
①政策等の題名　　　　　　　　第７期三郷市高齢者保健福祉計画（素案）

②政策等の案の公表日 　　　平成２９年１１月２８日(火)

 　意見の募集期間             平成２９年１１月２８日(火)　～　平成２９年１２月２７日(水)

③意見の提出状況       　　　提出人数　４名　　意見数　　１４件

④項目別の意見

第１部 総論　 第２部 各論

　第１章 計画の策定にあたって 　第１章 高齢者施策の取り組み

　　　     第５節 計画の推進に向けて　　　 　　　　　　　　　１件

　　　     第６節 介護保険制度改正の概要　　　　　　　　　２件

　第３章 計画の将来像と基本的方向

　　　     第５節 各施策を推進するために　　　　　　　　　　５件

※　１つの意見で、項目が重複しているものがあるため意見数とは合致いたしません。

⑤寄せられたご意見

　　    第５節 認知症施策の推進　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４件

　      第８節 安心して暮らせる地域づくりの整備　　　　　　　　　　      　　３件

第７期三郷市高齢者保健福祉計画（素案）に対するパブリック・コメントの意見の回答について

　　　　第１節 健康づくり、介護予防・重度化防止の推進　　　　    　　　　　３件

　　    第３節 生きがいづくりや主体的な活動の支援　　　　　　　　　　　　　３件
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№ 意見 回答案

1

高齢者人口等の推移について。

高齢者人口、高齢化率、ひとり暮らし高齢者、認知症高齢者、
要介護認定者の推移について、町丁別に資料を提示すること
は可能か。可能であるならば、計画の末尾に、付属資料とする
べきだと考えます。

高齢者が必要なサービスや相談を身近な地域ですみやか
に受けられるよう、「日常生活圏域」を定めることとしていま
す。高齢者人口等は第１部-第３章-第５節-１（２）のとおり日
常生活圏域ごとに作成していますので、そちらを参照してい
ただけますようお願いします。

2

支援対象高齢者の一元的データベースの構築する。支援予備
軍、支援対象者、健康体操等各種施策の出席者等の人のデー
タベースを構築し、その個人の病歴、支援歴を共有できるにす
る。これにより、行政側の担当者もすぐわかり、次の対処方針が
すぐ立てられる。これは災害時の要保護者などのリストにも関
連して作成する。

避難行動要支援者名簿を、各担当課と連携を図って整備し
てまいります。

3

シルバー人材センターには元気な高齢者が多く登録され、仕事
もさることながら、ボランティアへの協力にも意識は高いと考え
る。 三郷市としても、高齢者支援体制がこれだけあるにもかか
わらず、認識、 周知が低いようなので各種の支援体制と活動に
シルバー人材センターとのパートナーシップを高めてはいかが
でしょうか。 元気な高齢者のコミュニティー作りの拠点として、ま
た市役所では敷居が高く感じられている人と、民間とのパ イプ
役としての福祉会館の更なる活用を考えてみてはどうでしょう

シルバー人材センターでは、産業フェスタ等で事業のPRや、
広報誌等で全般の事業などにより周知に努めているところ
です。
今後も、高齢者の支援とシルバー人材センターの目的であ
る就業とのマッチングについて協議してまいります。
また、高齢者のコミュニティー作りの拠点としての受け皿づく
りを、地域ニーズ等をふまえ住民主体の活動を支援してまい
ります。

4

高齢者の割合が今後ますます増え、介護状態にならないような
支援をしていくことが大切である。そのためには、地域において
交流の場、情報を得る場、共に支え合う人の輪が必要であるこ
とから、各地域にコミュニティサロンの設置を要望する。認知症
高齢者や独居高齢者、家族介護者は、外との交流ができず孤
立している場合が多いことから、求めれば必要な情報が必要な
人に届くよう、人と人とが交流でき安心できる場所が身近にある
ことで住み慣れた生活をいつまでも続けられるような支援がで
きるのではないか。

