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第３回伊賀市地域計画推進委員会 会議概要 
日 時：平成 24 年２月 14 日（火）19：00～21：10 
場 所：伊賀市役所北庁舎１階 第 11 会議室 
出席者：板井委員長、川上副委員長、小丸委員、小川委員、藪内委員、竹下委員、子日委員、水谷委員、

鈴木委員、城委員、大西委員、吉岡委員、勝本委員 
欠席 ：松岡委員、福澤委員、安岡委員、平井委員 
事務局：伊賀市 清水介護高齢福祉課長、津田、廣岡 

伊賀市社会福祉協議会 平井局長、乾地域福祉部長、山口地域福祉副部長、船見地域福祉係長、

吉田 
 
進行 清水介護高齢福祉課長 
 
○計画推進の状況について（報告） 
  ・推進の経過と予定【参考資料１】 
  ・テーマ別部会の進捗状況【参考資料２】 
  ・部会、研修会の開催状況【参考資料３】 
  ・相談支援に関する組織図【参考資料４】 
 
事務局：参考資料に基づき、事務局から説明。 
 
○議事 
委員長：本日は、本年度の３回目の推進委員会になる。本年度を含め５年間推進期間があるが、この委

員会の目的、役割、発言による効果について委員相互の意識共有を図っていきたい。 
    今日の検討課題であるが、事前に資料配布した進行管理調書について協議を行う。前回の推進

委員会で出された意見を基に事務局と調整しこの資料となった。 
    この進行管理調書を使って、伊賀市地域福祉計画の進捗状況を確認していく。ご意見をいただ

きたい。 
    年に３回推進委員会を開催することになるが、３回の内容を分けて考えたい。この進行管理調

書を使った進行管理は各年度の３回目の委員会での協議といたしたい。なお、各年度の第１回、

第２回については、地域福祉計画にある６つの共通課題に集中して検討していきたい。また、具

体的な施策については、役割を分担しながらテーマ別部会で検討することにしたい。 
    ただ、６つの共通課題すべてを検討していくことは難しいので、年度ごとに状況に応じて優先

順位をつけて検討していきたい。本日、進行管理調書を検討していただく中で、来年度検討する

課題を決めていきたい。 
    本日は第３回の推進委員会であるので、進行管理調書にもとづき進行管理をしていく。 
    事務局から説明をお願いする。 
 
 １．平成 23 年度の進行管理について【資料１・２】 
   参考資料１により事務局説明 
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事務局：前回お諮りした進行管理調書と表記が違うので、見方について説明する。 
    進行管理調書の「理念」「基本方針」「基本施策」については、計画書のＰ５６、５７にある体

系図の理念、基本方針、基本施策に応じて作成している。また、「計画書」欄にはこのシートに

書かれている内容が計画書の何ページに記載されているかを示している。「施策」の項目につい

ては、計画書に書かれている施策を記載している。前回の推進委員会で主体から始まって施策を

あげていくのではなく、１つの施策についてどんな動きがあるのかあげていってもらいたいとの

意見から、今回各施策について、伝えたい内容を事務局やプロジェクトメンバーで抽出して記載

している。また、地域福祉計画だけのためではなく、市の方向性として示された事務事業評価シ

ートなど明らかになっているものを出典にして作成している。よって数値については、あらかじ

め出典のところで評価されたものを記載している。 
    ６つの共通課題について振り返る。何の共通かということであるが、健康福祉部の分野別計画

である健康・子育て・障がい・高齢者の計画が共通して抱えている課題について、横断的に連携

して検討していくことを地域福祉計画で横断的な課題としてあげている。この横断的な課題と市

民の方の声が一致して共通課題としてあげている。 
    よって、分野別計画で考えるだけでなく、伊賀市の福祉を全体で考えないと解決できない課題

ということで６つの共通課題をこの推進委員会で検討していただきたいと考えている。 
    この進行管理調書は、基本施策ごとに市や社協がどのような施策を実施しているか、また事業

所や市民がどのような活動を行っているかについて記載している。なお、市民の活動については、

地域支え合い体制づくり事業を実施している団体を中心に記載している。この市民の活動をどの

ように把握していくかが課題であると思っている。 
    事前にご覧いただき、ご意見があると思うが、６つの共通課題を中心に説明する。 
    １つ目の共通課題「総合相談支援のしくみづくり」では、１．（仮称）ふくし総合相談支援セ

