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会 議 録

第４回和光市長寿あんしんプラン策定会議

開催年月日・召集時刻 平成 27年 3月 23日 午前 10時 00分
開 催 場 所 和光市役所 全員協議会室

開催時刻 午前 10時 00分 閉会時刻 午前 10時 55分
出 席 委 員 事 務 局

高橋会長 保健福祉部長 東内 京一

上月委員 長寿あんしん課 亀井課長

浪間委員 〃 平川課長補佐

平内委員 〃 堀江統括主査

木暮委員 〃 中根主任

金子正義委員 〃 青木主事

田中委員 〃 村田主事

金子好亘委員 福祉政策課 阿部課長

松根委員

清水委員

木田委員

欠 席 委 員

津川委員 荻野委員

菅野副会長

辻委員

会議録作成者氏名 中根 亮



2

会 議 内 容

司会

東内部長

司会

高橋会長

それでは定刻になりましたので始めさせていただきます。

ただ今から、第４回和光市長寿あんしんプラン策定会議を開催いたします。

まず開催にあたりまして、保健福祉部長の東内からご挨拶申し上げます。

おはようございます。

桜ももうすく咲く頃になりましたが、本日第４回ということで、第６期の

介護保険事業計画の最終の策定委員会になりますので、よろしくお願い申し

上げます。

今回の介護保険事業計画、いわゆる地域包括ケア計画と和光市では申して

おりますが、今の段階で、会長はじめ、委員の皆様にご論議いただいた内容

を基に、市内３か所での公式の説明会、さらには地域の出前講座等で周知を

図ってまいりました。公式にパブリックコメントを受け付けて、またそこか

ら議会に議案として上程し、介護保険条例の一部改正案等を出させていただ

きました。高橋会長の言われる地域包括ケアの包括化、つまり高齢者福祉、

障害、子ども、生活困窮といったところの包括化の内容を入れて、市長の施

政方針の中身に地域包括ケアの包括化ということで、保健福祉部におきまし

ては、約２ページにわたる施政方針になりました。

議会に上程した案件は、介護保険条例についても保険料の一部改正につい

て、また総合事業の関係についてもすべて可決をいたしました。

委員の皆様には再度感謝申し上げます。

最後に、本日は最終の策定会議ですので、最終段階でのご精査、並びにご

意見、ご論議いただきまして、これを４月１日からのものとして動かしてい

きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

本日、津川委員、菅野委員、辻委員、荻野委員の４名の委員の方からは欠

席というご連絡をいただいております。それでは議事の進行を高橋会長にお

願いします。

この会議も年度末で完成品ができましたので、本日はこれを皆様と一緒に

確認をしていきたいと思っております。

なお、議事録署名人についてですが、田中委員、金子好亘委員に議事録の

署名をお願いします。よろしくお願いいたします。

それでは、会議次第に基づきまして、和光市長寿あんしんプラン報告書の

承認についてということで、事務局より説明をお願いいたします。
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事務局 それでは和光市長寿あんしんプラン最終案について、ご報告事項というこ

とでご説明させていただきます。

プランの素案に対する修正、追加事項ということで、資料 NO１をご覧く
ださい。あとこちらの内容を反映したもので、資料 NO３の長寿あんしんプ
ランの最終案ということで資料をご提示しております。

