
平成 29年度 第２回伊賀市高齢者施策運営委員会 

 

日時：平成 29年 10月 3日（火）18時 00分～ 

場所：ハイトピア伊賀 ４階 多目的室 

 

１ あいさつ 

事務局 

皆様におかれましては，ご多用の中ご出席いただきありがとうございます。 

はじめに委員の交代がありましたので、ご報告、ご紹介いたします。選出母体の人事

異動により、委員が交代いたしました。 

第１回委員会では第５期高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画の方向性、高齢者

実態調査の報告などを行いました。本日は、高齢者を取り巻く状況や人口、認定者数の

推計について説明し、計画に反映すべく忌憚のない意見を頂戴したいと思います。 

本日の会議は、委員総数 18 名中、出席者数 14 名で半数以上の出席があることから、

会議が成立していることをご報告いたします。 

なお、本会議は伊賀市情報公開条例第 35条及び住民自治企保運条例第 6条に基づき、

公開で行います。また、審議会棟会議の公開に関する第８条に基づく会議録作成のため

録音するとともに、作成した会議録を市ホームページに掲載することをご了承ください。 

 

２ 議事 

（１）高齢者を取り巻く状況について 

事務局：（資料１に基づき説明） 

委員長 

伊賀市では高齢化率や、ハイリスクとなりやすい後期高齢者割合が全国平均、県平均

より高くなっています。また、高齢者世帯の割合も高いことから、高齢者の支援に加え

て、支援する家族への負担軽減も必要ということになります。 

今の説明に対してご質問、意見などはあるでしょうか。 

 

委員 

現状はよくわかりました。ただ、費用や財政状況について、伊賀市の人口は減ってき

ていますが、予算的にはどうなるのでしょうか。この説明がありません。予算的なもの

は後日でしょうか。予算をまったく無視して統計をみて、状況が悪いからこれを行うと

いうことはどうなのでしょうか。 

 

委員長 

財政状況や予算的な枠組みの中で、現状の中でどのように考えたらよいかということ



でした。 

 

事務局 

保険料についてはサービス量の推計が必要です。国からは今のところ示されていませ

んが、サービスの単価、それぞれのサービスの費用なども必要となってきます。また、

介護保険のサービスだけではなく、総合事業、地域にお願いすること、認知症対策など

の事業にかかる金額もある程度予測し、割合などを計算し、最終的に保険料を出してい

くことになります。今のところは、基本となるサービスの利用者数をどのくらい見込ん

でいくべきかを討議いただくことになっています。最終的に保険料がいくらかは、その

後の段階でお示しすることになると思います。 

 

委員 

税金で実施する以上、やはり、予想できる範囲で入れていくことが必要だと思います。

状況をはっきりさせてお金の予想をつけないとおかしいと思います。 

 

委員長 

保険料のこと等を正しく捉えるための基礎データの説明だったと思います。伊賀市の

状況を近隣市町、国、県と比較してどのような状況かを説明されたところです。 

 

（２）人口・認定者数等の推計について 

事務局 

（資料２、資料３に基づき説明） 

 

