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第２回 鈴鹿市高齢者福祉計画策定委員会議事録 

日時 平成２６年８月１９日午後１時～午後３時まで 

   場所 鈴鹿市保健センター ２階 会議室 

 

出席委員 貴島委員，西城委員，元橋委員，樋口委員，玉田委員，塩川委員，清水委員，福

田委員，市川委員，下津委員，花井委員 

傍聴者 ２人 

事務局 保健福祉部 松井部長 保健福祉部長寿社会課 市川課長 長寿社会グループ 

佐藤 GL，益川 

    （株）日本開発研究所三重 舘取締役 研究部長 

 

議事 

１ あいさつ 

２ 高齢者福祉計画の骨子案について 

３ 介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン案の概要について 

４ ワーキンググループの状況 

５ その他 

                                         

 

１ あいさつ 

部長 

 介護保険制度の改正につきましては，厚生労働省から資料が示され，8月上旬に市町向

けの説明会が三重県よりなされました。その中で介護予防事業にかかる指針は示されてい

ますが，詳細につきましては今後の取り組みの中で徐々に出されるものと存じます。 

 いずれにしましても市が担う役割は現計画よりも大きくなり, 具体的な取り組み内容

まで掲載することが求められます。これらのことから，市民に社会保障制度に対する理解

を深めていただく為の多様な施策の展開についてさらに取り組んでまいる所存です。 

このような背景のもと，今回の高齢者福祉計画を策定する為に皆さまのお力添えをいた

だくわけですが，事務局から提案させていただきます内容につきましては，各委員のお立

場で忌憚のないご意見を賜り，より良い計画を策定してまいりたいと考えておりますの

で，ご協力をお願いいたします。 

 

２ 高齢者福祉計画の骨子案について 

事務局 

 資料１「鈴鹿市高齢者福祉計画（平成２７年度～平成２９年度）の骨子案」，資料２
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「地域包括ケアシステムの５つの構成要素と『自助・互助・共助・公助』」，資料３「施策

の体系」に基づき説明 

 

質疑 

 

清水委員 

先ほどの説明の中で，高齢者が住みなれた地域で安心して住めるというのが大前提にな

っており，その中核になるのが地域包括支援センター。これを充実していこうというお話

ですが，どういう形で充実していくのか。 

たとえば具体的に，要支援の方を地域包括支援センターが直接支援するのか，あるいは

一挙にボランティアに丸投げしてしまうのか。 

たとえば包括支援センターを各地域に，キーステーションを作って，医療法人とか福祉

法人とか介護センターとかそこが中核になって，支援をするのか。要は経費を安く抑える

ということが最後の結論か。 

NPO 法人，ボランティアが中心になって支援をするなど，具体的なものが書いてなく

て，地域，地域といわれるけども，本当にその地域に住んでいる人が地域のところで介護

を受けられるのか，あるいは生活支援を受けられるのか。 

現状，鈴鹿市はばらばらになっているわけですけども,たとえば中部なら中部に住んで

いる介護の必要な人が中部包括支援センターで担当をするのか，具体的なものがわかりま

せん。 

 

貴島会長 

今，骨子案ということで先ほど資料 3の地域ケア体制の確立ということで，1・2・3と

いう枠組みがありまして，地域ケア会議の活用，地域包括支援センターの機能強化，社会

資源の活用こういった項目が用意されています。今質問があったところは 2の地域包括支

援センターの機能強化というところです。中身としてはどういうところが想定されるのか

というような趣旨のご質問だと思います。事務局で何かありますか。 

 

事務局 

今回ご審議いただきますのは，基本的には骨子で，具体的に踏み込んだ内容にはなって

おりません。地域包括支援センターの機能強化というのは大分前から言われております，

特に今回このような法改正に伴いまして，大きく制度も変わったため地域包括支援センタ

ーの役割がだんだん大きくなってきております。機能強化といわれていますが,具体的に

今までの業務と比べどういった形で強化するのか，鈴鹿亀山地区広域連合と調整をさせて

いただき，次回の時にはこういう形でと具体的にご提案ができればと思っております。 
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貴島会長 

