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（協議内容） 

１ あいさつ 

介護高齢福祉課長： 

  本日の会議でございますが、議事にあたりましては伊賀市の情報公開条例 35 条、審議会の会議の

公開に関する要綱に基づきまして、公開とさせていただきます。また、要綱の８条に、会議録を作成する

ためにレコダーを録音させていただきますと共に、要綱の９条によりまして、この作成しました会議録を

市のホームページに掲載させていただきます。また、傍聴者と報道関係者の入室も認めさせていただき

ますことをご了解願いたいと思います。 

 

２ 委員の交代について 

事務局： 

伊藤委員が３月末をもって、三重県立看護大学を退職されたことに伴い、新たに大学より、推薦された

大越
おおこし

扶
ふ

貴
き

委員に交代となった旨報告。（任期期間は、平成２４年６月末まで） 

 

３ 委員長の選任について 

  会議の議長である委員長が交代となったため、委員長が決まるまで、副委員長である子日委員に議

長代理をお願いする。 

  伊賀市高齢者施策運営委員会委員長については、委員の互選により、大越扶貴委員と決まる。 

 

 



４ 議 事 

（１）地域福祉関係 

  第二次地域福祉計画について【資料３】 

 地域福祉係： 

昨年度策定いたしました第２次地域福祉計画について、策定の経過と今年度から取り組みを行い

ます重点的な課題を報告させていただきます。 

この地域福祉計画は、家庭や地域の中で暮らす全ての人々が安心して暮らせる地域社会の実現

を目指す福祉分野の総合的な計画でございます。地域福祉計画は、高齢や障害、子どもといった各

分野に共通した地域福祉を推進する事項を範囲といたしまして、総合計画と各分野別の計画とを繋ぐ

重要な役割を担わせていただいていると考えております。この計画の策定におきまして、平成１８年か

ら第１次計画を策定いたしまして、推進しておりますけれども、５年間推進してきました１次計画の進捗

状況の評価を得まして、推進の中で見えてきました、新たな課題解決に向け、伊賀市の地域福祉に関

する今後誰かがというのを１年間かけて検討してまいりました。 

また、策定に関しましては市民の皆様の声を十分計画に反映させるために、中間案の段階で、各

地域にお邪魔をさせていただきまして、市民の皆様の声を聞かせていただくと共にタウンミーティング

を開催いたしまして、その声を反映させながら議論を重ねてまいりました。そして第１次計画の理念や

基本方針などはそのまま引き継ぎをさせていただいて、第２次計画では、先ほど申しました計画書の

５８頁にございます、A３のところにありますけども、伊賀市福祉計画体系図となっておりますけれども、

この一番右側、この３０項目の基本施策を定めました。これらの施策の中でも各分野別計画の中で解

決できない横断的な課題や市民の皆様からの意見にもございましたが、地域が直面している課題に

ついて取り組む必要があるということで、特に６つの共通課題に取り組むことが重要であるということ

で、進めさせていただきたいと思っております。この６つの共通課題どんなものがあるかと申しますと、

計画書の５３頁をご覧いただけますでしょうか。５３頁の一番上、伊賀市の地域福祉の共通課題という

ことで６つ上げさせていただきました。 

まず、１つ目は総合相談支援の仕組み作りでございます。地域で支援が必要な方に適切な相談支

援ができる分かり易い窓口の設置や相談支援のネットワークを構築したいと考えております。 

２つ目は、一生涯を通じた生活支援システムの確立でございます。例えば、障がいがある方が高齢

者となった時、制度が変わってしまうということで、そういうことがございますので、分野を問わず、サポ

ートが途切れることのないように生活支援のシステムを考えていきたいと思っております。 

３つ目は、地域生活それから在宅での生活支援でございます。既存の福祉サービスの充実だけで

はなく、地域の中で例えば高齢者向けの住宅の確保という問題に関しまして、福祉分野だけでは、な

かなか解決していけないという課題ですが、そのことに向けてその市民の方が在宅で生活を続けてい

くための体制を手に手を取りながら作って行きたいと思っております。 

４つ目は、保険、医療、福祉分野の連携体制の強化でございます。地域における包括ケアネットワ

ーク、支えていくネットワークには医療の分野が非常に重要であると市民の皆様から強いご意見をい

ただきました。第１次計画の推進では、伊賀医師会の子日会長にもご助言をいただきながら、保険、

医療の分野と連携をしながら進めてまいりたいと考えております。 

それから５つ目でございますが、５５頁でございます。人材育成の仕組み作りと福祉教育の実践で

ございます。市民や事業者の方が広く福祉意識を高めていただき、また福祉教育を通して育成された

人材が地域で活躍していただける支援を行っていきたいと思っております。 



それから６つ目でございますが、情報共有の推進でございます。この東日本の震災に関しまして、

普段からの見守り体制がどうなっていたのか、緊急時の時も普段からの地域での見守り体制が、普

段からの活動の中にきちっと構築されていることが必要であるということが言われておりますので、伊

賀市の中でも地域での見守り支援活動に対する情報提供や活動団体等の情報の交換それから地域

課題の共有させていただき、個人情報保護を適切に行ったうえで、それぞれの地域、それぞれの団体

が必要とする情報を共有する体制を作って行きたいと考えております。 

また、伊賀市の高齢化率、今も高齢社会となっておりますけども、更に上昇していく中で 2025 年団

塊の世代が後期高齢者となる超高齢化社会を見据えた長期的な課題もあがってきております。そうい

う問題や住民自治協議会それぞれの地域の課題に対して総合相談体制の中で関係者の方と連携を

取りながら進めてまいりたいと考えております。 

また、地域福祉を担っていくのは、行政や社会福祉協議会だけでなく、市民の皆様はもちろん、多く

の事業者、多くの法人の皆様の多様な主体で担っていただくことが必要となっております。市民同士

の支え合い、それから事業者様との連携を取りながら高齢者の方が住み慣れた地域、この伊賀市に

おいて健康で生きがいを持って暮らすことができる、例え介護が必要な状態となっても安心して住み

続けていただけるような、そんな街づくり伊賀市を目指したいと考えております。２次計画では、先ほど

申しましたこの６つの共通課題について連携を取りながら進めてまいりたいと思います。 

以上報告とさせていただきます。 

 

議長代理： 

ありがとうございます。これはもう決まっているわけですね。付け足す余地はないわけですね。 

 

 地域福祉係： 

ご意見としていただければと思います。 

 

 議長代理： 

委員の方々ご了承いただけますか。第２次地域福祉計画について、説明していただきました。分厚

い冊子でございますので、よく読んでいただきたいと思います。医療に関しまして非常にプアーなとこ

ろを指摘させていただきましたけども、今後これを実践するにあたって色んな分野の人たちのご協力

を得ていかなければならいと思っております。 

続きまして、（２）地域包括支援センター事業関係でございます。①平成 22 年度伊賀市地域包括支

援センター業務実績について事務局からご報告をお願いします。 

 

（２）地域包括支援センター事業関係 

①平成 22 年度 伊賀市地域包括支援センター業務実績について【資料４】 

地域包括支援センター： 

   平成 22 年度業務実績といたしまして、まず１頁の介護予防支援に関する相談件数でございますが、

訪問、来所、電話、文書、その他で合計が 6,112 件となっており、平成 21 年度と比べまして 301 件の

増加となりました。 

次に２頁の介護予防支援でございますが、これは地域包括支援センターが指定介護予防支援事業

者として把握しております要支援１、２の利用者の給付件数でございます。21 年度に比べまして 6,672



件と減少しておりますが、要認定者数は増加しているため今後減少していくかは、判断しかねるところ

でございます。 

   次の３頁の総合相談、権利擁護、４頁の介護支援専門員に対する相談の状況では、21 年度と対比

しますと増加傾向となっておりまして伊賀市高齢者実態調査報告書、手元に配布させていただいてい

ると思いますが、218 頁の介護支援専門調査で困った時の相談相手に見られますように業務を進める

うえで、地域包括支援センターの活用が 40％を占めていますように、居宅介護支援事業所等関係機

関から認知されつつあることがわかります。 

業務実績としましては、以上でございます。 

 

