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四條畷市 福祉計画検討委員会 議事録 

日 時：平成 29年 12月 18日（月） 

14時～16時 00分 

場 所：四條畷市役所 東別館２階 201会議室 

１．開会 

 

２．高齢福祉課長挨拶 

 

３．「なわて高齢者プラン 2018」（高齢者福祉計画）の策定について 

 

 事務局 

 ・委員の紹介（18名中 14名出席） 

 ・事務局の紹介 

 

小寺議長 

皆さまこんにちは。前回の委員会では皆さまより盛んにご意見を頂きまして、かなり修 

正、追加をしておりますので、前回皆様から頂いた意見が反映されているのではないかと 

思います。 

 まだ不十分な点については、皆さまからご意見を頂き、より良い計画にして参りたいと

思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

事務局 

なわて高齢者プラン 2018（高齢者福祉計画）素案の説明 

  

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。 

 

高尾委員 

 今まで、各委員がそれぞれ周囲での出来事を申し上げていたことを、市の今後の課題、

行く先としてまとめて頂けました。要望があってもケアが追い付いていない、出席する方

が少ないという、段差の所で問題が起きていることも、よくまとめて頂けていたと思いま

す。 

 前回の委員会で保健所の中村委員から、「将来病気になっても病院に行けないという事

態が起きてくるということを、この場で発表してください」という要望があったと思うの
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ですが、私自身もどういう実態がくるのか案じておりました。この件に関しては、今説明

を頂いた中に、何か関係することが書かれていたのでしょうか。 

 

事務局 

 病院に関することについてですが、現在くすのき広域連合で介護保険事業計画を策定

しているところです。医師会等との話し合いの中で、介護保険に大きく絡んでくるところ

ですので、そちらの方につきましては、少し触れた上で記載させて頂いております。 

 本計画において、医療について全く書かないというわけではありませんが、医療のこと

について細かく書くのも難しいところがあります。そういったことや、前回の中村委員か

らの意見も踏まえて、６ページに地域包括ケアシステムの説明を加え、対応させて頂きま

した。 

 

高尾委員 

 病気にかかっても、病院に行けないという事態が起きてくるということなのですが、個

人としてどういうことが起きてくるのでしょうか。 

 

事務局 

 病気にかかっても病院に行けないということを、この計画書に直接記載するのは難し

い部分があるのですが、例えば３ページにある他計画との連携の中で、「健康なわて 21」

という計画があります。７月の検討委員会の冒頭で説明させて頂きましたが、これまでは

「高齢者保健福祉計画」というように、保健分野も含めた計画であったのですが、そもそ

も法律上、高齢者福祉計画という形になっていること、また近隣他市でも保健分野を抜い

ている傾向が多いことから、今回の計画から保健分野を抜いています。 

現在くすのき広域連合で介護保険事業計画を策定しておりまして、同じように検討委

員会を開いております。そのようなこともあり、この高齢者福祉計画に細かな部分まで記

載するのは難しいと思い、今回は外させて頂いております。 

 

高尾委員 

 ここに詳しく書けないほどの難しいことがあるようですので、これ以上お聞きしても

理解できないかと思います。これからも色々と勉強させて頂きます。ありがとうございま

す。 

 

山上委員 

 くすのき広域連合と四條畷市の計画というのは、本来ならば基本的には同じであるべ

きだと思います。どこまでくすのき広域連合の計画をご存知なのか、そしてどこまで理解

されているのでしょうか。そこのところが一番のポイントで、ここには「調整を図りなが
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ら、整合性を図りながら」そして「一体的な策定を進めます」となっています。整合性を

