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第４回 伊賀市高齢者施策運営委員会 会議録 

 

                                       日時：平成２４年２月２６日（日） １０：００～ 

場所：ゆめぽりすセンター ２階        

 

所属等 氏  名 所属等 氏  名 

泉 美幸 堀井 博文 

市田 正史 
委 員 

森永 弘昌 

大越 扶貴 介護高齢福祉課 清水 健司 

菅原 直人 中 ひとみ 

杉森 吉祥 川口 光博 

田中 哲生 

介護事業係 

廣瀬 智和 

壷田 律子 高齢福祉係 森 義尚 

中林 豊 矢谷 恵津子 

中森 あつ子 
地域包括支援センター 

二階堂 樹 

服部 明 （株）エディケイション 大野 

出

席

者 
委 員 

古川 義昭  

 

（協議内容） 

 事務局： 

おはようございます。ご案内をさせていただきました定刻の１０時となりましたので、只今から４回目の伊

賀市高齢者施策運営委員会を開催させていただきます。 

冒頭に当たりまして、一点お詫びということで、申し上げたいと思います。３月１日開催を２月初めにさせて

いただきました。伊賀市議会の３月議会の開催の関係上、本日急遽、２日ほど前に皆様方に変更日程の

お知らせをさせていただきましたところ、日曜日大変お疲れのところ、またご多忙中のところ委員会にご出

席をいただきまして、誠にありがとうございました。若干行政のほうの不手際がございましたので、この場を

お借りいたしましてお詫びを申し上げたいと思います。申し訳ございませんでした。 

只今から第４回目を開催させていただきます。まずは、委員長様からごあいさつを頂戴します。よろしくお

願いします。 

 

委員長： 

おはようございます。皆様お忙しい中、日曜日のご出席ありがとうございます。これから第４回の伊賀市

高齢者施策運営委員会を開催したいと思います。今日は副委員長がいないので、心細いのですが、ご協

力よろしくお願いします。 

 

委員長： 

では、議事のほうに移らせていただきます。 初に議事の１、２ということで、伊賀市高齢者輝きプラン

（ 終案）について、お手元の資料１になります。それから関連するパブリックコメントについて、資料２、３、

４になりますが、これについて事務局の方からご説明をお願いします。 
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事務局： 

失礼いたします。「伊賀市高齢者輝きプラン」、「第３次高齢者福祉計画・第５期介護保険事業計画」の

終案の作成にあたりまして、説明のほうをさせていただきます。 

まず、平成２３年１２月１日に第３回の高齢者施策運営委員会におきまして、中間案を提出させていただ

きました。そしてそこで、ご意見をいただいたものを修正し、平成２４年１月２６日市議会議員全員懇談会に

提出をさせていただきました。 

そして翌１月２７日から２月１６日まで「伊賀市高齢者輝きプラン」のパブリックコメントの募集をさせてい

ただきました。その結果、１団体３名の方からご意見をいただきました。その内容については、お手元の資

料２、資料３となっております。それを簡単にご説明のほうさせていただきます。 

資料２の市民の方から１１項目のご意見をいただきました。まず、No.1 の配食サービス、そして No.2 の訪

問理美容サービス、No.3 の寝具洗濯サービスにつきましては、対象者の拡大、また回数等の増加等のご

要望、ご希望でした。 

また、次のページの No.4 から No.11 につきまして、No.4 療養型介護予防事業、No.5 シルバー人材センタ

ーへの支援、そしてNo.６地域が優しく輝くために、No.7市営住宅の整備、No.8支援体制の整備、No.9緊急

通報体制等整備事業、No.10 福祉用具貸与、介護用品福祉用具貸与、No.11 市町村特別給付費の実施と

いうことにつきまして、それぞれご意見をいただいたのですが、これは反映というよりも要望として、ご意見

を頂戴いたしたいと思っております。 

そして次に、資料 No.3 これは市議会のほうからご意見をいただきました。そして資料４にプランへの反映

一覧ということで、一覧表を挙げさせていただいておりますので、併せてご覧いただきたいと思います。 

No.1 の地域包括支援センターの機能強化のところで、「包括支援センターの組織図を表した資料があっ

たほうがよいのでは」というご意見をいただきましたので、資料４の反映一覧の No.1 反映後というところに、

図表として体制図を載せさせていただいてあります。ご確認をいただきたいと思います。輝きプランの冊子

につきましては、５６頁の問いに掲載のほうさせていただいております。 

No.2 の日常生活用具給付事業と No.4 の徘徊高齢者家族支援サービスのところですが、「共に利用者が

無かった理由を分析して記載してはどうか」というご意見をいただきました。それで、それぞれの今後の施

策展開のところに記載させていただいております。冊子の頁につきましては、資料１の分厚い資料なので

すが、５８頁に日常生活用具給付事業、そして６８頁に徘徊高齢者家族支援サービスというところに、それ

ぞれ掲載のほうをさせていただいておりますので、ご確認のほうよろしくお願いいたします。 

次に No.3 の移送サービスですが、これにつきまして平成２３年の第７回伊賀市市議会におきまして請願

が採択されております。その請願の趣旨といたしましては、高齢者というより透析を受けている方の通院に

ついての回答を求めたものですので、この事業計画には明記はいたしませんが、今後利用実績等を分析

し、関係機関と協議を進め支援を検討していきたいと思います。 

次に No.5 につきましては、市営住宅等の整備というところですが、こちら資料の１の７６頁に「低額所得

者とあるのを低所得者に変えてはどうか」ということですが、これも市の条例に低額所得者と記載している

ことからそのままとさせていただきます。 

次に No.6 の防犯体制の整備ですが、冊子の７７頁の現状のところに「高齢者夫婦世帯となっていますが、

夫婦を削除してはどうか」というご意見をいただきました。これにつきましては、高齢者のみ世帯ということ

で修正をさせていただきました。 

次に No.7 の介護従事者、事業所の資質向上では、「各事業所への訪問活動を計画に反映してはどう
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か」というご意見に対し、資料１の冊子１００頁の今後の施策展開というところに修正のほうを挙げさせてい

ただきました。 

また、事業計画にはありませんでしたが、その他の意見ということで介護高齢福祉課にも有資格者の専

門職員の配置を、体制強化ということで、ご意見をいただきました。今後検討課題ということで回答のほうを

させていただきます。 

以上、パブリックコメントを反映したのが、お手元の資料１の分厚い資料となっておりますので、もう一度

委員の皆様でご確認のほうをいただきたいと思います。また、中間案には掲載をされていませんでしたが、

今回の資料編ということで、「第１章計画の策定にあたって」、「第２章高齢者を取り巻く現状」、「第３章高齢

者のニーズ」ということで、掲載をさせていただいております。第３章につきましては、第１回の高齢者施策

運営委員会でも説明をさせていただきましたとおり、高齢者等の実態調査、去年１月の半ばくらいからアン

ケートのほうを取らせていただきましてその結果ということで、そこから見えてくるものということで、住み慣

れた自宅での生活を希望されている高齢者が多いということが見えてきました。それを反映し、この事業計

画を作らせていただいておりますので、委員の皆様のご意見等またいただきまして、 終案ということで、

議会のほう、市のほうへ挙げさせていただきたいと思いますので、どうぞ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。今のご説明の中で、ご質問とかございましたら、本日が 終案ですので、ここで

承認をしていただくような形になりますので、十分な議論と検討をしていただきたいと思います。パブリック

コメントに関しての大きく反映した一覧というのが、資料４になりますので、下線部が付いているところが改

めて追加したところになりますので、この辺のところも含めて、ご検討していただけるといいかなと思います。      

あとニーズ把握とか検討とか検証という言葉が、再三出てきますので、それが皆さん第５期のメンバーでの

検討、検証をやっていくことになりますので、その辺のところも含めて考えていただければと思います。 

 

委員： 

私この中身までの検証は、大したことはしてないんですけども、ぱっと見ましてね、議会からの意見回答

には反映が多いんですけども、市民からの意見回答には反映がゼロということで、やはり中身的に何も無

かったということですか。果たして中身が、私あまりちゃんと見てませんけども。 

 

委員長： 

市民からの意見、回答に関しては、要望という風に捉えたという風に先程ご説明があったかと思うんです

が、もう一度、事務局のほうでお願いいたします。 

 

事務局： 

失礼します。当然議会のほうでの意見につきましては、うちの課、または他の部署の部分もございまして、

照会をかけまして、こういった形となっております。 

それから市民の方からの意見でございます。１１項目ございまして、先程委員長おっしゃられた要望とい

うような中でございます。例えば、資料２の３番目でございます。寝具洗濯サービスの箇所でですね、「現在

１年に２回以内の利用となっているが、回数を増やして欲しい」というような要望、意見がございました。こ

れに関しまして、現在では夏時期が終わって秋から冬前に１回、洗濯がございます。それから冬の毛布等

につきましては、当然冬時期が終わった以降、夏前と言いましょうか、そういった解釈の中で、利用者の方
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の寝具の保管状況を鑑みますと、年２回が妥当というようなことでございますもので、ご意見はご意見でご

