
№ 意見の概要 回　　　　答

１

　第５期計画中に実現されなかった定期巡回・
随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅
介護の開設がそれぞれ１事業所とされておりま
すが、新設の件数として対応が可能でしょう
か。具体的な利用件数の想定などはどのように
なっておりますでしょうか。

　定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模
多機能型居宅介護については
Ⅲ 介護保険事業計画
　第１章 介護保険等対象サービスの充実
　６．地域密着型サービス（予防・介護給付）
に利用件数の見込みを記載しています。
　新設の件数としての妥当性については、既に
導入している区市町村においても利用者の確保
が難しいという現状ではありますが、地域包括
ケアには必要不可欠なサービスと認識してお
り、導入を図っていきたいと考えています。

2

　「あきしま地域福祉ネットワークの退院・退
所連携体制構築委員会において取り組みを進め
てきた」とありますが、どのように進んでいる
のでしょうか。また、今後はどのように進めて
いくのでしょうか。

　定期的に会合を開いて検討しております。ま
た、本計画には昭島市独自の取り組みだけでは
なく、地域資源の活用も含めて記載していま
す。市としましては支援してきたという立場を
明確にするため、表現を修正いたします。
　また、今後につきましては、地域ケア会議も
活用しながら取り組みを進めていきたいと考え
ています。

3

　地域支援事業の充実の項で、「サービス提供
者と利用者の「支える側」「支えられる側」と
いう画一的な関係性ではなくて、高齢者の社会
参加等を進め、世代を超えて地域住民が共に支
えあう地域づくりを進めます」と書かれている
が、読む者にとってもっと解りやすく説明して
もらいたいと思います。
　また、総合事業への移行に伴い、平成29年ま
での３年間で、市民への周知をどのようにする
のか、具体的に方向性を示していただきたいと
思います。また、総合事業への移行をどのよう
に進めていくのかうかがいたい。

　地域支援事業の充実の項については、制度改
正において、国の示した内容を説明したものと
なっています。
　総合事業については、予防給付の通所介護と
訪問介護を地域支援事業に移行することに加え
て、地域資源を活用したサービスを充実させる
ことが重要だと認識しています。本計画におい
ては平成27年度を準備期間とし、平成29年４月
までに実施するとしたところです。
　また、周知についてはご利用者や事業者など
に不安を与えないよう、適切に進めていきま
す。

4

　認知症施策の推進で「第６期計画において
は･･･本人やその家族への支援を包括的・継続
的に実施する体制の構築を進めていきます」と
なっていますが、この文章は具体的にどのよう
な事を示しているのでしょうか。

　認知症ケアパスを作成し、明示したものを実
施できる体制を構築していきます。

5

　「介護給付の適正化」のみが適切な介護サー
ビスを確保しつつ介護保険料の上昇を抑制する
ことに通じるかのように記述していますが　保
険料の上昇を抑制するためにもっと介護予防運
動が果たす役割の大切さを重要視すべきではな
いでしょうか。

　「介護給付の適正化」のみが保険料の上昇の
抑制となるとは考えておりません。
介護予防につきましてはこれまでも重点的に取
り組んできましたが、引き続き取り組むべきと
考えています。

6

　計画の基本理念で「昭島市は、･･･自助・互
助・共助・公助を基本に、高齢者が安心して暮
らせるまちを目指します」と書かれています
が、「自助・互助・共助・公助を基本に」で
は、高齢者が安心して暮らせないまちになって
しまうと考えます。

　公助も基本となることは当然ですが、社会保
険（介護保険）が共助の制度であり、自助
・互助・共助・公助を基本としなければ地域包
括ケアシステムの構築が図れず、高齢者が安心
して暮らせるまちの実現につながらないものと
考えています。

　　　　　昭島市高齢者保健福祉計画・第 ６ 期介護保険事業計画（素案）に係る
　　　　　パブリックコメントの結果について
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7

　「地域包括ケアシステムの構築を推進するほ
か、ボランティアなど様々な資源を活用し、継
続的に生活を支援していけるような仕組みづく
りが必要」と書かれていますが、尐し具体的に
説明していただきたいと思います。

