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平成２９年度第１回地域福祉計画推進委員会 議事概要 

日 時：平成２９年８月１０日（木）１８：００～１９：３９ 

場 所：ハイトピア伊賀 ４階 多目的室 

出席者：板井委員長、八尾副委員長、赤澤委員、麻田委員、奥田委員、岡田委員、 

岸田委員、小西委員、清水委員、高橋委員、長谷委員、福澤委員、藤田委員、

松井委員、松田委員、宮谷委員 

欠席者：藤岡委員 

事務局：稲森健康福祉部長、田中健康福祉部次長、風隼医療福祉政策課長、奥沢主査、   

高橋主査 

社会福祉協議会：平井常務理事、乾事務局長、田邊地域福祉部長、福永地域福祉課長 

傍聴者：１人 

 

進 行：医療福祉政策課長 

 

議 事 

１ あいさつ 

部 長：今年６月に伊賀市で総合計画の第二次再生計画を策定させていただいた。この

計画は７つの施策分野に分かれており、私どもが所管する部分としては、健康

と福祉の部分で７つのうちの１つ。その中で施策のキーワードが８つある。１

つ目が健康福祉、２つ目が医療、３つ目が福祉総合相談、４つ目が障がい者支

援、５つ目が高齢者支援、６つ目が生活支援、７つ目が社会福祉・地域福祉、

８つ目が子育て・少子化対策。医療以外の部分については、この地域福祉計画

の中で網羅されていると思っている。こちらの計画のほうが１年早く出来てい

るので、その辺は充分反映できていると自負している。また、毎年総合計画の

関係でまちづくりアンケートというのを実施させていただいている。市民意識

調査という位置づけで、先ほど８つ申し上げた、市全体で４７の施策キーワー

ドがあり、その中で満足度と需要度、市民参画度、重要度というのがあり、そ

れの１番目から５番目（順位）が実は健康福祉の分野に集中している。 

今日の報告事項・協議事項については、総合計画との関連があるという事で、

当然ではあるが、厚生労働省が示している地域共生社会の実現という事を念頭

に置きながら、伊賀流の地域包括システムの確立と、こういった観点から十分

ご審議を賜りたい。 

 

２ 報告事項 

（１）第３次伊賀市地域福祉計画の進行管理について【資料１】 

委員長：本年度１回目の委員会ということで新しく委員に加わっていただいた方もいる。
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それから情報保障もついているので、できるだけ丁寧に、しかし活発にご意見            

