
○８番（川瀬 孝代君）   おはようございます。 

 ８番、川瀬孝代でございます。 

 東日本大震災から満２年を迎えました。亡くなられた方々の３回忌でもあります。

改めて衷心より哀悼の意を捧げるとともに、厳粛に追善回向の祈りを申し上げます。 

 政治は東北の皆様の復興・復旧、そして生活再建に全力で取り組まなければなり

ません。近代国家を揺るがすことになった大震災です。被災された方々にどこまで

も寄り添い、励まし続けていくことで必ず蘇生できると私は信じております。 

 それでは通告に従いまして、質問をさせていただきます。 

 １つ目、うつ病と自殺対策について、お聞きをいたします。 

 警察庁の集計によりますと、２０１１年の全国の自殺者数は３万５８４人で、交

通事故で亡くなられた方たちの４，６１１人の６．６倍となりました。また、１９

９８年以降、１４年間連続して自殺をされている方が３万人を超えています。大き

な社会問題となっています。 

 今、防止対策に社会全体で取り組み、希望の持てる社会へと転換をしていくこと

が大事に思います。 

 自殺者の動機には、うつ病などの健康問題が多くを占めております。また、経済

的な生活問題、そのうち就職の失敗が増加をし、仕事や家庭の問題、そのようなこ

ともあり、このようなことが要因で、絡み合って引き起こされるとされております。

特に年度末の３月は決算期であり、人事異動や木の芽の時とも呼ばれ、心身に不調

を来すなど、最も多くの自殺者が発生する時期であり、今月は自殺対策強化月間と

定められております。 

 自殺と関連するうつ病は、患者数は１００万人を超えております。うつ病は脳の

機能が異常を来すことで発症する脳の病気です。厚生労働省は、平成２３年７月に

医療計画の基本となる４疾病に初めて精神障がいを加え、５疾病といたしました。 

 うつ病対策には早期発見・治療は欠かすことができません。治療が遅れると回復

率が低くなるというおそれがあります。体調が崩れて熱があったり、またせきが出

たりすると、風邪かなと思い、病院へ行く人はいると思いますが、うつ病かもしれ

ないと病院を受診する人は多くありません。うつ病になって我慢する場合や、また

家族が気づかないケースが多々あります。 

 うつ病対策については、以前、私も質問をさせていただきました。そのことを踏

まえまして、１点目、うつ病対策に対する進捗状況と現状をお聞きいたします。 

 続いて、うつ病などの精神疾患により病気休職する教員が現在少なくありません。

病院としましては公務の多忙化によるストレス、保護者や地域住民からの要望の多

様化に伴う対応の困難さ、複雑化する生徒児童への対応の負担増、職場の人間関係

の希薄化などが指摘をされております。この問題は教員個人による解決では難しく、

学校管理職、さらには行政による支援も必要なのではないかと思います。 



 そこで２点目としまして、本町の教職員の休職状況とメンタルヘルス対策への取

り組みについて、お聞きをいたします。 

 次に３点目です。うつ病対策の１つとして、また早期発見を促すために、携帯電

話やパソコンで手軽に心の健康状態をチェックする「こころの体温計」というもの

を導入する自治体が増えてまいりました。この取り組みは、東海大学医学部附属八

王子病院で行われておりますメンタルチェックを携帯電話用にシステム化したもの

でございます。 

 自分の健康状態や人間関係など、全１３項目の質問に順次に答えていくと、診断

結果が、金魚ばちと猫のイラストで表示され、ストレスや落ち込み度に応じて、金

魚や水槽、猫が変化をしていきます。診断の結果によって各種の相談窓口への紹介

を行うものです。 

 うつ病に早く気づけば、それだけ受診が早くなり、自殺予防につなげることがで

きると思います。心の健康を守るため、また命を守るためのうつ病予防対策として

「こころの体温計」の導入へのお考えをお聞きいたします。 

 以上の点について、答弁を願います。 

○議長（藤田 興一君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   川瀬議員のご質問にお答えをいたします。 

