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平成２７年度第５回地域福祉計画推進委員会 議事概要 

日 時：平成２８年３月９日（水）１８：００～１９：３０ 

場 所：ハイトピア伊賀 ４階 多目的室 

出席者：板井委員長、川上副委員長、猪木委員、大西委員、勝本委員、高瀬委員、     

中島委員、藤田委員、松井委員、吉岡委員 

欠 席：浅野委員、鈴木委員、福澤委員、松岡委員、水谷委員、藪内委員 

事務局：増田健康福祉部長、田中健康福祉部次長、澤田医療福祉政策課長、植田主査、

奥沢主任、立岡 

社会福祉協議会：田邊地域福祉部副部長 

 

進 行：医療福祉政策課長 

 

議 事 

１ あいさつ 

事務局：今年度、最後の委員会であり、平成 27年度の実績を評価していただく。 

    また、新しい地域福祉計画に関して、２ヵ年に渡りご意見をいただいたこと、

改めてお礼申し上げる。 

    本日も、忌憚のない意見を頂戴したい。 

 

委員長：第３次計画の策定にあたり、前回の推進委員会で最終案をとりまとめていただ

いた。２月３日には、副委員長とともに市長へ答申させていただいた。 

    現在、市の計画として３月議会に提出されたと聞いている。 

    市長に答申した時点で、推進委員会としての策定の役割は一定終えた。 

 

２ 協議事項 

（１）平成２７年度地域福祉計画進行管理について【資料１、２】 

委員長：進行管理について、事務局より説明を求める。 

事務局：資料に基づき説明。 

委員長：まずは、審議会の開催状況ということでご報告いただいた。 

    この内容について、ご確認いただきたい。 

    なければ、６つの共通課題の取り組み状況及び自己評価について、説明を求め

る。 

事務局：資料に基づき説明。 

委員長：ご質問などあれば、承る。 

委 員：総合相談支援のしくみが作られた中で、その効果や相談のしやすさ、支援の結

びつきがどのようになっているのか、教えていただきたい。 
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事務局：市民の相談窓口は、ふくし相談支援センターや高齢者ふくし相談室など、１４

の窓口に加えて、地域包括支援センターがあったため、数が多くて非常に分か

りにくかったということがあった。変更当初、１～２ヶ月は、「市民の窓口は

地域包括支援センター」と周知もしたが、分かりにくい部分もあった。しかし、

「最初の窓口は地域包括支援センター」ということがはっきりしてくると、分

かりやすくなったというお声もいただいている。 

    また、福祉相談調整課という機能を設けることにより、一人の担当者が相談を

抱え込むのではなく、専門的な知識を持つ職員とともに対応することで、解決

までに時間を要さなくなったということも言える。さらに、数字にも表れてい

るが、相談件数がかなり増えている。市民の窓口がはっきりしたという効果が

出ていると考えている。 

委員長：平成２６年度から現状の体制になったが、体制を変える前の平成２５年度の地

域包括支援センターの相談件数の比較を共有できたらと思うが、いかがか。 

事務局：平成２６年度の４～１２月が昨年度は３，４１４件であった。本年度は、１２

月までの速報値で、資料のとおり４，８３２件で、件数としては増加している。

しかし、これが多い少ないで評価ができるものではないと思っている。 

    相談事案調整会議については、本年度３８回であるが、前年度の同期間では３

０回である。 

委員長：平成２５年度の地域包括支援センターの相談件数は把握しているか。 

事務局：平成２５年度は、４～１２月が８４９件である。 

委員長：第２次の計画の中では、総合相談のしくみを大きく変えた。その効果のひとつ

として、相談件数が増えているということが言えそうである。 

    もう１点、先ほど満足度ということもご質問にあったが、そのような効果測定

は、今のところとっていないか。とり方が難しいか。 

事務局：相談窓口で満足度を数値化することは難しいと思っている。市民の皆さんや相

談された方から、「たらいまわしにされた」などのご意見を承っていないとい

うことも、ひとつの基準ではないかと考えている。 

委 員：民生委員の中では、何かあったら地域包括支援センターに連絡するということ

になっている。 

    資料２で、相談者と連携先の両方に民生委員が入っているが、それは、どうい

うことか。 

事務局：「相談者」という欄の中の民生委員の欄に、２４１件とある。これは、地域包

括支援センターに民生委員さんから相談いただいている件数である。 

    次の「相談種別」については、高齢分野が何件、子ども分野が何件という見方

をしていただければと思う。 

    さらに、一番右側の「連携先」であるが、これは、相談を受けた地域包括支援
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センターがどの機関につないだかということを記載してある。 

