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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 10月 31日（火） 

15時～16時 30分 

場 所：四條畷市役所 東別館２階 201会議室 

１．開会 

 

２．健康福祉部長挨拶 

 

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 13名出席） 

 ・事務局の紹介 

 

小寺議長 

皆様こんにちは。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

本日は来年度からの３年間のプランである「なわて高齢者プラン 2018」（高齢者福祉計 

画）の策定について審議を行いたいと思います。委員の皆様方のご協力よろしくお願いい

たします。 

それでは早速ですが「なわて高齢者プラン 2018」につきまして、高齢福祉課から説明 

をよろしくお願いします。 

 

事務局 

なわて高齢者プラン 2018（高齢者福祉計画）骨子案の説明 

  

小寺議長 

ありがとうございました。 

今回は骨子案ということで、全体はあらためて次回に説明があるということですが、これ

までの事務局からのご説明につきまして、ご質問、ご意見はありますでしょうか。 

 

山上委員   

アンケートの内容は分かるのですが、四條畷市は地域包括支援センターが３つあるの 

で地域ごとでまとめて出して頂ければ、地域ごとの対策が分かるのではないかと思い 

ます。委員会には地域ごとの代表で出てこられていると思うのですけども、その中で検 

討するのもなかなか難しいのではないかと聞いていて思いました。 
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それから、包括支援センターの今の進め方について、ネットワークの進め方や、今現在ど

ういう活動されているのかというようなところを、骨子だからこそ内容に入れていただい

たほうが良かったのではないかと思います。例えば、第一圏域では、大体一般の方や介護支

援者が何人くらいいるのか、その中で各包括支援センターに２、３名くらい、ネットワーク

の関係の方や福祉の担当の方などがいらっしゃると思います。そのような中での介護活動

のあり方を骨子案に入れていただいたほうが、良かったのではないか思いました。これは、

あくまでもアンケートの内容だけになっていると思います。 

守口市、門真市、四條畷市という、くすのき広域連合の中でのアンケート結果の比較のよ

うなものもあれば良いのではないかと思います。これはあくまで四條畷市のみなので、守口

市、門真市はどうなっているのかということが知りたいです。守口市はだいだい利用支援者、

一般高齢者は何人いるのか、そのような内容をこの中にいれていただければ、検討しやすい

のではないかと思いますし、逆に骨子だからこそ、そのようなのも入れていただいたほうが

良かったのではと思います。データはくすのき連合に聞いていただいたら、すぐにでてくる

かと思います。私もくすのき広域連合で委員をやっていたことがありますが、中身がまとめ

られて冊子になっているので、すぐに取り上げることができるのではないかと思います。 

また、基本計画の考え方について、具体的な中身が「誰もが“長生きして良かった”とい

える地域社会づくり」となっています。これは理念としていいとは思うのですが、これに対

して、くすのき広域連合はどのような基本理念でやられているか、せめて骨子だけ入れてい

ただきたかったと思います。計画の基本的な視点となっていますが、根本的にはくすのき広

域連合であり、守口市、門真市、四條畷市がその中で連なっている状況のなかで、守口市、

門真市、四條畷市で違ってくるところもあると思います。高齢者や要支援者の人数も違うと

思いますし、できたら費用なども入れていただほうが良かったのではないかと思います。次

の時に、そのようなところも入れていただいたほうが検討しやすいのではないかなと思い

ます。 

施策の体系について、取り組み内容の中身はこれから少しずつ出てくるかと思うのです

が、例えば 27ページの「介護予防と社会参加の促進」の中で取り組みの内容が（１）介護

予防活動の充実となっていますが、中身が全く見えないです。この辺りのところは、次回に

はきちんとそれぞれの取り組み内容について、記載していただければ良いのではないかと

思います。検討するにあたっては、できたらそのような内容を書いていただかないと難しい

です。これは基本的な施策や取り組みの項目を重ねているものなので、その辺りのところを

次の時には提示していただきたいと思います。 

 

事務局 

ご質問ありがとうございます。まず、最初の質問の圏域ごとの状況ですが、こちらにつき

ましては、本日配布の資料の 8ページに四條畷の地図を載せ、３圏域の線引きをさせていた

だいた上で高齢者人口と高齢化率を記載し、３圏域ごとの高齢化率がこれだけ違うという
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表をお示しさせていただこうと思っています。当然、小学校区、中学校区、そういった線引

きもありますが、３圏域でこんなにも違うということを可能な限り、くすのきの事業計画等

と連携をしながら、次回に掲載させていただきたいということでご理解いただけたらと思

います。 

次に 26～27 ページの計画の基本的な計画の考え方についてです。委員のご指摘の通り、

施策の関係の中身は、まったく見えてこないなかで、次回の資料を作成中ですけれども、取

り組み内容は項目で言いますと 10個以上あり、ここに各事業を入れていきたいと考えてお

ります。委員がおっしゃったようになるべく目標値を入れさせていただく上で、今後、毎年

７月と３月に行われる福祉計画検討員会の委員の皆様からの質問材料ともしていきたいと

思いますので、そういう形で今後の進捗管理をできるような計画にしていきたいと考えて

おります。また、くすのきの事業計画のなかで、守口市、門真市の数字も可能な限り入れさ

せていただいた上で、四條畷市はこうなっているということが、わかりやすい計画にしてい

きたいと思っております。 

 

