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平成 29年度 第１回 伊賀市高齢者施策運営委員会 会議録 

 

日 時：平成 29年７月 25日（火） 午後７時～ 

場 所：ハイトピア伊賀 ４階 多目的室 

 

１．事務局より 

 

事務局 

選出母体の人事などにより、委員の交代をいただきました。よろしくお願いいたしま

す。 

今年度は、第 5次高齢者福祉計画、第 7期介護保険事業計画を策定する年度となって

います。皆さまには、忌憚のないご意見を頂戴できればと考えております。 

委員総数 18名、出席者 13名、欠席者５名で、半数以上の出席がありますので、伊賀

市高齢者施策運営員会条例第６条第２項の規定により、会議が成立していることをご

報告いたします。 

委員長、議事進行、よろしくお願いします。 

 

２．議事 

 

委員長 

みなさんこんばんは。本日はよろしくお願いします。 

事前配布された資料の確認と、本日配布されました資料の確認をさせていただきます。 

事前配布資料で本日使用する資料は、資料１と資料２の地域包括支援センターの報告

に対して、事前に配布した資料から使用いたします。本日配布資料に関しては、今日

の議事の（２）以降で使用します。 

差し替えの伊賀市介護予防日常生活圏域ニーズ調査 調査結果報告書、第 7 期介護保

険事業支援計画に関する基本指針の策定について、自由意見集、在宅介護実態調査結

果報告書の概要について、クロス集計版在宅介護実態調査集計結果、在宅介護実態の

集計結果単純集計版、オプション項目としての在宅介護実態調査 調査票となります。 

みなさんお揃いですか。それでは議事に入らせていただきます。 

（1）伊賀市地域包括支援センターの運営について 30分。 

（2）以降を、1時間程度を目途に進行していきます。 

みなさんご協力お願いいたします。 

この委員会につきましては、伊賀市が介護保険法第 115条の 39の規定に基づき設置す

る地域包括支援センターの運営に関することに所掌しておりますので、はじめに、（１）

伊賀市地域包括支援センターの運営について、（１）平成 28年度事業実績、（２）平成
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29年度事業計画、（３）認知症初期集中支援チームの活動についての説明を事務局より

お願いします。 

 

事務局説明 

 

委員長 

ありがとうございました。只今の説明に関し、ご意見ご質問をいただきます。 

 

委員 

今ご説明お伺いして、さまざまな活動をされているのはわかりました。 

施設に入所されている方の虐待などの調査は、他都市では行われているところもある

ようですが、本市では調査する予定はあるのですか。 

 

事務局 

施設虐待については、資料の３ページの上段に記載しております。施設従事者による

高齢者虐待については、通報は昨年も施設数としては２施設あります。そのうち虐待

認定を行った施設は１か所です。通報がありますと、市としては調査を実施しなけれ

ばならないことになっておりますので、市の職員が出向いて施設従事者や施設の入居

者に話を伺って、実際にそのようなことがあったかどうかの確認をさせていただいて、

高齢者虐待の事実を判断して、その内容を県にも報告させていただいております。 

 

委員 

通報があればその対策は当然必要ですが、施設はたくさんあるので、通報がなくても

ある程度事前予告なしにお伺いして調査することも考える必要があるのではないです

か。こういう計画は、伊賀市では考えておられないのですか。 

 

事務局 

介護職員や家庭で介護経験がある方などを、介護相談員に任命させていただいており

ます。現在、介護相談員が８名ほどおりますが、一人につき１か月で２か所ほど施設

訪問を行い、普段の生活状況を確認させていいただいております。 

 

委員 

それは予告なしに行っているのですか。 

 

事務局 

施設の行事などの予定もありますので、予定は確認をしております。 
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予告なしということではないです。 

 

委員 

できるだけ、それを掴むにはどうしたよいかということを考えていいただいて、こう

いう虐待などをできるだけなくするように努力をしていただきたいと思います。 

 

委員 

今回は綿密な資料をご用意いただき、また詳しく説明していただき大変心強く思いま

す。６ページの３番、６回 50人とか６回 51人というのは、延べ人数ですか。 

 

事務局 

そうです。延べ人数です。 

 

委員 

わかりました。もう一点は、キャラバンメイトについて興味があるのですが、どのよ

うにして指導されているのですか。また、どういう人が就任されているのですか。 

 

