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平成２５年度第１回岩手県高齢者福祉・介護保険推進協議会会議録 

 

１ 開催日時 

  平成 25年 9月 19日（木）午後２時 30分～４時 30分まで 

 

２ 開催場所 

岩手県水産会館大会議室 

  盛岡市内丸 16番１号 

   

３ 出席者 

 【委員】（５０音順） 

   伊 藤 悦 子 委員     海 沼   茂 委員 

   木 村 宗 孝 委員     佐々木 カ ツ 委員 

   佐 藤 芳 郎 委員     鈴 木 佐知子 委員 

   関  りゅう子 委員     高 橋 敏 彦 委員 

   竹 村 祥 子 委員     長 澤   茂 委員（代理：鈴木 道明 氏） 

   平 賀 喜代美 委員     藤 原 誠 一 委員 

   細 江 達 郎 委員     三 善   潤 委員 

   八 幡 博 文 委員     山 内 二三男 委員 

    

 【県側出席者】 

   根子保健福祉部長 鈴木長寿社会課総括課長 稲葉高齢福祉担当課長 

   小野寺介護福祉担当課長 吉原主任主査 西野主任主査 長寿社会課職員 

  

４ 開会 

  〈会議成立報告：委員 19名中 16名の出席〉 

 

５ あいさつ 

  根子保健福祉部長 

 

６ 議事要旨 

報告事項 

（１）「いわていきいきプラン２０１４」の平成 24年度実績について 

（資料№１ 説明者 稲葉高齢福祉担当課長、小野寺介護福祉担当課長） 

事務局から上記について説明の後、以下のとおり質疑応答が行われた。 

 

  （細江会長） 

   説明いただきましたが、お気づきのところ、こんな提案はどうかというところをお願いした

いと思います。 
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  （髙橋委員） 

   ２ページの「高齢者が安心して暮らせる地域づくり」のところで、県高齢者総合支援センタ

ーの一般相談が千件を超えていますが、地域別の相談者数とか相談内容の特徴的な分析があり

ましたら教えていただきたいですし、まとめたものがありましたらいただきたいと思います。 

 

  （鈴木総括課長） 

   総合相談の一般相談ですが、件数が多い順に申し上げますと、家族関係 595件、福祉サービ

ス 186件、法律関係 149件、保健医療 49件、経済生活関係 48件、生きがい 11件という内訳

になっております。 

 

  （稲葉高齢福祉担当課長） 

   地域別に見ますと、相対的には盛岡市内からの相談が半分くらいとなります。 

 

  （髙橋委員） 

   後ほどでも、分析した結果等がありましたら、貴重な情報となりますのでお願いします。 

 

  （細江会長） 

   おそらくまとめていると思いますので、よろしくお願いします。 

 

  （佐藤委員） 

   １ページの「岩手県長寿社会健康と福祉のまつり」についてですが、案内をどのようにして

いるのかということですが、一つの例として、私は一関市の男女共同参画プランに参加してい

るのですが、県の方でこんなことをやりますという案内がくるのですが、「岩手県長寿社会健

康と福祉のまつり」については案内がないものですから、どこで何をやっているのかというこ

とをお知らせしていただければと思います。 

 

  （鈴木総括課長） 

   「岩手県長寿社会健康と福祉のまつり」は、県から、公益財団法人いきいき岩手支援財団に

補助金を支出しておりますが、財団のホームページあるいは、特にもシルバースポーツ大会や

各種のスポーツ交流大会ですと、各団体等に実施をお願いしておりますので、団体を通じた周

知なども努めております。また、財団の方から各市町村に広報誌などでの周知も依頼しており

ます。周知につきましては、十分ではないというお声も踏まえまして、財団の方に周知方法の

徹底について働きかけをしていきたいと思います。 

 

  （細江会長） 

   名前は変わっているかもしれませんが「シルバーウイング」というのが出ていましたよね。 
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  （鈴木総括課長） 