を頂戴したい。 

第３次伊賀市地域福祉計画の平成２８年度の進行管理について報告をいただ

く。事務局から説明を求める。 

事務局：資料に基づき説明。 

委員長：基本的には前回、昨年度の最後の会議でお示しをしたもので、その時点では、

平成２８年度の３月末の数字は入れることができなかったため、その活動指標

および成果指標に、平成２８年度の確定した数字が入ったということで、報告

をいただいた。これで伊賀市の第３次の地域福祉計画においては１年度目のす

べての活動の結果が整えられたということになる。 

報告事項ではあるが、各委員それぞれの立場からお気づきの点、あるいは質

問等あれば承りたい。 

委 員：健康寿命の指標の推移は、健康寿命の「健康」をどう捉えるかというところで、

いろんな議論が発生するだろうと思うが、資料１に「介護保険制度の要支援１

～２、要介護１までを健康と定義し」とわざわざ書いていただいてあるが、要

介護１というのは本当に健康な方なのか。私はあんまりそう思わないが、健康

寿命が高いなと思う。本当にその指標でよいか。 

委員長：健康寿命の指標については、この計画におけるＫＰＩにも位置づけている。ま

ずはこの健康寿命の定義の部分、設定の部分について、これは策定の段階でも

議論があったと思うが、改めて事務局のほうから説明を求める。 

事務局：健康寿命の設定について、要支援１～２、要介護１で設定しているが、それぞ

れの経年の数値を追いかけていくにあたり、いろんな算出手法あり、それぞれ

の検証を計画策定の時点でもさせていただいた。その中で、一番一般的に使わ

れている国の健康寿命の算出方法が同じような基準で行われていたので、それ

ぞれ要介護１の考え方が、健康であるかどうかというのはあると思うが、それ

以前に経年で同じ数字を追いかけていくという事に重きを置かせてもらい数

値を設定させていただいた。 

例えば三重県の健康寿命も算出方法が違う、というのも理解しているところ

であり、国の健康寿命自体も数値的な指標に合わせたアンケート調査を健康

寿命としているところもあり、それぞれの良いところを取らせていただき、

伊賀市独自で出せる数字というのに重きを置いて考えさせていただいた。内

容である要介護１の扱いという所に疑問は残るが、それぞれの年度を比較す

る分かりやすい客観的な指標としてご理解いただきたい。 

委 員：別に全国と比較する必要はなくて、伊賀市独自の指標でいいと思う。あくまで

要介護、介護給付状態っていうのはやっぱり健康ではないと思うので、そこは

やはり入れるのは問題あると思う。最初から定義してしまえば経年で追ってい
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けると思うし、この指標だと不健康な方が沢山入るのではないかと思う。 

委員長：貴重なご意見として承らせていただき、議事録にしっかり残させていただきた

い。 

まず１つは、指標としては経年変化を見たいということで、一定の根拠に基

づいて今回この指標を使わせていただいている。ただ、現場に携わっていた

だいている委員からは、この要介護１を入れるか入れないかといったところ

は要検討ではないかというご意見だったと思う。 

例えば、数字は後追いなので、もちろん指標としては要介護１を入れた数字

を追っていくことになるが、要介護１を除いた数字も合わせて追いかけてい

くことは出来るかと思うので、そこに大きな“ひらき”があるとか、あるい

は伊賀市の特徴として入れるのと入れないのとでは、かなり大きいという事

であれば、指標再検討ということも当然出てくるかと思う。 

事務局のほうとも相談しながら算出は出来るかと思うので、その上で検討す

るべき状態であれば是非またご意見を頂きたい。 

少なくとも、要介護１を除いた数字も計算してみたいと思うので、よろしく

お願いしたい。 

委 員：９ページの地域包括支援センターで受けた相談件数、６２８５件となっている

が、内容分析というのはされているか。 

事務局：実績の報告をいただいているので、ある程度の内容分析はさせていただいてい

る。 

委 員：６，２８５件受け付けているが、内容として何が多かったのか、今後それをど

のようにしていくのかという事が必要じゃないかと思う。 

委員長：昨年度は内訳が出ていたと思うが。 

事務局：細かい内訳を出させてもらっていた。 

委員長：前回はそこも踏まえてご意見をいただいた。やはり委員としても、どのあたり

が多いのかとか、ブランチごとに数が出ていたと思うので、そこはまた進行管

理の時にはご報告いただくということで、今回の分も３月末で確定した数字が

分かれば後付けでも結構なので議事録送付の時にでも加えていただくという

ことでよいか。 

事務局：相談内容の主な部分だけ抽出してお伝えさせていただきたい。地域包括支援セ

ンターなので、やはり介護サービス関係の相談内容多く、全体で２，０００件

以上が相談として挙げられている。あと、経済的な問題での相談、そして暮ら

し全般の相談というところで増えている。あとは介護、特に認知症であるとい

う部分に繋がってくるのかと思うが、権利擁護の関係で成年後見等々の相談も

７００件ほど寄せられている。全体の相談としては分野を問わない相談を受け

るということで進めているが、かなりの割合が高齢者の相談に偏っているとい
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うのが現状。 

