「第 8 期相模原市高齢者保健福祉計画（案）」に関する
パブリックコメント手続の実施結果について
１

概要
高齢者がいきいきと充実した生活をおくることができるよう、超高齢社会をめぐる様々な課題

に対し、基本的な目標を定め、その実現に向けた取組を推進するため、第８期相模原市高齢者保
健福祉計画を策定します。
この度、第８期相模原市高齢者保健福祉計画の策定に当たり、市民の皆様からご意見を募集
いたしました。
その結果、１０人の方から９２件のご意見をいただき、お寄せいただいたご意見についての意
見概要、ご意見の内容及びご意見に対する本市の考え方を次のとおり公表します。
なお、いただいたご意見を踏まえ、計画（案）を一部修正するとともに、今後の取組に生かし
てまいります。

２

意見募集の概要

・募集期間

令和２年１２月１５日（火）〜令和３年２月１日（月）

・募集方法

直接持参、郵送、ファクス、電子メール

・周知方法

市ホームページ、広報さがみはら、窓口等への配架

※ 資料の配架場所
地域包括ケア推進課、高齢・障害者支援課、介護保険課、緑高齢・障害者相談課、
中央高齢・障害者相談課、南高齢・障害者相談課、建築・住まい政策課、
各行政資料コーナー、各まちづくりセンター(城山・橋本・本庁地域・大野南まちづく
りセンターを除く)、各出張所、各公民館(沢井公民館を除く)、各図書館、市立公文書館

３

結果
（１）意見の提出方法

意見数

１０人（９３件）

直接持参

０人（０件）

内

郵送

１人（３件）

訳

ファクス

２人（７６件）

電子メール

７人（１４件）

（２）意見に対する本市の考え方の区分
ア：計画案等に意見を反映するもの
イ：意見の趣旨を踏まえて取組を推進するもの
ウ：今後の参考とするもの
エ：その他（今回の意見募集の趣旨・範囲と異なる意見など）

（３）件数と本市の考え方の区分
市の考え方の区分
項

①

目

件数

計画全体に関すること
第１章

第２章

１

６

６

１

５

１３

９

４

５

２

３

４８

４

２
第７章

３２

１

１

計画の推進に向

けて
合

１２

日常生活圏域

⑥

⑦

２

基本目標と施策

⑤
第５章

９

計画の基本的な

考え方
第４章

ウ

高齢者を取り巻

く現状と課題
第３章

④

イ

計画策定の趣旨

②

③

ア

計

１０

１

１

８

９３

１９

１５

５９

エ

（４） 意見の内容及びご意見に対する本市の考え方
通番

①
１

意見の趣旨

市の考え方

区分

計画全体に関すること
新型コロナウイルス感染症拡大の

ご意見の趣旨を踏まえて地域包

影響により、高齢者の生活実態は、

括ケアシステムの推進に向けて取

２０１９年の調査とはかなり変化し

り組んでまいります。

ていると思われる。市では、今後、
国や神奈川県全体よりも急激に高齢
化が進み、ひとり暮らし高齢者や高
齢者夫婦世帯が増えてくる。年をと
っても、介護が必要になっても、住
み慣れた地域で、自分らしく、安心
して暮らし続けていくためには、地

イ

域の実情に合ったケア体制をつくっ
ていくことが何より大切と考えま
す。
２０２５年に向けて８期計画の３
年間は自治体とそこに住む市民の力
量が問われる重要な計画と考える。
相模原らしいケア体制をつくってい
けるよう現場から見える課題を共有
したいと考えている。
２

第７期計画と第８期計画とは密接

計画につきましては、変更ではな

な関係にあるため、変更前・後、変

く、前回の計画を踏まえ、継続する

更理由などが簡潔に理解できるよう

ものも含め、施策等を検討している

に、希望する者にいつでも要望に応

ものです。前計画の振り返り等につ

じて提供できるようにしてほしい。

きましては、第７章で記載していま

概要版についても同様

す。

ウ

ご意見につきましては、今後の参
考とさせていただきます。
３

意見をより分かりやすく、具体的
に提示するために、本編の貸出をし

ご意見につきましては、今後の参
考とさせていただきます。

てほしい。貸出をすることによって、
広く周知、ＰＲできるだけでなく、
市担当者の意見の収集や対応処理等
がしやすくなるなどのメリットがあ
ると考える。

ウ

通番

①
４

意見の趣旨

市の考え方

区分

計画全体に関すること
図やグラフについては、見えにく

ご意見につきましては、次期計画

く判別しにくいため、印刷コストは

策定の際の参考とさせていただき

増えるが、重要部をカラー化してほ

ます。

しい。
また、長期的視点で過去からの推

ウ

移、現状把握し、分析評価し、今後
の施策を決めるものであるため、デ
ータがある範囲で数年分の過去のト
レンドを図、グラフなどで表示して
ほしい。
５

「障害」の表記を「障がい」に修
正してほしい。

現在、法令や国の公用文では、常
用漢字表に従い「障害」と表記する
こととなっておりますが、地方公共
団体においては、それぞれの考え方
に基づいた標記を用いることと認
識しております。
本市におきましては、障害福祉団
体との意見交換や市民を対象とし

