資料１
第８次高齢者保健福祉計画・第７期介護保険事業計画（素案）に対する
パブリックコメント手続の結果と市の考え方について

１

２

№

パブリックコメントの概要
実 施 期 間

平成２９年１２月２０日（水）～平成３０年１月１９日（金）

意見提出期間

平成２９年１２月２０日（水）～平成３０年１月１９日（金）

応 募 者 数

６名

意

２０件

見

ご意見と市の考え方

ページ・項目
名
Ｐ３

１

数

ご意見の概要（要旨）

市の考え方

計画策定にあたって
事業実施において参考とさせて
計画では「高齢化の進展に伴 いただきます。
い、認知症高齢者が急増し、
2025 年には認知症高齢者の
数が 65 歳以上の高齢者の約
5 人に 1 人に達することか
ら、本市も認知症施策に取り
組まねばならない」としてい
ます。
これについては全く異論も
ありませんし、入間市では従
来から認知症施策の展開に
ついてはかなり注力して取
り組んできていると評価も
しています。
しかし、地域支え合い活動実
態からみると、地域の課題と
しては認知症対策よりも、今
後の一人暮らしの高齢者の
急増を危惧しており、一人暮
らし高齢者施策（見守りネッ
トワークづくり）の展開が必
要だと痛感しております。
認知症高齢者の増加に追記
して一人暮らし高齢者の増
加を明記していただきたい
と思います。
「ささえあい東藤沢」では事

務局を担いながら、実質的な
提供会員（ボランティア）が
不足しているため、私も現在
2 名の方のボランティアを担
当しています。
東藤沢地域では平成 29 年 10
月 1 日現在の日常生活圏域別
データでは、既に後期高齢者
数が前期高齢者数を上回っ
ており、地域の高齢化は一層
進んでいると認識していま
す。
Ｐ３

２

一人暮らし高齢者の生活実
一人暮らしの高齢者については、
態把握と施策展開の必要性
総論第２章２高齢者等の現状と見
本年 1 月 12 日に、国立社会 込の中に記載しています。
保障・人口問題研究所が「日
本の世帯数の将来推計（全国
推計）を公表しました。
晩婚、未婚、高齢者の独居率
の上昇を背景に単身世帯が
増えたことから、予測を変更
しています。
単身世帯（一人暮らし）が
2026 年に 2000 万世帯とな
り、2040 年には全世帯の 4 割
になると予測、特に 65 歳以
上の高齢者の一人暮らしが
急増し、介護や見守りの需要
が一層高まると予測してい
ます。
65 歳以上の単身世帯は 2015
年の 625 万世帯（高齢者人口
比 18.7％）が 2040 年には 896
万世帯（高齢者人口比
22.9％）と 1.43 倍となり、
75 歳以上の単身世帯は 2015
年の 337 万世帯（75 歳以上人
口比 20.9％）が 2040 年には
512 万世帯（75 歳以上人口比
22.9％）と 1.52 倍に急増す
ると予測しています。
その結果 65 歳以上の独居率
は男性が 14％→21.8％、女性
が 21.8％→24.5％となりま
す。
また世帯主が 65 歳以上の高
齢世帯は 2015 年が 1918 万世
帯（全世帯の 36％）、2040 年
が 2242 万世帯で、75 歳以上

