
1

会議等名称 開催日時 平成30年(2018年)7月13日（金）

平成３０年度

第１回箕面市保健医療福祉総合審議会

14時から16時4分まで

開催場所

箕面市総合保健福祉センター

２階 大会議室

出席者 出席委員：黒田会長、川部委員、明石委員、内藤委員、冨原委員、三宅委員、

安達委員、石井委員、首藤委員、徳岡委員、林委員、石田委員、

山内委員、奥田委員、田村委員 以上 １５名

欠席委員：松端委員、大原委員 以上 ２名

事務局 【健康福祉部】大橋部長、村田副部長

（障害福祉室）永井担当室長、脇井参事、岡参事

（高齢福祉室）長谷川室長、辻参事

（地域包括ケア室）中村室長、西田参事、池本参事

（地域保健室）大倉室長、片桐参事、藤木

（保健スポーツ室）吉田室長

（生活援護室）大越室長

（健康福祉政策室）橋本室長、木村参事、奥野

【市民部】小林部長、浅井副部長

（介護・医療・年金室）大久保室長

【子ども未来創造局】（子どもすこやか室）菅原室長

以上２２名

傍聴者 ０名

＜資料＞

【案件１】 第 4 期箕面市障害福祉計画の実施報告について（障害福祉室）

資料１ 第 4 期箕面市障害福祉計画の実施報告について

【案件２】 第 7 期箕面市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画について

（高齢福祉室、介護・医療・年金室、地域包括ケア室）

資料２－１ 第7期介護保険料基準額の状況について

資料２－２ 第6期計画の実施報告について

資料２－３ 高齢者基本健康調査について

資料２－４ 顔の見える総合相談・支援モデル事業について

【案件３】 箕面市自殺対策推進計画の策定について（地域保健室）

資料３ 計画（案）

【案件４】 その他
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＜会議録＞

◇事務局自己紹介

【はじめに】

◇ 会長あいさつ

◇ 出席状況確認（過半数の委員が出席のため会議成立）

◇ 配布資料確認

【案件１】第4期箕面市障害福祉計画の実施報告について

●事務局からの説明

（障害福祉室 資料１について説明）

●意見等

（黒田会長）

障害福祉計画の実施報告についてご質問等ございますか。

（奥田委員）

相談支援員とはどのような仕事をされるのか。人数はどのくらいいらっしゃいますか。

（事務局）

相談支援専門員とは、介護保険でいうところのケアマネージャーのような役割を有しており、障害

支援サービスを利用する方に、障害福祉サービスの利用計画を作成する役割があります。

箕面市内には、平成 30 年 4 月現在で 11 事業所あり、各事業所に 1 名以上、箕面市全体で 13

～14 名の相談支援専門員により障害支援相談事業を支えていただいています。

（黒田会長）

介護保険の事業所と重複して利用できるような障害福祉サービスが開始していると聞いておりま

すが、この新計画についての説明をいただけますか。

（事務局）

平成30年4月から共生型サービスが始まっております。介護保険の事業所が簡便な指定の要件

で障害福祉のサービスも提供できるという形です。介護保険でいうところの通所介護事業所が障害

福祉サービスの生活介護の指定を取れたり、介護保険の訪問介護の事業所が障害福祉の居宅介

護事業所の指定を相互に取りやすいというようになっております。まだ、始まったばかりですので具

体的に指定の状況は把握できておりませんが、それぞれの基盤を相互に利用できる制度が始まっ

ています。

（山内委員）

精神障害者保健福祉手帳は、医師の診断を受けて交付されていると思われます。福祉手帳を所

持していないが、精神疾患を持っていると思われる方は、何人くらいか把握されていますか。

（事務局）

精神障害者保健福祉手帳は、医療機関で対象になる精神疾患の診断を受けており日常生活に

支障がある方、もしくは、精神疾患を理由に障害年金を受給されている方が手帳の交付対象者に

なります。福祉手帳を交付されていないが精神疾患があるのではないかという方に関して、市で把

握していますのは次の通りです。自立支援医療（精神通院）受給者は、精神疾患を理由に医療機

関を継続して受診されている方ですが、この自立支援（精神通院）受給者数1,908人、福祉手帳所

持者797人の差異（1,111人）がご質問の人数として市で把握しております範囲です。
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（黒田会長）

