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様式第２号（第５条関係） 

平成２６年度第２回久喜市介護保険運営協議会会議録 

発 言 者 会 議 の て ん 末 ・ 概 要 

司会 

（石井課長） 

皆様、こんにちは。 

定刻となりましたので、ただいまから、平成２６年度第２回久喜市介護保

険運営協議会を開催いたします。委員の皆様には公私ともにお忙しい中、ご

出席をいただきまして誠にありがとうございます。本日司会を務めさせてい

ただきます介護福祉課長の石井でございます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。開会に先立ちまして、本日の会議は委員２０名中、出席委員１５人で

ございますので、本運営協議会は久喜市介護保険条例第１５条第２項の規定

により成立いたしましたことをご報告申し上げます。 

議事に入ります前に本日の配付資料について確認させていただきます。 

事務局 ≪ 資料確認 ≫ 

司会 本日の会議内容は、久喜市高齢者福祉計画・第６期介護保険事業計画につ

いての他、３件の議事でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、開会に当たりまして、大塚会長よりご挨拶をお願いいたします。 

大塚会長 皆さん、こんにちは。 

大変お忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。本日の会

議内容、資料は大変多ございます。皆様のご協力により速やかに会議を進め

てまいりたいと思います。今回の大きな改正の要点は、今まで介護保険事業

者が中心となっておりましたが、地域住民が主体的にやったらどうだという

のが入ってきたようでございます。６５歳以上で１４パーセント位が要介護

認定ですから、元気なお年寄りがおりますということです。元気なお年寄り

がさらに自分の健康づくりをする、あわせて地域の中で介護を必要とする人

を手伝ってはどうかということのようでございます。事務局から説明を聞

き、皆さんのいろいろな意見を集約してまいりたいと思います。ご協力よろ

しくお願いいたします。   

司会 

 

はい、ありがとうございました。 

それではこれより本日の議事に入らせていただきます。久喜市介護保険条

例第１５条第１項の規定により大塚会長に議長をお願いいたします。 

議長 

（大塚会長） 

 それでは、会議を進めてまいりたいと思います。会議に先立ちまして、本

日の議事録署名人を指名したいと思います。中村喜美子さん、増田典子さん

にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

各委員 ≪ 異議なし ≫ 

議長 それでは議事（１）久喜市高齢者福祉計画・第６期介護保険事業計画につ

いて事務局より説明をお願いいたします。 

事務局  ≪ 資料１－１～３、参考資料に基づき説明 ≫ 

議長 

 

はい、ありがとうございました。資料１の１から３、参考資料についてご

説明をいただきました。資料１－１について何かご質問・ご意見等ございま

すでしょうか。 

酒井委員 

 

 資料１－１の新制度下における介護予防事業等の概要についてですが、こ

れは市独自の文章なのか、あるいは全国共通のものですか。 

事務局 資料１－１につきましては、基本的にほぼ全てが全国共通の内容となって 

おり、８月下旬に国から新総合事業に関するガイドラインが出されまして、

その内容をベースにまとめたものです。 
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酒井委員 この文章は一般に公開されるのですか。 

