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〔安田議員質問席へ〕 

○  安田議員 

私は、平成２６年７月米子市議会定例会に当たり、大要２点について質問

をさせていただきます。市長を初め関係部長の明確な答弁をお願いをいたし

ます。 

最初に、産業廃棄物の管理型最終処分場についてお伺いをいたします。３ 

月議会において、今後のスケジュール等についてお聞きをいたしました。 

市長答弁では、３月から４月にかけて事業主体から県へ事業計画書と周知

計画書が提出されますと、周知計画書につきまして県知事から米子市長に対

し１４日間の期限を付して意見照会され、その後に周知計画書に基づいて事

業計画書の縦覧と住民説明会が開催されることになっております。 

事業計画について意見を有する自治会等の皆さんは、県知事及び事業主体

に対し意見書を提出することができ、事業主体がその意見に対する見解書を

提出するというやりとりが行われました後に、事業主体から県知事へ実施状

況報告書が提出されることになっております。 

この報告書につきましても、県知事から米子市長に対し１４日間の期限を

付して意見照会されることになっておりますとの答弁でありましたが、事業

主体から県へ事業計画書と周知計画書が提出されておりません。 

地元の意見・要望があった追加調査を実施しているようですが、いつの時

点の要望なのか、またどうしても必要な調査なのか、具体的な調査項目をお

伺いをいたします。これは専門家への協議結果を踏まえたものなのか、お伺

いをいたします。 

 

○ 渡辺議長 野坂市長。 

○ 野坂市長 

追加調査の要望についてでございますが、鳥取県環境管理事業センターと

環境プラント工業が、平成２６年２月に淀江産業廃棄物最終処分場対策委員

会の上泉・下泉における意見交換会において、対策委員会から出された質問



書の中で、福井水源地への影響を確認するための地下水調査及び塩川のダイ

オキシン類濃度の原因究明についての要望を受けられたものと伺っておりま

す。 

この要望のうち、福井水源地への影響については、実施済みの生活環境影

響調査において影響はないと予測されておりますが、鳥取県環境管理事業セ

ンターが地元へ事業計画を説明する中で、必要と判断されて実施されている

ものと考えております。また、塩川のダイオキシン類の調査につきましては、

生活環境影響調査の中で、平成２４年５月に塩川の水質調査が行われており

まして、中流の１地点で環境水準を超える値が検出されましたことから、本

年度から鳥取県が塩川を新たに監視対象河川に加え、調査を実施されている

ものでございます。 

具体的な調査項目でございますが、福井水源地影響調査につきましては、

地下水の大局的な流向を確認されるものでございます。塩川のダイオキシン

類調査につきましては、塩川の本川と支川においてダイオキシン類濃度等を

調査されるものでございます。専門家への協議でございますが、福井水源地

影響調査につきましては、生活環境影響調査を評価された専門家の方と協議

された上で実施されるとうかがっております。 

 

 

○ 渡辺議長 安田議員。 

○ 安田議員  

次に、福井水源地影響調査についてお伺いをいたします。地元の設置反対

意見の中に、福井水源地の水道水は淀江や日吉津、米子市の大部分及び境港

市の水道水として供給していると書かれています。これは誤りだと私は認識

をしておりますけれども、実際の供給体制についてお伺いをいたします。ま

た、福井水源地影響調査の調査内容、調査予定期間についてお伺いをいたし

ます。 

 

○ 渡辺議長 中原水道局長。 

○ 中原水道局長  



福井水源地の供給区域についてのお尋ねでございますけども、福井水源地

は、淀江町の一部、西原、淀江、今津に給水を行っております。ちなみに給

水戸数としましては、現時点で1,７１１戸でございます。 

 

○ 渡辺議長 山田環境政策局長。 

○ 山田環境政策局長  

福井水源地影響調査の調査内容についてでございますが、最終処分場周辺

において、新規のボーリング２ カ所、既存井戸１カ所で地下水の湧水圧試験

等を実施し、地下水の大局的な流向を確認されるものとうかがっております。

調査予定期間についてでございますが、６月から８月末ごろまでの予定です

が、さらに調査が必要となる場合は、期間を延長して調査されるとうかがっ

ております。 

 

 

