
開催日：平成 22 年 9 月 29 日 

会議名：平成 22 年第 4 回定例会（第 4 日 9 月 29 日） 

 

○（吉田章浩議員） 公明党の吉田章浩でございます。今回は、高齢者が住み

よいまちづくりについて、福祉の観点から一般質問をさせていただきます。 

 ９月３日の新聞・北摂版に、敬老の日を前にして、おめでとう１０８歳、高

槻市内最高齢、奥本市長が祝福と、花束や毛布を手渡し、長寿を祝う様子を写

真入りで紹介されていました。記事には、明治３４年生まれで、現在は耳が少

し遠く、移動は車いすを利用するが、身の回りのことはできるだけ自分でしよ

うと努力しており、俳句が趣味とありました。私は、この記事を見て、お元気

そうだな、これからも元気で頑張っていただきたいなと心から思った次第でご

ざいます。 

 また、先日の９月２０日は敬老の日に当たり、各地でお祝いの行事が行われ、

私も参加させていただきました。 

 敬老の日の淵源は、１９４７年（昭和２２年）の兵庫県野間谷村、現在の多

可町から始まった説が有力とされており、ささやかな取り組みが、やがて各地

に広がったとされています。高齢者の経験と知恵をかりて村づくりを進め、あ

わせて敬老の念を村民一人一人がかみしめる日との発想からだそうです。 

 現在、高槻市の高齢化率は、この３月末現在で２2.７％となっており、地域

によっては、それ以上の地域もあるのではないでしょうか。１年ごとに年齢を

重ね、私自身も１５年たてば６５歳になります。全国的には６５歳以上の高齢

者が 2,９４４万人と、過去最高の２3.１％と報道されました。さらに、あと２

５年で３3.７％と推計されるとおり、３人に１人が６５歳の高齢者という超高

齢化社会を迎えることになります。 

 一方で、生存していれば１１１歳と、全国各地に広がった高齢者の所在不明

問題があり、厚労省のまとめでは、主に１００歳以上の高齢者で所在不明とな

っている人は、８月２６日現在で全国の８１自治体で計２７１人と報道されて

います。本市では、迅速な対応で１００歳以上の緊急実態調査の報告をいただ

き、６５歳以上のひとり暮らしの高齢者の調査についても、毎年９月に民生委

員の協力により調査を行っていただいているとのことです。 

 全国的には、これらの問題の背景には、地域のつながりや家族関係の希薄化

があると指摘されているところで、問題としましては縦割り行政の弊害、届け

出主義の限界、個人情報保護法の高まりが安否確認を困難にしている面、民生

委員が家族から拒否されるケース、またオートロックマンションがふえ、家族

の接触さえ難しい場合もふえてきているようで、難しい一面も感じるところで

す。 



 ２０１０年度版高齢者白書によれば、６５歳以上の高齢者がいる世帯のうち、

単独世帯と夫婦のみの世帯で過半数を占めており、特に単独世帯は今後も大き

く伸び続ける見通しと報告されています。 

 内閣府が昨年、６０歳以上の高齢者 5,０００人に実施した高齢者の生活実態

に関する調査では、ひとり暮らしの高齢者が家族や地域とのつながりを持てず、

社会に孤立しやすい環境にあることが浮かび上がったと伝えています。例えば、

会話の頻度では、高齢者全体の９2.１％の人が毎日会話をしている一方で、ひ

とり暮らし世帯では二、三日に１回かしか会話しない人が、男性で４1.２％、

女性で３2.４％に上るようです。社会的な孤立化が進む中で、社会保障制度の

あり方なども世帯単位から個人単位の観点で見直す必要性などが指摘されてい

ます。 

 社会福祉法では、市町村に対して、高齢者らが安心して生活できるように、

福祉サービスの利用促進や地域福祉に関する活動への住民参加の促進などを盛

り込んだ地域福祉計画の策定が規定されていますが、厚労省の調査では、こと

し３月時点で策定しているのは８５０自治体で、全体の４8.５％にとどまり、

６２６自治体、３5.８％では策定は未定としています。未定の理由には、人材

や財源難など策定体制の不備や不足等が挙げられています。 

 本市では、平成１８年から２２年の高槻市地域福祉計画の第１次計画で、ご

近所の関係づくりと地域の連携と題して、地域での支え合いづくりのためは、

ご近所の関係や地域の連携を促すような取り組みが必要になってきますと、啓

発、相互連携、相談、通報等の地域のネットワーク強化を図ると示されていま

す。また、平成２２年度の施政方針にも次期計画の策定も盛り込まれています。 

 また、この３月から生活・介護支援サポーター養成事業を展開され、ひとり

暮らし高齢者等の見守りや買い物の支援を行うため、介護に関する知識や技術

を持った担い手を養成し、地域で生活している高齢者の多様なニーズにこたえ

ることを目的に、モデル事業として進められているところで、大いに期待をし

