
連番 章 意見 回答

1

参考資料

専門用語について用語集がほしい。 作成し、参考資料として掲載いたします。

3

第３章　前期計画の現
状及び課題

８　重点的に取り組む施策 （１）地域包括ケアの推進 地域ケア会議の開催数しか明記されていない。

①いつ、どの包括でどのくらいの人数（どのような職
種）で会議が開催されたか
②導き出された地域課題は何か

明記すべきではないか。

「地域包括ケアシステム」の確立に向けて、各地域包括
支援センターにおいて、年１回以上開催することを仕様
書に盛り込み、個別ケース（困難事例等）に関連した
様々な関係者が支援の在り方や地域課題の把握に努めて
おります。個別ケースの課題分析等を積み重ねることが
重要であり、今後も開催を重ねて地域課題が導き出され
ればと考えております。

4

○「学びキャンパスせと」・「大学コンソーシアムせ
と」による講座の充実
⇒事業評価内記載の「参加者アンケート結果を踏まえ時
代やニーズに沿った講座の計画」について、

①  具体的にどのようなニーズがあったか示してほしい
②それを踏まえて計画することを施策に記載すべきでは
ないか。

現在は、健康・文化・歴史に関する講座のニーズが高い
ため、その充実に努めています。また、ニーズに対応す
ることも必要ですが、多くの方が参加していただけるよ
う、講座の多彩さも必要だと考えております。

5

○地区公民館・地域交流センターによる生涯学習事業の
充実
⇒受講者が減少しているにもかかわらず、具体的な施策
が見えてこない

結果として、受講者は減少しておりますが、公民館・地
域交流センターは各年代のニーズの多様化に対応すべ
く、講座内容の見直しを毎年行い、地域の広報や回覧等
で講座開催の周知を行っております。

6

○生涯スポーツ教室の充実
⇒事業評価内に「運営者の育成や確保が急務」となって
いるが今回の計画内に記載しなくてもよいのか。

本事業は瀬戸市が補助金の支給を行うことで支援をして
おり、直接事業に関わっているものではないことから、
運営者の育成や確保についてもこれまでと同様補助金の
支給を行うことで支援を継続していきます。

7

○老人福祉センターによる市民向け講座の充実
⇒事業評価内に「老人福祉センターのハード・ソフト面
の見直しが必要」とあるが計画内に記載しなくてもよい
のか。

講座の内容やプログラムの見直しが必要であると認識し
ており、ソフト面での充実が図られることを検討してま
いります。

8

②　高齢者の就労の促進・支援 ○シルバー人材センター事業の支援
⇒事業評価内（P21）に「事業の透明化および事業内容の
確率面が課題」としているが、具体的な解決方法（いつ
までに、どうすべきか）を記載すべきではないか。

具体的な解決方法については、シルバー人材センターに
おいて検討されるべきものであるため、シルバー人材セ
ンターが検討した解決方法については、補助金の助成団
体として適宜確認し、支援してまいります。

第５章　基本目標を達
成するための施策

（１）社会参加の促進と高齢者の
生きがいの創出
①　多様な生きがい活動への支援

第3回策定委員会　意見回答

１　住み慣れた環境で活躍
できる社会の実現

項目

資料Ｄ

1/6



連番 章 意見 回答

第3回策定委員会　意見回答

項目

9

○老人クラブ活動の支援
⇒事業評価内に「新規加入対策が課題」とあり、６期計
画内では課題解決につながらなかったと記載されている
のにも関わらず、７期計画の内容が６期計画と同様の文
言なのはなぜか。
より具体的な施策を記載すべきではないか。

課題解決に向けた取り組みについては、各老人クラブに
おいて、様々な施策が講じられていくものであるため、
老人クラブが検討した施策については、補助金の交付団
体として、その取り組みを支援してまいります。

10

○ボランティア活動等の支援
⇒①事業評価内に「構成員の世代交代が進まない」とあ
り、６期計画内では課題解決につながらなかったと記載
されているのにも関わらず、７期計画の内容が６期計画
と同様の文言なのはなぜか。
②  事業評価内の「ボランティアセンターの登録人数が
減少している」という課題に対し、具体的な解決方法
（いつまでに、どうすべきか）を記載すべきではない
か。

ご指摘を受け、「高齢者が持っている能力を社会貢献活
動等に生かして、新たな担い手となっていただくよう、
市民活動センターでは相談・交流・学習事業を展開し支
援していきます。」と表現を改めます。