ウ

た実態調査結果等を踏まえ、当面は
「障害」と表記することとしており
ます。
ご意見につきましては、次期計画
策定の際の参考とさせていただき
ます。
６

「ケア」
・
「介護」、
「予測」
・
「予想」
、

表記につきましては記載内容に

「推計」・「見込」など、趣旨が同じ

よって、使い分けをしております。

であれば、分かりやすく整理し、統

表記方法の見直しにつきまして

一表現にしたらどうか。

は、次期計画策定の際の参考とさせ
ていただきます。

ウ

通番

①
７

意見の趣旨

市の考え方

区分

計画全体に関すること
【Ｐ２９「通いの場」Ｐ５４「若年

「通いの場」の意味を整理し、次

性認知症の人やその家族が交流でき

のとおり修正します。

る居場所づくり」Ｐ６８「居場所づ

Ｐ５４居場所づくり⇒場づくり

くりの推進」】

Ｐ６８居場所づくりの推進⇒生き

計画案では２つの言葉が出てい
る。
「通いの場」と「居場所」につい

がいづくりの推進
また、認知症についての主な取組

ては、意味が同じなのか、違うのか

につきましては、各地域の実情を踏

整理が必要ではないか。

まえ実施していくため、具体的な表

また、認知症についての「居場所

ア

記は記載しておりません。

づくり」については、見出しに書か
れているだけで主な取組には何も言
及されていない。具体的な計画が必
要ではないか。
８

コロナ禍の影響でリモートワーク

自治会をはじめ、地区の社会福祉

が進み、新たなライフスタイルが定

協議会、民生委員・児童委員協議会、

着すると考える。このため、若くて

老人クラブなどが「地域、団体」に

エネルギーのある働き手が自治会に

含まれています。

入会し、自治会活動が活発、活性化

ウ

されるため、計画に記載のある「地
域、団体、機関」に自治会を追記し
たらどうか。
９

一般市民やこれから地域包括ケア

用語解説を作成いたします。

や保健福祉分野に従事しようとする
学生や若者等にも理解されやすくす
るため、
「用語解説」を付した方が良
い。

ア

通番

②

意見の趣旨

「第１章

１０

市の考え方

区分

計画策定の趣旨」に関すること

第７期計画の振り返りからの課題

第７期計画での達成状況等を踏

の分析からどう計画策定につながっ

まえ、継続する取組等を位置付けて

ているのか見えない。

おります。

また、高齢者等実態調査の総合的

高齢者等実態調査につきまして

な分析・課題抽出が市民には見えな

は、高齢者の現状とニーズ把握を目

いので何のための調査なのか疑問で

的として行っており、各施策の検討

ある。調査に協力した高齢者にも報

の際に活用しております。また、市

告が必要ではなかったのか。

ホームページや行政資料コーナー

計画策定の基本・手順の問題とし
て、諮問・答申時に指摘がなかった
のか。

において、結果を公表しておりま
す。

ウ

計画の策定に当たりましては、高
齢者等実態調査の結果や第７期計
画の振り返りを踏まえ、社会福祉審
議会高齢者福祉等専門分科会に諮
った上で、作成してきたところでご
ざいます。
ご意見につきましては、次期計画
策定の際の参考とさせていただき
ます。