○ 渡辺議長 安田議員。 

○ 安田議員  

今、水道局長のほうから話があったんですけれども、実際には淀江の一部

分の方が給水を受けてるということで確認をさせていただきました。 

それから次に、福井水源地の影響調査の解析についてちょっとお伺いをし

ておきたいと思います。調査期間が６月から８月末までという答弁でありま

したけども、解析が完了し、地元に結果報告できるのはいつごろなのか、お

伺いをしておきたいと思います。 

 

○ 渡辺議長 山田環境政策局長。 

○ 山田環境政策局長  

福井水源地影響調査の結果についてでございますが、具体的な日程は未定

でございますが、解析が終了すれば地元に報告されるとうかがっております。 

 

 

○ 渡辺議長 安田議員。 



○ 安田議員  

では次に、塩川のダイオキシン類調査についてお伺いをいたします。最終

処分場の生活環境影響調査において、計画地直下の地下水の影響は限定的で

あるとの予測結果であったが、平成２ ５ 年５ 月に中流の１ 地点で高い値

を示したことから、県として新たに監視対象河川に加え、本年度から調査を

実施しておられますが、調査地点、調査内容、実施分の調査結果についてお

伺いをいたします。また、今後の調査についてお伺いをしておきたいと思い

ます。 

 

○ 渡辺議長 山田環境政策局長。 

○ 山田環境政策局長  

塩川のダイオキシン類調査についてでございますが、４月の調査地点は、

塩川の本川と支川の上流、中流、下流の合計７地点とされており、５月以降

は本川と支川の合流地点を加えた８カ所とされております。 

調査内容でございますが、河川水と低質のダイオキシン類の濃度について、

四季を通じて測定されるものでございます。実施分の調査結果でございます

が、４月に実施された水質調査の結果につきましては、環境基準が１ピコグ

ラム・Ｔ Ｅ Ｑ ・パー・リットルに対して最大値が0. ５２ピコグラム・Ｔ Ｅ 

Ｑ ・パー・リットルであり、いずれの調査地点も環境基準を下回っていたと

うかがっております。今後の調査についてでございますが、既に４月と５月

は調査が行われており、８月、１１月、２月にも調査を実施され、合計で５

回実施される予定であるとうかがっております。 

 

 

○ 渡辺議長 安田議員。 

○ 安田議員  

それで、ちょっと確認をしておきたいと思うんですけれども、このダイオ

キシン類調査、実際に１地点で極端な値が出たと、基準値を超える値が出た

ということで、このダイオキシン類調査の位置づけ、この産廃があったから

ダイオキシン類調査が実際に行われたということではない、その辺の位置づ



けをちょっと聞いておきたいと思います。 

 

○ 渡辺議長 山田環境政策局長。 

○ 山田環境政策局長  

直接実施されている塩川のダイオキシン類調査についてでございますが、

塩川のダイオキシン類調査については、一般環境中のダイオキシン類の状況

を把握する目的で鳥取県が調査を行っているものであり、事業主体が実施す

る追加調査ではございませんので、事業計画書の提出時期とは直接関係しな

いというふうにうかがっております。 

 

 

○ 渡辺議長 安田議員。 

○ 安田議員 

わかりました。ということは、この事業計画の関係でダイオキシン類調査

をしたということではないということですね。それはいいです。それと、先

ほどの答弁で、来年の２月まで調査が続くわけでありますけれども、これは

来年２月の結果を待って、県に基づく産廃条例が提出されるのか、その辺を

聞いておきたいと思います。 

 

○ 渡辺議長 山田環境政策局長。 

○ 山田環境政策局長  

このたびのダイオキシン類の調査につきましては、事業計画書の提出時期

とは直接関係しないものとうかがっております。 

 

 

○ 渡辺議長 安田議員。 

○ 安田議員  

わかりました。ということは、調査結果は関係なしに、この追加調査をし

てるということで、それに基づいて、それは関係なしに提出されるというこ

とで確認をさせていただきたいなと思います。 



次に、今後のスケジュールについてお伺いをしておきたいと思います。今

回の追加調査された福井水源地影響調査、また塩川ダイオキシン類調査の結

果については、地元６自治会に報告すべきと思いますが、地元に対して丁寧

な対応をされるべきと思いますが、見解をお伺いをしておきたいと思います。 

 

