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第３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１０月７日午後１時１５分～午後３時１５分まで 

   場所 鈴鹿市保健センター ２階 会議室 

 

出席委員 貴島会長，西城副会長，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 ３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修正について 

３ 各論案の検討について 

 Ⅰ 地域包括ケア他姓の確立 

 Ⅱ 生活支援・介護予防の推進 

４ その他 

                                         

 

１ あいさつ 

部長 

前回の委員会では序論・総論についてご議論をいただきましたが,今回と次回の２回に

わたり各論についてのご議論を進めていただきたいと考えております。 

地域包括ケアシステム構築に向け，地域ケア会議への取り組みや介護予防・日常生活総

合支援事業の推進などにつきまして，闊達なご議論を賜りますようにお願い申し上げ，挨

拶とさせていただきます。 

 

２ 高齢者福祉計画の骨子案修正について 

事務局 

資料１「鈴鹿市高齢者福祉計画の骨子案修正案」に基づき説明 

 

貴島会長 

総論の部分で基本理念と基本目標について中身は同じなのですが，順番が変わったりし

て３つの基本理念があげてあります。 

それから２番目の地域包括ケアシステムの実現に向けた体制づくりというところでは，
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自助・互助・共助・公助の４つの考え方を鈴鹿市における考え方として，共助の中に本計

画の互助と共助をいれるという形で整理をさせていただいたということですが，皆様のご

意見はいかがでしょうか。 

ご質問ございませんか。特になければこの高齢化福祉計画の骨子案の総論のルールにつ

いては了解していただくということでよろしいでしょうか。 

では異議なしということで承認をしていただきました。 

 

３ 各論案の検討について 

Ⅰ 地域包括ケア体制の確立 

１ 地域ケア会議の活用による連携強化 

事務局 

 資料２「鈴鹿市高齢者福祉計画（平成２７年度～平成２９年度）各論」，資料３「医

療・介護連携・認知症施策・地域ケア会議・生活支援の充実・強化」に基づき説明 

 

貴島会長 

別紙の資料３の１０ページを使用し，地域ケア会議についてご説明していただきまし

た。 

資料２には個別のケアマネジメントサービス担当者会議とは書いてないのですが，地域

ケア会議（地域レベル）の開催が，資料３の１０ページの真ん中あたりにくる地域ケア個

別会議に該当するもの，そして地域ケア会議（全市レベル）の開催というのが一番下の市

町村レベルの会議（地域ケア推進会議）に該当するものというような説明があったわけで

す。今のところでご質問，ご意見何かありますか。 

 

下津委員 

恥ずかしい質問ですけども，言い方悪いですが，地域包括支援センターが弱体だから，

重層的にそういう内容ですか。 

 

貴島会長 

ちょっと違います。先ほど重層的にと書いてありましたけども，地域ケア推進会議にな

りますと全市その上の部分として各地域包括ケアごとの中でということになりますね。さ

らに個別のケースごとにというのはサービス担当者会議。補強するというよりは補完する

という意味があると思いますけども。元々の個別のケースから不偏的な課題を広げていこ

うというのが，今回の重層的なという考え方になるかと思います。 
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下津委員 

説明を受けて，地域包括支援センターが力不足，消化不良を起こしているからそういう

ことで重層的に全方位的に支援をやっていこうということで理解をしてよろしいですか。 

 

貴島会長 

そのあたりは事務局，実際に地域包括の方もいらっしゃるそうですので，説明をしてい

ただければと思います。 

 

事務局 

地域ケア会議なのですけども，地域包括支援センターにおきましてはこれまで個別のケ

アマネージャーの支援という事業の中で様々な事案について支援をしてきていただいてお

ります。この地域ケア会議と申しますのは，今まではそういった形で個別のケースの支援

で終わっていたのですけども，そうではなくて色々なケースを重ねるごとに地域であった

り，鈴鹿市であったりというところの課題が浮き彫りになってくる。会議を開くことによ

って浮き彫りにして，行政が果たす役割というのは地域の皆さまに力を貸していただかな

ければいけない，それらを整理していって暮らしやすい町を作っていこうという為のもの

でございます。地域包括支援センターの力不足ということではございません。よろしいで

しょうか。 

 