ざいますが、市のほうの考えとしては、そういった理解で妥当というように考えております。 

また、No.1 の配食サービスでございます。当然現在も毎日申請の方も増えてございます。「対象者を拡

大して欲しい」というような要望でございまして、実際にその配食サービスの要綱を見ておりますと、現在調

理ができない方と言いましょうか、そういった方を対象にサービスを実施しているというようなことで、昼間

の高齢者も対象者に拡大をいたしますと、当然予算的な部分もあるんですけども、１日この３食の食事の

中で、昼食と夕食をサービスに結び付けるということは、自立の部分を自立の維持と言いましょうか、そうい

ったことも行政といたしましては、そういった意識、意図がございまして、その辺でご意見はご意見というよ

うなことで、拝聴はさせていただきますが、今後数年経てばですね、また状況も変わってくるかなと、こうい

った中で、現在のところこの第５期の計画につきましては、「拡大します」ともお伝えできないという状況でも

ございますので、ご意見の拝聴という形でこの１から１１番目の部分につきましては、計画の反映には載せ

ないと言いましょうか、そういう考えでおります。当然計画に「拡大しますとか」載せさせていただければで

すね、市民サービスの向上にも繋がるかとは思います。ただ、先程も申し上げました基本的な部分、原則

低限の保障はですね、こういった回数なり、対象者につきましてはサービスは守らせていただきたいなと。

拡大につきましては、しばらくと申しましょうか、世間のまた他市の状況もございますので、現状のままとい

うようなことを考えております。以上でございます。 

 

委員： 

分かりました。色々検討してくれた結果、理由はあってのことだと思うんですけども、この資料をぱっと見

たときに、直感的に私思いましたんで、ただ色々なご利用、条件があってのことだと十分理解しますけれど

も、市民の声は届かなくて、議会のことは一方的に聞いたのかなと、ちょっと直感的に思いましたので、質

問させていただいた次第です。 

 

委員： 

すいません。関連してですけど、ほとんど市民の方からあるのは、「サービスの供給量を増やしてくれ」と

いうそのレベルで、計画というのには、あまり馴染まないんじゃないかなという風に思うんですけども、特に

は僕はやっぱり誤解されたらあかんと思うんですけども、昼間高齢者のみの世帯が多い状況から、対象者

拡大、高齢者には要するに「皆、飯食わせ」と、こういうのが見えるんですけど、やっぱり発想が何というの

か、自立支援とか我々それぞれが介護保険と同じように日常生活を継続するために、要するに自らが主体

的に何かをしなければならないっていうのが、介護保険なり、我々の目指すところだと思うんですが、こうい

うご指摘を見ますと、まだそういう視点で物事を考えているんだなというのが、強く感じるわけでして、そうい

う意味でやっぱり行政のほうもですね、本当に「介護保険制度が何や」、「自立とは何や」、「地域福祉とは

何や」ということをね、改めてやっぱり皆さんにこう、戻していく必要があるんじゃないかなという風に思いま

す。そのことを無しにして、高齢化社会って言うのか、地域のですね、支え合いとか地域の福祉力を上げま

しょうなんていうのを議論がね、正しく空虚なものに見えますので、そういう点を皆さんのお考えになってい

る今の状況っていうのは、サービスの供給量のみがね、その言わば高齢者施策に対応するという、これだ

け見ればですね、良く出てるんですけど、そういうような現状にあるということを考えて、敢えて逆の発想が

必要じゃないかなという風に思いました。 

 

委員長： 
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委員、ありがとうございました。この要望を捉えて今、こういう現状にあるという認識を持ってまた、この

会を進めていく必要性があるんじゃないかということがありましたし、もう少し住民に対しても、自立に対す

る、介護保険に対する目的じゃないですが、自立に対する考え方っていうところを図っていかなきゃいけな

いというご意見をいただきました。 

 

委員： 

これ市議会のところにも載っているんですけども、地域ぐるみで高齢者を支援していくっていう体制の中

で、私とこは前にこういう地図を貰って、伊賀の地図ですけども市街地東部という所なんです。一番人口も

多くて、１万３千人程の人口を抱えているんですけども、その中の一つの、今できました住民自治協議会の

中の一つの部署としてです。健康福祉部というところが主になって３年に１回くらい取り組んでいるんです

けども、地区内の高齢者、高齢者の判断難しいんですけれども、だいたい一人暮らしだと７５歳以上、それ

から二人だと８０歳ぐらいというようなことを対象にして、民生委員さんの協力を得て、全部地域内に生活

支援物資を配付いたしました。それ３年前にやったんですけども、その時と昨年年末にやったのとではもう

雲泥のと言いますか、極端に増えておりまして、そういうふうに高齢者が、ごみ袋とか、ちり紙とか一緒に

配らしてもろた中に、一つ一番喜ばれたのは、３年前にも喜んでいただいたんですけども、地区内に保育

園が２つ、それから幼稚園も１つ変わったんですけど、また１つ入ったので、そこの先生方にお願いをして、

子どもたちに高齢者に対する何て言いますか、メッセージって言いますか、その文章をちょっと書いていた

だきました。で、集めてそれをその物資の中に入れて各個人へ。これはもう不特定ですので、誰から誰とか

そういうことじゃなくて、地域のお年寄りに元気で長生きしてくださいというような言葉を中のあれを添えて

配るというようなことでですね。ほんとは毎年こういうことをやるといいんですけども、やっぱり住民自治協

の中の予算の中でやっておりますもんで、３年に１回ぐらいしかできないんですけども、非常に高齢者にと

っては喜ばれておりますし、そして一軒一軒担当民生委員さんに付いていただいて回ってくると、やっぱり

反響としてはもう、我々も感じなければいかんというのは、極端な差があって、元気な人はもう、ものすごく

あれなんですけども、引きこもりまではいかないけども、滅多に戸を開けない。よっぽど信用できる人が来

ないと戸を開けないというような家族も多くてですね。もう、それは千差万別なんですけども。その増えてい

ることに対して、やっぱりこう地域側もそう対応してですね、それともう一つ、我々のとこはそういう形で取り

組んでるんですけども、伊賀市全体でまだそういうこともしてないとこも、してないって言うか、しているとこ

は少ないという風に思うので、やっぱりそれは、何らかの予算処置があってするのか、それともそこの住民

自治協の配布の予算内でやるのかは知りませんけども、やっぱりこういうことをやっているということをアピ

ールして、全地区で取り組むかどうかは分かりませんけども、そういう認識だけでも持てるような施策って

言いますか、そういうことをしたほうが、各高齢者を抱えている、抱えているちゅうより、どことも抱えている

んですけどね、対策としては地域でやるあれとしては、一例なんですけども、一番びっくりしたのは、３年程

の間にものすごく増えたっていうことです。一人の民生委員さんの多いところですと、５、６０軒抱えている

人もおりましたし。そんなことで、もう手一杯になっているんではないかなというようなことでです。回るだけ

でも１週間程かかりました。まあ、そんなことです。 

 

委員長： 

ありがとうございます。今の服部委員の発言というのは、この２３頁のところの、住み慣れた地域で皆が

輝くためにというところのもしかするとこの地域在宅生活支援の推進で、ここに掲げておりますのは伊賀市

高齢者あんしん見守りネットワークの充実という風に書かれているんですが、この中の本当に具体的な展
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開の部分で、これはその地区ごとのその自助努力のような形でやっていくのか、もう少し伊賀市全体で同

じような形で、具体的に活動していくことが望ましいんじゃないかというご意見だったと思います。紙面にこ

う書かれているのではなくて、実践していくっていうことについて、強くおっしゃりたかったのかなと思います

ので、そのへんに関しても、またご意見というか具体的に実践していくにはどうしたらいいかというという風

なご意見も含めて。 

 

委員： 

健康の駅長会の一つの事業ともドッキングしてありますもんで、だからどこがどこということはないけど、

アピールほうがええように思います。 

 

委員： 

関連してですけど、今、先生なり委員がおっしゃられたことと関連ですが、例えば認知症、この認知症を

皆で考えるために、認知症対策の推進ということで、現状大変厳しいものがあると思います。委員さんここ

にいらっしゃるので、あれですけれども。地域における見守り体制を万全にするために、今後も継続的に学

習機会を設けていく必要がある。もちろん、これなんですけれども、もう一歩、前へ進むことが僕はできない

のかと思います。いや、それとともに、今、そういう状況に僕はなっているんじゃないかな。 

介護の現場にしてもそうですし、地域の我々いがまちで取り組んだ一人の徘徊訪問の取り組み、徘徊し

て地域ぐるみで色んなご批判を受けながら挑戦したこともあるんですけれども、やはりそういう実践していく

というか、もう一歩前へ進めば、努力していただいて、具体的にこの第５期の中で、何をどれぐらいまで解

決するまでは行かなくてもですね、少しこれ僕は後ろじゃないけども足踏みしている状態だと、取れるんで

すけども。もう少し前向きな表現のしかたが欲しいなという、先程の先生の話も含めて、委員さんどうお考

えです。 

 

委員： 

委員がおっしゃられるように、ほんとに認知症支援っていう住みやすい社会を、もっと住みやすい地域を

っていうことですごく大きい形で関わらしていただいているんですけど、そうしたら重症の方が安心して暮ら

せる地域づくりというの何だろうっていう風に考えた時にやっぱり、介護のサービスでもそうだと思うんです

けども、個々個々、お一人お一人に合ったご本人に合った介護をしていかないと。 

認知症の方ってほんとに様々な症状で、一刻を争ったり、ほんとに悪化されたりっていうこともあって、認知

症の予防も含めて軽度、重度っていう風に本当に分けた形での支援体制っていうのも必要じゃないのかな。

認知症と診断されたら、すべての方が同じようにサービスを受けられて、同じような支援が同じような地域

での見守りって、ほんとにそれでいいのかどうかということで、このパブリックコメントの中にも載せていただ

いている中にも、認知症の初期の方ですと、出来ないこともあります、出来ることも多いということがあるん

ですね。 

人材もそのシルバーサービスなんかを使って、ほんとに軽度であって、軽作業であって、ご本人の生き甲

斐をもらえるんならば、そういう生き甲斐を与えていただけることによっては、少しでも住み慣れた地域でお

一人であっても、認知症の方であっても、支えていただければっていう、ただ見守りだけじゃなくて、やっぱ

りその生き甲斐を与えていただけるということがとても大切なんじゃないかな。それを具体化していただける

のが、私たち介護する側のやっぱり一番の願いではあります。 

 重度化された方のほうが、介護保険で今、皆さんに見守っていただいているんですけども、初期、中期の
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方々の支援ていうのが、やっぱり悪化しないと難しいよねっていう施設に利用するまでの方々の。逆に言え