１１

「いわゆる」という表現が数回用

公的に定義されている言葉では

いられているが、真に必要な表現か。 ありませんが、世間一般では使用さ
悪い意味で用いられることもあるた

れている表現であるため、
「いわゆ

め

る」という表現を使用しています。

ウ

ご意見につきましては、次期計画
策定の際の参考とさせていただき
ます。
１２

策定体制の図に関して、介護保険

本計画と他計画との関係は、Ｐ２

事業計画、保健医療計画、住生活基

「本計画の位置付け」で示しており

本計画等との関係が反映されていな

ます。

ウ

いので、修正した方が良い。
１３

本文のアンケート調査と合わせ

パブリックコメントで閲覧に供

て、パブリックコメントの実施を記

した計画（案）であるため、パブリ

載した方が良い。

ックコメントの表記はしておりま
せん。計画策定の際には、パブリッ
クコメントの実施について、追記い
たします。

ア

通番

②
１４

１５

意見の趣旨

「第１章

市の考え方

区分

計画策定の趣旨」に関すること

社会福祉法の改正を受けて創設さ

包括的な支援体制の整備につき

れた新たな事業について、任意事業

ましては、Ｐ２２（３）
「包括的な

とはいえ、手を挙げたかどうか追記

支援体制の整備」に記載しておりま

し、今後の方向性を示してほしい。

す。

⑤の「認知症施策推進大綱」を添
付したらどうか。

ウ

国のホームページ等で公開され
ている認知症施策推進大綱などの
資料は添付しないこととしており
ます。

ウ

通番

③
１６

意見の趣旨

「第２章

市の考え方

区分

高齢者を取り巻く現状と課題」に関すること

高齢化率の地域差が分かるよう、

地域ごとの高齢化率は、第５章に

図またはグラフを追加してはどう

掲載しておりますので、記載ページ

か。

を案内するよう追記します。

また、高齢化率と７５歳以上の人
口割合は重要であり、推移グラフが

また、図右側に率の表記を行うよ

ア

う修正します。

分かりづらいため、拡大し、右側に
単位目盛りを入れたらどうか。
１７

国、神奈川県、本市の高齢化率の

判例の表記を修正します。

図において、国の判例が分かりづら

ア

い。
１８

生産年齢人口の図において、割合
の推移グラフが分かりづらいため、

図右側に率を表記するよう修正
します。

拡大し、右側に単位目盛りを入れた

ア

らどうか。
１９

ひとり暮らし高齢者数について、

令和２年度の１．３７倍となる３

３３，３２７人とあるが、３７％増

３，３２７人という表記に修正しま

や１．３７倍と追記した方が説得力

す。世帯数につきましては、増加し

が高くなるのではないか。世帯数に

ている旨のみを記載しております。

ア

ついても同様。
２０

Ｐ１２【第１号被保険者数の推移】
イ要介護・要支援認定者数の推移

要介護・要支援者数の推移と整合
するよう修正します。

と整合させるため、１．２５倍を追

ア

記したらいかがか。
２１

Ｐ１３【介護保険サービス利用状況
の推移】

利用者数の割合を表記するよう
修正します。

イ要介護・要支援認定者数の推移

ア

と整合させるため、１．２３倍を追
記したらいかがか。
２２

Ｐ１３【介護保険サービス利用状況
の推移】
サービス利用率は「平成２９年以

表現を修正します。
修正内容
平成２９（２０１７）年以降、８０％

降８０％台後半で」と記載があるが、 台後半で横ばいに推移しています。
正しくは平成２８年以降ではない

→平成２８（２０１６）年以降、８

か。

０％台後半で推移しています。

ア

通番

③
２３

意見の趣旨

「第２章

市の考え方

区分

高齢者を取り巻く現状と課題」に関すること

Ｐ１５【オ要介護（要支援）認定率
の指定都市等との比較】

調整済みの認定率の注釈の表記
を修正します。

「１２番目に高く」という表現は、
前記の「低い（２０市中１８市）」と

ア

の関係で、削除しても全国平均・県
平均よりも高い旨記されているため
理解されないと思います。
認定率の定義を注記してはどうか。
２４

Ｐ１６【（３）制度の狭間にいる人な
どへの支援】
近隣関係と孤立についてもコメン

近隣関係と孤立につきましては、
割合も近いことから孤立の記載を
追記します。

ア

トに追加してはどうか。
（多岐に渡る
につながる。）
２５

Ｐ１６【（３）制度の狭間にいる人な
どへの支援】
民生委員へのアンケートだけでな
く、地域包括支援センターの調査を

ご意見をいただいた地域包括支
援センターの調査につきましては、
今後の課題の把握の際の参考とさ
せていただきます。

ウ

もとにコメントできないか。
２６

Ｐ１７【２本市の課題】
既存の調査資料や推計データ等を
もとに市の課題を抽出することにな
っているが、項目ごとに精査した結
果、課題の取りこぼしや不十分な表

本市の課題につきましては、主な
ものを記載しております。
ご意見につきましては、今後の参
考とさせていただきます。

ウ

現があるなど、本来の趣旨が反映さ
れていないことが散見されているた
め、再度検証し、修正してほしい。
２７

Ｐ１７【２本市の課題】
（１）の課題に高齢化の地域差と
７５歳以上ひとり暮らし高齢者の増

ウ

加の旨を記載したらどうか。
２８

Ｐ１７【２本市の課題】
（２）の課題に比較するために科
学的処理をした調整図を基にコメン
トした方が良いのでは。

ウ

通番

④
２９

意見の趣旨

「第３章
Ｐ２０

市の考え方

区分

計画の基本的な考え方」に関すること
基本理念の変更理由が唐

突である。例えば、この基本理念に

表記を修正します。
⇒包括的な支援体制の構築を進め、

ついては、地域福祉計画が、高齢者、 「地域共生社会」の実現に向けた取
障害者児童などの福祉に共通するも

組を進めるべく、第４期相模原市地

のであり、これと調和し、整合させ

域福祉計画と同一の基本理念に見

るため同一としました。などに修正

直しました。

ア

したらどうか。
３０

Ｐ２１【２基本的な考え方】
オーラルフレイルを取り入れたこ

３１

重点的に取り組む事項の介護予
防・健康づくりの取組にオーラルフ

とは、大賛成である。オーラルフレ

レイル状態の把握等を記載してお

イルを重要テーマとしてはどうか。

ります。

Ｐ２１【２基本的な考え方】

ウ

感染症対策につきましては、現在

新型コロナウイルス関連は国の重

設定している３つの取組において

点項目ですので、
「感染予防対策」を

も留意して進める事項であると考

追加してはどうか。

えており、第４章基本目標と施策の

ウ

Ｐ４８「災害や感染症の備え」に記
載しております。
３２

Ｐ２１【２基本的な考え方】
資質向上は介護職員の定着促進に

介護人材の定着につきましては、
業務に必要な知識・技術を習得でき

は当てはまらないと思う。資質向上

る体制づくりや研修の受講機会の

を入れるのであれば、合わせて労働

確保などにより、介護職員のキャリ

条件、労働待遇及び社会的評価や地

ア形成のほか、資質向上を図ること

位向上などを追記すると良いので

が必要であると考えております。

は。

また、労働条件、労働待遇等につ
きましては、介護保険制度の中で対
応すべきものと考えていることか
ら、一層の処遇改善に繋がる措置が
講じられるよう、指定都市市長会等
を通じ、引き続き、国に対して、働
きかけてまいります。
ご意見につきましては、今後の参
考とさせていただきます。

ウ

通番

⑤
３３

意見の趣旨

「第４章

市の考え方

区分

基本目標と施策」に関すること

課題を踏まえ、今後の方向性と取

ご意見を踏まえ、修正します。

組を記載することとなっているが、
不十分な点や分かりにくい点、誤解

ア

されやすい表現があるため、再確認
し、修正してほしい。
３４

施策については、「検討する」「努

表記につきましては、実施主体等

める」
「目指す」
「対応する」「図る」 によって、使い分けしております。
「支援する」などの表現が使われて

ご意見につきましては、今後の参考

いるが、市民の目線で見れば、各取

とさせていただきます。

組を確実に実行・実践し、目標を達

ウ

成していただくことが最も関心ごと
であるため、あいまいな表現を見直
し、
「推進する」や「促進する」など
に整理してはどうか。
３５

Ｐ２６【基本目標1地域包括ケアシス
テムの推進】

ＰＤＣＡサイクルにつきまして
は、第７章で記載しております。

地域包括ケアシステムを理想的な
ものにし、円滑に推進し、更にグレ
ードアップするためには、ＰＤＣＡ
サイクルの実践が最も合理的と考え
ますので、ＰＤＣＡとＳＤＧＳの趣
旨を基本目標の記載の冒頭に表記し
てほしい。少なくとも評価や検証を
行った後、それぞれを公表し、フィ
ードバックする旨追記してはどう
か。

