
平成２４年度第１回伊賀市地域福祉計画推進委員会 会議概要 
日 時：平成２４年６月２８日（木）１９：００～２１：００ 
場 所：ハイトピア伊賀 ５階 学習室２ 
出席者：板井委員長、川上副委員長、大西委員、小川委員、勝本委員、城委員、鈴木委員、水谷

委員、安岡委員、藪内委員、吉岡委員 
欠 席：小丸委員、竹下委員、子日委員、平井委員、福澤委員、松岡委員 
事務局：増田健康福祉部長、清水介護高齢福祉課長、中岡地域福祉係長、植田主任、廣岡主任、

秋永社会福祉調整官、中林障がい福祉課長、加藤厚生保護課長、矢谷地域包括支援セン

ター長、入本健康推進課長、田中地域医療対策課長 
伊賀市社会福祉協議会 平井事務局長、山口副部長、田邊課長、船見係長、吉田 
 
進行：清水介護高齢福祉課長 
 
○ 計画推進の状況について（報告）【資料１】 
社協：資料１に基づき、伊賀市社会福祉協議会からテーマ別部会の開催状況を報告。 
           
○ 議事  
１「保健・医療・福祉分野の連携体制の強化」について【資料２、３】 

  （１）連携の現状について 
 
委員長：事項書に基づき議事を進める。地域福祉計画の優先課題のひとつである。保健・医療・

福祉分野の連携体制の強化について、ご意見を頂戴したい。議事はふたつに分けている。（１）

連携の現状について（２）地域福祉の視点から見た連携についてである。 
前半（１）について事務局から説明をいただき、その現状を踏まえ、（２）についてそれぞれの

お立場から、ご意見、課題、理想のご発言を賜りたい。それでは、（１）について事務局からご

説明をお願いする。 
 
事務局：資料２に基づき事務局説明。 
 
社協：資料３に基づき説明。 
 
委員長：行政、社会福祉協議会の視点で、事業ベースの連携の現状について説明いただいた。地

域福祉計画の推進という立場から現状を考え、見落としている課題等を見つけたい。医療と福祉

の連携を求められるような地域福祉課題は、１次計画の段階から把握をしながらも、具体的な課

題の分析、それに向けた支援につなぎきれなかったというのが反省としてある。２次計画では医

療・保健・福祉分野の連携を優先課題として計画に盛り込んだ。委員会としては、地域福祉の視



点からどのように連携し、福祉課題を見ていくのかということの意見交換をしていきたい。専門

的な視点、特に医療関係の立場からの考えや意見は、非常に重要な位置づけと考えられるのでご

意見いただきたい。 
 
委員：医療界は１次計画の推進には入っておらず、いきなり２次計画の推進からである。資料２

では医療機関に求めるものがかなりあり、すべて応えてほしいというのが１次計画の結果と思う

が、応えきれるかどうかは何とも言えない。三重県では、第５次の保健医療計画や地域医療再生

計画が進んでいる。その中には、小児の在宅医療支援事業があり、今年から三重大学が母体にな

って始まっている。例えば、障がい児や癌を持った子どもは、ほとんど病院ではなく在宅で亡く

なる方が増えている。三重大学の医療福祉センターが出来、主体となってケアをするようになっ

ている。そういう情報は市に入ってきているのか。その医療とはリンクさせているのか、まだ伊

賀市だけということなのか。 
 
委員長：第２次地域福祉計画が他の上位計画や県の医療関係の計画とどういう位置づけで動かし

ていくのかについて、事務局から説明いただきたい。  
 
事務局：第２次地域福祉計画は平成２２年度で策定したが、当初、県の医療再生計画は平成２１

年度に出ていたと記憶している。ご指摘のように連携が必要ではあるが、市の地域福祉計画と医

療再生計画のリンクは、医療がメインという中ですべてを網羅していない。総合計画、市の個別

計画をもとに地域福祉計画を策定しており、医療とは若干かけ離れている。 
 
委員：医療再生計画が、４事業から５事業になり、在宅に重点を移そうというのが第５次計画で