委員長：資料はあるか。 

事務局：はい。 

委員長：資料を改めて整理していただいて提供いただきたい。 

多くは介護保険や介護に関する問い合わせが多いということだった。 

その他はいかがか。 

委 員：今年度から初めての参加で非常に基本的なところで申し訳ないが、指標のとこ

ろの地域予防対応力の自助と互助で、ポイントの単位がだいぶ違うと思うが、

これはどういうふうに見ていけばいいのか。 

委員長：地域予防対応力のところの事務局の説明を求める。 

事務局：自助・互助の指標の内訳をご覧いただきたい。自助については、延べの参加者

数であるとか対象が多い部分があり、その指標を束ねさせてもらった件数と、

互助のほうは、その数をそれぞれ合わせて一つの指標として地域予防対応力を

出させていただこうと思っていたが、それぞれの内訳を見ると数値にひらきが

あったため、今回、自助と互助に分けて経年で追いかけるほうがそれぞれの特

性も見えてくるかなというところで分けて算出させていただいた。 

委員長：今、ご意見いただいた部分について、【資料１】の最後のページに内訳の数字

が入っている。こちらを今回は自助と互助に分けていただいたということにな

る。下の折れ線グラフの左側の数値が自助、右側の数値が互助となろうかと思

う。 

委 員：委員長から説明いただいた、【資料１】の４ページの件で、まず１つは自助・

互助９項目あるが、平成３２年には自助が１，０００人あたりで３，０９９．

６、互助が１，０００人あたりで３９．４になる。これはおそらく目標値であ

ると思うが、具体的には自助の【１】～【６】、互助の【７】～【９】で、例

えば自助の「サロンのべ参加者数」は１，３９１．６となっていて、全体的に

増えていくのは私も承知しているが、老人クラブがどんどん連合会から脱会し

ている。自助の全体数値の２，９６０のうち、１，３９１．６が「サロンの延

べ参加者数」となるが、これがすべて地域予防対応力になるのかと疑問に思う。

社会参加ができない方もたくさん出てくると思うし、地域予防対応力がサロン

へどんどん移行しているのかとそんな疑問もある。 

委員長：ご意見として承らせていただく。 

１点は、この委員会としても、今回３次計画を立てるにあたって、この地域

予防対応力というのは初めて立てさせていただいた。その中の策定でも議論

をいただいた。あくまでもこれは１つの指標としてお示しをするということ

で、絶対的な意味を持っているわけではないというところは強調させていた

だき、その旨も計画の中には書き込んでいただいたかと思う。今回、自助と
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互助でまとめてみたということだと思うが、サロンは増えているけれども老

人クラブの会員数が減少傾向にあるといったところを、地域の皆さんと一緒

にどう考えていくか、という事のきっかけにしていただきたいので、老人ク

ラブの会員数を上げること、勿論それも大事だが、それに伴って何がどうい

った社会参加の数字が影響しているのか、というところも参考にしていただ

きたい。 

したがって今回は伊賀市全体の数字をお示ししているが、３ページのほうで、

計画の中では地域ごとにその平均値を上回る数というところでお示しをした。

加えて、その数字については事務局のほうで各自治協単位でも数字をまとめ

ていただいていると聞いているので、地域の中でその数字に対して議論のき

っかけにしていただけるといいのかなと思っている。これも策定の段階で議

論があったが、その議論の結果、例えば私たちの自治協ではこの数字とは別

途、我々の自治協の地域予防対応力に相応しい指標を立てていただくという

こともまったく問題はなく、むしろそれを希望しているというところでもあ

る。まずは伊賀市としては９つの指標を提案いただき、その推移をまとめて

いただいている。 

そうなると、地域ごとの指標というものを把握いただいたほうがいいのかな

というふうに思うが、これについて事務局はどうか。各自治協や地域の皆さ

んからお問い合わせがあれば、その該当の自治協の地域予防対応力について

はお示しをするということでよかったか。 

事務局：活動等で当然必要な場合が出てくるかと思うので、ご活用いただけるのであれ

ばどんどん開示させていただきたい。 

委員長：また皆さまそれぞれの立場からご活用いただき、活用に耐えうるところがあれ

ば教えていただきたいし、もっとこういうふうにしたほうがいい、この数字の

ほうがいいんじゃないのかというところがあれば、ご提案を具体的にいただき

たいと思う。 

１つ目の平成２８年度の報告については、一旦ここで閉じさせていただく。 

 

３ 協議事項 

（１）第３次伊賀市地域福祉計画に基づく主要取組施策【資料２】 

委員長：今年度の計画についてのご検討をいただきたい。昨年度と今年度、連動してく

るところがあるかと思うので、そちらのほうでお気づきの点、ご意見をいただ

ければと思う。 

第３次伊賀市地域福祉計画に基づく主要取組施策について、事務局の説明を

求める。 

事務局：資料に基づき説明。  
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委員長：今年度の計画について、各担当よりご説明をいただいた。それぞれ皆さまの立