　活用できる資源はすべて活用して、支援が必
要な高齢者を支援していきたいと考えていま
す。

8

　基本視点３・５について、地域包括支援セン
ターを中心としてとあるが、今後の地域への権
限移譲を考えると「保険者を中心として」とす
べきではないでしょうか。

　基本視点３には地域包括支援センターが中心
とは記載しておりません。
　基本視点５においては連携の中心として地域
包括支援センターを挙げており、市が行わない
という方向性を示しているわけではございませ
ん。

9

　基本目標１の「生活機能の維持・向上を図
る」を「生活機能や意欲の維持・向上を図る」
としてはどうでしょうか。

　生活機能とは心身機能・活動・参加を併せた
概念のことであり、意欲という意味が含まれて
いると考えています。

10

　基本目標について、要介護度の重度化や家族
の事情などによって在宅で生活できなくなった
時に、行政がどのような役割を果たす必要があ
るのかも加える必要性があるのではないかと考
えます。

　在宅で生活できなくなれば施設入所も検討さ
れる中で、重度化を抑えて、できるだけ在宅で
生活できるようにと目標を設定しています。
　施設の重要性は認識しておりますので、本計
画には施設整備を盛り込んでいます。

11

　基本目標３「できるだけ在宅で生活を続け
る」について、高層住宅入居者、とくに高齢で
歩行困難者や体力低下者が地震等で避難を必要
とした場合の支援体制はどうあるべきかを具体
的に検討すべきと考えます。

　発災時の支援体制については、高齢者のほか
障害者、乳幼児等の「災害時要援護者」に対す
る全体的な支援計画となるため、地域防災計画
に位置付けております。

12

　基本目標４「持続可能な制度運営を目指す」
ということは当然であって、制度の「充実・発
展」ではないでしょうか。

　今後も介護給付費の増加が見込まれる中、保
険者として、介護保険の安定的な運営が重要と
考えています。

13

　あきしま地域福祉ネットワークの役割が増加
している中で「持続可能な制度運営を目指す」
の項目に「事業者連絡会支援」という事業を追
加すべきではないでしょうか。

　「持続可能な制度運営を目指す」には、市の
業務に関する部分を記載しています。
　事業者連絡会支援については、情報交換や
サービスの質の向上が主な目的と考えていま
す。

14

　地域包括支援センターの目標値は、今後の事
業増加を見込むと設置数だけでなく、人員配置
数も必要なのではないでしょうか。

　地域包括支援センターについては、今後の事
業増加を見込み、平成27年度に１箇所増設し、
４箇所となります。担当高齢者数が平均で約
2,000人減尐するため、１箇所あたりの人員配
置は同じですが、市全体では配置を増やしたこ
とになります。

15

　７(新)地域介護予防活動支援事業が従来11団
体で今後３年間で目標値が毎年１団体増やすこ
とになっていますが、軽度者が介護保険から外
される下でこの程度の目標値でよいのでしょう
か。地域介護支援事業の必要性は高まると思い
ます。

　予防給付の訪問介護と通所介護が地域支援事
業に移行することで「軽度者が介護保険から外
される」ということはございません。
　地域介護支援事業については、自主的に介護
予防活動を実施している団体の支援数を計上し
ています。

16

　８(新)地域リハビリテーション事業
「あきしま地域福祉ネットワークの訪問看護リ
ハビリ部会と連携し関与を促進」とあります
が、具体的な連携のイメージや、促進する関与
先としてはどのような機関が想定されている
か、具体的に提示して頂きたいと思います。

　地域のサロンや高齢者の運動の集まり等に関
与してもらうことを想定しています。
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17

　６(新)介護予防普及啓発事業
　「啓発」を目標にした場合、「予防の必要
性」の研修会を入れた方が良いのではないで
しょうか。

　現在も老人会等へ訪問し予防の必要性につい
て啓発活動を実施しています。

18

　５(新)介護予防把握事業
　高齢者の実態調査が民生委員の方々からの情
報の他に、市や行政などの定期訪問を実施して
いただき要介護状態になる前の介護予防に努め
る方策が必要だと思います。

