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会議等名称 開催日時 平成31年(2019年)3月12日（火）

平成30年度

第2回箕面市保健医療福祉総合審議会

14時から16時10分まで

開催場所

箕面市立総合保健福祉センター分館

２階 講堂

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、大原委員、首藤委員、徳岡委員、石田委員、山内委員、

奥田委員、田村委員 以上14名

欠席委員：松端委員、石井委員、林委員 以上 3名

事務局 【健康福祉部】大橋部長、村田副部長

（障害福祉室）脇井参事

（高齢福祉室）長谷川室長、辻参事

（地域包括ケア室）中村室長、前川参事

（地域保健室）大倉室長

（保健スポーツ室）吉田室長、遠近参事

（生活援護室）大越室長

（広域福祉課）中島課長

（健康福祉政策室）橋本室長、奥野、山岸

【市民部】浅井副部長

（介護・医療・年金室）大久保室長

以上17名

傍聴者 1名

＜資料＞ （☆は当日配付資料）

【案件１】 第 4 期箕面市障害福祉計画の実績報告について（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 平成30年度保険者機能強化推進交付金について

資料２－２ 高齢者基本健康調査の結果等について

資料２－３ 顔の見える総合相談・支援モデル事業について

資料２－４ （参考）前回資料：顔の見える総合相談・支援モデル事業について

☆「ささえあいステーション職員業務マニュアル」

【案件３】 その他
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＜会議録＞

【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績報告について

●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）

何かご意見、ご質問等ございますか。

（川部委員）

行政には、この 3年の間に、△（取組が充分でない）を○（取組めている）に近づけていただけるよ

うよろしくお願いいたします。

障推協でメインテーマになっておりますのが、箕面船場阪大前駅に付随して計画中の文化施設・

公共施設などにおける、バリアフリー化でございます。バリアフリー、ユニバーサルデザインという面

で、新設の施設なので当初からの設計・設置計画を希望しておりますが、建築室等は、「当初は一

から十ではなく、段階を踏んで、また必要があれば設置していく」という回答が多々あります。しかし、

例えば、聴覚障害の団体からは、磁気ループなどの設備の充実に対する要望もございます。箕面

市の人口増加に伴い、障害者の人口増加も見込まれるわけですので、はじめから必要なことがわか

っているものについては、できれば当初からの設置をご検討いただきたいです。

医療機関については、小規模クリニックなどで、バリアフリー化が物理的に困難な場合もあろうか

と思います。車椅子の利用者において、不自由なところもございますので、より良い環境作りをお願

い申し上げます。

（黒田会長）

ありがとうございました。北大阪急行延伸に伴い、駅舎やその周辺の施設・道路を含めたバリアフ

リー化に対する配慮はどのように計画されていますか。

（事務局）

新駅の設計に関しましては、箕面市障害者市民施策推進協議会で今年度集中的にご意見をい

ただいているところです。いただいたご意見をできる限り反映できるよう、箕面市地域創造部の設計

部門と協議し、検討をしているところです。引続きご意見をいただきながら、できる限りの反映を目指

したいと思います。

（黒田会長）

どんどん意見を出してほしいということです。どうぞよろしくお願いいたします。視覚障害・聴覚障

害・車椅子への対応、いろいろな観点から検討しておく必要があると思います。

（川部委員）

新設の施設ですので、当初からのバリアフリーを進めていただくよう是非お願いいたします。

（黒田会長）
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医療機関のバリアフリーに関して、開業医の先生はいかがでしょうか。