主に資料 NO１の修正、追加事項をご説明させていただきます。
まず１枚目につきましては、各項目ごとにリスト化したものになっており

ます。詳しい内容につきましては、１枚おめくりいただきまして、ご覧いた

だければと思います。

こちらの資料の構成としまして、修正事項と一番上に書いてございますが、

その下に 10ページとあります。そちらが資料NO３のプランのページに連動
する形で掲載しております。その下に今回修正した部分の説明を載せており

ます。その下に前回のプランで掲載していたもの、一番下に修正後に掲載し

たものになっています。

まず長寿あんしんプランと他の計画との関係ということで、真ん中の図表

をご覧いただきたいのですが、前回第３回策定会議の時に、この図表につき

まして、ボックスが２つあるのですが、まず和光市による計画、右側が社会

福祉協議会による計画になっております。それぞれが中央の日常生活圏域で

つながっていくというイメージでお示ししたのですが、それぞれが離れたイ

メージになってしまうというご指摘を受けまして、今回はそれぞれを円形式

でそれぞれが日常生活圏域で交わるというイメージに修正しました。

続きまして、２ページから４ページにかけてですが、こちらは地域支援事

業の修正点です。主な内容としましては、介護予防ケアマネジメントは主に

は二次予防事業対象者の方に実施していたものですが、今回、新しい総合事

業に移行するため二次予防事業が廃止されておりまして、この介護予防ケア

マネジメントが新しい総合事業に組み込まれることになりました。それで包

括的支援事業の介護予防ケアマネジメントを削除しまして、すべて新しい総

合事業に含まれるということで修正しています。

また前回包括的支援事業の交付金の対象金額についてご説明させていただ

きましたが、こちら基準が未定だったんですが、国の方針が確定しましたの

で、そちらの内容を反映させております。

続きまして５、６ページですが、和光市独自の施策についての説明を掲載

しているのですが、この中で介護保険利用料助成事業、グループホーム等入

居家賃助成事業について、所得段階また助成割合の変更をしております。

続きまして６ページの下段のほうですが、こちらはサービス名称の変更と

あとは地域密着型サービスの定員数の変更について記載をしております。
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事務局 まず複合型サービスは、和光市では 27年度に整備を予定にしていますが、
このサービス名称が今回「看護小規模多機能型居宅介護」に変更になってい

ますので、これに合わせてグランドデザインなどに記載していましたものを

すべてこの名称に変更しております。

もうひとつが定員数の変更ですが、小規模多機能型居宅介護につきまして

これまで 25名だったものが 29名に変更になっておりますので、こちらも反
映させております。

７ページですが、医療と介護連携の記載になります。これまで掲載してい

ましたのは、国の指針を中心に掲載しておりましたが、これは国のほうは地

域医療構想、いわゆるビジョンですが、医療介護連携の推進に関連するもの

として、和光市独自の方針というものを新たにまとめたものを８ページに記

載しております。主な内容としましては、中学校区ごとに在宅療養支援診療

所を１か所作るというところと、和光市と埼玉病院の協定によりまして、Ｉ

ＣＴ連携システムというものを作って情報連携を進めていますが、これを地

区医師会へ拡充していくということです。

追加事項としまして、東武中央病院で 27年度の４月に整備予定となって
います認知症疾患医療センター、さらには同じ施設内で 28年度に整備予定
の重度認知症デイケア・精神障害者デイケアとの連携を見据えながら効果的

