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瀬戸市老人福祉計画・介護保険事業計画（案）に対する意見募集 

（パブリックコメント）の実施結果 

 

１ 意見募集期間  平成２７年２月２日～３月２日 

 

２ 意見提出人数    ３人（窓口提出 件、郵送 件、ファクシミリ２件、 

メール１件） 

 

３ 合計意見件数    ３２件 

 

４ 意見への対応 

 (1) 意見を踏まえて、案の修正を検討するもの          ３件 

 (2) 今後の事業実施の参考とするもの              ４件 

 (3) 意見の趣旨や内容について、考え方を盛り込み済であるもの  ７件 

 (4) その他（本計画案に対する意見でないもの等）       １８件 

 

５ 意見の概要及び市の考え方 

番号 意見の概要 市の考え方 

1 

 

 

・介護保険料の値上げはやめて下さい。 ・介護保険制度は、公費による負 

 担 1/2と、保険料による負担 1/2

によって運営されるものです。

保険料を決定するに当たって

は、平成 27年度から平成 29年

度までの３年間のサービス給付

に必要な費用を基に保険料を計

算しており、本市の介護保険事

業を適切に運用していくために

は必要な保険料額と考えており

ます。 

2 

 

 

・老人福祉も介護保険も利用しやすくす

ることが、医療費を抑え元気な高齢期

をすごせると考えます。自治体は市民

の福祉のためにこそ配慮した施策をお

願いします。市の窓口には気軽に相談

・高齢者福祉課と、市内に７カ所

設置しております地域包括支援

センターで連携を取りながら、

介護保険制度や高齢者福祉サー

ビスに関する説明が適切に行え



 2 / 11 
 

ができ、専門的なアドバイスが受けら

れるような人員配置をしてください。 

るよう努めてまいります。 

3 

 

 

・介護事業所で働く職員の労働を保障し、

事業所が責任を持って運営するために

は財政的支援は欠かせません。事業者

に支払われる介護報酬の引き下げに反

対してください。 

・平成 27年度介護報酬改定につ 

 きましては、介護職員の処遇改 

 善、物価の動向、介護事業者の

経営状況及び地域包括ケアの推

進等を踏まえて改定が行われる

ものとされておりますのでやむ

を得ないものと考えておりま

す。 

4 

 

 

・介護保険の新しい総合事業の実施にあ

たっては、瀬戸市の予算を十分に確保

し、サービスを低下させないでくださ

い。申請しても利用できないというこ

とのないよう、専門サービスが必要な

だけ受けられるようにしてください。 

・総合事業実施後も専門サービス

が必要な方には、今までと同等

なサービスが提供できることと

なっております。 

5 

 

 

・地域包括支援センターにもっと職員配

置を多くし、来るのを待つのではなく、

出かけていくような相談活動にしてほ

しい。 

・相談活動に関しては、地域の状

況に応じて、強化していきたい

と考えております。 

6 

 

 

・介護保険の保険料の減免枠を拡大して

ください。また負担が大きく利用を控

える人があるのでは、本来の介護保険

の意味がありません。利用料の減免も

してください。 

・法令等に定められた基準に従っ

て介護保険料の減免及び利用料

の減免を実施しておりますので

減免枠を拡大することは考えて

おりません。 

また、利用料につきましては、一

定の上限額を超えた場合には、申

請により超えた分が高額介護サ

ービス費として支給されます。ま

た、施設入所及び短期入所利用時

の居住費・食費について所得に応

じて自己負担が軽減される制度

があります。 
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7 

 

 

・現行障がい者には、制限枠はあります

が、タクシーチケットが出されていま

す。介護保険利用者にとっても移動は

大変なことです。障がい者控除の申請

ができるようになったのですから介護

保険利用者にもタクシーチケットを配

布してください。 

・介護保険利用者に対してタクシ

ーチケットを配布することは考

えておりません。 

8 

 

 