（首藤委員）

小規模の医療機関においては、バリアフリー化は困難なところはありますね。

（黒田会長）

バリアフリー化が必要であるという認識を広めていただくことが大事ですね。大規模な医療機関で

あれば、設備が整ってきているものと思います。

箕面市立病院の建替えについては、配慮がなされていますよね。

（田村委員）

箕面市立病院は、建替えですので、バリアフリー化については基本計画として検討したいと思い

ますし、整備委員会が開催される予定ですが、大きなテーマとして実施していきたいと思います。

公的機関は問題ないと思いますが、民間への啓発は実績なしとなっており、実際どういう形で啓

発していこうという計画なのか、また、理解はしても金銭的な問題もあるので何か補助金等があるの

かお聞かせいただけますか。

（事務局）

民間事業者へのハード面での啓発についてご指摘をいただいたところですが、補助金に関しまし

ては、現在ご紹介できるものはございませんが、市としては、民間事業者が建物の新築や改修のた

めに市役所の窓口に来られた際に、条例に沿ったバリアフリーポイントなどを啓発をしております。

それに加えて、障害者団体からいただいているご意見で、普遍化できるものについては、啓発し

ていくことが必要ではないかと考えています。

また、障害者差別解消法ができましてから、障害者市民施策推進協議会の中に「差別解消法に

関する部会」を設置し、法に関する啓発の方法などを議論いただいているところです。

（黒田会長）

他にこの案件に関してご質問ございますでしょうか。

（山内委員）

「３．移動しやすい歩道の整備促進」の「歩道段差解消の改良」に関しては、平成 28 年度から 3

年間実施状況に変化はないようですが、何か理由があるのでしょうか。

（事務局）

道路全体の交通量や使用頻度、用途などを勘案して市全体の道路の中で改修すべき道路の優

先順位を決めて取り組んでいると聞いております。その中で未実施の箇所の優先順位が上がってく

れば、今後整備されていくかと思われます。現在は、他に優先すべき箇所がありますので、取り組み

が進んでいないと聞いております。

（山内委員）

1 箇所も増えていないので、やっていないということですよね。

（事務局）

こちらの対象箇所数は、段差解消の必要があると市で把握している箇所数になります。1,820 箇

所の内、1,639 箇所は整備完了しており、残り 10％ほどが未実施であるというところです。

歩道に関しては、段差の解消以外に様々な補修が必要な箇所が発生しますので、予算の関係も

ございますが、相対的に考えて対応している状況です。そのような理由で、現在、段差を解消すると

ころには至っていないというのが現状です。

（黒田会長）
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他にございますか。

（徳岡委員）

当方の高齢の患者様で、病院へ来る途中で転びかけた方がいらっしゃいます。他市から転入さ

れた方ですが、箕面市の歩道は段差のみならず、状態が良くないので転びやすいと感じられて、箕

面市にも連絡したことがあるそうです。転倒して骨折などすると、寝たきりになる可能性もあり、歩道

の整備状況が悪いのではないかという印象は受けます。

（奥田委員）

私の知る範囲では、箕面市は、歩車分離しており、非常に歩きやすいと感じております。他市（池

田市）に比べても、箕面市では安心して歩けると感じます。

（黒田会長）

他にございますか。

（三宅委員）

「４．情報伝達の手法の検討」に関して、インターネットでの情報伝達とありますが、災害時は停電

することも考えられます。その時の対策は箕面市はどのように考えておられますか。

（事務局）

停電すると、ご家庭の場合は電化製品が使えなくなりますので、箕面市では、災害時の情報伝達

方法として、防災スピーカーを利用しております。

現状の防災スピーカーが聞こえにくいというということも把握をしておりますので、平成31年4月に

は指向性の高い聞こえやすいスピーカーへの取り換えに向けて、放送テストを開始し、より良いもの

に変えていこうという取り組みをしております。

広範囲への情報伝達としては、建物の入り組んだところは、高性能高指向のスピーカーでも情報

が届かないため、そういうところに関しては、別途、個別の情報伝達をしていこうと考えております。

ご指摘のインターネットでは、停電時のご家庭では難しいと考えられますので、まずは、防災スピ

ーカーで市民の民様へ情報伝達を的確に行うということと、各ご家庭でラジオをご準備いただくこと

もお願いをしております。

（黒田会長）

防災スピーカーが聞こえない聴覚障害者に対して、インターネットでの情報伝達があがっていると

思いますが、情報伝達手法のさらなる充実が必要ということですね。

他にございませんでしょうか。

（石田委員）

「３．『災害時要援護者』への対応を盛り込んだ防災訓練等の実施」の「②地区防災委員会の～」

において、平成 29 年度の実施状況で、「要安否確認者名簿を用いた安否確認体制の再確認を実

施」とありますが、要安否確認者名簿の所在を教えてください。また、「安否確認体制を再確認した」

ということですから、誰がどのように安否確認をされているのかご説明いただけますか。

（事務局）

要安否確認者名簿ですが、避難所である各小学校等の金庫に保管しております。各地区の要

安否確認対象者の名簿となっておりまして、普段は鍵がかかっていて、発災時に、地区防災委員会

の役員との相談の中で、開錠し、地区防災担当者が安否確認に出向くという仕組みになっておりま

す。

「体制の再確認」というのは、毎年 1月 17日に箕面市が開催している防災訓練の中で、金庫を開
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けて名簿の存在を確認し、どの担当者がどの地区を回るかの確認をしたうえで、行動の確認をして