議長代理： 

ありがとうございます。続きまして②の平成 23 年度の伊賀市地域包括支援センター事業計画（案）

について説明をお願いできますか。 

 

②平成 23 年度 伊賀市地域包括支援センター事業計画（案）について【資料４】 

 地域包括支援センター： 

  23 年度の事業計画案を説明させていただきます。まず１頁目をご覧ください。組織使命としまして伊

賀市総合計画の基本構想、「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」を基にし

ました高齢者の人生を守り、高齢者が尊厳をもって安心して住み慣れた街で自立した生活ができるよう

に、支援を実施すると共に高齢者の生活を支える地域作りを支援いたします。 

共通目標といたしまして、１番住民の方の身近な相談機関といたしましてセンターの中立、構成、円滑

な運営を図ります。 

２番、関係部署、機関、団体と顔が見える関係を構築し、そのネットワークを広げて行くよう努めます。 

３番、どのような相談にも適切に対応できるよう職員の資質、専門性の向上に努めます。 

共通計画といたしましては、1 番、地域ケア会議に出席して関係課と連携し、会議の機能の充実強化

を図ります。 

２番、関係課と連携し、サービス事業所連絡会研修会を開催し、行政と事業所双務の連携開成を強化

し、関係職員の資質向上に努めます。 

３番、医療機関と関係機関の連携体制を作ります。 

４番、認知症、高齢者虐待についての啓発、見守り、予防発見の仕組み作りを進め、そのための社会

資源として伊賀市高齢者あんしん見守りネットワークの運営を支援していきます。 

５番、第２次地域福祉計画の推進、第５期介護事業計画の策定に合わせサブセンターの設置も含め

た総合相談体制作りを進めます。 

６番、介護予防支援事業を推進いたします。 

７番、職員の資質向上のために、定期的に職場内研修を実施するとともに必要に応じて、外部の研修

に積極的に参加します。 

続きまして、各事業をご説明いたします。２頁の介護ケアマネジメント事業、指定介護予防事業でござ

います。まず、介護ケアマネジメント事業ですが、２次予防事業に参加する高齢者に適切な介護予防ケ

アマネジメントを提供し、要支援、要介護状態にならないよう支援をします。 

 指定介護予防事業では、当センターが指定介護予防事業所であり、要支援高齢者の個別の状況に応

じた適切な介護予防支援を提供し、利用者の地域での自立した生活を継続するよう支援します。これら



の事業には、利用者への適切な介護支援が提供できるようケアマネジメントや介護支援に共通する必

要な知識と技術を身に着けられるよう職員を対象とした研修を引き続き開催し、知識の向上を目指しま

す。 

 次に３頁の総合相談支援事業、元気予防事業でございますが、ワンストップサービスを心掛け、社会

福祉士、保健師、主任介護支援専門員の３職種が配置させていることや行政直営の利点を活かして適

宜適切に対応しております。また、各ブランチが１次総合相談窓口として機能を発揮できるよう後方支援

を行っております。消費者トラブルや高齢者虐待等住民を権利侵害から守るべく、関係機関と連携し迅

速且つ柔軟に対応していきます。地域福祉計画に合わせた総合相談窓口をテーマとしたグループワー

クを実施するなど総合相談担当者の連携を図ると共に地域福祉計画策定に昨年は意見を反映させまし

た。23 年度は総合相談支援担当者の資質向上を目指し、ブランチ、障がい者支援センターと関係機関と

の連携を強化し３職種がそれぞれの専門性を活かしたチームワークを目指します。また、第２次福祉計

画の推進にあたり総合相談支援の仕組み作りを進めていきます。また、伊賀市高齢者あんしん見守りネ

ットワークの運営事業の事務局として介護高齢福祉課と協力し認知症支援に取り組んでおりますが、引

き続き認知症の正しい知識と地域の理解を広げるよう取り組みをしていきます。高齢者の虐待防止のた

めの市民に対する正しい知識の普及、啓発を実施すると共に緊急時には、関係機関と連携し迅速に対

応し高齢者及び擁護者の支援に努め、虐待の再発防止を図ります。 

 次に４頁の包括的・継続的ケアマネジメント支援事業でございますが、包括的・継続的ケアマネジメント

の担い手である介護支援専門員の活動支援し、高齢者が自立して暮らし続ける地域作りを目指す事業

でございます。市内の総合病院また医療機関と連携し介護支援専門員が安心して業務に従事できる環

境作り、23 年度も引き続き目指してまいりたいと考えます。また、介護支援専門員が抱えるさまざまな悩

みや問題に対応することで、不安や負担を解消するための支援ということで、相談対応の窓口の充実、

介護高齢福祉課が行うケアプランチェック事業に協力し、介護支援専門員の資質を向上させていきたい

と考えております。 

 最後になりましたが、５頁の介護予防二次予防事業高齢者施策事業でございます。二次予防事業対

象高齢者に対して事業を実施し、要支援要介護状態にならないようにするための事業でございますが、

これは昨年度まで特定高齢者という名称で実施しておりましたが、国の実施要綱の改正に伴いまして、

二次予防事業対象高齢者となりました。介護状態になるおそれがある方を把握し、その選定方法もアン

ケート方式で対象者を把握し、生活機能の衰えの心配のある方には、介護予防教室にご案内するという

ものでございます。例年実施しております２次予防事業対象高齢者に対する介護予防教室は参加率が

低く、より多くの方に参加していただくため、市民の方がやってみたいような教室を目指して実施をさせて

いただきたいと考えております。ちなみに、23 年度の二次予防事業対象高齢者を把握させていただくア

ンケートは、65 歳以上の要支援要介護の認定をされていない方を対象に伊賀市独自のネーミングで「お

達者チェック」と称しまして４月の 18 日に発送いたしました。市の広報やホームページにもご案内させて

いただいております。 

 以上で、計画の報告を終わらせていただきます。 

 

議長代理： 

 ありがとうございます。（２）の地域包括支援センター事業関係でございますが、まず①の方の実績につ

きまして何か、ご意見ありましたら言っていただきたいと思います。 

 



委員： 

実績の見方を教えていただきたいのですけども、常勤職員の６名で実働数というのはどういう数字な

のか。 

 

地域包括支援センター： 

 実働数と給付管理数というのに大きな差があって、これはどういうことなのかという質問だと思うのです

けども、給付管理というのは、その月の間に介護保険のサービスをお使いになった方、例えばヘルパー

さんに家に来ていただいたとか、デイサービスに通ったとか、介護保険のサービスを使った実績のある

方が給付管理の件数ということになります。実働数というのは、その方にうちの職員が関わったのです

が、その月の間にはサービス利用には至らなかったとか、例えば住宅改修の相談のみとか、福祉用具

を買われるのみですと、この給付管理の件数には上がってこないもので、場合によっては１ヶ月まるまる

利用者さんが入院されておりますと、これも介護保険の利用実績にはあがってきませんので、ただそれ

でも、入院先を訪問させていただいて退院後の相談に乗るということで、支援させていただいております

ので、そういうものも含んで介護保険の実績があがっておりますものが給付管理件数、介護保険の実績

はあがっていないけれども実際には支援させていただいているものを含んだものが実働数ということで、

ご理解いただきたいと思います。 

 

委員： 

 分かりました。 

 

議長代理： 

 よろしいですか。簡単に言えば、相談件数が多かったということですね。それでは他にございません

か。 

 それでは、②の地域包括支援センター事業計画（案）でございますが、ご意見ございましたら、お願いし

たいと思いますが、如何ですか。 

 

委員： 

 予防事業の高齢者施策があるのですが、果たして実効性があるのかどうかというのをお伺いしたい。

私の見解ですけども、ばらばら特定のところで何か月ではなくて、これから 2012 年の介護保険の改正も

みていれば分かるように５つのことが、各日常生活圏域の中でバランスよくシステムしていかなければな

らないということは、つまり地域の中で要支援 1・2 の人が地域の中で予防と一緒に一体となって日常的

にやれるような仕組みをやっていくべきではないのかと、ばらばらに予防のことをやっていても意味がな

いのではないかと思うので、できればモデルでもいいから、例えばの話ですけども柘植に老人憩の家と

いう施設があるとすれば、そこに要支援 1・2 の人を、地域の高齢者一人暮らしの人と一緒にやりながら

予防も組み合わせながらモデル的にやるというような、そういう新たな切り口で展開することも必要では

ないかと私は思っているので、もしよければそういうようなこともお考えいただきたいと思っております。 

 