ば、それが一番今大変な方々であって地域の方のお困りでもあると思うんです。お一人でも家族介護でも

そうだと思いますんで、その辺のところもう少し、重点的に詳しくお伺いいただければありがたいと思いま

す。 

 

委員： 

 いやいや、学習から具体的な支援へ僕はもうサポーターの養成を確かにやってるんですけど、日常ご家

庭の中で、つまりもう８０歳を超えたじいちゃんとばあちゃんが、もう両方ともに一緒になって、一方はデイサ

ービスですけど、一方はヘルパーさん使ってる中で地域の助けをしていただかないと生活が成り立たない

っていう状況っちゅうのは、随所にあるわけですね。だからそういうことに対して、勉強するのもええけど、

具体的に地域の中でどうネットワークというものを作成していくというところにこれから本当に力を入れてい

かないと、これ空虚なものに終わってしまうんじゃないかなと思うので。そういう地域福祉ということも関係

の中で、やっぱり地域とどう関わって具体的な認知症の方への見守りなり、或いは支援をしていくのか、サ

ービスも含めてですけど、考えていかないかん時期に来ているんじゃないかと思いますので、この協議をも

う少し前向きに改めていただきたいなと、若干ですね「今後も継続して学習の機会を求めていく必要があり

ます」じゃあちょっと弱いんじゃないかなと思うので、その点少し前へ一歩出たような表現にしていただいて、

具体的に皆さんが取り組めるような、あれをしていただきたいなという風に思っています。 

 

委員： 

 すいません。ごめんなさい、もう一点。先に遅くなりまして申し訳ありませんせんでした。今、認知症サポ

ーターということで、こちらにも書かせていただいているんですけど、サポーターさんからのお声でも、「何か

させてもらいたい」、「何かしたい」という、要するに学習のほんとに色々な地域で県外を含めてすごく学習、

認知症を周知しよう、理解しようということは、ほんとに広めていただきまして、これは全国規模で広めてい

ただいているんですけども、それじゃあ「自分たち、サポーター養成講座を受けて何ができる」また逆に「何

かしたいんだけど」というお声を介護のほうにもいただいておりまして、やっぱり今度は学習される方と次に

ステップアップされる方その方々が、ほんとに申し訳ないんですけど、認知症の介護やってみないと分から

ないと私はよく言わしていただくんですよね。やっぱり、実践で関わっていただくっていうこと。施設の職員

の方々でもやっぱり自分たちってなると、仕事はできるけど、自分たちがなるとは思ってない。自分の家族

がなるとは思ってないってやっぱり思われる方が大半以上皆さんお見受けになられますので。 

 逆に言えば、自分の地域の身近な数人で結構ですので、数人ずつを支えていただける。もう一つそのレ

ベルアップをしていただけるような踏み込んだ、それこそ本当に関わっていただける支援を何かを実施して

いただけるっていうことは是非、望ましていただきたいと思っております。 

 

委員長： 

 ありがとうございました。今の６６頁、６７頁のところで委員からご意見をいただいたんですけれども、学習

会を設けて継続的にやっていくというよりは、もうちょっと重厚プランという形で少し踏み込んだ中身で、この

計画案のほうに記していただけないかということだったと思いますし、ターゲットとなるその認知症の高齢者

のその初期、中期っていう風にむしろもう少し対象を絞って初期、中期にこういうサポーターも関与とかより

必要だというところでもう少し具体的に踏み込んだ書き方をしたほうがいいんじゃないかというご意見だった

んですが、皆さんその辺に関して、委員の皆様「やはりそう思う」とか何か言っていただかないと、また事務
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局と少し検討させていただいてになるかとは思いますが、皆さんの合意が必要だと思いますので、如何で

しょうか。 

 

委員： 

昨日の夜、ちょっと観ていただいた方もあると思うんですけども、テレビでですね、認知症の患者を対象

にこうやっていたんですけども、その医療のあれで治るとこう言うんですね。背中のどこやらを擦ると急激で

もないけども、専門的なことは分からへんねんけども、それやったらそういう取り組みをしていただいてです

ね、昔で言うと「ぼけ」というんですけれども、それがですね、ある治療をしてもらったらこう何か、動かして

たのが動かない。その何か認知症の方でまあ表情も変わるし、その治療をしてもらったら全然違うというよ

うなことで、観ていただいた方もあろうと思うんですけども。あれ観てびっくりしたんですけども、こんねん簡

単に治るんやったらその長年ですな、ただそこは専門家や分からへんねんけどな、あれ観てると一般の人

がこう観てるとね、やっぱこんねん簡単に治るんやったら何もそんねんやかましい言わんでもっていうよう

な気もしたんですけどね。 

どこまでが真意か、報道のためのあれかも分かりませんけど、医療の専門家で分かっているから。 

 

委員長： 

 今のご意見についてなんですが、今認知症のその内服薬に関しても治療についてもずっと過渡期とうか

移行期にあって、様々なまだ取り組みがなされていて、ちょっと上手くいった部分がテレビなんかで放送さ

れているんであって、現実的には委員のおっしゃるように、なかなかその初期、中期ですと初期ですとなか

なかその認知症であることすら分からないまま中期に至ってしまって受診しているが現状で、非常にそれ

がその家族の介護負担であったりとか、本人のその自尊心というか、自立を妨げたりっていうのがまだまだ

現状であるというのが実態です。 

ここの部分に関しては、今もうちょっと踏み込んだ実行できるような養成だけではなく、もう少しその例え

ばこのサポーターが何らかの関与できるような仕組み作りというか、せめてそういうような踏み込んだ表記

ということに関しては、皆さんよろしいでしょうか。 

その書き方、内容に関しては事務局にお任せするということでよろしいですか。 

 

委員： 

一番若い人は六十何歳でそういう状態になったっていう。若いと回復力があるのかどうか。そこらは分

かりません。そういうことも勉強してですね、事務局で特に。 

ＮＨＫやったと思うんやけど。夕べちょっとたまたま観ていたらそういうなんがあったんで。 

 

委員： 

過去に関しての昨日はテレビをやっていたと思うんですけど、ほんとに治る認知症もあるというご報告は

確かに県なんかでも出るんですけど、それは認知症じゃなくて認知障がいっていう風に今、先生方がおっ

しゃられている。要するに、今、先生がおっしゃていたように、認知症の診断は受けないんだけど、認知の

障がいがあるということで、それを全ての認知症と今、医師団で診断される方も見えて、よくなられたってい

う方を「治った」と言われるだけであって、認知症はもう、やっぱり診断を受けられたら進行性ですので、難

しいと思うので。 

やっぱり私たちもよくご相談いただきます。「治るって聞きました」と。で、正直言います「治りません」と。
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治れば、私たちが治していると思います。 

 

委員： 

具体的な事例ですけども、本当にねえ、認知症を持っていらっしゃる家族が地域と対立してですね、にっ

ちもさっちもならないような状態になったのを僕が目の当たりにはしたんですけども、僕らの地域ではお盆

の１３日の時に、ある大きな 大手ですね。ある業種の 大手の大変偉い人ですが、その４０年程前ぐら

いに地域に移ってこられて、奥さんが違うところに住んでおられて一人でお住まいになって。それで定年に

なってですね、奥さんこちらのほうへ来られて、してたんですが、地域ともあまり関わりがないという方です。      

そのご主人が、徘徊を始めたわけですね。ほんで、８月の１３日に突然いなくなっちゃった。地域では色々

「うろうろしてるな」と気づいとったんですが、それで盆の１３日に家捜しを、家捜しじゃないわ。そろそろ捜さ

んなんような状態になったというようなことで、ある所に行っていることが分かったんですが、区の役員さん

は「こんなことでは困る」ということで、家族のとこへ押しかけて行って、お二人しかおらなかったんです。 

家族の息子さんとは違うとこの籍になっているんですが、その方もお呼びになって、当然私どももその方

自身を私はよく知っていたものですから、「しばらくの間、保険がまだ提供される前は病院のほうで面倒を

看てほしい」というような状況になりまして、私どもが病院のほうでご面倒を看る。それから、ケアマネジメン

トについても病院等いろいろお話をする。その過程の中で、奥さんがご主人を全く無関心であったわけで

すけども、息子さんもですね、ものすごく関わりを持つようになってきていただいて、今例の使っていただい

ているわけですが、ご主人は相変わらず徘徊ですが、必ず奥さんが一緒に付いているというような状況で

す。 

 地域のほうもそういう状況を見てですね、関わりは無かったんですけども、非常に関わりを持っていると。

で、地域のほうもそう温かい目で「じゃあ、積極的に支援しましょう」と、ご本人もご家族も息子さんも分けず、

お父さんとは関わりを持たなかったんですが、関心を持ってやるということで、ある意味では非常にそういう

状況が、上手くいったケースなんですけども、必ずしもそうはいかないと思うんですけども、やっぱり無関心

であった家族の方が、全体がお父さんを支える方向に回って、地域のそのことを見て「また、変らなあかん

な」という思いになってくれたという事例がですね、現にあるわけです。 

そういうことが、ただ単にその一例ですけれども、もっともっと悲惨な状況の中で、やっぱり暮らしている

方、あまり外に見えない部分というのが非常に多いと思うのですけど、やっぱりそういうことが、地域の中

でほんとにこう、支え合い、見守り合い、そういうことが当たり前のようになっていかないとですね、やっぱり

特異な状況としてどうしてもやられてしまうし、家族もそういう風に変わってしまうという状況にはなります。 

まあ、そういう体制を早く作らなあかんという意味で、先程申し上げたように、学習の時期はもちろん学

習は継続して大事だけれど、もう一歩前へ進まないとですね、今回の意味がないんじゃないかなと言うて、

あえて申し上げたわけでして。ご協力、よろしくお願いいたします。 

 