ウ

通番

⑤
３６

意見の趣旨

「第４章

市の考え方

区分

基本目標と施策」に関すること

Ｐ２６【施策の方向（１）介護予防・

本市では、高齢者を対象とする給

生活支援サービス（総合事業）の充

食事業を、平成２年から実施してお

実】

ります。平成２８年４月からは、総

総合事業の介護予防・生活支援サ

合事業のその他生活支援サービス

ービスでは、その他の生活支援サー

と位置付け、栄養改善や見守りを目

ビスの①栄養改善を目的とした配食

的とした「ひとり暮らし高齢者等給

②住民ボランティア等が行う見守り

食サービス事業」を継続的に実施し

について、市ホームページに平成２

ております。

９年４月から実施とあるが、実施が

住民ボランティア等が行う見守

遅れていると理解している。
「主な取

りにつきましては、一部地域の配食

組」に栄養改善や見守りを目的とし

において配食協力員（地域のボラン

た配食サービスの実施が記載されて

ティア）による安否確認を行う等、

いるが、数年遅れの実施ということ

孤独感の軽減等の支援を行ってお

か。

り、Ｐ４１の地域における見守りの

また、住民ボランティア等が行う

ウ

ネットワークづくりの推進の「主な

見守りも「主な取組」に記載すべき

取組」に記載しております。今後も、

ではないか。

地域の実情に合った見守り体制の
充実を図ってまいりたいと考えて
います。
ご意見につきましては、今後の参
考とさせていただきます。

３７

Ｐ２６【施策の方向（１）介護予防・

総合事業につきましては、ご意見

生活支援サービス（総合事業）の充

を踏まえ、事業者の運営状況や利用

実】

者のニーズなどを具体的に把握し、

総合事業が開始されて基準緩和サ

報酬等も含めた必要な支援策につ

ービスが制度化されましたが、介護

いて検討を行い、事業者の参入促進

資格を緩和することに対応して報酬

に努めてまいります。

が低く設定されていることから、事
業者にとっては参入のインセンティ
ブが働かないのではないか。このこ
との解消のための計画が必要と考え
る。

イ

通番

⑤
３８

意見の趣旨

「第４章

市の考え方

区分

基本目標と施策」に関すること

Ｐ３０【施策の方向（３）地域にお
ける担い手の確保・育成・支援】
地域で暮らす方が、高齢者になっ

シニアサポート活動の担い手の
養成などにより、シニアサポート活
動団体やいきいき百歳体操の団体

ても、認知症になっても、要支援・

等、住民が主体となって運営してい

要介護者になっても、安心して暮ら

る活動が増え、地域で支え合える仕

せる街づくり。その人らしい暮らし

組みが広がってきております。

を続けられるために、実効性があり、

今後もご意見を踏まえ、ボランテ

具体的な実践ができる人材として、

ィア団体を始め、多様な主体による

地域ボランティア活動団体が、身近

活動を推進してまいります。

イ

にいる環境を作ることで、地域を支
えることができ、地域がつながり、
支え合えるような取組ができる環境
を作ることが重要と考える。
３９

Ｐ３０【施策の方向（３）地域にお
ける担い手の確保・育成・支援】

表記につきましては、計画の全体
で、統一しております。

地域づくりへの活動に「参加者と
して」参加意欲がある方について、

ウ

約６割と記載があるが、約６４％ま
たは約６割以上と修正したらどう
か。
４０

Ｐ３１【施策の方向（４）健康づく
りと疾病予防・対策の推進】

住民が主体的に運営する「通いの
場」の活動においては、屋外での活

コロナ禍において、屋外での活動

動事例もありますが、今後は、屋内

により密を防げるため、マレットの

外を問わず、新しい生活様式を踏ま

推奨を提案する。マレット参加者を

えた取組が必要であると考えてお

対象に入院率や運動機能などを評価

ります。

するとその有効性も検討できると考
える。

また、こうした活動における健康

ウ

面への効果に対する検証を行って
おり、引き続き、市民の健康づくり
と疾病の予防・対策の取組を進めて
まいります。
ご意見につきましては、今後の参
考とさせていただきます。

４１

Ｐ３１【施策の方向（４）健康づく
りと疾病予防・対策の推進】

ご意見につきましては、今後の参
考とさせていただきます。

主な取組の広報さがみはらや市ホ
ームページを活用した情報提供につ
いて、能動的な提供だけではなく、
受動的なひばり放送の活用も追加し
たらどうか。

ウ

通番

⑤
４２

意見の趣旨

「第４章

市の考え方

区分

基本目標と施策」に関すること

Ｐ３１【施策の方向（４）健康づく
りと疾病予防・対策の推進】

基準緩和・従前相当サービスに修
正します。

図の「基準緩和・現行相当サービ

ア

ス」は「基準緩和・従前相当サービ
ス」ではないのか。
４３

Ｐ３１【施策の方向（４）健康づく
りと疾病予防・対策の推進】
オーラルフレイルについて、強調

高齢者の健康づくりと疾病予
防・対策の推進に向けては、健康増
進や生活習慣病対策等の取組を総

してほしい。機能回復訓練について、 合的に進めていく必要があるもの
コメント量を増やすことはできない

と考えております。こうした中、特

か。

に、オーラルフレイルについては周
知を図る必要があるため、Ｐ３３に

イ

コラムを掲載し、口腔機能の維持も
含め説明しております。ご意見の趣
旨を踏まえ、引き続き、リーフレッ
トの作成等による啓発活動に取り
組んでまいります。
４４

Ｐ４０【施策の方向（３）互助によ

ボランティア等地域の担い手と

る地域包括ケア体制の構築と推進】

連携・協働しながら、互助による地

本計画を遂行する上で、多大な労
力と経費がかかるが、効率化、低コ
スト化することが必要。そのため、
今後、互助を強化することが重要と

域包括ケア体制の構築と推進に取
り組んでまいります。

ウ

ご意見につきましては、今後の参
考とさせていただきます。

考える。
４５

Ｐ４０【施策の方向（３）互助によ

民間活力の活用を図りながら、互

る地域包括ケア体制の構築と推進】

助による地域包括ケア体制の構築

プライベートカンパニーへのシフ

と推進に取り組んでまいります。

トなど、民活を強力に進めていただ
きたい。そのために、まずは十分時

ご意見につきましては、今後の参

ウ

考とさせていただきます。

間的な余裕を持った実行可能性調査
と制度設計を行ってほしい。
４６

Ｐ４０【施策の方向（３）互助によ
る地域包括ケア体制の構築と推進】
地域資源という言葉は、市民には
わかりづらい。●●などの地域資源
とするなど、表現の見直しができな
いか。

ご意見を踏まえ、地域資源につい
て、用語の解説を追記します。
ア

通番

⑤
４７

意見の趣旨

「第４章

市の考え方

区分

基本目標と施策」に関すること

Ｐ４３【施策の方向（６）高齢者の
虐待防止と権利擁護の充実】
迷惑電話及び詐欺まがいの電話が

市では、特殊詐欺の被害から高齢
者の皆様を守るため、迷惑電話防止
機能（通話内容を録音する機能）付

日に数回かかってくる。その対策と

き固定電話機などの購入費の一部

して、ＮＴＴの発信者電話番号シス

を補助する制度を令和３年度中に

テムの導入を推奨するための助成金

開始する予定です。

制度を創設していただきたい。

イ

ご意見の趣旨を踏まえ、今後も取
組を推進してまいります。

４８

Ｐ４３【施策の方向（６）高齢者の
虐待防止と権利擁護の充実】
成年後見制度については、裁判所
がらみのケースは報道等で問題視さ
れているので、選択肢を広げる意味
で、
「代替制度または相当な契約」を

高齢者の権利擁護につきまして
は、他の制度運用や実態等を把握す
るとともに、適切な情報提供ができ
るよう努めてまいります。
ご意見につきましては、今後の参
考とさせていただきます。

ウ

追記してはどうか。
少なくとも成年後見人制度のみを
推進することは、現実的ではなく、
問題があると考える。
４９

Ｐ４５【施策の方向（１）高齢者向
けの住まいづくりの推進】

民間賃貸住宅の入居制限につき
ましては、高齢者や障害者の方な

民間賃貸住宅には入居制限があ

ど、住宅を確保するために配慮が必

り、高齢者が借りるときに年齢、障

要な方（住宅確保要配慮者）の居住

害等を理由に入居できないことがあ

の安定を図るため、令和２年１２月

り、市としての保証等により借りや

に「相模原市居住支援協議会」を設

すくすることが必要。

立いたしました。

高齢者は民間住宅に住めない状況
である。

ご意見の趣旨を踏まえ、今後は当
協議会を活用し、住宅確保要配慮者
及び民間賃貸住宅のオーナー等に
対する住宅情報の提供等、住宅確保
の支援や円滑な入居促進が図られ
るよう取組を進めてまいります。