　ご指摘の趣旨で定期訪問は難しいと考えてい
ますが、必要に応じた訪問は現在も行ってお
り、そうした体制は今後も継続していきます。

19

　４(新)生活支援サービスの充実
　コーディネーターの配置に向けた環境の整備
とは、具体的にどのような整備になるのでしょ
うか。

　地域ケア会議を通じてネットワークの構築を
していきます。

20

　11.老人クラブ補助事業
　目標値が毎年１つ増加になっていますが、老
人クラブへの加入対策強化が望まれるのではな
いでしょうか。安い会費で加入でき、いろいろ
な催しに進んで参加できるように物質面でも援
助を強めることが必要と考えます。

　昭島市老人クラブ連合会は、平成26年度から
５年間で会員数の15％増を目指す運動を行って
おり、市でもその支援に努めています。

21

　13.高齢者日常生活用具等給付事業
　１年に１件では尐ないと思います。

　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、その人数が尐なく、給付実績も非常に尐な
い現状となっています。

22

　１.予防給付のプラン作成
　平成29年度目標値は、地域支援事業に移行す
るにあたり減尐が見込まれるのではないでしょ
うか。

　ご指摘のとおり減尐を見込んでおり、数値を
修正いたします。

23

　１.関係機関や当事者との連絡調整
　平成27年度以降連絡会や地域ケア会議への参
加要請は具体的な数字が示されていないが、何
回くらいを考えているのでしょうか。
　地域ケア会議の開催や発信の主管が同一でな
い場合には、その点を明確に示しておいて頂き
たい。

Ⅱ 高齢者保健福祉計画
　第１章 高齢者保健福祉施策の展開
　３．できるだけ在宅で生活を続ける
　（１）地域包括ケアシステムの確立
において、開催回数を記載しています。
　個別地域ケア会議については、地域包括支援
センターの担当区域ごとに開催するため、地域
包括支援センターと連携しながら開催いたしま
す。

24

　３.救急医療情報キット配布事業
　配布された件数と救急対応が求められた場面
で効果を得られた実績の把握はされています
か。
また、配布する対象の件数が増加する見込みで
算出されていますが、これは対象となる高齢者
の増加を意味するのか、更新を含めた数値なの
でしょうか。

　配布件数は把握していますが、効果について
は市で把握していません。
　配布対象者数は、対象となる高齢者の増加分
です。

25

　１.居宅サービスの質の向上
　質の向上を図るとあるが、向上を図るための
具体的な内容、数値や方向性を示して頂きたい
と思います。
　包括職員の派遣については地域包括支援セン
ターの委託業務内容として明確にしてあるの
か。

　総論的に記載しており、計画に記載のとおり
全体で質の向上に努めます。
　委託業務内容については介護保険推進協議会
で意見する事項ではないと考えていますが、地
域の関係機関との連携・協力支援等は必要と考
えています。
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26

　４.高齢者火災安全システム事業
　認知症の利用者が増えることを考えると、１
年に２台では尐ないのではないでしょうか。

　市としましては周知に努めていますが、過去
の実績からの計画数値となっています。

27

　２.施設と在宅の連携強化
　「あきしま地域福祉ネットワーク」は事業者
の連絡会であり、各事業者が集まり、自己研鑽
するために研修会等を開催している団体であ
り、各部会の連携がこの項目で言う連携の強化
にあたるのでしょうか。
　また、この第６期計画に基づいて、あきしま
地域福祉ネットワークの平成27年度以降の事業
計画も策定すべきか、ご意見を伺いたいと思い
ます。

　「あきしま地域福祉ネットワーク」に参加し
ている施設系や居宅系の事業所の連携と考えて
おり、市はそれを支援したいと考えています。
　あきしま地域福祉ネットワークの事業計画と
は連携を図っていきたいと考えていますが、そ
の内容についてはパブリックコメントで回答で
きる事項ではないと考えています。

