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福祉計画検討委員会 議事録 

 

事務局出席者 健康福祉部健康・保険担当部長兼保健センター所長  

松川 順生 

       保健センター主任           阿部 静香 

       高齢福祉課長             磯野 美子 

       高齢福祉課長代理           菅井 雅一 

 

○議事録 

議 長   それでは、次第にございます「なわて高齢者プラン」について事

務局の方から説明をお願いします。 

 

事務局   まず、「なわて高齢者プラン」に係る事務局の紹介をさせていただ

きます。健康・保険担当部長兼保健センター所長の松川でございま

す。その隣が保健センター主任の阿部でございます。続きまして私

の隣が高齢福祉課長の磯野でございます。そして私、高齢福祉課長

代理の菅井でございます。よろしくお願いいたします。なお、本日

は次期計画となります、なわて高齢者プラン２０１８の策定審議に

あたりまして、策定支援業者の株式会社関西計画技術研究所の研究

員も出席させていただいております。あらためましてよろしくお願

い申し上げます。それでは、平成２９年度の取組みについて説明い

たします。はじめに、保健センター分野の方から説明させていただ

きます。 

     保健センターでは、健康づくりの推進のための事業を行っており 

ます。高齢者に関しては、高齢期に向けての健康づくりや介護予防の

ための支援を行っています。健康教室受講後、自主的な会をつくり、

活動しているグループ（健康づくりグループ連絡会）を支援し、交流

会などを行っています。昨年度は、庁内健康づくり連絡会において実

務者の会議を行い、退職者世代が対象である元気度アップ講座の内容

を検討し実施しました。また、健康づくりグループ連絡会に対して、

これからの介護予防についての講演を地域包括支援センターの協力

のもと開催させていただきました。それでは４０歳からの健康づくり

について報告します。まず、健康診査及び検診についてですが、特定

健康診査は、保険年金課で市国民健康保険加入者に対して行っていま

す。昨年度は、未受診者対策事業、健診受診者フォロー事業（重症化

予防事業）、重複・頻回受診者への訪問指導事業を保険年金課と連携
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して行いました。健診の受診勧奨は例年２月頃でしたが、１１月に行

