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調書
ページ

意見・質問 　回答 担当課等

1
１-①-１
地域福祉計画推進事業

1

　相談・地域エリア担当職員配置２０人とあるが、相談件数は
どれくらいあるのか？
　また、相談内容として、どのようなものが多いか？

　相談を担当するのは、市から委託を受けた「ふくし相談支援セン
ター」にいる７名の社会福祉士で、平成２３年度の延べ相談件数は
１２，０８２件でした。相談内容としては、介護、生活のしづらさ、経済
難、精神的な疾患等、生活全般に関わることが多くなっています。
　また、地域エリア担当（１３人）への相談は、地域支え合い体制づく
り事業や見守り支援、ボランティアコーディネートなど課題解決への
相談が中心となっています。

社会福祉協議会（地域福
祉部）

　介護保険サービスに関する相談が一番多い相談内容となってお
り、続いて経済的問題、ケアマネジャーの業務に関する相談（ケアマ
ネジャー支援）、高齢者虐待に関する相談、認知症に関する相談と
なっています。ほとんどが複数の問題を抱えた相談です。

地域包括支援センター

　福祉サービスの利用等に関する相談（４，５２８件）が一番多い相
談内容となっています。

障がい福祉課

　保護者からの相談が多く、内容としては、子どもの発達（言葉や行
動面など）、子どもにあった対応方法、保育所（園）や学校での問題
行動と対応方法（不登校も含む）などとなっております。

こども家庭課

　家族の介護等に関わること、認知症、精神的な疾患、経済的な内
容等が多数寄せられております。

社会福祉協議会（相談支
援課、ふくし相談支援セン
ター）

3
２-①-７
伊賀相談ネットワーク

3

　伊賀相談ネットワークは、平成２３年度、２回開催されている
ように思うが、０回になっている。

　２回開催しています。（訂正します。）
　現在は相談支援課内で、今後のあり方なども踏まえ協議、検討を
重ねています。
※既存の部会や検討会・会議などで情報共有しながらネットワーク
を構築していくことととし、地域福祉計画の支援の仕組みの中で、伊
賀相談ネットワークのあり方について検討を行いたいと考えていま
す。

社会福祉協議会（相談支
援課）

4
２-③-３
伊賀市さぽーとファイル
配布事業

5

　平成２４年度に配布された「８０」という数は、「伊賀市さぽー
とファイル」か？「サポートファイル」か？
　すでに「８０」の実績があるので（仮称）は不要ではないか？

　「（仮称）伊賀市サポートファイル」の名称は、計画策定で施策を検
討した時点での名称であり、施策名としてそのまま掲載しています。
　平成２５年１月より「伊賀市さぽーとファイル」として運用を開始し、
関係機関等に８０冊を配布しました。

障がい福祉課

3

　各相談件数が多いが、各一番多い相談内容を聞かせてもら
いたい。

２-①-１～２
（仮称）ふくし総合相談
支援センターの設置、ふ
くし相談支援センターの
充実

2
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5
３-①-１
長期的な地域福祉の展
望を検討する会議

6

　「超高齢社会の現状把握」　今後の取り組み計画があれば
教えてもらいたい。

　「長期的な地域福祉の展望」については、高齢化率といった将来
の数値的な情報と地域の課題やニーズを複合的に検討する必要が
あると考えています。
　なお、地域の課題やニーズを含む「超高齢社会の現状」について
は、平成２５年度から実施する「地域ケアネットワーク会議」立ち上げ
に向けた支援事業の中でその把握に努めていきたいと考えていま
す。

介護高齢福祉課（地域福
祉係）

6
３-②-１
災害ボランティアセン
ターの運営

7

　義捐金と支援金は、はっきり分けられているのか？
　集めるとき、使い道も含めて分ける必要はあるのか？

　「義捐金」は、基本的には被災者への見舞金等、直接支援として
配分され、「支援金」は、被災者への支援活動を行っているＮＰＯや
ＮＧＯ等、機関や団体等への活動資金として活用されます。
　使途が違うため、目的別に募金活動を行っています。

社会福祉協議会（ボラン
ティア・市民活動センター）

7
３-②-１
防災ハザードマップ作成
推進事業

7

　防災ハザードマップの配布数について、平成２３年度が他年
度に比べずいぶん少ない数字なのはなぜか？

　平成２２年度は、洪水ハザードマップを市内全戸(３８，０００部)配
布しましたが、平成２３年度は、諏訪地区の土砂災害ハザードマップ
を諏訪地区にのみ配布であったため、数字の実績が減少していま
す。

総合危機管理室

8
３-②-２
消費者トラブル対策事
業

7

　劇団悪徳バスターズの会員さんは、どんな内容で、公演はど
こで行っているのか？
　また、公演に対する反応はどうだったのか？

　劇団悪徳バスターズは、主婦や定年後の方、民生委員児童委員
等が会員（ボランティア）として登録（２３名）されています。
　活動は、ふれあいいきいきサロン・地区行事（敬老会等）・老人クラ
ブの会合等で、振込め詐欺等の寸劇を行っています。
　２４年度は１３公演実施しており、地域内で行った事例などもご紹
介いただく中で、参加者には、悪徳商法撲滅に関心を持っていただ
いています。