28

　１.事業者連携によるサービスの質の向上
　市民フォーラムや敬老大会や健康フェスティ
バルを共催すれば、どのような質の向上になる
のでしょうか。

　事業者や関係団体が行事などを共催すること
によって、連携やネットワークづくりに必要な
基本的情報の共有化が図られると考えられま
す。また、市民フォーラムの内容を検討する過
程で、意見交換ができるだけでなく、お互いが
どのような活動を行っているかを認識し合うこ
とが地域ケアの基盤の一つになっていくと思わ
れます。

29

　２.ケアプランによる各種サービスの評価
　目標値に「委託実施」とありますが、具体的
な委託先や点検の方法や、開始時期については
検討されているのでしょうか。また４事業所へ
実施するとありますが、既に外部機関へ委託し
実施されている実施指導検査とは別の事業とし
て実施される予定でしょうか。

　具体的な事項については現在検討中です。
　開始時期については27年度を準備期間とし、
できるだけ早く実施したいと考えています。
　ケアプラン点検は実地指導とは目的が異なる
ことから別事業として実施いたします。

30

　１.窓口相談の充実
　東京都の研修に参加することはもちろんです
が、昭島市独自の計画がなくて相談窓口の充実
が図ることができるのでしょうか。

　介護保険に特化した市独自の計画はございま
せんが、東京都の研修に参加するとともに、そ
の情報の共有化を図るなど、窓口相談の充実に
努めるものと理解しています。

31

　６.家族介護慰労事業
　市内に受給されている例が１件ですが、同じ
方ですか？市民にこのような事業があることは
周知されていますか？

　毎年、対象者に個別申請勧奨を行っていま
す。実際の支給実績は、１件のみとなっていま
す。

32

　２(新)サロン活動の支援
　平成26年度の見込みが30箇所であり、目標値
は数値が示されていません。高齢者の自立、見
守り、助け合いなどが強調される昨今の状況を
考えれば、もっと積極的な数値目標を書き込む
べきではないでしょうか。

　サロンの必要性は十分認識をしており、市と
しても支援を継続していくことを確認していま
す。
　なお、支援の中心となる社会福祉協議会で
は、地域福祉活動計画（あきしま支えあいプラ
ン）で、サロンの目標数を平成27年度34箇所、
平成28年度38箇所、平成29年度41箇所としてい
ます。

33

　(３)「地域の安全・見守り体制の確立」に関
連して、市としての支援体制は具体的にどのよ
うなものがありますか。

Ⅱ 高齢者保健福祉計画
　第１章 高齢者保健福祉施策の展開
　３．できるだけ在宅で生活を続ける
　（３）地域の安全・見守り体制の確立
に記載している事業のほか、関係団体や協力団
体等からの情報提供により、地域包括支援セン
ターや市が安否確認を行っています。
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34

　(１)地域包括ケアシステムの確立
　この施策内容でシステム構築できるのでしょ
うか。地域への働きかけ等が必要だと思いま
す。

　地域包括ケアシステムは平成37年度を見据え
て確立していくものであり、その第一歩として
本計画を実施し、次期計画へつなげていくと考
えています。

35

　ケアマネジメント支援に関しては地域包括支
援センター業務マニュアル上で言うとどの役割
を指すのか。
　包括的・継続的ケアマネジメントが実施され
た件数を示すのであれば、ケアプラン点検によ
る各種サービスの評価や、地域ケア会議等の場
面を通じての課題解決やニーズ抽出へのポイン
ト整理の支援などを行うべきだと思います。

　お見込のとおり包括的・継続的ケアマネジメ
ントを示したものです。
　ケアプラン点検については
Ⅱ 高齢者保健福祉計画
　第１章 高齢者保健福祉施策の展開
　４．持続可能な制度運営を目指す
　（１）給付適正化の推進
に位置付けています。
　地域ケア会議については
Ⅱ 高齢者保健福祉計画
　第１章 高齢者保健福祉施策の展開
　３．できるだけ在宅で生活を続ける
　（１）地域包括ケアシステムの確立
に位置付けています。