いました。０．２ポイントですが受診率向上につながっています｡ 

がん検診の受診率は前立腺がん・肺がん以外は減少しています。肺

がんにつきましては、昨年７月から個別検診を行っており受診率の

向上につながっています。今年度は保険年金課に保健師が配属され、

今まで以上に保健センターとの連携を密にとることができるように

なり、特定健診の受診率および特定保健指導率の向上に向け、新し

い取り組みを始めます。また、がん検診につきましても、無料クー

ポン券の送付に加え、新たにがん検診啓発ポスターの作成、肺がん

検診の協会けんぽとの同時実施、セット検診の組み合わせの変更や

予約枠の追加、ピンクリボン大阪や大阪産業大学との連携等受診率

向上に取り組んでいきます。次に、健康手帳の発行状況ですが、平

成２８年度は８０４人です。次に訪問指導についてですが、地域包

括支援センターの支援等が中心で個別支援はほとんどなく、緊急通

報装置を希望する方の訪問のみとなっております。２８年度は３人

です。健康教育に関しましては、平成２８年度は６１回実施し、参

加延べ人数は２，３０７人、健康相談は４５回実施し、相談延べ人

数は１，３１４人です。以上です。ありがとうございました。 

      続きまして、高齢福祉課分野の説明を始めさせていただきます。

右側に高齢福祉課と書かれている資料をご覧願います。 

 社会参加の促進、生きがい・交流事業の充実、地域支え合い体制 

づくり事業の推進でございます。今年度の取組みといたしましては、 

活動内容を情報共有し合うことにより、今後の活動内容の充実につ 

なげていただくこと等を目的とした連絡会議を本年度から年２回程

度開催したく、従来から地域支え合い体制づくり事業として推進し

ている街かどデイハウスさんらやふれあい元気クラブ・えんじょい、

また田原地域のふれあいサロンやふれあいサロン西と合わせた２０

地区のふれあいサロン等の代表者・スタッフ（各地区２名程度）が

集う（仮称）地域支え合い体制づくり事業全体連絡会議を１１月と

２月に開催いたします。また、地区ふれあいサロンの活動内容を広

く市民に周知していくため、９月の広報並びに市ホームページにお

いて、活動地区一覧をあらためて掲載します。なお、今年度のふれ

あいサロンへの補助金事業につきましては５月１９日の区長会から

各ふれあいサロンを含む２７地区に説明を行ったうえで、８月中を

目処に申請を受付けております。現在１４地区からの申請があり、

今後は速やかに補助金の交付を行う手続きを進めるとともに、今回



 3 

申請されなかった地区に対しましてもあらためて説明を行い、各地

域にふれあいサロンを広めていきたいと考えています。次に、交流

やふれあいの場・機会づくりでございます。今年度の取組みですが、

楠風荘では有意義な時間を過ごしていただくため、大広間において

時代劇やコメディー、ホームドラマ、アニメなどの映画上映を行う

など、毎月多様な催しを実施しております。また、健康の維持と親

睦を図るため、引き続き好評の健康フラダンスをはじめとした健康

事業も実施していきます。平成２６年～３０年度の５年間、(株)ビ

ケンテクノに対し、引き続き指定管理者を委託することにより、今

後も民間事業者のノウハウを活用し、利用者が日々の生きがいづく

りや各サークルの会合等、ふれあいのオアシスの場・生涯学習の場

として大いに利用してもらえるような施設を目指していきます。な

お、今年度から落語会とボランティアバンドによる音楽コンサート

を開催し、新たな利用者が増えるよう努めます。また、来る９月 1

２日（火）には市民総合センター市民ホールにて、敬老会を開催い

たします。本年度も１００歳を迎えられる市民の方に登壇いただき、

１部の式典において、市長から祝状をお渡ししたいと企画しており、

対象者あてに訪問・連絡等をいたしております。また、２部のお祝

いイベントにおきましても、高齢者の皆さんが楽しんでいただける

よう、来場者が出演者と共に参加いただけるイベントを予定してい

ます。例年同様、老人福祉施設の入所者を招待する他、日頃から高

齢者の見守り活動を行っていただいている民生委員を来賓として招

待するなど、市敬老会にふさわしいものとしていきます。なお、今

年度も１００歳表彰者のもとを全て訪問し、直接お祝い状等をご家

族様等が同席のうえでお渡しさせていただくことにより、表彰者本

人だけでなく関係者の方々にも喜ばれるよう、長寿の御祝にふさわ

しい事業といたします。続きまして、日常生活を支援する体制の整

備・強化、介護保険制度以外の高齢者福祉サービスの充実、生きが

い生活支援型の通所事業でございます。今年度の取組みでございま

すが、「街かどデイハウスさんら」につきましては、更なる利用者増

を目指し、運営委員会に対する助言などを行うとともに、府交付金

の確保に努めていきます。「ふれあいサロン」につきましては、平成

２７年度からふれあいサロン○○○と称してもらうことを前提とし

て、地域支え合い体制づくり事業補助金制度を実施しており、昨年

度は２０地区から申請がありました。今後も「ふれあいを育む活動」

として生きがいづくり等を実施する地区・地域に対し支援・補助を
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行っていきます。「ふれあい元気クラブ・えんじょい」につきまして

