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

№ 該当ページ 該当項目 意見の要旨 件数 協議会の考え方

1 9
日常生活圏
域について

　１圏域とするのではなく、地域包
括支援センターを増やしてきめ細か
い相談やサービスに応じられる体制
を作るべきと考えます。

2件

　市町村は地理的条件、人口、交通事情その
他の社会的条件、介護給付等対象サービスを
提供するための施設の整備の状況その他の条
件を総合的に勘案して、例えば中学校区単位
等、地域の実情に応じた日常生活圏域を定め
ることとされています。中学校区単位で定め
た場合、６圏域になりますが、昭島市では、
面積や市街化の状況など地域特性から、介護
サービス基盤の整備や充実、地域包括ケアシ
ステムの深化・推進する上で日常生活圏域を
市全体とすることが望ましいと考えていま
す。地域包括支援センターの設置や運営に関
する事項については、地域包括支援センター
運営協議会において、より地域に密着した支
援体制を確立できるよう審議してまいりま
す。

2 10
計画素案の
人口推計に
ついて

　市が公開した総合基本構想・計画
と今回の素案とでは、誤差が生じて
いる。人口推移は政策を左右する要
因ともなるので、慎重に推計してほ
しいものである。

1件

　素案の人口推計にあたっては、同じ年に生
まれた人々を、過去３か年の実績人口の動勢
から変化率を求め、それに基づいて将来人口
を推計しています。
　ご指摘のように総合基本構想・計画との差
が生じていますが、総合基本計画の策定から
すでに７年が経過しているため、直近の人口
増減を反映させることで、計画期間３年間の
人口推移がより実勢に近い推計となるよう考
慮し、総合基本構想・計画とは別に人口推計
を行っています。

3 10～13
高齢者の現
状分析につ
いて

　高齢者が置かれている経済状況に
ついて触れられていないと思われま
す。利用者の経済的な理由から必要
な介護が受けられていないことを示
しています。

1件

 昭島市では、低所得者への対応として、施設
サービスを利用した場合にかかる居住費・食
費について利用者負担限度額を設けた特定入
所者介護サービス、同月に利用したサービス
利用者負担額に限度額を設けた高額介護サー
ビス、介護サービス利用料及び介護保険料の
負担が困難な方への減免制度等があり、経済
的な理由から介護が受けられないということ
がないよう相談体制の充実も含め努めており
ます。

4 19

介護予防・
日常生活圏
域ニーズ調
査結果につ
いて

　介護が必要になった原因として高
齢による衰弱骨折転倒、糖尿病等々
が指摘していますが、「運動」する
ことで予防できます。
　介護予防の運動は、持続して長く
続けてこそ効果がでます。気軽に、
長く続けて利用できる施設や教室等
の環境整備が必要です。

1件

　介護予防事業として、高齢者を対象に各種
教室を開催し、仲間づくりや生きがいづく
り、介護予防や健康増進を図る高齢者各種教
室事業を実施すると伴に、老人クラブ等の高
齢者団体へ支援や活動の場所を提供し、健康
増進、生活機能の向上を図る施策を実施して
います。

5 45～47
地域ケア会
議について

　「共通の地域課題」は介護保険の
みならず総合事業にも関係する内容
が含まれており、７期中も改良・改
善に努力を求めます。

1件

　住み慣れた地域で、健康で自立した生活を
続けるためには、地域の特性や課題を把握
し、社会基盤の整備や介護・医療・生活支援
サービスの充実、地域が抱える課題の解決が
図られることが必要です。そのため、個別地
域ケア会議や地域ケア推進会議、介護保険推
進協議会等が有機的に機能するよう取り組ん
でまいります。

6 48
要支援・要
介護者の推
計について

　29年と28年対比数値で、30年以降
計算すると市の37年推計と乖離し
た。推計は慎重に対処願いたい。

1件

　要支援・要介護認定者数の推計にあたって
は、厚生労働省が運営する地域包括ケア「見
える化」システムを活用し、総人口や被保険
者数の実績値と推計値、要介護（支援）認定
者数の実績値などから、将来の要介護（支
援）認定者数を自然体推計しています。
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№ 該当ページ 該当項目 意見の要旨 件数 協議会の考え方

7 51
基本的視点
３について

　地域共生社会の実現に向けた取組
みについて、地域社会へと変わった
要因分析なしに取組みをあげても、
共に支えあえる地域コミュニティの
実現は不可能だと考えます。社会的
弱者を地方自治体がどのように支え
るのかが大切と考えます。