事務局 厚生労働省のホームページでは公開されている資料です。 

酒井委員 １１ページの７今後の作業についての３行目に「あぶりだして」と書いて

ありますが、厚労省がこのような言葉を使うのか。「あぶりだす」というの

は、悪事を白日の下にさらすというような意味で、本来は明らかにしてとか、

抽出してと言うのが筋ではないかと思う。厚生労働省が作った文章であれ

ば、しょうがないですね。 

事務局  国の資料が「あぶりだし」という言葉を使っているかどうかは確かではな

いのですが、誤解を招く表現になってしまい、配慮が足りず申し訳ありませ

んでした。内容としては、地域で住民主体のサービスを整備していく上で、

ある地域の方はそういうシステムがないのでお受けいただけない、ある地域

の方はお受けいただける、といった居住地域によりサービスの有無が生じる

ことはよくない。地域特性もあると思いますが、その地域の方に合った必要

なサービスは何か、また、そうしたサービスが地域に既にあるのかないのか。

地域にある資源は全て最大限活用させていただくということで、本当にその

地域に足りないものを確認させていただいて、行政が一方的に考えるのでは

なく、住民の方と意見交換をしながら一緒に考え、この地域でこういう事業

を今後やってみましょうということの立ち上がりがあればいいなというお

話です。言葉としては地域診断に言い換えることができると思います。適切

な言葉ではなかったかもしれません。表現は訂正させて頂きます。 

議長 多様なサービスをどのように提供するかということかと思います。資料の

８ページをみていただきますと、①訪問型サービスと②通所型サービスに分

けてあり、①訪問型サービスの中で、サービスの種別が①から⑤あり、多様

なサービスの③訪問型サービスＢは住民主体による支援となっています。住

民主体の自主活動として行う生活援助等とあり、多様なサービスの中で住民

が主体となりやれるのではないかという話のようです。サービス提供者はボ

ランティアが主体ということです。同じように、②通所型サービスでも同様

に住民主体、ボランティア主体となっています。先ほど言葉としておかしい

とご指摘がありましたが、要はあぶりだして住民がもう少しやれるのではな

いかという書き方のようです。果たして住民が主体で本当にやれるのか。皆

さんが地域に住んでおられて、自治会活動、いろいろな活動をなさっていて、

新たに多様なサービスを提供するためにどういう風にシステム作りをして

いったらよいのか、そこが大きなポイントになるのかなと思います。特に中

心になるのは、９ページを見ていただきますと、生活支援コーディネーター

を養成し、身近なエリアに配置して新総合事業の実効性を確保します。と国

が書いた文章ですが、地域に住んでいる方を上から見たような表現で書かれ

ています。ここが今回の改正のポイントかと思います。論点がここにあるの

ではないかと思います。 

廣瀬委員  東６丁目に住んでおりまして、昨年からサロンをやっています。社会福祉

協議会から助成金をいただき、会則を作り、会長、副会長、会計がいて、審

議を重ねて月１回実施しています。私が会長で、３０人ほどで体操をしたり

歌を歌ったり、月１回ですが実施は大変です。地域で支える支援活動として

効果があるのかどうか。地域で支えて、地域で老人の健康を予防していくこ 
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 とは無理ではないかと思います。生活支援コーディネーターをどうやって地

