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令和３年度 第１回 西宮市地域包括支援センター運営協議会 会議録 

 

   日時：令和３年８月 19日 (木曜 )14時開会 

  場所：西宮市役所第二庁舎６階 B601・B602会議室 

 及びＺｏｏｍミーティングルーム（オンライン会議） 

 

出席者：松端委員長 北垣副委員長 宮田委員 藤田委員 鷹取委員 前之園委員 

髙瀨委員 馬場委員 前田委員 西川委員 清舩委員 谷中委員 豊川委員 

中野委員 荒巻委員 加藤委員 大西委員 藤原委員 坂本委員 

事務局：町田健康福祉局長 西村福祉総括室長 大谷福祉のまちづくり課長 島村地域

共生推進課長 四條介護保険課長 北出高齢福祉課長 松田生活支援課長 

議 事：（１）委員長及び副委員長の選出について 

（２）地域包括支援センターの運営について 

     

会議録 

○事務局 

 定刻となりましたので、ただいまより令和３年度第１回西宮市地域包括支援センター運営協

議会を開会します。 

 本日は、お忙しい中をご出席賜りまして、まことにありがとうございます。 

 本日は、市役所会議室とオンラインを併用しての会議となっています。また、感染拡大防止

のため、事務局職員の出席者の削減、進行の簡素化もしています。市役所会議室にご出席の皆

様におかれては、マスクの着用を引き続きよろしくお願いします。 

 また、本協議会は、議事録作成のために録画しています。録画した動画は、議事録作成以外

には使用しませんので、ご了承をお願いします。 

 会議の開会に先立ち、西宮市を代表して西宮市健康福祉局長の町田よりごあいさつを申し上

げます。 

○健康福祉局長  

委員の皆様におかれましては、ご多忙中、また、お足元の悪い中を本協議会にご出席いただ

きまして、まことにありがとうございます。 

 また、委員の皆様には、本市福祉行政のみならず、市政各般にご理解、ご協力を賜りまして、

厚くお礼申し上げます。 

 私ごとで大変恐縮ですが、この地域包括支援センターは、平成18年の設置の際に担当してい

た者としては、大変思い入れのある機関です。当時国は、超高齢社会を迎える2025年のケア体

制として、住んでおられる地域で、住まい、医療、介護、生活支援を一体的に実施していける、

いわゆる地域包括ケアシステムの構築に努めるという方向性を打ち出しました。地域包括支援

センターは、名前のとおり、その中核を担う機能・機関でありまして、介護予防、高齢者の権
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利擁護、生活支援・相談、それを継続的・包括的にケアマネジメントすることと、地域の高齢

者を支援する関係団体との連携構築という大変大きな役割を担っています。 

 今、2025年がカウントダウン、目の前にまで来ています。委員の皆様には、本市の地域包括

支援センターがよりよいものとなりますように、忌憚のないご意見をいただきますようお願い

しまして、甚だ簡単ですが、私からのあいさつとします。どうぞよろしくお願いします。 

 

○事務局  

当運営協議会においては任期満了に伴う改選がありましたので、本来ならば市長より委員の

皆様お一人お一人に委嘱状をお渡しすべきところですが、今回のような会議形式の関係上、事

前に委嘱状をお送りしています。 

 なお、任期は令和５年３月までですので、２年間、どうぞよろしくお願いします。 

 次に、委員の皆様と事務局の紹介をします。 

     〔委員自己紹介〕 

 本日の地域包括支援センター運営協議会は、委員総数19名のうち出席委員18名で、出席委員

数が会議の開催要件である半数以上に達していますので、西宮市附属機関条例第３条第５項の

規定により、当運営協議会が成立していることをご報告します。 

 また、本協議会には、運営協議会委員以外の各地区地域包括支援センターの代表がオブザー

バーとしてオンラインで参加しています。 

     〔事務局職員・欠席者報告〕 

次に、資料の確認をお願いします。 

〔資料確認〕 

 それでは議事に入ります。 

 まず、議事の１つ目、委員長及び副委員長の選出に移ります。 

 西宮市附属機関条例第３条において、委員長及び副委員長は当該附属機関において委員の互

選により定めることになっています。 

 まず、委員長の選出についてご提案等はありませんか。 

○委員  

委員長として、地域福祉の分野に精通しておられます松端委員にお願いしたいと思います。 

○事務局  

ただいま●●委員から松端委員をご推薦いただきましたが、皆様、いかがでしょうか。 

     〔「異議なし」の声あり〕 

○事務局  

それでは、本運営協議会の委員長は松端委員に決定します。 

 次に、副委員長の選出についてご提案等はありませんか。 

○委員  

副委員長は、前期に引き続き北垣委員にお願いしたいと思います。 
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○事務局  