36

　1(新)地域ケア会議の開催
　「個別地域ケア会議」が12回開催されるのに
対して、各地域で抽出された課題や地域ニーズ
を把握し分析する機能を担うとお考えの「地域
ケア推進会議」が年間で１回の開催になってい
る点を説明して頂きたいと思います。

　各地域で抽出された課題や地域ニーズを把握
し分析する機能は、個別地域ケア会議が有して
おり、地域ケア推進会議は政策へつなげるため
の会議と認識しています。
計画には最低開催する回数を示しており、必要
に応じて回数を増やすことも検討すべきものと
考えています。

37

　推進会議のメンバーには多職種が入るように
して頂きたい。多職種連携は、あきしま地域
ネットワークで行っているので、そこと連携
し、メンバーを選出する事が次の展開において
も重要と考える。

　地域ケア推進会議については、行政のほか、
医療関係者、介護関係者、地域代表者、福祉関
係者等により構成することを考えており、介護
関係者には市内介護事業所の代表として参加す
ることは想定しています。

38

　２.関係機関や地域組織との連絡調整
　平成27年度から加わる４つ目の地域包括支援
センターは、どのように募集したのか説明して
頂きたいと思います。

　青梅線北側への設置を検討している中で、特
別養護老人ホームの施設整備が決定し、その法
人が地域包括支援センターの運営実績があるこ
とから公募は行っていません。

39

　３.事業者参入の促進
　次期計画では軽費老人ホームの建替えに伴
い、地域密着型サービスへの転換を図るとあり
ます。これは、安心して生活できる住居とし
て、現在入居されている居住者の行先などは担
保されているのでしょうか。

　現在入居されている方の行先は適切に対応す
ると伺っております。

40

　４.事業所連絡会・交流会の開催
　あきしま地域福祉ネットワークの取り組みが
記載されていますが、市が主体となって行なう
連絡会や交流会を企画し、事業所との連携が図
れるように進めていくべきではないでしょう
か。

　あきしま地域福祉ネットワークに対する支援
の一環として情報提供等を積極的に行っていき
たいということを記載したものです。

41

　５.ケアマネジメント支援
　回数だけでなく、支援すべき課題を明確にす
る必要性があるのではないでしょうか。

　それぞれのケースについての相談があるた
め、課題を表記することは難しいと考えていま
す。
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42

　(２)医療・介護連携の推進は、地域包括ケア
システムの構築の中核をなす施策と考えられて
いるので、連携のために具体的に昭島市は市と
して何を行うのかをもっと明確に示す必要があ
るのではないでしょうか。
　さらに、在宅医療・介護サービス等の情報共
有支援は、平成30年４月までに実施とあります
が具体的にはどのような内容なのでしょうか。
　また、地域住民への普及啓発は医療マップ等
の配布だけでは困難なのではないでしょうか。

43

　「在宅医療・介護サービスの情報共有支援」
について、平成30年４月になって情報の共有支
援体制ができたのでは遅すぎると考えます。平
成27年度中に実施し、平成30年４月に備えなけ
ればならない喫緊の課題だと考えます。

44

　「在宅医療・介護連携に関する相談の受付
等」に関して、第５期計画では「各種窓口で対
応」とあり、第６期計画では「充実を図る」と
されています。これは窓口での対応だけではな
く、在宅での訪問相談なども含んでいるので
しょうか。

45

 「在宅医療・介護連携関係者の研修」
　東京都等で実施される研修の案内を関係者に
周知していくとあるが、昭島市が地域の関係者
に対して行なう研修の開催などは考えているの
でしょうか。

46

　１.高齢者見守りネットワーク事業
　目標値が継続となっていますが、参加団体を
集めての方針や確認・相談ごとなどを共有する
場の具体的な開催回数を記載していただきたい
と考えます。

　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、昭島警察
者、民生委員、自治会、老人クラブや昭島ガ
ス、新聞販売同業者組合などの協力機関、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。また、毎年、協力
機関の拡充を図っています。
　なお、今後、市では連絡会の開催の検討を行
い、役割の共有を図るとの方向性が示されてい
ます。

