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高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画（案）に対するパブリックコメントと市の考え方 

 

 令和３年２月 13 日(土)から３月５日(金)まで実施しました「高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画（案）」に対するパブリックコ

メントについて、３人 47件の御意見をいただきましたので、市の考え方について公表いたします。 

 

No 意見の要旨 意見に対する市の考え方 

1 

【全体について】 

 第５章と資料編のページが抜けており、実際に、当該内容のものはない

が、案だから抜けており、実際の計画には付けるということか。 

 仮にそうであれば、そのような説明があった方がよかったのではないか。 

  

第５章と資料編は最終の計画の中で記載します。 

 御指摘いただいたことを踏まえ、今後はより丁寧な説明に努めてまい

ります。 

2 

【全体について】 

 中身ではなく、形式的な点であるが、「さらに」から始まる段落について、

「…であったり」と書くのであれば、その後にも「…であったり」がないと

おかしいと思われる 

 

文脈が正しく伝わるよう修正いたします。 

3 

【全体について】 

パブコメを実施し、広く市民の意見を反映したとあるが、広く市民の意見

を集めるために、パブコメを実施していることを市民にどのように周知し

たのか。 

 質問の趣旨としては、ホームページにパブコメを募集しているとアップ

しただけでは不十分であり、市報や地元新聞紙に掲載したり、回覧板で回し

たり、町内会、自治会等に呼び掛けたりするなどの考えられる工夫をしたか

どうかが知りたいということである。 

 

広報さんじょう、ホームページ、各公民館、地域包括支援センターな

どで周知しました。 

 第９期計画策定の際、より多くの市民の皆様から御覧いただけるよう、

周知方法等を検討してまいります。 

4 

【全体について】 

 パブコメを実施し、広く市民の意見を反映したとあるが、パブコメにより

計画案の記載が変わるのか。どのように反映されたのか、具体的に教えられ

たい。 

 

記載内容の修正を伴うものはございませんでしたが、いただいた御意

見については、実際の取組の参考にさせていきたいと考えております。 
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5 

【高齢者実態調査について】 

 （イ）の大島圏域の回答率が他と比べ、著しく低いが理由は何か。市にお

いて調査したか。調査した場合は、その結果を教えられたい。調査していな

い場合は、その理由を教えられたい。 

 

理由については定かではありませんが、調査数が少ないことも要因の

一つなのではないかと推測しております。 

 今後は圏域の特性の有無などについて、これまで以上に注視してまい

りたいと思います。 

6 

【高齢者実態調査について】 

 仕事を辞めた人がいるかどうかを「過去１年間」とした理由は何か。 

仮に国の調査事項等、何等かに倣ったという場合、適切な質問かどうかの検

討はなされたか。 

 家族の介護を主な理由として仕事を辞めた人が家族の中にいるかどうか

が問題であるところ、過去１年間に限れば、その数は少なくなるに決まって

いるからである。 

 

厚生労働省が示した調査項目を使用しました。 

 統一的な調査項目を使用することで他自治体等や過去の結果との比較

ができるものと捉えております。 

7 

【高齢者実態調査について】 

 P24によれば、不安に感じる介護は、日中の排泄、夜間の排泄、認知症

状への対応、食事の準備、入浴・洗身が多い。 

 P25で現在の生活を継続するために必要なサービス等を聞いているが、

上記の不安に感じる介護に対応するサービスの項目が足りないのではない

か（せいぜい配色、調理程度であり、排泄、認知症状、入浴・洗身という介

護の不安に応えるものはない）。 

 

今後、調査等を行う場合の項目として、検討してまいります。 

８ 

【介護支援専門員アンケートについて】 

 ケアマネがサービス供給量が不足していると感じるサービスを充足しよ

うとする対策はあるのか。 

 本計画等のどこかに記載があるのかもしれないが、市民からすると、それ

がすぐにどこかは分からないのではないか。 

 

89 ページ以降記載しているとおり、長期的視点に立った施設整備を

進めるとともに、在宅生活の継続に必要なサービスを拡充するため、居

宅及び施設サービス事業者へ情報提供や意見交換の場を設けるなどによ

り働き掛けを行ってまいります。 

９ 
【介護事業所・施設アンケート調査について】 

 居住・施設系サービスにおいての人材確保策の検討が必要とのことだが、

 