の高齢世帯は 2015 年が 888
万世帯、2019 年は 1000 万世
帯、2030 年が 1276 万世帯と
なり、2040 年には男性 5 人に
1 人、女性 4 人に 1 人が一人
暮らしとなります。
入間市では 2017 年 10 月 1 日
現在の要介護認定者は 6,408
人（高齢者人口比 15.8％）、
認知症高齢者数は 3,868 人
（同 9.5％）、一人暮らし高齢
者数は 4,926 人（同 12.1％）
となっています。（入間市の
抽出調査では、一人暮らしの
割合は 15.2％となっていま
す）
一人暮らし高齢者の把握は
従来から民生委員の協力に
より、在宅の高齢者を対象に
した「実態調査」を実施して
いますが、精度において問題
がないのか疑問を感じてい
ます。
民生委員の調査では、共同住
宅（アパート、マンション等）
住まいの一人暮らし高齢者
の実態把握は難しく、現に私
がボランティアで担当して
いる一人暮らし高齢者の方
も民生委員との関りは全く
ないと聞いております。
入間市では住民基本台帳に
よる毎月 1 日現在の人口統計
を作成しており、住民基本台
帳の活用により単身世帯の
人数把握はできるのではな
いでしょうか？
また一人暮らし高齢者の今
後の推移・推計についても IT
の活用で可能だと思われま
す。
一人暮らし高齢者の場合に
は、健康で趣味や地域活動に
参加していれば問題はあり
ませんが、一般高齢者（介護
予防・日常生活圏域ニーズ調
査）の調査結果に見られる通
り、一人暮らしの方は一般的
に身体機能の低下による閉
じこもりの傾向、認知機能の

低下、うつ傾向のリスクが大
きく、相談相手も十分になく
病気が悪化した場合の通院、
入院等での対応では、即困難
な状態に陥ります。
特に 85 歳以上の一人暮らし
高齢者の場合はリスクが大
きく、この人数の実態把握は
地域づくりに不可欠だと思
っています。
現実には子供がいても諸事
情から別居、遠方に居住して
おり、緊急時には地域で支え
るしか方法はないと思いま
す。
また閉じこもり傾向から今
後孤独死等の問題も発生す
るのではないかと懸念して
います。
75 歳以上の人口は入間市全
体でも平成 37 年（2025 年）
を待たずに前期高齢者人口
と後期高齢者人口が逆転す
ることになります。（東藤沢
地域では地域の特性もあっ
て、既に平成 29 年に逆転し
ていることは前述のとおり
です）
昨年 11 月 28 日に入間市（福
祉部、健康推進部）に提出し
ました「次期高齢者保健福祉
計画・介護保険事業計画策定
にあたって」の私見で提案し
ていますが、今後の高齢化を
先取りして入間市独自の年
齢区分として日常生活圏域
別の 85 歳以上の人口を開示
していただき、今後の地域づ
くりに活用させていただき
たいと思っています。（85 歳
以上と設定する理由は提案
の中に明記していますので、
ここでは割愛いたします）
現在入間市の住民基本台帳
に基づく人口統計では、平成
30 年 1 月 1 日現在の 85 歳以
上の人口は 4,534 人（対高齢
者 人 口 比 11.2 ％ ） で 男 性
1,452 人、女性 3,082 人とな
っています。

以上の点から、入間市の日常
生活圏域別のデータとして、
認知症高齢者数、一人暮らし
高齢者数、85 歳以上の高齢者
数を追加していただき、早急
な情報開示にぜひともご協
力お願いし、今後の地域づく
り、傾聴・見守り等のネット
ワークづくりに活用したい
と思っています。
Ｐ９

計画書について
計画書作成に当って、前期計
画はどうであったか検証を
行い計画されると思われる
ので、前期計画の検証結果を
資料編にのせてください。

Ｐ１０

地域包括ケアシステムの深 事業実施において参考とさせてい
化・推進
ただきます。
「地域包括ケアシステムの
構築」は 2025 年問題を意識
して 2012 年度（平成 24 年
度）より入間市でも計画に明
記され、地域包括支援センタ
ーを中心に取り組んできて
います。
しかし今年度より組織変更
により従来の福祉部（高齢者
福祉課）が福祉部、健康推進
部（介護保険課）に分離し、
更に健康福祉センター（地域
保健課）と福祉の所管が分か
れています。
今回の計画から生活支援コ
ーディネーターが一層（社協
が担当）、二層（地域包括支援
センターが担当）での配置が
決まりましたが、今後のネッ
トワークづくりにあたって
は行政との連携が不可欠で
あり、各々の役割分担も含め
行政のリーダーシップが必
要となります。
庁内連携を従来以上にスム
ースに行い、日常生活圏域で
の地域の特性を活かした地
域づくりを進めていただき、
特に地域コミュニティを形

