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四條畷市福祉計画等検討委員会 議事録 

                           （高齢福祉課・保健センター） 

日時：平成２４年７月３０日（月）午後 4 時～午後 5 時 

於：四條畷市役所 東別館２階 ２０１会議室 

 

＜出席委員＞ 小寺委員長、福永委員、前原委員、柴原委員、藤原委員、佐木委員、山上

委員、今西委員、村上委員、北川委員、守屋委員、小野委員、平山委員、福田委員、矢田

委員、大滝委員 （順不同） 

 

○議事録 

 

議 長   それでは、最後の案件になります「なわて高齢者プラン」についてご審議い

ただきます。事務局よろしくお願いします。 

 

事務局   では、まず事務局の紹介をさせていただきます。「なわて高齢者プラン」につ

いては一般施策部門と健康増進部門と二つに大きく分かれております。健康増

進部門の方ですが、健康保健担当部長の松川部長です。保健師の柴田主任です。

一般施策の方ですが、高齢福祉課主任の菅井です。私高齢福祉課長の阪本です。

よろしくお願いします。それでは、一般施策の方について菅井主任から説明さ

せていただきます。 

 

事務局   改めまして皆さんこんにちは。昨年度は「なわて高齢者プラン２０１２」の

策定に向け、委員の皆様から多くのご意見を賜り、ありがとうございました。 

     お陰を持ちまして、なわて高齢者プラン２０１２を今年 3 月に策定させていた

だきましたが、今年度からはこの計画を推進すべく、取り組んでまいりますの

でよろしくお願いいたします。 

      それでは、事前に送付させていただきました資料に基づきまして、説明申し

上げます。説明につきましては、今年度の取組みについて説明いたします。 

      まず、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。市民活動センター１階の福祉スペースを高齢者の新たな活動拠点として、 

     社会福祉協議会の主体の下、ふれあい元気クラブ・えんじょい運営委員会を立

上げ、４月より運営を開始しました。 

      本日お渡しさせていただいた資料にもありますが、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、

カラオケ、歌体操などを実施しており、広報やホームページにおいても周知を
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行っていますが、未だプログラムが決まっていない時間帯もあることから、今

後は週間プログラムの確定を急ぎながら、市民への周知を図っていくことが必

要と考えております。私どもといたしましては、整備しました６０インチのテ

レビの活用方法として、今後、ロンドンオリンピックの観賞などを運営委員会

へ提案していきたいと考えております。また、運営委員会では地域の高齢者活

動グループ同士の交流・連携を図ることも事業目標に掲げている事から、昨年

度に市補助金を用いて社会福祉協議会が購入した１０人乗り乗用車を活用し、

必要に応じた送迎を行うよう、社会福祉協議会に対し適切な助言などを行って

いきます。 

      なお、ふれあい元気クラブ・えんじょいの施設利用者数なのですが、４月・

５月は１日平均６～７名なのですが、６月は平均１０名程度となり、増加傾向

にあります。 

      また、「街かどデイハウスさんら」や「ふれあいサロン」の活動といたしまし

ては、昨年度初めて開催した「男性向けのふれあいサロン」が、安定した活動

を続けておられるなど、新しい活動が芽生えてきておりますので、引続き地区・

自治会における活動と合わせ、地域支え合い体制づくり事業として推進・支援

していきます。 

      続きまして民生委員の活動ですが、自宅で安心して生活していただくために、

６５歳以上のひとり暮らしまたは７０歳以上の者のみで構成される世帯を対象

に、緊急連絡先などを記載し、自宅の冷蔵庫で保管してもらう緊急連絡カード

について、昨年度、民生委員の協力を得て１，８００世帯に配付しましたが、

情報を収集する中で更なる配付要望を受け、５月に８３０世帯分を追加配付し

ました。今後は、配付した連絡カードの記録の更新などを通して、訪問、声掛

け、見守りにつなげていきたいと考えております。 

      次に、交流・ふれあいの場づくりでございます。 

      楠風荘では新たに４月から、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開始し

ました。また、５月には健康の維持と親睦を図るため、ミニ卓球を始めるとと

もに、長年実施していた健康講演についても、手法や講師を一新し実施してい

ます。 

      また、９月１４日に市民総合センター市民ホールにて、敬老会を予定してお

ります。今年度は新たな取組みとして、長寿の祝いにふさわしい１００歳高齢

者の来場・登壇を計画するとともに、昨年同様、老人福祉施設の入所者を招待

し、市民の皆様に十分に楽しんでいただけるよう企画していきます。 

      続きまして、福祉農園の取組みでございます。平成２４年度の福祉農園の受

付について、抽選漏れを極力防ぐため、４月に障がい者農園と合わせて行いま
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した。高齢者農園においては４９区画に対し６１名の応募があり、即日抽選を