議長代理： 

 ありがとうございます。何か事務局からご意見ありますか。 

 



地域包括支援センター： 

 すぐにそうさせていただきますとは、申し上げられないのですけども、委員のおっしゃっていることもごも

っともで、平成１８年の制度改正の際に予防について重視するということだったのですが、逆に今もご意

見いただいたように当時の一般高齢者、特定高齢者、要支援 1・2、要介護者にサービスが分断されてし

まったような部分もございます。この後の項目で出てきます介護保険事業計画というものは、このような

予防の体系も含めてご議論をいただく場となってまいりますので、今般の伊賀市高齢者等実態報告書と

いうことで、住民の方が望まれている介護予防のための事業、どんなメニューだったら取り組んでもらえ

るのか調査もさせていただいております。そういうことも含みまして、二次予防事業の把握事業ということ

で、今までは必ずお医者さんに掛かって検診を受けなければ特定高齢者の対象に選定することにはで

きなかったのですが、今回からは基本チェックリスト、伊賀市では先ほど申しましたとおり、お達者チェッ

クという名前でお送りさせていただいておりますが、簡単な項目に答えていただくことによって、今まで特

定と呼んでいた、今は二次予防の高齢者と言っているんですが、事業の対象とするということになってお

ります。おっしゃっていただいておりますように、一体的なばらばらと分けるのではなく地域には高齢者の

方も、ちょっと弱った高齢者の方も、かなり弱った高齢者の方も、皆さんいらっしゃるわけで、ばらばらに

ならないようにということも含めて、包括センターだけでは展開していくことが難しいことでもありますので、

第５期の介護保険事業計画策定の中で、委員の皆様にもご議論いただいて、その結果でまた事業の方

を組み立てていきたいと思っておりますので、ご理解よろしくお願いいたします。 

 

委員： 

 分かりました。今期の方でそういったお話もしていただきと思いましたので、問題提起をさしていただい

たわけで、調査結果からわかる課題の中で１番一人暮らし高齢者のみの世帯の支援とか、或いは高齢

者の力で地域に活力をとか、住民同士の支えあいとか、介護予防の推進、地域における交流の場作り

とか、認知症対策の推進とかこれは全くこういう部分が、該当してくると思いますので、是非ともお願いし

たいと思っております。 

 

委員： 

私は伊賀市でいうと東部地区に該当しております。先般市の方から来ていただいて２時間ほどに亘り

まして色々こういった問題を議論させていただいた。清水課長以下皆さんに来ていただいたのですけど

も、やはり医療の問題で、たちまち世間の噂で聞くと、どこどこへ回ってなかなか思うような病院へ着か

なかったというような意見もあったんですけども、今介護予防という面をとっていきますと住民自治協の

中で色んな部に分かれてまして、私が所属しておりますのは、健康福祉部という部で、これは伊賀市全

体であるわけなんですけども、そこで色んな計画をして要支援にならないような予防をしていくという段階

の取り組みを積極的にやっていくという、これはどこの地域でも年間を通じて色んな行事を実施している

わけなんですけども、やはりそういったことにもう少し力を入れないと住民自身そういったところに参加し

て、といっても限られておりますので、役所の中でも色んな課と連携をして、筋トレとか市か募集するよう

なコーナーも沢山あるんですけども、ずっと見ておりますと予算の付くような時は、ずっとしてくれるんで

すけども、離れてしまうと去年のやつは何やったと聞きますと、予算が付いてないからと、今年はカットす

るというようなご意見をいただいたりするんですけども、体というのは続けていくことが大事だと思います

ので、やはりある程度継続的に計画していただいて、予防というのも大事な部分だと思います。 

 



地域包括支援センター： 

財源のことになると苦しい立場になるんですけども、先ほどおっしゃられましたとおり、自治協地区によ

って、どんな事業が向いているというのは、伊賀市も広くございますので、自治協さん単位で違ってくると

思います。それで自治協単位で希望される多い事業をやっていくのが一番効果的だと思っております。

今回の実態調査でも地域別の回答状況というのも集めておりますので、こういうものも参考にしながら伊

賀市一律ではとは、必ずしも必要ではないと地域包括では考えておりますので、ご意見いただきまして

地域包括が役所の中の繋ぎ役になって、とかく役所の中というのは自分の所管するところには目が行く

のですけども、なかなか連携もうまくいっていないところもあるんですけども、包括が繋ぎ役になって、財

源が無くなった時にでも地元の方が事業を続けたいと思ってらっしゃる時に、どうしようかという相談に乗

れるような支援のできるセンターであっていきたいと思っております。また、そのあたりは直接ご意見をい

ただければと思っております。ただ財源的には厳しく、ご指摘のとおりで財源的には自治協さんの方とか

に物足りなさを感じていただくこともあるかと思うのですけども、そこも含めて一緒に考えていければと思

っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

委員： 

名張市では４月から在宅医療支援センターというのができまして、活動し始めたところでございますの

で、それが最初は名張市が音頭をとって流れていくと、軌道に乗ってくると 25 年から医師会に委託事業

とする段取りとなっているようですけども、私ども伊賀市と名張市の歯科医師会と合併しましたので一緒

ですけども、ですから関係もしているわけで、市民や患者さんのために、在宅医療を必要とする人の窓

口が分からないと、どこに行ったらいいのかと、そういうことで窓口を一本化するということで在宅医療の

支援センターが名張市の保健センターの中にできました。それだと非常に分かり易いと、今までだったら

医師会、歯科医師会、薬剤師会の横の連携も取れていなかたので、チャートをひとつ作ってそこへ全部

情報を書き込んで、それを共有すると、そういう関係を作ってみたのですけども、そういうことに対して伊

賀市では何かされているのでしょうか。 

 

地域包括支援センター： 

 名張市ではそのような在宅医療センターが始まったというのは、存じ上げているのですけども、どういう

仕組みになるのか注意しているところなのですけども、伊賀市では今のところ同様の取り組みというのは

行われていないのが現状です。高齢者の方に関しましては、地域包括支援センターが社会福祉協議会

さんに委託させていただいております福祉相談支援センターがその部分の機能を一部は担っているの

かなと感じているのですが、地域包括がやっているのは、どうしても介護とか福祉という切り口からやっ

ておりまして医療をメインに見据えたものではないので、必要性を検討しながら名張市さんのセンターが

どのように機能していくのかという様子も見ながら研究もしていきたいと思っているのですが、今のところ

同様の機能を持ったものというのはございません。 

 

