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第４回 佐賀市高齢者保健福祉計画 策定委員会 議事録 

 

【開催日時】平成 30 年 2 月 16 日（金） 14 時 00 分～14 時 55 分 

【開催場所】ほほえみ館 ４階 音楽演劇室 

【委  員】（敬称略） 

      長谷川定（会長）、石井智俊（副会長）、伊藤もと子、小城原直（欠席）、

傍示康久（欠席）、加藤稔子、倉町秀男、古宇田れい子、貞富博文、鍋島

恵美子、鍋田博、橋本和人、久野絹子、福島幸子、松永宣子、森久美子、

吉原正博 

【事 務 局】田中保健福祉部長、牧瀬保健福祉部副部長、江頭高齢福祉課長、古賀高齢

福祉課副課長兼介護予防係長、直塚地域包括支援係長、柴田長寿推進係長、

横尾主査、延主査 

【傍 聴 者】なし 

 

【議事内容】 

○会長 

 皆さんこんにちは。座ったままですけれども、きょうもどうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 きょうの議題は、皆さんお手元にあると思いますが、パブリックコメントで寄せられた

意見の取り扱いについてということでございます。 

 きょう、４回目になるんですが、３回目までに皆さんからいろいろ出していただいた意

見につきましては、３回目は11月13日でしたけれども、その後、意見を踏まえて市のほう

で修正をいただいて、皆様方に修正後の連絡等もあったと思います。最終的に、その修正

後の計画案がそれぞれにお手元に届いたと思いますが、市のほうでは、その案をパブリッ

クコメントで市民の意見を聞くということで、12月19日から１カ月間、年をまたいでこと

しの１月19日まで意見募集が行われております。 

 きょうは、その寄せられた意見について市のほうから報告と、それに対する市の考えと

いうことをこれからお話ししていただいて、私たち委員で、それをきょうは確認したいと

思っております。 

 そういうことで、資料２になりますが、市のほうからパブリックコメントに寄せられた

意見についての市の考え方について、御説明をお願いいたします。 

○事務局 

 それでは、パブリックコメントに寄せられました御意見と、それに対します佐賀市の考

え方について御説明をさせていただきます。 

 本日差しかえをいたしました、右肩に資料２差替とある資料をお願いいたします。こち

らのほうが新しくなりますので。 

 まず、パブリックコメントですけれども、先ほど会長からありましたとおり、昨年の12

月19日から先月の19日までのおよそ１カ月間、高齢福祉課のほか市役所の各支所、市立の

公民館、老人福祉センターなどに計画案を置きますとともに、市のホームページで、こち
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らのほうに掲載をして意見を募集いたしました。 