・コミュニティバスは不便地域の解消の

ためだけでなく福祉施策として位置づ

けてください。瀬戸市の高齢化率は他

市に比べて高く、しかも買物や病院に

行くために車を手放せない高齢者が多

いと新聞でも報道されました。今ある

コミュニティバスは市役所のような中

心的な場所への集中でないため、乗り

継ぎがわかりにくいとか、隔日運行だ

ったりして走っているところさえしら

ない方がたくさんいます。利用してい

る人はもとより地域の声を丁寧に拾い

上げたバス停やコースにし、高齢者が

出かけやすく地域で自立して暮らせる

ようにしてください。 

・コミュニティバスは、公共交通

利用不便地区の解消を目的とし

て、鉄道や基幹バスを補完する

よう運行しており、鉄道、基幹

バス、コミュニティバスの人口

カバー率は概ね 96%となって

おります。 

 このため、乗り継ぎが必要な場

合もありますが、日々の生活に

不可欠な医療施設や商業施設に

アクセスできるよう路線を設定

しております。また、コミュニ

ティバスの路線や運行状況をお

知らせするパンフレットの配布

や地域の皆さんにご参画いただ

いているコミュニティバス運行

協議会で、利便性や利用者数の

向上を図るための取り組みを進

めております。 

9 

 

 

・家族がいても働いていたりして日中一

人ぐらしと同じ状況になる家庭にも緊

急通報システムをつけてください。 

・日中一人暮らしの方の要望状況

により、緊急通報システム設置

につきまして、今後、検討して

まいります。 

10 

 

 

本計画における具体性について 

・(1) P34「それぞれの圏域の特性に応 

じた高齢者の見守りや支援のあり方が

求められます。」とあるが、具体的にそ

・現在、各地域の地域包括支援セ

ンターごとに、地域ごとの特色、

地域資源をアセスメントしてお

り、この結果を踏まえて、今後
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れぞれの地域包括支援センターでは、ど

のようなあり方・対策が練られているの

か？P14-23をみても、どの地域包括支

援センターも支援体制の充実・強化もし

くは地域包括支援センターの認知度の

向上と同じようなことしか書かれてお

らず、具体的な対応策が見えない。 

の対策等を考えてまいります。 

 

 

11 

 

 

・(2) P35「地域住民に対し地域包括支

援センター業務の周知を図る」とある

が、具体的に今までと何を変えるのか？

その対応策は？ 

・各種団体の会合に出席したり、

家庭訪問にて、地域包括支援セ

ンターの業務の周知を図ってき

ました。今後も、会合の出席や

家庭訪問を継続し、地域包括支

援センター主催の介護予防教室

等において周知に努めてまいり

ます。 

12 

 

 

・(3) P53「多様な担い手による多様な

サービスの提供に移行」とあるが、現

時点において、現実問題としてその多

様な担い手はいるのか？いるのであれ

ば、具体的にあげてほしい。 

・現在は、担い手は把握しており

ません。今後、担い手の把握と

創出に努めてまいります。 

13 

 

 

・(4) P-55「今後は一次予防事業と二次

予防事業などを総合的に実施します。」

とあるが、介護予防事業を推進するこ 

とで、本来の介護給付をどれくらい減額

できる見込みんでいるのか？具体的な

計算根拠をもとに数値を示してほしい。

また、それができなかった場合の対応策

についても示してほしい。 

・総合事業へ移行されることによ 

 る介護予防訪問介護、介護予防 

通所介護の給付額の減額は見込 

んでおりますが、認定者数の増 

加などにより全体として介護給 

付費は増加していくと見込んで

おります。 

14 

 

 

・(5) P-58「地域包括支援センターを拠 

 点とし、介護予防マネジメントに加え、

地域の住民福祉サービスや社会資源を

結びつける総合的な支援を行うととも

に、日常生活圏域における相談窓口と

して、在宅高齢者と家族を支える地域

・地域アセスメントや地域ケア会

議を行うことにより、地域資源

や地域課題を把握し実情に応じ

たサービスにつなげていくこと

と考えております。 
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包括ケアの充実に努めます。」とある点

について、具体的には今までと何が違

うのか記載してほしい。 

15 

 

 

・(6) P58「具体的には、個別会議から

地域課題を抽出し、圏域レベルや市全

体レベルごとに対応策を検討していき

ます。市全体レベルの課題は今後の計

画に反映していきます。」とある点につ

いては、地域的な包括ケア会議を設置

することが重要なことではなく、既に

現時点で課題抽出・対応策が出され、

本計画に具体的にあげるべきと思われ

る。具体的な対策案を記載していただ

きたい。 

・地域包括支援センターが地域の

関係機関や住民と地域の高齢者

支援の問題や課題などを共有

し、対応策や、連携・協力方法

について検討する支援組織とし

て、地域包括ケア会議の設置を

必要と考えております。 

16 

 

