
 

 

 

 

 

 

第６期 横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 

（よこはま地域包括ケア計画） 

（計画期間：平成 27 年度～29 年度） 

素案に関するパブリックコメント結果について 

 

 

 

 

 

 

平成 27 年２月 

横浜市 



 

 

 

「第６期 横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」 

素案に対する市民意見の状況について 

 

１ パブリックコメント実施結果 

  平成26年10月29日に計画素案を発表し、区民説明会等を開催して意見等を聴取 

  はがき、電子メール、ファクシミリ、その他により意見等を募集 

  意見募集期間：平成26年11月17日～平成26年12月22日 

（１）計画素案の説明会等の開催 

  ① 区民説明会 

    開催時期：平成26年11月21日から12月15日にかけて市内18区において開催 

    参加者数：1,056人（18区合計）   

アンケート件数：596件（回収率 56.4％） 

 

区民説明会の開催日程 

月 日 曜日 開催区 会 場 参加人数 

11 21 金 旭区 旭公会堂ホール 457人 

 
26 水 港北区 港北公会堂２階１号会議室 34人 

28 金 中区 中区役所７階会議室 23人 

12 1 月 青葉区 青葉区役所４階401～403 45人 

 

3 水 磯子区 磯子区役所７階701・702会議室 30人 

3 水 西区 西区役所３階ＡＢ会議室 19人 

3 水 瀬谷区 瀬谷区役所５階大会議室Ａ・Ｂ    37人 

4 木 港南区 港南区役所別棟201・202号会議室 39人 

4 木 泉区 泉区役所４ABC会議室 36人 

5 金 鶴見区 鶴見区役所６階８号会議室    41人 

8 月 戸塚区 戸塚区役所８階大会議室AB 38人 

10 水 保土ケ谷区 保土ケ谷公会堂１号会議室 26人 

10 水 都筑区 都筑区役所６階大会議室 36人 

10 水 南区 南区役所401,402会議室 21人 

11 木 金沢区 金沢区役所３階２，３号会議室 27人 

11 木 神奈川区 神奈川区役所会議室 65人 

15 月 栄区 栄区役所８，９号会議室 40人 

15 月 緑区 中山地区センターAB会議室 42人 

計 18区  1,056人 



 

 

② 団体等説明 

地域ケアプラザ所長会、横浜市民生委員・児童委員協議会、老人保健施設経営

者会、介護支援専門員協会、横浜市町内会連合会、横浜市医師会、小規模多機能

型居宅介護事業所連絡会、横浜高齢者グループホーム連絡会、横浜市薬剤師会、

老人クラブ区老連会長会、老人福祉センター所長会、訪問看護連絡会、横浜市福

祉事業経営者会、市社協高齢福祉部会、横浜市歯科医師会、よこはま地域ネット

24役員会等に説明 

 

（２）窓口での計画素案の配布 

  ① 市民情報センター（市庁舎１階） 

  ② 各区役所窓口（高齢・障害支援課、福祉保健課、広報相談係） 

 ③ 各地域包括支援センター(ケアプラザ)、各老人福祉センター、各地区センター 
 

（３）インターネットへの掲載 

   横浜市ホームページに計画素案を掲載 

パブリックコメントとして意見募集の実施 

    

（４）広報紙への掲載 

   広報よこはま11月号にパブリックコメントについての記事を掲載 

 

２ 意見 

（１）意見総数 592件 

内訳 件数 構成比 備考 

区民説明会 323件 54.6% アンケート596件（うち意見記載272件） 

団体等説明 85件 14.3% 26団体 

意見募集はがき 75件 12.7% 47通 

電子メール 62件 10.5% 15通 

持参 28件 4.7% １通        

郵送 10件 1.7% １通 

ファクシミリ 9件 1.5% ３通 

計 592件 100.0%  

 

 
 

 

 

 



 

（２）計画素案に対する意見の分類 

                                          （構成比） 

計画全般についての意見   54 件 9.1% 

第１章 横浜市の高齢者の状況 3 件 0.5% 

第２章 第６期計画の課題と基本目標 6 件 1.0% 

第３章 主な取組 353 件 59.6% 

 

１ 健康でいきいきと活躍するために 66 件 11.1% 

２ 地域で安心して暮らし続けるために 157 件 26.5% 

 

(1) 在宅医療・介護の連携強化とサービスの充実 73 件 12.3% 

(2) 認知症施策の推進 18 件 3.0% 

(3) 生活支援サービスの充実 66 件 11.1% 

３ 安定した生活の場を確保するために 56 件 9.5% 

４ 地域包括ケア実現のために 74 件 12.5% 

第４章 介護サービス量等の見込み 45 件 7.6% 

その他介護保険制度に関する意見 16 件 2.7% 

その他高齢者施策に関する意見 17 件 2.9% 

区民説明会についての意見 90 件 15.2% 

その他の意見 8 件 1.4% 

      

        592 件 100.0% 

 

 



１　計画全般

意見 回答

制度の内容が複雑で、当事者が理解するのが難しすぎると思います。
もっと詳しく、分かりやすく市民への周知と説明を求めます。

幅広い周知や分かりやすい説明が
行えるよう、計画や高齢者施策の
広報等を行っていきます。

財源や、予算がわかりません。 ３月末に策定の本計画書には、財
源や予算の参考となる介護保険給
付費などを記載します。

地域で多くの人に理解して気づいてもらい、自分たちで取り組むことが大切。自
助、共助が大切だが、どうするか。工夫がないといけない、きめ細かくやってい
かないといけない。

いただいた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。

この計画は自助、共助も大事だけれど、公助も充実させるということでよいか。 自助・共助・公助が補い合いうこ
とで、地域包括ケアシステムの構
築を進めてまいります。

本計画素案は良くできていると思うが、絵に描いたモチにならない様願う。 計画に対するご期待と捉え、計画
の推進に向けて、着実に事業を実
施してまいります。

横浜市における計画の全体像とめざすべき方向を可視化する工夫が必要です。
【理由】
「横浜市地域福祉保健計画」（横浜笑顔プラン）、「横浜市障害福祉計画」（障
害者プラン）、「横浜市地域福祉活動計画」（社協）などと、本「横浜市高齢者
保健福祉計画」（介護保険事業計画）との関係が、全体像としてわかりにくい。
行政計画と民間の自主的計画、高齢者と障害者など施策別などの役割分担がある
と思いますが、横浜市として、総合的な地域生活支援すなわち支え合いの地域づ
くりをトータルに進めていくことが目指すべき目標なのだと思います。本計画で
は地域包括ケアシステムということになるでしょうか。
　　行政の中からは、全体像や各計画相互の関係や構造が見えているのだと思い
ますが、市民からはたいへん見えにくく、 終的に何を目指しているのかがわか
りにくい現状があります。また横断的な課題（横串）もたくさんあり、本計画の
資料としてでも良いと思いますが、仕組みや目指すべき方向がトータルに見える
工夫が必要と考えます。

本計画については、地域福祉保健
計画などの他の計画との調和に配
慮して策定し、連携しながら推進
していきます。
いただいた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。

１ページ下段の地域包括ケアシステムの欄をまもって下さい。 計画の推進に向けて、着実に事業
を実施してまいります。

この計画は健常者の考えが中心となっているような気がする。例えば、階段に手
すりを付けるとき、左右どちらかに手すりを付ければバリアフリー化に貢献して
いるという方が多い。介護を必要とする方は左側からの介護の人と右側からの介
護の人が居て、必要な側ではない場合は手すりがないのと同じになるということ
を健常者の方は殆ど気づいていないように思える。つまり、介護が必要な人が自
分ならばこうするという具体案を盛り込んだ計画書にして欲しい。折角、横浜型
地域包括システムと言っているのですから…

いただいた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。

1～2ページ　この計画がめざすこと
この計画がめざすのは、介護保険法の改正により予防給付の訪問介護・通所介護
が、段階的に地域の実情や人材・施設・費用負担などにより、地域自給に移行し
ていくことであると思うが、そのことがこのページにはポイントとして示されて
いないのでなぜ改定か？何のための計画か？が解りにくい。

いただいた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。

必要のないムダな介護保険料が沢山ある事にもっと目を向けてください
『住み慣れた地域で自分らしく』は、あくまでも理想であり現実は要支援の方も
有料に入所していきます。
健康でいきいきと活躍するために、いったい何をすればいいのか？介護保険のム
ダづかいを削減していくべき。
あまり沢山の課題を作らず、１つか２つの達成できる目標を立てたらどうでしょ
うか？６期計画は、少し課題が多すぎるよう思われます。介護の現場で日々働く
身として施設入所が安心の場所として選んで入所していく利用者様達を引き止め
るすべはありません。

いただいた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。

１．２ページに10年後の生活の予想を「この計画がめざすこと（2025年の姿）」
として描いて分かり易いです。さらに「こんな地域での生活に向かって、一緒に
形造って行こう」との提案型地区・地域モデルとして、もう一歩現実的な姿も追
加して欲しい。さらに価値観を変えて、次世代に提案するイメージも加えたらど
うか。
（提案例）
ｏ生活支援サービスは、家族や近所での助け合いの一環で行ったらどうか。
ｏ身近なところの相談窓口は、行政窓口・自治会館・サロン等歩ける身近な所に
スペースを描く。（歩いて利用できるか所）
ｏ自宅生活が主となるので、気休めや非常時に宿泊サービスを利用できる。
ｏ訪問診療はケアプランに沿った特殊な場合であり、健常者ははかかりつけ医を
持つことではないか。（追加）
ｏ健康づくりは体操一色としているが、仲間づくり等の活動もある。
ｏ施設サービスは車椅子の外出であるが、お祭りに参加でどうか。ドアは開放し
たらどうか。
ｏ地域の人で見守りの勉強会を追加する。

いただいた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。
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１　計画全般

意見 回答

Ｐ２、人生の 後とありますが、 期では？ 「 期」と表現すると末期の印象
が強いため、終末期という意味も
含め「人生の 後」と記載してい
ます。

本計画は①市の連合会長会、②区の連合会長会でも説明を受けており、今回の説
明会（緑区12月15日）にどれ程の市民が参加するのか。どう言うコミュニケー
ションがされるか参加してみた。
参加者が期待した数を裏切り、これが現地での課題であることを知った。従っ
て、この素晴らしい内容を市民に知らせ、そのためには「自助・共助・公助」の
重要性に「気づき」いただくことが 大の課題である。
計画はどう作成するかが、重要であるが、どう成果に結びつけるかが、重要では
ないでしょうか。よろしく

素案説明会へのご参加ありがとう
ございました。
いただいた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。

計画については、３ヶ年であっても１年度毎の評価をすべきであると思う。多
分、この内容について、関心のある人は果たして何人いるのか。介護保険改定に
なって上がって大変だというのみかなとも思う。

計画の振り返りについては、毎年
度行い、介護保険運営協議会で報
告をしています。報告内容につい
ては、市ホームページに掲載して
いますのでご覧ください。

素案はこれで良いと思いますが、もっと次の点をPRすべきではないか。
(1)福祉関係の相談支援窓口（一本化）(2)健康づくり日本一（現状と目標）(3)介
護保険料の目標

幅広い周知や分かりやすい説明が
行えるよう、計画や高齢者施策の
広報等を行っていきます。

内容が専門的すぎることもあり、今日の参加者の中には何を説明しているのか、
わからない方もいるのではないでしょうか？改正後サービスの内容などまだ固
まっていないことではありますが、広報の必要性があると思います。

幅広い周知や分かりやすい説明が
行えるよう、計画や高齢者施策の
広報等を行っていきます。

市の計画は各区に詳細設計できる様に、区民を巻き込んだ内容づくりとなる様
に、広報紙等で深く呼びかけてほしい。

高齢者実態調査やパブリックコメ
ントの実施などにより、市民の皆
様のニーズやご意見に沿った計画
となるよう配慮しています。幅広
い周知や分かりやすい説明が行え
るよう、計画や高齢者施策の広報
等を行っていきます。

地域包括ケア計画について、先に町内会、自治会の底辺構成を見直すことを提案
した。すでに12月になったが、第６期素案について、地区センターでも、自治会
でも、反響が聞こえてこない。タウンニュースなどでも、報道しない。パブリッ
ク・オピニオン（コメント）を集めるためには素案について、区役所なり、地区
センターで説明会討論集会なども計画しないと、素案は理解されないのではない
か。自治会に民生委員もいるが、広いブロックに１人だけで、児童関連委員と兼
担である。
問題は、区役所の担当者が、区在住の人間ではなく、東京とか、横浜の他区の人
間で、民間委託の地区センターも責任者が地区の人間でない。Heimat（故郷）へ
の愛着のない人間が、地域包括ケアに気をとめることはない。地方自治体で働く
人の根源が漂着している。地方公務員は、まず、地域を歩いて、自分の眼で見
て、地元の人と話しをしてほしい。

いただいた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。

資料はくわしく記述されているが現状、現場に行きもっとそこで働いている人達
の声を聞き、反映して欲しい。

現場で働いている方の声など、高
齢者実態調査の中で伺っています
が、調査の方法の参考とさせてい
ただきます。

市の住民方針が単身老令者が市営住宅　ひかりが丘団地　に続々入居しており地
域で対応しろといっても無理があります。老々の介護にはとても無理です。
現場を確保して実行（効）ある、計画になってほしいです。現場では困っている
実情を御存知でしょうか。

高齢化率が著しく高いなどによ
り、支援が必要な方が多く居住
し、担い手不足のため共助の取組
が困難になってきている市営住宅
等の公的賃貸住宅について、効果
的な支援策を検討・実施していき
ます。

市民からの期待大です。よろしくお願いいたします。 計画に対するご期待と捉え、計画
の推進に向けて、着実に事業を実
施してまいります。

形でなく、過去の反省を踏えた実現可能な実行計画になることを期待しておりま
す。

第５期計画の振り返りについて
は、計画原案に記載しました。計
画の推進に向けて、着実に事業を
実施してまいります。

素案は立派です。実現に向かって動いて下さい（必ず！！）
パブリックコメントに書きます。

計画に対するご期待と捉え、計画
の推進に向けて、着実に事業を実
施してまいります。

計画はすばらしいと思う。作文に終らない様、実施に向けて「がんばって」ほし
い。

計画に対するご期待と捉え、計画
の推進に向けて、着実に事業を実
施してまいります。

本当に、住み慣れた地域（自宅）で 後まで暮らしたいと切に願ってます。個人
のやるべきことは、するつもりですが、ぜひ、この素案が、実現できればと。早
く、具体化されることを願っています。

計画に対するご期待と捉え、計画
の推進に向けて、着実に事業を実
施してまいります。
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１　計画全般

意見 回答

より良い案を 計画の推進に向けて、着実に事業
を実施してまいります。

机上の計画でない介護計画をして下さい。 計画の推進に向けて、着実に事業
を実施してまいります。

過去２年間　戸塚区での素晴しい成果について挙げてほしい。 いただいた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。

素案＝羅列にならない様に。計画を実行に移す。 計画の推進に向けて、着実に事業
を実施してまいります。

この計画は国の制度改正に従い作られたもので財政の見地からは無理しているよ
うに思えます。また介護保険料について引き上げるための施策としか思えないも
のもあります。そこにはお役所的発想でない「イノベーション」「創意工夫」を
やる大々的な仕掛けがないです。

いただいた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。

恒常的な諸問題の極みが、高齢者・介護保険に関わっており　一朝一石で、これ
でgoodとはならないのが現在で、本当に大変だと感じる…日本は大変だ。

計画の推進に向けて、着実に事業
を実施してまいります。

横浜市の素案は、わかったような気がしますが、区ごとにちがっている点につい
てはすこし不満です。

いただいた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。

住み慣れた地域で 後まで・・、と言いますが、私の地域で、末期がんの一人暮
らし高齢者の方が、高齢者マンションで一人で息を引き取りました。1DKで寝たき
り、24時間点滴を受け、寝たきりでおむつ、発見された時は、なくなっておりま
した。もちろん、２４時間訪問介護を利用していたため、２４時間以内の発見で
はありますが、これが今の日本の介護保険利用による人生の 後かと切なくなり
ました。子どもがいても頼ろうとしない親、親の面倒をみない・みられない子ど
も。これは、特別な事例ではありません。「地域包括ケアシステム」の目指すも
の「住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、医療、介
護、予防、住まい、生活支援が一体的に提供される体制」は、本当の幸せなのか
疑問です。家族がいて、病を抱えながらも、何とか排泄や自力歩行ができる状態
の話ではないでしょうか。一人暮らしの方が寝たきりになったら・・・、違うの
ではないかと思います。国・行政、事業を立てる方々一人ひとりが、もし自分
が・・・と、自分のこととして考えてほしいです。

いただいた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。

生きがい、いきいきした、など抽象的でわかりにくい
「自分らしい」とはどういうところまでを言うのかわからない

計画の表現等、今後の参考にさせ
ていただきます。

「素案」であるから仕方ないが。具体性に乏しい感じです。具体的なところを
もっと政策化しないと「計画」にならないと思います。

素案への記載内容など、今後の参
考とさせていただきます。具体策
については、計画原案に記載しま
した。

１．素案として資料に不明な点が多い。
２．説明の不足

素案への記載内容や説明など、今
後の参考とさせていただきます。

具体性に欠ける。着眼は素晴しいと思うし、反論はしにくい、が、着手が？２年
後～どれ位進むのかイメージがわかない。

原案に内容を具体的に記載しまし
た。計画の推進に向けて、着実に
事業を実施してまいります。

27年度から実施する案にしては、まことにばく然としているなという感想を持ち
ました。

原案に内容を具体的に記載しまし
た。

横浜市の実施計画が抽象的なので、今後の基本計画には、具体的な内容も盛り込
んで下さい。

原案に内容を具体的に記載しまし
た。

素案は全体的にすごく簡単に書いてありますね。よく分からないです。せっかく
説明会をするのであればもう少し具体策をもりこんだほうがよろしいのではない
でしょうか。

原案に内容を具体的に記載しまし
た。
素案への記載内容など、今後の参
考とさせていただきます。

実施にあたって、具体性が乏しい。 原案に内容を具体的に記載しまし
た。

計画の主な取組みは、具体性がない。（言葉だけならどんなことも言える。）
（例）ハマトレの推進とか　お元気コール・○○講座の開催etc

原案に内容を具体的に記載しまし
た。

よこはま地域包括ケア計画についての内容は理解はできましたが具体的な方針が
見えない。

原案に内容を具体的に記載しまし
た。

行政の机上の論議だけでは許されない。具体案がもっと増加しなければならな
い。

原案に内容を具体的に記載しまし
た。

現在詳細未定の部分が多く　次年度からスタートできるのかが不安。
理想的なケア計画とは思うが、実現できるのか？
ぜひ実現させてほしいです。

計画の推進に向けて、着実に事業
を実施してまいります。

素案のあと　どの様に具現化されるのですか？全体計画が不明 具体策については、計画原案に記
載しました。３月末までに全体計
画を策定します。幅広い周知や分
かりやすい説明が行えるよう、計
画や高齢者施策の広報等を行って
いきます。
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１　計画全般

意見 回答

素案のため、わからない部分もありましたが、計画をきちんと知りたいと思いま
す。

幅広い周知や分かりやすい説明が
行えるよう、計画や高齢者施策の
広報等を行っていきます。

実感として感じられない状態です。 計画の推進に向けて、着実に事業
を実施してまいります。

文言が専門的になり、理解しづらい。前期の計画を理解していないとよく判らな
い。

幅広い周知や分かりやすい説明が
行えるよう、計画や高齢者施策の
広報等を行っていきます。

よこはま地域包括ケア計画は、その部分部分は見聞してきたが、一連の計画とし
てはわかりやすく、保健福祉計画、介護保険事業計画の姿を知り得たように思い
ます。帰宅後、もう一度素案を読みたいと思う。ありがとうございました。