委 員：６ページであるが、非常に様々な会議をしているが、その中で緊急を要するも

のもあると思う。相談内容はどのようなものがあって、現在も継続しているも

のはあると思うが、結果はどうなっているか教えてほしい。 

事務局：相談事案調整会議は、複合的な課題のある相談があった場合に、この会議を開

催し、その内容を整理している。緊急性の高いものも中にはあるかと思う。 

    地域ケア会議については、相談事案調整会議を経て、地域の中でその相談者を

サポートする際に開催する、いわゆる地域の中の関係者の皆さんとともに、相

談に対する支援を検討いただく場となっている。 

    虐待検討委員会や児童虐待の会議については、非常に緊急度の高い会議である。 

    支援調整会議については、生活困窮の恐れのある方の自立支援に向けたプラン

を考える基本的な会議である。 

委員長：会議の回数であるが、このうち定例で開かれているものは、含まれているのか。

全て緊急対応か。 

事務局：地域ケア会議の中には、運営会議や担当者会議という定例的な会議も含まれて

いる。 

委員長：これは民協単位で１４エリアに分けて行っているということであるため、年に

１回だけのエリアもあるということか。 

事務局：地域ケア会議については、ない場合もある。 

委員長：必要に応じて開かれるということでよいか。 

    この地域ケア会議の担当者会議は、保健・医療・福祉分野に記載のある介護サ

ービス担当者会議とはまだ別という理解で良いか。 

事務局：別である。あくまでも、地域ケア会議は随時開催である。定例会議では、１ヶ

月または数ヶ月に１回担当者が集まって、市内全域での相談内容の確認やそこ

から見えてくる地域課題を議論している。 

委 員：資料２の相談者や各種別の中に「その他」とあり、その件数が多いが、その内

訳を教えてほしい。 

    また、相談者の中に「生活困窮」とあるが、生活困窮者からの相談があるのか。 

事務局：現在、「その他」の内訳の資料を持っていないため、平成２７年度の相談件数

が確定した時点で、本日の会議録やその資料とともに、内訳も記載させていた

だいたものを送付させていただく。 

    相談者の件についても、後日報告させていただく。 

委員長：表記の仕方からいくと、担当課とも捉えられるが、再度確認をお願いしたい。 

委 員：地域包括支援センターが徐々に市民に知られるようになったということと、対

象となる市民が増えたということ、その２つの大きな理由で相談件数も増えて

いるのだと思う。今後も、地域包括支援センターが身近になればなるほど、ま
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た、高齢者が増えるほど、相談件数はますます増えてくると思う。それに伴い、

