
 

第 5 期昭島市介護保険事業計画(素案)に係るパブリックコメントの結果について 

 

No 意見の概要 回答 

1 

地域包括システムの確立のためには、地

域包括支援センターの役割は重要である。

地域包括支援センターの増設（JR 青梅線

北側など）や職員の増員が必要であると考

えるが、対応はどのように考えているか。

地域包括支援センター運営費を含む地域支

援事業費は、保険給付費総額の３％以内の事

業費で実施しなければならない予算上の制限

があります。地域支援事業では介護予防事業

や任意事業も実施しなければならず、財源の

確保状況を見極めながら、人員増や増設を含

め、第５期事業計画期間内で検討し充実を図

っていきたいと考えています。 

２ 

東部地域包括支援センターは建物規模も

小さく、駐車場もない状況である。移転等

の考えはあるのか。 

事業計画には移転等の標記はありません

が、移転可能な公共施設を見極めながら、充

実を図っていきたいと考えています。 

３ 

地域包括ケア体制の確立には医療との連

携が必須である。そこで、連携強化の方法

および具体策をお示しいただきたい。 

医療関係者、保健、介護関係者、地域関係者

からなる地域ケア会議を組織化し、連携強化

を図っていく内容となっています。 

４ 

高齢者日常生活用具等給付事業の実績値

が非常に少ないが、普及すべく改善を要さ

ないのか。 

一般高齢者施策の日常生活用具等給付事業

は、介護保険の非該当者を対象としているた

め、給付実績は非常に少ない現状となってい

ますが、介護予防の観点から必要な事業であ

ると考えていますので、サービスの周知に努

めていきます。 

５ 

予防給付のプラン作成に関しては、居宅

介護支援の委託件数制限が撤廃されること

による見込みとしての目標値等対応策の変

更が必要なのではないか。また、地域によ

っては委託費を上乗せしている保険者があ

るが、検討すべきではないか。 

予防給付プランの作成については、24 年度

以降件数の増加を見込んでいます。委託費の

上乗せについては、介護保険の財政事情が大

変厳しい状況では困難と考えています。 

６ 

 市民が適切にサービスを利用し、安定し

て生活継続が出来る為に居宅介護サービス

の質の向上は重要です。各サービスの質の

平準化と向上の為に保険者として主体的に

研修企画・情報提供を行っていただきたい

と考えます。 

あきしま地域福祉ネットワークにおける連

絡会や交流会等で保険者からの情報伝達や研

修等の支援を引き続き実施していきます。 

また、実地指導、集団指導、ケアプラン点

検を実施する中で、サービスの質の向上及び

平準化を推進します。 



 

 

７ 

サービスの質の向上を図る為のケアプラ

ンと各サービスの評価について、ケアプラ

ン点検を進めてください。 

ケアプラン点検については、平成 24 年度

から計画的に実施していく内容となってい

ます。 

８ 

各種研修対象が地域包括支援センターの

職員とされておりますが、行政の各窓口の

スキルアップも図ってください。 

高齢者の身近な相談窓口として地域包括

支援センターを設置していることから、行政

も連携し、充実を図る内容となっています。

９ 

昭島市内の男性の脳卒中と糖尿病の有病

率が全国平均に比べ大変多くなっている。

脳卒中や糖尿病の改善には食生活の改善が

大切であり、介護予防の観点から食事サー

ビスをもっと利用できるようにして欲し

い。 

本事業は食生活の改善と高齢者の安否確

認の二つの視点から実施しています。目標値

も配食数の増加を基本とする内容となって

います。 

また、生活習慣病予防については、特定健

康診査・保健指導等による対策がまず第一

で、その意味で「健康あきしま 21 事業」を

この計画に位置づけています。 

さらに、食生活の改善は食事サービスだけ

で補えるものではなく、介護予防事業や高齢

者各種教室事業においても栄養管理指導や

料理教室を実施し、自らが健康増進を図るよ

う努めています。 

10 

要介護者や、介護者の緊急時に、すぐに

ショートステイが利用できるような仕組み

を考えていただきたい。 

今回の介護報酬改定において、緊急時の受

入に対する評価が実施され、緊急短期入所ネ

ットワーク加算が廃止され、緊急短期入所体

制確保加算、緊急短期入所受入加算が創設さ

れています。この動向を注視するとともに、

短期入所施設の基盤整備を図っていきます。

11 

高齢者火災安全システム事業について、

実績が非常に少ないが、普及すべく改善を

要さないのか。 

火災対策はご本人だけでなく近隣住民に

とってきわめて重要ですので、引き続き必要

な世帯への給付・貸与に向け、普及啓発を進

めていきます。 

12 

公平な施設サービスの推進について、未

実施・継続が前回の計画で続いているので

改善すべきだと思われる。 

第５期事業計画において、施設サービスの

基盤整備を見込んでいます。新規事業者の参

入も見込まれることから、事業の継続として

います。 



 