●●委員より北垣委員をご推薦いただきましたが、皆様、いかがでしょうか。 

     〔「異議なし」の声あり〕 

○事務局  

それでは、本運営協議会の副委員長は北垣委員に決定します。 

 恐れ入りますが、委員長、副委員長から一言ごあいさつをちょうだいできますか。 

○委員長  

先ほど紹介がありましたように、私の専門は地域福祉ですが、これはいろいろな分野に関わ

っていまして、地域包括ケアシステムや、社会福祉法の改正で議論になっています包括的支援

体制づくりなどを専門にしています。どうぞよろしくお願いします。 

○副委員長  

西宮市医師会の北垣です。前期に引き続いて副委員長の職を頑張って務めたいと思います。

私自身、ケアマネジャーの資格を有し、特養の管理医師も兼ねていますので、皆様と一緒に協

議していきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

○事務局  

本日の傍聴希望者はおられません。 

 ここからの議事進行については、松端委員長にお願いします。 

○委員長  

それでは、次第に沿って進めたいと思います。 

 議事の２つ目、「地域包括支援センターの運営について」の「(1)令和２年度の運営実績」

について事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局説明 

 

○委員長  

今の説明に対してご質問やご意見はありませんか。 

○委員  

４ページの職員の勤続年数ですが、従事しておられる職員の勤続年数が非常に短いと感じま

す。このような体制でセンターを運営して大丈夫なのかと思います。何か対策は講じられてい

るのでしょうか。 

○事務局  

勤続年数については、各法人に対してできる限り５年以上同じセンターで勤務していただけ

るようにお願いしています。各法人においてもおおむねそのような形で考えておられるのです

が、予期せぬ異動や退職等がありまして、結果的に平均３年９か月という５年に満たない形に

なっています。さらに、今回については、ここ２年、８人ずつ加配職員を増やしている状況か
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ら、平均するとどうしても数字が下がってしまうことになりますので、そのあたりも影響して