   議長ご指摘のとおり、旧「シルバーウイング（事務局注：現いきいきイーハトーブ）」という

財団の広報誌がありまして、「岩手県長寿社会健康と福祉のまつり」のスポーツの部、あるい

は文化の部ということで、例えば文化の部では写真や書道をいつまでに財団の方に出してくだ

さい等、スポーツ大会ですと、どこどこの団体を通じて申し込んでくださいといったことを広

報しておりますことを付け加えさせていただきます。 

 

  （細江会長） 

   いろいろな所でいろいろなことをやっていても、県民に伝わらないということはとても残念

ですのでよろしくお願いします。 

 

  （木村委員） 

   九つの具体的なテーマを挙げてそれぞれの実績を出されていますが、平易に書かれているの

で、この部分はよかったとか、点数評価だとわかりやすいのですが、数値で見ると概ね良好に

見えるのですが、そのように捉えてよろしいのでしょうか。また、足りない部分やこれからが

んばってやらなければならない課題とか考えられるのは何番でしょうか。 

 

  （鈴木総括課長） 

   まず、「第１ 高齢者の生きがいづくりと社会参加の推進」ですが、これは例年ベースでござ

います。「第２ 高齢者が安心して暮らせる地域づくり」も例年やっていることでございます。

「第３ 地域包括ケアの推進」につきましては、いきいきプランの方で中長期的な課題として

掲げまして、昨年度初めてワーキングを設置したり、どのように進めるかということにつきま

して取組が緒に就いたというのが昨年度の実績ということになります。「第４ 高齢者の尊厳

の保持、権利擁護」の実績内容は例年ベースですが、県高齢者権利擁護ネットワーク会議の中

では、ここ数年指摘されているのが高齢世帯の増加で、権利擁護、成年後見で４親等以内の人

がいなくなるので市民後見人の育成が大事ではないかということが指摘されておりますので、

保健福祉部として、地域福祉課や障がい保健福祉課とも関係しますので、どのような取組をす

べきかということについて検討している状況です。「第５ 介護予防・地域リハビリテーショ

ンの推進」につきましては、事業内容は平年ベースでございますが、先ほども説明いたしまし

たが、地域リハの考え方を枡の大きい高齢者の中で地域包括ケアと一体として取り組むという

方向性を昨年度打ち出したところです。「第６ 認知症高齢者への支援」につきましては、昨

年度、国でもオレンジプランというものを出しました。また、今年３月に新たに策定しました

県の保健医療計画の取組の一つに認知症を掲げまして、今年度から５ヵ年の間に岩手医大を含

めて認知症疾患医療センターを５ヵ所に設置するという目標を掲げた年度でもありました。

「第７ 介護を要する高齢者等への支援」ですが、これは国の基金を活用して地域包括ケアを

推進するためにも、小規模、地域密着型の施設整備を進めてきたというのが特徴でございます。

「第８ 良質な介護サービスの確保と向上」につきましては、関係職員の向上、とりわけ介護

職員の医療的ケアのための喀痰吸引等の研修に力を入れてきております。「第９ 被災地域に

おける介護サービス提供体制の復旧・復興と高齢者の支援」につきましては、平成 23 年度か
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ら引き続きになりますし、今年度も継続して取り組んでおります。少なくとも仮設住宅設置期

間につきましては、被災地において要介護・要支援高齢者が増えないように介護予防に力を入

れて取り組んでおります。総じて言えば、計画したところを概ね取り組んできたという評価を

したところでございます。 

 