 

13 

家族介護慰労金事業について、実績が殆

どないが継続が妥当なのか。 

この事業は、介護保険法の施行に併せサー

ビスを利用されない介護者への現金給付制

度として実施された経過があり、本来であれ

ば介護保険サービスを利用することも可能

ではありますが、家族介護を希望し、家族介

護を実施している家族に対しては、その労を

ねぎらう視点からも必要な事業であると考

えています。 

14 

高齢者数の増加が確実に見込まれる中、

マンパワーの確保は制度維持のためにも必

要不可欠であると考えます。介護人材の確

保について、具体策を明記していただく事

を希望します。 

介護人材の確保のための施策は、一義的に

は国の役割になりますが、地域包括ケアの達

成に向けて、地域における介護人材の確保

は、NPO やボランティアといった地域資源の

活用とあわせて必要不可欠となっています。

保険者としても地域資源の充実に努めます。

15 

フォーマルサービスだけでなく、インフ

ォーマルサービスについても更なる充実を

図り、地域全体としてケアを推進すべきだ

と考えます。例として、「元気な高齢者が気

軽に通える場の創設」や、「自治会や隣組に

よる互助組織の強化」等、地域力の強化・

活用を検討し、計画の中に位置づけて頂き

たいと思います。 

いただいたご意見は、超高齢社会における

重要な視点であり、本計画においても、地域

資源の充実について、ボランティアなどの活

用に努めていく内容となっています。 

16 

地域ケア会議について、開催目標を定め

て取り組んで欲しいと思います。地域包括

ケア体制の構築には医療と介護の連携が重

要であり、医師会等医療も参加したメンバ

ー構成で、保険者を中心に地域包括ケア体

制の確立に向けて真剣な議論を望みます。 

地域ケア会議については、平成 24 年度で

の立ち上げ・開催に向け準備をしている段階

ですので、進捗状況や内容等を見極めながら

開催していきたいと考えています。 



 

 

17 

高齢者の緩やかな見守り体制がはじめら

れているが、連携体制や活動を示していた

だきたい。 

高齢者見守りネットワーク事業は、市と地

域包括支援センターが中心となって、民生委

員、自治会、老人クラブ、昭島ガス、新聞販

売同業者組合、関係団体等、幅広い方々の協

力を得ながら、高齢者の見守りを実施してい

ます。 

協力機関は、高齢者に異変が認められると

きは昭島市や地域包括支援センターに通報

をすることになります。今後は、連絡会を開

催するなど役割の共有を図ります。 

18 

認知症高齢者ネットワークづくりを実施

とありますが、実績・目標値に標記されて

いるのはキャラバンメイト養成数のみで

す。 

第４期計画においてネットワークづくり

は重点項目であったと思いますが、進んで

いない現状にあるのでしょうか。 

ネットワークづくりの具体的方法論や進

捗状況を計画に明示されるべきではないか

と考えます。 

キャラバンメイトや認知症サポーターを

養成するだけではなく、ネットワークの中

で役割が発揮できる体制づくりが重要と考

えます。 

認知症への理解が進んでいない状況もあ

り、認知症理解の普及啓発が必要であり、そ

の中心的役割を担うキャラバンメイトや認

知症サポーターの養成が必要であることか

ら目標値を定めました。 

引き続き、小学生などの教育現場において

も認知症サポーターの養成講座を実施し、認

知症の正しい理解を広めていきたいと考え

ています。 

また、ネットワークづくりに関しては、既

存の高齢者見守りネットワークの充実を図

る中で、実施していきたいと考えています。

19 

虐待防止の普及・啓発について、研修会

が年１回程度の機会では到底周知と理解に

は至らないと思います。普及・啓発の手法

に関して工夫が必要と考えます。 

東京都保健福祉財団高齢者権利擁護支援

センターなどと連携し、虐待防止の普及、啓

発を達成できるよう、研修会の内容などにつ

いて工夫していきます。 

20 

虐待防止ネットワークづくりに関して、

連携機関等との連携体制構築の道筋が見え

ません。具体的にどこが主導しいつまでに

作っていくのか示してください。 

また、現在、弁護士が関与していないが、

法律関係者を配置すべきだと思われるが如

何か。 

市が主導し、東京都保健福祉財団高齢者権

利擁護支援センター、保健所、地域包括支援

センター等と連携し体制構築に努めていき

ます。 

 