11

○介護ボランティアの養成
⇒①前計画にあった本項目が削除された理由は何か。
　②  インセンティブを与える方法検討はしないのか。

介護ボランティアだけではなく、地域で取り組まれてい
る様々なボランティア活動に対する支援策を全庁的に検
討することとしたため、削除したものです。

12

○ミニデイ事業
⇒宅老所事業との違いは何か。

名称変更のため、事業内容の違いはありません。

13

○配食サービス
⇒負担金額増加対策の具体案と期限を記載すべきではな
いか。

事業の趣旨に沿ったサービスが維持されるよう、適切な
利用者負担額を検討し、新たな事業所の参入や身体の状
況に合わせたメニューが選択できるよう、事業の拡大に
努めております。

14

○緊急通報装置設置事業・緊急通報受信センター事業
⇒アナログ回線のみという課題の解決策を示すべきでは
ないか。

通信回線は、ここ数年で大きく進展しており、回線種類
も増加しております。利用者も多様な回線を選択するこ
とができるようになったため、利用状況に応じた施策を
検討してまいります。

15

地域懇談会 「買い物」「交通（バス）」等への要望が多いが、具体
的な解決方法（いつまでに、どうすべきか）を記載すべ
きではないか。

「買い物」「交通」等に関する地域課題は、高齢者だけ
の課題ではないため、支援策の在り方については全庁的
に取り組む必要があると捉えております。

16

○高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業
⇒生活援助員の派遣方法の検討について、期間設定をし
なくてもよいか。

期間にとらわれることなく、課題解決に向けた取り組み
を常に検討してまいります。

17

○暮らしのあんしん訪問事業
⇒対象世帯の基準方法を、いつまでに見直すか記載すべ
きではないか。

本計画に明示はしませんが、調査対象基準及び募集方法
等について、次回調査実施までに変更を予定しておりま
す。

第５章　基本目標を達
成するための施策

②　安心・安全な住環境の整備

（２）要援護者の自立支援
①　住み慣れた在宅生活への支援

１　住み慣れた環境で活躍
できる社会の実現

③　社会参加活動（地域活動ボラ
ンティア等）への支援

2/6



連番 章 意見 回答

第3回策定委員会　意見回答

項目

18

○福祉避難場所の確保
⇒避難場所の増加を、いつまでに、どうすべきか具体的
に記載すべきではないか。

避難場所の確保については、事業者の理解に努めなが
ら、少しでも多くの避難場所を確保してまいりたいと考
えております。

19

２　積極的に健康づくりに
取り組む社会の実現

（１）健康づくりの推進 ○地域・各種団体との連携
⇒いつまでに「メタボリックシンドローム関連事業の見
直し」図るか記載すべきではないか。

毎年教室を企画する際、参加者がさらに増えるように、
市民の皆さんがメタボリックシンドロームや生活習慣病
に関心を持ってもらえるように、小さな変更のみの場合
もありますが毎年内容の見直しを行っております。ま
た、よりよい教室にするため、参加者からアンケートを
とり、ご意見やご提案を次回の教室に生かせるようにし
ております。

20

（１）介護予防・生活支援の推進
①　介護予防・日常生活支援総合
事業（総合事業）の推進

①瀬戸市における介護予防・日常生活支援総合事業にお
ける「多様なサービス」とは、ここで挙げられた５つの
サービスを指すのか。
②  具体的な施策が見えない
⇒多様なサービスに対する内容・対象者とサービスの提
供の考え方・実施方法・基準・サービス提供者を具体的
に記載すべきではないか。
③  介護予防ケアマネジメントに対する瀬戸市のケース
に応じた施策の記載がない。

現時点における介護予防・日常生活支援総合事業につい
て、一般介護予防事業を除く事業として実施しているの
はここで挙げられた５つのサービスです。
サービス内容等については、要綱で定めているととも
に、対象者に応じた介護予防ケアマネジメントの取組を
支援してまいります。

21

②　一般介護予防事業の推進 ①「介護予防把握事業」「一般介護予防事業」は実施し
ないのか。
②  地域はつらつ講座が「地域介護予防活動支援事業」
とあるが、この講座においてどのように住民主体の介護
予防活動の育成・支援につながるのか。

一般介護予防事業は、第1号被保険者の全ての者及びその
支援のための活動に関わる者を対象者とし、介護予防把
握事業、介護予防普及啓発事業、地域介護予防活動支援
事業、一般介護予防事業評価事業、地域リハビリテー
ション活動支援事業の5つで構成されております。現在は
介護予防普及啓発事業、地域介護予防活動支援事業、地
域リハビリテーション活動支援事業を実施しており、
「地域はつらつ講座」では、地域包括センターの職員を
派遣し、地域における介護予防教室の取組を育成・支援
しております。また、介護予防把握事業については関係
機関を交え検討してまいります。