 

・(7) P59「認知症高齢者支援ネットワ

ークの整備」とあるが、今まで実施さ

れていたオレンジリングなどのキャラ

バン活動と何が違うのか？具体的には

今までと何が違うのか記載してほし

い。 

・これまで取り組んできました認

知症サポーター養成事業などの

既存の事業を始め、その他効果

のある事業に努めてまいりま

す。 

17 

 

 

・(8) P62「地域包括支援センターを中 

 核に、かかりつけ医、介護保険サービ 

 ス事業者など様々な関係機関との連携 

 を強化し、一体的、効果的に進めます。」

とあるが、具体的に市はどのように推

進する予定なのか具体案を示してほし

い。たとえば、連携強化のために市が

助成金を出すとかあるのか？連携を強

化しますといっても、かかりつけ医、

介護保険サービス事業者など様々な関

係機関においてはボランティアで事業

をしているだけではないため、机上の

空論になると思われる。地域包括支援

センターに投げるだけでなく市として

・ご意見を踏まえまして、地域包

括支援センターと協議しながら

様々な関係機関と連携強化のた

め、実効性のある施策を検討し

てまいります。 
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の実行性のある具体案を示してほし

い。 

18 

 

 

・(9) P63「要介護認定・給付の適正化」

とあるが、第一に認定調査員のレベル

である。短時間の間に利用者の程度を

把握しなければいけない認定調査員の

レベルが低い為、適正な認定調査結果

になっていない場合が多々あるように

聞く。審査会において最終的な認定に

なると聞くが、メンバーの方がどこま

で介護保険法を熟知しているのか市は

把握しているのであろうか。このよう

な状況では、結果に対して利用者から

不満がでても仕方ないと思われる。も

し「要介護認定・給付の適正化」と本

計画に掲げるのであれば、認定調査員

や審査会メンバーのレベルを向上すべ

きであり、そのためには、そのレベル

になるための認定試験を行い（認定試

験の内容は後日一般公開）、その試験に

合格したもののみをメンバーにするな

どの方策をとるべきではないだろう

か？上記は私案であるが、市としての

具体的な案があるのであれば示してほ

しい。 

・認定調査員の職務を行うには、

県が実施する認定調査員研修を

終了することが必須の条件とな

っており、全国一律の調査基準

において調査を行います。また、

研修会等を随時行い、調査スキ

ルの向上を目指しております。 

 介護認定審査会の委員は、保

健・医療・福祉、各分野の専門

家により構成され、県が主催す

る審査会委員研修を年１回毎年

受講していただいております。 

19 

 

 

・(10) P64「介護ケアプラン指導研修事 

 業」とあるが、具体的には今までと何

が違うのか記載してほしい。 

 

・愛知県や介護予防に関する支援

団体から支援を受け、ケアプラ

ンの適正化に努めてまいりま

す。 

20 

 

・(11) P64「介護サービス事業者にて組 

 織する「瀬戸介護事業連絡協議会」と

の連携の下」とあるが、「瀬戸介護事業

連絡協議会」は有志の有料の会と聞い

・介護保険事業の実施に関する情 

 報提供を適時行い、事業者が円 

 滑に介護保険事業を提供するた

め、市内及び近隣の介護事業者
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ている。もし、今後、市が真剣に「瀬

戸介護事業連絡協議会」を利用して「介

護サービス事業者・地域包括支援セン

ターとの連携強化」を検討しているの

なら、中途半端に有志の会を利用する

のではなく、市が会の運営費用を出し

てでも、事業者の参加を義務つけるよ

うな会にすべきではないだろうか？有

志の会は所詮有志であり、公的機関で

ある市が連携すると計画にのせる以

上、そのあたりは検討していただきた

い。 

が多数加盟する瀬戸介護事業連

絡協議会との情報交換、連携を

図る機会として有用であると認

識しておりますので今後も継続

してまいります。 

21 

 

 

・(12) P66「地域包括ケアを推進するた

めの中核となる地域包括支援センター

の運営体制の充実や職員の資質の向上

を図る」とあるが具体的に何を行うの

か明確にしてほしい。上記(9)でも述べ

たと同じであるが、「運営体制の充実や

職員の資質の向上」を図るのであれば、

職員のレベルアップのためには、試験

制度を導入し、資質の向上を図るべき

である。また、地域包括支援センター

の職員は、利用者や事業者に対して上

から目線的な部分もあるため、ＣＳ向

上に努めるべきだと思う。 

・今後も、勉強会、研修等により、

資質向上を図ってまいります。

各地域に応じた、効果的なサー

ビスが提供できるよう努めてま

いります。 

 