いるという状況です。

（石田委員）

誰がどの地区を回るかというところまでは、災害時にきちっと対応できるわけですね。

自治会・地区福祉会・民生委員が、それぞれに安否確認をしたかしないかというところで、情報が

錯綜する場合もあると思われます。地区防災委員会で安否確認をしている人であるということであれ

ば、二重三重になるということを考えておられるのか、ある程度対象者を整理しようと考えておられる

のか、その辺りをもう少し伺いたいです。

（事務局）

安否確認につきましては、この名簿だけで安否確認が済むとは考えておりません。複層的な安否

確認の仕組みはあったほうが良いし、あるべきだと考えております。

安否の情報につきましては、地区防災委員会が集約し、災害対策本部に報告する仕組みになっ

ておりますので、地区防災委員会で確認した情報については、一定、市で共有し、災害対策本部

を通じて情報共有がなされるものと考えております。

（石田委員）

要安否確認対象者名簿の対象者はどのような人たちですか。

（事務局）

要介護認定（要介護 3～5）のある方、障害者手帳を持っている方、妊婦が対象となっておりま

す。

（石田委員）

要安否確認対象者の方が、自治会・地区福祉会・民生委員で要確認対象者として重なるのは良

いのですが、個々に確認を依頼するだけでは、結局確認漏れになる人も出てくると思われます。

自治会・地区福祉会・民生委員で、普段少し気になるという人をピックアップして、地図に落として

こんだりしているわけですが、そういった人たちは要安否確認対象者名簿に入っていません。

要安否確認対象者名簿の人たちは地区防災委員会で担当者が回るとわかっていれば、自治会

・地区福祉会・民生委員は、それ以外の方の安否確認に回れるわけです。

役割分担、対象者の分担を明確にしていただければと思います。

（事務局）

ご提案いただいたように、役割分担ができ、どの対象者に誰が回るかを確定できれば良いのです

が、実際発災した場合、避難所に地区防災委員会のメンバーがどれだけ来れるかということも未知

数であります。防災委員会自体は 30～40 人で構成されますが、実際に避難所に来れる人数が把

握できない状況の中で、誰がどの対象者を回るのかを確定するのは、現実的には困難であると思わ

れます。

（石田委員）

実態は、おっしゃる通りだと思っております。

だから、こういった資料で、「対象者を回って、尚且つ確認している」と表現すれば、要安否確認

対象者名簿の方たちは、地区防災委員会で確認できているものだと思い込んでしまいます。

また、実際には、地区防災委員の中に、福祉会や民生委員も含まれております。民生委員は民

生委員の受け持っている要確認対象者を、福祉会は福祉会で日常的に気になる方を確認に行か

ないといけない。その場合、地区防災委員会へは回れないという声が日常的にあがっています。
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審議会資料としてできていると書いてやり過ごすのではなく、住民の声を聴きながら市が本気で

取り組んでほしいということを要望しておきます。

次に、障害者就業・生活支援センターの運営についての確認です。登録者数と就職者数にかなり

ギャップがあるように感じるのですが。登録者数とは就職希望者を、就職者数とは実際に就職した

方を指し、その数の差は、働きたいけれども実際に就職できていない数と読めばよいですか。

（事務局）

その通りです。

（石田委員）

では、企業で障害者雇用をしたい場合は、どこへ行けば紹介していただけるのですか。障害者雇

用をしたい企業があることを、箕面市で把握されていますか。

（事務局）

障害者雇用については、池田のハローワークに行っていただくことになります。

（石田委員）

箕面市で、数字を把握しているわけではなく、ハローワークから数字をもらっているのですか。

（事務局）

資料の登録者数については、箕面市、豊能町、池田市、能勢町で、ご相談に来られている障害

のある方の登録数となります。

（石田委員）

登録は、箕面市で行うのですか。

（事務局）

箕面市は、相談機関となっており、直接仕事の斡旋などを行っているわけではなく、就職に向け

ての生活相談を行っております。

（石田委員）

就職者数というのは、ハローワークから情報をもらっているのですか。

（事務局）

はい。そのような形で、情報を入手しております。

（黒田会長）

他にございますか。

（安達委員）

バリアフリー化をしていただくのは結構なことですが、視覚障害者用の黄色い点字ブロックについ

ては、当方の老人ホームの玄関前に最初設置していたのですが、ご利用者様がつまづいて危険と

いうことで、結局撤去した経緯がございます。バリアフリー設備が、逆にバリアにならないように、その

辺の配慮もお願いしたいところです。

（黒田会長）

他にございますか。

それでは、次の案件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」を議題

といたします。事務局から説明をお願いします。

【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
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（高齢福祉室 資料２－１について説明）