イ

通番

⑤
５０

意見の趣旨

「第４章

市の考え方

区分

基本目標と施策」に関すること

Ｐ４５【施策の方向（１）高齢者向
けの住まいづくりの推進】

平成３０年度の調査報告書が最
新となります。

民間賃貸住宅の入居制限の状況に

ウ

ついて、平成３０年度のデータとな
っているが、令和２年のデータはな
いのか。
５１

Ｐ４８【施策の方向（１）災害に対
する備えと支援】
災害に対する備えと支援について
は、国の重要テーマであるため、市
の対応方針を表記した方が良い。台
風１９号、津久井災害、城山ダム緊

不安が生じないよう、平時からの
準備や支援体制の整備等を充実し
ていくことを主な取組に記載して
います。
ご意見につきましては、今後の参
考とさせていただきます。

急放流、相模湾トラフ地震等を踏ま

ウ

えて、
「体制の充実が求められる」よ
りも喫緊の課題として早急に対応す
る必要があると考えるので、現状と
課題に情報取得、家族との連絡、避
難所（避難場所）への移動等を追記
するとともに、多数の不安が生じて
いる旨表記したらどうか。
５２

Ｐ４９【施策の方向（２）感染症に
対する備えと支援】
昨年からの新型コロナウイルス感

事業所等に対しましては、衛生用
品の確保を含め、平時より陽性者発
生への備えを進めていただくよう

染症の拡大により、介護の現場は利

周知しておりますが、緊急時につき

用者とのサービス提供に関わる調整

ましては、陽性者が発生した事業所

や感染予防・感染拡大防止対策に追

等に対し、本市が備蓄する衛生用品

われた。マスクや手袋が店頭からな

を速やかに配付しております。

くなり、確保困難な時期もあったこ

ご意見の趣旨を踏まえ、今後も状

とから、平時からの事前準備は非常

況の変化に対応しつつ、緊急時に備

に重要と考える。マスクや消毒液、

えた体制を継続してまいりたいと

手袋など介護の現場で必要不可欠な

考えております。

衛生用品などは安全性の高いものを
十分確保し、緊急時にはできるだけ
早く事業所に届けることのできる体
制を整えてほしい。

イ

通番

⑤
５３

意見の趣旨

「第４章

区分

基本目標と施策」に関すること

Ｐ４９【施策の方向（２）感染症に
対する備えと支援】
介護ヘルパーは、自分が感染する

神奈川県では、令和２年２月末か
ら３月にかけて、施設内の感染防止
対策の強化と県内の医療的協力体

不安と利用者を感染させてはいけな

制の維持を目的とし、施設の従事者

いとの思いで不安を抱えながらサー

を対象としてPCR 検査を実施して

ビスを続けている。ＰＣＲ検査を希

おります。

望する時に優先的に受けられるよう

また、事業所判断によるPCR検査

体制を整えてほしい。また、小規模

費用につきましては、「神奈川県新

事業所にとっては負担が大きい検査

型コロナウイルス感染症緊急包括

費用について、必要な検査を行った

支援事業」の対象となります。

事業所に対する費用負担についても
検討してほしい。
５４

市の考え方

Ｐ４９【施策の方向（２）感染症に
対する備えと支援】
感染状況等の情報については、多

イ

ご意見の趣旨を踏まえ、今後も取
組を推進してまいります。
災害や感染症への備えは、第8期
計画から新たに位置付けたもので
す。

くがテレビ報道等によって得られて

高齢者への情報提供の手段につ

いるが、地域の実情に応じた感染予

きましては、ご意見趣旨を踏まえ、

防や感染拡大防止対策の情報が必要

より有効的な手段を検討してまい

である。感染がどのような場所で広

ります。

がっているのか、何に気をつければ

イ

いいのかなど、信頼できる有効な情
報を自治体が発信することが重要で
ある。感染防止マニュアル、感染し
たらどうすればよいかなど、高齢者
に届ける必要がある情報について
は、介護ヘルパーが利用者に届ける
ことが、確実に届く手段ではないか。
５５

Ｐ４９【施策の方向（２）感染症に
対する備えと支援】
新型コロナウイルス感染症拡大の

高齢者の生活を支えるためには、
介護サービスの継続が必要という
国の方針を受け、市として、サービ

中でもサービスを継続し、高齢者の

ス継続や感染防止に必要な衛生物

生活を支えるといういまだかつてな

資の確保及び提供、各種マニュアル

い経験を、現場が何に困り、何をよ

の作成、支援事業等を実施しており

りどころに、どのように判断してき

ます。

たのか、現場の声を聴いて、今後の
対策に活かしてほしい。

ご意見の趣旨を踏まえ、今後も取
組を推進してまいります。

イ

通番

⑤
５６

意見の趣旨

「第４章

市の考え方

区分

基本目標と施策」に関すること

Ｐ４９【施策の方向（２）感染症に
対する備えと支援】
市民が具体的な行動を起こせるよ
うな詳細な内容を表記してはどう
か。
（３密、県のＭＡＳＫ、市の各種

具体的な内容につきましては、市
のホームページやリーフレット等
により周知を図ってまいります。
ご意見につきましては、今後の参

ウ

考とさせていただきます。

コールセンター又は相談窓口などの
追加添付）
５７

Ｐ５１【施策の方向（１）早期発見・

認知症になった方だけでなく、認

早期対応、医療・介護体制の整備と

知症に関する不安等も含めさまざ

連携の推進】

まな機会を通じた幅広い普及啓発

認知症に不安がある人について、
方向性にコメントしてほしい。現状

と、早期発見・早期対応に努めてま
いります。

認識では将来大幅に認知症の人が増

ウ

えることから、いかに誰がどのよう
にスピードを下げるかが重要ですの
で、今一度、もれがないかどうか、
実務者間で再確認してほしい。
５８

Ｐ５３【施策の方向（１）身近に通

令和3年度から、地域包括支援セ

うことができる「通いの場」の拡充】 ンターに認知症地域支援推進員を
「今後の方向性」で相談窓口の周

配置することとしており、認知症に

知に取り組みます。と記述はあるが、 ついても身近な相談窓口となるよ
約７割が窓口を把握していない実態

う周知することとしております。

を重く判断すると同時に、国の「認

ウ

知症施策推進大綱」でも相談先の周
知が大きな項目を設けて記載されて
いることから、
「主な取組」に相談先
の周知を追加したらどうか。
５９

Ｐ５３【施策の方向（１）身近に通
うことができる「通いの場」の拡充】
Ｐ５１の最も不安なことに「相談

ウ

する窓口がわからない」が３番目と
なっているので、この点も合わせて
コメントすると良いのではないか。
６０

Ｐ５４【施策の方向（２）地域支援
体制の強化・社会的活動の支援】
チームオレンジは構築されている
と思うので、チームオレンジの活動
を活発化させる仕組みづくりについ
て、施策を立てることが、今後の計
画ではないのか。