  （木村委員） 

   説明ありがとうございます。そうすると、今のお話を聞くと、今後力を入れて取り組むとい

うのは地域包括ケアシステムと、オレンジプランに代表される認知症に対する対策ということ

になりますが、まだ政府の方で決まったわけではないのですが、介護予防とか要支援者が今後

どうなっていくかというところも含めて県として市町村にどのような対応を取っていくかと

いうことを考えていただければと思います。 

   小規模施設に関してですが、厚生労働省では、小規模の施設の中ではいいところもあるが問

題のある施設も含まれているのでこれからよく調べなければならいとメディファクスや新聞

にも挙がっていますが、その辺について、果たして妥当な施設なのかどうか、デイサービス、

特に小規模デイサービスで問題になっているようですので、その辺は市町村でも認可がなくて

も簡単に取れてしまうということがありますので、県としても対応していただければと思いま

す。 

 

  （鈴木総括課長） 

 社会保障制度改革関連につきましてはこの後御説明申し上げますが、要支援者について数だ

け申し上げますと、全体で要支援認定を受けている方々は、第１号被保険者のうちの 4.4％と

いう状況になっております。今日の岩手日報にも載っておりましたが、国の方向を踏まえなが

らできるだけ要介護高齢者の負担にならないような、あるいは制度が切り替わるときに対応を

検討していきたいと考えております。小規模施設につきましては、国のほうで、社会福祉法人

の小規模なところは経営効率の面でいろいろ問題がありますので、社会福祉法人の合併や大規

模化、集積化に向かっている方向にございます。それから、デイサービスのお話もございまし

たが、小規模につきましては地域密着型になりますと、デイサービスそのものは県の所管です

が小規模になりますと市町村の所管になります。いずれ、サービスの質の向上を踏まえて市町

村と連携を取り、事業者指導の機会を捉えて、やっている内容のチェックをしたいと思います。

デイサービスについては、いつまでもみんな同じく強制的に民謡を歌ったり体操をしたりでは

ないだろうと、もう少しお一人お一人の状況やニーズに応じてやるべきというお話が出て参り

ますので、そのへんも勘案しながら指導に努めて参りたいと考えております。 

 

  （平賀委員） 

   1ページの一番下、「ご近所支え合い助成金」について、これによって、元気で長生きできる

お年寄りが増えたらいいんじゃないかと思いながら見ていました。岩手県全体の中でたった 50

ヵ所しかやっていないということなんでしょうか。50カ所だけに補助金を出していると見てい

いのでしょうか。金額的にも、１件当たり 10 数万円になりますが、果たしてこれで何をやっ

ているのか、この中身について説明をお願いします。 
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  （鈴木総括課長） 

 「ご近所支え合い助成金」ですが、ここにありますとおり、いきいき岩手支援財団が持って

いるいわて保健福祉基金 23 億円を原資としまして、高齢者の生きがい活動に対する支援、こ

れは 30 万から 200 万、500 万規模のものまで、ここに載せておりますのは「ご近所支え合い

助成金」ということで、例えば高齢者５人くらいでちょっとした活動をしながら生きがいを高

めていこうというもので、いわゆる広域版とご近所版みたいなものです。予算額が 600万円前

後ですので、毎年このくらいの予算規模で、できるだけ初めてのところ、新しいところ、継続

でも最長 3年と条件をつけて、できるだけ広く浅くといいますか、わずか 600万、700万の予

算ではありますが、ご近所付き合い的な高齢者の生きがいづくり、健康づくりにも助成しよう

という内容でございます。細かい内容につきましては、申し訳ございませんが手元に資料を持

ち合わせておりませんが、そうした活動に対して予算の範囲で毎年継続してやっていきますの

でよろしくお願いいたします。 

 

  （細江会長） 

   13ページの数字について説明をお願いします。 

 