議長代理： 

 今、委員の質問がありましたけども、名張だけではないのです。在宅医療支援というのは、寝たきりに

なった人を入院している時から退院に向かって自宅或いは住む場所の支援を医師会を通してやってい

るところが市町村で多々出てきております。ただ伊賀市福祉計画も出来上がってしまっておりますが、医

療がこっちに置かれてしまっているのが、現実的でございまして、名張の方でその気運が高まってきたと



相談に来てくれましたのが現状でございます。伊賀市においては、介護の方はしっかりして、医療の方

は少し疎かにされている。私の医師会の不徳の致すところかもしれませんが、そういうのが現状でござ

います。伊賀医師会としましても２年ほど前から四日市などから情報を集めております。医師会だけで音

頭を取っても始まらないので、静観しているところであり、今年やっと行政の方から力を貸してほしいとご

意見がございまして、そういうことでございます。ただ、名張を見てからというのではなく、伊賀市で単独

で動かなければなりません。あっちを見て成功してどうこうというのではない。 

 他に意見ございませんか。それでは私の方から（案）でございますので、特に大きく言うところはござい

ませんが、１頁の共通目標の２番目、共通目標の３番目、文章的にはパーフェクトかわかりません。これ

を現実的に実際問題として当たって行くうえで、どのような共通目標でしたら顔が見える関係、構築する、

この文章だけでは顔が見えてこない。どういう風な施策を考えているのかというのが１点。 

 ３番目の計画の方で医療機関の関係機関連携体制を作るというのは今も在宅医療の問題と一緒なん

です。結局高齢者では、これ出来上がっています。凄く立派なことです。それをどういう風にもっていこう

とするかというのを考えてください。意見あったら教えてください。 

もう１点、最後の方の５頁目でお達者チェックはいいと思うのです。もっと啓蒙してリストを取るわけで

すから、沢山のお金を遣って予防の方でリストを作るわけですから、何とか増やしていっていただきたい

と思います。この数を見ると非常にプアーです。少ないです。22 年度の運動機能にしましても、口腔機能

にしましても、栄養改善にしましても介護に近いくらいの数字ですね。これだけ二次予防で平成 22 年度、

栄養改善 28 人、運動機能は 460 人、口腔機能 160 人と非常な数があると思います。これを何とか引き

出してやっていく方法を現実的に考えていただきたいと、何か連携について心して予定していることはあ

りますか。 

 

地域包括支援センター： 

連携については、うちの主任介護支援専門員の方でケアマネ協議会さんと市内の総合病院さんの方

とは定期的に連絡協議会をもつことを予定させていただいております。今、委員の皆様からもご意見い

ただきましたので、ここに是非医師会の皆さんとか、歯科医師会の皆さん、薬剤師の方とかとも定期的

に意見交換する場をしていきたいと思います。それこそお会いして直接ご意見を伺って、どういうものが

足りないのかというものをいただく機会を作って行きたいと思います。今日は担当しております主任介護

支援専門員が来ておりませんが、報告しまして今年度の事業計画の中に実施する具体的な中身として

加えていきたいと思います。それについては、副委員長からご指摘がありました共通目標の２と３のとこ

ろについて、特に医療機関の方とは、地域包括もそうですが、居宅介護支援事業所のケアマネさん達も

直接顔の見える関係を築くというのがなかなか出来ていないというのが現状でございますので、そういう

場もきちんと包括が作っていきたいと思っております。 

それから二次予防の教室の参加者が非常に少ないとご指摘をいただきました。これはずっといただい

ているわけですけども、今回 65 歳以上の認定を受けていない方全数に４月中旬に発送させていただき

ました。早速、色々お問い合わせの電話も入っております。中には６７～６８歳の方で、まだまだ私は働

いているのだから、このようなものを送りつけてくるのは失礼やと苦情の電話もいただいており、なかな

か一律に送るのは難しいと考えているところなのですが、こういうアンケート調査につきましては、提出し

ていただいた方はもちろんなのですが、回答がなかった方につきましてもできるだけフォローをしていく、

回答があってお元気だということが分かったり、チェックが入っててこの人は弱っているのだなというのも

当然なのですけども、回答がなかった方につきましても何とかフォローアップする方法はないか考えてい



きたいと思います。回答がない方が、実は一番心配なんじゃないかなと、こちらでも考えております。ただ、

その数がどの程度になるのかというのが、まだこのような全数でやるのが初めてですので、課題はある

のですけども未提出者に対するフォローアップということで検討していきたいと思っております。 

 

議長代理： 

 ありがとうございます。未提出者の方が、割りと自分でできると思い込んでいる人が多いかもしれませ

んので、そこを予防していくことが大切だと思います。 

 

地域包括支援センター： 

 先ほどのと関連して、顔の見える関係というのは、医師会さんや歯科医師会さん、薬剤師会さんにお

伺いして、本当に膝を突き合わせて、連携を取らせていただくのが一番いい方法なのかなと、今分かっ

てきましたので、これから動かせていただきますので、ご協力よろしくお願いいたします。 

 

議長代理： 

 ケアマネさんのことにつきまして、質問票のところです。医療の敷居が高いというのがありましたけども、

決してそんなことはないと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 計画案でございますので、どうでしょうか、これでよろしいでしょうか。平成 23 年度の包括支援センター

事業計画（案）よろしいですか。 

それでは、ご意見がないということでございます。この事業計画（案）を拍手をもって承認していただきた

いと思います。 

 

（拍 手） 

 

 ありがとうございます。拍手をもっていただきまして（案）は原案どおり承認されました。 

 続きまして、（３）の方に移らせていただきます。第３次高齢者福祉計画・第５期介護保険事業計画関係

についてでございますが、①の第３次高齢者福祉計画・第５期介護保険事業計画策定について事務局

ご説明をお願いします。 

 

（３）第３次高齢者福祉計画・第５期介護保険事業計画関係 

①第３次高齢者福祉計画・第５期介護保険事業計画策定について 

介護事業係： 

本計画は、介護保険法第１１７条に定められている市町村介護保険事業計画および老人福祉法

第２０条の８に基づく市町村老人福祉計画を一体化した計画です。 

    第５期介護保険事業計画の作成に当たっては、高齢者が要介護状態になっても、可能な限り住

み慣れた地域において継続して生活できるよう、①介護、②予防、③医療、④生活支援、⑤住まい

の５つのサービスを一体化して提供していく「地域包括ケア」の考え方に基づき、取り組むことが重

要です。 

なお、平成 24 年度からの制度改正に向け、介護保険法等の改正法案が閣議決定されました。

医療との連携強化を前提とした「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」「複合型サービス」の創設、

高齢者の住まいの整備促進、認知症支援対策の充実、保険料の上昇抑制のための都道府県財政



安定化基金の活用などが盛り込まれており、この改正の内容は、今後、国から示される介護保険

事業計画の基本指針にも反映されることになります。 

    高齢者の保険福祉施策の円滑な運営を図るため、幅広い関係者の協力を得て、伊賀市の特徴

が活かせる、また、実情に応じた計画を策定する必要があり、このため保健、医療、福祉の各分野

の関係者をはじめ、市民、学識経験者などの幅広い関係者の参画により構成されています。 

計画の策定にあたり、平成２３年度に見直しを行う「伊賀市高齢者輝きプラン」の基礎資料を得る

ため、平成２３年１月１８日から１月３１日までの１ヶ月間アンケートが行われ、一般高齢者調査は、

要支援・要介護の認定を受けていない６５歳以上の人２，０００人を対象に、在宅認定者調査は、在

宅で要支援・要介護の認定を受けている人２，０００人を対象に、また、施設等利用者調査は、介護

保険施設およびグループホーム並びに特定施設を利用している人５００人、介護支援専門員調査

は、市内で活動している介護支援専門員等全数８８人、また、施設系介護支援専門員調査は、市

内で活動している施設系介護支援専門員全数３０人を対象に行われたものです。回収結果につき

ましては、実態調査からわかる課題１ページの下の欄を参考にお願いします。 

    これらの５種類の調査を基に、また、「伊賀市総合計画」「伊賀市地域福祉計画」「伊賀市障がい

者福祉計画」「伊賀市健康２１」等関連計画との整合性を図りつつ策定します。 

    本計画は、第４期計画に引き続き、平成２７年の本市における「高齢者介護のあるべき姿」を念頭

に、平成２４年度から平成２６年度までの３か年間の計画期間とするものであります。 

 
議長代理： 

  ありがとうございました。それでは②の方を高齢者実態調査報告書について、ご説明お願いできます

か。 

 

