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平成２７年度 第１回伊賀市地域密着型サービス運営委員会 議事録 

 

日 時：平成２７年１１月３０日（月）１９：００～２０：３０ 

場 所：ハイトピア伊賀 ４階 ミーティングルーム   

出席者：岩本 昌平 ・ 大越 扶貴 ・ 小田 永 ・ 田中 哲生 ・ 中井 嘉門 ・  

中谷 英子 ・ 中林 豊 ・ 福澤 秀太 ・ 水谷 敬一 ・ 三ツ森 義久 ・  

村田 省三 ・ 山崎 猛夫 ・ 吉藤 寿幸 

事務局：健康福祉部 増田部長 

 介護高齢福祉課 奥課長 ・ 馬場係長 ・ 中島主任 ・ 奥井 

                                   

（協議内容） 

１ あいさつ 

課 長： 定刻になりましたので、ただいまから、平成２７年度第１回伊賀市地域密着型サ

ービス運営委員会を開催いたします。 

私、健康福祉部介護高齢福祉課長の奥でございます。どうぞよろしくお願いいた

します。 

皆様におかれましては、ご多用の中、また、夕刻という会議にもかかわりませず、

ご出席いただきましてありがとうございます。 

地域密着型サービスとは、介護保険サービスのうち、伊賀市が所管するサービス

になっておりまして、この委員会では、主に地域密着型サービス等事業者の指定を

行うことになっています。本日は、介護保険事業計画に記載されています平成２８

年度の地域密着型サービス事業者の公募について、皆様のご意見を頂きたいと思っ

ております。 

それでは、開会にあたりまして、伊賀市健康福祉部長 増田からご挨拶申し上げ

ます。 

 

部 長： 改めまして、こんばんは。大変お忙しい中、また、こうして夜の会議というにも

関わらずご出席をいただきましてありがとうございます。 

     今年度第１回ということなんですけども、聞かせてもらうと、２年ほど前にやっ

たそれ以降は開催されていないということです。新たなそういった事業をする場合

に開催して、エリア設定だとかそういった部分を皆さんにご意見をいただく会議と

いうことでご了解をいただきたいと思います。 

     平素、皆様方それぞれの立場におきまして、保健・福祉・医療・介護に市民の方々、

ご支援をいただきましてまことにありがとうございます。改めてお礼を申し上げた

いと思います。 

     近年、少子高齢化といわれて数年が経ちます。２０２５年問題。いわゆる、団塊

の世代の方が７５歳を迎えるピークになる年、それを見据え、昨年度、この計画を

策定をいたしました。医療介護総合確保推進法も施行され、やはり、地域に必要な
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医療と介護ということをスムーズに、「見える化」の中で支援していこう。     

伊賀市の総合計画の中の、再生計画の中でこの地域ケアシステムの構築ということ

も重点プロジェクトして位置づけられております。そうした中で、医療については

今現在、水谷先生も参画していただいてるんですけども、三重県が策定いたします

「地域医療ビジョン」っていうのが今年度末、策定を予定しております。これまで

２回の調整会議を行って、実は明日、１日の夜、第３回目の調整会議が予定をされ

ております。伊賀市と名張市を含むこの医療圏の中で、住民の方々が望まれる医療

体制をめざして、この３つの大きな病院、上野総合市民病院、名張市立病院、岡波

病院、これらの強みを活かしながら、また機能分担しながら、急性期であるとか回

復期であるとか慢性期、それぞれの役割分担の中で適切な医療を提供できるそうい

う体制を整えていこうというのが、この「地域医療ビジョン」でございます。 

     一方、介護につきましては、介護保険制度が改正がありまして、いわゆる、現在

の要支援１・２の方々が、今後、介護保険に基づいたサービスが受けることができ

ないという状況になった場合、「それぞれの自治体でしっかりとやりなさい」という

ような中で、伊賀市におきましても、これからのサービスが低下しないように、私

どもの行政だけではなくて、社協も含む社会福祉法人、また地域住民の方それぞれ

連携をいたしながら、役割分担をしっかり決めて、地域に合ったサービス提供を一

緒に考えていこうということを目標としております。これは平成２９年の４月から

でございますが、伊賀市の場合は、来年の１０月から段階的に開始をさせていただ

こうというふうに考えておりますので、またそういった協議の場もあろうかと思い

ますので、その節はよろしくお願いをいたします。 

     本日は、議事の中でも６つございます。認知症のグループホームなど、それぞれ

今年度公募をさせていただいて、２８年度の実施に向けて進めようということでご

ざいますので、本日はそういった部分、皆さん方の忌憚ないご意見等をお伺いさし

ていただきながら、こういった事業を進めさせていただきたいと思っておりますの

で、短い時間ではございますが、忌憚のないご意見お願い申し上げて、冒頭でござ

いますがごあいさつとさせていただきます。どうか、よろしくお願いいたします。 

 

課 長： 本日の委員会でございますが、委員総数１４人中、現在、出席者１３名でござい

ます。半数以上の出席がありますことから、伊賀市地域密着型サービス運営委員会

条例第６条２項の規定によりまして、会議が成立していることをご報告申し上げま

す。  

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条に基づきまして、会議の公開を行うこと、また、「審議会等の会議の公開に関

する要綱」第８条に基づく会議録作成のため、録音をさせていただくとともに、作

成した会議録を市ホームページに掲載させていただくことをご了解賜りたいと存じ

ます。 

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
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いいたします。また、会議録作成のため、マイク使用によりご発言いただきますよ

うご協力をお願いいたします。 

それでは、議事に入ります前に、資料の確認をお願いいしたいと思います。まず、

一番上に「事項書」、その次に、委員会の「委員名簿」、資料１、資料２、資料３と

なっておりますが、皆様、お手元にございますでしょうか。それと、１箇所資料の

訂正をさせてください。名簿の中に１２番の村田先生のところの所属団体なんです

けれども、一般社団法人伊賀市歯科医師会が正式名称でございました。それと、役

職名が今現在、会長さんということでございます。訂正のほう、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、よろしくお願いいたします。 

 

２ 議 事 

委員長： 皆さん、こんばんは。師走になろうとしてますけれども、よろしくお願いします。 

この委員会、前回平成２６年１月に開催してから、第６期の介護保険事業計画の

策定などでずいぶん間が開いてしまいました。新しい事業計画に掲載されている地

域密着型の事業者の選定について、よろしくお願いします。 

では、座らせていただきます。それでは、議事に入りたいと思います。 

平成２８年度の地域密着型サービス事業者の公募についての議論をお願いする前

に、その基礎知識として、伊賀市の現状について事務局から説明をお願いしたいと

思います。よろしくお願いします。 

 