ある。そのため、補助金もあり、使わない手はないと思う。県の方針を研究しないでここだけで

進めていると空回りの議論になるため、県の計画を研究することを提案する。 
 
委員長：重要な提案をいただいた。 初に質問を賜り、その前提となるところのお詫びがなかっ

た。２次計画の策定、１次計画の策定の段階で、医療関係者からの意見を十分に反映した策定プ

ロセスになっていないことは大きな課題と認識している。全国的には、医療と福祉の連携を模索

しながら、具体的な実践で現場レベルに落とし込むような計画を策定し実行しているのは、まだ

まだ少ない。地域福祉推進の場に医療関係者の参画をいただけているということが、非常に先進

的な取り組みとして進んでいるということである。他の医療関係の計画等との連携の提案は、こ

の場で把握をしながら、既存の計画の施策にどう落とし込むかを議論していきたい。今後２次計

画、３次計画に向け、再度医療従事者の立場からご意見を賜りたい。 
 
委員：もうひとつ提案する。伊賀市は、今後在宅に力を入れていくという方向である。在宅支援

診療所や、在宅支援病院は、今年４月からの保険点数改正で診療報酬が増える。在宅支援診療所



は、２４時間患者さんに対応し、Ａ医院とＢ医院が組むことになる。ひとつの医院にするという

場合もあるが、そのことに取り組むことで、在宅医療や孤独死も減り援助も出来るのではないか

と思う。さらに、病院については、在宅支援病院に手上げしてほしいというのが厚生労働省の方

針であるが、いま手上げすべきは、上野総合市民病院ではないかと思う。市民病院の救急がだめ

なら在宅支援のほうに力を注いで欲しい。もちろん両方であるが。先ほどの資料説明にもあった

が、市主催の出前講座というような支援をもっとする方向に仕向けたら、この計画も進むのでは

ないか。 
 
委員長：「在宅医療」が地域福祉の視点から考える保健・医療・福祉分野の連携としてのキーワ

ードであることを共有したい。具体的に助成等、国の施策等に乗ることが大切だということであ

るが、在宅医療を考えていくうえで、地域福祉の立場からどのような課題把握をし、対応してい

けるか意見を賜りたい。１次の流れの中で、総合市民病院と伊賀介護支援専門員連絡協議会のケ

アマネージャーが医療連携情報提供書を作成した経緯がある。在宅医療の課題になるかと思う。

どういう目的で作成し、ケアマネとの連携をめざしたのか、また全体的な意見等もいただきたい。 
 
委員：医療連携情報提供書の説明よりも、計画書、保健・医療・福祉分野の連携強化に記述の現

状と課題や施策について意見したい。課題の分析とか、それに対する施策をどう進めるのかイメ

ージしながら考えている中で、地域福祉の視点からみた連携というテーマを与えられると、頭の

中が混乱してしまう。医療の視点から見ているので、地域福祉の視点からはわかりにくい。 
 
委員長：計画書では、１１７ページに保健・医療・福祉分野の連携体制の強化ということで現状

と課題をあげている。それに対する施策が、１１８ページから１１９ページにあがっているが、

その部分をご覧いただいた中で、委員のお立場から感じていることからお聞きしたい。 
 
委員：それだと話しやすい。先に委員の発言にもあったように、国や県の在宅医療の動き、流れ

は、もう止められない。すぐにやってくる現実として、在宅で重度な医療を受けながら生活をす

るという人が次々増えてくると、生活の視点から見た場合、決して医療界の話という見方ではな

い。医療界というより、在宅、地域生活の中に重度な医療があると認識したほうが話が早い。そ

の中で先の委員の意見は、例えば小児の在宅医療という面で、重度な医療を必要とする子どもが

在宅で暮らさなければならない場合、例えば、三重大学病院が病棟に長くいる子どもを地域へ帰

していこうという流れは結構進んでおり、一旦岡波病院へ転院とか、そこから在宅へという打診