素案説明会へのご参加ありがとう
ございました。

コンセプトが明確であり評価できます。
戦力、人力等ないものづくしの中で　地道な施策を積み重ねて頂き、目先だけで
なく将来に活きる活動を期待します。

計画に対するご期待と捉え、計画
の推進に向けて、着実に事業を実
施してまいります。

計画の方向性に異存はないが、民間への移管計画が欠けている。 いただいた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。

第６期素案文章がむずかしい。漢字を減らし、複文を単文へ。中学生でも読める
よう、もえぎ野中学の生徒の意見を聞いてください。○○や写真など

いただいた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。

日常生活のあり方を各区でもっと具体制を話合い普通の言葉で納得・理解出来る
様にお知らせ頂きたい

いただいた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。
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２　第１章　高齢者の状況

意見 回答

要介護認定率
H24　16.8％→H29　19.1％と上げる目標は納得できない。
これで料率も上がるわけだから。
国の方針ともあわない。下げる目標がなければ　介護予防の施策も立たないで
しょう。下げる具体的施策を詳細な計画にはもりこんで下さい。

要介護認定率については、現在の
要介護認定率と将来人口推計から
再推計を行い、本計画の第５章に
記載予定です。
原案に健康づくり・介護予防施策
ついて具体的に記載しました。

介護サービスを利用しながら自宅で暮らしたい　と思っている人の住居の状況把
握はどうなっているのか。

高齢者実態調査（平成25年度実
施）で状況把握を行っています。
高齢者実態調査報告書は、市ホー
ムページで公表しているほか、市
民情報センターで販売をしていま
す。

Ｐ３でみる、認定者数の表をみると、予防認定者は、全体の25%とよみとれる。
又、P13の見込量の29年度の地域支援事業の予算もおおよそ25％と比例していて良
いと思うが、予防の認定者が増えていけば、その比率も比例させていくのか？

素案13ページの地域支援事業に移
行する見込み量は給付費ではなく
人数です。地域支援事業の予算に
は、元気づくりステーション事業
やよこはまシニアボランティアポ
イント事業などの介護予防・日常
生活支援総合事業や地域包括支援
センター運営事業などの包括的支
援事業、介護給付費適正化事業な
どの任意事業なども含まれるた
め、予算額は要支援認定者数の人
数とは比例しません。
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３　第２章　５期の振り返りと６期の目標

意見 回答

素案全体についての意見
第5期で達成された事柄と、第6期で達成すべき目標が良く理解できません。施策
が抽象的で何をどこまで実現するのかをもう少し定量的に示すことが必要かと思
います。

原案に内容を具体的に記載しまし
た。

安心して老後を過せる街作りは重要な課題、素案推進を具体的に。（重点化要） 原案に内容を具体的に記載しまし
た。計画の推進に向けて、着実に
事業を実施してまいります。

横浜型って何をするんだろう。（もっと特徴をPRしないと） 市民の皆様と一緒に地域の特性に
応じた地域包括ケアシステムを構
築することが横浜型と考えます。
幅広い周知や分かりやすい説明が
行えるよう、計画や高齢者施策の
広報等を行っていきます。

第５期計画の実績説明なし。第６期計画との関連説明欲しかった。 原案に第５期の振り返り内容及び
それに基づく第６期計画に向けた
課題を具体的に記載しました。

事業計画は良いのですが、過去のも含めて　検証をお願いします。
人の癖で偉い人は自分の足跡を残そうと計画を常にします。問題はその後、必ず
検証をし、市民に公表する　さすれば、無茶な計画はしないはず。

計画の振り返りについては、毎年
度行い、介護保険運営協議会で報
告をしており、その振り返り等を
踏まえ、策定しております。報告
内容については、市ホームページ
に掲載していますのでご覧くださ
い。なお、原案に第５期の振り返
り内容を具体的に記載しました。

今回の「第６期～　素案」の動向は良くわかった いただいた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。
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 ４　健康づくり・介護予防、社会参加の推進

意見 回答

健康高齢者づくりの強化
高齢者は、弱者、不健康者、要庇護者など厄介者扱いされているが、その大多数
は、身体的には、成人に劣るものの、一国民として十分社会に貢献出来る存在で
あると思う。P7の「健康でいきいきと活躍するために」の項は、もっと充実・強
化すべきものと考える。

原案に健康づくり・介護予防施策
ついて具体的に記載しました。い
ただいた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。

体力・機能・健康維持増進に向け、これを積極的に参加を促し点数にて色々な物
品をプレゼントをするシステムが有るといいと思います。
高齢者の健康診断を充実させて、早めの治療により健康保険の削減へつなげると
同時にアルツハイマー型認知症、他など検査も組み入れる。早期発見・早期治療

平成26年11月から、歩数に応じて
ポイントがたまる「よこはま
ウォーキングポイント事業」や、
健康づくりや介護予防事業等への
参加によりスタンプを集めて応募
する「よこはま健康スタンプラ
リー」を行っています。

なお、横浜市国民健康保険におい
ては、加入している40～74歳の方
を対象にメタボリックシンドロー
ムに着目した特定健康診査を実施
しています。また、認知症の原因
の一つである脳卒中などを予防す
る上でも、特定健康診査を受け、
生活習慣病を早期に発見、治療す
ることが重要です。より多くの方
が健診を受診できるよう、啓発に
努めてまいります。
後期高齢者の健康診査について
は、保険料額決定通知書に受診勧
奨のチラシを同封し、被保険者全
員に受診の案内をしています。

大切なことは①働けるうちは、体のつづく限り働くこと②健康寿命をどこまで伸
ばせるかをチャレンジ③地域の中で子供達に貢献してもらう④医療をうける者の
助け合い⑤ 後に家庭か、施設かどちらかで終末を迎える等、段階的に何をすべ
きかを打ち出してほしいです。

いただいた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。

健康づくりを進めることで重要ファクターの一つに歯の健康が挙げられる。しっ
かり噛むことができるよう、健康な咀嚼嚥下を維持することを位置づけるととも
に、歯が欠落した場合、速やかに入れ歯等の対応ができるよう計画に位置付ける
べき。

健康づくりを進める上で、「歯・
口腔」は重要な分野であると認識
しています。
本市の健康増進計画である第２期
健康横浜21では、ライフステージ
別に歯・口腔分野の取組テーマを
設定しており、稔りの世代（高齢
期）では①「口から食べる」を維
持する、②定期的に歯のチェッ
ク、を行動目標としています。

検診を受けたらスタンプもらえると聞いたが、75歳以上の市民が歯科検診を受け
たらポイントが付くなどできないか。65歳からでも対象にできないか。

いただいたご意見は今後の参考に
させて頂きます。

区によって歯科医師会も全然違う。行政の人たちも歯科医師会をうまく利用して
もらいたい。口腔ケアがしっかりできている人は生活習慣病にもならず、長生き
できる。

第２期健康横浜21の取組テーマ等
に基づき、引き続き、歯科医師会
と連携しながら、市民の口腔ケア
に関する正しい知識の普及・啓発
を推進していきます。

食生活を充実させる取組み(例えば、長野県の減塩運動など)を参考にし、広く横
浜市でもできることから積極的にされるとよいのではないだろうか。

「第２期健康横浜２１」計画で
は、行動目標に「塩分少な目」を
掲げ、各区及び関係団体の協力を
いただき、健康づくり事業を実施
しています。

第3章
健康づくり
これからの高齢化を楽しく過ごす案として、
・日常生活を有意義に保つ
・地域での場づくり(空家、空地の有効利用の活用を心掛けるように、各々が気配
りをする。それには、各区でのPRをもっと力を入れる。)
・支援者は余裕のある場をつくってお互いが利用してみたらどうだろうか。
・若者と高齢者の交流を多く持つよう努力してほしい。

いただいた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。

きめ細やかなサービスは必要かも知れませんが、保険料も税金も使い方が大事だ
と思います。健康、寿命を考えるには、先、一人一人の意識改革が も重要だと
考えます。どの年代にも言える事ですが、ばらまきを期待するのではなく、自立
する人間を目指す様、うながして欲しいものです。

「第２期健康横浜２１」の中で
も、健康づくりに取り組みやすい
社会環境づくりと個人の生活習慣
の改善の両輪で、市民の健康づく
りに取り組んでまいります。
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 ４　健康づくり・介護予防、社会参加の推進

意見 回答

7～8ページ3つの取り組み（健康づくり、介護予防、社会参加の推進）
3つの取り組みの周知が不十分である。掲示やチラシを置く場所(図書館や駅や
スーパー・コンビニ等にも)の工夫。実施上の利便性(スタンプ・確認ポイントの
場所増設、ボランティア研修の呼びかけなど)を。広報の解りやすい特集や実施上
の改善周知も。

健康づくり・介護予防について
は、広報よこはまや講座のチラシ
を区役所や地域ケアプラザなどで
配布しております。
社会参加の推進にかかる取組の一
つであるよこはまシニアボラン
ティアポイントについては、広報
よこはまや、区役所・地域包括支
援センターでのチラシの配架など
を行っています。また、「いきい
きシニア地域貢献モデル事業」に
おいては、11月19日の市長定例記
者会見後、関係団体等への説明や
公共施設等へのポスター掲出、広
報よこはま12月号金沢区版への記
事掲載などにより事業周知を図り
ました。
いただいたご意見をご参考とし
て、より皆様にわかりやすい広報
活動を行ってまいります。

介護を必要としていない老人がどんな生活をしているのかを調査し、介護が必要
にならないような生活習慣や第3章の意見など健康寿命を延ばすため訪問PRなど具
体的な方策が必要だと思います。

高齢者の生活状況などを把握する
ため、高齢者実態調査を行ってお
ります。また、平成25年度に20～
69歳を対象に「健康に関する市民
意識調査」を実施し、市民の健康
に関する意識や健康づくりの状況
について調査しました。これらを
「第２期健康横浜２１」保健施策
の実施や評価に活かしています。

よこはま健康スタイルの健康スタンプラリーやウォーキングポイントなど、多く
の高齢者が参加するために、高齢者一人一人のポストにはがきで参加を促す取り
組みをすべきだと思う。また、多くの高齢者が参加できるよう活動内容も、軽微
な運動や参加費を安くなど工夫が必要だと思う。その活動に参加することで、仲
間と生きがいを持っていきいきとした生活を送ることができると思います。

いただいた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。

健康づくり
高齢者の健康づくりには歩くことは非常に有効です。歩数計を活用した「ウォー
キングポイント」計画はいい案だと思います。しかしチェックポイントが少なく
近くにないので非常に不便です。協力店だけでなく駅、区役所に増やしていただ
きたい。

チェックポイントについては市内
1,000か所の設置を目指して進め
ています。着実に事業を実施して
まいります。

健康寿命日本一を目指した健康づくりの「ウォーキングポイント」の取組はスバ
ラシイものの、ホームページでランキングが見られるのは個人の記録のみにして
競争をあおる様な事は健康上問題ではないか？

いただいた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。

ウォーキングポイント→金がかかりすぎる。簡単な方法を示してほしい いただいた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。

介護保険利用者の主要原因は横浜市では何でしょうか？疾病orロコモでしょう
か？計画にはのらないのだと思いますが、現状分析から健康よこはま21計画に健
康づくりとして反映されているのでしょうか？

介護が必要となった主な原因につ
いては、高齢者実態調査で把握し
ています。要介護者については、
脳血管疾患が も多くなっていま
す。死因や介護の主な原因である
生活習慣病に着目した「第２期健
康横浜２１」では、生活習慣の改
善と生活習慣病の重症化予防に取
り組んでまいります。

健康であれば誰もが長生きしたいと思っている。医療が進歩した関係で、寝たき
り状態になっても生かされている。そうならない為にも元気な時から、健康作り
に取組み、出来るだけ介護にたよらない生活を送りたい。

「第２期健康横浜２１」で、働く
世代からの生活習慣の改善や生活
習慣病の重症化予防に取り組んで
まいります。

健康寿命が延びた分だけ、平均寿命が延びるような気がします。（そうではな
く、平均寿命は変わらない＝要支援期間が減るとの回答でした。）→統計的、理
論的な追求が欲しい。

健康寿命を延伸させ、平均寿命と
の差を縮めていく事が重要と考え
ています。
健康寿命の算出は国民生活基礎調
査が根拠となっており、調査対象
者の主観的による回答を基にして
います。このため生活の質が向上
することにより健康寿命が延びる
ことは考えられます。それにより
平均寿命が延びるとは一概に言い
切れないところがあります。
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 ４　健康づくり・介護予防、社会参加の推進

意見 回答

これから高令化は進むので取組む必要は痛感している。ウォーキングポイントの
活動について質問したかったが。予算とか

計画の推進に向けて、着実に事業
を実施してまいります。

健康で生きなければ・・・と痛感しました！ 「第２期健康横浜２１」の中で
も、健康づくりに取り組みやすい
社会環境づくりと個人の生活習慣
の改善の両輪で、市民の健康づく
りに取り組んでまいります。

計画にはいいことが書いてあるが、行政は言うだけ。健康づくりで歩けと言われ
ているが、関節がすり減って足が痛い。すべて自助、自分の命は自分で守らない
といけない。

高齢期になると、身体機能の低下
が見られたり、疾病がある人も増
加するため、重症化予防の重要性
がより高まります。そのため、身
体機能・栄養状態・疾病などの自
分の健康状態について正しい知識
を持ち、自分の状態にあった健康
づくりを無理なく行うことが重要
です。なお、健康づくり、介護予
防に関してのご相談は、区役所、
地域包括支援センターでお受けし
ています。

第３章（P7）主な取組１．健康でいきいきと活動するために、健康づくり、介護
予防・社会参加の推進という介護予防への取組はとても良い事で大いにしてほし
いと願っています。そこで
２介護予防の取組推進：元気づくりステーション
・事業の場として近年廃校になる小中学校を活用してほしいと思います。
・丁度地域包括ケアと一致する区域であるので、誰もが歩いていける場所である
からです。（気分が悪くなったり、少々認知症が始まっていても、保健室がある
ので対応できますし、何しろ広～い場所が確保できているので）
・更に生涯現役を志している人は、自分の経験を、これからの青少年に指導する
事もできる空間があるし、用具もある（利用できる）と思います。
・ 近小中学校で取組んでいる大先輩と話し合ったり、物づくりをしたりする授
業が報告されていますが、それと同じ様な事を行っていける、それが何より健康
でいきいきすごせる源になると思うのです。

活動の場所については、自治会館
や町内会館、地域ケアプラザ等、
現に地域で利用できる場所を探し
ていただいています。住み慣れた
地域の中で高齢者の皆様が経験を
活かし活躍できる場所や機会が増
えるよう工夫していきたいと考え
ます。

ボランティア活動に参加しやすいよう、「施設別のポイント」のほか「地域で出
来るボランティアポイント」とする。この登録により、小中高生はもとより若い
人達がボランティア活動に参画しやすい環境が整備されることが期待できる。

よこはまシニアボランティアポイ
ントは、６５歳以上の介護保険第
１号被保険者の方を対象とした制
度となっております。いただいた
ご意見については、今後の参考と
させていただきます。

元気づくりステーション事業の推進
高齢者の83％は元気です。彼らが元気で、いることが高齢者医療費の増加を防げ
るのです。各区に老人センターはありますが数が少なくまた不便なところが多く
利用しづらい。駅の近くに安価で利用しやすい場所があれば高齢者の交流がしや
すくなるのではと思います。

住み慣れた地域の中で高齢者の皆
様が経験を活かし活躍できる場所
や機会が増えるよう工夫していき
たいと考えます。

今まで横浜市は、市民生活のために様々な取り組みを行ってきました。市にすで
にあるものを、より一層広げ、経済も福祉も、高齢も障害も　まちづくりも、予
算の流れの隔てを減らして取り組むことで、より効果的な力ある施策になってい
くのではないでしょうか。
横浜市が、さまざまに取り組んでいる、健康志向、介護予防の事業の一つ一つ
を、もっともっとアピールしませんか。地域限定で、その地のスーパーやコンビ
ニに、各々ひと月ほど、広報員を派遣して、その地域の介護予防の活動を盛り上
げていく。今開発されているという、動脈硬化度が血圧計で計測できる機器、な
どを自主グループに貸し出すなどできればさらによいかも。活動支援の費用も急
増するでしょうけれど、5年後のその地域の医療費と、要介護者数にどう影響して
くるか、「自主」に期待した壮大な実験ですが、横浜市ならできるかもしれな
い。
　「介護予防のまちづくり」の総合的な施策そのもので出資を集め、５年後１０
年後の医療費・介護費増大が想定より抑制されたなら、その率に応じて、配当し
ていくようなことができれば、おもしろいことでしょう！

現在、介護予防事業では、住み慣
れた地域でつながりを持ちながら
健康づくり・介護予防に取り組む
個人・グループの支援を行ってお
り、今後も様々な形で活動するグ
ループの育成、支援に努めたいと
考えます。
また、横浜市と協力して介護予防
の活動を支援してくれる事業者と
の連携もすすめていきます。

ご質問、ご意見もごもっともで、回答もまたごもっともで難しい問題だと思いま
した。志ざし高く立ち上がった（元気づくりステーションの）活動グループのい
くつかも継続がむずかしいなど、たいへんなことばかりですね、と思いました。

様々な形で活動するグループの育
成、支援に取り組んでいきます。

介護予防を、介護保険の中で行うことに違和感を感じます。
厳しい財源の中で、本当に必要なところへ支援がされないような事態があっては
ならないと思います。

住み慣れた地域で、その人らしく
生活できるよう、サービス体制を
検討していきます。

介護予防の強化、元気で健康で長生きしよう、という考え方には当然賛成。 住み慣れた地域で、その人らしく
生活できるよう、介護予防の推進
に取り組んでいきます。
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 ４　健康づくり・介護予防、社会参加の推進

意見 回答

介護予防に関して、今緑区で行われている取組で成功しているものは、何なの
か。６期で何を重点的に取り組もうと思っているのか。

介護予防事業では、住み慣れた地
域でつながりを持ちながら健康づ
くり・介護予防に取り組む個人・
グループの支援を行っています。
今後もこの取り組みを更にすすめ
るため、元気づくりステーション
事業を推進していきます。

今日は介護のお話でしたが、保健所、地域ケアプラザの連携をとり、区内の老人
クラブを訪問して予防の体操、食事など、健康にすごすためのお話等を定期的に
（年に２回位）実施してほしい。

区役所や地域包括支援センターの
保健師等が地域の様々な会場で健
康講座を行っておりますので、お
住いを担当する区役所高齢・障害
支援課にご連絡ください。

団塊の世代の高齢化に向け、予防をもっと徹底して欲しい。
尼崎市の生活習慣病対策のような、徹底した取り組みを期待します。

他都市の取組も参考にし、今後も
介護予防の推進に取り組んでいき
ます。

高齢者が寝込まないで地域活動に出られるよう取り組んでほしい。 住み慣れた地域で、その人らしく
生活できるよう、介護予防の推進
に取り組んでいきます。

元気づくりステーションはどの組織がどう運営するのか。補助金が発生するの
か。

元気づくりステーションとは、高
齢者の方々が健康づくり・介護予
防を目的とした活動を自主的かつ
継続的に行うグループで、区福祉
保健センターとの協定等に基づい
て運営されています。運営の主体
はグループの方々ですが、必要な
経費は補助金ではなく、区とグ
ループで作成した事業計画書に基
づき区が負担しています。

膝が痛みウォーキングもままならなくなって来ました。
私もいつ介護保険の世話になるかも知れません。出来るだけお世話にならない様
日々体を動かしていますが、劣化はやむを得ません。74才

高齢期になると、身体機能の低下
が見られたり、疾病がある人も増
加するため、重症化予防の重要性
がより高まります。そのため、身
体機能・栄養状態・疾病などの自
分の健康状態について正しい知識
を持ち、自分の状態にあった健康
づくりを無理なく行うことが重要
です。なお、健康づくり、介護予
防に関してのご相談は、区役所、
地域包括支援センターでお受けし
ています。