事務局： 失礼します、介護高齢福祉課の馬場といいます。座って失礼します。まず、地域

密着型サービスとは何かということについて簡単に説明をさせていただきます。資

料１の４ページをご覧ください。 

地域密着型サービスは、高齢者が中・重度の要介護状態となっても、可能な限り

住み慣れた自宅や地域で生活を続けられるためにするためのサービスになります。 

また、より質の高いサービス基盤を整備するという観点から、施設を整備、運営

する事業者につきましては、公募で募集を行い、伊賀市が選定をすることになって

います。 

この地域密着型サービスの特徴としましては、事業の運営にあたっては、事業者

は地域住民やボランティア団体と連携・協力して地域との交流を図り、また、事業

所が提供しているサービス内容等を明らかにし、地域に開かれたサービスとするこ

とで、サービスの質を確保することを目的として、地域住民の代表者や利用者家族、

行政などで構成される「運営推進会議」というものを事業所ごとに設置しなければ

なりません。 

また、事業所指定は、伊賀市が行います。それと、指導監督も伊賀市が行うこと

になります。また、このサービスを利用できるのは原則として、伊賀市民の方のみ

利用ができるということになっております。 
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地域密着型サービスの種類としましては、その次からの表にあります１から８の

サービス。これが、地域密着型サービスになります。概要については、またお読み

取りをいただきたいと思います。それと、１から８の次に※印で地域密着型通所介

護っていうのが書いてありますけども。これにつきましては、現在ありますデイサ

ービスのうち、利用定員が１９人未満の小規模なデイサービスにつきましては、次

の４月。平成２８年４月から、所管のほうが、今、県が所管しているんですけども、

これが伊賀市のほうに移されて、地域密着型サービスとなる予定になっております

ので、掲載をさせていただいております。 

今回、第６期介護保険事業計画によりまして平成２８年度整備として公募をしま

すのは、先ほどの一覧表でいきましたら、２番。定期巡回・随時対応型訪問介護看

護、それと４番。小規模多機能型居宅介護、それと５番。介護小規模多機能型居宅

介護、もう一つが６番。認知症対応型共同生活介護（グループホーム）となってお

ります。 

本日、この委員会でお決めをいただきたいのは、それぞれの事業者を公募するに

あたりまして、「どこの日常生活圏域で募集をするか」ということについてご協議を

いただきたいと考えております。詳しくは、後ほど説明をさせていただきます。 

次に、伊賀市の現在の状況について説明をさせていただきます。ちょっと資料を

戻っていただきまして、１ページをご覧ください。これが生活圏域別の人口となっ

ております。この生活圏域、どの地区がどの圏域に該当するかにつきましては、資

料２の公募要領（案）の３ページを併せてご覧をいただければと思います。 

９月末現在の圏域ごとの人口や高齢化率、そのほか高齢者世帯の状況や介護認定

者数。そのうち、要介護３以上の重い介護度の方の人数や、認知症が疑われる認知

症高齢者自立度Ⅱａ以上の方の人数を一覧で示させていただきました。世帯数につ

きましては、３月末現在のデーターとなっております。 

それで、まずは高齢化率は今、伊賀市全体で 30.5％になっています。一番低いの

が、上野東南部。一番左ですけども、22.7％。一番高いところになりますと、島ヶ

原の 42.8％となっています。もちろん、この圏域内の地域ごとにみますと、その圏

域の中でも低い地区、高い地区ございますけども、今回は、その公募をする圏域単

位で検討をいただくということにしておりますので、圏域ごとにまとめさせていた

だいております。 

圏域別の世帯の状況をみますと、高齢者のみの世帯、これは、伊賀市全体で 28.0％

になっています。そのうち、高齢者単独世帯。お年寄りの一人暮らしの世帯という

のが 15.7％になっています。ご覧いただくと、上野西部とか上野南部、この地区の

率が高くなっておりますけども、ところが、特別養護老人ホームがこの地区は多い

ですので、その入所者が多いので、高くなっているのが一つの原因かというふうに

考えています。 

それと、介護認定を受けている方を見ますと、要介護認定者率は市全体的で

23.8％になっています。６５歳のうち、介護認定を受けてる方の人数が 23.8％で
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す。ただ、先ほど高齢化率が一番高かった島ヶ原が認定率は 19.5％と一番低くなっ

ています。このため、この圏域では比較的お元気な方が多いのかというふうにも推

測をすることができます。 

それと、この表の一番下、認知症高齢者自立度Ⅱａ以上の方をみますと、介護認

定を受けている方のほぼ半数以上がⅡａ以上、つまり認知症の方もしくは認知症が

疑われる方であるという結果になっております。 

次、裏面をご覧いただきたいんですけども、生活圏域ごとに介護保険のサービス

事業所がどれだけあるかということを示させていただきました。 

上の表が生活圏域ごとに、ヘルパーなど訪問系、デイサービスなどの通所系、あ

とはショートステイなどの短期入所の事業所、自宅でこれを受けるサービス事業所

とか、自宅から通ってサービスを受ける事業所の圏域ごとの数になっています。 

その次の表は、特別養護老人ホームなどの入所系、グループホームなどの入居系

といった、自宅から離れて、その施設に移り住むというような事業所の数となって

います。 

３ページは、その生活圏域ごとの地図に数値を落とさせてもらった表になります。 

ということで、全体的に見ますと、伊賀市では、だいたい 3.3人に１人が６５歳以

上の高齢者になっています。3.5世帯に１世帯が、高齢者のみの世帯。もちろん、

世帯分離をしてる方っていうのも含まれるかもしれませんけども、3.5世帯に 1世

帯が高齢者のみ世帯。6.3世帯に１世帯が高齢者のお１人世帯、独居の家になって

います。施設入所されてる方もおられますし、さっき言った世帯分離っていうこと

もあるかもしれませんので、もう少し比率は少し下がるかもしれませんけども、だ

いたい伊賀市ではおおよそこういうふうな状態となっています。 

圏域別では、高齢者のみ世帯の率っていうのはやはりどこも高くなっていますが、

上野西部、上野南部、島ヶ原、大山田これが特に高い比率になっています。ただ、

青山もですね、桐ヶ丘を抜けばかなり比率が上がるというふうに予想されておりま

すように、圏域でまとめはしましたが、検討の際にはやはり、地区内によっても差

があるっていうことも念頭に置いてもらったほうがいいのかなということも思いま

す。 

また、比率は同じくらいの率になっていても、やはり、実際の人数とか世帯数を

比較しますと、旧上野市の数が多いというのが分かります。 

サービスに関しては、６５歳以上人口や高齢者のみの世帯、または率で高い数値

の割にサービス事業所の数が少ないというのが上野南部地区になってるかと思いま

す。 

また、介護認定数とそのサービス事業所の数っていうのを比較しますと、例えば

上野北部についてはデイサービスが１箇所しかないと、見た目では事業所の数が少

ないようにも感じます。 

ただ、どちらも上野東南部とか上野西部、こちらに隣接をしておりますので、距

離的に近い住所であれば、そちらの圏域のサービス事業所を利用することも可能や
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と思います。 