② 高齢者等実態調査報告書について【資料１】 

 エディケイション： 

    この調査の集計を担当させていただきました。本来ですと事務局の方がご報告するところでございま

すが、客観的な立場からお話しした方がいいということで、今日は私の方から報告させていただきま

す。 

報告書に沿ってお話しさせていただきます。この会議で調査の内容をご検討いただいて、ご意見を

いただいて、先ほどお話がありましたように１月18日～31日までの間調査を行いました。１頁目を開い

てください。先ほど少しありましたけども大きく５つの調査を行いました。一般の高齢者認定を受けてい

ない高齢者の方、認定を受けておられて在宅の方、施設に入られているおられる方、これは介護保険

の３施設、グループホームと特定施設に入られている方です。それからケアマネジャーの方と地域包

括支援センターの職員の方、施設のケアマネジャーの方です。１頁目の下の方にありますように非常

に高い回収率でありました。一般高齢者の方 75％、認定者の方若干低くて 66％で、施設 80％、ケアマ

ネの方は 96％、施設ケアマネの方も 80％この率からいきましても、皆さん高齢者施策といいますか、

これからの高齢者の部分により関心があるんだなとよく分かると思います。それぞれの調査は膨大な

量で、200 頁以上あります。いちいち説明しておりますと１日掛かってしまいますので、ちょっと飛ばしま

す。大きく今、言いました５つの調査なんですけども、それと章に別れています。第４章です。日常生活

圏域ニーズ調査と書いてありますが、国の方が今度第５期の介護保険事業計画を策定するにあたり、

地域の実情をしっかり把握するために、こういう志向でやってくださいよということで、提案がありました。



その提案に沿って今回調査に至るんですけども、その中で例えば運動のケア、閉じこもりについてとか、

こんなことができますかとか、先ほどお達者チェックという話がありましたけども、あの25項目を全部含

んだ、それプラスアルファの項目が国方から提案されておりまして、その報告につきましてはまとめて

ありますので、実際の調査票の流れとは違う形となっております。 

それでは、一般高齢者の調査報告をさせていただきます。報告書の３頁以降ですが、少し飛ばしま

す。 

５頁 一般高齢者の世帯の状況なんですが、家族と同居されているという方が、27.6％ございます。こ

こでいうところの高齢者夫婦世帯 31.6％、それ以外の同居の世帯 56％を合わせて 87.6％というこ

とです。一人暮らしの方が 10.5％です。従って高齢者世帯が 31.6％、それから一人暮らし 10.5％、

約 40％くらいの方が一人暮らし若しくは高齢者のみの世帯だということが答えられております。こ

れは圏域というのは、第４期の介護保険事業計画で４頁目の地図がありますけども、これで分け

た圏域、９つの圏域がありますけども、この圏域に沿ってみますと上野北部、上野西部で一人暮

らしが 15％という高い率がでております。 

  ７頁 一人暮らしではないんですが、日中一人暮らしになる方、いわゆる中間独居の方ですけども、

28％の方がよく一人になると答えられております。これも圏域別にみますと青山、上野南部、

上野東南部でよくあるという答えが 30％超える値となっています。 

  10 頁 今の暮らしぶりというか経済状況についてお聞きしました。するとやや苦しいという答えが、

42.5％ありました。苦しいという方が 19.7％なので、６割以上の方が経済状況が苦しいと考えら

えると思います。これを世帯状況別にみますと、一人暮らしの方が苦しいと答えられている方

が３割近くありまして、高い数字が出ております。 

  13 頁 健康状態です。今健康だよという方が５％、まあまあ健康という方が 64.8％でした。当然といえ

ば当然なんですが、年齢が上がるほど健康だよという方が減っていきます。 

  14 頁 今治療している病気若しくは後遺症がある病気ですが、高血圧が 46.2％と最も高く出ておりま

した。それから高い順番で行きますと、目の病気、骨粗鬆症や関節に関する病気、心臓病とい

ったような順番になっております。病気が男女によって違いが出ており、男性ですと糖尿病とか

腎臓、前立腺の病気、女性ですと高血圧、筋骨格系の病気が高くなっております。 

20 頁 健康とか福祉関する相談相手はどなたですかという設問なんですが、配偶者というのが 55.4％

で一番高くなっております。その他の高いところで、身の回りの人なんですが、身の回りの人以外

ですと医師、看護師、30.2％と高くなっております。世帯状況別にみますと一人暮らしですと民生

委員が高い数字となっています。 

21 頁 少し健康についてですが、介護予防のために日頃から取り組んでいることはどんなことですか

という設問なんですが、毎日の食事とか栄養に気を付けているとかが一番高くて 66.4％、定期的

に健診を受けているという方が 55.4％とこの２つが非常高くなっております。ただ、友人知人と交

流をしているというのも非常に高くて 44.2％という数字が出ておりました。 

22 頁 先ほど少し話題になりましたけども、介護予防のために参加したい地域での活動はどんな活動

ですかという設問ですが、高齢者同士が触れ合える交流の場というのが、37.1％ということで最も

高く、次いで軽スポーツなどの教室大会、それから食事や栄養に関する教室やイベント、認知症

に関する教室というような順番になっております。これやはり地域によっても違いがあります。一

番高かった高齢者同士の触れ合える交流の場というところですけども、下の表の圏域というとこ

ろで、横へいってもらってこの数字を見ていただければ分かるんですが、阿山で 53.5％と半分以



上の方が高齢者同士の触れ合える交流の場をあげておられます。逆に低いところは上野西部で

すと 25.2％と 30％近い開きが出ているということで、やはり介護予防の活動にしても伊賀市という

括りではなくて、地域というものを考えて、これから対策を考えていかなければならないということ

が分かったと思います。 

24 頁 高齢者の外出が重要だと思うんですが、外出の際の移動の手段としてお聞きしました。そうし

ましたら自分で運転する自動車というのが 47.5％と一番高くなっております。次が徒歩、それから

人に乗せてもらう自動車、自転車という順番になっております。これを性別にみますと下のグラフ

ですけども、１番上が全体、２番目が男性、一番下が女性なんですけども、男性はもう自分で運

転する自動車というのが 73.9％と圧倒的に高いです。女性は、人に乗せてもらうという自動車と

いうのが 44.5％、いづれにしても高齢者の移動手段として自動車というのは非常に重要だという

ことが分かります。高齢ドライバーに対する支援も重要だと思いますので、そんなところも考えて

いかなければならない。 

27 頁 外出に絡んでですが、外出するうえで困っていることはなんですかとうことで、伊賀市全体では、

交通機関が少ない 21.1％最も高く、次が道路、駅などに段差が多い 14.8％、これを圏域別にみま

すと交通機関が少ないというのが、阿山、島ヶ原、伊賀が 30％超える率で高くなっております。特

に阿山では 40％を超えています。これもやはり地域によって違いがありますので、地域を把握し

て施策を講じなければならないことが分かる。 

  28 頁 日常の買い物をしているかということですが、一般の高齢者ですので、出来るし、しているとい

う方が７割を占めています。出来ないという方が 3.9％、では出来ない人、若しくは出来るけども

してない人が、普段の買い物どうしてますかというのが 29 頁です。同居の家族が行くというのが、

一番高くなっています。一人暮らしの方については、別居している家族が一番高くなっておりま

す。 

  30 頁 食事の用意についてです。これも一般高齢者ですので、出来るし、しているといのが、半分以

上 54.5％占めています。その中で出来るけどしてないという方がどうしているかということですが、

これも先ほどの買い物と同じように同居の家族が行ってますとなっております。一人暮らしの方

をみますと弁当や総菜を買ってくるという人が、数が少ないですが、９人中３人の方が答えてい

ます。 

  32 頁 高齢者というのは一般的に 65 歳以上の方をいいますけども、意識として何歳くらい上から高

齢者だと思いますかという設問をしました。すると 70～74 歳くらいだという人が 41.1％、これ全部

平均を出しますと、このグラフの一番右側の方に平均と書いてありますが、73.3 歳、高齢者とい

うのは 73.3 歳からだという結果になりました。これが平成 20 年、前回第４期の時の調査が一番

下にあるんですけども、76.3歳なので３歳低く、これをどう判断するのかというのは今後色々難し

いところなんですけども、前回の対象調査年齢とほぼ一致しているので、意識として若干下がっ

てきている、健康上の問題なのかもしれないし、何かは今後検討していかなければならないと思