○ 渡辺議長 角副市長。 

○ 角副市長  

ダイオキシン類調査の報告についてでございますが、福井水源地影響調査

につきましては、環境管理事業センターが事業計画案等を地元住民の皆様に

説明した際に、水源地への影響を懸念する意見があったことから、追加調査

を実施されておりますので、地元住民の皆様の不安を取り除くために、調査

結果について丁寧に説明していただくよう要請してまいりたいと思います。 

また、塩川のダイオキシン類調査につきましても、鳥取県は、調査に着手

する前に地元自治会へ調査内容を説明されておりますので、調査結果につき

ましても、結果が出た段階で速やかに地元自治会へ報告していただくよう求

めてまいりたいと存じます。 

 

 

○ 渡辺議長 安田議員。 

○ 安田議員  

丁寧に地元に対して説明をしていただきたい、こういうふうに思っており

ます。それから、この産廃に関しては、ずっと質問をさせていただきました。 

特に安心・安全という立場から、いろんな安全対策、こういうのが求めら

れて実施をするということで聞いておりましたけれども、一つだけ確認をし

たいと、こういうふうに思います。追加の安全対策で、遮水シートと、３層

になるんですけど、それからベントナイト、それから遮水シート、この３層

の中に電気漏えい検知システム、このようなことを安心・安全の立場から実

施をするということで聞いておるんですけれども、この検知システムの実績

と、それから実施状況、また信頼性について聞いておきたいと思います。 

 



○ 渡辺議長 山田環境政策局長。 

○ 山田環境政策局長  

電気漏えい探知システムについてでございますが、このシステムは、事業

主体が実施した地元への事前説明会の中で、地下水への漏えいを心配される

御意見がありましたことから、導入されるものでございます。導入実績につ

いてでございますが、電気漏えい探知システムには、さまざまなタイプがあ

る中で、現在計画されているシステムは、北海道、神奈川県、埼玉県、滋賀

県の産業廃棄物最終処分場などで採用されており、一般廃棄物最終処分場を

含めて全国におよそ３０施設の実績とうかがっております。 

現在の計画では、滞水の可能性のある処分場の底盤及び１段目のり面まで

の範囲に、電極を格子状に配置することにより、万が一、上層の遮水シート

が破損しても、電極間に電流が流れ、上層の遮水シートの破損箇所を特定で

きることから、速やかに上層の遮水シートの補修が可能であると説明されて

おります。 

なお、最終処分場の漏水防止対策としましては、電気漏えい検知システム

のほか、上層の遮水シートの下に５０センチのベントナイト混合土と下層の

遮水シートがあり、マルチバリアによる万全の漏水対策を講ずると説明をさ

れております。 

 

 

○ 渡辺議長 安田議員。 

○ 安田議員  

それで、実際にこの県内での実績例というのはあるんですか。ちょっと聞

いておきたいと思います。 

 

○ 渡辺議長 山田環境政策局長。 

○ 山田環境政策局長  

県内の導入実績については、私はちょっと存じておりません。 

 

 



○ 渡辺議長 安田議員。 

○ 安田議員  

わかりました。隠れてしまうところですので、なかなか我々にはちょっと

わからないところがあるんですが。次に、今回、追加調査ということなんで

すけれども、さらなる追加調査というのは考えておられるのか、検討してお

られるのか、その辺を聞いておきたいと思います。 

 

○ 渡辺議長 山田環境政策局長。 

○ 山田環境政策局長  

さらなる追加調査についてでございますが、現在、福井水源地の影響調査

を実施されており、調査結果を踏まえた上で、事業計画書を取りまとめる予

定であるとされており、現在のところ、さらなる追加調査を実施する予定は

ないとうかがっております。 

 

 

○ 渡辺議長 安田議員。 

○ 安田議員  

わかりました。追加の調査もない、また今しっかりと調査をしてるという

ことですので、早急にまとめていただいて、地元へ説明をして、県の産廃条

例に基づいた手続に入っていただきたいと、私はそういうふうに思っており

ます。 

次に、鳥取県廃棄物処理施設の設置にかかわる手続の適正化及び紛争の予

防・調整等に関する条例、これは以下、産廃県条例と、こういうふうに言わ

せていただきますけれども、今回の追加調査、地元説明会で出されました御

意見・御質問等を反映された事業計画書・周知計画書を改めて点検の上、成

案を作成し、産廃県条例に基づき県に提出となりますが、今後のスケジュー

ルについてお伺いをしておきたいと思います。 

 