は、平日の午前１０時から午後４時の間で午前と午後に分け、囲碁・

将棋をはじめとした娯楽や書道教室、健康体操、歌体操などを実施

しています。今年度も高齢者の情報通信技術向上に向け、携帯電話

の安全操作教室等を企画していきます。年間を通じて来場者数は安

定しておりますが、西部市街地における高齢者がふれあえる拠点施

設として、その役割を達成しつつあるものの、未だ月曜日の午前中

のプログラムが定まっていないことから、引き続き運営委員会にお

いて確定を急ぐとともに、市民への周知を図っていきます。上記通

所事業につきまして、今年度も地域支え合い体制づくり事業の基幹

的なものとして引き続き、推進・支援していきます。次に、社会参

加の促進、生きがい・交流事業の充実、福祉農園でございます。今

年度の取組みですが、昨年４月に高齢者農園の受付並びに公開抽選

を行うとともに、その後は随時受付を行い、今年度分の延長利用申

請を経たうえで現在５１区画全てを利用いただいています。引き続

き、高齢者の生きがいのある生活を支援することを目的として推進

していきます。次に、交流ふれあい（生きがいと健康づくり）事業

でございます。今年度の取組みですが、当事業は例年、大阪ガスグ

ループ福祉財団の協力を得て実施していますが、無料講座というこ

とで近年とくに人気があります。今年度も希望していた夏期の開催

は適いませんでしたが、次期開催を企画し、引き続き高齢者の交流

ふれあい事業として推進していきます。続きまして地域福祉活動へ

の支援でございます。今年度の取組みですが、緊急連絡カードの配

付事業を民生委員に依頼して６年目となりますが、今年度は３年に

１度、民生委員が実施する在宅高齢者実態調査に合わせ、広く追加

配付を行っていただくため、６５歳以上の独居及び７０歳以上夫婦

世帯を対象とした住基データを貸与するとともに、１０月の民生委

員・児童委員定例会においてあらためて配付説明を行い、必要に応

じてキットの配付を行っていただきます。なお、個人情報の取扱い

には細心の注意を払うとともに、キットの配付が民生委員の平素の

見守り活動として、定期的な訪問等につながるよう推進していきま

す。次に、介護予防・日常生活支援総合事業の開始に向けたサービ

ス提供体制の整備でございます。今年度の取り組みですが、引き続

き、生活支援サービス協議体と生活支援コーディネーターを中心に

生活支援整備を進めていきます。不足する資源のうち、開発する資

源の優先順位を決め、取り組んでいきます。また、くすのき広域連
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合が設置する協議体連絡会と連携し、新総合事業の充実に向け、多