どう図るか、どうやって調整をしていくかというのは、くすのき広域連合の保険事業計画

をきっちりと理解しないと、四條畷市として計画をつくってこれからやろうとするのは

難しいと思います。あくまで、一体的な策定を進めるとなっていますので。 

これは四條畷市の計画としての方針で出しているわけですよね。ということは、くすの

き広域連合の介護保険事業計画を理解しておかなければならないと思います。 

それから四條畷市の計画、少なくとも現状ですよね。高齢者の方で要支援・要介護の方

がどれくらいいて、どれだけ受けられているのか。また、各事業所がどれくらいあるのか

ということを、本来であれば把握しておかないといけないわけです。その中で、各ネット

ワークなども本当は把握しておかなければならない。分からなくても、くすのき広域連合

に聞かないといけないと思います。 

保健関係はあくまでくすのき広域連合が主になるところなので、そこの関係性をまず

把握しないと、四條畷市の計画の策定がずれてくるのではないかなと思います。その辺り

は市の見解としてどうなのでしょうか。 

 

事務局 

 ご指摘ありがとうございます。調整に関して、委員のおっしゃる通り、介護保険事業計

画の中身につきましても、把握しておかなければこちらで答えられないと思っています。 

 整合性を図るために何をしているのかということですが、まず最低限のこととして、こ

れは法定計画ということで、本来であれば介護保険事業計画を含む計画として介護保険

分野を含む高齢者福祉計画として策定するものであります。 

その中で、老人福祉法の中で大阪府が指導するという形になっており、列挙しなければ

ならない項目を大阪府が示しております。年明けには、列挙しているのかのチェックを受

けていくことになっています。そのため、くすのき広域連合の計画にも四條畷市の計画に

も項目が抜けていてはいけないので、それぞれきちんと入れられているのかという連絡

体制につきましては、逐一くすのき広域連合と連絡をとりながら、両方の計画を策定する

ように努めています。 

 委員がおっしゃったように、もちろん勉強をしていかなければなりませんので、より介

護保険事業計画の今後の動向を踏まえられるように、理解していきたいと考えておりま

す。 

 

山上委員 

 今言われたように、これは国の指針でやっていて、それが大阪府の方に下りてきて、関

連計画を立てる中で各市町村に下りてきているわけです。それに関しては、各自治体で出

来るところと出来ないところがありますよね。その辺りのところで、四條畷市の現状の把

握をしっかりしていかないといけないと思います。 
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どこまで現状を把握されているのかについては、先ほどから「地域」や「ネットワーク」

という言葉がよく出ていますよね。この辺りの関連団体や福祉に関わる組織の方々とも

一つになったようなことをやっていかないと、これから支援をしていくのも難しいと思

います。 

そういう中で資料の６ページに「地域包括ケアシステムの姿」とありますが、これは昔

からありますよね。この中にもっと細かい組織があるわけですが、本来なら市のなかで出

来ていないといけないところだと思います。第１、第２、第３圏域がある中で出来ていな

いといけないです。 

地域包括支援センターを基に、それぞれの地域での、各地区や自治体、ネットワーク、

本来なら警察なども入るわけですが、そこでの仕組みづくりそのものを、今回は「地域包

括ケアシステムについて」として、初めて出てきたというような形になっているわけです

が、これは本来なら前からあったものですよね。これがどこまで四條畷市として出来てい

るのか、市として把握されているのかということが大切だと思います。 

市のなかでは、自治会長や民生委員などが中心になって、出来ているところもあるかと

思います。そこが出来ていれば、各自治体で、一人暮らしの方で病気の方や倒れた方は把

握しているわけです。万が一の時に、そういうところが上手く機能していれば、前回の委

員会で亡くなられた方のお話がありましたが、そういうことが無くなっていくわけです。

そのために地域包括ケアシステムを強固にやっていかないといけないです。 

これを今からあらためてやろうとしているわけですか、それとも今までの継続性でや

るというわけですか。 

 

事務局 

 地域包括支援センターにつきましては、５ページにある国の指針が一定曖昧ではある

のですが、「地域包括支援センターの機能強化」と示されています。ここでは「地域包括

支援センターの事業の自己評価と質の向上を図ることを義務付ける」となっていますが、

義務といっても罰則規定等があるわけではありません。努力義務的になるかと思います

が、これにつきまして、市町村が評価をしていかなければならないという方向性が示され

ています。これについて、新たに機能強化、並びに市町村としてはチェック事務の追加と

いうものが加わるということになります。 

 