ているところであります。 

 １問目の質問としまして、１番目に、ご報告をいただいていることとは思い

ますが、本市の１００歳以上の緊急実態調査の結果を再度お示しいただき、ま

た６５歳以上の高齢者、特にひとり暮らしの高齢者についての現状はどのよう

に把握されているのか、６５歳以上の人数、比率も含めてお示し願います。 

 ２番目に、本市の平成２２年度の施政方針に示される地域福祉計画の現状は

どのようになっているのでしょうか。 

 ３番目に、生活・介護支援サポーター養成事業の現状または進捗状況をお示

しください。 

 ４番目に、施政方針では地域包括支援センターを核とするネットワークの構



築とありますが、現在の進捗状況はどのようになっているのか。 

 まずは、４点に関しましてお示しをお願いいたします。 

  〔保健福祉部長（三宅清道）登壇〕 
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○保健福祉部長（三宅清道） 吉田章浩議員の高齢者が住みよいまちづくりに

ついての４点のご質問にお答えを申し上げます。 

 まず、１点目といたしまして、１００歳以上の緊急実態調査の結果と、高齢

者、特に独居高齢者の把握についてでございますが、１００歳以上の高齢者の

方につきましては、本年７月２０日時点での住民データでは、本市には９６名

の方がおられましたので、８月初旬に緊急実態調査を行ったものでございます。

介護サービスの利用状況、民生委員・児童委員のご協力、市職員による家庭訪

問などを行いました結果、８月５日には調査を終え、お亡くなりになられた１

人の方を除き、すべての方についての安否確認、所在確認ができたところでご

ざいます。 

 ６５歳以上の高齢者の実態把握調査につきましては、社会福祉協議会に委託

して実施している高齢者地域支え合い事業、配食サービス、介護保険サービス

の利用状況等による把握と、地域包括支援センターによる高齢者の実態把握事

業等により実施しているところでございます。 

 ６５歳以上の独居高齢者等の実態把握につきましては、現在、民生委員・児

童委員にご協力をいただき実施しております独居・寝たきり高齢者調査で把握

をしているところでございます。 

 本市での６５歳以上の高齢者につきましては、平成２２年３月末現在で８万

1,３４０人おいでになります。この高齢者の人数は、本市人口の２２.７％の比

率となっております。ひとり暮らし高齢者につきましては、平成２１年９月１

日時点の数値となりますが、9,１０７人の方がひとり暮らしで、高齢者人口の

約１1.２％となります。また、寝たきり高齢者は４８２人おいでになり、高齢

者人口の約 0.６％の数字となっております。 

 ２点目といたしまして、地域福祉計画の現状についてのお尋ねでございます

が、第１次地域福祉計画において、行政による福祉サービスの充実と市民相互

の助け合い、支え合い活動の促進に取り組んでまいったところでございます。

今後ますます高齢化が進行する中、高齢者を初め、支援を必要とする方を地域

社会全体で見守り、支えていくことが必要になります。平成２２年度で終了す

る第１次計画の成果を踏まえ、新たな課題に対応するため必要な見直しを行い、

だれもが住みなれた地域で安心して生き生きと暮らせるまちづくりを目指し、

公民協働のもと、地域福祉活動計画の策定や、さらなる地域福祉の推進に向け

た第２次地域福祉計画を平成２２年度中に策定することとしております。 



 次に、生活・介護支援サポーター養成事業の現状についてでございますが、

高齢者の生活を安定的、継続的に支えていくために、地域での日常的な支え合

いを強め、生活を支援することを目的に、平成２２年度中に約８０名のサポー

ターを養成しようとしているところでございます。現時点では、２１名の方が

６日間にわたる約２０時間の講義と実習を終え、修了者として認定していると

ころでございます。引き続き、９月、１１月、１月とサポーターを養成してい

く予定でございます。 

 最後に、地域包括支援センターを核とするネットワークの構築についてでご

ざいますが、高齢者を支える取り組みといたしまして、民生委員・児童委員、

並びに地区福祉委員を初め、医師、ケアマネジャー、保健師、ボランティア、

地域住民など、高齢者にかかわる方々が連携する場として地域包括支援センタ

ー担当圏域ケア会議を継続して開催しており、必要に応じてネットワークの充

実に努め、高齢者福祉の推進を図っているところでございます。 

 以上でございます。 
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○（吉田章浩議員） ご答弁をいただきましたように、 