●意見等

（黒田会長）

ではまず、保険者機能強化推進交付金結果についてご意見・ご質問等ございますでしょうか。

箕面市は、大阪府の平均より評価が高いようですが、今後の改善指標としては何かございますか

。

（事務局）

今回、獲得できなかった項目というのが、何点かございます。

例えば、要介護の方の入退院時の医療介護連携にかかる介護報酬の加算という制度があります

が、その取得率が低いという結果があります。対象者が入退院する際において、ケアマネジャーと病

院とが情報共有・連携を行い、在宅生活への円滑な移行を支援するということが求められているとい

うものですので、介護報酬上加算ができるということと、取得を推進するということをケアマネさんに周

知していけたらと思っています。

（奥田委員）

高齢者の自立支援、重度化防止に関する取組を推進するための新たな交付金、平成30年度予

算案200億円というのは、箕面市に対しての予算ですか。

（事務局）

国の予算です。これをもとに全国市町村で配分することになっています。

（奥田委員）

少ないですね。府でもこのぐらいの額は必要だと思います。このような予算では、なにもできないで

すね。

（黒田会長）

他にございませんか。

箕面市に交付される額は、2,210万6千円ですね。

先ほどの入退院時の医療介護の連携加算というのは、病院が請求するものですか。

（事務局）

ケアマネ事業所になります。

（黒田会長）

ケアマネジャーが請求するということは、入退院時に、ケアマネジャーが病院と連携を取って退院

時のカンファレンスに参加したりするということですね。それが充分でないということは、箕面市のケア

マネジャーがまだ十分対応しきれてないということを意味しているのでしょうか。

（事務局）

平成27年度から、在宅医療介護連権推進事業を進めておりまして、箕面市としても、ケアマネ連

絡会や市立病院と連携を深めながら、活用していきたいということで進めてはいるのですが、全国の

取得率と比べると、まだまだ足りていないという状況でしたのでもう少し進めていかなければならない

と思っています。

（黒田会長）

相手方の病院側の受け入れ体制や退院時のカンファレンスをする体制が整備されていなければ、

ケアマネがいくら意識が高くても請求できないですよね。箕面市立病院はどのようになっていますか

。
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（田村委員）

これは病院にも加算がつくようになっておりまして、国策として連携を深めていきましょうというもの

です。病院としても、入退院の支援という形で、積極的に呼びかけて強化しているところです。また、

そのための人員も整備しております。数年来、取得率も上昇してきております。一番高い算定がされ

るのが、受け入れ先の、退院後のドクターが多職種であればあるほどしっかりとした連携ができるとい

うことで評価されます。

市立病院でも対象となる多職種と連携できるよう100％を目指して強化しているところです。

（黒田会長）

どうぞよろしくお願いいたします。

他にございませんか。

では、続いての資料の説明をお願いします。

●事務局からの説明

（高齢福祉室 資料２－2について説明）

●意見等

（黒田会長）

前期高齢者を対象とした基本健康調査のご報告をいただきましたが、何かご質問ございますか。

（田村委員）

病気をもっていて、通院していない方は、どのくらいの割合ですか。

（事務局）

糖尿病・高脂血症・高血圧がある方で、現在通院をしていない方は、11.8％でした。

（田村委員）

このような方を、通院していただくようにするというのが大事で、中断すると、気がついたときには緊

急入院しなければならないところまで陥ってしまいますので、是非よろしくお願いします。