  （小野寺介護福祉担当課長） 

   「第７ 介護を要する高齢者等への支援」ということで、サービス基盤の整備が着実に進ん

でいることの基の資料になるものでございます。計画値に対して実績値がどれくらいだったか

というものでございます。計画対比として 100％前後でございますので、概ね順調と説明させ

ていただきましたが、「３ 地域密着型サービス」にありますとおり、定期巡回・随時対応型

訪問看護につきましては、計画値に対して非常に進んでいませんが、これは平成 24 年度から

出てきた新しいサービスということもあってなかなか進んでいないと思われます。施設につき

ましては、「２ 施設給付サービス」にありますとおり、介護老人福祉施設、介護老人保健施

設ともに 100％近くでございますので、順調に進んでいると考えております。介護療養型医療

施設につきましては、９割を切っている状況に見えますが、この介護療養型医療施設はいずれ

は廃止していくことになりますので、だんだん減っていくよう計画的に進めていくものでござ

います。これについては実績値が低いということが計画が進んでいると見ていただければと思

います。 

 

（２） 被災施設の復旧状況について 

   （資料№２ 説明者 小野寺介護福祉担当課長） 

    事務局から上記について説明の後、以下のとおり質疑応答が行われた。 

 

  （細江会長） 

   何かご質問ございませんか。 
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  （竹村委員） 

   先ほどの「第９被災地域における介護サービス提供体制の復旧・復興と高齢者の支援」の項

目と併せて見た時に、資料№１の 11 ページの課題・取組として、介護予防教室などへの男性

高齢者の参加率が低いということですが、概ね被災前に並ぶような状況であることがわかるの

ですが、被災後、男女比も変わったと思うのですが、このデータとして介護度合いの比率とい

うのは男女別に取った場合、同じような状況になっているのでしょうか。 

 

  （鈴木総括課長） 

   男性、女性の要介護度のデータというのはございませんので、その状況につきましては詳し

くはわかりません。 

 

  （竹村委員） 

   課題として男性の状況が悪そうな感じがするわけですが、予防という意味だけではなくもう

少し緊急の課題として男性の方がより介護度が上がるとか、または要支援ではなく要介護に上

がるという変化がもし出てきているとすれば、緊急に対策をとらなければいけないのではない

か。 

 

  （鈴木総括課長） 

 御指摘の視点はもっともと思いますが、私どもが持っているデータでは、男性女性の比率と

か認定状況がどう違うかということについては明確にお答えできる状況にはございません。 

 

  （細江会長） 

   どなたかそのことについてお気づきのことはございませんか。 

 

  （平賀委員） 

 婦人会として月に１回、多いときは２回支援に行っています。「まだ炊き出しやってるの」

と言われますが、炊き出しがとても喜ばれるので行っています。その中で、出てきてくださる

のは圧倒的に女性が多いです。男性はどうして出てこないかというと、疲れてだめだ、足が痛

い、腰が痛いと言って、特に一人暮らしの男性は出てこないです。たまたま無理して出てきた

男性に聞くと、一人で暮らしていて料理が全くできないからと言います。普段は何を食べてい

るかお聞きすると、やっとコンビニができたのでおにぎりとカップラーメン食べているだけだ

と言います。とても貧しい食生活のお話をされます。「何とか作る方法を考えたら？」と言う

のですが、一人では無理なようです。地域の近所、あるいは仮設の中でお世話係がもう少しで

きないものだろうかと行く度に考えさせられています。だから、男性と女性の比率が出ないと

いうのもおかしい話だと聞いておりました。実際に男性の方がそういう状況が多いというデー

タが出れば、健康に関して別な対応ができるのではないかと思います。 
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  （鈴木総括課長） 