○ 渡辺議長 山田環境政策局長。 

○ 山田環境政策局長 



 今後のスケジュールについてでございますが、事業主体は、福井水源地影響

調査の結果を踏まえた上で事業計画書を取りまとめる予定であるとうかがっ

ております。事業計画書の提出時期につきましては、現在、福井水源地影響

調査や事業計画の最終確認を行っており、具体的な日程は決まっていないと

うかがっております。 

 

 

○ 渡辺議長 安田議員。 

○ 安田議員 

次に、廃棄物処理施設等を設置しようとする者は、事業計画書の作成、公

告、縦覧を行うとともに、説明会を開催し、関係住民の理解を得るよう努め

なければなりません。県は、事業者と関係住民に対して指導・助言を行うと

ともに、紛争が生じた場合等は、意見の調整を行い、紛争の予防・調整を図

ります。これが合意形成手続でありますが、産廃県条例の手続のフロー図を

見させていただきました。その中に、意見書の提出、これは住民が行うもの

でありますが、その回答として見解書、これは事業者が作成をいたします。

事業者と関係市民は、相互の立場を尊重し、相手の意見・見解を理解するよ

うに努めなければなりません。そこで、質問ですが、合意形成手続の中での

米子市のかかわりについてお伺いをしておきたいと思います。 

 

○ 渡辺議長 野坂市長。 

○ 野坂市長 

合意形成手続の中での本市のかかわりということでございますが、事業主

体から周知計画書が鳥取県に提出された後、県の条例に基づく説明会の前に、

県知事から市民に対し、意見照会されることなっております。また、県の条

例に基づく説明会が終わりますと、事業主体から実施状況報告書が県に提出

され、県知事から市長に対して意見照会されることとなっております。本市

が回答するに当たりましては、地元住民の皆様や議会の御意見も踏まえなが

ら、県に対して意見を申し上げたいと考えております。 

 



○ 渡辺議長 安田議員。 

○ 安田議員 

わかりました。産廃の関係で質問をさせていただきました。 

では次に、米子市の地域包括ケアシステム構築に向けた取り組みについて

お伺いをいたします。地域包括ケアシステムとは、住みなれた地域で生活し

ながら、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが一体的に受けられ

るシステムを言います。 

米子市内の６５歳以上の高齢者数は、２０２５年、平成３７年には約４万5 , 

０００人程度となることが予想され、高齢化がますます進む上、認知症高齢

者や世帯主が６５歳以上の単独世帯や高齢者のみで構成される世帯は、さら

に増加していくと見込まれます。いわゆる団塊の世代が７５歳以上になる２

０２５年に向け、米子市の実情に合った地域包括ケアシステムの構築を目指

し、高齢者が重度な要介護状態となった場合でも、住みなれた米子で、みず

から尊厳を持った暮らしを人生の最後まで続けることができる環境の整備に

向けて、米子市での取り組みについてお伺いをいたします。 

 

○ 渡辺議長 野坂市長。 

○ 野坂市長 

地域包括ケアシステムの構築に向け、地域ケア会議を開催し、各地域包括

支援センター圏域でネットワークの構築や地域の課題の発見などにつなげる

とともに、市の全体会議で調整・検討し、体制整備を図っていくこととして

おります。 

 

 

○ 渡辺議長 安田議員。 

○ 安田議員 

今後、大都市では、７５歳以上の高齢者が急増する一方、地方圏では、７

５歳以上の伸びは緩やかになり、減少になる地域も少なくない。一方、過疎

化が進む地域では、人口が急速に減少し、基礎的な生活関連サービスの確保

が困難になる自治体も増加をいたします。 



このように、地域ごとに高齢化の状況が異なっており、また地域の有する

社会資源も異なることから、各地域において地域の実情を客観的なデータに

基づいて分析し、それを踏まえた医療機能の分化・連携や地域包括ケアシス

テムの構築など、医療・介護の提供体制の再構築に取り組んでいくことが必

要になりますが、当局の見解をお伺いをしておきたいと思います。 

 