この人数の差が福祉手帳は取得されていないが、なんらか精神疾患をお持ちの方だろうということ

です。

（山内委員）

自立支援（精神通院）受給者というのは、市外の医療機関を受診されている方も含まれているので

すか。

（事務局）

市外の医療機関を受診されている方も含まれています。

（明石委員）

施設入所者の地域生活への移行というところで教えていただきたい。目標数9人のうち8人も地域

生活への移行を達成されています。非常に難しい問題だが成果をあげることができていますね。障

害種別はどういう人なのか、また、どこが主体になってやっておられるのか、成果をあげることができ

た背景を教えていただきたい。

（事務局）

8 人の障害種別については、確認できておりません。市が積極的に働きかけて地域移行できたと

いうより、施設の支援員のご尽力や入所者の家庭の事情によって退所され地域移行したという実績

になろうかと思います。また、箕面育成園が平成30年に入所施設からグループホームに移行した関

係で、地域移行された方もいらっしゃるかもしれません。

（明石委員）

ありがとうございます。箕面育成園は知的障害の方の施設ですか。

（事務局）

箕面育成園は知的障害の方の施設です。

（石井委員）

箕面市の人口が増加しているにもかかわらず、身体障害者手帳の所持者は差異がないと判断さ

れたようです。18 歳未満の手帳所持者に差異がみられないが、18 歳以上の手帳所持者は年々減

少しているように思われます。こちらについては、分析されていますか。

（事務局）

18 歳以上の手帳所持者が減少していることについて、詳しい分析はできておりません。18 歳以上

の人口が増加する中で、手帳所持者が減少しているのは、手帳所持者の大半が高齢者の方で、お

元気な高齢者の方が増加しているのではないかとも推測できるのでないかと考えます。

（石井委員）

身体障害者手帳を所持されている方が、お元気になられて障害者ではなくなったということでしょう

か。

（事務局）

推測の部分も含まれますので、確たるものではないですが、介護保険制度が始まるまでは、高齢

者が受けられる福祉サービスがなかったため、身体障害者手帳を取得される方が非常に多くおられ

ました。介護保険制度が始まって以降は、介護認定を受けることで身体障害者手帳がなくても介護

サービスの利用ができるようになりました。このあたりの情勢が手帳所持者の減少の一因ではないか

と思われます。

また、箕面市の場合、平均寿命・健康寿命の状況を鑑みても、健康な高齢者が増加しておりま
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す。箕面市の人口の増加に比べると、手帳の取得者や介護認定率の伸び率が少ないという状況を