市川委員 

個人的な理解なので少し違うかも知れないのですが，今まで包括支援センターがやって

いた個別のケアマネジメントに対するフォローというのは，たとえば地域の中でゴミ出し

ができない認知症の方に対してどうやって回りが助けていこうか，認知症で徘徊をしてあ

ちこち歩いていらっしゃる個人に対してどうしましょうかという会議はずっと開いてきて

いたわけです。 

同じようなことが何ケースかあるのがわかってきて，じゃあこの地域でどういう見守り

体制をしていこうかという会議が真ん中の会議かなと思います。 

この真ん中の会議が鈴鹿市も含めて全国的にもなかったのかなと思います。 

 

貴島会長 

なかったというよりも，地域包括支援センターをさらに強化していきましょうという意

味での多層化，重層化ということじゃないかなと思います。 

他にご質問，ご意見ありますでしょうか。 
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西城副会長 

地域包括支援センターの市川委員にお聞きしたいのですけども，これから色々仕事も増

えると思いますがやっていけるでしょうか。 

 

市川委員 

恥ずかしいお話なのですけども，たとえば民生委員，自治会，老人クラブとの関わりが

今まで少なかった。それぞれ独自で努力をされていらっしゃったので，中々そこまで手が

回っていなかったというのが反省点としてあがっています。 

やはり施設の中に入れない，入所を待っていらっしゃる方がたくさんいる。 

病院に長く入院ができなくなってきている流れになってきていますので，たとえばがん

でもう少し病院に入院していた方が楽なのでしょうけど，長いこと入院できないので在宅

で療養してくださいという多問題のケースが今増えてきています。 

地域包括支援センターの職員１０名前後でやっていますので，毎日あわただしくて，回

っていないということが正直なところです。 

 

西城副会長 

やはり地域包括支援センターごとに多職種との連携を会議で対処する必要があると思い

ます。これからは地域ケア会議が重要になってきます。だからそのような考え方で，ケア

マネージャーにもこういう意識づけというものをしっかりしていただきたいと。ですから

仕事の整理とか，それぞれの業務分担があると思います。 

たとえば要支援の方に対するケアプラン，こういうのを廃止してひとつのプランを立て

ること。それだけでもかなり時間的に余裕が生まれてくるのではないかと思います。今の

地域包括支援センターの仕事のあり方，その辺をもう一度見直してケア会議の為の方策を

もう一回立てていただければいいかなあという気がするのですが。やはり省けるところは

省いてという感じになると思うのですけども。 

 

貴島会長 

次の地域包括支援センターの機能強化というところがありますので，おそらくそのあた

りがでると思います。 

一点質問なのですが，主な事業として事業名で地域ケア会議，括弧して地域レベル，括

弧して全市レベルという書き方がしてあります。地域ケア会議というのは同じ名称ですけ

ども。 

厚労省が示したものでは地域ケア個別会議と地域ケア推進会議と名称そのものも分けて

あるのですけども，考え方としてはどうなのでしょうか。 
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事務局 

名称につきましては現在計画中ですのでこのような形になっていますが，地域包括支援

センターとお話をさせていただいて，どういった名前がいいかということも含めて意見交

換をさせていただこうと思います。 

 

貴島会長 

サービス担当者会議のいわゆるコーディネーターはケアマネージャーでよろしいのでし

ょうか。真ん中の地域ケア会議，地域レベルというのは地域包括支援センターで，全市レ

ベルというのは行政のほうからという理解の仕方でよろしいのでしょうか。 

 

事務局 

会長のおっしゃられるとおり個別の担当者会議につきましては，担当していらっしゃる

ケアマネージャー，地域レベルのケア会議につきましては地域包括支援センターで，市レ

ベルにつきましては私どもが中心になってやらせていただきます。 

 