いますが、そういった意識が出ている。ただ一つ言えることは、65 歳以上を高齢者と言いますが、

実際高齢者の方からみると 73 歳以上の方が高齢者なので、ということは、まだまだ私はできる

よという方が、いっぱいおられるということが分かると思います。 

 33 頁 高齢者について持っているイメージをお聞きしました。時間に縛られず好きなことができるという

のが 62.3％、知識や経験が豊かである 54.7％、これはプラス面ですが、マイナス面ですと心身

の衰え、健康面での不安が大きいといのが 51.8％という風になります。これも前回第４期の時の



20 年の時と比べますと、時間に縛られず好きなことに取り組める、経験や知識が豊富であると

いったところは、大幅に高くなっています。それから逆にマイナスイメージでの健康面に不安大き

いといのが低くなっています。こういったところから高齢者の方の今までの知識や経験を活かし

て地域で活動できるような支援というのが、これから色々有効になってくるだろうなというのが考

えられます。 

 34 頁 生き甲斐を感じることはどんなことですかということですが、友人、近所の人との付き合いという

のが 55.2％という風に突出して高くなっています。色々な活動でもっと具体的に書いてもらったの

が、35 頁です。これを見ますとゴルフとかゲートボールといった軽スポーツに生き甲斐を感じてい

る人が多い、それから農作業をあげられる方、いきいきサロンへの参加、趣味のサークルへの参

加というのもあげられている。地域のボランティア活動というのも 34 人方があげられており、決し

て少ない数字ではないと思います。 

 39 頁 近所に高齢者や若しくは困っている世帯があればどういった対応をしますかという設問です。多

少のお手伝いはできるという方が 34％、出来る限りのことはしたいという方が 20％ですので、何

らかのお手伝いは出来るというのが 54.7％を占めておりました。それだけ住民同士の支え合いが

重要だと、先ほど地域福祉計画にもありましたけども、そんなところにも繋がっていくのかと思い

ます。これも圏域によって、どういう風に結果が違うのか見てください。 

 40 頁 地域の活動でやってみたいこと、出来そうなことは何ですかということなんですが、ゴミ拾いとか

環境美化、資源ゴミのリサイクルが一番高くなっています。続いて、高齢者や障がいのある人へ

の日常的な援助が高くなっています。 

 41 頁 介護保険についてですが、介護保険のサービスと保険料のバランスについてです。介護保険は

使えば使うほど費用も掛かって保険料にも反映してくるということですが、保険料もサービスも今

程度でよいという方が 47.4％と高くなっています。サービス水準を少し下げても現状安い方がい

いという方が 25.2％います。 

 43 頁 介護が必要となった場合どのようにしたいかというものなんですけども、一番左の方が、家族介

護で過ごしたい、その次が家族介護を中心に介護保険のサービスを利用したい、その次が介護

保険のサービスを中心にして家族介護も含めながらという在宅の希望が高くなっているのが分か

ります。施設の希望というのは、7.7％でした。高齢者向けの住宅に入居してというのは、70～79

歳で 10％を超える高い数字となっています。 

 44 頁 これを見るとあきらかに前回 20 年の調査と比べると施設の方が下がって、居宅サービスが高く

なっているのが分かります。 

 51 頁 日頃の不安についてですけども、自分の健康こと、それから家族の健康のことというのが高い

です。それから地震や水害、自然災害についてが 37.2％と高くなっています。これ当然、震災の

前の調査ですので、今調査すれば数字は変わってくると思います。１月の時点ではこういう結果

でした。 

 52 頁 認知症サポーターの養成をやっているわけですけども、それについてお聞きしたものです。これ

を見ますと認知症サポーターを知らないが受講してみたいというのが 35.9％ありました。知らないし

受講したくないといのが 28.3％ありました。知っているといのが合計 22％、知らないというのが合計

64.2％ですので、まだまだ周知をこれからやっていかなければならないとは思いますが、受講したい

という人が非常に高いというのが分かります。いわゆる潜在的なニーズがありますので、認知症の

対策というのは、認知症を正しく理解してもらうのが一番ですので、今後もっともっと周知してもよい



と思われる。 

以上が一般高齢者です。次に在宅の認定者の人達 54 頁以降です。 

これも世帯を見ますと日中独居の方が結構おられるというのがあります。 

64 頁 介護が必要となった原因です。これは認定を受けておられる方です。介護が必要となった原因と

しては、一番高かったのは高齢による衰弱、老衰と言われるものだと思いますが、30％近い数字と

なっています。転倒、骨折それから関節の病気、脳卒中という順番になっています。これも性別に

よって違いがありまして、男性の場合は脳卒中、心臓病などが高くなっております。女性の場合は、

骨折、転倒それから関節の病気が高くなっています。 

68 頁 在宅で介護を受けておられる方なんですけども、医療的なケア、タンの吸引とか経管栄養などと

いった医療行為がどのくらい必要ですかということなんですけども、必要であるという方が 21.8％

ありました。これを介護度別にみますと要介護５では 40％を超える数字となっております。 

70 頁 先ほど在宅医療の話もありましたけども、通院しておられる方、認定を受けておられて介護保険

を利用されて病院などに通院されている方、90％以上が通院しておられます。 

72 頁 通院にあたって、介助が必要だという方が 65.5％あります。当然介護度が高くなっていけば、この

率も上がっていくことになります。 

74 頁 相談相手ですが、先ほど一般高齢者の方は家族の方でしたが、こちらも同じなんですが、認定を

受けておられる方は、ケアマネジャーが 35.9％と非常に高くなっております。 

79頁 外出するうえで困ること、先ほど一般の高齢者の方は交通機関が少ないというのが一番高かった

ですけども、認定を受けている方は段差とか階段が多いことを一番にあげられております。 

88 頁 介護保険サービスについてです。これは認定者を対象にしておりますが、実際に居宅の介護サ

ービスを受けられているという方が 63.7％でした。利用してない方が 20％、以前は利用していた

が現在は利用していないという方が 6.4％です。 

では、どのサービスが一番利用されているかというのが 89 頁です。通所介護、デイサービスが

やはり一番よく使われているのが分かります。 

99 頁 介護保険のサービスを利用している方のみなんですが、保険料プラスサービスを利用すれば利

用者負担金を払うわけですけども、それがどれくらいの負担かというのがここにあるとおりです。

全体で平均月 19,700 円と出ています。介護度が下のグラフにある重くなるほど負担も大きくなる、

前回 20 年との調査比較が左側の方が前回、右側が今回です。どの介護度におきましても前回に

比べ負担が多くなっていることが分かります。 

100 頁 認定は受けているけども、サービスは受けていないという方 350 人いたんですけども、何故受け

てないかという理由です。サービスを利用するような状態ではないという方が一番多くて、当然介

護度によって違いますが、介護度が要介護１くらいまでの 40％以上がサービスを利用するほど

の状態ではないと、もう少し重い方になりますと家族で介護するから必要ないという方が３割くら

いある。その他としては、病院に入院しているから利用してないというのがあります。 

103 頁 一般の高齢者の方にもお聞きしましたけども、これからどんな介護を受けたいかということです

が、やはりここでも在宅を希望される方が非常に高いです。施設の希望が 7.3％、一般の高齢者

は 7.7％とほぼ同じくらいの数字となっています。 

104 頁 これは 20 年の調査との比較ですが、施設サービスの利用というのが、低くなっておりまして、居

宅サービスを利用して家で暮らしたいという方が結構おります。 

113 頁 介護者についてです。これは主な介護者は誰ですかといことですが、配偶者、配偶者を男女性



別でもう一度見直しますと、妻が 13.3％、夫が 10％、息子の妻 18.5％、娘が 15.8％ですから、高

いところは女性が占めているということが分かります。 

115 頁 介護者の年齢ですが、60～64 歳が一番高くなってますけども、65 歳以上の方でも 50％以上、75

歳以上が 20％以上ということで老々介護というのは、こんなところにしっかり現れております。 

116頁 介護しておられる方の健康状態です。これを見ますと概ね健康だという人が多いですが、病気で

はないですが体調が優れない、それから病弱だという方の合計が３割くらいあります。従って介

護者も自分の健康上の問題を抱えながら介護しているのが分かります。 