47

　２.災害時の安否確認体制の整備
　「高齢者の安否確認体制の検討を行う」に対
し、事業実施に要援護者登録件数が記載されて
いるのは整合性がないと思います。

　実績には要援護者登録数の件数を情報提供と
して示したものです。
　これに基づいた体制の検討を継続するという
趣旨となっています。

48

　３.高齢者電話訪問相談事業
　施策名に「訪問」とあるにも関わらず、事業
内容に「電話による」とある点に疑問を感じま
す。

　ご指摘のありました「訪問」につきまして
は、適切ではないため削除いたします。

49

　1.地域密着型サービスの充実
　本来の「地域包括ケアシステム」構築へ向け
ての「必要とされるサービス」としては、本来
「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」や、
「訪問看護ステーション」の機能強化への支援
などが優先されるべきと考えます。第６期計画
中の設置を検討されているようですが、設立・
運営に関する支援や補助など、方法を検討し早
急に整備を図って頂きたい。

　地域包括ケアシステムには様々な重要な施策
があり、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等
はその中の一つとして認識しているため、本計
画にサービスの導入を位置付けました。
　既に定期巡回・随時対応型訪問介護看護を導
入している区部などで、利用者数が尐ない現状
もあり、支援や補助制度の活用など適切に導入
を図っていきたいと考えています。

　現在想定される施策について記載していま
す。
　今後、国から具体的な手引き・指針等が示さ
れることとなっているため、それに沿った形で
検討していきたいと考えています。
　また、医療介護連携においては、医師会との
連携が重要であると考えています。
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50

　１(新)認知症ケアパスの作成
　平成27年度より３年間で作成とありますが、
今後の具体的な認知症ケアパスの運用について
事業内容を示していただきたいと思います。

　認知症ケアパスを作成し必要に応じて修正
し、周知をすることを想定しています。

51

　２.認知症高齢者ネットワークづくり
　キャラバンメイトの養成数のみの記載であ
り、ネットワークづくりの具体的な数字はある
のでしょうか。また、キャラバンメイトを増や
すのであれば、講座開催の回数を増やすなどし
て全体のサポーター数を増やす取り組みをする
べきではないでしょうか。

　ネットワークづくりについては具体的な数字
を目標値とするものではないと考えています。
　また、講座開催回数16回は尐なくないと考え
ていますが、養成講座により毎年500人ずつサ
ポーターが増加する見込みです。

52

　４.シルバーファミリーほっとライン事業
　ＧＰＳ端末が現在８台だが、もっと普及する
数値目標を書き込むべきと考えます。

　実績値を踏まえた計画値となっております。

53

　４.成年後見制度の普及促進
市長申し立てはこの用件の項目に該当するので
しょうか。ＰＲするには、市民向け講座を企画
するのが良いし、開催回数も示して頂きたいと
思います。

　判断能力が低下した身寄りのない方が成年後
見制度を利用するためには、市長申立をする以
外に方法がありません。また、申立費用は、市
で予算措置をしていることから、事業内容を周
知する意味も含め記載しました。
　なお、昭島市社会福祉協議会において、毎年
市民向けの講座などを実施しています。

54

　６.高齢者生活支援ショートステイ事業（緊
急ショートステイ）
　虐待以外の理由においても、在宅高齢者の生
活を支援するためには短期間の施設入所を支援
する事業があっても良いと思います。

　一般高齢者施策の高齢者生活支援ショートス
テイ事業（緊急ショートステイ）は、虐待に限
定した制度ではありません。

55

　２(新)高齢者の住まいの確保
　「サービス付高齢者住宅」の利用者も「住所
地特例」となる予定であり、介護保険法改正後
の第６期計画における利用者数の見込み（目標
値）の算出には、そうした影響も加味されての
計上でしょうか。

　影響は加味しています。

56

　(８)社会参加への支援
　「老人」という言葉が一つ下の世代の参加を
ためらわせる原因になっている場合がありま
す。ある程度幅の広い世代が、気軽に参加でき
る仕組みの運用をお願いしたいと思います。