 私のほうからうつ病と自殺対策について、教職員の状況とメンタルヘルスについ

て、お答えをいたします。 

 まず、文部科学省によれば、全国の公立学校教職員の病気休職者数は、平成２３

年度、８，５４４人で、そのうち精神疾患による休職者数は５，２７４人となって

おります。ここ数年は、少しずつ減少傾向にあるものの、依然として多くの教職員

が休職しており、大きな課題の１つとなっております。 

 本町、東員町内の小中学校におきましては、現在１名が休職をしておりまして、

定期的に通院しながら復職を目指しているところであります。 

 次にメンタルヘルス対策でございますが、まず何より教職員一人一人が心身共に

健康で、意欲を持って教育活動に打ち込める学校（職場）にすることが大切である

と考えております。そのことが日常の授業や行事などの教育活動に大きくかかわっ

てくると考えております。 

 また、そのためには、普段から管理職や教職員同士がコミュニケーションをとり

ながら、互いに支え合い、協力し合う関係をつくることも重要であると考えており

ます。 

 ご承知のとおり、教育現場では、日々さまざまな問題が起こってまいりまして、

場合によっては極度に重圧を感じたり、ストレスをため込んだりすることもござい

ます。また、超過勤務が続き、心身共に疲れた状態になることもございます。 



 このような時、まず大事なことは、決して一人で抱え込まないということだと考

えております。先ほども申しましたが、職場で課題を共有し、チームとして対応す

ることが重要であると考えております。 

 また、生徒指導で対応が難しいケース等、精神的にストレスを蓄積しかねない場

合などにつきましては、スクールカウンセラーによるカウンセリングを受けること

も勧めております。 

 なお、来年度から時間には制約はございますが、全ての小中学校にスクールカウ

ンセラーが配置されることとなっております。 

 こうしたことに加えて、教諭等の過重労働による健康障害防止策としまして、毎

日の超過勤務の状況を月ごとに報告をさせ、教育委員会として把握をしております。 

 そこで、ある一定時間数を超えた者につきましては、疲労蓄積度セルフチェック

を行うとともに、必要と認める教職員については、医師等の面談指導を受けさせる

こととしております。 

 いずれにいたしましても、教職員の心身の健康には十分配慮をしながら、メンタ

ルヘルス対策を進めてまいりますので、よろしくご理解賜りますようにお願いをい

たします。 

 以上でございます。 

○議長（藤田 興一君）   岩田利弘生活福祉部長。 

○生活福祉部長（岩田 利弘君）   川瀬議員のうつ病と自殺対策についてのご

質問にお答えさせていただきます。 

 まず１点目の、うつ病対策に対する進捗状況と現状についてでございますが、厚

生労働省が３年ごとに全国の医療施設に対して行っている「患者調査」によります

と、平成８年に４３万３，０００人であったうつ病等の気分障害の総患者数は、平

成２０年の１０４万１，０００人をピークに、平成２３年には９５万８，０００人

と、１５年間で２．２倍に増加しております。 

 また、平成１０年以降、全国の自殺者数が３万人を超える状態が１０年以上続い

ております。 

 自殺の背景には、うつ病をはじめとする、さまざまな精神疾患が関連することが

多いと言われており、治療を受けていない方々も多くおみえになると推測されます。 

 本町における取り組みといたしましては、東員病院、大仲さつき病院にご協力を

いただき、個別相談事業として「ハートリフレッシュ相談」を実施しております。 

 身近に相談できる機会の提供と、心の相談に対して適切な対応ができる受け皿を

つくり、心の病の早期発見、早期受診につなげていくことを目的に、精神科医師に

よる１時間程度の個別面接を行っております。個別面接では、専門的な見地からの

助言や専門機関への受診勧奨など、状況に応じた対策をしていただいており、今年

度は４回開催し、相談件数は７件でございました。 



 また、自殺は防ぐことができる社会的な問題といわれていることから、正しい知