みましても、お元気な高齢者の方が増加しているものと思われます。

（石井委員）

手帳の取得や介護認定率が減少してきているのは理解できますが、絶対値ですから、元気な高

齢者が増加しているからといって手帳所持者が減少するということにはならないのではないか。転出

などで資格喪失されたということでしょうか。所持している手帳の資格を返還することはないと思われ

るので。若い人たちが箕面市から転出していくとしか考えられないのではないでしょうか。

（川部委員）

単純に考えて、手帳所持者がお亡くなりになっている方が増加していることが要因ではないでしょ

うか。健康な人に比べて、重度の障害がある方のほうが若くしてお亡くなりになる場合が多いと思わ

れます。

（黒田会長）

では、次の案件２の第 7 期箕面市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画についてを議題とい

たします。

【案件２】第7期箕面市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画について

●事務局からの説明

（高齢福祉室 資料２－１～資料２－２について説明）

●意見等

（黒田会長）

ただいまの説明を受けてご質問ございますでしょうか。

要介護認定率は高いが保険料基準額が安い高槻市と比べて、箕面市は認定率が15％未満と低

い割には保険料はそれほど低くないようです。認定率と保険料についての関係の分析はされていま

すか。たとえば、施設サービスの割合が多い、など。

（事務局）

介護認定率の内訳が箕面市は重度の方が多く高槻市は軽度の方が多いこと、施設サービスの

利用が高槻市に比べて箕面市の方が多いことが、第6期の検証結果として出ています。この2点が、

保険料と認定率の逆転という現象が起きた理由と思われます。

今期（第7期）の検証も行っていく予定ですが、同様の傾向ではないかと思っております。

認定率と保険料が相関していない要因の一つとして、サービス基盤が充実していれば利用できる

サービスが多くなるので、保険料が上がるということも考えられます。

第7期の保険料計画については、前期（第6期）保険料の黒字分（介護給付費準備基金）の取り

崩しをして保険料の抑制を行っておりますように、この取り崩し額によっても保険料が安くなったりし

ます。素の保険料では取り崩し分が含まれていないということになりますので、このあたりは情報を得

ないと一概にこうだということは難しい状況です。

（黒田会長）

他になにかご質問ございますか。

（奥田委員）

一般介護予防事業のうち、介護予防普及啓発事業として4つの教室をされていますが、1クールの

募集人数と、教室の場所を教えていただけますか。
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（事務局）

膝痛予防・腰痛予防・骨盤底筋運動・転倒予防の4教室についてですが、28年度までは15名定

員でした。29年度からは20名定員に増やしております。30年度から開催場所を市内5か所に増やし

ました。29年度まではライフプラザ分館や稲ふれあいセンターと、市内全域から来ていただきやすい

ように中央地域で実施しておりました。今年度からは、西南・東生涯学習センター、サンプラザ、ライ

フプラザ分館、稲ふれあいセンターを利用して、市内全域で実施し、定員数も増やしている状況で

す。

（奥田委員）

市で教室を開催しておられますが、定員は少ないと感じます。私は老人クラブの会長ですが、老

人クラブは介護予防普及啓発事業を昔から行っております。予算も市から100万円以上いただいて

いる大事業です。サンプラザの地下と8階で月2回、年間24回教室を実施しております。1回に150人

くらいは参加されます。また、教室に来たときだけでなく、自宅に帰っても行うよう勧奨しております。

市と老人クラブ、相互に見学などを行い、お互い良いところを取り入れていくのもよいのではないか

と思います。

（黒田会長）

ありがとうございました。老人クラブで取り組まれている介護予防教室は、介護予防・日常生活支

援総合事業としてはカウントされないのですか。

（事務局）

老人クラブへの補助金につきましては、この地域支援事業が始まる前から、大阪府からの補助ス

キームもありまして、市として実施しています。もともと一般会計に位置づけられていますので、この

一覧表には出てきていない状況です。

ただ、別途老人クラブの活動の状況を市としても周知したいと思っておりますので、そういった事

業の把握も進めているところです。

（石田委員）

地域介護予防活動支援事業のうち、3つの認知症関係の講座についての目的と効果実績を教え

ていただきたい。また、認知症の方への声掛け訓練の講座は、サポーター養成講座に含まれていま

すか。

（事務局）

キャラバンメイト養成講座は、認知症サポーター養成講座の講師役の方の養成講座であり、平成

28年度に1度開催しています。

認知症サポーター養成講座は、受講された方にオレンジリングをお渡ししており、認知症とはどの

ような疾患なのか、認知症の方に対してどのように対応すれば良いのか、市として認知症の方に対

してどのような事業を行っているのかを広く市民の方に知っていただくための講座です。自治会や

企業からの依頼を受けて箕面市の保健師等が講師になり講座を行っております。

認知症予防推進員養成講座は、地域の担い手を養成するために箕面市が開催している講座で

す。養成講座を終了された方には、街かどデイハウスやサロンなどで活躍いただいております。

ひとり歩き模擬訓練は、認知症の高齢者の方へどのように声掛けをしたらよいのかを知っていた

だく訓練として、28年度から開催していますが、実績としてはここには記載しておりません。

（石田委員）

ご説明いただいた取り組みというのは、認知症でない方が受けるサポート側の講座だと思います。
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今年、ケアパスを作るということになっていると思いますが、どの程度できていますか。また、認知機