ンターの設置という施策で、このセンターを構成していく３つの相談支援センターの相談件数を

掲載している。ただ、３つの相談支援センターそれぞれの指標の捉え方で相談件数の目標数値を

立てているため、分かりにくい状況になっている。相談件数の推移をご覧いただきたい。２．ふ

くし相談支援センターの充実という施策では、実績が伸びている状況であるので、困りごとが多

様にわたってきていること、地域の相談体制が整ってきていることから相談件数が増加している

ことが分かる。 
    ２つ目の共通課題「一生涯を通じた生活支援システムの確立」では、数字ではあらわれていな

いが、定期的にこども家庭課と学校教育課が連携する会議を設け、教育現場で起こっている子ど

もの支援について、子育ての分野でどのように協力できるか、取り組むことができるか検討し、

取り組みが進んでいる。また、自立支援協議会で、サポートファイル導入の議論が進んでいます。

４．情報共有のあり方の検討の部分については、研修や啓発を行っていくが、出典であらわせる

ものがないため、掲載していない。 
 
委員長： ひとまず、共通課題２つで区切って議論したい。 
     確認するが、進行管理調書の見方であるが、実績の部分について平成２２年度の数値が記載

されている。平成２３年度についてはこのタイミングでは記載できないということ。平成２３

年度、２４年度については計画数値でご意見をいただきたい。 
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事務局：市では、１２月に前年度の実績数値を公表していることから、それ以降の推進委員会で進行管

理調書に記載ということになる。今年については、２２年度までの実績の報告ということになる。 
 
委員長：前回の推進委員会で確認したが、評価ではなく進行管理を行うということを確認する。ついて

は、施策の進み具合が分かりやすい数値を掲載している。また、数値では表せない部分については、

意見、質問をいただきたい。 
 
委員： 横線と未設定と矢印について説明お願いする。 
 
事務局：横線については、この時点において計画が立てられていない、実績がないことを示している。

空白の部分については、他の基本施策で示されているものについては参照することにしている。

未設定については、社会福祉協議会が主体のところで記載があるが、目的評価表で計画値を未設

定で評価しているものについて、そのまま未設定ということで記載している。矢印については、

斜線の矢印と白抜きの点線の矢印があるが、斜線の矢印はこれまで実践してきたということを示

し、白抜きの点線の矢印は将来的に推進していくということを示している。 
 
委員：できるのであれば、例えば、４月から１２月までの実績から見込みの数値はこのくらいになると

いうものを提供してもらえると進行管理しやすい。相談件数１つを取っても、見込み数値がある

と進行管理しやすいのではないか。 
 
副委員長： 地域福祉の特徴を考えると新鮮な情報でないとどうしてもタイムラグが生じてしまうので、

可能な限り見込み数値をあげてもらうほうがよいのではないか。 
 
委員：資料１の５ページの学校教育課の計画１００、実績１００とはどのような意味か。 
 
事務局： 出典のところに、括弧書きで「個別の指導計画作成率」と記載している。１００で推移して

いるが、学校教育現場としては、１００で推移しないといけないと考えているので、計画数値

を１００としている。 
 
委員：計画の１００％は何を１００％実施しようとしているのか。計画数が１でも１００％、０でも１

００％ということか。また、計画を作成するだけでよいものなのかどうか。 
 
事務局：事務事業評価で掲載しているものがこの指標であったので、この数値を掲載している。内容に

ついては、学校教育課に確認する。 
 
委員長：数値については、出典等の欄の括弧書きで回数か率かなどについて記載しているのでご確認い

ただきたい。特別支援教育充実事業の進捗を把握するために個別の指導計画作成率をあげている

のはどういうことか、その他の数値についても作成者の意図があると思うので、来年度以降にな

るが、事前に委員の皆さんから質問をいただき、推進委員会で回答できるようにしていきたいと

考えている。また、今委員からいただいた意見は重要であるので、本部会議等にフィードバック
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していきたい。 
 
委員：今の議論とも関ると思うが、こども発達支援センターの機能の充実で保護者・関係機関との支援

者会議の開催回数を年度ごとに計画数値を増やしているが、最終的に理想として、どのくらいの数

値であれば充実しているとみなせるのか、最終目標を示してもらいたい。 
   前回の推進委員会でも議論になったと思うが、回数だけで進捗をはかることは難しいし、最終的

