
 

平成２９年度 第２回 

 

文京区認知症ケアパス検討専門部会 

 

                                 日時：平成３０年２月２日（金） 

                                 午後１時１５分～午後３時１５分 

                           場所：シビックセンター２４階 第１委員会室 

 

Ⅰ 開会 

 

Ⅱ 議題 

  １ 文京区認知症施策総合推進事業の報告 【資料１ １－４】 

  ２ 文京区認知症初期集中支援推進事業の報告 【資料２】 

 

Ⅲ その他 

 

Ⅳ 閉会 
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粟田主一委員、小倉保志委員、作田和子委員、阿部智子委員、諸留和夫委員、𠮷野文江委員、鴇田昭裕委

員、近藤秋穂氏、藤達也氏、伊東浩美委員、中谷伸夫委員、新堀季之委員、認知症支援コーディネーター4

名 

＜事務局＞ 

真下認知症・地域包括ケア担当課長 

高齢福祉 認知症・地域包括ケア係 高橋係長、幣原、川村、藤原 
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Ⅰ 開会 

 

Ⅱ 議題 

 

粟田部会長：今日の議題の一つ目は文京区認知症施策総合推進事業の年度の報告。二つ目は、この10月か

ら開始された文京区認知症初期集中支援事業の報告となる。 

 最初の文京区の認知症施策総合推進事業だが、文京区では、この認知症施策総合推進事業を行うに当たり

理念を決めた。文京区の目指す将来像は、「認知症になっても人として尊重され、希望をもって自分らしく

生きることができる文京区」というスローガンを掲げ、これに基づいた４本柱がある。最初の柱が、「だれ

もが認知症の正しい知識を持ち、どのような支援を受けられるかを知っている文京区」、２つ目が「適切な

タイミングで適切な支援につながり、切れ目なく支援が提供される文京区」、３つ目が「認知症であっても

そうでなくても、「お互いさま」と当たり前に支えあう文京区」、４つ目が「認知症の本人を支える家族の

生活と人生に、十分に配慮された支援のある文京区」ということで、この４本柱に沿って３つの事業を展開

している。この３つの軸に沿って、事務局から実績報告をお願いしたい。 

真下認知症・地域包括ケア担当課長：【資料１ 1-4】に基づいて、29年度上半期文京区認知症施策総合推

進事業の報告を行う。 

粟田部会長：ただいまの報告について、ご質問いかがか。 

鴇田委員：資料１－２の認知症サポーター養成講座の日常生活圏域毎の区民、学校、企業のデータがあっ

たら教えていただきたい。 

真下認知症・地域包括ケア担当課長：日常生活圏域毎にまとめた資料は今手元にない。 

阿部委員：認ＰＡＫＵは、380名来場されているが、来場者のアンケートをどこかで発表することがあるか。 

真下認知症・地域包括ケア担当課長：アンケート集計は、次回報告をさせていただきたい。 

粟田部会長：この事業の一番基礎にあるのが、認知症ケアパスという概念だが、普及啓発の資料の大元に

「知っておきたい！認知症あんしん生活ガイド」がある。このケアパスそのものがどのぐらい文京区民に普

及しているのかというのが、一つの大きな事業評価の指標になるかと思うが、いかがか。 

真下認知症・地域包括ケア担当課長：認知症ケアパスパンフレットは、区有施設の他、医師会、歯科医師会、

薬剤師会に配布・配架を依頼している。直接ご本人と接する介護事業者等においてもパンフレットの紹介を

行っている。 

粟田部会長：普及活動は大変であるが、これから認知症となる全ての人が、これを手にとれるようにして

いくというのが、一つの大きな目標になるかと思われるので、このあたりを何らかの方法で実績評価できる

ようになるとよい。 

阿部委員：この認知症のパンフレットに限らず、行政としてきちんと取り組まれ、いろいろなところでパ

ンフレットもよいものができている。しかし、当事者は、普段そういうものがあっても、自分が全く関知し
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ない時は、いろいろな情報をスルーしてしまっていて、実際その立場に立ったときに初めて慌てたりする。