 その結果、２名の方から３件の御意見があったところでございます。 

 資料のほうをお願いいたします。 

 １ページの、まずお一人目ですけれども、お一人目からは２つの御意見があっておりま

す。最初に、丸を書いていますけれども、高齢者の生きがいづくりについての御意見でご

ざいました。この方ですけれども、佐賀市の老人福祉センター、通称いきがい館と申して

おりますけれども、このいきがい館のほうで文化講座を受講されておりますけれども、受

講されて、所属意識ができたこと、それから、仲間ができたことがよかったということで

の感想を最初述べられております。 

 その上で、高齢者がいずれかのグループに所属をして何らかの活動ができることは、生

きがいづくりにつながるので、いろんな活動の場を紹介していただければありがたいとい

う御意見でございました。 

 これに対する市の考え方で、これは右側のほうになりますけれども、私どもといたしま

しても、こちらの意見と同様に、高齢者の方々が生きがいのある生活を送っていただくた

めには、地域の活動の場で、そういったところのつながりが大切だと考えておりますので、

本当にありがたい御意見でございました。 

 今回の計画におきましても、４つございます基本目標の一つとして、高齢者の社会参加

と生活環境の整備ということで掲げているところでございます。 

 このため、この基本目標を取り組む事業といたしまして、先ほどのいきがい館、こちら

におきましても、健康料理、健康体操、郷土史、園芸など、多くの文化講座ですとかサロ

ンの充実を図る計画であること。それから、これからも高齢者の方々の社会参加や生きが

いづくりに資する地域での活動については、周知に努めていくということを回答したいと

いうふうに思っております。 

 それから、２枚目をお願いいたします。 

 お一人目の、もう一つの御意見でございます。地域での安心した生活について、困った

ことを安心して相談できる人が近くにいることが望ましいということから、相談しやすい

地域づくりになるようにという御意見でございました。 

 また、つけ加えで、困っていることをポストに投函できるようなシステムをつくって、

ボランティアの方が支援できるようなシステム、こういったものも検討してほしいという

御意見でございました。 

 こちらに対する市の考え方でございます。右側のほうになります。 

 こちらの中で、困りごとをポストに投函できるようなシステムに関しては、ちょっと直

接的なお答えになっておりませんけれども、まず、高齢者の生活全般の身近な総合相談窓

口といたしましては、地域包括支援センター、いわゆるおたっしゃ本舗があること。それ

から、このおたっしゃ本舗では、地域の関係機関との連携を強化しまして、地域で支え合

う仕組みづくりのため、機能の充実を図っていることをお答えいたします。 

 それから、市の考え方のちょうど中ほど、「また、佐賀市では」というところから３行

が、今回変更で追加記載をしたところでございますけれども、また、佐賀市のほうで複合

的な福祉の問題を抱え、どこに相談してよいのかわからない。それから、問題が多くて整



 3 

理ができないと悩んでいる方の窓口として福祉まるごと相談窓口を設置していること。そ

れから、佐賀市シルバー人材センターにおきましても、日常生活のちょっとした困りごと

に対応する市民生活ガイドセンター、こういったものがあることをお答えとして紹介した

いというふうに考えております。 

 それから、２ページ目の一番下のほうで、お二人目から、今回の計画には直接関係する

御意見ではございませんでしたけれども、佐賀市市民会館の跡地利用についての御意見を

いただいているところでございます。 

 御意見としましては、市民会館跡地はバスの交通の便がよいことから、高齢者が集って

手づくりのものを製作したり、ボランティア活動をするなど、生きがいづくりの場となれ

ばよいと。また、高齢者の利用に限らず、障害者や乳幼児でも利用できるような施設、あ

るいは温浴施設なども整備して、合宿利用もできるような施設もよいのではないかという

御意見でございました。 

 これに対する市の回答でございますけれども、まず、市民会館の跡地につきましては、

利用計画がどうなっているかということを市役所の中の担当課のほうに確認を行いました

ところ、この跡地ですけれども、既に地元の意向などもお聞きした上で、利用計画が定め

られておりまして、既に売却が完了しているところでございます。 

 このため、回答といたしましては、跡地は民間企業による医療福祉施設の設置の方針を

定め、既に公募型のプロポーザル方式により売却が完了していること。今後は、医療福祉

施設が設置される予定であるということをお答えしたいというふうに考えております。 

 以上、パブリックコメントで寄せられた３件の御意見と佐賀市の考え方を説明いたしま

したけれども、御意見につきましてはいずれも、今回の計画案の修正ということでは、修

正が必要なものとは考えておりませんので、事務局といたしましては、原案どおり計画案

につきましては決定させていただければというふうに考えているところでございます。 

 パブリックコメントについての説明は以上でございます。 

○会長 

 ありがとうございました。お二人の方から３件の意見が寄せられたということで、市の

ほうの考えとしては、県の意見を踏まえて取り組んでいくということですから、計画の修

正という形ではないという話がありましたけれども、皆さん方、いかがでしょうか。お二

人の３件の意見に対して、皆さん方からも何か御意見がありましたらよろしくお願いいた

します。 

○委員 

 ２人目の市民会館跡地利用についてですけど、僕も大体裏のことをよく知っているんで

すけれども、今もう解体工事が始まっていると思うんですけど、いつごろあれはでき上が

るんですか。それとまた、具体的にどういうのができるのかというのは、もう少し一般的

に公に話してはいかんことですかね。あれは、市の土地を民間の企業が買われたんですよ

ね。だから、あんまりおおっぴらにしちゃいかんわけですね。 

○会長 

 はい、事務局のほう、いかがでしょうか。 

○委員 
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 済みません、おくれてきて。医療福祉施設という初めて聞くフレーズですよね。 