貴島会長 

こういう考え方で進むということでよろしいでしょうか。 

従来の個別のサービス担当者会議に加えて地域ケア会議（地域レベル），これは地域包

括支援センターが主催してやっていく。ここの部分が，今までできていなかったというふ

うに先ほど下津委員が言われた虐待など，弱いところだったというところを評価していく

ということになってきますし，地域ケア会議（全市レベル），これについては今回新たに

重層的にという意味合いでやっていく，そういうふうな考え方でよろしいでしょうか。 

先ほど西城副会長先生の方から少しお話がありましたけども，次の地域包括支援センタ

ーの機能強化の事項に移ります，事務局の方からお願いします。 

 

Ⅰ 地域包括ケア体制の確立  

２ 地域包括支援センターの機能強化 

事務局 

 資料２「鈴鹿市高齢者福祉計画（平成２７年度～平成２９年度）各論」，資料３「医

療・介護連携・認知症施策・地域ケア会議・生活支援の充実・強化」に基づき説明 

 

下津委員 

これも恥ずかしいことを聞くのですけれども，私は鈴鹿市社会福祉協議会というのを知

っているのですが，地区にも社会福祉協議会はあるのですか。 
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事務局 

地域において福祉事業を推進していただくということを目的に地域の役員が集まってい

ただいて地区社会福祉協議会というのを結成していただいています。この地区社会福祉協

議会では子育て支援であったり，高齢者の見守り活動であったり，様々な事業を実施して

いただいているところです。そういった地域に根ざした福祉事業をしていただいていま

す。市としては連携して生活支援サービスや制度上ないようなインフォーマルなサービ

ス，こういったサービスをどういった形で作っていくかということで，ご意見をいただい

たりして進めていきたいと考えております。 

 

下津委員 

そうしますと，鈴鹿市の社会福祉協議会の末端組織ですか。 

 

事務局 

いえ，鈴鹿市社会福祉協議会はそれだけで単独なのですけども，地区社会福祉協議会

は，それはそれで独立した団体でございます。目的は地域の福祉の向上であったり，鈴鹿

市の福祉の向上であったりするわけです。 

 

下津委員 

そうしますと地区社会福祉協議会というのは，その上は鈴鹿市社会福祉協議会ではない

のですか。 

 

事務局 

そういったわけではないです。当然色々な事業をするにあたっては，鈴鹿市社会福祉協

議会との協議であったり，鈴鹿市社会福祉協議会が財政的な支援をしたりということはご

ざいますけども。それぞれ独立した別々の単体というふうにお考えいただきたい。 

事務局としては地区市民センターがお預かりさせていただくケースが多いかと思いま

す。 

 

玉田委員 

 私飯野地区の住民なのですけども，地区の社会福祉協議会というのがあります。民生委

員，自治会長，老人会長，子供会等が入っていただきまして地区社会福祉協議会を構成し

ています。今もおっしゃられたように，事務局は市民センターにおいてございます。 

だから地区の社会福祉協議会の会長は自治会の会長でなったり，民生委員の地区の会長

がなったり地区によって違います。 

私は飯野地区の民児協の会長もしているのですけども，飯野地区社協の会長も兼任して

います。そういう構成になっています。 
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貴島会長 

先ほど西城副会長先生からもありましたが，機能が強化されるにあたっての説明の中で

は，今後予算を組むかどうかを含めて広域連合のほうと協議をしていきたいということだ

と思います。そういうような含みでよろしいでしょうか。 

 

事務局 

たとえばこういう職種の方を増やすのか，人員規模を大きくするのかというような形を

具体的にご提案できるというようなところまでは，広域連合との協議の中では進んではい

ないという現状です。 

地域包括センターとの協議をしながら，今後どういった部門が必要になってくるのかと

いうことで，たとえば地域ケア会議がうまく機能した場合に地域ケア会議が担っていただ

ける部分も出てくるかもわかりません。そういったことも含めて総合的に広域連合あるい

は実際仕事をしていただく地域包括支援センターと協議を進めさせていきたいなと思って

おります。 

 

清水委員 

先ほどの話に戻りますけども，包括支援センターは今でも業務が多いのに，これからは

市からの委託も受けることになります。この辺の制度的な位置づけを強化するといわれま

すが，この辺はどうなのかちょっとわかりにくいです。 

 

事務局 

地域包括支援センターは広域連合とも色々相談はさせていただくところなのですが，そ

れをどういう形で強化できるのかというのは，先ほど申し上げましたように，広域連合と

きちっと連携をすることによって情報収集しながら制度をすり合わせしながら動いていた

だいています。 

 