域から出せばいいのか。それと、学校区で１つは無理です。東６丁目という

小さな自治会で集会所があり、そこでやっているが現状は市のサロン立ち上

げも、場所がなく頓挫している所が多い。資料を拝見しこれは無理だと思い

ました。 

議長 ありがとうございました。言葉で生活支援コーディネーターを養成すると

書いてありますが、そう簡単にはいきませんよという意見ですね。事務局に

聞きますが、今すぐやれということではないと思いますが、段取りとしては

今後どうなるのでしょうか。 

事務局 実際のところまだ具体的な段取りには至っていません。生活支援コーディ

ネーター養成のための講師の研修を県が行い、社会福祉協議会で参加したと

いう事実はあります。市の内部、社会福祉協議会とも具体的な話はできてい

ません。ただ、大きなスタイルを考えてしまうと当然無理なので、地域の方

にご協力をいただきながらやるということは、当然地域の方にも日常生活が

あるわけですから、そうした中で身近な活動としてやっていくことが必要に

なるかと思います。コーディネーターをできる方は限られてくると思いま

す。しかも、地域のことをよく知っている方でなければなりませんので、ど

ういった方がふさわしいかはこれからいろいろな方の意見をいただきなが

ら考えていきたいと思っています。 

議長 ９ページの図を見ますと、地域でいろんな支援がありますよと、バックア

ップ体制を民間とも共同して支援体制を構築します。生活支援・介護予防の

体制整備におけるコーディネーター・協議体の役割ということで、このよう

な協議体を作り、バックアップシステムを作ったらどうかという絵のようで

すが、欄外を見るとこれらの取組については、平成２６年度予算においても

先行的に取り組めるよう５億円を計上となっています。都道府県市町村で具

体的に協議会などを作ってどうやっていくかということだと思いますが。久

喜市の地域福祉計画の中で、住民主体で取り決めましょうというのがあると

思います。地域福祉計画がまさに裏腹で、地域福祉計画の中で具体的に取り

組まれているものがあるのではないかと思いますが。 

事務局 地域福祉計画につきましては、重点施策で地域をまとめる福祉ネットワー

クを作りますということをうたっています。 

議長  それは、後で調べていただくことにして、要は地域福祉計画の中で住民主

体でやってくださいというのが本来で、むしろこれは地域福祉計画が各市町

村で策定されて具体的な取組が既にあるだろうと、その中の１つとして６５

歳以上の元気なお年寄りが自分の健康づくりプラス隣近所の要介護者に対

する支援を既に地域福祉計画の中で位置づけているだろうと、それを取り出

したような部分もあります。ただ足りないのは、コーディネーター、仕掛け

人がいないとちゃんと動きませんよという部分があって、そこを仕掛けなお

したらどうですかというような感じもしています。そうはいっても、地域コ

ーディネーターは養成できませんよという意見があります。他にご意見はあ

りませんか。 



4 

眞田委員 区長も兼ねているものですから申し上げますが、区長とたとえば民生委員

に、他言してしてはいけないということで要援護者のリストが配布されまし

て、これを元に民生委員さんと一緒に訪問しています。かなり高齢者になっ

てくると施設に入っていたり、ばらつきもあるのですが。それで、２・３年

前から福祉協議会の事務局から研修に出ろという形で話があり、区長とか民

生委員とか婦人会とかという形で、協力をできるようにさせるんですが、先

ほどの委員さんのあぶり出しの問題、言葉だけの問題でなくて、本質的にや

っぱりとにかく地元で、各地域でやりなさいよということなんですね。そう

いう研修をみなさんやっているところです。 

もちろん協力するのはやぶさかでないが、私は自助公助共助、特に公助の

部分で、では役所は何をするのか、そこが明確ではない。会社にしても営業

が大事であって、役所の人達がコーディネートを仕掛けるとおっしゃってい

ますが、努力の部分が核になって広がっていく、いずれモデル化を図ってい

く、そういうことで少しずつ無理ない形で出来ていくということを仕掛けて

いかないと、やっぱり公助の部分も骨を折っていただくことも大事ではない

のかと思います。ただ地域でお前達がやれよ、さきほどのあぶり出しの言葉

じゃないですが、これはやはり少し難しいと思います。とにかく官民一体に

なって、こういう方向を作り出していくことではないかと思いますので、そ

ういう努力がお互いに必要でないかと思います。 

議長 ありがとうございました。 

竹内委員 実は今回の介護保険の改正というのは、変な言葉ですが、要は財源が無く

なってきたと、だから介護に特化しまして支援の方は切り捨てるという話が

伝わってきます。支援については市町村にまかせろ、ということは、最初に