次回までに地域包括支援センター機能強化について，こういったことを望みたい，そう

いったものがありましたら，今回お預けいただければと思います。 

 

市川委員 

日常生活圏域の設定に関して，現状として包括が 4つあり，4つの地域で 4圏域でとい

うことで理解はしていますが，厚生労働省の基準としましては中学校区を日常生活圏域と

するという具体的な記載がある中で，鈴鹿市の現状では日常生活圏域の範囲がすごく広

い。今から NPO やボランティアを活用してという話になると思いますが，地域包括ケアを

含む圏域のために包括側の意見としましては，先ほど意見のあったキーステーションとか

旧在宅介護支援センターとか，もしくは地区，地区にある地区市民センターを基盤とした

日常生活圏域を考えていただきたいなと思っておるわけです。そのあたりをご検討いただ

ければなと思います。 

 

事務局 

日常生活圏域につきましてはおっしゃられているように中学校区を基本として考えなさ

いというという指針が出ています。各市等もその辺の苦労をされているところです。鈴鹿

の場合は 4つの圏域でということでスタートさせていただいて 10 年近く経つわけです。

先ほど説明の中でも触れさせていただいたのですけども,実際に圏域の中で活動していた

だくのに，道一本で線引きするのは日常生活の中ではやりにくい部分もあると思います。

そういうふうな微調整については，させていただきたいなとは思っているところです。地

域包括支援センターをもう少し増やすというふうなことになりますと，鈴鹿亀山地区広域

連合とも協議をさせていただく形になるとは思うのですけども，課題として受け止めさせ

ていただければありがたいと思っています。 

 

貴島会長 

機能強化とうたってありますので，役割は増えていくということは理解しています。増

えた役割をこなしていくためのしくみとして，人員を増やすのか，数を増やすのか，そう

いったしくみもあわせて検討していく必要があると思います。他に質問等ございますか。 

 

前回の高齢者福祉計画の中には，目標と理念につきまして理念が 3つか 4つあげてあっ

て目標がひとつというようになっていました。今回の枠組みの中では理念と目標というく

くりになっているのですけども，今後前回と同じような形で理念が分かれていくのかその

あたりはどうでしょうか。 
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事務局 

前回は理念というのを書かせていただいて基本目標とさせていただいていました。今回

の計画の中では基本理念と基本目標をひとつにさせていただいて，こういう形でご提案を

させていただいています。 

たとえば前回のような形のほうが見やすいというご意見がございましたら，修正させて

いただきたいと思います。 

 

貴島会長 

中身に踏み込んだ説明があったわけですけども，今抱えている基本理念・基本目標のと

ころで自助・互助・共助・公助の役割分担というようなことについて，もう少し突っ込ん

だ説明が必要かなという雰囲気を感じました。 

資料 3のところで，7つの柱が出ているわけなのですけども，それぞれの柱ごとに自助

があり互助があり共助があり公助があるというふうになるわけですけども，それぞれが地

域包括ケアシステム確立の中で自助の部分としてはどんなことが想定されるのか，互助の

部分はどういうことが想定されるのかということが少しわかりづらくなる。基本的なとこ

ろではイメージ図でも示すほうがよい。文章の中で自助・互助・共助・公助，縦の役割分

担をしていくというだけではわかりにくい。 

 

事務局 

そうしましたら，ご意見をまとめさせていただきます。 

 

