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平成２５年度 第３回伊賀市高齢者施策運営委員会 議事録 

 

日 時：平成２６年１月１６日（木）２０：００～２１：００ 

場 所：ハイトピア伊賀４階 多目的室 

出席者：泉 美幸・門田 進・田中 哲生・水谷 敬一・三ツ森 義久・大越 扶貴・

菅原 直人・田中 慎二・中林 豊・福澤 秀太・山﨑 猛夫・吉藤 寿幸・

中井 嘉門・角谷 誠之助・中西 美紀 

事務局：健康福祉部 介護高齢福祉課  

澤田課長・川口係長・川口主査 

地域包括支援センター 中林所長・市川・高橋 

 

（課 長） 定刻となりましたので、ただいまから、平成２５年度第３回伊賀市高齢者施策運

営委員会をはじめさせていただきます。 

皆様におかれましては、ご多用の中、また、夕刻という会議にもかかわりませず、

ご出席いただきありがとうございます。私、健康福祉部介護高齢福祉課長の澤田で

ございます。よろしくお願い申し上げます。 

はじめに、委員の交代がありましたのでご報告、ご紹介させていただきます。 

昨年１２月の民生委員児童委員の一斉改選にともない、「中森あつ子」様から「三

ツ森義久」様へ交代いただきました。 

なお、三ツ森様には、平成２６年１月１４日付けでの委員委嘱をさせていただきま

したのでご報告申し上げます。よろしくお願いします。 

本日は、これまでご協議をいただいてまいりました、福祉総合相談体制の構築につ

いて、市としての最終方針がまとまりましたのでご説明申し上げたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

開会にあたり、中林地域包括支援センター所長からご挨拶申し上げます。 

 

１．あいさつ 

地域包括支援センター所長 

 

（課長） 本日の運営委員会ですが、委員１８人中、出席者１５名、欠席者３名であり、半数

以上の出席がありますことから、伊賀市高齢者施策運営委員会条例第６条第２号の規

定により、会議が成立していることをご報告申し上げます。 

それでは、議事に入る前に、議事進行等に関して３点のお願いをさせていただきま

す。 

 

１点目は、本委員会の会議は、伊賀市情報公開条例第３５条及び住民自治基本条例
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第６条により公開の会議といたしております。 

また、審議会等会議の公開に関する要綱第８条に基づく会議録作成のため、音声録

音を行わせていただくとともに、同要綱第９条第２項及び第３項により作成した会議

録を市ホームページに掲載させていただきます。 

２点目ですが、本会議は公開の会議であることから、傍聴者と報道関係者の入室を

認めさせていただきます。 

３点目に、円滑な会議運営のため、発言の際は、挙手し委員長の発言許可の後にお

願いします。また、会議録作成のため、マイク使用によりご発言いただきますようご

協力をお願いいたします。 

資料の確認をさせていただきます。お手元に、事項書とＡ３版の冊子（地域包括ケ

アシステムの構築ぬ向けて）を配布させていただいておりますのでご確認ください。 

それでは、大越委員長に議事進行をお願いいたします。 

 

２.議   事 

（１）福祉総合相談体制の構築について（報告） 

 