は結構いただいている。その先、訪問看護の問題といった資源のなさで話が止まってしまう。ま

た、機能分担、かかりつけ医の定着、病診連携、診診連携の切り替えや啓発といった課題もある。

その現状であっても、在宅で医療を受ける患者さんがどんどん押し寄せてくる。そこにどう対応

していくのか。地域福祉の視点というよりは、喫緊の課題がすぐに来ていることに対し、どう組

み立てていくかが課題と感じる。 



 
委員長：在宅への流れが前提の中で、これまでの資源を活用していくことを考えるとその不足が

大きな課題になる。まずはひとつひとつの話を深めていくことが大事だと思う。今度は保健関係

の委員からご意見を承りたい。 
 
委員：退院したい場合，大学病院が在宅医療について地域支援者との場をセッティングしても、

実際地域に戻って急変したときに、どこが担ってくれるのかということである。訪問看護ステー

ションも在宅訪問看護自体を受け入れてもらいにくい状態である。人口割にすると、三重県の中

で伊賀地域が一番医師の数が少なく、尾鷲・熊野地域以上に少ない。 
 
委員：体制はもともと悪い。そんな状態をどうするのか。非常に不安な状態かと思う。 
 
委員長：在宅という流れに対し、ひとつは資源。医師や看護師といった人的な資源の課題は大き

い。その課題は課題とし、一旦真ん中に投げ込んでいくような形で、非常に大事な課題として落

としていきながら、例えば保健・医療・福祉の連携の中においては、施設の立場、事業所の立場

からも関わってくる部分もある。福祉施設から見た連携の課題について考えをいただきたい。 
 
委員：国は、在宅のことばかり言っている。それに応えたいとは思うがなかなか整わない。マン

パワーも不足しているし、受け皿が整っていないのに、地域移行というのは難しいと思っている。

地域と医療という視点で施設の現状を話したい。施設には嘱託医が必ずいて、医師と綿密な連携

を構築している。施設での課題は、救急体制。夜中に救急要請をしてもなかなか受入が厳しく、

名張市や市内で受けていただくと一番ありがたい。 近、奈良県や滋賀県など、夜中に県外へ行

ったが、家族の方からは拒否される。県外へは付いていけないので、施設で対応して欲しいと言

われ、施設側も夜中は看護師が一人しか対応できず、非常に難しい。入院から退院となり施設に

戻るが、胃ろうや酸素吸入が必要である方は、看護師も夜中はいないので医療行為は出来ず、一

番困るのはご家族となる。その課題を医療機関と意見交換できる場が欲しい。まだまだ施設で受

けていかなければ、地域移行は難しい。地域にある社会資源を活かし、それを基にして地域移行

するようにしないと、一度には難しい。医師会と施設の意見交換会をお願いしたい。 
 
委員長：非常に深刻な課題である。関係機関での情報交換を、施設の立場からは求めている。地

域福祉の視点から考えると、地域資源を活かすことで、直接的ではないかもしれないが、間接的

もしくは予防的に今の状況を改善していくようなアプローチが可能ではないかというところが

ある。地域現場で例えれば、認知症的な行動を地域の方が気づいた場合、それをどういうふうに

サポートしていくのかというような支援体制についても地域福祉の視点から考えていける。事業

所の立場と市民の立場から、既存の地域の福祉的なネットワークが保健・医療・福祉の連携にど

う貢献できるか、果たせる役割というものがあるとすれば何かご意見をいただきたい。 



 
委員：事業所として、一市民として参加している。本来あるべき問題の定義が、地域福祉計画な

ので、その視点から見直さないと仕方がないので、そちらから言わさせていただきたい。話の内

容が個別的な連携の情報の話なのか、医療関係の委員が言われたような大きな施策的な情報を 
きちんと連携しているというような話なのか、分けて話す必要がある。個別連携の話は、個人情

