
1 

別紙標準様式（第６条関係） 

会 議 録 

会 議 の 名 称 第２回枚方市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会 

開 催 日 時 令和２年９月 29日（火） 
開始時刻 14時 00分 

終了時刻 15時 50分 

開 催 場 所 枚方市市民会館 1階 第 1・2集会室 

出 席 者 

会長：明石委員 

委員：上羽委員、岸本委員、草川委員、坂本委員、佐藤委員、平方委員、眞下委員、

三戸委員 

欠 席 者 玉井委員、眞野委員 

案  件  名 
（１）ひらかた高齢者保健福祉計画 21（第 8期）の試案について 

（２）枚方市成年後見制度利用促進基本計画の骨子（案）について 

提出された資料等の 

名 称 

＜配付資料＞ 

資料１：ひらかた高齢者保健福祉計画 21（第８期）策定スケジュール 

資料２：「ひらかた高齢者保健福祉計画 21（第８期）」基本理念等 

資料３：「ひらかた高齢者保健福祉計画 21（第８期）」（第５章～第８章）試案 

資料４：枚方市成年後見制度利用促進基本計画策定について 

資料５：枚方市成年後見制度利用促進基本計画骨子案について 

資料６：枚方市成年後見制度利用促進基本計画骨子案 

資料７：枚方市の現状と課題、取組案について 

決   定   事   項 

・ひらかた高齢者保健福祉計画 21（第 8 期）の基本理念及び施策内容について議論

を行い、計画の試案（第５章～第８章）を決定した。 

・枚方市成年後見制度利用促進基本計画の骨子（案）について確認した。 

会議の公開、非公開の別 

及 び 非 公 開 の 理 由 
公開 

会議録の公表、非公表の

別及び非公表の理由 
公表 

傍 聴 者 の 数 ４人 

所 管 部 署 

（ 事 務 局 ） 
地域健康福祉室 長寿・介護保険担当 
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審 議 内 容 

＜議事内容＞ 

会 長： ただいまから令和２年度第２回枚方市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会を開催します。本日は

何かとご多忙の中、ご出席いただきましてまことにありがとうございます。早速ではございますが、

開会にあたりまして山崎健康福祉部長よりご挨拶をお願いします。 

部 長： 皆様、こんにちは。健康福祉部長の山崎と申します。枚方市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会

の開催にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

本日は、社会福祉審議会の中において、特に高齢者福祉に関する事項について調査審議をいただく

ために設置しております高齢者福祉専門分科会の今年度２回目の会議ということになります。１回目

は書面会議という形を取らせていただきましたので、実質、こうしてお集まりいただくのは初めてと

いうことになります。何かとご多用の中ご出席いただきまして、改めてお礼を申し上げます。１回目

の会議については書面ということでしたが、皆様方のご協力を得まして、無事滞りなく終了いたしま

した。重ねてお礼を申し上げます。 

さて、本格的な超高齢社会を迎えている本市においても、令和２年９月１日時点で 65歳以上の高齢

者の方は約 11万 3,000人おられ、高齢化率も 28.3パーセントという状況です。本市の要介護認定者

数の増加傾向は近年緩やかになっているものの、高齢者人口の増加に伴い、介護保険給付費は着実に

増加している状況です。本年は、新型コロナウイルスの感染拡大や、それに伴う防止策として外出の

自粛等々の対策、また新しい生活様式や皆様方の意識の変化等により、介護給付費、また医療費など

様々な部分で影響が出ていることが予想され、今後も注視していかなければならないと思っていると

ころです。 

本日皆様方に審議をお願いいたします、令和３年度から５年度の３年間を計画期間とする、「ひらか

た高齢者保健福祉計画 21（第 8 期）」の策定にあたりましては、団塊の世代の方々が要介護リスクの

高まる 75歳に到達する 2025年、その先のいわゆる団塊ジュニアの世代が 65歳以上となる 2040年を

見据え、地域共生社会の実現に向けた中核的な基盤となる地域包括ケアシステムの推進のため、さら

なる取組を進めていくこととしています。 

あわせて、今年度策定する「枚方市成年後見制度利用促進基本計画」の骨子案についてもご意見を

いただきたいと考えています。 

委員の皆様におかれましては、限られた時間の中でご審議いただくことにはなりますが、活発なご

議論をいただきますようお願い申し上げまして、簡単ではございますが、ご挨拶とさせていただきま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

会 長： 今年度初めての審議会は、新型コロナウイルス感染症の影響により、６月に書面会議での開催とな

りました。本分科会の委員の皆様の中にも新たに就任された方がおられますので、あらためて事務局

よりご紹介をお願いします。また、４月から市の体制も変わっておりますので、あわせて紹介をお願

いします。 

事務局：   ≪高齢者福祉専門分科会委員紹介 及び 事務局紹介≫ 

会 長： 事務局より出席状況の報告などをお願いします。 

事務局： 枚方市社会福祉審議会条例第７条第３項には、委員の２分の１以上の出席をもって成立すると規定

しています。委員定数 11人のうち出席者は９人であり、出席要件を満たしておりますので、本分科会
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は成立していますことをご報告いたします。 