山上委員 

平成 24 年から平成 32 年の間に、どれだけの給付額が必要かということについて、その

当時のことなので大分変わっているかと思いますが、私の持っている資料では、平成 24年

の時に、介護認定割合の認定者が守口市、門真市、四條畷市の 3 つを合わせて、14,998 名

おられて、201億 4,300万円の予算と、当時のくすのき連合の資料はそうなっています。平

成 27 年度は、おそらく減っているかと思いますが、その時の統計を見ると 18,369 名の予

定となっています。もちろん、その間に亡くなられている方もいらっしゃいますし、平成 23

～24 年の資料ですから、もっと亡くなられているかもしれません。その標準の見積もり額

ですが、平成 27 年度は、251 億ほどかかっていて、わずか 18,500 人ほどの介護認定者で

250 億以上も使っているというような状況を市民の方にも知ってもらわないといけません

し、我々の介護の支払いでも、引き締めてもらう必要があるのではないか思います。例えば、

平成 32年度の予測まで出してもらったのですが、23,000人で 300億以上が必要で、人口は

減っていくと思いますが、おおよそ 200億までです。この辺のところも、どれだけの費用が

必要なのかを考えたうえで進めていかないといけないと思います。その中で、四條畷市は高

齢者の対応について、しっかりと見つめていかないといけないかと思います。全く予算のな

い中で、40 歳以上の方が介護保険料を支払っていかないといけません。その中で負担がど

んどん増えると思いますし、市単独実施についても検討したほうがいいのではと、その当時

に私は提言させていただいています。その方が四條畷の高齢者と 40歳以上の方の介護保険

料が少しくらい良くなるのではないかと思いますし、そのようなことに関しても、今後は見

つめていく必要があるのではないかと思います。 

とにかく、介護保険料は年金生活者の方にも問答無用で引かれますから、しっかりと見つ

めていく必要があるのではないかと思いますし、特に保険の関係は、年金生活者には負担が



 4 

いっていると思うので介護保険の基本的な考えもしっかりと見つめていく必要があるので

はないかと思います。 

国からの計画の内容の基準理念に基づいて書かれていると思うのですけども、国の通り

に書いていても上手くいかないと思いますので、四條畷市ならではの現状に基づいた中で、

やる必要があります。また、この中では守口市、門真市、四條畷市を合わせないといけない

ですし、地域差もあると思いますが、本来ならばその辺のところも分析し、四條畷市からも

主張ができるように、市長も変わり体制も変わっているわけですから、今まで通りくすのき

広域連合に入ってやる方が良いのか考えていく必要があると思います。例えば、当時は千早

赤阪村でも独自でやっておられました。村で独自にやっている介護保険については、現在は

どのようにしているのか私も調べていませんが、多くの問題を整理したうえで介護保険に

ついて見つめていきたいと思います。 

幅が広くて申し訳ありませんが、これだけの費用が必要であるということを、せめて我々

委員が認識する必要があるのではないかと思います。足りなくなる可能性もありますので、

極力、介護認定をしないような方法で、できるだけ地域の活動で表に出て、健康でいられる

ような施策を打っていくこと。そして、地域でカバーできるよう、健康に関することに取り

組んで行く必要があると思います。そのようなところを含めて、市として、どのような考え

方でおられるのかをお聞きしたいと思います。 

 

小寺議長 

大きな問題ですが、これに関しては以前からも意見があるかと思います。もともと、くす 

のき広域連合がつくられたときは、合併の話もあり、それを進めるために、広域連合が大事

であるという判断で、くすのき広域連合を構築しましたが、この計画の基本的な考え方の

中にありますように、総合事業という、要支援の方々へのケアについては、市独自の施策が

かなり色濃く出せる事業となります。地域包括ケアシステムの構築などの辺りには、地域

包括支援センターを中心として地域の問題を解決させていくような、地域に根差したもの

が出てきていますので、四條畷市だけではなく、守口市、門真市にもそのような議論が出て

いるわけです。ですので、そういう意味では、山上委員の意見は大切な問題ですが、そのあ

たりを含めて、広域連合の動きはあるのでしょうか。 

 

事務局 

市長が変わったということもあり、その中で、くすのき広域連合のあり方については考え 

ていこうという話になっており、進めていくところですが、これについては色々な考え方

があると思います。委員がおっしゃられたことを踏まえ、市民のために何が良いのかを考

えていきたいと思います。その中で、あらためて委員の皆様の意見も頂戴いたしながら検

討していきたいと考えております。 

また、介護保険料の数字となってきますと、こちらの策定委員もご参画いただいており
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ますが、くすのき広域連合の方で、介護保険事業計画の中で標準基準額をはじめとした、数

字・金額等は決めていきますので、金額的な議論につきましては、くすのき広域連合の介護

保険事業計画の方で検討していくものとしてご理解をお願いします。 

 