また、島ヶ原は特に事業所が少ないように感じますけども、介護認定者数も少な

いということ、また上野とか隣の県の事業所を利用することも可能な状態なのかと

いうふうに考えます。 

ということで、以上で地域密着型サービスの概要と、伊賀市の人口とか施設整備

状況について、簡単ではありますけども説明とさせていただきます。公募する圏域

の検討をこれを踏まえてしていただければと思います。よろしくお願いします。 

 

委員長： 事務局の方、ありがとうございました。地域密着型サービスが今のご説明にあり

ましたように、高齢者が中・重度の要介護状態となっても、可能な限り住み慣れた

自宅または地域へ生活が継続されるようなサービスであるということと、事業者の

指定は伊賀市が行って、指導監督も行う。それから、利用者は原則として、伊賀市

民の方のみとなるということ。本日のサービスの種類としては、２番・４番・５番・

６番なんですけれども、デイサービスといった通所型であるか、あるいは住まいと

してグループホームのような住まいというような、こう、またサービスの内容が違

ってるっていうところも注目していただきつつ、どの日常生活圏域で公募するのか

っていうところを踏まえて、これから検討に入りたいと思います。 

まずはじめに、認知症対応型共同生活介護、いわゆるグループホームですね。５

ページに説明が書かれているところですが、この公募について、事務局から説明を

お願いしたいと思います。グループホームはここに書いてありますとおり、共同生

活住居になりますので、ここの点を踏まえてご説明をお願いしたいと思います。 

 

事務局： 認知症対応型共同生活介護ということで、いわゆるグループホームですけども、

これは１ユニット、１つのユニットの中で９人の少人数で、入浴とか食事、排泄な

どの介助を受けながら共同生活を行い、また、その中で機能訓練も一緒に併せて行

っていくというもので、認知症のために日常生活に支障が見られるようになった人

でも、家庭にいるような環境の中で、精神的に安定した生活が送れるように支援を

するサービスということになっています。 

今回、グループホームの公募につきましては、当初、平成２６年度整備としまし

て、平成２６年１月に開催をさせていただきましたこの委員会の中でご検討をいた

だきまして、公募させていただきましたけども、応募をされる事業所が無かったと

いうことから、第６期介護保険事業計画へ再度掲載をさせていただいたというもの

になっております。 

資料１の６ページ、７ページをご覧ください。こちらが今、伊賀市内のグループ

ホームの一覧になっております。それと７ページが、現在グループホームがどのへ

んの場所に建っているかという場所を示した図になります。もうひとつ、この７ペ

ージの中での円柱が一つあるのが１ユニットなります。真ん中のほうで２つ積み重

なっているのと、青山の下のほうで３つ積み重なっているものがありますが、これ
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が２ユニット、３ユニットの事業所になっています。これを見ますと、今、グルー

プホームが全く無い圏域というのが、阿山地区、島ヶ原地区。この２つがまったく

グループホームがないという形になっております。 

これを参考にしていただきながらなんですけども、まず前回、２５年度に行いま

したグループホームの公募はどうしたのかということについて報告をさせていただ

きます。 

前回は、圏域を決めずに伊賀市全域を対象に公募をするということで、この委員

会で決めていただきました。 

この検討の経緯ですけども、当時２つの事業所が設置を検討されてるという話を

いただいておりましたので、その２つの事業所がこの設置したい圏域で公募したら

どうやかという議論もありましたし、また一部の圏域で認知症の対応へのニーズが

増えてるということだったので、そのニーズの高い圏域で募集したらどうかという

議論もありました。ただ最終的には、グループホームは別段、通うサービスではな

いですので、アクセスは関係がないし、地域密着といっても、その地元の人だけが

そこへ申し込むというよりかは、伊賀市全体から申し込みはあるという話がありま

した。それと１つの圏域に限定するというよりは、いろんな所から応募があったほ

うが事業者の質が上がるのではないかというような議論になりまして、最終的には、

圏域にこだわらずに伊賀市全体で公募をするというように決定をいただきました。 

事務局としましても、前回、そういうことで全体、伊賀市全体で公募させていた

だきましたので、今回も前回と同様にしてはどうかということも考えてはいるんで

すけども、委員会として今回の公募を、前回どおり市全体で公募するのか、もしく

は、圏域を決めて公募するのかご協議をお願いしたいと思います。 

ただ、市全体でもし公募をする場合につきましては、先ほど見ていただいたとお

り、グループホームが固まっているところ、まったくないところっていうのがござ

いますので、もし複数応募があって「同点」ぐらいになった場合には、その少ない

ところを優先的に採用していくなど差をつけたらどうかというようなことも考えま

す。 

ということで、ご協議いただければと思いますので、よろしくお願いします。 

 

委員長： ありがとうございました。公募する生活圏域の選定ですが、今、事務局のほうか

ら前回と同様、伊賀市全体で公募するのか、あるいは、今７ページにご説明があっ

たように、阿山地区とか島ヶ原地区にはそのグループホームがございませんのでそ

ういったところにするのか、圏域を限定して公募するか、というのは２つの点でち

ょっと議論・検討していただきたいと思います。ちなみに、前回と同様に、グルー

プホームの整備を予定してる事業者っていうのはあるんでしょうか。 

 

事務局： 今のところですね、2つ事業所が「応募をしたい」という意思を示してくれてい

りますけども。前回も 2社応募の意思を示して、最終的には応募に至らなかったの
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ですけども。 

 

委員長： 一応、2社から話があるということで。では、公募する生活圏域の選定に関して

皆さんのほうからちょっとご意見を伺いたいと思いますが。いかがでしょうか、あ

りませんでしょうか。 

 

委 員： はい。 

 

委員長： 委員、お願いします。 

 

委 員： 今、2社希望があるように言われましたけど。相手さんは「どの地区でやりたい」

というような希望が出ているのなら教えてください。 

 

事務局： 1社につきましては「上野南部地区でしたい」ということで聞いています。もう

1社については、場所までは明言していないのですが、たぶん上野東南部地区のよ

うな考えをしているようなことも言っていました。2社目については正確な場所は

言ってくれてませんけども。 

 