様なサービスの開発にも取り組んでいきます。続きまして、地域包

括ケア体制の強化、地域包括支援センターの機能強化でございます。

今年度の取組み内容でございますが、高齢化の進展により、地域包

括支援センターの役割はますます大きくなり、多様化しているとこ

ろです。くすのき広域連合が平成２６年度から順次、機能強化を進

めてきたことにより、四條畷市域では昨年度から各地域包括支援セ

ンターに職員を１名ずつ増員し、高齢者の多様なニーズに対応でき

る体制整備を図りました。今後は職員の育成を図るとともに、関係

機関との更なる連携を図っていきます。また、くすのき広域連合か

らの折込み記事を広報に含めることや各包括のイベントを毎月掲載

することにより、周知啓発にも努めていきます。次に、地域包括ケ

アシステムの基盤となるネットワークや体制の整備、地域包括ケア

会議の強化でございます。今年度の取り組みですが、生活支援部会

を高齢者虐待に特化した、高齢者虐待評価会議として再編成しまし

たが、今年度も半期ごとに会議開催し、関係機関とともに個々の事

例について評価するとともに、市域の課題として共有していきます。

また、その課題を解決するために虐待プロジェクトを立ち上げ、虐

待マニュアルの見直しや市民啓発について検討していきます。地域

ケア会議は、地域包括支援センターが関係機関と連携し、個別課題

解決のための会議や地域課題を共有し、検討することを中心に進め

ていきます。半期ごとに市域の地域ケア会議を開催し、それぞれの

会議の積み重ねから地域課題の抽出・整理を行い、対応策を検討し

ていきます。地域ケア会議で多職種専門職や地域住民が連携して課

題の解決に取り組むことにより、住民力を高めるとともに、ネット

ワーク構築に努めていきます。続きまして、医療と介護の連携強化

でございます。今年度の取組みですが、医療・介護連携推進運営委

員会の中に、研修ワーキンググループ・情報連携ワーキンググルー

プ・市民啓発ワーキンググループを設置し、会議の機能分化を図る

ことで、効率的に事業展開について検討を進めていきます。昨年度

は、「病院から在宅へ」をテーマに研修会をシリーズで開催し、病院

と在宅との連携強化に努めましたが、今年度も引き続き充実した内

容の研修を実施していきます。また、情報連携においても資源集の

更新について検討していきます。市民啓発においては、引き続きチ

ラシの作成や特集記事を広報誌に掲載することなどを企画実施して

いきます。次に、認知症高齢者への総合的支援と高齢者の尊厳の確



 6 

保、認知症に関する意識啓発の促進でございます。今年度の取り組

みですが、認知症の理解を深めていくことにより、認知症にやさし

いまちづくりを目指し、本年も認知症サポーター養成講座を企画し

ていきます。今後も、増加が見込まれる認知症高齢者に対し、多様

な年齢層の理解促進を図るため、認知症ジュニアサポーター養成講

座についても企画するとともに、北河内ブロック介護人材確保連絡

会議において、未来を担う人達に正しい知識を普及し、人権意識を

醸成する事業を企画実施していきます。続きまして、「俳句のまち四

條畷」５７５ブレスレット配付事業でございます。今年度の取り組

み内容ですが、６月号の広報・ＨＰに掲載し、一時的に申し込みが

増えましたが現在は微増状態となっています。蓄光タイプのシリコ

ンリングのため、夜に薄っすら光るので外出時の安全対策にもご活

用いただけるものであり、今後も出前講座や高齢福祉課の窓口など

さまざまな機会を利用して啓発するとともに、広報・ＨＰへの掲載

により周知啓発を図っていきます。次に、高齢者の見守りネットワ

ーク事業協力に関する協定でございます。今年度の取り組みですが、

全国的に急速な高齢化の進展が見られ、ひとり暮らしや高齢者世帯

が増加する中、民生委員児童委員や地域包括支援センター、介護事

業者、近隣住民等がそれぞれの立場で支援する高齢者を気にかけて

見守っているところです。昨年１１月に本市域を担当する新聞販売

店１０店舗と市内郵便局の協力を得て、四條畷市見守りネットワー

ク事業の協定を締結しました。今後も、民間事業者と連携すること

で、重層的な見守り体制を拡充していき、高齢者の方が安心して、

住みなれた地域で暮らし続けることができる地域づくりの実現を目

指します。次に、なわて高齢者プラン２０１８（高齢者保健福祉計

画）の策定でございます。老人福祉法第２０条の８に規定する計画

として、平成３０～３２年度の３カ年計画となる「なわて高齢者プ

ラン２０１８」を策定いたします。本計画は、介護保険事業計画を

内包する形で一体的に策定することになっていますが、介護保険に

つきましては、守口市、門真市及び本市で構成する「くすのき広域

連合」で策定することとし、本市はくすのき広域連合と整合を図り

ながら、本市の高齢者福祉サービスの供給体制の確保や地域包括ケ

アの推進等を中心とした「なわて高齢者プラン２０１８」を策定い

たします。つきましては、委員の皆様にご審議願いたく、次回１０

月３１日に本委員会を予定いたしておりますので、ご出席お願い申

し上げます。また、これまでなわて高齢者プランにつきましては保
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健センターとともに、保健に関する計画も包括した内容としてきま