普及啓発をどのように行っていくかは、本当に大切である。特に認知症の場合は、区民の全ての人が、認知

症に気づいた時に、どこにどのように連絡したらよいかを認識できる普及啓発が必要ではないかと思う。 

鴇田委員：認知症事業に関する様々な指標が27年度をピークに28年、29年、だんだんと右肩下がりになっ

ている原因を知りたい。認知症についての普及啓発は、まだまだ足りないのではないか。他の同規模の自治

体（人口26万、面積13k㎡）と比較すると、そこは認知症家族介護者教室だけで年56回開催している。学校

は25校の区立中学校全校でサポーター養成講座を実施している。認知症や介護の問題を、何十年後かには自

分達も直面するかもしれないという認識を持って将来設計を考えていくためにも教育は重要である。この自

治体では、キャラバンメイトがかなり活躍していることがわかった。小学生から見たら自分の“おばあちゃ

ん”のような大体60代ぐらいの女性が講座を開催している。ステップアップ講座も、回数も質もこなしてい

る。文京区のステップアップ講座も毎回魅力のある企画を立てて、質・量とも厚くしていただきたい。 

粟田部会長：普及啓発の考え方や、グラフ上の推移について、介護者教室について、考え方をディスカッ

ションする必要があるかと思うが、まず事務局からコメントを。 

真下認知症・地域包括ケア担当課長：事業の参加者数が右肩下がりになっている推移について補足する。

認知症講演会は、平成26年度のところが突出しているが、こちらは跡見学園女子大学にご協力頂き、認知症

を大きく重点施策として取り上げた際に、イベント参加人数を付加しているため突出している。平成27年か

ら28年にかけて下がっている傾向があるが、29年はまだ上半期の集計であるため、今後もう少し伸びてくる

のではないか。 

 認知症サポーター養成講座は、平成27年度が突出しているが、企業の受講依頼に加えて、区内４署の警察

署から受講依頼があり、約1,000名に講座を実施した。また、この時は一般企業やその他からも依頼が多か

ったため、突出している。 

 介護者教室について。アンケート上、参加してよかったという意見もあるが、もっと魅力的な内容を求め

る意見もあった。今後の介護者教室のあり方については検討を要する。 

 学校との連携については、小学生高学年向けに作成した「認知症ってなんだろう」という冊子を用いて、

認知症キッズサポーター養成講座を開催している。合同校園長連絡会に出席させていただき、講座依頼を募

っている。今年度は、５校に出張し講座を開催した。引き続き、この普及啓発事業をご利用いただけるよう

協力をお願いしていきたい。 

粟田部会長：今の鴇田委員の質問は、この事業をさらに深めていくためにとても重要なご質問だったと思

う。私からも１つ質問したい。まず介護者教室だが、先ほどの鴇田委員の話からも、余りにも少ないという

数値なのかなという気もするが、まず文京区認知症介護者教室というのはどこが主体か。 

真下認知症・地域包括ケア担当課長：介護者教室は、高齢者あんしん相談センターで合計年８回。各セン

ターで年２回をお願いしている。 

阿部委員：サポーター養成講座にしても、サポーターを養成するその原点は、認知症をきちんと理解して
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いただくことにある。学校や町会に出向く等、もっと小さい単位のサポーター養成講座で認知症をきちんと