いると考えられます。 

 ただ、平均勤続年数が短いことについては、こちらも課題として考えていますので、引き続

きよりよい方策を検討していきたいと考えています。 

○副委員長  

１ページの相談件数と相談者について、年齢分布が分かるようなデータはありますか。実は

私は前期に、18歳未満で両親や祖父母、兄弟をケアするヤングケアラー、または18～20歳のヤ

ングアダルトケアラーが非常に問題になっていると指摘しています。残念ながら彼らは、公共

サービスに対するアクセスが非常に少ないのです。ですから、この相談件数の中にそういう若

年者が自らの介護実態について相談した件数がどれぐらいあったのかが知りたいです。前回に

お伺いしたときも、健康福祉局ではヤングケアラーのデータは持っておられないというご回答

でしたし、西宮市もやっと今年になってヤングケアラーに対して合同研修会などをされている

のですが、メインはどうしてもこども支援局や教育委員会になってしまいます。介護を受ける

高齢者ではなく、介護する若年者の問題が取り上げられていないところが私は個人的に気にな

っていますので、年齢層に関してのデータについてお伺いします。 

○事務局  

ヤングケアラーに関しては、以前から副委員長からご指摘いただいていたのですが、相談者

の年齢区分別の統計はありません。県や市議会ではヤングケアラーについてのアンケート調査

等をされていますが、地域包括支援センターとしてどういった年齢層からの相談が来ているか

という数字は持てていません。申し訳ありません。 

○委員長  

ヤングケアラーについては、国が調査をして、平均すると５％ぐらいの学生が家族のケアに

当たっているという結果が出ています。このことの課題は、自分がケアをしていても、そのこ

とを誰にも相談していない人が多いことです。そういう意味では、若くしてケアをしている人

の相談窓口も必要かもしれません。 

 今後、相談者の年齢などもデータをとってみてください。 

○委員  

ヤングケアラーの問題の一方で、老老介護の問題もあります。人生100年時代において、こ

れからどんどん高齢化してきて、夫の介護をしている妻の体が弱くなってきて、自分も介護し

てほしいぐらいなのに、子供は自分たちの生活のためにそこまで手が回らない、こういう老老

介護を支援する人材を確保しないといけないと思います。特養や老健などすばらしい建物がど

んどん建ちまして、そちらでも人材が多く必要ですし、在宅のひとり暮らしの高齢者も増える

一方ですので、ヤングケアラーの問題も大切ですが、高齢者を介護する人の年齢層を調べるこ

とも大事だと思います。 

 また、高齢者が高齢者を介護するのも大変ですが、障害を持っている方が自分の家族を介護

することもあると思います。そういうことも把握しておいたほうがいいのではないかと思いま
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す。 

 とりとめのない話ですが、よろしくお願いします。 

○委員長  

老老介護は昔から問題になっていますが、ヤングケアラーの問題に関しては、今まで関心が

全く寄せられていなかったことが今問題になっているのだと思います。 

 もちろん量的には老老介護が圧倒的に多いです。その中には、ご夫婦間もありますし、8050

問題と言われていたのが現在は9060と年齢層が高くなっている問題もあります。これは、まだ

現役で働いている子供が高齢になった親を介護していたり、その逆に障害を持つ子供を高齢の

親が介護しているケースもあります。とにかく、家族の中でケアの問題が閉じ込められていま

すから、それに関して詳しく実態を知ることが大切だと思います。 

○委員  

勤続年数について私も一言申し上げたいのは、ケアマネジャーがしょっちゅう代わると、認

知症の人を介護している家族にとってはかなり負担になりますし、訪問していただいても、人

が代わっていると本人も面食らってしまいます。その人のスキルや人柄もありますし、嫌なら

代えればいいと言われるのですが、実際には我慢を強いられているのが実態です。どういう理

由で短くなっているのか分かりませんが、センター内で頑張っていただいて、勤続年数を延ば

していただきたいと思います。 

 介護者会でもヤングケアラーのことが話題に出ています。若い人にとっては、今はある程度

の学校を出ていないと企業が相手にしない社会になっていますので、ケアをしているがゆえに

勉強ができない、希望する学校に進めなくなることは本当に痛ましいことだと思っています。

市としては、傍観するのではなく、もう少し踏み込んで対策を練っていただきたいと思います。

民生委員の方にお伺いしますと、小さい子と高齢者は把握しているが、その年代は漏れてしま

うそうです。そのあたりも考えて進めていただければと思います。 

○委員長  

埋もれてしまっていることが大きな問題ですね。その人の年齢に関係なく、家族のために自

分の人生を犠牲にすることは問題ですし、特に若い人は、就職・進学にも影響します。 

 勤続年数については、３ページの資料は、地域包括支援センターでの勤続年数ですね。これ

が短いということですが、それに関してセンター側としてはいかがですか。 

○委員  

西宮浜センターは平成29年４月に開設しました。私は、同法人の違うセンターで勤務してい

たのですが、西宮浜センターでは開設当初からの勤務ですので、勤続年数は４年になっていま

す。ただ、ご家庭の事情で退職される方がいらっしゃって、平均勤続年数が短くなるのです。

センターでの働き方改革も含め、負担に思っている仕事の労務調整等も今後課題となってくる

と思いますので、法人とも相談しながら、引き続き働きやすい環境づくりに努めていきたいと

思います。 

○委員  
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今、●●委員がおっしゃったとおりだと思っています。私は、法人の中での異動等もありま