事務局 

キャラバンメイトですが、昨年度開催いたしましたが、概ね２年に１度、講習会を県

と市で共同開催し、認知症に興味があって講師をしたいという方を募集して参加して

いただいています。 

 

委員 

よくわかりました。ありがとうございました。 

 

委員長 

では次の事項に移りますが、よろしいでしょうか。 

本年度は、皆さんにご審議いただきました第５次高齢者福祉計画・第７期介護保険事

業計画について、国の動向も含めて策定の方向性について説明をお願いいたします。 

 

事務局説明 

 

委員長 

今のご説明に対してご意見を伺う前に、先ほど第７期介護保険事業計画策定について

事務局より説明していただきましたが、この事務局から説明された方向性で作成して

いくことでよろしいですか。 
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（発言なし） 

ありがとうございます。 

では、事務局から説明がありました、在宅介護実態調査報告書の概要および介護予防

日常生活圏域ニーズ調査結果報告書の概要について、ご質問がある方はいらっしゃい

ますか。かなりボリュームのある報告でしたが、なにかお気づきの点などありました

らお願いいたします。 

 

委員 

事前にお配りいただいた、ニーズ調査結果報告書の中の問 21に「人に自分の考えをう

まく伝えられますか」という設問がありますが、私も活舌が悪いので家内から何を言

っているかわからないと言われることがあります。「伝えられている」と回答している

が、現実には伝えられてないということや、「伝えられている」と回答した人でも相手

はわからないという人も多いと思います。もう少し踏み込んだ内容もお聞きしたかっ

たです。 

 

委員長 

今、24ページの問 29の「人に自分の考えをうまく伝えられますか」という設問に関し

て、委員のご経験からも、必ずしも「伝えられている」と回答したからといって、ほ

んとうにそうなのかということを精査する必要があるのではないというご意見でした。

またこれらも踏まえて検討していきたいと思います。 

ほかに、ご意見ございませんでしょうか。 

 

委員 

第７期、つまり第１期から第６期までさまざま同じようなことを実施されていますが、

傾向としては大きく在宅と施設の二つがあります。全体として、どのような傾向にあ

るのでしょうか。たとえば在宅のほうに流れているのか、あるいは施設が増えている

のかという点です。もうひとつは、実質 12月までにこちらでも考え方をまとめて、１

月以降は手を離れて、パブリックコメントの実施に移ると思います。しかし、ニーズ

調査、特に介護予防日常生活圏域、在宅介護実態調査の結果のまとめと考察がありま

すが、とても課題が多いと思います。これだけの短期間で、どのように絞り込みをや

っていくのかという時間的な問題です。私たちも今までやってきて考えていることが

実現されていないですが、今回もそっくりそのまま出ています。これを短期間で、ど

のように絞り込みかけていくかという点をお聞かせください。 

 

委員長 

今２点ご質問がありましたが、事務局お願いいたします。 
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事務局 

第６期までの在宅と施設の傾向についてのご質問ですが、地域で支援する方も多くい

るということで、国が示しているのは、マンパワーを使って地域で支えていこうとい

うことになっております。重度の方で、地域で支えられない方について、施設を利用

していただくということだと思います。どういう傾向かというと、総合事業などもあ

りますので、地域で支え合いを活用して、在宅でなんとか生活をしていただくことを

方向性としてもっていくのかなと考えております。 

12 月までに今回の結果や膨大な資料や材料をどのように絞り込みをかけていくのかと

いうことにつきましては、今のところ説明させていただきました２つの調査と、最初

に説明させていただいた図の中の地域ケア会議で出てきている課題などを織り込み、

今回のニーズ調査の中で市民の方が考えている「どのようなサービスが必要であるの

か」とか「不安な材料」というのも見えてきていますし、今後検討していく中では、

サービスが提供できる量や国が示すサービスの単価もありますので、それらを推計し

ながら素案につなげていきたいと考えています。 

 