山上委員 

 例えば、今おっしゃられたように「地域包括支援センターの事業の自己評価と質の向上

を図ることを義務付ける」となっているわけですが、センターそのものの自己評価をする

ということですよね。ということは、評価するための判断基準となるようなものが本当に

あるのでしょうか。あるのだとは思いますが、それを事業所そのもので、例えば第１、第

２、第３圏域の地域包括支援センターが自ら、自己評価するようなパターンがあるのでし
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ょうか。それによって人を増やしたり減らしたりするわけですから。 

それから、質の向上とありますが、誰が「質の向上」を判断するのか。それがここでは

見えてこないです。あくまで地域包括支援センターに自己評価や質の向上を義務づけな

がら、その評価を行政自身が行うのかなと思っていますが、その辺りの関係性はどうなっ

ているのでしょうか。そこをきちっとやっていかないと、せっかく「機能強化」と謳われ

ている訳ですが、これは中身の問題になると思います。文章は簡単に書けますし、国はそ

こまで出さないと思います。あくまでも地域で作っていかないといけない。自治体やそれ

ぞれの事業所、担当部署で努力してやらないといけないですし、何か指針になるようなも

のがないと難しいのではないかと思います。市であれば市一本の判断基準になるような

ものをつくらなければ、バランスが難しいわけです。 

そういうことを見つめていくと、この自己評価というのも曖昧だと思います。 

 

事務局 

 10 ページを見ましても、圏域ごとにかなり特徴があるということがご理解いただける

と思います。特に包括支援センターをどうまとめるか、どういう共通意識を持っていくか

という事に関して、市の方では「包括連絡会」というものを定期的に開催しております。

その中で、市の考え方との調整、各圏域での情報の共有などを踏まえて話し合いを行って

います。また、国の方針が下りてきた際には、何が良いのかという形を、包括連絡会並び

に、くすのき広域連合とも連携いたしまして、チェック体制、地域包括支援センターごと

での自主的な動きについて検討していけたらと思っています。 

 ただ、委員がおっしゃったように、国の指針の中ではまだ具体的なものが示されていな

いので、結果的には市町村で考えるという意味であると把握しています。 

 

山上委員 

 第１、第２、第３圏域ごとで会議をやられているとは思うのですが、くすのき広域連合

を主として、どういう位置づけで市として入っているのかということも、ここで示してい

かないといけないと思います。 

 

事務局 

 くすのき広域連合の方でとなりますと、守口市、門真市、四條畷市を合わせると、地域

包括支援センターはすごい数になりますので、各支所の方で、地域包括支援センターとの

連携、話し合いを行っていくということになっています。 

その中で高齢福祉課の専門職を中心に、定期的に３つの地域包括支援センターの担当

者に集まってもらい、ケーススタディや共通認識を図ることとして、それぞれに認識の差

が出ないように努力しております。 
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山上委員 

 市の担当として入っておられるわけですか。 

 

事務局 

 高齢福祉課の専門職、社会福祉士が一定取りまとめるような形で、定期的に会議を開催

しております。 

 

山上委員 

 要は、現状をどこまで把握しているのかということです。現状を把握されていなければ、

こういった計画と言うのはなかなか出来るものではないと思います。圏域ごと、地区ごと、

ネットワークごとにどうなっているのか。その中で、地域の高齢者の方が何人おられるの

かということも含めて会合や打ち合わせをやっているのだと思いますが、その辺りをし

っかり見据えた中で、まず現状把握はどうなっているのかと思い、敢えて聞かせて頂きま

した。 

 