場からお気づきの点があればご意見承りたい。 

先ほどの委員から意見いただいた部分で、保健・福祉・医療の検討会のほう

でも一旦ご提案してもいいのかなと思うがいかがか。 

この推進委員会で出された意見という形でそれを踏まえて介護１を入れるか

入れないか、というところの検討は専門的な部分で一度意見集約してもいい

のかなと思う。 

指標を変える、変えないというのは別にしていかがか。 

事務局：検討会の中で議論いただいているタイミングもある。一度持ち帰らせていただ

き関係者の皆さまと調整させていただきたい。 

委員長：検討よろしくお願いしたい。 

【資料２－１】部会の②－２、活動計画のほうで、住民参加型地域生活支援サ

ービス推進部会で、伊賀市社協のほうで推進を進めていただいている。別途

副委員長も入っていただいている推進会議のほうで、ちょいサポをスタート

するにあたって地域の皆さんに税法上のグレーゾーンであるとか、あるいは

法的な整備等へのアドバイスというのもご意見として出ているとお聞きした。

このあたりのご検討も今年度、含めていただけるといいのかなと思うがいか

がか。 

社 協：この住民参加型サービスに関しては、地域の方々が積極的に取り組みいただき

たい。ただ、やはり取り組みいただくにあたって課題あるいはリスク的な要素

もあるかと思うが、それを認識しながらも積極的に活動を進めていただきたい。

お互いに利用する側、される側も認識しながら助け合いという事を前提とした

取り組みを進めていくために必要な部分について精査できるよう、今年だけで

伴わないかもしれないが、今ご意見をいただいた部分も含めて進めていければ

と思う。 

委員長：社会の動向が保健所の部分、税務署の部分、警察の部分と、線引きが難しくな

ってきているところもあるので、市民の皆さんに安心して活動いただけるため

にも少し検討を進めていただければと思う。 

今年度の活動についての質問等あればお願いしたい。 

委 員：２ページの DVD 作成について、出てくる DVD は綺麗な事ばかりで、やはり

どろどろした部分も出していただいて、そしてこのようになった、というよう

な本音も出していただいた方がいいのかなと思う。 

委員長：編集は社協にお願いしているが、いかがか。 

社 協：これはコーディネーター向けとしており、コーディネーターが取材をするとい

う前提にしている。おそらく、今おっしゃっていただいたように必ずしも上手

くいくことばかりではなく、皆さまが取り組みの中でお悩みいただき、あるい
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は共に活動を進めさせていただく中で、そういった部分も出てくるのではない