行いました。その後、４名の辞退者が出たものの、現在８名の待機者がおられ

ます。また区画外への栽培など、農園利用者間においてマナー違反が見受けら

れたことから、高齢者の生きがい・交流支援を目的に、今後も定期的に農園に

足を運び、適切に利用されるように努めていきます。 

      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おり、今年度は

９月から実施する高齢者健康増進プロジェクトを推進していくため、８月２４

日に正しいウォーキングをテーマに「元気ワクワク健康教室」を実施するとと

もに、冬季においても高齢者のニーズにあった企画を計画していきます。 

      続きまして、地域包括支援センターの機能強化でございます。地域包括支援

センター内の業務については業務に携わる専門職が経験を積み、高齢者の多様

な相談に対応できるほどに成熟してきたものの、地域への周知については、課

題のひとつであると認識しております。くすのき広域連合からは、啓発マグネ

ットの作成、広報誌への包括支援センター特集号の折込みを行う旨聞いており

ますが、本市においても後述する「認知症講演会」の企画に包括支援センター

が参画し、役割をＰＲしていきます。また、自治会やふれあいサロン等の地域

活動に参加し、情報交換に努めるとともに、地域包括ケア会議を通して関係機

関と連携が図れるよう活動していきます。 

      また、認知症に対する意識啓発の促進ですが、大阪府地域福祉・子育て支援

交付金「介護保険特別枠」を活用し、包括支援センターをはじめとした地域包

括ケア会議の各部会メンバー主体のもと、「認知症講演会」を今秋以降に実施す

る予定としています。 

      最後になりますが、その他につきまして説明いたします。高齢者健康増進プ

ロジェクト（政策研修事業）「高齢者生き活き歩こう事業」についてご説明いた

します。 

      昨年度に政策形成研修を受講した若手職員４名から提案を受けた企画を事業

化するもので、５月に高齢者健康増進プロジェクトチームを立ち上げました。 

      これからウォーキングにチャレンジしようと考えておられる高齢者を対象と

し、歩数計を用いて健康増進や生きがいづくりを目的に、グループ単位で歩数

目標を設定した上で歩いてもらいたいと考えております。これにつきましては、

９月実施のため、８月広報に掲載して参加者を募集していきたいと考えており

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   ありがとうございました。ただ今「なわて高齢者プラン２０１２」の２４年

度の実施内容の説明がありました。この件について委員の皆さま何か意見ござ
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いませんでしょうか。 

 

委 員   まず、街かどデイハウスさんらやふれあいサロンについて開催日数が書いて

いないがどういうことか。書いていただきたい。また街かどデイハウスさんら

やふれあいサロンを交えた会議を今年度行っていないので、情報交換とか情報

を共有していくためにも是非とも実施していただきたい。ふれあい元気クラブ・ 

えんじょいについても宣伝されていますが利用者が未だ尐ないですね。どうい

うことなのか分析されていると思いますが、田原台の男性向けふれあいサロン

では平均２０名、多い時には３０人ぐらい参加があります。こちらがびっくり

する位集まっています。えんじょいにも補助金が支出されているようですが、

このあたりを分析していただき、費用対効果を考え、ふれあいサロンの方にも

お金を廻して欲しいと思います。 

      続きまして、交流ふれあい（生きがいと健康づくり）についてですが、これ

は確か昨年ディスコンを実施したはずですが、載っていないのですが。確か凧

づくりの代わりにディスコンを実施したはずなのですが。このあたりについて

説明を求めたいと思います。また、最後に高齢者の生きがいづくりで高齢者生

き活き事業を９月から実施されるということですが、８月に広報に載せて９月

から実施することが、その辺がちょっとおかしいのではないか。地域に参加を

促すとか民生委員を使うとか、広報載せるだけではどうか。田原台の男性向け

サロンは実施に至るまで半年かかりました。地域でやることでもこれだけかか

ります。市全体で実施するならもうちょっと考えた方が参加者は増えると思い

ます。 

 