理解していただく取組が必要ではないか。これからは高齢者の方が高齢者の方をお互いに、助け合っていく

必要があるということを考えると、例えば、高齢者クラブの方々とも、一緒に考えていく、一緒に取組んで

いく姿勢が重要ではないかと思う。また、介護者教室というのは２つ意味があり、家族の介護者同士お互い

の大変さをわかり合いましょうという意味と、もう一つは、介護経験のあるすごく上手な介護者が、他の苦

労されている介護者に具体的なアドバイスができるという意味がある。介護者自身が経験あるサポーターに

なることもできる。専門職だけではなく、介護経験者同士が助け合えるシステムづくりが必要だと思う。 

鴇田委員：各生活圏域でもっと細かく町会単位、あるいはマンションで言ったら自治会単位で様々な介護

経験をされている方はいらっしゃると思う。いろいろな視点を持って地域を見た方がよい。 

 千駄木○丁目であるとか白山○丁目であるとか、その近隣の単位で顔見知りになれる関係づくりができて

くるとよい。なぜ近隣の地域同士の関係性が大切かというと、最近はオートロック式のマンションが多い。

自治会は地域と地域の関係づくりを頑張っていらっしゃるが、自治会任せではよくない。60歳以上の元気な

高齢者同士、同じ階のフロア内で見守りあえるのがよい。あるマンションでは、普段やっているお茶飲み会

に地域包括支援センターが出向いて行ったり、警察署が行きオレオレ詐欺に遭わないように啓発したり、キ

ャラクターグッズを配布して、注意喚起などしている。名簿を作成し、障害（精神、身体、知的等）の方が

この地区に何名いるとか、この人とこの人は顔見知りの関係であるとか住民同士の顔の見えるネットワーク

づくりを行うことが重要である。 

粟田部会長：一般の人に対する普及啓発事業や、組織や他の団体が行うアクティビティーが結構重要な地

域づくりの方法だと思われるが、この辺はいかがか。 

真下認知症・地域包括ケア担当課長：例えば、「ぶんにこ」など、定期的に開催している場所では、顔見

知りになるような関係性もできている。新たな地域の方にも参加していただくため、区報や地域の関係機関

にチラシを配布したり、周知は行っているが結果的に満員にならない。 

 高齢者あんしん相談センターの職員も含め、集客方法も検討している。例えば、講演会後に交流会を組み

合わせるなど、なるべく参加しやすい工夫は行っている。引き続き検討を重ねていきたい。 

諸留委員：私が思うに、身近にそういう人がいないと関心を持たないと思う。自分の親だとか身近な人に

認知症のご本人がいればいいが、いない人は本当に他人事みたいになるのではいか。私もこういう会議に出

る前はあまり関心がなかった。関心を持ってもらうにはどういう啓発方法がよいだろうか。 

 講演会は、身近な話だとお客さんも増えるのではないか。人の心とか頭に響くような文句を考えて宣伝が

できるとよいのではないか。 

阿部委員：認知症の事で一番理解してもらいたいのは、認知症になっても尊厳はきちんとあるということ。

文京区の理念にあるように、その人がその人らしくしっかり生きていけることが重要であること、そういう

メッセージがきちんと伝わらないと、認知症を理解したことにはならないのではないか。 

諸留委員：認知症というのは初期の段階でははっきりとはわからない。検査ではっきりわかるならよいが、
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もやもやと知らない間に、「おじいちゃん最近もの忘れが多いね」となる。しかし、認知症か、もの忘れか