○委員 

 メディカルモールみたいなのを…… 

○委員 

 ああ、総合的に。 

○委員 

 そうです。やる人間を知っていますよ。 

○委員 

 ああ、そうなんですか。 

○事務局 

 ちょっと私のほうから。まだ、実際には全てのことについて今回開発していただく企業

の方から聞いていませんので、そこはまだオープンにできない部分があるかと思います。

ただ、あそこに建てるということでは、医療機関、それから有料老人ホーム、そういうも

のをつくっていきたいと。やっぱりＣＣＲＣじゃないんですけれども、そこが保健福祉の

拠点みたいなものをつくりたいということで言われていますので、地域に貢献できる福祉

施設的なものが完成するんじゃないかなと、私たちも非常に期待をしている建物というか

施設だと思っております。 

 詳細については、またできていけば、市民の方々にももちろんオープンにしていかなき

ゃいけないことだし、我々も説明しなきゃいけない分については説明をさせていただこう

かと思っています。現時点では、まだそこまで詳しいところまで我々も把握していないと

いうところでございますので、申しわけございませんが、そういう施設ができるというこ

とで御期待いただいていいんじゃないかなという気はしております。 

○会長 

 委員さん、よろしいでしょうか。 

○委員 

 はい、そこまでしか言えないと思います。 

○会長 

 この計画の最後に、施設が紹介されたりしていまけれども、いずれここにも載って、こ

の計画の推進にもかかわっていくような施設になるのかなという気もしておりますけれど

も、まだできる時期等は未定といいますか、まだ公表されていないということですので、

きょうのところはそれくらいの話でよろしいでしょうかね。 

 ほかにございませんでしょうか。はい、委員さんどうぞ。 

○委員 

 きょうのパブリックコメントの関係なんですけど、一人目の方が、高齢者の生きがいに

ついてのところで所属意識がなくなるというのは、確かに職場がなくなった場合、次にど

う生きていくのかというのは、それぞれだとは思いますけれども、皆さん多分こういう状

況になるかと思います。もちろん地域の中でいろいろなスポーツだとか文化的な活動をさ

れている、あるいは公民館の活動に参加されている、あるいは図書館に行かれたりとか、

いろんな方が確かにいらっしゃいますけれども、一番心配するのは、孤立されている方だ
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と思うんですよね。 

 きょうたまたま佐賀新聞のほうが、論説のところに孤立の問題を出してありますけれど

も、助けを求めようにも、そういう訓練を全然やってきていないもんで、助けてくれとい

うのが言えない方がたくさん孤立しておる、特に男性が多いと思うんですけれども、そう

いう方がいらっしゃると思うんです。そのあたり、実態調査なんかをされておりますけれ

ども、そういう方々に対してアプローチをするなり、いわゆるアウトリーチをかけるなり、

そういうことは市のほうでは直接動かれるケースというのは、例えば、民生委員とか自治

会とか老人会とか、そういう形ではなくて、直接市の職員の方が何らかの形で、社協の方々

もいらっしゃいますけれども、何かそういうふうに動かれるケースというのはあるんでし

ょうかね。ちょっとこの記事を見て心配したんですけれども、そこの点教えていただけれ

ばと思うんですけれども。 

○会長 

 ありがとうございます。 

 市のほうお願いいたします。 

○事務局 

 お答えになるかわかりませんけれども、やはり高齢者の方、お仕事をリタイヤして、そ

の後がやはり社会とのつながりがなくなって孤立につながるというのはよくあるケースだ

と思っております。 

 先ほど調査の関係で、ということで言われましたけど、私どもではなくて、中部広域連

合が行った調査で、社会とのかかわりということで、どういったつながりを今お持ちです

かということでお聞きをしたところだったんですけれども、やはり自治会の活動ですとか

サークル活動、そういったところで、いろんな種類はございますけれども、やはりどこに

も所属していない、かかわっていないという方がまだいらっしゃるのも事実でございます。

私ども、孤立を防ぐためには、家族の支援とかも大事でございましょうけれども、やはり

地域でのかかわり合い、そういったものがなくてはならないと思っております。 

 直接的なというのは、ちょっと今のところやっていないというのが現状でございますけ

れども、そういった社会活動につながるような団体の紹介、こういったものについては、

今後ともこの回答にもありますとおり、周知に力を入れてやっていきたいというふうに思

っているところでございます。 

○事務局 

 私のほうからちょっと補足させていただきますけれども、もちろん行政がやはり声なき

困っている方々、これについての支えをするのは行政の責務だと、役割だと思っておりま

す。ただ、なかなか声が出てきていないというのは、我々も把握ができないんですよね。

だから、なかなか手が差し伸べられていないというようなところがございますので、先ほ

どパブリックコメントで福祉まるごと相談窓口というものを説明させていただきましたけ

ど、そこがいろんな方々から御相談に来られたら、我々が連携できる、それから、解決が

可能な団体等と連携してから、いろんなところの困り事を解決に向けてやっていこうと。 

 それともう一つ、やっぱり声が出てこなければわかりませんので、そこはやはり自治会

であるとか民生委員であるとか、いろんな、それから、校区社協ですね、こういう方々と
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の連携もまた今、とれるようにしておいて、そこから出てきた、やはり情報というものを

