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会 議 録 

 

【日  時】 平成２３年１０月３日（月） 午前１０時～午後０時１５分 

【場  所】 市役所北庁舎２階 第２１会議室 

【出席委員】 １３名 

【欠席委員】 ２名 

【議  題】 開会            

１．議事 

（１）「健康・福祉」の目標値の設定について    

（２）「生活・環境」分野の概要について 

２．その他  

 

（会長挨拶） 

１．議事 

（１）「健康・福祉」の目標値の設定について 

政策１ 健やかに暮らせる安心なまちづくり 

基本施策①１０万人市民の健康を維持する 

会  長： 施策毎に事務局から説明をし、基本施策の中でも特に市民の満足度が低く、

必要度が高いものについては、集中的にご意見をいただきたい。 

事 務 局：（基本施策番号１の説明）     

委  員： これから施策毎に数値目標を決めて行くわけである。考え方として前回の

反省として、この施策の満足度を上げていけば、自ずと他の施策も上がって

いくという法則ができるのではないか。前回の数値目標の設定の考え方はそ

ういった方法をとっていなかった。 

本日の議論では、基本施策４の数値目標の設定を高くしておけば、様々な

お年寄りの課題や、子供の安全安心の課題、障がいのある人の自立した生活

を支える等の実現が一歩近づくのではないか。基盤を整理する話と、対象者

別にサービスを充実させる話を伊賀の場合では、地域を重視していく考え方

があるのではないか。例えば、生活課題「ひとり暮らしのお年寄りが孤独感

なく、体調を確認してもらいながら生活できる」では、施設に入ってもらう

ことはあるが、できるだけ地域ですこやかに暮らしてもらう動きに、もしか

したら「子どもや高齢者を地域ぐるみで見守る」の目標値が高ければ、それ

に向けて、市民の皆さまにも協力してもらう必要はあるが、達成できれば自

ずと他の施策の数値も上がっていくのではと考える。 

会  長： 基本施策番号１の目標値については、皆さまからの集計の平均では 

７０．８％となっているがどうか。 
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（異議なし） 

委  員： （提案する数値目標について）数値目標を立てる時に、私は、「このよう

に取り組んでいくことで、このような数値になるのだ。」ということで考え

た。イベント等を開催しているが、皆さんが知らないということで、数値が

上がらないのであれば、広報等の回数を増やす努力をすることで皆さんに知

っていだくことで数値が上がるのではないのかと考える。 

健康推進課： イベント等の周知については、できる限り伊賀市ＨＰやケーブルテレビ、

広報紙で周知に努めている。ただ、昨今の住民の皆さまのニーズが多種多様

となっており、例えば、当市で健康づくりについての事業を案内させていた

だいても、なかなかこの事業自体に参加していただく方がピンポイントにな

ってしまい、一度の広報紙でイベントや研修等の参加数が少なくなっている。 

委  員： 保健センターについて、駅前ビルが建設中であるが、方向性についてどの

ようなアピールをするのか。        

健康推進課： 来年の３月若しくは４月に駅前ビルの５階に生涯学習センター、４階に男 

女共同参画センター、子育て包括支援センター、その他公共施設の４ヵ所が 

できる予定となっている。 

これから開館に向けて様々なイベントを考えており、周知していきたいと 

考えている。       

会  長： 保健センターとは何をするところかあまりわからない。何を集中的にやる

のか。   

健康推進課： まずは、幅広い健康福祉事業があるので、乳児や乳幼児の検診施設、母子

関係の相談機能、成人の健康相談を行い、保健センターには大きな研修室が

あるので総合的にあらゆる世代を超えた事業を行いたい。               

健康づくり推進委員は３７地区、１１０名あまりの方にお願いをしている。

各地区で健康推進に取り組んでいただいている。その方々に研修の場とし 

て有効的に活用してもらいたい。 

委  員： 地域福祉計画を作成の際に、アンケート調査や地域の課題をあげていると

思うが、例えば、数値目標で使えるものが出てきたと考えられるが、その点

はどうか。 

介護高齢 

福祉課： 現在２次計画を行っている。１次から２次に移っていく中でアンケートを

実施した。結果は、高齢者の居宅介護や居宅看護の要望が多い。行政として、

介護施設の建設ではなく、身近なところでの見守りも必要かと思う。 

委  員： 前期基本計画の評価書の中で、数値目標の検証であげている数値は途中

で対象が変わったり、法律が変わったりしたので、数値目標として意味の

無いものが出ている。健康相談の開催数や検査の受診率など、原課が活動
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する指標として徹底するが、法律や制度が変わってしまったら連続性が無

