
２０１３年（平成２５年）１１月 

三 重 県 伊 賀 市 

地域包括ケアシステムの構築に向けて 

～ 新 し い 福 祉 総 合 相 談 体 制 の 構 築 ～ 



１ 

 

～ 「地域福祉計画」 と 「地域包括ケアシステム」 ～ 

住み慣れた地域で、安全で、安心して暮らすために 

 伊賀市では、地域福祉を推進し、市民の皆さんが住みなれた地域で、安全で、安心して暮らしていく

ため、地域福祉計画を策定しています。 

 地域福祉計画では、伊賀市らしい地域福祉のあり方を、５つの「理念」として位置づけています。 

 また、健康、障がい福祉、こども、高齢者などの個別計画の横断的な６つの課題を地域福祉の「共

通課題」として位置づけ、その解決に向けた取り組みをすすめています。 

伊賀市地域福祉計画の理念 

（１） 新しい自治 

（２） 安住の地域づくり 

（３） 高参加・高福祉 

（４） 福祉でまちづくり 

（５） 協働の推進 

（１） 総合相談支援のしくみづくり  

（２） 一生涯を通じた生活支援システムの確立 

（３） 地域生活・在宅生活の支援 

（４） 保健・医療・福祉分野の連携の強化 

（５） 体系的な人材育成のしくみづくり ／ 福祉教育の実践 

（６） 情報共有の推進 

地域福祉計画の役割 国が示す地域包括ケアシステム 

伊賀市地域福祉計画で示す共通課題 

 国では、下図のとおり、住み慣れた地域で安心して暮らすことができるための一体的な支援のしくみであ

る、地域包括ケアシステムの構築をすすめており、各市町村が地域の特性に応じて作り上げていくことの必

要性を示しています。 

※２０２５年（平成３７年） 
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保健・医療・福祉分野の連携 【第１層】 

 誰もが住み慣れた地域で、自立した日常生活を営むことができるよう、保健・医療・福祉分野

の専門職（医師、ケアマネジャー、社会福祉士、保健師など）による連携を強化し、「医療ニーズ

のある人が住みなれた地域で生活し続けることができるしくみづくり」の検討を行っています。  

 在宅医療について考えるきっかけとなる記事の市広報紙への掲載などの取り組みも行っていま

す。 

 高齢化がすすむ中で、２０２５年（平成３７年）問題への対応や、複雑化する市民の抱える生

活上の課題への対応を行うため、生活圏での相談支援体制の充実や、各相談センターの一元

化をすすめます。 

 あわせて、法制化がすすめられている生活困窮者支援に向けたしくみづくりにも取り組みます。 

新しい福祉総合相談体制の構築 【第１、２層】 

 地域における個人や地域の課題に対して、地域の中での支えあいのしくみにより、課題解決を

図るための組織づくりをすすめています。 

 これまで、国のモデル事業などを行ってきましたが、２０２５年（平成３７年）問題へ対応するた

め、２０１３年度（平成２５年度）から、住民自治協議会単位での組織づくりに向け、社会福祉

協議会が市内全地域への計画的な支援に着手しました。 

自助・互助・共助のしくみづくり 【第３、４、５層】 

 伊賀市では、団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年（平成３７年）問題への対応も含め、

市民のみなさんが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるための一体的な支援のしくみ

（地域包括ケアシステム）の構築に向けた施策などを「地域福祉計画」で示しています。 

 あわせて、地域福祉計画では、自助・互助・共助・公助、それぞれの役割を分かりやすくする

ための圏域の設定を行っています。※下図参照 

 現在、伊賀市では地域包括ケアシステムのしくみづくりに向け、より適切な支援やサービスを

提供していくための３つの施策に取り組んでいます。 

 

 １．保健・医療・福祉分野の連携 （２０１２年度（平成２４年度）から実施） 

 ２．自助・互助・共助のしくみづくり （２０１３年度（平成２５年度）から事業化） 

 ３．新しい福祉総合相談体制の構築 （２０１４年度（平成２６年度）からの運用をめざす） 

地域福祉計画における「福祉総合相談体制」のしくみづくり 

第１層 全市 

第２層 地域福祉圏域 

第３層 福祉区（住民自治協議会単位） 

第４層 自治会・区 

第５層 組・班 

「地域福祉計画」で示す圏域 市民や地域の課題を、市民の生活形態にあわせ、

より適切な支援やサービスを提供していくための範囲 
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＜各専門相談センターの一元化、 