　老人クラブの名称については、全国老人クラ
ブ連合会の会員として活動しているため、名称
を変えることは困難です。
　しかし、サロン活動などのように、幅の広い
世代が気軽に参加できる、世代間交流の仕組み
は重要であると認識しています。

57

　「給付の適正化」を求めるために「事業者へ
の立入りなど公正かつ適切な事業運営を図って
いく」とあります。保険者機能の強化が求めら
れてはいますが、一方で適切なケアマネジメン
トが実施されるための研修や教育の場面も求め
られています。こうした一方的な管理体制を連
想する表現ではなく、一方で「ケアプラン点検
事業」など教育や助言ができ、地域の高齢者を
支える担い手の一人である介護支援専門員等の
やる気を阻害しない適正化事業を検討して頂き
たいです。

　保険者として立入りや実地指導などを行うこ
とは不可欠です。
　一方でケアプラン点検などのように、ともに
より良いケアマネジメントを作っていくことも
重要であり、そうした取組を進めていく考えで
す。
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58

　２.利用者負担軽減事業
　低所得者対策として社会福祉法人の減免が進
んでいないと思いますが、推進することはない
のでしょうか。

　現在検討しているところですので、そのこと
が分かるように記載します。

59

　３.介護給付費適正化事業
　「ケアプラン点検」が事業内容にあります
が、適正化を図るうえでは、指摘事項を述べる
だけではなく、ケアマネジメントやサービス導
入に至ったプロセスを評価し、教育・助言等の
機能をもった点検であるべきと思います。

　ご指摘のとおりケアプラン点検は教育・助言
等の機能を持った取組であると認識していま
す。

60

　１.要介護認定申請受付の適正化
　単に高齢者の増加により申請の件数が増える
だけであれば「適正な要介護認定申請の受付」
などと表現してはどうでしょうか。

　申請が利用者や家族の意思に基づいているか
の確認が重要ととらえているため、適正化の表
現としています。

61

　３.要介護認定事務の円滑化
　要介護認定の審査は法的には申請から30日以
内なので、目標値がすでに30日以上の計画に
なっているのはいかがなものでしょうか。

要介護認定の法定期限が30日以内であること
は認識しています。市では様々な努力をしてお
り、今後も状況の改善に向けた検討を進めてい
きます。しかし、全国的に30日を超えている現
状であり、第６期計画期間内に30日以内とする
ことは難しいと考えています。

本計画においてはできる限り30日に近づける
ことを目標としたものです。

62

　(３)１人当たりの給付費
　居宅サービスに一人当たりの給付費98千円か
ら５年間で103千円に伸びている事が書かれて
います。
　これは居宅の利用者の１人当たりの給付費が
約10万円と云う事は、自己負担が１万円だと云
う事でもあり、居宅の介護保険利用者の経済的
負担能力の平均が１万円だということも示して
いるという理解でよろしいでしょうか。

　一人当たりの給付費の推移を示したもので
す。
　ご指摘の内容を示したものではありません。

63

　８.市町村特別給付
　市で考えている市町村特別給付の内容を具体
的に教えていただきたいと思います。

　本計画では市町村特別給付事業を見込んでい
ません。

64

　11.日常生活圏域
　昭島市を１つの圏域としていますが、効果的
に地域づくりをしていくとなるともっと圏域を
小さくし、地域包括支援センターごとに１圏域
と設定し、地域に働きかけていった方が良いと
考えますがいかがでしょうか。

　国が市町村に指示する日常生活圏域とは、１
圏域に１つの施設整備を求めるもので（例えば
小規模多機能型居宅介護等）、地域包括支援セ
ンターの圏域とは別です。
　本市では30分以内で市内移動が可能で、介
護・医療サービスを受けているのも自宅周辺に
限られてはいない状況にあります。また、ニー
ズ調査においても、地域包括支援センター担当
区域ごとの顕著な地域差がみられないことか
ら、日常生活圏域は１圏域としますが、地域づ
くりについては、各地域包括支援センターの担
当区域ごとに行っていくことを考えています。