つかまないと、どうしてもなかなかそこに我々も出ていきませんので、アンテナをどんど

んどんどん張って、やっぱりそういう孤立したり孤独死というか、そういうことができる

だけないように、というところで、今、取り組みは進めさせていただいているところでご

ざいます。 

○会長 

 ありがとうございます。委員いかがでしょうか。 

 確かに、きょうの佐賀新聞でしたですね、論説委員の横尾章委員さんが、貧困と孤立と

書いてありましたですかね、私も読みました。社会との関係を切らないというのがキーワ

ードとして残ったんですけれども、委員さんおっしゃられることは、自分から声を出せな

い人に対してアプローチして、それがつながるという体制が大丈夫かなというお話だった

と思いますけれども、関係者の方のネットワークでその辺をさらに強くしていかなくちゃ

いけないのかなという気がいたします。 

○事務局 

 困窮者の自立という点でも、佐賀市のほうでアウトリーチできるような委託というか、

やっておりまして、こちらからやはり出ていって手を差し伸べるというか、そういう対策

ができるような取り組みというのは、その困窮者のやつは、生活福祉課という保護関係の

ところでも出していますけれども、もう今からは高齢者とか子供とかじゃなくて、やっぱ

り子供から高齢者まで全てを網羅していかなきゃいけないかなと思っていますので、そう

いうものをつくっていく。その中で高齢者保健福祉計画というのもまた重要な役割を担う

んだろうというふうに思っておりますので、皆さんの協力をぜひよろしくお願いいたした

いと思っております。 

○委員 

 福祉相談窓口って、佐賀の市役所にあるんですか。 

○事務局 

 これは福祉総務課の所管にしていますけれども、１階西側の真ん中あたりに、何番にな

るかな、14、15番窓口に福祉まるごと相談窓口というのを置いています。 

 ここには専門のコーディネーターというか、これは社会福祉協議会のほうに委託をして、

そこから派遣をしてもらっていますけれども、2.5名？置いていますけど、大体２名の女性

のコーディネーターがそこで相談に乗ってもらえると。それで足りない場合には、もちろ

ん佐賀市の福祉総務課であれば、高齢課も障害課も全部ありますので、そういうところで

一体となって困り事を聞いていくというふうな体制をとっておりますので、ぜひ皆さんも

必要なときには御活用いただければなと思っております。 

○会長 

 はい、どうぞ。 

○委員 

 社会福祉協議会の事務局長です。社協のほうでも、できるだけ地域に入って行って、先

ほど言われたような孤立とかそういったもの、手を挙げられない人、声を上げられない人

への支援をしていこうということで、力を入れていこうとしているところです。今のとこ
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ろはまだ十分にできていないもので、あまりここの場でこういった大きく言えるのかどう

かなとは思いますけれども、意識的には、そういうふうに思っております。 

 当然、先ほどお話があったように、地域でのお困り事とかなんとかの情報をキャッチさ

れやすいのは、やっぱり民生委員さんであったり自治会長さんであったりするわけですけ

れども、それを受けて、また何らかの対応が必要になった場合に、どうしたらいいのかわ

からないというのを社協も、あまりそういう解決のアイテムというのもそう多くは持って

いませんけれども、一緒に考えながらやっていこうということで、２年目になりますけれ

ども、地域に出ていくことに専念する職員というのを、配置を始めています。まだ市内全

域の配置までにはまだ至っておりませんけれども、そういった活動を進めながら、先ほど

言われたような孤立とか、そういったものに対するはざまの問題というか、そういったも

のに対応をしていきたいなということで、社協のほうでも頑張っていきたいなとは思って

いるところというか、これからぜひ進めていきたいというふうに思っております。 

○会長 

 ありがとうございました。 

 副会長さん。 

○副会長 

 私、民生委員の立場ですが、先ほどから出ております、要するに個人的な困り事ですね、

それと、声を出せない方、確かにたくさんいらっしゃいます。たくさんという言い方はお

かしいんですけれども、地域にはそういう方がいらっしゃいます。それを民生委員が一番

先につかむと思うんですが、民生委員とか自治会長でそういうものをつかむと思います。

それと、校区社協の福祉委員というのと、三者で話し合いの場を持っていますが、そこで

つかんだ情報をおたっしゃ本舗なり社協のソーシャルワーカーの方にそういうお話をして、

その解決に向けて活動をしております。 

 それで、実際に問題解決したのは今までにたくさんあると思います。ですから、今度、

市のほうで福祉まるごと相談窓口ができましたので、そこにつなげば、本人を連れていく

なり本人に行ってもらうなりすれば大体片づく問題じゃないかなというふうに思っており

ます。 

 そこで、その相談に行った結果はまた民生委員なり自治会長が伺って、それ以上のこと

があれば、また手を差し伸べるべきだというふうに考えております。 

 以上です。 

○会長 

 ありがとうございます。 

 委員さんどうぞ。 

○委員 

 このパブリックコメントの１人目の方の２番目の件についての市のほうの回答の中で、

地域包括ケアシステムの実現に向けて、地域で支え合う仕組みづくりの充実ということを

掲げていただいておりますけれども、前々から同じことを申し上げることになろうかと思

いますが、この地域で支え合う仕組みづくりというか、住民主体の地域づくりというのが

喫緊の課題かなというふうに思っております。 
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 安心した生活ということで、いろんな専門職の方たちの介入ももちろん必要ですし、そ

