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平成２９年度第３回伊賀市地域福祉計画推進委員会 議事概要 

日時：201８(平成３０)年３月１９日(月)１９：３０～２１：０５ 

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、麻田委員、小西委員、岸田委員、清水委員、 

高橋委員、藤田委員、福澤委員、藤岡委員、松井委員、松田委員、宮谷委員 

欠席者：奥田委員、小竹委員、岡田委員、長谷委員 

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、植田主査、

奥沢主査、高橋主査 

社会福祉協議会：田邊地域福祉部長 

上野総合市民病院：諦乗事務部長兼病院総務課長 

傍聴者：２人 

 

進 行：医療福祉政策課長 

 

議 事 

１ あいさつ 

部 長：少し寒くなって来た気もするが、本年度 3回目の推進委員会ということで 

地域福祉計画の進行管理および評価、また、上野総合市民病院の改革プランと進捗状況

を報告事項として挙げさせていただく。 

２ 協議事項 

（１）計画の進行管理及び評価について【資料 1】 

委員長：計画の進行管理および評価について、進行管理の様式に一部変更があるので、

事務局から説明を求める。 

事務局：資料の変更箇所を説明  

委員長：一番左から「3 つの戦略」そしてそれぞれの戦略に対して「目標」、それから

「活動内容」「実績」「課題」と右側に進んでいっている。それぞれ「KPI」「活

動指標」「成果指標」「計画該当箇所」というように説明があるので、ご意見承り

たい。29年度の進行管理および評価について、事務局より説明を求める。 

事務局：一番左の所で「自助・互助・共助のしくみづくり」とあるが、地域の力を高め

る施策、専門機関の力を高める施策、それらを結ぶパイプ機能のある福祉総合相

談体制、大きく 3 つに分けて構成しているが、パートを分けて説明し、質疑応

答ということで進めたいが構わないか。 

委員長： 1ページ目から 2ページ目、3ページ目、4ページ目の途中までが「自助・

互助・共助のしくみづくり」の項目、4ページ途中から「保健・医療・福祉分野

の連携」、5 ページ目に「福祉総合相談体制の強化」の項目。3 つのパートを分

けて進めることにする。 
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事務局：1ページから 4ページの上段まで【戦略】「人づくり・地域づくり」の 7つの