な連携を図っていきます。こうした内容を記載しています。

もう１点ですが、認知症に関する施策です。認知症初期集中支援チームに

よる早期発見・早期対応、さらにはコミュニティケア会議を通じた中で医療・

介護連携を推進していくという内容を記載しております。

第２回、第３回の時に基本方針をご説明申し上げておりますが、その中で

も、あらゆる状態の認知症高齢者に対応できるような体制を構築する認知症

ケアパスを推進していくという内容で記載しております。

最後に追加事項を９ページに記載しております。こちらは導入部分に追加

で記載したのですが、これは元気高齢者の自助力の醸成というところで、自

助力を高める取組みについて記載しております。これが追加した事項です。

次に資料 NO２のダイジェスト版ですが、こちらが大体 180ページある長
寿あんしんプランを８ページにまとめたものです。主に基本方針、人口動態、

サービス見込み量、さらにはグランドデザインまでを掲載しておりまして、

最終ページである８ページのところでは、保険料の金額も記載しております。

こちらの内容につきましては、長寿あんしんプラン本体と重複する部分に

なりますので、今回はご説明を控えさせていただきたいと思います。

以上になります。
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高橋会長

事務局

高橋会長

様々なブラッシュアップというかバージョンアップというか、ご説明をい

ただきました。何かご意見、ご質問などがあれば。

よろしいでしょうか。よろしければ、まだ最終決定までには時間がありま

すので、何かありましたら遠慮なくご質問いただくことにして、次の議題で

ございます。表紙のデザインが用意されています。これについてよろしくお

願いします。

それではご説明申し上げます。本日配布いたしました資料 NO４ですが、
そちらをご用意いただけますでしょうか。

和光市では平成 15年度から介護予防事業に取り組み、効果を上げており
ます。ですので、実際に高齢者の方が運動機能の維持向上に取り組んでいる

写真を表紙の写真として刷り込むことを考えております。

１ページ目につきましては、冊子の表紙を写真での表紙ということで考え

ております。２ページ目をご覧いただきたいのですが、こちらは８ページの

ダイジェスト用の写真ということで考えております。さらにもう１ページめ

くっていただきますと、以前から表紙として示させていただいた市の花であ

るさつきの写真で、こちらを簡易装丁版としまして、まず 100部程度最初に
印刷をするのですが、その表紙を市の花の写真で印刷する予定で考えており

ます。

それと最後４ページ目ですが、こちらは裏表紙になるのですが、今回の計

画が地域包括ケア計画ということになっております。和光市の場合には地域

包括ケアシステムのほうを既に構築していてさらなる発展をということで今

回基本目標のほうにも掲げておりますが、こちらは地域包括ケア研究会の報

告書のほうに掲載されているイメージ図です。そちらのほうを引用させてい

ただいて、住まい、生活支援、保健・予防、介護・リハビリ、医療・看護を

一体的に提供できるようなイメージ図を引用しまして、あとは市のキャラク

ターであるわこうっちが地域ケア会議を通じて個々のＡさん、Ｂさんに合っ

たプランを提供して、住み慣れた地域で暮らしていけるようにしていきます

というイメージでこちらの図を裏表紙として使用したいと考えております。

表紙、裏表紙の写真、イラスト関係は以上です。

それぞれデザイン感覚はあろうかと思いますが、事務局が周知を集めて提

案していただきました。

非常に野暮な質問で恐縮ですが、写真はどなたかわかるのですが、そのへ

んのことは問題ないでしょうか。なさそうですか。
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事務局

高橋会長

事務局

高橋会長

事務局

高橋会長

一同

高橋会長

写真の使用につきましては、ご本人の承諾をいただいております。

前のほうも含めていかがでしょうか。あるいは感想はどうでしょうか。

つつじはやはり市の花ということですね。

さつきは市の花です。

いちょうは市の木ですね。水をやっているキャラクターの愛称は何でしょ

うか。

わこうっちです。ゆるキャラですね。

よろしいでしょうか。ご意見がないようですので、皆様賛成をいただいた

ということで理解させていただきます。

それでは事務局からは以上です。ありがとうございました。

そうすると、改めてこの長寿あんしんプランをこの会の結論として決定す

るということでよろしいですね。

異議なし

ということで今日やるべきことは全部済みました。最後に委員の皆様に感

想を一言お願いできますでしょうか。

実は今回の改正は、非常に多様な内容で、実は国が出した説明資料は都道

府県の担当課長に説明されてそれが市町村に伝えられるのですが、それが何

と厚い資料が２冊になっています。たぶん２冊になったのは今回が初めてで

はないかと思います。それだけ大掛かりな改正でした。

その中で何より前回からの資料を見ておりますが、和光市の認定率の動向

を非常に興味深く思っております。これはいろんな機会に紹介していただい

ております。もちろん認定率が低いというのは市民の協力のおかげだと思い

ますが、何よりも後期高齢層の認定率が全国より 10～15ポイント位低くな
っています。これは生活習慣病の予防と全く同じですが、事実としては介護

予防を一貫して継続すると後期高齢層の要介護認定率が下がっていく。これ

は多分議論としては出ておりますが、実証して市のレベルでそういうことを

きちんとデータとして出しているのは、他の地域でみたことがありますか。

あまりないですね。ある時期一生懸命下げたという事例、例えば過疎モデル

になりますが、奄美大島の龍郷町は24％だったのが地域づくりをやって18％
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高橋会長