 

 

21 

リタイヤした団塊の世代が今後地域デビ

ューを行い、生きがいと共に地域を支える

担い手として活躍出来るよう、従前どおり

の施策だけではなく、参加意欲、活動意欲

を引き出せる仕掛けや施策が必要と考えま

す。 

事業計画に位置づけた施策の推進を基本

としていきますが、生涯学習やコミュニティ

担当部署などとの連携を図りながら、検討し

ていきます。 

22 

老人クラブ補助事業について、老人クラ

ブだけではなく、地域の多様な活動への助

成と育成、支援が出来るためにも補助金が

活用されるとよいと思います。 

老人クラブへの補助は、地域の高齢者によ

り実施されている健康づくり、友愛活動、奉

仕活動を支援する目的で、助成を行っていま

す。 

23 

24 時間、介護や見守りが必要な認知症の

方が増えている現状だが、小規模多機能型

居宅介護が利用できると、在宅での生活が

継続できると考えます。1ヵ所では少ないの

で、順次増やしていくよう望みます。 

また、開設の時期、場所・法人の選択の

基準や条件、利用者数の見込みをご提示く

ださい。 

第４期計画期間においても１事業所の参

入を見込みましたが、参入がない状況でし

た。第５期においても１事業所を計画に位置

づけましたが、新規創設サービスの導入と併

せて、導入方法等の検討を行っていきます。

24 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、複

合型サービスについては、新規創設サービ

スであることから、公募や誘致の方法等、

計画を明確に示すべきではないか。 

定期巡回･随時対応型訪問介護看護、複合

型サービスについては、安定的なサービス提

供が求められます。そのためには、事業所の

運営が安定して行われなければなりません。

類似サービスの利用状況や他保険者の指

定事業所の運営状況等を注視し、導入方法の

検討を行っていきます。 

25 

出来る限り自分の知恵や力で楽しく生活

していきたいと考えます。 

歩いて行ける位（小学校近辺）に気軽に

集える場が欲しいと考えます。 

公共施設には、現在規則があり、軽食・

飲食ができません。規則の見直しを検討し

ていただければ経費もかからないと思いま

す。 

公共施設には施設ごとの設置目的や利用

目的がありますので、ご理解をお願いいたし

ます。 



 

 

26 

保険料の減免など、低所得者対策の充実

を望みます。 

保険料については、所得に応じて段階設定

を行い低所得者に対しての一定の配慮を行

っています。厚生労働省からは減免を行う際

の３原則（①全額免除は行わない、②所得額

のみに着目した一律免除は行わない、③保険

料減免分を一般財源から補てんしない）を遵

守するよう指導を受けている状況がありま

す。 

なお、第 5期の保険料設定にあたっては、

低所得者対策として保険料の多段階化を行

っています。 

27 

利用者負担軽減事業について、利用目標

値の根拠がわかりません。21～23 年度実績

から推計された数字でしょうか。利用料の

負担が重く、必要な介護サービスの利用を

手控えるケースは少なくないと感じていま

す。昭島市には介護サービス利用料の減免

制度がありますが、平均収入が生活保護基

準の 1.1 倍未満と大変厳しく、資産等の申

告もあるため、利用しづらいと思います。 

必要性があっても、現事業利用に関して

のハードルが高くて利用出来ない現状があ

ると思います。そのことより現利用者数は

多くないと言えるのではないかと考える

と、利用しやすい事業への見直しと、目標

値の見直しが必要と考えております。 

利用目標値については、利用実績から推計

しています。 

利用に際しては、負担の公平性から収入状

況や資産の状況等審査は必要と判断してい

ます。他市に比較し、減免率の設定が高いこ

とから、利用者にとっては負担の軽減が図ら

れていると考えます。 

28 

事業所の立ち入り調査について、目標値

が過去の実績数値そのままとなっていま

す。この施策に関しては立ち入り調査を行

わなくてよい状況の実現が大事かと思いま

すので、適切な指導等で目標値は０を目指

すべきと考えます。 

目標値を０とすることは理想ですが、利用

者等からの苦情や相談を受け、東京都等と連

携し調査を実施している状況があることか

ら、実績数値としています。 

 

 

 

 



 

 