貴島会長 

資料 3のところなのですけども，7つの柱があって右側にそれぞれの柱ごとに取り組み

や課題があげられていますけども,ここにあげられてないようなことでもっとこの計画の

中に織り込むべきではないかということがありましたら，少し入れさせていただければな

と思いますがいかがでしょうか。 

生活支援・介護予防の推進のところで，生活支援サービスの充実と書いてあるのでここ

の中に含まれるのかなと思うのですが，高齢者の方の移動手段，特に車の免許を返納され

た方，そういった方々が交通弱者，あるいは買い物弱者となっていくと思うのですが，今

回対策などがどういうふうに盛り込まれるのかなあと思っています。生活支援サービスに

入るのか，又は別物でそういう視点を持ったほうがいいのか。 

 

事務局 

生活支援サービスそのものは，制度的なものではなくて先ほどおっしゃられたことは発

掘して育てていくという形になって来るかなと思っています。 

もっと別だしのほうが見やすいというのであれば，そちらを進めさせていきたなと思っ
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ております。 

 

福田委員 

医療と介護の連携ということで，いわゆる住民意識向上・広報・啓発ということで，医

療と介護を連携するのに住民をどういうふうに変えていくのか。どちらかというと関係機

関の医療側・介護側の意識の向上であったりとか連携の場を作ったりとかそちらの働きか

けのほうも大事ではないかと思います。 

 

事務局 

住民の方々のご理解のないことには，施設・病院から在宅へというのが進まないという

ことを常々聞いておるところでございますのでそれを前に出させていただいてありますけ

ども，確かに関係の皆様の意識がすごく必要なことだと思いますので，それが入れられれ

ばと思っています。 

 

貴島会長 

そのあたりが 1の在宅療養生活への支援，それの間ぐらいに「医療関係者，介護関係者

の連携」そういった文言が入ってくるのですね。 

 

花井委員 

Ⅰの地域包括ケア体制の確立の 3の社会資源を活用した支援体制作りで，一般の住民の

方が老人会や自治会に中々自分で行けないと困っています。その辺のところをもう少し強

化してやっていただきたい。 

 

下津委員 

資料 3でずっと項目がありますけども，今の市役所の能力，お金，時間等を計算して重

要な項目はいつまでにとか，そういうような整備が必要だと思います。 

する能力はあってもお金がないとか，人がいないとかありますよね。市民からの声は幅

広くあがってくると思うのですけども，そうは言うけども重要度と時間はマトリックスで

まとめるのが必要じゃないかと思います。 

 

事務局 

おっしゃられるとおり，これを実際に実現する為に全てのことを来年の 4月 1日にでき

るかというと，やっぱり時間のかかるものもあれば，お金がかかるものもあるということ

もございますので，その辺の貴重なご意見を元に検討させていただきたいと思います。 

 

樋口委員 
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安心・安全の体制つくりのところですが，防災対策の推進と防犯・交通安全の 2つしか

ないので，ここへ地域で安心して暮らしていけるということで地域の方の協力と,子供さ

んたちの福祉教育というのも盛り込んでいただけたらいいかなと思います。福祉教育的な

ところを盛り込んでいただかないと，高齢者の方が住みやすいまちにならないのかなと思

います。 

 

貴島会長 

互助の部分で，互助をいかに育てていくかと考えますと，やはり地域の中で教育的な機

能それも伝えないと互助は育っていかないと思います。そういう意味で安心・安全の体制

という中に互助をどう育てるかという課題だと思います。 

今骨子案ということで，これから大枠に乗せていってさらに中身を詰めていくという予

定になります。また会議の最中でもかまいませんし，何かありましたら次回までの間でも

ご意見出していただければなと思います。 

とりあえず，事項書 2の高齢者福祉計画の骨子案につきましては資料 1・2・3に基づい

て説明をいただき，そしてたくさんのご意見を出していただきましたので，これを加味し

た形で進めていくということでよろしいでしょうか。ではそういうことでお願いします。 

 

それでは事項書 3 介護予防日常生活支援総合事業ガイドライン案の概要について，事

務局から説明をお願いします。 

 

事務局 

資料４「介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン案の概要について」に基づき説明 

 