能の測定ができるということで、非常に皆さんに関心があることだと思いますが、まだ充分には周知さ

れていない状況だと感じています。ケアパスと認知機能測定の事業をもっとＰＲしていただきたい。

例えば、ひとり歩き模擬訓練などの場面でもＰＲしていただいたら良いのではないかと思います。

（事務局）

認知症ケアパスにつきましては「認知症安全ガイド」として、箕面市のＨＰに掲載しております。また

、認知機能の測定につきましては、簡易な認知症のテストを実施していただけるように、タブレットを

購入するための予算を計上しており、タブレットの選定段階であります。なるべく早く購入したうえで

、地域包括支援センターの職員が訪問時に実施したり、サロンや稲ふれあいセンターでも実施して

いきたいと考えております。

なお、ご指摘いただいたケアパスなどのＰＲについても行っていきたいと考えております。

（石田委員）

他市では、ケアパスについては、ペーパーになっているようです。ＨＰだけでは不十分ではないで

しょうか。

（事務局）

ケアパスにつきましては、4月号のもみじだよりに掲載したしただけで、ペーパーという形にはできて

おりませんので、そのあたりも含めて検討していきたいと思います。

（石田委員）

いろいろなところの人たちにも届けたいです。

（黒田会長）

ありがとうございました。ぜひ検討してください。普及させていきたいですね。

（安達委員）

施設系サービスですが、昔は200名の申込みという時期もありましたが、最近申込みが減ってきて

おります。理由としては、有料老人ホームが箕面市にたくさんできているということがあろうかと考えら

れます。最近の申込みは、一般型では50～60名、特定だと10名をきっているような状態です。申込

まれて1か月以内に入所できるようなケースも出てきました。なかなか入所できないだろうとあきらめ

ず、どうか啓蒙していただけたらと思っております。

（内藤委員）

先ほど、老人クラブから紹介されたことに関連しますが、自発的に認知症予防や介護予防を行っ

ているポジティブな活動があるかとは思います。そのような活動は、最終的には認知症予防・介護予

防につながると思います。予防的な事業としてはどのようなことをしていて、市民全体としてもどういう

ことが大事であるかというようなアピールも必要だと考えます。全体がどういうふうになっているのかが

見えるようなデータの提示というのも必要でないかと思います。

（黒田会長）

他にございませんか。

（石井委員）

サービスの給付実績についてですが、合計欄で、施設サービス以外は進捗率が低下してきていま

すが、どのように分析されていますか。

（事務局）

進捗率の低下についてですが、基本的には計画値は3年間で上昇していくだろうと予測をしてい
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ましたが、結果的に給付実績として見込みとは違った動きになり、計画値と実績に差違ができたとい