木田委員

に下げたという例はあります。

地域づくりとは、実は介護予防なんですね。今一番私たちが議論していま

すのは、今までは援助する人とされる人というのははっきり分けていたのが、

今はそうではなくて、支援する人からサービスを利用する人が連続的になっ

てきている。その中で担い手をたくさん作るというのが介護予防の成果でこ

ういった形で元気高齢者を作ることにつながる。その方々が地域活動に活発

に参加されるという良循環になっている。

様々なサービスを提供するという根っこでこういう努力をしてきたという

ことが、これは未来志向の計画ということ。その場その場の要求に応える自

治体が多いのですが、首尾一貫した政策でこれが市の活性化につながってい

るんですね。それが表紙に象徴されていると思っておりまして、お年寄りが

元気で地域で活動していただけるような状況を作り出すという努力を、市と

して首尾一貫した政策でやっていき、それに呼応する市民がいらっしゃると

いうことが、後期高齢層の認定率を下げていくという結果につながっている。

これはいろんな議論でいうと、アウトカムという、介護保険というものの

成果になっている。しかし必要な方にはきちんとしたサービスを提供する。

しかしながらサービスの利用についてはできるだけ自立を維持していただい

て、地域づくりの中で、地域で活動していただけるような環境を整備すると

いうこと、この２つの考え方を介護保険事業運営の中で積極的に取り組んで

こられた成果がそういうデータになっていると思っています。

まさにそのへんが、結果的に保険料の抑制につながったのであって、これ

は結果であります。保険料の抑制を目的にするという、禁じ手をやっている

自治体もたくさんありますが、これはオーソドックスな、これが本来の、保

険料は市民からのある意味の出資金ですから、それを大事に使わせていただ

く。これは市民の皆さんも自分の出した保険料で必要な支援、サポートを受

けられることは非常に大事ですが、それはあくまで支え合いでやっている事

業で、自分の財布でやっている事業ならどうぞご自由にということになるの

ですが、まさにそれがこういう具体的な数字として表れていることが、非常

に興味深く思いました。

どうぞご意見を。

今先生がおっしゃったように、在宅介護ということで進められまして、こ

の数年間の間に、実際に高齢者の方が在宅、地域にいっています。社協のほ

うの高齢者福祉センターにつきましても、成果が上がってきているという状

況です。

その意味からすると市の地域包括ケアの成果が出ているなと思いますし、
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木田委員

上月委員

浪間委員

元気な高齢者が増えるということは生きがいにもなりますし素晴らしいこと

だと思います。

ただ、施設に入所している人たちのケアが果たして満足がいっているかと

いうことは、「あの施設は大丈夫かな」という話が出ているので、これは指導

にそれぞれの担当の方が入っている割には意外と評判がなかなかいいほうに

向いていかないようです。在宅はいいのですが、施設のほうで基準に合わせ

たより良いケアを指導していただければと思います。

消費生活相談員をやっております上月と申します。

私は、いろんな会合や勉強会に出ていますが、市にいては気が付かないよ

うなことを外からいろんなうれしい評価をいただいております。この間はテ

レビのコメンテーターで出ていらして、東京都の健康長寿医療センターの勉

強会に出ていた時も、和光市はすごいことをしているというような、外から

の評価をいただいたりしています。

これは、先生もおっしゃっているように、成果というのは、和光市の行政

はものすごく成果も出やすいけども、その逆もはっきり出るという怖さがあ

ります。

本当にこういう形で成果が見えて評価されて、反面の怖さもあるけども、

職員の方がそういう話をされていたのですが、私もその通りだと思います。

介護保険料も安いのはいいけども、それだけでいいのかよくわかっていない

のですが、こういうところに関わらせていただいて、今は幸せです。

自治会連合会から派遣されてきた浪間と申します。

和光市の数代前の市長さんはお医者さんだった。個人的にもお付き合いが

ありまして、いろんな話の中で、これからは患者を出さない、予防が大切な

んだということでした。病気になってから治すのは非常に費用もかかる。病

気にかからないための予防がこれからは大事だと言っていた。

この委員になった時から思い起こした時に、ここにあるプランが先に進ん

でいくということがこういう結果になったんだろうと思います。前の計画の

時から評価されていましたが、今までに聞いたことがないような先進的なプ

ランが出ているということで、あの時は部長さんではなかったのですが、絶

対外れないようにと申し上げたのですが、その通りにプランが進んでいくと

いうのは素晴らしいと思います。

ですから、ここに携わった方が、プランが外れないように。どこでも長寿

の方が増えてきて、自治会でも高齢者の方が増えて、私よりも年の方がやっ

ています。これができるということが、行政のやっていることがマッチした
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浪間委員