 

 

 

 

22 

 

 

・(13) P66「在宅高齢者を支える介護・

医療のネットワークづくり」とあるが、

具体的に何を行うのか示してほしい。 

・医師会及び地域包括支援センタ

ーと協働し在宅医療介護連携推

進事業にて、ネットワークづく

りをすすめてまいります。 

23 

 

 

・(14) P68「認知症高齢者とその家族へ

の支援」とあるが、具体的には今まで

と何が違うのか記載してほしい。 

・認知症ケアパスの作成・周知に

努めます。加えて、認知症カフ

ェを定期的に開催していきま

す。 
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24 

 

 

・(15) P71「今後の方針」に「地域支援

事業となることから、多様なサービス

を総合的に提供可能な仕組みの構築が

課題となっています。」とあるが、これ

は、課題であって方針でないと思う。

具体的な課題に対して方針を示してほ

しい。 

・適切な表現に次のとおり修正い 

たします。 

 「・・・・構築に努めます。」 

25 

 

 

介護保険サービスの見込みについて 

・(1)現時点で減少もしくは横ばいの傾向

にあるものについて 

「訪問入浴介護」「通所リハビリテーショ

ン」「短期入所生活介護」「短期入所療

養介護」「特定福祉用具購入」「住宅改

修」については、減少もしくは横ばい

の傾向にあるにも関わらず、27年以降

の計画では増加になっている。これら

減少もしくは横ばいにも関わらずに増

加にしなければいけない具体的な理由

について明示し、費用効果がどのよ 

うに見込めるのか市民の理解を得るべ

きである。 

 

・サービス見込量及び給付費の推

計には、厚生労働省が計画策定

支援のための全国統一で作成す

るワークシートを活用し算出し

ております。 

 サービス見込量の推計には、基

本的に平成 24年度～26年度の

実績値（26年度は推計値）を用

いておりますが、平成 37年度

までの長期推計を行うにあた

り、認定者数の推移や、過去３

年間のみでなく、さらに長期的

な実績の増減も考慮する中で推

計した結果を見込みとしており

ます。 

26 

 

 

・(2) 「通所リハビリテーション」につ

いて、「増加」と記載されているが、24

年度から 26年度までの全体的な回数で

見れば減少であり、この分析は誤りで

はないかと思われる。 

・介護予防通所リハビリテーショ 

 ンについて増加傾向としている 

 ものであるため、表記について

修正します。 

27 

 

 

・(3) 過去３年において大幅な増加にも

関わらず、今後の予定が抑えられてい

るものについて「訪問看護」「居宅療養

管理指導」に関しては、３０％を超え

る増加になっているにも関わらず、今

後３年間の計画については、過去３年

間の伸び率を下回る数値となってい

・サービス見込量及び給付費の推

計には、厚生労働省が計画策定

支援のために全国統一で作成す

るワークシートを活用し算出し

ております。 

 サービス見込量の推計には、基

本的に平成 24年度～26年度の
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る。このあたりについても明確な理由

を明示すべきと思われる。 

実績値（26年度は推計値）を用

いておりますが、平成 37年度

までの長期推計を行うにあた

り、認定者数の推移や、過去３

年間のみでなく、さらに長期的

な実績の増減も考慮する中で推

計した結果を見込みとしており

ます。 

28 

 

 

・(4) 居宅介護支援について 

 P11の認定者数の推計をみると以下の 

 表になる。                   （人） 

 平成 27年 平成 29年 増加率 

要支援 1,2 1,807 2,016 111.57% 

要介護 1-5 4,128 4,534 109.84% 

 P84の第６期の見込みは以下の表にな 

 る。                        （人/年） 

 平成 27年 平成 29年 増加率 

居宅介護支

援 
28,140 30,060 106.82% 

介護予防支

援 
12,420 11,328 91.21% 

 上記２表を比較しても増加率があわな

いのはなぜなのか？ 

・サービス見込量及び給付費の推

計には、厚生労働省が計画策定

支援のために全国統一で作成す

るワークシートを活用し算出し

ております。 

 また、居宅介護支援、介護予防

支援は、介護サービス計画の作

成を行うサービスであり、認定

を受けながらサービス未利用の

方もみえるため、認定者数の増

加率とサービス利用者の増加率

が必ずしも一致するものではな

いと考えます。 

なお、介護予防訪問介護・介護

予防通所介護が平成 29年度末

までに新しい総合事業の枠組み

の中で介護予防ケアマネジメン

トを実施することとなりますの

で、それを踏まえた推計となっ

ております。 

29 

 