     続きまして資料ですが、事前に配布した資料のうち、一部文言の修正等がございますので、恐れ入

りますが本日お配りしている資料をご参照ください。 

       ≪資料確認≫ 

過不足はありませんか。それでは会長よろしくお願いします。 

会 長： それでは案件に移ります前に、現在の審議会のスケジュールについて確認したいと思いますので、

事務局から説明をお願いします。 

事務局：   ≪令和２年度高齢者福祉専門分科会スケジュールについて説明≫ 

会 長： それでは案件に移りたいと思います。 

本日の案件は、（１）ひらかた高齢者保健福祉計画 21（第 8期）の試案について、（２）枚方市成年

後見制度利用促進基本計画の骨子（案）についての２件です。 

     それでは案件（１）ひらかた高齢者保健福祉計画 21（第 8期）の試案について、事務局より説明を

お願いします。 

事務局： 案件（１）について説明 

資料２ 「ひらかた高齢者保健福祉計画 21（第８期）」基本理念等 

資料３ 「ひらかた高齢者保健福祉計画 21（第８期）」（第５章～第８章）試案 

会 長： ありがとうございました。本件について、ご意見・ご質問等はございませんか。現場でご活躍され

ている皆様方のお気付きの点、ご意見があればお願いします。 

私から少し事務局に確認したいと思います。19ページの認知症支援策の推進ということで、24ペー

ジまで記載がありますが、今回の国の基本指針の内容について、若干触れられてはいるものの、多分

ここには書かれていないことがあります。例えば、基本指針では本人発信支援という言葉を使ってい

ましたが、要するに認知症の人は自分たちのことを抜きにして自分たちのことを決めないでほしいと

いうことで、ご本人自身の考えや希望を尊重して計画を作るようにという趣旨のことが書かれている

と思います。それは今後、計画の中に入るのでしょうか。 

事務局： 今お話いただいた内容は、23ページの（3）認知症の人の介護者への支援の項目に記載しています。

具体的には①認知症カフェの欄にありますが、その中の 4行目、認知症本人や家族からの発信支援に

つながる場所としてということで、認知症カフェの支援をさせていただく方向で記載しています。「運

営団体への支援を行うとともに」という表現にはなっていますが、具体的な内容としては、従来から

地域包括支援センターがカフェの運営支援ということで、相談等があったケースの方をご紹介させて

いただいたり、それぞれのカフェへ講師として必要時にご協力をさせていただいたりというような支

援を通じて、参加されているご本人やご家族のご意見を聞かせていただく場を作らせていただきまし

た。市としてもカフェの運営団体の交流会等を開催する中で、カフェの運営を通じてお聞きになられ

ているお話を聞かせていただく場ということで設けています。 

会 長： 発信支援につながる場所としてカフェの設立や運営団体への支援を行うといった、少し奥ゆかしい

書き方ですが、ありがとうございます。 

もう１点、教育等の関係団体と連携を密にするというような内容も基本指針にあったと思います。

これも認知症カフェなどをやっていくには関係団体と連携をしないとやっていけないので、実質的に

は連携をされるのでしょうが、基本指針を受けてこうやりますというようなことがないのかなと思っ

たりするのですが、そのあたりはいかがでしょうか。 
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例えば、20ページの（1）②小・中学生に対する認知症の理解促進とありますが、このあたりも小・