清水委員

平内委員

金子委員

結果であるかと思います。

この委員会に出させていただいて、理解できないことも多々ありますが、

地域に出たときに、役に立っています。もっといいプランにしていただいて、

もっとお年寄りが元気になる地域にしていただければと思います。

いきいきクラブといいます。実際は老人会です。

老人会は、市のほうからも補助金をいただいていろんな活動をやっていま

す。やはり健康第一でやっています。なかなか年齢が年齢で、平均年齢も 80
歳を超えている方も多いので、なかなか活動するのも大変です。

皆で持ちつ持たれつ、昔の言葉で言えば、向こう三軒両隣ということで、

遠くの親戚より近くの他人。終戦当時は食べるものもなくてそのへんに生え

ている草も食べたというような、いろんな経験がございます。みんな健康な

人が多い。

我々の年代は、戦争の真っ最中。国民学校１年生からそうやって育ってき

ました。これからも皆で助け合って頑張っていきたいと思います。

民生委員の平内です。

難しい内容が多く、なかなか発言できないでおります。今回のプランを見

ますと、自分の将来も安心という感じがします。ありがとうございます。

国保協会のほうから参加させていただいています。

国保のほうも介護のほうもこれから心配されるのがその費用です。それが

かさんでくる、不足してくる。国保のほうでは、今かなり市の一般財源を投

入している。その国保のほうから介護のほうにも補てんしているわけでして、

これから、どんどん高齢化してくる社会の中で、いかに費用削減、支払いの

少ないようにしていく必要があるのではないかと思います。

ひとつには予防医療、あるいは介護予防ということで予防についてこれか

ら力を入れていく必要があると思います。それともうひとつは、いろいろと

全国的に見ていると、介護と医療といかにうまく連携させていくかというの

が大変重要だろうと思っています。

長野県はそうだと思いますが、費用が全国でも一番低い。もとは高かった

んですが、今は納付決定も低額でいけている。これは、医療と介護は一応切

り離したんですが、それを切り離さない形で実際に実行している。というこ

とは、介護にならないように医療のところでかなり抑えるというようなこと

をやっておられる。ということで、医療と介護が切り離せないものと思って

います。
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金子委員

田中委員

金子委員

木暮委員

そのへんのところを、これからある程度考えていく必要があると思います。

それと、前に大洋村というところに視察に行ったのですが、子どもと高齢

者との関係を非常に重視していまして、子どもの面倒を高齢者がみる。とい

うようなことから、医療費が非常に節約できるということがあります。そう

いうことによって、お年寄りを元気づけるということも介護にもかなりつな

がってくるんだろうと思います。

それとここで作られている地域包括支援センターの活用と、実際のお年寄

りの自治会などとの連携を図りながら。支援センターをうまく利用するとい

うようなことを続けていくことが必要かなと思います。

和光福祉会から来ています。

紆余曲折しながらプランを立ててきたのですが、東内部長の全国ネットワ

ークで、いろいろと皆さん市民の方は私たち以上にご存じです。国民の義務、

自助努力ということをかなり皆さん自分の中で自覚されていて、以前からす

るとケアプランもずっと立てやすくなりましたし、課題の抽出、合意形成も

できるようになりました。これも東内部長があちこちで言ってくださってい

る結果なのかなということで、とても喜んでいます。

これからもケア会議などを通していろんな勉強をして、さらにスキルアッ

プしていければと思います。この１年間、難しいことも多々あったのですが、

たくさん勉強させていただきました。ありがとうございました。

わこうの丘の代表の金子と申します。

とにかくこれからは少子高齢化です。お互いに思いやり、お互いに支え合

い、元気なうちは頑張っていきたいと思います。

介護保険ができた平成 12年頃から、私は公募で介護保険に携わらせてい
ただいております。

仕事としては、定年前の 50代の人から若い 20代の人を対象に、社会保障
制度のセミナーを繰り返し実施してきました。

まずその中で介護保険というのがある。もちろん年金もありますが。介護

保険の時間になると 50代の人は初めは関心がないんです。そうすると手を
挙げてもらう。一人息子、長男、長女。地域包括支援センターを知っている

かと聞くと、知らない。介護保険のお世話になっている人はいるかというと、

50人で２人くらいいます。私の生徒に対する講義は、公費をいかにうまく利
用するか、受けられるようにするか。ここで審議したことと反対方向のこと

をセミナーで言っています。
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木暮委員

松根委員

高橋会長

そうやって話していると段々心配になってくるようで、休憩時間に質問が

わんさとくる。どうしたらいいか。ちょっとおかしいと。具体的な手続きの

質問が多いですね。20代の方はぼうっとしている。親とは一緒に住みません
と言う。関係ないというけども、将来は考えろよと常に言っています。