識の普及・啓発を行うことで、身近な人の自殺前の兆候に気づき、相談窓口の紹介

や、窓口につなぐことができる人を増やし、心の病を抱えている人の孤立を防ぐと

ともに、地域のつながりを強化することを目的に、今年度からの新規事業といたし

まして、大仲さつき病院の臨床心理士を講師にお招きし、「こころの健康講演会」

を先月開催いたしました。 

 参加者は一般町民の方２０名で、講演会終了後には希望者に対しまして、「メン

タルパートナー養成研修」もあわせて実施いたしました。 

 この研修は、三重県が平成２３年度から実施している事業でございまして、自殺

の現状とその背景にある問題、自殺のサイン、声のかけ方などをまとめた１５分ほ

どのＤＶＤを見ていただき、さらにメンタルパートナー指導者と呼ばれる講師から、

自殺予防等についての説明を受けていただくものでございます。 

 なお、メンタルパートナーとは、自殺予防に対して正しい知識を持ち、身近な人

の変化に気づき、悩んでいる人を相談窓口などへつなぐ役割が期待される人のこと

でございます。これは三重県独自の名称で、自殺対策における身近なゲートキーパ

ーのことを指しております。 

 次に予防対策として、メンタルヘルスチェック「こころの体温計」の導入につい

てでございますが、これは民間企業が作成したシステムでございまして、市町がホ

ームページにシステムを掲載することにより、ご自宅のパソコンや携帯電話を使用

して、簡単にメンタルヘルスチェックができるものでございます。 

 診断メニューといたしましては、本人診断のほか、ご家族や赤ちゃんを育児中の

母親のものもあり、医学的な診断ではなく、あくまで自己診断をし、結果を心の状

態として、イラストにてあらわすものでございまして、診断結果に伴い、町や県な

どの相談窓口をご案内するほか、近隣の医療機関などもご案内するものでございま

す。 

 また、システムを利用され、診断された結果について、性別・年齢別での「うつ

傾向者」の人数や比率などを、月ごとにデータとして集計することも可能でござい

まして、関東を中心に、全国７０ほどの自治体にて導入されておりますが、現在三

重県を含め、県内で導入している市町はございませんので、他の市町の様子を見な

がら注視してまいりたいと考えますので、ご理解を賜りますようよろしくお願い申

し上げます。 

○議長（藤田 興一君）   川瀬議員。 

○８番（川瀬 孝代君）   答弁をいただきました。 

 自殺対策基本法では、地方公共団体の責務として、第４条で、地方公共団体は基

本理念にのっとり、自殺対策について国と協力しつつ、当該地域の状況に応じた施

策を策定し及び実施する責務を有するとあります。 



 先ほど部長の答弁、また教育長の答弁にもありましたが、東員町としても、それ

ぞれの思いの中で、この対策に取り組んでいただいているということには大変感謝

を申し上げなければならないところだと思いますが、なかなか形になって見えない

部分もあります。よくなった、社会復帰をしたという部分が。ですからこの対策と

いうのは、まとを絞るのにも大変難しい部分ではないかなと、そのように私は思っ

ております。 

 その部分で、先ほど部長の答弁の中でありましたゲートキーパー、この養成は大

変重要な部分だと思います。やはり生きる人を支援していく門番、それを増やして

いく、そういう活動は、これから重要ではないかなと思います。 

 認知症に対しましても、東員町はサポーターの養成講座を行っております。それ

と同時に、やはりだれもが、いつ、どこでかかるかわからないうつ病、これは脳の

病気であり、また精神疾患ですので、私たちもかからないということはないと思い

ます。 

 そんな意味で、先ほど部長の答弁にもございましたように、三重県独自の、名前

は多少違いますが、ゲートキーパーの養成・研修に対しては、東員町は今後どのよ

うにお考えなのか、答弁を求めます。 

○議長（藤田 興一君）   岩田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（岩田 利弘君）   お答えさせていただきます。 