篠田委員 

 認知症の問題に関して大きなテーマになっていますが、実際に地域ごとで考えた場合、

民生委員でも認知症の問題については若干出遅れている印象があります。 

以前、私はある高齢者の施設も担当しておりましたし、今は身体障がい者の関係の会長

もさせて頂いています。身体障がい者の中でも、単に身体に障がいがあるだけではなく、

認知症の症状が出てきている方もいらっしゃいます。そういった方の介護、支援もしてい

かなければならないなと思っています。 

 障がい者の活動の中で、認知症の問題についてどうなっているのか気になっていると

ころです。地域で民生委員をやっていますが、あまり分からないです。近所を回っていて、

元気そうだと思っていても家の中に入らないので分かりません。民生委員で実態調査と

して高齢者の家に訪れたとき、ある男性の方がパンツ一枚で家で過ごしており、食事もろ

くにしていないということが分かりました。その方は認知症になっておられたので、地域

包括支援センターに相談に行ったのですが「それは知っています」ということで門前払い

でした。逆に言うと、地域包括支援センターが知っていたのであれば、民生委員になぜ情

報を出さないのかと思います。 

 前回お話したかと思いますが、以前一人の方が家で亡くなっていた時に、地域包括支援

センターが知らなかったので、こちらから連絡をして話をするということがありました。

そうなると、民生委員をやっていても「自分のところだけでやっていればいいや」と開き

直っているような現状です。 

市として、認知症が大変であるということは、それぞれ携わっているところから情報が

もらえるようにして欲しいと思います。何でも個人情報で出せないと言われますが、地域
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の民生委員も福祉委員もそれなりに責任を持ってやっています。もっとしっかりと情報

が欲しいですし、認知症の方も思っている以上にたくさんいるということが、実感として

分かっていますので、情報を提供して欲しいと思います。今後、簡単に体を動かす運動会

なども実施しようと思っており、社会福祉協議会に相談にいこうと思っています。市役所

ははっきりいって少し相談しにくいです。もう少し、一般に開いた情報提供等を行ってほ

しいと思います。 

 

事務局 

 障がい者の高齢化に伴う支援は非常に重要な課題となっています。こちらについては、

素案の 52ページにも記載させて頂いております。評価と課題のところですが、「障がい者

の高齢化に伴い、障がい者が高齢者サービスを利用しやすいよう配慮していく必要があ

ります」ということとなっています。 

 また、民生委員の立場から、ということに関しては、個別事例が色々ございます。「こ

ういった情報が欲しい」という際にリスト等を提供することは難しいかもしれませんが、

「この件で困っている」ということがあれば、これにつきましては高齢福祉課で情報提供

も行っており、全く情報を共有しないということはありませんので、またご相談いただけ

ればと思います。よろしくお願いいたします。 

 

湯元委員 

 72 ページで「災害時における要援護者への支援」とありますが、ここに載っているの

は、あくまで災害が起きてからの部分かと思います。例えば、今年であれば土砂災害警報

などの新しい警報が出てくるようになりました。そういうところへの対策というのは四

條畷市では行われているのでしょうか。 

 

事務局 

 73 ページなどに記載しておりますが、災害前となると避難計画の策定の部分になりま

す。今現在、生活福祉課の地域福祉担当で持っている地域福祉計画があり、３ページの体

系図でみますと、「なわてみんなの福祉プラン」になりますが、ここで記載していく必要

があります。この上位に災害に関する計画があり、高齢福祉課が主担的な課にはなってい

ないので災害前の計画については触れておりません。 

ただ、高齢福祉課も福祉班という位置づけになっておりまして、災害があった場合は資

料 73ページに「なわて災害時地域支え合い事業」とありますが、避難行動要援護者とい

う制度があり、国で示している在宅の要介護３から５である方の避難名簿を作成するこ

とが法律で決められております。 

そういった部分で記載させて頂いているところもありますが、災害の計画により濃く

なってしまうところから、全ては記載できておりません。地域福祉計画を来年度策定する
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予定となっておりますので、そちらの方で記載していくであろうと思われますのでそう

言った分け方をさせて頂いております。 

 

湯元委員 

 10 月の台風の時にも警報で皆さんの携帯が鳴ったということがありました。ここに書

いてあるのはその後のことであったので、その前段階、警報で勧告が出たときに高齢者の

方々をどのように、前もって命を守って頂くのか聞きたかったのでお尋ねしました。 

 

事務局 

 非常に重要なご意見をありがとうございます。地域福祉計画についても、この福祉計画

検討委員会の方で検討して頂き、策定していくことになりますので、来年と再来年にこの

辺りの審議がなされるかと思います。よろしくお願いいたします。 

 