項目について記載。このパートは、伊賀市社協から説明をする。 

事務局（社協）：「地域福祉活動の場と地域支援を行う人の充実」については、平成 30

年度末までに全地域に地域福祉ネットワーク会議を住民自治協議会内で設立を

お願いしているが、圏域課を設置して地域福祉コーディネーターを配置して支援

活動を行っている。12月末の段階で、市内 39自治協議会中 28地区の地域福

祉ネットワーク会議が設置、年明けに 2 地区設置され現在は 30 箇所。地域福

祉ネットワーク会議の情報交換を行っていく場を置くため、地域福祉ネットワー

ク会議連絡会を設立する準備を行っている。そのため、11月段階でネットワー

ク会議が設置されている 26自治協を対象に、地域福祉ネットワーク会議の取組

みや課題それと連携を行っていく際に希望することをアンケート調査を取り、

26地区全部から回答をいただいた。今後このネットワーク会議連絡会は、新た

に設立された所にも声掛けをして情報交換を進めていきたい。 

「地域課題の解決に向けた地域の取組支援」は啓発の取組で、市民福祉大学講

座で、見守り支援員の養成を中心に行っている。日本地域福祉研究所の大橋先生

にご講演をしていただいたり、板井委員長のほうにも住民の支え活動の啓発の取

組みを紹介してもらった。今回は住民参加型の取組みを積極的に行っており、そ

の取組み映像を紹介したが、引き続き進めていきたい。映像を積極的に撮って、

現場で観ていただく、あるいは他の地域でこんな活動していると紹介していける

形で進めている。 

引き続き、住民参加型の生活支援サービスの取り組みは、生活のしづらさを地

域の支え合いによって解決をして行く組織を全市的に検討してきたが、全市的な

組織化をするよりも、それぞれの地域の特色を活かした組織化のほうが良いので

はないかということで、30 年度に全市的な組織化を行う予定だったが、各地域

において、そういったものの設立を進めて、実際に 20地区弱に住民参加型の生

活支援を行っている組織がある。他の地区でも促進し、コーディネーターがサポ

ートしていく方向性で支援活動を行っている。今年度方向転換をすることを報告

させていただく。 

次に、「地域づくりに繋がる人づくり」は「福祉教育的な取組み」で、学校だ

けに留まらず地域の取組みとして、あらゆる世代の方々が福祉的な視点、お互い

支え合う共生社会に向けた意識を高めていくプログラムで検討を行っている。ツ

ールづくり、福祉教育プログラムの検討や、学校現場における活用をモデル的に

行っており、次年度以降は更に進めていく。 

続いて、地域づくりに繋がる地域づくりであるコミュニティビジネスの部分で

は、地域資源を活かしながら、課題解決のために福祉資源を入れていこうという

取組みで、29年度については、『赤い羽根福祉基金』で栗の植樹や加工の機械の
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導入等を進めた。また栗ということをきっかけとして、福祉的な関わり方、就労

支援も視野に置き取組みを進めている。こういった取組みや産業的・農業的なも

のとの連携や、加工業的な 1次、2次、3次の産業というものを含めた形に、福

祉的な要素を盛り込んだ形で、若年層への就労の機会や障がいのある方の支援と

いう取組みを進めていきたい。 

続いて、地域福祉活動を支える仕組みづくりは主に社会福祉法人が集まってい

る連絡会として進めている。月 1 回連絡会やセミナーを開催している。最近は、

災害等で福祉法人等が福祉避難所開設において、どうしたら良いのかという事で、

運営に係る検討を他所の先進事例等も見ながら検討を進めている。引き続き「地

域支援活動を支える仕組みづくり」だが、活動を進めていくには財源は欠かせな

い課題。合併以来社会福祉協議会の会費という仕組みを続けていたのが現状だが、

合併前の 6 つの市町村社協で仕組みが異なっていることが継続している。H29

年度は社会福祉協議会の基盤強化を整えるため、第 2次の基盤強化計画を策定し

会費の在り方見直しを進めている。平成 31年度に新たな形に変更するため、地

域の方々との協議を進めて、会費や使い途の見直しを現在進めている。お金を頂

戴することについては、地域への丁寧な説明ということが必要で、来年度は地域

への説明を行っていく。それから財源確保に向けて検討も同時に進めていく。以

上、社会福祉協議会からの報告とする。 

委員長：3つの戦略のひとつめ「自助・互助・共助の仕組みづくり」について、7つの

戦略の例に対する進捗を説明した。委員から質問を承りたい。 

委 員：2 ページの地域づくりで、成果指標欄①、②が 0 件という成果指標になって

いるが、何か事情があるのか。 

事務局（社協）：住民参加型生活支援サービス連絡会については現在開催をしていない。

全市的な取り組みを優先して行っている関係で、29年度はまだ働きかけは行な

っていない段階で 0 団体、0 件となっている。次年度以降は組織化に向けての

取り組みを進めていく。 

委 員：住民参加型生活支援サービス連絡会は、地域の住民が参加できて支援をしても

らえる連絡会を立ち上げていくことになるのか？  

委員長：委員から示された質問は、住民参加型生活支援サービス連絡会の内容だが、事

務局説明を。 

事務局（社協）：住民参加型生活支援サービスというのは、生活のしづらさ、例えばゴ

ミ出しや買い物、蛍光灯の交換や草の草刈の手伝い等介護保険とかでは対象とな

らない支援を行う団体等の連絡会。一般の市民というよりは、取組みを行ってい

る組織等が情報交換を行って、活性化できる取組みを行っていくもの。 

委 員：何故数字がゼロになるのか？ 

委員長：ゼロになっている理由は先ほど説明した。追加でこの住民参加型生活支援サー
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ビスの内容についてのご質問でどうか？ 