1件

　厚労省は「地域共生社会」の実現に向けた
取組みとして、制度・分野ごとの「縦割り」
や「支え手」「受け手」という関係を超え
て、地域住民や地域の多様な主体が「我が
事」として参加し、人と人、人と資源が世代
や分野を超えて「丸ごと」つながることで、
住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域を
ともに創っていく社会を目指すとしていま
す。実現に向け、平成29年には地域包括ケア
システム強化のための介護保険法等の一部を
改正する法律により社会福祉法が改正されま
した。国がとりまとめる実現に向けた工程に
沿って、地域住民による支え合いと公的支援
が連動し、地域を「丸ごと」支える包括的な
支援体制の構築に向け取組みを進めます。

8 51
基本的視点
４について

　高齢者と高齢者を支える家族への
支援について、文章の関連性が良く
理解できないので、もっとわかりや
すく具体的に説明にして下さい。

1件

　第７期計画では第６期の基本的視点４「す
べての高齢者への支援」をベースに、平成29
年度の介護保険法等の改正による介護事業計
画の取組みのポイントも勘案し「すべての高
齢者及び支える家族への支援」を基本的視点
としました。計画では、高齢者の自立支援や
介護予防への取組み、介護を必要とする方へ
の介護支援とともに、個々の環境によって住
み慣れた在宅で生きがいを持って暮らし続け
るためには、支える家族の介護負担軽減の必
要性も欠かせないことから支える家族への支
援を挙げています。

9 53
基本目標４
について

　持続可能な介護保険制度の運営に
ついて、自治体として市民生活を守
る立場からの運用を求めます。

1件

　介護保険制度の持続可能性を確保するため
には、介護給付を必要とする受給者を適切に
認定し、真に必要とする過不足ないサービス
を事業者が適切に提供することが重要です。
限られた資源を効率的・効果的に活用するた
めに、保険者が本来発揮するべき保険者機能
の一環として、地域課題をしっかりと把握し
た上で取組みを進めてまいります。

10 59
地域支援事
業の充実に
ついて

　要支援者へのサービスが総合事業
へ移行されるので、高齢者に不利益
が及ばないように機能することを望
みます。
　介護予防・生活支援サービス事業
の見込み人数を適正に見込むことが
必要です。高めに見込むことで保険
財政を楽にしようとするのであれば
問題です。

1件

　昭島市では平成29年４月から介護予防・日
常生活支援サービス事業が開始し、順調に移
行が進んでおります。利用者からの特段のご
意見などもなく、不利益等は及んでいないと
認識しております。第７期においても、地域
支援事業は増加傾向と見込んでおりますが、
そのサービス量については適正に見込んでお
ります。

11 61
地域支援事
業の充実に
ついて

　地域包括支援センターについて、
重要な役割を担い業務負担が増える
と思います。職員の増員し、質・量
とも充実させてください。また、三
職種が不在になっている地域包括支
援センターがみられるので、保険者
として指導援助してください。

5件

　地域包括支援センターは高齢者福祉の中核
を担うものであると認識をしており、引き続
き、その充実に努めてまいります。
　国の基本指針でも、地域包括支援センター
の機能強化に向けた取組みとして、事業の評
価を通じた業務の改善や体制整備の推進が求
められています。具体的には国において策定
が予定されている評価指標を利用し、個々の
地域包括支援センターの業務の状況や量等の
程度を把握し、人員体制や運営費が適切な水
準となるよう、地域包括支援センター運営協
議会等と、評価・点検していきます。また、
機会を捉えた、適切な指導に努めてまいりま
す。
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№ 該当ページ 該当項目 意見の要旨 件数 協議会の考え方

12 61
地域支援事
業の充実に
ついて

　ゴミだし、電球の交換、布団干
し、安否確認等々、高齢者が在宅生
活を継続するためにはちょっとした
援助も必要です。より多くの市民が
高齢者の支援に参加できるシステム
作りを検討してください。

1件

　少子高齢化が進み、高齢者のみ世帯や独居
世帯が増加する中、見守りや身近な生活支援
の必要性が高まっています。さまざまなニー
ズに対応していくためには、公的なサービス
支援だけでなく、地域の住民一人ひとりが
「我が事」として地域を支え合える地域コ
ミュニティが必要です。介護や日常生活支援
を、地域の多様な人材で支え合える包括的な
支援体制の構築を検討してまいります。