○ 渡辺議長 野坂市長。 

○ 野坂市長 

地域ごとの実情を分析し、それを施策に反映することは重要だと思ってお

りまして、昨年度実施いたしました日常生活圏域ニーズ調査につきましても、

現在、鳥取大学医学部に分析を依頼しているところでございます。さまざま

な地域のデータ等をこれからの計画や施策に反映させてまいりたいと考えて

おります。 

 

 

○ 渡辺議長 安田議員。 

○ 安田議員 

高齢化に伴い患者が急増することによって、医療需要が量的に増加するだ

けでなく、疾病構造も変化し、求められる医療もそれにあわせた形で変化す

る中で、医療資源を有効に活用し、より質の高い医療提供体制を実現するた

めに、医療機能の分化・連携を強力に進めていくことが必須であるが、その

改革の実現のためには、在宅等住みなれた地域の中で患者等の生活を支える

地域包括ケアシステムの構築が不可欠であります。 

過度な病院頼みから抜け出し、住みなれた地域で人生の最後まで自分らし

い暮らしを続けることができる仕組みとするためには、病院・病床や施設の

持っている機能を地域の生活の中で確保することが必要となります。 

すなわち、医療サービスや介護サービスだけでなく、住まいや移動、食事、

見守りなど生活全般にわたる支援をあわせて考える必要があり、このために、

コンパクトシティ化を図るなど、住まいや移動等のハード面の整備や、サー

ビスの有機的な連携といったソフト面の整備を含めた、人口減少社会におけ



る新しいまちづくりの問題として、医療・介護のサービス提供体制を考える

べきと思いますが、お伺いをしておきたいと思います。 

 

○ 渡辺議長 野坂市長。 

○ 野坂市長 

地域包括ケアシステムでございますが、住まいをベースに医療、介護、福

祉サービスを含めた、さまざまな生活支援サービスが日常生活の場で適切に

提供できるような地域での体制を構築することでございまして、地域の高齢

者数、医療提供体制等の実情に応じた柔軟なシステムの構築が必要であると

考えております。 

 

 

○ 渡辺議長 安田議員。 

○ 安田議員 

また、地域内には、制度としての医療・介護保険サービスだけでなく、住

民主体のサービスやボランティア活動など数多くの資源が存在をいたします。 

こうした家庭、親族、地域の人々等の間のインフォーマルな助け合いを互

助と位置づけ、人生と生活の質を豊かにする互助の重要性を確認し、これら

の取り組みを積極的に進めるべきであります。 

今後、比較的低所得の単身高齢者の大幅な増加が予想されており、都市部

を中心に、独居高齢者等に対する地域の支え合いが課題となっております。

地域の互助や社会福祉法人・ＮＰＯと連携し、支援ネットワークを構築して、

こうした高齢者が安心して生活できる環境整備に取り組むことも重要である

と思いますが、見解をお伺いをしておきたいと思います。 

 

○ 渡辺議長 野坂市長。 

○ 野坂市長 

住みなれた地域で生活を送る高齢者のさまざまな生活ニーズに応えられる

仕組みづくりということでございますが、これをつくっていくには、公助・

共助だけでなく、自助を基本としつつ、地域全体で支え合う互助の体制をつ



くっていくことも重要であると考えております。 

 

 

○ 渡辺議長 安田議員。 

○ 安田議員 

このような地域包括ケアシステム等の構築は、地域の持つ生活支援機能を

高めるという意味において、２１世紀型のコミュニティの再生と言えます。 

病床機能の分化・連携や地域包括ケアシステムの構築は、団塊の世代の全

てが７５歳以上となる２０２５年、平成３７年に向けて速やかに取り組むべ

き課題であり、その実現に向けて早急に着手し、全国から先駆的実践事例等

を収集するなど、地域の特性に応じて実現可能な体制を見出す努力を促すた

めの取り組みを早急に開始すべきであります。 

医療・介護の地域包括ケアシステムの構築により、地域ごとに形成される

サービスのネットワークは、高齢者介護のみならず、子ども・子育て支援、

障がい者福祉、困窮者支援にも貴重な社会資源となり、個人が尊厳を持って

生きていくための、将来の世代に引き継げる貴重な共通財産となると思いま

すが、見解をお伺いをしておきたいと思います。 

 