高齢者が住み慣れた地域で、いつまでも元気でいきいきと
暮らしていくことができるよう、個々の生活や心身の状態に
応じた、健康の保持増進に取り組むことができる環境づくり
を推進します。介護予防事業の一環として、市内各地域に
高齢者を対象とした地区サロンを充実させる等の取り組みを
進めてまいります。
また、スポーツや学習活動、交流事業等をとおして楽しみや
趣味を持ち、また、ボランティアや地域活動、就労活動など
の社会活動をとおして、健康で生きがいのある生活を送るこ
とができるよう各種事業の充実を図ります。

意見①
計画の記載内容

【日常生活圏域の設定】
国では、高齢者が必要なサービスや相談を身近な地域ですみやか
に受けられるよう、「日常生活圏域」を定めることとしています。日常
生活圏域の設定にあたっては、地理的条件、人口、交通事情その
他の社会的条件、介護保険施設等の整備状況、その他の条件を総
合的に勘案することとしています。
※各日常生活圏域の現状は、第１部-第３章-第５節-１（２）を参照

【避難行動要支援者支援制度の推進】
避難行動要支援者名簿を整備し、平常時から避難支援等関係者に
名簿の提供を行うことで、災害時の安否確認、避難誘導等の具体
的な支援方法を検討してもらい、災害弱者を地域で支える仕組み
作りにつなげます。

【シルバー人材センターの事業促進】
高齢者がこれまでの人生の中で蓄積してきた豊かな知識､経験､能
力を活かして､可能な範囲で就業し社会参加をしていくことは､いき
がいの獲得とあわせて健康長寿にもつながります｡働く意欲のある
高齢者の就業の機会を拡大するため､三郷市シルバー人材セン
ターの充実を図ります。

【認知症カフェの推進】
認知症の方やその家族等の介護者の方が安心して集える居場所
の提供を、地域の方々の参加により提供できるようにします。

【老人福祉センターの運営事業】
市内３ヶ所の老人福祉センターにおいて、60歳以上の高齢者に対
し、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションなどの機会を総
合的に提供します。今後もサークル活動への支援や各種事業の実
施により、地域の身近な施設として親しんでいただけるよう努めま
す。

【老人憩いの家運営事業】
60歳以上の高齢者の憩いの場及びグループ活動の場として、集会
室や調理室などを備え、教養の向上及びレクリエーションなど心身
の健康保持を図るための場を提供します。

【地域介護予防活動支援事業】
ボランティアによる地域での介護予防事業（地区サロン）の活動や
ボランティアの育成について支援を行います。
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№ 意見 回答案

1

生活援助を始めとする介護サービスの削減や利用者負担の引
き上げはやめていただきたい。必要なサービスを引き続き受け
られるようにしていただきたい。軽度者を介護保険から、サービ
スから外さないでください。ボランティア活動頼みでは、介護本
来の目的を達成することは困難と考えます。行政のかかわりを
最大限保障してください。介護職員が疲弊しています。待遇改
善に行政としても努力してください。

現在のところ現行相当サービスをなくすことは考えておりま
せん。三郷市の総合事業では、今後も要支援者に必要な
サービスを提供できるよう、多様な担い手の方々が参画でき
るような、体制構築を検討してまいります。

№ 意見 回答案

1

 70ページ支援の流れの図表　本人・家族からの矢印は三郷市
役所のほうへも行ってないとおかしいと思います。市役所に直
接相談に行ってはダメなように受け取れます。

市役所に直接相談もできますので、図表を修正いたします。

№ 意見 回答案

1

（３）介護保険提供事業所との連携について
以前は介護事業者説明会が年に２～３回程度行われていたと
きもありました。現在は年に１回のみです。例えばゴミ出しやケ
アマネ不足について、市の窓口に困っていると相談に来たケー
スはないとのことでしたが、それは地域の現場で苦慮しながら
対処しているからであって、市の窓口で上がっていないので問
題は存在しない、では解決につながりません。事業所説明会や
連絡会を計画的に開催し、緊密な連携体制づくり を進めてくだ
さい。

年２回程度の事業所説明会や連絡会が実施できるように努
めてまいります。

2

（４）財政的インセンティブについ て。客観的な指標を設定とあり
ますが、具体的内容を示してください。認定率の低下や給付費
の削減等をインセンティブの対象としないでください。認定率の
低下や介護からの卒業という側面だけで自立支援が評価され
ないような仕組みづくりを希望します。高齢者だけでなく障害を
もった家族も同居しているような事例など複合多問題化してい
ます。