委員長 

ただいまの説明は、平成 37 年の数値も含め推計するということでした。サービス量

が将来増えていくのは現状からやむを得ません。また、介護保険料との兼ね合いも注意

する必要があります。 

介護保険サービスについて要点を絞ってご意見をいただきたいと思います。 

居宅サービスに関して、ほぼシステムで推計されている数値となっているようです。

今後反映される数値によっても変更がありますが、あまり増減が目立つものについては

調整が必要となります。 

地域密着型サービスについては、定期巡回随時対応型訪問看護介護、小規模多機能型

居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護に関してはニーズ調査でも要望が高いのですが、

マンパワー的なこと、立地などの問題があり、公募しても定期巡回随時対応型訪問看護

介護に関しては応募がないという現状もあります。 

地域環境や経営面からみると、運営が非常に難しいという状況があります。ただし、



定期巡回随時対応型訪問看護介護、看護小規模多機能型居宅介護、小規模多機能型居宅

介護が１か所ずつ提示されています。 

また、地域密着型共同生活介護（グループホーム）については、１事業所、９名分の

サービスを開始することとなっています。 

介護老人福祉施設については、利用開始分が反映されます。平成 30年４月から 80床

が利用開始となりますので、そこが反映されます。 

これらも含めて、介護サービスの中で今後どのようなサービスを重視していくべきか、

ご意見をいただきたいと思います。 

サービスの種類として、介護予防に関連するもの、居宅介護、地域密着型施設という

大きな類型に分かれます。重視すべきサービスや、今後を見据えての意見をいただきた

いと思います。 

介護サービスの見込量について、施設サービスが増えたから居宅介護が減るというわ

けではありません。居宅介護も増えるように設定してあります。ただし、伊賀市の現状

として、訪問介護、訪問看護はこれ以上増えないと予測されます。また、訪問リハビリ

テーションは、自宅に理学療法士が訪問してリハビリを行います。しかし、理学療法士

のマンパワー的に多くは望めないという現状があります。 

 

委員 

まず、前期高齢者を担い手側に回ってもらうという発想があると思います。そのこと

と、介護予防サービスは、ほぼ同一のことだと思います。前期高齢者の方が介護の担い

手として、また介護予防として参画することが介護保険を持続可能な状態にすると思い

ます。行政として、どのような視点で取り組んでいくかがすこぶる重要です。 

さらに、地域密着型サービスについて、定期巡回随時対応型訪問看護介護にしても、

小規模多機能型居宅介護にしても、伊賀市のように家々が分散しているところで、果た

して経営が成り立つのでしょうか。成り立たない場合でも、行政が保険料でまかなおう

とするならば、どのような施策を講じるのか、それも含めて考えなければ、事業者の応

募がなく終わってしまいます。絶対に必要な事業については横出ししても行政は選ぶの

かも含めて考えなければいけません。特に地域密着型小規模多機能型は非常に難しいで

す。 

準高齢者の方に、どのように地域福祉に担い手として参加してもらい、介護予防に参

画してもらうか、また、地域密着型介護サービスをどうしたら事業者が応募してくれる

かにも踏み込まないといけません。その点、行政の意気込みを聞かせていただきたいと

思います。 

 

委員長 

今のご意見で、前期高齢者がサービスの担い手であるということでした。特に介護予



防に関して、サービスの担い手として、どのように参画してもらうか、行政がどのよう

に取り組むのかについてご質問がありました。 

また、地域密着型サービスは公募してもなかなか応募がありません。その背景として、

伊賀市では分散していてエリアが遠いことがあります。ヘルパーさんは、救急車と同じ

ように 10分から 15分くらいで到達しなければなりません。そうすると、家々が分散し

ている地域柄、経営が成り立たないのではないかということです。もしサービスが絶対

必要であるなら、行政の横出しでも実現されるのかどうかという意見です。 

 

事務局 

前期高齢者に担い手としてどのように参画してもらうかという点ですが、今はサービ

ス量の部分であって、前期高齢者の方にどのように活躍していただくかは、別の切り口

だと思います。地域包括ケアシステムの中で、見守りや軽度の介護などでご活躍いただ

けますが、あくまでサービス量の算定の中では、前期高齢者の担い手としての参画は別

かと考えます。もちろん、前期高齢者で健康な方については、ご活躍いただく場を設定

することで進めていきたいと思っています。 

 

委員 

前期高齢者が介護予防事業で支える側に回って、それが元気づくりになるような仕掛

けをしていかないといけないと思います。 

確かに、これは地域福祉ですが、私は、総合事業は地域福祉そのものだと思っていま

す。前期高齢者に支える側として参画してもらう仕掛けをしていかないと、結果的にサ

ービスの供給量が増えるということになります。その視点で地域づくり、あるいは総合

事業への担い手として高齢者が参画する仕掛けを、ぜひともお願いしたいです。 

 

