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 津市第７次高齢者福祉計画・第６期介護保険事業計画（案）に対する意見募集の結果について 

 

NO. ﾍﾟｰｼﾞ 該当箇所等 意見の概要 意見に対する考え方 

1 P32 21 行目 「徘徊高齢者対応ネットワークについて、具体的にどのようなも

のを構築するのか示されたい。また、実際徘徊により行方不明の

方が出た時の対応について、警察や様々な事業所と連携しなけれ

ばならないのは当然であるが、捜索の開始や終結、捜索のビラ配

りやその回収、誰がどこを捜索するのか、捜索済みの場所やまだ

捜索していない場所の把握など、状況を掌握する司令塔的な存在

が必要になると思われる。個人情報の取り扱いなどの関係もある

ため、行政がその司令塔的な役割を担い、イニシアティブをとる

必要があると考える。 

徘徊高齢者対応ネットワークは、行政機関だけでなく

介護関係者や地域関係者、地域で活動している企業等

とも連携して行く必要があります。そのための仕組み

づくりを整理し、警察と充分に連携できる見守り体制

を構築していきます。 

 

 

 

 

2 P24  地域包括ケアシステムに関連して、近年核家族化の進行に伴い、

独居高齢者や地域の中で孤立する高齢者が増えており、自宅がゴ

ミ屋敷化するケースが見られる。ゴミ屋敷問題の背景には孤立や

孤独があり、それを予防・解消するために見守りネットワークな

どをはじめとする地域包括ケアシステムは有効であると考える。

しかし、既にゴミ屋敷化してしまった家屋についてはまずはそれ

を片付けて環境を整備する必要があると思われるが、ゴミ屋敷問

題は公衆衛生や近隣住民の安全の問題でもあるため、行政が対応

すべきと考える。津市にはゴミ屋敷問題を解決するための条例や

制度が無いため、一刻も早い条例の制定を求める。 

ご指摘の主旨を踏まえて、関係部局との調整を図って

いきます。 

3 P22 

P41 

16 行目 

(3)介護施設サー

ビスの充実 

「介護老人福祉

施設」 

特別養護老人ホーム待機者が「438 人」として整備計画を立てて 

いるが、過少な数値と考える。待機者は「自宅」以外に「老人保

健施設」「有料老人ホーム」「病院」等にも待機しており、その数

は 438 人の倍以上となる。津市の施設定員数約 1350 人のうち約

3 割の入れ替わりがあるとして約 400 人、自宅待機者のうち「今

入所待機者の削減については、施設整備に加えて地域

における様々な支援や在宅ケアの充実により、地域で

の生活の限界を高めていくことが重要と考えていま

す。 

このような状況から、特別養護老人ホームの整備数に
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すぐの入所を必要としない人」が約 3 割（130 人）である。平成