３

４

今回作成している計画の前期計
画は、現在も進行中のため最終的な
検証はまだできません。前期計画の
進捗状況を踏まえ、今回の計画を作
成しています。

成の中核を担っている自治
会、民生委員（近隣助け合い
活動）、支え合い組織、市民活
動団体等との連携を図って
いただきたいと思います。
また認知症高齢者施策の推
進と同時にひとり暮らし高
齢者施策についても検討を
進めていただきたいと思い
ます。
特に地域づくりにあたって
はボトムアップを大切にし
ていただくことを要望いた
します。
地域包括ケアシステムでは
先に私見で申し上げていま
すが、入間市の最大の課題は
「在宅医療・介護連携の推
進」だと思います。
在宅医療への取り組みは医
師会の協力が不可欠ですが、
従来の経過から見ると早急
な体制づくりは難しく、市内
の資源に限定することなく
医師会とも調整し、外部資源
（在宅医療を志す医師を市
外からの登用により確保）の
活用を真剣に検討する時期
に来ているのではないかと
思っています。
在宅医療が進まなければ、市
民は地域で最期まで安心し
て暮らし続けることはでき
ません。
在宅医療等を支援する相談
窓口の設置も必要ですが、急
性期、回復期を病院で過ごし
慢性期となって安心して住
み慣れた地域に戻るために
は、看取りまでも含めた在宅
医療、訪問看護等の提供が必
要となります。行政の英断に
期待したいと思っています。
Ｐ３６
５

介護予防事業について
各事業において推進、促進、
支援等の文言が多く予防事
業に力を入れていくところ
が見受けられない。
今後、医療、介護給付費の上

高齢者が自立した日常生活を送
れるようにするため、介護予防の普
及を行います。また、高齢者の活躍
できる場づくり、居場所づくり、通
いの場づくりに取り組んでいきま
す。

昇を抑制するひとつの手段
として総合事業が重要だと
考えています。
総合事業については、本人か
らの相談を待つことなく認
定を受けていない高齢者を
対象に毎年基本チｴックリス
トを実施し対象者の把握に
努め対象者を総合事業に繋
げることをすべきだと思い
ます。

厚生労働省の方針により、基本チ
ェックリストは、従来のような二次
予防事業対象者の把握のためとい
う活用方法ではなく、相談窓口にお
いて、必ずしも認定を受けなくて
も、必要なサービスを事業で利用で
きるよう本人の状況を確認するツ
ールとして用いることとされてい
ます。
地域包括支援センターが様々な
団体等とのネットワークを活用し、
高齢者世帯の戸別訪問や近隣住民
からの情報収集等により、高齢者や
家族の状況等について実態把握を
行い、支援をしていきます。

Ｐ４７

認知症施策の推進について
若年性認知症や脳卒中の後
遺症で高次脳機能障害とな
った第２号被保険者への支
援として、器質性精神障害
（認知症、高次脳機能障害）
としての適切な診断につな
げ、介護保険サービスと併用
できる障害福祉サービスへ
早期につなげ介護保険担当
課と障害福祉担当課が連携
して支援していく、といった
具体的な施策を記すこと。

この計画での「認知症」は高齢者
を主として、介護保険の２号被保険
者に対する対応についても含めた
ものとしております。また、関係課
との連携は行ってまいりますが、通
常行うものですので記載は行いま
せん。

Ｐ４８

高齢者の徘徊対策について
「徘徊声かけ訓練」、
「徘徊Ｓ
ＯＳ支援事業」などの事業の
対象に若年性認知症や高次
脳機能障害の当事者やその
家族を含めること

「徘徊声かけ訓練」は徘徊癖のある
方が徘徊した際にどの様に声掛け
をしたらよいか体験してもらう事
業で、徘徊者を見守る側を対象とし
ています。
「徘徊ＳＯＳ支援事業」は
徘徊癖のある方に身元が確認でき
物品を交付する等の事業で、若年性
認知症等も含め、徘徊癖がある方を
対象にしています。