委員 

説明を聞くと、前期高齢者にしろ、後期高齢者にしろ、健康な人頼みに聞こえます。

前期高齢者、後期高齢者の方々の健康を支えていく施設の充実はまた違った分野になる

のでしょうか。健康な前期・後期高齢者を育てていくことが支える源になると思います。

それはまた別の部署で行われるのでしょうか。 

 

事務局（地域包括支援センター） 

介護予防を進めて高齢になっても元気でいるために、まず疾病予防対策があります。

65歳になってから生活を変えるのでは遅いため、その前段階から疾病予防対策が必要で

す。それについては、健康推進課が主担当になります。重症疾病対策として来年度から

本格的に取り組まないといけない体制となっています。特に糖尿病重症化対策は大きく

取り上げられていますので、連携を取りながら進めていくつもりです。 



高齢になってからは普通の人でも機能が低下していきますが、なるべく機能が低下し

ないように、各個人で介護予防に取り組むことも、もちろん重要です。それを後押しす

る行政の取り組みも必要ですので、健康推進課、介護高齢課、地域包括支援センターが

連携を図りながら進めていきたいと思っています。ただ、地域が広いことから、行政の

後押しについても、地域ごとに細かく取り組みを実施していかないと根付いていきませ

ん。ただ、マンパワーの問題もあり、各地に講師を派遣するのは大変難しいです。そこ

で、各地域で介護予防のリーダーとなる方を養成して、その方にみっちり勉強していた

だき、講習が終わったあと、地元で仲間と一緒に健康づくりに励むということを、26

年度から実施しています。だんだん根付いてきていますが、まだまだ取り組みとしては

未熟ですので、これからも実施していかないといけないと思っています。 

担い手の件も、地域福祉ネットワークなどに参画していただいたり、地域ケア会議に

参加していただいたりする中で、地域の中の困りごと、自分にできること、役に立てる

ことを知って、役割を分担すれば、またそれがまた生きがいにつながることになると思

います。少しずつではありますが、行政として後押しをしていきたいと思っています。 

 

委員長 

地域密着型サービスについて、応募がなくとも１か所ずつ計上しています。また、定

期巡回型、介護小規模多機能型、小規模多機能型居宅介護、グループホームに関しても

計上しています。方向性はそれでよいのか、伊賀市の背景も含めてご意見いただきたい

と思います。 

 

委員 

市は国や県頼みになっているように感じます。あと 10 年経てば、団塊世代が亡くな

って高齢者が少なくなるから、今は大人しくしておけば収まるだろうと考えているので

あれば大変なことになります。 

先日、新聞記事で、45 パーセントの自治体が継続介護に苦慮しているとありました。

大変だと思っています。やはり、マンパワーがとにかく必要です。しかし、介護に従事

している人たちの給与は非常に低いです。また、非常に重労働です。加えて、専門的な

知識を持っていないとできません。今年、民生委員が交代になりましたが、民生委員が

地域でどれくらいのことができるのか考えたとき、地域密着型で民生委員が携われたら

よいのですが、専門的な知識をどのようにつけていただくのでしょうか。 

また、伊賀市には 38 の自治協があります。自治協にも、これから福祉について取り

組んでいかなければいかないというところも少しずつ出てきています。地域の皆さんが、

将来的にしっかりと取り組まなければならないと言われています。 

毎回、この会議で現状について教えていただきますが、状況を知るたびにどんどん心

配になってきます。これからもっと大変な状況も出てくると思います。 



いわゆる住民任せ、企業頼みにするより、行政として、介護施設をつくるようどのよ

うに見通しを立てるのか、どこへどのような施設をつくるか、次の段階でどのようにす

るのか、聞かせてほしいです。市が施策を明示して取り組むことによって、介護保険料

も生きたものになるのではないかと思います。その意味でも、しっかりとした計画を出

してほしいです。 

行政の会議に出席して感じるのですが、行政の縦割りのため、担当課の隣の課は何も

考えません。横のつながりを持ちながら、連携しながら勧めてほしいです。 

私は自治協を背負っていますので、何とかして、地域の介護ができればと思っていま

す。市としても方向性を出していただきたいです。払った介護保険料が生きる形にして

いただきたいと思います。 

 

