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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  

高津 和憲 

       保健センター所長代理         西條 ひろみ 

       高齢福祉課長             磯野 美子 

       高齢福祉課主任            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」についてご

審議いただきます。事務局の方から説明をお願いします。 

 

事務局   本日は、貴重なお時間をいただき有難うございます。まず事務局

の紹介をさせていただきます。私の一番向こうから健康福祉部健

康・保険担当部長兼保健センター所長の高津でございます。続きま

して保健センター所長代理の西條でございます。それから高齢福祉

課長の磯野でございます。そして最後に私高齢福祉課主任の菅井で

す。よろしくお願いいたします。それでは座って説明に入らせてい

ただきます。 

 

事務局   それでは保健センターの方から説明させていただきます。お手元の

資料をご覧下さい。保健センターでは、健康づくりの推進のため、事

業を行っています。高齢者に関することは、介護保険が主流であるた

め、直接のかかわりというよりは高齢期にむけての健康づくりの支援

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

るグループを支援し、交流会などを行っています。今年度も自主グル

ープの立ち上げを目的に健康教育を行っていく予定です。では、４０

歳からの健康づくり事業の報告をさせていただきます。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が、受診率向上のため平成２６年

度から無料で実施しています。今年度は、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して行います。がん検診は子宮がん検診を

除いて低い状況ですが、大腸がんにつきましては、昨年度から協会け

んぽの加入者にも啓発を行っており、受診率の向上につなげました。

今年度も 9 月に行う予定です。また、今年度の 7 月から肺がん検診
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の医療機関で受診する個別検診を開始しました。次に、健康手帳の発

行状況ですが、平成２７年度１，３８３人です。今年度は、４０歳の

乳がんの無料クーポン券発行対象者に同封して送付しています。次に

訪問指導について説明します。高齢者が何らかの福祉サービスを利用

する場合は、介護保険を申請されますので、保健センターの訪問利用

はまずありません。最近では緊急通報装置を希望する方の訪問のみと

なっており、依頼に基づく訪問となっています。２７年度の訪問件数

は、２人です。健康教育に関しましては、７２回実施し、参加延べ人

数は、２，５４８人です。２７年度は「歯の健康展」を開催したため、

増加しています。「歯の健康展」は、３２３人の来場があり、今年度

も開催予定です。健康相談に関しましては、４３回実施し、相談延べ

人数は、１，４５７人です。リハビリテーションは、個別支援訪問に

関しましては、２７年度訪問指導延べ人数は、２８人です。 

以上です。ありがとうございました。 

 

事務局  続きまして、高齢福祉課の方から説明させていただきます。お手元

の資料１ページをご覧下さい。２社会参加の促進（３）生きがい・交

流事業の充実、⑤地域支え合い体制づくり事業の推進でございます。 

     今年度の取組みですが、各地区の活動内容を広く市民に周知するた

め、今月の広報並びに市ホームページにおいて、活動地区一覧を掲

載します。また、今年度の補助金について５月２０日の区長会から

各ふれあいサロンなどを含む２７地区に説明を行ったうえで、７月

末までを申請期限として受付を行いました。現在１６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、今回申請されなかった地区に対しましても、再度説明を行い、

ふれあいサロン的な活動を各地域に広めていきたいと考えています。 

      次に、④交流やふれあいの場・機会づくりでございます。資料の   

     ２ページをご覧下さい。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
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てもらえるような施設を目指していきます。なお、今年度から高齢

者の情報通信技術向上に向け、新たにスマートフォンの操作講座を

実施します。また、来る９月 1３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、市長の方から

祝状をお渡ししたいと考えており、対象者様あてに連絡・訪問いた

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、ステージマジックショーや

ものまねバラエティショーを予定しております。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、高齢者並び

に関係者の皆様に配慮しながら取り組んでいきます。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で、表彰者本人だけで