な目標があって、それに向けて現状がどのような状況であるかということで進捗をはかることがで

きる。 
 
委員長：他の施策のついても同様のご意見をいただき、推進の主体者がどのような考えを持っているか

をこの推進委員会で共有していきたいと考えている。推進委員は、３０の施策を提供される数値

から進捗状況を把握していかなくてはならない。 
    今回は、事前に意見をいただく時間を取れなかった。本日、進行管理調書の内容ではっきりし

ない点について、後日確認の上回答するということで事務局よいか。 
 
事務局：保護者・関係機関との支援者会議の開催回数について、市の事務事業評価シートに、指標の考

え方について記載があるので紹介する。支援の流れに乗った子どもが増えていくことを指標の目

的としている。子ども発達支援センターが出来て２年、３年ということであり、学校訪問を重ね

るなど活動を続ける中で支援の必要な子どもがたくさんいることがわかってきているので、どう

しても現状では右肩上がりの数値設定になってしまう。 
    支援の必要な子どもが伊賀市に何人いるのか、現状では完全に把握できていないと思われるが、

今後の取組みの方向性として引き続き着実に、こんにちは赤ちゃん事業に始まり保育所から中学

校に至るまで子どもの発達の様子を見守りながら支援していくことを目標にしている。 
    事務事業評価シートの中で、指標の考え方について記載しているものも多くあるので、その部

分については、答えていくことができると考えている。 
 
委員長：個別の指導計画の作成率についてはどうか。 
 
事務局：一人ひとりの状況に応じて、適切な支援ができることを目標にしている。方向性としては、こ

れまでどおり１００％を続けていく方向である。ただ、課題として個別の教育支援計画の作成が

進みにくい状況があるようである。 
 
委員長：すべての課題を把握するためにも、指導計画の作成率１００％は大前提ということ。 
 
副委員長：相談関係の数値について、相談件数は減っていくほうが理想であると考えている。増えてい

くという計画はどのような考えか。 
 
事務局：地域包括支援センターの事務事業評価シートによると、実績が増えていることと、相談件数が

増えることがいいことではないが、相談機関として認知されてきていることと高齢者人口が増加

することにより件数が増えると見込んでいる。 
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委員長：進行管理調書に基づいた進行管理という意味では、理想的な議論であったと思う。議論の帰着

点を確認したい。推進委員は、３０ある施策の進行管理を１つの数値から推し量らなくてはなら

ず、そこからさまざまな課題を見つけていかなくてはならない。また、推進委員のみなさんが伊

賀市で暮らす中で見えてくるものもあると思う。 
    ここでいただいた質問については、事務局で事務事業評価シートにコメントがある部分につい

ては答えてもらっているが、内容に不明な点や、もっとこういう数値をあげたほうがよいのでは

という部分については、地域福祉計画の進行管理を通じて、各施策の主体者へフィードバックさ

せていただきたいと思っている。よって、ここで事務局をやり込めるのが目的ではない。先ほど

の１００％の部分については、１００％が前提なのであれば、進行管理調書から削除してよいか

もしれない。また、副委員長からは、理想として減っていくべき相談件数については、現状のさ

まざまな要因から増える傾向なのは分かるが、いつ相談件数が減っていくことを見込んでいるの

かというところまで考えないと計画とは言えないのではないかという意見があった。 
    進行管理調書の一番下の欄をご覧いただきたい。「推進委員からのコメント」という欄がある。