65

　２.介護保険料の算出
　市民生活の上で最も影響がある保険料に対し
て、具体的な案が示されていない状態で意見を
求められても賛成、反対を含めて意見の述べよ
うがありません。

　保険料についてはパブリックコメントにおい
て意見をいただく内容ではないと認識していま
す。
　ただし、介護保険料の算出の方法はお示しさ
せていただいたところです。
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66

　「医療介護総合法」施行によって、介護報酬
の大幅な削除など介護事業者やヘルパー、サー
ビス利用者に負担増が強いられ、さらには、被
保険者にも跳ね返ってくることが予想され、さ
らなる介護保険料の引き上げにつながるのでは
ないかと危惧されます。
　介護保険特別会計の財源構成では負担割合の
増額を被保険者に求めるのではなく国に求める
べきだと考えます。

　介護報酬の引き下げにより、サービス利用料
が安くなるため、保険料の伸びは抑えられるも
のと認識しています。
　第１号被保険者の法定負担割合が21％から
22％に引き上げられた増額分は国に求めるべき
とのご意見ですが、介護保険特別会計の財源構
成は平成12年の介護保険開始時から公費50％、
被保険者50％という割合は変わっていません。
また、１号保険料と２号保険料の割合について
は、１号被保険者と２号被保険者の人数比率に
応じて、政令で定められています。

67

 ２.適正な事業運営
　介護保険推進協議会委員に、第１号被保険者
を入れるべきではないでしょうか。

　介護保険推進協議会委員については条例で規
定されています。
　なお、市民の委員枠は、公募によるもので年
齢制限を設けていません。

68

用語集：あきしま地域福祉ネットワーク
　表現の全般の修正をお願い致します。
実際に「昭島市社会福祉協議会」が現在の事務
局として登録されていますが、ネットワークを
説明する際の念頭に表現されることに抵抗感を
感じます。
また介護保険事業者連絡会としての一面も兼ね
備えておりますが、会員規約や規程に基づき、
会員より会費を徴収して事業計画に基づいた運
営を行なっている民間相互の連携を密にするた
めの研修・教育を主幹として活動している団体
です。

　ネットワークのご意見をお聞きする中で次の
とおり修正します。
「保健・福祉・医療のネットワークであり、介
護保険事業者連絡会としての機能も有する団
体。
　事業者が中心となり、全体での講演会や研修
会の開催、また業種ごとの部会活動、災害時や
退院・退所時の連携等についての委員会活動、
資格取得に向けた勉強会なども行っている。
事務局は昭島市社会福祉協議会に設置。」

69

　素案全体として、「質の向上」という言葉が
多くみられるが何をもって質とするかが説明さ
れていません。あいまいな目標、あいまいな計
画にならないよう、現場の意見を取り入れて、
作成していただく事を期待します。

　質の向上を具体的に記載することは難しいと
考えています。計画全体で向上を図る考えで
す。
　また、出来る限り目標値を数値として記載し
ており、あいまいであるとは考えていません。

70

　市内に新設の短時間型をメインとした通所介
護事業所の数が急増している影響などを、今後
の給付費の伸びの予測値に考慮をしています
か。

　考慮しています。

71
　延長加算等の検討がなされていることを把握
されていますか。

　延長加算の強化等が検討されていることは把
握しています。

72

　指定権限者が東京都であったとしても、昭島
市内の必要とされるサービス量を検討し、新設
の制限などを行っていく意向はありますか。

　現在の制度の枠組みの中では、介護施設や地
域密着型サービス以外については、制限ができ
ません。

73

　通所介護事業所の数量に関して今後の市内参
入の新設事業所への働きかけや、近隣市との協
力・連携のなかで、他市と隣接する地区に居住
する高齢者が、生活圏域内での他市でも利用で
きるよう協力関係を築くなどの取り組みを事業
計画に明記して頂きたいと思います。

　市内の事業所について、適正な施設数を維持
することは必要だと考えていますが、他市との
調整が必要であるため、明記できません。

74
　素案のグラフ表示等を見やすいように配慮し
ていただきたいと思います。

　印刷の際、配慮するよう市に要望します。
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