財政的インセンティブの付与の規定の整備については、自
立支援・重度化防止の達成状況を評価できるよう、客観的な
指標を設定した上で、市に対する財政的インセンティブが付
与されるとあります。具体的なものがまだ示されておりませ
んので、今後、国の方針を見て検討してまいります。

3

高齢者等の現状
人口の推移における生産年齢人口について、人ロビジョンによ
ると都内など市外で働く流出人口が 2 万人を超えるとありまし
た。三郷市内ではヘルパー、ケアマネージャーの担い手不足が
深刻です。高齢化の上昇率は全国上位であることを鑑みても担
い手不足・解消（インフォーマルな支援も含め）にこそインセン
ティブを付与するべきではないでしょうか。

財政的インセンティブの付与の規定の整備については、自
立支援・重度化防止の達成状況を評価できるよう、客観的な
指標を設定した上で、市に対する財政的インセンティブが付
与されるとあります。具体的なものがまだ示されておりませ
んので、今後、国の方針を見て検討してまいります。

意見③
計画の記載内容

【認知症初期集中支援チーム　支援の流れ】

意見②
計画の記載内容

【介護予防・日常生活支援総合事業の推進】
多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することで、地域の支
え合い体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的
な支援等を可能とすることを目指し、介護予防・日常生活支援総合
事業を実施します。

意見④
計画の記載内容

【介護保険サービス提供事業者、介護保険施設等との連携】
高齢者の状況に応じて適切な介護保険サービスが提供できるよう、
介護保険サービス提供事業者や介護保険施設等との連携を図りま
す。

【財政的インセンティブの付与の規定の整備】
市町村の保険者機能を強化する一環として、保険者の様々な取組
の達成状況を評価できるよう、客観的な指標を設定した上で、市町
村等に対する財政的インセンティブが付与されます。

【財政的インセンティブの付与の規定の整備】
市町村の保険者機能を強化する一環として、保険者の様々な取組
の達成状況を評価できるよう、客観的な指標を設定した上で、市町
村等に対する財政的インセンティブが付与されます。
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4

（１）（２）高齢者をめぐる課題。
本文中に「自立支援」「健康づくり」「支えあい」「助け合い」「身体
機能の維持」とあります。「自立」とは歩けさえすれば自立なの
か、 トイレに行ければ自立なのか疑問です。助けあいはもちろ
ん必要ですが、自立＝介護保険を使わないという論調があるよ
うに感じます。自立を阻害する大きな要因は「貧困」「多問題化」
「疎還」ではないでしょうか。これらの課題は公的な支援が必須
です。公助で自立支援する仕組みづくりも 並行して進めてくださ
い。
【地域包括支援センターの利用状況】において、「利用したこと
がある」割合は若年者・一般高齢者では５％台という表題にした
意図は何故でしょうか？

高齢者のめぐる課題については、多くの課題がありますが、
その多くは老年期に至る以前からの生活習慣や社会のつな
がり等の問題が顕在化することによる影響が大きいと考え
ております。自立支援、健康づくりという観点は、本人にとっ
ては生きる上での自信や希望となり、様々な意欲にもつなが
ることからも重要な課題と捉えております。このことから、こ
の課題に対し高齢者に限らず部署横断的な取り組みが必要
と考えております。　生活困窮、障がい者の方がいる高齢者
世帯、孤立している方など複合的な課題がある世帯につき
ましても、本人や家族にとって困難を感じているケースが多
いため、今後も引き続き自立を支援できる仕組みづくりを検
討していきます。
【地域包括支援センターの利用状況について】
表題の表示を修正いたします。♦→若年者で「存在を知らな
かった」が57.9%
地域包括支援センターについて、高齢者のみならず市民の
方みなさんに知っていただくよう周知してまいります。

5

重点目標2
「適正且つ効果的」の内容はどのようなものか。介護サービスが
不適切に過剰とならないよう居宅介護支援事業所もサービス提
供事業所も意識して運営しています。しかし、介護サービス以
外の選択枝が少ないのが現状です。多様な受け皿づくりが必要
です。市が中心となって構築されることを期待します。
「 認知症に対する権利擁護の充実」は地域のなかで喫緊の課
題であると考えます。首長申し立てや申し立て支援などの具体
的な支援策が拡充されることを要望します。