かと思う。時間をかければかけるほどいろんな部分が出てきて、それをまた新

たにするとか、振り返りなどで使っていただけるようになっていけばいいなと

思っている。去年は一部のところしかできなかったので、みんなができるよう

に研修活動を進めていく。 

委員長：１点、私が関わっている中で申しますと、「ぶっちゃけ談義」というサロンの

紹介の DVD をもとにさせていただいている。どちらかというと、理想的なお

話を一方的に市民の皆さんに聞いていただくというようなことだったが、

DVDを踏まえて地域の皆さんの取り組みを地域の皆さんと情報交換をする場

の設定にも務めている。どこまでぶっちゃけられているのかというのは、これ

からでもあるので、是非また色々なご意見を現実的なところを議論いただける

ような場を作りたいと思う。 

１つ私のほうから重ねて、先ほどの実績報告で福祉教育のところ、【資料１－

１】５ページで、これは協議会の開催回数が１回で、福祉教育事業への参加

者数が１２５人というのは、ちょっと数字が少ないような気がするが、ここ

は何か取り方を変えていただいたのか。 

社 協：この１２５人というのは、夏休みの福祉体験教室の参加者数だと思う。そこに

あがっているようなプログラムに着手というところまでは現在開発中なので、

指標にある福祉教育事業への参加者数としては現在取り組んでいる案は、社会

福祉法人連絡会にご協力をいただいて１年目で、平成２８年度の参加者数は今

はこの数字しかカウントされていない。 

委員長：そうすると特定の事業への参加者が１２５人ということで、きっと福祉教育で

それぞれの学校でも取り組んでいただいていると思うが、その延べ参加者数や

生徒数、児童数というのは含まれていないという理解でよいか。 

そうすると、このあたりは伊賀市社協の取り組みとしての特徴的なところだ

と思うし、委員にも入っていただいていて教育委員会との連携というところ

もあるので、現状が把握できるような数字の出し方もご検討いただけるとい

いのかと。学校現場でこれだけ社協が入っているというところで、是非出し

ていただけるといいと思う。 

およそ皆様のご意見をいただけたか。 

委 員：老人クラブの代表とて初めて参加させていただくが、まず(指標の)対象になっ

ているのは老人クラブの会員数だと思う。老人クラブも地域によっての組織率、

会員の加入率が変わってきており、我々が住んでいる郡部だと、８０～９０％

という組織率になるが、新しい地区の老人クラブというのは組織率がかなり低

くなっていると思う。老人クラブの会員で、例えば地域予防対応力の評価（指

標）の１つの項目としてあげていただいているが、若干その辺が今後の組織率
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も変わってくるし、どうかと思う。我々はとにかく健康寿命を延ばすことを目

標としており、お世話になる対象としての意識を持ち、健康で過ごす期間をと

にかく延ばしていきたいと活動をしているので、今後もできるだけお世話にな

らなくて済むという期間を十分目指して頑張っていきたいと思っているので、

その辺の予防に対しての助言や指導をお願いできたらと思う。 

委員長：数字的には老人クラブ会員の健康寿命だけを取り出すことはできるのか。老人

クラブに入ると健康寿命延びるよとか。となると、それは老人クラブ的にはと

ても大事で、地域予防対応力として指標にあげさせていただいているのは、あ

げつらうということではなく、ここで私の立場で申し上げるのがいいかどうか

分からないが、逆に伊賀市が地域予防対応力の指標の１つにあげているわけだ

から、これは向上していくのが望ましいという判断だと思う。であれば、老人

クラブとしても色々課題を感じておられると思うので、その課題を行政も一緒

に解決することに協力するという事でもあると読めると思う。そういう意味で

は、どんどん下がっているのを冷ややかに見ているわけではまったくなくて、

下がっていっているが健康寿命は延びている、あるいはそういったことにも努

力をしようとしているといったところは、せっかく予防対応力としてあげた以

上、もう１歩２歩進んでみるというのはいかがか。 

まず老人クラブの（健康寿命の）数字から出すことはできるか。 

委 員：我々のほうから出したほうがいいのかと。 

委員長：それも大事だと思う。データの中で、例えばオープンにするかしないかはとも

かくとして、委員会レベルで参考資料として示すこともできるか検討いただく

ということで。老人クラブの人数だけが減っていくといったことを見るのでは

なくて、人数は減っているけれども活動力は増えているとか、活動数は増えて

いるというようなところが採れるかどうかだと思う。そこの辺りも是非検討さ

せていただきたい。 

委 員：今の意見の老人クラブの健康寿命の話に関連するが、現在、健康寿命を盛んに

うたっている。ところが伊賀市の平均寿命はいかがなのか。数字が出ているの

か。この数字だけ見ていると、伊賀市が非常に健康寿命が上がっているように

見えるが、比較できるものもない。全国の平均寿命から見れば非常に優秀じゃ

ないかと思うが判断ができないからいかがか。 

委員長：先ほども少し議論があったが、健康寿命の算出の仕方については、国の基準と

伊賀市の基準とは一緒ではないので、比べることはちょっとできないかと思う。

しかし平均寿命は比べられると思うが、資料はあるか。 

事務局：今日はないが、基本的には出し方として平均寿命から、先ほどから議論になっ

ている要介護・要支援の認定基準の数から割り出した介護等が必要な期間とい

うのを引き算して出したのが健康寿命である。次回以降にこの資料を示すにあ
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たっては、それぞれの数字の内訳を出した上で健康寿命がこの数字になるとお

示しさせていただくことができるので、今後検討させていただく。 

委員長：冒頭の議論でも、やはり健康寿命については皆さんのご関心も高いところだと

思うので、結果だけを述べるのではなく、そこに至るまでの関係数値も含めて

お示しをすることで、より適切な議論ができるように工夫をしたい。 

今年度の計画・施策についてはよろしいか。 

またそれぞれの立場からお気づきの点、あるいは気になる事などあれば、事

務局や社会福祉協議会にご意見いただければと思う。 

それでは、この内容で今年度も是非それぞれのご活動を進めていただきたい

と思う。 

この推進委員会は、今年度はあと２回予定をしていると思うがその点を確認

したい。事務局いかがか。 

事務局：今年度は１１月と３月の２回開催をさせていただきたい。 

内容については【資料２】の１ページとおりとなる。 

委員長：皆さまよろしくお願いいしたい。 

 