うところです。

（黒田会長）

計画を立てるときの推計そのものが過大だったということですかね。

（石井委員）

今後、修正されるということですか。

（事務局）

第7期の給付の計画値につきましても、第6期の実績を踏まえたうえで計画しておりますので、そこ

は徐々に変わってくると思います。

（黒田会長）

第7期が始まっておりますが、第6期の実績に基づいて推定しているので、修正されているというこ

とですね。

（事務局）

補足をさせていただきます。第6期は総合事業に制度改正がされた時期でした。要支援の方が総

合事業に移行していくにあたり、実績のない中、推計をしていたことも一つの要因であると思われま

す。

前回の会議で認定者数の報告をさせていただきましたが、要支援の認定者数が非常に減少し、

それに伴い要介護1の認定者数も減少しました。そこが、給付の実績が減少した要因になっている

ものと感じております。ただ、サービス種別ごとにおきましては、進捗率が100％を超えるものもあり、

訪問系・通所系と総合事業に影響されるところは、計画値を大きく下まわっているところがあります。

第7期については、第6期の実績をもとに計画を立てておりますが、第6期の期間中も、総合事業

への移行分で要支援認定の経過措置もありますので、実際には、平成29年度以降経過措置が終

了する時になり、今後については、もう少し見極めが必要であると考えております。

（黒田会長）

制度の変更が、影響しているということですね。

それでは、資料２－３、資料２－４の説明をお願いいたします。

●事務局からの説明

（高齢福祉室 資料２－３、地域包括ケア室 資料２－４について説明）

●意見等

（黒田会長）

まず、高齢者基本健康調査とフォローアップ訪問の実施についてご質問、ご意見ございますか。

25 項目のチェックリストをもとに虚弱な方を見出し、外出頻度などと組み合わせて分布を明らかに

し、それぞれのタイプに合わせて介護予防に向けた施策を考えていくものと理解しました。

（内藤委員）

これは実態把握のための調査だと思います。虚弱な方に対してのフォローアップ（医療や介護へ

の紹介など）をされているのか。また、未返送者600名についての対応は考えておられますか。

（事務局）

まず、虚弱と判定された方への訪問については、地域包括支援センター（高齢者くらしサポート）

へお願いしております。日頃から、日常業務の中で虚弱な方を把握した場合も、地域包括支援セン
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ターが訪問することになっており、今回も同様に、その方に必要な医療や介護サービスへのつなぎ

も行う他、介護予防事業としてご紹介できるものがあれば紹介し、より重度にならないような介護予

防のアプローチというものを考えていきたいと思っております。

未返送者につきましては、現在、未返送者のうち、2割抽出での対応と考えておりますが、その中

で閉じこもりリスクのある方の割合の状況を見ながら考えていきたいと思います。

（黒田会長）

他にございませんか。では、また今後、調査結果等の報告を頂ければと思います。

次に、顔の見える総合相談・支援モデル事業について、ご質問いただきたいと思います。

（冨原委員）

福祉テラスに配置される職員はどういう方でしょうか。

（事務局）

こちらの事業は、社会福祉協議会に委託しますので、社会福祉協議会の職員ということになり、相

談業務の経験のある方となります。

（冨原委員）

たとえば、生活困窮者のかたが相談する場合、顔見知りの方がいらっしゃると相談しにくいことがあ

りますので、たとえば他の地域の社会福祉協議会の方が来てくださるとか、職員の配置・選定などの

配慮はありますか。

（事務局）

職員配置などは今後具体的に考えていく段階ですので、頂いたご意見を参考にしながら配置など

を考えていきたいと思います。

（黒田会長）

新たに設置される福祉テラスに配置される職員として、社会福祉協議会の職員に対応いただくわ

けですが、その方たちは週2回ですので、それ以外の時は地域包括支援センターの仕事をするわけ

ですか。

（事務局）

地域包括支援センターの3職種と新たな2名で、地域包括支援センター1か所と福祉テラス2か所を

運営していくということになります。

（黒田会長）

つまり、5人がチームになると考えてよろしいか。

（事務局）

そうです。

（黒田会長）

地域包括支援センターの市の職員3名と社会福祉協議会の職員2名でチームを作るというわけで

すので、所属を越えてのチームとしての運用がモデルケースとなれば、今後さらに展開していくとい

うように考えてよいですか。

（事務局）

中東部地域包括支援センターは全員が社会福祉協議会職員です。中西部地域包括支援センタ

ーは市直営包括ですので、3名の市職員と新たに来ていただく2名の社会福祉協議会職員とで共

同で運用していくことになります。モデル事業としてこの運用方法で対応できるのかをいろいろな角

度から検証しつつ、めざすべき姿にどのように持っていけば良いかを考えていきたいと思います。
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（黒田会長）

