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１．なわて高齢者プラン 2018（高齢者福祉計画）の策定と平成 29年度事業進捗状況報

告について 

 

日 時：平 30年 2月 28日（水） 

15時 10分～16時 20分 

場 所：四條畷市役所 本館３階 委員会室 

 

小寺議長 

 それでは「なわて高齢者プラン 2018（高齢者福祉計画）の策定と平成 29年度事業進捗

状況報告について」のご審議をしていただきます。限られた時間の中でのご審議になりま

すが、よろしくお願い致します。 

 事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 

まずは事前送付させて頂いています資料につきまして、確認をお願いします。 

１つ目が、「なわて高齢者プラン 2018（高齢者福祉計画）（案）」です。本日は「なわて

高齢者プラン 2018（高齢者福祉計画）」の策定にむけた最後の検討委員会とさせていただ

きたく、委員の皆さまにご意見を頂戴する形とさせていただきたいと思います。 

 続きまして「意見公募手続結果概要」です。 

 次の資料が「12月 18日の福祉計画検討委員会後の変更箇所一覧」です。 

 次に「なわて高齢者プラン 2015 に基づく平成 29 年度主要な事業進捗状況報告」高齢

福祉課、保健センター分の資料です。 

 資料はございますでしょうか。 

 

<資料説明> 

 

小寺議長 

 ありがとうございました。ただ今ご説明頂いた件について、委員の皆さまからご意見や

ご質問等はありませんでしょうか。 

 

山上委員 

 今「12 月 18 日福祉計画検討委員会後の変更箇所一覧」を説明していただきましたが、

副市長及び市長の指摘ということで、この委員会で出した内容をさらに充実させるため

にこういう修正が出たのだと思います。これは来年度４月以降の事業として作成されて

いると思うのですが、その間に四條畷市では高齢者がどんどん増えてきます。人口の４分

の１位が既に高齢者で 65 歳以上です。その中で各事業という言葉が出てきていますが、
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予算面、職員の定員数、仕事の中身などを考えて、４月以降どのようにされるのかわかり

ませんが、本当に実戦できるかどうかをお聞きしたいです。 

 

事務局 

 事業について、実際この計画に基づいてできるかどうかということですが、進めていか

なければならないという気持ちでこの計画案を作成いたしました。特にこの「なわて高齢

者プラン 2018（高齢者福祉計画）」につきましては、絵に画いた餅にするだけではなく、

37 ページ以降の具体的な事業につきましては、高齢福祉課の事業を担当する担当者が今

の仕事を見つめ直すという意味も含めまして、それぞれが文章を書いてまとめておりま

す。 

委員が言われるように予算、人員ということもありますので、完璧にできるかはわかり

ませんが、それぞれがやらなければならないという意識を高齢福祉課の職員皆が持ちな

がら、新たにこの３ヵ年計画に向けて、計画を策定した際には進めていきたいと考えてい

ます。 

 

山上委員 

 進捗状況のところで、「目標の 100％に対して今年度は何％で、来年度は何％を目指す」

など、毎年成果を示していく必要があるのではないですか。それによって予算、職員の定

員数など見直さなければいけないことも出てきますので、明確に市長に伺っていく必要

があるのではないかと思います。その辺りについてはどうですか。 

 

事務局 

 市長も本計画案の作成に対して目標設定という意識が強かったものと思われます。そ

ういった形で「今後の取り組み」から「今後の取り組み目標」という形に変えさせていた

だきました。今年度から平成 32年度の数字を挙げている枠につきましては、目標のほう

に移動しました。  

８ページの「５ 計画策定の進行管理と策定後の点検体制」につきましては、「四條畷

市福祉計画検討委員会」の議事録をホームページに掲載するという形になっています。こ

の計画に基づいて、今後委員の皆さまから叱咤激励をいただくということで、より一層進

捗管理しやすいように、また市民も確認しやすいように、ということを念頭にこの計画案

を作成しました。年２回「四條畷市福祉計画検討委員会」がありますが、この中でご審議

の程よろしくお願いいたします。 

 

 

高尾委員 

 46 ページの「２ 日常生活を支援する体制の整備・強化」「（１）介護保険制度以外の
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高齢者福祉サービスの充実」「①外出支援移送サービス事業」で「これまでの取り組み内