したが、「老人保健法」に基づく老人保健事業が、「高齢者の医療の

確保に関する法律」に基づく生活習慣病予防の観点から、医療保険

者が実施する特定健康診査及び特定保健指導と、「健康増進法」に基

づいて市町村が実施する健康増進事業に分かれており、大阪府の高

齢者福祉計画をはじめ、近隣市においても「保健」を省いた老人福

祉計画へと変更されてきていることから、本市も次期計画策定から

老人福祉計画として「なわて高齢者プラン２０１８」を策定させて

いただきたいと存じます。なお、保健分野につきましては、健康な

わて２１をはじめとした健康増進計画において進捗管理を行ってい

きますのでご理解の程よろしくお願いいたします。続きまして、配

付資料のなわて高齢者プラン２０１８（四條畷市高齢者福祉計画）

策定方針をご覧下さい。なわて高齢者プラン２０１８の計画期間で

すが、本計画は、３年を１期としており、計画の期間は平成３０年

度から平成３２年度までとなります。また、本計画の見直しは平成

３２年度に実施いたします。次に、策定にあたっての基本的な考え

方ですが、高齢期になっても、健康でその持てる力を活用し、それ

ぞれの健康状態やライフスタイルに応じて、自己実現と社会的な貢

献を果たすことができるとともに、安心・安全で快適に暮らせるま

ちの実現をめざし、前回計画で掲げた基本理念「誰もが“長生きし

て良かった”といえる地域社会づくり」を本計画でも継承したいと

考えています。この基本理念の実現をめざし、本計画を策定・推進

するうえでの基本的視点、施策の体系を定めていきたく、次回の委

員会において骨子案を提示させていただきます。続きまして、なわ

て高齢者プラン２０１８策定スケジュール（案）でございます。今

後とも本スケジュール案で進めさせていただきたく、よろしくご審

議願います。 

以上を持ちまして、高齢福祉課の説明を終えさせていただきます。 

 

議 長   はい、ありがとうございました。ただ今の報告に関しまして、委

員の皆様からご質問やご意見はございませんか。 

 

福田委員  骨粗しょう症検診の精密検査が突然始まっていますよね。がん検

診は大切であると思います。一方で、骨粗しょう症検診については、

予算を使って２０歳の人から行うことで、骨粗しょう症検診に引っ

かかった人が病院に来た際にどうすればいいのかという事になりま
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す。そこに関しては自由なので、薬を投薬するのか、精密な検査を

するということなのか。目的が分からない場合は、来年も受けるよ

うにアドバイスをしました。検査自体は簡単であると思いますが、

苦労して人を集めて行ってもあまり意味がないのではないでしょう

か。それよりも、大腸がんや胃がんの方に力を注ぐ方が良いと思い

ます。これに関してはどうでしょうか。 

 

事務局  骨粗しょう症検診ですが、国の方から検査をするようにということ

になっています。今までは希望される方が、転倒や骨折の予防も兼ね

て、自分の骨密度がどれくらいなのかという把握のためにさせてもら

っていました。検査するだけではなく検査を受けられた方が、どれだ

け精密検査を受けて治療に向かっているのか報告しなさいというこ

とで、平成２８年度から受診勧奨を始めており、先生の方に精密検査

をお願いしているかと思います。骨密度が下がるのが、高齢になって

からということもあるのですが、妊娠、出産、閉経の時期には骨密度

が下がっていきますので、その辺りのことも踏まえて２０代から検査

をしている次第であります。今後どうするのかに関しては、あらため

て検討させて頂きたいと思います。 

 

 福田委員 それであれば、仕方ない部分もあるかと思います。 

 

 高尾委員 女性からの意見としてです。私も、この歳になって自分の身体を

通してわかることがあります。現役の時には、骨密度が低いという

ようなことは全く言われませんでした。子どもも３人産みましたが、

閉経してから、段々と骨密度の事について言われるようになりまし

た。男性は妊娠や出産もありませんし、日頃から体力には気をつけ

ているかと思いますが、母親の方は子どもや夫が優先になります。

現役の時は女性ホルモンで守られていましたが、現役が終わってか

ら、この下り坂はどうしようもないですよね。先ほどの質問では、

来られた時にどうすればいいのかという事であったと思いますが、

私も子育てをしている時には、骨密度がこれだけ下がって、骨粗し

ょう症がこんなに目の前にくるとは思っていませんでした。そうい

った、女性の一生を踏まえて検査をするのであれば、食事の計画や

指導、将来に備えた栄養指導を具体的に保健センターの方で行うこ

と。それから、妊娠中においては、常に産科の先生がされると思い

ますが、保健センターには女性の一生を見聞きして頂き、今は何も

なくても必ず将来は問題が出るという事を踏まえて、今から対応を
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してください、自分の身体を大切にするように、という指導をした