くなっていく。そうすると地域福祉計画など原課が持っている数値で各課

がフォローできるような原課の数値目標として、今後掲げていただければ

よいと思う。   

それはあくまでも行政の活動目標になるので、それを踏まえて「子どもか

らお年寄りまで、健康でいきいきと暮らしている」を実感している人が７割

を占めているような体制をつくるための数値目標が、原課の活動指標だけで

いいのか、それとも我々市民の活動のあり方を加えて何か指標ができないの

か。というような検討を加えていくのもこの委員会の役割かと思う。数値目

標の設定についてはもう少し検討していかなくてはいけないが、原課が評価

書の中でこの数値目標を今後も続けていくのか、それとも違う数値でいくの

か検討していただいたらよいと思う。 

事 務 局： 数値目標の設定について、後期基本計画策定の際に、この評価書を受けて 

数値目標の実施率や開催数を検証してきた。実際、後期基本計画の中の数値

目標の設定については、前回会議資料「資料７数値目標一覧」があり、後期

基本計画用に見直した数値目標があるので、今の評価書がストレートに後期

のまま残っていないので、これだけご理解いただきたい。 

委  員： 私が設定した数値目標は７３％と少し上げた。目標を下げるより高い方が

よいと思う。今回は保健センターができるということで、市民の関心を高く

するよい機会ではないかと思う。 

会  長： 目標値は実現できる数値にするのか、若しくはそれに向った数値にするの

かという問題がある。駅前ビルができるから市民の理解が得られるだろう、

健康に対する取り組みも変わってくるだろう、というような希望的な感想で

あったと思われる。 

委  員： 実例に合った数値にするべき。例えば、ここまで来るとき自分で来られな

い人もいる。この場合、家族の誰かにお世話になる。なので、実例に合った

数値にするべき。 

会  長： 旧郡部は充実しているが、中心地は充実していないというご意見があった。

色々な町にいくと、住民自治協議会の周辺エリアの中で充実してくるのかと

思う。 

      平均値でよいか、平均値より上げた方がよいか、下げたほうがよいか。 

     （挙手） 

      ７１％にする。 
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政策１ 健やかに暮らせる安心なまちづくり 