考えたことは、これだったら市町村の組織はどうなのだ、その分だけ仕事が

増えるんだから、市町村の人員、体制をどう考えているのか。久喜市も大変

だと思いますが、改正によって人員は増えたのか。コーディネーターなど

色々なことが上がりましたが、もし増えなければ、音頭、旗振りがいないと

なかなか生かせない。まず、久喜市役所の組織体制、介護保険関係の組織の

人数がどれだけ増えたのかお聞きしたい。 

議長 市役所の職員も人数を増やすか、一所懸命やってほしいという意見だと思

います。ほかにございますか。 

酒井委員 いずれにしても、そういった諸々ございまして、それを含めて１１頁にあ

りますとおり、平成２９年の４月までには各市町村も全部にやらなければな

らないといけないのですね。大変ですね。それから先ほど出たとおり、地域

でといっても、役所の方もさらにどういうことでどうやればいいか。自分も

含めて、実態をあぶりだして、うまく進めないといけない。人員の問題もあ

りますし、大変だと思います。人員の問題につきましては、わたしども企業

ですと、その分他で合理化して動き出せとなるのですが、役所はそう簡単に

もいかないでしょうから、とにかく頑張っていただきたいと思います。 

議長 ありがとうございます。今後の取り組みについて、この委員会でもいろい

ろ意見を募って協働体制を作っていきたいと思います。市役所のほうも一生

懸命やっていただくことでお願いいたします。 

資料１－２について何かご意見ご質問ございますか。年々介護保険給付費

が伸びていますよ、大体年間５億近く伸びていますよというデータだと思い

ます。今後さらに高齢者の絶対数が多くなるということで、介護保険料に影 
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 響していきます。その裏側で予防給付については、地域の中で地域の皆さん

が支えてほしいという話だと思います。よろしいですか。 

各委員 ≪ 異議なし ≫ 

議長 資料１－３の実態調査についてはいかがですか。ご意見ご質問ございます

か。久喜の場合は旧自治体がまとまっておりますから、それぞれの特徴が出

ているようで、例えば鷲宮とか菖蒲とか、特徴が旧自治体のままで来ていま

すけど、それにあった計画を作っていかなければならないということだと思

います。よろしいですか。 

各委員 ≪ 異議なし ≫ 

議長 それでは議題の（２）に入りたいと思います。諮問についての説明をお願

いします。 

福祉部長 ≪ 諮問書を代読 ≫ 

議長 ただいま諮問されました条例案につきまして次回の運営協議会で皆様か

らの意見を取りまとめまして市長に答申する予定でございます。事務局から

説明が特にありますでしょうか。 

事務局 ≪ 資料２に基づき説明 ≫ 

議長 ありがとうございました。要はこれまで国が基準を示していたけれども市

町村が決めなさいという話になりました。２７年４月１日から各市町村が作

るんですよ、ということですね。それではどこが変わったか。基準が、例え

ば人数だとかどこが変わるのですか。要は、基準はこれまでとあまり変わら

ず、文言を条例化するだけの話でしょうか。 

事務局 基本的には省令通りとしたいと思っておるのですが、３ページの表に市の

考え方として暴力団の排除の関係のものを追加したのと、記録の保存年限を

２年間から５年間に変更したものです。 

議長 あと、地域包括支援センターは今までなかったけれど、これは独自に作り

ますよと。 

事務局 職員の員数のところですが、３，０００人から６，０００人に３職種、保

健師、社会福祉士、介護支援専門員を１人ずつ置いてくださいというところ

でしたが、６，０００人を超えた場合について設けたいと思いまして、市長

が認める場合ということで変更しました。 

議長 今まで数字がなかったけれども、６，０００人という数字を入れたという

ことですか。 

事務局 数字は入れずに、地域の実情に応じて、市長の判断によるものといたしま

した。 

議長 ４ページの２のところで内容として、６，０００人を超える場合は市長の

裁量で決められますということですか。なぜ６，０００人と。６，０００人

という数字を入れてしまうと動きが取れなくなるのではないかということ

ですか。 

事務局 資料の２－３を見ていただきたいと思います。今まで３，０００人から 

６，０００人という数値はありまして、６，０００人を超えた場合というこ

とで内容として書かせていただきました。 

議長 ３，０００人から６，０００人と数値が入っていたところ、６，０００人

を超えた場合と変えるということですか。 
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事務局 ３，０００人から６，０００人の間の基準はありました。６，０００人を