の境界が、はっきりしない。認知症ということが一般の人にはわかりにくいことが原因で、他人事みたいに

なっているのかもしれない。 

粟田部会長：今の諸留委員の意見は、結構重要というか象徴的かと思う。実は統計学的には「Dementia is 

everybody's business」という、要するに認知症は全ての人が関係しているという現実があるにも関わらず、

他人事みたいな感じがすることがあり、実は数値だけ見ると今や国民の17人に１人は認知症であり、将来的

には国民の10人に１人となる。 

 現時点でも親戚、家族に認知症の人がいないというのはほとんどいない時代になっているが、まだ他人事

のような感じがある。確かに最初はわからない。結構家族もわからない。しかし、実は一番そばにいる人は

もうわかっているという。あるいは本人も実は苦しんでいるなんていうことがあるのが認知症の現実である。

普及啓発というのは徹底して行う必要があり、認知症は全ての人に関係することだということを、全ての人

が知るぐらいまで本当はやらなければいけないというのが重要なこと。この数値を見ると、確かにもう少し

戦略的に考えていく必要はあるかもしれない。 

 それからサポーター養成講座が始まった時、偏見を解消するというのが目標であった。スコットランドで

は、認知症と共に生きるということは、社会の中で孤立すると家族も孤立するので、孤立が起こらないよう

に全ての人がちゃんと勉強しよう「Dementia Friendly Community」というキャンペーンがあった。このよ

うにスローガンを掲げる等、ただ偏見を解消するだけではない徹底した策を検討する必要があるのではない

か。 

「ぶんにこ」の活動について社会福祉協議会よりコメントをお願いしたい。 

近藤氏：駒込地区ではもともと談話室という取組を地域の方たちがやっている所で、「ぶんにこ」の対象

となるような方たちが多く、話をする場所が欲しい、居場所が欲しいという声の中から始まった取組である。

その取組と、認知症のご本人とご家族の方の集いの場としての「ぶんにこ」と共同開催している。専門職が

地域に出向いて地域の場所でお話をする、という開催の仕方に地域の方が集まってきてくださっている。 

粟田部会長：これは確かに文京区の中に位置づけられている事業だが、限りなくインフォーマルなサポー

ト事業に近い性質のもので、多分こういう活動がおそらく今後の文京区の地域づくりの一つの重要なヒント

になるのではないか。 

 続いての議題、文京区の認知症初期集中支援事業の報告について。 

真下認知症・地域包括ケア担当課長：昨年10月より、もの忘れ医療相談を母体とし認知症初期集中支援推

進事業を実施している。【資料２】10月～12月までの3ヶ月間の事業実績について報告する。 

 当事業の周知として、もの忘れ医療相談の改版したパンフレットを、区の関係施設以外に両医師会、両歯

科医師会、薬剤師会、介護事業者や訪問看護ステーションなどにも配付した。また、話し合い員や民生委員

にも当事業の説明を実施した。さらに今後、社会福祉協議会の見守りサポーターの方やいきいきサービス提

供会員の方など、支援が必要な方と接する機会のある方に当事業の周知を行う予定である。 
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 また、当事業の関係する医療や介護の関係機関の方々を対象に、順天堂医院認知症疾患医療センターの新

井先生にご登壇頂き、11月22日認知症初期集中支援事業従事者研修会「認知症の身体的・精神的アセスメン

トのポイントについて」を実施した。 

粟田部会長：今の報告について、ご質問いかがか。 

新堀委員：支援に慣れてくるとおそらく最初の１、２カ月で方針を立てて、半年までにどこにつなぐとい

うような計画的な介入の仕方ができるようになるのではないかと思う。 

 また、認知症の方へのファーストタッチでいうと、入り口はもう少しバリエーションが出てくるのではな

いかと考えている。 

中谷委員：我々もまだ、センター内ですでに対応中の方の中から、支援の対象となる方を選定している。 

伊東委員：把握経路の、もの忘れ医療相談というよりはどちらかというとセンターの総合相談から選定し

ている。本人がまだ混乱の中にあり、何かおかしいという初期からのアプローチというよりは、生活が立ち

行かなくなってきている状況や介入困難となっている方への初期集中支援が中心になっている。 

藤氏：早期発見、早期対応というところが肝になる。この事業を実施することで認知症の対応だけではなく、

医療機関との連携ができるというところが、大きなメリットだと感じている。 

諸留委員：以前の部会の時に初期集中支援事業にはリーダーが必要じゃないかという話をさせてもらった。

リーダーを中心として業務はうまくまわっているのか。 

事務局（幣原）：基本的には①チーム員会議（高齢者あんしん相談センター内に設置）で支援方針につい

て検討を行い、そこで精神科的な鑑別が必要な方など①チーム員会議だけでは判断が難しい場合は、②チー

ム員会議（順天堂医院内に設置）で順天堂医院認知症疾患医療センターの先生方にご意見をいただくという

よう、二段階体制で検討している。②チーム員会議は、月に１回４所合同で開催している。 

粟田部会長：この事業が始まり、どういうケースがこの事業の対象になっていくのかというのは、地域に

よって様々あると思われる。実際に地域の中で認知症と共に暮らしていくというのは、大変なことなので、

その方が暮らしていけるように多職種で連携して支援する必要がある方々というのが、この事業の対象にな

る。例えば、独居の方、それから自分自身でさまざまなサービスにアクセスしたり、あるいは計画を立てた

り、あるいは契約のための意思決定をしたりということが、今現在難しい方やこれから難しくなるだろうと

いう場合など。今回もこの成年後見制度の利用調整が１人対象になっているが、実際そういったことで法的

な対応をどうするかということが議論されることがあるかと思う。そういう場合に、弁護士の方に入っても

らう必要性が出てくる可能性がありそうだが。 

事務局（幣原）：今現在、成年後見制度を検討している独居の方については、成年後見制度の利用に向け

て高齢者相談係とも連携をしながら支援している。 

粟田部会長：おそらくそうした事例が一般的になってくるのではないかと想像している。権利侵害の問題

で複雑な事例が出てきたときに、弁護士の先生に相談しながら進めていく必要のある方が出てくるのでない

かと。成年後見に関わる話として、任意後見の一歩手前で委任の代理契約をしている段階で、認知症が始ま
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り進行し、そのまま財産管理を継続している方とか、誰がどうやって管理しているのかもわからなくなって