篠田委員 

私自体は民生委員をやっており、地域の委員もやっています。私の地域には独居の方が 

多くいらっしゃいます。その中で、一人生活していて、気が付いたら亡くなられたというこ

とが最近ありました。外に出ていくことが少なく、家の中で、言葉がはっきり聞こえない中

で何を話しているか分からないという方もいます。たまたま、私が担当しておりまして、地

域包括支援センターなどが近くにあり、そこからも来てもらっていたのですが、忙しいとい

うことで、気が付くのが遅れているという状況があります。民生委員として携わっていて思

うことですが、地域包括支援センターにその人たちを預けたら、民生委員が直接感知できな

い状態になってしまうので、残念だなと思っています。それについては市の考え方ですから

仕方ないかと思いますが、そのために一つの命がなくなってしまったのかなと思います。亡

くなられた人以外は、ちょこちょこ覗きに行って元気かと話しに行っています。その他の人

は家族もいるし、近所との付き合いもあるので元気にやっています。 

その中で、市から認知症の情報が地域に流れない現状があるかと思います。市広報を見

ると載っていますが、具体的にどのようなものなのかが分からないと思います。私たち自

体は地域でやっていますので、その他の情報が入りにくい現状です。もちろん、民生委員を

やっていても、よその地域の情報は入ってこないです。14 年近く通いの場の施設長をやっ

ていたのですが、そこを退いてその後の情報を聞くと、利用者とスタッフだけの状態とな

っているそうです。当時やっていた時は、自治会の役員や老人会などのつながりを持ち、情

報をもらっていましたが、話を聞くと、それがなかなか進んではいないということでした。

市として、地域ごとに密接にやっていけば、高齢者が元気になるのではないか感じていま

す。 

また、身近なことをやってほしいと思います。言葉の通じにくい方、昼間パンツ一枚で過

ごしている方がおりますので、地域包括支援センターにも協力してもらえるような、身近

な計画になってほしいなと思っています。民生委員も身近な活動をやっています。特に一

人暮らしの方に対して力を入ることしているので、高齢福祉課としても情報を民生委員に

も出すことができないか、あるいは身体障がい者福祉などでも出ないかと思いますし、き

めの細かい情報も欲しいなとも思っています。 

 

小寺議長 

きめ細かな対応と情報ということですが、情報については個人情報などの問題で難しい 

ところではなりますが、その辺はいかがでしょうか。 
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事務局 

質問ありがとうございます。民生委員と地域のつながりは非常に密接になっています。民 

生委員からの希望もありまして、平成 23年から高齢者実態調査というのを 3年に一回、実

施される際、高齢福祉課から、冷蔵庫の中に入れる筒の緊急連絡カードの配布事業を行っ

ています。これを合わせまして、民生委員にお願いさせていただく際に、住基情報を貸与さ

せていただいております。３年に一回ではありますが、民生委員の担当地区の高齢者の個

人情報について、65 歳以上の方のリストを貸与という形で提供させていただき、日ごろの

見守り活動につなげていただけたらと思いも込めまして、緊急連絡カード配布事業の実施

をさせていただいております。タイムリーではないですけども、行政と民生委員とのかか

わりということで情報を提供させていただいておりますので、ご理解いただけたらと思い

ます。 

また、これからもっと地域が大事になってきます。委員からも行政だけでは難しいとい

う話も聞いておりますので、行政の役割、地域の役割を民生委員とも連携させていただき

ながら進めていかなくてはいけない課題かと認識しています。 

 

高尾委員 

先ほど委員より、「これだけ高齢者福祉に予算がかかっていますが、広報していますか」 

というご意見がでておりました。私は子育てのほうにも関わらせて頂いているのですが、そ

の中で、不登校や引きこもりに対して、以前は現象が出てから、症状が悪くなってから手当

をしていくということが進められていました。現在では、教育委員会と連絡を取りながら、

早くに発見する、小学生時代にその芽は現れますので、地域の人が、早く発見して、早くに

手を打つという方向にずいぶん変わってまいりました。四條畷市としても、不登校が全国的

には低くなっていると聞きました。そういった意味では、高齢者の方に個人の意思というも

のがありますので、早くに手を打つというのは難しいことだと思いますが、広報するという

ことについて、私は委員の新人ですが、これだけの福祉予算がかかっているのだということ

など、絵画教室の生徒にはここで学んだことをお知らせしております。私の教室のコンセプ

トは、老後を楽しく、また認知機能をできるだけ維持するということでやっていますが、皆

さんは、どれだけの予算がかかっていて、デイサービスがどこにあって、お出かけする場所

がどれだけあるかなどを、本当にご存じない状況です。一つの案ですが、もし私のほうに配

布してもよい資料がありましたら、例えば、高齢者が集まるところへ担当課の方から持って

きてくだされば、よろこんで配布します。自分のことは自分でやって、最後まで家で暮らせ

るように、絵を描いて、ダンスをして運動もして、頑張ろうねという共通の話題で良い方向

で行けると思っています。ただ、その資料がありません。私も新人ですのでどこまでできる

か分かりませんが、予算の少ない中で高齢者に向けて場所を作ってあげても、みんなに行く

かと聞くと行かないという言う人もおり、できるだけ家に居たいとおっしゃるのです。自分

がその気になってからでは遅いのですので、子育てが済んで 50 代 60 代ぐらいからは、自
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分の健康づくりに取り組もうという時期に入られるように、ダンスや卓球など、スポーツな