26 年、27 年の開設を見込んでも、第 6 期計画の整備数 120 人で

は少なすぎると考える。追加数 100～200 人分が必要と思う。 

「広域型」「地域密着型」の特別養護老人ホームの追加整備を検

討されたい。 

つきましては、平成２６年４月実施のアンケート調査

や県実施の入所待機者調査による入所待機者数を参考

とし、また、高齢者数のピークを踏まえ、施設整備数

を設定しております。 

今後についても、計画的な施設整備や施設入所を必要

としないための支援の充実を図り、真に特別養護老人

ホーム以外での生活が困難な高齢者が、できるだけ早

期に入所できるよう計画的な整備を進めていきます。 

4 P24 (2)地域包括ケア

システムの構築

「身近な地域で

の見守りネット

ワーク」等 

「孤立死対策」として、①電気・ガス・水道事業者との契約によ

る見守り体制の構築、②市役所職員（非常勤職員を含む）による

訪問相談員の設置、を検討されたい。 

＊訪問相談員の例として、東京 23 区の「ふれあい相談員」制度

を参考にされたい。 

①については、現在取り組んでいます。 

②については、今後、検討していきます。 

5 P42 「サービス付き

高齢者向け住

宅」 

サービス付き高齢者向け住宅は、介護保険制度外のもので、「負

担と給付」を前提とした保険料負担に基づく「選択できるサービ

ス」外のものである。介護保険施設の整備充実で対応すべきであ

る。（サービス付き高齢者向け住宅は月平均 12 万円以上の費用が

かかり、国民年金受給者の収入では入居できない。） 

サービス付き高齢者向け住宅の整備については、高齢

者の地域での生活の限界を高めていくことが重要であ

り、その一つとして、必要とする住まいの選択は効果

的であると考えています。真に特別養護老人ホーム以

外での生活が困難な高齢者が、できるだけ早期に入所

できるよう取り組んでいきます。 

6 P45 1 介護保険事業

費の(2)地域支援

事業費 

地域支援事業への移行が計画では不明確であるが、考え方として

は「現行の相当サービス」を保障したうえで「多様なサービス」

を位置付けるべきである。ボランティアなどへの安価なサービス

では、高齢者が安心して生活できる「継続的」な保障にはなり得

ないと考える。そうした考え方に基づくサービス量の推計をお願

いしたい。 

ご指摘の主旨を踏まえて検討していきます。 

7 P45 2 介護保険料の

設定 

介護報酬の最終決定がない段階ではあるが、見込み額として「保

険料の基準額」を明示していただきたい。 

介護報酬の地域区分や報酬改定が未決定であるため、

具体的な保険料をお示しすることができませんでし
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た。ご理解をお願いします。 

8 P23～

P35 

 

今後の方針に対

して 

計画ですから、各実施項目を明示して具体的数値目標を入れて 

下さい。(例：シルバー人材センターの目標登録者数を①に示す） 

「シルバー人材センター機能の充実に向け支援」と記述有り、 

具体的実施項目がないので機能の意味が不明です。 

 買物、外出支援、ごみ出しなど生活支援サービス事業等を新た

な職種として加えることでしょうか？(働く場所の提供が重要) 