貴島会長 

いずれにしましてもガイドラインについて膨大な資料になっておりまして，総合事業の

中の一部分ですけれども，今回予防給付が日常生活支援総合事業に替わっていきます。 

どんな質問をしていいのか，ご意見等でかまいませんのでなにかあればお願いします。 

 

清水委員 

ミニデイサービスとは今やっているサロンとかそういうものに該当するわけでしょう

か。 

 

事務局 

資料 4の②の通所型サービスで申しますと，国の資料では 4つの形のものを提示してお

りますが，①が従来の予防給付に相当するものというふうに私どもは解釈をしておるとこ

ろです。 
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②が要支援と認定された方なのですけども，虚弱な高齢者ということで対象となった方

を合わせて対象とするとしているのですけども，そういった方に通所介護に代わるものと

して地域支援事業で実施するというふうになります。ここの部分が従来から，市の財政で

サービスの量に差がでてくるのではないかということで色々議論されているところです。 

これにつきましては，具体的に鈴鹿市あるいは鈴鹿亀山地区広域連合とどのようにやっ

ていくかということにつきまして，まだ調整中です。具体的な案というのは現在のところ

まだお示しできないのですが，この事業は 29 年の 4月には全国一斉に全ての市で行うと

定められておるとことでございます。29 年 4 月までにどのように準備を進めていくのかに

ついては，次回の委員会には市の案ということでお示しできたらなと考えてところです。 

 

清水委員 

新しい事業になるわけですね。 

 

事務局 

そうですね，これは新しく作られるという形になってきます。最終的には①がなくなる

形になります。予防給付というのは 30 年までということになっています。 

 

清水委員 

今後要支援の認定は続くわけですよね。 

 

事務局 

訪問リハビリとか通所リハビリなどはまだ予防給付として今後も残っていきますので，

通所介護・訪問介護の部分については平成 30 年で終わりというふうになっています。 

それまでにはこの表の多様なサービスというのを整備しなくてはいけないことになって

います。 

 

貴島会長 

今デイサービスを受けている人は 615 人ですよね，それらの方々が通所型サービス Aに

移行されるであろうということでよかったですね。 

この表でサービス提供者の中に括弧して例とは書いてありますけども，雇用労働者プラ

スボランティア，通所型サービス Bについてはボランティア主体と書いてあるわけです

が,これらの育成そういったような取り組みというのは，今の段階で具体的に何かあるの

でしょうか。 

 

事務局 

実際に通所型・訪問型両方ともボランティア主体の B型のものがあるのですけども，こ
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れについてはボランティア団体の総合的な窓口を担っていただいている市の社会福祉協議

会さんにもお知恵を拝借させてもらいながら，今までやってきた介護予防事業それを上手

に使い込むかどうかを決めて検討させていただきたいなと思ってます。 

 

貴島会長 

そのあたりは非常に難しいですね。 

 

事務局 

③が一番大変だと思っています。 

 

樋口委員 

今のお話をお聞きしていますと，今までサロンをもうちょっと強化するみたいな感じで

聞こえてくるのですけれども。 

 

事務局 

サロンの中でご協力いただける方がいらっしゃるのであれば，是非とも私どもとの話し

合いに参加していただければありがたいなと思うのですが。その上でやってみようとご協

力いただける方であればそんな形になってくると思います。 

 

樋口委員 

先に，いろんな条件というか政策というのがおありかなと思いますので，その辺を教え

てください。 

 

事務局 

こういった形でガイドラインが国から出たのは出たのですが，さらに細かいのがこの秋

に出ると言われておりまして，まだ未確定の情報もございますので，その辺を見極めたう

えでご相談にのっていただければありがたいなと思います。 

 