超えた場合という基準がありませんでしたので、数値は入れずに、 

６，０００人を超えた場合というのを地域の実情に応じてという表現にした

いと考えております。 

議長 ということは、６，０００人という数字をひとつの基準にして、１か所置

きますよと。６，０００人を超えたら、例えば６，５００人になったら２つ

にしますよという話ですか。 

事務局 ６，０００人を超えた場合は、例えば概ね２，０００人超えた場合に人員

を１人配置するとか、その人員を３職種の中の１人など、まだこれから検討

段階でございますのではっきりとした答えはないんですけれどもそのよう

に考えております。 

酒井委員 縛りはないということですか。 

議長 ６，０００人だと１か所必ず置きなさいと、６，０００人を超えたら市長

が必要と認めた場合は置くけれども認めなければ置かなくてもよいという

ことですか。 

事務局 条例ではそのように人数は入れないとして考えているのですが、市の運用

として人数を具体的に考えていきたいと思っています。 

議長 条例案の内容、条例案に書く文言でしょう。 

事務局 文言ではなくて内容、考え方でございます。 

議長 考え方として聞くけれど、６，０００人までは何か所置くんですか。 

事務局 ６，０００人までは１つの包括に３職種１人ずつ置きます。包括は１か所

です。 

議長 ６，０００人を超えるとどうなりますか。 

事務局 ６，０００人を超えても、１か所と考えております。人員を多くして、包

括自体は１か所です。 

議長 ６，０００人の場合は１か所置くとか２か所置くとかがないと、 

６，０００人を超えた場合は市長が認めるというだけでは何か所置くのか読

み取れない。 

事務局 

（石井課長） 

地域包括支援センターの人員の関係でございますけれども、久喜地区には

５つの包括支援センターがございます。それぞれ、第１号被保険者の人数に

対して人員体制をそろえるという体制で行ってきているのですが、菖蒲につ

いては６，０００人弱の被保険者数、久喜東地区については、９，０００人

第１号被保険者がいらっしゃいます。ばらつきがございまして、包括支援セ

ンター業務の中で、相談業務等ございますけれども、その業務を賄うために

はそれなりの人員体制が必要ということで、６，０００人までは先ほど申し

上げましたように３職種３人体制でこれまでの省令の中で規定されており

ます。条例を定めるにあたり、その省令通りなのですが、第１号被保険者が

６，０００人を超える場合には、市長の裁量にて実態に合わせて運用ができ

るように数値で細かい規定ではございませんけれども、超えた場合の規定と

して第１号被保険者数の実態に見合った人員体制を確保するため今回の条

例改正とさせていただいたところでございます。 

酒井委員 ということは、条例上では、６，０００人を超えた場合には人員の縛りは

ないということですよね。 
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福祉部長 補足させていただきます。現在は３，０００人から６，０００人までの規