しまっているという事例がある。複雑な問題がたくさん出てくるので、ますます法律家との連携が必要にな

ってくるのではないか。 

阿部委員：今後は、気になる方を早期に支援につなぐためにも、支援を必要としている方が、相談したいと思ったと

きにすぐに連絡先や相談先がわかるような周知活動が重要である。 

粟田部会長：高齢者あんしん相談センターにつながることのできない、支援を必要としている方達をどのように発見し

ていけるとよいか。 

伊東委員：コンビニの来客者で「お金の支払方法がわからずに困っている方がいる」と高齢者あんしん相

談センターに連絡が入ったり、マンション居住者で認知症の独居の方が、オートロックが解錠できなくなり

医療支援者が訪問できずに困っていると連絡が入ることもある。マンション管理人やコンビニ店員の方との

連携も必要となってくるだろう。「地域で気になる方がいらした時は相談を」とアプローチはしているが 

連絡がきた方すべてをフォローできるかというと、現状ではマンパワー的にも時間的にも難しい状況がある

が優先順位を考慮しながら対応している状況である。 

粟田部会長：まずは命を守るということが最優先事項だろう。マンションの管理組合の方々が、認知症の

本人への家族にかわる色々な調整支援を行っているという現実があるために、勉強会や研究会を実施しマニ

ュアルを作成すると言っているが、今後はマンション管理組合と地域包括支援センターとの連携が不可欠と

なってくるだろう。ただその場合に個人情報の取扱いの問題が生じてくる。 

小倉委員：難しい問題である。基本的には個人の情報は自分が処分できるものであり、情報をコントロー

ルするプライバシー権も自分が持っているため、必要だからといって気軽に情報提供することは原則できな

い。 

 よって大抵の場合には、入居時に、緊急の場合には通報いたしますよというような同意を得ておく運用が

一般的ではないか。 

諸留委員：私もそうだったが若い時は、自分が80歳代になった時の事まで考えていない。高齢化に伴い大

規模なマンションでは深刻な問題となるだろう。 

鴇田委員：初期集中支援推進事業に関わらず、認知症施策総合推進支援事業の４本の柱が浸透し理念とい

うのが実現されていく過程では、一時期、専門職は忙しくなると思う。でもそこを通り越すと、地域の色々

な所（学校や他の機関）、協力してくれるところが出てくる。そうして地域全体の認知症対応スキルを上げ

ていく。認知症になったとき、どこに相談にいけばよいかということが市民社会に浸透してきたら認知症支

援は割と円滑に進むのではないか。そうした希望を持ちたい。 

粟田部会長：私の仕事の中心は、独居の認知症のご本人の診断をして、ご本人にそのことを説明して、将

来どうするかということを、地域包括支援センターやケアマネジャーと相談して決めることである。 

 今は、初期集中支援チームができており、多職種で連携しながら支援しようという事ができるようになっ

た。そのように先々の事を一緒に考えて決めていくスタイルが、これから標準的になる。 
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𠮷野委員：私たちは、65歳以上の独居の区民の方に任意で、緊急連絡カードを作成している。70歳以上の