（内藤委員）

調査対象者が前期高齢者（比較的若い層）ということで、回収率も高いのですが、比較的健康な

人が回答しているということが予想され、実態より良い人が反応するというバイアスもあります。

質問ですが、骨折や糖尿病・高脂血症・高血圧などは、現在の有病なのか、過去に骨折をしたり

既往歴のある方なのか。

（事務局）

「かかったことがありますか？」という設問になっております。

（内藤委員）

その辺りのことも、データ分析しづらい一つの要因になるのかなと思います。

糖尿病・高脂血症・高血圧についても、例えば、過去に健診を受けた時には、病気の指摘を受け

ていたけれど、その後受診していない方もいると思います。また、健診を受けている人と受けていな

い人で、データが異なってくるかもしれない。データ分析するときは、そういったことも鑑みても良い

のかと思います。

（黒田会長）

ありがとうございました。

確かに、骨折は治癒すれば、後遺症が残るわけではなく、継続的な治療は必要ないですが、糖
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尿病・高脂血症・高血圧は、継続的な管理が必要であるということですね。

他に、ご意見ございますか。

シニアクラブとういのは、いわゆる老人クラブのことですよね。箕面市は、シニアクラブと呼ぶことに

なっているのですか。

（奥田委員）

市がシニアクラブという呼び方をされていますが、全国的には老人会のことです。

（黒田会長）

60歳以上の方が参加できるという規定になっていますが、60歳になっても参加されていない方も

多いですよね。組織率も考えると。

（奥田委員）

組織率は、残念ながら、箕面市と池田市は府内最低です。60歳以上の人口比率で5％です。60

歳以上になれば全員参加と呼びかけている市町村は、100％のところもあります。

（川部委員）

60歳以上の方で、箕面市が実施している特定健診の受診率はどれくらいですか。

（事務局）

受診率は、概ね35％と聞いております。

（川部委員）

無料で受診できるわりに、受診率は低いですね。

（黒田会長）

特定健診の受診対象者は、40歳以上の方ですので、その受診率となります。高齢者を対象にす

れば、もう少し受診率も高いかもしれないですね。

健康づくりを考えた場合、特定健診や保健指導の受診率を高めるということも大切ですね。

（徳岡委員）

大阪府は全国的に年齢調整死亡率は高いのですが、箕面市は年齢調整死亡率が低い。そうい

ったところからも、自立した高齢者層の比率が予測より高い結果として表われているのではないでし

ょうか。標高が高く空気のきれいなところは、年齢調整死亡率が低いという説もありますので、箕面市

はそれが結果に影響しているのかもしれませんね。

また、歯科健診の受診率は10％くらいと低いです。調査結果で「口腔機能」高リスク者の比率が

高いことをなんとかしようと考えると、歯科健診の受診率を上げる必要があると考えます。

（黒田会長）

他に質問はございませんか。

（内藤委員）

口腔機能は介護予防でも注目されているところです。歯周病対策や健康増進計画という意味で

も、口腔機能・歯科健診における、先を見据えた健康づくり・介護予防実態などのご報告をいただけ

ればと思います。

（黒田会長）

何かコメントございますか。

（事務局）

箕面市の国民健康保険における特定健診につきましては、制度発足の時から無料で実施すると

いうことで受診しやすくしていこうという取り組みをしております。
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加えて、がん検診も箕面の場合、全て無料で取り組んでおります、その受診率は、パーセントで