中学生に対してということがありますが、基本指針を意識して打ち出されたほうが良いのではと私は

思うのですが。参考意見として聞いていただけたらと思います。 

皆さん、いかがでしょうか。お考えまとまりましたでしょうか。現場でいろいろお感じになってい

ることなどがあればお願いします。 

委 員： 現場にいつもおりますので、これを読んでいてとても分かります。ただ、例えば生活支援員さんに

ついて、現状どれぐらい活動していて効果があるのか。高齢者の方はこういうふうにしたいと思って

おられるが、実際、介護する側（支える側）の現状がどうなっているのか。ヘルパーさんの平均年齢

など。そうすると先の見通しとして、実際どれぐらい訪問介護という事業が継続できるのかという、

ここは題目としてありますが、私たち現場にいても枚方市の現状が分かりづらい。事業所側で独自で

調べたりはしますが、そうするとここにあるものをそのままやっていけるかというと、現場では現実

的に厳しいのではないかと。生活支援員さんも現状、恐らくあまり活動されていないと思いますので、

策定の内容に沿って現場でやっていきなさいと言われると、なかなか厳しいものがあるといつも感じ

ています。 

     一つのご提案としては、やはり介護保険の理念として、制度として後押しはするものの、本人もそ

の有する能力の維持向上に努めなさいということが最初にうたわれていますが、やってもらえるとい

う権利のほうを主張され、義務のところをあまりご存じない方が多いため、一般市民に向けてそこを

教育していただける場であったり、また介護保険の一番の問題は高齢化だけでなく同時に少子化が起

こっているということだと思いますので、そういった現状を学べる場を市のほうで作っていただけな

いかなというのが現場の思いです。 

会 長： 非常に大事な視点だったと思います。やはり人材確保において、ヘルパーさんにしても生活支援員

にしても非常に高齢化しているということで、施設でも施設人材についてなかなか難しい状況があり

ます。今、少子化の問題もありましたが、両方起こっているという分析も必要ではないかと思います

ので、これは第２章の高齢者を取り巻く現況のところに出てくるのかなと思います。生産年齢人口も

どんどん減っていくという状況の中で、介護、福祉をどのように支えていくかという非常に大きな問

題をご指摘いただきました。ありがとうございます。他はいかがでしょうか。 

委 員： 枚方市の場合、認知症カフェにご本人が参加しているというケースはほとんどないと思います。ご

本人が中で活躍できるような方法を取るといっても、現実に誰も来ていないのにできないと思います。

本人が参加できるような条件をどうやって作っていったらいいのかということを市のほうで考えてい

ただきたい。十何カ所も認知症カフェができていますが、実際のことを言うと、ほとんど一般の方が

来ておられるだけです。この人だったらしていただけそうだなという人をどこかから探してこない限

り、いくらボランティアの人が認知症カフェをしてもご本人は入ってこないのではないかと思います。

その点をもう少し考えていただきたいと思います。 

会 長： 非常に重要なご指摘をいただきました。市として直接、認知症カフェをどうするかということはな

かなか難しいかと思います。この文章を見ると認知症本人の発信支援につながる場所としてカフェを

支援していくということですが、今お聞きすると本人さんが来ているカフェはほとんどないと。では、

どのように本人の発信を支援するのかという問題も出てくると思います。市として直接は難しいと思

いますが、そういった本人が集まりやすいカフェを作っていくというような側面的な支援もやはり必
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要なのかなと。非常に大事なことですよね。 