の方々のネットワークというのも大事なんですけれども、今、向こう三軒両隣的な発想と

いうのがだんだん薄れつつある中で、地域包括ケアシステムは、そのことのよみがえりを

目的とするところもありますので、そういうふうなことを確立させるためにはとっても時

間がかかると思うんですね。 

 ですから、今から、もう既に遅いのかもしれませんけれども、さらに遅くなるともっと

遅くなるというようなことで、住民主体という形でのシステムというか、そういうのが非

常に大事かというふうに思っています。 

 例えば、私は職場が川副にありまして、川副のほうでは小学校区にまちづくり協議会と

いうのが一つずつあります。そこで、いわゆるいろんな部会があって、健康福祉部会とい

う部会の１つ。中川副のほうにうちの施設が所在するものですから、そこにメンバーとし

て入っているんですけれども、そこではいろいろ支え合いというものが少しずつできつつ

あるところです。そういうのをまちづくり協議会が全校区にないというのをこの間お聞き

しましたけれども、それと、担当課が縦割りで高齢福祉課とはまた別の担当課というよう

なことが一つのネックになって、なかなかそこらあたりのところの結びつきができにくい

と思うんですが、何度も申し上げますけれども、それを使わない手はないと私は思ってい

ます。 

 地域包括はどっちにもかかわるという形になりますので、二言目には地域包括、地域包

括とおっしゃいますけれども、今、家庭の状況というのが非常に複雑です。いろんな事例

が上がってきます。困難な事例が多いです。家族のつながりというか、そういうものも希

薄になってきておりますし、そういう中で、専門職としての地域包括のかかわり方もです

けれども、そこにまた民生委員さん、それから、自治会とかも、地区の方たちがまたそこ

に登場なさって、民生委員さんの負担というのも相当だというふうに聞いております。 

 そういう中で、なかなかこの地域住民を丸め込むというか、囲い込むというのは非常に

その情勢というのは難しいかと思うんですけれども、これから先は、そのことをしっかり

しないと、とてもこの世の中やっていけないというふうに思っています。ですから、我々

でやっていくということももちろん大事ですけれども、そこに行政の方のかかわりがない

ことには、やっぱり信用されませんもんね。我々がどれだけ頑張ろうとしても。だから、

そういうところでのぐいぐいと引っ張っていっていただきたい、そういうのを切に願うと

ころです。 

 また、先ほど来おっしゃっていたように、日本人というのは、特に日本人らしいんです

けれども、困った人のためには、奉仕の精神っていっぱいあるらしいんですけれども、自

分が困ったときに助けてとかＳＯＳを出せないというのが日本人に特に強いらしいです。

これは専門家の方から聞いたんですけれども。ですから、そういうＳＯＳが出せるような

まちづくりというのをつくっていく必要があろうかというふうに思っています。 

 ちなみに、中川副では、健康福祉部会のほうでひとり暮らしの方とかに緊急連絡カード

というのをつくっておりまして、何かあったときには、それにも民生委員さん等がかかわ

られるんですけれども、速やかに連携というか、身の安全を守れるようにというような形

のシステムを先駆的にやっていらっしゃったところから、ならってやっているというもの
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ではありますけれども、そういったネットワークづくりもまた大切ではないかというふう