ボランティア（ポイント）→金がかかりすぎる。簡単な方法を示してほしい よこはまシニアボランティアポイ
ントの１回（３０分）以上の活動
で付与されるポイントは２００ポ
イント（１ポイント=１円）で
す。換金及び寄付の上限は、年間
８０００円となっております。ま
た、ポイントの付与については、
受入施設で活動を行ったあとに
カード端末にカードをかざすだけ
で付与することができます。

シニアボランティアポイントは、趣味の披露の人は増えているが住民主体の支援
活動につながるような事をしたい人はごく少ない。報酬や、きちんとした待遇、
立場がないと、介護予防にはなっても、担い手発掘とはならないと思う

よこはまシニアボランティアポイ
ント事業は、高齢者の介護予防や
社会参加支援策として、実施して
います。この事業により、地域活
動の担い手が生まれることも期待
していますが、この事業だけでで
きるものではありません。いただ
きました意見を参考に高齢者の社
会参加施策を検討していきます。
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 ４　健康づくり・介護予防、社会参加の推進

意見 回答

「よこはまシニアボランティアポイント事業について」
私が住む地域はボランティア活動が盛んですがその割にこの事業への参加者は非
常に少ないようです。多くの人がもっと気軽に参加できるように以下の３点につ
いて改善をお願いします
①区内での研修会の回数をふやす
②ポイントリーダー（会食、配食のポイントにも使えるもの）の数をもっと増や
す。歩いていける範囲の身近な場所に。
③公園の清掃、草とりやプレイパークの手伝いなど、ポイントの対象となる活動
を拡大する

①各区での研修会については、１
年を通じて１回は各区で行えるよ
うに年間の計画をたてておりま
す。研修会は月２回定期開催のほ
か受入施設でも実施しておりま
す。
②カードリーダー端末について
は、受入施設及び一部の区役所、
一部の区社会福祉協議会に設置を
しております。
③対象活動の拡大については、引
き続き拡大する方向で検討してい
きます。

シニアボランティアポイント(65才以上～)を活用して、いきいきシニア地域貢献
モデル事業の推進を進める上で、元気な高齢者が地域の担い手になりうるが、ボ
ランティアポイントを生活に即したポイント還元とすることで活躍が活発になる
のではないでしょうか。

いただいたご意見を参考に今後も
制度設計を行ってまいります。

シニアボランティアの拡充は高令化の進展により、将来の人材確保むずかしいと
思われる。

よこはまシニアボランティアポイ
ント事業は、高齢者の介護予防や
社会参加支援策として、実施して
います。この事業により、地域活
動の担い手が生まれることも期待
していますが、この事業だけでで
きるものでありません。いただき
ました意見を参考に高齢者の社会
参加施策を検討していきます。

よこはまシニアボランティアポイントを利用できる事業所またポイントの対象事
業が不明確。もっと広い範囲として下さい

よこはまシニアボランボランティ
アの受入施設は、
① 特別養護老人ホーム
② 介護老人保健施設
③ 地域ケアプラザ
④ 特定施設
⑤ 養護老人ホーム
⑥ 通所介護事業所
⑦ 通所リハビリテーション事業
所
⑧ 小規模多機能型居宅介護事業
所
⑨ 認知症対応型共同生活介護事
業所
⑩ ショートステイセンター
⑪ ケアハウス
⑫ 複合型サービス事業所
⑬ 地域子育て支援拠点
⑭ 親と子のつどいの広場
⑮ 病院
⑯ 診療所
⑰ 介護療養型医療施設
⑱ 障害者支援施設
⑲ その他市長が定めるもの
となっております。対象の拡大に
ついては、順次実施をしてまいり
ます。

シニアボランティアポイントはいい制度とは思いますが、実際には「講習」をう
けてというところがネックで、実際にボランティア活動をしていると、うけにく
いということがあります。現にボランティアしている人には無理なのかと思って
います。

登録研修会については、２時間程
度の研修を一度お受けいただくこ
とで、登録とさせていただいてお
ります。また、ご自宅のお近くの
受入施設などで行っている場合も
ございますので、お気軽に事務局
（６７１－０２９６）までお問合
せください。

シニアボランティアをもっと積極的～活用（活動）できるようにしてもらいたい 今後とも皆様に積極的にご活動い
ただけるよう、広報活動・制度設
計に努めてまいります。

シニアボランティアポイントを今度、配食サービス以外にもケアプラザや地区セ
ンターなどリーダー設置個所以外での活動にもポイントを付加できるようにして
頂きたい。デイサービスがないケアプラザでは利用しにくい。生活支援サービス
拡大の中で、範囲を拡げて欲しい。

いただいたご意見を参考に制度設
計を行ってまいります。
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 ４　健康づくり・介護予防、社会参加の推進

意見 回答

シニアボランティアポイント、まちづくりでお祭りに参加したらポイントがつく
ようにならないか。また、介護が必要になった時に充当できないか。

現在受入施設以外での活動につい
ては、ポイント付与の対象外と
なっておりますが、いただいたご
意見を参考に今後も制度設計を
行ってまいります。

地域ボランティア歴25年余、各種行政計画に協力するも、住民意識は低く、自分
が高齢者対象者です。これからは国民ボランティアポイント制で、健常時に行っ
たポイントで本人が優遇される機、願います。
一般者は体調悪により行政に頼り不満を云う！健常時に世の為、人の為と良いこ
とをポイント制に！

今後も皆様に活動していただける
よう、よこはまシニアボランティ
アポイント事業を運営してまいり
ます。

自治会・町内会の役員をしている方々にもボランティアポイントが行きわたる様
になると、やる気も出ると思います。

いただいたご意見を参考に今後も
制度設計を行ってまいります。

シニア層の職について、
１）多くの市の外郭団体の門戸を開放してほしい。市ＯＢの受け皿としては理解
しますが、一般市民との雇用比率をせめてイーブンにしてください。（余談です
が、みどりの協会はいつも募集がありません）できれば外郭団体を一度ガラガラ
ポンしてほしい。
２）次に雇用でシエアリングを進めてほしい。単に4時間単位で切るのではなく一
日一週間一月と言った感じでシェアするとシニア層の雇用機会が増えます。シニ
ア層はお金ではなく働きたいのです。（余談ですが、みどりの協会はいつも募集
がありません）
３）雇用の機会が増えると介護福祉の たるデイサービスのお世話になる機会が
減ります、人間賃金の問題ではなく働く人のために役立つのあれば健康に生きる
ことができます。福祉費用の削減に有効です。

高齢者が活躍する生涯現役社会の
実現に向けて、平成26年12月15日
から、金沢区内で市内１か所目の
相談窓口『生きがい就労支援ス
ポット』をモデル運営しており、
高齢者が無理なく携わり、社会参
加を促す就労先や活動先を紹介し
ています。
なお、いただいたご意見につきま
しては、今後の参考とさせていた
だきます。

特技や経験を活かす短時間や軽作業の就労支援などがあれば、生涯現役で地域
で、貢献の歓びを励みに一生をすごせるようになるのでは?

高齢者が活躍する生涯現役社会の
実現に向けて、平成26年12月15日
から、金沢区内で市内１か所目の
相談窓口『生きがい就労支援ス
ポット』をモデル運営しており、
高齢者が無理なく携わり、社会参
加を促す就労先や活動先を紹介し
ています。

地域社会で活動貢献できる場や機会づくりとマッチング支援の推進
高齢者の社会貢献の視点でのサービスであるのならば、シルバー人材センターが
長年実績を積んでいます。横浜市で、現在６か所。個人情報保護等にも、指導管
理が行われているようです。
第６期計画で
生き生きシニア地域貢献モデル事業の推進とあるのですが、既にある、シルバー
人材センターとはどうかみ合ってくるのでしょうか。シルバー人材センターには
経済局からの補助金が支給されていますが、似たような事業が、異なる局で行わ
れることになるのでは？シルバー人材センターの長年の経験は、税金によって蓄
積された貴重な財産であり(事故事例やトラブルの記録も含めて)、ぜひともそれ
を生かしていただきたいと思います。経済局と、福祉局との連携事業というわけ
にはいかないのでしょうか？連携で、シルバー人材センターを6区でなく１８全区
に展開して、貢献する意欲ある、高齢者の就労活動の窓口とすることはできない
のでしょうか？
社会貢献として、純粋のボランティア活動を希望される方々には、社会福祉協議
会のボランティア窓口をもっともっとアピールしていけばいいと思います

高齢者が活躍する生涯現役社会の
実現に向けて、平成26年12月15日
から、金沢区内で市内１か所目の
相談窓口『生きがい就労支援ス
ポット』をモデル運営しており、
金沢区を中心に、地域の様々な
ネットワークとの連携を図りなが
ら、高齢者が無理なく携わり、社
会参加を促す就労先や活動先を紹
介しています。
なお、いただいたご意見につきま
しては、今後の参考とさせていた
だきます。

12ページの「介護人材の確保及び資質の向上」
地域でワークシェアの場を作り、支え会いの一環とした生活環境に変えていくこ
とが必要である。
１０年後には団塊の次の世代が地域で年金生活を送る。この年代の受取年金は今
より少なく、働く意欲は80歳でも2割いる事を考え、生活環境を変える収入を得る
仕組み作りの研究会を発足させ、広く世の中に提案する事を行政自身がスイッチ
を押したらどうか。

高齢者が活躍する生涯現役社会の
実現に向けて、平成26年12月15日
から、金沢区内で市内１か所目の
相談窓口『生きがい就労支援ス
ポット』をモデル運営しており、
高齢者が無理なく携わり、社会参
加を促す就労先や活動先を紹介し
ています。
なお、いただいたご意見につきま
しては、今後の参考とさせていた
だきます。

がん患者の早期発見のために
がん患者が多いことから、がんの予防、がん患者の早期発見を医療と連携して進
めることが必要だと思います。これらは健康寿命を延ばすポイントで、介護が必
要になる老人を減らすことが可能ではないかと思います。

がんの早期発見・早期治療につな
げるため、医療機関や福祉保健セ
ンター等で各種がん検診を実施し
ています。今後は、より多くの方
に受診していただけるよう、制度
の周知を行っていきます。
なお、いただいたご意見につきま
しては、今後の参考とさせていた
だきます。
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 ４　健康づくり・介護予防、社会参加の推進

意見 回答

素案段階の説明では、個々の事例（サービスの内容およびその見返り）が見えて
こない
例えば、P8「いきいきシニア地域貢献モデル事業の推進」についても具体的に何
をねらっているのかが不明。モデル事業の提案を期待しているのか、行政が考え
たことをモデル地区に実施させるのか、および「事業展開等を検証します」とあ
るが検証とは何をするのか不明です。

平成26年12月15日から、金沢区内
で市内１か所目の相談窓口『生き
がい就労支援スポット』をモデル
運営し、就労や社会参加へのニー
ズなどを十分に踏まえて、今後の
事業展開、窓口の拡大などを検証
していきます。

健康でいきいきと活躍するために
現実には家から出ない、老人会などに参加しない老人が多くいます。この人たち
に社会参加してもらうための具体的な方策が必要だと思います。

高齢者が活躍する生涯現役社会の
実現に向けて、平成26年12月15日
から、金沢区内で市内１か所目の
相談窓口『生きがい就労支援ス
ポット』をモデル運営しており、
高齢者が無理なく携わり、社会参
加を促す就労先や活動先を紹介し
ています。

私は有料老人ホームに入所している90才で支援介護を受け６年間を経過していま
す。特養は、入所基準が厳しく要待機者も多数居りますので、有料老人ホームへ
の期待が大きいです。日常生活は、充分満足しています。が外出が出来ないの
で、娯楽関係の活動がもっと活発化されることをお願します。それはボランティ
ア活動の団体を支援し、各種の（舞踊、演奏　合唱　演芸等）を施設に応援して
下さい。各市が私達のためにどの様な事をしているのか等の説明会も。

いただいた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。

介護等に頼らないように元気で有意義な生活ができるように個人が努力すること
と、それを、行政や地域がバックアップすることが大切。高齢者の社会参加や、
運動・趣味等に参加するようなきっかけづくりと継続できる仕組みをさらに充実
してほしい。

高齢者が活躍する生涯現役社会の
実現に向けて、平成26年12月15日
から、金沢区内で市内１か所目の
相談窓口『生きがい就労支援ス
ポット』をモデル運営しており、
高齢者が無理なく携わり、社会参
加を促す就労先や活動先を紹介し
ています。
なお、いただいたご意見につきま
しては、今後の参考とさせていた
だきます。

どんな活動を、どんな組織で行うにしても、資金がないと出来ません。これから
の超高齢化時代には、高齢者の互助として、地域を当てにしておられるようです
が、皆で助け合っていくにしても、やはり、資金は必要だと思います。
頑張りも息が切れますので。

地域活動への補助金としては、社
協の「ふれあい助成金」など既存
の助成の仕組みがありますので、
御相談ください。

高齢になっても介護保険を利用しないで頑張ってる人に何らかのごほうびはどう
でしょうか。元気で頑張っている人が多いので、うれしいはげみになると思いま
す。

よこはまシニアボランティアポイ
ントへのご登録はいかがでしょう
か。
受入施設での１回（おおむね30分
以上）の活動で一律200ポイント
が、活動のたびに累積され、貯
まったポイントを換金・寄付する
ことができます。
換金については、１日200ポイン
ト、年間8,000ポイントが上限で
す。
換金は１ポイント＝１円換算で行
い、1,000ポイント以上であれ
ば、獲得ポイントに応じて換金可
能です。
また、年間８０００ポイント以上
を獲得したかたには、協賛企業か
らの特典の抽選チャンスもござい
ます。
ぜひ、ご検討ください。

横浜市内に現存する「老人クラブ」を有効に活用し、（例えば友愛活動）クラブ
の活動に対する支援のあり方を考えてもらいたい。

いただいた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。
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 ４　健康づくり・介護予防、社会参加の推進

意見 回答

病人も増えるだろうが元気な高齢者も増えるだろう。元気すぎる高齢者を募り、
これらを活用することの考えを第7期に盛り込んで頂きたい。加えて少子化の進行
により、社会の仕組みが激変すると思われます。

高齢者が活躍する生涯現役社会の
実現に向けて、平成26年12月15日
から、金沢区内で市内１か所目の
相談窓口『生きがい就労支援ス
ポット』をモデル運営しており、
高齢者が無理なく携わり、社会参
加を促す就労先や活動先を紹介し
ています。
なお、いただいたご意見につきま
しては、今後の参考とさせていた
だきます。

これからの高齢化を楽しく過ごす案として、町内会活動、社会福祉協議会などの
内容をもっと積極的にPRしたらどうだろうか。

いただいたご意見につきまして
は、効果的な広報も含め、今後の
参考にさせていただきます。

老人会の老令化が問題になって来ている。加入年金の65才以上で募集しても仲々
人が集まりにくい。老人会に加入することによって体づくり、気分転換をはかり
たいが、市の広報でも老人会への加入を伝えてほしい。

いただいた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。

２ページの図の中でみると、老福センターの役割とは何か。市民の方は、ケアプ
ラも老福も同じ機能を持った施設と思っている方も少なくない。保険料を９，１
００円に上昇させないために、老福センターに期待されることはなにか。

老人福祉センターは、本市の元気
高齢者施策を実施する数少ない施
設の一つであり、今後も高齢化が
進む状況のなかで、高齢者が気軽
に集える場として、健康で明るい
生活を営めるよう、各種相談並び
に教養の向上等レクリエーション
の機会の提供を通じ、高齢者の社
会活動の支援を目的とした役割を
果たしていくことが必要としてい
ます。

近所づき合いが少なくなってきている。
要介護者の見極めや、ある年令以上になったら、健康チェックできる仕組づくり
が必要。（特定健診等で半強制的に受診できる等　行政で把握できるシステム
化）

健康づくり・介護予防について
は、広報よこはまや講座のチラシ
を区役所や地域ケアプラザなどで
配布しております。多くの方にわ
かりやすい情報が届くよう、更に
工夫していきます。

ボランティアの育成が重要。無償ボランティアも今までは良かったがこれからは
有償ボランティアでないとする人がいなくなる。若い人への雇用の為にもボラン
ティアにたよるだけでなく行政がどうするかの姿がみえない

いただいた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。

だれでも元気で長生きしたいと思っています。誰でも気軽に利用できる場がある
といいと思います。

高齢者が気軽に集える場として
は、健康で明るい生活を営めるよ
う、各種相談並びに教養の向上等
レクリエーションの機会の提供を
通じ、高齢者の社会活動の支援を
目的とした「老人福祉センター」
を設置しており、市内在住の60歳
以上の方が無料でご利用できま
す。

質問者の中から「元気な高齢者の活用」についての話しが心に残りました。何か
の型で実現してほしいと思います。

高齢者が活躍する生涯現役社会の
実現に向けて、平成26年12月15日
から、金沢区内で市内１か所目の
相談窓口『生きがい就労支援ス
ポット』をモデル運営しており、
高齢者が無理なく携わり、社会参
加を促す就労先や活動先を紹介し
ています。
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 ５　在宅医療・介護の連携強化

意見 回答

地域ケアプラザの中に地域包括支援センターの機能が具体的に何をしてくれると
ころか、高齢者は知っている人がどれだけいるのか

地域包括支援センターは、本市で
は地域ケアプラザに設置されてお
り、介護保険法に基づき、相談や
関係機関との調整など様々な支援
をする施設です。地域包括支援セ
ンター（地域ケアプラザ）の役割
については、さらに広く周知する
必要があり、今後も効果的な広報
について検討、実施してまいりま
す。

変化の方針を理解できました。包括支援センターの活動と町の理解の実態つかん
でください。

市（区）は、年度ごとの業務実績
評価などにより、地域包括支援セ
ンター（地域ケアプラザ）の運営
状況を把握しており、地域包括支
援センターが、地域や利用者の
方々の意見を踏まえた運営をする
ことができるよう、さらにきめ細
かく指導や支援を行っていきま
す。

「地域包括支援センター」を運営する地域ケアプラザは地域にそって力量差があ
り、計画を推進する障害になりかねない。そもそも、市の委託で社会福祉法人に
丸投げしていることが問題ではないか？

本市では、地域ケアプラザは、
様々な法人の知識・経験をもっ
て、効果的・効率的な運営を図る
観点から、原則として指定管理に
より運営しています。運営法人に
対しては、市（区）が、業務指針
の徹底、職員研修の実施、業務実
績評価などの指導や運営支援を
行っていますが、今後さらに効果
的な手法により行うことにより、
各施設における業務の質の向上と
平均化につなげていきます。

誰もが年老いて死を迎えることを考えると、誰もが安心して老後をむかえられる
ようすすめて欲しいこと
包括支援センターの役割
６５歳になったら包括支援センターで個人情報を管理。老後は包括支援センター
がすべてのサービスの窓口になる。すべてのケアマネージャーは、包括所属、包
括管理。こども家庭支援課の保健師のように地区別高齢者担当保健師がいるとよ
いと思います。子ども同様、高齢者も定期健診の義務づけ包括が把握、気になる
家庭は訪問。

地域包括支援センターにおいて
は、日頃の相談・支援などを通じ
て保有している個人情報のほか
は、制度上、地域包括支援セン
ターが全てのサービスを受け持つ
ことにはなっていないため、情報
の一元的な管理は行なっていませ
んが、関係機関の連携の構築や、
ケアマネジャーへの支援など、地
域におけるケアマネジメント全体
を向上させるための取組を行って
いきます。

地域包括支援センターの機能強化とありますが、
まずは用語の理解も出来ていないので、地域包括ケアシステムとはいかなるもの
か、又地域ケアプラザとの関連はどのようになっているか、更にセンターの機能
強化とは、今迄の何をどう強化していくのか具体的に区民全体に知らせてほしい
と思います（説明会etcで）。