Ｐ５７

市民が市民を支えるまちづ
事業実施において参考とさせて
くり
いただきます。
基本方向としては、地域包括
ケア、地域共生社会、介護保
険財政等の面から、一定の役
割を地域が担わざるを得な
い状況については十分に理
解しております。

６
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しかし現実を見ると、地域の
高齢化等により既に自治会、
民生委員、老人会、支え合い
組織等の地域のコミュニテ
ィでは役員、ボランティア等
の担い手不足が目立ってお
り、今後地域コミュニティを
どのように維持、再構築する
かで大変苦労している実態
があります。
地域としては、このような実
態、状況を踏まえて地域の更
なる高齢化に今後どのよう
に対処するか、再検討、見直
しする必要に迫られていま
す。
計画書に書かれている通り、
地域の自主性、特性を活かし
たまちづくりをするために
は、行政、社協、地域包括、
市民（団体）が一丸となって、
本音で地域課題を共有し地
域づくりのための新たなネ
ットワークの構築が必要だ
と思います。
従来は行政、社協、地域包括、
市民（団体）等の連携、情報、
課題の共有等相互の連携が
不十分で、縦割り福祉行政の
弊害が出ていると思ってい
ます。
真の地域共生社会を実現す
るためには、地域福祉のあり
方を重視し、縦割りの弊害を
除去するように、行政も十分
な庁内連携を行い、現場感覚
をもって対応を心がけてい
ただきたく思いますし、それ
が「市民が市民を支えるまち
づくり」の出発点だと思いま
す。
できれば行政と市民（団体）
との非公式な直接的な話し
合いの場を作っていただけ
れば幸いです。

Ｐ５９

９

生活支援コーディネーター
事業実施において参考とさせて
の配置
いただきます。
今回の計画書では、地域にお 生 活 支 援 コ ー デ ィ ネ ー タ ー に つ い
ける高齢者の生活支援・介護 ては、用語解説を記載します。
サービスの体制整備を推進
するために、その調整役とし
て入間市全域（1 層）をみる
コーディネーターを社協に 1
名、日常生活圏域（2 層）ご
とに地域包括支援センター
に 1 名配置することが決まり
ました。
計画書には「要支援、要介護
状態になっても、生きがいを
もって生活できるために、自
助、共助、互助、公助がうま
く機能するように生活支援
コーディネーターを配置し
支援します」と書かれていま
すが、具体的に何をするのか
のイメージはよくわかりま
せん。
厚労省の HP によると、
「地域
の資源を把握し、互助を基本
とした生活支援・介護予防サ
ービスが創出されるような
取り組みを積極的に進める
必要から、ボランティア、
NPO、民間企業等の多様な事
業主体による重層的な生活
支援・介護予防サービスの提
供体制の構築を行う必要が
あることから、生活支援コー
ディネーター（地域支え合い
推進員）と協議体を市町村全
域と日常生活圏域に設置し、
ネットワークを構築し地域
活性化の役割を担う」として
います。
「協議体」については、市町
村が主体となり、各地域にお
けるコーディネーターと生
活支援・介護予防サービスの
提供主体等が参画し、定期的
な情報共有および連携強化
の場として、中核となるネッ
トワークを「協議体」として
います。
コーディネート機能の考え
方としては、日常生活ニーズ