委員： 

すいません。行政だとか社協だとかで今は養成講座、生活支援の養成講座だとか、それから傾聴ボラ

ンティアっていう講座も私も受けたんですけれど、そんなのだとか、認知症サポーターもどっかのとこ行っ

て、一応は持っているんですけれども、その中で、その養成講座行って、あとほんなら実際にどのように関

わっていくかというようなことについては、マッチングが難しいっていうことで、なかなか進まなくって、何人

かたくさん受けたんですけれども、全然ことあらへんのかって言っているんですが、そこらへんでちょっと。 

一応、しようっていう気持ちを持っている方にとっては、たくさんいるんじゃないかなって思うんですけど、そ
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この実際の部分をもうちょっと進めていくっていうことを。 

 

委員： 

そういうその何か仕組みをこう作らないと、いけないと思うんですけど、認知症、認知症、認知症ばっか

りが、問題じゃないですけども。８５歳もなったら５０％ぐらいは認知症を持つと言われている時代そういう

風にして我々考えられないわけでして、このサポーター養成もですね、具体的に僕は輪切りでサポーター

養成、子育て支援、何々、何やらとばらばらばらになっているわけですね。せやけど、合体しているんです

か。いや地域に行ったらそんあことないんですよね。地域は一つなんですよね。年寄りも健康を害している

人も子どももおるわけでして、そんな中で今僕のやっているＮＰＯで考えているんですけど、今業者さんと

無料の送迎、観光課の公用車でやったんですけど、次は担い手とその受け手の状況の中で、介護制度の

中でのサービスからはみ出したサービスとか、あるいは足らない、日常生活支援のサービスをですね、そ

ういうグループちゅうんか、仕組みを作ってしまおうと思ってるんです。登録制にしてこうするようなですね。

何かそういう機会の中で、サービス事業者とか施設とか、或いは医療機関とか、地域とかそういうのを連

携しながら、そういう人をですね、支援する仕組みを作ってかないとなかなか、件数は増えたけれども、どう

関わっていいのか分かりませんでして、そういうのをこう、なんとかできるような枠組みをこう、作ろうかなと

思ってるんですけれど、やっぱそういうのがどんどん広くなって、すぐ支援に回れるような具体的な仕組み

づくりをやっていかないと、なかなか上手く回らなんのじゃないかなあというような気がしていますので。 

 

委員長： 

５期の委員の皆様というよりか、いろんな様々なお立場でたぶんここに出てくださっておりますので、そ

の仕組みづくりの時に、皆さんの知恵をお借りしながら、どういったしくみが一番望ましくて、現実的なのか

を考えていくこともできるんじゃないかなと思います。なので、私たちここで承認したという、承認するという

ことによって、責任っていうところが出ますので、その上で皆さんにどういう風に何が展開できるのかってい

う、地域づくりができるのか、一緒にお力を借りながら考えていけたらいいかなあと思うんですが、如何でし

ょう。 

 

委員： 

ええと思いますよ。 

 

委員長： 

はい、他にこの計画に関してご意見ありますでしょうか。 

 

委員： 

家族支援における、冊子６８頁になるんですけれども、ごめんなさい６７頁ですね。個々に対する支援と

いうことで、どうしてもそのやすらぎ支援とか、そういう風に関わっていただく側、要するに介護者が受け手

になってたんですけれども、今現在、家族支援という中では、家族自身のレベルアップを指す。要するに、

介護力を上げるっていうことも必要なんじゃないんかなということで私たちの介護の場ではよく、色々 近

お話をさせていただいております。 

何でもかんでも揃えていただいて、それを使うばかりでなくって、やっぱり介護の初期の段階で介護する

家族側が介護力をアップしていく。要するに、介護のレベルアップをしていくっていうためのやっぱ、何かそ
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の学びの場というのも必要なんではと、今まで介護してきた者っていうのはその知識っていうのものを寸座

に受けることができなかったので、その時その時の対応で、起こってから対処するのがやっとで、回避する

ことができなかったんですよね。でもそれを認知症のこれほどの今、色々な情報が提供できる中では、こう

いうこともあり得るっていう情報を提供しながら、それに対する対応の策を介護者自ら、それはもう申し訳

ないんですけども、重度化された介護者の方では難しいと思うんですけども、初期、中期でこれから介護し

始めると、要するにサービス提供から医療提供そういう色んなサービスを寸座にやっぱ、知識的に伝える

っていうことが、これは事例でまたちょっとお調べいただいたらいいと思うんですけれども、私ども家族の会

の愛知県支部なので、家族支援プログラムというものを作らしていただいておりまして、半年間のスパンな

ので声を出す方法と、要するに吐き出しの方法と、知識を得るためのその勉強、学習能力っていうものを

付けさせていただくっていうことで、それを伊賀バージョンで、要するに伊賀でそういうものをお作りいただく

っていうことも必要なんじゃないかなっていうことは、家族支援を受けるばっかりじゃなく、家族側が自分た

ちの必要なもの自分たちで得ていくための力を得るっていうことを何か少し、それをトライしていただければ

ありがたいなと思います。すいません。 

 

委員長： 

家族の介護力を上げるということで、受け手じゃなくて、こちらも家族自身が能動的に学んでいくっていう

ようなご意見だったと思うし、実際そこの部分に関してその、支援プログラムが愛知のほうでは出されてい

る。セルフケアの部分であったり、技術的なスキルを磨ところであったり。その初期、中期に関してはたぶ

んそのどれだけ予測が家族ができるかっていうところでかなり防げていくところもありますし、介護が楽に

なるっていうところもあろうかと思いますので、またそのへんのところは、付け加えるぐらいでよろしいでしょ

うか。 

           

事務局： 

すいません。地域包括支援センターです。 終案の１０１頁の上の欄にですね、家族介護教室ということ

で、介護者の方に向けての認知症に特化したものではないんですけれども、それが委員がおっしゃったよ

うに、ちょっと中身がどれぐらい充実しているのかということも含めて、次年度以降のカリキュラムについて

はですね、こちらの委員の皆様の意見も伺いながら、ちょっと回数も見ますと減ってきていますので、実は、

これはニーズが本当は高いのにこう適切な、こちらとしてこう、教室が供給できていないのかなあていうの

を今、ちょっとご指摘受けて考えましたので、ちょっとご意見伺いながら、ご高齢者の認知症に特化したわ

けではないんですけれど、認知症のことも含めて、受講していただく方にできるだけこう、有意義になるよう

な、カリキュラムをまた検討していきたいと思いますので。全くゼロということではないということで申し上げ

たいのですが。 

 

委員： 

お願いを付け加えるとして、というのはやっぱり皆さん一緒なんですよね。こういう家族教室というのは、

障がいも認知症も含めていると、でもやっぱり、その申し訳ないんですけど、障がいの方から、また家族か

ら見れば、認知症の家族から見ればっていう、様々な思いがあって学ぶものっていうのが違ってくるってい

うことで、やっぱそのご病気によった家族支援の勉強会っていうのが、これからは必要なんじゃないかなあ

と、私たちは認知症っていうものについてはどんなことでもやっぱ、学びたいなあというのが家族の思いだ

と思っておりますので、参入が少なくなられるのは、これは三重県内全部そういう風には聞かせていただい
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ておりますんで、求めるものが違っているんだということで、よろしくお願いいたします。 

 

委員： 

よければ委員さん、この指止まれ方式でさ、何かこう立ち上げてくれたらみんな参加するよ。その難しい

話じゃなくてさ、難しい話やったら、報酬が無いねけど、もっともっと、そのフランクにこうね、他の地域やそ

こらを巻き込んで、ほんでお忙しいと思うけど僕らも参加させてもらうで、いや、ケアマネとかいろいろ日頃

悩んでいる人もおるので。 

 

委員長： 

伊賀市がほうで、大学の教育をできることが・・・ありがとうございます。 

 他にこの「輝きプラン」に関して、ご意見を。 

 