介護保険とは非常に難しいですね。社会保障制度自体が毎年複雑に変わっ

ている。ただ介護保険は、できて日が浅いから比較的スッキリしている。年

金はたまらない。私はこの間、講義でここで勉強していることが大変有効で

す。大体７万人位の市ではこんなもんだよと言っているんです。和光市とは

言いませんが。

非常に勉強になりました。またよろしくお願いします。

公募の松根です。

あんしんプランの策定に関わらせていただいて、いろいろとありがたいと

思っています。

自分自身、介護予防に努めているのですが、少しでも地域の活動に関われ

ばいいなと思っています。私は、健康の維持管理の重点は、ラジオ体操に置

いています。そんな生活で、少しでも自分の足で歩いてということでやって

います。

どうもありがとうございました。

皆様からいろんなご意見をいただきました。

市役所と同時に市民の方がそれを受けて、呼応している。

それではこの１年間、今となっては短い１年でしたが、事務局にとっては

長い、膨大な作業の１年だったと思います。

恐らく、次の改正は医療と介護の同時改定になります。それから国民健康

保険も平成 30年度には県に移ります。そういうことを含めて医療介護の体
制がまた大きく変わりますし、現実の問題としてはますます一人暮らしのご

高齢の方が増えている。75以上が２千万人時代。
一方最近聞こえてくるのは、都会の高齢者を地方に動かせといって、検討

会をやっているようですが、私は半信半疑だったものですからあの検討会に

は入りませんでした。そういうことを含めて相当環境の激変がこれから続き

ます。

そういう中で介護保険が市民生活を支える大事な制度として先ほどの話で

まだ他人事だと思っている方々が大変多いですが、実は、いつも私は自分の

生まれた年を西暦に換算して、65、75を足してごらんと若い学生に言うんで
す。そうすると、自分の親をみなければいけないということがわかる。
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高橋会長

司会

東内部長

私たちは想像力を逞しくすることをどうもやらなくなり始めている。政治

家の方々も目先のことばかりです。企業の方たちもそうです。50階建てのマ
ンションが次々に建っていますが、あれは将来禍根を残すことになります。

そういうことを含めて、何よりも市民と事業者の皆さんと行政の共同の作

業でこの介護保険、それからいろんな形で、生活を支える社会保障、社会福

祉の市の仕事は大事になります。しかし、一方で財源がなかなか厳しくなる

という中で、生活を支える制度としてキチンと機能し続けるように努力を惜

しまないでいただきたいと思いまして、お開きの言葉に代えさせていただき

ます。

それではこれで和光市長寿あんしんプランの第６期の計画についての策定

会議は終わりにさせていただきます。

ご協力をいただきまして、ありがとうございました。

会議はこれで終了となりますが、最後に東内保健福祉部長からご挨拶申し

上げます。

このたびは計画を承認いただきまして、心から心から御礼を申し上げます。

今会長はじめ、各委員のほうから叱咤激励、もしくは今までの評価をいた

だきまして、それらを踏まえ、また未来志向で市民のために頑張っていくこ

とを市の職員一同で考えていきたいと思っております。

少しだけ謝辞といいますか、またご報告も含めてですが、このところ和光

市のものは全国的だったり、韓国の放送局が取材に来たりとか、東アジア関

連のほうも和光市には大分注目していただいております。

皆さまご承知の通り、これから高齢化を迎える国にとっては、介護予防と

いったキーワードとかは重要なのかなと捉えて、協力しています。

最近市長とも話したのですが、和光市が全国で少し参考になる、有名にな

るというところで、和光市とどこかの市が競って負けないようにするのでは

ないかとか、そういうことを言われるのですが、私たちはそういうことは全

く考えておりません。市民のためにとにかくオンリーワンの街をどう作って

いくか、市民のための課題解決をどうやっていくかということを念頭におい

ております。これだけマスコミに出ると、どうしても保健福祉部は他市に負

けないような施策をやるんじゃないかとか言う方もいらっしゃるのですが、

そういうことは一切考えておりません。

とにかく市民のために、課題解決に資していくということで、介護保険を

中心として冒頭申し上げましたが、子ども子育て、障害関係、生活困窮者関

係も包括ケアを推進したいと思っております。
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東内部長 またこの会議を通じて自助・互助、共助・公助、先ほど木暮委員のほうか

らもございましたが、この辺の市民意識がかなり高まりました。今日は木田

会長も出席されていますが、今回は社共の地域福祉活動計画と市の地域福祉

計画と一体的に作りました。内容的には大分詰められたものになっておりま

す。こちらは森本教授のほうに委員長をお願いをして、そういう中で福祉部

の全体として、いわゆるインテグレーション、統合を進めていきたいと思い

ます。

今後とも日々市民のために行政を推進してまいります。会長はじめ、委員

の皆様には今後もご指導・ご鞭撻をお願いして謝辞といたしたいと思います。

ありがとうございました。

＜ 閉 会 ＞

議事録署名人

印

印