塩川委員 

この計画自体は 3年かけますけど，今も具体的なことは次回ですと言われて中々見えに

くい部分はあるのですが，これは何の為に作るのかというとどんな方に見てもらってもど

ういうふうに進んでいくかということがわかるということなので，その辺のところをわか

っている部分からでもいいですので，反対に言ったら普通の市民の方が，これを見てこう

いうことだったら私達もやってみることができるじゃないかという意味合いもあるのかな

と。私達も逆に事業者としてどういうふうにやっていけばいいのかなというのが見えてほ

しいというのがあるので。 
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貴島会長 

地域包括ケアシステムの縮図の中には，先ほどのボランティアという言葉にとらわれず

に，いかに元気な高齢者を巻き込むかというところが非常に大きなポイントになると思い

ます。 

 

清水委員 

元気な老人をどうやって使うかという取りまとめ，それが互助なのですけども，その互

助の意味がよくわからないです。過程にあるのは誰かが仕切って指揮してやるのか，誰が

取りまとめてやってくれるのか。元気な高齢者はいると思いますから，近所の要支援のお

ばちゃんが何でもやりますよと言っても勝手にやれば責任問題がおきてきますし，お金も

ボランティアにお支払いしないといけない問題も出てきますし，それも次回にということ

になるのか知りませんけども。 

 

事務局 

この計画には具体的にこういうふうなことをして取り組んでいきますということは書か

していただくのですけども，先ほど委員さんのおっしゃられたような有償ボランティア負

担をどういった形で求めるかというものが今は主流だと思いますけど，その方策等更に細

かい部分については計画の中でそこまでうたうのは難しいのかなと思っています。 

 

市川委員 

更に突っ込んで細かいことを言うようで申し訳ないのですが，地域の中で老人会に入ら

れているまあまあお元気な方とグループでお話させていただいたりしています。 

隣近所の方が病院やスーパーへ車に乗せて送っていってくださったりすることが多々あ

ります。 

多様なサービスの中のボランティア主体で一番問題になってくるのが，隣に乗せた高齢

者の方が怪我をされたときに，保険で対応してもらえるのか，そういった方面の施策とか

補助に重きをおいてほしいと思います。 

お隣さんの仲良しさんですますのか，どこまで補助を出せるのかというのが難しそうだ

と思うのですけども。好意でしたものが怪我をさせてしまった，事故になった，というと

きの補償というものを考えていただいたら，やろうかなと思う人が増えると思います。 

 

事務局 

補償云々という話なのですけども，これが例としてあったかどうかは別なのですけど

も，色んなところでボランティアポイントをやっているところがあります。それについて

は制度として持って，そして制度を理解した上で参加いただくと。 
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多くのところが社協さんが中心になってやってもらっていると思いますが，ボランティ

ア保険というのがあります。あくまでもその保険の範囲内で対応しますよと。そういうボ

ランティアポイント制度を設けているところが多いと思います。 

行政が制度として設けるのであれば，そのような形のものが限界になってくるかなと思

います。 

さきほどおっしゃられたように隣の人を乗せた場合，なんらかの支援というのはなかな

か難しいと思います。 

 

貴島会長 

一つ一つの補償のしくみを作るということは，行政としてはやらなくてはならないこと

だと思います。社会福祉協議会なり，また別のしくみがあるのかもわかりませんが，そう

いったしくみを提示して関係機関が協力して示されていけばいいと思います。 

今回の地域包括ケアシステムを作っていくにあたっては，そのあたりの公助の部分をど

うしていくかというのが非常に重要なポイントになっています。それについて色々な知恵

を出しあっていかないといけないと思います。 

 

総合支援事業で，何かお考えなり，ご意見なりありませんか。 

 

樋口委員 

資料 4の多様なサービスの⑤の訪問型サービス D 移動支援のところですが，内容が移

送前後の生活支援ということでよろしいでしょうか。 

 

事務局 

ちょっと説明をさせていただきますと，移動支援と書いてあるので，あるところから目

的地までお送りをするというふうにとってしまうと思うのですけども，実はそうではなく

て，出かけていただく準備の支援，それと行き先での支援ということです。 

 