に思っております。 

 失礼しました。 

○会長 

 ありがとうございました。委員さん。 

○委員 

 ちょっと私も関連してなんですけれども、いつまでも何ていうんですか、毎年こういう

ふうにして地域づくりをやらなきゃいけないと言っても、目で見えて、なかなか進行して

いないなと思うんですよね。やっぱり考えはしているんですけど、実行がずっと伴ってい

ない。その中に私、今、松永委員おっしゃったように、いろんな問題が私どももコールセ

ンターの相談をやっておりますけれども、そういう相談も、もう知的障害から、認知症か

ら、家族の中から、夫婦のことから、いろんな問題が出てくるわけなんですね。その中で、

これぐらいだったら、近くで、地域でも何かできそうかなというようなところがあるんで

すね。 

 その中で、みんなで話をしたりとか、できない話もありますけれども、自分が楽しくで

きたり介護しながらも楽しくできたりとか、そういうものができたらいいなというところ

で、私もいろんなところに声をかけて、例えば、前からも言っていましたように、そうい

う気軽に集める場所をまず最初につくって、そこにいろんな医療とか介護とか、そういう

方たちが来てくれたらいいなと、介護が先に待って、旗を振って立っとく、医療が旗を立

てて待っておくというよりも、もうそういう地域でそういう旗を揚げていたら、そこに行

きやすいのかなというところで数件ずっとちょっとやってみたんですよね。そしたら、や

はり、そこの方たちがやっぱり乳母車を引いて、歌を歌いに来る、お茶を飲みに来るとい

うところでは、どんどんやっぱり広がっているかなというところはあるんです。 

 それで、そういうようなお金も要らないで、ただみんなのこういうことがありますよと

いうことを、報道するだけで広がっていくんだったら、やっぱりそれもやってみる必要は

あるのかなと思うんですよ。 

 まず、お金が要って、それからするというんだったら、予算があるとかなんとかという

んですけど、そういうのって、場所があれば、公民館があったり、例えば、施設があった

りすれば、じゃ、施設に集まろうよ。施設長と話して、施設の中で何かやろうよと、話そ

うよとか、歌おうよとか、何かそういう小さなことでもやっているうちに広がっていくの

かなと。そして、そのうちに独立してくるんですよ。こういう私がやろうと言っていた、

それはもう私が来なくても、ちゃんとリーダーをつくっていく。それが１つつくり、２つ

つくりで広がっていくということが現実にあるので、できればそういうふうなことをやっ

てほしいなと思うんです。 

 そして、その中に地域の民生委員さんが入ってきたり、老人会が入ってきたりして一緒

に歌う中で、結局ページがめくれない、歌集がめくれない人たちのお世話をずっとやって

いるんですよね。やはり、自分たちも最終的にはこういう場所に行くかもしれない。そし

たら、やはり自分たちが今できることをボランティアでしようというような意識が高まっ

て、やっぱり本当にそういう小さなことが広がっていけばいいかなと思うので、こういう
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ことがありますよという情報だけでもどんどん広げていってほしいと思うんですよ。 

 まだ、地域ではいろんなことをやってあります。三夜待みたいなことでもやっているし、

自分たちは地域包括がみんな集まれと言うけん、集まってから行ってみたら、何か小学校

みたいな幼稚園みたいな、チーチーパッパ、チーパッパとか言われて、何かちょっとあれ

は嫌だなとかてですね。まあ、私たちそんなことしよっとよと言うんですけどね、それは、

ワハハと笑えていいんじゃない。笑うこともいいのよと言うんですけどね。やはり、そう

いう中では、いろんなことをやっているところがあるので、それを把握して、それを発信

していただければ、ああ、あがんことでもよかのかなというところで地域がまた盛り上が

っていくかなと思うんですよ。実際にこんなことをやっているよとか、やりたい、やりた

いと言われる声が多いので、ぜひそういうことをお願いしたいなと思います。 

○会長 

 はい、委員どうぞ。 

○委員 

 シルバー人材センターですけど、今、市民ガイドセンターを承ってしております。もと

もといろんなことをお手伝いしようということでしておりましたけど、今一番普及してい

るのは、蜂の巣取りなんですよ。本来は、もっと近所にいて、お買い物ができない人とか、

ちょっと蛍光灯が切れたから手伝おうとか、そういうことがもっとふえるんじゃないかと

予測していたんですけどね、ほかの地域では買い物が非常に多いんですよ。それで、年間

５回までとか制限までしているけど、佐賀市の場合はまだ年間で、トータルで10件ぐらい

しかないんじゃないですかね。だから、それだけ知れ渡っていないんだなと思って。 

 蜂の巣取りだけは、もう年間で100件以上あります。もう３年間続いている。 

○委員 

 お金は要るんですか。 

○委員 

 お金は要りますけどね。買い物のお手伝いは大体300円ぐらいでしているんですけどね。

だけど、蜂の巣取りも結構企業さんに頼めば高いんですよ。シルバーはそれを訓練して、

割と安い値段でしているから多いんじゃないかなと思うんですけどね。 

○委員 

 ちなみに１件幾らですか。 

○委員 

 大きさによるとか、いろいろありますけど、大体１枚１万円ぐらいでやっております。 

 やっぱりもっともっと困った方が確かにいらっしゃるんだと思いますけど、このガイド

センターをもう少し普及させないといけないなとは思っております。 

○委員 

 植木なんかも安いですもんね、シルバーセンター。 

○委員 

 残念なことには剪定はもう仕切れなくているんですよ。だから、お断りするのが結構多

いんですね。 

○委員 
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 仕切れないというと、どういうふうに仕切れないんですか。 