新しい福祉総合相談体制の構築 

 ＜現在の相談体制の課題＞ 

 ■相談内容が複雑化し、現在の体制での解決が困難になってきている。 

 ■相談体制全体のしくみが複雑 

 ■伊賀市の人口規模に対し、地域包括支援センターが１ヶ所しかない。 

 ■保健師の地域とのかかわりの見直しの必要性 

南部サテライト 

福祉相談調整課 

 

■複合的な相談内容に対する調整機能の充実 

■障がい者、こどもに関する総合的な相談支援機能の

一元化 

■生活困窮者自立支援のしくみづくり 

■高齢者の総合的な相談支援機能 

■要支援認定を受けた人への介護計画の作成とサービ

ス提供 

■障がい者、こどもに関する一次相談窓口機能 

■介護予防事業、健康づくり事業の充実 

東部サテライト 

中広域の相談支援機能 

障がい者相談支援センター 

（１ヶ所） 

こども発達支援センター 

（１ヶ所） 

家庭児童相談室 

（１ヶ所） 
母子自立支援 

（１ヶ所） 女性相談 

（１ヶ所） ＜中広域の相談支援機能の充実＞ 

地域の相談支援機能 

高齢者ふくし相談室 

（８ヶ所） 

複合的な相談内容 

地域包括支援センター 

（１ヶ所） 

市役所（支所） 

（６ヶ所） 

社会福祉協議会（支所） 

（６ヶ所） 

■地域の相談窓口での解決が困難な複合的なケースに迅速に対応するため、地域包括支援センターの機能強化

とあわせて、支援方針などの調整を行う「福祉相談調整課」を設置します。 

■市民の課題に対して、自助・互助・共助・公助の役割の中で、適切に支援できるしくみづくりをすすめます。 

■新たな課題に対して、施策の検討を行う「医療福祉政策課」を設置します。 

＜地域支援機能の強化＞ 

市役所各支所【住民福祉課】 ６ヶ所 
社会福祉協議会各支所（生活相談窓口） ６ヶ所 

ふくし相談支援センター 

（６ヶ所） 

■社会福祉協議会に「（仮称）くらしの窓口」を設置 

→生活相談と地域支援を複合的に行う体制の整備 

→市支所と社会福祉協議会支所との連携強化 

医療福祉政策課 

調整機能等 複合的な相談に対する調整機能＞ 

現在の相談支援体制 新しい相談支援体制 

連携 

地域包括 

支援センター 

相談の流れ 

連携 

連携 

＜地域包括支援センターの業務＞ 

 地域包括支援センターは、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員の三種の専門職チームにより、高齢者の健康相談、介護

予防、権利擁護、虐待への対応や、高齢者の包括的、継続的なマネジメントやケアマネジャーのサポート、要支援１、２の認定を受け

た人の介護予防ケアプランの作成などを行っています。 
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行政、社会福祉協議会、社会福祉法人の役割の整理 

 ２０２５年（平成３７年）問題への対応も含めた、地域包括ケアシステムの構築を戦略的にすすめるた

め、行政、社会福祉協議会、社会福祉法人の役割の整理を行うとともに、新しい協働・連携体制の

構築をすすめます。 

行政、社会福祉協議会、社会福祉法人の役割 

行政の役割 

（１）福祉政策 

（２）福祉施策の企画・立案 

社会福祉法人の役割 

（１）地域福祉活動への参画 

（２）地域貢献 

社会福祉協議会の役割 

（１）地域福祉活動推進 

（２）地域活動支援 

（３）人材育成 

（４）市民生活セーフティネット機能 

社会福祉法人 社会福祉協議会 

行 政 
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新しい福祉総合相談体制 

 地域包括ケアシステムの構築に向け、行政、社会福祉協議会、社会福祉法人の役割を連動させた、伊賀市の新しい福祉総合相談のしくみづくりをすすめます。 

 ※今回のしくみづくりにおいて、新たに設ける機能を中心に表記しています。（イメージ図） 
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新しい福祉総合相談体制（市民等の窓口） 