なく関係者の方々にも喜ばれるよう、長寿の祝いにふさわしい事業

といたします。 

      続きまして、３日常生活を支援する体制の整備・強化（１）介護

保険制度以外の高齢者福祉サービスの充実⑦生きがい生活支援型の

通所事業（プランＰ５２）でございます。資料の３ページをご覧下

さい。「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、昨年

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いることから、実

施地区が１７地区となりました。今後も「ふれあいを育む活動」と

して生きがいづくりや閉じこもり予防等を実施する地区・地域に対

し支援・補助を行っていきます。「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。７月には高齢者の情報通信技術向上に

向け、新たに携帯電話の安全操作教室（２回）を実施しました。年

間を通じて来場者数は安定してきており、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、

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、運営委員

会において確定を急ぐとともに、引き続き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
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くり事業の一環として引き続き、推進・支援していきます。 

     続きまして、２社会参加の促進（３）生きがい・交流事業の充実  

①福祉農園でございます。資料の４ページをご覧下さい。今年度の取

組みですが、４月２１日に市役所東別館２０１会議室において、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、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②交流ふれあい（生きがいと健康づくり）事業でございます。 

    今年度の取組みとして資料の５ページに入りますが、当事業は例年、

大阪ガスグループ福祉財団の協力を得て夏期と冬季に実施していま

すが、無料講座ということで近年とくに人気があり、昨年度は実施が

適いませんでした。今年度は、再度大阪ガスグループに対し依頼・調

整を行った結果、今月３０日（火）に元気ワクワク健康教室（テーマ：

肩こり予防）を実施できる運びとなりました。今後も高齢者の交流ふ

れあい事業として推進していきます。次に、（２）地域福祉活動への

支援イ民生委員の活動でございます。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５年が経過しましたが、平

成２６年度に民生委員が実施する在宅高齢者実態調査に合わせて広

く追加配付を行っているため、今年度は１０月の民生委員・児童委員

定例会において日頃の見守り活動に繋げてもらう旨の説明をあらた

めて行い、必要に応じて配付を行っていただきます。引き続き、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。 

      続きまして、３）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。資料の６ページをご覧下

さい。今年度の取組みですが、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、くすのき広域連合が設置する協議体連絡会と連携し、新

総合事業の開始に向け、多様なサービスの開発にも取り組んでいき

ます。 

      次に、４地域包括ケア体制の強化（１）地域包括支援センターの 

     機能強化でございます。今年度の取組みですが、資料の６ページか   

     ら７ページに至りまして、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
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すのき広域連合が、平成２６年度から順次、機能強化を進めている

ところであり、四條畷市域では平成２８年度から各地域包括支援セ

ンターに、１名ずつ増員し、高齢者の多様なニーズに対応できる体

制整備を図ります。また、くすのき広域連合からの折込み記事や毎

月広報に包括のイベントを掲載することで、周知啓発にも努めてい

ます。 

      引き続きまして、（２）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①地域包括ケア会議の強化でございます。今年

度の取組みですが、地域包括ケアシステム構築の過程で多種の会議

が増えていく中、昨年度、それぞれの役割の見直し・整理を図りま

した。生活支援部会は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。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、市域の課題を共有

していきます。地域ケア会議は、地域包括支援センターや関係機関

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

るための会議を中心に進めています。半期ごとに市域の地域包括ケ

ア会議を開催し、それぞれの会議の積み重ねから、地域の課題の発

見や資源開発や政策の提案につなげていけるよう努めていきます。

また、地域包括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で、住民力を高めるとともに、ネットワーク

構築に向けても推進していきます。 

       次に、②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、資料の７ページから８ページに至りますが、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・住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。今年度は、「病院から在宅へ」をテーマに研修会をシリーズで開

催し、病院との連携を深めていきます。また、関係機関の催しの際

に、在宅医療について地域住民に周知を図ると共に、今年度後期に

市広報に在宅医療の記事を掲載し、住民啓発に努めていきます。 

     続きまして、５認知症高齢者への総合的支援と高齢者の尊厳の確 

    保（１）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  

組みですが、高齢者の通いの場に対し、認知症サポーター養成講座を

勧めていき、認知症にやさしい場所を地域に広げていきます。認知症

になっても通いなれた場所に通い続け、仲間と交流することで、介護

予防や生きがい対策につなげていきます。 昨年度に引き続き、中学
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校の生徒を対象に、認知症ジュニアサポーター養成講座を実施する予