ども総合センターやアリーナを使ってやっておられますので、そのような集まれる場所を、

今日の話にあったような、自分の健康はできるだけ自立して先々までも持っていく、どうし

てもやむを得ないことは予算にお世話になるという個人の認識を持っていただくきっかけ

にしたいと思います。 

高齢になってから、どうしようこうしようといっても長い暮らしの習慣というものはな

かなか取れません。身勝手な方もいらっしゃいますし、耳が遠くなる方もいらっしゃいます。

耳が遠くなることにより、笑うタイミングが遅れる、人の言っていることが聞こえなくなる

などで本当に外に出られなくなりますし、そのような方からは、人に迷惑をかけるから出た

くないという声も聞きます。そのようなことを考えますと認定がいるようになってからで

はなくて、50代 60代くらいの方々にアプローチをかけていくことを一つご提言したいと思

います。 

また、４ページの介護保険制度改正の概要というところで、四角いマスの中の「３.地域

共生社会の実現に向けた取組の推進等」の所の２番目の点ですが、「高齢者と障害児者が同

一事業所でサービスを受けやすくするため、介護保険と障害者福祉制度に新たに共生型サ

ービスを位置づける」となっています。これは厚生労働省の資料の引用ということになって

おり、こういうことが、今出来ていないから、新たにこうした方が良いのではないかという

進歩型の提案だと思うのですが、今現在どういう不自由が起きていて、これを取り入れると

どのような改善になるのかと具体的にお聞きしたいと思います。 

 

事務局 

自分のことは自分で守るというところについて、その中で、いろんなチラシなどを配り、 

高齢者の介護予防活動を進めていくということで、ご提案ありがとうございます。当然、介

護が必要になってからでは遅いですし、我々としても介護予防事業を力に入れていかなく

てはならないと考えております。くすのき広域連合のカラコロ体操や街かどデイハウス、

ふれあいサロンなどもあります。そういったところの介護予防に力を入れさせていただき

たいと思います。 

４ページの地域共生社会の高齢者と障害児者の同一事業所サービスの件に関してですが、

富山県でやっているという事例は聞いています。今後の事業所の人材確保に悩んでいると

いうことで、介護報酬を上げないと介護人材が確保できないという話がある中で、法改正な

どが行われているのですが、それでも追いつかないで介護難民が溢れてしまう時代が来る

のではないかということが懸念されています。その中で介護と障がい者の施設を分ける必

要が無くなってくるのではないか、一つにした方が合理的ではないか、介護人材の確保も図

れるのではないかと、そのような話も出ています。当然、高齢者と障がい者を一つにして介

護していくのは難しく、いろいろな課題も出てくるのではないかと思います。また、地域よ

ってはこのようなやり方がふさわしいのではないかということもあると思いますので、ま
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ずは一定の叩き台として考えております。 

 