北川副委員長 

 これは要望になってしまうのですが、58 ページの移送ボランティアの人数が減ってき

ています。高齢化ということもありますが、これを見て頂くと年々利用者と登録の件数は

増えていっていると思います。それに反してボランティアの人数が減っていっています。  

これについての研修の方法や養成など、登録者を増やすために市の方でもっと拡げて

考えて欲しいと思っています。移送ボランティアの方からどうにかして欲しいと言われ

ています。ものすごく大変で、切実に考えておりますので、市の方も広報などよろしくお

願いしたいと思います。 

 

事務局 

 ご要望ありがとうございます。福祉移送サービスですが、四條畷市に事業所があるのが、

社会福祉協議会と四條畷荘にある「ほほえみヘルパーステーション」の２ヶ所になってい

ます。特に社会福祉協議会につきましては、完全な無償ボランティアということで、運営

して頂いております。 

運営協議会が運輸局をはじめとするタクシー業界等で構成する協議会となっており、

その中で承認を得ないと運転手を追加できないという仕組みになっておりますが、タク

シーの運転手と同様に運転手の年齢制限が 75歳までとなっており、あるいは利用者から

取れる運賃がタクシー料金の半額以下という制限があることから、運営はどこも厳しく

なっているという状況を聞いております。 

また、車の維持費のほかに更新時に必要となる運転手の違反歴の有無を証明する証書

の発行が合わせて七千円ほどかかると聞いており、赤字になってしまうという話も伺っ

ております。 

非常に悩ましいのですが、社協では常に努力して頂いており、今年度では老人クラブの



 9 

連合会に出向いて協力依頼の声掛けを行ってもらっている次第です。そういう状況を把

握しているのですが、市としても何とかできることは社協に協力するという形で、今月の

広報でも「福祉ボランティア募集」という形で掲載しております。あえて「運転ボランテ

ィア」とは書いていないのですが、ボランティアを募集する中で運転免許を持っている方

がいれば、社協の移送ボランティアに回させて頂きたいという想いもあり、定期的にボラ

ンティアの募集記事を掲載させて頂いております。ボランティアの中でも特に運転ボラ

ンティアの養成が難しいというのは理解しており、今後の課題となっておりますが、社協

と連携して取り組んでいきたいと考えております。29 年度のボランティア数は「８」と

なっていますが、ここに社協の職員が２、３名入っているという事実も確認させて頂いて

おります。 

 

北川副委員長 

 よろしくお願いいたします。 

 

中西委員 

 前回の委員会の際に、国の高齢化率や四條畷市の高齢化率を述べて、具体的にこういう

施策が必要であるということを書いてほしいという意見がありましたが、今回はこの計

画書を見せて頂いて、ここまで作って頂けたのを感謝しております。 

 今年は３年ごとの民生委員の高齢者実態調査の年になっています。私の地域でも３年

前と比べますと、65歳以上の一人暮らしが 1.5倍になっています。70歳以上の家庭は 1.7

倍になっています。調査で回っていますと、奥さんが 69歳ということで入っていないと

ころもあります。来年になればすぐに対象となるので、どんどん高齢化している現状です。 

 オレンジプランにもありますが、「お年寄りが出来る限り住み慣れた地域の良い環境で

自分らしく暮らし続けること」や６ページにも「可能な限り住み慣れた地域で」という表

現があります。そういったところから、この資料をみて自分が福祉に携わる者として何を

すべきか考える材料も提供して頂けたと思っています。 

見ていますと、地域づくり活動への参加意向は一般高齢者で 57.4％、要支援者で 45.5％

ですが、企画・運営となると 36.1％と 19.3％に下がります。「参加」という意向はあるけ

れども、「企画・運営」となるとパーセンテージが落ちてくる。ここは地域の福祉担当者

として頑張るべきであるところと示して頂いたと思います。 

地域では「高齢者とともに学ぶ」ということを大きなテーマに、小地域ネットを運営し

ているわけですが、高齢者の知識や豊かな経験を活かしてもらって、それを地域の企画・

運営に当てられるように考えて仕込んでいくということが、誰もが長生きしてよかった

と言える地域社会づくり、生きがいづくりになるのではないかと感じています。 

例えば、「自宅生活の継続のために必要な支援は何か」というアンケートのところで「必

要なときに施設に宿泊できること」が多く、その次に多いのは「災害時にも地域の対応が
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しっかりしていて、安心して暮らせること」というように、先ほどの質問と同じことなん