（委員長）  それでは、議事の「新しい福祉総合相談体制の構築について」事務局から説明

をお願いしたいと思います。 

       では、よろしくお願いします。 

（課長）  はい、失礼します。本年度進めてまいりました「新しい福祉総合相談体制の構

築について」伊賀市として最終案、最終報告をさせていただきたいと思います。 

      先ほど、あいさつの中でも中林センター長が申しましたとおり、７月の３０日

に開催されました第２回の高齢者施策運営委員会において、現在の地域包括支援

センターの運営状況から「地域包括支援センターの機能強化を軸とした、福祉総

合相談体制の構築の必要性」をおまとめいただきました。 

９月の１０日の第２回の委員会で、「市が示す中間案への意見」をいただきま

して、９月には市議会全員協議会、１１月には市内７ヶ所の市民説明会、そして

民生委員・児童委員連合会へ市中間案として説明を行い、いろんな意見をいただ

きその意見にも対応できる体制として、１１月末に市の方針として決定をさせて

いただきました。 

それでは資料の、に基づきまして説明させていただきたいと思います。まず、

地域包括ケアシステムの構築に向けた取り組みとして、平成２６年４月。この４

月から運用を目指しております、新しい福祉総合相談のしくみづくりについて、

これまでの経緯について先ほど言いましたとおり進んでまいりました。 

１ページをお開きください。まず、今回取り組んでおります「福祉相談体制の

しくみづくり」が「伊賀市地域福祉計画」において、重点施策として位置づけて
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いることをここでお示しをしています。一方、右の図でございますが、国におい

ては「団塊の世代」が７５歳以上となる２０２５年。平成２５年、平成３７年を

目途に「市民の皆さんが住み慣れた地域で安心して暮らすことができるための支

援のしくみ」として「地域包括ケアシステムの構築の必要性」がここでは示され

ております。これは、地域福祉計画の目指すものも同じでありまして、伊賀市地

域福祉計画を「しくみ」として示されているものと考えております。 

２ページをお開きください。現在進めております、地域包括ケアシステムのし

くみづくりに向けた３つの柱となります施策についてお示しをしております。 

伊賀市では地域包括ケアシステムのしくみづくりに向け、昨年度。平成２４年

度から保健・医療・福祉分野の連携によります専門機関の力。そして本年度、平

成２５年度からは「自助・互助・共助のしくみづくり」。いわゆる、地域福祉体

制づくり事業によります「地域の力の構築」に向けた施策に取り組んでいます。 

そして本年度、「専門機関の力」とこの「地域の力」を結ぶパイプ役として、

地域で解決困難な課題に対応するため、「福祉総合相談体制の構築」に取り組ん

でいくことをお示しをしております。 

３ページをお開きください。これまで高齢者施策運営委員会、そして地域福祉

計画推進委員会の２つの審議会でご協議をいただいてきました「新しい福祉総合

相談体制のしくみ」についてお示しをいたしております。 

急激な高齢化や生活課題の複雑化による複合的な相談内容に対する調整が難

しい状況となっている中で、今回、「地域の相談窓口」、「中・広域的な相談支

援センター」、「全市的な相談調整の機能」を整えた「新しいしくみ」を作って

いくことをここでは示しております。「中・広域的な相談支援センター」となる

地域包括支援センターは市の直営による運営を行うとともに、今後予定をされて

います介護保険制度の見直しによる「予防給付」、「要支援」にも対応すべく、

介護予防事業。そして、健康づくり事業を充実させる機能も整えていきたいと考

えております。併せて、「障がい者・子どもに関する総合的な相談支援センター

業務」と「複合的な相談内容に対する調整業務」を行う「福祉相談調整課」を設

けていくこととしています。また、地域包括ケア構築に向けた「保健・医療・福

祉分野の連携による施策展開」なども視野に入れ、地域医療対策と福祉政策を行

う「医療福祉政策課」を設けていくこととしております。 

４ページをお開きください。行政と社協、そして社会福祉法人の役割の整理で

ございます。これは、間近に迫った２０２５年問題対応も含めた地域包括ケアシ

ステム構築に向け、行政・社協・社会福祉法人の協力関係をさらに強化していく

ため、今回の総合相談体制構築に合わせて、それぞれの役割の整理をさせていた

だきました。 

地域包括ケアシステムの構築を戦略的に進めるため、行政が福祉政策をしっか
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りと示す中で、社協が地域福祉の推進母体として地域支援を積極的に行う体制を