うえで、骨粗しょう症の検診をなさるべきではないかなと思います。 

 

 事務局  骨粗しょう症の検診については、２０歳から受け付けさせて頂い

ており、検診が終わった後は必ず栄養士や保健師の方から食事や運

動の大切さなどは説明させてもらって、結果を返しています。なか

なか検診の方も子育ての間は受けにくいと思いますが、その点も踏

まえて、骨粗しょう症検診を２０歳から受けられるようにして、私

たちの方はまず検診を受けてもらえる事から始めていけたらと思っ

ていますので、今後も検診の啓発を進めていきたいと思っておりま

す。 

 

 高尾委員 ２０代、３０代の時にいくらそういった事を言ってもらっても、

右から左へそういったアドバイスは通過していきました。子どもが

大事ですし、育ち盛りで大きくなるので、母親は２番目になるとい

うような気持ちがありました。ぜひ、行うのであれば、身に染みて

こういった苦言があることも引き合いに出してやって頂きたいと思

います。 

 

 事務局  また今後検討していきたいと思います。ありがとうございます。 

 

 山上委員 医師会の方と、保健センターの方で連絡会などをやっているかと

思うのですが、年間に何回くらい行っているのでしょうか。今の話

を聞いていると、意向が伝わっていない気もするのですが。そこの

部分については、医者の意向もあるかと思いますし、患者との接点

も多いと思います。その意向を受けて保健センターの方も注意され

て提言されるかと思いますが、どうも連携がとれていないのではな

いかと思ってしまいます。反対に保健センターから医師会の方に手

を差し伸べてないのではないかなと感じます。予算の事だけを心配

するようであれば、医者側の立場に立つと難しいのではないかと思

います。保健センターとしての事業計画はあるのか、実際のそれぞ

れの検診の事業計画、市の現状、それぞれの検診を受ける方の姿勢

も踏まえて欲しいです。毎年統計をとっているが高くなっていない

ので、府を通してでも、国の方に予算を付けてもらうような働きを

やっていかないといけないのではないかなと思います。黙っていた

ら予算はつかないと思うので、それぞれの行政が協力し合って、予

算をとってくるというくらいの体制、市と医師会との連携を図って
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いる必要があります。事業計画も含めて、その辺りは実際どうなっ

ているのでしょうか。 

 

 福田委員 医師会も要望を出しまして、前立腺がんについては、大東市も寝

屋川市も実施していない中で、市に協力して頂いてやることになり

ましたし、医師会としても市からの肺がんの検診をなるべく進める

という事で、今年から各個別の医院でも行うことになり、去年の倍

くらい受診数が増えています。こちらも要望を出しますし、保健セ

ンターからも要望が出ています。担当理事がいるので、そこから要

望を聞いたり、そこへ要望を言いに行ったりしている状況です。 

 

 山上委員 最近では、歯科医師会からも検診を受けて下さいという連絡が来

ました。歯科医師会とも連携が図れているかどうか、歯科医師会の

方にも注意を払っているのか、その辺りも含めてお願いします。 

 

 事務局  連携については、医師会も歯科医師会も担当の理事の先生がいら

っしゃいまして、新しい事を始める際も、今まで続けてきた事業に

関しても、こういう風にやっていくという事を確認し、理事を通し

て各医院、先生に連絡をしてもらうというような形態を採っていま

す。なかなか介してでありますし、文章になるので、きっちりと伝

わらない部分も多いかと思うのですが、今後も気を付けていけたら

と思います。 

 