 １００歳以上の方の安否確認、所在確認ができたということで迅速に対応い

ただきました。また、６５歳以上の高齢者の実態把握に関しましては民生委員・

児童委員にご協力いただき、まずは敬意をあらわすところであり、また社会福

祉協議会への委託事業や各種サービス、地域包括支援センターによる実態把握

事業等の充実を図られています。 

 本市では、６５歳以上の高齢者が１万 1,３４０人、ひとり暮らし高齢者が

9,１０７人で、高齢者人口の１1.２％のひとり暮らし高齢者がいらっしゃり、

地域によってはそれ以上ではないかと心配をするところです。 

 地域福祉計画では、平成２２年度で終了する第１次計画の成果を踏まえ、２

３年度からの計画では必要な見直しを行っていただいており、公民協働の、さ

らなる地域福祉の推進に向けた第２次地域福祉計画にするとのことでした。 

 近年は、高齢者の認知症や虐待、孤独死の問題が目立ってきていますが、こ

うした問題に対処していくために、計画の実効性が重要な課題だと感じるとこ

ろです。 

 また、生活・介護支援サポーター養成事業では、高齢化の急速な進展や単独

世帯の増加など、高齢者の生活ニーズは今後さらにふえ続け、多様化していく

ことが予想される中で、重要な事業内容だと感じますし、現在、２１名のサポ

ーターが認定され、これからの期待は大きいものがあると思います。さらに、

約６０名のサポーター養成をよろしくお願いいたします。 

 地域包括支援センターを核とするネットワークについては、関係各位が圏域



会議等により必要に応じてネットワークの充実に努めているとのことですが、

今後は、現状よりも一歩進んだ体制づくりが必要ではないかと感じます。 

 私は、多くの高齢者に対する生活環境の問題解決は、法的なサービスだけで

対応するには一定限界があるのではないかと感じます。地域住民や民間企業、

ボランティア団体なども連携した地域完結の新しいまちづくりが求められてい

るところだと感じますので、それらの内容もしっかりと計画に反映し、進展で

きるようにお願いいたします。 

 今回、学ぶ中で、高齢者のこれからの環境問題を改善していくためには、縦

割り行政の弊害を打破し、連携強化を徹底しなければならないと思います。共

助、互助のさらなる意識強化を行い、その上で地域の見守りサービスを充実さ

せていく必要性を強く感じます。特に、地域の見守り役である民生委員の活動

を強力に支援し、活動しやすい環境整備に取り組むことが重要であり、さらに

地域では地域福祉委員会やボランティアの皆さんが食事会等を開催されていま

すが、しっかりとした市のサポートや連携が必要だと思います。また、それぞ

れが連携し、ネットワークを構築することは最重要課題だとも感じます。 

 私の住む地域でも、各種団体の皆様が活発に活動くださり、敬意を表する次

第ですが、さらなる地域連携の必要性を感じるところです。自治会の皆様は、

老人会の方々に配り物をされるときに家庭訪問をされても、扉をあけてもらえ

ないまま会話をされるなど、お顔の見えない訪問があると。また、違う地域で

は、ポストに新聞がたまっていて、異変を感じ、通報する中で孤独死されてい

た現状がわかったそうです。悲しい話ですが、それでも、その方は地域では交

流があった方のようで、突然の出来事に悲しみは消えません。事前にサービス

等の紹介や提供があったらと後悔をするところであります。 

 東京都墨田区にお話を伺いましたが、高齢化率２1.２％で、地域社会のつな

がりの希薄化などを背景に、支援が行き届かない高齢者が増加し、急速に高齢

化が進んでいるところから、区内にある築３５年以上たつ都営住宅で、地区で

高齢者のための相談室を設置するモデル事業を開始されました。社会福祉士な

どの資格を持つ専門スタッフ２名が平日の午前９時から午後５時まで常時待機

して、高齢者や近隣住民の相談に対応しています。ボランティアの見守り協力

員も相談室をサポートし、熱中症は大丈夫ですかと、さりげない声かけを展開

しているそうです。区役所と地域では、情報の流れを整理して地域で活用する

ことが重要と、情報をオンラインでつなぎ、端末で見られるようにしているそ