 

・(5) 介護予防訪問入浴介護の平成 26年

度の回数と人数について 

 介護予防訪問入浴介護の平成２６年度

の回数は６回に対して、人数が１２人

一人あたり０．５という入浴介護があ

るのか説明してほしい 

・不整合について修正します。 

 

12人 → 6人 
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30 

 

 

介護保険事業費の見込みについて 

・(1) 地域支援事業費の総合事業費に 

ついて 

地域支援事業費の総合事業費について

の詳細な内訳の費目が示されていない

ため、具体的に示すべきと思われる。 

具体的には P95の表から  （千円） 

 平成 27年 平成 29年 差 

介護予防

訪問介護 
95,818 59,964 -35,854 

介護予防

通所介護 
162,784 81,096 -81,688 

平成 27年度の予防訪問介護と予防通 

所介護の合計は 258,602千円 

これに上記３(4)で使用した P11の認定

者数の推計の増加率 1.1をかけると

284,462千円 

これから平成 29年度の予防訪問介護と

予防通所介護の合計を引くと 

143,402千円 

しかし、総合事業費は平成 29年度には

318,546千円 

この差、175,144千円 

今後、予防訪問介護と予防通所介護が総

合事業に移るとして上記計算をおこなっ

てみたが、１億７千万円ほど何に使われ

るかわからない状況である。このあたり

についてご説明願いたい。 

・事業費の見込みにあたっては、

介護予防訪問介護と介護予防通

所介護の移行分のみでなく、新

たに認定を受けずにサービスを

受給される方が増加すること

や、介護予防支援が介護予防ケ

アマネジメントへ移行されるこ

と、さらに、総合事業として多

様な介護予防サービスが新たに

展開されることを想定しており

ます。 

 

31 

 

 

・(2) 居宅介護支援における給付費につ

いて 

 今後の認定者数と居宅介護支援におけ

る給付費の増加率があわない。本計画

によれば、「地域包括ケアシステム」を

推進し、よりよくしていくように書か

・サービス見込量及び給付費の推

計には、厚生労働省が計画策定

支援のために全国統一で作成す

るワークシートを活用し算出し

ております。 

 また、居宅介護支援は、介護サ
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れていたと思われるが、給付費を計算

すると実際には一人当たりの給付額が

減少されているのではないのだろう

か？ 

 P-11の認定者数の推計をみると以下の

表になる。 

（人） 

 平成 27年 平成 29年 増加率 

要支援 1,2 1,807 2,016 111.57% 

要介護 1-5 4,128 4,534 109.84% 

 P94の表から       （千円） 

 平成 27年 平成 29年 増加率 

居宅介護

支援 
394,655 419,832 106.37% 

 要介護１-５ 109.84%の認定者数の増

加に対し、居宅介護支援における給付

費については、106.37%の増加である。 

 詳細に介護度別の増加率を計算して

も、要介護度３以外は給付費の増加率

を上回っておりどのような計算でこの

給付費が計算されたのか説明をお願い

したい。 

ービス計画の作成を行うサービ

スであり、認定を受けながらサ

ービス未利用の方もみえるた

め、認定者数の増加率とサービ

ス未利用者の増加率が必ずしも

一致するものではないと考えま

す。 

 

32 

 

 

・(3) 「介護予防支援」の給付額につい 

 て 

「介護予防支援」で平成 27年度は、

53,970千円、平成 28年度は、59,773千

円に対して平成 29年度のみ、49,245千

円と極端に減少する理由について明確に

していただきたい。 

・介護予防訪問介護・介護予防通

所介護が平成 29年度末までに

新しい総合事業の枠組みの中で

介護予防ケアマネジメントを実

施することとなりますので、介

護予防支援については、推計値

が減少しております。 

  

６ 担当部署 

  健康福祉部 高齢者福祉課 地域支援係 

  (電話)0561-88-2626     (FAX)0561-88-2633 