事務局   先程の委員からの質問につきましてお答え申し上げます。まず街かどデイハ

ウスさんら並びにふれあいサロンの活動日数なのですが、当然皆さん活動され

ておられますことから、高齢者プランにつきましては実施箇所数と利用人数し

か載っていませんが、情報公開の対象ともなります市の実績報告書、こちらの

方におきまして、利用人数を掲載させていただきますのでご了承いただきたい

と思います。それと続きまして、街かどデイハウスさんらとふれあいサロンを

含めた連絡会ですが、これにつきましては継続するという約束を昨年度させて

いただいておりますので、時期は延びておりますけれども、また連絡会という

形で行いたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。それと分析で

すね、お話いただきました男性サロン２０名～３０名が集まっているようです

ので、どうすれば男性の方が来てくれるのかを踏まえまして、今後えんじょい

の利用について考えていきたいと思います。次にディスコンの部分、４ページ

の部分につきましてはあくまでも大阪ガスのカリキュラムとなっておりまして、



 5 

ディスコンは昨年１２月に好評を得たとは聞いておりますが、大阪ガスのみを

ここでは掲載させてもらっております。ディスコンも含めて今後も推進・支援

していきたいと考えております。最後ですが、健康増進プロジェクトにつきま

しては、５月に立ち上げまして、高齢福祉課職員を含めたプロジェクトメンバ

ーが集まって隔週で会議を進行させていただいております。８月の広報誌に載

せて９月２１日からスタートしますが、この事業のターゲットは高齢者の閉じ

こもり予防として、日頃各種事業に参加されていない方に出てきていただきた

く、募集人数を３０名としているのですが、事前に包括支援センター等と調整

を図り、声かけ等で間に合うよう努めますので、ご理解いただけたらと思いま

す。 

・      

議 長   はいどうぞ。    

 

委 員   交流ふれあい事業ですが、大阪ガス事業だけの活動ではないと思います。こ

れはごく一部だと思いますが、他のことは実施していないのですか。大阪ガス

だけならちょっとおかしいと思います。 

      また、街かどデイハウスとふれあいサロンの一日の利用人数はだいたい何人

位ですか。それ位はお答えいただきたいと思います。 

 

事務局   まずおっしゃられているディスコン等の活動の定義といたしましては、計画

上、高齢者プランにあります４４ページのスポーツ活動の充実の中に含めさせ

ていただいております。本日の資料には入っておりませんが、世代間交流を含

め、昨年子ども達を連れてきて実施してもらっておりますので、今後も計画に

基づいて推進していきますので、ご理解いただきたいと思います。 

      それと街かどデイハウスの１日平均利用者数ですが、私が把握している数で、

最近１３名程度と聞いております。それとふれあいサロンですが、こちらにつ

きましては２０名から３０名程度と存じております。いろんな数字の差はある

かと思いますが、街かどデイハウスにつきましては週４回９時半から３時半、

ふれあいサロンにつきましては、いろいろありますがだいたい午後の２時間か

ら３時間活動していただいておりますので今後とも支援していきたいと考えて

おります。 

 

委 員   ちょっとすみません。１３名と言われましたが、前５～６人と聞いてました

が場所が変わったから増えたのですか。 

 

事務局   場所が変わったこともありますが、宣伝の結果とも思います。街かどデイハ
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ウスにつきましては主に府の補助金で運営していることから、利用人数の確保

をしていかないことには補助金をもらうことがしんどいので、その部分につき

ましては街かどデイハウスに対し、口うるさく言わせていただいております。 

       

委 員   ありがとうございました。 

議 長   他、何かご意見ご質問ございませんでしょうか。はい。どうぞ。 

 

委 員   えんじょいの方ですが、市の目的に沿って４月より実施させていただいてお

ります。今、囲碁・将棋をはじめ実施していますが、市の方にも頑張っていた

だいております。カラオケの方は私覗いているのですが、１日通してだいたい

５～６人程度の利用のようです。ちょっと恥ずかしがっているような方もおら

れます。喫茶の方もなかなか好評です。金曜日の書道につきましては好評で、

会員数が３０人に達しましたので午前・午後に分けて書道の方は頑張っていき

ます。以上です。 

 