22

○ふれあいネットワーク
⇒登録者数が減少していることに対し、その対策や期限
について記載すべきではないか。

地域包括支援センターと連携した訪問を実施することで
登録者の増加につなげていくとともに、「ふれあいネッ
トワーク」「見守りネットワーク」「配食サービス」
等、様々な事業を通じて、個々の実情に応じた支えあい
体制の構築に努めていくことが重要であると考えており
ます。

23

○見守りネットワーク
⇒民間業者との連携など新しい支援体制の構築につい
て、期限を記載すべきではないか。

平成３０年１月１日現在において、６１事業者と協定を
締結し、支援体制の構築を図っております。今後も事業
者の理解が得られるよう支援体制の強化を図ります。

第５章　基本目標を達
成するための施策

②　安心・安全な住環境の整備

①　ネットワーク体制の構築と強
化

１　住み慣れた環境で活躍
できる社会の実現

３　身近な地域における生
活の継続支援

４　尊厳を持って豊かに暮
らせるよう地域で支えあえ
る社会の実現
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連番 章 意見 回答

第3回策定委員会　意見回答

項目

24

○地域ケア会議の設置
⇒①地域ケア会議の目的が、地域課題の抽出であること
から考えると「ネットワーク体制の構築」の項目は違う
のではないか。
②  地域ケア会議の進め方や、日常生活圏域レベル
→市レベルなど情報の共有方法等について具体的な施策
として記載すべきではないか。

地域ケア会議の設置については、個別ケースの支援内容
の検討を通じて、①介護支援専門員による自立支援に資
するケアマネジメントの支援、②地域包括支援ネット
ワークの構築、③地域課題の把握を図ることを目的とし
ております。
また、地域ケア会議の進め方については、関係機関と協
議を図ったうえで、具体的な施策につなげてまいりま
す。

26

①　介護保険サービス基盤の計画
的整備

「地域密着型サービス事業計画」をいつまでに策定しい
つまでに選定するのかを施策に盛り込むべきではない
か。

「地域密着型サービス事業整備計画」は、第７期プラン
で定めた整備量について、サービス種類別・圏域別・年
度別の整備予定について記載するものです。したがっ
て、本計画には盛り込みませんが、地域密着型サービス
事業整備計画はプラン策定後平成３０年度の早い時期に
策定し、事業者の選定時期については、整備計画の中に
記載いたします。

27

○介護相談員派遣事業
⇒事業評価内で「具体的な活動方法について工夫が必
要」とあるが、いつまでに活動方法を検討するのか記載
すべきではないか。

介護相談員の具体的な活動方法については、介護事業所
との協議を重ねて、適宜検討してまいります。

28

○事業者の指導・監督
①いつまでに「指導監査の体制や手順」を明確にするの
か記載すべきではないか。
②いつまでに実地指導の結果をどのようにフィードバッ
クする仕組みを構築するか記載すべきではないか。

①、②とも細かい内容のため、事業計画の記載にはなじ
まないと判断しておりますが、
①実地指導の方針や手順については、毎年集団指導時に
説明しているところです。平成３０年度は県から市へ権
限移譲される居宅介護支援事業所に対しても集団指導時
に説明いたします。②実地指導の結果で重要と思われる
ところや共通事項については、毎年、集団指導時に全事
業所に対しフィードバックしております。平成３０年度
は県から市へ権限移譲される居宅介護支援事業所に対し
ても集団指導時に説明いたします。

第５章　基本目標を達
成するための施策

①　医療と介護の連携強化

７　介護保険事業の円滑な
実施に向けた社会の実現

② 　介護給付の質的向上への取組

６　安心できる医療と介護
の連携

医療と介護の連携構築については、在宅医療介護連携推
進連携事業を柱として、医療から介護に繋げていくこと
としております。

①　ネットワーク体制の構築と強
化

４　尊厳を持って豊かに暮
らせるよう地域で支えあえ
る社会の実現

25

具体的に、いつまでにどのような施策で医療と介護の連
携が強化されるのか施策で示してほしい。また、どれだ
け連携が図れたのかを評価システムの構築も施策に記載
してほしい。もーやっこネットワーク登録者数ではわか
らない。
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連番 章 意見 回答

第3回策定委員会　意見回答

項目

29

○居宅介護支援事業所への研修事業
①具体的に、いつまでに研修事業を完了させるのかを施
策を盛り込むべきではないか。
②   研修を実施するに当たり、資質の向上を目指すので
あれば現時点でのレベル把握も必要となるため、包括の
居宅介護支援事業所や特定をとっている居宅支援事業所
などで現状把握のためのテストを実施するなど具体的な
施策を盛り込むべきではないか。