委 員：桐ヶ丘に住んでいて、小さな電球の交換とかそういうのを NPO法人で実際に

やった経験があるので、この活動を他の地域でもやって欲しい。ちょっとした荷

物を動かしたり、草を少しだけ引いたりという助け合い活動をしているが、住民

に広く知ってもらえてない。もっと市民に知っていただくことをやりたいとい思

っているので、支援をいただきたい。 

委員長：そのような団体が市内にどれ位あるかは、2 ページの「活動内容・推進方法」

の活動指標の①②にある住民参加型生活支援サービス把握団体数。現在 18団体

が桐ヶ丘の NPO 法人のような活動している。3次計画は、この 18団体を増や

していきたいということ、また、活動団体の連絡会を立ち上げる計画を立ててい

る。現在、準備会を立ち上げるところまで来ている。 

事務局（社協）：組織化に向けての取組みは少し進捗が遅れている。今後取り組んでい

る所、やってみたいが中々という所に、こういう取組みがあること多くの所に知

っていただいて、「じゃあ、やってみよう」という部分に働きかけしていく。 

委員長：私から補足を。住民参加型生活支援サービス連絡会の参加団体数の成果指標が、

実績で挙げられているが、現状とマッチしてないということになるのか？この年

度で連絡会を立ち上げたかったが諸事情で至らなかったので、次年度以降、連絡

会を立ち上げる予定でよいか？ 

あと質問だが、3ページの上段の所で「人づくりに繋がる地域づくり」で、い

がぐりプロジェクトの進捗については理解した。活動内容の 2つめの介護予防サ

ロンの活動支援事業の移行は実施数が 9箇所挙げているが、目標数はあったか？  

事務局：無かったかもしれない。 

委員長：伊賀市内の全サロンが対象ではなく、目標数がある程度あってそれに対して移

行を促すということか？ 

事務局（社協）：週 1回以上開催する、介護保険の地域生活支援を得られるのが介護予

防サロン。市内に 200ヶ所を越えるサロンが現時点で存在してるが、週 1回以

上行っている所が今 9 ヶ所あるのが現状。この取組みが拡がっていくことを進

めていきたい。 

また、生活支援コーディネーターの要素も地域支援コーディネーターは持って

いるので、その部分において移行を促進したいが、週 1回以上だとスタッフの問

題や体制づくりで進捗がなかなか難しい。介護予防サロンの取組み易いような工

夫や意見をいただき、この取組みが市内各地に広がっていけるようにしたい。 

委員長：その辺りが課題の②のところで、200箇所に紹介をしたが、週 1回の開催は

難しく躊躇している。現状は市内にあてはまるサロン活動が 9 ヶ所あり、それ

はもう既に移管された。それでは 2つ目の戦略の方の説明を。 

事務局：「保健・医療・福祉分野の連携」、地域包括ケアシステムは、医師会、歯科医師
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会、薬剤師会、市内の病院、また訪問看護事業所など関係分野で構成する保健・