①.シルバー人材センターの26年度より段階的に増やす目標登録

者数を示して下さい。 

(現状見込値)H26    H27        H28        H29 

 総数     1,080    ？     ？     ？ 

 男    740     ？     ？     ？ 

 女    340     ？     ？     ？ 

目標設定については、判断基準等がより明確になるよ

うに、評価や目標については数値により設定すべきと

考えるものの、行政から他機関へ支援するものなど数

値の設定が困難な場合については、定性的な目標を設

定しています。既存の記述でご理解をお願いします。 

9 P37 

P38 

P40 

サービス見込量 H27.H28.H29 狙いの数値が記入してあり、現状の見込量を前の

ページから転記しましたら、狙いが良く理解できました。 

今後の方針の後に具体的実施項目を設定明示して目標数値を設

定いただき計画としてパブリックコメントを求めて下さい。 

今後の方針欄において、施設整備数等の具体的数値目

標を記載しましたが、具体的数値の設定が困難なもの

については記載しておりません。ご理解をお願いしま

す。 

10 P28 2～6 行目 (1)介

護予防の推進 

「健康寿命の延伸を図り～高齢者自らが主体的に介護予防に取

り組む地域社会の構築を推進します」大賛成です、そこで提案で

す。実施する地域社会の単位を、今までの大きな地区単位（小学

校）を自治会単位にして下さい。（理由：車も手放し、遠くへは

歩いて行けない方の介護予防には、歩いて行けるところの公民館

や集会所等が最も有効です。いきいきサロンの単位が良い） 

いきいきサロンではお茶やコーヒー、ケーキなど沢山費用が要り

ますので、発想を変えサロンの中に介護予防等の各事業を組み入

れ、強力に推進したいものです。3 か月に一度ではサロンではな

いですよ！当面、月に 1 回くらいは実施したいものです。 

介護保険制度の改正により、新しい総合事業における

通所型サービスについては、これまでの介護事業所に

よる通所介護から移行されるサービスに加えて、住民

主体による支援など多様なサービスの提供が可能とな

り、介護保険制度において住民主体に対して支援を行

うことが可能となります。また、既に開催されている

住民主体のサロンに、指導者として理学療法士等のリ

ハビリ専門職を派遣し、住民主体のサロンがより効果

的になるよう支援を行い、地域での取り組みを促進し

ていきます。 
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11 P28 17～18 行目 

ふれあいいきい

きサロン事業 

「地域の介護予防の拠点」と記されていますが、 

「地域の見守りの拠点」の方が適切でしょう。 

介護予防の拠点は介護予防普及啓発事業で、他の介護予防教室等

の事業を支えているのでは・・・。 

ご意見を踏まえ、「地域の介護予防や見守りの拠点」に

改めます。 

12 P30 2～13 行目 

地域に於ける推

進組織の充実 

住民活動やボラ

ンティア・ＮＰ

Ｏ活動の促進 

上記介護予防の推進等を、各自治会等の多様な主体の行事とし

て、指導者のみを派遣していただくやり方はいかがですか？ 

介護予防の事業の後に休憩しながらのふれあいいきいきサロン

事業を実施すると地域の高齢者の状況も把握（見守り）ができる

と思います。 

住民主体のサロンに、指導者として理学療法士等のリ

ハビリ専門職を派遣し、住民主体のサロンがより効果

的になるよう支援を行い、地域での取り組みを促進し

ていきます。 

13 P26 7～17 行目 

(1)高齢者の多様

な生きがい活動

への支援 

地域活動の支援単位として、単位老人クラブ、老人クラブ連合会、 

老人福祉センター、敬老事業等 とありますが・・・ 

各地の老人クラブや、老人会は運営推進者が不足しています。 

65 歳～75 歳までは、老人クラブや老人会などの組織への入会 

を拒否しています。この方たちの活躍する場は自治会や趣味の 

会・ボランティア・ＮＰＯ活動等です。上記指摘の４つの支援 

単位ととらえられないように多様な単位として自治会、防災会、

等の活動支援事業も加えて下さい。 

組織運営の担い手が不足している現状があることは認

識しており、課題であると考えております。ご意見も

踏まえ、有効な支援策について、関係部局との調整も

図り検討していきます。 

14 P2 2 行目 本計画は、の後に（憲法第１３条「幸福追求の国民の権利」及び

憲法第２５条「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」及び

国は社会福祉、社会保障の向上及び推進義務）を挿入する。 

既存の記述でご理解をお願いします。 

15 P3 13 行目 高齢者が、生活基盤としての移動の自由が整備確保されていない

ことから、９０％以上の高齢者が多様な生きがい活動に参加して

いない現状があり、市の高齢者福祉計画として、老人無料パスを

実施する必要があります、を挿入します。 

高齢者の外出支援については、大きな課題と認識して

おり、全庁的な議論による方向付けの下、検討してい

きます。 

16 P15 

P16 

下から 3 行目 

上から 6 行目 

「互助」が不可欠です。とあるが、団地では同世代入居が多く、

年齢層の歪があり、また、コミュニティ破壊がされており、不可

ご意見のとおり「互助」が期待できない地域もあると

は思いますが、支え合える地域もあり、今後高齢者を
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能です。以上の理由で削除する。 支えていくためには、「自助」「互助」「共助」が連携し、

みんなで支えていくことが重要であると考えています

ので、既存の記述でご理解をお願いします。 

17 P26 9 行目 

 

 

 

 

 

 

 

18 行目 

単位老人クラブで「介護予防・生活支援の担い手としての体制づ

くりを促します」となっているが、老人クラブの主旨、実態とし

ても不可能ではないか。自治会単位に「コミセン」すら無い状況

である。基盤整備を市として実施すべきと考える。 

 

 

 

 