他の部署との連携が重要になってくるため、資料１の６ページにある相談会議

もだんだん増えてくると思うし、増やしていかないと手をつなげないと思う。

このような会議によって、相談者の支援に繋がらないと意味がないため、支援

に繋がっている実態がほしいと思う。 

事務局：基本的には、支援に繋げるための会議であり、全て繋がっていると理解いただ

けたらと思う。 

委 員：全て繋がっているということでないと意味がないと思う。 

委員長：確認であるが、相談者が地域包括支援センターに相談し、そこから連携先へ繋

いだということで、ひとつ完結するという見方で良かったか。 

事務局：連携先で完結という場合もあると思うが、地域包括支援センターがともに関わ

っていくという場合もあるため、連携したということで解決とは、一概には言

えない。 

委員長：先ほどからの質問で行くと、４，８００件の全ての相談が、結果として解決に

向かっているのかということは、この数字で一概に分かるわけではないという

ことか。 

    中には、相談事案調整会議に諮られるようなものも出てきているが、相談件数

の入はカウントできるが、出のカウントがし難いという状況かと思う。その辺

りについて、少し工夫をしながら見せることができ、支援が完結しているか、

繋がっているかというところまで見えてくると良いかと思う。 

    あと１点、地域包括支援センターをサテライト化したということも、２次計画

の大きな内容だったと思うが、中部の相談件数が他と比べて多くなっているよ

うに思う。当初、日常生活圏域での分け方を考えたが、あくまでも東部と南部

はサテライトということで、業務負担や専門職の配置等の課題はないか。 

事務局：基本的に地域包括支援センターは、社会福祉士、保健師、主任ケアマネの３職

種で１チームということで活動している。東部及び南部については、その３職

種が１チーム、中部については概ね４チーム相当のチームを設けているため、

概ね４倍ということでご理解いただきたい。 

委員長：５つの理念について、取り組み状況及び自己評価について、説明を求める。 

事務局：資料に基づき説明。 

委員長：ご質問などあれば、承る。 

委 員：平成２６年度に、いが見守り支援員の交流会を開催したと記載がある。私も支

援員であるが、私の地区では交流会の開催はなかった。社協へ問い合わせをし

たところ、「そちらの地区ではしていない。」という回答であった。様々な講座

を聞いて勉強にはなったが、実際に活動しないと不十分だと思うため、今後の

交流会についても確認をしたが、計画中であると言われた後、何の連絡もない
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状況である。そのあたり、いかがか。 

委員長：見守り支援員の交流会については、全地区での開催ではないということでよい

か。 

社 協：そのとおりである。 

各地区の見守り支援員の交流会の開催のはたらきかけは、社協のエリア担当か

ら各自治協や自治会へしているところである。そのため、社協が開催している

というより、各自治協や自治会と連携して、企画を開催いただいているという

場合もある状況である。 

    今後、エリア担当等を更に充実させ、コーディネーターとして、より地域へは

たらきかけていこうと考えている。 

委員長：社協としては、見守り支援員養成講座は主催しつつ、交流会については自治協

や自治会単位での開催を狙っているということで、現在、自治協内では、事業

化に至っていないということである。 

委 員：自治協単位でという話は聞かせていただいたが、見守り支援員になった者は、

地区内の他の支援員については、わからない。何かしたいと思って講座を受け

たはずであるため、もう少しなんとかしていただきたい。 

社 協：おっしゃるとおりだと思う。見守り支援の方がグループ化をして活動されてい

る地域もある。どなたが見守り支援員講座を修了しているかについては、基本

的には各地区に情報提供している。地域の実状に応じて構築の仕方は異なり、

現在設置を進めている地域連絡会議等の開催を通じて活動していただいてい

る場合もあれば、支援員同士の交流から行っている地区もある。様々な方法が

あるため、それらの企画を提案させていただくなど、もう少し踏み込むことが

必要ではないかと考える。 

委員長：養成を主催されている社協の方でも、交流会等が立ち上がっていない地区につ

いて、情報提供や側面支援をお願いしたい。 

    交流会を開催している地区は、どのくらいあるのか。半分くらいか。 

社 協：半分以下だと認識している。地域ケアネットワーク会議を巻き込んでいるとこ

ろもある。 

委員長：地域ケアネットワーク会議の立ち上げ状況がわかれば教えてほしい。 

事務局：平成２６年度末で１１ヶ所立ち上がっている。加えて、本年度は７ヶ所立上げ

が見込めると聞いている。 

委員長：現在は、地域ケアネットワーク会議の立ち上げ等についても過渡期だと思うた

め、見守り支援員養成講座を受けた人については、個別の情報提供などもお考

えいただければと思う。 

委 員：私たちの地域でも、地域ケアネットワーク会議ができているが、その中で、見

守り支援員の動きも横のつながりでやっていかないといけないと思っている。
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見守り支援員のグループと地域ケアネットワーク会議を合体しようかと取り