介護事業所へのアンケートの結果から、人材確保が困難になりつつあ
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そもそもなぜ人材確保ができていないのか、また、それに対する具体的な対

策はどのようなものか。 

る現状となっております。また、2025年（令和７年）には団塊の世代

が 75 歳以上になり、医療・介護へのニーズが増加していくことから、

介護従事者の人材確保について、県の施策の動向や他市の事例を参考に

人材確保策の効果的な取組を研究してまいります。 

10 

【地域包括ケアシステムの推進について】 

課題１について、「中核機関との連携の強化」とは、何と中核機関との連

携を強化するのか。地域包括ケアシステムと中核機関との連携か。そうであ

るなら、具体的にどのように連携を強化するのか。 

 

P42に記載のとおりです。 

11 

【生活支援体制の整備について】 

 課題３について、ニーズに対して、ボランティアが対応可能な範囲、サー

ビスというのは、P25のようなものが考えられるが、P24に対する対応、

サービスが求められるものであり、ボランティアの活用はかなり制限的な

ものになるのではないか。 

 ボランティアが対応可能な範囲やサービスをいかに拡大していこうと考

えているか。 

 

現在、高齢者等見守り事業を実施しています。今後、ごみ出しや灯油

入れなど簡易的な生活支援を見守りと併せて実施することを考えていま

す。引き続きボランティアの対応可能範囲を検討してまいります。 

12 

【要介護認定について】 

 課題 6 について、認定調査員のスキルが不足していたということか、そ

うであるならば、なぜスキルが不足していたのか。 

 

認定調査員は、調査を行うために必要な一定のスキルは修得している

と認識していますが、より適正な調査を行うために、研修や勉強会を行

ってまいります。 

13 

【要介護認定について】 

 課題 6 について、審議会での審議の在り方に問題があったのか、あった

のであれば、どのようなところに問題があり、どのような方法で見直してい

くのか。 

 

介護認定審査会では、国の示す審査会手順に沿って行っていますが、

より活発な意見を議論していただくように、進め方を工夫してまいりま

す。 

14 

【生活支援体制整備について】 

 基本目標３について、介護職以外が行うことができる生活支援について

はよいが、介護人材不足の中で、介護職が行わなければならない支援につい

 

介護従事者の確保については、各事業所における採用状況や人材育成

の取組内容を把握した上で、他市の事例を参考に効果的な施策を研究し
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ては、どのように介護職を確保していくのか。 てまいります。 

15 

【介護保険サービスの充実について】 

 基本目標７について、持続可能な介護保険事業の運営はもちろん大事で

あるが、持続可能なことを優先するあまり介護保険事業が適切に運営され

なければ、意味がない。 

 検討されるべきは、まずは介護保険事業を適切に運営することであり、そ

れを踏まえたうえで、いかに持続可能な介護保険事業にするかではないか。 

 

もとより、介護保険制度の適切な運営は保険者としての責務であり、

被保険者の資格管理、保険料の賦課、要介護認定、保険給付の各事務の

適正な執行を通じて、被保険者やサービス提供に関わる従事者からの信

頼に応えてまいります。 

16 

【地域包括ケアシステムの推進について】 

 地域包括ケア総合推進センターを中心に障がい者・生活困窮者を含めた

地域包括ケアシステムを推進することは大いに結構であるが、それを十分

機能させるに十分な予算、人員は配置されるのか。 

 

人員及び予算については、重点施策の実施に必要な体制が確保される

よう、それぞれ担当部局と協議しています。 

17 

【地域包括ケアシステムの推進について】 

 伴走型支援はとても大事だと考えるが、それを十分機能させるに十分な

予算、人員は配置されるのか。 

 

人員及び予算については、重点施策の実施に必要な体制が確保される

よう、それぞれ担当部局と協議しています。 

18 

【地域包括ケアシステムの推進について】 

 圏域ごとの相談支援・地域づくりとして、包括、障がい相談支援事業所、

福祉課がともに取り組むのはよいが、具体的にどのようにそれぞれは連携

していくのか。 

 