この欄については、事務局との調整の中で、来年度以降、事前に推進委員の皆さんからご意見を

いただき、反映させて推進委員会へ諮っていくことを考えていた。 
    今、いただいた意見についても、この欄に記載しつつ、実施主体者へフィードバックさせてい

くという形にさせていただきたいと考えている。 
    もう１点、皆さまそれぞれの立場でご意見をお持ちだと思う。限られた時間の中で意見を抽出

するためにも、来年度から事前にご意見をいただくことについて考えていきたい。本日、お気づ

きの点があれば、事務局へ意見用紙を出していただけるように調整します。また、口頭でも事務

局へ伝えていただいても構いません。 
    ひとまず、この２つの共通課題についての議論を閉じ、ご意見あれば、後ほど用意する意見用

紙に記入いただくということにいたします。それでは、３つ目、４つ目の共通課題について説明

お願いする。 
 
事務局：進行管理調書の１２、１３ページ。ここでは、地域生活・在宅生活の支援という福祉的な課題

をあげている。各分野別計画に特化するものも中にはあるが、市民の方が地域で暮らしていくた

めに解決する必要がある福祉の課題をあげている。 
    この中で、「２．地域支援ネットワークの構築・活用」という施策で市民が主体となっている

項目があるので説明する。地域支え合い体制づくり事業の補助金を活用して、桐ヶ丘地区住民自

治協議会で桐ヶ丘地区高齢者・ＨＣ（ハンディキャップ）互助ネットワーク推進事業にあわせて、

支えあい体制支援システム構築事業を実施している。これは、桐ヶ丘地区全体で、高齢者の方、

障がいをお持ちの方を含めた支えあいの体制を作っていくネットワークで、地区市民センターを

拠点として、住民自治協議会でコンピューターシステムを開発して情報を蓄積していき、どうい

ったボランティア活動が必要かといった情報を一元化していく。 
    また、地域支援ネットワーク構築事業ということで、災害時要援護者避難支援プランに基づく

対象者の把握を本年度させていただいている。登録者数を今回の進行管理調書に載せていないが、

約１７，０００人対象者がいる中で、１０，０００人以上の方が登録を行っており、約４，００

０人の方が登録の拒否をされている状況である。 
    他にも、社会福祉協議会で若者サポートステーション事業に取り組んでいたり、市の障がい福
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祉課で就労支援に取り組むなどしている。また、調書について質問などあれば回答できる範囲で

回答していきたい。 
    次の共通課題、保険・医療・福祉分野の連携の強化について、進行管理調書の２１ページをご

覧いただきたい。この分野については、予算を投入したような事業を実施していないが、地域福

祉計画の中で検討会を設けるということで、保健・医療・福祉の連携検討会を開催させていただ

いている。また、この検討会とは別に地域包括支援センターがそれぞれの介護保険事業所とどう

いった課題があり、連携が必要かという検討を市民病院などと行っている。 
    現状としては、介護高齢福祉課や地域包括支援センターを中心に検討を行いつつある状況であ

る。また、地域包括支援センターで総合相談支援担当者連絡会を開いたり、社協を事務局として

伊賀相談ネットワークを開催するなどしている。それぞれの連携に必要なことは何かということ

を検討している。目だった動きが無いのが現状である。 
 
委員長：お気づきの点があればご意見いただきたい。 
 
委員：医療との連携について、地域包括支援センターと市民病院などとの間で検討会を平成２２年度に

３回実施しているということか。 
 
事務局：平成２２年度の３回については、市民病院なども入っておらず、市健康福祉部内での検討であ

る。 
  
委員：保健・医療・福祉の連携検討会で、どのような問題点が出てきたのか。平成２４年度以降の見通

しはどのようになっているか。 
 
事務局：５年間の推進期間の中で、保健・医療・福祉の分野が一堂に会して、地域の中で支援が必要な

方が暮らしていくのに、住みよいまちにしていくための意見交換ができる場を設けていくことを

まず、目標として掲げている。ただ、検討を行う中で、市の健康福祉部内の連携がまだ十分にで

きていないことが分かってきたので、まず、市の健康福祉部内の連携を行えるようにしていく必

要があると考えている。 
 
委員：２１ページの「１．医療との連携に向けた協議」「４．保健・医療・福祉分野の連携検討会の設

置」の計画の欄が横線であるが、何も計画していなかったということか。 
 
事務局：計画していなかった訳ではないが、事務事業評価など予算をつけるなどして他の部署で評価し

ている事業がなかったということで横線にしている。 
 
委員：平成２４年度以降は点線の矢印であるが、このまま行こうということか。 
 
事務局：引き続き検討会を開催して検討していきたいと考えている。ただ、予算をつけて評価を行う性

質のものでもないため、数字をあげにくいという状況もある。 
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委員：計画書のＰ１２０の「図５－２－１１ 保健・医療・福祉分野の連携体制イメージ図」は病診連