定しかございません。その時には３職種を１人ずつ置くという規定です。こ

れは従うべき基準です。国からはそれ通りに規定すると指示が来ています。

けれども、久喜市の場合は６，０００人というちょうどいい第１号被保険者

のところと、もう少し人数を超えている所もございますので、そういう所に

はもっと人数を置きたいと考えております。地域包括支援センターをもっと

置けばいいのではないかというお話もあるかもしれませんが、それは別途考

えていく問題だと考えておりまして、必要であれば今後検討していかなけれ

ばならないのですが、やはり地域を総括して相談機能とかいろいろなものを

やっていくためにはひとつの運営というのを久喜市は考えておりますので、 

６，０００人を超えた場合には、もっと職員を置けるようにということでこ

の規定を追加をしていくという状況です。追加をしてよいかということを厚

生労働省に確認したところ、上乗せしていく場合にはＯＫだとお返事をいた

だきましたので、今回追加をさせていただいたというところです。 

酒井委員 ですから、私が言っていますのは、６，０００人を超えたところには縛り

を作らないということですね。 

福祉部長 規定は作りません。ただ、現状としましては、それは、その時々の様子に

よって、人数によってではなく、内容によって対応していきたいと考えてい

ます。概ね３，０００人から６，０００人で３職種という考えは示されてい

ますが、人数だけではなくて、相談の内容によって１人ではなく２人配置と

いう可能性もありますので、人数ではなくて、内容によって人の配置を考え

ていきたいと思います。今回、その内容について人数の規定は盛り込んでい

ないという状況でございます。 

酒井委員 言っている意味は分かりますが、人数はいくらでも増えかねませんよね。 

福祉部長 内容等検討しながら人員配置というのは検討して参りたいと考えており

ます。 

車塚委員 福祉部長の説明の補足として、条文の中には、運営協議会に答申してもら

って中立公正の立場で、運営協議会が認めたことを踏まえて市長が判断する

ということだと思うのですが。無限に増えるということではないのではない

かという解釈でよろしいですか。 

事務局 市の方で運用として基準を設けていきたいと考えております。そこでまだ

具体的な内容は定まっておりませんが、考えていきたいと思っております。 

議長 私がひっかかるのは、６，０００人という具体的な数値が入ってきますね、

超える場合には以下のとおりとする、となって市長に委任しますよ、という

話だから、人員配置について何人加算するとか、３人１組がペアですからね、

プラス何人配置しますよと文章に書かないとよく分からないなと。条例です

から市長に委任しますとなっていても良いかもしれないけれども、市長の裁

量権をどこまで認めるとしないとおかしくなっちゃうよ、という気がしたん

ですけどね。市長はフリーハンドなのかと。市長が認めないと言ったら、運

営協議会で議論しても、議会で議論しても加算しませんと言われたらそれま

での話ということになっちゃうのではないですか。 

酒井委員 逆もあるわけですよね。 

福祉部長 条例に関してですから私の方から答弁します。これに関しては、条例です

ので、規則を設けることもできます。検討しているという話もありますので、

必要であれば規則を設けて参りたいと思います。 
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議長 まだペンディングのことがありますということですね。他にございますで