成年後見が必要な方には相談の内容に応じ、関係機関の
お知らせや市長申立てによる成年後見の選任を行っており
ます。
日常生活に不安のあるひとり暮らしの高齢者や高齢者のみ
の世帯には、緊急通報のシステムの設置や民生委員の
方々による見守りが行われております。こうした取り組みの
ほか、社会福祉協議会、地域の方々、ＮＰＯ法人等のボラン
ティア活動やサポート商品券事業など、さまざまな社会資源
を活用しながら介護保険でカバーし切れない部分を総合的
に支援し、高齢者一人ひとりのトータルケアを目指しており
ます。

【介護給付等対象サービスの充実・強化】
高齢者が要介護状態となっても、可能な限り、住み慣れた地域で生
活が送れるよう、在宅サービスと施設サービスの連携等により、継
続的な支援が行える体制整備が求められています。併せて、介護
をしている家族等の就労継続や負担軽減の必要性も踏まえること
が重要となっています。
こうしたことから、高齢者の日常生活全般を柔軟なサービス提供に
より支えることができる「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」及び「看護小規模多機能型居宅介護」等
の普及に向けて、地域の実態や状況に応じた各種サービスの充
実・強化を図ります。

【成年後見制度利用支援事業】
成年後見制度の利用が必要にもかかわらず、申し立てを行う親族
がいない重度の認知症高齢者等を対象として、審判請求の支援を
行います。

【権利擁護センター事業】
住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、判断能力が低下した高齢
者等やその家族、関係者の方等を対象に、成年後見制度の利用相
談・啓発を図ります｡

【自立支援、介護予防・重度化防止の推進】
高齢者が住み慣れた地域で、生きがいを持って自立した生活が送
れるよう、自立支援や介護予防・重度化防止の取り組みが重要とな
ります。
こうしたことから、自立支援・介護予防に関する普及啓発を地域全
体に対して行うとともに、高齢者の介護予防に資する通いの場の充
実、関係機関や多職種間との連携を図り、地域の実態や状況に応
じた様々な取組を推進します。

計画の記載内容
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6

３地域包括ケアシステムの深化・推進
（ ２ ） 介護給付対象サービスの充実・強化
「定期巡回」「小規模多機能」のサービスは臨機応変に対応が
必要な利用者には効果的なサービスです。しかし包括報酬制
のため費用負担が重いと感じる市民は少なくありません。介護
人材不足も前述の通りです。利用負担軽減や人材確保への対
策を検討してください。まだ、運動機能向上を目的とした通所介
護もニーズは大きく機能維持には効果があります。充実と強化
を検討してください。
( 5 )  高齢者の住まいの安定的な確保
町会や自治体の活動を基盤としたコミュニティの再構築とありま
すが、町会加入率が低いことは多く場で話されていることです。
まちづくりと多様な社会資源の創出を進めてください。サービス
付高齢者住宅については地域の医療福祉機関だけでなく商店
や近隣とも日常的に連携が図られるように市も関与して推進を
してください。

（２）介護給付等対象サービスの充実・強化
高齢者が要介護状態となっても、可能な限り、住み慣れた地
域で生活が送れるよう、在宅サービスと施設サービスの連
携等により、継続的な支援が行える体制整備が求められて
います。併せて、介護をしている家族等の就労継続や負担
軽減の必要性も踏まえることが重要となっています。
こうしたことから、高齢者の日常生活全般を柔軟なサービス
提供により支えることができる「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」及び複合型サービ
ス等の普及に向けて、地域の実態や状況に応じて各種サー
ビスの充実・強化を図ります。

（５）高齢者の住まいの安定的な確保
高齢者が安心して暮らせる住まいと生活に係る福祉サービ
ス等の一体的な供給を行うため、本市の住宅施策関連部門
との連携を図り、高齢者の住まいの安定的な確保を推進し
ます。
さらに、高齢者人口や人口構成の変化に伴い、地域ごとに
介護需要も異なってくることから、町内会や自治会の活動を
基盤とした既存のコミュニティを再構築していくとともに、地
域ごとの将来の姿や課題を踏まえ、「まちづくり」の一環とし
て位置づけ推進します。