委員長： よろしいでしょうか。一つが上野南部地区で、もう一つが正確ではないが上野東

南部地区というところでした。「市全体としてやる」のかどうか、「生活圏域を特定

するのか」ということになるかと思うんですけど、どうでしょう。 

     中林委員、お願いします。 

 

委 員： すいません。グループホームは通所じゃなくて、要するに入所みたいなもんです

から、特定のところの圏域で設定する必要があるのかどうかということを考えれば、

事業者さんが設定しやすいところへ案内をあげたほうがいいんじゃないかというふ

うに思います。通所、小規模多機能とかですね、そういう部分については当然、通

所という部分からすれば圏域で考えてあげたらいいんじゃないかなというふうに私

は思ってます。 

 

委員長： ありがとうございました。「その場で生活する」ということを含めて通所型ではご

ざいませんので、全体として公募して、かつ事業所さんが希望するところで開設し

たらいかがでしょうか、というお話をいただきました。他にご意見ありますでしょ

うか。 

 

委 員： ちょっと、直接の論点と外れるか分かりませんが、前回 2社の方が「伊賀市全域

で」ということで公募になって、それに応じられなかったんですね。 

     今回また、上野南部・東南部ということであるんですけども、前回応募に至らな
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かったのは何か訳があるんでしょうか。 

 

事務局： 前回 2社につきましてはですね、1社は名張市のほうでもグループホームをして

まして、そこがまだうまいこと運営ができていないので、もう一つ新しいとこへ手

伸ばすのはちょっと時期尚早。ということでおりられました。 

もう一つにつきましては、土地まで確保はしてあったんですけども、地元説明の

中で、排水の関係で地元のＯＫが貰えなかった。ということで応募をされませんで

した。 

     

委員長： 岩本委員、よろしいでしょう。 

 

委 員： はい。 

 

委員長： そのような背景があってということですけど。逆に「生活圏域をこう、特定した

ほうがいいんじゃないか」というご意見ありますでしょうか。 

 

委 員： グループホームはあとの杜上野の吉藤です。グループホームで働く立場からしま

すと、やはり、住み慣れた地域で生活できることが一番いいのかなあと。やはり、

そこで生活されるご利用者にとっても、知った場所・分かった地域で、自宅ではな

いけれども、昔から知った場所で生活できるっていうところも大事かなあ。と個人

的にですが思います。グループホームは、そもそもの目的からもそういったことも

含まれていますので。 

伊賀市は広いので、なかなかこう特定してしまうと公募される事業者もちょっと

出てこないかもしれないんですが。グループホームで働いてる立場からちょっと意

見を言わせていただきます。 

 

委員長： ありがとうございました。認知症対応型なのでたぶん、こう、特に住まいのこと

とか住み慣れたところっていうのが非常にこう、微妙なところになるかということ

でのご意見だったと思うんですけれど。他に。 

     これはどのように採決をとればいいですか。 

 

事務局： そうですね。どちらか手を上げていただくかで採決を採っていただければと思い

ます。 

 

委員長： よろしいでしょうか。では、他にこの際だから、もうちょっと一言お伝えしたい

ようなことがなけば、採決を採ってもよろしいか。 

      

（グループホーム公募条件に関する採決） 
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委員長： では、「市全体として公募する」ということにご賛成の方、挙手をお願いします。 

     ありがとうございます。 

では、「特定して公募したほうがよい」という方、挙手をお願いします。 

     ありがとうございました。貴重なご意見をいただいたんですけれども、今回は市

全体で公募するという意見が過半数を超えていますので、市全体として公募してい

くことに決定したいと思います。 

それでは、次ですけれども、今度は小規模多機能型になりますので、通所を含ん

だ小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護の公募について、事務

局から説明をお願いしたいと思います。 

 

事務局： はい。資料１の 8ページをご覧いただきたいと思います。 

まず、小規模多機能型居宅介護。これにつきましては、登録された利用者が可能

な限り自立した日常生活を送ることができるように、利用者の選択に応じて、施設

へのデイサービス的な「通い」を中心としまして、短期間の「宿泊」とか利用者宅

への「訪問」、ヘルパーさんのようなサービスを組み合わせて、家庭的な環境と地域

住民との交流の下で日常生活上の支援や機能訓練を受けることができるサービスと

なっています。 

もう一つの看護小規模多機能型居宅介護といいますのは、先ほど言いました小規

模多機能型居宅介護のサービスに加えて、看護師による「訪問看護」、これを組み合

わせることで、介護と看護の一体的なサービスの提供を受けることができるものに

なっています。イメージ図がその８ページということになっています。 

平成２８年度では、このどちらか一方を公募することにしています。現在、伊賀

市には小規模多機能型居宅介護施設、これが、旧のいがまち、山畑のほうに１箇所

「しらふじの里」がございます。さきほどの７ページの資料をもう一度見ていただ

きますと、伊賀地区の下のほう、四角形の形があると思うんですけども、だいたい

この場所に「しらふじの里」がございます。 

小規模多機能型居宅介護につきましては、先ほどのグループホームとは違って、

デイサービス「通い」とか「訪問」とかいうことも出てきますもので、６５歳以上

のみ世帯とかですね、６５歳以上の単身世帯の多い圏域で公募するのがいいのかな

というふうにも考えます。もう一つは、その登録定員が２９人ということで、この

サービスについてはこの登録された方しか利用できないっていうのもありますし、

先ほど説明させてもらった中では、どの圏域でも高齢者世帯の率は高い状態になっ

ています。 

ちなみに、もう一つは看護小規模多機能型居宅介護の圏域。こちらを検討してい

ただくにあたって、先ほど言いました「訪問看護」、このサービスについて簡単に説

明をさせていただきます。 

９ページご覧ください。今、伊賀市内の訪問看護事業所の場所を図示させてもら
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っています。そこにありますように、伊賀市内に６事業所あります。旧の上野地区

に５つ、それと阿山地区に１つとなっております。サービスの提供エリアにつきま

しては、１つの事業所を除きまして、ほとんどが伊賀市内全域をカバーするような

感じになっています。また、市内には、名張市の事業所とか亀山市の事業所のサー

ビスを受けておられる方もおります。 

このことからですね、伊賀市の訪問看護事業所は、伊賀市全体をカバーするとい

う形にはなっているんですが、名張市の事業所に近い青山とか上野南部の名張寄り

の地区とかそういうところについては、伊賀市の事業者のカバーが薄いのかという

ように感じます。 

後は、先ほどその小規模多機能の説明の中で、整備は６５歳以上のみの世帯とか

が多いとこのほうがいいのかとも言わせていただいたんですが、小規模多機能は現

在、伊賀市には１つしかありませんので、伊賀市の全域で公募をして、例えば看護

付の応募があった場合には、先ほどのカバーの薄い地区を優先的に採用するなどの

方法がいいのか。そういうところも一度ご検討をいただきたいと思います。よろし

くお願いします。 

 