○ 渡辺議長 野坂市長。 

○ 野坂市長 

地域包括ケアシステムの構築過程であります既存ネットワークの拡充や再

編、社会資源の発掘等についてでございますが、これらは、まちづくりの土

台となるものでございまして、地域で安心して暮らすことができることを目

指すものとなると考えております。 

 

 

○ 渡辺議長 安田議員。 

○ 安田議員 

次に、医療から介護へ、病院・施設から地域・在宅へという流れを本気で

進めようとすれば、医療の見直しと介護の見直しは文字どおり一体となって



行わなければなりません。高度急性期から在宅介護までの一連の流れにおい

て、川上に位置する病床の機能分化という政策の展開は、退院患者の受入体

制の整備という川下の政策と同時に行われるべきものであり、また川下に位

置する在宅ケアの普及という政策の展開は、急性増悪時に必須となる短期的

な入院病床の確保という川上の政策と同時に行われるべきものであります。 

今後、認知症高齢者の数が増大するとともに、高齢の単身世帯や夫婦のみ

世帯が増加していくことを踏まえれば、地域で暮らしていくために必要なさ

まざまな生活支援サービスや住まいが、家族介護者を支援しつつ、本人の意

向と生活実態に合わせて、切れ目なく継続的に提供されることも必要であり、

地域ごとの医療、介護、予防、生活支援、住まいの継続的で包括的なネット

ワーク、すなわち地域包括ケアシステムづくりを推進していくことも求めら

れております。この地域包括ケアシステムは、介護保険制度の枠では完結を

いたしません。例えば、介護ニーズと医療ニーズをあわせ持つ高齢者を地域

で確実に支えていくためには、訪問診療、訪問口腔ケア、訪問介護、訪問リ

ハビリテーション、訪問薬剤指導+などの在宅医療が不可欠であります。 

自宅だけでなく、高齢者住宅においても、グループホームや介護施設、そ

のほかどこに暮らしていても、必要な医療が確実に提供されるようにしなけ

ればならず、かかりつけ医の役割が改めて重要となります。 

そして、医療・介護サービスが地域の中で一体的に提供されるようにする

ためには、医療・介護のネットワーク化が必要であり、より具体的に言えば、

医療・介護サービスの提供者間、提供者と行政間など、さまざまな関係者間

で生じる連携を、誰がどのようにマネジメントしていくのかということが重

要となります。 

確かに、地域ケア会議や医療・介護連携協議会などでのネットワークづく

りの場は、多くの市町村や広域でできているが、今のところ、医療・介護サ

ービスの提供者が現場レベルで顔の見える関係を構築し、サービスの高度化

につなげている地域は極めて少ない現状であります。成功しているところで

は、地域の医師等民間の熱意ある者が取りまとめ役、市町村等の行政がその

よき協力者となってマネジメントしている例が見られます。こうした地域包

括ケアシステムの構築に向けて、まずは２０１５年、平成２７年度からの第



６期以降の介護保険事業計画を地域包括ケア計画と位置づけ、各種の取り組

みを進めていくべきであると思いますが、見解をお伺いをしておきたいと思

います。 

 

○ 渡辺議長 石原福祉保健部長。 

○ 石原福祉保健部長 

地域包括ケアシステムにつきましては、今後ますます高齢者人口が増大し

ていくと見込まれるため、本市といたしましても、その重要性を認識し、地

域ケア会議の開催などに向け、取り組みを始めているところでございます。 

 

 

○ 渡辺議長 安田議員。 

○ 安田議員 

具体的には、高齢者の地域での生活を支えるために、介護サービスについ

て、２４時間の定期巡回・随時対応サービスや小規模多機能型サービスの普

及を図るほか、各地域において、認知症高齢者に対して初期段階からの対応

や生活支援サービスの充実を図ることが必要であると思いますが、見解をお

伺いをしておきたいと思います。 

 

○ 渡辺議長 石原福祉保健部長。 

○ 石原福祉保健部長 

地域包括ケアシステムの中で、地域密着型サービスである２４時間対応の

定期巡回・随時対応型サービスや小規模多機能型サービスが地域包括支援セ

ンターと並んで重要な役割を担うと考えております。 

今後も、必要な事業所の整備の促進を図るとともに、初期段階の認知症高

齢者の支援体制や生活支援サービスの充実を図ってまいりたいと考えており

ます。 

 