委員長 

マンパワーが必要ですが、専門性が高いために難しいというご意見、また、自治協が

地域づくりをしているというお話、施設のことも含めて反映させてほしいというご意見

でした。 

施設に関しても、特別養護老人ホームが平成 30年４月から 80床増えるため、待機者

はかなり解消されます。今後の認定者数がしばらく横ばいという推計もありますので、

第７期計画では特別養護老人ホームの整備は行わないという方向でよいのか、それとも

整備が必要なのか、そのあたりもご意見いただきたいと思います。 

 

委員 

私も認知症の家族の会に携わって、集いの場でいろいろな方と話をしています。その

中で、施設はあるが閉じているところが結構あるという話を聞きます。 

新しい施設をつくっても、人がいないために新しいところへ流れていってしまい、既

存の施設が稼働せずそのままになるということだったら、それはどういうことなのでし

ょうか。 

 

委員長 

その施設は小規模多機能といったグループホームでしょうか。施設が閉じていたり、

部分的に閉じていたりするのであれば、充足ではなくなります。 

 

事務局 

施設の本入所では閉じていることはないと聞いています。ショートステイなどは、職

員がいないというのは事実です、介護職員がいないため、ショートステイなどを閉じて

本入所に回っていることは聞いています。 

本入所では、定員で運営しているので、伊賀市の狭い地域の中で、新しい施設ができ



て、そちらに職員を配置するということになると、従来の施設から異動する人もいるこ

とは確かです。そこは、介護の担い手についての問題になると思います。 

 

委員 

特別養護老人ホームの職員は労働条件が非常に悪くなっています。給与も非常に低い

です。 

やはり、マンパワーが不足しています。専門的な知識を持った職員に面倒を見ていた

だきたいと、誰しもが思います。そのあたりも改善するよう検討していただきたいです。 

先程、自治協の中でもそういった方向を打ち出しているところがあるという話をしま

したが、ネックは専門的な知識です。いろいろな計画を立てても、専門的な知識がなか

ったらできません。中途半端に して迷惑をかけてはいけません。やるからには最後ま

で面倒をみるようにしなければなりません。自治協が大きな役割を果たしていく時代だ

と言われますが、なかなかやりきれないのが現実です。その意味でも、マンパワー、い

わゆる雇用、労働条件、待遇改善をきっちりと考えていただきたいです。 

 