○委員 

 技術者がもう足りなくて、申し込みが多いんですよ。だから、３カ月待ちとか言ったら、

もう断られるとかですね。シルバーの会員もちょっと減少傾向にあるから募集もしないと

いけないんですけどね。 

○会長 

 ありがとうございました。 

 いろいろ地域で安心した生活についてということが、いろんなここにいらっしゃる委員

の方々ですね、それぞれで思われる方もたくさんあって、ほかにも同じ思いで今いらっし

ゃる方もあると思うんですけれども、今、事務局手が挙がりましたけれども。 

○事務局 

 先ほど委員のほうから市民生活ガイドセンターのことがありましたし、回答のほうでも

書いておりましたが、ちょっと内容を説明させていただきますと、この事業ですけれども、

平成25年から開始をされている事業でございます。 

 当初３年間は、私どもの補助、それから国の補助もありましたけれども、平成28年度か

らは、もうシルバー人材センターさんのほうで独立して事業としてもう成り立っている事

業でございまして、市民の方から本当にいろんな問い合わせ、こういったことはどこに行

けばいいのか、どこに依頼すればいいのかわからないという問い合わせがあったときに、

シルバー人材センターさんのほうで、そういった困り事の相談を受けて適切な行政の窓口

を案内していただいたり、それから、民間のほうを紹介していただいたり、あるいはもう

御自分のところで対応されているというようなことでございます。 

 平成28年度で444件の相談がありまして、先ほどありましたとおり、蜂の巣の処理が一番

多いということで100件程度を処理されたというふうに聞いております。 

 残りも444件のうちのほとんどは、もうシルバー人材センターのほうで独自に対応されて

いるということでお聞きをしております。 

 それから、費用の面でございますけれども、シルバー人材センターさん、会員の登録制

でやっておられますけれども、必要な機材の料金は仕方ありませんけれども、本当に最低

賃金の金額等でやっていただいているところでございます。このガイドセンターにつきま

しては、当初補助をいたしましたけれども、今、私ども行政としても本当に助かる仕組み

で、お手伝いいただいているところでございます。 

 以上でございます。 

○会長 

 ありがとうございます。 

 いろいろ困っていることについては、少々お金出してもということでニーズが多くて、

逆に対応できる人材のほうが少ないというお話にもありましたけれども、逆に困っている

わけじゃないんですけれども、地域の公民館に出ていって一緒に歌を歌ったりという、家

にいれば、別にそこに行かなくても困ってはいないんでしょうけれども、そういうところ

にこそ出てきてほしいというのを、それを進めるためには、委員さんのお話では、そうい

うのをやっているよという情報発信を、若者だといろいろスマホとかこうやって、ＬＩＮ
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Ｅとかでどんどん広がるんでしょうけれども、お年寄りの方になるとなかなかその辺の情