樋口委員 

要支援の方が対象ですね。 

 

福田委員 

今の介護保険の中では，たとえばデイサービスに行くまでに，そこの家に行って荷物を

セットしたりすることがありますね。 

 

貴島会長 

 高齢者の方がデイサービスに行く為の準備とか，着替えとか，こういうサービスは今後
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も続くわけですね。 

 

事務局 

これに代わるものということで，今まではデイサービスに行くのにヘルパーさんに来て

いただいて，着替えやいろんなものを用意していただいていましたが，それに代わる支

援を地域支援事業の中で考えなさいというのが訪問型サービス D 移動支援ということ

です。 

  

清水委員 

要支援の方に対してですか，それとも要介護の方にも適用されるのですか。 

 

事務局 

要支援の方を対象にということです。要支援の方だけ訪問介護と通所介護が介護保険か

ら抜けて，地域支援事業で行っていきますので，要介護の方は引き続き介護保険制度の中

での利用となります。 

 

貴島会長 

資料 4の最後のページに書いてあるのですけども，先ほど清水委員からの質問にあった

のですけども生活支援の担い手として社会生活に参加しますよという絵が書いてあるので

すけども，ここの部分に関与する機関，組織はどこが関与するのか。今，見えている部分

はあるのでしょうか。 

 

事務局 

先ほども少し申し上げましたけども，他市では介護ボランティアのポイント制もやって

いますし，それを鈴鹿市が合流できるかどうかということだと思います。 

あとは事業規模としてはまだ小さいものですけども，シルバー人材センターで家事支援

という事業も実施はされています。その辺と上手にタイアップができるのか，あるいは地

域のグループの方たちと協力できるかどうかという形で模索をしていきたいなと思ってい

ます。 

 

貴島会長 

何らかの形で地域包括支援センターがかかわることにはなると思うのですけども，生活

支援の担い手としての社会参加，左側はいわゆる要支援の方サービス提供者で，右側が高

齢者というような絵になっています。 

事業者と意欲的な元気な高齢者をつなぐ，そこの組織というのは少しイメージをしてい

かないと地域包括という部分で具合が悪いですよね。なんとなく必要かなと思います。 
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事務局 

おっしゃられるとおりコーディネートをしていく必要になってこようかと思っておりま

す。これについても大きな課題としてまとめさせていただきたいと思います。 

 

貴島会長 

まだまだわからないことが多くて，またわかろうと思って資料を見てもわからない。あ

るいはもっとわかりやすく解説してほしいと思いますけども。 

 

これで介護予防日常生活支援総合事業ガイドライン案の概要について以上で終わりま

す。 

 

次，事項書の 4 ワーキンググループの現状についてということなのですけども，事務

局から説明をお願いします。 

 

事務局 

資料５「ワーキンググループの状況」，当日配布資料６に基づき説明 

 

貴島会長 

ご質問等ございませんか。こういう形で庁内のワーキンググループができて会議を要請

中ということですね。資料 6は庁内で使われるものですね。 

 

事務局 

関係各課に提出に基づいて情報をくださいとお願いいたしております。予算等々のこと

もございますので。 

 

貴島会長 

よろしいでしょうか。 

これは，庁内全課をあげるということになるのでしょうか。 

 

事務局 

そうですね，全課ではなく関係すると思われる部署につきまして声をかけさせていただ

いたということであります。 

 

貴島会長 

ご質問ご意見ないようですので，事項書 4につきましてはこれで終わりたいと思いま
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す。 

次，その他ということで説明をお願いします。 

 

事務局 

当日配布資料に基づき説明。 

 

貴島会長 

ありがとうございました。 

追加の報告ということですけども，何かご質問があれば。 

 