容」が報告されています。 

前回の委員会で副委員長より、事業所の方たちが送迎に手をとられて自分の仕事が出

来ずに大変圧力を受けているので、早急にボランティアを集めていただきたいという依

頼がありました。事務局からは広報で知らせているという回答がありました。そのやりと

りからすると、この「本事業は市内の事業者に委託して実施しています。」というのは破

綻しているのではないかと思われます。 

 

事務局 

 前回の四條畷市福祉計画検討委員会の中で、副委員長のほうからご指摘いただきまし

た、社会福祉協議会が実施している福祉移送サービスは、57 ページの「④福祉移送サー

ビス」を指しています。46ページの「①外出支援移送サービス事業」というのは、介護保

険サービスあるいは色々な事情で措置入所、別の病院に案内せざるを得ない方に対する

突発的なサービスで、介護保険外を補填する事業です。いわゆる訳あって移送するという

ことで予算を採っています。結果的に０件となっていますが、困っている方がおられるの

ではないかということで、今年度から平成 32年度にかけての目標として 2件から 5件へ

という数字を挙げさせていただいています。 

 57 ページの「④福祉移送サービス」ですが、こちらは社会福祉協議会が実施している

福祉移送サービスです。登録者数は増える傾向があるのですが、ボランティア数が平成 26

年度から平成 28 年度にかけて急激に減ってきています。平成 29 年度も８人ということ

で、これを少しでも増やしていかないと大変であるということで、目標数を 10人とさせ

ていただいています。 

 

高尾委員 

 わかりました。関連しますが、「無料」と記載されているのは利用者が無料ということ

ですか。ボランティアが無償ということですか。46ページに「無料」とありますが、前回

の四條畷市福祉計画検討委員会の中でも無料だというお話があったかと思います。 

 

事務局 

 前回の四條畷市福祉計画検討委員会でお話した福祉輸送サービスにつきましては、初

回登録料が 2,000 円です。タクシーの半額以下で移送しなければならないという決まり

がありますので、そういった形で割安の運営をさせていただいています。介助者の同乗が

条件であり、身分を明らかにして乗車する必要があります。 

46 ページの「①外出支援移送サービス事業」は高齢者の諸事情で、基本的には突発的

なケースを想定しています。例えば感染症の疑いがある場合、施設入所するまでにどうし

ても医療機関にかからなければ一次利用もできないというような可能性がある方などで
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す。そういった方に利用していただくサービスです。 

 

高尾委員 

 57ページの「④福祉移送サービス」について質問します。こちらの一部は対価が出て、

一部はボランティアという形ですか。 

 

事務局 

 社会福祉協議会が福祉事業として実施している「④福祉移送サービス」ですが、運転手

は無償ボランティアです。対価をなぜ取るのかということですが、車の維持費、燃料費が

必要となりますし、運輸局への登録費用等もかかりますので、一定の金額を徴収させてい

ただいています。 

 

高尾委員 

 ボランティアの方にも対価が出せるようにして、長く続けていただきたい仕組みでは

ないかと思っています。これは自治体とすれば全国のお手本になっているということで

すので、当然事務局もご存知であると思いますが、京都府京丹後市で「支えあい住民タク

シー」というものが開設されて数年になっており、双方から喜ばれております。今言われ

た事業所のような仕組みですが、住民がボランティアでやっています。運賃は半径が違う

ので一概には言えませんが、京丹後市はローカルです。四條畷市は小都市なので色々な交

通機関がありますが、京丹後市ではまず経営不振でバス路線が撤退しました。その後をタ

クシーが走っていましたが、やはり経営不振でタクシー会社も撤退しました。やむを得ず

住民と自治体で何とかしないといけないとなった時に、１人の電話の受付をする主婦と、

運転手を集めて始めた住民タクシーで、利用料は半額です。タクシーで通院に 3,000円く

らいを支払わないといけないところが、1,600円ほどの支払いになりました。利用者とす

れば、車が無いと家から１歩も出られない中で、「体に羽が生えたように嬉しい」「まだま

だ社会に出て行ける」ということで、本当にありがたい仕組みを作っていただいたと大変

お喜びでした。 

自治体が加わるということは利益が発生するので、法律的にクリアにするということ

が必要かと思いますが、京丹後市の例というのは各ローカルで起きていることであるの

で、全国から問い合わせがあるということでした。今後計画していただいたことが行き詰

るような事態が起こった時には、京丹後市の例も一例としてご検討いただければと思い

ます。 

 私は骨折したときにタクシーで往復したら、診察料よりもずいぶん高かったです。それ

からは足を引きずって歩きました。四條畷市は岡山５丁目あたりになりますと坂道で、病

院のバスはありますが、バス停まで行くのに、病気の場合など身体の状態により大変です。

そういった中で、半額で玄関から病院先まで送ってくださる住民タクシーの存在は、大変
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感謝されていました。以上は少し耳にした話ですが、頭の隅にとめておいていただき、行