報が、いつでも何をやっているのか、情報が入ってくるというのがなかなか得にくいのか

なと思うんです。委員さんのお話は、そこを何とかうまく情報発信をして、そういう困っ

ていないけれども、来れば、先々、健康にもいいし、いいんだよというのを勧める、その

辺の具体的に言うと、課題なんかがあるのかなという気がしますので、その辺をどう埋め

ていくのかというのが、これからのこの計画の実践の段階でネットワークよろしくといい

ますか、やっていかなくちゃいけないのかなと。ちょっと聞いていて、私、そういうふう

に今思った次第です。 

 それでは、きょうのパブリックコメントの件については、皆さん方、よろしゅうござい

ますでしょうか。特にございませんかね。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○会長 

 はい、ありがとうございます。 

 それでは、きょう議題については、ここまでなんですが、一応これでパブリックコメン

トについての対応まで確認をしたところで、計画の案について、この委員会での最終的な

議論の終わりということになるわけでございますが、１つ私のほうで、ちょっと最初から

気になっていたことがあるんですが、一番最初にこの介護保険事業計画と一緒になって、

この高齢者の保健福祉計画をつくられるし、実行していくというお話で、こちらのほうは、

保健福祉計画の議論をしてきたわけですけれども、同時に行われてきた介護保険の事業計

画のほうがどういうふうになっていて、この計画ができた暁にはどういうふうな関係で進

んでいくのかという、その辺をちょっと教えていただければなというふうに思いますが、

事務局のほうから何か少し説明いただけますか。 

○事務局 

 そしたら、１回目の策定委員会の折りに申し上げましたけれども、介護保険事業計画と

は連携をして、両計画とも同じコンサルタントということで、ジャパン総研さんのほうな

んですけど、随時連絡と確認を行いながら進めております。 

 第７期の佐賀中部広域連合介護保険事業計画については、先月の１月24日に計画案が確

定されておるところになっております。 

 以上で説明を終わります。 

○会長 

 介護保険事業計画が１月24日に確定したということで、それとここの保健福祉計画の連

携というか整合というか、その辺について、あえて皆さん方にお話ししておいたほうがい

いというのがあれば、お話ししていただければ助かりますけれども。 

○事務局 

 先ほど担当が説明しましたとおり、1月24日に計画案が策定をされております。 

 それまで５回の会議を開催されておりまして、うち１回は２つの部会に分かれての協議

もされております。実は、私どもの田中部長がその策定委員会の委員でもございますし、

その関係で、私たち高齢福祉課のほうも会議には全て参加をして、内容等を確認してきた

ところでございます。 
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 特に、介護保険事業計画につきましては、やはり介護保険の給付のような事業、特に保

険を使って使用するサービス、こういったもののあり方、その費用、負担、そういったも

のを議論する場でございまして、私どもは、その介護保険の関連事業でも、保険者は佐賀

中部広域連合でございますけれども、そこが直接的にしない事業で、私たちが委託を受け

てする事業というのがございます。こういったものは、今回のこの計画のほうに盛り込ん

でおるわけでございますけれども、例えば、介護予防の事業、それから、在宅で生活をし

ていく上で必要な施策、こういったものは、保険者が直接的な事業ではなくて、それぞれ

の市町村が中部広域連合から委託を受けて行うという事業でやっておりますので、ここの

関連につきましては、内容等を相互に確認してきたところでございます。 

 特に、今回の佐賀市の高齢者保健福祉計画でございますけれども、大きく影響するのが、

総合事業が大きく影響したものと思っております。この総合事業と申しますのは、これま

で介護保険でやっておった介護の度合いのちょっと低い、要支援１と２の方、これが高く

なると、要介護１、２、３、４というふうになってきますけれども、この要支援１と２の

方の事業を介護保険法の改正に伴って、市町村で行うということになったのが大きく変わ

ります。 

 そして、その変わった上で、新たなメニューが幾つか出てきたわけでございますけれど

も、ここのすみ分けですね。ここについては、中部広域と、特に連携、それから協議を重

ねてきたところでございます。幾つかのメニューということで、大きくサービスの内容を、

資格などを緩和した事業、それから２つ目に、ボランティアなどの住民主体で行う事業、

それから短期集中的に行う介護予防の事業、この３つが大きくありますけれども、この１

つ目の人員などを緩和して行う事業については、市町村ではなくて中部広域連合が責任を

持って行うということでございますので、これは、今回の計画ではなくて、介護保険事業

計画のほうで内容を決定されております。そして、ボランティアなど住民主体のサービス、

あるいは短期集中的な介護予防の事業でございますけれども、これＢ型、Ｃ型と言います

けれども、Ｂ型については今後検討を続けていくということと、Ｃ型については、この計

画にはちょっと盛り込みませんでしたけれども、私ども、30年度から取り組もうと、要支

援１、２の方に対する短期集中的な介護予防教室につきましては、30年度からやっていき

たいというふうに考えて、今、予算の要求などをしているところでございます。 

 そういったところで、特に今回は、総合事業という仕組みができて、ここが介護保険事

業から市町村事業に移行されましたので、ここのところの協議は特に、中部広域とは回を

重ねて協議をしてきたところでございます。 

 以上でございます。 

○会長 

 ありがとうございました。今回の計画の中には、介護保険の主体である中部広域連合の

事業を受託して行う事業の分も含めて、高齢者保健福祉計画がつくられていると。どちら

が主体であるにしても、市民の方々にとっては、そこに何かの違いがある、主体の違いで

何かが違うということではないと思うんですけれども、介護保険のほうとそういう連携を

とってやっていくということで、この計画を理解したいと思います。 

 それでは、これで高齢者保健福祉計画の案についての協議の全てを終わりたいと思いま
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すが、現在のこの計画案について、皆さん了承ということでよろしゅうございますでしょ

うか。 

 よろしゅうございますね。よかったら、じゃ、拍手を。（拍手） 

 ありがとうございます。それでは、本当に４回にわたる協議ありがとうございました。 

 じゃ、きょうの議事についてはこれで終わりたいと思います。 

 

〈議事終了〉 