委員： 

ちょっと現状、私は市街地、旧上野の市街地なんですけども、去年ぐらいから急激にちょっと事情が変わ

ってきまして、もうずっと進んでいたんですけれども、昔で言う隣三軒両隣ですか、向う三軒両隣ていう言

葉があるんですけど、そして自治会があって班、組があって、組長会とかいうそういう組織になっているわ

けなんですけども、もうこの組織がですね、もう崩壊しつつあるような気がする訳なんですわ、っていうこと

はもうやっぱ私とこは４件で一つの組を、今は私とこが組長でやっているんですけども、右隣がもう高齢で

どこか施設に行っていたんですけれど、亡くなったので、今売家という形で空いております。そして左隣が

ですね、昨年奥さんが亡くなられて、今９０歳近い。８８歳か９ぐらいのご主人が一人住んでおりますんで、

その人はいわゆる介護してもうてるわけでも、来てもうてるわけでもないんやけども、本人はテニスをやっ

たりするぐらいの元気があるのでまあ、しばらくはあれなんですけども、もう組長を持って行ったりそういう

ことはもうちょっとできない。ただ息子さんと娘さんがおいでまして、一週間に１回か２回、１回ぐらいかなあ、

洗濯とかそういうことをしに来ていただいて、食べるものについては給食が配達してですね、置いてあっさ

かいよく分かるんやけれど、お弁当箱を置いてですね、ほんで本人のいやへん時は、ただそういうのが前

の人ももう８０歳過ぎの人がご夫婦が住んでいますし、その隣の場合ご主人が亡くなったので奥さんが７０

代で一人ですし、そういう状況でそこだけはあれですけれど、顕著にそういう状況が出てるので、今たちま

ちケアマネジャーさんとか民生委員さんにお世話になるようなことは無いとは思うんですけれども、お年の

ことですので、いつ何時そういうことになるか、行ったらいつの間にやら、一人で静かに亡くなっていたとい

うこともよく聞いてますんでね、やっぱりこの近所の何ちゅうんか、関連も大事ですし、やっぱりその息子さ

んやら娘さんが県外とか、ちょっと遠い所に住んでいたらそんなに来れないし、本人には電話でこう確認し

ているとは思うんですけども、近所まではそんなん分からへんし、まあ動いているし、音してたらだいたい

分かるんですけども、そういう状況になってきますと、市街地で人口が多い割には、まあ言うたら水臭いと

言いますか、まあアパートとかマンションになったらもっとそういうことが激しいかもわかりませんけども、た

ちまちそういう状況が進んできているということはですね、やっぱり色んなところでそれを関連ちゅうんか、

興味を持ってこう、地区で盛り上げていくような施策、何ちゅうんか、ネットワークを作らんと、そこはもうそ

こだけの家族だけで連絡してっていうことでは、ちょっとやっぱり、何かにこのごろ言うたら、お葬式でもい

つやったんやら、近所のお世話にならんとやったり、もう特に初盆なんかしないというようなことになってお

りますし、だから近所の結び付きちゅうのがほんとに無いんですわ。広報配ったり、集会の通知ぐらいのも

んですで、それも高齢になると頼めないということがあって、飛ばしていくともう、いきおい会うた人ばっかり
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せんなんような形になってきますのでね、そこらはどうしたもんかなあという風に思っております。 

以上です。 

 

委員長： 

ありがとうございます。たぶん、ここに書いた計画が実質的に動けば本当は解決するんでしょうけど、解

決まで至らなくても、未然に防ぐことが可能かなと思うので、じゃあどんな風にこう、ここに書かれていること

が実行できていくのか、その仕組みができるのかというのは、また皆さんのちょっと力を借りて進めていくこ

とになろうかと思います。他に、この 終案についてのご意見。 

 

委員： 

ちょっとしっかり読んでないからあれなんですけれども。高齢になってくるとやっぱり、自分で移動すると

いうことがすごく難しくなってくると思うんです。何かちょっと通院とかせんなんことになりますし、もうちょっと

個人的なことでとか、できたりっていうことについてネットワークがちゃんとしてきたらいいと思うんですけれ

ども、その時にここのところにも一応移送サービスとして書かれています中に、「リフト付き自動車等を運行

して通院とか社会参加を支援します」と書いてくれてあるんですけれども。その社会、社会参加のことで、

公のものと例えば、また地域なんかでの支え合いということが必要だと思うんですけれども、そこらへんの

見通しっていうのが、出る部分はその地域の中で作っていってて、地域のとしては・・・思うんですけども。

どんなふうに考えていったらいいのかなあって。 

 

委員長： 

じゃあ、５９頁を開いていただいて、今のご意見移送サービス、通院や社会参加を支援して行きますって

いうところなんですが、その公的な部分と民の部分というところで、具体的にどうなんだろうかというご意見

が出されています。 

 

委員： 

 バスが無いので、やはり・・・。 

 

委員： 

 古くて新しい問題だと思うんですけども、行政は２４年度で委託から補助金を替えてまうんですよね。２５

年度からそうなる訳だと思うんですけれども、まあ我々、２年程前に「いがまち」で、高齢者、一人暮らし、

二人暮らしの方のと、一般の高齢者の方の含めてデータを取ったところによりますと、圧倒的にニーズが

要するに、お買い物と病院、これに集約されるわけですね。で、交通機関に対してその一般の交通機関の

整備を図るちゅうのはこりゃ通常、税をペイするのは当然だろうとは思うんですが、それ以外にこれから高

齢社会を例えば、あの皆さんで支えながらっていう考えた場合に、地域が要するに生活する場所でもある

わけですけども、生産する場所でもあり、サービスを提供する場所でもあるわけですね。そんなんやっぱ、

それが一つになって地域が成り立っているっていうことを考えれば、要するに移送サービス業者という視点

じゃなくって、つまり今サービスを提供している、介護サービスを提供している、或いは医療を提供している。

或いは、お買物スーパーさんがあるっていうところがですね、地域のとこでこれからも地元の生業としてや

っていくためには何をしたらええかって考えた時に、僕はやっぱり、お葬儀屋さんが送り迎えしてます。飲

み屋さんが送り迎えをしています。みんなやってるわけですね。じゃあ、何で延長線上でそれが考えられな
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いかっていうことです。それを何か無にして、そういうＮＰＯさんや移送、福祉有償運送に金を出しましょうっ

ていう視点そのものがね、僕はちょっと貧困であると思ってるんですけども。そういう考え方そのものが、せ

やで、僕は地域で支え合い、支えあいって言うわけですから。地域を構成する全ての生活者も、それから、

生産者もサービスの提供者も含めて地域を構成している者はどういう関わりを持っていったらいいのかと

いうわけです。極端な話、皆さん自家輸送でやっているわけですね。これは葬儀屋さんにしても、今言った

ように、飲み屋さんにしてもですね、やっているわけです。それは何やって、自分の生業としてそうすること

が商売の延長線上であるわけですから、じゃあ、それをなぜ、僕は今スーパーさんと言って、スーパーさん、

実現、平成２４年度から引き継いでいただけるような状況にはなってきたんですけれども、やっぱりそれか

ら次は、医療関係者、在宅医療をしていただいている介助の皆さんも含めてね、特に言いたいのは人工透

析ですよ。だからそういうのはもう、明らかにそういう医療側のほうからね、やっぱりウイングを広げていた

だいて、当然利用者さんにサービスしてもいいのじゃないかなと、そういう社会っていうのがあってもいいん

とちゃうのと、それを特別のものを運ぶという事業者さんに対してだけ目を向けている発想をしているのが、

俺は貧困だと思っているんです。 

あの、そういうものの視点を切り替えていかないと。あってもいいですよ。だからあの、チョイスすること

がないといけないと思うんです。だから僕が、例えば大手のあの、スーパーさんと連携して、スーパーさん

が運んでくれますという一つの切り口をやっただけで、必ずしも皆さん、そこへ行けというわけじゃないんで

すから、色んなチョイスする方法があってもいいですし、医療機関でも「ここしかわしは、絶対行かんのや」

と言うたら、それはチョイスする方法として有償サービスは僕はあったらいいと思います。当然あるべきだと

思ってますけども、そこだけに目を奪われてしまうっていうことが少し、これからの我々が「支え合う」ってい

う社会に対してですね、やっぱり僕はアンチテーゼとして今言ったようなことを求めていってもいいのじゃな

いかなあ。そういうことを抜きにしてね、「支え合い」なんて成り立たないですよね。 

だから福祉有償、うちもやっているわけですけれども、福祉輸送サービスっていうのは、体のええサ－ビ

ス、タクシー業ですよね、これはっきり言って、タクシー業なんですね、福祉という名前の付くタクシー業、し

かも１人、１乗車っていうね、無駄をおいてるタクシー業者なんです。 

だから、もう少し社会的に考えた場合に、違う切り口でやっぱり対応していく必要があるんじゃないかと

いうことも併せて今、おっしゃられたので、僕はその動きをしようと思ってるのですけれども、もちろん今、支

えてる地域支え合い体制づくり事業の中で、ＮＰＯさんがその移送のサービスとか色んなことに携わってく

れてます。僕はそういうことも当然あってもいいと思うんやけども、それ以上に年金で、年金暮らしをしてい

る人が、移動するのに経済的な負担を伴わないような、やっぱり自家輸送のサービスがまずは、あっても

いいんとちゃうか、やっぱそういうことに対して行政はある意味では政策的に誘導していくようなこともして

もええのじゃないかな。ここでいう場所がどこかは分かりませんけども、やっぱりそういう切り口でいかない

と、少しこの論点がずれてしまうんじゃないかな、これをやっていますから、全てをやっていますということ

にはならないわけで、ほんのもう少し切り口を変える動きがあってもいいんちゃうかなということを、あえて

今おっしゃられたので。 

 