     他市、あるいは全国的に見ると本人さんたちが集まってカフェをしているところもあります。コー

ヒーショップのようなところで本人さんが集まってカフェをやっておられるような非常に先進的なと

ころもあります。 

今回、国においても認知症のワーキンググループが設置されて、そういう考え方が出てきたわけで

すが、認知症高齢者は現在 460万人以上で、もうすぐ 700万人になると言われている時代に、本人の

支援をしていくということが非常に大事なことではないかということですので、事務局の方でも少し

検討していただくようにお願いしたいと思います。他はいかがでしょうか。 

委 員： 認知症の発信の面でということであれば、エンディングノートのようなことを今盛んに言っており、

そこで自分の死に際はこういうふうにしてほしいと言っているようですが、そういうことを考えられ

る状況にあるうちでないと、どうしてほしいということも言えないため、認知症になってからではな

く、もっと早い段階から聴取していくという状況を、教育を含めてしていただくことも大事なのでは

ないかと思います。教育面でいくと、何度も言っているかもしれませんが、介護保険の認定について

も、念のため認定みたいなことはいい加減やめるべきです。それにより開業医に入るお金も発生しま

すし、審査会の回数を増やすことにもなります。そこはいろいろな人がその状況を知らないことには

なかなか改善していかないと思います。 

     また、計画の当初にコロナが生じるなんていうことはみじんも思っていない状況下で、今、この骨

子が全部作られているわけですが、最終的には何らかのかたちでコロナが影響してくることに関して

は何か付け加えていくのか、別で何か用意しなければならないのか。そのあたりがずっと気になって

いるのですがいかがなものでしょうか。 

     実際いろいろな計画を立てたとしても、コロナのおかげで実現困難ということがかなりあるのでは

ないかと思います。今、現実にサービス利用をしていただく中でもいろいろな難しいことに直面され

ていると思いますが、この１年で解決するような問題ではなくて、向こう３年とか４年とか、何年か

かるか分からないような問題だと思います。国の指針があるから枚方市だけ勝手に入れられないとい

う話になるのかもしれませんが、そこのところを外しては考えられないのではないかなと思いながら

話を伺っていました。 

会 長： 今のご発言の最後のほうの感染症については、今回、国の指針で感染症について項目を入れるよう

にと国において方針を出していますが、８章の９のところにはまだそれが出ていないということです。

その点について事務局のお考えをお聞きしたいと思います。それからやはり念のため認定というか、

まだ直接サービスは必要ないのにもしものために認定を受けられる方も結構いらっしゃるので、これ

もなかなか難しいです。先ほど権利と義務という話がありましたが、やはり自分たちの保険料に跳ね

返ってくるということを市民に分かってもらうようなことが必要かと思います。 

     それからエンディングノートについては、地域包括支援センターがかなり努力して、市民の方にや

っておられると思いますが、そういったことを認知症カフェなどでも広めてもらうというようなこと

も一つ方法ではないかと思っています。 

では事務局、感染症のことについてコメントをお願いします。 

事務局： 感染症については、先ほど会長もおっしゃっていただいたように、52ページの８章の９のところで

感染症を前提とした体制整備ということで一定触れております。今後の予定として、第１章から４章
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までの間で、計画策定の背景の中でもそのあたり若干触れる必要があると考えています。 

会 長： 今、総合事業など介護予防の事業について、皆が集まってできないという中で、この計画をどうし

ていくのかといったご指摘が先ほど委員からありましたが、そういうことは関係なく事業を実施して

いくと言ってしまってよいのかなど、そのあたり難しいかと思いますが事務局いかがでしょうか。 

事務局： 介護予防の教室等のことに関しては、会長がおっしゃっていただいたように、コロナ禍において緊

急事態宣言中はまったくストップしていました。ただ、少し感染状況が落ち着いてきているころから、

少しずつやれる範囲で動き出しているというのが現状です。ただ、コロナ禍においてもウェブ等のシ

ステムを活用しながら、双方向で体操をするようなプログラムを用意したり、できることを増やして

いくという取組みは進めているところです。計画に関しては、方向性としてこのような書き方になっ

ていますが、コロナの対応も含めて一つ一つの事業はしっかりとやっていこうと現場のほうは考えて

います。 

会 長： もしそうであれば、そういうことを計画の中に書き込まれたらどうでしょうか。コロナについては

限界があってなかなか難しいことですが、ITを使ったり、あるいは中には往復はがきを使ったり、そ

れ専門のチラシを民生委員さんに配ってもらったりするような、いろいろな工夫をされていますので、

できるだけコロナについても市のほうがきちんとできる範囲内で努力をしていくというような、どこ

かにそういう文言があったほうがいいのではないでしょうか。そのような市のお考えを出しておいて

いただいたほうがいいような気がするのですがいかがでしょうか。 

委 員： 一つ一つのサービスや項目に対して、それを付けていくという作業は大変なため、例えば、それぞ

れのサービスやいろいろな計画に対して適切な感染症対策なり動きを付けていきますといったことを

しっかりうたっていくということであれば、形としては良いのではないかと思います。それをしっか

り目につくところに付けておいてもらえれば、計画に対しても信頼性が増していくのではないかと思

います。 

会 長： 他はいかがでしょうか。 

委 員： 50ページ、老人クラブ活動等への支援についてです。私はソフトボールの世話をしているのですが、

グラウンドの駐車場が最初は無料だったのが有料になり、今度は香里ケ丘の方もまた有料になるとい

うことです。今は村野の無料の駐車場でやっていますが、私たちが行くところ行くところみんな有料

化されてしまいます。この前も有料のところを使用して 1万円ほどかかりました。週に２回やってい

るので財政が持ちません。やはり老人は目標を持って外に出て色々言うのが認知症予防の対策だと思

いますが、行くところ行くところ駐車料金がかかるようになってしまっています。これは枚方市の方

針なのでしょうか。老人クラブの活動支援と相反するところがあると思います。 

会 長： 老人クラブが活動で使われる駐車場が次々と有料化されるということですが、老人クラブへの支援

と矛盾するのではないかというご意見です。 

事務局： 公共施設の駐車場等の有料化については、こちらの部署では明確な市の方針としてお答えすること

が難しいのですが、基本路線としてはやはり公共施設をお使いいただく、生涯学習市民センターの部

屋の使用と同じです。公平性というところで、市の土地を使う限りは何らかの受益者負担としてご負

担いただく。また、その施設の特性等に応じて駐車料金、使用料を取るのか、減免をどうするのかと

いうことを市の方針で大きく決められており、それぞれの施設の特性に応じて順次導入されていると

いう状況です。 

会 長： そのようですがいかがでしょうか。 
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委 員：せめて半額くらいにしてもらえると助かります。 