挑戦的な箕面市独自の事業だと思っております。しかも、小学校区内での相談窓口ですので、で

きるだけ総合的な相談に応じることができる窓口を作っていこうということです。うまくいけばいいなと

思うのですが、かえって地域の人で顔見知りだと相談しにくいという意見もあるわけですが。

ご意見等ございますか。

（内藤委員）

プライベートなことについては一定の配慮が必要かと思います。

すべての市民が対象であらゆる課題に対応となっておりますが、どれくらいの業務量を想定され

ていますか。あらゆる問題を解決するためには対応する方に能力や知識が必要ですが、担当職員

だけで解決できない場合、専門的なバックアップ体制はどのように考えておられるのか。

（事務局）

全ての方の総合相談ということで、業務量はかなりのものになるかと思います。まずは、5人のチー

ムで解決できる問題は、そこできちんと解決までもっていく。そこで解決できない問題については、

適切な機関につなぐ、その基本をベースにどういったところができるのかをモデル事業として検証し

ていきたいと考えます。

多分野にわたる業務になりますので、どのようなご相談が来るのかも含めて想定の範囲でしかあり

ませんので、相談内容につきましては検証していきたいと考えております。

（林委員）

モデル事業をすることを目的にしてはいけないと感じております。国庫を使い府の補助金を使い基

金も使うという事業であります。顔の見える総合相談というものを市民の方々にいかに広く広報がで

きるのか。広報の具体的な予定を教えていただきたい。

もう一点、モデル事業費があるからできたということで終わってほしくない。将来の展望として、次

にこういうものに結び付けるためのモデル事業だというものが構想にあれば教えていただきたい。

（事務局）

広報につきましては、テラスを開設する小学校区の住民の方への説明が、まず第一に必要かと思

っております。「皆様の身近なところにこういうような福祉テラスができました。このテラスではこういっ

た相談を受けるための専門職も配置しておりますので、総合相談なんでもお越しください」というよう

な広報を各小学校区単位で行っていくことが必要かなと思っております。広報紙等でのＰＲもそうで

すが、住民の方に加えて、地域福祉を支えていただく地区福祉会の方、民生委員・児童委員への

周知もあわせて重要だと考えております。

将来の展望につきましては、めざす姿にもありますように、4年後に日常生活に係るすべての課題

の解決というところで、健康福祉部で取り扱っているもの、また健康福祉部以外で取り扱っているさ

まざまな業務が含まれておりますので、このモデル事業で縦割り行政と言われているところを打破で

きるようなものを見出せたらと感じているところです。

（林委員）

ありがとうございます。医療機関（医師会・歯科医師会・薬剤師会）の先生方にも広報の一役を担

っていただけたらなと考えております。

（黒田会長）

貴重なご意見ありがとうございます。

（田村委員）
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予算的には何年くらい続きますか。

（事務局）

今回は平成30年度分について6月補正でお認めいただきました。資料で4年後と表記しておりま

すように、少なくとも第7期の終わる平成32年度の期間にはある一定、めざす姿のところまで到達し

たいと考えております。

（田村委員）

それまでは、補助金がつくというところですか。

（事務局）

生活支援体制整備事業交付金ということで、国の地域支援事業の中に位置づけられており、第7

期の3年間は交付金があるものと考えております。

（田村委員）

どのような方が利用できるのかということですが、個人ではなかなか出向くことがないので、民生委

員やケアマネを通じてのアプローチになるのではないかと思います。民生委員やケアマネに対して

の広報も必要かと思います。

市役所の出張所のような感じがしますが、たとえば、市役所へ出向きにくい高齢者が、テラスで相

談できるのであれば素晴らしいと思います。そのとき、ここへ行ってださい、あそこへ行ってください、

で終わらないように気をつけていただきたいと思います。

（石田委員）

社会福祉協議会から市へお願いしたいのは、地域包括支援センターの福祉テラスがこの図でみ

ると2か所というふうになっておりますが、地域包括支援センターにも福祉テラスがあるわけですから

、修正していただきたい。社会福祉協議会がすべて運営となっておりますが、現時点の市の考え方

と捉えてよろしいですか。

（黒田会長）

今年度のモデル事業はまず6校区で開始し、走りながら考えていくということだと思います。来年、