議事録の高齢者介護の調査結果報告書の問 29 で，一人暮らしの方の回答で手伝っても

らいたいが迷惑をかけたくないのでためらってしまうという方が 27.4％，福祉サービスを

利用すればよく，特に手伝ってもらう必要はないという人が 25.6％，困っていないので特

に必要ないがない。これらの一人暮らしの人たちは，手伝ってもらうことを必要ないと考

えている，そういう理解ですよね。 

手伝ってもらいたい人は 17％ですので，それ以外の人は一人暮らしにもかかわらず手伝

ってもらう必要はないと考えていらっしゃるととれますよね。 

 

事務局 

積極的にあるいは多少手伝ってもらいたいという方が 17％ですが，本当は手伝ってもら

いたいのだけども躊躇してしまうという方も，手伝ってはもらいたいと捉えるとします

と，27％更に増えますので，44％ぐらいの方は一人暮らしの中で手伝ってもらいたいと考

えているのかなとも思えます。 

 

貴島会長 

何だか解釈が難しいですね。迷惑をかけたくないというのを先に持ってきたらどうなの

でしょうね。手伝ってもらいたいのか，手伝う必要がないと考えているのか解釈が難しい

ですね。あまりこだわってもね。 

何かご意見ございませんか。 

 

追加資料でもうひとつ，前回の議事録の案が示されております。その説明を事務局からお

願いします。 

 

事務局 

議事録案について説明 
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貴島会長 

最後に前回欠席された西城副会長，一言お願いします。 

 

西城副会長 

前回は申し訳ございませんでした。 

津で別の会議がございましたので，ちょっと失礼させていただきました。今日の高齢者

福祉計画策定委員会，難しいですね。できましたら，イメージ図を作成していただくとい

いと感じました。だから地域の包括，自助・互助・共助・公助この 4つが文書で書いてあ

るとどういうふうにしていくのかが中々理解しにくい。ボランティア活動をどのようにや

るのか，誰が命令して何をどうしていくのか。 

行政があって，地域包括があって，その下に介護，その下にいわゆるボランティアの部

分という命令系統，そういうのがあるといいと感じました。 

そしてもうひとつ，資料 3のこの表，地域包括ケア体制の確立，これも一緒のことです

ね，ものすごくわかりやすくなる，結局色々問題が出てくると思うのですけども。 

 

事務局 

次回は各論についてご議論いただきたいと思います。資料 3で申しますと，右側にたく

さん項目が書いてありますが，それぞれの項目についての考え方をご審議させていただき

たいと思います。 

 

西城副会長 

これ 3つ，少なくとも 2つに分けてやったほうがいいかなという気がするのですけども

ね。たとえば，地域包括ケア体制でもいろいろありますよね。医療と介護の連携でも地域

包括ケアシステム，イメージ図を作っているわけですね，ああいうふうな姿を描いてほし

いわけです。非常に難しいと思いますが。行政からのサービスの類型，本当にこれでいい

のだろうかと心配しているのですけどもね。 

たとえば訪問介護で，認知機能低下により日常生活に支障がある症状・行動をともなう

者とでていますが，これだったら少なくとも要介護認定じゃないかなと疑問に思います

ね。 

今もお話に出ていたと思いますけども，移送前後の生活支援が要支援者にこんなこと必

要なのでしょうかね。要介護 1以上の対象者じゃないでしょうか。本当に対象者の為に考

えているのでしょうか。 

この表もあまり信用できない，だからもう一度見直しする必要があるという感じがしま

した。 

 

貴島会長 
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ありがとうございました。次回は，おそらく資料の量も多いと思います。委員の皆さん

も，できるだけ読み込んでいただきたいと思います。事務局の方はご苦労されますけど

も，できるだけ余裕を持って資料を発送していただければたいへんありがたいなと思いま

すので，よろしくお願いします。 

ほぼ事項書に沿って会議を進めてまいりましたけども，皆さんのほうから何か。よろし

いでしょうか。 

 

事務局 

本日は長時間にわたり，貴重なご意見を頂戴いただきましてありがとうございました。 

 