定です。未来を担う生徒たちに、正しい知識を普及し、人権意識を醸

成していきます。今後も、増加が見込まれる認知症高齢者への理解を

深めるため、今年度後期に、認知症および在宅医療介護連携をシリー

ズで掲載し、住民啓発に努めていきます。 

      次に、「俳句のまち四條畷」５７５ブレスレット配付事業について 

      でございます。資料の８ページから９ページに至りますが、今年度 

の取組みですが、昨年１０月から配付を開始し、現在、申込者は１

３０名強です。６月号の広報、ＨＰに掲載し、申込みが少しずつ増

えてきています。蓄光タイプのシリコンリングであり、夜に薄っす

ら光るので安全対策にもなることをＰＲし、多様な目的でお申し込

みいただいています。介護支援連絡会にＰＲしたり、老人クラブで

の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、事業

を啓発していきます。 

      続きまして、見守り協定でございます。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、見守り活動の推進は喫緊の課題となっています。現

在、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、見守って

いるところです。地域を巡回し、郵便物や新聞受けを確認する機会

のある民間事業者と連携することで、重層的な見守り体制を構築し、

異変の早期発見、早期対応が図ることで、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出来る地域づくりの実現を目

指します。 

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。 

ありがとうございました。 

 

議 長   はい、ありがとうございました。ただ今の報告につきまして、委

員の皆様、何かご意見・ご質問等ございませんでしょうか。 

 

淺井委員  質問とは違うのですが、資料が届いていないのですよ。市役所の

交換に時間外に電話もしたのですが。郵便局の誤配もあるのかも知

れませんが資料が届いていない。市量は当日の机上配付かと思って

いたら皆資料を持っているではないですか。今日初めてこちらに寄

せていただきましたがどうなっているのですか。開催通知しかもら

っていませんけど。 
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事務局   すいません。電話をいただいたということですが、それがこちら

のほうに連絡が入ってきていませんでした。何れにせよ、届いてい

なかったことと電話の引継ぎの件につきまして、大変申し訳なかっ

たとお詫び申し上げます。今後はこういうことが無いよう委員皆様

に資料がしっかりと届けられる方法を検討していきます。 

 

淺井委員  私はこの会議初めてなのですよ。そんなことでよろしくお願いし

ます。 

 

議 長   事務局、よろしくお願いします。 

 

事務局   はい。申し訳ございませんでした。 

 

議 長   他にご異議、ご質問等はございませんか。 

 

村上委員  見守り協定の件ですが、民生委員からの立場として、ひとり暮ら

し高齢者の見守りについて気になるところなのですが、なかなか数

百人の見守りを受け持つなかで、我々も常には見ていられませんし、

是非進めていただきたい。その際どこが掌握されるのか、包括なの

かそういった所も考えていただきたいと思います。民生委員にとっ

て有難いことなのでよろしくお願いします。 

 

議 長   他にございませんでしょうか。 

 

山上委員  前回の委員会でも質問しましたが、胃がんと肺がん検診の受診率

が低いことについて、受診者はだいたい同じ人かと思うのですが、

これが全然拡がっていない。これについてどのように考えておられ

るのか。市として健康管理診査としての施策を打っていかないとい

けないと思うのですが。その辺りはどうなのでしょうか。検診率の

向上についてね。 

 

事務局   委員の質問につきましては、前回もお答えさせていただいており

まして、こちらも認識しておりますが、前回と同じ答えになるかも

しれませんが、検診を受ける所が限られているということが一番大

きな要因であります。集団検診も実施しておりますが、保健センタ

ーに検診車が来てそこでレントゲン等の検査を行っております。今
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年度は大東市の医師会と協議して肺がん検診を受診できる箇所を増

やしていきます。また、特定検診の案内のなかに一緒にがん検診に

ついても案内を行うとともに、市のホームページにも掲載していき

ます。 

      