き詰ったときには、ご検討いただきたいと思います。 

 

小寺議長 

 ありがとうございました。他にありませんか。 

 （意見なし） 

 無いようですので、「なわて高齢者プラン 2018（高齢者福祉計画）」は今日説明のあり

ました計画案のとおりに決定させていただきます。細かい訂正などがあれば私にお任せ

いただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 引き続きまして、「平成 29年度事業進捗状況報告」について事務局からご説明をお願い

します。 

 

事務局 

<資料説明> 

 

小寺議長 

 ありがとうございました。ただ今ご説明頂いた件について、委員の皆さまからご意見や

ご質問等はありませんでしょうか。 

 

篠田委員 

 地域包括支援センターが四條畷市に３箇所あります。私の住んでいる地域は第１地域

包括センターの区域に入っています。この１年間のうちにひとり暮らしの方が２名亡く

なりました。その１名が 1 週間ほど前に亡くなりましたが、その情報が入ってこないで

す。家主が家賃を取りに行くが出てこなくて、家の中で倒れていて亡くなっていたという

ことでした。私自体がその方の訪問を２、３回していますが、家の中から鍵がかかってい

て出て来ない。いつも外出する方なので、おかしいと思い、様子を見に３日ほど行きまし

たが、そんな状態だったので、すぐに地域包括支援センターにお願いをしました。残念な

がら３日ほど前に亡くなっておられたので、警察が来ました。私も民生委員なので、地域

包括支援センターや警察にも連絡したと言うと、民生委員は関係ないというような言い

方でした。地域包括支援センターからも情報が入ってこなかったし、警察から何の情報も

なくて、お葬式がいつのまにか終わっていたという状態でした。 

民生委員が一人暮らしの方の担当をしていても、何のためにやっているのだろうかと

思います。家を訪問して情報を連絡したにもかかわらず、何の音沙汰もないというのは、

実際問題として、民生委員とは何をするものなのかという気持ちがありました。地域に住

んでいる方に、気をつけてもらうようお願いしなければいけないと思います。地域包括支

援センターがあるけれど、どこまで情報を連絡しているのかと思います。町内会、自治会
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に、どうして情報は流さないのかと疑問を持っています。せっかく地域でこういう形でや

っているのであれば、末端のところまで情報を提供するなり、地域に伝えるなどすれば、

もしかすると助かっていたのかもしれないと思っています。 

地域包括支援センターはよくやっていると思いますが、地域包括支援センターからの

情報はどこからいただけるのかと思います。民生委員や地域の自治会などがありますの

で、もう少し役割分担を明確にしてほしいと思います。実際に高齢福祉課に言いに行きま

したが、関係する情報がほとんど流れてこなくて、お葬式が終わっていたという状態です。

地域とのつながりを地域包括支援センターはどこまでするのかということを、市役所か

ら連絡してほしいと思います。 

私が担当している地域は一人暮らしの男性がたくさんおられます。下着のままで買物

に行くような認知症の方もおられるので、もう少し地域に密着した形で、地域包括支援セ

ンターから情報交換をしていただきたいと思います。個人情報をもらえないです。身体障

がい者の方もいます。何の病気なのか聞いても個人情報なので教えられないということ

なのですが、私は身体障がい者福祉会に入っています。 

言っていることとやっていることがバラバラであるということを、不満に思っていま

す。そういうところを明確にしてほしいということと、私は色々と活動させていただいて

いて、もう少し頑張ろうと思っていても、情報が流れてこなければどうしようもないとい

うことがあります。せっかくこういう機会があるのだから、もう少し情報を流してほしい

です。行政から情報をもらえれば、もう少しボランティア活動もやりやすいと思うので、

この「なわて高齢者プラン 2018（四條畷市高齢者福祉計画）」として考えていただければ

と思います。 

 