報のからみがあって正確な情報が届きにくい場合があり、きちんとした連携のしくみが欲しい。

個別の情報共有と大きな施策の情報共有を分けて、市民目線と事業者目線で考えていきたい。 
 
委員長：保健・医療・福祉分野の連携は、いくつかのレベルがあるのではないか。政策レベルで

のアプローチや、事業所レベルのアプローチがある。地域レベルでのアプローチがあるとすると、

例えば地域福祉計画の中では、いくつかの層というものに分けて考えているが、その第３層の果

たせる役割、地域ケアネットワーク会議といった場が、いま出された課題に対し、間接的に課題

解決に向かうような活用ができると思う。現状として、第３層を巻き込み連携強化を進めていけ

るような事業展開について、事務局で把握しているか。 
 
事務局：計画書の７３ページには、第５層まである圏域と、各自治協単位で協議をする場である

地域ケアネットワーク会議を載せている。平成２１年度から 23 年度まで取り組んだ安心生活創

造事業では、見守り支援、買い物支援といった基盤支援をどのように地域の中で構築していくの

かを上野西部地区と矢持地区で取り組んだ。住民の声を聞いて地域の課題を見つけていく、その

課題について地域としてやっていけることは何だろうと解決の方法を見つけていく。その協議の

場として、自治会単位での地域会議であったり、自治協単位での地域ケアネットワーク会議が大

切だということがわかった。上野西部地区も矢持地区も、地域課題を解決する協議の場を設置し

た。上野西部地区は、非常に大きな町なので、地域ケアネットワーク会議、自治協というよりは、

自治会単位での地域会議が非常に重要な協議の場であるということで位置づけられた。地域ケア

ネットワーク会議は、矢持地区と上野西部地区と上野南部地区が立ち上がっている。昨年度と今

年度、県の地域支えあい体制づくり事業補助金を活用し、他の自治協でも、地域課題を把握し、

どのようにして地域の中で支援体制を作っていこうかということで、第 3 層の会議の立ち上げに

向け事業に取り組んでおり、行政、社協も支援している状況である。 
 
委員長：第 3 層の部分が充実をしてくる中で、現状としては先ほど出た課題に直結するような取

り組みはされてないが、関連する取り組みが前半の事業説明の中であった。いま言われたような

課題に対し、民生・児童委員の立場からご発言いただきたい。 
 
委員：自分の立場というと難しすぎて分らない。市民の立場としては医師が少ないとか、市民病

院が昔と違うとか、そういう基本的なものが何故不足してきたのか。10 年ほど前とはずいぶん

変化しており、何故そうなったのかというような疑問がある。10 年前、20 年前に、高齢化が来



ることは分かっていたはずである。 
 
委員長：率直な意見であった。 
 
委員：医師もすぐには増えず、訪問看護ステーションを新規で立ち上げるというのが地域福祉計

画ではない。この現状、この地域事情でしばらく暮らしていかなければいけないということや、

既に起こっているということを住民の方があまりに知らなさ過ぎる。直面して初めて知ったり、

人の話を聞いたり。病院でも患者さんの理解が不足し、衝突したり、理解を得られなかったりと

いうことで、医療現場では頻繁にトラブルが起きている。いま生活している地域はもうこういう

医療事情だと、その中で生きていかなければいけないということを肌で感じるのは難しいかもし

れないが、理解が必要。その中でも在宅医療の方向となり、施設入所は厳しい問題であることの

理解を深めて欲しい。 
 
委員長：医療関係者側の努力と限界を市民の側、地域住民の側がどう受け止めているのかという

意見であった。地域の中で関連領域として重要な役割を担っている民生委員でも受け止めきるこ

とに非常に大きな葛藤を抱えている。この場で考えていけることは、それぞれの立場をもう一歩

ずつ越えてみて地域福祉というツールや手段が、何か有効に使えないかいうことである。ひとつ

は理解の浸透という提案があった。市民の立場からの意見やアイデアを伺いたい。 
 
委員：市民としては病気になったら医者に頼らざるを得ない。しかし安定期に入ったら地域に戻

ってくるという現状を聞き、それを認識するということが大事だと思う。いきいきサロンと健康

の駅長を地域で担当している。病気になったとしても出来るだけ軽くすむような、早く社会復帰

できるような地域を作る、普段健康なときの仲間作りをすることは、地域づくりからみれば、自

分で出来ることであると思う。いきいきサロンにしても健康の駅長にしても年に数回、地域の高