 先ほどのメンタルパートナー養成・研修も、今後とも積極的に取り組んでまいり

たいと考えております。 

○議長（藤田 興一君）   川瀬議員。 

○８番（川瀬 孝代君）   ぜひ認知症のサポーター養成講座と同じような形で、

できれば計画をとっていただいて、そして私たち町民も、こういうところに目を向

けていきたいと、そのように思います。気づくことというのが一番大事だと思いま

す。気づきを養う、その意味でゲートキーパーの養成、また研修について、一歩踏

み込んだ、そういう支援体制を構築していただきたいと思います。 

 教育長の答弁もいただきましたが、私も実際自分の子どもたちが学校へ通学をし

ている時に、現在も高校生の子どもがおりますが、本当に学校の先生は大変だなと、

たまに夜遅く学校の前を通る時、明かりがついていると、先生はまだ仕事をしてい

るんだなと、そのようなことを痛感することもございます。 

 また、私の知り合いの中にも、うつ病にかかって、そして幼稚園ですけれども、

やめたという、そういう友人もおります。 

 この部分で、どうやって本当にこの対策をとっていくのかというのは、だれもが

考えなければいけないところなんですけれども、この「こころの体温計」について

は、埼玉県の教育委員会が２０１１年から導入を開始しました。 



 確かに一般のところからのものでありますけれども、このメンタルケアをしたと

ころ、自治体ではなかなか把握ができない、その心の病をアクセスをすることで、

埼玉の中にどれだけの人が心の病を持っているか、そういうことが把握できる、ま

た相談先、支援先も携帯の中から出てきますので、その部分では大変利用がしやす

い、そしてまた、私は今の時代にかなった部分の支援ではないかなと思います。 

 携帯でとかパソコンでと、軽々しいという、そのような意見がありました。私も

研修に行ったら、そのようなことをおっしゃっていらっしゃった方もいたんですけ

れども、でもそのことを通じて病院へ行こうかな、やっぱり治さなければいけない

なと、そう気づかせてあげることが私は大事だと思います。 

 その部分で、１人でも救える命を救うための政策、その１つとしてとらえていた

だき、ぜひ東員町でも、三重県はまだどこも導入をしておりません。周りの動向を

見ている間に、本当にうつの方が増える可能性もあるかもしれませんので、その点

ぜひお取り組みをしていただきたいと思います。 

 この点について、水谷町長はどのようなお考えでしょうか、町長の答弁を求めま

す。 

○議長（藤田 興一君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   心の病といいますか、社会情勢がこうなっているん

ですかね、そういう方が増えているのは事実でございまして、本当にこれ、何とか

しないといけない社会情勢になっているというふうに思っておりますので、議員ご

提案の件につきましても、担当部局と相談させていただきながら、前向きに取り組

みたいというふうに思っております。 

○議長（藤田 興一君）   川瀬議員。 

○８番（川瀬 孝代君）   町長より答弁をいただきました。 

 今この自殺対策に対しましては、県の補助金も出ます。東員町としては持ち出し

がほとんどゼロではないかなと、そのように思いますので、ぜひ町長の今ご答弁を

いただいたように、対策のお取り組みをお願いをしていきたいと思います。 

 そしてもう１つ、教員のメンタルヘルスチェック、さまざましていただいている

んですけども、例えば放課後のクラブの活動、このクラブ活動というのは、生徒の

個性豊かな人間の関係を育み、また非常に重要な教育活動の一環であると思います。

その部分、授業が終わってから顧問の先生なんかの負担もかなりあるのではないか

なと、そのように思います。 

 また、スポーツとか文化に専門的な方が、どこにでもいらっしゃると思います。

特に東員町も大変スポーツに力を入れているまちではないかなと思うんですね。 

 ですのでこういった時間的な部分、教員の負担を少しでも和らげるために、政策

として外部の指導員を入れて、先生たちをサポートしていく、そのようなことを取

り組んではどうかなということを、私は常に心から思っておりました。 



 既に東京都の中には、このような政策を取り入れているところがございます。こ

ういう支援体制の制度というのは、本当にさまざまな部分で問題もあるかと思いま

すが、スポーツを専門にしている人、また文化に対しても専門に持っている人、そ

の技術といいますか、そういう力を教育に注いでいくというのも、一つの方法では

ないかと思います。この点については教育長はどのようにお考えでしょうか、答弁

を求めます。 

○議長（藤田 興一君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   お答えをいたします。 

 先ほど答弁をさせていただきました教職員の過重労働というのは、看過できない

問題の一つであると思っております。そのための一つの方策として、部活動に対し

て、外部指導員を導入していくというのは、全国でも、そしていろんなところでも

なされている問題だと思っております。解決の支援策の一つであると、東員町も総

合型地域スポーツクラブ等ありますので、考えていきたいなと思っております。 

 もう１つ、今、私の本当に思っているのは、先生方も土曜日・日曜日・早朝とい

うようなクラブをやってみえます。それは大きくは子どもたちに力をつけようとい

う熱意の中であると思いますけれども、そこには親さんの強い願いがあるかもわか

りません。土曜日・日曜日・早朝練習をすることが熱心なクラブの先生であるとい

う思いは、少し変えていかなければならない。教職員も土曜日・日曜日、どちらか

は休むように、そして十分に英気を養って、次から頑張って授業をするというよう

な形になっていかなければならないなと思います。そのための一つの方策として、

外部指導員というのを考えていきたいなと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（藤田 興一君）   川瀬議員。 