チームオレンジにつきましては
は、２０２５年度までに設置したい
と考えており、設置に向けて関係者
等と協議・検討してまいります。

ウ

通番

⑤
６１

意見の趣旨

「第４章

市の考え方

区分

基本目標と施策」に関すること

Ｐ５５【施策の方向（４）バリアフ
リーの推進】

ご意見につきましては、今後の参
考とさせていただきます。

成年後見制度にもメリット、デメ

ウ

リットがあるので、他の選択肢を追
記してほしい。
６２

Ｐ５７【施策の方向（１）介護人材
の参入促進に向けた取組の推進】
人材確保のため、資格支援制度を

介護人材の確保につきましては、
「介護職員初任者研修」及び「入門
的研修」の実施から介護サービス事

市として設けることはできないか。

業所への就労支援までを一体的に

（県が行っている介護職員初任者研

実施しております。

修と就労支援を市として行ってはど
うか。
）
事業所に委託する場合、事業所に
対して助成金を行う（ニチイ等で行
われている介護職員資格取得支援制
度（働きながら資格が取れる等）を
幅広く多くの事業所に適用、その資
格取得に係る費用を事業所に全額助
成する等）

また、介護職員のキャリアアップ
を目的とした介護事業所に対する
研修費用を助成するなどの取組を
実施しております。
ご意見につきましては、今後の参
考とさせていただきます。

ウ

通番

⑤
６３

意見の趣旨

「第４章

市の考え方

区分

基本目標と施策」に関すること

Ｐ５７【施策の方向（１）介護人材
の参入促進に向けた取組の推進】
調査による人材確保に向けて必要

介護職員の処遇改善につきまし
ては、介護保険制度の中で対応すべ
きものと考えていることから、一層

と思われる取組の１位は「給与面の

の処遇改善に繋がる措置が講じら

改善（81.5％）」。このことへの取組な

れるよう、指定都市市長会等を通

しには人材確保は不可能である。計

じ、引き続き、国に対して、働きか

画の中に介護従事者の処遇改善を国

けてまいります。

に働きかけること、市独自にも処遇

新型コロナウイルス感染症の予

改善策を具体化することが必要では

防につきまして、高齢者施設の従事

ないか。

者に対して、優先的にワクチンの接

コロナ禍のもとでいつ感染するか

種を行うことを検討しております。

わからないという状況の中で介護の

ご意見につきましては、今後の参

職を離職する人も出てきていると聞

ウ

考とさせていただきます。

く。医療従事者と共に介護人材に対
しても感染予防策の徹底のための支
援が求められるのではないか。
６４

Ｐ５７【施策の方向（１）介護人材
の参入促進に向けた取組の推進】
介護職員は高齢化に伴い不足して
いると承知しているが、給与面の改
善が一向に進んでいないため、人材
が集まらず、やめる方が多いとも聞
く。

ウ

国が決定している報酬が低いこと
が一番の問題と思うが、市としても
独自の給付を行い、報酬を保証する
ことが必要。労働環境が厳しいうえ
に報酬が低いのでは、不足するのは
当たり前である。
６５

Ｐ５７【施策の方向（１）介護人材
の参入促進に向けた取組の推進】
人材については、喫緊の課題であ

令和２２年（２０４０年）までに
必要と見込まれる介護人材の人数
につきましては、国から示される推

るので、強調するため４９００人と

計方法により改めて算出いたしま

いう人数に加えて、約３割増という

す。

点も追記してはどうか。
そのうえで、外国人労働者の活用
を強力に推進することを追記しては
どうか。

また、外国人の方を含め、多様な
人材確保に向けた取組を推進して
まいります。
ご意見につきましては、今後の参
考とさせていただきます。

ウ

通番

⑤
６６

意見の趣旨

「第４章

市の考え方

区分

基本目標と施策」に関すること

Ｐ５８【施策の方向（２）職員の資
質向上と働きやすい職場づくり】
介護職員として仕事を継続する意

介護人材につきましては、今後も
多くの人材確保が必要と見込まれ
ることから、介護職員の定着を推進

向について、迷っている人が約４割

していく必要があると考えており

いることを追記し、評価してはどう

ます。

か。

ウ

ご意見につきましては、今後の参
考とさせていただきます。

６７

Ｐ５８【施策の方向（２）職員の資
質向上と働きやすい職場づくり】

待遇改善につきましては、介護保
険制度の中で対応すべきものと考

介護職員の資質の向上だけでな

えていることから、一層の処遇改善

く、待遇改善、社会的評価または社

に繋がる措置が講じられるよう、指

会的地位の向上という言葉を追記し

定都市市長会等を通じ、引き続き、

てはどうか。

国に対して、働きかけてまいりま
す。
社会的評価、社会的地位の向上に
つきましては、介護の仕事が働きが
いや魅力のある職場であるとの情
報を広く発信することなどにより、
介護の理解促進を図るとともに、介
護職のイメージアップに取り組ん
でまいります。
ご意見につきましては、今後の参
考とさせていただきます。

ウ

通番

⑤
６８

意見の趣旨

「第４章

市の考え方

区分

基本目標と施策」に関すること

Ｐ６０（施策の方向（１）介護サー
ビスの質の向上）
自己評価、第三者評価は、市民に

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、看護
小規模多機能型居宅介護の基準に

はわかりづらいように思うが、少な

規定される自己評価、第三者評価及

くとも介護事業者においても、自己

び認知症対応型共同生活介護の基

評価、第三者評価を行うよう誘導し、 準に規定される自己評価、外部評価
その評価結果を市へ報告または公表

の実施につきましては、定期的な実

する仕組みとなれば、効果的と考え

地指導により、評価が適正に行われ

る。

ていない事業所に対し指導を行っ

ウ

ております。また、評価結果につき
ましては、市に提出するよう事業所
に周知を行っております。
ご意見につきましては、今後の参
考とさせていただきます。
６９

Ｐ６１【施策の方向（２）介護給付
適正化事業の推進】
現状と課題に対してケアプラン、
介護給付に不適切、非効率な支出が

〔施策の方向(２) 介護給付適正
化事業の推進〕の【現状と課題】に
介護給付適正化事業の基本的な考
え方を追記します。

ある旨追記し、施策と整合させる必

ア

要があると考える。文章から察しは
つくが、明確化した方が、防止、注
意喚起になる。
７０

Ｐ６１【施策の方向（２）介護給付
適正化事業の推進】
適正化事業に関しては、ＰＤＣＡ
の観点から歯止めとして事業所ごと
に不適合事例があった場合はその内
容と対策を公表するなどのフィード
バックが効果的と考えることから、
事業内容（目標）に追記してほしい。