齢者を集めて健康に関する講座を開いて運動したり歌ったりするが、普段触れ合っているおじい

ちゃんやおばあちゃんは、例えば、前回は普通に歩いてきたのにちょっと傾いてきたなとか、会

に入ってくる時に目を合わさなくなったなとか、それから滑舌が悪くなってきたなとか、今まで

人に根掘り葉掘り聞いてきたおばあちゃんがまったく人に興味を示さなくなってきたなとか、そ

ういったことが月に一回触れ合っていると分ってくる。そういう変化に気付くことは大事ではな

いかなと思う。ひとりが気づいてもうひとりの担当者、あるいは地域の他の担当者が気づくと、

見守りが必要ではないかと分かり、医療関係者につないでいけるんじゃないかと。理想であるが、

普段の人間関係を築くということが大事だと思う。普段家に閉じこもりきり、いきいきサロンに

出てこなくなった人も何とか興味をもってくれるように、引っ張り出すというような工夫は、こ

れからも続けたいと思う。 
 
委員長：ひとつは予防的な部分での意識啓発、それから具体的にはいきいきサロン等の事業の中



での気づきを共有していく、もしくは連携していくというところが可能なのではないのかという

意見だった。 
 
委員：この委員会が早期発見だとか、元気な人をより元気にするために、までを議論する委員会

なのか、一旦入院して帰された人たちまで面倒見るところまでが福祉として含むか、どこまでデ

ィスカッションするかというのが曖昧である。地域のコミュニティを作るとか、いきいきサロン

をするとかいうのは、確かに進んでいると思う。一旦病気になった後の方たちのフォローが今の

人的支援ではできないというのが現実なので、どこまで委員会でディスカッションするのか決め

ないと曖昧な議論になる。 
 
委員長：どこに取り組むか具体的には示せてない現状である。予防的なコミュニティでの啓発に

とどまるのか、退院後の在宅へまでも関わっていけるのか。どちらの可能性もまずはあきらめず

に意見いただきたい。先走るが、今日いただいた非常に多様な意見を一旦整理する必要があると

考えている。今後につなげる意味でも、検討会を立ち上げることを想定している。この検討会が、

どこまで検討するのかというところがまだ十分に見えていないので、今日の意見を踏まえ、どこ

までの議論が可能なのか検討してみたい。 
 
委員：昔は入院したら元気になるまで入院できた。今は一刻も早く病院から出ていただかないと

病院はつぶれていく。だからみんなそこを出されるということが周知できてない人たちに啓発す

るのが今回の目的だと思う。受け皿が多い都会であればいいが、人的資源が少ない地域は、在宅

で誰かが面倒を見ないといけないことになる。訪問看護に行く人もいない、ケアマネージャーも

いないということになって、なぜ病院においてくれないのだということで、腹を立てている市民

が多いのではないか。委員がおっしゃっていたのは、何十年か前の何年でも病院にいてください

という時代の話である。今はそういう病院はない。 
 
委員長：まさにそういった理解というところが今日ひとつのキーワードになっている。住民理解

を是非この計画の中で推進して行きたい。 
 
委員：救急医療を地域福祉計画の中で議論出来るのか、といった話題が１次計画か２次計画の策

定であった。しかし、専門の方が委員に入っていただいた方が問題が色々出てよく分かるように

なった。在宅医療の問題が、在宅介護へシフトしてきているということはよく分かっている。そ

の場合、情報をどのように考えていけばいいのか。ひとつは処置的な連携、在宅医療、介護をど

う連携して、乗り切っていくのかということがある。もうひとつは情報。医師会の情報、医療現

場の情報、この情報連携を、市民に理解していただく連携もしていく。それからもうひとつは作

り上げていく連携。今からこういうふうにしていきましょうというときにきちっとした連携が取

れていてみんなで作り上げていくということが出来ればもっといいものが出来ていくのではな



いか。こういう三つの分け方で考えていったほうが連携はしやすい。 
 
委員長：いくつかの視点に分けて連携を考えていくことで取り組める方策があるのではないか。

第 3 層あたりの取り組みから今のような課題をどうつなげていけばいいのかというところにつ

いては、まだまだ議論の余地がある。他の委員の方にもご意見を賜りたい。 
 
委員：老人クラブの代表として参加しているが、住民自治協議会もしている。第 1 次から第 2
次へという関わりに深く入っていれば、もう少し十分な理解も出来て発言も出来るが、大変申し