会 長： 公平性という説明がありましたが、いろいろな団体があるので、他団体との公平性もあります。私

の推測ではありますが、公共施設の場合、通常の一般の企業がやられている駐車場よりはかなり低額

にされているのではないかと思うのですが。 

委 員： 一緒です。 

会 長： では難しい話ですね。また別の機会にご要望いただけたらと思います。他はいかがでしょうか。 

委 員： 14ページ、業務の効率化について考えていただけたらと思っています。各現場で働いている事業所、

あるいは職員等の人材確保が特に大きな問題ではないかと思っています。その中でなんとか人材確保、

採用あるいは育成、特に当方においても去年から次世代の人材確保ということで小学校などにアプロ

ーチしながら進めていたところでしたが、実際コロナ禍もあり、今年度はそれらがすべてストップし

ているような状況です。ただ、そのあたりをなんとか形を変えながらでも継続していかなければいけ

ないと思っている次第です。特に現場として、業務の効率化に今取り組んでいる施設は多いかと思い

ます。介護ロボットを入れたり、ICT 化を図ったり、あるいはペーパーレスというところに一生懸命

取り組んでいるところだと思いますが、なかなかここの文面に書いてある指定等における書式の見直

しだったり、提出書類の簡素化、実際に申請関係のときだけではなく、日常における業務を効率化し

ていかないとなかなか本来、私たちが向き合わなければならない利用者へのサービスの向上に結び付

かず、実地指導といったところに時間を取っているというのが現状かと思います。 

国の制度でもありますので、変えにくい部分はあるかと思いますが、できる限り業務の効率化、あ

るいはインターネット、メール等を使った申請であったり、手続きの簡素化など枚方市独自でもでき

る部分はこれを機に積極的に取り入れていただけたらありがたいと思っています。 

その中で枚方市のほうも各サービス事業所の連携等を連絡会を通じてやっていただいているようで

すので、ぜひ次期計画においても各連絡会を通じて現場の意見を少しでも多く取り入れていただけた

らありがたいと思っています。ぜひご検討いただけたらと思います。お願いします。 

会 長： 来年デジタル庁が創設される予定です。地方公共団体と国がデジタルで結ばれて、多分日本中が行

政と事業者との関係も結ばれていって、より効率化が進むのではないかと思っています。そうなれば

非常に易しくなりますね。これは全然関係ない話ですが、民生委員さんの業務報告なども今手書きで

すので、デジタル化して送れば簡単になります。今一番デジタル化が進んでいるのは介護保険の業務

ですが、医療もかなりデジタル化が進んでいますよね。 

委 員： とは言え、共有化までいけていません。結局、紙ベースみたいな感じになっているのが現状だと思

います。 

会 長： 初期投資がかなり必要なんですね。 

委 員： 患者さんのデータが患者さんと一緒に歩いてくれたらいいのですが、どうしてもそれは後から付け

てくるというようになっていますので、そういう面では結局は難しいなと。マイナンバーを利用して

といったことも言っていますが、マイナンバーそのものが普及していかなければ、そういったものを

付帯させることはなかなか難しいかと思います。実際のところ、今は介護のほうが進んでいると言わ

れればそうなのかなと思います。 

会 長： マイナンバーも保険証になったり運転免許証になったりするイメージを国は持っているようですが、

かなりコロナの関係で色々なところで変わっていき、効率化できるところは効率化していけるのでは
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ないかと思います。 