委員長： ありがとうございました。小規模多機能型居宅介護事業所は伊賀市に今、１つし

かないということと、看護小規模多機能型居宅介護においては今のところなく、小

規模多機能型に関しては伊賀市に１つしかないので、この６５歳以上の世帯数とか

にこうこだわらず、市全体で公募したらどうだろうかっていうこと。看護小規模多

機能型居宅介護に関しては、青山あたりが非常にこう薄い状態で、名張市の事業所

ぐらいからご支援をいただいてるっていうところのご説明がありました。 

     ちなみに整備を予定している事業者とかはおられるんでしょうか。 

 

事務局： 小規模多機能のほうにつきましては、現在、応募を予定している事業所の話は聞

いておりません。 

 

委員長： 公募予定がない。しかし、例えば看護小規模というのは、看取りであったりとか

そういったところにも力を貸していただけるような居宅介護になるんですけれど。

今のところ、公募予定はないということです。 

     では、公募する生活圏域の選定なんですけれども、事務局のご説明も踏まえて、

何かご意見はありますでしょうか。 

     例えば中林委員、お願いします。 

 

委 員： 実は、この伊賀で１つの小規模多機能、私のとこがやっておりまして。実は、私

はそこの地域なんですけど、ほんとに地域密着ということを地域と一緒に共同でや

っていくということが、ほんとに、ただ単に施設がそこにあってサービスするんで

はなくて、地域と一緒に連携してやるということが非常に求められてる事業だと思
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います。しかも、通所を中心として訪問あるいはショート機能を持ってるというこ

とからすれば、私は、そういう必要な地域というのはどこだろうかと考えた場合、

例えば諏訪・丸柱や島ヶ原、しかも、在宅医療との関係、在宅医療と非常に連携し

ていかなければならない状態なので、そういうことも踏まえていきますと、ほんと

に地域と密着して、しかもそういうサービスが必要なとこがすぐ目につくといえば、

大山田の阿波とかですね。青山も必要なことは必要なんですけども、特に青山福祉

会さん、大規模な特養がございますしサービスができてますので、広く考えたら、

島ヶ原が上野から１０キロ離れてるし、ほとんど介護サービスがないし、ただ開業

医さんがいて、在宅はできるということと、諏訪は少し離れていますが丸柱と連携

しながら・・・。というように僕自身は感じています。「しらふじ」と対比した場合、

そこらが必要じゃないかなと僕は個人的には考えてるんですけれど。 

     ただ、やはり小規模多機能の場合は、できるだけ圏域で公募したほうがいいので

はないかと。市内中心になってしまいますと、少し視点がずれるんじゃないかとい

うような感じはしてます。 

 

委員長： 今、小規模多機能についてご意見いただきまして。こう、サービスの薄いところ

っていうことろで。具体的にこう、地区名とかも出していただいんですけれども。  

ちょっと在宅医療の絡みがあるというところで、水谷委員、お願いします。 

 

委 員： この５番のほうの看護小規模多機能型というのは、おそらく公募をかけても応募

はないんじゃないかと思うんですね。これは公募でなくて、今ある、上野市民病院

の規模を拡大するという方針でやらないと。公募でなく、市からの指定ということ

でやられたほうが訪問看護が進むし、それから看取りも。 

それから、これからの方針として、「慢性期の医療部門１の人の７０％は在宅に回

す」という方針ですので、在宅患者を増えることは必至ですから、これは市民病院

の責務だと思います。 

 

委員長： ありがとうございました。今、小規模多機能型に関しては「地区を特定して公募

する」というご意見いただきました。看護小規模多機能型に関しては「例え公募し

ても、現実的には応募がないだろう」と。「それよりは、上野市民病院にちょっと

力を入れていただいて」というお話があったかと思うんですが。他にご意見ありま

したら。 

     事務局。これは例えば、小規模多機能型について、今、中林委員のほうから大山

田地区であったり島ヶ原地区というような具体的な地区名が出たんですが、地区名

をこの委員会の中で特定するというところまで決めるんですか。 

 

事務局： そうですね。地区名というか、その含まれる圏域名で特定をしていただければと

思います。確かに諏訪とか丸柱、島ヶ原は事業所も少ないですし、もちろん阿波も
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施設があればいいかなと思いますので、委員会のほうで例えば諏訪だったら上野北

部で公募するとか。島ヶ原地区、大山田地区で公募をするとか。阿山地区を含めて

４つの圏域で公募をしていくというような感じで決めていただいても結構だと思い

ます。 

     

委員長： 今、事務局のほうから、圏域１箇所というようなことではなくて、サービスの薄

いところ含めて、島ヶ原地区・阿山地区・上野北部地区それから大山田地区といっ

た４つの圏域で公募をすることも可能じゃないかというご意見いただいたんですが。 

     皆さん、いかがでしょうか。私たちの老後に関わる本当に大事なことなので、私

は市民ではありませんけど、自分の老後というか、これから先のことに関わってい

ることなので、積極的にご意見いただけるといいのですが。 

     村田委員お願いします。 

 

委 員： 水谷会長がおっしゃられたように、やはり医療も連動するので、二次医療機関と

いうことでの考えのほうが。私は将来、現段階のデータを持ってではなく、将来、

どういうふうに編成していくかということを考えた時に、そのほうがたぶん柔軟性

ある対応になるんじゃないかと思うんですが。私個人の意見ですけど。 

 

委員長： ということは、二次医療機関。 

 

委 員： だから、水谷先生がおっしゃられたように市民病院中心でお考えいただくってい

う話、私はそのほうが理にかなってるように思うんですけど。今の話と先ほどの話

が混ざってちょっと分からないとこがあるんですけれども。 

 

委員長： 水谷先生がおっしゃったのは看護小規模多機能型でしたが。 

 

委 員： 今の議論につきましても、「しらふじの里」があるじゃないですか。地域でとい

うのは、今現段階の過疎・高齢化ということで選ぶんではなく、今後、やっぱり変

化していくかも分からないので。そこも考えてみると、私は自由に市全体として公

募するほうがいいんじゃないかなというふうに思うんですけど。 

 

委員長： 今の時点での、高齢化率とか世帯、高齢世帯率というようなことではなくて、こ

の先を見据えると、かなり人口流動したり変化したりしていくということも含めて、

「全域で公募したらどうか」というご意見をいただきました。 

どちらも非常に具体的なお考えだと思うんですが、他にご意見ありますか。 

 