議 長   ありがとうございました。どうぞ。 

 

委 員   街かどデイハウスとか、ふれあいサロンに行く方は介護認定を受けていない

方が対象なのでしょうか。介護認定を受けている方は行けないのでしょうか。 

 

事務局   介護予防の観点並びに高齢者の閉じこもり予防という観点でこの事業を促進

させていただいております。ふれあいサロンにつきましては特に認定の縛りは

ありませんが、街かどデイハウスさんらにつきましては介護予防事業という、

当初の大阪府が推進してきた事業ということもありますことから、要支援１・

２につきましては認めておりますけれども、要介護１になりますと元々利用さ

れていた方につきましては事情が分かりますので無理のない範囲で見させても

らっておりますが、最初から要介護１の方につきましてはお断りさせていただ

いております。 

 

委 員   ということは、介護保険のお世話にならないで頑張って家で退屈されている

方を出来るだけ介護保険にかからないような方法として、こういうことを取り

組んでおられるということですか。 

 

事務局   おっしゃるとおりでございます。高齢福祉課の業務といたしまして介護保険

事業と高齢者の施策・高齢者の健康増進と言いますか福祉の増進ということで 

     推進させてもらっております。 
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委 員   今のことについてちょっとおかしいと思います。高齢者の施策としたらあく

までも家の中から出ないというようなことを極力無くすというのが目的だと思

うのですが、国自体がそういう施策を推進しているのですが、今の話ですと要

介護ならお断りしていますということですが、何故お断りしているのですか。 

事務局   あくまでも介護保険事業という括りがありまして、例えばボランティアで頑

張っていただいているふれあいサロン、或いは別組織で運営している老人クラ

ブとは線引きさせていただいておりまして、介護予防という観点が他よりもき

ついものとなっておりまして、健康チェックがあったり包括支援センターや保

健センターからの健康指導も取り入れたりして介護予防として色濃く運営させ

てもらっております。 

 

委  員   私は合点いかないのですが、介護保険で括っては駄目だと思います。要介護

認定を受けたら駄目だということですが、例えば認知の方たちはいろいろふれ

あうことによって健康を回復されることが現実あるのですね。制度の問題でお

断りするのは差別と捉えられかねない。そういう点はどう考えておられますか。 

 

事務局   まず介護認定を受けておられている方につきましては、介護保険サービスを

積極的に受けていただき、いわゆるプロの事業所でサービスを受けることでよ

りお元気に、或いは現状維持でおられることをお願いしております。街かどデ

イハウスにおいて利用者十数人の方のお元気な方と介護が必要な方が重複しま

すと、その日のカリキュラムの足並みが揃わなくなってきますので、介護認定

を受けておられる方につきましては介護保険制度の中で、介護にかかっていな

い方につきましては街かどデイハウスを設置させていただいているということ

でございます。ご理解お願いしたいと思います。 

 

委 員   今の説明はわかります。現実に一人の人間としてそれでいいのですかという

ことを私聞いているのです。制度としてということなのです。認知の方は結構

良くなっていかれる方が多いのです。それを認定受けているから介護制度の方

に行って下さいと。これは障がい者のケースもあるのです。高齢者の手帳を持

っておられる方と障がいの手帳を持っておられる方、国の施策としては高齢者

の方を使って下さいと言われるのですけれども。それを決めるのは各個人で決

めたら良いわけです。あくまでも地域の中で自己実現のために生活をされてい

るのに制度との絡みで言ったら制度優先ということで、個人の要望は二の次に

されるのですか。 
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事務局   委員おっしゃる国の施策でもそういうところは謳っておりますし、認知の方

を例に挙げますと、認知の方が普通にご近所で不安なく生活できるのが理想で

ございます。ただし施策の中で有償ボランティアの人が対面してケアしながら

一緒に時間を過ごしていただく。その中でなかなか有償ボランティアの方はボ

ランティア団体ですのでそこまでの技術・経験がこれからのところでして、街

かどデイハウスが例えば重度の方、軽い方、或いは認知の方も対応できるよう

な複数設定ができれば理想なのでしょうけれども、現実１箇所で運営している

ということでご理解願います。 

 