委員長： 

ありがとうございます。移送サービスという発想ではなくて、もしかしたらその民間と手を組んで送迎をし

てもらうとか、或いは色んな自治体でやってますけど、その大規模なスーパーと 寄り駅を繋いだバスの

送迎サービスなりとか、色んな方法はあって、色んな選択肢はあると思うので、その方法と選択肢を拡げ

るっていうこととかをまた、改めて考えていく必要があるのかなあと思いますし、たぶんこの通院の目的と



 - 15 -

社会参加の目的は大きく違うと思いますので、またその買物難民のお話も出てきましたし、その買物難民

と通院と社会参加っていうのは全く別個の問題です。移送という問題で共通はしていますが、別個のニー

ズかなあと思いますので、そのへんをちょっと区分けをしていきながら、皆さんでちょっと議論をしていける

といいのかなあというふうに考えます。 

他にご意見がありますでしょうか。無ければ、これでよろしいですか。５期みんなで踏ん張っていきましょ

うという、色んなとこ今お気づきで色んなご意見をいただいたものを、意見の聞きっぱなしではなくて、みん

なで考えていかなきゃいけないっていうところをみんな背負ったとも思ってますので、是非よろしくお願いし

たいと思います。 

では、 終案について、また今日出された意見について、必要な部分は事務局のほうで取りまとめてい

ただきながら、それでいいという承認をいただきましたので、これで承認していただく、ご承認でよろしいで

しょうか。 

 

（承認） 

 

委員長： 

ありがとうございます。 

では３点目の議事ですが、介護保険料についてということで、資料５をちょっと見ていただきたいと思い

ます。これに関してもあの、本日お配りしましたので、事務局のほうからあの、ご説明をお願いしたいと思

います。 

 

（事務局） 

それでは失礼いたします。介護保険料についてですが、第３回の委員会の時にも若干説明のほうをさ

せていただいているんですけども、お手元の資料の５を見ていただいて少し説明のほうをさせていただき

ます。 

保険料の算定の基礎となる介護保険事業費は、１頁の標準給付費、図表１、標準給付費の見込みとい

うのをご覧ください。それと地域支援事業費、図表２に分けられております。第５期の標準給付費は約２６９

億３千万円となる見込みをいたしました。また、地域支援事業費は標準給付費見込額、図表１の①から④

の合計額の２％を上限の額といたしました。第５期の地域支援事業費は、約５億３千万円と見込みました。 

伊賀市の、図表３の財源構成ですが、第１号被保険者負担割合が制度改正によりまして、第４期より  

１０％ということであったのですが、第５期、６５歳以上の保険料、ここのところが２１％の負担となりました。 

伊賀市の保険料の算定ですが、資料５の 後の頁、６頁になるんですが、図表１１を見ていただけます

でしょうか。先程の標準給付費（Ａ）と地域支援事業費（Ｂ）を足した額に第１号被保険者の負担割合２１％

をかけたもの、これが第１号被保険者の負担分（Ｃ）となります。それに調整交付金相当額（Ｄ）との差額と、

市町村特別給付費（Ｅ）を加え、財政安定化基金の取り崩しによる交付金を差し引いたものが保険料の収

納必要額（Ｇ）ということになります。保険料収納額、５３億６千万円という金額が欲しいということになるん

ですが、保険料の収納率、伊賀市の場合保険料の収納率９８．５％ということで見込んでおりますので、 

５３億６千万円を１００％捻出する保険料がどれだけ必要かということになってまいりますと、保険料収納必

要額（Ｇ）を保険料の収納率で割った金額が伊賀市が本当に必要な保険料の総額５４億４千万円程度必

要となってまいります。この保険料総額を補正後被保険者数で割り、それを１２ヶ月で割ったものが、月額

の保険料基準額５,６５４円という額になります。 
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また、保険料の段階につきましても、第４期は９段階でありましたが、第５期は第４期の第３段階と第９段

階をそれぞれ２段階に変更を設けまして、被保険者の負担能力に応じ、きめ細かな段階層を設けました。

この段階層につきましては、２頁、４頁の掲載のほうをさせていただいていますので、ご覧いただきたいと

思います。 

また、第５期の保険料がかなり上昇をしておりまして、その原因といたしましては、第１号被保険者の負

担割合の変更でありますとか、また介護報酬の改定、介護職員の処遇改善臨時特例交付金の廃止、また

伊賀市は後期高齢者の増加に伴いまして、認定者の増加、認定率は三重県のほうでトップクラスというこ

とになっておりまして、それに伴いまして、介護サービスの利用者はかなり増加をしております。その要因

が挙げられます。 

また、施設のほうにつきましても、第４期に国が進めました、介護基盤の緊急整備事業、これにつきまし

て、三重県は特に積極的に推進をされまして、大きな建物が介護サービスの関係で建っているかと思うん

ですが、これが施設また居住系のサービスの給付費が大きく増えた原因となっております。 

このことと相成りまして、第５期の介護保険料、５,６５４円なんとか３年間持ちこたえるには、５,６５４円基

準額ということでかなり大きな上げ幅になってたんですが、皆さんのご理解をいただきまして３年間、これで

ももしかしたら足りなくなる恐れがありますので、その時なるべく県のほうから、国のほうから借金をせずい

きたいと、もしすればまた第６期にその借金を返さねばいけないということになってまいりますので、もうこ

の金額がもうギリギリの金額かなということで、市のほうとして事務局のほうとして考えておりますので、皆

様のご意見のほうをいただきたいと思いますので、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。４期に比べると基準額がかなりアップしたというところで、アップした原因につい

ても、今ご説明をしていただきました。できるだけその第６期に借金は負いたくないということで、ギリギリの

ラインで５,６５４円の基準額、月額というようなご提示がありましたが、これに関して、ご質問・ご意見ありま

すでしょうか。 

 

委員： 

ちょっとすいません。私らまだ、現役で働いているんですが、ちょうど今年６５歳になりまして、それまでは

保険料、給与引きで１,９８０円くらいでした。ところが６５歳になりますと、今度は伊賀市のほうから９,８００、

９,９００円ぐらいのね、保険料になります。これは、その報酬とかそれによって違うんでしょうかね、今介護

保険料５,６５４円ってなってますけれども・・・。 

 

委員長： 

４頁に書いてありますとおり、この４期では９段階にしていた、その所得段階を１１段階にしておりまして、

対象者っていうところに、この所得が書かれておりますので、そこでこの基準額の基準値を１．０として加算

されているというような、加算とか減額になっているというような形になります。 

 

委員： 

ああ、そうですか。 

 

事務局： 
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６５歳未満の方、パートでも４０歳以上６５歳未満の方でございましたら、健康保険組合等加入している、

伊賀市は千分の６というようなことで、６点なんぼというようななっています。従業員数とか社員数とかです

ね、そのへんで医療保険の部分と介護保険の部分の合算で、給与から天引きというような形になっており

まして、当然その千分のなんぼというのは、医療が後期高齢者をたくさん抱えている健保組合はやはり苦

しいということで、たぶんアップされていると思います。 

それと６５歳になられましたら、委員長説明いただきました現在、４頁の部分でございます。４期の分で 

９段階、５頁をご覧いただきたいと思います。今現在９段階の方式で、先程言わせていただきました、この

４月以降、平成２４年以降、向こう３年間につきまして５,６５４円という金額につきましては、この４頁、５頁

の中にですね、真ん中へんに基準額というのがございます。この基準額、月額の基準額が、今後想定して

おるのが５,６５４円で、これを１２倍いたしますと１年間の金額になろうかなと。 

その基準額の今後予定しています５,６５４円をその方の所得と言いましょうか、収入で換算いたしまして、

その基準の方よりも例えば、第１段階の方であれば２分の１、当然所得が低所得世帯の方でありましたら

ですね、基準額の２分の１なり、また基準額の６３％とか７５％とか、こういった所得に応じました段階で計

算をさせていただくというようなことで、現在今、４期の場合は９段階でございましたが、さらに２４年度以降

はもうあと２段階増やしまして、きめ細かくいただくというかですね、そういうことを考えているのがこの５頁

の部分でございます。 

 

委員： 

僕は上がるわけですか。 

 

委員長： 

そうです。 

 

委員： 

そうですか、それもあるんですけれどね、私は旧阿山に住んでるんですけども、何ちゅうんか生活保護

を貰っている人は優雅な生活してるんですよね。ちょうどその人は平成１７年ぐらいに生活保護を貰ってい

る、その時やったら持ち家でもいいそれでも、それ以降は何か車あったり、持ち家であれば貰えないってい

うようなことで、ぎりぎりそういう制度が無くなっていくときにちょうど貰ってた。それで病院行くのもタクシー、

領収書貰ったらそれも医療費は勿論ただですなあ。そのへんやっぱり一生懸命働いて、介護保険といえど

も掛けながら、血税も払って一生懸命している人は何にも、分かんないですけどね、その人を見てたら腹

が立つ。ほんでそういった生活保護、自力で生活できるのにそういった生活保護を貰うている、そういった

ことを、そういう人たちを、生活している人のを取り崩して、こういった介護保険のほうにに回すというそうい

うことはどうですか、考えておいて。 

 

委員： 

その前に税と社会保険。 

 

事務局： 

この消費税に絡んでくるというような中でですね、この金額を先程意見も言われた中なもんです。タクシ

ー乗って我々でも非常に優雅なというか、その前に、当然この２４年、この４月以降、むこう３年間の金額、
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かなり上がるということです。当然、三重県の平均が５,３００円ちょっとというようなことで、それよりもまだ高