いうと低く感じますが、大阪府内ではトップレベルの受診率です。さらに受診率を高めていくために、

国保の担当課とも調整を進めているところです。

歯科健診については、オーラルフレイルという観点からも、認知症予防・介護予防において非常

に重要だと認識しております。この審議会でも徳岡委員からいろいろご指南いただいたところです。

国の制度では40歳以上5歳刻みでの受診対象者としているところを、箕面市では2歳刻みでの受

診対象者としております。ただし、受診期間が2か月という短い設定でした。受診率を上げるためにも

、今年度から通年の受診期間に変更しております。受診の機会を拡大することで、歯科健診の受診

率の向上につなげたいと考えております。

（黒田会長）

何かご意見ございますか。

（奥田委員）

私の受診している歯科医院は、3か月に一度受診勧奨のはがきがきます。はがきに促されて、受

診をすると、非常に丁寧に診察や説明をしていただけます。そのように対応していただけるとありが

たいと感じております。

（黒田会長）

特定健診の受診率の高いところは、要介護認定率が低いというデータも出ております。箕面市は

、受診率が35％と高く、要介護認定率は低いことからも、特定健診受診は介護予防効果に影響を

与えていると思われます。

要支援の方を除いた要介護認定対象者で一番多い疾患は、認知症、さらに、脳血管疾患。これ

らも、一種の生活習慣病の要素がありますので、特定健診を受診していただくことで、血管障害の

予防、さらに認知症や脳血管疾患の予防につながっていくと思います。

他にご意見ございませんか。

（冨原委員）

元気な高齢者は、グループ活動・サークル活動に参加したり、ご自身でスポーツクラブに出向い

たりして健康に留意されていると思われます。その一方で、退職後、ほとんど家に引きこもっておら

れる高齢者に対して、外へ出る機会を誘導するような取り組みはされていますか。

（黒田会長）

孤立しないような施策・方策というものがあるかということですね。

（事務局）

これは、非常に重要なご指摘だと思います。

退職後、家に引きこもるようになり、そのまま心身ともにが弱っていかれるというケースがあります。

市としては、そうした方々に対して、外へ出る機会を誘導するための答えは持っておりません。い

ろいろな施策・事業を試させていただいているところです。例えば、シニア塾があります。興味を持

っていただけるようなスポーツやダーツなど、バリエーションを増やして募集しているところです。次

年度につきましては、スポーツシニア塾という形で、興味を持っていただくという仕掛けを試みたう

えで、どういったものが多くの方に興味を持っていただけるのかを検証して行きたいと考えておりま

す。

（奥田委員）

行政で対策をされるのも良いのですが、高齢者自身が、そういう声掛けをしなければならないと思
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います。老人会に参加してみると、いきいきと様々な活動をしております。行政だけに任せるのでは

なくて、老人会や地域団体が、地域の高齢者に声掛けをする、立ち話をすることが重要だと思いま

す。そうすることによって時間はかかっても数十人に数人が加入してくれます。なので、行政だけに

任せるのは面白くない、地域住民がやらなければいけないのでは、と思っています。

（三宅委員）

無料の歯科健診についてですが、2年に一度は奇数年ですか、偶数年ですか。

（事務局）

40歳以上75歳未満のかたは、偶数年です。75歳以上の方は、平成30年度から後期高齢者医療

保険が対象で無料の歯科健診を行っております。

（黒田会長）

では、続いての資料の説明をお願いします。

●事務局からの説明

（地域包括ケア室 資料２－３～資料２－４について説明）

●意見等

（黒田会長）

ありがとうございました。

「（仮称）福祉相談・交流テラス」は、個別相談に注力するのではなく、地域相談・地域の支えあい

を強化することに重点をおき、名称も「ささえあいステーション」としようということです。ささえあいステ

ーション職員の業務マニュアルをもとに4月から活動を開始するというご説明でした。

ご質問やご意見お出しください。

業務マニュアルによりますと、地域づくり・地域支援・住民意識の調整、というところに重点をおい

ています。相談受付・対応は大変だろうと思いますが、個別の相談にも対応するということですか。

（事務局）

ささえあいステーションは、小学校区毎の身近な市民の方の相談窓口ですので、お困りごとをキ

ャッチし、課題を整理したうえで、適切な関係機関につなぐという役割を果たしていきたいと考えて

おります。

（黒田会長）

当初の計画では、社会福祉協議会の職員を配置・委託をし、進めていくという話でした。ささえあ

いステーションに配置される職員の所属は、社会福祉協議会ということですか。

（事務局）

当初の計画通り、このモデル事業につきましては、社会福祉協議会に委託をし実施するということ

になっております。

（黒田会長）

モデル事業として実績を確認しながら、全市的に広げていこうというものでしたね。モデル事業の

実施期間はどれくらいでしたか。

（事務局）

当初の説明で4年後ということでしたが、1年経過しましたので、3年後を目途にということになりま

す。

（黒田会長）
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第７期の介護保険事業計画は、平成30年度を入れて3年間ですね。とすると、第8期でもモデル