うですが、個人情報の取り扱いには慎重に対応されているようです。 

 問題発見を目的とする相談室は、近隣の方々の情報を包括支援センターとの

連携を図り、進めておられ、チェックリストに基づいて異変を感じたら近くの

民生委員や相談室に連絡、地域包括支援センターとの連携プレーで見守りの強



化を図られているようです。 

 また、東京都日野市や神戸市でも同種の問題で活発に取り組みをされている

とお伺いをしました。 

 ２問目の質問ですが、１番目に、地域福祉計画では２２年度で終了する第１

次計画の成果を踏まえてとご答弁をいただきましたが、成果とはどういうもの

があったのか、現状の進捗状況等をお示し願い、第２次計画につきましては公

民協働のもと、さらなる地域福祉の推進に向けた福祉計画を２２年度中に策定

するとされていますが、住民参加の促進は前進的に図られていくのでしょうか、

お聞かせ願います。 

 ２番目に、生活・介護支援サポーター養成事業についてお伺いしましたが、

来年度からの活動に関してはどのように検討されていますでしょうか。 

 ３番目に、地域の特徴、特性はあろうかと思いますが、東京都墨田区にお話

を聞かせていただき、ご紹介しましたが、他市と比較して本市の特性はどのよ

うにお考えになっておられるのか、よろしくお願いをいたします。 
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○保健福祉部長（三宅清道） 吉田章浩議員の２問目のご質問にお答えを申し

上げます。 

 まず、第１次地域福祉計画の成果、進捗状況と第２次計画での住民参加の促

進策でございますが、第１次の地域福祉計画におきましては、地域の現状と課

題を整理し、地域の課題に対応した組織的な見守り体制の整備に努めるため、

地域ごとの地区福祉活動計画策定支援に取り組み、８地区での計画が策定され

ました。平成２３年度からの第２次計画では、策定されました地域への計画の

推進に係る支援を行うとともに、全地域３７地区での計画策定に向け、引き続

き支援を行ってまいります。地域での人と人とのつながりを大切にし、助け合

い、支え合う社会の実現に向け、地域の特性も踏まえつつ、住民同士の交流や

地域活動への参加を促進し、より効果的な地域福祉の推進を図ってまいります。 

 ２点目の、生活・介護支援サポーター養成事業にかかわりますサポーターの

来年度からの活動につきましては、現在、社会福祉協議会、地域包括支援セン

ター、養成研修の修了者を交えてスムーズな活動が行えるよう調整していると

ころでございます。今後、研修の修了者もふえていきますので、地域の方が安

心して暮らせるように、派遣方法など活動内容等の具体化に向けて検討を行っ

てまいります。 

 最後に、高齢者の福祉に関して、他市と比較した中での本市の特性について

でございますが、本市につきましては、昭和４０年代から５０年代前半にかけ

て他市に例を見ないほどの急激な人口の増加がございました。そのような経緯

もあり、団塊の世代が多いという特徴を持っております。今後、着実に高齢化



が進み、平成２７年には高齢化率２6.９％と推計しており、確実な超高齢社会

を迎えようとしているところでございます。そのような状況の中で、本市とい

たしましては、これまで独自事業として高齢者の安否確認を伴う訪問活動、実

態把握事業など、関係機関にもご協力をいただきながら実施してきたものでご

ざいます。また、高齢化が進む現状の中での取り組みといたしまして、認知症

対策連携強化事業等についても実施し、認知症の方々への総合的かつ継続的な

支援体制を整えてきたものでございます。これらの取り組みを中心に、議員仰

せの他市が行っている先進的な事業事例、国が示すモデル事業等につきまして

も、引き続き検討を加えながら、高齢者が地域で安心した生活が送れるよう、

事業展開に努めてまいりたく考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 
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○（吉田章浩議員） ご答弁をいただきましたが、まず、成果として第１次の