29 

要介護認定申請受付の適正化に関して介

護保険サービスの利用予定はないが、取り

敢えず受けておくとか、利用していないが

更新をするという方達に必要時に申請を行

うよう説明を行い、認定審査に係る費用の

適正化が図れるとよいと思います。 

介護サービス利用の予定がない方につい

ては、申請時に、必要な状態となった時に申

請されるよう窓口等で説明をしていますが、

今後も申請者の理解が得られるよう努めて

いきます。 

30 

要介護認定調査事務の充実は重要だと思

います。調査員の質の向上を図るために、

市独自の研修体制を確立していただきたい

と思います。新人向け、定期的な研修等に

より的確にご本人の状況が介護度に反映さ

れるために、医療情報に関しても医師会等、

医療との連携で研修会を開いていただける

とよいと思います。 

都主催の新任及び現任の研修会に調査員

を派遣するとともに、平成２１年度からは市

主催の研修会を毎年開催し、調査員の質の向

上、調査の平準化に努めています。 

医療情報については、認定審査の際、主治

医意見書の意見が反映されています。 

31 

認定審査までの平均日数が30日を超える

現状は、26 年度を目標達成時期とするので

はなく、早急に対策が必要なのではないで

しょうか。 

諸事情で遅れる場合は、介護保険法にも

明示されているように、きちんと当事者に

理由説明が必要と考えます。 

審査が遅れる主な理由は、主治医意見書の

遅れですが、依頼期限を超過している主治医

意見書については医療機関への督促を行う

など、審査結果までの日数の短縮化に努めて

います。審査結果までの平均日数 30 日の達

成年度については、現状を勘案する中で平成

26 年度としています。 

当事者への遅延理由の通知については、平

成 23 年度中に実施していきます。 

32 

介護給付費適正化事業はどのように進め

るのか具体的な計画を知りたい。 

介護給付費適正化事業については、要介護

認定の適正化、住宅改修等の点検、縦覧点

検・医療情報との突合、介護給付費通知に取

り組んでいます。ケアプランの点検について

は、第５期（平成 24 年度）より実施します。

33 

介護予防効果検証事業について、何を行

っているのか。具体的な実績を知りたい。 

地域包括支援センターを中心として、個々

の予防サービス利用者に対して定期的なモ

ニタリングを実施することで、サービスの効

果の把握に努めています。なお、対象者数は、

第５章施策の展開のうち「介護予防サービス

の提供」に記載の内容となっています。 

 

 



 

 

34 

施策・目標値ではなく各施策の実行・推

進担当部署を計画に明記していただきたい

と考えます。 

ほとんどの事業の担当課は介護福祉課と

なります。事業推進に当たっては、関連機関

等と連携し実施していきます。 

35 

介護保険推進協議会の構成メンバーに、

現場の声が届きやすいように介護保険事業

者連絡会からも選出するような仕組みにし

ていただきたい。 

現在の介護保険推進協議会の委員構成も

地域事業者から３名の委員が加わっており

ます。第５期事業計画策定にあたっても、地

域事業者で構成するあきしま地域福祉ネッ

トワークからのご意見をお聞きする機会を

設けました。今後も、地域事業者からの声を

聞く機会を設けるよう努めていきます。 

36 

今回の素案ではどの施策が重点化項目な

のかがわからないので記述すべきだと思う

が如何か。 

基本理念、基本目標の達成に向けいずれも

必要となる施策であるため、重点化項目は特

に設けておりません。 

37 

第５期を考える基になった第４期計画の

評価と課題をのせてください。第５期の計

画だけでは考えにくいです。 

第５期計画は第３期・第４期計画の延長線

上に位置づけられており、素案でも、保健福

祉事業を含めて第４期の実績を整理した上

で案を作成しています。現状や課題は、それ

ぞれの施策の冒頭に記述しています。 

38 

計画の点検・評価について、第４期計画

中の介護保険推進協議会の開催数は大変少

なく、内容的にも不十分だったのではない

かと思われます。第５期においては開催頻

度を明確にし、点検・評価がきめ細かく行

われることを希望します。 

第４期計画期間中については、事業運営状

況、地域密着型サービス等の点検･検討を行

い、今年度の第５期介護保険事業計画策定へ

と繋げてきました。今後においても介護保険

推進協議会への運営状況報告等を適切な頻

度で行うことで、同協議会の機能発揮に努め

ます。 

39 

介護福祉課に保健師の配置を検討してい

ただきたい。 

地域包括支援センターに保健師等の専門

職を配置して、保健・医療の相談を実施して

います。 

40 

保険料算定に関して、昭島市は施設利用

者が多いと聞きます。なぜ施設利用希望が

多いのか、その背景・理由の調査検証をさ

れたことがあるでしょうか。 データがあ

れば、開示していただきたいし、まだであ

るなら是非調査・検証を行っていただきた

いと考えます。 

介護保険推進協議会において、サービスの

利用状況や施設数等の検証を行い、第５期事

業計画のサービス量の見込に反映していま

す。 

 