いちゅうような状況。本来この平均に近づけたいなというようなことを考えてました。 

伊賀市の今介護保険、平成２３年度、本年度の会計のですね、８０億を超えてございます。その中で基

金というのを持っておりまして、これは例えば特に黒字が出た場合に、そこへ一時積み立てまして、赤字が

出た年度の穴埋めに使うというような事でございますので、これは国民健康保険でも同じようにですね、基

金というのを持ってございます。新型インフルエンザが流行りました。医療費が増補しましたっていう中でで

すね、支払っていくのに若干の蓄えというような部分でございます。 

この２３年度末で、この伊賀市の介護保険特別会計の基金、これも全て投入しまして、４期の穴埋めと

申しましょうか、４期につきましては、４,１６９円という少し低い金額でしたもので、それの赤が生じないよう

に穴埋めをしたいと、今申しました２４年度以降赤が出るということはできませんもので、こういった中で、

借金をできるもんはあるんですけれど、それをいたしますと今後３年後のですね、平成２７年にはその借金

をまた返さんなんということになりますと、雪だるま式に保険料が上がるということでございます。 

また、施設が建てば建つほど当然、入所者の方の介護給付費が増えますもので、これまたこの計画の

中では施設の建設も抑えてございます。もうこれ以上はっていうようなこと。 

それと２０２５年問題を踏まえまして、団塊の世代の方７５歳に到達するであろうピークを迎えるというよ

うなことで、この計画につきましても、そういった部分、皆様方のこの１年間の委員会での意見を反映させ

ていただきまして、その将来的なものも見据えてございます。 

こういった中から、当然この方法、この金額でしかないと、他にあればですね、そういった方策も乗り換

えるんですけれど、色々と業者の方なり、また他市町村、色々照会をした中でですね、この金額が「もう、こ

れしかない」というような現状況でございます。そして、この県のほうからですね、６頁の（Ｆ）にございます 

５千１００万円、これは三重県からの保険料アップを少しでも食い止める策といたしまして、県のこういった

一貯金といわれる中でですね、伊賀市のほうにも人口按分はござますが、こういった金額をいただいてお

るということで、この 下段にございます月額５,６５４円、事務局としてはこれをお認めいただきたいなとこ

のように考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

委員： 

これはイエス、ノーいう行政に対して分からんのですけども、感じとしては、当然高齢化っていうんか、被

保険者が増えてきたら、当然そのパイ全体が膨れているわけですから、そういう状況になるだろうというの

は分かるわけですけども、要するに現実の給付の実態が税と考えた場合に成り立つ論理であるわけで、

ただ給付の実態を各サービス別の給付の実態が、本当に適正なのかどうか、例えば他県と比べて、近隣

の保険者のところと比べて、要するに個々のサービスの給付の実態がどうなってるのか、そこに改善する

ところがないのかどうかということもですね、僕は改めて考えていかないと、「知らないやないか、足りんや

さかい、お前言うたから金くれや」というレベルの話になっちゃっていると、しかも予防というのはつまり、そ

のための努力をすることのことでもあるわけやで、予防というほどの力を入れて、それが結果としてどうな

ったかっちゅうやっぱり評価も必要だろうし、今なされている給付の中身が果たして、本当に適正なのかど

うか、業者から見て適正な給付をしているのか、或いは利用者さんから見てね、安易にその使っていただ

いているのか、ということも含めて、僕はやっぱりそういうものも少し、我々も含めて見やしていただけるな

ら、やっぱりそういうものもひとつの大きな今後のあれになるんじゃないかというふうには思うんですけど

ね。 

ただ単に、市から出していただいたやつに、イエスと言う機関だけではなくって、少なくとも実態を見た上
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で、少し長い目でどういう方向で取り組まなあかんのかなというのもその実態の中からやっぱり見えてくる

こともあると思うので、そういうのもまた、今バタバタしている時期でしょうけど、少し余裕のでけたその８月

とかそこらのとこくらいにね、やっぱそういうこともご検討いただくのも大事ではないかというふうに思ってい

ます。 

 

委員： 

今、ご説明していただいた中で、とてもその金額がもうどうこうというのは、ほんとに私たちもう、ただ、必

要なものを削らないといけないとか、本当に必要なもの、今でもそうですけど、もう施設をこれ以上というこ

とでストップをされていると、利用者側から考えれば、やっぱり必要なものとして、今待機数がすごく、まだ

まだ待機数が、まだまだ待機してみえる方が多い中で、本来やっぱり金額を考えるのか、本当に必要なも

のを必要として揃えていくことも考えないといけないという中では、見直しっていう中では、やっぱその待機

数のもう一度、再度の見直し、これはもう検討でも県の中でも考えてはいただいているんですけども、なか

なかやっぱり、２００人から３００人待ち、グループホームなんかでね、４０人待ちなんていうのはとんでもな

いことで、９人の人数体制の中で４０人も待っていれば、ご家族のお声の中から、死者を待っているようで

辛いって言われるやっぱりお声なんかも聞かせていただく。死を待たないと入れてもらえないんだっていう

お声の中では、金額をどうこう考えるのか、本当に必要なものは必要として、そのための今、委員が言わ

れたような整理の仕方というのをもう一度見直していただく、必要なものは必要として、ほんとにこれがギリ

ギリに合わすとかなんとかするために、施設をストップするっていう、建設をストップするということであれば、

管理者側としては辛いなという思いもありますので、整理の仕方をほんとに委員の上に加えさせていただ

いて、是非、利用者としてもお考えいただきたい。金額だけっていうことになりますと、正直は上がるほうと

してはノーと言いたいのが正直なところでもありますので、消費者としては。 

 

委員： 

制度維持のためにはね、やっぱり僕は、上がってくるちゅうのはこれはもうやむを得んけども、今何で２４

年からその報酬が変わって、何が問われているかちゅうたら、施設よりも在宅を調べたら、在宅の希望が

ものすごいある。７０％から８０％ぐらいある。だから施設並のやつを地域でやろうという取り組みがなされ

ているわけですね。地域包括ケアシステムちゅうことは、だからそういうところもですね、財源の面からこれ

を努力せえへんだら、保険料が上がるよという、やっぱ、そういう切り口も僕はあると思うんです。あの在宅、

施設を造らずに在宅でどうか皆さんで、どう支え合っていくかっていうこともやっぱり自ら、住民自らがやっ

ぱり取り組まないと、結果としていわば保険が助け合いですから、保険が助け合いの部分が上がってくる

やろうという切り口も一つあってもいいんちゃうんかな。そうでないとなかなか、施設を造ってくれなくて、在

宅でみんながお前、冷や飯食わんなんのかよという逆のパターンになってしまうので、何で地域包括ケア

システムで地域が支え合いという体制を作らなあかんのか、その地域の中で何で予防事業の取り組みを

せなあかんのかっていうのをね、もう少しこう全体を市民全体にこう分かっていただけるような仕組みも作

っておく必要はあるんじゃないかなと、いやそれがトータル保険料を自ら抑制する。自ら抑制する基にもな

るんちゃうかなと思います。そこらへんも地域福祉計画やらそれと合わせてね、一体的に取り組んでいく必

要があるんじゃないかなと思います。 

 

委員： 

低所得者の方っていうことでは、年金等の本当に受給の方でも先程なんか生活保護以下っていうのも
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年収としてお見えになられるわけなんですが、その中で、この１１段階と定められたこの段階っていう、前

回４期の時は９段階ですよね、この１１段階っていうことにおいては、これ何かお考えがあってのことなの

か、もう少しこれを分けることによって、高所得者の方の分けるじゃないですけれど、あるところからいただ

いてもらって、出せない方に対しては、もう少しお考えていただくということも伊賀として考えていただくって

いうことはどうなんでしょうかって、すごい安易なご質問なんですけど。 

 

委員： 

関連なんですけども、巷の噂として、やっぱりそういう施設へ入ろうと思ったら、どのぐらいのところやっ

たら、年金がどのぐらい無いと入れないというのが蔓延してますし、そうするとやっぱり今言われたような年

金の少ないもんはもう、一生そういうところへ入るようなことはできひんし、かといって家族構成が上手いこ

といっていない場合は在宅って言ったってそんなにねえ、嫌う人もいるしですね、そこらのとこの説明が上

手くいけてないし、それからちょっと将来のことを考えて見ますと、やっぱり年金ったって今、改革中でどん

なんなるか分かりませんので、特に若い、若いって、まだ貰う寸前の人で、このぐらいで年金貰うようになっ

たら段々下がってくるなあというような人はですね、やっぱり高齢化ということで長生きすると、なかなかそ

の回転がしないものでして、なかなかそのようなところに入れない、もう待ちが何％というようなことで言わ

れましたものですから、そういうことを考えていくと、やっぱり年金を払って、そういうとこであれしていても、

自分は見ているだけで、ええ高いビルのええ施設ができたなあていう見ているだけの者が増えてくるんで

はないかなあというふうな危惧をしているわけなんですけども、それに対してやっぱり、そんな高級でもな

いけれども、一般の人が普通に生活できるような施設、自分の年金の範囲内でできる人ができるだけ多く、

入れる人ができるだけ多く入れるような施設を造っていくということが、一番ええ方策ではないかなあという

ふうに思いますので、そのへんのお考えはどうかなあと思いましてね。全く造らないということになってくる

と、増えるあれが無いということになってきますので。 

 