医療・福祉分野の連携検討会を平成 24年度から立ち上げており、平成 28年度

からは具体的な在宅生活をサポートする事業。現在お薬手帳を活用した在宅患者

の薬の管理の仕組み作りを進めている。内容は、お薬手帳の 1 冊化という取組

みを昨年度から進めてきて、1冊化したお薬手帳に色んな情報を書き込んで患者

と専門職のコミュニケーションツール、また、患者の家族と専門職のコミュニケ

ーションツールとなる取組みを進めてきた。本年度は伊賀市のオリジナルのお薬

手帳カバーを作成し、介護サービスや障がい福祉サービスを利用している方々に、

ケアマネなどを通じてお薬手帳のカバーを配布した。 

また、色んな情報の共有をするキッカケづくりで連携シールを専門職の方々に

配布し、例えばお薬が「いま呑めている」とか、「家に残っているよ」などの色

んな情報、または「家にお薬が残っているなら次回残っているお薬の情報を聞か

せて下さいね」という専門職から患者にお伝えした言葉をシールに書いて残して

行く取組みを進めている。来年度も引き続き取組みの経過を見極めながら、今後

さらに活性化させていくのか、または新たな事業を検討する必要があるのかを考

えていきたい。 

委員長：実際の手帳のカバーをご覧いただいた。本年度の進捗でお気付きの点等あるか。 

委 員：徐々に配布されているが全く見えて来ない。進捗状況はどうなっているのか。

進んでいるのは分かるがどういう形で進め、何を対象者に配布しているのか？  

事務局：お薬手帳カバーの配布は、介護保険サービスや障がい福祉サービスを受けてい

る約 6,300名程度に順次ケアマネ等を通じ配布。 

委 員：順次配っているので 6,300名全員にまだいっていない？  

事務局：はい。 

委員長： 6,300名を対象に配布を始めているが、配布時期は？ 

事務局：要介護認定の場合は月 1 回ケアマネがサービス受けている方と会うので、大

体ひと月もしくはふた月以内で配布と見込んでおり、要支援の場合は大体 3 ヶ

月に 1 回くらいの面談なので概ねそれくらい。また障がい福祉サービスの場合

は、約半年常に面談する機会はないので半年くらい。 

委員長：お薬手帳の進捗で聞いていることはないか。 

委 員：自分の周りで貰ったという人はいない。だから把握されてないのでは？ケアマ

ネとかに任して、実態を全然把握していないのでは？  

委員長：質問を一旦預かる。現在 6,300名を対象にケアマネにお願いをして、面談の

時等に配布だが、実際配ったのはいつか？ 

事務局：11月以降。 

委員長：1 ヶ月に 1 回、あるいは半年に 1 回と個別差がある。年度末に専門機関の力

を高める施策の進捗状況で、ケアマネにどれくらい渡せているか聞くのはどうか。 
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事務局：お薬手帳を活用してサポートなどの状況把握はしていくので、それと併せて配