   介護予防への参加の一般的な話として、男性の参加が少ないというのは言われております。

それは被災地のみならず、内陸部での介護予防事業への参加状況もそのとおりでございます。

来週、介護予防市町村支援委員会というものを開催します。この中では、一次予防、二次予防

と申しまして、一次予防は啓発・普及的な話、チェックリストでこの人は体操、口腔ケアが必

要であるとか、うつ傾向がある人と思われる人などに二次予防事業を行うのですが、その参加

を促すに際して、例えば軽米町では、保健推進員と食生活改善推進員の協力を得ながらやると

参加率が高くなる。委員からの御指摘のとおり、ただ来て来てと言っても参加しませんので、

隣近所の人が声をかけ合って連れてくる、あるいは、１回参加した人で毎年続けて参加してい

る人を中心に近所の人に声をかけて一緒に参加してもらうとか、そうした方法については来週

の介護予防市町村支援委員会の場でまとまったデータを出していきたいと思っています。同じ

11ページの中で、高齢者の新たな役割や生きがいを創出するための事業を岩泉町で実施し、事

業費は 321万 5千円ということでございますが、私を含めて男性というのは「やれ」と言われ

るとああだこうだと理屈をつけて参加したがらないものですが、自分たちで決めたことだと参

加割合が高くなるので、そこを狙いに昨年度作った事業ですが、被災市町村ではその重要性は

わかるが手が回らないということで、被災 12 市町村に働きかけましたが岩泉町さんしか手を

挙げなかったという状況です。これは、日本作業療法士会の協力を得ましてワークショップを

何回か重ねて男性の意見を中心に、どんなことならば取り組むかとワークショップを開催し、

介護予防に結びつく内容を実施したものでございます。言い訳がましくなるのですが、要介護

認定の男女別のデータがないので、もう一度データの洗い直しをしてみますが、いずれ男性を

中心とした介護予防事業への参加促進につきましては、県内の事例をまとめて市町村に提供し

て参加を促すような取組をお願いしたいと考えております。 

 

（３） 地域包括ケアシステムの構築について 

     （資料№３ 説明者 稲葉高齢福祉担当課長） 

      事務局から上記について説明の後、以下のとおり質疑応答が行われた。 

     

  （細江会長） 

   地域包括ケアの問題は前にもお話がありましたとおり、今後に向けたプランにもありますが、

これがうまくいかないと困るわけで、現状について詳細に調査いただいたわけでございますが、

御提言御質問をお願いします。 

   記述を見ていて、課題があるなあと、そして、非常に苦労していると感じます。また、周知

されていないというのが非常に残念だと思います。 

 

  （佐藤委員） 

   資料２「被災地の状況について」の P3 の課題と対応の中で、介護人材の掘り起こしを支援

していくということですが、地元（一関市）の明生園（特別養護老人ホーム）の熊谷さんもご

存知と思いますが、お話しましたところ、とてもとても手いっぱいで何ともならないというこ

とで困ったものだということですが、現場の方では、ここにあるとおり人員不足、手いっぱい、
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とても手が回らない云々が詳細に書いてあるわけですが、例えばこの間テレビでみたのですが、

消防団員が足りないといったときに地元の大学生に依頼をして 20 人くらい集めて地域に貢献

してもらうという報道がありましたが、抜本的な対策として、足りない足りないばかり羅列し

てもしょうがないので、ある人材を活用するという意味で、私どもの地域ですと、一関二高の

三年生になったらある程度の協力をもらうとか、看護師さんでも、補助をする仕事があります

が、注射をする一歩手前の仕事をする方もいるようです。なかなか大変だと思うのですが、あ

る人材をハードルを下げるとか訓練するとかで活用方法の見直しをするといったことが必要

ではないかと思うのですが、そのあたりのお考えを聞かせてください。 

 