地域包括ケアシステムとは、住み
慣れた地域で自立した暮らしを続
けることができるよう、住まい・
医療・介護・予防・生活支援が一
体的に提供される仕組みの構築の
ことをいいます。
本市では、地域包括支援センター
は、原則として地域ケアプラザに
設置しており、個別支援から地域
支援までを一体的に支援できるこ
とが特徴です。今後、介護予防・
生活支援総合事業の展開や、地域
包括ケアシステムの推進に向け
て、地域包括支援センターの機能
強化を検討していきます。

地域包括支援センターの体制づくり、よろしくお願いします。 地域ケアプラザについては、今後
想定される地域包括支援センター
の機能強化により、必要となる業
務内容を踏まえ、体制について検
討していきます。

地域包括支援センターの役割がさらに重要になると思います。包括担当者のケー
ス増にともない必要な方に必要なサービスが届かなくなることのないよう、検討
され必要な人員確保・環境整備に期待いたします。

地域包括支援センターについて
は、今後想定される機能強化によ
り、必要となる業務内容を踏ま
え、体制について検討していきま
す。
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 ５　在宅医療・介護の連携強化

意見 回答

地域包括支援センターの機能強化は必要。各包括での運営協議会は、局に報告は
上がっているのか。指導監査体制に医師会や事業所も入った方がいいのではない
か。

各地域ケアプラザ（地域包括支援
センター）では運営協議会を開催
し、全体として地域住民の方や利
用者の意見を踏まえた運営を行っ
ています。また、区では、地域包
括支援センター運営協議会を開催
し、区域の課題把握と解決策を検
討するために、保健・医療・福祉
の関係機関や団体、地域団体及び
地域包括支援センターなどと意見
交換することとしていますが一様
でない現状であり、今後区域での
検討をより効果的なものとするよ
う、市地域包括支援センター運営
協議会のご意見を踏まえながら、
区地域包括運営協議会について、
検討を進めていきたいと考えてい
ます。

地域ケアプラザは、小城のような建物は廃棄して、開かれた建築物にしてほし
い。青葉区もえぎ野センターは、近よりがたい。土足でボランティアとして、内
部にいつでも住めるようなつくりにしてほしい。

デイサービスが導入されている地
域ケアプラザは原則上足、デイ
サービスが導入されていない地域
ケアプラザは、原則下足での利用
となっています。ボランティア活
動については、地域ケアプラザの
利用時間内でお願いいたします。

旭区の白根ケアプラザはデイサービスがない健康な人が行くところです。民間任
せにしないで市民税を使って責任ある施設にしてほしい。

地域ケアプラザは市の指定管理に
より協定に基づいて運営されてい
ます。また、デイサービス導入に
ついては、民間事業者によるデイ
サービスの整備が進んできた状況
を踏まえ、平成19年度新規整備か
ら行わないこととしています。

区レベルへの展開が十分機能を発揮するか心配
活動の中心母体がどこか、具体的な活動母体として、地域ケアプラザが十分機能
を発揮できる体制か不安である。

地域ケアプラザについては、今後
想定される地域包括支援センター
の機能強化により、必要となる業
務内容を踏まえ、体制について検
討していきます。

（１）地域包括ケアシステムの構築を進める地域づくり(介護支援に関して)
・地域包括ケアシステムの中の「地域ケア会議」の実施主体は市町村地域包括ケ
アセンターですが、横浜市が見込む事例数(25,000事例)に対して18区の138包括だ
けでは到底対応できません。そこで地域の介護支援事業所の主任介護支援専門員
を動員して、各地域包括の主任ケアマネジャーと協働して地域ケア会議の運営を
行うようにすれば地域のニーズや課題の抽出と解決が一挙に伸展すると思いま
す。地域のケア会議に対する現状は格差が大きく、協議会としてもケア会議の理
解と運営についての研究会等の企画を作成中です。
・地域包括ケアシステムへの参加を促すために、参加主体への評価(地域包括ケア
支援加算等)が参加意欲を高めると考えます。持続可能な「地域包括ケアシステム
Jとする為には、参加主体へのインセンティブが必要と考えます。

地域ケア会議は、そのマニュアル
などにより地域包括支援センター
または市町村が主催することとさ
れていますが、介護支援専門員を
始めとする介護事業者の皆さまや
地域の関係者の方々のご協力は必
要不可欠です。今後とも引き続き
ご協力をお願いします。

なお地域包括ケア支援加算等のご
意見につきましては、厚労省等関
係部署に伝えます。

地域包括ケアシステムの構築に向けた地域支援事業の充実（在宅医療・介護連携
の推進、認知症施策の推進、地域ケア会議の推進、生活支援サービスの充実・強
化）
→民生委員活動を通して、地域包括支援センターの担う役割は、とても大きいと
感じています。中学校区に一か所で設置されている包括支援センターですが、高
齢者に課題があると即連絡、大変良く対応していただいており、助かっておりま
す。これから高齢者がさらに増加するとのこと、「機能の強化」について検討す
るとのことですが、ぜひ、地域格差が出ないよう、どこの包括でも同じ対応をし
ていただけるよう、十分に検討していいただきたいと思います。これからますま
す役割は大きく、現在の従業員では少ないように感じます。

地域ケアプラザについては、各施
設の運営の質の向上を目指して、
業務指針の徹底、職員研修の実
施、業務実績評価など、市（区）
が運営支援を行っており、これら
の取組を今後一層効果的に実施し
ていきます。また、地域ケアプラ
ザについては、今後想定される地
域包括支援センターの機能強化に
より、必要となる業務内容を踏ま
え、体制について検討していきま
す。

2025年はすぐそこまできています。計画（案）はよしとしても、地域包括ケアの
実現には行政（市・区）が本気になって取組みをしてほしい。全てを地域包括に
まかせても、役割発揮はできない。すくなくても、これから３年は区の担当・包
括担当の異動をせず、基盤構築が必要ではないでしょうか。

地域ケアプラザについては、今後
想定される地域包括支援センター
の機能強化により、必要となる業
務内容を踏まえ、体制について検
討していきます。
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意見 回答

地域包括ケアシステムの構築を進める地域づくり
地域ケアプラザの業務量で現状は手一杯の中で、コーディネーターも別の仕事に
従事している。業務だけが増えてしまわないよう、業務が増えるのであれば、新
たに人員を増やせるように指導してほしい。

地域包括支援センターについて
は、今後想定される機能強化によ
り、必要となる業務内容を踏ま
え、体制について検討していきま
す。

９ページ「地域ケア会議」を活用します。なっていますが、この地域ケア会議は
現在も運営されているのでしょうか。全くこの計画の中には説明がありません。
もし、地域ケア会議が既に運営されているのとしたら、そのメンバーに介護保険
利用者は含まれているのでしょうか。

個別ケースの検討レベルの地域ケ
ア会議については平成25年度下半
期より試行実施を開始していま
す。また地域ケア会議は、会議の
目的に応じて参加者を選任するこ
ととなっており、高齢者ご本人や
ご家族の参加も想定されていま
す。

地域ケア会議の推進
ケアシステムの実現を目指し、地域課題の解決に向けた多職種連携　資源開発や
地域づくりを推進するため、という文中の多職種連携と資源開発と地域づくりは
具体的にはどういう事を指しているのか、明らかにしてほしいです。
又　地域ケア会議の開催及び参加者は一部の有識者だけでなく地域住民に広く呼
びかけていただきたいと思います。（できれば自治会単位で）幅広い考え方が出
来ると思いますので。

多職種連携とは、高齢者が住み慣
れた地域で暮らしていくために支
援を行うケアマネジャーを始めと
する介護保険サービス事業者や、
医師や看護師などの医療職などそ
れぞれの専門職が情報を共有し、
支援の方向性を明確にし、それぞ
れの役割を担っていくこと、また
こうした支援体制を整えるための
連携体制を構築することをいいま
す。
資源開発とは、個々の高齢者を支
えるために必要な支援体制やサー
ビスを整えていくこと、また地域
づくりとは、地域で生活する高齢
者を理解し、個々の高齢者を地域
全体で支える風土を醸成していく
ことをいいます。

地域ケア会議については、会議の
目的に応じて参加者を選任するこ
ととなっており、介護・医療関係
者のみではなく地域の方に出席し
ていただくことも想定していま
す。

地域ケア会議、地区社協、連合自治会、幅広く周知して欲しい。 地域包括ケアシステムの構築を進
める中で、地域ケア会議について
も周知していきます。

（地域ケア会議について）医療や介護の関係者だけ集めて助言するという部会を
開くことはできないか。

地域ケア会議については、会議の
目的に応じて参加者を選任するこ
ととなっています。
地域ケア会議の目的は、①ケアマ
ネジメント支援　②地域包括支援
ネットワークの構築　③地域課題
の把握　等ですが、今後これらの
目的を達成するために、地域ケア
会議をどのように展開していくべ
きか、検討を重ねてまいります。

私は、老健の管理職として参加しました。老健は、医師、看護師、リハスタッ
フ、薬剤師、管理栄養士、介護士と多職種で利用者の在宅復帰を目指している施
設なので、今後の横浜市の介護事業計画に も協力できる施設だと考えます。
地域ケア会議には是非声をかけていただき参加させていただきたいと考えていま
す。

地域ケア会議については、会議の
目的に応じて参加者を選任するこ
ととなっています。
会議をより効果的に行うために
は、老健施設等を始めとする介護
事業者の皆さまや、地域の方々の
ご協力が不可欠です。今後とも引
続き、ご協力をお願いします。

包括ケアシステムを充実させる計画があると記載されているが、現状、ケアプラ
ザに於ける３職種（１人体制）では、困難。複数にし、地域生活を支える体制
（現在でも、目いっぱいな状況で働いている）作りを、強く要望。

地域ケアプラザについては、今後
想定される地域包括支援センター
の機能強化により、必要となる業
務内容を踏まえ、体制について検
討していきます。
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意見 回答

「地域で安心して暮らせし続けるため」に関する事項
在宅医療・介護の連携強化とサービスの充実(介護支援に関して)
地域包括支援センターからの同法人居宅介護支援事業所への横流し、抱え込み防
止の為に毎月保険者(横浜市への報告書など)への報告を義務付けるべきと思いま
す。毎月の相談件数の内訳(外部○件、内部○件)を可視化し公表して欲しいと思
います。

地域包括支援センターにおいて、
居宅介護支援事業所に関する相談
を受けた場合は、相談者自身が適
確に事業所を選択できるよう、
「適正な情報提供」を行うことに
より、公正・中立性を担保すべき
と考えます。既に、地域包括支援
センター運営法人に対し、適正な
情報提供について徹底していると
ころですが、今後も地域包括支援
センター運営協議会の意見も踏ま
えながら、公正・中立性の確保に
向けた取組を進めていきます。

地域で安心して暮らせる→［地域区民への連携をより進めてゆくよう］―［一番
関心ある］

いただいた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。

“住み慣れた地域で”という事で居場所作り、空家利用等が言われていますが、
とても難しいです。活動の場を提供するためには地域の民生、社協だけではでき
ない事、役所からの情報が欲しいです。

本市では、地域住民が主体的に策
定・推進する地域福祉保健計画の
地区別計画の取組を、区、区社会
福祉協議会、地域ケアプラザ等が
連携して支援しており、その中で
地域での活動に関する情報提供も
行っております。

地域包括支援センターと社協、地域のボランティア組織がいかに連携していくか
が地域の高齢者を支えていく大きな力と考える。組織化と具体的な働きについて
関係者の検討会が必要。さらに地域で支え合いの意識化の為に情宣を如何にも課
題と考える。

地域の関係団体が連携した取組を
行なっていくことは重要であると
考えており、今後多くの担い手の
方々に対しての発信を一層強化し
ていきたいと考えています。

自治会活動に参加している者です。
役所の高令者係・福担当窓口や、ケアプランのメンバーの人事移動について提案
します。
地域密着型を目指すのであれば、担当者の任期の年数をもっと長くして、専門性
を高め、地域との密着度を高めること―現在は２～３年で異動が行なわれ、顔と
名前が一致した頃にはまた変ってしまう

区役所の人事異動の際は、前任者
から後任者への適切な引継を徹底
します。地域ケアプラザ職員につ
いては、雇用者である運営法人が
人事異動等を決定しますが、職員
の専門性や地域との信頼関係を維
持しながら運営していくことが重
要です。市（区）においては、事
業者選定や、業務実績評価等の際
に、人材確保や育成の視点を一層
重視するとともに、職員の資質向
上を目的とした研修を充実するな
どの取組を一層進めていきます。

地域包括支援センター職員の質が、同区内でもちがいすぎる現状はご存じでしょ
うか？職員の質の向上に向けて、具体的に支援していくようお願いします。

運営法人に対しては、市（区）
が、業務指針の徹底、職員研修の
実施、業務実績評価などの指導や
運営支援を行っていますが、今後
さらに効果的な手法により実施す
ることにより、各施設における業
務の質の向上と平均化につなげて
いきます。

また、先日、要支援の方からの依頼があり、「実費で家事をお願いしたい」
と・・・。話を伺うと介護保険で対応できる内容でした。ケアプラザの職員の方
からは、介護保険が使えるという説明がなかったようです。他にも、ケアプラの
人に「そうじができない（手が不自由で）」と相談に行ったら、「体にタオルを
まいて、浴槽内をこすればいい」と言われたそうです。要支援の方であっても、
生活に困っていて、わらをもすがる思いで駆け込んだケアプラザの窓口でそのよ
うな対応がとられてしまうと困る。窓口であるケアプラザなどの教育をちゃんと
やってほしい。地域支援という響きは良いが、年寄りも事業所も共倒れにならな
いようにしてほしい。

地域ケアプラザ職員の対応に関す
る疑問、意見につきましては区へ
ご連絡いただき、運営に不十分な
点があれば、地域ケアプラザの運
営法人に対し、適宜指導を行って
いくとともに、職員に対する研修
を充実するなど、業務の質の向上
を目指した取組を進めていきま
す。

各地域ケアプラザでの報告をとりまとめるプロセスをぜひ市民にわかりやすく
「見える化」して下さい。よろしくお願いします。

地域ケアプラザの取組について
は、これまでも広報よこはま区版
や、シニア通信などで、継続的に
紹介をしていますが、今後も、相
談窓口、福祉・保健活動の拠点と
いう地域ケアプラザの役割の効果
的な広報について検討、実施して
まいります。
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意見 回答

地域包括支援センターは業務が増えて大変。 地域ケアプラザについては、今後
想定される地域包括支援センター
の機能強化により、必要となる業
務内容を踏まえ、体制について検
討していきます。

運営協議会がうまく機能していないから、地域ケア会議について地域包括支援セ
ンターの運営が不十分となっている。他の職種からもクレームが出ているのでは
ないか。会計がわからない人がいても意味がない。

地域ケア会議は平成25年度下半期
より試行を開始し、地域の実状に
応じて実績を重ね、平成27年度の
法制化に向けて包括レベル・区レ
ベルの地域ケア会議への展開を
図っているところです。今後は、
各地域包括支援センター（地域ケ
アプラザ）間で効果的な様々な事
例を共有するなど、より効果的に
会議を活用できるよう、市（区）
としても開催支援をしていきま
す。

栄区は、老々介護の方が多いと思います。（地域の見守りネットワークの方も高
齢者です）ので、いつでも気軽にサポートをしてもらえるシステム、そしてその
情報も入手しやすいようにしてほしいです。

現在市内では、地域の実状に応じ
て、様々な見守り活動が実施され
ています。地域ケアプラザ（地域
包括支援センター）は、地域の見
守り活動の支援とともに、見守り
を必要とする方の支援に関する調
整も、民生委員などとともに進め
ていきます。

地域における個人情報の取り扱い、
まず、地域でケアをするということになれば何処のお宅には要介護、認知症の方
が居るという情報を誰が統括していくのが、現行民生委員でも個人情報秘匿に
よって生活支援の人があそこにますと言えないようになっている。地域ケアプラ
ザが統括できるような法的な取り決めをしなければ、地域でのケア計画は現行の
ように利用できる人は限られてしまうのではないかと思います。

本市では市条例に基づき、個人情
報の適正な取扱いのための措置を
定めています。
一方、個人情報の有用性に配慮
し、必要な個人情報の利用が図ら
れるよう支援することも行政の役
割です。いただいたご意見につき
ましては、今後の参考にさせてい
ただきます。

老人会、友愛活動のあり方を含め地域力、老人力の支え合いのアドバイスをされ
た方が良いのでは・・・と思いました。

いただいた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。

計画上、包括支援センターという言葉が随所に出てくるが、ケアプラザとは違う
のか。

地域包括支援センターは、介護保
険法に基づき、相談や関係機関と
の調整など様々な支援をする施設
で、横浜市では原則として地域ケ
アプラザに設置されています。

包括とケアプラ、用語がわかりにくい。一般の市民から見ると、ケアプラザとは
何？包括とは何？という感覚。ケアプラザとは施設名で、包括とはケアプラザの
中の一つの機能という理解だが、例えば包括（ケアプラ）という表現にしてはど
うか。

地域包括支援センターは、介護保
険法に基づき、相談や関係機関と
の調整など様々な支援をする施設
で、本市では原則として地域ケア
プラザに設置しており、個別支援
から地域支援までを一体的に支援
できることが特徴です。混乱を生
じないよう、６期計画の中でそれ
ぞれの用語についてご説明すると
ともに、市民の皆様にもより分か
りやすい周知に努めてまいりま
す。

地域密着の複合サービス、サービス回数に制限を設けていないが、結局、１ヶ月
分の単位に見合うようなサービス内容になっていない事もある。それは人材がい
ないからという理由もあると思われ、複合型サービスを推進するための人材確保
をどうするか、具体的に考えてからの方が良いと思う

複合型サービス内容は、訪問介護
や通所介護とは異なり、サービス
提供時間の制限はありません。し
たがって、利用者にとって真に必
要なサービスを適切にケアプラン
に位置付けられることで、柔軟な
サービス提供が可能です。
また、介護人材確保に向けた取組
を推進します。

「複合型」サービスについて
一人暮らしの方は入浴のサービスを希望している方が多いようです。要支援１の
方でも、希望があればサービスを受けられるようにしていただきたいです。

複合型サービスは、医療ニーズの
高い要介護の高齢者が対象となり
ます。
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意見 回答

複合型サービスはどの組織がどう運営するのか。補助金発生するのか。 複合型サービスは、社会福祉法人
や営利法人等が本市の指定を受け
運営します。新たに複合型サービ
ス事業所を開設する場合には、建
物や物品、人件費等に対して、補
助金を交付しています。
小規模多機能型居宅介護事業所が
複合型サービス事業所へ転換する
際には、人件費等の費用を補助す
る制度を検討しています。

複合型サービスはどのくらい整備するのか。 各区１か所以上提供できるよう整
備を進めます。

9～10ページ　医療と介護と生活支援の連携、サービス提供の場所をきめ細かに。
地域包括で一人ひとりに必要十分なサービスはどうあればよいか、実態を把握し
協力体制を整えるための場所として、小規模多機能施設を工夫して身近な拠点と
してはどうか。

29年度末までの整備目標は、概ね
日常生活圏域に１か所以上、複合
型サービスとあわせて累計180か
所整備するとしており、お住まい
の近くでサービスが受けられるよ
う、さらに整備を進めてまいりま
す。