地域福祉計画においては、地区福祉活動計画策定支援に取り組み、８地区での

計画が策定されたこと、２次計画については策定された地域計画の推進と支援、

さらに全体の３７地区での計画策定に向けての支援を行い、地域の特性も踏ま

え、住民同士の交流や地域活動への参加を促進し、効果的に進めていくとのこ

とでした。 

 また、生活・支援サポーター養成事業の今後の活動については調整中、さら

に本市の特性については、団塊の世代が多いとのことでした。 

 私は、本市での高齢者の福祉事業や介護事業等、一つ一つの事業につきまし

ては一定評価をしているところでありますが、それらは、まだまだ点であり、

その点を今まさに線に結ぼうとされているところだと感じます。しかし、大切

なことは面に広げ、また、その面が重なり合わなければいけないのではないか

と感じます。それが地域の連携・連帯だと感じますし、見守りの充実につなが

るのではないでしょうか。 

 ２問目のご答弁では、地域福祉計画において成果は計画が策定されたこと、

新規計画の推進を図ることとなっているとのことですが、皆さんは、政策策定

に重点を置き過ぎ、実効性や進捗状況が見えにくい状況になっているのではな

いかと感じます。まさに縦割り行政の弊害で、委託しているから、任している

からと、このような表現で終わってしまっているのではないかと感じます。 

 地域では民生委員のご苦労や社会福祉協議会の地区福祉委員会やボランティ

アの方々等のご苦労があります。共助、互助の意識強化は、財政的問題だけで

はなく、行政の皆さんの姿勢で築かれていくのではないでしょうか。 

 地域の見守りサービスで、墨田区の地域包括支援センターの方も語っておら

れますが、孤立した高齢者のＳＯＳに気づくには、こちらが出向く必要がある



と言われています。私は、そのとおりだと感じます。皆さんは、地域の声をど

れだけ聞き、実態を把握しているのか。地域包括支援センターのサービス等、

どれだけ紹介や提供ができているのか。また、ボランティアのあり方、計画の

実効性、進捗管理等、目指すべき方向性が見えにくい状況にあるのではないか

と感じます。しかし、反面、皆さんも多忙をきわめていると聞いておりますが、

その意味では効率的、効果的とは感じ取れません。 

 厚労省は、団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年に向けて、地域におい

て医療、介護、福祉を一体的に提供する地域包括ケアの方向性や課題について

の論点整理の報告書の公表をしています。この地域包括ケアシステムの定義に

は、ニーズに応じた住宅が提供されることを基本に、生活上の安全・安心、健

康を確保するために、医療や介護のみならず、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と

されています。 

 地域包括ケア圏域では、おおむね３０分以内に駆けつけられる圏域を理想と

し、具体的には中学校区を基本と考えられており、そのニーズにはサービスが

２４時間、３６５日を通じて提供されることが理想とされています。また、サ

ービスがばらばらに提供されるのではなく、包括的、継続的に提供できるよう

な地域での体制づくりが必要であるとまとめてあり、その主体として期待され

ているのが地域包括支援センターであるとされていますが、多忙きわまりない

のも現状であり、持つべき機能の整理が必要であるとされています。 

 地域内には、介護保険関連サービスだけでなく、医療保健関連サービス、住

民主体のサービスやボランティア活動等、数多くの資源が存在しているとも記

され、地域包括支援センター等が増設されたものの、地域におけるこれらの支

援は、いまだ断片化されており、有機的に連動して提供されているとは言えな

い状態であると指摘されています。日常生活圏域での重要性に、住まい、予防、

医療、介護、生活支援が重なり合うことが重要だとあります。 

 最後に、要望となりますが、迎える時代に、繰り返しにはなりますが、本市

としての高齢者サービス、住みよいまちづくりのあり方、地域福祉計画の実効

性ある取り組み、充実した計画策定、地域完結の体制づくり、地域見守りサー

ビスの充実、民生委員・児童委員、地区福祉委員等への支援、そして連携、さ

らに縦割り行政の改善、地域包括ケアの実現など、課題は多くありますが、高

齢者一人一人がわかりやすく、丁寧なサービスが受けられるように、取り組み

の強化を図っていただきたいと思います。そのために、今後は地域の実態把握

も重要な課題になってくるのではないかと考えます。高齢者の住みよいまちづ

くりは、急がれる重要課題であります。 

 以前、私は介護ボランティアのポイント付与制度も提案させていただきまし



たが、守り、守られる社会にしていかなければならないと思います。我が党は、

人の孤立状況を放置する社会から、ともに支え合う共助社会への転換が不可欠

と考えております。 

 私たちは、認知症や虐待、孤独死の問題、また年金、医療、介護の充実等、

環境整備などの対策を新しい福祉としての実現を目指し、主張しております。

行政の皆様へは、その実現に向けて大いに期待させていただいていることを申

し上げ、一般質問を終わります。 
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