委 員： よろしいですか。補足ですけど、ちょっと脱線してるか分かりませんが、区分が、

例えば、飛躍して極端な話ですが、市町村と県という、その枠が変わるかも分から
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ないし、今後、人口が減ってきた時にどうなるか分からないんで、公募は自由なほ

うがいいんじゃないかと思うんですが。 

 

委員長： ちょっと幅を持たせてということですね。県域の県の統合であったりとか、いろ

いろ随分先を見据えて、市全体での公募をしたらどうかというご意見だったんです

が。 

     では、これも決を採ったほうがよろしでしょうか。「圏域ごとでやる」か、先ほど

の「４箇所の圏域で公募する」のか、「市全体で公募するのか」という形で決を採り

たいと思います。 

 

事務局： そうですね。先ほどのグループホームと同じように、市全体で公募をする場合、

例えば島ヶ原とか諏訪で応募いただいた事業者に、優先的に少し高い点を付けると

か、そういったことで評価をしていってもいいかと思います。 

 

委 員： 意見ですけど、必ずしも地域にこだわってるわけじゃないんですけど、実際の必

要度からすれば、後々の地域福祉と地域連携という関係からすれば、そういうとこ

ろが必要じゃないかなということです。現在１箇所しかないわけですから。他にも

やってもらったらいいという立場からしたら、僕はあまりこだわる必要ないと思う

が、ただ、現実そういう地区が必要じゃないかと。しかし誰もしないなら、どこか

でしてくれる事業者があったほうがいいんじゃないですか。両面ありますので、あ

えてこだわるつもりはございません。 

 

委員長： よければ「市全体で公募する」という形でよろしいですか。それで、先ほどの優

先順位という、考え方をちょっと取り入れて、「市全体で公募する」というような

案でよろしいですか。皆さん。 

 

（小規模多機施設公募条件に関する採決） 

 

委員長： ありがとうございました。 

もう一つ、看護小規模多機能型につきましては先ほど水谷委員からご意見があっ

たんですけども、一応、たぶん公募はないだろうと思うんですが「市全域で公募す

る」ということで決定したいと思います。 

 

委 員： それでもし、公募がなかった場合は、この皆様で、市民病院に案を提供していた

だいて実行に移していただきたい。これはお願いです。公募は待たないで、部長を

はじめ動いてください。 

 

部 長： はい。私もそのほうがいいかなあと思います。先ほど申し上げた、やはり地域医 
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    療構想の中の役割ということでは、ある程度方向性が出されますので、市民病院、 

    公立病院の担う役割というのはほぼ明確になってきますので、やはり、在宅診療・   

在宅看護という時代になってきますから、どちらかというと採算性が大きいので、や

はり公立病院である市民病院が担うべきというふうには思っておりますが。まだ市民

病院としっかり議論はしておりませんので、また、院長や関係者と話はさせていただ

きます。 

 

委 員： 公立病院の改革で、市民病院も「稼動病床数」に対して地方交付税が配布される    

ことになると、今の状態だとサイズダウンしないとしょうがなくなりますよね。そ

の時の対策としても、この方式がいいんじゃないかなと考えていますので、お願い

します。 

 

部 長： 折を見て、また協議もさせていただきます。 

 

委員長： よろしいでしょうか。では、次に、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の公募に

ついて事務局からご説明をお願いします。 

 

事務局： そうしたましたら、資料１の１０ページご覧ください。定期巡回・随時対応型訪

問介護看護。これにつきましては、平成２４年４月に創設されたまだ比較的新しい

サービスになります。サービスの内容としましては、定期的な巡回とか随時の利用

者からの通報により訪問をしてもらって、入浴とか排泄、食事等の介護とか日常生

活上の緊急時の対応などを行うというサービスになります。 

そこに「２４時間対応の…」ってありますとおり、２４時間３６５日スタッフが

対応をして、緊急の通報を受けた場合には、必要に応じて介護とか看護のスタッフ

が訪問して対応する。それと、緊急時以外にも２４時間複数回の定期訪問を行いま

して介護とか随時の対応を行う。このようなサービスになっております。 

このサービスによりまして、本来であれば、特養とかグループホームといった施

設での介護を必要とされていた方が、自宅にいながら施設と同じような介護のサー

ビスを受けることができるというふうにされております。 

この定期巡回・随時対応型訪問介護看護のサービスにつきましては、現在、伊賀

市にはございません。 

また、第６期の介護保険事業計画を検討いただきました、伊賀市高齢者施策運営

委員会の中の議論では、このサービスはとても経営が難しいというような話も出ま

した。この随時訪問サービスにつきましては、事業所から利用者宅まで概ね３０分

以内に駆けつけられるような体制確保に努めることということが運営基準で定めら

れていますが、伊賀市では地域性として、伊賀市の周辺部につきましては適度に田

舎というか、訪問する家と家が離れておりますし、固まった利用者を確保しにくい

ということで、伊賀市でこの事業を行うには、採算面で他のところよりもより厳し
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いのではないかという話が出ましたけども、伊賀市としては地域包括ケアシステム

を進めていくために必要なサービスだということで計画に入れさせていただきまし

た。 

ということで、経営面から、伊賀市の周辺部は家と家も離れているということで

固まった利用者が確保しにくいのではないかということで、公募につきましてはこ

のへんも考慮をしまして、上野東南部地区とか西部地区、南部地区、北部地区とい

った、昔でいう旧町、城下町の周辺である程度家が固まっていて、また、高齢者の

みの世帯も、介護認定者数も多い圏域で公募をさせてもらったらどうかとも考えま

すが、ご協議のほうを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。定期巡回・随時対応型訪問介護看護の公募についてで

すけれども、なかなか経営が難しくて、３０分以内に到着しなきゃいけないみたい

なところもありまして、ある程度の住居が密集してないとアクセスの問題があるの

で、ちょっと住居がまばらな地域には難しいのかなというようなお話もありました。

上野北部とか上野西部とか上野南部、旧市街のところで圏域を絞って公募してもい

いんじゃないかというご意見も事務局のほうからいただきました。皆さんのほうか

ら、何かご意見ありましたらお願いいたします。 

     都市部でこのサービスを受けてるところは非常に救われていると、夜のコール、

２４時間３６５日対応なので非常に安心して生活できてるということは、世田谷と

かそういったところからお話は伺っております。ご意見お願いします。 

 