小規模多機能の充実は必要です。粗製乱造にならないよう、他市町村の優秀な事
例を参考にして、良い事業者の応援をして下さい。

いただいた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。

小規模多機能は囲い込みではないか。ケアマネは同一法人の割合が高いケアプラ
ンを作成すると減額になる。なぜ小規模多機能は許されるのか。

小規模多機能型居宅介護は、定員
が25名と上限がある点、また、多
機能のサービスを利用者の状況に
応じて柔軟に、一体的に提供する
点が考えられます。

小規模多機能型居宅介護事業所がこれからは重要なので、強化していくようにし
てもらいたい。

引き続き整備します。

小規模通所介護が地域密着型サービスに移行するとのことだが、横浜市が決定し
たことは、早め早めに情報提供してほしい。

早めに情報提供していきます。

医療ニーズに対応可能な地域密着型サービスの推進
複合型サービス事業所の職員の増員と、報酬を考えていただきたい。やめる人が
増えている。

いただいた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。

次に地域密着型サービス「定期巡回・随時対応型訪問介護看護jの普及促進の取り
組みを希望します。在市で就労している介護支援専門員からは、現状対応できる
事業所や就労職員が不足しているという実感があります。推進に向けての取り組
みをご検討頂けることを望みます。

事業者団体と協働で、サービスの
特徴やメリットなどをより知って
いただけるよう、リーフレットの
作成や事例発表会等を開催し、普
及促進の取組を続けてまいりま
す。

在宅サービスの強化（サービス料）してほしい。 高齢者の方が住み慣れた地域で安
心して暮らせるよう、在宅での生
活を支援するためのサービスを充
実させることは重要な課題である
と考えています。

要介護２までの人を在宅介護で24時間、対応できるのか疑問です。対応策を明確
にしてほしい。

24時間365日対応できるサービス
として、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、複合型サービス等がありま
す。
例えば小規模多機能型居宅介護利
用者の７割は要介護２以上であ
り、これらのサービスを利用する
ことで要介護度が中重度になって
も、在宅での生活を継続できるよ
う整備を推進します。

平成26年度条例改正（認知デイ関係）
居宅サービスの利用定員18人以下の小規模通所介護事業が、『地域密着通所介
護』として平成28年4月より加わってくる。
地域密着型通所介護が700事業所余り増える中で、新たに運営推進会議が導入され
ようとしているが、グループホーム等でも地域の町内会長や民生委員の参加を求
めるのは既に時間的に厳しい。どのように参加してもらえるようにするのか教え
てほしい。

地域密着型サービス事業にとっ
て、地域との連携は不可欠であ
り、運営推進会議に地域の町内会
長や民生委員方々に、どのように
参加してもらうかについては、今
後検討を進めてまいります。
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 ５　在宅医療・介護の連携強化

意見 回答

医療・介護・リハビリ等の定期巡回サービスがあると良い。 24時間365日、定期的な訪問と随
時の対応、必要に応じて看護師が
訪問を行う、定期巡回・随時対応
型訪問介護看護というサービスが
ございます。本市ではこのサービ
スを、各区に２事業所ずつ整備し
ています。今後も引き続き、整備
を進めてまいります。

現在、在宅医療の現場で患者側に病院志向が根強く残っている。とりあえず病院
を紹介してくれと在宅医に対する要望が強い。条件がある人は自宅で大往生がで
きるよう啓蒙活動を含めた取り組みが必要である。

在宅医療連携拠点では、事業の一
環として市民向けの在宅医療・介
護に関する啓発活動を実施し、市
民の皆様に在宅医療・介護につい
てご理解いただく取組を進めてい
ます。いただいたご意見は、今後
の参考とさせていただきます。

医療機関にかかっていない高齢者は、定期的な健康診断の受診を勧奨強化すると
ともに、聴力が弱った高齢者に対して積極的に補聴器のあっせんと費用補助をし
ていくべき。

後期高齢者の健康診査について
は、保険料額決定通知書に受診勧
奨のチラシを同封し、被保険者全
員に受診の案内をしています。
補聴器に関してのご意見は、今後
の参考とさせていただきます。

在宅医療を担う医療機関の確保や医療と介護の連携強化
在宅医療連携拠点の拡充
在宅医療を担うかかりつけ医を是非とも大幅に増やしてほしい、と思います。そ
れには、やはりそれに見合う報酬（安定した）を考えていただきたい。過労死す
る医師を見て居りますと、切に望みます。

在宅医療連携拠点では、在宅医療
を担う医師を担う医師を増やすた
め、仕組みづくりや協力体制の構
築等の取組を進めています。いた
だいたご意見は、今後の参考とさ
せていただきます。

在宅支援としての訪問健診ロボットの活用をしてはどうか。 いただいたご意見は、今後の参考
とさせていただきます。

在宅医療・介護連携について
医療との連携を強化する上で地域包括支援センターの機能強化や地域密着型サー
ビスの拡充、在宅医療連携拠点の拡充は当然必要ですが、訪問医の増員、医師と
訪問看護師との連携強化が必要だと思います。訪問医については目標数を定めて
増員に取り組むことが必要であり、がん患者等の高度な知識を要する場合もある
と思われるため、専門的医師の要請も必要です。

在宅医療連携拠点では、在宅医療
を担うかかりつけ医を増やす取組
のほか、多職種間の連携を強化す
るため、事例検討会等を実施して
います。いただいたご意見は、今
後の参考とさせていただきます。

ケアプラザと医師会の間で話ができていない。ケアプラザが在宅医療を理解して
いない。

いただいたご意見は、今後の参考
とさせていただきます。

医療と介護の連携について、行政が橋渡しをしてくれないと、つながらない。
（仕組み作りが必要。）

平成25年3月に制定したよこはま
保健医療プランにおいても、「保
健・医療・福祉の様々な担い手の
連携・協働を進め、市民中心の保
健医療の仕組みづくりを推進す
る」とともに、2025年問題を踏ま
え「市民一人ひとりが安心して暮
らせる社会の実現に向けて必要な
施策を推進する」ことを基本理念
としており、医療・介護の連携推
進については、行政として積極的
に取り組んでまいります。本市で
は、在宅医療と介護の橋渡しの役
割を担う在宅医療連携拠点を18区
に整備することとしています。い
ただいたご意見は、今後の参考と
させていただきます。

医療と介護の連携はどうするのか、病院でのベッドが足りないという話がある 本市では、今後病院の病床数の増
加が見込めないことを想定し、超
高齢社会に備え、市民の皆様が住
み慣れた家等で安心して療養でき
るよう、在宅医療・介護連携の取
組を進めています。いただいたご
意見は、今後の参考とさせていた
だきます。
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 ５　在宅医療・介護の連携強化

意見 回答

在宅医療連携拠点はどの組織がどう運営するのか。補助金発生するのか。 在宅医療連携拠点は、本市が各区
医師会等への委託により、18区で
運営することを目標としていま
す。拠点では、介護支援専門員の
資格をもつ看護師等が相談支援業
務にあたり、在宅医療と介護の橋
渡し役として活動するほか、在宅
医療を支えるための地域の仕組み
づくり、多職種連携、市民啓発活
動を実施します。
　平成27年度から在宅医療連携拠
点事業は介護保険制度の地域支援
事業として実施していく予定で
す。

在宅医療連携拠点の拡充の項目で、「医師会等と協働し」とあるが、「等」は何
を意味しているのか。

「等」には、金沢区三師会など
の、○○区医師会以外が含まれま
す。

在宅医療は順調に進んでいるのか。 本市では、今後の超高齢社会に備
え、市民の皆様が住み慣れた家等
で安心して療養できるよう、在宅
医療・介護連携の取組を進めてい
ます。25年度からは、在宅医療を
担う医師を増やし、在宅医療と介
護の橋渡しを行う在宅医療連携拠
点の整備を進め、26年度には累計
11区に開設しています。いただい
たご意見は、今後の参考とさせて
いただきます。

（老健等の施設職員で）「看取り」ができる介護職を養成していかなければなら
ない。

いただいたご意見は、今後の参考
とさせていただきます。

病院のMSWの在宅介護への知識の低さに驚いています。入院し、身体機能が低下す
るとすぐに、家族へ施設見学を提案しているようです。在宅サービスに精通し、
本人や家族に情報提供できる人材が必要です。人材育成が一番必要と思います。

本市では、在宅医療・介護連携の
取組として、多職種間でのグルー
プワークや、地域の医療・介護関
係者の相互理解を深めるための研
修を実施するなど、地域の医療・
介護関係者の連携を円滑にするた
めの取組を進めています。いただ
いたご意見は、今後の参考とさせ
ていただきます。

ガン末期の患者への 後の対応ができるのは医師ではなく看介護だ。 いただいたご意見は、今後の参考
とさせていただきます。

９ページの在宅医療を担う医療機関の確保や医療と介護の連携強化で、薬剤師が
入っていない。在宅医療を行うかかりつけ医を増やすとあるが、薬剤師も在宅訪
問を行っている。かかりつけ医だけではなく、薬剤師も増やすというのを入れた
ほうがよいのではないか。在宅生活を目指すことが目標であれば、入れたほうが
よいのではないか。

在宅医療・介護連携には薬剤師と
の連携も含まれています。在宅医
療における歯科及び薬局との連携
についても、強化していきたいと
考えています。いただいたご意見
は、今後の参考とさせていただき
ます。

訪問医療はあっせん業者が入ったらだめだと思う。介護はそのようにならないよ
うにしないといけない。

今後の医療保険制度の動向を踏ま
えながら、適切な介護サービスが
提供されるよう施策を進めてまい
ります。

訪問介護、療養での家事援助で実行されているヘルパーさんの「食品の買出しと
調理のサービス」についての提案
「本サービス」には加齢医学上重大な問題が潜んでいることに注目し、再検討と
改善対策が急がれる。近年の加齢医学の研究論文から、高齢者の「新栄養失調」
（血清アルグミン値から評価し低たんぱく栄養状態が危険域）の対象者が２～３
人に１人や、また貧血者の多数出現のケア施設の報告がある。これら低栄養状態
がサルコペニア、ロコモティブシンドローム及び高齢者総死亡のリスクとなるこ
とを見逃せない。介護、療養に関わる医師、薬剤師、理学療法士、栄養士、ケア
マネ等ケアチームによるデータ（生化学値、体重、運動、気分等）に基づく実態
把握と実行のシステム作りを開始すべきである。また食材、調理に関する新しい
検討（技術者養成校、業者等との連携等）も必要となろう。
参考文献：医学のあゆみ　236-5、2011　248-9、2014　ＤＩＴＮ　441、2014
臨床栄養　124-3　2014　（保健学研究者）

高齢者の「食」による健康増進に
ついては、配食サービスの事業等
において、栄養バランスのとれた
食事を提供することに配慮して取
り組んでおります。
また、ご提案の内容については、
今後、事業を実施していく中でも
参考にさせていただきます。
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 ５　在宅医療・介護の連携強化

意見 回答

在宅訪問　看護医療＝訪問医師について開業している病院があれば知らせて下さ
い

市民の皆様への情報提供について
のご意見として、今後の参考とさ
せていただきます。

安楽死を考えていただきたい。 安楽死については日本には法律が
ありませんが、「終末期医療の決
定プロセスにおけるガイドライ
ン」を活用した医療従事者の質の
向上等、人生の 終段階における
医療に対するご意見として、今後
の参考とさせていただきます。

柏市で身近なところに医療機関も介護施設もあるというのを東大の秋山教授が進
めていると聞いた。いい取組だと思うが、横浜でできないか。

貴重な情報、ありがとうございま
す。今後の参考とさせていただき
ます。

誰もが年老いて死を迎えることを考えると、誰もが安心して老後をむかえられる
ようすすめて欲しいこと
必ず主治医を持つこと

かかりつけ医をもつことの大切さ
については、横浜市医師会と協働
し、取組を進めています。いただ
いたご意見は、今後の参考とさせ
ていただきます。

私個人として母親（福井）の在宅介護を姉と一緒に約10年間交代し乍らやって参
りましたが、２人暮しの介護者の家にはあまり来られなく、１人暮しの場合には
重点的に民生委員の方が来られましたが、２人暮しの介護は老々介護で長年の介
護は（介護する側の健康的な問題を考えてみる必要がいる）大変です。

一人暮らしの高齢者だけでなく、
高齢のご夫婦のみの世帯等への支
援も重要であると考えて日常の業
務に取り組んでいます。
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６　認知症施策の推進

意見 回答

認知症施策の推進
①認知症疾患医療センター診療所型(アウトリーチ型)の立ち上げの件、②認知症
ケアパス運用の件、③認知症初期集中支援チーム運用・運営の件に関して専門職
集団として、基本方針策定・施策運用の際に横浜市介護支援専門員連絡協議会と
して参加ができるようご配慮を望みます。

横浜市介護支援専門員連絡協議会
を通じ、認知症施策の検討会等へ
の参加に御協力いただいておりま
す。引き続き認知症施策の推進に
御理解と御協力をお願いいたしま
す。

認知症対策について、認知症初期集中支援チーム等を設置するとあるが、医療機
関に継続受診している高齢者はかかりつけ医がいるということなので、地域の診
療所との連携体制を具体化すべき。

事業を実施するにあたり、かかり
つけ医の先生がいらっしゃる場合
の連携体制についても、明確にし
ていきます。

誰もが年老いて死を迎えることを考えると、誰もが安心して老後をむかえられる
ようすすめて欲しいこと
「認知症の診断」は６５歳以上は義務づけ、早期発見、早期投薬。

認知症の早期発見、早期対応は重
要と考えており、体制整備を進め
ていきます。いただいたご意見に
つきましては、今後の参考にさせ
ていただきます。

認知症は本当にこれからの課題。本人も家族も本当に大変です。 認知症の方や、ご家族の支援につ
きましては、各区・各地域包括支
援センターで、取り組んでいると
ころですが、多様なニーズを踏ま
え、さらに支援の充実に向けた取
組を進めてまいります。いただい
たご意見については、参考にさせ
ていただきます。

認知症対策の推進
認知症にしない医療の発展にも関与し、認知症にならない日常生活の指導を行う
ことが必要だと思います。

介護予防の取組の推進の一環とし
て、認知症予防の取組を推進して
いきます。

10頁認知症初期集中支援チームの設置について
以前に認知症サポータの養成があり大勢の方々がその説明を受けています。今回
のこのシステムに導入出来ないか

認知症初期集中支援チームは、保
健、医療、福祉の専門職で構成さ
れるチームが対応することとされ
ています。認知症サポーターの
方々には、身近な地域でボラン
ティア活動に参加していただける
ような取組を推進してまいりま
す。

認知症高齢者の増大が見込まれますが、権利擁護事業の推進、普及、定着、成年
後見制度の普及、啓発が更に必要と思われます。

いただいた御意見は、今後の参考
とさせていただきます。

地域の方々とコミュニケーションを取り、多くの行事等に積極的に参加し、認知
症の予防に取組んで行きたい。

ご意見のとおり、積極的な社会参
加は、認知症予防につながると考
えております。地域ケアプラザな
どでは、様々な講座や活動を行っ
ておりますので、ご参加くださ
い。

（P.10でも見られた事ですが）市内では認知症キャラバンメイト、サポーターの
活動も行っております。P10、認知症施策の推進共に「今行っていることの検証を
しつつ、活字にしてほしい」と思います。

横浜市では、これまで認知症サ
ポーター養成講座の取組を推進
し、サポーターの養成数は13万人
を超えています。これまでの取組
の成果や課題を検証し、引き続き
認知症施策の推進に取り組んでま
いります。

認知症にならないよう講座（予防）を開設したり、脳ドックの麻雀教室などを準
備していますが、認知症のサポーターは何人も現れません。介護施設は人手が足
りず、地域の人たちでパートを雇っています。ボランティアが出やすいような社
会にしたいと思います。

認知症サポーター養成講座を受講
した方が、地域のボランティア活
動につながるような取組を検討し
てまいります。いただいたご意見
は参考にさせていただきます。

認知症カフェはどの組織がどう運営するのか。補助金発生するのか。 認知症カフェの運営主体について
は、特に組織の定めはありませ
ん。現在のところ、認知症カフェ
に特化した補助金はありません。
認知症カフェの運営にあたり、必
要な支援については、現に運営し
ている方々のご意見をお聞きしな
がら今後検討していきます。

認知症患者が増加し、徘徊も増えているが早期発見の為のネットワークを全市的
に確立して欲しい。例えば民間人のネットワーク作り、域内の放送に依る捜索と
か。

認知症の方を地域で見守るしくみ
づくりや、迅速な発見体制を構築
していくことは、重要な課題と認
識しております。いただいたご意
見については、参考にさせていた
だきます。
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６　認知症施策の推進

意見 回答

地域での見守りの体制について、支援を必要とする方の発見方法や情報の共有方
法について、個人情報保護法との関連や個人の同意取得などがよく見え
ない。地域住民の協力が不可欠なのはわかるが、個人情報等の管理方法があいま
いでは、地域包括ケアは進まないのではないか？

本市では市条例に基づき、個人情
報の適正な取扱いのための措置を
定めています。
一方、個人情報の有用性に配慮
し、必要な個人情報の利用が図ら
れるよう支援することも行政の役
割です。いただいたご意見につき
ましては、今後の参考にさせてい
ただきます。

情報公開の促進
一人暮らしの高齢者や認知症の人などの情報を、町内会(自治会)や民生委員等に
公開すべきである。それがなければ、P10の「地域で見守り、支え合う体制の構
築」は難しい。

本市では市条例に基づき、個人情
報の適正な取扱いのための措置を
定めています。
一方、個人情報の有用性に配慮
し、必要な個人情報の利用が図ら
れるよう支援することも行政の役
割です。いただいたご意見につき
ましては、今後の参考にさせてい
ただきます。

介護者（ケアラー）支援は、「認知症施策の推進」の項ではなく、「生活支援
サービス」の項に介護者（ケアラー）当事者の人権と生活の権利のための課題と
して位置づけるべき
【理由】
認知症の人と家族をひと括りにするのでなく、認知症以外にも高齢家族や難病者
や障害者などを介護している方達が居り、世代も多様で若者から高齢者まで、学
業との両立や仕事との両立、自分の健康、経済的不安など抱えるニーズも多様で
す。しかし共通しているのは、介護者が自身の将来や経済生活に不安を感じ、自
らの心身の健康に不安を抱き社会的に孤立していると感じていることです。
現在も今後も膨大な介護者が存在しますが、この介護者を社会的孤立状態のうち
に放置すれば、介護者自身の自立や生活設計の困難、健康問題、経済的困窮や貧
困、不安定な就業や無年金・低年金などに結びつきかねず、結果として社会的リ
スク・コストにつながることにもなります。
認知症施策の一環としての介護者支援では不十分であり、介護者（ケアラー）が
社会的に排除されることなく、人としての尊厳、将来の生活設計の選択や必要な
情報や支援を得ることができるよう、地域での支援体制づくりが急がれます。
そのような意味で、介護者支援は“要介護者のための介護者支援”でなく、“介
護者自身のための生活支援”と考え、介護者（ケアラー）のための総合生活支援
施策として位置付ける必要があると考えます。

いただいたご意見のとおり、介護
を担う方も多様化しており、多重
介護の問題や、若い介護者の学業
や職業との両立の問題、介護離職
の問題など様々な課題があると認
識しております。介護者支援につ
きましては、各区・各地域包括支
援センターで、取り組んでいると
ころですが、多様なニーズを踏ま
え、さらに介護者支援の充実に向
けた取組を進めてまいります。い
ただいたご意見については、参考
にさせていただきます。

「認知症」をもっともっと知ってほしい。一応、キャラバンメイトで活動中。
「私は認知症です」という名ふだなど、はってる人はいないので、病気を知り見
守る事の大事だけでも知ってほしい。

平成26年12月末時点で、認知症
キャラバンメイトは、2,314人と
なりました。また認知症を正しく
理解し、見守る認知症サポーター
は135,820人まで広がっておりま
す。今後も、認知症の正しい理解
の普及啓発のために、小中学校・
民間企業なども対象に、認知症ｻ
ﾎﾟｰﾀーの養成に引き続き推進して
いきます。いただいたご意見は参
考にさせて頂きます。