明確にしました。その中で社会福祉法人との協働や連携の強化を進めるしくみと

しております。今回のしくみづくりについては、この行政・社協・社会福祉法人

の役割の整理の中で、社協においては理事会で「社会福祉士など専門職員の支援

の在籍型出向」について、一定の方針を決定いただいております。また、いくつ

かの社会福祉法人の理事会においても「主任ケアマネなどの専門職員の支援の出

向に係る協議」をいただいており、本年４月に向けての社協、社会福祉法人の支

援体制が整いつつあります。 

今後、急激に進む高齢化や２０２５年問題にも対応すべく、行政・社協・社会

福祉法人が一体となって、伊賀市全体で市民の皆さんが安心して生活をしていた

だける環境を整えてまいりたいと考えております。 

５ページをお開きください。「新しい福祉総合相談体制のしくみ」をイメージ

図としてお示しをしています。新しい福祉総合相談体制では「地域包括支援セン

ターの複数設置を軸とした機能強化」をはじめ、「複合的な相談内容への調整機

能の充実」、「専門的な相談センターの一元化」などで、虐待事例に対応すべき、

く、「老人福祉法による措置」や「高齢者虐待防止法による立ち入り調査」など

を。行政としてしかできない役割をしっかりと活かす体制を整えてまいります。 

また、社協は本来業務であり、また、最もそのノウハウを持っております「コ

ミュニュティーソーシャルワークなどによる地域支援」をはじめとした、「市民

生活のセーフティネット」の役割を担うとともに、これまで以上に社会福祉法人

と地域との関わりが高められるシステムの構築をしていきたいと考えておりま

す。 

６ページをご覧ください。「新しい福祉総合相談体制における地域の窓口、中・

広域の相談支援窓口の一覧」をお示ししています。６つの各支所単位の地域の窓

口と合わせて、３つの中・広域での相談支援体制を整えてまいります。なお、「中・

広域の相談支援窓口」となります３つの地域包括支援センターについては、「市

内全域を概ね３０分で駆けつけられ、かつ、本庁と２つのサテライト機能が補完

し合う形」としてまとめたところでございます。 

具体的には、市役所本庁に地域包括支援センターの本庁機能、いがまち保健セ

ンター内に地域包括支援センターの東部サテライト、青山保健センター内に南部

サテライトを設けてまいります。この「東部」であったり「南部」であったりと

いう呼び方なんですが、現在伊賀市において消防署の関係が「東部」であったり

「南部」という呼び方をしておりますので。いろいろ「北部ではないか」という

議論もあったんですが、やはり、もう市民が不満、「馴染んでいただいてる東部

という呼び方に統一していこう」ということでこのような呼び名になっておりま

す。 
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今回、福祉総合相談体制の構築は、今回の福祉総合相談体制の構築につきまし