すが、できるだけ長く勤められるように考慮はされていると思っています。 

○委員長  

本当はもっと長く続けたいが、仕事がきついからという理由などで退職される方はなくさな

ければいけないということですね。また、利用者からすると、業務の質の保障だけではなく、

信頼関係もあるので、人が替わることによる混乱やデメリットは大きいと思います。勤続年数

の長短は、その仕事がいい仕事かどうかの一つのバロメーターになるので、長く勤められるほ

うがいいですね。 

 ただ、この表で言うと、法人内で異動している場合は、その方自体はずっと福祉職として働

いていてもセンターでの勤続年数だけを書いていますので、必ずしも全員が短期間で辞められ

ているわけではないという解釈でいいですか。 

○事務局  

おっしゃるとおりです。異動によって年数は切れてしまう場合がありますが、実際に延べの

勤続年数としては長い方もいらっしゃいます。 

 各センターの仕事は非常に多岐にわたりますので、各センターでは、新人研修などを行って

そのあたりを理解していただこうとはしておられるのですが、最初の段階で辞められてしまう

方も中にはいらっしゃるのが現状です。そういうことから、主任ケアマネ、保健師・看護師、

社会福祉士という３職種がそれぞれ部会のような形で横のつながりをつくりまして、その中で

お互いに声かけをしながら、少しでも長く働いていただけるようにされています。 

 市としても、センターの職員は貴重な人材ですから、長く勤務していただけるように支援し

ていきたいと思います。 

 ケアマネジャーが長く継続して担当することについては、各法人でも状況を見ながら、例え

ば要介護の場合は介護支援事業所のケアマネジャーが担当するわけですが、家族内で１人が要

介護、１人が要支援という場合は同じケアマネジャーを配置したり、その家族の状況に合わせ

て対応していると思います。 

○委員長  

そのほかにいかがでしょうか。 

     〔発言者なし〕 

○委員長  

何かありましたら後ほどでもおっしゃっていただいて結構ですので、次の議事に移ります。 

 次に、「(2)令和３年度運営業務の自己チェックの実施」と「(3)令和３年度事業計画の作

成」について、一括して事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局説明  

 

○委員長  
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チェックリストに基づいた各センターの自己評価と前年度評価との比較、自己評価を踏まえ

た今年度の事業計画がセンターごとに記載されています。これに対して何かご質問、ご意見は

ありませんか。 

○委員  

参考資料１の25ページの●●センターですが、真ん中の「具体的方策」の２行目に「気にな

る高齢者」という言葉があります。これは、介護認定を受けているが、サービスを受けていな

い方なのか、地域から寄せられる「あの人、少し気になる」という単なる情報なのでしょうか。 

 もう１つ、26ページの●●センターの総合評価で、「２.総合相談・支援」に記載の「他機

関」はどういう機関なのでしょうか。 

 あわせて、●●センターの方には申し訳ないのですが、全体的に文章が分かりにくいです。

知らない人間でも理解できるような文章をお願いしたいと思います。 

○委員  

抽象的な「気になる」という言葉に対するご指摘をありがとうございました。確かにいろい

ろなとらえ方ができると思います。ここの「具体的方策」の記述については、介護認定につな

がっていない方、近所の方から「気になる」という情報をいただいた方、そういったすべてを

含んでいるのですが、おっしゃるとおり、これだけを見ると何が気になるのかが分かりにくい

と思いますので、以後の参考とさせていただきます。 

○委員  

ご指摘ありがとうございます。「他機関」というのは、高齢者に対応する機関だけではなく、

病院はもとより、介護サービス事業所や行政機関、市役所の中にもいろいろな機関があります

し、また、民生委員さんやまちの店舗の店員さんからご相談を受けることもありますので、本

当にいろいろな機関です。センターの圏域内で生活されているいろいろな方と連携していくと

いう意味です。 

○委員  

資料８・９ページの広報紙の関係で、各センターとも広報紙を作成・発行していらっしゃい

ますが、72歳の私は、今までセンターの広報紙を目にしたことがありません。地域住民、特に

高齢者の手元に確実に届くように、例えば西宮市の市政ニュースと同時に配布するとか、何か

考えていただきたいと思います。 

○委員長  

センターの広報紙を見たことがないというご指摘ですが、センターとしての広報はどのよう

にされていますか。 

○委員  

西宮浜センターに関しては、圏域内のほとんどが集合住宅ですから、すべての住宅のエント

ランスのロビーに貼らせていただいています。全戸配布までは行っていませんが、見守り対象

者や何かあればセンターにＳＯＳの電話をいただきたい方のお宅に戸別配布で届けたり、また、

コロナ禍で中止になっているところもありますが、高齢者の方が集まるふれあい昼食会などで
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配布したり、民生委員さんにお渡しして何かの機会に配っていただいたりしています。そのほ