  （鈴木総括課長） 

   介護人材のことが含まれていたようですが、介護職員の話と、地域包括支援センターの専門

職員の話はまた別でございますので、分けて御説明いたします。まず、介護人材についてです

が、それぞれレベルというか敷居を下げるというお話がございましたが、サービスの質を担保

するということで、それはやってはいけないことだと考えています。介護人材が不足している

理由として、毎年 10 月１日に介護労働安定センターが調査しているのですが、非常に離職率

が高いし、介護の仕事に不満だという理由の中では、大変な仕事の割に給料が低い、休みが取

れない、介護職種の中で特徴的な答えとして、法人の経営理念についていけない、こういうの

は他の職種ではなかなかない状況です。賃金状況を大雑把に申しますと、介護関係職員が月額

だいたい 20万円なのに対し、県の全産業平均は 25万円と、その開きが 25％から 30％くらい

あります。これについては、県としても、国の介護報酬の話になりますので、介護職員を含め

て介護に携わる人の十分な給料を払えるようにということで提言要望しております。国のほう

でも平成 21 年度から処遇改善交付金という形で計上し、月額１万円アップをみている状況で

はありますが、まだまだ足りない。それからキャリアアップということで、例えば何年仕事を

すれば主任になれる、係長になれる、施設長補佐になれるというキャリアアップと、それに基

づくような給与体系についても助言していくというのが、介護職に対するものでして、特にも

今年度、介護の魅力発信ということで旧２級ヘルパーをお持ちのご婦人方を対象に、テレビや

ラジオで魅力を発信して、子育てが終わった世代に戻ってきてもらおうとやっております。一

方、BS フジを活用して、都会の若者を被災地に呼び込もうということで岩手の取組をいろい

ろやっていますし、とりわけデイサービス、ホームヘルプ等の弱小零細企業に対する介護事業

のマネジメント、経営努力アップのために、６月から 12 月まで毎月、盛岡と被災地でセミナ

ーをしております。延べ 12 回開催して取り組んでおります。さらに付け加えますと、被災地

で大規模な被害を受けた大きい施設の復旧が本格化します。それに伴って 20人、30人といっ

た介護人員の確保が急務となってきております。個別の状況を見てなかなかうまくいっていな

いところには、県としても個別に入って、例えば若者ですとスマートフォンとかインターネッ

トから情報をとるのにホームページが更新されていないとか、動画による発信が不十分だとか、

個別にアドバイスしております。 

   二つ目の話になりますが、地域包括支援センターの専門職種というのは、ざっと申し上げま

して 65 歳以上の第１号被保険者が３千人から６千人ごとに地域包括支援センターでは主任介

護支援専門員、社会福祉士、保健師それぞれを１名ずつ３名配置しなければならないというこ
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とですが、先ほど申しましたとおり、50％を切る事業所で 3職種全部揃えていない。これは法

定数ですので介護の場合ともちょっと違いまして、市町村では法定数が足りない状況はわかり

ますが、例えば保健師に代えて地域保健活動の経験のある看護師でもいいですとか、社会福祉

士に代えてケースマネジメントのノウハウのある社会福祉主事でもいいということになって

いるのですが、活用があまりなされていませんので、この活用ですとか、市町村直営の地域包

括支援センターですと主任介護支援専門員が不足する、委託の社会福祉法人では保健師が不足

するといったことが明らかになってきておりまして、このへんを人事交流といったことも踏ま

えて、今度出すロードマップの中でこれらのことについても確保方法について提言していくこ

ととしております。 

 

  （細江会長） 

 とても重要な地域包括支援センターですのでよろしくお願いします。ほかにございますか。 

 

  （木村委員） 

   地域包括支援センターですが、流れとしては市町村直営から民間委託ということになってい

ると思いますが、全国的な流れはいかがなものですか。 

 