委 員   重度の方は行かれないですよ。ある程度動かれる方が行かれます。重度の方、

うちの方は重度の方ばかりですがそういう方は行かれません。就労支援とかあ

りますが、この方達はあくまでも区分の軽い方であって通勤もしています。そ

ういう方を認めないのですか。働いていますよ。認定そのものの制度のあり方

についてその通りかも知れませんが、そういう所に行きたい、興味を持たれて

参加したいと言われた場合、制度の都合でお断りしているという解釈でよろし

いですか。 

 

事務局   現状そういうことです。他の利用者が活動をしようとした時に、皆さん出来

るだけ同じような活動が出来る方を月・水・木・金と分けておりますので、そ

の中で現実、要介護認定を受けた方についてはお断りしているということでご

ざいます。 

 

委 員   わかりました。委員会の中で述べられたことについて私の方で対応させても

らいます。 

 

議 長   よろしいでしょうか。他、何か無いでしょうか。はい、どうぞ。 

 

委 員   認知症のことについてお尋ねしたいのですが、確か３年程前に認知症の関係

のキャラバンメイトということで全国的な広がりがあって、認知症を早期に発

見するということを四條畷においても保健センターで配られて、保健センター

で講演会をされて、ワークショップを行って、認知症部門の活動リーダーを養

成することについて実施したことがあります。私も一期生として参加しており

ました。また、オレンジリングを皆さんに配布して、職員研修も体育館で実施

しました。それにも関わらず、それから全く活動が止まっている。これは保健

センターが主体でしたから、紙芝居とかで早期発見の啓発を行っていた。その

時どういう対策をするかという勉強会もあったのですが今では全く聞こえてこ
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ない。この度認知症講演会を開くということで、認知症の早期発見をするため

のものと思っているのですが、これまでの空白は何だったのか、何故小さくな

ってしまったのか、先般、大阪府下市町村の認知症関係の仕事をされているこ

とで話を聞いて来たのですが、各団体が活動報告を積極的にされておりました。

以前私もこれに積極的に関わってきたのですが、保健センターが積極的に関わ

って実施していたのにその後どうなったのか、これから認知症関係についての

活動を全市民的に盛り上げるつもりがあるのかどうか、お尋ねしたいと思いま

す。 

 

事務局   今委員おっしゃられたように、今から６～７年前だと思います。当時保健セ

ンターを中心に認知症１００万人キャラバン、全国で認知症のことを尐しでも

知ってくれる方を１００万人にしようということでスタートしました。当時四

條畷の担当者も勢い良く望んだのですが今委員おっしゃるとおり、その後財源

的なものがあったり人員配置のこともあってなかなか続けられなかったという

のが今になって私ども反省点として捉えております。国の施策ということもあ

りますが、平成２３年度に初めて認知症について、もう一回やり直そうと広報

に６～８月の３ヶ月連続で掲載させてもらって、今回は講演会という形で企画

させていただいて、今度は息切れしないように、途切れないようにやって行こ

うと思っていますので、ご理解お願いしたいと思います。 

 

委 員   それとですね。前回受けられた方の半数以上が聞いてみますと家族で認知症

の方を抱えられている。どうしたらいいかわからないと言うことで皆さん勉強

に来られていましたので、高齢者の方が多かったです。それぞれ地域で孤立し

ている、行くところがない、相談するところがないと。家族間で精神的なケア

がされていると、これは認知症の理解がないとますます孤立してしまうので、

そういうケアを深く広くやっていくべきだなと考えておりますのでよろしくお

願いします。 

 

議 員   はい。よろしくお願いいたします。はい、どうぞ。 

 

委 員   ちょっと聞いたのですが、各担当に人権のリーダーがおられると聞いたので

すが、このあたりはどうですか。 

 

事務局   人権推進リーダーにつきましては人権政策課が窓口になっておるのですが、

各課に概ね主任級ぐらいを対象に人権推進リーダーがいます。年２～３回程度

研修を受講しまして、天理大学の講師なのですが毎年度講習を受けて、その中
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で照会がありまして各課での人権施策の取組報告を定期的に行っております。

ちなみに私が高齢福祉課の人権推進リーダーをさせていただいております。 

 

委 員   一年間で何回ぐらい会議をされていますか。課としても。 

 

事務局   人権についての話し合いにつきましては各課での課内会議が中心になってき

ますけれども、各課のリーダーが集まって大学講師の講義の中で研修という形

で年２回程度受講しております。 

 