事業が継続するということになるのですか。

（事務局）

モデル事業の期限については決まっておりませんので、まずは平成31年度、32年度はモデル事

業を行ってまいります。

（黒田会長）

第7期でモデル事業を行い、第8期から本格実施となれば良いですね。

ささえあいステーションに配置される職員には、どのような呼称がつくのですか。

（事務局）

ささえあいステーション職員です。地域の方にどのように呼んでいただけるのかは、まだわからな

いです。

（黒田会長）

モデル事業で配置される、ささえあいステーション職員は、モデル地区の小学校区の数だけある

わけですか。

（事務局）

人数につきましては、市の地域包括支援センターが担当する圏域（3小学校区）に2人、社会福

祉協議会の地域包括支援センターが担当する圏域（3小学校区）に2人、合わせて4人になります。

（黒田会長）

わかりました。今まで、地域包括支援センターが配置されているところは、その職員が対応してい

るので、それ以外の小学校に配置するということですか。

（事務局）

地域包括支援センターがある小学校区も含めて、2人で3小学校区を担当するということになりま

す。

（黒田会長）

2人の方が、曜日によって、拠点を変えながら活動していくということですね。

事業を運営していくうえで、うまく対応していかないといけない課題があると思います。地域包括

支援センターの機能とも関係するけれども、今後さらに展開していくにあたっては、社会福祉協議

会と市職員、さらに他法人とも連携し、チームワークを良くして対応していかなければなりませんね

。

（明石委員）

マニュアルも随分改定されているので、まだ十分読み込めてはいない状況です。

以前は、福祉テラスということで、福祉テラスに対して熱い思いも持っておられたと思いますが、

一方で、ささえあいステーションという名称は受け入れやすいという印象を受けます。地域づくり・さ

さえあいを進めていくという意図が、明確に表れているのではないかと思います。

介護保険と地域福祉、地域包括支援センターと社会福祉協議会が中心になり、さらに、生活困

窮者支援事業、日常生活自立支援事業が一緒になることで、地域の多くの課題が、ここで受け止

められ、個別相談が行われ、地域づくりや支え合いづくりを目指していかれるので、地域住民にと

っては非常に心強い仕組みができたのではないかと思います。

また、詳細な業務マニュアルも作成され、運営方法も標準化されたというところで、非常に期待を

しております。ただし、マニュアルは一つの道具ですので、実際に業務を行っていく過程で、地域
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の実情を取り入れて、さらに、バージョンアップしてマニュアルに反映させていただければと思いま