携と診診連携を言いたいのではないか。絵に描いたもちのようになっているが、医療との連携がと

れていない表れのようにも思える。 
 
委員長：第２次地域福祉計画策定の段階で医療との連携を強く打ち出させていただいたが、まだまだ医

療分野の方からは認知されていないということである。ただ、このようなご意見をいただけたこ

とが大きな一歩であると思う。進行管理調書の２１ページについては、分かりやすく、まだ何を

していくべきかわかっていないということが示されていると思う。進行管理調書としてはよく分

かるようになっているが、ここからどのようにしていくかを、この推進委員会の場でもご意見い

ただければと考えている。他にご意見はないか。 
 
委員：行政機構図を資料として添付していただいているが、平成２３年４月１日現在であり、上野総合

市民病院の中でお見えにならない方（診療部）が多数含まれている。中心になるところを立て直さ

ないで、周りを固めてもまずいのではないか。 
 
委員：この資料に教育委員会が入っていない。（会議の中ほどで、追加で教育委員会などの機構図を配

布） 
    
委員長：機構上の保健・医療・福祉分野の連携に関して、この機構の組み立て方では、連携体制イメー

ジ図を達成するために問題があるということか。 
 
委員：市の経営する市民病院が中心である。そこが十分な体制でないのに連携を図ろうというのは無理

があるのではないか。 
 
委員長：この連携を果たしていく上で、市民病院の位置づけ、役割を地域福祉計画としてどのように求

めていくかということであるが、計画策定の段階で、ビジョンが何かあったのか。 
 
事務局：この地域福祉計画は平成２２年度に策定を行ったが、この時点では、市民病院の内科医が不足

していた。今も医師不足である。地域福祉計画策定段階では、病院と行政内部との連携が密では

なかった状況であった。その結果、医療連携の検討会も進んでいない状況である。 
    なかなか、一堂に会して話し合うような機会を持てていないが、今後の検討課題として、皆さ

んのご意見を伺いながら進めていければと考えている。 
 
委員長：医療と福祉、保健分野との連携については、第２次地域福祉計画策定の中で重視をされていた

ことである。課題はそれぞれ感じているが、課題を解決する土台を立ち上げるというところまで

至っていない。来年度からの推進委員会で検討する優先順位としてこの保健・医療・福祉分野の

連携についての議論を進めていきたいと思う。次回以降の議論につなげるために課題を話してい

ただきたい。 
     
委員：地域福祉計画を語る前に、救急の問題が全国的に見ても解決困難な課題となっていた。入院医療
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を担当する総合病院や上野総合市民病院の機能が十分に機能していない状況の中で、国も方向性を

出しているが、開業医の先生方の在宅医療にシフトする動きがある。動きが取りづらい状況で、医

療と福祉の連携は絵に描いた餅のような形である。医師不足と言ってしまえばそれまでであるが、

地域福祉計画そして市として医療計画をどのように考えるのかというビジョンがあった上で、開業

医の先生、総合病院と患者側と、救急医療、在宅医療までをこの地域にある資源でどういったビジ

ョンを描けるのかということを議論していきたいと思う。今、たちまち病院の医者や勤務医が連携

できるという理想は掲げにくいと思う。開業医の先生の負担は日に日に増している。まず、非常事

態であるという認識は持っておかなくてはならないと思う。 
   住みよい地域を目指すと言いながら、救急車で多数の方が他地域に運ばれている状況がある。戻

って来たいのに戻って来れない方が日に日に増えていっている。 
 
委員長：この議論をこの場でさせていただくのは始めてである。非常に重要なご意見をいただいた。こ

こでは、福祉という視点から、このテーマについて、伊賀市民の福祉の向上のためにアプローチ

の仕方について、是非議論していきたい。多くの課題を抱えているということが、この進行管理

調書により把握することができた。改めて、集中的に議論できる場を推進委員会でも設けていき

たい。その際は、それぞれの立場からご意見をいただきたい。 
    会議の時間も迫っているので、ご意見等については、意見シートによりお願いしたい。残り２

つの共通課題の進捗について説明をお願いする。 
 
事務局：進行管理調書の２２・２３ページ。高参加・高福祉の理念の施策になるが、なるべく専門的な

市民のボランティアや活動する方を養成していき、住民自治協議会の活動へとつなげていくため、

さまざまな施策をたてている。 
市民ふくし大学講座の充実ということで、市民活動養成事業を活用し、社会福祉協議会へ委託

して、平成２２年度までに４１０人の方が専門的な福祉の知識を持つ方として登録されている。

現在、住民自治協議会の活動につなげるため、社会福祉協議会で名簿の提供を進めている。 
    ご近所みまもり隊の育成支援は、さりげない見守りができるよう、向こう３軒両隣の関係を再