かには、皆さんの利用が多い公民館やスーパー、郵便局などにも掲示させていただいています。

ただ、まだ多くの方の目にとまっていないというご指摘ですので、課題があることを確認しま

した。ありがとうございました。 

○委員  

分かりました。よろしくお願いします。 

○委員長  

やはり広報はもっと工夫しなければいけませんね。高齢者の方に対しては、「地域包括支援

センターに相談してみるといいよ」という口コミが非常に有効だとは思いますが、診療所や公

民館、スーパーなどに掲示しておくなど、いろいろと方法はあると思います。 

 資料６ページを見ると、全体に「高齢者の総合相談・支援」と「包括的・継続的ケアマネジ

メント」の評価が低いようです。相談に乗って、その内容をいろいろな機関と連携しながら支

援することがまだまだ課題だと思います。ネットワークをつくって、地域のサロンや民生委員

さんの活動につなげて支援することですね。これは昔からずっと言われていますが、実際にそ

こに踏み込んでいくことは難しいのですね。 

 「権利擁護」も、単身の高齢者や身寄りのない方がこれからどんどん増えてきますので、成

年後見制度の利用促進も大切になってきます。これはなかなか表に出にくいのですが、コロナ

禍で虐待やＤＶの件数が増えたりしていますので、この活動も積極的に取り組む必要があると

思います。 

 こういうことを踏まえて各センターの事業計画があります。自己チェックによってそのセン

ターの特徴を把握して、それと事業計画とを照らし合わせて見ていただきたいと思います。 

 ほかに何かありませんか。 

     〔発言者なし〕 

○委員長  

お気づきの点がありましたら後ほどでもおっしゃっていただけたらと思いますので、次の議

事に進みます。 

 次に、「(4)新型コロナウイルス感染症にかかる対応について」です。事務局から説明をお

願いします。 

 

○事務局説明 

 

○委員長  

明日からまた緊急事態宣言が発令されますが、センターの活動に限らず、新型コロナウイル

スの感染拡大はいろいろなところで影響を与えています。今の説明に対して何かご質問、ご意

見はありませんか。 

○委員  
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私どもも、今回の緊急事態宣言を受けて、地域の様々な活動を中止したり内容を検討しなけ

ればいけないのですが、この感染の拡大でサロンなどいろいろな集まりが中止になることによ

って、人と人とのつながりが大事なことを改めて感じています。前回の緊急事態宣言が明けた

後、地区社協では、高齢者のつどいなどの開催方法を考え直したりして頑張っておられたので

すが、緊急事態宣言を受けて、小学校の体育館が使えなくなったりしていますので、従来のよ

うな形での開催が難しくなったり、延期せざるを得ない状況がありまして、いろいろな活動が

妨げられて本当に悔しい思いをしています。ただ、感染のリスクを考えると活動者自身も判断

に迷われるところがあります。今後、このような状況が繰り返し起こるようでしたら、新たな

形でのつながりづくりを模索していかないといけないと思っています。その際にはセンターの

皆さんにもご協力いただく形になりますが、よろしくお願いしたいと思います。 

○委員  

地域包括支援センターの職員のうちワクチン接種をされている方は何人ぐらいおられますか。

というのは、事業者でも、利用者から「ワクチン接種した人がサービスしてほしい」と言われ

ることがあるのです。ただ、スタッフの中にはワクチンを受けられない、受けたくない人もお

られますし、厚生労働省からも事業所が強制してはいけない、あくまで本人の任意によるとな

っていますので、これはどのあたりでどう折り合いをつけていかないといけないのかがなかな

か悩ましいところです。センター職員の方の現状を教えてもらえればと思います。 

○事務局  

ワクチン接種については、おっしゃるように、あくまで任意接種ですので、市としてもどれ

ぐらいの職員が受けているかについての確認をすることもはばかられる状況でして、具体的に

何人の方がワクチン接種を済ませておられるかについては、把握しづらい状況です。 

 ただ、市が独自に設けた介護従事者等を優先した集団接種枠にはセンターからの申込みもあ

ったと聞いていますので、少なくともセンターの中の誰かは接種済みあるいは接種予定である

という確認はしています。 

○委員  

それを確認してはいけないことは分かっていますので、非常に回答しづらいことを聞きまし

た。ただ、可能な方にはできるだけ受けていただいたほうがいいという認識ではいます。 

○委員長  

任意なので、受けたかどうかの確認もしにくいですね。ただ、介護従事者は優先的に接種す

ることになっていますので、身体の状況によって絶対に受けられない方以外は受けておられる

と思います。 

○副委員長  

私も、ワクチン接種の状況をお聞きしたかったので、今のお答えで分かりました。 

 あと、感染の早期発見のために、国でも介護従事者は定期的に検査を実施してもいいと言わ

れていますが、そのあたりの状況はどうでしょうか。 

 また、たまたま新型コロナウイルス感染者は出ていないという説明でしたが、発生した場合
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のシミュレーションのようなものはつくっておられるのでしょうか。 