124 頁 介護者の方に介護をするうえで、どんな支援があるといいですかということですが、介護にかか

る費用の軽減というのが一番高い数字でした。やはり注目しなければならないのは、ここもそうな

んですが、身近な相談窓口というのが 34.4％という非常に高い数字になっております。こういうと

ころは解決していかなければならない問題だと思います。 

127 頁 介護者の方に少し酷だと思いますが、虐待ですね、手を出してしまったりした経験がありますか

ということをお聞きしました。度々あるという方が0.6％、したことがあるという方が5.7％、合わせる

と虐待したことがあるという方が 6.3％おりました。これが高いか低いか分からないのですが、ひと

つ言えることは、介護されている方に認知症がある場合非常に高い率として表れてきます。その

辺の認知症の理解というのが進めば随分変わってくるのかというところなので、介護者に対する

認知症の理解、それから介護者の抱える色々な負担というのを軽減というのが課題だと思いま

す。 

189 頁 先ほど包括の方の報告の中で昔の特定高齢者の話がありました。今回この調査項目の中には、

お達者リストと同じようなものがあるので、同じように篩にかけてみました。そうすると一般の高齢

者だけですが、２次予防の対象となる方が約４割ありました。その中身ですけども運動機能向上

というのが一番高くて 26％を占めています。多い順に、うつ予防、口腔機能の向上といった順番

になっています。 

190 頁 １つに掛かっているという人は割と少ないです。上のグラフなんですけども、12.1％が１つに該当、

それ以外の 80％以上の方が２つ以上の何か項目に引っ掛かっているということなので、重複した

ホログラムというのも今後考えていかなければならないということが分かります。 

    それから施設の調査が 192 頁以降になります。 

    ケアマネジャーの方を対象にした調査ですけども、 

217 頁 ケアマネの業務として難しいこととはなんですか、主治医との連携というのが、先ほども連携の

話をしていましたけども７割以上の方があげておられます。 

219 頁 主治医との連携が取れていますかというのをお聞きしましたところ、半分は取れている、半分は

取れていないという結果でした。取れていないと答えた人にその理由をお聞きしたら時間がないと

いう方が半分、その次に多かったのが、その他です。その他で具体的に書かれていたのが、先ほ

ど言っておられた敷居が高いじゃないですけどもお医者さんが対応してくれるか不安だとか、連絡

し辛いだとか、話しにくいというのが書かれておりました。 

123 頁 ケアマネの立場から伊賀市で供給が不足していると思われる介護保険のサービスは何ですか

という設問です。そうしますと一番高かったのが短期入所いわゆるショートステイという人が高かっ

たです。それから次の高かったのは、訪問看護です。それから特養、老人福祉施設というのが順

番ですけども、これは地域密着型だけに限って言いますと夜間対応型での訪問介護というのが高

い。これは地域包括ケアというのを念頭に置きながらということが考えられると思います。そこで地



域包括ケアにおいて、伊賀市地域包括ケアを実現するためには、こういう課題を解決しなければな

らないのじゃないかというのが124頁です。それから人材の確保と医療との連携のところがよくあげ

られているようです。 

また、じっくり目を通していただければと思います。第５期の計画を作るうえで、また度々この中の

数値は利用していくこととなると思います。 

 

議長代理： 

 ありがとうございました。 

 

委員： 

前にもこの会議で言わしていただいたのですけども、圏域の分け方ですが、前に言ったのは、例えば

いらっしゃる委員さんの旧町部、旧上野にお住まいの方は自分の地区がどこかというのが分かりますか

ね。例えば上野南部というのは、普通町の人が言うと南部の自治協議会の区域と理解するのですけど

も、多分これでみると依那古、神戸のそちらの方になると思います。市街地におきましても東部地区１６１

人というアンケートの結果があるんですけども、これはよく分かるんですけども、東南部とか西部地区と

いうのはどこかというのが、少なくとも、これの詳細を巻頭にでも書いていただいて、南部というのはどこ

と、どことどこが南部にあたるというように、上野南部膨大な作業だったとおもうんですけども、自分のこ

とでみてみると、ちょっと変わってくるところがあると思うんです。例えば旧町部の南部地区とか東部地区

についてだと、また変わってくると思いますし、市街地で町の人で色んな調査の結果、一般の市民の

方々にこれを見せてどうですかと言われても、私はどこに位置するのか難しいと思いますので、これを分

かり易いような詳細を東南部というのは、どことどこというように、郡部の名前の書いてあるところはよく

分かると思うんですけども、特に東南部とか西部とか南部とか北部というのはちょっと分かり難いので、

詳細な数字をみても理解がしにくいと思いますが、どうでしょうか。 

 

地域包括支援センター： 

 本日お配りした現在実行中の第２次高齢者福祉計画・第４期介護保険事業計画、今の高齢者輝きプラ

ンの 38 頁をご覧いただけますでしょうか。こちらに載っておりますので、今日のところはこちらをご覧くだ

さい。これからこのような図でとかお示しするときには、必ず見ながらできるように資料の方を整えさせて

いただきたいと、ご指摘のとおり、皆さん思われているところと入っているところが、いわゆる旧の町村部

につきましては町村部とイコールになっているのですが、特に上野関しましては、馴染みのない分け方

になるところもございますので、これから日常生活の圏域につきましては、これをベースに議論を進めて

いくことになると思いますので、別刷りででもみていただけるように。 

 

議長代理： 

 他よろしいですか。これ重複しているのはどういうことですか。南部地区が花垣とか猪田が入っていま

す、また別箇にデータがあります。これは旧上野ではないのか。 

 

地域包括支援センター： 

 上野東部、西部、北部、南部と別れているのは、旧上野市を４つに分けています。 

 



議長代理： 

 その地区が右側に載っていますが、地区別に小田、久米、花之木、長田、だからこの地図でいうと入っ

ているところが羅列されているのですか。 

 

地域包括支援センター： 

 ここに書いてある上野東部と下に書いてある、例えば上野南部というのは、指し示している範囲が違う

んです。上に書いてあるのは、いわゆる自治協単位で上野西部とか上野南部という言葉を使っているの

ですが、下に書いてあるのは日常生活圏域の名前として上野西部、上野南部を使っていますので、より

広い範囲を示すことになっていまして、少しややこしくなっています。 

 

議長代理： 

 他にございませんか。それでは、コンサルタントの説明を詳細にしていただきありがとうございました。

続きまして③高齢者等の実態調査、資料２について事務局説明をお願いします。 

 

③ 高齢者等実態調査（第５期）からわかる課題について【資料２】 

介護事業係： 

１番目のひとり暮らし・高齢者のみ世帯への支援では、ひとり暮らしや高齢夫婦世帯の増加、また、日

中ひとりになる方の増加に伴い、今まで以上に公的なサービスと地域住民による見守り支援体制の確

立が必要であります。 

 

２番目に、外出に関する支援では、外出する際の移動手段を見ると、高齢者にとって自動車が重要な

移動手段となっております。外出する際の移動手段としては、自動車、人に乗せてもらうが最も多くなっ

ています。ここで、高齢者ドライバーの安全運転に向けての支援等も必要になってきます。また、要介護

別にみると、車いすでの利用が多く、介護タクシー、福祉車両の利用が多く求められることから、安心し

て気軽に利用できる移動手段の確保を検討していく必要があります。 

伊賀市では、住民と行政の協働でユニバーサルデザインのまちづくりでバリアフリー化は進んではい

ますが、まだまだ不十分であるので推進していく必要があります。 

 

３番目に、高齢者の力で地域に活力をでは、高齢者とは何歳以上かとの問いに、伊賀市では７３．３

歳以上という結果が出ています。 

高齢者のイメージとして、時間にしばられず、好きなことに取り組める、また、経験や知恵が豊かであ

るとの結果をふまえ、高齢者が地域において経験や知識を活かした活動がしやすい支援が重要となり

ます。高齢者は「支えられる」対象から「地域を支える」「支え合う」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。 

 

４番目に、住民同士の支え合いですが、伊賀市においては幸い、どの地域を見ましても住民同士の

「見守り」や「助け合い」の精神はまだまだ残っていると思われます。今、高齢者が安心して生活できる

まちをつくるために、地域住民同士の支え合いの体制づくりを推進する必要があります。 

 