社会福祉協議会（相談支
援課）

9
３-②-２
消費者トラブル対策事
業

7

　いが悪徳商法なんでも鑑定団の人はどんな方で、どんな鑑
定をしてくれるのか？

　鑑定団のメンバーは、一級建築士・医師・薬剤師・寝具店・電気
店・質屋・骨董品店・証券会社・宝石貴金属店・印章店・呉服店
他、約６０社にご協力いただいています。
　悪徳商法の撲滅に向け、増加する悪徳商法による被害の未然防
止・拡大防止・早期解決を社会福祉協議会と共に考えていただける
地域住民・専門家を増やし、被害にあったと思われる方の相談にの
り、必要に応じて商品の価値判断を行うなど、悪徳商法で購入した
商品の価格鑑定等をお願いしています。

社会福祉協議会（相談支
援課）

10
３-④-１
福祉総合相談支援事業

9

　「コミュニティソーシャルワーク」について、市の３６５日という
のは、休日も対応ということか？

　市が委託する「ふくし相談支援センター」で対応しています。
　ふくし相談支援センターの開設時間は月曜日～金曜日（８：３０～
１７：１５）ですが、事前連絡により、土日祝、年末年始、夜間等希望
の時間の相談も可能であり、３６５日対応が可能な状況となっていま
す。

介護高齢福祉課（地域福
祉係）
社会福祉協議会（相談支
援課）
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11
３-⑦-７
就労・ニートへの取り組
み

13

　ニート、ひきこもりの方の就労は、全国的にも問題になってい
るが、現実に研修とかで協力してくれる企業とかがどれくらいあ
るのか？

　平成23年度は、地元商店や市内外の企業、農家、まちづくりＮＰ
Ｏ、ケーブルテレビ、情報誌の発行事務所など、６社のご協力を得ま
した。

社会福祉協議会（権利擁
護課）

12
３-⑧-１
認知症支援事業

14

　平成２２年に、認知症サポーター養成者数を２，０００に計画
され、実績が伴わなかった理由はなぜか？

　広報等で啓発に努めていますが、認知症サポーターの知名度が
低く、養成講座の要望が少なかったのが一つの原因ではないかと考
えています。

社会福祉協議会（相談支
援課）

13
３-⑧-１
介護予防教室開催事業

14

　アクティビティ・認知予防教室は、意識も高く参加者数が多
く、今後も継続して予防を進める必要があると思う。

　アクティビティ・認知予防教室では、高齢者の身体機能低下の予
防と、認知症予防の啓発および地域で介護予防活動を推進するサ
ポーターの養成を目的に、音楽療法、３Ｂ体操、パソコン操作の各
種教室を開催しています。今後も継続して開催するとともに内容の
充実を図っていきます。

介護高齢福祉課（高齢福
祉係）

14
４-②-１
伊賀地域福祉後見サ
ポートセンター運営事業

18

　他の評価指標と異なり、社会福祉協議会の評価指標が「相
談回数」となっている。他は、「件数」や「人数」など比較的周
知・推進の状況が捉えやすいものであるが、「回数」というの
は、新規でどれほどの拡がりを見せたのか分かりにくい。

　「相談件数」が適切な指標であり修正します。 社会福祉協議会（権利擁
護課）

　お見込みのとおり、意識の高まり、相談機関の周知によって、相
談・通報件数が増えているのが大きな要因と考えています。また近
年の経済情勢により、養護者の介護についての負担が増大している
ことも背景にあると考えます。

地域包括支援センター

　お見込みのとおりです。
　特に、学校や保育所（園）からの通報件数が増加しており、関係機
関が一丸となって虐待防止に取り組んでいる成果といえます。しか
し、まだまだ啓発は必要で、その成果により今後も増加することは十
分考えられます。

こども家庭課

16
５-①-１～５
保健・医療・福祉分野の
連携の強化

21

　国の施策として、在宅医療推進の方向に向かっているようだ
が、その拠点となるセンターの開設計画はあるか？

　現在、具体的な計画はありません。 地域包括支援センター

17
５-①-１～５
保健・医療・福祉分野の
連携の強化

21

　介護に関する事業所の指定・監督は、どのようになされてい
るのか？

　地域密着型サービス事業所については、選定から指定・監督権限
全て、保険者である市が行っております。それ以外の事業所（居宅
サービス事業所・居宅介護支援事業所・介護予防事業所・介護保
険施設等）の指定は県が行っており、指導監督は県を中心に県と市
が連携しながら実施しています。

介護高齢福祉課（介護事
業係）

15
４-④-３
虐待対応体制の整備

20

　虐待対応件数の年々の増加の要因についてどう考えている
のか？
　周囲の意識の高まりにより通報件数が増えたからか？

3
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18
６-①-１
市民ふくし大学講座の
充実

22

　市民ふくし大学講座を終了された方が、それを活かして活動
できるように体制づくりがされているのか？
　また、現在どれくらいの割合で活動されているのか？

　市民ふくし大学講座は、地域住民の生活ニーズに応えるしくみを
安定的・継続的に構築するため、福祉人材育成として実施していま
す。
　各専門講座では、目的別に活動の場を想定して養成しており、１
～２割程度の修了者が活動しています。
　なお、専門講座と基礎講座を修了された人は、「いが見守り支援
員」として認定し、
　　①自発的な地域福祉活動への参加
　　②さまざまな見守り支援活動への協力　などをお願いしていま
す。
　いが見守り支援員には、現在６１６名が認定されており、今後、新
たな見守り支援員としての活躍の場として、自治協単位での組織化
や、有償の助け合いサービスを検討しています。

社会福祉協議会（地域福
祉課）

4