ては、全国的に様々な方法をもって作られていることから「先進的な事例」も参

考にしながら市内の地域資源や社会資源を活かして「伊賀市の地域の形」として

検討を進めてきたところでございます。なお、今回の福祉の総合相談のしくみに

より、全国的な視点から見ても地域包括ケアシステム構築に向けた一定の体制づ

くりのスタートを切れると考えています。 

７ページをお開きください。伊賀市総合相談体制構築に向けたこれまでの検討

経過と今後の予定をお示しをしております。なお、今後の予定といたしましては、

「広報いが市」２月１日号ですが、２月１日号の〆、そして、ケーブルテレビや

行政チャンネルなどにより市民周知を図るとともに、中・広域での福祉の総合的

な相談支援センターである地域包括支援センターが親しみやすいセンターとな

りますよう、愛称の募集も行ってまいりたいと考えております。 

なお、この新しい福祉総合相談体制の最終報告は市議会の１２月議会で説明を

もうさせていただいておりますし、この「地域包括支援センターのサテライト設

置等に関します関連補正予算」につき、つきましても１２月で可決をいただいた

ところでございます。ということから、４月からの運用に向けて現在、準備を進

めているところでございます。 

以上、地域包括ケアシステムの構築に向けた「新しい福祉総合相談体制につい

て」のご説明とさせていただきます。すいません。 

（委員長）   はい。事務局からご説明いただいたところですけれども、あと「愛称を募集し

ております」ということで。「包括支援センターの愛称」に関しては、以前この

委員会の中で角谷委員のほうから「非常に分かりにくい名称である」っていうよ

うなご意見をいただいており、今回その包括支援センターを３つ設置するにあた

って愛称を募集することになりました。このことに関してもこれから協議してい

ただきますが、審査の点に関して協議していただきますが。 

        まず、この今のご説明に関してご質問というよりは、今後、４月以降これに基

づいて実際運用していき、いきます。その運用するにあたって、皆さんのほうか

ら「運用に関してのご意見」、ご意見というか「ご提案」でも構いませんので。

もしありましたら、ちょっといただきたいなあというふうに思っています。 

        なお、突然今日、ご意見・ご要望っていうか、「提案って言われても困る」と

いうふうに思われてる方もいらっしゃるかと思いますので、ファックスあるいは

メールで今月末までにご意見などがありましたら、事務局のほうに送っていただ

くよう用紙もお配りしたいとは思います。 

それも踏まえて、短時間ではありますが、「今日、これだけは言っておきたい」、

「このへん、意見を言っておきたい」ということがありましたら、皆さんのほう

からよろしくお願いいたします。 
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（委員）   すいません。意見というより、ちょっと確認というんですか、「地域包括支援

センターのですね、人的な確保」、先ほども課長さんとか触れられておりました

けれども、計画通り進め、４月からもうスタートできるような確保というのは、

これはもう安心しててよろしいんでしょうか。 

（委員長）   はい。課長、お願いします。 

（課長）   当初説明をさせていただいた時に、「本庁のところには４チーム、それから、

東部、南部に１チームずつ」っていう形で３職種を置いていくっていうことにな

りますので、それぞれ掛ける６というような形になるんですが。 

       いろいろ議論をしていく中で、中核となる社会福祉士につきましては社会福祉

協議会さんのご協力を得ながら、すべての６チームを作れる体制になっておりま

す。それから保健師はもちろん、市のですね、健康推進課との協議がありまして。

それから、支所に配置されていた保健師などもそのへんの配置換えということも

ありまして、複数設置をすることができるようになりました。 

       これについては途中で説明しましたように、介護予防の健康推進ということも

併せてやりますもので、そのへんのことも複数設置ということも留意したと。 

主任ケアマネにつきましては、数だけっていうのはなかなかいきませんでしたも

ので少し足らない状態ではありますが「いない」っていうことはありませんので、

中部にも南部にも北部にも設置ができるような方向で今、整えています。 

それから年末、１１月から１２月にかけて各市内法人を回らせていただいてご

説明をさせていただいた時に「年度途中であっても、もしかしたら協力できる

かもしれない」というようなご意見も頂戴をしておりますので。こちらも年度

途中であっても、そういうのができるのであればっていうことで、今後もまた

それぞれの法人さんにご協力のお願いをしていこうというふうに思います。 

       以上です。 

（委員長）   ありがとうございます。「人的な資源の確認」が今ありまして、社会福祉士。

地域包括支援センターは社会福祉士、保健士、看護師も可能なのですが、主任

介護支援専門員ということで、一応社会福祉士と保健師に関しては「充足」し

ていて、主任ケアマネに関しては「若干不足しているが、なんとかなります」

というようなご回答だったと思います。一番要になる人材のところですので、

委員のご心配があったかと思います。 

        他にご意見とか。 

（委員）   はい。すいません、失礼します。先ほどのご説明のほうで、障がい者・子ども

に関する総合的な調整機能っていうことで、福祉相談調整課のほうでって話があ

ったんですけども。 

       これまで社協さんのほうでこういった高齢者以外のですね、相談機能っていう

ことで各課の相談支援センターがあったわけなのですけれども、それがここ、一
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元化されるっていうふうなことで考えてよろしかったでしょうか。 