布状況も確認する。 

副委員長：この間病院に行った時いただきました。実際使わせていただいた。 

委員長：実際にお使い頂いている方もいらっしゃる。 

委 員：チラシは申し上げたら頂けるのか？民生委員が 300人居る。今度総会がある

が配布するのに頂けるのか？  

事務局：広く皆さん方にお伝えを、特にサポートしていただいている方には情報として

お伝えしていきたい。3月下旬の民生委員の総会でお渡しできるようにしたい。 

委員長：良い取り組みなので、より周知を図れないかというところ。6,300 名に加え

て民生委員に今年度の取り組みとしてご周知・ご協力をいただきたい。我々委員

もお薬手帳は 1 冊にしていこうというところでお願いしたい。それでは 3 つ目

の戦略、福祉総合相談体制の強化について事務局説明を求める。 

事務局：福祉総合相談体制で、地域包括支援センターを全国に先駆け分野を問わない福

祉相談を受ける第 1 窓口として設置。それと併せ、複雑化しているそれぞれ世

帯の課題というのを相談として受け止められるよう福祉相談調整課を設け、複合

的な相談に対する調整機能を強化した。指標ということで、包括支援センターで

受けた相談件数、福祉相談調整課で調整した件数がそれぞれ 4,857 件 19 件。  

    また、相談の中から見えて来た地域全体の課題、個別の課題から見えて来た地

域課題、平成 28 年度下半期分と平成 29 年度上半期分で、合計 8 件の課題が

挙げられた。1つ目の項目として、福祉避難所での対応、大きな台風等の大きな

災害で、なかなか実際に機能し難い部分が、課題として見えて来た。社会福祉法

人連絡会の協力も得て、福祉避難所の初動の検討会を立ち上げ、現在第 1 回目

の会合を開いた。来年度の6月くらいまでに初動マニュアルを纏めていきたい。

2 つ目は、社会福祉法が大きく改正され、8050 の案件で 50 の部分をフォロ

ーできる体制を取るのに、啓発等を庁内外で進めていくため、事例検討会を庁内

外で専門職を集めて開催していき、そこで啓発を進めていく。3つ目に孤立死を

行政・社協の役割分担をすることで課題整理を行う検討の場を来年度作るのに意

見をまとめているところ。来年度実績として報告できるようにしたい。全体とし

て福祉政策調整会議の実績、今年度 8件の検討をさせていただいている。 

委員長：地域と専門機関を結ぶパイプ機能の報告だったが、お気付きの点や質問等あれ

ば承りたい。 

委 員：地域包括支援センターの集計表の相談種別欄の「こども」と「ひとり親」とい

う欄が、全て０件になっているが、相談が 1件も無かったのか？ 

事務局：地域包括支援センターで受けた件数なので、ひとり親・こどもの相談は「こど

も未来課」で重点的に相談支援を行っているので直接そちらに相談に行っている

のではないか。包括支援センターで受けた件数は０件でまとめている。 
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委 員：「どこに相談に行ったら良いか？」ということが市民には中々分かり辛い、例

えば「こども未来課で子どもの相談」という事が分かり辛いのではないか。もう

ひとつは 4 月に行政の組織が変わり、福祉相談調整課が無くなり相談支援室と

障害者相談支援センターに分かれるが、祉相談調整課が担ってきた役割を新しく

できる課で、どのように位置付けるのか。 

委員長： 2 つのうち後半部分の機構改革については後で説明予定しているので、そこ

で確認をする。1点目こどもやひとり親の相談をどこに相談したら良いのか分か

り難いのではないかという意見だが、今回は地域包括支援センターでもこういう

相談を受けますということで実績がなかったのは、市民がこの相談はどこに相談

したら良いのかをご理解いただいているという見方もできる。つまり包括には相

談に行かずに然るべき相談窓口に行っているということ。包括は幅広い受け皿・

相談窓口を持とうということだが、この表だけでは見え難いこともある。委員か

ら貴重な意見があったので、例えばこども・ひとり親はゼ０件だが、他の窓口で

はこれだけの件数を受けています、というような記載があったほうが、逆に分か

り易いかもしれない。あと、本人の電話の件数が非常に多い。包括に相談いただ

く方には大事なホットラインというところだと思うので、地域包括の電話番号と

いうところは大きい。これについては 3 次計画策定、2 次計画以前から、ご意

見があったが、地域包括支援センターの電話番号が高齢者に分かり易いかたちで

周知するのが継続して課題になってくる。 

それと 1 点説明が不足していたが、いずれの項目も KPI という名前がついた

所の地域予防対応力や生活満足度というところは、※印がついていて数字が入っ

ていない。これは年度末で数字が入る。次年度 1回目の委員会で報告する。それ

も含め進行管理及び評価は、この内容でご承認をいただいてもかまわないか？そ

れでは平成 29年度進捗、進行管理の評価についてご承認をいただいた。KPIを

含めた最終の数字は次年度 1 回目に周知したい。それでは報告事項 1 つ目、第

2次伊賀市立上野総合市民病院改革プランの進捗について、事務局説明を求める。 

３ 報告事項 

（１）第２次伊賀市立上野総合市民病院改革プランの進捗について【資料 2】 

事務局：推進委員会では上野総合市民病院の改革プランの概要、それと推進の状況を地

域包括ケアシステムの推進の視点でご意見いただきたい。第 2 次伊賀市立上野

総合市民病院の改革プランは、平成 29年度から 32年度までの 4年間の計画。

この内容について毎年度進捗状況について推進委員会に報告したい。上野総合市

民病院から報告する。 

事務局（市民病院）：平成 30年の 4月に医療介護の一体改革で、医療も介護も一緒に

なってきている。進捗状況より先に病院の取組みとして、在宅で主治医を作り、

そこから入院機能を果たしていく第 2 次救急・急性期病院としての役割で進め
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ている。また、患者の声を聞き、患者に添った医療を行って行くのがひとつの柱。  