基本施策②身近なところで高度な医療を提供する 

事 務 局：（説明） 

委  員： ミニ癌センターみたいなものをつくり、早期発見ができることを望んでい

る。しかし、ＰＥＴの稼働率がものすごく悪い、又、内科機能が充実してい

ない。もし癌に罹った際には、個人的には差はあるが、一生懸命に医療を考

えて病院を選択していく方もおられると思う。それよりも、早期発見をして

もらうことが、我々にとって重要な医療行為かと思う。その点に対して不十

分なところがあったので、難しい状態かと思うが、あまり上げないで、少し

上げたくらいがよいと思った。前回より下げるのは心苦しかったが、現状値

だけをみて２５％にした。 

会  長： 現状について、どのように改革しているのかお話ください。 

市民病院  

庶務課： 現在の改革として、内科医が０名になっている状況が最も重大な問題であ

り、三重大学や近隣の大学の医局に働きかけをして内科医の確保に取り組ん

でいる。８月の後半から、経営コンサルタントを雇い、経営の改革だけでな

く、組織全体の見直しから行い、ドクターの確保に取り組んでいる。経営的

な観点から改革を行っている。 

検診 

センター： ＰＥＴ検診は検査費用が高いが、検診者数は平成２２年度４，４０３名と

なっており、平成１９年開設から右肩上がりで伸びている。 

委  員： 市民病院の機能や環境として、お医者さんが好きでないのか、地域が嫌い

なのか、病院に魅力がないのか。医師というのは、どんなときであっても病

気を治したいと思う。 

市民病院 

 庶務課： 県全体として、伊勢湾沿岸が病院として繁栄している。伊賀地域は尾鷲方

面のように、一足遠い印象があるようだ。ただ、働きやすいかとか、魅力が

無いのかというと、かつてのように全ての科に常勤医がいて３時間待ちの３

分診療のような賑わいはなくなり、どんどんドクターが減っていく中で、常

勤医が非常勤医になり、週一回の外来医となり寂れているということは否め

ない。そのことが逆の相乗効果となってしまい魅力を失ってしまっているの

かと思う。 

会  長： 見通しについては不安定か。 

市民病院 

 庶務課： 医師の確保としての見通しについては、三重大学に大半をお願いしている

中で、平成１７年にできた制度で臨床研修医制度が廃止されてから、三重大
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に派遣が出来るだけのドクターがいなくなったことが、最も大きな原因であ

る。三重大学だけでなく、近隣の大学へもお願いしている。非常勤のドクタ

ーに外来医として来ていただいている。具体的には滋賀医大２名、名古屋大

学１名から外来として来てもらっている。これを積み重ね、非常勤医から常

勤医として行きたい。それ以外でも、民間の人材派遣会社があり、全国的ネ

ットで所属を持ってないドクターを開拓している。 

会  長： 伊賀出身の医者が様々な方面で活躍していると思うが、このような方々が

伊賀に帰ってきてもらうことはできないのか。 

市民病院 

 庶務課： 尾鷲の総合病院が、そういった形で２名のドクターを確保した。伊賀にも

伊賀出身のドクターは各方面に何人かいるが、各大学の医局制度の中で決ま

るので、現在結論は出てない。 

地域医療 

対策室： 伊賀市の方で癌になられた方の半数以上が伊賀地域以外の病院で治療を受

けている状態である。院長がいつも申しているのは早期に発見をして、市民

病院で治していく自己完結型の医療体制を目指している。 

     「市民病院を医者にとって魅力のある病院にしていかなくてはいけないの

では」というご指摘があったが、診療機能の強化ということで癌の治療を、

メディアを通じて発信をしている。市民病院は２次救急医療も兼ね備えた総

合病院とした医療体制で再生を図っている。 

委  員： 先生の立場として伊賀市で癌治療に向けて取り組んでいることは有難いこ

とだが、総合的に診察してもらい、「この病気になっている」と教えていた

だいて、他の連携した病院を紹介してもらうことが市民にとって現実味であ

るのではと思う。 

委  員： 私もそう思う。一年程前に、前立腺癌になった方が、開腹手術は市民病院

でできるが、もう一つの手術だと三重大学か天理病院になると言われた。 

      先日、ペルー人が心配停止で市民病院に運ばれたが、搬送前のＡＥＤでは

動かなかったが、市民病院で治療を受けたら動き出した。その後、滋賀医大

に運ばれ、後遺症もなく助かった。このことから、市民病院に運んでもらっ

てよかったと思っている。 

      搬送先で連携できてなったら助からなかったと思う。最終的に伊賀地域で

高度な医療を受けることが目標だと思うが、そこに至るまでは他の医療機関

と連携をして、「この治療であればここの病院でできますよ」の案内をして

もらえたらよいと思う。 

会  長： 連携の充実の大切さがあるので、そういった形をよろしくお願いしたい。 
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委  員： 期待度は重要、目標値は前回を下げるのは避けたい。市民が掛かりつけ医