表の下に追加して「高齢者無料パス事業」を追加する。 

地域住民など多様な主体による地域における見守りな

どの支え合い活動は、高齢者などが地域で安心して生

活を継続していく上で必要不可欠な活動と考えていま

す。単位老人クラブについて御意見をいただきました

が、地域の活動主体のひとつとして期待されるもので

あることから、既存の記述でご理解をお願いします。 

なお、都市基盤の整備などについては、今後の検討へ

の貴重なご意見として承ります。 

今後の検討への貴重なご意見として承ります。 

18 P30 8 行目 「住民活動やボランティア・ＮＰＯ活動の推進」項目が計画され

ているが、「個人のプライバシー」や「考え方」など問題があり、

不安定な組織では日常生活は多様であり、無理があり別の手法で

行うべきである。なお、事業項目に「高齢者無料パス事業」を追

加すること。 

住民活動やボランティア活動などの多様な主体による

地域における見守りなどの支え合い活動は、高齢者な

どが地域で安心して生活を継続していく上で必要不可

欠なものと考えています。個人のプライバシー保護に

ついては、介護保険制度改正により実施される訪問型

サービスや通所型サービスで、国の指針において個人

のプライバシーの確保を求めていることから、本市に

おいても適正に対応できるよう取り組んでいきます。 

19 P34 一番下の行 高齢者の「買い物や文化活動等参加支援事業」を追加する。 今後の検討への貴重なご意見として承ります。 

20 P35 13 行目 「緊急歩道修正事業」として追加し、勾配（横断）、勾配（縦断）

を緊急に修正整備する。 

担当部局との調整の下、取り組んでいきます。 

21 P42 下から 2 行目 「住宅関係部局と協力して整備に取り組む必要」とあるが、住宅

は、福祉であり、建設ではありませんので福祉・社会保障として

独自に取り組みますと変更し、見地の変更をすること。 

この部分は、低所得者に対する住まいの確保を担当す

る部局である建設部と健康福祉部の協力について記載

しており、現行記載のとおりとします。 

22 P45 介護保険料 保険料の設定に予算案不明示であり、パブリックコメントのしよ 介護保険料については、保険料算定の根拠となる報酬
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うがない。ただ現行から言えることは、生保所帯から料金を取る

のをやめること。市民税非課税所帯の段階を減らし、標準は、市

民税課税所帯にするべきである。最高限度２倍も４倍くらいと

し、７５０万円を２０００万円くらいまで引き上げるべき。 

改定や地域区分など未確定であったことから、具体的

にお示しすることができませんでした。現在介護保険

料の段階設定については、現行計画に比べ、より負担

能力に応じたものとなるよう検討しているところで

す。ご指摘の主旨も踏まえまして段階設定を行います。 

23 P16 基本目標 基本理念の「高齢者が安心して…地域社会」とあるなら、目標の

第 1 は安心して暮らせる地域づくりであり、津市の姿勢と責務を

示すべきであると考えます。 

公的責務(公助)を明確にしてのちに、互助・共助が生きるのでは

ありませんか。再検討をお願いします。 

高齢者が安心して自立した生活を送ることができる心

豊で元気あふれる地域社会を実現していくためには、

みんなで支え合っていくことが大変重要であると考え

ています。また、計画への記載にかかわらず、本市は

当然に公的責任を持つものであることから、既存の記

述でご理解をお願いします。 

24 P18 体系 基本目標の１、みんなで支える地域づくりではなく、津市の責務

(役割)とすべきではなでしょうか。施策（１）地域包括支援セン

ター機能強化も(2)地域包括ケアシステムの構築も、行政(保険者)

の意思・意向こそが大切であり、カギだからです。また、本市に

おいては機能強化だけでなく、広大な市域を要しており、例えば

P19 の日常生活圏域に対応した、包括支援センター設置が、必要

だと思います。強化とともに拡大をお願いします。 

地域包括ケアシステムの構築に向け、地域課題解決な

どを目的とした地域ケア会議等の活用が重要であり、

本市の運営方針に基づき、本市と地域包括支援センタ

ーとが連携して取り組んでいくことになります。現在、

本市の運営方針を策定中であり、それに基づく地域包

括支援センターの機能強化の方法を決めていくことと

なりますので、既存の記述でご理解をお願いします。 

25 P22 3 行目以降 そもそも介護保険は「共助」なのでしょうか。介護保険ができて

以降、最近厚生労働省は盛んにこういった趣旨の文章を配布して

いますが、税金が財源の半分使われている介護保険制度が共助と

言われるのであれば、根拠を示してからつかうべきではありませ

んか。民間のがん保険や生命保険などとは、本質的にちがうもの

だと理解していますが、まちがいでしょうか。 

自助・互助・共助の言葉の意味を計画巻末の用語説明

欄に掲載します。 

26 P23 (1)地域包括支援

センター機能の

強化 

地域包括支援センターは今も中核的な役割を果たしているセン

ターが多くあると思います。しかし、認知度や利用度が低い(添

付資料)のは、「身近」にないことが大きいと思います。スタッフ

今後の検討への貴重なご意見として承ります。 
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の増員はもちろんですが、増設をすることを課題にあげていただ