委 員   人権推進委員がありますね。そういうところに報告はされているのですね。 

 

事務局   その委員会の下部機関というか、各課でより身近な形での取り組み、話し合

いを行っており、当然人権政策課よりその報告が上がっております。 

 

委 員   各課の方で全体会議みたいなものはないのですか。他の課の意見など検討は

されていないのですか。 

 

事務局   役所のパソコンの庁内 LAN におきまして、各課の取組み状況が分かりますの

で、そういう部分も踏まえまして課内会議で話し合いを行っております。 

 

委 員   それはあくまでも庁内のパソコンだけで公表されているのですね。 

 

事務局   そうですね。庁内だけなのですが、後は大きく取りまとめた中で人権政策課

が報告するものと思っております。 

 

委 員   わかりました。ありがとうございます。 

 

議 長   他ございませんか。そうしましたら次に保健部門についての説明をよろしく

お願いします。 

 

事務局   高齢者が心身ともに健康で生涯を送るために、保健センターにおいては、保

健サービスの充実に取り組んでおります。今年度の取り組みについてご説明い

たします。お手元の資料、なわて高齢者プラン２０１２進捗状況 保健センタ

ー分をご覧下さい。まず①の健康診査及び検診でございますが、平成２０年度

から四條畷市国民健康保険加入者（４０歳～７５歳未満）に対して特定健康診

査を実施しています。検診内容の充実による受診率向上のために、今年度から
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尿検査の項目を２項目（尿潜血・尿ウロビリノーゲン）と腎機能検査の項目を

２項目（尿酸値･血清クレアチニン）の計４項目を追加しました。 

また、特定健康診査の対象となっていない１５歳以上４０歳未満の方で健診

を受ける機会がない人と４０歳以上の生活保護世帯の人を対象に成人健康診査

を実施していますが、今年度から特定健康診査と同様に検査項目を４項目追加

しました。 

     がん検診につきましては、受診率向上のために、今年の４月から施設での大

腸がん検診（１施設）を導入し、同施設での胃がん・肺がん検診との同時実施

が可能になりました。また、今年の７月からは、胃がん・肺がん・大腸がん・

乳がん・子宮がん検診を同時に実施できる検診施設を２か所追加しました。 

がん検診の受診促進及びがんの早期発見と正しい知識の啓発を図ることを目

的とした、国の「がん検診推進事業」に基づき、従来の乳がん・子宮頸がん検

診に加え、今年から、大腸がん検診についても４０歳・４５歳・５０歳・５５

歳・６０歳の方を対象として無料クーポン券の配付を実施しています。 

 また、骨粗しょう症検診につきましては、集団検診における女性総合がん検

診や日曜検診、成人健診とのセット検診で受けやすい環境にしております。 

次に②の健康手帳につきましては、昨年度に引き続き、４０歳以上の検診な

どの実施時に交付しています。また、自身の健康診査及び検診の履歴、健康管

理に活用いただくために啓発を行っています。 

③の訪問指導につきましては、地域の民生委員、地域包括支援センター等と

連携を取りながら、必要に応じて保健師や理学療法士等が訪問指導を実施して

おります。 

      ④の健康教育につきましては、今年度も引き続き、生活習慣病予防や介護予

防を中心とした健康教室を保健センターや公民館等で実施しております。また、

市職員が地域に出向いて行なう「なわて出前講座」にも健康に関する講座メニ

ューを開講しています。 

⑤健康相談につきまして、引き続き、毎週１回の定例日を設けて実施してい

ます。また健康教育やがん検診時の機会にも健康相談を実施しています。 

⑥のリハビリテーションにつきましては、地域包括支援センターや街角、す

みません、角は漢字で書いているのですが正しくはひらがなです、申し訳ない

です。街かどデイハウス等からの依頼により、保健センターの理学療法士や作

業療法士等が体力測定等を行ったり、ボランティアの育成への支援などを行っ

ています。また、出前講座など地域からの依頼を受け、転倒防止の啓発や体力

測定を行っています。 

以上が保健センターの取り組みでございます。よろしくお願いします。 
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議 長   はい。ありがとうございました。なわて高齢者プランの保健センター部門の

報告をいただきました。この件に関しまして何かご質問、はいどうぞ。 

 