貴島会長 

厚生労働省の資料によりますと，地域包括支援センターの機能強化のところで基幹とな

るセンターを位置づけるとありますが，今後体制づくりをしていくということでよろしい

でしょうか。 

 

事務局 

はい，地域包括支援センターの機能強化の中で先ほど会長がおっしゃっていただいたよ

うな機能強化型のものを考えるということで，広域連合と協議していきたいと思っており

ます。 
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貴島会長 

じゃあ次にまいります。社会支援を活用した支援体制づくりということで事務局から説

明をお願いします。 

 

Ⅰ 地域包括ケア体制の確立 

３ 社会資源を活用した支援体制作り 

事務局 

 資料２「鈴鹿市高齢者福祉計画（平成２７年度～平成２９年度）各論」，資料３「医

療・介護連携・認知症施策・地域ケア会議・生活支援の充実・強化」に基づき説明 

 

貴島会長 

主な事業を表にしてありますが，皆さまの方からご質問，ご意見ありますでしょうか。 

 

市川委員 

地区社会福祉協議会の未結成の地区がどこなのか知りたいです。 

 

事務局 

鈴鹿市は従来から２３の地区がありますが，その内今２０の地区で結成していただいて

います。残り３つにつきましては働きかけのほうを鈴鹿市社会福祉協議会の方からしてい

ただいております。具体的な地区のお名前につきましては，申し上げないで許していただ

ければありがたいのですけども。 

ただ先ほど申し上げましたように，ほとんどの地区で結成されている。仮に結成されて

いない地区でも，地域の中で活躍していただいている自治会長や民生委員，PTA 等にお集

まりいただいて，地域の課題を協議していただく場を作るということが不可能ではないと

考えております。未結成の地区でも高齢者を支えていただくひとつとして，色々な意見を

いただくつもりでおります。 

 

貴島会長 

表の下から２番目のところで，出前講座や夏休みワークキャンプを実施しますというと

ころで，これは社会福祉協議会の事業ではないかなと思うのですが。もしそうであれば主

な事業の実施内容を少し注意していただいたほうがいいと思います。全て市がやる計画と

混同される部分もあると思いますけども。樋口委員から説明していただければなと思いま

す。 

 

樋口委員 
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主な事業の上２つ以外は社会福祉協議会の主な実施事業になっております。 

 

貴島会長 

少し工夫をしていただければと思います。 

他にございませんか。 

では社会資源を活用した支援体制づくりは以上で，次は生活支援・介護予防の推進につ

いてのところをお願いします。 

 

 Ⅱ 生活支援・介護予防の推進 

  １ 高齢者の社会参加を目指した支援体制作り 

事務局 

資料２「鈴鹿市高齢者福祉計画（平成２７年度～平成２９年度）各論」に基づき説明 

 

貴島会長 

今の説明の中にはボランティアセンターも社会福祉協議会でという明確な説明があった

のですけども，書いたものなどでわかるものがあったほうがいいと思います。 

質問はないようですので，次の介護予防事業の充実をお願いします。 

 

 Ⅱ 生活支援・介護予防の推進 

  ２ 介護予防事業の充実 

事務局 

資料２「鈴鹿市高齢者福祉計画（平成２７年度～平成２９年度）各論」，資料４「介護予防・

日常生活支援総合事業ガイドライン案（概要）」に基づき説明 

 

貴島会長 

今のご説明に対してご意見，ご質問ございませんか。 

施策の方向性というところの文章ですけども，福祉計画にも同じような文章が使われて

います。事項書の１のところで検討いただきました序論とか総論で健康寿命を延ばすため

という表現も入っていたと思うのですけども。そのあたりもここに入れたらどうかなあと

いうふうに感じたのですけども。 

 

事務局 

会長がおっしゃられるように健康寿命を延ばすというのが最大の目的でございますの

で，その辺もつめて見直しをさせていただきたいと思います。 

 

 



10 
 

 

貴島会長 

他にございませんでしょうか。 

それでは次にいきたいと思います。あと２つあります。 

生活支援サービスの充実というところ，お願いします。 

 