委員 

私が言いたいのは、長い期間これに関わらせていただいていますが、当初から４期ぐ

らいまでは、調査の結果では、さまざまな方法で在宅で暮らしたいと思われる方が 70％

から 80％程度あったと思います。しかし今これを見てみると、50％ぐらいと私は解し

ましたが、単純に考えると施設が増えて在宅が少なくなっているように見えましたの

で、質問させていただきました。在宅が増えているのであれば在宅に対するさまざま

なサービスを地域も含めてやらなければいけないが、その傾向をお伺いしたいです。

それと 12月まで期間が短いのではないかということですが、介護計画では問題提起型

で済ませてしまうのか、それとも徹底して解決方法を検討するのかという二本立てに

なると思います。多分このままいくと問題提起型で、結果こうなりまして、こういう

必要があるので、こういうことで計画に移るのではないかと思われます。それではい

つもと同じで、なにも変わりません。何か一つでも絞り込んで、それを解決する方向

にもっていくべきだと考えます。そうでないと、６期までやっていたことが７期でも

同じように問題提起型で終わってしまいます。特に交通問題もそうですし、いわば将

来に亘るような問題も問題提起されていますが、具体的には進んでいません。さまざ

まなことも実際そうだと思います。そういう方向で少なくとも１点でも絞り込んでで

も、検討していくべきだろうと思います。時間切れの場合については、問題提起型で

計画の中に織り込むことは仕方ないです。そういう方向で進めてほしいという希望で

す。 
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委員長 

問題提起型でいくのか、一点でも重要課題を解決する方向で進めていくのかというこ

とだったと思います。 

ご提示いただいた課題が多いので、多分、優先順位もそうですし、課題の大きさも結

構異なる課題が多かったと思います。解決が可能な課題もあれば、当面難しいのでは

ないかという課題もあるので、そういった精査というのは、この委員会で当然やって

いくという認識でよろしいのでしょうか。それとも、この将来設計素案で事務局が叩

き台を出してくださるということでよろしいのでしょうか。 

 

事務局 

ある程度の方向性を叩き台として、委員の皆さまに検討していただける材料をお示し

させていただきたいと思います。 

 

委員 

相当な課題が出ていますので、これを一つでも具現化していくことがたいへん重要だ

と思います。その中で、自由意見でも一番多かった交通関係です。考察にも書かれて

いるように、まちづくりの視点から総合的に検討する必要があると集約されています

が、具体的にどのように今後進められるお考えかお尋ねします。 

 

事務局 

交通計画のほうで、今年度地域の声を聴きながら地域運行バスをより利用しやすくな

るような補助制度を検討しています。そちらで、高齢者に限らずどのような方でも利

用しやすい交通を進めておりますので、このような考察を書かせていただいています。 

 

委員 

交通問題に入りましたので、ほかにも意見があるのですが、実は私は交通審議会の委

員もさせていただいています。このアンケートで出た問題は、交通審議会の委員会に

提出することはできますか。できるかできないかは別にして、ぜひこのアンケート内

容を交通審議会にも提起をしていただきたいと思います。 

ひとつ交通面をとっても、市民の生活は部署各課に亘っているので、このようなこと

は部署を越えて実施しなければならないと思います。次回の交通審議会に、このアン

ケートの交通内容だけでもまとめて提出してください。そうすると、私が「どうする

のですか」と交通審議会でも確認させていただきます。先ほども発言されましたが、

何か一つ結果を出さなければならないと思います。「お願いします」や「こうしたらい

いでしょう」ではなく、これだけでもきちんと結果を出すことが必要です。 

今後パブリックコメントが実施されますが、パブリックコメントは住民の皆さんの思
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いだけですから、それではなく、市としての方向性と具体策を示していただきたいと

思います。 

 

事務局 

自由意見集でも、福祉のみならず公共機関それから就労などの問題も出ておりますの

で、これらはそれぞれ担当課に報告をさせていただく予定です。 

 

委員長 

ほかに、何かございませんでしょうか。 

 

委員 

たくさんの資料をまとめていただき、ありがとうございました。 

厚生労働省からよく聞く、「我が事・丸ごと、共生社会の推進」とよく言われています

が、この中で一番心配なことが、結局のところ人の心とかボランタリーに依存した形

で施策を推進しようとしているところです。これでは、なかなか推進していくのが難

しいのではないかと考えています。たとえば「サービスの拡充が必要である」という

調査結果があるとしても、サービス拡充の方策として随時訪問型の事業所を募集した

としても、資本主義社会の中では、募集したけれど応募がない事態もあると思います。

事業をしようという意欲、人の心が重要だと思いますが、そのあたりを刺激したり働

きかけをしないと、何も前に進まないと思います。そのあたりへの働きかけを、どの

ように考えているのかをお聞きしたいと思います。 

 