7

4 地域包括支援センターの機能強化
認知症で独り暮らし、金銭管理が困難で家族の支援がなく支援
を受けることに拒否的な方は大勢います。このような市民への
支援を担う地域包括支援センターに対して、どのような強化がさ
れるのでしょうか。人材・予算はもちろん、市のバックアップ機能
の強化、一定の権限付与等 が考えられますが具体策を明示し
てください。特に権利擁護に関する課  題は前述のように非常
に困難を極めています。

地域包括支援センターは高齢化率の上昇に伴い、業務の負
担が大きくなっている一方、地域ケアシステムにおいて包括
的・複合的な対応のできる機関として今後一層大きな役割を
期待されていると考えております。
認知症の方への支援につきましては、現在認知症地域支援
推進員を各包括支援センターに１名ずつ配置し定期的な会
議を行い認知症ケアパスの作成等具体的な取り組みについ
て検討を行っているところです。支援拒否している認知症の
方に対しては、認知症初期集中支援チームが対象者との信
頼を構築し、医師をはじめとする専門職が円滑に医療や介
護につなげ利用の増加を目指しています。また、地域ケア会
議においては専門的知識を持つアドバイザーを積極的に招
くなど困難事例に対し具体的・効果的な支援ができるよう検
討を重ねてまいります。

【介護給付等対象サービスの充実・強化】
地域の実態や状況に応じて各種サービスの充実・強化を図ります。

【高齢者の住まいの安定的な確保】
高齢者人口や人口構成の変化に伴い、地域ごとに介護需要も異
なってくることから、町内会や自治会の活動を基盤とした既存のコ
ミュニティを再構築していくとともに、地域ごとの将来の姿や課題を
踏まえ、「まちづくり」の一環として位置づけ推進します。

【地域包括支援センターの機能強化】
地域包括支援センターの運営及び職員体制については、効果的・
安定的に実施されるよう地域包括支援センターの評価を定期的に
行い、地域包括支援センター運営協議会での意見を踏まえて、必
要な改善・職員体制の検討を行います。

【権利擁護業務】
地域の住民、民生委員、介護支援専門員等の支援だけでは十分に
問題が解決できない、適切なサービス等につながる方法が見つか
らない等の困難な状況にある高齢者が、地域において尊厳のある
生活を維持し、安心して生活を行うことができるよう、専門的・継続
的な視点から、高齢者の権利擁護のため必要な支援を行います。

計画の記載内容

5 ページ
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3.  介護予防・日常生活支援総合事業の推進
地域支援事業費の予算を拡充してください。
予防給付から日常生活支援総合事業に組み込まれた部分や、
あらたな住民主体のサービスの創出のための予算確保をお願
いします。前年度ベースではなく新しい枠組みとして、必要な
サービスが受けられなくならないような方策を進めてください。
また、都内などでは報酬が下がったことにより総合事業の受託
をしないサービス事業所が続出しています。
現行相当サービスは廃止せずに継続をお願いします。

地域介護予防活動支援事業について
さらなる拡充をお願いします。住民主体の力の芽をつまないよう
な予算編成をお願いします。また、会揚の確保と送迎問題が運
営の大きな課題となっています。運営支援策の検討をしてくださ
い。

地域リハビリテーション活動支援事業
埼玉県で同様の事業もあり活動が行われています。三郷での
当事業の活性化をお願いします。事業実績についても教えてく
ださい。

地域共生社会の実現に向けた取組の推進についてでござ
いますが、三郷市の総合事業では、当面は現行相当サービ
スと緩和サービスの両方を進めていくことを考えております。
支援が必要な方が様々なサービスの中から必要なサービス
を選ぶことができるよう、体制構築を検討してまいります。

【地域介護予防活動支援事業】
ボランティアによる地域での介護予防事業（地区サロン）の活動や
ボランティアの育成について支援を行います。

【地域リハビリテーション活動支援事業】
地域における介護予防の取り組みを機能強化するために、通所、
訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場
等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進します。

計画の記載内容
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