医療改革のプランニングは、基準内繰入金と基準外繰入金があるが、平成 26

年度には基準外繰入金が 847,451,430 円まで到達したので、この基準外繰入

金をなくしながら純損益を黒字に持って行こうとするのが第 2 次伊賀市立上野

総合市民病院改革プラン。純損益が平成 29年度から黒字になっていく計画。  

話が変わるが、医療介護の流れでホスピタル広報を出した。今までは窓口で退

院を伝え、その際に必要なものをお買い下さいと伝えてきたが、今後は入退院支

援室を作り安心して入院していただくシステムを作る予定。また、急性期病院と

療養の機能を持っていたが、療養型が介護に入っていくということで、地域ケア

病棟を開設する。誰でも 60日入院できることと、あとレスパイト機能、急性期

と地域を連携するという意味で地域包括ケア病棟を設置が進められたので、4月

から療養型を廃止し地域包括ケア病棟と考えている。 

入院医療費に関しては、来年度から DPC 方式に変更する。分からない場合は

病院で説明する。 

最後に、病院の壁に、地域住民参加型病院というふうに掲げており、お気付き

の点があれば書いてもらい、解答を 1 ヶ月 1 回して、職員全部それを見て改善

していくことになっている。満足度も上がってきたので、対応の拙さもあるが、

患者の満足度を上げながら、病院運営を円滑にしていきたい。患者や家族の声を

集めて運営していきたい。 

委員長：ご質問・ご意見等承りたい。 

委 員：人口減になり、医療の需要が減少するのは目に見えているが、人口減少の時代

を迎えた時の病院の在り方の会議をやっている。そこに上野総合市民病院の開設

者の市長に出てきてもらいたい。 

委員長：意見として承わる。他にないか。 

委 員： 4 月から療養型が廃止になり包括ケア病棟に変わるが、市内には療養型病床

は市民病院にしかないので、お願いしていた実績もあるので不安に思う。あと地

域包括ケア病棟というのは結局 2 ヶ月以内に自宅かどこかに退院させないとい

けないが、重症の患者は入り難くなるとか不安があるがどうか？ 

事務局（市民病院）：地域包括ケア病棟は 40 床と考えており、入り難くなったと言わ

れたが説明不足があった。地域連携室を窓口としており、相談してもらう。掛か

り付け医の開業医へはレスパイト入院の書類を配布するので、活用していただき

たい。もう一つ 60 日以内は点数上の問題で、「60 日だから出ろ」という訳じ

ゃなくて、ある程度は致し方ない。詳細は地域連携室等まで。地域の患者に添っ

て市民病院は進めていきたい。 

委員長：市民も気になるところなので、周知を積極的にお願いしたい。 

委 員：掛かり付け医の紹介によるレスパイト入院の相談に乗ってもらえるが、精神科
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は周辺症状があれば入院対象となるケースも多いが、自覚症状のみであれば精神