（課長）   社協さんの窓口については、各支所５つの支所、本所の窓口については、その

まま残してもらいます。それは途中で、議論の中でご説明させていただいたと思

うのですが、５層までの中の１層、２層の部分については市でやっていきますが、

３層以下の部分については、やはり先ほどの説明の中にもありましたが、コミュ

ニティソーシャルワークっていう部分での「地域へ入っていただく」っていうこ

とも含めて、社協さんの窓口っていうのは今の体制の中で相談窓口っていうのは

持っていただけるっていうことでお聞きをしております。 

（委員長）   委員、よろしいでしょうか。 

（委員）   結構です。 

（委員長）   まず、委員のほうから。 

（委員）   すいません人材の件で、今現在介護についても子どもさんのことについても精

神面のメンタルっていうのがとっても地域で必要になってきてるっていう。 

介護においてもやっぱり「うつ」という問題っていうのもありますし、また

今年は昨年から今年にかけて伊賀市もそうでしたけれども、精神等の支援体制

っていうのもいろいろとお考えいただいてる中で社会福祉士さんも必要だと思

うんですけど、精神福祉士っていう形の方々もお見えになられるということで、

精神面でのメンタルっていう意味でも今後お考えをいただいて、配置の中にぜ

ひお入れいただけるようにお考えをいただければなと思っております。 

（委員長）   それは、お願いということでよろしいでしょうか。課長、お願いします。 

（課長）   ありがとうございます。実際に今回の地域包括支援センターの機能の中には、

精神保健福祉士っていう形の中では配置をされていないのですが、必要性につ

いてはもう委員おっしゃるとおり。十分ほんとに必要だというふうに思ってい

ます。 

       これから国が求めていることもそうなのですけども、地域包括支援センターの

役割っていうの、もっともっと大きくなってくるんだというふうに思ってますの

で、今回皆さん、身近に「３０分圏域」の中にサテライト機能とありますが、置

くことができましたので、あとは２０２５年問題に向けてです、これからの高齢

化に向けて機能強化っていうのを図っていく体制が整ったと思っておりますの

で、ご理解またご協力もお願いしたいと思います。 

       以上です。 

（委員長）   委員のほうから精神保健福祉士の活用もというご意見をいただきましたが、メ

ンタルな、精神面での課題もこう抱えている事例も多くなってるということで、

いつかは分からないですが、精神保健福祉士という職種があり、そのへんの支援

をする職種ということで活用をということでした。 

        委員、お願いいたします。 



8 

 