を持ち、健康管理ができるのであって、初めて高度医療の治療を受けること

ができる。市民に掛けられた役割みたいなもので、このような数値があると、

目標数値とするのも可能かと思った。 

委  員： 高度医療とはどういったものか。私たちが思うのは、癌等の治療について

思うが、この文章を読むと、アンケートを採った時に「遠くまで行かなくて

も身近なところで高度な医療を受けることができる」とあれば、「出来ない」

となると思う。常に受けていることを高度医療というのか、どうなのかわか

らない。このような文章を見ると伊賀では出来ないという不満足な意見にな

ると思う。 

会  長： 前回の３７％から期待度も入れて、数値はどうするか。 

     （挙手） 

      少し進歩してもらいたいということで、３８％とする。 

 

基本施策２ 地域で支えあう福祉のまちづくり 

基本施策①高齢者などを地域や集落で支えあう環境をつくる 

事 務 局：（説明） 

委  員： 高齢者と位置づける基準はどうなっているのか。 

介護高齢 

福祉課： 老人福祉法によると６５歳からとなっている。 

会  長： ６５歳から高齢者となると現役で働いている方も多い。８０、９０歳代と

同じようにするとアンケートが狂ってくるように思う。地域によって年代の

取り組みは違う。 

委  員： 行政からボランティア等の紹介があるが、周知が十分でないように感じる。

行政だけでなく、地域と連携がとれるような体制が必要になってくると思う。 

      地域ぐるみで住民組織の中で取り組む事が大切になると思うので、行政が

地域にどれだけ理解を求めることができるのかが大切だと思う。 

委  員： 住民自治協議会と自治会の両面から考えると、高齢者と若い人達はいるが、

その間がいない。高齢者や若い人達を引っ張ってもらえるような４０～５０

代の人達が少ないので中心市街地では困ったと話している。 

委  員： 「支援」「介護」という言葉はあるが、支援までの方、年齢は６５歳まで

の括りではなくて、例えば８０歳になっても、自分で頑張っている人はいる。

市民の中で、８０や９０歳になっても自分で頑張っている人達がどれくらい

いるのか数値としてあるのか。 
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介護高齢 

 福祉課： 介護保険制度には要支援と要介護がある。７月末資料では、６，３８５人

が介護支援を受けている。その中で、要支援の方が１，８０２人、要介護の

方が４，５８３人いる。実際に介護の認定を受けている方でサービスを受け

ている方は９．５％で、残り約３割の方は、介護の認定を受けているが自分

で頑張っている方だと理解している。 

      毎年、要介護の認定を受けている方が増えている。 

      ６５歳以上の人口は２６，６０８人（高齢者率２６．６％）、全国的には

多い方、ただし、地域によって違っており、２５％以下のところもある。 

会  長： 最近、地域福祉の協議会を町々でつくられているので、整ってきているの

かと感じる。 

このアンケートの満足度はどういった方に届いているのか。十分理解して

いる人に行っているのか、地域で何もしていない、地域にお年寄りもいない、

というような人に行えば、アンケートの結果も変わってくると思う。 

皆さんの平均５１．５％だが、私はもっと上げてもいいかと思う。      

      何％にするか。 

     （挙手） 

      ６０％にする。 

政策３ 必要なときに支えがある安心なまちづくり 

基本施策①子どもや高齢者を地域ぐるみで見守る 

事 務 局：（説明） 

委  員： 成和中学校の跡地に小学校をつくるというが、集落のないところにつくる

ことは、この政策や子どもの育成として一致するのか。 

事 務 局： 現在、森寺に南中学校を建設しており、平成２４年４月に開校を予定して 

いる。 

その後、成和中学校が空くので、改築して小学校とする。校区を再編する

ので、猪田、花之木、花垣、古山を統合して（仮称）上野西部地区小学校を

つくる。これは、現在、古山や花垣が複式学級になっていることもあり、地

区からも要望があり、現在進めている。 

こども 

 家庭課： 保育所については、保育所には先生がいるのでよいが、家に帰ってきたら

虐待を受けて、顔が腫れて保育所に来たりするお子さんがいる例がある。そ

ういう場合に、家で大きな声で泣いているから、近所の人が通報してくれる

というのが地域の見守りだと考えられるので、施設が遠いからというのでは

なく、近所の人が地域の子ども達を見守ってほしいというのが思いである。 

委  員： 全体の目標を通して、行政が施策を推進する以上、５０％くらいの方が満
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足するようにしないと寂しいと思う。 