きたいです。 

27 P23 権利擁護 これは「成年後見制度」のことですか、それとも「地域権利擁護」

のことでしょうか。もし前者であるなら、「市民成年後見」に取

り組むことでしょうか。大変重要なことで、津市でもぜひ取り組

んでいただきたいと思います。現在の進行状況もお知らせいただ

きたいところです。 

市民成年後見も踏まえ、成年後見制度の利用について

支援できる仕組みを津市として検討しているところで

す。また、地域包括支援センターは、権利擁護に係る

各施策へつなぐ役割を担えるよう努めていきます。 

28 P23 医療・介護連携

の推進 

医師会等との連携強化を課題に挙げておられますが、これは、地

域包括支援センター機能(強化)になじむものでしょうか。基幹型

(津市本庁内)の課題なのでしょうか。 

地域では、医療の特質(突発性。継続性。総合性)に合わせた、生

活圏域での、往診や訪問診療(必要な時)や診療科の体制整備や、

救急車を呼ばなくても利用できるシステムが求められていると

思います。 

在宅医療・介護連携の推進については、在宅医療・介

護関係者の研修の開催による関係づくりや、２４時間

の在宅医療・介護サービス提供体制の構築、また、在

宅医療・介護に関する相談受付体制の構築、市民への

普及啓発などを推進していくこととなります。高齢者

になっても安心して生活を継続できる地域づくりを目

的として、関係機関と協力して在宅医療・介護連携を

推進していく上では、地域包括支援センターが担う役

割が大きいと考えています。 

29 P23 認知症対策の推

進 

津市としては、「介護者」支援についてどのようにかんがえてお

られるのでしょうか。また、いわゆる徘徊等について、昨年の例

を引くまでもなく、支援センター単位の対応システムはもちろん

ですが、津市全体での対応の仕組みが必要ではありませんか。 

認知症患者を抱える家族への支援として、適正な介護

サービスの提供を行うとともに、認知症家族の会や認

知症カフェなどへの支援も継続していきます。 

認知症の徘徊につきましては、全国的に問題視されて

いることは認識しております。徘徊者の支援や保護に

ついて、徘徊ネットワークなど、どのような仕組みが

有効なのか検討していきます。 

30 P23 生活支援サービ

スの充実 

生活支援コーディネーターはますます必要になると思います。他

の組織任せにするのではなく、各包括に「CSW」の配置をかん

がえられませんか。ベテランの力の発揮ができると思います。 

今後の検討への貴重なご意見として承ります。 

31 P24 地域包括ケアシ 「小地域ケア会議」の考え方は大切であり、成功のかぎでもある 地域ケア会議の開催方法や参加職種等、貴重なご意見
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ステムの構築 