私は大学で前期の授業が全てオンラインでしており、ようやく先週から対面で授業ができるように

なりましたが、違いが一つ分かりました。本当に事務的なことはデジタルでやったほうがいいと思い

ますが、話し合いをするという面ではやはり対面でないと駄目ですね。特に学生の中には、先生に会

えたことで泣きそうになっていた人もいて、こちらも画面を見てしゃべるのと、顔を見てしゃべるの

とでは全然違うなという、そういう違いが大きく分かりました。効率化できるところは効率化してい

くという、そういう流れになっていくんだろうなと思います。 

少し話がそれましたが、日常業務上でも効率化を進めていただきたいという意見でした。他はいか

がでしょうか。もしございましたら、また後ほどお聞きするということで、もう 1つの案件ですが、

案件（２）枚方市成年後見制度利用促進基本計画の骨子（案）についてご説明をお願いします。 

事務局： 案件（２）について説明 

資料４ 枚方市成年後見制度利用促進基本計画策定について 

資料５ 枚方市成年後見制度利用促進基本計画骨子案について 

資料６ 枚方市成年後見制度利用促進基本計画骨子案 

資料７ 枚方市の現状と課題、取組案について 

会 長： 案件（２）について説明がありましたが、ご意見、ご質問がありましたらお願いします。 

成年後見制度利用促進計画についての説明ですが、事務局のほうに少しだけお願いしておきたいと

思います。皆さん方からご意見、ご質問をいただく前に成年後見の職務というか、成年後見人という

のは一体何をするのかという説明が抜けていると思います。少し補足をお願いできますでしょうか。 

事務局： 成年後見人の役割ですが、まず成年後見人の選任については家庭裁判所に申し立てをしたあと、裁

判所の方から選任される後見人となります。後見人について、今多く取り扱われている業務としては、

主に金銭管理というところが多くなっています。成年後見人にあたる方で基本的に一番多いのがお子

さんとなっています。なかなか子どもさんがいらっしゃらない場合については、専門職後見人として

司法書士、弁護士、社会福祉士の方がされていますが、主に金銭管理、あとは施設への入所、本人に

代わって、本人の意思を尊重して契約などの手続き等を代行する方が後見人となっています。 

会 長： 資料４の９ページ、チームのところを見ていただいたらよく分かると思います。認知症が始まって

きて、ヘルパーさんに来てもらわないと家事もできないということで、例えば、民生委員さんや地域

の人たち、あるいは専門職、地域包括支援センターの方などにヘルパーさんに入ってもらわないと、

とか、あるいはデイサービスに行ってもらわなあかんなといって利用しようとするのですが、契約行

為をしないといけないのに本人さんができないと。では見守りをしている民生委員さんができるか、

ケアマネジャーができるかといったらできません。いろんな支援はできるけれども、契約を結んだり、

銀行からお金を下ろしたり、そういうことはできないわけなので、それができるのは家族ですが家族

も近くにいない。そういうことを支援してさしあげるのが成年後見、あるいはその保佐や補助です。 

チームというのは、今は成年後見以外の地域福祉の仕組みができているんです。配食サービスをし

たり、見守りをしたり、ケアマネさんが訪ねていったりとか、いろいろするんですが、納入通知が来

ているから納めないといけない。あるいはお金を下ろしてこないといけない。そういうことはいくら

熱心な地域の人たちであってもなかなかできないわけですね。本人あるいは家族しかできない法律行

為をしてさしあげるのが成年後見で、特に成年後見の場合は金銭管理だけではなく、それと併せて本
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人の生活を見守っていくという身上監護と言っていますが、その両方が必要ですが、この計画の中で

は特にそういう身上監護に力点を置いた成年後見人を養成していくということが大きな特徴になって

いるわけです。 

それから事務局に聞きたいのですが、私の感覚では大阪府下でも全国でもかなりこの計画を作った

り、利用促進をするような自治体は少ないと思うんですが、大阪府下ではあとはどこが作っています

か。 

事務局： 会長がおっしゃる通り計画をしているところは全国的にも昨年度の調査でもまだ 20パーセントいく

かどうかというレベルになっています。 

国の基本計画においては令和３年度までに市町村に基本計画を作ってほしいとしており、今年度策

定を進める自治体がこの近隣では多いような状況です。 

会 長： 私が知っているのは豊中市がもう作っているんですよね。枚方市さんはかなり進んでいると言いま

すか、国が求めていることをもう実際にやろうとされているんですが、なかなか腰が重いというか、

この利用促進については自治体が計画をなかなか作らなかったりとか、促進に対してあまり積極的に

取り組まないところが多いのですが、さすがやっぱり枚方市さんはこういう計画を率先して作られて

いるということで、私はずいぶん評価をしています。 

他にご質問等はございませんか。私が勝手にしゃべってばかりだと会議にならないのですが。 

委 員： 私が不勉強なのかもしれませんが、成年後見人を選ぶのは家庭裁判所が選びますね。そのときに今、

私が知っている範囲では選ばれているのは家族、親族の方。あるいは専門職の弁護士であるとか、司

法書士であるとか、そういう後見人が選ばれていると思うんです。 

親族や家族という、身分関係が何も関係ない一般の市民の方が後見人に選ばれている例というのは、

私は知らないんですね。この人材の確保ということで、市民後見人の養成、育成というのが項目に入

っているんですが、実際、市民後見人を育成するのはいいんですが、育成して家庭裁判所が後見人の

候補として名簿に入れるのかというところは、これは確認済みということになるのでしょうか。もし

そこが確認されていないのであれば、やったところで無駄になるというふうに思いますので、そこの

点を確認したいんです。 

会 長： 非常に重要なご質問だと思います。事務局、よろしいでしょうか。 

事務局： 現在、市民後見人については受任して後見人として活動されている方はいらっしゃいます。枚方市

においては、大阪府社協で実施されている市民後見人バンクという登録制度があり、枚方市において

も平成 28年度から府社協に委託し養成講座等実施の上、一定知識を得た方がバンク登録をしており、

枚方市においては今現在で 10名の方が登録している現状です。 

実際に市民後見人バンクを実施されているところは大阪府下では１７市４町です。 

それから受任状況については、これまでに合計 82人の方が受任されているということです。 

会 長： 今 22万人ぐらいが成年後見制度を全国で利用されておられますが、親族が後見をしているのが大体

20 パーセントぐらいです。これが始まったときは９割以上が親族だったのですが、今は 80 パーセン

トぐらいが専門職後見人で、一番多いのが司法書士、そして弁護士、社会福祉士の順番になっていま

す。市民後見人は１パーセントぐらいですね。まだ全国でも少ない状況です。今おっしゃったように

大阪府下で 82人が現在、市民後見人として受任し、活動しているという状況ですね。これは家庭裁判
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所は公的機関、大阪府の社会福祉協議会が養成し、バンクを作って、そこに推薦依頼が来て、公的機