再来年14校区に開設していくために、どこに福祉テラスを開設・委託していくか、それについてはい

かがですか。

社会福祉協議会に委託していくのだと思いますが、実際には総合相談に対応するためにはか

なりの力量が必要だと思います。生活困窮にも自立支援にも対応できて理解ができる人材が必要

でしょう。地域福祉の推進機能で地域住民の人たちで作る自治会の活動、居場所づくりが増えて

きている中、そういうところとの連携や、しかもそういう地域の人たちだったり、病院診療所等が集ま

る協議会を開催する。これは、生活支援コーディネーターが行う生活支援体制整備事業交付金を

活用して行う事業とはずいぶん違いますよね。そういうものを2名の職員の方の力ですべて行うのは

大変なことだと思うのですが、いかがですか。

（事務局）

まず、皆様方にご理解いただきたいのは、この事業は地域共生社会をめざしてという国の動きにも

呼応して、箕面市また社会福祉協議会との協議も含めて立ち上げていこうというものであります。テ

ラスや地域包括支援センターで、全ての生活課題を解決するということではありません。横串でいろ

いろなサービスを的確にコーディネートしながら、ここで直接解決できるものはこの中で行っていきま

すが、そうでないものは、協議会という中で多職種が連携をしながら、そこで横串を作って連携を図

っていくということをめざしているものです。今、社会福祉協議会が実際に地域福祉推進機能の部
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分を担っていただいており、ここはノウハウをしっかりと持っていただいているものと思います。

相談のインテークの部分についても、すでに社会福祉協議会では、生活困窮者の自立支援事業

を受託されており、複合する様々な生活課題を受け止めてそれを適切なところにつないでいくという

ことも実際に行っていただいております。また、今までの縦割り行政を廃止するということでいえば、

そこはしっかりやっていくというものであります。今後、危機感をもって行っていくことは行政としての

使命と感じております。モデルの中でどういうケースをどういうところへつないでいくべきかを含めて

検証して、4年後の本格スタートに向けて準備していきたいと考えておりますので、またご意見いただ

ければと思っております。

（石田委員）

本日、皆様のお話をお伺いして、社会福祉協議会が様々な相談ごとに応えることができるのかとご

心配を頂いていることを受け止めて、職員がそういう周りの期待に沿えるよう力を注いでいく所存で

す。現状におきましても、様々なケースに対応しているのですが、社会福祉協議会からの発信力が

弱かったのではと感じております。他へつなぎながら問題解決をしているケースも実際にはあります

ので、皆様のお気持ちを頂いて、頑張ってということを社会福祉協議会の職員にも伝えたいと思い

ます。

（黒田会長）

ありがとうございます。非常にチャレンジングな事業だと思っております。4年後に成果が出るように

なればいいと思っております。社会福祉協議会や地域包括支援センターの職員の方の力量にかか

っております。その方たちがやりがいを感じながら進めていただけるように、モデル事業を進めながら

お互いに情報交換したり事例検討しながら、力量を高めていく必要があるかと思います。是非、そう

いうふうにしていただければと思います。

（三宅委員）

市民の方が懲りてしまい、市や社会福祉協議会に相談しても理解してもらえないと感じてしまわれ

るようなコーディネートにならないよう、取り組んでいただきたいと期待しております。

（黒田会長）

では、続きまして、案件３「箕面市自殺対策推進計画の策定について」事務局よりご説明お願いい

たします。

【案件３】箕面市自殺対策推進計画の策定について

●事務局からの説明

（地域保健室 資料３について説明）

●意見等

（黒田会長）

ご説明いただいた通り、市町村が自殺対策推進計画を作ることが、法律で義務付けられました。

箕面市としても初めて作る計画になるわけですが、ご質問、ご意見ございますか。

（田村委員）

確かに自殺というのは大変なことだと思います。自殺の特徴を分析されたあとの対応する計画はど

こにありますか。

1番多い自殺の特徴は、60 歳以上女性で身体疾患→病苦→うつ病→自殺。2番目は 40～59歳

男性で、配置転換→過労、これは勤労が原因です。3 番目が失業→生活苦。これが上位 3 区分で

すので、これに対する対策が必要だと考えます。それに対する具体的な策はどこにありますか。
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（事務局）