 Ⅱ 生活支援・介護予防の推進 

  ３ 生活支援サービスの充実 

事務局 

資料２「鈴鹿市高齢者福祉計画（平成２７年度～平成２９年度）各論」，資料３「医療・

介護連携・認知症施策・地域ケア会議・生活支援の充実・強化」に基づき説明 

 

貴島会長 

ありがとうございます。何かご質問，ご意見ございませんでしょうか。 

 

福田委員 

これからどういう受け皿が必要になってくるか，私達としてもこういうものがほしいと

か必要かという発信はがんばってしていこうと思っています。 

この機会を逃して動き出してからでは，修正とか追加とかが難しいですので，ここはケ

アマネージャーとしては発信をがんばるところかなと思います。 

ひとつ質問なのですが，資料４の１９ページ③２つ目で包括支援センターが実施するが

居宅への委託も可能ということで，引き続きこういうこともケアマネージャーに委託がさ

れてくるという理解でよろしいでしょうか。 

 

事務局 

今の国の説明によりますと，要支援の方のサービスの提供にあたりましては現時点でケ

アマネジメントが必要だとされております。介護給付，たとえばリハビリ等の給付，住宅

改修以外にこういうふうな総合事業を使われるということもあろうかと思いますが，それ

を含めてケアマネジメントをしていくという形にはなってくる。委託も可能であると国の

ほうから説明されています。 

 

貴島会長 

介護支援専門員協会でも色々議論されていらっしゃるのですか。 

 

福田委員 

そうですね，先日も社会福祉協議会で勉強会をしていただきました。協会の方でもそう



11 
 

いう機会があれば行きたいなと思います。 

貴島会長 

先ほどおっしゃいましたとおり今なら言えるということですね。他にございませんでし

ょうか。 

 

市川委員 

鈴鹿西部なので山のほうの管轄をしています。配食サービスを使いたいという高齢者が

いらっしゃったときに，地域によっては毎日持ってきてくれるのはここしかないよという

ところがあるわけでして，どこも持ってきてくれないというところもあります。配食事業

について教えていただければと思います。 

 

事務局 

配食サービスというのは地域事業なのですけども，地域支援事業で実施する場合は概ね

二通りのやり方がございます。 

鈴鹿市として今やらせていただいているのは，お弁当を一軒一軒お届けすることを通じ

て安否確認をしていただくということで実施しています。 

それ以外に地域支援事業で実施するということになりますと，二次予防事業対象者の方

であって栄養管理が必要な方について配食サービスを実施するということが認められま

す。というふうな制度になっております。 

ですから，たとえば男性のお一人暮らしで毎日食事を作るのが大変な方に配食サービス

を提供するのは難しいと。 

新しくなってもこのまま遂行されるということでございます。 

おっしゃられますように鈴鹿市全域にわたりまして，たくさんの業者さんが個別に配達

をしていただける状態になればいいわけですけども，なかなか各お家を訪問してお弁当を

お届けするというのは大変なことです。 

人口が集中していて配達経路が組めるところはわりと協力していただける業者が多いの

ですが，過疎のところはなかなか難しいという現状です。 

それに対して支援というのは，財政的にちょっとした壁もあるというのが現状です。 

 

貴島会長 

今回地域ケア会議という仕組みができて，解決の方向に向かうのでしょうか。 

 

事務局 

おっしゃられるとおりそういった課題とかありますが，私どもとしましてはいただいた

ご意見を可能な限りどういったことができるのか検討させていただきます。 
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貴島会長 

そういったことも含めて，地域ケア会議で活発に色々な意見を出していかないといけな

いということですね。 

では最後に高齢者福祉施策の充実というところをお願いします。 

 

 Ⅱ 生活支援・介護予防の推進 

  ４ 高齢者福祉施策の充実 

事務局 

資料２「鈴鹿市高齢者福祉計画（平成２７年度～平成２９年度）各論」，資料３「医療・

介護連携・認知症施策・地域ケア会議・生活支援の充実・強化」に基づき説明 

 

清水委員 

生活支援総合事業の中の介護保険とは別のメニューとはどんなものがございますか。 

 