地域ケア会議の

開催 

と思います。しかし、この地域は、明確に地域の生活圏(たとえ

ば小学校区)とし、社会資源の集約を図るべきだと思いますが、

いかがですか。また、問題によっては主治医（相談できる医師）

の参加を明確にされる必要があるのではないでしょうか。 

「全市レベルケア会議」には、医師会の担当医だけでなく、各課

題に応じて専門医の参加も保障することが大切だと思いますが、

いかがでしょうか。 

として承ります。 

32 P26 (1)高齢者の多様

な生きがい活動

への支援 

(2)社会参加活動

への支援 

（１）（２）ともにですが、その具体化が、「老人会」「老人福祉

センター」「敬老事業」「シルバー人材センター」に特化されてい

ますが、多様な活動機会を提供(保障)するために、高齢者中心の

活動(組織)を登録（たとえば 5 人以上でとか）してもらって、情

報公開するとか、会場費の補助をするとか、コーディネーターな

どの派遣や紹介など、に活動支援を提起されたらいかがでしょ

う。高齢者=老人会でなく高齢者中心の会(活動)という理解が必

要では。（機会の平等） 

高齢者の多様な生きがい活動への支援については、記

載の団体への支援を予定していますが、一方でご提案

いただいている活動については、介護予防・日常生活

支援総合事業における地域活動への支援と想定します

と、地域の多様な主体による支え合い活動を期待して

いるものであり、記載の団体に限定しているものでは

ありません。 

介護予防・日常生活支援総合事業は、国の指針に基づ

いた事業について、地域の多様な主体による支え合い

活動を対象とします。 

33 P31 認知症高齢者が

暮らしやすい地

域づくり 

この項目の推進について、津市が中心になって、医師・医療関係

者、福祉・介護関係者、（当事・介護家族）家族の会、その他必

要とする方々も含んだ特別対策組織（プロジェクトチーム）を作

ることを提案します。 

 

今後の検討への貴重なご意見として承ります。 

34  計画全体 ＊第 6 期高齢者福祉計画・第 5 期介護保険事業計画をもとにす 

すめてきた事業の評価が不十分だと思います。 

＊特に、「到達点は？」「それは計画の何％の達成なのか？」「未

達になった原因は何か」についてもっと分析する必要があるの

ではないでしょうか。 

第６次高齢者福祉計画・第５期介護保険事業計画にお

ける事業評価や次期計画における目標設定について

は、判断基準等がより明確になるように、評価や目標

については数値により設定すべきと考えるものの、数

値の設定が困難な場合については、定性的な目標を設
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＊また、P.22 以降に記載されている「今後の方針」はそのほと

んどが、「活動の紹介・内容」になっています。 

＊「基本理念」の達成すると“津市がどのようになるのか”を示

しながら、その達成のために「基本目標」「施策」の 3 年間の

到達目標やそれに向けての具体的な計画が示されていません。 

＊ここで、具体的な目標をつくることが、3 年後の到達を評価す

る際のバロメーターになると思います。 

定しています。既存の記述でご理解をお願いします。 

35 P23 2 行目以降 次の項目について説明をお願いします。 

・「介護保険制度の改正に合わせた包括的支援事業」とは何か 

 

 

 

 

 

 

 ・地域包括支援センターがそれを「中心的に担う」とは何をす 

ることなのか。また、包括支援センターはそのことを認識し 

ているのか。 

 ・「設置や職員配置を見直し」とは、なぜそのように考え、ど

うするつもりなのか 

 ・「運営体制の充実」とはどういうことなのか 

 

 

 ・「機能強化」とはどうすることなのか 

 

 ・各項目は、全て地域包括支援センターの活動なのか。津市 

の目標なのか。3 年後の到達をどこにおいているのか 

 

・住民の各種相談を幅広く受け付ける総合相談支援業

務、成年後見制度の活用促進、高齢者虐待への対応な

どの権利擁護業務、地域ケア会議等を通じた自立支援

型ケアマネジメントの支援、ケアマネジャーへの日常

的個別指導・相談などの包括的・継続的ケアマネジメ

ント支援業務、介護予防ケアプラン作成などの介護予

防ケアマネジメント業務などを指します。 

・高齢者を包括的に支援する機関として地域で中心的

に実施するものが地域包括支援センターであり、その

意識の下に運営されています。 

・高齢者人口の増加により事務量が変化していくため、

実情にあったものとしていきたいと考えています・ 

・地域包括支援センターの職員体制等を充実すること

で高齢者へ必要な支援を確実に実施できる体制が整う

ものと考えます。 

・介護保険法改正後に新たに増える業務等を着実に実

施することで機能強化されると考えます。 

・直近では３年後、長期的には平成３７年を見据えた

地域包括支援センターの活動です。 
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36 P24 2 行目以降 次の項目について説明をお願いします。  

・「地域包括ケアシステムの構築」に向けて津市は何をする

のか 

  

 

 ・「地域包括ケアシステムの構築」をどのようなテンポで作 

り上げるのか 

 ・「地域ケア会議」とは何か。構成は、頻度は、何を話し合 

うのか。それは、問題解決のための会議なのか？ 

 