（委員）    在籍出向型で福祉士さんとか、その他の方が行かれたら、空くとこがある。今

度はシフトされたとこは、元いたとこは欠員になりますわね。 

       そのへんのとこは私が言うまでもなく社協さん、その他もそうかと思うのです

けど、従来のサービスなり、市民に対する活動していただいている部分のそれの

フォローを必ずしていただけるように反対側ではひとつお願いしたいと思いま

す。なんかそのへんは、「抜くだけ抜いてあとはもう無しよ」みたいな傾向にな

ることが懸念されますんで、関係のところはひとつよろしくお願したいと思いま

す。 

       以上です。 

（委員長）   課長、お願いします。 

（課長）   そのことにつきましては、具体的に社協さんとしっかりと詰めております。仕

組みを作ったのに、穴を空けてしまっては駄目だと思ってますので、このことに

ついては社協副会長ともしっかりと詰めておりますので、そのようなことの無い

ようにしっかりとしてまいります。 

       以上です。 

（委員）   私のほうからひとこと言ったほうがよろしいでしょうか。すいません。 

（委員長）   委員、お願いします。 

（委員）   私どものほうは、有資格者が２６名ほどございます。当然その２６名の中でで

すね、資格を持ってても、直接その従事してないっていう部分ではかなりござい

ますので、業務内容を整理をしましてですね、従来の私どもの携わっている人に

ご迷惑は一切かけないという点でですね、私どもも行政と一緒にですね、今後の

地域福祉の中での重要なその位置を占める部分がございますので、全面的にご参

加を申し上げるいう方針でおります。 

       なお、先ほど精神福祉士のお話でも出ましたですけども、私どもも実態を把握

してませんが、６名は最低でも持っている者がおるんではないんかなあとこう思

っています。当然、障がい者の部分に携わっている人もいますが、今の介護保険

事業に携わっている者ございましてですね、そういうような長期的には、高齢者

と障がい者を一体的に私どもがケアをしていくという体制をですね、もう当然、

今年は挑戦しようと思っておりますので、そういうご要望がございますとですね、

もう積極的にご参加をさしていただくような体制を作りたいというふうに思っ

ております。 

       以上です。 

（委員長）   ありがとうございました。実は、精神保健福祉士に関しては行政の、市の保健

士の中でもその資格を併せ持つ保健師がかなりいらっしゃると思いますので、 

また、そういった側面でも活用が可能かなというふうに今、ふと思いました。 

        他にご意見ありますでしょうか、せっかくの機会ですので、前の会議では名指
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しをしてしまいましたが、大変失礼なことをしてしまったんですけど、あります

でしょうか。 

        無いようでしたら、すいません。ちょっと先に進めさせていただきます。実は、

伊賀市のこの市直営の包括支援センターっていうのは、皆さん当然のように思わ

れているでしょうが、人口がこれぐらいの市町の人口ですと、ほとんど委託。直

営の部分ではなくて、委託型が多いのです。それをあえて、伊賀市が直営にした

っていうことがどういうメリットがあるのかそういうことも含めて、このメンバ

ーの方々には一緒に見守っていただきたいなあというふうに思っています。 

        この２０２５年を見据えて、今後の対応を含めて、あえて委託型ではなく直営

型で、そしてその福祉相談調整課といったようなあらゆる問題にワンストップで

対応しますよっていうところを考えたところがありますので、このへんの行く先

を私達一緒に検証しながら見守っていく義務があるのかなというふうに思って

ます。 

        これが地域包括ケアシステムに向けた第一歩であるというふうに考えますの

で、今後ですね、例えば高齢者虐待とか一人暮らしの認知症の問題とか、あるい

は障がい者の高齢の問題とか複合的な相談内容が増加していくと思いますので、

このような形で、直営の包括支援センターが３ヶ所に増えるということは皆さん

の安心にもつながるんではないかというふうに考えています。 

        併せて、伊賀市に合った形として、すべての地域包括支援センターを今お話し

たように市直営という形で判断したということが非常に評価できることなんじ

ゃないかと、私にとっては非常に教員にとってというか、地域包括ケアとか研究

してる者にとってはこの直営型にしたっていうのは、かなり画期的なことだとい

うふうに思っています。その画期的なことがなんなのかっていうことを皆さんと

一緒に、ちょっとずっとフォローしていければというふうに、繰り返しになりま

すが思います。 

        今後の運用に関しても、皆さん若干のご意見をいただきましたけれども、まだ

まだご意見はあるかと思いますので、今日お渡しするその用紙の中にまたご意見、

運用に関してのご要望、ご提案とかがありましたらしっかりと書いていただきた

いなあというふうに思います。事務局のほうには新しい福祉総合相談体制がしっ

かりと機能するように努めてもらいたいと思います。 

        では、次の議題に移らせていただきます。事務局から依頼のあった愛称募集に

ついてです。地域包括支援センターではちょっと殺風景な名前ですので、ぜひ愛

称を募集したいということで、２月の市広報で募集する計画をされていますが、

選定時期に関してはいつごろお考えになっているのかお願いします。 

（課長）   選定時期ではございます。選定時期ですが、事務局のほうではございますけ

ども。３月のですね、上旬にお願いできればというふうに考えております。 
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（委員長）   このメンバーで選定をしていただくということで。 

（課長）   はい。皆様、よろしくお願いしたいと思います。 

（委員長）   ３月上旬にということで、委員長としては受けてもよいと考えているんですが、

皆さんいかがでしょう。 

        それでは、３月上旬に第４回の委員会の開催で調整させていただきます。開催

日程の調整をもし、今できればさせていただきたいと思いますが、それとも後に

いたしましょうか。今日ちょっと、手帳も手元に無くて困りますという方いらっ

しゃいますか。３月上旬の第４回の委員会の日程調整に関して。 

では後で調整させていただきたいと思います。 

        では、愛称の募集に関しては、３月の上旬に会議を開くということで、そこで

皆さんのほうで審査をして選定をしていただくということになります。 

 