関を通じて推薦するという信頼性の下で選任しているという仕組みになっているんですね。 

    今回作ろうとしている中核機関がまさにそれなので、そういうふうな信頼性のある公的機関も加わ

った、あるいは弁護士さんや司法書士が加わった、専門職が加わった中でそれを支援し、養成してい

くということで、ここからあがってくるものを選任していこうと。 

一つは簡単に言うと、地域福祉の視点から地域で生活していけるような仕組みを作っていこうとい

うのと、それから弁護士や司法書士は人数に限界がありますね。今でも専門職の弁護士さんの後見人

はなかなか手が回らないというような状況の中で、まったく新たな仕組みをこれから作っていこうと

いうのが地域連携ネットワークというふうに私は理解しています。このようなことでよろしいでしょ

うか。他にご質問等はございませんか。 

委 員： この計画を作るのが高齢者福祉専門分科会が主になってやるわけですか。例えば、その年度の計画

というのも高齢者福祉専門分科会へ出してこられるわけですか。 

事務局： こちらの審議については社会福祉審議会本審を審議会とし、このたび分科会でご説明させていただ

いたのは、関係計画ということで、ご意見いただけたらということでご説明させていただいておりま

す。進捗等今後の計画の管理については、社会福祉審議会において行っていくことになっています。 

会 長： よろしいでしょうか。 

委 員： 本審のほうに私も出席してくれと言われているんですが、進捗状況の報告もやっぱり本審のほうで

高齢者福祉専門分科会ではないんですか。こっちには報告はなしですか。本審のほうに報告される。 

会 長： 資料４の６ページに基本計画における市町村の役割というのがあって、４番目に国の方針では審議

会を設置しなさいということになっていて、これが枚方市の社会福祉審議会にあたるものですね。 

高齢者と障害者、知的障害者、精神障害者も関係するので、障害者部会のほうにも諮っておられる

ということになっています。よろしいでしょうか。 

委 員： その進捗状況というか、例えば、年度ごとにこういう状況でしたという報告が、例えば、本審のほ

うしかしないと、われわれはそちらには出席しないわけですから。 

会 長： ここで諮っていただいているということは、進捗状況についてもここでも報告があって、本審でも

あるというふうに私は理解しているのですが、それでよろしいですか。 

事務局： 基本的には社会福祉審議会（本審）を審議会に位置づけをしていますが、それだけというわけでは

ありませんので、必要に応じて報告等させていただきたいと思っています。 

会 長： 他にご質問等はございませんか。非常に大事な計画で、今後の枚方市の認知症や障害者の方がどの

ような地域生活をしていくかということに非常に大きく関わる計画ですので、委員の皆さん方も今後

もお気付きの点がございましたらいろいろご意見ちょうだいしたいなと思っています。今日は骨子だ

けで、中身がまだ十分決まっていませんが、今後またそういうふうな意見も出していただきたいなと

思っています。ほかにご意見よろしいでしょうか 

委 員： これはやっぱりこういうものがあるという周知をしていくことが、さっきのお話と同じで、エンデ

ィングノートみたいなものに私が認知症になって判断困難になった場合はこういうものを利用します

とか、ということから始めて、皆さんに認識を持っていただいてはじめて根付く計画になるんじゃな

いかなと思います。 
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あとは担う人たちの数がどれだけいりそうなのかとか、実際にそれを担い手という人たちがやりが