委 員： サービスはあっても実際に供給主体になる者がなかなか難しいってのが現実だと

思うんです。特に「もう山間部なんか、実施すら難しい」というような話では、や

はり今、事務局が言われたような方法がいいんじゃないか。 

     特に、上野の市内が高齢化率だいたい５０％を超えるとこがたくさんある。やは

りそういう面ではですね、先ほど水谷先生がおっしゃったように市民病院などは、

特定の目的のために、そういう事業をやってもいいんじゃないかなというふうに思

ってます。たぶん民間の参入、手を上げてくる際でも現実問題として難しい。しか

し、サービスを待ってる人がたくさんいらっしゃるということからすれば、やはり

行政との関わりある市民病院がそういう挑戦をしていただくことが僕はいいんじゃ

ないかなという気はするんですけど。 

     だから、もちろん公募されることは必要でしょうけど、積極的に行政がそういう

政策的な面でご参加をいただくことがいいんじゃないかなということをあえて申し

上げておきます。 

 

委 員： 大賛成です。 

 

委員長： ありがとうございました。また、上野市民病院が登場してきましたけれど。 
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委 員： この件については、この前県で集った時の話で、松阪市はかなり進んで取り組ん

でいて、往診までするとお医者さんが言い出してきてるわけですから。何で伊賀市

ができないのかと。お医者さんが利益追求ばかりに走ってるのではないか。もう少

し地域貢献してもらったらというように、私、個人的な意見ですけれども、そのよ

うな気がします。 

     全国の医療のマップを見ますと、同じ圏域でもこの中勢では特に伊賀が一番遅れ

ている。みんな津へ固まってしまっている。それで、伊賀市が一番遅れています。

データー見たら。それはどういうことかを、行政なりその関係のところで少し検討

していただく必要があるのではないかと思います。 

 

委 員： 三重県自体が人口あたりの医師が少なくて、伊賀市は特に少ないんです。 

 

委 員： それは知ってます。だから、私が言ったのはそういうことではない。 

 

委 員： それで果たして、伊賀市の住民の人は、在宅でこういう形を採ることを望まれて

るかということをなんですが。在宅医療の話をすれば結局最後は、施設に入りたい

という方が多いのではないかと思うんです。 

 

委 員： いや。家におりたい人が多い。 

 

委 員： それで、子ども・子育ては「保育所を増やして労働力を確保する」という方針で

行ってるのに、老人だけは「介護を家族でしなさい」という。その方針はもう真逆

ですよね。ですから、労働力を確保して税収を増やすためには、預ける先である施

設が増えることが一番だと思います。決して医者が、遠くに行きたくないと言って

るわけではなくて、現実的に不可能だからできてないんですよ、今。 

例えば、３０分以内に行けと言われても、行けないところは山ほどありますし、

元々この２４時間対応の考えというのは、東京・大阪・名古屋のようなところで考

えられた方策なんです。伊賀市に当てはめるのは、少し無理があるかなというのは

前から感じてます。ドクターヘリで飛んでいけと言われたらできないこともないで

しょうが、それは無理です。 

 

委 員： ドクターヘリはへき地医療の問題ではないですか。へき地医療でドクターヘリは

出てきたわけで、医者からそういう発言をするのはおかしいのではないか。 

 

委 員： １５分とか３０分というのは、全国で調査した時に、最高で九州のへき地で４０

分かかったが、それでもＯＫということでこの国の施策はスタートした。だから、

１５分や３０分というのを限定せずに、行ける範囲はやはり赴くっていうことを考
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えるべきだと思います。時間に制限はないと思います。人命が係っているのだから、

それなりのことは考えないといけないと思います。 

 

委員長： すいません、ちょっと議論を戻したいと思います。 

 

委員長： 定期巡回随時対応型訪問介護看護なので、公募する生活圏域の選定に関して「上

野旧市街あたりで」としたらどうかというご提案があったんですが。そのような形

で、事業者の応募があるかないかはここで議論することではないので、公募をする

ということでよろしいでしょうか。 

 

（定期巡回随時対応型訪問介護看護の圏域設定の可否について 採決） 

 

委員長： では、圏域を「上野旧市街」というような形で特定していただきまして、公募す

ることにしたいと思います。 

 

事務局： はい。そうしましたら、圏域として上野東南部・西部・南部・北部地区でという

ことでよろしいですか。 

 

委員長： そうですね。 

 

事務局： ありがとうございます。 

 

委員長： では、今日決めなければいけないことは皆さんのご協力のもと決めていただきま

した。多々いろんな意見が出されたんですけれども、上野市民病院の件に関しても

いくつかご意見いただきましたので、高齢者にとっては死活問題に関わっていくこ

となので、また事務局というか市のほうでこれはご検討していただくということで

よろしいでしょうか。 

      

部 長： はい。今、公立病院の改革プランというのが、先ほど申し上げた地域医療ビジョ

ンの動向に沿って今年から来年にかけて策定する。ここでよく問われるのが「市民

病院はどこを目指しているのか」「どの方向へ進んでいくのか」ということをよく

よく問われます。今は、はっきりこれだということは、地域医療ビジョンの動向を

踏まえて考えていかなければいけないのですが、基本は、先ほど申し上げた民間で

はなかなかしていただけない部分については、これは公立病院が担うべき、少々赤

字が出ても仕方ないという不採算性のものです。これは地域医療提供体制の流れの

中で、住民が何を望んでいるのかというところをしっかりと見極めながら、公立病

院の役割を果たしていくための議論ということで、公立病院改革プランの中でも位

置づけるように検討している事務的段階なんですが、いずれは、医者を交えて議論
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をしていくんですけども、その中でしっかりと考えていかなければならないという

ことはお伝えさせていただきますし、私自身も水谷会長のおっしゃるように担って

いくべきだと思っております。訪問介護まではちょっとどうかなというふうに思い

ますけど、まず訪問看護、訪問診療、そういう在宅診療に向けた、まず何ができる

のかというところを探りながら考えていただきたい。それに対して、行政は一定の

支援をさせていただく。今現在、そのように考えてます。 

 

委 員： 結局、伊賀市というのはこの地域の医療のプランを立てたものを判定する「審判」

でもありますけども、市民病院というのは伊賀市立であるわけですから「プレーヤ

ー」でもあるわけですよね。 

     だから、「判定もし、プレーもする」という面で考えれば、もう少しそのプレーの 

    量を増やしていただきたいというのはお願いです。お願いします。 

 

部 長： お伝えさせていただきます。 

 

委員長： ありがとうございました。 

 ただいま、皆さんに公募する内容と生活圏域について決定していただきましたの

で、今後の日程について事務局からご説明をお願いしたいと思います。 

 