（２）その他 

 

（委員長）   一応今日の会議は終わりなんですが、お手元に１枚ですね、「障がいがあって

も高齢期を住み慣れた地域で暮らすために」という資料がありますので、これは

委員さんのほうから手短に。 

（委員）   はい。 

（委員長）   ＰＲをお願いいたします。 

（委員）   すいません、失礼いたします。社会福祉法人維雅幸育会ひまわりデイセンター

ふっくりあと申します。今日はちょっと貴重なお時間を頂戴しまして、お手元に

１枚資料を作らしていただいたんですけれども、少しお話をさしていただきたい

と思っています。 

       私は本日、知的な障がいがある方の就労の施設で働かしていただいてるんです

けれども、その法人のほうも設立から２０年以上が経ちまして、地域で暮らされ

て通所をされて働きながら暮らしてこられた方々が随分と高齢になってきてお

られます。 

       その中でですね、現在の介護保険のサービスのほうでは６５歳になりましたら、

障害福祉サービスではなくって介護保険のサービスのほうを使うようにってい

う原則がありまして、そこらへんの問題がですね、かなり表面化してきているよ

うな状況です。今、この伊賀市の中で地域包括システムですね。作り上げていく

っていうことで、その中からぜひですね、高齢になった障がいのある方の支援も

踏まえた施設の整備であるとか、人的支援のネットワークの構築についてぜひ一

緒に考えていただけないかなっていうことでこの資料を作らしていただきまし

た。詳しくはちょっと中に書かしていただいてありますので、また一度読んでい

ただけたらありがたいと思います。 
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       よろしくお願いいたします。 

（委員長）  障がいのある方が高齢を迎えているっていうことと、施設のあり方とかいろん

なことが、看護、介護っていうところでも、その障がいがあるというところで、

ちょっと分断されてるところがありますので。 

また、みなさんこの点に関しても、もちろん認知症の件に関してもそうなん

ですが、障がいがある方に関しても身体障がい者のみならず、精神、知的に障

がいにある方っていうこの方々の高齢化も非常に深刻になっておりますし、親

亡き後の介護の問題っていうのも非常に大きな問題になっておりますので、ぜ

ひ皆さんと一緒に検討していけたらというふうに思っています。 

これで私のほうは終わらせていただいて、事務局に戻すって形でよろしいで

しょうか。 

（課長）   はい。先生ありがとうございました。事務局のほうからはもう、今日は準備

したのは以上でございますので、先ほども繰り返しにはなりますけども、ほんと

に短い時間でしたのでご意見を頂戴することがなかなかできなかったというこ

とと、やはりこの場でなかなか言いにくいこともあるかと思いますので、ぜひと

もですね、資料を見ていただきましてご意見なりご要望なり、４月から始めてま

いりますのに、ほんとうにご意見をいただきたいなあというふうに、皆さんに参

考にしながら進めてまいりたいと思っておりますので、どうかよろしくお願いし

たいと思います。 

       それから、繰り返しですが。３月上旬の日程調整をさせていただきますので、

ぜひともよろしくお願いしたいと。２月の１日号にここにはおりませんが、職員

も加わることになってます。所長が広報に出てますので、よく見てあげてくださ

い。写っておりますので、そんなところでよろしくお願いします。今日はほんと

うにありがとうございました。 

（委員長）   皆さんありがとうございました。 

（委員）   すいません、よろしいですか。もう終わっていただいて、この意見を出させて

いただいてそのことについては。 

皆さんお出しいただいたそのことについては、あとどうなるのか。 

（委員長）   ３月の。 

（課長）   はい、もちろん。 

（委員長）   出しっぱなしではございませんので。 

（課長）   そのへんはしっかりとお答えをしてまいりたいと思います。 

（委員）   すいません。 

（課長）   よろしくお願いします。 

（委員長）   では、ありがとうございました。 