いを持ってやれる報酬をもらえてやれるものなのかとか、ちょっとそういうところはイメージがわき

にくいのですが、後見人になられた方には一定の報酬が与えられるものでしょうか。責任を持ってや

らないといけない仕事ということだとは思うので、家族さんの場合はあまりそういうことがないんじ

ゃないかと。家族でも変な話、横領してしまったりというか、そういうことになってしまう事件だっ

てニュースで目にしているわけですが、その辺のことはどのようなかたちになっているのでしょう

か。参考までに。 

事務局： 周知については、広報活動を重点的にして、認知度を高めていく必要があるということで重点施策

として取り組んでいきたいと思っています。また後見人の報酬については、市民後見人に関してはボ

ランティアというかたちになります。交通費については、一定、費用等はお支払いすることが可能で

すが、基本的にはボランティアになります。 

職業後見人については、後見人の報酬についても報告をしたあと、裁判所からこの方に関しては報

酬がいくらということが決められていて、その範囲内で受け取ることができるようになっています。 

会 長： 他はいかがでしょうか。よろしいでしょうか。これで案件１と２についてはいろいろご意見ちょう

だいしたわけですが、全体を通じてこれだけはこの場で言っておきたいということがあればお願いし

たいと思います。いかがでしょうか。 

委 員： 案件１、資料３の 13 ページ、福祉・介護人材確保の取組みというところで、これを入れるべきか

どうかということも、ここに入れるのがふさわしいかどうかということもありますが、施設整備審議

会で各事業者さんから施設整備の話を聞く機会が何回もあるのですが、そのときに介護現場での人材

確保が難しいということで、この頃は外国人人材を取り入れているという話がよくあります。それで

お話を聞いていくと、外国人人材を取り入れるのは外国人を日本で働かせるというのは日本の法律

上、非常に難しいんです。法律を誤解していたり、これはどう考えても法律違反じゃないかとかいう

話がよくあります。例えば、留学生をどれだけ働かせることができるとか、研修生を実際にどれだけ

働かせることができるのかとか、そういう話でちょっと危ないなということがありました。人材確保

をするときに外国人人材をこれから取り入れざるを得ない。労働力も減っていますので、そういうこ

とにはなってくるとは思いますが、そういう法律違反をちゃんと監視するというか、適正化するため

に役割を果たすというのはやはり行政としては必要だろうと思います。そういう視点がここには入っ

ていないので、もしここに入れるのがふさわしいということであれば、一度お考えいただけたらと思

いました。 

会 長： 施設を経営されている観点から、外国人人材の枚方市の現状、今のご意見へのコメントはございま

すか。 

委 員： 枚方市も特養等、大小 23カ所、それ以外にサ高住や有料老人ホームなど、いろいろな施設がたくさ

んある中で、先生がおっしゃる通り人材確保が一番の課題にはなっていると思います。 

この外国人の雇用において、実際に施設長クラスが海外まで行ってというパターンであったり、業

者等を通じて雇用している場合であったり、あるいはここ最近では外国人のコロナ禍もあって、外国

からは難しいけれども、日本にいる外国人を紹介しますよとか、色々な案内が日々来る中で、こちら

も業者等のアドバイスを信用しているところが多いのかなと思っている状況です。 

実際私たち自身も十分に理解できていないところが多くありますので、監視というよりは、市が連
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携いただいて、相談窓口と言いますか、そういうところの指導監査的なところが強化いただけるとあ

りがたいかなと思うところです。 

会 長： 大阪府の施設の集まりや、枚方市の施設の集まりなどありますよね。そういうところで外国人人材

について法的なことも含めて勉強会や研究会はされているのでしょうか。 

委 員： 施設によってというところで、勉強会うんぬんまではいけていなかったかと思います。ただ、興味

のあるところ、あるいはこの先を考えて取り組んでおられるところも多いので、市独自ではなく、外

部の研修会などに行っているところは出てきているかとは思います。 

会 長： 一つの施設だけでは非常に難しいので、業界全体として適正に人材を確保するという研究は必要な

のかなと思ったりします。そこにまた行政のほうもオブザーバーとして加わってもらうということも

あるのかなと感じます。枚方市だけではなく、日本全国の問題でもあるわけですが、どこの業界も生

産年齢人口が減少していますので、人材確保が難しいということで、今おっしゃっていただいたよう

に技能実習生を活用しようということです。 

フランスのブドウ農家も、ブドウを取るのに外国人労働者に頼っていたのが来られなくなったので、

ブドウが腐ってしまったり、ワインが売れないと言っています。日本ではレタス畑で、レタスは日が

昇ってから採ると駄目みたいで、日が昇るまでに一斉に広い畑を何十人かで刈り入れなければならな

いのですが、それについては技能実習生が全部あたっていましたが、それも来られなくなったという

ことで大変なことになっています。介護施設のほうも非常に大変なことです。東京では、介護人材が

いないので、特養の認可は下りたけれどもオープンできないというところも出てきているようです。 

今のご意見を検討の中に入れていただきたいと思います。他はよろしいでしょうか。非常に貴重な

意見、ずいぶんたくさんいただきました。ありがとうございます。 

事務局から何か連絡事項はございますか。 

事務局： 長時間にわたりご審議いただきありがとうございました。次回の審議会に向けて、本日いただきま

したご意見なども踏まえて計画素案を作成してまいりたいと考えています。 

なお、次回の日程については、スケジュールの中にございましたが、11 月から 12 月にかけて審議

会の次回開催を予定していますので、委員の皆様にも日程の調整をさせていただきたいと思っていま

す。 

また、本日の議事録についてはでき次第、委員の皆様に送付させていただきますので、ご確認のほ

どよろしくお願いします。事務局からは以上です。 

会 長： 本日は委員の皆様から貴重なご意見をたくさんいただき、また進行にご協力いただきまして、あり

がとうございました。 

これをもちまして令和２年度第２回枚方市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会を閉会します。大

変お疲れさまでした。 

 