地 域 

地域の相談窓口／場所   

中広域の相談支援窓口 

社会福祉協議会 市 

上 野 

本所（生活相談窓口） 

【上野ふれあいプラザ】 

  

各課 

【市役所本庁】  

■地域包括支援センター 

【市役所本庁内】 

 

■地域包括支援センター

（東部サテライト） 

【いがまち保健福祉セン

ター内】 

 

■地域包括支援センター

（南部サテライト） 

【青山保健センター内】 

  

伊 賀 

支所（生活相談窓口） 

【いがまち保健福祉センター】 

  

住民福祉課 

【市役所伊賀支所】  

島ヶ原 

支所（生活相談窓口） 

【島ヶ原老人福祉センター】  

住民福祉課 

【市役所島ヶ原支所】  

阿 山 

支所（生活相談窓口） 

【阿山保健福祉センター】  

住民福祉課 

【市役所阿山支所】  

大山田 

支所（生活相談窓口） 

【大山田福祉センター】  

住民福祉課 

【市役所大山田支所】  

青 山 

支所（生活相談窓口） 

【青山福祉センター】 

  

住民福祉課 

【市役所青山支所】  

福祉総合相談体制での地域の窓口、中広域の窓口 
 ２０２５年（平成３７年）問題への対応も含め、地域包括ケアシステムの構築に向けた、新しい福祉

総合相談の体制として、２０１４年（平成２６年）４月からの運用をめざします。 

市役所（本庁、各支所） 

地域包括支援センター（サテライト含む） 

社会福祉協議会（本所、支所） 

（生活相談窓口） 

※地図上に示している「円」は、中広域の相談支援機能となる３つの地域包括支援センター（サテライト含む）により、市全域

を概ね３０分でかけつけることができる体制を整えるとともに、本庁とサテライト機能が補完しあうことを示しています。 
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新しい福祉総合相談体制構築に向けた検討経過と今後の予定 

これまでの検討経過 

年月日 開催会議等 

2013(H25) ７月２３日 伊賀市地域福祉計画推進本部会議 

2013(H25) ７月３０日 伊賀市高齢者施策運営委員会 

2013(H25) ８月６日 伊賀市地域福祉計画推進委員会 

2013(H25) ８月３０日 総合政策会議 

2013(H25) ９月１０日 伊賀市高齢者施策運営委員会 

2013(H25) ９月１２日 伊賀市地域福祉計画推進本部会議 

2013(H25) ９月１７日 市内社会福祉法人との懇談会 

2013(H25) ９月１８日 市議会議員全員協議会への報告（中間案） 

2013(H25) ９月２７日 伊賀市地域福祉計画推進委員会 

2013(H25) １０月２日 民生委員児童委員連合会（役員会）への説明 

2013(H25) １０月２３日 伊賀市地域福祉計画推進本部会議 

2013(H25) １１月５日 民生委員児童委員連合会（理事会）への説明 

2013(H25) １１月５日 市民説明会（いがまち保健福祉センター） 

2013(H25) １１月６日 市民説明会（大山田福祉センター） 

2013(H25) １１月７日 市民説明会（島ヶ原会館） 

2013(H25) １１月９日 市民説明会（ゆめぽりすセンター） 

2013(H25) １１月１１日 市民説明会（阿山保健福祉センター） 

2013(H25) １１月１２日 民生委員児童委員連合会（高齢・障がい部会）への説明 

2013(H25) １１月１３日 市民説明会（ハイトピア伊賀） 

2013(H25) １１月１５日 市民説明会（青山福祉センター） 

2013(H25) １１月２７日 総合政策会議 

2013(H25) １２月４日 市議会議員全員協議会への報告 

今後の予定 

＜市民への周知等＞ 

 市広報紙や市ホームページなどにより、新しい福祉相談支援体制の市民周知に努めます。 

 あわせて、地域包括支援センターが、親しまれる中広域の総合的な相談支援窓口となれるよう、「愛

称」の募集も行っていく予定です。 

 

＜関係審議会への報告＞ 

 2014(H26)１月（予定） 伊賀市高齢者施策運営委員会 

 2014(H26)１月（予定） 伊賀市地域福祉計画推進委員会 