山上委員  案内を通知しているから良いのではなくて、日頃から区長会や自

治会、地域ネットワークなどに周知徹底を図っていける仕組みを作

ってそれを使っていけば良いと思います。 

 

事務局   周知徹底については課題と捉えておりますが、いろんなものに便

乗しながら考えていきます。 

 

山上委員  この数値では駄目ですよとのことでよろしくお願いします。次に

高齢福祉課分野の方ですが、老人福祉センター楠風荘の利用者数が

減ってきていますがこれはどういうことですか。 

 

事務局   楠風荘の利用者数の減少につきましては、施設に浴場が有り、平

成２５年６月から木曜日の運営について省エネの観点から取りやめ

たこと、またスーパー銭湯とは違い、石鹸しか置いていないことか

らの利用者離れが起因しているものと考えております。 

 

山上委員  市民が知らない施設なのかもしれませんので、楠風荘のＰＲをし

っかりとよろしくお願いします。それからふれあいサロンについて

は利用人数が急に増えてきていますが、施設も増えており、これの

増えた原因を教えて下さい。 

 

事務局   ふれあいサロンにつきましては、昨年度から地域支え合い体制づ

くり事業補助金と称しまして、１地区当たり 37,000円の補助金を各

地区の活動に対し、ふれあいサロン○○○と称していただくことを

条件に交付させていただいていることにより大幅に増加しておりま

す。 

 

村上委員  検診の受診率について、国民健康保険で受けられる人間ドックの

同様の検診がありますが、この資料の中に受診者、受診率として含

められないのですか。 
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事務局   人間ドックの数は保険年金課の方から数字をもらってカウントし

ております。 

 

村上委員  それだったら、やはり受診率が低いですね。 

 

高尾委員  がん検診がどのようなシステムになっているのか周知不足もある

かと思いますが、この資料に上がっている受診率は個人的な受診分

については含まれていないのでしょうか。      

 

事務局   市の検診として一部負担をお支払いいただいている分のみです。 

 

高尾委員  四條畷市のがんでお亡くなりになられたデータは出ているのでし

ょうか。全国比率と比較して四條畷市も大体同じ傾向なのでしょう

か。 

 

事務局   ほぼ同じような状況でございます。四條畷保健所の方で管内のデ

ータを持っており、そちらで把握はできますが、ほぼ全国と同じよ

うな状況となっております。 

 

高尾委員  本日検診の仕組みの説明をいただいて、市の検診を利用したいな

と思いました。 

 

福田委員  医師会代表の者ですが、がんの事をいろいろと言われましたけれ

ども、胃がん検診については、国の法律で決まっていましてバリウ

ムを使った透視以外は検診を認めないこととなっています。肺がん

検診については二人の医師が揃わないと診断できないという厳しい

縛りがあります。胃がん検診の受診が少ないとありますが、検診用

のバスはレントゲンを取れないといけないのですが、それが満杯状

態となっています。検診側の人手が無いので増やしようがないので

す。胃がん検診は受診して欲しいのですが満杯状態で 3 か月待ちと

かになっており受診をあきらめてしまっている状況にあります。こ

こで評価して欲しいのは前立線がん検診を実施しているのはこの辺

りでは四條畷市だけです。発生率で言いますと男性は前立線がんの

発症率が一番高く四條畷市民は助かっているのです。それに、本当

は人間ドックの受診が良いです。これからは人間ドックをもっとし

っかり宣伝すれば良いのではと思うのです。そうすればいろんなが
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んを見つけられますので。これはまたがん検診とは事業が別だと思

いますがね。 

 

議 長   時間も迫って来ましたので、あと１問位でお願いします。 

 

山上委員  地域ケア会議は何回実施されていますか。 

 

事務局   昨年度の実施は１回です。 

 

山上委員  見守り協定については連携が取られて実施されているのかどうか、

その点はいかがですか。 

 

事務局   現在協定締結に向けて検討を重ねながら進めている段階です。 

 

議 長   はい、ありがとうございました。これで「なわて高齢者プラン」

についての審議は終了させていただきます。 