志村委員 

情報について、ひと昔前から個人情報というのが大事にされてきています。私も仕事とし 

ては関係機関の立場でやっておりますが、住民の立場から言いますと、知っていたらもっ

とできたとか、一旦行政が関わったらもう関わることができないのかというところで、人

の命が失ってしまうのは残念だと思いました。私が住んでいるところで、近くのおばあさ

んが大事故を起こしました。おそらく認知症で、パニックで運転できなくなってしまい、隣

の家の壁に突っ込んだことがありました。子どもたちなどが居なかった時間帯だったので、

無事で良かったのですが、その日からおばあさんはいらっしゃらなくなりました。どうし

たのか気になっているのですが、近所の方からは、「あんな怖い人家におってもらったら困

る」とか、「病院行ってもらってよかったね」という声が挙がっています。私も住民の立場

として、子どもにけがさせられたらと思うと、すごく怖かったなと思いました。でも、それ

で本当に良かったのかなと思いますし、そのいう理解にしてしまうのも良くないと思いま

す。「病気なのに運転するのが悪い」となってしまうこともあります。民生委員は法的に確

保されて立場をもっているので情報提供もしていただいているので、ある程度知っていた

と思うのですが、福祉委員は法的に大臣から委託された立場ではないので、実際に把握さ

れているのは隣近所の人であったりもします。地域包括ケアシステムにしていくというと

ころでは、なんの身分保障もない人が見守りをする時代になっていくと思います。情報を

共有すること、関係者の立場から非常に難しいことだとは分かりますが、そのせいで住め

なくなっていく人も帰ってきて欲しいなとも思います。一方で噂話みたいにされていくの

も困るし、私たち住民も個人情報とは何だろう、人権っていうのは何だろうということを

勉強しないといけないと思いました。 

情報共有するということについて、私も包括で働いたのですが、寂しい思いをしながら亡

くなる方が居なくなるのか、認知症かもしれない方、何かそういった病を持っている方が住

めるようにするために、どうすればいいかを考えるためのものとして、情報共有というのは

大事だと思います。そこは地域ケア会議の促進などにもつながると思いますし、そのあたり

も施策体系の３あたりにいれていただければなと思います。情報共有がこれからの力にな

るのではないかと思います。 

また、認知症サポーター養成講座を受けたいかという受講意向のアンケートがあったか

と思います。私も認知症サポーターを養成するキャラバンメイトというものに登録してい

るのですが、そもそも認知症サポーターについて知っているのかと思いました。知っている

人に「なりたいですか」と聞いて、「なりたくない」という答えなら、大きな問題かと思う

のですが、認知症サポーターを知らない人が「認知症サポーターを受講したいですか」と聞

かれても、こういう答えになるのではないかと思うので、認知症サポーターの人たちがどう

いう人たちのことなのかを、まずはみんなに知ってもらう必要があるのかなと思います。高



 9 

齢者の方は、意識が高いから知っているかと思いますが、私たちの周りにいる子育て世代は、

全くそんなこと知らないですし、自分の親が若年性認知症とかになってきてから分かる形

になっているのではないでしょうか。 

この間、子ども世代が認知症や高齢者と関わる機会に、子どもを連れて参加させて頂きま

した。キャラバンメイトの方も慣れていなくて、子どもたちに分かったかと聞くと、全然分

からなかったと言っていましたが、入所されている方との交流などをして、子どもたちは触

れ合う機会となり、それを見ている大人たちも考える機会になったのですごくいい企画だ

と思いました。このようなイベントに対して、驚くほど四條畷市の方もたくさん参加されて

おり、力を入れていると感じたので、そういったことをやっていることを市民の人たちに知

ってもらえればなと思いました。 

 

事務局 

ご質問ありがとうございます。高齢者のセーフティネットの整備・充実の件ですが、この 

部分につきましては、27ページの施策の体系の施策の内容を、次回 12月の委員会の時にご

提示させていただきたいと考えております。おっしゃる通り、地区福祉委員、民生委員・児

童委員、自治体との連携を図っていけるように、地域ケア会議を推進していかないと、セー

フティネットの整備はなかなか難しいと思っています。これの完結は厳しいと思いますが、

見守りを重ねていく中で、良好な関係を築きながらこの問題に向かっていかなくてはなら

ないかと認識しております。 

また、認知症の理解を深める普及の部分ですが、９月の下旬に介護人材育成事業を実施さ

せていただきました。約 20数名の参加だったと聞いています。認知症サポーターの養成講

座を子ども向けに行い、車いす体験、介護ロボットなどを子どもたちに見ていただきながら、

認知症の理解だけではなしに、介護人材の確保にもつなげていこうという事業でございま

す。当然、認知症サポーター養成のために、高齢福祉課といたしましても、子どもたちにジ

ュニアサポーターなどの形で認知症の理解を深めていきたいと考えておりまして、中学校

の方にも話を投げかけさせていただいております。今後は、若い世代も含めまして、認知症

の理解を深めていただかないと、なかなか解決には至らないと考えておりますので、子ども

たちも含めた認知症施策を進めたいと思います。 

 

山上委員 

今日の委員会で出ている意見は本当に貴重な意見ばかりだと思います。これこそ、地域が 

主となってやっていかなくてはいけないものだと思いますが、行政そのものでは限界があ

ると思います。地域包括ケアシステムの考え方が国から何年も前からでていますが、地域

の中で進めていく必要があるのではないかと思います。そのためには、本来、自治会が行わ

ないといけないのですが、任意団体の所の自治会、いわゆるボランティアの関係に対して、

仕事の立場で、物事を見つめていけるように支援をやっていただけるよう、市としての窓
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口を進めていかなくてはならないと思います。どこまで支援をやられているのか、自治会