訳ない。伊賀で他の地域から比べたら少し表現が悪いですが、医療関係、福祉関係で少し低いこ

とを、しかし何とかレベルアップして市民のためにしようということで関わっておるということ

は非常にありがたいことだ。地域の保健・医療・福祉という連携ではなしに、地域の連携の中で

先ほど報告のあった市や社協の事業とか、地域レベルで我々住民自治協議会、老人クラブ、ある

いは民生委員という色んな組織があるわけですが、そんな中でそれこそ認識の意味での連携が共

有という意味になるのか分りませんが、まず知っているものは知っているが、知らないものが大

半ではないかと。民生委員は個人情報を抱えているが、周りの人が知っているのかというと、そ

ういうのは知らない。これは自治協で活動していると老いも若きも地域にいらっしゃるわけです

よね。そういうところへ十分知らされているのかということも気になります。ひとつの例を申し

上げると、認知症まではいかなかったのですが、場合によればうつかも分りませんが、命を絶っ

たわけです。七十何歳の高齢者の方です。そのことに対して民生委員は、既にその方と接触され

ていましたから、危ないということは知っておられたか分らないのですが、我々周りのものは全

然知らない。4 日ほどで前、そんなに大変だったということは知らなかったわけです。知らされ

てなかった。民生委員は知っていたと。言いたいのはこういう難しいことではなくて情報的な地

域での連携がされていなかったことがそういうことになったかなと、またレベルが違うかもしれ

ませんが。こういうしっかりしたことをまとめていくことも当然大事ですし、まとめられていく

経緯の中でいろんな世代、地域の組織が知ると。出前とか色んな表現がありましたが、地域でそ

ういう機会を持っていただく、手を上げることで当然出前というのは来ていただけるわけで、社

協なり行政の立場で来ていただくことも一方では大事かなと。そして医療の現状もそういう中で

知るということも大事かなと、私は皆さんのレベルからいうとずっと下かもわかりませんが、こ

ういう場で聞かせていただいたことは機会があれば、知らせていく立場と思っている。 
 
委員長：地域福祉の課題として集約し、取り組んでいくことが少しずつ見えてきている。 
 
委員：市民の立場から、認知症の介護がある。認知症にもいろんな認知があり、正しい診断を受

けずにみんな同じように見守ったりしている。認知症の対策ついては市町村、県によって格差が

あるということを新聞で見るが、家族と福祉と医療関係と連携して正しい診断の上で見守りなり、

在宅で介護が出来る方向に持っていけたらなと思う。子どもたちもそれを地域で見ている。子ど



もたちにも認知症のお年寄りのことを教育というか勉強させる必要があるんではないかと思う。

認知症には色んな項目、この方は 6 時間以下でどういうチエックで見守り、その時間の中で行動

がされるかという認知症コーディネーターが伊賀市にもたくさんいるのか。 
 
社協：委員のご質問は、厚生労働省が提唱している認知症コーディネーターを各地域に配置して

いくべきだということかと思う。残念ながら伊賀市は認知症コーディネーターには取り組んでい

ない。ただ認知症についての理解を深めようということと、認知症コーディネーターということ

ではないが、やすらぎ支援員の養成講座というのがあって非常に密度の濃い研修を受けていただ

いている市民の方がかなりいる。一方ケアマネージャーだとか施設の職員、更には介護従事者な

どを対象として認知症に限定をした研修を受けていただいている。コーディネーターということ

については、少し弱い、広くやっているということはある。 
 