５番目に、介護予防の推進から地域における交流の場づくりですが、友人や知人と気楽に交流しな



がら、介護予防が学べ、また、認知症やひきこもり予防等を念頭に、高齢者同士が気軽に参加できる

交流の場づくりを進めていく必要があります。 

 

６番目に、高齢者の視点で不安のない地域づくりをですが、日頃の生活で不安に思っていることとし

ては、自分の病気、家族の病気、健康状態のことが主ですが、地震、水害などの自然災害にあうこと

もあげられています。この調査は３月１１日の東北地方太平洋沖地震が発生する前の調査にもかか

わらず、高齢者の方々には常にそのような不安を持っているとの再認識がされたと思います。誰もが

住み慣れた地域で安心して暮らし続けることを望んでいます。保健福祉施策の充実、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。 

 

７番目に、地域包括ケアの推進ですが、一般高齢者の方、また、在宅認定者の方の希望としては、

自宅で家族の介護を中心に、介護サービスを利用しながら暮らしたいが最も多くなっており、可能な限

り住み慣れた自宅で暮らし続けることをめざし、介護、医療、福祉、住宅の各サービスが適切に組み

合わされ継続的に提供される地域包括ケアの体制整備を進めていく必要があります。また、高齢者向

けの住宅に入居して、介護サービス等を利用したいという住宅に対するニーズも１０％近く希望があり、

新たな形態の住まいのあり方を検討していく必要があります。 

 

８番目に、介護保険サービスの整備ですが、供給が不足していると感じている介護保険サービスと

しては、居宅サービスでは、「短期入所生活介護」となっておりショートステイの不足を感じていること、

また、地域密着型サービスでは、伊賀市には供給基盤のない「夜間対応型訪問介護」、施設サービス

では、「介護老人福祉施設」が、それぞれ最も高くなっています。これらを踏まえ、地域包括ケア体制

の構築を前提に、伊賀市の要支援者、要介護者にとっ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等の意見をもとに検討し、今、本当に必要な提供体制を整えていく必要がありま

す。 

 

９番目に、適正な保険料の設定です。一般高齢者の方、在宅認定者の方、施設等利用者の対象に

おいても、「保険料もサービスも今程度でよい」が最も高く、次いで「サービスの水準を今よりおさえて

も、保険料が安い方がよい」となっています。が、伊賀市においても、保険料の上昇は避けられないも

のと考えられます。本当に必要なサービスが効果的に受けられることを前提に、適正な保険料の設定

を行う必要があります。 

 

１０番目に、介護者に対する支援の充実では、家族の中の主な介護者としては、「息子の妻」「娘」

「配偶者（妻）」と上位３位までは女性です。  

主な介護者の年齢は「６０歳～６５歳」、次いで「５０歳～５９歳」となっています。 

介護者の健康状態をみると、「病気ではないが体調がすぐれない」と「病弱」が合計の３０％を占めて

います。 

また、介護するうえで必要な支援では、「介護にかかる費用の軽減」が最も高く、次いで「身近 な相

談窓口」となっています。やはり、高齢者は介護される側も、介護する側もお互い健康に不安を抱えな

がら介護しているという、いわゆる「老老介護」の現実は、伊賀市においても深刻な問題であり、介護

者の高齢化を視野に入れた支援策を検討する必要があります。 



１１番目に、認知症対策の推進では、介護者が思う認定者の認知症状があると回答された方は３７．

３％にのぼっています。介護者に、認知症高齢者が地域で生活するための地域住民の協力について

は、「必要だと思う」が最も多く、ある程度、必要だと思う」をあわせると、６０％以上の人が必要性を感

じていることがわかります。 

認知症サポーター養成講座（認知症を正しく理解し、地域で認知症の人や家族を温かく見守る応援

者）については、「知らないが、受講してみたい」が最も高く、今は知らない住民が多く、周知は今後の

課題ですが、なんらかの形で受講してみたいと思われる方が４４％もいることから、今後も認知症サポ

ーターの養成を積極的に進めていく必要があります。 

伊賀市高齢者あんしん見守りネットワーク（高齢者や認知症の人などが、まち中やお店などで困っ

ているのを見かけた時、やさしく対応し、必要な連絡など簡単な支援を行うしくみ）については、「知ら

ないが、協力したい」が最も高くなっています。認知症対策の基本は、できるだけ多くの人に認知症に

対する理解を深めてもらうことです。第４期計画の柱のひとつとして取り組み、着実に成果を上げてい

ると考えますが、今まで以上に、地域における見守り体制を万全にするとともに、今後も継続的に学

習会を設けていく必要があります。 

 

最後１２番目になりましたが、高齢者虐待の防止です。虐待の背景には、介護者が抱える精神的負

担や不安があり、少なからず、虐待とまではいかないが、なんらしたことがあると答えた方、「したいと

思うことはある」と答えた方等、虐待発生に至らないまでも、内に潜んだ何かが心の中に見え隠れして

います。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あり、介護者の負

担を軽くすることと、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。 

 

本調査の結果、「地域包括ケア」を考え、地域等に居住する高齢者の方々の課題の的確な把握と、

具体的にどこに、どのような支援を必要としている高齢者が、どの程度生活しているのか等を把握し、

地域の実情に応じた各サービスの過不足のない目標の整備設定等、介護拠点の計画整備につなげ、

地域で必要な介護サービス等が提供できる体制を整えることが重要です。 

また、国から計画における重点記載事項として、４項目を挙げています。 

１つ目は、認知症支援策の充実 

２つ目は、在宅医療の推進 

３つ目は、高齢者にふさわしい住まいの計画的な整備 

４つ目は、生活支援サービス、多様な生活支援サービスの確保 

が、あげられています。 

これらのことを、実態調査と併せ考え、第５期介護保険事業計画の策定をお願いしたいと思います。 

 

議長代理： 

 ありがとうございます。実態調査から分かる課題につきまして、何かご質問等ございませんか。よくまと

めていただいていると思います。ただ医師の立場で言うのではないのですが、高齢者が不安に思ってい

るのは、病気とか健康のことですね。課題のところを見てみましたらどこにも医療という言葉が出てきて

いない。そこをちょっとチェックしていただきたいと思います。それと２項目、ユニバーサルデザインという

言葉は、通用しているのですか。できるだけやはり、住民の方に分かっていただけるような言葉を使って



いかないと、この文章からするとバリアフリーの視点で街づくりをということと一緒だと思うんですが、この

ようなところで使わない方がいいと私は思いました。 

 

５ その他 

議長代理： 

その他ですが、折角の機会ですので何かご意見、ご質問ございませんか。 

 

委員： 

 意見ではないのですけども、報告と言いましょうか、去年なのですけども健康駅長会の事業として、三

重大学の課長と医学部の１年生の生徒さんと交流をやりました。こちらへ来ていただいたのは、１１名、６

～７割は女性でしたので、将来女医さんになるのかと、その中で伊賀の出身の方はどうですかと聞くと、

他府県からの学生さんでしたが、１名おりました。多分その人たちは、三重県で勉強はするのですけども、

そちらへ帰ったり、東京へ行ったりというようなことで、ほとんど残らないというようなことになるかなと思

いますし、その後で今医者不足と言われている中で、特に小児科のコースを受けている人はどうですか

と聞いたら、その中で１人だけ男の方でいたんですけども、あとは１年生ですので、進路はまたこれから

決めますというのが多かったのですが、ここらでもお医者さんがいないということで大変なのですけども、

三重大も少し門を広げて定員を増やしたと、そういう事業も大事です。これからも医療の関係も含めて、

色んな視野を広げて行く必要もあるかと思いました。 

 

議長代理： 

他よろしいでしょうか。それでは長時間に亘りましてご議論いただきました。誠にありがとうございまし

た。５期の実態調査から更に高齢者が地域で楽しく生活できるような施策を検討して行っていただきたい

と思います。それではこれをもちまして閉会にしたいと思います。本日はどうもありがとうございました。 

 

介護事業係： 

次回、第２回高齢者施策運営委員会開催日 

  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 