長そのものにも支援のあり方を訴えてもらえるかどうか、自治会長そのものには、連絡会

議等で言われているみたいですけども、そこのところがなかなか機能していないようなと

ころがあるのではないかと見ています。 

民生委員について、四條畷市では、相当力を入れてやっていただいており、そういう方た

ちがおられなかったら、なかなか福祉のことは難しいのではないかと思っています。ただ、

自治会を中心にした時のネットワークづくりをもっと浸透させていかないといけないと思

うのですが、行政側から訴えられないという弱点があるわけで、指示ができなくお願いしか

できません。自治会は任意団体であり、それぞれの地域でネットワークを構築した上で、連

絡会議などの組織として動いていく。そのネットワークの中核となるのが、本来は社会福祉

協議会になると思うのですが、今のところは難しいのではないかと思います。自治会などに

も協力をいただいて、各ネットワークの方もしっかりと独自では動いておられますが、横の

つながりがほとんどないことで、亡くなられたという結果も出てきたのではないかなと思

います。 

先ほども言いましたが、要は社会福祉協議会の中核は、連携をとってやっていくような仕

組みになっていないことであると思います。進んでいるところとしましては、滋賀県が相当

進んでいると思います。また、富山県も結構やられているみたいですし、大阪市は城東区が

進んでいます。そういうところに見学することで、どのように地域が動いているかというこ

とをしっかりと学ぶ必要があるかと思います。学ぶといっても地域性がありますから、四條

畷市は四條畷市のやり方でやっていく。最終的には、任意団体の自覚によるのですが、先ほ

どにも話が合ったプライバシーの問題があって情報が得られないです。例えば、高齢者の老

人会を作ってほしいと一般の方に言われても、どこ行けばいいのですかというところから

始まるわけです。そのようなことを進めていってくださいと言われても、どこにそういう方

がおられるのかわからないということや、資料を民生委員なら持っているかもしれないけ

れども、民生委員に資料見せて下さいと言えないと思いますので、そういう時に渡せる資料

を作ればと思います。なかなか地域でそういうことをやろうと思っていても中心者にそう

いうことを頼んでも難しいところはあります。どこに誰がいるか分からない、いきなりそこ

に行っても「なんでそんなことが分かったのですか」と言われたら、それこそ困ることであ

って、トラブルの原因になりますかと思います。スムーズに情報を共有できるような仕組み

として、行政だと難しいと思いますので、何らかの地域に協力してやっていけるような仕組

みを作っていかなくてはいけないと思います。これについては四條畷市だけでは難しいと

思いますから、大阪府や国にこういう問題があるということをどんどんと訴えていく必要

もあるかと思います。 

今日は、大切な意見が出ていると思います。本来なら助かるような人、楽しく生活できる

ような状況でありながら、なかなか前に進まないというような人の問題を一日でも早く解

決できるような仕組みを、委員会の中からどんどん意見を出していって、まずは高齢者福祉
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担当に今日出た意見を持ち帰ってもらい、市長から大阪府や国にあげてもらって変えてい

く必要があるかと思います。高齢者福祉一担当では、解決できるような問題ではないかと思

いますし、無理は言いませんが、貴重な意見が出ていると思いますので、これらをまとめて

もらい、一歩でも前進するような四條畷市にあった仕組みづくりとしてやっていけたらと

思います。 

 

中西委員 

何度も、民生委員という言葉が挙がってきていますが、私は民生委員として参加させてい 

ただいています。確かに一つの団体が何かを成し遂げるのは非常に難しいと思います。民

生委員の方でも、高齢者実態調査が始まっていますが、本当はその下に、民生委員・児童委

員協議会があり、児童委員の部分もあるのです。はじめの方に不登校の問題もおっしゃっ

ていましたが、そういったことや赤ちゃんの動向も見させていただいたりしているのです

が、それはそれとして、市として全体的にいろいろな仕掛けというものが必要だと思いま

す。  

最初の話にありました、冷蔵庫の筒でありますが、それを実施するために私の地域では

３年かかりました。冷蔵庫に入れる筒を３年で話をしながら作って実施しました。それを

民生委員、住民協議会のほうにも出し、そして高齢福祉課にもやってもらいましたが、他の

地域では、65歳以上の方で自治会に入られている全家庭であれば、冷蔵庫に入っています。 

地域の放送で「小学校何年生の子が行方不明になりました」という放送が入るかと思い

ます。あれを聞いていて、この地域で行方不明になっているという子どもがいるという情

報があれば、「ここはどの地域だから」と迅速に割り振りをして、それぞれの地域の方で対

応するようにすれば、非常に速いと思います。私たちにも連絡はあるのですが、具体的に何

をしたらいいのかということが、いまいち分からないです。今は子どもの行方不明が多い

ですけども、そのうち高齢者の徘徊で、「どこそこのおじいちゃんおばあちゃんが行方不明」

ということも出てくるかと思います。そんな時、「あそこのおばあちゃん知ってるよ」など

の関係ができていれば、比較的情報収集は早いと思います。それはどんな時に作るかとい

うと、やはり地域の活動になるわけです。地域の中の高齢者や子どもたちがどういう関係

を持っているかということです。５ページの中にもありますが、「認知症の人を含む高齢者

にやさしい地域づくりの推進」とか 27ページの「５．積極的な社会参加の環境づくり」で

「既存の地域活動への継続的な支援」などというところがあり、具体的にどのようなこと

を指しているのか分かりませんが、こういったところにより、いろいろな組織と連携しな

がら、ある一つの方向にもっていく仕掛けが必要かと思います。単発でやってはいけない

と思います。例えば、避難所が開設され、私も行きましたが誰も避難している人がいなかっ

たです。しばらくすると２名の議員が視察に来られました。「何時何分に避難所が開設され

ました」という放送が入っていますが、少年野球が野球していました。何の反応も無かった

です。そこのグランドを貸しているのは委員会ですが、そこの連携は取れているのかと気
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になったりします。今、包括のことを知ってもらいたいということがあるので、地域でいろ

いろ仕掛けています。例えば、いきなり地域で講演してもらっても、硬い話であったらしん

どいので、いつも７月になったら竹を使った流しそうめんを行い、いろいろな組織の方と

一緒に食べながら、ああだこうだ言いながら交流し、広めていっています。ですので、連携

を図りながら連携を取っていくということが非常に大事だと思います。 

 

小寺議長 

地域の中のネットワークづくりの大切さというのが、かなり浮き彫りになったと思いま 

すが、他にありますでしょうか。 

 