委員長：コーディネーターについては、確か昨年度の立ち上げだったと思うので、まだ全国的に

も普及しているわけではない。しかしそういった役割を知る中で取り組むべきではないかという

ご意見だった。新しい施策はどんどん取り入れ、戦略的なアプローチも必要だと思う。 
 
委員：認知症のサポート医研修を受けているが、そういう総合的な講習会は今後充実していくと

思う。 
 
委員：認知症もだんだん増え、家族が早期発見し新しい医療の診察を受け、それに対して見守っ

ていきたい。 
 
委員長：認知症というキーワードをいただいた。これはひとつの大きなキーワードになる。 
 
委員：市民としても自分の立場ばかりを主張しないで、お互いにいい方向に向けてやっていける

ように理解する場として話を聞き勉強させていただいた。 
 
委員長：それぞれの委員が現状を把握し、それぞれの活動範囲の中で取り組むことも可能である。

今日いただいた意見を集約していく中で、計画には十分に盛り込めていなかったような視点とい

うのが、かなりあったと思う。いただいた意見を整理しながら第 2 次計画の中で施策展開できる

ような部分もしくは第 3 次計画につなげていくような部分、それからとりもなおさず前提として

地域福祉計画がこの連携にどこの部分で取り組んでいくのかといったところの戦略的な調整と

いったところをもう一回改めて考え直していく必要がある。暗中模索の中ではあるが、検討会と

いうかたちでこの分野の課題を考えていくことを想定していた。しかしながら検討会の立ち上げ

というのは具体的には進んでおらず、言い訳になるが、何を優先的に検討していくべきなのかと

いった方向性がなかなか見えなかった。今日はかなり次に進めるご意見をいただけた。一旦検討



会と言う場でどのように考えていくのかを検討したい。地域福祉計画の中でどのような形でこれ

から考えていきましょうということを、次回の推進委員会で提案できるような形までブラッシュ

アップ出来ればと思う。一旦今日いただいたご意見を整理することを、今日の段階での帰着点に

したいが、その点を委員の皆様ご了承いただきたい。ついては、それぞれ専門の立場からさらに

補足や意見が必要になってくる。事務局から改めて今日いただいた意見に付け加えていただける

ようなことがあれば、お声かけにお力添えいただければと思う。副委員長、今の点はいかがか。 
 
副委員長：私は、玉滝の住民自治協の福祉部会の部長。自治会、自治協の役員としてこれだけは

進めてもらいたいというものがある。連携は、どこで、どの場所で、どの範囲でするのか。まず

地域福祉計画の中で地域ケアネットワーク会議の設置があるにもかかわらず、まだまだ動きが遅

くてそんなに立ち上がっているところはない。是非とも地域ケアネットワーク会議もしくは地域

会議をきっちりと連携の場として持っていただけるように進めてもらいたいというのが私の住

民自治協としての願いあるので付け加えさせていただく。 
 
委員長：退院した、もしくは認知症の兆候を住民の方が発見をしたときにそれを地域福祉の取り

組みの仕組みの中で、どういうふうに支援につなげていくことが出来るのかというのは、実はま

だ十分に考えが及んでいないところも、検討の余地が残されているところもあるので、そういっ

た部分もらさず、長期的なビジョンを描いてみたいと考えている。非常に長時間にわたり、皆様

方から重要なご指摘をいただいた。ご意見を事務局のほうで集約し、検討会に向けテーマをどう

アプローチしていくべきなのかといったビジョンを次回の推進委員会で提案していきたい。事務

局から連絡事項があるか。 
 
事務局：次回委員会の日程について、１１月初旬で調整したい。 
１１月６日開催で了承を得る。 
 