①資格取得ができるような研修ではないため、完了等も
なく、施策反映もできませんが、研修事業は平成２７年
度から公益財団法人愛知県市町村振興協会の補助を受け
実施しております。研修内容は、ケアプラン点検を実施
する中で感じたケアマネジメントにおける弱みを克服で
きるようなカリキュラムを心掛けております。
②瀬戸市内には本日現在、３０の居宅介護支援事業所が
あり、介護支援専門員は１００人を超えますが、すべて
の事業所に対し、ケアプラン点検を実施し、プランの選
定にあたってはなるべく多くの介護支援専門員と面談で
きるよう心掛けております。その過程において、個々の
介護支援員の特性や現状、事業所の状況の把握に努めて
おりますのでテストを実施する必要はないと考えており
ます。
また、ケアプラン点検で見つかった問題のあるケアプラ
ンや制度の理解が不十分である場合については適宜指導
しております。その中でも皆さんに共通して弱いと思わ
れる事柄や、最近のトレンドやトピックスなどを選んで
研修内容としております。

30

○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
⇒①連携強化として施策に挙げるのであれば、有志団体
の「瀬戸介護事業連絡協議会」との連携ではなく、市が
各事業所との連絡網を強化する仕組みの構築を施策とし
て盛り込むべきではないか。
②情報交換でサービスの質の向上に結び付くのか。

瀬戸介護事業連絡協議会との連携を通じて、多くの事業
所におけるサービスの質の向上が図られるものと期待し
ております。また、情報交換のみならず、研修事業や新
たな担い手の発掘に向けた事業を展開することで、サー
ビスの質の向上を図ります。

31

○地域包括支援センターの事業評価報告書を市のＨＰで
公開すべきではないか。

公開することを当計画に記載することは検討しておりま
せん。

第５章　基本目標を達
成するための施策

７　介護保険事業の円滑な
実施に向けた社会の実現

② 　介護給付の質的向上への取組
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第3回策定委員会　意見回答

項目

32

○以下の３点について、いつ・だれが行うのかを具体的
に記載すべきではないか
①地域包括ケアシステムの評価システム構築
②地域包括支援センターの機能強化
③地域包括支援センターの評価システムの構築

地域包括ケアシステムを深化・推進していくことが必要
であり、本市では、防犯や防災、教育、子育て支援及び
高齢者支援など、地域が抱える問題・課題を住民が関心
を持ち、参加し、解決していく総合的な力を「地域力」
とし、平成２０年度から各連区（地区）に地域力推進組
織を発足し、地域力向上のための取組を行っておりま
す。
また、平成２４年度に瀬戸旭医師会、瀬戸市、尾張旭市
を中心とした「瀬戸旭在宅医療介護連携推進協議会」を
発足し、平成２５年度には在宅医療介護の連携促進ツー
ルとして「瀬戸旭もーやっこネットワーク」の運用を開
始し、支援機関の連携強化に努めております。
今後は、社会変動に揺るがない安定した市民生活を持続
させるため、地域住民と地域の医療・保険・福祉等様々
な担い手が広くつながり、高齢者を支え、高齢者自身も
豊富な知識と経験を生かし、自らの役割を持ち地域を支
える担い手となる瀬戸市版地域包括ケアシステム「瀬戸
市もーやっこシルバーケアシステム」を構築するため取
り組みを推進いたします。
地域包括支援センターの機能強化及び評価システムの構
築については、当該センター業務に関する自己評価及び
市による調査、指導を行うとともに、地域包括支援セン
ター運営協議会の意見を徴しながら、地域包括支援セン
ターの運営に対して適切な評価を行っております。

33

新オレンジプランに対しての施策はないのか。 認知症初期集中支援チーム及び認知症地域支援推進員の
設置が当プランに対する施策に該当します。

34

平成３０年度改正の対応について 平成３０年度改正の対応につきましては、瀬戸市もー
やっこシルバーケアシステムを構築・充実していくこと
により、本市の高齢者の自立支援と要介護状態の重度化
防止、地域共生社会の実現を図ることとしております。
また、地域包括支援センター事業に関する評価につきま
しては、学識経験者、福祉関連団体の代表、市民代表か
ら成る「地域包括支援センター運営協議会」を、各年度
３回実施し、地域包括支援センターの業務実績の評価、
課題の抽出、課題への取り組みについて協議しておりま
す。認知症施策につきましては、来年度より初期集中支
援チームの設置、ケアパスの作成・啓発事業等を実施し
ていきます。なお、有料老人ホームの監督権限は県にあ
りますので、それを有するところで施策の強化が図られ
ると考えております。

第６章　重点的に取り
組む施策
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