４ その他 

委員長：事務局から何かあるか。 

事務局：事務連絡等で、最後にさせていただく。 

委員長：１点お手元にチラシのほうを入れていただいているかと思う。 

こちらについては、委員からご紹介いただけるか。 

委 員：伊賀市の地域福祉アドバイザーをなさっている原田先生をお招きし、地域包括

ケアシステムの進化型といわれている地域共生社会づくり、伊賀市はもう既に

取り組んでいるところではあるが、これから主となる地域共生社会づくりの中

心となる「我が事・丸ごと」。市民１人ひとりが自分のことと捉えて地域全体

の活動に参加し、ケアをしていない人たちに手を差し伸べていこうと、一緒に

頑張ろうよ、という社会づくりをするための地域共生社会づくりのきっかけ作

りとして、我々に何ができるのか、何をしなければいけないかということを考

えていこうというセミナーを、私たちの１４法人が手を携えた社会福祉法人連

絡会が主催させていただこうと思っている。もちろん伊賀市や伊賀市民生委員

児童委員連合会にもご後援いただき、開催をさせていただく。 

我が事・丸ごとの地域づくり推進事業が、福祉総合相談体制強化の柱となる

ため、我々ができることをやろうという、こういう立場で開催させていただ

く。お１人でもご参加いただければありがたいなと思う。 

委員長：途中の資料でも今年度から突然「我が事・丸ごと」の言葉が入ってきた。まさ

に時期を得たセミナーを開いていただくということで、是非また周知・ご関心
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のほうをお寄せいただければと思う。 

原田先生は伊賀市の地域福祉計画の一次の策定から関わっていただいている。

伊賀のことをよくご存知の先生で、加えてこの「我が事・丸ごと」の分科会

のほうにも国の審議会へ関わっていただいている。これからの地域福祉はど

うなっていくのか、そこをご一緒に勉強させていただけるといいのかと思う。

参加はどなたでもよろしいか。 

委 員：はい。申し込み無しで当日とびこみで、どなたでも。 

委員長：ご周知の程、よろしくお願いしたい。 

他の委員の皆さまからはよろしかったか。 

委 員：今日は色々と良いお話を聞かせていただいた。私たち民生委員児童委員は、伊

賀市で約３００名ほど活動している。お一人住まい、高齢者の世帯ということ

で非常にそうした方々からの相談が多くなってきた。ちょいサポであるとか、

ネットワーク化を早く進めてほしいと思っている。地域差や地域の特色があり、

日常の生活における相談や非常に複雑な相談が増えてきているということを

各民生委員から聞くので、その旨をお伝えしておきたい。 

委員長：貴重な進捗、お気づきの点を共有させていただきたい。地域包括支援センター

の相談件数は６，０００件といったところで、その内容の中心が介護に関する

事柄ということがあり、この数字と民生委員の皆さまへのご相談というのも連

動してくることかと思う。 

情報提供またよろしくお願いしたい。 

以上で協議を終えさせていただきたい。スムーズな進行にご協力いただいた

ことに感謝申し上げ事務局に戻したいと思う。 

事務局：事務局からご報告させていただく。 

本日ご審議いただいた２９年度事業については、今後それぞれ推進をさせて

いただく。その上半期の状況や、三重県の地域医療構想で伊賀市の地域医療

の戦略というものを作っているところで、その概要について、次回１１月頃

に合わせてご報告をさせていただけると思う。第２回の推進委員会について

は、戦略の概要や２９年度の上半期の進捗などが主要な議題になるかと考え

ている。日程については、委員長とも相談させていただき、できるだけ早く

委員の皆さまに通知をさせていただきたい。 

次に、本年度から伊賀市全体の審議会の皆さまに、報酬に加えまして旅費を

お支払いさせていただくこととなった。報酬をご辞退されている委員につい

ては、今までどおりの対応とさせていただく。 

これをもって、本日の第１回の推進委員会を終了させていただく。 

 

以上。 