高尾委員 

 このようなことがなぜ起きるのですか。事務局として全体を把握されていますか。地域

内で起きたら、区長に連絡して、民生委員に連絡が入るべきですね。なぜこういう連絡洩

れが起きるのですか。 

 

事務局 

 今の篠田委員のお話なのですが、少しずれがあるみたいです。先日篠田委員から聞きま

した方については私に連絡がありまして、すぐに地域包括支援センターに連絡しました。

地域包括支援センターには民生委員から連絡があったので、民生委員にも連絡して下さ

いということで、連携をとりました。亡くなられた前日も訪問して生存確認しています。

その次の日に訪問したときには亡くなられていたということで、何もしなかったとか連

携が取れてなかったというわけではございません。 

 篠田委員の言われるように情報提供についてのことは、できる限りさせていただいて

いますが、100％提供できるかというと今の時代は難しいので、可能な範囲で協力させて
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いただいています。 

 

高尾委員 

 日頃の見回りや地域を見ているのは、地域の区長、民生委員ですね。地域包括支援セン

ターというのは大きな役割があると思いますが、地元で日々見回りをすることや、日々気

をつけていた人が亡くなられたということについて、今の民生委員にお知らせするとい

うことはプライバシーの問題ですか。 

 

事務局 

 私の情報では、民生委員からその方が亡くなられたという報告をいただいていたので

ギャップがございます。 

 

高尾委員 

 民生委員は、地域包括支援センターに対して問題を持っているのですか。 

 

篠田委員 

 今回については高齢福祉課に情報を流した後、地域包括支援センターに情報を提供し

ました。 

 

高尾委員 

 地域包括支援センターから民生委員にその後の報告がなかったということが、今回の

お怒りの原因になっています。事務局から指導していただけるのですか。 

 

山上委員 

 これは基本的には地域の問題で地域力なので、行政では限界があります。あくまでも地

域の民生委員や各地区自治会で亡くなられた方のことを周知徹底しているはずです。日

頃のネットワークの仕組みづくりです。皆さん個々では覚えていますが、少しの行き違い、

連絡の時間的な差などがあるかもしれません。これはその地域だけではなくて、四條畷市

全体の問題かもしれません。基本的には自治会が中心になって、ネットワークを作るべき

であると思います。各自治会、各種ネットワーク、各種団体と行政との関係です。地域包

括支援センターというのは、あくまでもくすのき広域連合の配下にある団体です。地域の

中で地域包括支援センターということで、常に連携を図られているはずです。 

先ほど事務局も連携を取っていると言われていましたが、時間的なずれはあっても、基

本的には自治会です。基本的にはそこの班長が亡くなられた方のことを周知しているは

ずです。死去の報告や告別式のことなどについて張り紙をすると思います。そういうこと

ができていないのであれば、地域で連絡網を作るなどをするべきです。自治会はわかって
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いて、民生委員に連絡されるのが遅れたのかもしれないです。基本的にはこれは地域の自

治会のネットワーク、各種団体との連携を日頃から密にしないと、今後もこの問題は出て

きます。そこの仕組みを各地域の自治会などで話し合って、連携を図っていかなければな

らないと思います。基本的には、自治会長のもとへ死去の連絡は行きます。ところが一人

暮らしなどはわからないので、見守りという形で１日１回行くなど、午前中、午後など担

当をつけて訪問するなどをやっていかないと、これからもこういう問題は出てくると思

います。 

日頃から地域の中心の方は常にアンテナを張って、危険性のある方や気を付けておか

ないといけない方については見つめていないと、今のような現象が出てくるのではない

かと思います。誰が悪いということではなくて、地域の全員でやっていかなければいけま

せん。連絡網の徹底などを、地域でする必要があると思います。 

 