上位 3 つの特徴に基づく対策については、ダイレクトには明記しておりません。高齢者につきまし

ては、孤立させない取り組みを進めていきたいと考えております。たとえば、地域におけるこころの健

康づくりとして、現在行なっている趣味の集いやサロンの開催。声掛け運動の取り組みを進めてまい

ります。職場の関係につきましては、自殺に関する正しい知識の普及啓発ということで、関係団体と

連携して、正しい理解を啓発していくというようなことを考えております。上位 3 つについて直接対応

する計画にはなっておりませんが、そこを踏まえた上で取り組んでいくというように考えております。

（黒田会長）

地域で孤立することが様々な要因と重なった時に追いつめられる原因になると思われます。孤立

しないようにすることが基本的なことだと思いますが。そのためには、先ほどの総合相談窓口などで、

活用できる社会資源などを紹介して、その方が自分で対処できるようないろんなものや人とのつなが

りが自殺予防としてとても重要になってくるのだろうと思います。相談窓口を強化することが自殺予

防につながるのではないかとも思います。

（内藤委員）

86 名の自殺者のうち、上位 3 区分は 27 名。残りの自殺者の要因が不明であります。上位 3 区分

以外のケースについても分析して、全体的な自殺対策及び、箕面市独自の自殺対策を考えたほう

が良いのではないでしょうか。それぞれの事業としては意義があると思いますが、どれだけの効果が

あるかというのは、実際のケースから学ぶことになると思いますので、そこを丁寧にやられたらいいの

かと思いました。

（黒田会長）

一つ一つの自殺の事例から、予防できなかったのかということを学ぶことは大切だと思います。

（事務局）

自殺された方の経過が把握できないのが実情です。あくまでも、国のデータに頼らざるを得ないと

いう状況です。

（内藤委員）

個票でデータがあるはずですよね。統計的に上位 3 区分が出ているわけですから。

（事務局）

個人情報というところもあろうかと思います。具体的なデータとしては出ていない状況です。今後デ

ータ取得できるかは要望してみます。

（黒田会長）

施策に活かすという目的で保健所には許可を得て、死亡個票をさかのぼれば、個別の事案のある

程度の情報が得られます。自殺の方は検案をされているので、データとして情報はあるはずです。

そのデータが得られれば、自殺された方の事案を検討できる可能性はあるかもしれません。可能か

どうか検討してください。

（明石委員）

基本的なことですが、計画を作るには専門家の方が入って計画を作られると思いますが、どういう

場で検討されて、どういうメンバーの方が入っておられるのかお教えください。

（事務局）

この計画の策定に関しましては、専門家の知見が集約された国のガイドラインに則りまして組み立

てております。その他、大阪府の研修会や大阪府自殺対策推進センターからご意見をお聞きしてい
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ます。

（明石委員）

箕面市の自殺計画をつくるのに、一般的なガイドラインで良いのか。箕面市の相談体制をどうす

るか、あるいは、遺死家族の会の人に入ってもらって意見を聞くとかというような非常に個別的な検

討が必要ではないかと思うのですが、いかがでしょうか。

（事務局）

箕面市単独ではなかなか対応が難しいと認識しております。保健所を中心として、二次医療圏で

対策を進めるというところで検討していきたいと考えます。

（林委員）

自殺対策の推進計画の中で、二次医療圏の中で数年前は池田保健所が主となってやられてい

たことあがあったかと思います。今般豊中保健所が事務局となって二次医療圏でそういう協議会が

立ち上げられているかと思います。そのあたりとの連携もとっていただけたらなというのが一つ。鬱と

いうのがキーワードになっていて、それは、医療機関にかかっていて抗鬱剤を飲んでいたり、何らか

の安定剤を服用をしている方、そういう方を対象に薬局でゲートキーパーになれないかというのを模

索していた時期がありました。そこでわかってきたことが、薬でコントロールできている時、あるいは、

落ち込んでおられる時は、自殺行動をあまりとられない。元気になられた時ほど、気をつけないとい

けないという方向性を薬剤師会で見出したことがありました。そういうことも、参考にしていただけたら

と思います。

（黒田会長）

最後、その他事務局から何かありますか。

【案件４】その他

（事務局から、次回審議会は今年度末2月頃に開催予定であることを説明）

以上