現在、各相談支援機関では、支援方針の決定に当たり、ケース検討会

議等を実施し対応しているところですが、支援機関相互の情報共有体制

や支援調整機能が欠けているため、本来、関わるべき支援機関につなが

っていないケースも少なからずあるものと捉えております。 

 そのため、支援調整に係る協議の場を設置し、関係機関相互の情報共

有、連携に係る役割分担の決定のほか、支援状況の把握・評価を通じ、

相談支援の質の向上と併せ、個々の状況に応じた最適な支援につなげて

まいります。 

19 

【地域包括ケアシステムの推進について】 

 （２）今後の方針に、センターの体制を見直すとあるが、具体的にどのよ

うに見直すのか。 

 

P44に記載のあるとおり、各地域包括支援センターに生活支援コーデ

ィネーターを配置するとともに、医療・介護・生活支援・障がい福祉・
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生活困窮などの各分野の圏域担当と地域包括支援センターを紐付け、相

談窓口を一体化することで、圏域ごとに地域づくりと相談支援を推進で

きる体制に見直してまいります。 

20 

【地域包括ケアシステムの推進について】 

 （２）実施事業として、地域の相談窓口の一体化とあるが、どのように一

体化するのか、どこが相談窓口になるのか。 

 

地域の相談窓口は、地域包括支援センターです。（複雑化・複合化する

課題に対応していくため、地域包括支援センターと障がい者の相談支援

事業所を紐付け、一体的な対応を進めてまいります。） 

21 

【地域包括ケアシステムの推進について】 

 地域ケア会議、個別ケア会議や、各種協議会、検討部会に、権利擁護の観

点から弁護士を加わらせるようにされたい。 

 

協議する内容に応じて会議等への出席を依頼させていただきますの

で、御協力をお願いいたします。 

22 

【在宅医療・介護連携の推進について】 

 多職種チームの編成において、医療職の参画が少ない状況にあるとのこ

とだが、それに対する具体的な対策を教えてもらいたい。 

 

P47に記載のとおり、ケアマネジャー等を対象とした医療の知識を学

ぶ機会の提供や、個別ケア会議などを通じ、実務における医療職との連

携を推進してまいります。 

23 

【在宅医療・介護連携の推進について】 

 在宅療養者の意向を引き出すことも大事だが、引き出した意向に沿った

生活を送ることができる環境整備が不可欠である。 

 実際に、在宅療養者が自宅での看取りを希望しつつも、身寄りがない者の

場合、ケアマネ、ヘルパー等が、夜間に本人が倒れた場合、責任追及される

ことはないのか等を心配し、施設入所を本人に勧めることを経験したこと

がある。 

 意思決定支援をする者の中に、法的リスクを判断できる者が不可欠と考

える。 

 

御意見を参考に、意思決定支援の研修等の中で、そのプロセスや必要

なメンバーの選定についても伝えていきます。 

24 

【生活支援体制整備について】 

 介護現場で、ゴミ出し、見守り、声がけなど専門職でなくても対応できる

生活支援ニーズは高いというが、ゴミ出し、見守り、声がけのほかにはどの

 

P29に記載のとおりです。 
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ようなものがあるか。 

25 

【生活支援体制整備について】 

 介護現場で、ゴミ出し、見守り、声がけなど専門職でなくても対応できる

生活支援を実施する体制を具体的にどのように整備するのか 

 

P53に記載のとおり、高齢者等見守り事業を見直して、令和３年度か

ら生活支援を行います。その実施体制については、同事業の枠組みを利

用して、ボランティアによる支援を実施します。また、シルバー人材セ

ンターや市内の NPO 法人の取組とも連携しながら実施してまいりま

す。 

26 

【生活支援体制整備について】 

 高齢者になる前から、地域との関わりを作っていないと訪問員による声

掛け訪問を望まない人もいるのではないか。 

 

地域における支え合いは、挨拶など普段の御近所付き合いや交流によ

って醸成される、住民同士の信頼関係を基礎として行われるものと考え

ております。声掛け訪問を希望されない方に対しては、御本人の了承を

得て、新聞や郵便物が溜まっていないかなど家の外から異変がないかを

見守ることも可能です。 

27 
【全体について】 

 サービス A事業者とは何か。市民に対しては注釈が必要ではないか。 

 