組んでいたが、進行状況を確認したところ、地域ケアネットワーク会議の立上

げが進んでいるため、そちらに協力してほしいということであった。地域によ

って、２年で役員が交代するため、３歩進んで１歩下がったり、なかなか進ま

ないが、徐々には動いている。 

    ただ、単年で交代しない役員さんを福祉の分野については、各地区で置いてほ

しいと感じる。 

委員長：自治協の中での役員交代等の課題もあるとのことである。その辺りは、来年度

から新たに取り組まれる地域福祉コーディネーターや市の地域担当職員が側

面的にサポートしてくれると思う。 

委 員：１８ページの自己評価の中で「地域包括ケアシステムの構築に向けて」という

ところがあり、総合事業に絡んでくることだと思うが、社協のエリア担当者や

生活支援コーディネーター、地域福祉コーディネーターの役割を再度教えてほ

しい。 

    また、１０月から総合事業が始まる中で、地域福祉コーディネーターが地域の

資源をいかに活かしていくかということであるが、他市町では、地域包括支援

センターがその役割を担っていることが多い。伊賀市においては、その役割を

社協が担うか市が担うかという状況であると思うが、現状の進み具合や今後の

課題を教えていただきたい。 

事務局：エリア担当者は、基本的に社協の地域支援を行うスタッフのことである。しか

し、介護保険制度の見直しにより、生活支援コーディネーターを置きなさいと

いう国の動きがあり、これについては、社協のエリア担当者が地域づくりの関

係で、同様に関わっていたということで、伊賀市においては、第３次計画でも

少し整理をしたが、社協のエリア担当者の仕事と介護保険制度の生活支援コー

ディネーターの仕事の両方を行う職員を地域福祉コーディネーターと位置づ

けて、４月からスタートする予定である。 

もう１件は、新しい総合事業による要支援１、２の方への支援ということでよ

いか。 

委 員：地域の資源や地域の人の力を活かして、地域づくりをしていくという役割を担

うのが、地域福祉コーディネーターだと認識している。その辺りに対しての取

り組みや介護保険事業を現在している事業所に対しての投げかけ、介護保険事

業から切り離される方たちの支援を地域の力を使ってやっていこうという部

分もあるかと思うが、そこを支援していこうということが、地域包括ケアの中

で大きな課題でもあったかと思う。そこに対して、地域の力をいかに集約して

活用できるようにしていくかというところの取り組みがあれば、教えていただ

きたい。 
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事務局：現在、そこまで至っていない。新しい総合事業では、要支援の方がデイサービ