委員長 

委員はどのようにお考えですか。きっとお考えがあるのだろうと思いますので、ぜひ

ご紹介ください。 

 

委員 

市や行政でするのであれば、事業として成り立っていくような予算措置などを拡充し

ていただけたら、「やろうか」という人も出てくるのかもしれません。このような人材

不足の時代ですから、人材面でも難しいと思います。事業をやろうという時には、お

金が重要になりますので、介護保険とは別に上乗せできる施策が必要であると思いま

す。そうしないと、普通に競争社会の中でやると儲かるところにしか事業はできない

ので、行政がどこにお金を落すかというところにかかっていると思います。 

 

委員 

もう少し具体的にということになれば、地域できること、みんなでできることと、専
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門的な見地からできることというのは、きちんと分けないといけません。地域のこと

ではなくて行政としてする場合のことです。例えば、定期巡回とか随時対応型訪問介

護、夜間訪問介護というのは、口では言ってもなかなか都市型でないとできません。

だからそれをしてでも本当する必要があるなら、行政が入るべきでしょうということ

です。そのようなことをせずに、口だけいいことを言ってもできません。絶対必要だ

ということで行うなら、しっかりと行政としてどうするかということを考えるべきだ

と思います。また在宅サービスの中で、買物とか通院という問題については、私もお

買い物サービスに徹底的にかかわっていますが、地域と一緒に共同でやる、あるいは

ほかの団体と一緒にやるということはかなり実現できています。東高倉地区は地域あ

げて共同でということで、8 月 25 日から一緒に行います。地域全体が一緒に取り組ん

でくれるということをやっておけば、具体化できると思います。どんどん花の木もそ

れから東高倉も、地域ぐるみで取り組んでいます。このようなことを行うならば、行

政としてそれを支援していただくということが、具体的につながっていくことだと思

います。具体的にどうするかということは、行政もしっかり覚悟し、金がないから地

域に任せますということでは、なにも進まないと思います。その点はよろしくお願い

します。 

 

委員 

計画を出すときは、必ず予算を明示していただきたい。裏付けとしての予算を「こう

いう予算がある」「こういうお金がかかる」「これだけ使える」というところをはっき

りと言うことです。 

今日ご参加のメンバーのお名前はわかるのですが、各団体の代表の方もおられますし、

私は広報委員ですがどの団体かさっぱりわかりません。だから名簿をつけていただき

たいと思います。 

 

委員長 

所定の時間になろうとしているので、多分いっぱいご意見があるかと思いますが、次

は事務局から素案を出していただけるということですが、素案に対しても皆さんのご

意見、あるいは今日胸の内にして持ちかえってしまうご意見もあると思いますので、

次回の素案を出していただいた時に検討できたらと思います。この表紙に書いている

ように、この委員会は市町村計画策定員会ではありませんが、この委員会の中で議論

していくという私たちの役割もありますし、もちろん行政の役割もありますし、皆さ

ん代表で参加されていますので、ぜひ代表としてのお力をお借しいただきながら進め

ていきたいと思います。 

時間になりましたので、ここでご質問ご意見に関しては閉めさせていただきます。 

引き続きその他としまして、事務局から何かありますでしょうか。 
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事務局 

次回の委員会は 9 月の下旬を考えております。なるべく早くご案内させていただきた

いと思いますので、ご出席よろしくお願いいたします。次回につきましては、サービ

スの現状、人口や認定者数の推計などの資料をお示しさせていただきたいと思います。 

 

委員 

日程の件、私は定期的に通院したりしていますので、できるだけ日を早く決めていた

だくとともに、時間的にも早くしていただきたいと思います。できる範囲で結構です。 

 

委員長 

次回もまた資料が出てくる会議になりますので、今日ご説明があった内容に関しても、

ここは優先順位が高いのではないかとか、このあたりは解決可能ではないかというご

意見をいただきましたので、そのあたりもご自身でメモをしていただきながら、次回

の議論につなげたいと思います。 

これで、平成 29年度第 1回伊賀市高齢者施策運営員会を終了します。 