 志村委員 最初の説明で、老健法から法律が代わり、高齢者の福祉プランは

新しい法律に基づいて、特定健診などから離れて、介護予防などの

新総合事業に基づいて始まっているかとは思うのですが、そちらに

基づいて高齢者福祉プランを考えていくという事で今日の話がある

と思います。もともと、四條畷市は福祉の歴史が厚くて、福祉に重

視されている方も多いと思います。市民としてはとてもありがたい

のですが、これから高齢社会が進んでいく中で、子育て世代として

は、本当に必要な時に介護保険が使えるのかということが重要にな

ります。その時に高齢者の福祉に関わっている方が、高齢者を大事

にしてくださるのはとてもありがたいのですが、今後本当に必要な

時に本当に介護保険が使えるのか、自分達が６５歳を迎えたときに

使えるのかどうか本当に不安に感じます。新総合事業が始まって、

それに応じて市としてくすのきとの折り合いなど、難しい部分もあ

るかと思いますが、どれくらい介護保険から離脱していく事を目指

しているのか。また、卒業となると制度から切り捨てられたと感じ
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る人もいるかと思うのですが、切り捨てにならないようにするため

には、この福祉プランで市の施策として卒業した人をどうやって介

護予防に繋げていくのかということが大事になってくると思います。

私の経験から、街かどデイハウスやふれあいサロンなどの住民の力

がとても大切になってくるかと思いますが、その点についてまず、

サロンと街かどデイハウスとの棲み分けについてどう考えているの

かということ、そして生きがいづくりについては色々力を入れてい

るようですが、本当に介護予防につながる取り組みを、地域の高齢

者が、介護保険制度を使わなくても利用する事ができるのか。その

２点について考えを聞きたいと思います。 

 

 事務局  地域住民が行っている街かどデイハウス並びにふれあいサロン、

こういったものをどういう形でやっているのか、という質問である

と認識しています。まず、街かどデイハウスについては、大阪府が

持ち出した定義で平成の初め頃にありました。その中で一定、地域

の元気な高齢者が身体の弱ってきた高齢者の面倒をみようというこ

とで始まった制度です。四條畷市の場合、一ヶ所しかありませんが、

街かどデイハウスさんらとして運営しております。これは日中、朝

９時半から１５時半までの時間帯で、閉じこもり予防としてより介

護予防に近い形で、健康チェックや血圧チェック等を午前中に行い、

高齢者の皆様に楽しんで頂いて夕方に帰ってもらうという施設で位

置づけており有料になっています。ふれあいサロンについては、介

護予防なのですが、認定に至っていない高齢者の方がより身近なと

ころで通って頂いて、一定介護予防にもつなげて頂けたらと思って

います。主にカラオケや食事会、世代間交流といった形で実施して

頂ける団体に対して市が補助金を出しています。こういった通いの

場を整備していかないと総合事業が始まった動向もあるので、介護

保険から特に要支援の方がはぐれた場合に、そういうセーフティネ

ットを張っていかないといけないと思っています。くすのき広域連

合で行う部分は向こうの計画で策定するのですが、こちらで皆様に

ご審議頂くこの計画の中で、こういった部分も踏まえて書いていか

ないと、介護の弱者・漏れが出てきます。そういったことがないよ

うに、今後とも皆様のご審議を頂きながら次期計画を策定していき

たいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

 山上委員 くすのき広域連合と地域包括支援センターとの関係についてです

が、中身を見ると、毎年楠風荘の利用者が減ってきています。おそ

らく福祉を専門にした株式会社だと思うのですが、株式会社の組織
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が福祉の事をどこまで支援していくのか、株式会社はあくまで営利

目的にしないと成り立たないですよね。社会福祉法人であれば分か

るのですが、株式会社の所に指定管理で委託をし、この関係でどれ

だけの費用を使われているのかは分からないですが、平成２６年か

ら毎年利用者が減っています。この理由について株式会社から聞い

ているのでしょうか。事業内容については検証して確認する必要が

あると思いますし、予算についても煮詰めていく必要があるのでは

ないかなと思います。この辺り、株式会社に委託をしているという

ことについてどうなのでしょうか。 

 