認知症施策の推進について
現在、徘徊されてしまう方について
外カギ（→虐待）などの問題がたくさん出ている中、今後どうするのか？
本人らしく生きてもらう為には自由にさせるべきだが　いろいろな問題がある上
家族その他が考えた結果であるが　働く側にもとてもやりにくくなってきてい
る。
もちろん研修なども実施して頂き、虐待（閉じこめ、つなぎ着、４てん柵）につ
いても考えていただきたい。
認知症の方には必ず起こりうることかと思われます。

認知症や高齢者虐待の予防・早期
発見・対応をすすめるため、区・
地域包括支援センター・介護保険
事業所・医療機関等が地域と協力
して研修や連絡会を行っていま
す。介護者の負担を軽減するとと
もに、適切な対応について介護者
や関係者が共に考え、介護者の心
身の健康管理や将来にわたる生活
の設計ができるよう、活動の充実
を図ります。

認知症…という言葉がよくない。違う表現はないかな…？（EX.ほのぼの層、オー
ルドシニア）

いただいた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。
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 ７　生活支援サービスの充実

意見 回答

介護保険の予防給付事業の地域支援事業への移行について平成２７年、２８年は
現行相当のサービスを維持するとあるが、平成２９年からは本格移行となってお
り、内容が不明。文章の流れからすると現行サービスと違うものになるように読
めるが、どのようになるのか？現行サービスは今後も維持し、それ以上に訪問介
護・通所介護の利用がしやすく設定すべき。

専門的なサービスを必要とする方
には介護事業所による専門的な
サービスを提供し、加えて、多様
な主体によるサービスを充実さ
せ、本人の状態に応じた介護予防
ケアマネジメントを行います。

予防給付(訪問介護・通所介護)を市町村が取り組む地域支援事業に移行し、多様
化
→地域支援事業が具体的にイメージしにくいと感じました。２９年から本格移行
とのことですが、もう少し具体的に事例をあげていただけると分かりやすいと思
いました。今の状態ですと、要支援は公的サービスが使えなくなるイメージで、
マイナスイメージです。プラスのイメージが持てるよう提案をよろしくお願いい
たします。

要支援者の多様なニーズに対し
て、事業者による専門的なサービ
スに加え、住民主体による支援な
ど多様なサービスを充実していく
一方、高齢者が支え手側に回るこ
ともあり、地域と関わりながら健
康状態を維持・向上させられるよ
うな仕組みを作ります。具体的な
仕組みについては検討段階です。

生活支援サービスの充実
“介護保険法改正により予防給付の訪問介護・通所介護が地域支援事業に移行し
ます。”とありますが現在の行われていることがどのように変っていくのか、具
体的な事例で説明していただきたいと思います。

専門的なサービスを必要とする方
には介護事業所による専門的な
サービスを提供し、加えて、多様
な主体によるサービスを充実さ
せ、本人の状態に応じた介護予防
ケアマネジメントを行います。具
体的なサービス内容等については
検討中です。

終的には29年4月～移行との事ですが、前段階でのモデル事業実施希望者に対す
る対処（情報提供）を早めに提示していただきたい。

モデル実施について早めに情報提
供できるよう努めてまいります。

予防給付の地域支援事業への移行については、今後、地域で考えなければならな
いことが多く、むずかしい問題と感じました。

今回の制度改正では、「地域づく
り」が一層重視されますので、地
域の皆様と一緒に考えていきたい
と思っています。

訪問介護の事業所で働いています。要支援の方への訪問介護について、地域支援
事業へ移行とありますが、もっと具体的な話を聞きたかった。自分達の働き方が
どう変わっていくのか？とても心配です。

決定すべき事項が多岐にわたりま
すので、まだ検討段階です。具体
的なお話ができる段階になりまし
たらお知らせしていきます。

予防給付が27年度以降、どのように地域支援事業に移行するのか、確認したく参
加しました。具体的に決まっていないということですが、移行の情報は当該高齢
者も聞き及んでおり、気がかりにしていますので、早急に説明する責任があるの
ではないでしょうか？介護保険事業所で働くものとしても同様に感じます。

決定すべき事項が多岐にわたりま
すので、まだ検討段階です。具体
的なお話ができる段階になりまし
たらお知らせしていきます。

介護保険、訪問介護、通所介護が地域支援事業に移行することの利点　欠点を知
りたい。変化内容を具体的に

要支援者の多様なニーズに対し
て、事業者によるサービスだけで
はなく、住民主体による支援など
多様なサービスを充実していく一
方、高齢者が支え手側に回ること
もあり、地域と関わりながら健康
状態を維持・向上させられるよう
な仕組みを作ります。具体的な仕
組みについては検討段階です。

予防給付の地域支援事業への移行が見えてこない。 決定すべき事項が多岐にわたりま
すので、まだ検討段階です。具体
的なお話ができる段階になりまし
たらお知らせしていきます。

地域支援事業移行する事業に携わっているため、市の動向に関心が強い法人もあ
る。他都市では27年度から本格実施するところもあるようだが、横浜市は何年度
から行うのか。

横浜市では27年度中に地域支援事
業に移行し、段階的にサービスを
充実させ、29年度から本格実施し
ます。

予防給付（訪問介護・通所介護）の円滑な地域支援事業への移行
平成29年４月から施行を目指すとのことだが、平成27、28年度に行うモデル実施
のタイムスケジュールと内容を明確にしてもらいたい。認知症対応型通所介護の
事業展開をしていく際に必ず影響が出てくる項目なので可能な限り速やかにお示
しいただきたい。

決定すべき事項が多岐にわたりま
すので、まだ検討段階です。具体
的なお話ができる段階になりまし
たらお知らせしていきます。
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 ７　生活支援サービスの充実

意見 回答

素案であるから仕方ないとは思いますが、良いことばかり書いてある様に感じま
した。それに対してどのようにしようと考えているのか。予算はどこまであるの
か。特に今回要支援1，2をなくすこと（移行）ということですが、今まで要支援
の方々が国の補助を受けて、どれだけ健康をUPさせてきたか、要介護にならない
ですんできたことか。その方たちの負担がどうなるのか、など直接話を聞かせて
もらえる機会を設けて欲しいです。ぜひぜひ！

要支援１・２の方のサービスのう
ち、訪問介護・通所介護のみが地
域の実情に応じた事業に移行しま
すが、専門的なサービスが必要な
方には、事業者による専門的な
サービスが提供されます。29年度
に本格実施ですので、具体的な内
容についてお知らせする機会につ
いても設けていきたいと考えてい
ます。

要支援１、２を介護保険から外すのは、地域の支援サービスがある程度まで充実
してからにして下さい。
地域の支援体制を整えるのは、簡単にできるとは思えません。

要支援１・２の方のサービスのう
ち、訪問介護・通所介護のみが地
域の実情に応じた事業に移行しま
すが、専門的なサービスが必要な
方には、事業者による専門的な
サービスが引き続き提供されま
す。地域の支援体制については、
多様なサービスの状況も考慮に入
れて介護予防ケアマネジメントが
行われると考えています。

以前、ケアマネをしておりました。
要支援１、２、介護１の方は一般状態に動きも多く、訴えの多い方も多いです。
そういう方が、デイを、民間に任せるというのは、非常に不安も多く安全も損な
われるような気がします。これから地域包括も大変だと思いますが、地域の力を
強めていくしかないと思います。

介護予防ケアマネジメントの中
で、本人の状態に応じて、専門的
なサービスを必要とする方には介
護事業所による専門的なサービス
を提供します。
おっしゃるとおり、地域の力の強
化が大変重要となります。

要支援者１、２が気楽に相談が出来る所が欲しい。それについて行政が積極的に
体制を整えて欲しい。

お近くの地域ケアプラザの窓口で
ご相談を承っていますので、よろ
しくお願いします。

要支援者の切捨てにならないか…？
現時点では利用されていない事から具体的な問題は把握出来てないが利用されて
いる人から支援を受けてから介護保険を利用するように動く事が必要と云う事は
…？

専門的なサービスを必要とする方
には介護事業所による専門的な
サービスを提供し、加えて、多様
な主体によるサービスを充実さ
せ、本人の状態に応じた介護予防
ケアマネジメントを行います。

要支援１、２の人でも、重いサービスの必要な人は、これ迄通りの支援がうけら
れる様にすると説明されたが、その場合、介護認定のランクを引き上げるのか
あくまでも運用でサービスを提供するのか。そのあたりがあいまいであるように
思う。

「介護認定のランクを引き上げ
る」のではなく、介護予防ケアマ
ネジメントの中で、本人の状態に
応じて、専門的なサービスを必要
とする方には介護事業所による専
門的なサービスを提供します。

介護保険のスタートの趣旨から言って要支援の訪問介護、通所介護の後退は反対
です。横浜市で頑張って国をカバーして下さい。

サービス水準を後退させるのでな
く多様なサービスを充実するとい
う基本的な考え方は妥当なものと
考えていますので、よりよい制度
について検討していきます。

予防給付は制度変更によって市へ請求するようになるのか。 予防給付はこれまでどおり国民健
康保険連合会を通じて保険者（横
浜市）へ請求します。
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 ７　生活支援サービスの充実

意見 回答

要支援１、２の人へのケアがよくわかりません。 訪問介護・通所介護について、全
国一律の給付から、地域の実情に
応じた事業に変わります。国が示
す内容は多岐にわたりますが、横
浜市の制度設計ができましたら、
お知らせしていきます。

生活支援サービスについて。要支援の方へのサービス移行に不安を感じている。
町会への援助金の引き下げ（ゴミ拾いの補助金がなくなり、子供か大人が行って
きた事を現在は行っていない。）。上記の事からも町会で何をやっているか、わ
からない、参加しにくい、会費を払っているが、役員の飲み会で使っている様子
が見える等により、より身近な町会でも行きにくいのに、区役所や地域包括に行
くのか。家に重たい物を届けてくれるサービスがありがたいと聞くが、5千円以上
なので、必要のない物を買っている方もいる。どうやってボランティア活動を推
進していくのか、ボランティアのみかえりはどうなるのか、見えていない。年金
が少なくなるので、少しでもお金がもらえるのであれば、ボランティアを行う方
も手を挙げてもらえると思う。

国が示す例に、「住民主体による
支援」を行う団体に対する補助の
仕組みなどが挙げられていますの
で、検討していきます。現行の
「ボランティアポイント制度」も
ご利用いただくよう、よろしくお
願いします。

介護予防の取り組み推進と「生活支援サービス」について
法人　契約・個人情報保護
横浜市では、介護保険事業費会計の中の地域支援事業（介護予防事業）で地域づ
くり型介護予防事業が取り組まれていますが、今年度厚生労働省が提起されてい
る、「介護予防日常生活支援総合事業」とそれとはどうかみ合ってくるのでしょ
うか？市で既に取り組まれているこの地域づくり型介護予防事業は、地域の自主
的取り組みを支援するものであり、特に、元気づくりステーション事業などは、
グループ活動を広め、維持継続を支援することで、介護予防に役立つことが期待
されます。自主的グループ活動であれば、その活動に発生しうるリスクへの対策
としては、ボランティア保険及び、グループ内での個人情報取り扱いの規定を作
成して対応していくでしょう(参加者全員の申し合わせ)。その中で、困難なトラ
ブルが発生すれば、活動支援機関(行政または、その支援を委託された機関)が対
処することもありうると思います。しかし、「介護予防日常生活支援総合事業」
はサービスという名称がつかわれ、サービスの提供と利用は、はっきり分かれて
います。振り返れば、介護保険という制度は、対等な関係での契約を必須として
始まり、利用者としての高齢者の立場を守ってきました。契約書で記載される守
秘義務は、個人情報保護同意書をいただくことと結ばれていますし、契約書で記
載される苦情申し立ての権利は、重要事項の苦情申立機関の列挙につながってい
ます。そして、契約を交わし、また、長期にサービスを担い続けるために、介護
保険指定事業者は、法人であることを要件とされた、と理解していました。しか
るに「介護予防日常生活支援事業」では、「多様なサービス」という表現のもと
に、サービスの担い手の法人格の有無を、問わなくなるようです。ということ
は、高齢者の立場をどう守るかという根源を、各自治体において構成しなおすこ
とも、求められるのでしょう。サービスの整備という課題以前に。些少な会費で
活動する自主グループは、任意団体ですし、また、地域限定の幾多の有償ボラン
ティア組織は（「生活支援総合事業」といわれようが言われまいが）今まで通
り、力の続く限り活動を続けていかれるはずです。しかし「サービス」の視点
で、増やさなければならないのなら、法人格と、契約はやはり維持しなければな
らないと思います。また、今後増えていく高齢者は、既に利用者としての権利意
識も持っています。事業者として、きちんと向き合うことが求められます。サー
ビスを提供するのであれば、①その質の維持向上のための対策、②事故防止、個
人情報保護の対策、③サービス提供の効率化　の取り組みは常に等しく必要であ
り、そこには「多様」の表現は当てはまりません。上記を継続していく経費人件
費は削ることができないものであり、サービス価格を下げることは困難なことと
思われます。介護労働者の待遇改善を目指すのであれば、なおのこと。但し、要
支援の介護報酬は、ひと月定額で高めに出されているとのことですので、それを
是正調整する一手段として、自治体事業としての報酬設定もありうるのでしょ
う。自治体事業の介護報酬請求事務に関しては簡易な形で作成していただくよう
是非、お願い致します。しかし、「チェック表」による振り分け、つまり、アセ
スメントの簡易化は、非常に危うく感じます。窓口に来た、初対面の高齢者が、
その時そう答えたというだけの情報のみで判断するのでしょうか。現状の認定調
査は、要支援でも、たとえ独居の方の調査であても、ケア関係者や家族、身近な
人たちからの情報が織り込まれているのです。そもそも　サービスのランクを３
種４種等、細かく分けなければならなくしているから、そのためのアセスメント
など手をかけていられないわけでしょう。そんなに細かく分ける必要が本当にあ
るのでしょうか？いったい何のために？
横浜市は、どうか、横浜市として本当に必要なことのみ実施してください。厚生
労働省の提示をすべて実施する必要はないはずで。地域性に依拠する故の、自治
体事業なのですから。

多くのご意見ありがとうございま
す。
いただいたご意見や、国の制度改
正の趣旨を勘案しながら横浜市の
制度について検討を進めてまいり
ます。
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意見 回答

生活支援サービスへの移行について具体的にどんな感じで移行していくのが全く
見えません。私はケアマネですが現在、予防通所、予防訪問介護のサービスを利
用している方が不安に思うと思います。それともまだ具体的に決まっていないの
でしょうか？

横浜市の総合事業実施は27年度中
の予定ですが、当初は現行相当
サービスを行い、段階的にサービ
スを充実させ、29年度から本格実
施します。具体的な内容について
も検討段階です。

多様な生活支援ニーズとはどこまでを言うのか。
29年度本格移行でのNPOやボランティア団体の目途はついているのか。あと2年だ
が付け焼刃で出来ることか不安がある

新たな制度で提供するサービスの
範囲については、今後具体的に検
討していきます。担い手となる地
域活動団体についても、調査結果
等に基づき、検討を行っていきま
す。

以前、横浜市の総合事業実施は27年からとも聞いたが、29年からということか？ 横浜市の総合事業実施は27年度中
の予定ですが、当初は現行相当
サービスを行い、段階的にサービ
スを充実させ、29年度から本格実
施します。

29年度の実施を期待したい。 介護予防・日常生活支援総合事業
の開始は27年度中となりますが、
当初は現行相当のサービスを行い
ながら、29年度の本格実施に向け
て検討を進めていきます。

介護保険改訂を29年ではなく、モデルとして、ケアプラザや行政も加わって高令
化先進地域で取組みを始めることはできませんか。協議体ができそうですネ

介護予防・日常生活支援総合事業
については、27年度中に開始しま
すが、29年度の本格実施前にモデ
ル実施も行う予定です。実施内容
についてはご意見を参考にしなが
ら検討していきます。

ボランティアの活用は否定しないが、それだけでは予防の質が保てないと思う。 今回の制度改正の趣旨の１つは、
様々なニーズを持つ要支援者等の
方へ、それぞれの状態に応じた多
様なサービスを提供することがで
きるようにすることです。既存の
介護事業者の他に、NPOやボラン
ティア等の地域活動団体も担い手
とすることによって支援の充実強
化を図ることを目的としており、
今後、具体的な仕組みを検討して
まいります。

保険料の値上げは何に使用するのかが良く分らず一方でサービスの内容をNPOとか
地域とかに担い手を移行させることによってサービスの低下を招くだけになると
危惧せざるを得ない

高齢化率の上昇、介護保険サービ
ス利用者の増加等によって、介護
保険料については値上げせざるを
得ない状況となっています。介護
予防給付の訪問介護・通所介護の
地域支援事業への移行は、様々な
生活支援ニーズを持つ要支援者等
に対し、多様な主体による多様な
サービスを提供することにより、
地域での生活を支援できるように
することを主な目的としていま
す。

健康に生活しており医療費を余り使わない人に対するサービスも考えてほしい 住み慣れた地域で、その人らしく
生活できるよう、サービス体制を
検討していきます。

地域の資源を生かした多様なサービスの充実の項に、「多様な活動拠点の構築」
を追加
【理由】
自助・共助・公助の組み合わせによる地域の支え合いの仕組みをつくっていくこ
とが、地域で安心して暮らし続けるためにも、地域包括システムの実現のために
も必要です。
「多様なサービスの担い手となる地域人材の育成」、また、「支え合いの体制づ
くり」にも触れられていますが、地域の多様な団体等が活動するには物理的拠点
が必要です。例えば、認知症カフェ（オレンジカフェ）にしても、ケアラーズカ
フェにしても、居場所や行き場となる拠点（物理的空間）が必要です。
地域の主体的取り組みを行おうとする個人や団体は多数ありますが、活動拠点の
確保・維持が困難な状況にあります。主体的取り組みに任せるだけでなく、市と
して、例えば空き家の借り上げによる共同事務所・活動拠点づくり（家賃は団体
負担だとしても）など、空間確保の工夫があれば、多様なサービスの担い手の育
成・活動の活性化に効果的と思います。

担い手の育成・活動の活性化に
は、活動拠点が確保されることが
重要であると考えています。ご意
見については、今後、具体的な仕
組みを検討する上で、参考とさせ
ていただきます。
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意見 回答

生活支援サービスがどれ程増加するのか？ボランティア団体としての役割の充実
化が更に進むのか？などなど、これからの環境づくりに期待しています。

専門的なサービスまでは必要とし
ない要支援者の方については、ボ
ランティアの方等によるちょっと
した家事援助等の支援をすること
で、地域の暮らしを支えるという
のが、今回の制度改正の趣旨の１
つとなります。今後、本市として
どのような仕組みが適切か検討
し、効果的なサービス提供体制を
構築していきます。

10ページ　２－地域の資源を生かした多様なサービスの充実について
人材の育成－環境づくり　となっていますが、［共助］に対して具体的な支援を
教えてほしい。介護支援の財源を使って・・・と言われましたが可能は方法を開
示してほしい

総合事業のガイドライン案では、
訪問型サービス・通所型サービス
等を行う地域活動団体に対して補
助等の支援を行う仕組みが示され
ており、本市においても具体的な
仕組みを今後検討していく予定で
す。

安否確認を含めた配食サービスは、介護が必要な人が利用するだけでなく、要介
護にならないために、とても大切な事業です。地域支援事業で行うのではなく、
財源をしっかり確保し「市単独事業」として、国の制度改革の影響をうけること
なく行って欲しい。

現在、原則要介護２以上の方等を
対象に、地域支援事業の任意事業
として「高齢者食事サービス事
業」を実施しています。「市単独
事業」への移行は、現在の厳しい
状況を考慮すると、困難であると
考えます。