いきいきサロンが先月初めて近くにできたが、民生委員の方が２年間活動

して地域を歩いて必要だろうと考えてくれた。私の地域の自治協には７つの

自治会や区があるが、その中でいきいきサロンはひとつしかない。市内には

どれくらい設置されているのか。 

介護高齢 

 福祉課： 当課でわかる範囲では、自治会単位で老人クラブや民生委員が主になって、

転倒予防教室や介護教室の運動を行っている。又、日曜日には子どもに世代

間交流を展開されている地域もある。 

      毎月や２、３箇月毎に行っており、２７０くらいはある。自治会中に１つ

程度くらい。 

会  長： 福祉会や老人会、いきいきサロン等が充実してきたら、もう少し数値が上

がってくるだろう。 

委  員： この数値を考えて、満足している人が６０％いるというのではなく、満足

してない人が４０％いるということを実感しなくてよいのかと考えながら

決めなくてはいけないと思う。 

会  長： このアンケート数値には理解している人と、していない人がいるので変わ

ってくる。自治協を中心にいろいろやっていることを発信していかないとい

けないと思う。市民周知が目標値に出てくると思う。 

     ６０％でよいか。 

     （挙手） 

     ６０％にする。 

政策３ 必要なときに支えがある安心なまちづくり 

基本施策①障がのある人の自立した生活を支える  

事 務 局：（説明） 

委  員： 職員で障がい者の雇用率はどれくらいいるのか。三重県や伊賀市は以前新

聞などで見たが、少ないという印象。そういう事を市が率先していくことが、

仕組みを整えていく近道かと思う。 

障がい 

福祉課： 職員の雇用率は県内でも伊賀市は低い方であり、精神、身体、知的という

職員が働いている。今後、障がい者福祉計画に基づいて採用枠に入れていき

たい。 

委  員： 実際に、住み慣れた中での自立したところで、施策の中で不足しているの

は、活動している中で感じている。事業的な充実を今後は必要かと思う。 

会  長： 充実していくためには、企業の努力も高めていかないといけないと感じる。 

委  員： 不満を感じているのはどういったものがあるのか考えていくべきかと思う
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が、なかなか見えない。 

会  長： まず、目標に近づけるようにしていきたい。           

  ３２％でよいか。 

（挙手）  

      ３２％とする。 

      本日は、時間の都合で基本施策番号５までとなってしまい、残りの基本施

策番号６～１１は次回の会議で行うことにする。 

 

（２）「生活・環境」分野の概要について 

事 務 局：また改めて行う。 

 

２、その他 

会  長： 夜の希望の方もいらっしゃったので、１１月１日午後７時～午後９時、 

１１月２２日午後２時３０分～午後４時３０分で行うことでよいか。 

事 務 局： 委員の方から原課への質問が多くあった。目標値を決めていくうえでも、

色々と質問していただくのは必要かと考える。時間も足りない状況も出てく

るかと考えられるので、事前に質問用紙をお渡しするので、送付していただ

ければ、原課で準備をして答えさせいただく。      

会  長： 「生活・環境」の数値を出す場合は次回に詳しく説明して、次々回の初め

にこの数値でよいか確認したらどうか。質問が多い中で、なかなか数値を決

められないので、説明を聞いておかないと今回のように数値が変わってくる。

今度の「生活・環境」分野の際には、説明を聞いて、質問をしていただいて

から、数値を決めていくようにしたらよいと思う。 

事 務 局： 次回は、「健康・福祉」の残った部分と「生活・環境」の説明を一旦全て 

させていただいて、その次の会議で議論していただく。 

会  長： 説明を聞いてから数値を書いていただいて、皆さんの平均値で決めたい。 

     今回で形は見えてきたかと思う。次回から、皆さんにも納得していただいて

数値を出して平均を決めていきたい。 

                         （午後０時１５分 終了） 

 

 

 

         

    