 

  ・P.8 では、「地域で活動している民生委員や自治会、老人会 

   などと行政や介護関係者とが連携していくため、地域ケア 

会議を開催」とあるが、そういう会議はどのくらいのエリ 

アで何回くらい開催され、どのような成果があったと考え 

るのか。 

また、「エリアを細分化した会議」も開かれとあるが、細 

分化とはどの程度のことを言い、それはどの地域で何回く

らい開催されたのか。 

  ・「在宅介護支援センターと密接に連携を図り」とあるが、

津市において“包括支援センター”と“在宅介護支援セン

ター”の役割分担をどのように考えているのか。 

・在宅介護支援センターには、「地域ケア会議」について説

明や研修など具体的な会議がないのはなぜか。 

 

  ・「小エリア会議」は、全ての地域で開催する必要があると 

 

・地域ケア会議を開催し地域で活動している方々と顔

の見える関係を構築していくことが基本であり、その

上で、地域での事業を展開することが地域包括ケアシ

ステムの構築につながるものと考えます。 

・平成３７年までに国の示す地域づくりができるよう

にしていきます 

・介護、医療、地域関係者及び行政関係者で構成し、

個別のケース会議から地域の課題まで幅広く、その解

決策を話し合う場として、地域の実情に応じ開催して

います。 

・各地域において年１～３回程度、開催しております。

顔の見える関係づくりにおいて成果がでていると考え

ます。また、久居地域においては各小学校区単位で開

催しています。 

 

 

 

 

・在宅介護支援センターは地域包括支援センターのブ

ランチとして位置づけています。 

 

・地域ケア会議は、地域包括支援センター単位で開催

することとし、在宅介護支援センターはそのメンバー

としています。 

・ご指摘のとおり、来年度以、小エリア会議を全ての
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考えるが、年間の頻度等をどう考えるのか。 

  ・「全市レベルケア会議」「地域ケア会議」「小地域ケア会議」

の関係は。 

 

 

 

  ・地域包括ケアシステムの構築をすすめる“チーム”が必要

だと思うが、「政策につなげるための全市レベルケア会議」

がその役割を担うのか。 

 