地域で見守る事はとても良い事だと思います。私達も地域で活動していてもっと
地域でいろいろな団体が横のつながりで地域を見守ることができたらいいなぁと
感じています　区や市はもっとそのコーディネートをする事を考えてみて
は・・・でもそれをNPOやボランティア団体に安い補助金のみで済ませてしまえと
考えているように感じます。
もっと地域で本当に手弁当や時給500円にもいかない団体にもっと補助を出せばや
る気になる　地域力！！もっと横のつながりを作れるコーディネートが必要だ
と・・・

地域活動やボランティアの育成支
援については、地域ケアプラザな
どが行っている取組の現状や、国
のガイドライン案に示されている
「生活支援コーディネーター」や
「協議体」等の趣旨を踏まえて検
討していく予定です。ご意見につ
きましては、今後、具体的な業務
内容等を検討する上で参考とさせ
ていただきます。

給食と生活支援の情報提供があると良い。 支援を必要とする高齢者の方が
サービスを選択できるよう、今
後、情報の整理を進めていきま
す。

今回の改正においては、「緩和されたサービスA」「サービスB」「サービスC」
「サービスD」とあります。
・「サービスA」について、訪問型サービスの場合の時間単価はどの程度になるの
でしょうか。
・通所型の場合は、どのような基準でサービスが実施されるのでしょうか
・「サービスB」の場合には、助成金・補助金を拠出されるとのことですが、その
基準はどのようにお考えでしょうか。また訪問型サービス（生活支援サービ
ス）、通所型サービス（居場所等）設立時には、基盤整備費が用意されると聞い
ております。その折の基準もお聞きしたい。
・「サービスD」は、主に移動サービスのことですが、どのような基準で行われる
のでしょうか。79条との違いをお聞きしたいと思っています。
　横浜市では27年４月に、指定事業所に「緩和されたサービスA」のみなし指定を
されると伺っております。サービスAの時間単価は、給付費より下げて設定するよ
うですが、その際あまりにも給付費との差がある場合事業所が手を出さない恐れ
があります。現在でも要介護3以上でないと受けないという事業所もあるやに聞い
ております。地域によっては移行により「サービスA」も「サービスB」もない地
域が出てくる可能性を危惧しています。

サービスAの単価・基準等は検討
段階です。また、みなし指定がさ
れるのは、総合事業の「現行相
当」のサービスです。
サービスB・サービスDの具体的な
内容については、地域の状況も踏
まえ、団体への補助の実施等も含
めて、今後検討を進めていきま
す。

財源の確保を
地域支援事業の予算は当該市町の75才以上の高齢者の伸びだけを勘案するのみで
す。「前年度の実績に75才以上の人口をかける」ことになっており実績が低けれ
ば予算枠も小さくなります。実績はサービス事業者の担い手がいなかったり、
ニーズがあるにもかかわらず適切なサービス事業者がいないためサービス利用を
控えたりと本来のサービスの量を正確にあらわしているとも限りません。総合事
業は予防訪問介護、予防通所介護に加え、新たな生活支援サービス（配食なし）
移動支援サービスも計画に入っています。厳しい財政状況では、サービスの量・
質ともに十分展開できるのか不安です。横浜市として必要なところに適切なサー
ビスが届くよう独自の財源を確保して下さい。

総合事業の上限を超えた場合、そ
の財源確保のために保険料の上昇
にもつながりますので、慎重に検
討します。
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意見 回答

第1層・第2層の生活支援コーディネーターの研修は、どのような基準で普及啓発
や人材育成が行われるのでしょうか。また、第1層のエリアは市単位或いは区単位
のどちらとお考えでしょうか。神奈川県地域福祉支援計画の中の「地域福祉コー
ディネーター」との違いはどのように理解したらよろしいのでしょうか。横浜市
のような大きな自治体は第2層のコーディネーターの育成から始め、協議体を構成
した方が良いように感じています。高齢者のニーズ・実態が身近で把握しやすい
と思うからです。いずれにしても、住民参加型の多様なサービスを安定的・継続
的に提供していく施策をよろしくお願い致します。

第1層のエリアについて、本市は
広域な市であるため、区単位とす
る考え方を軸に検討しています。
地域福祉コーディネーター等との
関係についても検討を進めている
ところです。
いただいたご意見につきまして
は、今後、具体的な仕組みを検討
する上で参考とさせていただきま
す。

生活支援サービスの形が見えてきません。
緑区は、どの程度、ボランティア等の手があるのか。責任問題はどこなのか。何
かあったとき誰が責任とるか。
保険料を押さえるための事業でもあると思うが、サービスの多様化を掲げている
が、金額的にはどうなのか。
サービスの多様化のサービスを考える場に参画できるのか。
地域の特徴を出していくサービスとはどんなものがあるか。高齢者は何を望んで
いるのか。意見の吸い上げはどうするのか。

新総合事業における生活支援サー
ビスの枠組みについては、国が提
示しているサービス類型案をもと
に現在検討を進めているところで
す。国のガイドライン案で示され
ている「生活支援コーディネー
ター」の配置や「協議体」の設置
等の趣旨を踏まえて、地域の実情
に応じた仕組みを構築できるよう
検討していきます。

新たな総合事業について
１）総合事業への移行について、改正法では条例により「平成29年度まで」に実
施することができるとされているので、拙速に実施せず、十分な準備・検討期間
を確保すべきです。
２）総合事業への移行にあたっては、現在サービスを提供している事業所に早く
から情報提供を行うとともに、その意見を聴く機会を十分に保障し、一方的にす
すめず、関係者の理解と合意を得て行うことが必要です。
３）現在、介護予防訪問介護と介護予防通所介護を利用している要支援者の実態
（心身の状況、日常生活自立度、世帯状況、所得状況、サービス内容、サービス
効果など）を十分に把握した上で、検討してください。
４）総合事業への移行に当たっては、介護予防訪問介護・介護予防通所介護を住
民ボランティアなど「多様なサービス」に置き換えるのでなく、現行サービスを
維持した上で、「プラスアルファ」として新たなサービス・資源を作るという基
本方向を堅持してください。そのため、下記のことについて遵守すべきと考えま
す。
①すべての要支援認定者には、移行後も介護予防訪問介護・介護予防通所介護と
同じサービスが継続して利用できること。
②サービスについては、利用者の希望に基づく選択を保障すること。住民ボラン
ティア等への移行を押し付けるような指導を行わないこと。
③利用者の負担について、現行より重くならないようにし、さらに軽減するこ
と。
④介護保険利用の相談があった場合、これまでと同様に要介護認定申請の案内を
行い、「基本チェックリスト」による振り分けは行わないこと。総合事業サービ
ス利用を希望する場合でも、要介護認定申請を受け付けた上で地域包括支援セン
ターヘつなぐこと。被保険者の要介護認定の申請権を侵害するようなことはしな
いこと。
⑤サービス事業所に対する事業費の支給は現行の予防給付の額以上の単価を保障
し、サービスに見合ったものとすること。
⑥指定事業者によって提供されるサービスについては、現行基準を緩和させず、
質を担保すること。指定事業者の基準は現行予防給付と同一とし、「緩和した基
準によるサービス」は導入しないこと。
⑦総合事業利用者のケアマネジメントについては、現行の予防給付のケアマネジ
メントと同様に居宅介護支援事業所への委託を可能とし、現行額以上の委託料を
保障すること。また、「簡略化ケアマネジメント」「初回のみケアマネジメン
ト」は導入しないこと。
⑧サービスの提供に必要な総事業費を確保すること。不足する場合は国に負担を
求めるとともに、必要に応じ一般会計からも補てんすることとし、地域支援事業
の「上限」を理由に利用者の現行相当サービスの利用を抑制しないこと。
⑨住民の「助け合い」については、公的介護保険サービスの「受け皿」として位
置づけるのではなく、現行サービス利用を前提に、さらに地域における支え合い
や地域づくりを促進するものとして位置つけること。
⑩新たな生活支援サービス等については、現行の要支援者に限定せず、要介護者
及び一般高齢者（非該当者）にも利用の門戸を広げること。
⑪住民主体の「助け合い」の整備にあたっては、住民や各団体の自主性と多様な
要望を尊重するとともに、活動に必要な施設・設備を提供し、必要な経費につい
ては積極的に補助（助成）を行うこと。

横浜市の総合事業実施は27年度中
の予定ですが、当初は現行相当
サービスを行い、段階的にサービ
スを充実させ、29年度から本格実
施します。事業所等関係者への情
報提供や意見交換に留意して進め
ていきます。
介護予防ケアマネジメントの中
で、本人の状態に応じて、専門的
なサービスを必要とする方には介
護事業所による専門的なサービス
を提供しますが、多様なサービス
のみを提供する方もでてきます。
その他、国から考え方が示されて
おり、ご意見に沿えない部分もあ
りますが検討を進めていきますの
でよろしくお願いします。
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 ７　生活支援サービスの充実

意見 回答

（地域支援事業への移行にあたって）現行の事業所はどうなるのか。 事業所によるサービスについても
制度全体の中で検討しますが、決
定すべき事項が多岐にわたります
ので、まだ検討段階です。具体的
なお話ができる段階になりました
らお知らせしていきます。

地域支援事業について、横浜市独自の内容など、もう少し詳しい話が可能であれ
ばお願いしたい。

横浜市では27年度中に地域支援事
業に移行し、段階的にサービスを
充実させ、29年度から本格実施し
ます。その他事業の内容について
は検討段階ですので、具体的なお
話ができる段階になりましたらお
知らせしていきます。

地域支援事業の具体的な内容を知りたい。
ボランティア団体に対して、どう考えているのかなど…（財源はどこからだすの
か…）

今回の法改正では、介護事業者に
加え、ボランティア等の地域活動
団体もサービス提供主体として位
置づけています。これは、様々な
生活支援ニーズを持つ要支援者等
に対して多様な主体によるサービ
スを提供することによって、地域
での生活を支援することを目的と
しています。この介護予防・日常
生活支援総合事業は、新たに地域
支援事業に設置され、各自治体が
地域の実情に応じて取り組むこと
とされています。

地域の資源を生かした多様なサービスの充実について
ボランティア団体と並列で社会福祉法人、営利法人が事業を展開するのは、責任
や意識の度合いが大きく異なるだろう。
横に並べて同じようなサービスが提供できるとは考えにくいので、行政としてど
う考えているか教えてほしい。

サービス提供主体としての責任や
意識の違いがなるべく生じないよ
う、守るべき基準等を明確に策定
し十分周知するなどの仕組みを構
築していきたいと考えています。

緑区で介護事業所を保険外の事業をしているNPO団体です。
６期計画の内容は分かりますが、緑区としての地域性をどの機会に聞き取り、地
域資源をとり入れていこうと考えていますか
またどのような団体をどの会議の場に入れていこうと考えていますか？ご回答下
さい。

本市では、区ごとに大きな地域性
がありますので、地域活動団体の
育成・活用等については、できる
限り地域性に合わせて実施するこ
とが望ましいと考えています。今
後、総合事業のガイドライン案で
示されている「協議体」の開催等
を検討し、地域の実情に応じた
サービス提供体制を構築していき
たいと考えています。

多様な生活支援ニーズ、に対応し、身近な地域資源を活用しながら心身の健康状
態をできる日常生活支援総合事業とは、具体的にはどういうことから
でしょうか。

要支援者の多様なニーズに対し
て、事業者によるサービスだけで
はなく、住民主体による支援など
多様なサービスを充実していく一
方、高齢者が支え手側に回ること
もあり、地域と関わりながら健康
状態を維持・向上させられるよう
な仕組みを作ります。具体的な仕
組みについては検討段階です。

ボランティアをすることで、ほんの少し見返りもあるボランティアポイントは、
素敵なアイデアです。また、障害者の部局ですが、ガイドボランティアという奨
励金のあるボランティアシステムがあります。障害者とそのガイドボランティア
をマッチングする窓口としての移動情報センターが、現存９区から、１８区展開
が志向されています。移動に特化したボランティアで、活動する方もかかわりや
すい。活動が増えているそうです。移動に関して困難を抱えるのは、高齢者も障
害者も同じなのです。せっかく１８区に広げるのなら、障害者のみのものにせ
ず、移動の困難を抱える人たちすべてに門戸を開くことはできないのでしょう
か？
「日常生活支援総合事業」の右端には「移動」のサービスが記されています。

高齢者にとっても通院や買い物な
ど「移動」への支援ニーズは大き
いものと考えています。障害者施
策とも可能な範囲で連携をとりな
がら、総合事業における「移動」
サービスについて検討を進めてい
ます。

ボランティア、地域住民を支え手、担い手とした取り組みへの期待が強いが、行
政から地域住民へ、社会状況、財政状況、支え合いの必要性について広く周知を
して頂きたい。担い手が不足しています。地域住民の認識とのギャップが感じま
す。

高齢化の進展状況、厳しい介護保
険財政事情、地域での支え合いの
必要性について、行政としてでき
る限り周知に努めてまいります。
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 ７　生活支援サービスの充実

意見 回答

ボランティアの方をどう参加されるのか、わかりやすく、説明して欲しい。ボラ
ンティアの位置づけをはっきりして欲しい。

今回の法改正では、様々な生活支
援ニーズを持つ要支援者に対し
て、多様な主体によるサービスを
提供することが目的とされていま
す。ボランティア等、地域の活動
団体をどのように制度に位置付け
るか、地域の実態を踏まえて今後
検討を進めていきます。

生活支援サービスの充実でNPO、ボランティア団体を重要な位置づけになっていく
ようであるが、ボランティアにまかせることには疑問。その際には地域のコー
ディネーターが大きな要となっていくと思う。地域コーディネーターに地域住民
が入ることが意見として述べられていたが、それはおかしいと思う。やはり地域
コーディネーターは専門職としての位置づけが望ましい。特に認知症の方への対
応に住民ではむずかしいこともあり、サポーターの養成等に引き続きやっていた
だきたい。（認知になった時地域からの村八分にならないために）

専門的なサービスまでは必要とし
ない要支援者等の方については、
ボランティアの方などによる多様
な支援を行い、地域での暮らしを
支えるというのが、今回の制度改
正の趣旨の１つになります。
「生活支援コーディネーター」に
ついては、国のガイドラインを踏
まえながら、配置方法について検
討していく予定です。
地域住民への認知症の方への理解
について、引き続き認知症サポー
ター養成講座を推進していきま
す。

地域の高齢者をボランティアとして活用する、という考えは確かに必要ですが高
齢のボランティアだけが集まっても力にはなりません。そこで中心になってマネ
ジメント、コーディネートする人材が必要です。そこに地域の若い人、中年の人
材を活かして、きちんと人件費を支払うことで、地域は自主的に動いていきま
す。経費を削るだけでなく、必要なところにきちんとお金を使い、世代を超えて
継続していく地域へ投資をお願いします。地域のコーディネータは無料で、とい
う発想では、地域は継続して力をつけていくことは難しいと思います。

新制度に関する国のガイドライン
案では、資源開発やネットワーク
構築を担う「生活支援コーディ
ネーター」を配置すること等が示
されています。
本市でも状況を踏まえて検討して
いきます。

「介護予防・日常生活支援総合事業」という表現は文字が多く覚え難く高齢者に
はわかりにくいのではないか？

国が規定している事業名ですので
ご了承ください。

社協との連携を積極的にすすめていかないと（財源的にも）地域づくりを前面的
に美しく語っても担い手が安定的にふえて、活動の一端を担うことに期待するの
は難しい問題と考える。
介護予防に重点を置かざるを得ないこと理解していますので、ボランティア人材
の育成、活動の支援を前向きにお考えください。

住民主体のサービスを充実させて
いくためには、人材の育成・地域
活動団体の支援が不可欠です。社
協とも必要な連携を図っていきま
す。

ＮＰＯに丸投げ等せず、しっかり要支援１、２にサービスできる体制の計画づく
りをして欲しい。

今回の制度改正の趣旨のひとつ
は、様々なニーズを持つ要支援者
等の方へ、それぞれの状態に応じ
た多様なサービスを提供すること
ができるようにすることです。既
存の介護事業者の他に、ＮＰＯや
地域の活動団体を担い手とするこ
とによって支援の充実強化を図る
ことを目的としており、今後、具
体的な仕組みを検討してまいりま
す。

平成２７年度から実施される改正介護保険法は、素案の１０ページに記載の通
り、２９年４月から本格移行となるのでしょうか。横浜市の26年度の高齢化率は
２２．５％とあります。しかし昭和40年代に大規模開発された住宅は、高齢化率
が非常に高く、昭和47年・48年・49年開発されたドリームハイツは、平成22年の
高齢化率は36.2％にとなっており、現在では40％を超えているのではないかと推
測されます。幸せなことにドリームハイツでは30数年間の地域住民の活動によ
り、私のような独居高齢者でもいざとなったら生活支援を受けられる環境にあり
ます。横浜市全体を考える時このような環境をもっている地域はどの位あるので
しょうか。
移行が遅れれば遅れるほど要支援高齢者は増えますので、1日も早く地域住民によ
る「テーマ型活動」「地縁型活動」を支援する施策が必要と考えます。

今回の制度改正は、全国一律の予
防給付を地域の実情に応じて実施
できる地域支援事業へ移行すると
いう大きな変更であること、本市
は自治体規模が大きく一部の地域
でまずは試行的に実施する必要が
あることなどから、総合事業の本
格実施は、平成29年4月を予定し
ています。「ふらっとステーショ
ン」の活動等を参考にし、今後、
具体的な仕組みを検討していま
す。
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 ７　生活支援サービスの充実

意見 回答

改正法の施行までに以上のような準備、及び生活支援を担当する大量のボラン
ティア（有償・無償）の育成が必要だと思われますが、それはどのように実施さ
れるのでしょうか。横浜市では26年度に「生活・介護支援サポーター養成事業」
を実施され委託事業者を決定されていますが、それだけでサポーター・ボラン
ティアは充分だとお考えですか。
また、ここで養成されたサポーターはガイドラインに記載されている「一定の研
修受講者」に該当しますか。

ボランティアの育成については、
地域ケアプラザなどが行っている
育成支援の現状や、国のガイドラ
イン案に示されている「生活支援
コーディネーター」や「協議体」
等の趣旨を踏まえて、方策を検討
していきます。
「生活・介護支援サポーター養成
事業」において養成されるサポー
ターが、「一定の研修受講者」に
該当するかについては、今後、新
しい仕組みを作る中で検討してい
きます。

元気な高齢者がどこまでボランティアで対応できるか、専門性はどの様に考えい
るか。地域包括ケアシステムの構築を進める為の対策はどの様に進めていくのか
教えて下さい。多様なサービスとは？福祉クラブ生協、家事介護絆のワーカーで
すが、一人暮らしの方は要支援が切られる事をとても不安に思っています。

決定すべき事項が多岐に渡ります
ので、まだ検討段階です。具体的
なお話ができる段階になりました
らお知らせしていきます。

ＮＰＯで生活支援サービスを介護保険と併に行なっています。
￥1,400/時間、子育ては￥1,000/時間・交通費込み。
老人が老を支えるとありますが、世代間の助けあいもあっての地域の見守り、力
となると思います。生活支援サービスは介護制度外で、働くワーカーさんの責任
のあり方に不安があります。

介護保険外サービスにおける現在
の団体のあり方をふまえ、新総合
事業における地域活動団体につい
てどのような対策をとるか、今後
検討していきます。

地域包括ケアシステムを機能させるためには　地域に多様なサービスが必要と思
う。そのサービスをどのようにつくっていくのか、もう少し具体的に考えてほし
い

総合事業のガイドライン案では、
資源開発やネットワーク構築を担
う「生活支援コーディネーター」
を配置することや、多様なサービ
ス提供主体等が参画し、情報共有
や連携強化の場なる「協議体」を
設置すること等を通じて取り組ん
でいくことが示されています。本
市でもこれらに取り組み、地域の
状況を踏まえた多様案サービス提
供体制を構築できるよう検討して
いきます。