構築していこうということである。地域会議すなわち自治会単位の会議の中で啓発を進めていこ

うと考えている。 
    福祉教育の部分については、テーマ別部会で中心的に話を進めているが、福祉教育は学校現場

だけではなく、あらゆる市民の方に福祉教育は必要であるということではあるが、まず部会では

教育委員会との連携をはかっている。 
    また、社会福祉協議会のボランティア・市民活動センターの活動を充実していくことや福祉教

育の実践・啓発の取組内容を掲載している。 
    進行管理調書の２９ページ。最後の共通課題である情報共有の推進。テーマ別部会からの意見

として、個人情報保護の関係でなかなか見守りなどがしにくいといった声が上がってきている。

各地域での活動において、個人情報保護の壁があるが、その中で取組んでいる事例を共有するた

めに福祉でまちづくり部会で情報交換会を実施している。 
    この基本施策で載っている項目については、市や社協で情報をどのように発信しているのかと

いうことを掲載している。また、市民が主体となり、ぷらっと会議を開いており意見を交換して

いる。 
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委員長：２つの共通課題に基づいた施策の進行状況を説明していただいた。人材育成のしくみづくりで

は、高参加・高福祉部会で学校現場のみなさんの協力をいただきアンケートを取らせていただい

た。このことは、福祉教育の分野からすると、今後につながる貴重な取組みであると考えている。

主に高参加・高福祉部会にフィードバックしながら、学校教育と福祉教育のあり方について新し

い取組みにつなげていければということである。情報共有についても説明があった。 
 
委員：相対的に言って、この進行管理調書について、よく努力していただき大したものが出来ている。

いろいろな問題が起こると思うが、今後どのように肉付けするかということだと思う。医療や教育

委員会との連携はまだまだと思う。取りも直さず、情報の共有が一番大事。同じ情報の土俵の中で

共有しながら考えていくことが大事。 
   それぞれの単位自治協がそれぞれの活動を行っており、いろんな情報をいただいているが、それ

をどのように消化していくかということも課題としてある。 
 
委員長：この調書を作るにあたっては、事務局に努力をいただいた。まずは使ってみて、来年度以降こ

の形をうまく活用しながら、できるだけ幅広く課題を把握し、共有していきたい。 
 
副委員長：１点確認したい。２９ページの「ＨＡＮＺＯＵ－ＮＥＴ」の訪問者数の計画数値は１けた数

値を間違っているのではないか。 
 
社協：１けた誤っており、「２００，０００件」が正しい。 
 
委員長：とすると、計画に近づきつつあるということである。 
 
委員：質問だが、２９ページの「伊賀びーと」について、２０００部というのは何ヶ所に配布している

のか。 
 
社協：配布場所については、社協支所や郵便局などいろんなところに置かせていただいている。この２

０００部は伊賀市社協で印刷している部数である。市民活動支援センターへデータを提供している

ので、そこで印刷されている部数はカウントされていない。また、名張市社協でも印刷されている。

よって、全体では３０００部くらいになるのではないかと思っている。 
   見たい人は見ることができるが、全然見ることが出来ない人もいるという状況であるので、もう

少し読んでいただけるように考えていきたい。 
 
委員：いろんな施設をまわっているが、すごく部数が残っているところがある。情報共有という面では

もったいない気がする。情報が十分に届いていないのではと感じる。 
 
委員長：ご意見の件について、検討していただきたいと思う。 
 
委員：住民自治協議会の立場から提起したいが、災害時要援護の関係で、市と自治協の会長で覚書を締
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結している。この覚書の第１０条で、故意または過失によって生じた損害について、自治協の会