介護給付適正化事業を実施した
ことにより把握できた事例や課題
は、市内の事業所全体の課題と認識
しております。
ご意見につきましては、今後の参
考とさせていただきます。

ウ

通番

⑤
７１

意見の趣旨

「第４章

市の考え方

区分

基本目標と施策」に関すること

Ｐ６３【施策の方向（１）要介護認
定の体制の整備】
介護認定で結果が出るまでに時間
がかかることや認定結果が実態にそ
ぐわないなどの批判も出ています。

要介護認定の手続きは、法令によ
り定められていることから、介護認
定審査会等の認定事務を省略する
ことはありません。
ご意見の趣旨を踏まえ、引き続き

効率化の中身が分かりませんが、今

適正な要介護認定に努めてまいり

ある認定審査会の認定作業を省いた

ます。

イ

り、機械的に認定有効期間を延ばす
ことなどがあってはなりません。あ
くまでも介護を受けようとする人の
実情に即した認定が行われるべきだ
と思います。
７２

Ｐ６３【施策の方向（１）要介護認
定の体制の整備】
認定の体制はすでに整っていると
考える。したがって、効率化するこ

今後、要介護・要支援認定者は、
増加する見込みのため、ご意見の趣
旨を踏まえ、現在実施している民間
委託を拡充するなど民間活力を活

とが今後の施策である。具体的には、 用して、認定事務の効率化を図って
民間活力の推進で、市場経済原理に

イ

まいります。

ゆだね、行政が計画または理想通り
機能しているか否か必要に応じ修正
することが合理的と考える。
７３

Ｐ６４【施策の方向（１）地域密着
型サービスの拠点の整備】
施設に入所したい人が１割以上い

約６割の方が在宅での介護を希
望していることから、地域密着型サ
ービスの整備を促進することとし

ることを追記した上で、地域密着型

ております。施設サービスの適切な

サービスの拡充必要性を述べてはど

整備につきましては、Ｐ６６施策の

うか。

方向（２）特別養護老人ホーム等の
適切な整備で記載しています。

ウ

通番

⑤
７４

意見の趣旨

「第４章

市の考え方

基本目標と施策」に関すること

Ｐ６４【施策の方向（１）地域密着
型サービスの拠点の整備】

施設等の整備目標の設定に当た
っては、現在の利用状況や待機者

地域密着型サービスの整備実績・

数、要介護認定者数の推計等から今

目標について、次のように修正した

後の需要を精査し、適正量を算定し

方が良い。

ております。

今後の方向性で整備の促進と記載
があるため、早期に整備をした方が

ご意見につきましては、今後の参
考とさせていただきます。

良い。
（目標は高めに）

ウ

認知症対応型共同生活介護
Ｒ３

区分

0→

定期巡回・随時対応型訪問介護看護
Ｒ３

0→1 Ｒ4 1→2 Ｒ5 1→3

小規模多機能型居宅介護
Ｒ３

0→2

看護小規模多機能型居宅介護
Ｒ4 1→2 Ｒ5 1→3
７５

Ｐ６６【施策の方向（２）特別養護
老人ホーム等の適切な整備】
特別養護老人ホームの老朽化への

特別養護老人ホームは、将来を見
据えた適切な整備を行うこととし
ており、建て替えにおいては、増床

改修支援が挙げられた点は評価す

等を合わせて実施することが見込

る。

まれるため、ご意見も踏まえ、発生

しかし、開設から３０年以上経過

が想定される諸々の影響を勘案し

した施設では、大規模改修では対応

たうえで、助成等の支援を今後検討

が困難な個所もあり、建て替えによ

してまいります。

る抜本的な対策が必要となる場合も
ある。
また、その際には、増床やユニッ
ト型への転換等の機能向上に資する
施設整備も求められている。
市では、施設の創設のみが補助の
対象であり、建て替えを含む増改築
等が対象となっていない。早急に制
度の創設をしてほしい。

イ

通番

⑤
７６

意見の趣旨

「第４章

市の考え方

基本目標と施策」に関すること

Ｐ６６【施策の方向（２）特別養護
老人ホーム等の適切な整備】

特別養護老人ホームにつきまし
ては、待機者等の状況から、概ね１

特養については、需要の精査を行

年以内には入所ができる状況です。

わなくても、明らかに足りないのが

そのため、施設等の整備目標の設定

現状であり、計画的な整備促進は、

に当たっては、現在の利用状況や待

増設ということだと考える。計画期

機者数、要介護認定者数の推計等か

間での整備目標と不整合でないか。

ら今後の需要を精査し、適正量を算

整備数は次とおりとした方が良い。

定しております。

Ｒ４

区分

０→90 Ｒ5 0→90

ウ

ご意見につきましては、今後の参
考とさせていただきます。

７７

Ｐ６６【施策の方向（２）特別養護
老人ホーム等の適切な整備】

待機者等の状況から、概ね１年以
内には入所ができる状況です。その

介護老人保健施設、介護療養型医

ため、施設等の整備目標の設定に当

療施設・介護医療院、特定施設（介

たっては、現在の利用状況や待機者

ウ

護付き有料老人ホーム等）について、 数、要介護認定者数の推計等から今

７８

現状維持となっているが、現状と施

後の需要を精査し、適正量を算定し

策の整合性は図られているのか。

ております。

Ｐ６８【施策の方向（１）高齢者の
出番と居場所づくりの推進】
地域の支えあいの活動に対する考
えについて、どの程度かの表記がな
いため、「半数以上」を追記

「約６割と多い状況です。
」に修
正します。
ア

通番

⑤
７９

意見の趣旨

「第４章

市の考え方

区分

基本目標と施策」に関すること

Ｐ６９【施策の方向（２）就業の促
進】
ワーカーズコレクティブは、メン
バーが出資、運営して地域に必要な
働きをつくっていく協同労働という

高齢者の就労の場等の情報提供
につきましては、必要であるものと
考えております。
ご意見につきましては、今後の参
考とさせていただきます。

働き方です。地域に住む人が地域で
働く場でもあり、家事介護のワーカ
ーズ・コレクティブは、地域のお互
いの助け合いの延長にあります。メ
ンバーは大半が６０歳以上で、それ
ぞれの生活に即した働き方ができま