志村委員 

 私も地域包括支援センターで働いていまして、今お話にありました地域包括支援セン

ターの立ち上げのメンバーだったので、少しお話させていただきます。 

 今は大東市の地域包括支援センターで働いています。57,000 人の圏域人口でこの四條

畷市の人口と同じです。これを１つの包括支援センターで担当していて、これ自体も問題

です。四條畷市は少ない人口で、高齢者に対して適正な人口に近い形で整備されていると

思います。地域包括支援センターの職員が丁寧に関わっているので、１日前に訪問して安

否の確認が取れているのだと思います。今働いている大東市の地域包括支援センターは、

57,000 人の圏域人口で、高齢化率も同じくらいなので、それだけの高齢者を抱えていま

す。毎日 10件の相談があり、一人暮らしの高齢者の見守りということに時間を割く余裕

がないです。それを放置しておいて良いのかということには、絶対にならないと思ってい

ます。 地域包括支援センターの職員が実際に訪問できる回数は、四條畷市の地域包括支

援センターの職員よりとても少ないです。そうすると、地域の民生委員、福祉委員と協力

体制を取らざるを得ない状態で、そこからの情報がないと、自分たちで足を運ぶというの

が不可能に近い状況です。 

皆さんが思っておられる以上に、一人暮らしの高齢者が亡くなっている事件は、地域包

括支援センターで把握している中に結構あって、月に２回くらいはあります。実際にうち

の地域包括支援センターでもありました。 

今一人暮らしの高齢者の方が昨日お元気であったのに、今日亡くなっているというの

は、ある意味仕方がないことであると思います。ただ、そうならないようにできることが

あったのかどうかを検証していくのが大切であると思うので、亡くなってしまう可能性

があった人を放置していたというのは問題があると思います。昨日までお元気でいた方

が今日亡くなっていたというのは、寿命であると思います。それを１週間も経ってから、

人であるとわからないような状況で発見するというのが、１番良くないことであると思



 9 

います。 

今、地域包括支援センターでは「社会孤立型」ということの勉強会をやっていますが、

１人で地域からも見放されて、亡くなっていたことも誰にも気付いてもらえなくて、骨に

なった状態や人とわからない状態で発見されたということが無いようにするしかないの

かというのを実際現場に行って感じます。 

 四條畷市は人口が少なくて、見守りもそれぞれの公的機関が動きやすいからこそ、まだ

問題として深いところまではいっていませんが、大東市ではすでに公的機関では補いき

れないので、市民の方の力が必要であるという方向になっています。大東市の地域包括支

援センターでは、民生委員に連絡をしないというのはありえないです。 

地域ケア会議や計画で挙げられているものをぜひ活用していただいて、一般の住民が

周りの高齢者を気にしないといけないという時代であり、気になる方がいれば民生委員・

福祉委員に相談することや、そういう方たちを通じて地域包括支援センターに情報を提

供していくということが、とても大切であると思います。 

篠田委員のお怒りの気持ちもわかりますが、そこで背き合ってしまうのではなくて、郵

便局や新聞社との見守り協定なども持つべきだと思います。新聞が溜まっていたら、とい

うのが、地域包括支援センターにも入ってきやすいルートなので、新聞紙が溜まっている

ことや、回覧板が受け取られていないことでわかります。回覧板はすぐに受け取られるこ

とが多いので、回覧板が受け取られていない場合は、それが目安になって、亡くなってお

られる率が高かったりすると思います。ただ、最近新聞をとっていない方が多いので、み

んなが少しずつ気に掛けている、それ毎日誰かが心配している、そして元気かどうか確認

できるような仕組みが必要です。公的な機関だけが訪問するということではなくて、自然

な生活の中で安否を確認する手段はないでしょうか。お隣の方の雨戸が開いてなければ

おかしいというような合図などもあると思うので、皆で気にかけることが大切です。私の

ように仕事で家にいなくても、前のおばあさんが雨戸を開けたかどうかという確認は出

来ると思います。そういった小さなボランティアの積み重ねが成功事例を生むと思いま

す。 

事業所側の視点かもしれないですが、小さなことで見守りをしていかなければいけな

い時代がすぐそこまで来ていると感じています。計画の中に少しずつ含まれていること

をつなぎ合わせていけば、篠田委員が気に掛けておられた方などが、今回のようにすぐに

発見されると思います。今回は民生委員に報告がされなかったということがあるので、民

生委員・福祉委員と連絡を密にしていけるように、地域ケア会議などの取り組みを強化し

ていただければと思います。 

 

小寺議長 

 ありがとうございました。時間も過ぎていますので、このあたりで本日の四條畷市福祉

計画検討委員会を終わりたいと思います。 



 10 

 今回最後の検討委員会になりますが、委員の皆さま方ありがとうございました。色々な

ご意見をいただけたと思います。計画を作っただけでは何もなりませんので、どう実施し

ていくのかということや、途中でチェックを行なうということなど、色んな形で、計画が

実効性のあるものになるようにお願いしたいと思います。 

 本日はありがとうございました。 

 