13 68

在宅生活を
支援する
サービスの
充実につい
て

　高齢者緊急通報システム事業につ
いて、疾患の幅を広げ、独居の難病
患者なども含めて、ペンダント式の
通報システムを検討していただけた
ら良いと思います。設置型だと転倒
や発作が起きる場所によっては通報
できないからです。

1件

　事業対象の疾患については、H29年度より拡
充を図ったところです。また、緊急通報シス
テムは、現在ペンダント式を採用し、お使い
いただいております。

14 69

在宅生活を
支援する
サービスの
充実につい
て

　食事サービス事業について、食の
充実は健康寿命を伸ばし介護予防に
つながるので、配食サービスの充実
は必要と考えます。一人暮らしの高
齢者が増えるなかで目標値が低すぎ
ます。計画食数、提供数を増やすこ
とができる様々な取り組みを検討し
てください。

1件

　食事サービスについては、民間事業者にお
いても多様なサービスを提供し、利用は増加
傾向にあると認識しております。本事業は、
70歳以上の高齢者世帯において、介護度1で炊
事が困難な方を対象しており、高齢者の見守
り事業としての役割も担っております。引き
続き、対象者の適切な把握に努め、利用促進
を図ってまいります。

15
71
78
120

高齢者の住
まいの安定
的な確保に
ついて

　33年度に開設予定の介護老人福祉
施設については、内容について議論
すべき、市民に選定の経緯や理由を
わかりやすく公開してほしい。施設
サービスの割合が高ければ介護保険
料も高くなる。市内の未活用の空地
を最大限活用し計画を推進してほし
い。人材確保についても、保険者と
して考えていただきたいと思いま
す。

7件

　介護老人福祉施設の整備については、立川
基地跡地の有効活用を図る中で、入所者（待
機者）の状況や介護保険料への影響など、さ
まざまな側面を踏まえ、その必要性について
慎重に検討してまいります。

16 73
サービスの
質の向上に
ついて

　家族介護者教室について、要介護
者をおいて家族が講習会に参加する
ことができません。参加できるよう
な支援の検討をお願います。

1件

　家族介護者教室に介護者の方が参加する際
に、要介護者の状態により、参加が困難とな
る場合もあることは認識しております。参加
者のニーズの把握に努め、誰もが参加しやす
い工夫に努めてまいります。

17 76

社会参加へ
の支援（生
きがいづく
りの推進）
について

　各種教室は啓発目的が主体で、初
めての参加者が優先され、長く続く
人は追い出されてしまいます。 1件

　高齢者がいつまでも、いきいきと暮らせる
ために、第７期においても各種教室や各種イ
ベントを実施します。これらについては、自
主的な継続を奨励しており、そのための仕組
みづくりや支援に努めてまいります。

18 77

地域包括ケ
アシステム
の深化・推
進について

　地域包括ケアシステムのあり方に
ついて、①地域支援センターの機能
強化、②地域ケア会議の推進の項目
で、推進が遅れているので｢地域包
括ケアシステムの構築｣を当面の最
大目標として、早急に構築されるべ
き案件である。

1件

　高齢化が進行している状況の中、高齢者の
尊厳の保持と自立生活の支援がしっかりと提
供され、可能な限り住み慣れた地域で、自分
らしい暮らしを人生の最期まで続けることが
出来るよう、引き続き、地域の包括的な支
援・サービス提供体制（地域包括ケアシステ
ム）の構築に努めてまいります。

19 80

認知症高齢
者に対応し
たケアの確
立について

　シルバーファミリーほっとライン
事業について、実績、見込、目標が
低い数値にとどまっているので、他
の方法の見直しが必要だ思います。
具体的な方法を示してほしい。

2件

　本事業では、日常的に端末機器を徘徊高齢
者に携帯させることが難しいという課題があ
り、また。利用者の費用負担もあることから
人数が伸びておりません。今後は、他市での
効果的な施策なども調査し、総合的に検討し
てまいります。
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№ 該当ページ 該当項目 意見の要旨 件数 協議会の考え方

20 81
権利擁護の
推進につい
て

　地域権利擁護事業について、事業
の対象者を寝たきり状態の独居高齢
者で身寄りがない方や、家族の協力
が得られない方についても、日常生
活に支障を来たしてしまうので、対
象範囲を拡げて頂けないでしょう
か。

1件

　対象拡大については、以前に関係者（障
害・高齢）への聞き取りやアンケートを実施
しましたがニーズはありませんでした。しか
し、最近では悪性腫瘍の末期の方や身体障害
のある方からの相談もあり、新たなニーズに
対しての対応も検討しているところです。