委員 

施設の運営に携わる者として、非常に耳が痛い話です。 

全国的にみても、介護福祉、介護職員は基本的に増加の傾向にあるはずです。ただ、

高齢者の増加に追いつかないのが現状です。 

伊賀市においては入所施設は他市に比べて多くなっています。逆に言うと、大変充実

している市だというのが私どもの印象です。その中で、グループホームだと専門性が求

められます。現場の職員としても、非常にやりがいのある施設になっています。ただ、

小規模多機能については、非常に高度な能力を求められます。今までは、入所なら入所

系を担当すればよい、在宅ならデイサービスを担当すればよかったのが、小規模多機能

ができたことによって、ヘルパーもデイサービスもショートステイも、ありとあらゆる

ことを１人の職員が担当しなければならないということが示されました。ある意味、新

たな介護施設の職員のあり方を示す施設でした。 

ですが、ありとあらゆることができる職員を早々に簡単に育成できないという悩みも

あります。ユニットケアにおいても、非常に技術、能力が高い職員が求められるように

なっています。１人から２人の職員で 10 人をみることになるのですが、今までは広く

浅く支援していたのが、狭く、深く理解して支援しなければなりません。それが採用１

年目から２年目の人にすぐできるかというと、なかなかできません。尊厳を大事にしよ

うということが今言われていますが、職員がすぐ習得できるかという悩みもあります。

そのため、そこに辿り着く前に疲弊してしまい、辞めてしまう職員がいるのが現状です。

その中で、介護職員は増えているはずなのに追いつかない。そこをカバーするために、

地域の力を使うということだと思います。ヘルパー、デイサービスの従事者、総合支援



事業の従事者の育成が追いつかない中で、前期高齢者の方が担うということを想像して

います。そのあたりについては、人口が減っていく中での悩みです。ましてや、私たち

の事業は、人が人に対して行う仕事で、そこをどうカバーするか、事業所で働いている

身としても、明確な答えは見つかりません。とにかく、自分たちとしては自分の事業所

を守らなければならず、それに必死になってしまうのが現状です。どうすれば職員を採

用できるのか、どうしたら地域の人につながるのか、自分の事業所をどのように守って

いくか、ということになるのが現状です。そこから脱却するためには、人口が増えるこ

と、ロボット化などを見据えて、伊賀市がどのように今後進めていくかを考えていかな

ければならないと思います。 

関連して、総合事業のヘルパーについて、緩和と現行という事業に分かれているもの

があります。伊賀市としては緩和を進めるということで、緩和での受け入れ、ヘルパー

の派遣を進めています。そこに現行の考え方がどのように関わるのかが非常に気になり

ます。伊賀市としても揺れているところがあると感じます。緩和で出費を抑えたいが、

実際に担い手となる人を確保できない辛さもあって苦労されているのが見え隠れして

いるように思います。 

 

委員長 

施設に関してはショートステイの職員が充足していないために閉じている部分があ

るということです。新しい施設をつくるよりも、その充足が重要ではないかという意見

がありました。また、そのためには、職員の労働条件、給与の改善が必要だという意見

もありました。 

皆さんにお伺いしたいのですが、第７期計画で特別養護老人ホームの新規整備を行わ

ず、既存の施設のショートステイが閉じているという課題を解決するという方向性でよ

いでしょうか。 

 

委員 

マンパワーの話が出ていますが、新しい施設をつくった場合、人の取り合いになって

しまいます。今ある施設が充足できる状態にしていかないと、新しい事業者が人を取っ

ていくことにならざるをえない状況になります。 

利用者が上限いっぱいであれば別ですが、既存の施設を整備して、ショートステイも

使えるようにする必要があると思います。 

地域密着型について、データの中で希望が多いとすれば、私たちはどうするのかとい

うことを出さないといけません。 

小規模多機能は本当に大変です。ひとり暮らしの人を預かったら、その人の人生を預

かることになります。それも踏まえて、本当に必要ならば、それができる状況づくりを

していかない限り、結局は絵に描いた餅になります。特に、定期巡回型は誰も手を挙げ



ないと思います。もしやるのであれば、都市部の山の上だけにするのか、それもきっち

りと考えていかないと、結果的に何も整備できません。必要であれば徹底してやること

です。 

 