ですね。確かに、今年は避難勧告が出ました。その後、私自身も民生委員の方から「どの

ように動きましたか」と色々と質問を頂きました。高齢者でまったく耳の聞こえない方も

います。そういう方にはいつもファックスで情報を送信します。そうすると「大丈夫です。

また何かあったら連絡します」という返事が来ています。こういったやりとりはしていま

す。何も無かったのですが、実際に民生委員としてどう動いたらいいのか、ある人は「心

配だから高齢者の一人暮らしのところに行き、避難所に連れて行ったが、あまり避難して

いる人がいなかった。その時に私はその人を避難所に置いて帰っていいのか、残った方が

いいのか、でも自分の家族のこともある。そこですごく迷った」と言っておりました。そ

ういうこともあるので、各種団体と連携しなければならないと感じており、今回は自分の

立場に置き換えて考える機会を与えて頂いて良かったと思っております。 

 

山上委員 

 四條畷市の各地域で色々な課題が出てきているということについては、もう一度見直

す必要があり、今回はいい機会だと思います。市の中で皆さんが協力し合いながらやって

いかなければいけないことなので、本来ならば社会福祉協議会が中心となってやってい

くことが多いとは思うのですが、進んでいる所はそういうことをやられているかと思い

ます。 

こういったことを全部しようとすると、行政だけではなかなか難しいです。地域のネッ

トワークをまとめて掌握することを、基本的には社会福祉協議会がまとめていく。現状で

は難しい立ち位置にあるわけですから、その点に関しては、市の方もまだまだ見つめるこ

とができていなかったのではないかなと思います。いきなりそれをやっていこうと思っ

ても、なかなか難しいです。色々な意見が出てきましたが、少し考え直さなければならな

いところも多々あるのではないかと思います。 

情報については、まず絶対的に共有が原理原則ですが、それが全然なされておらず、各

団体の代表の寄合なども少ないように思います。その辺りのところは社会福祉協議会が

中心になってやっていくように、今後は見直していかなければならないと思います。 

市と直接関係があるネットワーク組織の中核になるのが社会福祉協議会ですから、ま

ずそこで各地域のネットワークの中核を掌握する。医療機関や介護施設などもあるわけ

ですが、そこで情報を共有する中で、各関連機関と共に横一線でやっていかなければいけ

ないと思います。 

 先ほど、運転ボランティアの話があったかと思いますが、有料ボランティアという形で、

法人が独自でやっているところもあります。1000 円分乗ったら 500 円というようなかた

ちで、事業をやっているところもあります。できるだけ協力してもらえるような事業所が

あればお願いし、社会福祉協議会が全て行う必要は無いのではないかと思います。少なく

とも資格が必要になってきますが、そういった中で運営事業をされている方もいます。結
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構需要があるので、そういったことも考えていってもらえばと思います。これからますま

す需要が増えるので、大いに事業として成り立つのではないかなと思います。やはり、無

償のボランティアでは責任が重いのでやる人がいないと思います。 

 今日いろいろと意見が出てきましたが、高齢福祉課だけで行うのは難しいと思います。

計画そのものを立てることはできますが、くすのき広域連合や大阪府と、または市内の各

ネットワークとの連携のうえで進めていかないといけないです。 

 書くことはできても、運営できるのか。書かれた内容について実際運営できるのかとい

うことを、地域の中で取り組んでいかないとどうにもならないという指摘もありました。

計画通りにやるのは並大抵のことではないと思いますが、高齢化社会の中で、協力してや

っていかないといけないです。やれる方はやれるけれど連携できていないので、その方が

全てやらないといけない現状があると思います。その辺りは行政のほうで交通整備をや

って頂かないといけないと思います。民生委員との連携や自治会長や区長との連携をと

って、みんなで協力し合って進めていかなければなかなか前に進まないと思います。 

 