科の入院対象でないことも多く、ショートステイ先も見つからない中で相談を受

けたこともある。レスパイト入院で上野総合市民病院に受けてもらえると有り難

い。あと精神科の認知症の方はどの程度対応してもらえるのか？  

事務局（市民病院）：精神疾患の患者が病棟にも多くなり、精神科病院と連携を結ばな

いとやっていけなくなって来ている。認知度がどれくらいということだが、夜間

に徘徊したり暴れたりした人には要請するところから始まり、後は 1 ヶ月に 2

回上野病院の先生に診ていただき医療的な判断を行なう。認知という患者さんを

すぐに手離すという事はないので、相談して援助をいただいて進めていきたい。 

委員長：その他何かないか？  

委 員：一般市民が一番危惧するのは医師数はそれで充分なのか、あるいは看護師の数

は充分なのか、入院患者、あるいは外来患者の数に対して。よく言われるのは、

教員とか医師は残業が多いと言われている。医師数、あるいは看護師数は問題な

いのか？ 

事務局（市民病院）：医師数・看護師数は、厚労省での基準は全てクリアしている。ご

心配いただいている看護師の時間外やドクターの疲労度は、1 ヶ月に 1 回時間

外調査というのをやっており、一番多いドクターで大体 60時間、看護師は 40

時間までで進めている。40 時間までに抑えようとは考えているが、60 時間で

20時間くらい越えるが、対策を立てながら毎日進めている。もうひとつは、看

護師が足りているのかどうかだが、法的に言えば足りている。しかし看護師に関

しては、夜間体制を多く持っていきたいので、夜勤のできる看護師が、あと 20

名くらい必要。ドクターに関しては 3 人か 4 人くらい、伊賀市に住んで 15 分

くらいで走って来られる循環器のドクターが欲しいので、地元のドクターにも声

を掛けているが到達していない。しかし脳外科のドクターが 1 人来るので、脳

外科疾患のトリアージだけではあるが、2次トリアージ、2次救急で、患者にと

っても早く決められるように改善はしている。 

委員長：地域包括ケアシステムの視点から市民病院の進捗や医療福祉連携について注目

をしていきたい。資料の 2 の 5 ページの 8 に「住民の理解のための取り組み」

が挙げてあり、社協の広報誌や 28年度から取り組んでいる市民公開講座や出前

講座等あるので、それぞれの地域のネットワーク会議やサロンでも連携が深まっ

て行くと良い。次年度も進捗があれば、推進委員会で報告をいただきたい。それ

では報告の方は以上で宜しいか？その他へ移りたい。事務局説明を求める。 

４ その他 

事務局： 1つめの協議事項でご意見をいただいたところは、「福祉相談調整課を地域包

括支援センターに統合し、相談支援室と障がい者相談支援センターを設置します」

となっている。現在、市の健康福祉部に地域包括支援センターと福祉相談調整課
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の 2 つの課があり、地域包括支援センターについては、分野を問わない福祉相

談、1次相談窓口という機能を果たしており、福祉相談調整課は、障がい者相談

支援センターに加え、複雑な相談のケースで色んな部署を集める等の調整を行っ

たり、高齢者や障がい者の虐待対応をしている。4月以降 2課を 1つにまとめ、

呼び名は馴染みが出来ているので地域包括支援センターの名前は残し、課題室と

して相談支援室と障がい者相談支援センターを位置付ける。相談支援室は、現在

の地域包括支援センターの役割で、障がい者相談支援センターでは機能を強化し、

4月以降対応をするため課題室として位置付ける。相談調整機能は業務として地

域包括支援センターの中に残す。機能としては同じだが、包括相談の中で調整が

必要になった場合、1つの課の中でより迅速に対応して組織の変更を考えた。 

委 員：今の南部サテライトは、この支援センターの下に位置付けられ、今までと同じ

ような対応をしてもらえるのか？ 

事務局：はい。 

委 員：新しい障がい者相談支援センターは、障害者差別解消推進法ができて、障がい

者相談の窓口を充実するためか？ 

事務局：障害者差別解消推進法ができ、その対応もある。また国から障がい者の基幹相

談支援センターの設置の指導がある。障がい者の基幹相談支援センターは、伊賀

市の障がい福祉サービスを実施している事業所からの相談を受け付けたり、専門

的な指導や助言をする。また、相談支援事業者の人材育成という課題について解

決して行くための機能を持つことも言われている。呼び名は障がい者相談支援セ

ンターだが、障がい者の基幹相談支援センターの機能を 4月から持つ。 

委員長： 4月からの組織変更は 4つ変更されるが、機能はそのままということで強化

をしつつ、地域包括支援センターで一括していくことで、3次の計画でも大きく

出していた地域包括支援センターに任意サポートを中心にというのがより明確

になった。市民から質問の際は説明をいただけるとありがたい。繰り返しになる

が、機能はそのままなのでご安心をいただくように説明いただきたい。それでは

もう 1点について。 

事務局：4月以降役職なり委員の交代がある場合については事務局までご一報を。 

委員長：委員からはよろしいか？無ければ以上で本日の協議を終わりたい。 

事務局：本日審議いただいた内容は、来年度に向けて説明する。今後の予定として次回

の推進委員会は 7 月頃の開催を予定。日程調整につきましては委員長様と相談

しなるべく連絡をする。これをもって第 3回の推進委員会を終了する。 