中村委員 

本日は皆さんに自分たちが日々感じていることを、意見されていて、大変貴重な意見だと 

思います。私が思うのは、この計画の中にそれらが出ておらず、繋がっていないことが問題

かと思います。皆さんがおっしゃっていたのは、今後の事業などの話なのでそれらは今後

の話で書けるとも思いますが、本来の計画であれば現状背景があって、課題があって、そし

てこうするというストーリーがあるかと思います。骨子案を見させていただきますと、最

初の大事な現状の把握のところでは、現状が平成 29年までであり、今度どうなっていくの

かも分からないです。そして、８ページに至っては施設数だけであり、これではさっきの話

に繋がっていかないと思います。９ページのサービスの調査の話も、これで十分なのか十

分でないのか、どう比較して、どう決めたらいいのか全く考えられないです。これでは、計

画の後ろについても前と全く関係ないものになってしまうのではないかと思います。 

今頂いた意見や今後のサービス事業について関連する実施状況などを、現状という形で

もう少し書かれた方がいいのではないかと思います。介護保険計画との関係で、たぶん、く

すのき広域連合の計画では、人口推計などが入っているとは思うのですが、そうは言って

も２ページに書いてあるように、介護保険事業計画策定する経路において、本市における

各種サービスの供給量だとか包括システムの構築をどうするのかということを書くわけで

すから、その前提のバックグラウンドの資料が全く入っていない状況では、書けないので

はないかなと思います。 

これからどれくらい高齢者が増えるのか、総人口から見てどれくらいの人数になって、

それでどうしようと考えるのか、先ほどのくすのき広域連合の話ですが、課題はあるけれ

ども人口が減っていった中で回せるのかというような事を、みんなで議論しないといけな

いのではないかと思います。そういったような背景が、これでは足りないじゃないかと思

います。 

それと皆さまの感覚というのも大事な話なので、意見をどういう風に盛り込むのかを考

えていただいて、行政としては現状どうなっていて、どこまでできているかということを、

大変かと思いますが触れられたほういいと思います。住民にわかるものにしていかないと
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いけないので、やっていかれたほうが良いかと思います。 

それから、アンケートの方向も今のところだけを取っていて、これが足りているのか足り

ていないのかという情報が無いです。先ほどの説明では、前の年から増えたというような事

をおっしゃっていましたが、文章には何も入っていないです。こんな事業やってこのような

効果を出しているとかそういう書き方がないと、後ろでつながっていかないじゃないかと

思います。今回、そこまでだけなので、仕方がなかったかもしれませんが、次回はやはり全

体の柱建ては示していただきたいです。「ここでは書けていないですが、ここで書きます」

という説明がないと、後になってここはどうだこうだという話になると思いますし、全体的

なものをお示し頂いた上で、こういったことをして頂けたらと思いました。 

 

事務局 

ご意見ありがとうございます。圏域ごとの数字については、介護事業計画をくすのき広域 

連合の方で策定いたしております。そちらの部分と重ねて、もう少しわかりやすい部分にし

ていきたいと思っておりますので、次回、改めてページを増やしてお示しさせていただきた

いと思います。よろしくお願いいたします。 

 

中村委員 

特に、２ページに書いておられる「福祉サービスの供給体制」や「地域包括ケアシステム 

の構築」が介護保険計画に入っておられないという状況なので、独自やっているものがどん

な状況かというものをぜひお書きいただいたらと思います。 

もう一点、今回の計画の背景の４ページの介護保険制度の改正について、この書き方では

わからない話があると思います。医療と介護の一体改革の中で、医療の方の病床機能分化に

よって新たなサービス料が必要となってくるというような話を聞いてられるとは思います

が、その話は一般の市民の方には分からないと思います。単純に人口高齢者増だけの話では

なくて、社会保障改革、医療制度改革のなかで医療から在宅へという話の中で支え合いの体

制を作らなくてはいかないのがもう一つの大きな柱だと思います。その話が、地域包括ケア

システムの進化・推進というだけで分かるかということで、「どこまで書けばいい」とは言

えませんが、このままでは分からないのではないかと思います。皆さんには今後の話として、

医療機関が悪くなったら、高齢者の方が入院できる現状が変わるのだということ、それを前

提とした高齢者福祉計画を策定しないといけない状況になっているということを計画の中

で PRしていく必要があると思います。これについては、どこかで書いていただきたいなと

思っています。 

 

高尾委員 

「役所」という全般で申し上げたら失礼なのですが、やはり必死で働いていらっしゃるの 

ですが、少し硬いと思います。私が、不登校の児童に対して、絵画を通して成功体験をして 
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おりますので、「何かのお役に立てていただけないでしょうか」といって教育委員会の義務 