志村委員 

 前回もそうでしたが、情報共有をどうするのかということが話題になっていると思い

ます。災害の際の意見もありましたが、確かにあのように次々と警報が鳴って、すごく不

安な思いを持ちながら一晩過ごされたと思います。親のことを考えても不安でした。携帯

が何か分からないけどすごく鳴っているという気持ちで過ごしていた方もいるかと思い

ますし、携帯を持っていない人もいると思います。 

先ほどから話題になっていますが、そういった方々が、避難が必要になった際に、支援

できるのかというところで、民生委員や福祉委員の活動は大変だと思います。でも、そう

いった方々が頑張って下さっているので、安心して親が歳を取っていくのを見ていられ

るということもあります。地域包括支援センターは地域に出ず、地域を見なければ楽がで

きると思いますが、地域包括ケアシステムをしっかりと作り上げていこうと思うと、地域

に出ないと何もできないですし、地域の人の力が無いと何もできないということはすぐ

に気が付けることだと思います。ですので、情報共有の話が出ていたように、民生委員や

福祉委員から見て、四條畷市の地域包括支援センターに何か物足りないというところが

あるのであれば、それはぜひ高齢福祉課等から、しっかりと地域に出る地域包括支援セン

ターに指導などをしていって頂けたらと思います。 

また、地域の人で何か困っていることがあれば、諦めずにどんどん地域包括支援センタ

ーに言っていくことで、地域包括支援センターの資質向上にもなると思います。地域の人

に言われたことは、一番真剣に悩むと思います。そういったことの積み重ねで、足りない

資源やボランティアの高齢化の話などの地域の声が届かないと、それを変えていこうと

いうことになっていかないと思うので、気になることがあれば公的機関にどんどん押し

上げていくことが必要であると思います。 
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 67ページの地域包括ケア会議開催の実績について、28年度の実績が出ていたのですが、

昔に比べてすごく少なくなっているのではないかなと感じています。その中で、地域ケア

会議について、「介護予防に資する自立支援型の地域ケア会議も今後考えていきます」と

いうように課題として挙げて頂いています。くすのき広域連合全体でということにも繋

がっていくと思うのですが、「この地域ではサービスが使えるけれど、この地域では使え

ない」ということが、新総合事業が始まると起こり得ると思います。 

サービスを使ってはいけないとされるのは、市民にとってはあまりよろしくないこと

なのですが、反対に言えば、例えば私は第２号の被保険者なのですが、今後どんどん介護

保険料が上がっていき、自分が実際に 60歳、70歳になったときに介護保険が潰れてしま

っていたら怖いです。本当にサービスが必要な人はどういう人なのかということを、せめ

て四條畷市の３つの地域包括支援センターには同じ基準で考えて頂きたいです。その中

で地域性があると思うので、「この地域は見守り活動が盛んでサロンなどもあるから、別

に介護保険サービスに頼らなくても大丈夫だ」という地域が出てこれば一番良いのです

が、そういったところを見極める力が各地域包括支援センターで必要であると思います。 

また、プランを作る人たちは同じレベルでアセスメントができるよう、研修をしていっ

て頂きたいと思います。 

 

橋垣委員 

 私は主任児童委員をやらせて頂いていますが、災害時の時の障害児や障がい者の方た

ちが集まる避難場所が少ないという要望がとても多いです。子どもさんが緊急事態にな

るとパニックになりますし、そこで一般の方々と一緒になるのは不安であるということ

で、どうしても避難できないという声が多いです。 

 高齢化ももちろんそうですが、四條畷市は障がい児の方がものすごく増えています。避

難場所が少ないということも聞いていますので、今後避難場所ということを考えていら

っしゃるのかお聞きしたいです。 

 また、福祉計画検討委員会は、ほとんどが高齢者福祉についてなのですが、障がい児や

障がい者に対しての検討ということはあるのでしょうか。 

 

事務局 

 障がい者並びに障がい児についてということですが、今回の事務局は高齢福祉課とい

うことで、そうした情報は持っていないのですが、今日の午前中にありました障がい者計

画の前段の検討組織の方で議論を交わされているところでの内容に入ってくるかと思わ

れます。 

高齢者の避難所であれば話ができるのですが、障がい者・児の避難場所の今後の動向に

ついては把握しておりませんのでお答えできかねます。 
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小寺委員長 