委員長 

施設に関しては、第７期で新しい施設をつくるより、現在ある施設の充実を図ること、

それには皆さんのお知恵や、行政の力を借りないといけません。非常に大きな課題だと

思います。 

ショートステイを閉じている現状を考えると、むしろショートステイをきちんと開け

るようにし、そこで介護者が安心してレスパイトできる休暇がとれるようなショートス

テイの充実が大事かと思います。 

ここで第７期の特別養護老人ホームを新設するのではなく、既存の施設を充実させる

という方向性でよいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

委員 

サービスの見込み料として事業所が並んでいます。このほとんどが社会福祉法人、一

般の企業であり、ほぼ全部事業所が担っています。伸び率をみても、ほとんどが 100パ

ーセントを超えており、供給量が増えるということになります。事業所が事業を行うわ

けですから、人の採用は事業所がしなくてはなりませんが、計画の中で伸び率が資料の

とおりであれば、人の確保、人的な計画が行政としても必要になると思います。 

日頃からいろいろなところでお話する機会がありますが、いつも人の話は避けて通る

ことができません。施設同士の寄り合いがあっても、まず人がどうかという話が出ます。

供給量を増やそうとすれば、もちろん事業所は人の採用、育成の努力をしなければなり

ません。しかし、行政と協力していかないと、施策と事業のあり方がマッチしなくなり

ます。 

特別養護老人ホームでも、介護報酬は３対１です。グループホームは３対１ですが、

少し厳しくなっています。介護報酬はそれに則った形で算定されていますが、３対１で

は事業はとても成り立ちません。７対１という形で人を採用していくのに、そこについ

ては持ち出しでやっています。私のところは、３ユニットありますが、夜勤の確保、人

員の確保がなかなかできません。１ユニットに１人ずつ毎日夜勤を置くことになります。

そうすると、運営していけないくらいの人件費がかかります。 

先程から専門性が必要だという話がありますが、グループホームは、まさに専門性が

必要なところです。事業者も利用者のご家族も、パート職員より正規職員、常勤職員を

入れたほうが安心だと思います。しかし、常勤職員を入れようと思うと、とてもやって



いけないことになります。 

いろいろ話しましたが、県では人材確保の施策等が若干あります。国との連携の中で

やっていくことですが、地域密着型の供給拡大を考えているのであれば、そこは事業者

と連携して、人材の育成・確保の施策も同時に行ってほしいです。供給量のところで、

事業所が必要ということは、人が必要だということです。そこも具体的に落とし込んで

考えてほしいです。 

 

委員 

先程の続きになりますが、これは介護保険の計画です。資料の中の「共生」に関して、

共生が１つの打開策になるということを国が言っているのであれば、伊賀市として考え

ていることがあるのでしょうか。 

 

委員長 

地域密着型を考えるには、大変専門性の高い職員の配置が必要です。そのためにはス

キル、能力の育成に長期間かかることや、燃え尽きてしまって辞めてしまうという課題

があります。110 パーセント前後の供給量と資料にはありましたが、その見込みがある

のであれば、マンパワーの確保もさることながら、人材育成という点においても、行政

と一緒に考えていかなければならないというご意見だったと思います。 

総合事業の緩和型従事者の育成、前期高齢者をより健康に、後期高齢者もより健康に

していくこと、前期高齢者がサービスの担い手になるということ、自治協の方々の力を

借りることになるというご意見がありました。 

最後に、共生のご質問に対して事務局からお願いします。 

 

事務局 

国、県頼みではないかというご指摘について、真摯に取り組まなければならないと思

っています。元々が国の政策の中で動いているものですが、いろいろな問題があります。

人材育成についても、共生についても、特効薬はありません。細かい、目に見えない部

分で１つ１つ築き上げて、全体を少しでも浮上させていく形でいくしかないと考えてい

ます。 

国が示している地域共生社会の実現について、これをすれば自治協も含めて全体が福

祉のみならず、地域全体がよくなるということは思いつきません。私たちとしても、先

進事例をみたり、自分たちで地域福祉のことについて取り組んだりしながら、地道に取

り組んでいくしかないと思います。 

 

委員 

今日の話を聞いていると、すべて地域の考えばかりで、行政としてどのようにしてい



くか、主体性が見えてきません。お金のことだけ話して、あとは何もありません。 

共生、地域力の強化などありますが、昨年度から言われていることです。行政として

どのように考えているのかが一言もありません。この検討委員会では、もっと詳細にで

きるはずです。 

昨年度から言われているのに、伊賀市としてどのように取り組んでいるかという話が

ありません。名張市では市として実施するものを言われますが、伊賀市では１つも出て

きません。このあたりはどうなっているのでしょうか。私たちが知恵を絞っているのに、

行政からは何も出てきません。地域共生社会についても、誰が誰に対して言っているの

かの説明もありません。全国一斉に進めなくてはならないのに、行政は何もしていない

のは矛盾していると思います。もう少し積極的に取り組んでいただきたいです。 

今日の資料も、昨年度出ていた資料ばかりです。もっと早く取り組まなければならな

いと言っても、返事は返ってきません。もう少し前向きに取り組んでいただきたいです。 

 

委員長 

前向きにということで、今日も様々なご意見をいただいたので、意見に基づいて次回

は提案をいただく計画については、今のご意見を踏まえて作成するようお願いします。 

これで終了します。 

 

 

（閉 会） 

 