  ・それは、いつ発足し、どのようなメンバー構成を考えてい

るのか。 

  ・その機関が「新しい総合事業」のシステムづくりをすすめ

ていくのか。 

・また、P.46 にいう「介護保険事業等検討委員会」との関係

はどうみるのか。 

  ＊「絆のバトン」とは何か。 

地域で開催できるように取り組んでいきます。 

・地域ケア会議及び小地域ケア会議は地域包括支援セ

ンター圏域において個別検討や地域の問題を議論し、

全市レベルにおいては、地域で議論した結果、解決の

ために市又は国レベルで協議が必要な案件を扱う会議

とされています。 

・地域包括ケアシステムの構築のために１つの手段と

してケア会議が位置づけされていますが、構築を進め

るのは市や地域包括支援センターが役割を担うものと

考えています。 

・現在検討中であり、具体的な内容は来年度以降にお

示ししていきます。 

・全市レベルケア会議は、新しい総合事業のシステム

づくりを行う機関ではございません。 

・介護保険事業等検討委員会では客観的視点から計画

の進行状況などのご意見をいただきます。 

・ひとり暮らし高齢者等の救急時における支援のため、

かかりつけ医などの医療情報や診察券（写し）、健康保

険被保険者証（写し）、協力者などの情報を容器（情報

を容器とセットにしてキット化したもの）に入れ冷蔵

庫に保管しておくものです。 

37 P16 3.支援の必要な

高齢者が暮らし

やすい地域づく

り 

「支援を必要とする高齢者が、いつまでも住み慣れた地域や家庭

で自立した生活が継続できるよう、「自助」「互助」の力を活かし

た多様な主体による多様なサービスによって、介護予防と生活支

援サービスが受けられる地域を目指します」と述べていますが、

地域によってアンバランスがあり、「自助」「互助」のサービスが

不足している地域については、行政の責任でサービスを提供して

ご意見の主旨は理解できますが、行政が直接サービス

を提供するのではなく、その地域の自助・互助の力を

引き出していくことが必要であると考えますので、既

存の記述でご理解をお願いします。 
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いただきたい。 

38 P16 5.在宅で医療が

受けられる地域

づくり 

「医療・介護にまたがる様々な支援を包括的・継続的に提供する

連携体制の構築を図り、医療への依存度が高まっても、高齢者が

できる限り在宅で過ごすことができる地域を目指します。」のと

ころで、在宅で医療を受けられるよう、往診体制が必要と考えま

す。津市内で差別なく医療が受けられる体制を責任もって構築し

てください。 

在宅医療・介護連携の推進については、在宅医療・介

護関係者の研修の開催による関係づくりや、２４時間

の在宅医療・介護サービス提供体制の構築、また、在

宅医療・介護に関する相談受付体制の構築、市民への

普及啓発などを推進していくこととなります。高齢者

になっても安心して生活を継続できる地域づくりを関

係機関と協力しながら推進していきます。 

39 P17 7.安心して介護

を受けられる地

域づくり 

「いつまでも住み慣れた地域や家庭で自立した生活が継続でき

るよう、地域の実情や医療の需要などに応じた介護サービス体制

の整備を図るとともに、必要な人の施設入所を実現できるよう介

護施設を適切に整備します。」とありますが、同じ介護保険を払

っていながら入所を待たされることがないよう、生活圏域ごとに

きちんと特養が設置されるよう求めます。 

特別養護老人ホームの整備数につきましては、平成２

６年４月実施のアンケート調査や県実施の入所待機者

調査による入所待機者数を参考とし、また、高齢者数

のピークを踏まえ、施設整備数を設定しております。 

今後についても、計画的な施設整備や施設入所を必要

としないための支援の充実を図り、真に特別養護老人

ホーム以外での生活が困難な高齢者が、できるだけ早

期に入所できるよう計画的な整備を進めていきます。 

40 P29 

 

P36 

 

P24 

(2)日常生活支援

の推進 

(1)居宅サービス

の充実 

(2)地域包括ケア

システムの構築

「身近な地域で

の見守りネット

ワーク」 

「高齢者が支援を必要とする状態になっても、住み慣れた地域に

おいて自立した生活ができるよう、介護予防の要素も合わせた生

活支援サービスの提供に向けて、これまでの介護保険による訪

問・通所の予防給付に加えて、住民活動やボランティア活動も含

めた、多様な主体による多様な生活支援サービスの提供を促しま

す。」と述べていますが、「多様なサービス」によって、これまで

の介護事業所が経営を圧迫されるのでは本末転倒です。 

「増加するニーズに対応できるよう、サービスの量的な確保を図

るとともに、本人とその家族等の心身機能の状態やニーズを把握

し、適切な居宅サービスを提供できるよう努めます。」の項とあ

わせ、事業所に対して、これまでと同じ水準の報酬が支払われる

介護を要する高齢者は、団塊の世代が７５歳を迎える

平成３７年にピークを迎え、必要とされる介護サービ

スに対する介護従事者の確保が求められています。こ

のような状況からも、要支援者等に対する多様なサー

ビスによって、既存の介護事業所の経営に影響を及ぼ

すものとは考えていません。また、国の指針において

も介護事業所により行われるサービスの単価について

は、サービス水準に応じた単価設定が求められている

ことから、指針に準じた設定を行います。 
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よう求めます。 

41 P45 介護保険料 各推計が示されず、介護保険料も示されていないが、保険料のこ

れ以上の引き上げは、高齢者にとっては耐え難いものとなってい

る。これ以上引き上げないよう求めます。同時に、保険料は、介

護保険制度の上で最も重要な部分の一つです。これでは意見が述

べられませんので、この部分については、改めてパブリックコメ

ントを実施してください。 

介護保険料については、保険料算定の根拠となる報酬

改定や地域区分など未確定であったことから、具体的

にお示しすることができませんでした。現在介護保険

料の段階設定については、現行計画に比べ、より負担

能力に応じたものとなるよう検討しているところで

す。ご指摘の主旨も踏まえまして段階設定を行います。 

 

 

 