場合は、私たちが訪ねてご本人と会い、事業説明と登録の有無を問う。希望がある場合に緊急連絡カードを

作成する。80歳以上の高齢者世帯は登録希望があれば、緊急連絡カードを作成する。 

 先ほどのマンションの例のように、管理人の方に、「何度伺ってもインターホンの応答がないが、状況わ

かりますか」と伺っても、「住んでいる方のことは言えません」となると結局なすすべがない。しかし、マ

ンション居住者と顔見知りであれば、その方の状況を伺うことができる。先日、私の担当エリアの町会の方

が、「ゴミの出し方もわからなくなっており火元も危ないから○○さんの事が心配」との連絡を受けたので、

早速訪ねた。訪ねてみたらその方は、私の親しい知り合いだったので、自宅に上がり込んで食事や火の始末

等について状況を確認した。そうしたら、湯はポットで沸かし、食事は配食サービスを受けており、火を使

用しない事が確認できた。 

 コンビニの話では、「私はお金をお支払いしなくていい」とご自分で決められて、品物を持っていこうと

される方がいて、民生委員に連絡があり対応をしている事例もある。このように、地域からの連絡がある方

や、自分で気がついて相談できる方はよいが、潜在的に支援を必要としている方への支援ができてないこと

が問題である。認知症だけではなく精神疾患も患っていらしたり、多様になっているため、町会と民生委員

と高齢者あんしん相談センターと区役所で連携しながら見守っていくことが重要である。 

 一人一人が“自分には関係ないこと”ではなくて、自分の地域を見渡し、関心を持つ事が、文京区の示す

理念に近づいていけるのではないか。私たちもそういう思いで地域を見守りながら役目を果たしていきたい

と思っている。 

作田委員：高層マンションにお住まいの認知症のひとり暮らしの方。訪問しても、応答がない。鍵を預か

ってはいても、内鍵がかかって入れない。応答がないので再訪問した。しかし連絡がとれないのでケアマネ

ジャーに連絡し、家族に連絡し、何度か電話をかけていたらようやく応答がありケアができた。この方のよ

うに、何らかのつながりを持てている方は支援可能だが、つながりを持てていない方へのケアは難しい。そ

れから高齢のご主人を看取った方、奥さんが独居となり、認知症が疑われる状態の方がいた。そういう方の

今後の生活については、地域で連携し意見交換をしながら支えていく仕組みを皆で検討していきたい。 

粟田部会長：東京の場合、大体65歳以上高齢者が世帯主の４割近くが独居となっており、３割ぐらいが夫

婦のみの世帯となっている。この３割の夫婦のみ世帯もいずれ必ず独居世帯となる。多くの場合、認知症と

共に１人で生きているということになる。独居で認知症で大都会で生きるという事が普通の事となる。 

 だから、そういう方を支えるための方法論というのは、𠮷野委員の言うように、地域の中でどのくらい

その人をカバーできているかというのが一つの重要なポイントになる。全ての人が認知症のことをよく知っ

ており、自分もそうだし隣の人もそうだというような社会を、技術的につくっていかなくてはならない。そ

の時に法律の個人情報の問題があるが、予防的な観点からはいつまでも待っておられず、ある程度早めに情

報共有しながら、サポートしていかなければならない。本人の自由権と社会権というその辺のトレードオフ

の問題がこれから現場ではいろいろと問題になってくるのではないかと考えるが、個人情報保護に関して、
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本人の命を守るという観点から考えてご意見いかがか。 

小倉委員：個人情報に関して言えば、これからの時代はもっと厳しくなる。当たり前の情報を少しほかに

漏らしただけで、プライバシーの侵害となり、あるいは賠償請求という問題は、時代を追えば追うほど、厳

しくなると思われる。 

 支援を行うということは情報を共有しなければできないが、それが難しくなる時代になっていくのではな

いか。今後は、人との関わりが希薄になっている世代の人が、年齢を重ねてくる。人とにこやかに交流する、

たくさんの人と関わり合う、助け合う、皆と情報を共有するということに対するハードルが高くなってくる

のではないかと見ている。 

鴇田委員：であるから多世代交流が重要である。地域包括支援センターと地域の人との共通に話し合う場、

例えば、地域ケア会議等で、「地域で、認知症の症状が心配な方がいるので、お困りになっていることがあ

ったら声をかけましょう」などという共有はできるのではないか。会議の場に弁護士等がいれば助言をもら

い、その都度ガイドラインを話し合いながら、支援方法を検討していけるとよいのではないか。 

粟田部会長：今の話も、個人が同意を得ていれば、もちろん多職種で情報を共有するのは問題ないが、個

人の同意が得られていない状況で情報共有をすることには壁があるのではないか。 

小倉委員：地域ケア会議、私も今いらっしゃる代表の方の指揮のもと幾つか参加している。地域の中で起

こった問題を匿名にして事案を示し、地域で一体何ができるだろうか、地域包括支援センターは何ができる

だろうか、また、各専門職は何ができるだろうかというようなことを話し合い、課題を幾つか集積して上層

の会議に上げ、それらを地域づくりに活かそうという努力が、何期か前からなされている。 

真下認知症・地域包括ケア担当課長：文京区では３年前から地域ケア会議を行っている。高齢者あんしん

相談センターが主催し、各圏域ごとに年間５、６回実施している。困難ケースを題材にした事例を専門職の

観点で検討している。その中で見えてくる課題等をまた集約し、会議体の層を上げ地域の方々にもご参加い

ただいて検討する会議体を設けている。地域の課題検討を区の施策に反映させるべく、会議の進め方を含め、

検討しているところである。 

 

Ⅲ その他 

 

真下認知症・地域包括ケア担当課長：今年度の認知症ケアパス検討専門部会は今回が最後となる。また来

年度も部会を開催予定だが、委員の方々はこれまで１年の任期であったが、来年度以降一部変更し、任期を

２年とし、この検討部会を進めていきたい。 

※認知症サポーター養成講座圏域別開催実績、認PAKU～認知症に寄り添う機器展～アンケート集計結果につ

いて後日送付する。 

Ⅳ 閉会 

粟田部会長：本日の議事は全て終了。協力に感謝する。 
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