 他によろしいでしょうか。 

 私の方から２点お聞きしたいことがあります。１つは 64ページの「介護予防・日常生

活総合支援事業の開始に伴ったサービス提供体制の整備」の「（イ）住民主体の地域福祉

活動の支援・活用」という部分についてです。 

今年度、基準を緩和した訪問型サービスＡと通所型サービスＡおよび短期集中型の通

所型サービスＣを実施しているかと思います。今後に関しては、住民主体のサービスをい

よいよ始めたいということなのですが、今実施している訪問型サービスＡや短期集中型

の通所型サービスＣについての実績が見えません。どれくらいニーズがあるのでしょう

か。その辺りもできれば数値を出して頂きたいと思います。 

 また、くすのき広域連合を構成している３市がそれぞれ特色のある地域の活動という

ことになっていくかと思います。今までは、介護保険ということで３市共同であったかと

思いますが、それがいよいよ地域の特色を出せる、独自の事業が展開できるということな

ので大事だと思います。ですのでこういった事業を今は３市が横並びでやっているのか、

それとも３市が、それぞれの市が特色のある事業でやっているのか、ここに書かなくても

いいので、こういった場で情報提供して頂ければと思います。 

 もう一点ですが、77ページの「権利擁護の推進」ですが、現在、社会福祉協議会が行っ

ている日常生活自立支援事業について、これと成年後見で連携を図られるところが多い

と思います。この頃はいわゆる市民後見等と言った事業が付加的に展開されつつありま

す。枚方市や守口市でも法人後見を開始するというように聞いているのですが、できれば

そういった成年後見を支援する事業について、障がいとの連携もあるかと思うのですが、

そこと連携した形で、市民後見や成年後見などを進めていく方針を出された方がいいか

なと思います。 

 

事務局 

 総合事業の実績につきましては、今年度実施したばかりということもあるのですが、こ

の後３月に、福祉計画検討委員会での実績報告並びに７月の実施状況の報告、これらを通

してこの福祉計画検討委員会で報告させて頂きたいと考えております。 

 もう一つ、市民後見等の話についてですが、生活福祉課のほうが窓口的な立場として検

討しております。後見の担当として、高齢福祉課と障がい福祉課のほうでそれぞれ窓口は

持っているのですが、流れが来ている成年後見制度の実施等の検討につきましては、あら

ためて来年度に策定する地域福祉計画で触れるものであると思われます。 

これにつきましても、先ほどの避難行動の計画と併せまして、こちらの委員会で図って

いくことになるかと思いますので、その節にはよろしくお願いいたします。 
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小寺委員長 

 他には何かありますが。 

 本日も様々なご意見を頂きましたので、それを踏まえて修正し、１月 15日からパブリ

ックコメントがありますので、そこに臨んでいきたいと思います。 

 事務局から連絡事項があればお願いいたします。 

 

事務局 

 委員の皆さまからは貴重なご意見を賜り、ありがとうございました。委員長の説明にも

ありましたように、本日頂いた意見に基づきまして修正等を行い、市長決裁の上、原案と

させて頂きまして、パブリックコメントを年明け１月 15日から２月 13日までの 30日間

実施させて頂きます。意見を募る場所については市のホームページならびに広報を通じ

まして、高齢福祉課窓口ならびに情報公開コーナー、また市民総合センターとグリーンホ

ール田原にございます図書館、田原支所に設置させて頂きます。 

 なお、次回の検討委員会につきましては障がい福祉課で策定中の計画とともにご審議

願いたいと予定しておりまして、２月 28日の水曜日を予定させて頂いております。次回

はパブリックコメントの結果報告と合わせまして本委員会を開催させて頂きたく、追っ

て委員の皆さまに開催案内を通知させて頂きたいと考えております。よろしくお願いい

たします。 

 

小寺委員長 

 それでは以上をもちまして、本日の審議を終了させて頂きたいと思います。 

 


