取りしていますので、名前の確認や重複チェックは確認させてもらっています。 

 

委員： 

島ヶ原のまちづくりの委員でございますが、この居宅の 259 人、例えばこの数字が多くなりま

すと、順番がなかなか回ってこないという不安感を煽るものですから、まだ健全とは言わないけ

ども、まだまだ十分お家で面倒看れる人でも、「もう、申し込んでおかなあかんのや」ということで、

予備軍として言ってる方もあるのじゃないかなと。 

世間で話しを聞きますと「ちょっと早う、申し込んどかんと順番来やへんぞ」ということで、余裕を

持って申し込みをしている部分もあるのじゃないかなと思うのですけど、そのへんはいかがです

か。 

 

事務局： 

はい、実際聞いております。 

 

委員： 

実態は、分からないと思いますけれどね。 

 

事務局： 

ケアマネジャーさんの方からも聞いているのですけれども、順番が回ってきて、「順番が回っ

てきましたよ」というふうにお伝えしましても、「まだええわ」っていう感じで言われる方が、かなり

いるというのは聞いております。 

 

委員長： 

よろしいでしょうか。本当に必要な人が、本当に必要な時に入れるかというところなんだと思い

ます。そのへんのところもまた、考えていかなければならないのかなというふうに思いますが、先

に進めさせていただきます。 

では、事項書３、その他ということで、何か皆様のほうからご意見とかご質問がありましたら、

お願いしたいというふうに思います。時間的には、これがだいたい 90 分を想定していらっしゃる

のだとすれば、もうこのへんで事務局のほうから「何かありませんか」ということになろうかと思い

ます。 
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事務局： 

次回、第３回目の会議なんですけども、ちょっと日程のほうがまだ決まっておりませんので、ま

た委員長さん、副委員長さんの日程を確認させてもらいながら、また国や県の動きも確認させて

もらいながら、日を決めさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

委員長： 

他は、よろしいでしょうか。 

 

事務局： 

先程国と県の動きということがあったんですが、７月 11 日に「全国介護保険担当課長会議」が

ありまして、今回の、制度改正についての詳細な説明がなされる予定です。 

それに伴って７月 26 日に三重県のほうでまた、県が市町の担当者を集めた会議を「伝達会議」

ということで行う予定になっています。恐らく、７月 11 日の担当会議の資料等が出ますと、ちょっ

と今日かなり抽象的で分かりにくかったものの肉付けが出てくると思いますので、また事務局の

ほうから追って、資料等の提供をさせていただきながら、非常にちょっと難解な言葉が多くて、普

段介護保険に接している私たちでも、新しいサービス体系が出てくるたびに、ちょっと混乱すると

ころがあるんですけれども、できるだけ委員会の時には、一定の理解をしていただいたうえで、

充実した議論をしていただきたいなあと思っておりますので、またそういう報道等にも気を付けて

いただければなあと思います。よろしくお願いいたします。 

 

委員長： 

ありがとうございました。追って資料が届くそうなので、皆さんそれで十分読んでいただければ

と思います。 

他に、ご意見とか無いようでしたら、これをもちまして、第２回高齢者施策運営委員会を閉会

いたします。長時間ありがとうございました。 