スや訪問サービスの利用を規制されたものではなく、ある程度緩和したサービ

スであり、今後早急に検討しないといけないが、その内容が固まった段階で、

支援の方法や関わり方を検討していくという段階である。 

委 員：社協がコーディネートや地域づくりをする立ち位置だと思う。そこに対する動

きが知りたい。 

委員長：事業所の立場からすると、その事業に参入するにはどうすればよいかというこ

とか。 

委 員：委託などをしているのか。 

事務局：社協に依頼して、その進捗状況によっては他の社会福祉法人にもお力をいただ

きたい。地域が自主的にやっていただくことが前提である。全て地域でやると

いうことではなく、行政や社協、社会福祉法人が何らかの形で側面的支援をす

ることをしっかり認識してもらい、自主的にやっていただくことが大事である。

地域ケアネットワーク会議の中で、地域の課題をしっかりつかんでいただいて

いるが、それをどうするかというところを我々が相談にのって、地域でできる

ことはしていただく。例えば、サロン的なことではなく、デイサービスのほう

がよいという話があれば、介護保険制度にのっかったものをしていかなければ

ならない。個々の地域ニーズは多少違うため、地域に応じた新しい総合事業と

いうものをやっていこうということである。 

委員長：事業者のほうが早く動いており、自治協にはたらきかけているという事案もあ

ると聞いている。そうなれば、自治協側からのオファーを受けた事業所はどう

したらよいかということもあると思うため、地域福祉コーディネーターが４月

以降に相談に乗るのか、現状のエリア担当が相談に乗るのか、また、一部の事

業所については、昨年度の段階で事業をスタートしたいという申し出も自治協

にされているということも聞いている。事業所の皆さんは、どういう関わり方

をしようかと考えているが、そのプラットフォームが全て自治協になりつつあ

る。市のほうで早急に検討していただき、各事業所も含めて、連携していただ

きたい。 

    もう１点、１７ページに、高尾に新しくデイサービスセンターができたという

記載がある。確認であるが、自治協が運営しているということではなく、社協

が運営しているということか。また、モデル的に実施し、他の自治協も同じよ

うに取り組んでいくのか。 

事務局：高尾のケースをひとつの事例として、各地区に展開したいと考えている。ただ、

地域の理解はなかなか得られなかった。今回の場合は、社協が地域の方と時間

をかけて話をし、理解いただいた。できない部分は社協にも協力してもらって

いる。外食サービスや送迎サービスなどは、地域で自主的にやっていただいて
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いるところもあるため、これから全域的にいろいろできたらとは思う。 

委員長：各事業所や地域の皆さんと情報共有させていただき、モデル地区ということで

検証したいということを承った。 

    全体を通して、質問等あれば承る。 

委 員：資料２で、相談者の中にケアマネジャー（以下、ケアマネ。）が多いが、私た

ち市民は、介護に関してはケアマネが頼りである。そのケアマネが、これだけ

地域包括支援センターに相談される内容は何か。 

事務局：総合相談の部分や要支援者のケアプランのことも含まれている。詳細は、先ほ

どと同様に会議録とともに事例をあげて報告させていただく。 

委 員：ケアマネは専門職であるため、様々な話をされ、経験も積んでいると思う。そ

れなのに、これだけの件数があり、連携先がケアマネになっている部分もある。

ケアマネの会議や研修会はないのか。そこで解決できることもあれば、何もか

も地域包括支援センターに持っていく必要はなのではと感じた。 

事務局：内容によっては、ケアマネ自身で解決できるものもある。しかし、ここにあが

っているものとして、解決できないものや、複合的なものの相談があると聞い

ている。また、ケアマネの協議会が伊賀地域にあり、その中で研修もされてい

る。行政も事例検討会などの場を準備し、そちらへの参加を促したり、指導や

スキルアップ研修の実施もしている。 

委 員：最近、児童の貧困が非常に多くなっている。また、虐待や引きこもりなど、行

政から調査結果の説明もいただいているが、相談種別の子どもは、トータルで

４件、ひとり親については１件と少ない。私たちが聞いている内容とずいぶん

違うなと感じる。なぜこういう結果になっているのか。 

事務局：子どもについては、内容によっては児童相談所に直接相談に行く場合もある。

DVでも、女性の場合は市民相談があり、男性の場合は県に窓口がある。また、

福祉相談調整課の中に専門職もいるため、子どもや母子については、地域包括

支援センターを通さず、直接担当課に行くこともある。ここに記載のある数字

は、直接相談を受けたものであり、内容によっては、後で把握しているものも

あると思う。 

委員長：資料２については、あくまでも地域包括支援センターで受けた相談件数という

ことである。市における子どもの相談件数の全てではないということをご了承

いただきたい。他部署で受けている相談については、おそらく介護等でも出て

くると思う。 

    今回は、平成２７年度の進行管理、あわせて２次計画の最終管理というところ

であった。システムを変えた部分については、委員の皆さんからも集中的にご

意見等いただいたかと思う。この点について、３次計画の部分でもしっかりと

進行管理をして、引き継いでいきたい。また地域包括支援センターの相談件数
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がかなりの率で伸びているというところは見逃せない現状だと思っている。 

    進行管理について、了承いただけるか。 

委 員：了承。 

 

事務局：いただいた意見は、来年度からスタートする第３次地域福祉計画にも、反映し

ていきたい。 

    また、地域包括ケアシステムの構築ということが盛り込まれているが、伊賀市

の上記計画である総合計画にも「医療・地域福祉重点プロジェクト」として、

地域包括ケアシステムの構築を位置づけている。この地域包括ケアシステムが

絵に描いた餅にならないように皆さんのご意見をいただきながら、今後高齢化

を迎える中で、住みなれた地域で安心して暮らせるための医療・介護・その他

健康などの部分がスムーズに支援者に伝わるよう取り組んでいく。 

 

    以上 

  