 

○ 渡辺議長 安田議員。 



○ 安田議員 

次に、２０１２年、平成２４年度からの第５期の介護保険事業計画では、

新しい取り組みなどをされておられますが、現状と課題についてお伺いをし

ておきたいと思います。 

 

○ 渡辺議長 石原福祉保健部長。 

○ 石原福祉保健部長 

平成２４年度から２６年度までの第５期介護保険事業計画期間におきまし

ては、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が５カ所、複合型サービス

事業所が４カ所開設となりましたが、主に定期巡回サービスにおきまして当

初の予測よりも利用者数が伸び悩んでいる状況であり、今後、より一層の利

用促進を図ってまいりたいと考えております。 

 

 

○ 渡辺議長 安田議員。 

○ 安田議員 

次に、また地域包括ケアの実現のためには、地域包括支援センターの役割

が大きいものがあります。かかりつけ医機能を担う地域医師会等の協力を得

つつ、在宅医療と介護の連携を推進することも重要であります。 

これまで取り組んできた在宅医療連携拠点事業について、地域包括推進事

業として制度化し、地域包括支援センターや委託を受けた地域医師会等が業

務を実施することとすべきであります。在宅医療と介護連携の推進について、

現状と課題についてお伺いをしておきたいと思います。 

 

○ 渡辺議長 石原福祉保健部長。 

○ 石原福祉保健部長 

地域包括ケアシステム実現のためには、今まで以上に医療と介護の連携を

深めていくことが重要であると認識しております。 

在宅医療に関しましては、昨年度、西部医師会と協働で在宅医療推進フォ

ーラムを開催し、啓発を行ったところでございます。今年度は、市内公民館



の健康講座等で在宅医療に関する出前講座も取り入れ、啓発に努めていると

ころでございます。今後も、医師会等と連携をとりながら、在宅医療と介護

を一体的に供給できる体制整備を図ってまいりたいと考えております。 

 

 

○ 渡辺議長 安田議員。 

○ 安田議員 

高齢者が住みなれた地域で安心して暮らせるためには、医療との連携、自

助、互助、共助、公助の適切なコーディネート、サービス資源の開発など包

括的なケアシステムの構築が必要であり、地域ケア会議は、その実現のため

の重要な手段でありますが、現状と課題についてお伺いをしておきたいと思

います。 

 

○ 渡辺議長 石原福祉保健部長。 

○ 石原福祉保健部長 

現在、地域包括支援センターでは、個別困難事例ケースの解決に向け、そ

れにかかわる地域の関係者の方々と連携をとるため、会議を開催しておりま

す。 

今後はこれに、医療など関連するさまざまな職種の方にも参画していただ

き、協働して地域課題の発見やその課題の解決を図り、さらに地域では解決

できない課題につきましては、市の地域ケア会議におきまして解決に向けた

方策を検討することにより、地域ケア会議が地域包括ケアシステム構築のた

めに実効性のあるものとしていく必要があると考えております。 

 

 

○ 渡辺議長 安田議員。 

○ 安田議員 

最後に、ケアマネジメントについての現状と課題についてお伺いをいたし

ます。また、具体的な取り組みについてお伺いをいたします。 

 



○ 渡辺議長 石原福祉保健部長。 

○ 石原福祉保健部長 

地域包括ケアシステムでは、多様なサービス・社会資源をコーディネート

し、ケアマネジメントを行う必要がありますが、そのケアマネジメント等を

担うのがケアマネジャーや地域包括支援センターでございます。 

ケアプランには、介護サービスのほか、医療資源や地域の助け合い等の社

会資源も必要となることから、それらを活用できる資質の向上も課題になっ

てくると考えます。今後、ケアマネジャーに対し、県とともに指導・研修に

取り組むこととしております。 

 

 

○ 渡辺議長 安田議員。 

○ 安田議員 

地域包括ケアシステムについて質問させていただきました。今後、第６期

の介護保険の中で、きちっと検討されるということですので、今回は総括的

な話なんですけれども、またしっかり勉強して議会で取り上げていきたいな

と、こう思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。以上で終わり

ます。 