○８番（川瀬 孝代君）   答弁をいただきました。 

 部活動支援員制度ですか、そういうような名前も、日本の中では、国内では飛び

かっております。そういう制度を創設していって、そして少しでも先生が自分の教

育に対する力が発揮できるように進めていっていただきたいと思います。 

 そこで副町長に、初めてですけれども、質問をいたします。 

 東員町の教育は、教育長をはじめ、町長も大変力を入れていらっしゃいます。そ

の点について、副町長としてはどのように評価をされているのか、答弁を求めます。 

○議長（藤田 興一君）   樋口和人副町長。 

○副町長（樋口 和人君）   教育の感想を、というご質問だと思います。 

 町長をはじめ教育長、非常に子どもに対して、要はいろんなものをつくったり、

あるいはこれをやったりということではなくて、子どもに光を当てていくプロセス

をもって、例えば東員町は住みやすいというようなメッセージを発していこうとい



うようなことを、今取り組んでおられることについては、成熟社会の中では非常に

私としても同じ思いをするものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（藤田 興一君）   川瀬議員。 

○８番（川瀬 孝代君）   副町長から答弁いただきました。 

 ぜひ副町長も今回の部活動支援員制度、それに向けて、また一歩力を注いでいた

だきたいと思います。 

 続きまして２つ目、介護支援について、お聞きをいたします。 

 介護保険制度が開始されて以降、高齢化が進行をしております。介護予防につい

ては、要介護状態の発生をできる限り防ぐ、遅らせること、そして要介護状態にあ

っても、その悪化をできる限り防ぐこと、さらには軽減を目指すこと等、定義をさ

れております。 

 平成２３年度には、介護保険法の改正により、平成２４年度からは介護予防とし

て日常生活支援事業が導入をされるなど、時代の変化とともに、介護予防のあり方

が見直されております。 

 本町においても介護予防の推進に対しましては、地域包括支援センターを中心に、

介護予防計画の策定、また介護予防事業として予防教室、老人サロン、通所介護な

どの取り組み、また介護サービスの充実に努めてこられたところであると理解し、

評価をしております。 

 今後はこの高齢化により介護給付費が伸び続け、個人の保険料は、第５期介護保

険事業計画では、三重県においては５，０００円を超えてきています。本町におい

ても平均４，９７２円と、５，０００円に迫ってまいりました。 

 介護給付費の抑制への予防重視の施策が展開されておりますが、１点目、介護予

防事業が介護給付費の抑制につながっているのか、現状をお聞きいたします。 

 次に、この介護給付費抑制の一翼を担うことを目的としています、介護支援ボラ

ンティアポイント制度があります。この制度については一度質問をしておりますの

で、内容については十分理解をされていることと思います。 

 高齢期を迎えても、可能な限り長く健康で過ごしたいと思うのは、だれもが望む

ことです。高齢者が介護支援などのボランティア活動に参加することにスポットが

当たっている、また社会参加を促し、介護予防にもつなげていける、地域の活性化、

そして心身の健康の増進にもつながる、との指摘があります。 

 こんな中で介護支援ボランティアポイント制度が広がり、実施する市町村が徐々

に増えてまいりました。本町において、介護支援ボランティアポイント制度への認

識と導入のお考えを、２点目としてお聞きいたします。 

 以上２点について、答弁を求めます。 

○議長（藤田 興一君）   岩田利弘生活福祉部長。 



○生活福祉部長（岩田 利弘君）   介護支援についてのご質問にお答えさせて

いただきます。 

 １点目の、介護予防事業が介護給付費の抑制につながっているかについてでござ

いますが、まず初めに、本町の介護予防事業の取り組みを申し上げます。 

 要介護状態に陥る可能性がある方を「二次予防事業対象者」と位置づけ、運動の

機能向上、栄養改善、口腔機能向上などの介護予防教室の開催や、総合的に予防事

業を提供する通所介護事業を実施し、それ以外の一般高齢者を対象に「膝痛、腰痛

予防教室」などの教室を開催するとともに、６５歳に到達された方を対象に、介護

予防や介護保険についての勉強会を開催し、介護予防の普及啓発に努めております。 

 ご質問の、介護予防事業が介護給付費の抑制につながるかの評価につきましては、