教育課に方に尋ねました。話はよく聞いていただきましたが、「教室を私の立場としては紹 

介することはできないのです」と言われました。市民側としましては「こういう窓があれば 

参加します、協力したいですよ、声かけしたいですよ」と、役所だけでやるのは大変だろう 

という気持ちで、ずっと意見が出ていると思います。 

「自治会の役員から仕掛けて、連携を取っていく」という短い言葉でまとめていただいた 

のですが、やはり仕掛けて連携を取る、リーダーシップを取っていくのが役所だと思います。

何もない民間の私どもがどうだこうだいう権利はありませんが、役所の言葉はどうも苦手

という方も、「ダンスの先生なら気心知れているから」とか「絵画の先生とはご縁があって」

ということもあります。アンケートでも趣味やお稽古ごとを通して老後を過ごしたいとい

うのが上位に来ていたと思うのですが、そういう趣味などをやってらっしゃる方で、長く続

けられる方は、誰かに付いている方が多いです。何も教室を PRしてくださいということを

申し込んだのではなく、親御さんからご相談があった時に、「絵がお好きですか、絵を描い

て良い結果をもたらされた方がいらっしゃいますからいかがですか」、「一度お近くに絵画

教室あったら行って、ご覧になったらいかがですか」ということで、役所のお役に立てない

かと思って私の成功体験を持ってきただけです。役所だけがどれだけ頑張られましても、四

方八方に人がおります。その人の中にはリーダーシップのある方や、人を集められる方など

が、様々な拠点にいらっしゃいます。そういう方の形作りを役所の方にしていただくために、

健康推進委員みたいなものを委任状みたいなものを作ってくだされば、高齢者に向けて活

動に力を向けていきたいなと思います。 

チームワークを取るところはバラバラなので、それを申し上げましたら、役所の人は「自

分のところはこうやっているのです」ということをおっしゃっていたのですけども、まだ歯

止めがかからない状況です。そこを埋めるために、「心あるものが手をつなぎましょう」と

いう時に、数になってくださるところを役所にお願いしていただければと思い、良いことが

あればお伝えにあがったりしますが、受け入れていただけないことがありました。動ける人

は動きますのでネットワークの中心になってもらいたいです。 

 

山上委員 

先ほどの中村委員が言われたことは基本だと思います。言われたことで転換し、全ての 

ことをやっていかないといけないのは、今の高齢者福祉担当のみでは難しいと思います。そ

れをやっていくためには、新しい市長になって、活性化というプロジェクトを作っておられ

るわけですが、そこがこの実情を分からないと指示できないわけです。 

今日の話を小寺議長からも上にもっていっていただいて、それを練っていただくこと、今

回こういう意見が出たことによって反映させていき、次の検討委員会でこういうことを反

映させていくためには、ここのところは知っていただかないと難しいと思います。今の人数

ではできないと思います。いわゆる、来年の新しい体制づくりに向けてやられると思います
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し、その中でも検討委員会の資料作りだけでも大変かと思います。新しい働き方改革とかも

やっているのでそれを作るにあたっても大変かと思います。検討委員会の資料を見つめて

今日出てきた内容を次の時までに出してくださいと言ってもしんどいかと思いました。た

だ、反映しないと検討委員会の意味がないと思います。正直なところ、今回の資料をみて、

検討する内容がないと思いました。 

こういう状況を市長が「変えます」と言っていますから、少なくとも検討委員会も変えて

くださいということです。高齢者を守るためにそのためにどうすればいいのか、創造します

と言っていますが何を創造するのか仕組みづくりなのかなど、新しい体制で築きあげてい

ただかないといけないと思います。今もいろいろな意見がでてきますけども、次の時までに

できるかといったら、非常に厳しいかと思います。12 月にやるということですので、これ

が本当にできるのか、それによって相当負担を与えてしまって、しんどい思いをしてしまう

のではないかと心配しているのですが、これはくすのき広域連合で進めている計画を見て

もらったらこのような内容は出てきます。保険制度とか介護保険制度にはものすごい問題

があります。そんなことをあえて私は言わないですが、そういう内容を基にしたところで、

四條畷市ができること、内容については課長、部長あたり、新しい方、副市長はじめ新しい

部長も２人入ってきています。少なくとも新しい方が５人も入っていると思います。ある意

味では、期待しています。そういう方にも市状を知ってもらい、新しい体制でいくのでした

ら、検討委員会はじめ、委員会そのものの見直しもやっていかないといけないのではないか

と思っています。これを課長が上の方に言えるのかどうかということもありますので、小寺

議長の方からもやってもらわないといけません。 

今日は相当はっきりした意見が出ていますので、ここのところはしっかりと上に訴えて

いただいて、議事録そのものも見てくださいという風なことも課長の方から部長の方に言

わないと駄目かなと思います。私たちも市民目線で訴えていきますけども、今日は今までに

ない意見が出てきていると私は思っていますので、良かったのではないかと思います。よろ

しくお願いいたします。 

 

小寺議長 

ありがとうございました。今日はいろいろな意見や課題が山積していますので、原課の 

方でどこまで処理できるのかというところもありますが、12 月に向けてできるだけ精査し

ていただきたいなと思います。他にございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

そうしましたら、本議題につきましては、これを持ちまして終わりたいと思います。本日 

の意見を踏まえ、次回改めて計画素案の提出をよろしくお願いいたします。事務局、その他

に案件はございますでしょうか。 

 

事務局 

 今後のスケジュールについて説明 
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小寺議長 

以上を持ちまして本日の審議を終了とさせていただきます。本日はありがとうございま 

した。 

  

 

 