ウ

す。国では労働者協同組合法ができ、
これからの社会に必要な働き方のひ
とつとして、特に、高齢者の働きの
場として有効な形態である。
シルバー人材センター同様、地域
にあるワーカーズ・コレクティブに
ついて、高齢者の働きの場として機
会をとらえて情報提供してくださ
い。例えば、介護保険証交付の際な
ど
８０

Ｐ６９【施策の方向（２）就業の促
進】
収入のある仕事に参加している４
割の内訳として、性別により就業率
が変わるので、男性約６割、女性約
４割を追記し、女性の社会参加の促

高齢者の就業につきましては、性
別によらず促進するよう取り組ん
でいく必要があるものと考えてお
ります。

ウ

ご意見につきましては、今後の参
考にさせていただきます。

進を施策に入れたらどうか。
８１

Ｐ７１【施策の方向（２）生涯学習、
スポーツ活動の推進】
趣味の割合が約４割で一番高いた

高齢者の学習やスポーツ・レクリ
エーション活動においては、趣味と
いう要因も関係していると考えて

め、これを追記するとともに、３件

おり、ご意見につきましては、今後

を同様に促進する施策にしてはどう

の参考にさせていただきます。

か。現実的にもこれら３件は相互に
関係し、分離することは非効率と考
える。

ウ

通番

⑥
８２

意見の趣旨

「第５章

市の考え方

区分

日常生活圏域」に関すること

地域により高齢化には差がある。

地域により、高齢化率や地域資

市として高齢化が進んでいる地区に

源、取組等がさまざまであるため、

は率先して介護や認知症対策などの

地域の分析を行っていくとともに、

施策を行う体制を作るべき。市で均

ご意見の趣旨を踏まえ、取組を支援

一の施策をするのではなく、地区の

してまいります。

独自性を考え施策に取り組むべきだ

イ

と思う。
地区の民生委員・児童委員の増員
や自治会などへの補助を多くするな
どの地区ごとに施策が必要。
８３

日常生活小圏域が２９となる旨、
より明確な表現にしてはどうか。

Ｐ７５に日常生活小圏域の図を
掲載して明確にしております。

ウ

通番

⑦
８４

意見の趣旨

「第７章

市の考え方

区分

計画の推進に向けて」に関すること

ＰＤＣＡサイクルを回すことが重

ＰＤＣＡサイクルの考え方につ

要であり、このサイクルを計画全体

きましては、第７章に記載しており

で回すことは当然であるが、各事業

ます。

や関係者が携わる業務においてもＰ
ＤＣＡサイクルの考えに従って活動

ご意見につきましては、今後の参
考とさせていただきます。

を行うことが重要。そのため、第３

ウ

章の基本的な考え方にその旨を明記
することを提案する。
また、ＰＤＣＡの図についても本来
の趣旨が十分表現されていないの
で、一般的に使われているリング型
の図に修正した方が良い。
８５

計画の策定から実行を経て、最終
的に目標とする成果を確実なものと

ご意見の趣旨を踏まえ、各取組を
進めてまいります。

するためには、強力な実行力・実践

イ

能力が必要。関係者の協力のもと、
是非、実行・実践していただきたい。
８６

Ｐ８３.８５の振り返りについて、

目標が達成していないものにつ

達成状況に対し自己評価が甘いので

きましても、一定の成果が得られて

はないか。達成していないものは、

いることから、△の表記としており

×とするか、達成率を記載してはど

ます。

うか。

ウ

ご意見につきましては、今後の参
考とさせていただきます。

８７

Ｐ８７【（３）第８期計画の指標の設
定】

毎年度、目標達成度を測定するこ
とを記載しております。

指標の設定について、ＰＤＣＡサ

ウ

イクルを回すという考え方をタイト
ル分に入れてはどうか。
８８

Ｐ８７【（３）第８期計画の指標の設
定】

２９の日常生活小圏域と記載を
修正します。

指標２
基準緩和サービスの提供体制につ
いて、
「２９圏域」を追記すると目標
値の根拠が明確になるのではない
か。

ア

通番

⑦
８９

意見の趣旨

「第７章

市の考え方

区分

計画の推進に向けて」に関すること

Ｐ８７【（３）第８期計画の指標の設

圏域ごとに必要量に差があるた

定】

め、一律で４団体以上ということで

指標３

はなく、目標を設定しております。

シニアサポート活動団体数につい
て、目標値８４を８８に変更し、
「２

ご意見につきましては、今後の参
考とさせていただきます。

ウ

２圏域」を追記し、圏域ごとに４団
体以上と修文すると根拠が明確にな
る。
９０

Ｐ８８【（３）第８期計画の指標の設
定】

所従業者調査による、介護人材の不

指標5

足感の傾向から、目標値を設定して

介護職員等の医療従事者との連携
のしやすさについて、目標値が6ポイ

います。
目標値の年度につきましては、調

ントでは低すぎる。８程度が妥当で

査年度を令和４年度に見直すこと

はないか。

から、令和４年度に修正いたしま

また、目標値の年度が令和3年度とな

す。

っているが、令和５年度とはできな
いか。
９１

介護保険施設・介護サービス事業

Ｐ８９【（３）第８期計画の指標の設

ウ

ご意見につきましては、今後の参
考とさせていただきます。
後期高齢者が増加する一方、今後

定】

生産年齢人口が減少してくること

指標８

などから、介護人材の不足感は、増

介護人材の不足感について、６８． 加が見込まれます。
９％を５年間で１％ではなく、１
０％ダウンの６０％に変更できない
か。
目標は高めに設定した方が良い。

そのため、現状位置に近い指標の

ウ

設定としています。
ご意見につきましては、今後の参
考とさせていただきます。

常識的には５０％以下だと思うが。
９２

Ｐ８９【（３）第８期計画の指標の設

この指標につきましては、高齢者

定】

等実態調査による評価項目のため、

指標１０

次の調査は令和４年度となります。

社会参加を行う高齢者の割合につ
いて、目標値の年度を令和５年度に
修正できないか。

ウ

通番

⑦
９３

意見の趣旨

「第７章

市の考え方

計画の推進に向けて」に関すること

Ｐ８９【（３）第８期計画の指標の設

市総合計画の進行管理に係る市

定】

民アンケート調査による、生きがい

指標１１

があると感じている高齢者の割合

生きがいがあると感じている高齢
者の割合について、７８．７％の目
標値を８０．０％に変更してはどう
か。

区分

の傾向から、目標値を設定していま
す。
ご意見につきましては、今後の参
考とさせていただきます。

ウ