事業の結果が直ちに数値としてあらわれるものではないことから、判断が難しいと

ころではございますが、本町の介護給付費につきましては、高齢者数の増加などの

要因から増加傾向にあるものの、６５歳以上の第１号被保険者のうち、介護認定を

受けている方の割合を示す認定率の状況は、平成２０年度１４．０％に対し、平成

２２年度１３．５％、平成２４年度１２．５％と、平成２０年度から１．５ポイン

ト減少し、介護を必要とし、認定を受ける方の割合が減少していることから、介護

予防事業に一定の効果が出ているものと考えております。 

 今後ますます高齢者数が増加することから、引き続き介護予防事業については重

点施策と位置づけ、取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に２点目の、介護支援ボランティアポイント制度への認識と導入の考えについ

てでございますが、高齢者が社会参加や地域貢献を行い、自らの健康増進や介護予

防に積極的に取り組むことは、要介護・要支援に対する町民の主体的な地域の支え

合い活動の育成・支援につながることから、６５歳に達する高齢者が急激に増加し、

社会の第一線で活躍された多くの方々が地域に戻られる本町におきましては、大変

有効な制度であると認識しております。 

 制度の導入につきましては、昨年度に策定をいたしました「高齢者福祉計画・第

５期介護保険事業計画」におきまして、平成２４年度から平成２６年度の３年間に、

地域の支え合い、介護予防・健康づくりを重点目標に掲げ、地域での助け合いの推

進の取り組みとして、ポイント制介護ボランティア制度を位置づけており、計画年

度内に検討し、導入を進めてまいりたいと考えておりますので、よろしくご理解賜

りますよう、お願い申し上げます。 

○議長（藤田 興一君）   川瀬議員。 

○８番（川瀬 孝代君）   前向きな答弁をお聞きいたしました。 

 この制度の実施される場合ですけれども、先ほど実施の方向に、という答弁をい

ただきましたが、町内の介護支援関連施設だとか、またボランティアの範囲、そし

て関係機関などの協力を得て体制づくりをしていかなければならないと思います。



この点でどのような課題、また問題点などがありましたら、お聞きをしたいと思い

ます。 

 答弁を求めます。 

○議長（藤田 興一君）   岩田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（岩田 利弘君）   このボランティアポイント制につきまして

は、活動の対象の受け入れ機関とか、ボランティア活動に対する範囲というんです

か、レクリエーションとか、お医者さんとか、いろんな作業がございまして、それ

をどのような範囲まで考えていくのかとか、そういうようなことを今後考えていか

なければならないと考えております。 

○議長（藤田 興一君）   川瀬議員。 

○８番（川瀬 孝代君）   問題点があるというところまで、まだ到達をしてい

ないということで受け止めていきたいと思います。 

 定年を迎えて、これからどうしていこうかという方が、東員町の中ではたくさん

いらっしゃいます。そういう部分で、だんだんと年を重ねて高齢となっていく。そ

の方々が自分の居場所づくり、自分の居場所を見つけ、そして、まだまだ社会に十

分貢献できるのだなと、そのように気づき、そしてまた、その人たちの孤立を防ぐ

ためにも大変有効な生きがいづくりの制度ではないかと私も思っております。 

 これから東員町はますます高齢化を迎えてまいります。その人たちが本当に元気

に生きていかれるように、私たちもさまざまな角度から支援をしていくための政策

づくりをしていかなければいけない、その時が来ているのではないかと思います。 

 介護支援ボランティアポイント制度は、地域支援事業の一環でもあります。支え

合う社会の仕組みづくり、そしてまた環境づくりの取り組みに、一層東員町として

も取り組んでいっていただきたいと思います。 

 今回はこの介護支援、本当に奥が深く、幅の広い介護をしていくという、そうい

うところは、さまざまな角度からの取り組みがあると思います。我がまちの福祉課、

そしてまた長寿福祉のほうも一生懸命取り組んでいるということで、先ほどどんど

ん伸びていく給付費の部分も、そんなに伸びはないという、また一定の評価が出て

おりました。大変これはいいことだと思います。ぜひこの思いで、これからも介護

支援に対しまして、前向きな、そして取り組みをよろしくお願いをしたいと思いま

す。 

 以上で私の一般質問を終わります。 