委員長： 

そのへんの議論も今後進めていかなきゃいけないことかなあということで、この保険料のその段階につ

いて委員から、ご質問があったかとは思うんですが、たぶんこれ一般の住民の皆さんも、「きめ細かな １１

段階とします」と言ったところでは、もう少し「きめ細かな」っていうところが、何をどういうふうな視点で「きめ

細か」にしたのか、「取るべきところからは取って」みたいな、例えば極端に言いますと、ほんとにギリギリ

のところにはサポートをしっていうこの市の姿勢ですっていうようなところまで、言うか言わないかは別と、

この「きめ細か」なところの具体的なところのもう少し具体的なご説明が、あったほうがいいのかなというご

意見だったと思いますので、これは事務局のほうに今、ご回答としてもらわなくっていいですよね。 

 

事務局： 

一つだけ、私の頭の記憶にございます。貰えるところは貰える部分でございますけれど、あの１１段階で、

以前９段階で所得が３００万。今現在ですね、４期でございまして、その 高の金額が３００万以上というよ

うなことで設定をさせていただきました。今後、この４月以降、５期につきまして、これを２つに分けましてで

すね、３００から８００万未満の方と８００万以上の方、ちょっとこの４頁見ていただきますと、８００万以上の

方が４００人程度お見えというようなことでですね、当然３００万のと方と８００万以上の方の比較は到底無

理かなということで、この高額所得者方に少し、もうちょっとということで。 

委員長： 
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はい、ありがとうございます。あの、 後の１０、１１段階のところでこう、より細かに分けて、高額所得者

の方からはそれなりのものをいただくという段階になっております。 

今、この５,６５４円に関してですが、介護給付の適正化っていうところでほんとに適切に、サービスが利

用されているのかどうかっていうところの検証も必要であろうという意見と委員のほうからは、その施設側

の是非というよりは必要なサービスが、必要なところに届いて、必要なだけ届いているのか、その中にその

施設サービスも含まれてくるというようなご意見があったと思います。それは併せて今後の協議、検討、検

証をしていくことになると思いますが、この５,６５４円という金額については、皆さん、認めていただけますで

しょうか、よろしいでしょうか。では、ご承認いただいたということで、いっぱい課題が出たので皆さんも一緒

に考えていきたいと思いますのでご協力よろしくお願いします。 

では、 後の議事。（４）その他になりますが。 

 

事務局 

委員からお話がありましたとおり、今までの伊賀市の介護保険事業計画と高齢者福祉計画は、ここで作

ったらこの会議はこれでもう、さようならだったんですけれども、今伊賀市は、この会議は高齢者施策運営

委員会ということで、作っていただいた皆さんに、同じメンバーで、今言っていただいた、検証とか評価とか、

続けてしていただく。もちろん任期はあるんですけれども、続けてやっていただきますので、この策定の議

論も踏まえた上で、皆さんのいただいた意見がどのようにこう、反映されたかとか、今言っていただいた意

見について、これからたぶんこれからが本当、今までの伊賀市の計画のちょっと悪い所は、作ったらなか

なかそのあとのフォローアップができていなかったという反省の上で、この委員会体制も変更さしていただ

きましたので、是非ともここからがスタートでございますので、活発なご議論をまたお願いしたいと思います。

どうか、よろしくお願いいたします。 

 

委員長： 

皆さん、よろしくお願いします。 

 

委員： 

一つ言わして、これはこれで３月議会に上程して、承認していただくということなんですけれども、個人的

な意見も含めてですけれども、今隣の方からの意見がありましたように、その生活保護云々と、それ以下

の差とかですね、それから新聞紙上でよくこの頃、賑わかせているように、この個人の尊厳といいますか、

そういうことによって生活保護は貰わない。分からないこともあるのかも分かりませんけれども、それで餓

死して、１円玉なんぼかしか残ってへんだというようなことも近々の新聞報道でありましたので、やっぱりそ

ういうことを踏まえて今後いきますと、やっぱり公平な社会になっていくようなことがこの保険を払うというこ

とにも繋がってくるわけで、ある特定の人だけがええ所に入って、それがもう一生涯ずっと行けるということ

ですので、ほんまは社会的に絆とか何とかいうことになってくると、やっぱり親子、孫の繋がりがあって、や

っぱ家族でずっとこう、看て行くというようなことが今までずっとこう来たわけですので、ここに来て急にです

ね、親の面倒は看やんでいいし、もうそういう所へ預けといたらそんでええわというような考えが蔓延してく

るようで、この社会の絆といいますか、家族を含めて地域を含めてですね、やっぱり希薄になってくるよう

な気がしますんで、そのへんもちょっとやっぱり何か、｢こういう意見もありました｣ということで議会で言うと

いていただけれたらというふうに思いますんで、よろしくお願いしたいと思います。 

委員： 
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ちょっとすいません。こういった介護施設を造るにあたって、その予算というのはこの介護保険から出す

んか、また、その合併特例債とかそういうとこを使うんですか。 

 

事務局： 

介護施設の建設につきまして、これにつきましては、三重県というかですね、介護基盤緊急施設整備特

別補助というような国から県へ流れて、県からその例えば法人さんに補助金が出ると、あとは自己資金、

それから一時借入というかですね、福祉医療機構というのがございまして、そこから借り入れるというよう

なことがございますので、市の単独補助はございません。それをするとまた保険料に跳ね返ってくるという

ことでございます。 

 

委員長 

他にご意見のほう。 

 

委員： 

周知説明はどういうふうにその、被保険者さんにご説明はあるんですか。 

 

事務局： 

３年前にですね、ちょうど３期から４期、聞かしていただくところによりますと、これ当然３月、今年で言い

ますとですね、３月の２３日が議会 終日、議決日というふうになっております。３年前も同じくこの２２、３

日ぐらいが 終日ということで、それ以降ホームページなんてすぐ載せられるんですけど、それを見られる

方というのはごく一部の方ということでございます。うちのほう今考えておるのは、若干遅くなるものの、４

月の段階でしか出せないというような、例えば議決前に「こうなります」って当然出せません。広報のです

ね、４月１日号というのがあるんですけど、これ締切りがもう一月前ということになりますもので、実はこの

計画のパブリックコメントを伊賀市民さんからいただく時に当然支所とかですね、それから住民自治協議会

の地区市民センターに計画書と、中に料金も挟み込みをさせていただきまして、その料金に対してのご意

見もいただきたかったんですけども、この保険料のご意見が特にゼロだったんです。 

今委員さんがおっしゃられた保険料の上がるという周知ですけども、今考えるのはホームページとです

ね、またそうやって地区市民センターにも資料的なものでですね、目で直接紙面を見ていただくというよう

な周知しか無いのかなあと、３年前もそういう形しか取れなかったというようなことでございますもので、そう

いう形しか無いのかなあとこのように考えております。 

他にもし何かあったらうちのですね、課のほうでも検討はしたいなあとは思うんですけれど、とにかく議

決後でないと、準備はできないと思うんですけど、走れないということでございますので、よろしくお願いし

たいと思います。 

 

委員： 

金額が変わるということやから、各その市民センターへ回ってね、説明会とかそんなんはできない。 

 

事務局： 

当然２ヵ月かですね、１ヵ月ぐらい期間があればですね。４月１日までに１ヵ月ぐらい期間があればです

ね、色んな計画の説明会みたいな形でですね、タウンミーティングっていうんですか、そのへんもできるか
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なあとは思うんですけれど、実際は８日ぐらいしか２３日以降であればですね、日数がございませんもので、      

先程も申しました、地区市民センターに、あとは支所の窓口、チラシと言いましょうか、 低限はですね、そ

こはせなあかん。３年前のやったことを踏襲するということではございませんけれど、あらゆる媒体を介しま

して、一人でも多くの市民の方に周知というようなことを考えておりますので、また、こういう方法もあるんじ

ゃないかとあればですね、またご教示いただきたいなとこのように考えております。 

 

委員： 

ほんとに地域の方々、正直見せていただく方法の中でも、こういう形での今の資料では、ほとんどご理

解が無いのが、案外そのグラフを入れていただいてもこれを、どう読み取るかと、先程言った４期が９段階

で、今度１１段階に上がるっていうことでもこの図柄だけではやっぱりご理解はいただけていないと。 

今回特に、介護保険の改正もありますし、そういうことでは、何か文言の中の一言でも地域でもし勉強会

をされるんであればっていうような呼びかけだけでも自治会でっていうことで、呼びかけていただければ嬉

しいかなと、全くお知らせするんじゃなくて、「それをします」ということでしたら、すごく手もかかりますし、費

用も、ニーズ的にもということで、ただ、「しますよ」という広報だけは入れてあげていただければ、本当に勉

強したいところは手を挙げられると思いますので。 

それとあと、広報に載せていただく時になるべく簡単に噛み砕いて、本当に高齢者の方は特に、お金を

払うことですので、噛み砕いて分かりやすく書いてあげていただければと、ほんとにこの介護保険にしろ、

難しすぎるので、もう少し。 

 

委員： 

今のこのチラシにね、よく分かると思うんですわ。これいただいたやつ。これ４月１日のね。各地区でい

わゆる区長に各戸配布になりますからね、それぐらいはひとつ、全員入れたら、各自入れたらよく分かると

思います。広報誌っていうのは、案外隅とか見ないですからね。このチラシは良く分かりますのでね。 

 

委員長： 

ありがとうございました。では、他にご意見がなければ、約２時間に亘り皆さんの活発な意見をいただき

ありがとうございました。 

これで第４回伊賀市高齢者施策運営委員会を終わりたいと思いますので、よろしくお願いします。 

ありがとうございました。 