しょうか。 

酒井委員 保存期間５年にするとございましたね。膨大な書類になるのではないかと

思うのですが、保管方法は書類、書いたものでなければならないのですか。

パソコンに入っていればいいのかどうか。 

事務局 書類での保管を考えています。 

酒井委員 それはなぜですか。電子機器が普及している時代に書類じゃなくてはだめ

なのでしょうか。必要な時に取り出すことはできるのに、積んでおいておか

なければならないのは今の流れとは逆行するのではないかと思うのですが、

紙が必要な理由を教えていただけますか。 

事務局 紙ベースでの必要性については、原本、実際に書いたものを取っておいて

いただきたいと今のところでは思っております。 

酒井委員 例えば、監査の場合、パソコンに入れておいて、監査に合わせて印刷する

というのは可能ですよね。紙が古くなっていないというだけの話であって。

古い紙でなければならないという意味が分からないのですが。頑な過ぎない

かなという感じがするのですが。 

事務局 パソコンですと、データがなくなったり壊れたり消去してしまう可能性が

あります。 

酒井委員 バックアップは取りますし、紙でも燃えてしまったりすることはありま

す。 

事務局 データですと、修正をされる可能性があったりしますので、紙ベースの方

がよろしいかと思います。 

議長 よろしいですか。ただいま諮問を受けました条例案につきましては次回ま

たご意見を伺うということになります。次に議題（３）について説明をお願

いします。 

福祉部長 ≪ 諮問書を代読 ≫ 

議長 ただいま諮問されました地域密着型サービス事業所の指定更新につきま

して、委員の皆様の意見をまとめて市長に答申したいと思います。 

続きまして議題（３）、指定更新について事務局から説明をお願いします。 

事務局 ≪ 資料３の各資料に基づき説明 ≫ 

議長  ありがとうございます。ただいまの説明について、何かご質問、ご意見ご

ざいますでしょうか。よろしいですか。それでは、地域密着型サービス事業

所の指定更新について事務局案のとおり答申するということでよろしいで

しょうか。 

各委員  ≪ 異議なし ≫ 

事務局  ありがとうございます。 

議長  それでは、各委員に答申案を配布してください。 

事務局  ≪ 答申（案）を配布、読み上げ ≫ 

議長  何かご意見ご質問ありますか。よろしいですね。ありがとうございます。

それでは、諮問どおり市長への答申といたします。 

続きまして議題（４）、事務局から説明をお願いいたします。 

事務局  ≪ 資料４に基づき説明 ≫ 

議長 指定介護予防支援事業者の委託については報告内容を承認いただけます

でしょうか。 

各委員  ≪ 異議なし ≫ 
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議長  ありがとうございます。指定介護予防支援事業者の委託については報告内

容を承認することといたします。その他事務局から何かありますか。 

事務局  議題（１）の中で地域福祉計画での地域づくり、地域活動の担い手が活躍

できるしくみづくりについて計画の中での位置付けにつきまして、確認でき

ましたところを申し上げます。 

久喜市地域福祉計画の中におきましては、地域活動の担い手が活躍できる

しくみづくりとして、コミュニティソーシャルワーカーを社会福祉協議会で

配置することとなっています。公的福祉サービスや地域の支え合い活動を調

整して支援を必要とする人に結びつけるという職種の方です。これらの方を

養成し、コミュニティソーシャルワーカー連絡会を設けて情報交換をしてい

ます。それから、地域福祉計画推進会議を市の中で設けまして、この中で計

画の進行管理を行っております。社会福祉協議会につきましては、コミュニ

ティソーシャルワーカーの配置、地区社協の組織化、世代間交流事業の促進、

ワークショップの開催など役割分担があり、市としましては、社会福祉協議

会への支援をする、地域のことをよく知っている社会福祉協議会との連携を

強化することで市も地域と一緒になって考えていくということです。民生委

員・児童委員を支えていく、福祉ネットワークということで、生活支援とい

うことではコーディネーターの役割になりますが、自治会、老人クラブ、婦

人会、母子愛育会などの地域活動団体、ボランティア団体、ＮＰＯなど、保

健・医療・福祉関係事業者など職種の垣根を越えて話をしながらネットワー

クの構築を支援するという位置付けがされています。このような中で、地域

づくりの取り組みはこれまでも行われてきており、すでに生まれている活動

等についても介護予防の取り組みの中で発揮していただくことができない

かという考え方になるかと考えております。 

廣瀬委員  愛育会などボランティアも高齢化してきています。地域が支えるのが一番

良いことは十分に承知していますので、民生委員、区長への負担がたくさん

かかってきてしまって、どのようにやっていくかが非常に問題なので、高齢

化の実情を知っていただき、市から十分に支援をしていただき、大きなきち

んとした道筋を作っていただいて地域へ下ろしていただけたらと思います。 

事務局  貴重なご意見をありがとうございました。市の方も新しい制度を暗中模索

しているところでございますので、協議会、地域の方と一緒に考えて進めて

いきたいと思いますのでこれからもよろしくお願いいたします。 

議長  よろしいですね。次回の予定はありますか。 

事務局  次回の協議会は、１０月３０日で予定しております。ご予定いただきます

ようお願いいたします。 

議長  それでは、次回１０月３０日ということでございます。お忙しいと思いま

すけれどもよろしくお願いいたします。以上で本日の議事はすべて終了いた

しました。これをもちまして議長の職を解かせていただきます。ご協力あり

がとうございました。 

司会 

（石井課長） 

 ありがとうございました。長時間に渡りご審議いただきまして誠にありが

とうございました。 

それでは閉会にあたりまして、岡野副会長にご挨拶をお願いいたします。 

岡野副会長  ≪ 副会長あいさつ ≫ 
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司会  ありがとうございました。以上で久喜市介護保険運営協議会を閉会とさせ

ていただきます。 

 本日はご多忙の中、介護保険運営協議会にご出席を賜りまして、誠にあり

がとうございました。 
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