調査や地域ケア会議等によ
り、地域の高齢者支援のニー
ズと地域資源の状況を把握
していくことと連携しなが
ら、地域における下記 6 項目
の取組を総合的に支援・推進
する、としています。
①地域のニーズと資源の状
況の見える化、問題提起
②地縁組織等多様な主体へ
の協力依頼などの働きかけ
③関係者のネットワーク化
④目指す地域の姿・方針の共
有、意識の統一
⑤生活支援の担い手の養成
やサービスの開発（担い手を
養成し、組織化し、担い手を
支援活動につなげる機能）
⑥ニーズとサービスのマッ
チング
生活支援コーディネーター
は、地域における生活支援サ
ービスの充実と介護予防（高
齢者の社会参加）の推進とい
う 2 つの視点を併せ持った活
動とし、地域づくりの一翼を
担うことになるものと理解
しています。
生活支援コーディネーター
の役割は重要で、このような
機能が十分に発揮されるこ
とを期待し、見守りたいと思
っています。
Ｐ６２
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地域ささえあい活動の推進
事業実施において参考とさせて
「ささえあい東藤沢」の活動 いただきます。
経験から、今後のささえあい
活動を推進するためには多
くの課題を抱えています。
設立当初の理念に基づく団
体（組織）としての今後の方
向性を明確にする時期に来
ていると思います。
再度、団体（組織）の目的（こ
の団体の活動目的は何か？
何のためにやっているの
か？）、対象（この団体の活動
の対象は誰か？誰のために
やっているのか？）、価値（こ
の団体の活動の魅力は何

か？みんなは何に魅力を感
じて参加しているのか？）、
更には「なぜこの団体に入ろ
うと思ったのか（動機）、この
団体での活動を通じて何を
得たいのか（報酬・見返り）、
この団体の活動を通じて何
を実現したいのか（ビジョ
ン）等について率直に意見交
換し、理念・課題・情報を共
有することから再出発する
必要があると感じています。
従来の組織運営での従来通
りの活動の継続では、いずれ
限界に達すると思っていま
す。
NPO 活動の経験から非営利組
織の運営は、企業のような営
利組織とは異なり、お金（給
与・報酬等）で繋がっていな
いことに組織の特徴があり、
強制力や命令では動きませ
ん。
団体の理念への共感、社会貢
献、参加者の志、想いが主体
性やモチベーションの発揮
につながるもので、当然参加
者の温度差も異なり、お互い
の多様性も認め合う柔軟な
組織運営が必要となります。
最終的にはリーダーの人間
性で組織を動かすことにな
ります。
ささえあい組織を設立する
時には、お互いに理念に共感
し熱い思いでスタートしま
すが、年月の経過とともに、
当初の理念は忘れ去られ、ま
た参加メンバーも変動して
いくことから、運営を維持す
るためには、活動目的、活動
対象、動機、報酬（お金では
なく社会貢献）等を再確認
し、リーダーは常に理念、ビ
ジョンを語り参加者の共感
を得てやる気と主体性を引
き出すことが大切となりま
す。
営利組織と非営利組織運営
の違いを十分に理解して、組

織の発展を考えることが重
要です。
地域づくりに関わる関係者
（行政も含めて）は、このこ
との重要性を十分に認識し
て地域づくりに取り組む必
要があると思います。
Ｐ７２

人、金について
事務量や事業費を適正に把握し
地 域 包 括 シ ス テ ム の 構 築 や たうえで、職員の定数や予算措置に
市 の 創 意 工 夫 に よ っ て 行 わ ついて担当課と協議します。
れる総合事業を積極的に推
進するには、既存事業の充実
や多様な新規事業が計画さ
れることと思うが、事業計画
を実現するには職員の増員
や事業量の増額が不可欠で
あるため予算措置を確実に
行うこと。

Ｐ７７

介護保険料について
第７期の保険料については、基金
介護給付費準備基金の投入 残高のうちほとんどの額を投入す
額は策定中とのことなので、 る方針としています。
不明ですがＨ２９．１１月現
在の余剰金は、前期計画の想
定外に発生していると思わ
れます。この余剰金は制度に
基づき次期計画にほぼ金額
を投入し計画して下さい。