す。この事業が、日本の地域福祉・介護保険の大きな先導役になっていくと思っていますが、いく

つかの課題もあると思います。

一つは、想定できる課題として、複合的な問題・狭間の問題というような非常に困難な課題が出

てきたときに、これが具体的にどのように動いて問題を解決していくのかというイメージづくりです。

また、もう一つは、無い社会資源は作っていくということですが、ステーションで受け止めた様々

な課題をどんな風に市の政策化に向けて動かしていくのかという問題もあると思います。

さらに、根本的な問題としては、地域の担い手が高齢化しており、若い世代の担い手が後に続

いてこないという問題があります。担い手の養成ですね。それをどうするのかというところですね。

自治会の加入率が低下しており、自治会のないところを選んで引っ越す方も増加していると聞き

ます。地域福祉を進めていくうえで大きな基盤である自治会の機能が低下をしています。また、老

人クラブの加入者数も全国的に低下している状況です。

支え合いをする若い世代にどんな風に担っていただくのかというのがこのステーションの役割だ

と考えます。

（黒田会長）

当初の計画では、複合的な課題を抱えている世帯の支援にも対応できる総合相談の窓口を作る

イメージがありました。そういったことにも対応しながら、地域で支え合うという地域づくりに力点をお

いていくということですね。二者択一ではなく、両方視野に入れていく必要があると思います。

日常生活自立支援事業、箕面市でいう「まかせてねット」、生活困窮者自立支援事業は、総合相

談とも関係があるわけですので、そういうところにうまくつなげていくという点では、社会福祉協議会

もノウハウも持っておられるということですね。

（石田委員）

明石委員のご発言は、ごもっともです。ただ懸念されるのは、マニュアル通りに運ばないというこ

とです。

職員の心得で、住民が主役の地域の支え合いとありますが、実際に支え合い活動をしたいと思

っておられる市民の方は14％ほどです。やはり、担い手不足が問題で、社会福祉協議会でも、担

い手不足についてこれまで第一に検討してきました。このような状況で、「住民が主役」ということに

、丁寧さがなく、市民に反感を持たれるのではないかということが懸念されます。「住民が主役」と位

置付ける意識をお聞かせいただきたい。

住民の中にある支え合いの活動を、どんな風に支えていくのかというところからスタートしなけれ

ばいけないと考えておりますので、住民主体というのに納得がいかないです。

国が「地域共生社会」とうち出した時に、疑問を持った住民も多数おられます。本来であれば、

介護保険等でできることがどんどん切られていき、これは財源のことを考えれば仕方ないなと。そう

考えた市民がどう折り合いをつけるか考えている状況の中で、これから作っていくものの基本的スタ

ンスの中に「住民が主役ですよ」とは言えないです。ましてや支え合い体制というともっとしんどいこ

とです。そういうことを考えて、住民の気持ちをしっかり汲み取りながら、いかにやる気を出してもらう

かが肝となると思っています。

（黒田会長）

住民同士の支え合いの意識を醸成する・住民が主体である・住民が支え合わなければ社会がう

まく動かないということを強調しながら、一方で、「住民の意識を変えることは一朝一夕にはできませ
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ん」とあり、少し上から目線になっているようにも感じます。

ささえあいステーションの職員の責任も非常に重く、職員が潰れてしまわないか心配です。

支えるのは、住民だけでも社会福祉協議会の職員だけでもなく、行政（医療・介護・福祉など）も

一丸となって、支え合う必要があるのではないでしょうか。

（三宅委員）

私には息子がおりますが、よく話をします。「次代を支えていくあなた達が地元に貢献できるよう

な担い手になってもらいたい」。息子は初めは嫌がっていましたが、地元の消防団員に参加をして

ほしいということを時間をかけながら説得して、今は消防団員で頑張ってくれいています。

ささえあいステーションもしかり、そういった横のつながりがうまくできていけば、地域で支え合える

ことがたくさんあるのではないかと思います。震災など大きな災害が起こった時も、力になっていく

のではないかと思います。

皆様にも、親子でそういう話を是非していただき、地域をどのように支えてていくのかということに

も目を向けていただければと思います。

（黒田会長）

住民自身が、そういう意識を持てるようになるというのは大事で、それは大きな目標です。

ただ、それを支えていくのが、住民だけに期待しているというのは難しいと思います。

地域福祉をどう進めるかという中で、社会福祉法の地域福祉にかかれている条文がどうなってい

るかというと「住民等」という「等」の中には、福祉事業の経営者や従事者も含まれている。福祉関

係者と住民が、今は「住民等」になっています。たしか、そういう条文だったと思います。

福祉の専門職は住民を支える必要がありますが、地域包括ケアや地域共生社会ということを考

えると、福祉関係者だけではなく、保健・医療・福祉全てが、そこには関わっていく必要があると思

います。

さらに、NPOや、企業でも社会的な課題を解決するために企業の活動を活用していくという考え

方を持っている人もいますので、そういった人たちも含めて、取り組まなければならないと思います

。

「住民の意識を変えることは一朝一夕ではできません」と書かれると、自分たちは変えられる客体

のように感じるので、押しつけにならないような、ささえあいステーション職員の方が潰れないような、

何かアイデアがいると思います。

（事務局）

ご意見ありがとうございます。

「職員の心得」については、どのように表現したらよいのか、非常に悩んだところです。本日いた

だいたご意見を参考にさせていただきたいと思います。

（徳岡委員）

「社会的共通資本」という著書がありますが、基本的に社会的共通資本という考え方は、以前、

小泉政権の時に「官から民（企業）へ」というフレーズがありましたが、この著書の中では、「官から

民（たみ）へ」主導権が移るという考えが書かれていました。

社会的共通資本というのは「官から専門家へ」。専門家が担うという話なんですね。だから、ある

程度専門家が入っていただければ良いのではないでしょうか。先ほど消防団の話がありましたが、

防災の担い手の一員として消防団があり、そこに専門家（指導者）がいて、その中で住民も一緒に

なってやっていく。そういう中心となる核が必要なのではないかと思います。その意味でも、専門家
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というのは重要ではないかと思います。

（黒田会長）

色々なご意見をいただいているところです。4月のささえあいステーション開始まであと1か月弱時

間があります。本日のご意見を参考にして、できるだけブラッシュアップしていただきたいと思いま

す。

その他、事務局から何かありますか。

【案件 3】その他

（事務局）

特にございません。次年度審議会日程は未定です。

（黒田会長）

本日の審議は以上です。会議の進行にご協力いただき誠にありがとうございました。

以上をもちまして、平成30年度第2回箕面市保健医療福祉総合審議会を閉会いたします。

以上