事務局： ご協議いただきまして、圏域を決定いただきましてどうもありがとうございまし

た。今後、今お決めいただいた圏域で公募をさせていただくという形になりますけ

ど、今後の事務の流れ、日程についてお伝えをさせていただきます。 

     資料２のですね、公募（案）の５ページをまずご覧ください。５ページ１項目に

は応募要件を書かせてもらってます。申し込みとしまして、募集期間は１２月７日

月曜日から１月８日の金曜日必着ということで、１７時まで受付をさせていただく

ことになります。 

公募のお知らせについては、伊賀市のホームページでさせていただきます。 

提出書類としましては、５ページの下から７ページのところまでの書類を提出い

ただくということになります。 

８ページご覧ください。先ほどの資料を提出いただきまして、中身のチェックを

させていただいた後、２月の初旬に審査ということで、書類審査・プレゼンテーシ

ョン・ヒアリングをこの委員会を開催して、事業者の選定を行っていただくことに

なります。応募事業者のプレゼンテーションとかヒアリングを基に、審査項目ごと

に採点をしていってもらいます。それぞれのその採点の内容がどういったものにな

るのか、どういう点を付けるのかについては、当日、また説明をさせていただくこ

とにしております。 

この審査項目に従って審査・評価をしてもらい事業者を選定するんですが、審査

の結果「選定事業者なし」とする場合もあります。その応募者の評価が低い場合、
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ある一定の点数まで取れなかった場合につきましては、例えば再公募なり「選定な

し」ということで２９年度まで延ばすということもあり得ます。 

平成２２年の場合は、３社応募があったんですけども、３社とも駄目だったとい

うことも過去にありましたので、応募があったから絶対決定となるのではなく、あ

る一定の点数が取れなかかったら、不採択ということもあるということです。 

この後は、２月中旬には選考結果を相手先に通知をさせていただきまして、５月

以降に整備着手ということになりますけども、これは県の補助金の交付決定後、事

業に着手してもらうことになります。平成２９年２月ごろには新しい事業所として

登録の申請をしていただき、市が完了の確認をして、地域密着型サービス事業所と

して指定を行い、平成２９年４月に開設するという予定になっています。工事の進

み具合とか補助金の関係とかで前後する場合もありますが、だいたいこのようなス

ケジュールで進めることになります。 

 

委員長： ありがとうございました。今説明にありましたように、皆さんには２月初旬の事

業者選定の時に、審査項目に従って、ご判断をしていただくということになります

ので、どうぞよろしくお願いします。 

最後になりますが、条例案の改正について、事務局よりお願いします。 

 

事務局： 資料３をご覧ください。条例の改正ということで、先ほど地域密着型サービスは

伊賀市が指定するということで、伊賀市指定地域密着型サービスの事業の人員、設

備及び運営に関する基準を定める条例で基準等を定められていますが、この条例を

改正をしたいということでご提案をさせていただきます。 

この条例では、１つ目としまして、小規模多機能型居宅介護の定員につきまして、

現在２５名以下となっておりますが、４月の法改正で国の基準が２９名以下に緩和

をされていることから、伊賀市としましても、応募者に幅広く事業計画を立てても

らうために、国と同様に基準を緩和したいと思います。このため施設の定員に関わ

る変更になりますので委員の承認を得たいということから提案をさせてもらいます。 

大きな変更点につきましては、登録定員を２５名から２９名に緩和する、それと

通いの定員を１５名から１８名以下に緩和するという変更をさせていただきたいと

思います。 

それと、複合型サービスの名称を「看護小規模多機能型居宅介護」に改めるとい

うものです。介護保険法では複合型サービスという名称はまだ残っているんですが、

複合型サービスと聞いた時に、内容がわかりにくいということで、厚生労働省令で

変更をしましたので、伊賀市でも同様に名称の変更をさせていただきたいと考えて

おります。それと始めに地域密着型サービスの説明をさせていただいたときに平成

２８年４月１日から１９名未満の小規模のデイサービスが地域密着型通所介護に移

行されますので、この基準も併せて設定をしたいと考えています。 

この基準は国・県のほうからはまだ示されてはいないのですが、示され次第、併
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せて設定をさせていただきたいと考えております。この変更につきましては、その

他諸々の変更点と併せて、３月議会で条例改正を上程をしていきたいと考えており

ますので、まずは委員会のほうでご承認を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。大きな変更点としては、公募に併せて公募者に幅広く

事業計画を立ててもらうため基準を緩和するということで、国の基準が２９名に緩

和されたことを受けて、伊賀市でも小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能

型居宅介護の登録定員を２５名から２９名に改めるということと、通いサービスの

利用定員を１５名以下から１８名以下とすることを可能にするという点が大きな変

更点かと思うんですが。 

皆さん、ご承認いただけますでしょうか。 

 

（条例改正の採決時、「はい」という声あり） 

 

委員長： ありがとうございます。では、小さなところも含めて、３月議会で条例の改正へ

とよろしくお願いします。 

では、その他の項ですけど、事務局から何かございますでしょうか。 

 

事務局： 特にありません。 

 

委員長： 皆様から、何かございますか。 

 

委 員： 今後、その１億総活躍社会で、その「居宅系のサービスを今の３４万人から４０

万人に増やす」という案が出てるので、国の方向としては。先ほど反対ありました

けど、居宅系に向かうわけですよね。特養とか。それは、ここには考慮されて増や

してますか。施設に入る人が増えていくわけで、人口減もあるので、こういう通所

とか在宅の人は確実に人口減以上に減っていくので。それも考慮されていますか。 

 

事務局： これについては、昨年度検討した内容になっておりますので、今回の事業計画の

中では、考慮はまだされてません。 

 

委員長： よろしいですか。では村田委員、お願いします。 

 

委 員： ちょっと基本的なことだけ質問よろしいですか。この、例えば２９名っていう。

２９名以下じゃなしに、「２９名」っていうのと、「２９名以下」っていうのは、

私の感覚では違うというふうに。「３０になってもＯＫ、の２９名に改める」って

いうふうに私は理解したんですが。 

     ２９名以下、この変更点。例えば「２５名から２９名以下に改める」っていうの
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を「２９名以下に改める」っていうのと「２９名に改める」というのは、冒頭の何

か原則っていうのと例外があるっていうふうに私は理解してるんですが。 

     今回の２９名に改めるというのも、「２９名以下とは違う」という意味に理解して

よろしいか。 

 

事務局： すいません。今、確認させてもらいましたら、以下が抜けていました。２５名以

上２９名以下です。申し訳ありません、修正をお願いします。 

 

委員長： 皆さん、「以下」の追記をよろしくお願いします。 

     それでは皆さん、これで、平成２７年度の第１回伊賀市地域密着型サービス運営

委員会を終了したいと思います。ありがとうございました。 

 

（議事終了） 