委 員   医療に担当する者としてちょっと余りにも。がん検診、胃がん健診なんか他

の市に比べて４．６％と物凄く尐ない。正直申し込んでも３ヶ月先になると、

実施してる日が月１回、夏休みと年末はやらないので数は増えていない、進歩

していない。その枠に入れなかったらがん予防センターで受けて来いと言われ

るらしいです。今後高齢者２人に１人はがんで死ななければなりません。その

中でも胃がんがだいたい１０人に１人出てきます。肺がんはそれの１０分の１

位でして、こういう健診が大事なのですが、四條畷の受診率はず抜けて尐ない

と思います。努力が足りないと思います。それ以外に今後お年寄りの肺炎球菌

のワクチン接種、関東なんかでは自治体が金を出してしてくれます。前立腺が

んも無料です。しかし大阪府はやりません。この前も医師会が要望を出したが

全然返事がありません。予防接種もそうです。子どもを育てるのに必要だと思

いますが、今回なわて子どもプランと書いていますけれども制度ばかりであり

まして、大東市なら８００円でしてもらえる髄膜炎の予防注射を四條畷だけ２，

７００円です。他、門真市１，０００円、守口市１，０００円。子宮頸がんは

３回しなければならないところを、ワクチンが四條畷４，８００円、大東市１，

５００円、寝屋川市１，０００円、３回を３，０００円で済むところを四條畷

市は１万５千円払わなければならない。他も子どもの予防接種について四條畷

はいろいろ高い。堺市に行ったら無料でしてもらえる。そういうことですが、

子宮頸がんについては高すぎると医師会から要望を出したけど全く連絡がない。

保健センターが頑張っているのは分かるけれども、お金が無いにしてもしっか

り請求してもらわないと今後７種類のワクチンが増えます。交野市や大東市に

引っ越せば良いというようになる。今回の特定健診項目なんか何故やるのか医

者として分からない。東大阪では５年前から実施されています。ぼくらから見

れば遅れている。保健センターだけが悪いのでなく、予算が無いのは分かるの

ですが、３倍４倍の値段で違うのはどうか。ちょっと考えていただければと思

います。 

 

議 長   他、ご意見ご質問ございませんでしょうか。はい。 

 

委 員   この前も私この件で触れたのですが、介護保険料が年々何故上がるのか、そ

れは若い時からの健康管理だと思うのです。健康管理をしっかりしておけば介

護保険に関係なく元気に健やかにしながら亡くなって行くはずだと思うのです

が、若い時にしっかりとした健康診断を受けられるという考え方が、他の市と
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比べて四條畷は出来ていないと思うのです。市は苦しいと思いますがもっと頑

張って下さい。市民１人１人のことを考えて介護保険とか高齢者見回りとか他

の話は聞けるのですが、健康であればそういう心配がなくなっていくと思うの

です。だから市民健診について考え直して欲しいのです。もっと寝屋川市とか

門真市とかの方と私は付き合いがたくさんありますけれども四條畷市は貧困で

すよ。健康診断についてもっと頑張って下さい。そうすれば介護保険や生活保

護にこんなにたくさんお世話にならないで済むのに。それの基礎ができていな

いのですよ四條畷市は。それをもう尐し考えて欲しいのです。この前も言った

かと思うのです。 

 

議 長   はい、ありがとうございました。 

 

委 員   健康診断の時に胸部レントゲンを一緒にしていたのにそれが無くなって、若

い方の健康の検査だけ実施して、年寄りになっていく人のことについて何と考

えているのか。老人の介護施設や葬儀屋ばかり見受けられて明るい四條畷とい

うものが見えてこなくて情けない。市の方もっと頑張ってください。 

 

議 長   はい。他、ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。厳しいご意見が

出ましたけれども市の方これを受け止めて頑張っていただきたいと思います。 

     これでなわて高齢者プランについての審議は終わらせていただきます。 

 

議 長   よろしいでしょうか。これで本日の全ての案件が終了いたしました。今日は

かなり長時間に渡ってご意見を賜りありがとうございました。４つのテーマと

いうことで、もう尐しという意見も出ておりますので、次回から貴重なご意見

もありますことから時間の確保をよろしくお願いいたします。どうも長時間あ

りがとうございました。 

 

 

 

 