注釈を追加いたします。 

28 

【生活支援体制整備について】 

 サービス A の支援実施はぜひ行っていただきたいです。又、ケアマネや

事業所にもサービス A の内容について、把握していただきたい。サービス

の内容が複雑化しているので、改めて事業所へもサービス A の役割を説明

していただきたいです。 

 

介護保険制度の基本理念である、対象者の自立支援と重度化防止に資

するケアプランを作成いただくためにも、サービス Aの内容について、

ケアマネジャーやサービス事業所に対して改めて周知してまいります。 

29 

【生活支援体制整備について】 

 見守りあい、多世代交流、何らかの支援が必要な人のバリアフリー化を具

体的にどのように進めるのか。 

 今後の方針に記載のある生活支援コーディネーターにより必ずしも見守

りあい等が進むわけではないと思われる。 

 

P57に記載のとおりです。 

30 【生活支援体制整備について】  
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 障がい者等の地域参加や居場所づくりにどのように取り組むのか。 P57に記載のとおりです。 

31 

【生活支援体制整備について】 

 身寄りなしの方（親族がいない、親族はいるが頼ることができない）の支

援はどうするのか。 

 

計画期間中に課題を関係者間で共有し、対応方法の整理を行ってまい

ります。 

32 

【生活支援体制整備について】 

 地域の人が把握できない、地域の活動への参加や外出の機会が少ないが、

支援が必要な人をどう把握するか、支援していくか。 

 

現在、本市では、支援が必要な人の把握に向け様々な取組が実施して

います。しかし、その確実な把握は難しく、把握のための方法や、把握

した情報を支援につなげるための仕組みづくりを今後検討してまいりま

す。 

 また、地域の関係者が集まる機会に権利擁護に関する啓発を行うこと

や相談窓口の周知により、支援が必要な方に気付き、必要な支援につな

ぐ体制を整備してまいります。 

33 

【社会参画の取組について】 

 こういった活動に参加しない人をどう把握し、支援していくか。 

 

地域住民による声掛け活動による見守りの取組や、地元企業等の営業

活動を通じて地域の人をゆるやかに見守る取組など、活動に参加しない

人と様々な人がつながり、その様子に変化があれば、支援につながる環

境の整備を進めていきます。 

 また、前述の人的資源による支え合いの取組だけではなく、ＩＣＴを

活用した見守り等のサービス提供などによる支援を今後検討していきま

す。 

34 

【フレイルの早期発見について】 

 未把握者等の実態把握訪問が非常に大事だと思うが、保健師等の人材は

足りているか、足りていない場合、どのように充足するか。電話や訪問して

も拒否する人に対してはどう対応するか。 

 

訪問等を拒否する人に対しては、高齢者情報等の確認や民生委員等か

らの聞き取りなどで状況を把握してまいります。 

35 
【ケアマネジメントの実施について】 

 自立を促すサービスよりも本人や家族が希望するサービスによって作成

 

サービス利用者又は家族は、介護予防の意識が希薄であり、サービス
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されたケアプランが散見される理由は何か。介護給付適正化指導員を増員

すれば改善されるのか。ケアマネの意識はどうすると改善されるのか。スキ

ルのバラツキをどうやってなくすのか。 

を使いたいという家族等の要望にケアマネが寄り添ってしまうため、ま

た、改善の可能性をケアマネが説明しきれないため、と思われます。 介

護給付適正化指導員によるケアマネ支援等、今後の取組は P67 に記載

のとおりです。 

36 

【認知症施策について】 

 かかりつけ医と認知症専門医療機関との連携強化は、講演会等の実施で

図ることができるようなことなのか。相互の実際の関わりを増やしていか

ないと連携強化されないのではないか。現状、連携がなされていないのであ

れば、その理由は何か。 

 

認知症疾患医療センターと共にかかりつけ医等認知症対応力向上研修

の開催などを通じ、専門医療機関との連携についてかかりつけ医から御

理解いただけるよう努めてまいります。 

37 

【高齢者等見守り事業等について】 

 生活支援体制に関し、声掛け訪問員等との関わりを拒否する人に対し、ど

のようにアプローチしていくのか。 

 