事務局 

国の資料の中では配食のことなどが例として挙げられています。地域ケア会議を開催さ

せていただく中で，こういった課題の解決に向けて取り組んでいただくという形でご意見

をいただくことだと思うのですが。 

 

貴島会長 

そういったニーズが出てくると，それに対応してサービスを発掘したりするのですね。

私はここに挙げられていることが，どれぐらい浸透しているのか，どれぐらい実施されて

いるのかはっきり把握できないのですけども，そのあたりの実績を知りたいですね。 

 

事務局 

在宅生活支援事業を４の高齢者福祉施策でさせていただいております。在宅生活支援事

業というのは，地域支援事業に当たるところで各市町村が行なっているものです。 

在宅生活支援事業の実績を報告。 

 

市川委員 

 徘徊探知器の事業はここには明記されないのですか。 

 

事務局 

 加えさせていただく予定です。 
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貴島会長 

場違いなのかもわかりませんが，先日新聞に高齢者総合相談窓口みたいなのが載ってい

ましたが，それは高齢者福祉施策の充実には関連しないのですか。 

 

事務局 

会長がおっしゃられるそのことにつきましては，実は１０月５日の広報に記載をさせて

いただいたところです。 

地域包括支援センターが総合相談の窓口ということが，市民の方にある程度浸透してき

たと思っています。では地域包括支援センターはどこへ行けばいいのかということが最大

のネックになってくると思います。 

相談をしたいのだけどどこへ行けばいいのかわからないという方もたくさんおみえにな

ると思いますので，試行的にさせていただこうと思います。 

まず実態を把握していきたいということで市内４ヶ所の地区市民センターに設置をさせ

ていただくという形を取りたいと思います。その結果で相談件数がたくさんあれば，どこ

へ行けば相談できるのかというものをたくさん作っていかないと駄目だと思います。まず

試行という形でさせていただいて，その結果でどのように取り組むかということを決めさ

せていただきたいと思います。 

そういうこともございまして，今回記載はしておりませんけども方策のひとつとして進

めていきたいと思います。 

 

樋口委員 

施策の方向性で，買い物とか交通などの生活支援サービスの提供の促進とありますが，

予算のこともあるのかもしれませんが表の中に入っていませんね。 

 

事務局 

新しい総合事業の中でも外出支援サービスというのがあるのですけども，買い物に連れ

て行ってあげるよというサービスではなくて，お出かけする準備のお手伝いをする。ある

いは病院へ行ったときの受付のお手伝いをするというようなボランティア的なものを育て

ていって，生活支援をしやすい環境を作っていこうというようなことでございます。 

交通ということが書いてあるのですけども，高齢者をターゲットにした別の交通システ

ムを作るということは現在のところは考えていません。現状の交通システムの中で，地域

の助け合いで何かできることがあれば考えていきたいなとは思いますけども。 

 

花井委員 

生活支援サービスについて３１ページの住民ボランティア等が行なう見守り，これにつ
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いてたとえば自治会での施策について教えてほしいです。 

 

事務局 

住民ボランティア等となっていますけども，実際地域においてどれくらいの人がおられ

るかということについてまだわからないことがございます。具体的にどのようなことで取

り組んでいただくかニーズはあるのですけども，地域でお願いしていくということだと思

います。もっと活発にやっていけないかということを検討してまいりたいと思います。 

 

貴島会長 

今日は項目ごとに色々ご意見を聞かせていただきました。 

事項書３番の各論案の検討については議論していただいて，今回意見が出たものについ

てはそれを踏まえて各論を進めていただくということで，それでよろしいでしょうか。あ

とその他というところですが，事務局の方から。 

 

事務局 

事項書一番下の次回の開催ということでご提案をさせていただきたいと思います。 

今回総論と各論のⅠとⅡをご審議いただいたわけですが，まだ各論Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ・Ⅶ

があります。そちらを１１月４日(火)の１３時１５分こちらの場所になりますけども，皆

様のご都合をお聞かせいただきたいと思います。 

資料が整いしだい発送させていただきたいと思いますので，よろしくお願いします。 

どうもありがとうございました。 