 事務局  老人福祉センター「楠風荘」につきましては、指定管理者制度と

いたしまして、株式会社ビケンテクノに約１０年、５年ごとの契約

をさせて頂いております。おっしゃります通り、今高齢福祉課の方

からも厳しく伝えているのが、この利用者数の減少問題です。近隣

市町村の老人福祉センターの利用状況等も担当者等に聞いていると

ころによると、利用者離れが各市共に起きているという現状があり

ます。６０代の高齢者を始めとして、ライフスタイルの変化等もあ

ります。老人福祉センターのみならず、老人クラブにも及ぶのです

が、組織に入らない、利用されないということが顕著になってきて

います。しかしながら、大体年間１７００万円程度の指定管理料に

なるのですが、管理している以上は、こちらの資料にもある通り、

ボランティアバンド等による音楽コンサート等を開催したりするこ

とで、利用者減を食い止めなければならないという事で運営を進め

ています。株式会社での運営ということについてですが、一定、指

定管理者制度ということで５年に１回、公募という形で予算を提示

した上でやっています。現実、今回の指定管理者機関を募集させて

もらった平成２５年度には、手を挙げた事業者は株式会社ビケンテ

クノのみでありました。これを選定委員会に諮りまして、一定適正

な点数を得たということで指定管理者契約を交わしています。 

 

 山上委員 減った理由を市の立場で言われている訳ですが、私が聞きたいの

は、それについて株式会社の方に聞いたのかということです。参加

されている高齢者との関係も把握されていると思うのですが、そこ

でアンケートなどを取られているのか分かりませんが、その関係性

の中で、減った理由は長年やっていると分かっていると思います。

どういったものを希望されているのか、それが出来ていないのか、

分かっていても予算の都合上なかなか難しいのか。そういった意見

を聞かれているのか聞きたいです。 



 13 

 

  

事務局   指定管理者から聞いている話、ならびに今年の３月に１カ月を 

通して１５０名の利用者にアンケートをとった結果が上がってきて

おりまして、その話を集約させて頂きますと、現状の楠風荘の利用

者の約４分の３程度が、月２回以上、複数回利用されている方で、

約４分の１が新規に利用される方やたまに利用される方です。やは

り利用者のおよそ４分の３の方が７０歳代になってきて、自然と楠

風荘に足を運ぶ方が減ってきて来ているという現状と、６０代の高

齢者の利用が伸び悩んでいるという現状を指定管理者の方から聞い

ています。 

 

 山上委員  高齢者といっても、若い高齢者と歳のいった高齢者では全然違

います。捉え方も、意見も姿勢も違うわけですよね。その辺りも

しっかりと聞いてやっていかなければならないと思います。株式

会社なので、運営をしていかなければならないわけですから、営

利をある程度目的にしなければならないと思います。その辺りも

加味して、地域の人達にもプラスになるように、方針も聞いたう

えで計画をつくっている必要があると思います。年々減少傾向な

ので手立てを考えないといけないと思います。もう一つ、ふれあ

いサロンで、去年、一昨年くらいから助成金という事になってい

ますが、これに関しても来る人が決まっている現状がありますよ

ね。広げるのが目的であって、基本的に来られる方は健康な人が

多いので、そこに関して年間１００万円くらいの予算を使う中で、

それだけの効果があるのか。各地域や地区で報告を聞いて、統計

をとった結果であると思うのですが、どんな人がどれくらい来て

いるのか、その辺りも検討されているのか、という事をお聞きし

たいと思います。減少傾向になる中で、市としてそれを考えてい

かれているのか。要するにすべて見直せと言われているわけで、

財政の改革をはっきりうたわれているわけですから、改革として

ここに市長の方針が入っているのかということが聞きたいです。

今回はこれを反映されたのか、その辺りも今後担当課としてしっ

かりと見つめる必要があるということをお願いしておきたいと思

います。 

 

議長    ありがとうございます。それでは、なわて高齢者プランの審議を

終了いたします。 

 