○事務局  

発生時のマニュアルについては、市としては、地域包括支援センターと介護サービス事業所

を分けていないのですが、もし検査が必要になったり陽性になったときは、法人指導課がコロ

ナ対策室を兼ねていますので、そちらに連絡が行って、その後どこまで業務が継続できるかに

ついて個別に相談することになっています。業務継続計画のような形できちんと文書化ができ

ているかというと、そこまではできていない状況です。ただ、センターだけではなく、すべて

の介護サービス事業所では、今後３年間に感染症に対応した業務継続計画を策定するように求

められていますので、今後検討していきたいと考えています。各センターには、検討し始める

ように指示しているところです。 

○委員長  

例えば事業所内に陽性者が出たときには、保健所の指示のもとにこうするということは決ま

っているのですか。 

○事務局  

コロナ対策の法人指導課も含めて、保健所と連携しながら、濃厚接触者を特定した上で、Ｐ

ＣＲ検査を積極的に実施する状況にはなっていますが、その濃厚接触者の範囲については保健

所の判断になると思います。 

○委員  

資料13ページにある訪問による相談については、「各地域包括支援センターの判断によって

個人防護具を着用して」と書かれています。その個人防護具などの準備は各センターでされて

いるのでしょうか。また、その判断は非常に難しいところがあると思いますが、何を確認して

判断されているのかなどについてもう少し詳しく教えてください。 

○事務局  

個人防護具については、各センターに準備をお願いしています。昨年４月の１回目の緊急事

態宣言のときには、そもそも個人防護具の在庫も何もないという状況で、本当に工夫しながら、

あるものを使っていました。その後、市がすべてを用意したわけではなく、各センターの運営

法人に確保をお願いしました。今も各法人にお願いしています。 

 発熱などの症状のある方への対応については、医療機関や保健所と相談しながらの対応をお

願いしているところです。ただ、訪問は極力避けるようにしても、どうしても訪問しなければ

いけない状況もありますので、ご本人にそういう格好で行くことを理解してもらいながら、各

センターには医療職もいますので、センター内で検討しながら対応していただいています。 

○委員長  

新型コロナウイルスの感染者がすごい勢いで増えていますので、今後も心配は続きますね。

副委員長からこの件に関して何かご意見はありますか。 

○副委員長  

関西圏は今が第５波ですが、東京では第４波になります。ただ、大阪では東京ほど病床は逼
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迫していないですし、第４波ほどではないと言われています。私のところでも、高齢者の発症

並びに重症化は防げているという印象を持っていますので、現在の東京の状況と阪神間の状況

は少し違うように思います。 

○委員長  

前回は、東京はそうでもなかったのですが、阪神間はすごかったですからね。 

○副委員長  

そうです。 

○委員長  

なかなか収まりそうもないですが、ワクチン接種によってご高齢の方の感染は抑えられてい

る印象ですね。 

○副委員長  

ワクチン接種の効果もあって、状態は大分変わっていると思います。ただ、それでも重症化

する人は増えていますので、安易には考えたくないところです。 

○委員長  

そのためには、ワクチン接種を可能な範囲で進めていくことと、感染対策を徹底することが

必要なのですね。 

○副委員長  

ワクチンを２回接種したといっても、免疫スルーもありますし、３回目を接種しなければい

けないとも言われていますので、２回接種しても安全ではないという意識は常に持っておいた

ほうがいいと思います。 

○委員長  

まだまだよく分からない病気ですから、できるだけ注意しながらやっていくしかないですね。 

 ただ、地域活動などはどうしても慎重にならざるを得ないところがありますが、そのことに

よって外出の機会や人と話す機会が減って、心身機能が低下することも懸念されます。そうい

ういろいろな弊害も出てきますので、非常に難しい問題です。 

 ほかに何かありませんか。 

     〔発言者なし〕 

 

○委員長 それでは、その他に何か事務局から連絡事項はありますか。 

 

○事務局より事務連絡 

 

○委員長 これで第１回地域包括支援センター運営協議会を閉会します。 

      

〔午後３時41分 閉会〕 

                            