長が賠償を負わなくてはならないことになっている。この項目が足かせになっている。国では個

人情報保護法が、市には個人情報保護条例がある。当然これを守るのは当たり前である。それに

も関わらず、賠償の責任まで負わなくてはならないのかという問題がある。このあたりをもっと

精査してもらわなくてはならない。あと、自治協へはそんなに詳細な情報はいらない。どこに住

んでいるかさえ本人の了解のもと情報がもらえればよい。なぜ、自治協へそこまで押し付けるの

か。あえて申し上げる。 
 
委員長：自治協の立場からご意見をいただいた。資料２で伊賀市地域福祉計画推進におけるテーマ別部

会・本部からの意見というものがある。その中にも、情報共有の推進ということで関連する課題

があげられている。 
    今ご指摘いただいた課題について、テーマ別部会でも関連する項目で議論していることである

ので、可能であれば部会で課題の検討を行っていただき、推進委員会でも皆さんからご意見をい

ただく機会を作りたい。 
    資料２の他の意見について、基本施策「誰もが尊重される人権文化のまちづくり」、「福祉教育

の実践」については高参加・高福祉の部会で検討していただきたい。「総合相談システムの構築」

については、共通課題としても大きな課題であるので、改めて推進委員会の中でも議論していき

たい。ただ、ご意見については、情報共有のことであるので、福祉でまちづくりの部会で検討し

ていただきたい。「虐待の早期発見と対応」「ユニバーサルデザインの普及」については、事務局

と適切な検討方法について考えていきたい。 
    初めての取組みの中で、ご協力をいただき、本年度の進行管理をさせていただいた。後からお

気づきの点があれば、繰り返しになるが意見シートを用意するので、ご意見をいただきたい。 
    進行管理を進める中で、６つの共通課題の中でも集中的に取り上げて検討を進めていく必要が

ある課題が見えてきたと思う。来年度の推進委員会の１回目、２回目でテーマを決めて諮る課題

について、ご提案をいただきたい。 
 
副委員長：第１次地域福祉計画から関わっているが、ずっと医療の連携について言ってきた。しかし実

現できていない状況であり、推進委員会の場で話し合うことができる事項であるのかというこ

とも懸念していた。ただ、この推進委員会から医師会の医師の方に委員として入っていただく

ことができたので、せっかくなので、保健・医療・福祉の連携について検討してもらいたい。 
 
委員長：６つの共通課題すべて大切で、早急に解決しなければならない課題であるが、その中で優先順

位を付けるのであれば、保健・医療・福祉分野の連携体制の強化ということであげていただいた。

他にご意見あるか。 
    優先順位ということであるので、他の課題について検討しないという訳ではない。まず、１つ

目の課題として取り上げるということである。 
    事務局から優先順位をあげるとすればどの共通課題であるか。 
 
事務局：事務局としても、保健・医療・福祉分野の連携体制の強化について進めていくことが必要であ

ると考えている。 
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委員長：他にもご意見があると思うが、来年度の推進委員会において、まずは保健・医療・福祉分野の

連携体制の強化ということを集中的に議論、ご意見をいただくことにいたします。 
    課題がたくさんあるので、事務局と調整して準備を進めてまいりたい。委員の皆様にも、事前

にご意見、課題をいただきたい。 
 
２ その他 
 
委員長：事務局から、来年度の開催時期について提案いただきたい。 
 
事務局： 年間３回の推進委員会を予定しており、３回目を今回のように進行管理調書を用いて進行管

理を行いたいと考えており、数値が１２月以降でないと公表できないため、３回目を２月くら

いに開催することを考えている。共通課題を議論することを考えると、１回目を５月～６月に、

２回目を１１月～１２月に開催してはどうかと考えている。ただ、議会などの予定もあるので、

詳細については調整したいが、予定としてはこの時期を考えている。 
 
委員長：今事務局から説明があったが、開催日時については改めて皆様と調整させていただきたい。６

つの共通課題から１つを集中して議論を行うといわせていただいたが、テーマ別部会で３０施策

については、進捗状況や取組みが進められていく。その内容については、毎回、今回と同じよう

な形で、報告事項という形で進捗状況を共有していきたい。 
今回のお諮りしたい事項はこれですべてである。会議中にフィードバックするという言葉と何

度か使わせていただいたが、この推進委員会が各施策の主体者に対して強制力を持っている訳で

はない。地域推進委員会はするどい、適切だと思ってもらえるようにしていきたい。ボトムアッ

プは理想的であるが、まだまだ方法論が確立されていない。それぞれの立場からこの推進委員会

の効果的な使い方をご意見いただきたい。 
また、年度を改めて伊賀市の地域福祉を進めていきたい。ありがとうございました。 

 
（21：10 終了） 
 
 