  （鈴木総括課長） 

   全国も同様です。先ほど説明した資料№3-3 の４ページですが、４つの業務の割合を感覚で

いいのでどんな感じなのか聞いたのがこの表です。直営が 26、委託が 25ですが、一見してわ

かるとおり、委託になると、介護予防ケアマネジメント、介護予防プランを作る業務が直営に

比べて 10％多い。総合相談支援業務、権利擁護業務が大体同じ割合で、包括的継続的ケアマネ

ジメント業務で直営と委託の差が 10％近くなります。なぜこの説明をしたのかというと、地域

包括ケアシステムと地域包括支援センターの仕事というのは、一番右端、包括的・継続的ケア

マネジメント業務です。委託の状況が進むと、どんどんやってくださいと言いながら包括的・

継続的ケアマネジメント業務ができないので、今回市町村に提言しようと思っているのですが、

直営の場合は介護予防プランをケアマネ事業所に委託できます。地域包括ケア業務を委託され

た民間のセンターでもケアマネ事業所に委託できるのですが、委託されたところがさらに民間

に委託するというのは抵抗がありますし大変だろうと思うので、市町村でも介護予防プランの

ケアマネ事業所への委託、孫委託ではありませんが、そのようにやっていかないと右側の余力

が出てこない、地域包括ケアをがんばれと言ってもできない、そこのところを助言していこう

かと考えているところです。 

 

（４） 社会保障制度改革について 

   （資料№４ 説明者 小野寺介護福祉担当課長） 

    事務局から上記について説明の後、以下のとおり質疑応答が行われた。 

 

  （細江会長） 

   全体的な流れ、時間的な流れはどうですか。 
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  （鈴木総括課長） 

   スケジュールをご説明いたしますと、８月から 11 月にかけまして地域包括ケアシステムの

構築、生活支援、予防給付、認知症、介護人材確保、在宅サービス、施設関係、低所得者、補

足給付、都市部の高齢化対策につきましては、11 月までに議論していく。年が明けて平成 26

年１月の通常国会に関係法案が提出されます。つまり議論のほとんどは年内に行う。年明けの

通常国会に第６期計画策定指針の改正という形で提出されます。そうしますと、介護保険事業

計画につきましては、３年を１期とする計画ですが、計画を作るたびに国のほうから指針とい

うものが出されて、それに基づいて作っていくのですが、この指針の改正作業の中で今議論さ

れている要支援者の給付を外して地域支援事業交付金にするとか、資産の徹底調査をやるとか、

そのへんの状況が明らかになってきます。それに基づいて関係法令を平成 26 年度中に改正し

て平成 27 年度からの第６期計画への制度改正、大雑把なスケジュールはそのようになってお

ります。 

 

  （細江会長） 

   それでは、報告事項全体に対して質問や御意見がありましたらお願いします。 

 

  （竹村委員） 

 地域包括ケアシステムに関する調査結果報告というのは、市町村編と地域包括支援センター

編と見せていただきましたが、分析はこの後だと伺いましたが、分析結果についてのお知らせ

はいつ頃いただけるのでしょうか。 

 

  （鈴木総括課長） 

   9月 27日の市町村担当課長会議を経て公にしたいと考えております。分析結果につきまして

も、ロードマップという形で公表したいと考えています。9月 27日付けで委員の皆様に同時に

資料を提供したいと思います。 

 

  （竹村委員） 

   その際に、書かれた意見がだいぶ載っていると思うのですが、後のほうの意見をこのまま添

付されても読みづらいと思うので、自由記述になった部分について、再度分類をしていただい

てわかりやすい形の資料として御提供いただけるとありがたいです。 

 

  （鈴木総括課長） 

   今のところ、分析資料を A4で 13ページくらいのもので、ロードマップを A3で両面 1枚も

ので、今御指摘いただいた自由記載の部分も傾向を分析いたしましてお渡しいたします。 

 

（細江会長） 

 よろしくお願いいたします。それでは、以上をもちまして、議長としての役割を終わらせて

いただきます。御協力ありがとうございました。事務局にお返しします。 



 

11 

 

 

（根子保健福祉部長） 

 地域包括ケアの問題は、前から言われており、なかなか進まなかったわけですが、やはり高

齢者が住み慣れた地域でいかに生活するかが大きな問題だと思いますので、それに向かって県

としましても市町村を支援しながら進めてまいりたいと考えております。 

 また、国の制度改革についても大きな流れでございますので、これに対しても、国に対して

要望しながら、適正な対応をしてまいりたいと思います。今後ともご意見をいただくことにな

りますので、よろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。 