関わりを拒否する人でも、時間の経過とともに本人の気持ちや環境も

変化し、受け入れるようになることも考えられます。関わりを拒否する

人には、民生委員等支援者による継続的な関与や、地域住民による支え

合い体制づくりを推進する中で地域住民から気に掛けてもらうなどの方

法により、継続したアプローチを行う体制を整備してまいります。 

38 

【認知症施策について】 

 認知症サポーター養成講座と、実際に地域での見守り等具体的な活動に

結びついているか把握できていないとのことであるが、どのようにすると

把握できるのか。 

 

認知症サポーター養成講座は、認知症について理解し、日常生活の中

で暖かく見守っていただくことを目的として開催しておりますが、受講

者の多くは認知症について学びたいという方で受講後、どのように意識

や行動の変容につながったかまでは確認できないのが実情です。そこで、

P80にあるとおり、高齢者が集う場や、高齢者と接する機会がある企業

などに対し、講座等により、認知症の方への見守りや声の掛け方などを

身に付けるための働き掛けも行ってまいります。 

39 

【認知症施策について】 

 一人で外出し、行方不明の人を地域で見守ったり、地域の人が見つけたり

できるようにすることは大事だと思うが、その人のことを知っている人で

 

行方不明となった方を早期発見するためには GPS 機器が効果的と考

え、令和３年度から機器のレンタル費用のうち、初期費用などを助成す
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ないとなかなか見つけられないと思われる。靴に貼るシールも効果がある

か、疑問である。GPS発信機への補助は実施しないのか。 

る制度を実施してまいります。 

40 

【認知症施策について】 

 協定締結機関をどんどんと増やしていけばよいのではないか。市内の企

業数からして、協定締結機関が非常に少ないのはなぜか。 

 

拡充を目指し、周知方法等について今後検討してまいります。 

41 

【権利擁護について】 

 法人後見の拡充や養成員の養成を具体的にはどのように行うのか。 

 

関係機関と共に、具体の方法を検討するところから取り組んでまいり

ます。 

42 

【権利擁護について】 

 弁護士等によるバックアップは十分か、課題がある場合、その改善策はど

のようなものか。 

 

中核機関の職員体制等を考慮しながら、中核機関が機能するために必

要な支援を仰いでまいりたいと考えております。 

43 

【要介護認定について】 

 介護認定率が低く、認定結果が非該当となる割合が高いなどの現状の原

因、その対策こそが、公平・公正かつ適正な要介護認定の実施になるのでは

ないか。 

現在でも研修や勉強会を実施しているにもかかわらず、全国、県と比較して

介護認定率が低いということであれば、それは適切に研修、勉強会が実施さ

れていないということであり、研修等の在り方こそを見直す必要があるの

ではないか。 

 それとも、三条市は全国、県と比較し、健康な人が多いというデータがあ

るのか。 

 

本市の要介護（要支援）認定は、介護の必要量を全国一律の基準に基

づき、客観的な判定を行っております。 

 しかし、認定結果が非該当となる割合がやや高いことから、同ケース

についての検証を行い、それを踏まえ、認知症に係る調査項目の判断を

確認し、勉強会を実施いたしました。 

 今後も、認定調査員が限られた調査時間で申請者の現状を的確に捉え、

調査員や介護認定審査会によって、認定に差異が生じることがないよう、

引き続き、介護認定調査員等に対する研修等を行ってまいります。 

44 

【介護人材の確保について】 

 「介護従事者については、県の施策の動向や他市の事例を参考に人材確保

策を研究します。」特に若い介護人材の不足が現場では深刻化しています。

この問題は行政だけの問題ではなく、事業所にとっても死活問題になって

います。そんな中でも、事業所の先駆的な取り組みに魅力を感じ全国から介

 

介護従事者の確保については、各事業所における採用状況や人材育成

の取組内容を把握した上で、他市の事例を参考に効果的な施策を研究し

てまいります。 
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護職になるため若い人が集まってくるところがあることも事実です。行政

だけでなく事業所にも責任があることなので、官民一体になって研究を進

めていただきたいと思っております。 

 ※47件中、３件は計画に対する感想だったため、公表はいたしません。 