Ｐ７８

住宅改修は統一単価の設定
見積書については、原則複数徴取
や 見 積 の 複 数 徴 収 を 行 う こ としており、工事価格についてはチ
と。
ェックを行っています。

Ｐ４７
Ｐ６１

入間市では、近隣他市に先が 「徘徊声かけ訓練」について、どの
けて「徘徊声かけ訓練」を実 様に支援していくかは、今後市民団
施 し 、 高 い 評 価 を 得 て い ま 体と協議し、調整していきます。
す。しかし、その実働部隊と
なる市民団体、地区団体は予
算的に厳しい状態で、永年継
続が難しい状況です。行政の
カバーしきれない部分を担
当する市民団体への財政的
支援を明確にして、次代の市
民団体を担う人材の確保、育
成に力を入れていただきた
い。
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№

ページ・項目
名

ご意見の概要（要旨）

市の考え方

Ｐ１３

「高齢者世帯及び一人暮ら
ここでは調査の結果によるグラ
しの高齢者数の推移」（４） フのみとさせていただきます。
「介護者認定数者の推移」は
２０２５年の推計値があり
ません。高齢者の一人暮らし
が増加している中で、推計値
を入れることが出来ないで
しょうか。

Ｐ１６

16

介護予防・日常生活圏域ニー
ズ調査結果に「身体機能の低
下により閉じこもり傾向が
ある」ことを指摘していま
す。私の場合も突然の難聴で
人との交流ができなくなり、
社会参加を断念し、７年も閉
じこもりの状態が続きまし
た。足腰の痛みや交通手段が
ないといった理由で外出を
控えていたわけでなく人と
の交流、日常のＱＯＬをどう
維持したらいいのか相談す
る場もありませんでした。介
護予防、認知症予防対策の項
目はありますが難聴高齢者
のしかも中途失聴者の対策
はありません。

17

「高齢者の現状と今後の見
介護予防・日常生活圏域ニーズ調
通し」でも高血圧や目の病気 査 は 国 か ら 示 さ れ た 書 式 を 原 則 使
の項目はありますが、難聴と 用しています。次回調査時の参考と
い う 選 択 肢 は も と も と な か させていただきます。
ったのではないかと思いま
す。実態調査の調査項目も５
次、６次、７次みな同じでは
ないですか。時代の変化に合
わせ質問する項目も精査す
る必要があります。
介護が必要になっても安心
して暮らせるまちづくりの
ため、今回生活支援コーディ
オネーターを設けるようで
すが、認知症予防のために
も、一人にさせないためにも
難聴高齢者のよき相談者で
あってほしいと思います。

15

高齢者の相談の窓口としては高
齢者支援課や介護保険課又は地域
包括支援センターとなります。高齢
者のみの案件でない場合は各担当
課と一緒に対応することとなりま
す。この計画では、個別案件の窓口
表記については省略させていただ
きます。

Ｐ１６

２ ０ １ ５ 年 ～ ２ ０ ２ ０ 年 位 見込については、表示できるものに
ま で は 見 込 も 大 き く 違 わ な ついては各表に記載しております。
いだろう。しかし２０２１年
以降は急激に増加してしま
うだろうが、先のことは見込
も難しいと思われる。お金の
ことも、人的支援者、介護育
成等

Ｐ２６

認定率が将来増加傾向にあ
るだろう。認定の基準が書か
れた参考資料の紹介がある
とよい。

Ｐ４１

市民が市民を支えるまちづ
様々な活動の機会にご参加いた
くりについて。課題の抽出、 だくようお願いします。
地域資源の把握を進めて解
決策の検討は重要ですね。何
かお手伝いできるのではと
思って関心を持っています。

18

19

20

要介護認定は、認定調査票と医師の
意見書によりコンピュータ判定（一
次判定）を行い、その結果と特記事
項をもとに介護認定審査会が審査
し、どのくらいの介護が必要かを判
定（二次判定）し、結果を市が通知
します。総合的に介護の手間を判断
するものですので認定基準の資料
はありません。