21 82
地域資源の
活用につい
て

　地域ボランティアの活用につい
て、年々ボランティア数が減ってい
ますがインフォーマルサービスの充
実を図ることは可能でしょうか。具
体的な支援策や活用方法を検討して
ください。

1件

　ボランティア登録団体については、29年度
見込で97団体になり、団体数は増加していま
すが、登録人数の多い団体が減少したことに
よりボランティア人数も減少しました。地域
共生社会の実現に向け、インフォーマルサー
ビスを充実させるためには、ボランティアの
育成・充実が不可欠であることから、引き続
き、支援に努めてまいります。

22 82
地域資源の
活用につい
て

　サロン活動の支援について、拠点
数の増加に伴い社会福祉協議会や地
域包括支援センターの業務負担が増
加するので、事業の要となる機関の
人員を増やすなど適切な対応を取っ
てください。

1件

　サロン活動の支援をする生活支援コーディ
ネーター１名を平成28年11月から設置しまし
た。第７期計画では、生活支援コーディネー
ターを２名体制にしてサロン活動の支援・充
実に努めます。

23 89
的確な要介
護認定の実
施について

　要介護認定事務の円滑化につい
て、遅れがちな医師の意見書の早期
提出の声かけを行っていただき１ヶ
月以内を目指して頂きたい。

1件

　介護保険法（第27条第11項）において、
「申請に対する処分は、申請のあった日から
30日以内にしなければならない。」と規定さ
れていますが、調査に日時を要する等特別な
理由がある場合は、延期することが出来ると
なっています。
　今後も、法で定める30日以内での認定を目
指し、主治医意見書の迅速な提出のため電話
での依頼や認定調査の迅速な実施などに積極
的に取り組んでまいります。

24 89
人材の確保
について

　介護の人材育成について、若者が
介護の仕事に関われるように環境を
整えてください。働くためには柔軟
な子育て支援が必要です。そのため
に、労働時間が短時間でも働ける事
が出来る保育制度や、事業所内保育
を開くための支援策等を検討してく
ださい。

3件

 若い人材が介護の仕事に関わり、働き続ける
ためには、労働負担の軽減や安心して働ける
環境の整備が必要です。女性従事者の割合が
高い介護の職場で、子育てと仕事が両立でき
るような環境整備を関係部局と連携をとり検
討、支援してまいります。

25 89
人材の確保
について

　現在昭島で介護職に就いている人
数を元にして、必要とされるサービ
ス量に対応できる介護職の人数を割
り出して具体的な数値目標をもった
計画にしてください。

1件

　第７期計画では、具体的な数値目標を市と
して設置することは困難ですが、今後、介護
人材の不足が見込まれる中、都やハローワー
クと連携した就職説明会等の実施や介護職の
魅力発信など、介護職の人材確保に向けた具
体的な取組みを検討し、実施してまいりま
す。

26 99・104
在宅サービ
スについて

　介護予防の訪問介護と通所介護の
利用者数の減少について、原因が高
齢者の貧困化と利用抑制政策の反映
によって、低下がもたらされている
とすれば、高齢者の不幸というほか
ありません。利用者数の低下の原因
の探求が期待されます。

1件

　介護予防の訪問介護サービスと通所介護
サービスについては、平成29年４月から介護
予防・日常生活支援サービス事業へ随時移行
していることから、相対的には減少しており
ません。

27 -
介護保険料
について

　第８期の介護保険料について、素
案には介護保険料について触れられ
ていません。市民に対してパブリッ
クコメントを求めるのであれば、保
険料の類推が可能となる資料も付け
るべきと考えます。

1件

　介護保険料については、国より報酬単価や
処遇改善加算等の通知が出て金額を算出する
ことになります。また、保険料についてはパ
ブリックコメントでご意見をいただく対象と
なっておりません。市の諮問機関である介護
保険推進協議会で審議し、その後に介護保険
条例の改正を市議会に提案するという手続き
となります。
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28 -
人材の確保
について

　総合事業の担い手確保として、こ
れまで市が訪問型サービス生活支援
員養成研修を3回行いましたが、担
い手と介護に関心を持つ市民が増え
るように、根気強く研修を続けてく
ださい。

1件

　第７期計画期間においても、担い手確保の
ため訪問型サービス生活支援員養成研修を引
き続き実施し、人材育成に努めてまいりま
す。
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