総合事業のサービスの質を担保するために、必要な報酬の設定に配慮いただきた
い。地域の担い手を確保できるよう、政令指定市として他市の動向をうかがいな
がらではなく、率先して姿勢を示していただきたいです。

報酬単価等については、丁寧に検
討していきます。地域の担い手に
ついては、地域の皆様のご協力を
いただきながら進めていきたいと
考えています。

高齢化が進む中で、行政だけでなく市民も協力していくことが大切だとわかった
（介護保険と介護保険外のサービスの話がでたが介護保険外のサービスを相談す
る窓口がどこになるのかもっと知らせてほしい（包括支援センター？社協？区役
所？）。本日の骨折で介護保険が使えなかったケース・使えたケースの話）

介護保険外サービスの相談につい
ては、介護保険サービス同様、お
近くの地域ケアプラザか、お住ま
いの区の高齢・障害支援課にご相
談ください。

予防給付が自治体に移行することは賛成ですが、シニアボランティアがしっかり
したサービスを提共できるかが少し不安です。今は実際現状デイサービスにも機
能訓練員がいるし訪問サービスも専門職がヘルプに行っています。力仕事もある
のでシニアボランティアで２次的にケガをしないか等も不安があります。
新しいサービスをモデルに予防給付を行うとのことですが、具体的な新しいサー
ビスとは何か？等しっかりと情報を出してほしいです。

今回の法改正では、様々な生活支
援ニーズを持つ要支援者に対し
て、多様な主体によるサービスを
提供することが目的とされていま
す。ボランティア等、地域の活動
団体をどのように制度に位置付
け、どのように新しいサービスを
位置づけるか、地域の実態を踏ま
えて今後検討を進めていきます。

地域作りをできる地域、できない地域があって、どうフォローするのか。 本市は広く多様な地域性を有して
いることから、地域活動の状況も
様々です。国のガイドライン案で
は、資源開発やネットワーク構築
を担う「生活支援コーディネー
ター」の配置やネットワークの場
となる「協議体」の設置が提示さ
れており、それらを踏まえて、地
域の実情に応じて地域づくりを進
めていきたいと考えています。

訪問介護の事業所連絡会からはヒアリングを受けていると聞いているが、通所介
護の事業所連絡会はない。意見を聞いてほしいがどうすればいいか。

懇談会のような場があれば個別に
ご相談ください。その他意見聴取
の機会について検討します。

老人ホームに入らなくても良い施策を大切にして下さい。
中区の年令構成による施策を実行して下さい。

住み慣れた地域で、その人らしく
生活できるよう、介護予防の推進
に取り組んでいきます。
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 ８　住まいや施設の整備

意見 回答

実母を認知症高齢者グループホームに入所させた経験からの感想を述べます。施
設への入所が決定しますと担当のケアマネジャーが施設側のケアマネジャーに自
動的に変更させられますが、今まで（入所前）細い相談にのって下さっていた方
には自由な感想、要望を述べていたものが、小人数のホームのケアマネジャーに
は遠慮なく言えない気分を抱くようになりました。人質にとられているような気
分になるのです。ケアマネジャーは（中間的、第三者的立場の人として欲しい）

介護の仕事は「人あってこそ」で
す。ご利用者のご家族の相談に
乗ったり、要望を受けることも職
員のスキルです。人材育成は第一
義的には、事業者の責務として取
り組むべきものですが、本市とし
ても事業者団体と協力し、セミ
ナーを開催したり、スキルアップ
に向けた研修の機会をつくり、
サービスの質の向上を進めます。

今、市役所で現役で活動されておられる職員の皆さんが老々介護や独居暮らしの
体が不自由な方の日常の実態をご存知か伺いたい。
老老介護は食事の世話、洗濯、体を拭くが限度でそれ以上は無理です。その様な
状態になったら介護付きの老人施設に入居しないと生きていけません。現在の日
本を築いてきた人は年老いて施設を必要としています。私が82歳家内が80歳で
す。幸い二人とも何とか元気で過ごしていますが、日々体が壊れていくのが判
り、何時介護つき老人施設が必要になるか心配です。今民営の老人施設が雨後の
竹の子のように建てられていますが、調べてみたら私達年金暮らしの者には高す
ぎて入所は無理です。素案P11 の特養ホームの増床数が載っていますが300という
数字の根拠を教えてください。保育園の建設も結構ですが、戦後散々働いてき
て、年老いた老人も大切にしてほしいと思います。オリンピックや新市庁舎に浮
かれるのも結構ですが、皆さんの親御さんに当たる老人の事も真剣に考えてくだ
さい。

特別養護老人ホームの整備につい
ては、要介護３以上の方がおおむ
ね12か月以内に入所できる整備水
準を維持するため年間300床の整
備を計画しています。いただいた
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。

ショートステイの転換のスケジュールやボリュームはどう考えているのか？ ショートステイの本入所への転換
については、第６期計画の初年度
に具体的な検討を進める予定で
す。

近、民間のショート専用施設が増加しているが、市として促進するのか。本入
所に転換するショート床の補完として見込んでいるのか。

ショートステイサービスの専用施
設について、本入所に転換する
ショートステイ床の補完施設とし
て整備を進める予定はありませ
ん。また、ショートステイサービ
スについては、必要とされる方が
適切に利用できるよう、引き続き
必要なサービス量を確保していき
ます。

ショートステイの本入所転換のスケジュールは決まっているのか。事業者の意見
は取り入れられるのか。

ショートステイの本入所への転換
については、第６期計画の初年度
に具体的な検討を進める予定で
す。事業者からのご意見も参考に
させていただきます。

公金投入率が高い特別養護老人ホームの整備についてですが、医療依存度の高い
在宅対応が困難な方の受け入れが、特養・老健で現実は進んでいませんので、医
療と介護の連携体制の充実など地域ニーズに合った居住系施設への許認可の緩和
を行い、民間の力を 大限活用することで整備が進むのではと考えます。そうす
れば、所得があり支払い能力のある高齢者世帯を民間の居住系施設に誘導するこ
とで、限りある公的介護保険施設を経済的に本当に入所が必要な方の安全網にな
るのではと考えます。

特定施設（介護付き有料老人ホー
ム）の公募選定時には看護・介護
や入居費用等の視点で事業者を選
定しております。

この計画でさらに考えて頂きたいことは、一旦要介護に陥ってしまった方をどう
復帰させるかです。介護老人保健施設は、本来要介護になってしまった人を３カ
月でリハビリをして機能回復をし、自立を支援するための施設と理解しておりま
した。介護老人支援施設の発足当初は、リハビリのための運動器具が備えられて
いましたが、近くの数か所の施設を見た限りでは運動器具は無くなっておりま
す。
現在の状況は、人手不足の中で、怪我などの問題を起こすよりも入所者を管理し
やすい状態にしておく方が施設としては都合が良いのでしょう。これをどう解決
して、介護老人保健施設の機能を本来のものとして、不本意に要援護者になって
しまった方を自立させるか行政の力に頼るしかありません。

介護老人保健施設は、入所者の居
宅における生活の復帰を目指すも
のでなければなりません。
そのため、各施設は入所者それぞ
れのリハビリ計画に基づき、運動
器具を使用したリハビリや、より
重度の方を対象としたベッドサイ
ドでのリハビリ、生活リハビリな
ど、様々なリハビリを行います。

特養ホームの整備を確実に実施して欲しい。 特別養護老人ホームの整備につい
て、着実に計画を推進してまいり
ます。
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施設整備について（特に特養の整備）
特別養護老人ホームの待機者は、横浜市は12,950人（平成26年４月サービス）と
全県（30,081人）の1/3以上を占めており、要介護３が2,682人、要介護４が4,228
人、要介護５が4,412人と重度の方で1万人を超える事態です。また、介護度の低
さはニーズの低さとは無関係であり、要介護１・２の方を特養の入所対象から外
すことは論外です。これは実施しないでください。なお、政府はユニット型を推
進していますが、前項の高齢者の所得水準からも明らかなように、特養であって
も利用料負担の高さから入所をためらっている方も大勢います。
第６期計画では３年間で900床を増やす計画となっていますが、多床室の増設、横
浜市独自の低所得者への補助制度なども実施し、早期に待機者の解消を図る必要
があります。その場合（介護サービスを拡充する場合）、保険料に跳ね返らない
施策を検討・実現すべきです。

特別養護老人ホームの入所対象者
を、原則要介護３以上とするの
は、国の法改正によるものです。
その他、いただいたご意見につき
ましては、今後の参考にさせてい
ただきます。

特養のショートステイ床→本入所転換は、ぜひ進めていただきたい。
療養型医療施設は、今後も一定数必要だと思います。

ショートステイの本入所への転換
については、第６期計画の初年度
に具体的な検討を進める予定で
す。
また、介護療養型医療施設は、平
成23年度末に廃止することになっ
ていましたが、6年間転換期限が
延長となりました。新設について
は、平成24年度以降認められてま
せん。
なお、国の審議会において、必要
な機能の継続に向けた要件につい
て検討がなされており、横浜市と
しては今後の推移を見守ってまい
ります。

特養のユニット型の待機者も減少している一方、ユニット型特養を整備し、さら
に特定施設も増床するというのは、施策として疑問がある。

いただいたご意見は、今後の参考
とさせていただきます。

老人保健施設の整備については、やはり新設はしないということでいいのか？ 介護老人保健施設については、市
内の整備状況が一定程度に達して
いると考えられることから、整備
を見送ることとしています。

特定施設の整備量について
人員不足は介護事業者全体の課題であり、人員確保について各事業者の努力が必
要と考えます。

いただいたご意見は、今後の参考
とさせていただきます。

ショートステイ床の本入所転換について、１００～２００床規模で実施するな
ら、その分、新設整備はいらないのではないか。

ショートステイ床の本入所転換の
考え方については、今後、詳細を
検討してまいりますが、いただい
たご意見につきまして、参考にさ
せていただきます。

素案を拝見していた折、毎日新聞に「在宅老人ホーム」という新しい言葉を見つ
け、これだ！と共感を覚えました。当面東京の杉並、世田谷、新宿エリアが対象
で開始は来年２月～とのこと。我が横浜も計画をして頂けたらと切なる希望で
す。現在81歳１人暮らしです。まだ此処で暮らしたいが、不安があり常に気持が
揺れております。是非、横浜でも御検討して頂きますよう、お願い申し上げま
す。草々

高齢者の方が住み慣れた地域で自
分らしく日常生活を営み続けるた
めには、在宅生活を支援するサー
ビスの充実が不可欠です。今回の
介護保険制度改正に伴い、これま
での介護保険の訪問介護・訪問看
護などに加え、ちょっとした家事
支援等を身近な地域の支え合いの
中で提供する新たな仕組みについ
て、今後検討を進めていきます。

毎年300床の特養整備を行うのであれば、既存施設の運営にも配慮すべきではない
か。

いただいた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。

将来健康に生きていきたいとは思いますが、万が一にも介護が必要になった時
は、低廉で充実した介護施設に待機することなく入居できるようにしていただき
たい。その為には、施設の増設が必要と思われます。

ご意見については、原案「Ⅲ安定
した生活の場を確保するために」
に含まれていますが、着実に計画
を推進してまいります。
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都市部における介護は、在宅介護への志向は、住民のなかでは少数だということ
です。長くて５～６年、だいたい３～４年で施設への要望が強くなり、これは介
護度に関係なく、家族の中で分裂してしまいます。お金をだす方を選ぶのが、大
部分（家族）です。だから、全国一律より、横浜市独自での介護事業を考えるべ
きです。竹山団地（約３ＤＫ、階段のみ、エレベーターなし、2400世帯）には、
周辺の介護事業者が多々出入りしていますが、在宅でがんばっている家族の手助
けになるよりも以前に、介護認定をうけてない家族、介護放棄の家族を見て見ぬ
ふり、又はタライ廻しをするところがあります。私どものところだけでは受けき
れません。“在宅にこだわらず都市部は施設をふやすべきです”ゆえに第６期か
ら９期は当然でしょう。そのかわり施設をふやし、介護の雇用をふやし、賃金も
あげてやって下さい。明るい介護事業にしましょう。在宅中心は地域を暗くしま
す。

本市では、地域包括ケアシステム
の構築に向け、できる限り住み慣
れた地域で生活し続けることがで
きるよう、在宅介護の充実を目指
していますが、一人ぐらし高齢者
で介護者がいない場合など、施設
が必要な方のために、着実に施設
整備も進めます。
いただいた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。

女性は 後は一人になる人が多い
安い年金で入れる老人ホームを建て欲しい。都会では近所づき合いも少ない。子
にも頼れない現状を見てほしいです。

特別養護老人ホームの入所には、
所得に応じて利用者負担を軽減す
る制度などがありますので、お住
まいの区福祉保健センターに御相
談ください。

介護付有料老人ホーム数を多くしてもらいたい。 原案第Ⅲ章１（２）エ特定施設
（介護付き有料老人ホーム）につ
いては選定数を400床/年から600
床/年に増床いたします。

特養の年間300床整備では不足。少子化で空いた学校等を利用して、もっとスピー
ドUP要。（資金は、税や保険料UPも必要かと思いますが、その前に無駄の排除、
予算の重点化等により効率化が必要　民間リートの活用や、目的別の政策融資活
用等も検討要）

いただいた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。

特定施設の整備量について
整備量を増やすことは、望ましいと考えます。

いただいたご意見は、今後の参考
とさせていただきます。

このパンフを見ると、（Ｐ４）50％以上が自宅で介護希望されていますが、家族
同居と近くに家族近居者と一人暮らしの希望はどうですか？かなり違ってくると
思います。私は単身者で家族がいないので、高齢者向け住宅を探しています。
サービス付きは高すぎて、年金内で暮らすには申し込めません。サービス無しの
住宅を増やして欲しいです。

いただいたご提案に関する取組と
して、原案第Ⅲ章１（３）ア高齢
者（地域）優良賃貸住宅の整備を
進めてまいります。

色々な医療の見込では、今も、これからも、高齢者だけでなく、全ての数の割
合、人数で「脳卒中」の患者が増えるという統計予測が有効。「脳卒中患者」⇒
“高次機能障害者”各々の障害を持つ人が増えるのではないか。これらのリハビ
リや、必要施設が、第５期にくらべ第６期計画が少なくないですか。家族が高次
機能障害者を、自宅だけで見守る自宅リハビリ等、患者及び家族が大変だと思
う。施設等必要項目の再検討をお願いします。認知症に比べ、高次機能障害の宣
伝、広報が少ないと感じますが。

第６期計画においても、引き続き
中途障害者支援事業を実施しま
す。いただいたご意見につきまし
ては、今後の参考にさせていただ
きます。高次脳機能障害の周知・
啓発については、様々な機会を捉
えて行ってまいります。

11～13ページ　施設の多様化と人材研修
人口減少がはっきりしている近未来に施設を増設するばかりの計画はおかしいと
思う。保険料を上げずに人材育成としくみの適正化を計画してほしい。

特別養護老人ホームの整備につい
ては、定員数の減少を抑えるため
の老朽化した施設の長寿命化策を
検討します。
いただいた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。第６期についても、第５期
に引き続き、要介護認定や介護給
付費の適正化に取り組んでいきま
す。

特養ホームの入所待ち期間を是非短縮して欲しい。入所までの介護者が大変苦労
しています。

いただいた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。

計画素案は理解できるので良いと思います。
本計画素案は高齢者が要介護状態にならないための取組みが主体になっていると
思います。横浜市も今後65才以上の単身高齢者世帯が増加し、孤独で不健康な一
人暮らしも多くなると思います。施設に申込んでも各種制約により入所困難で待
機高齢者が毎年増加し、それに比例して単身高齢者の孤独死が増え続けていると
言われています。人ごととは思えず非常に残念に思っています。命にかかわる喫
緊の問題であり、待機高齢者ゼロと孤独死ゼロを目標に取組んでもらいたい。高
齢者福祉の先進モデル都市として推進をお願いしたい。

高齢者向け施設の整備について
は、安定した生活の場の確保に向
けて着実に計画を推進していきま
す。
第６期計画の推進に向けて、着実
に事業を実施してまいります。

特別養護老人ホームの入所待機期間について12か月以内としているが、少なくと
も６か月以内を目指すべき。12か月は長く、家族の介護負担や有料
老人ホームの費用負担など耐え切れない。

いただいた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。

特別養護老人ホームはどのくらいの人が待っているのか。 平成26年10月１日現在、市内全体
の入所待ち者数（在宅）は5,337
人です。そのうち要介護３以上の
方は3,958人です。
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施設の整備について、年間で300床増床では、話にならない。又、ユニット型を整
備しても、部屋代を払えず、結局入所できないのでは、整備する意味がわからな
い。金銭に余裕があるのなら、有料ホームに入る。もしくは、有料ホームも、減
免対象として、入所しやすくする事も考えても良いと思う

特別養護老人ホームの入所には、
所得に応じて利用者負担を軽減す
る制度などがありますので、お住
まいの区福祉保健センターに御相
談ください。

（Ａ）施設サービスは殆んど足踏み
特老は300床増のみ。有料老人ホームがたよりです。
（Ｂ）在宅サービスが主力。
（Ｃ）提案。
高専賃、サ高住等の設置優遇策の実施をのぞむ。
　入居希望者へ債券の販売（学校債　入学者より資金）例示　卒業後返済
［例示］固定資産税10年間の免除、事業税の減免
　各種金融機関　低利資金、金融保証貸付
［根拠］金沢の工業団地、みなとみらい地区への事業所、工場誘致として地価の
割安提供、固定資産税等の減免を実施した。
［効果］事業主が定期借地して施設が建設しやすくなる。

サービス付き高齢者向け住宅には
国の制度として整備に関する補助
金や税の権限措置、住宅金融支援
機構による融資などが行われてい
ます。

１）特養ホームの入所資格を介護１から介護３にした理由
血も涙もない施策と思う
Ⅱ）一定の資産があると食事、部屋代の公的補助を取りやめた理由
２）単身で所得が280万夫婦で359万円以上あれば、介護保険の利用者負担を２倍
にする理由。健康保険は１割負担。１割で出来る筈。
３）特養ホームの増床数を年間300床に抑えた理由。後期高齢者保健施設事業（素
案）のP14によるとH25年の要介護認定者数は138千人、H28年の見込は161千人　平
均年間６千人。300からあぶれた5700人は在宅介護か。永年の在宅介護は家庭崩
壊。
４）介護事業者の行き過ぎの規制は行わないのか。
老人介護は社会にとって義務的経費と思う。「金が無い」との話があったが土建
事業に費用を掛け過ぎではないのか。

１）特別養護老人ホームの入所対象
者を、原則要介護３以上とするの
は、国の法改正によるものです。
２）利用者負担の見直しについて
は、保険料の上昇を可能な限り抑え
つつ、制度の持続可能性を高めるこ
とを目的として、平成27年８月から
全国一律に導入されるもので、一定
以上の所得がある方が２割になりま
す
なお、貯蓄等の資産要件は補足給付
についてのみ導入されますので、２
割負担の判定には影響しません。
ただし、利用者の負担額には、１か
月の上限額がありますので、２割負
担となる全員の負担が２倍になるわ
けではありません。
なお、貯蓄1000万超の要件について
は、施設利用者の食費・居住費を補
助する「補足給付」の要件に追加さ
れます。
３）特別養護老人ホームの整備につ
いては、要介護３以上の方がおおむ
ね12か月以内に入所できる整備水準
を維持するため年間300床の整備を計
画しています。
４）関係法令及び基準等に基づき、
引き続き介護保険事業者への実地指
導・監査を実施してまいります。

特別養護老人ホームの新規入所者を、原則、要介護３以上に限定
→良いと思います。簡単に介護度では決められない現実もありますが・・・、原
則ですからね。

特別養護老人ホームの入所対象者
を、原則要介護３以上とするの
は、国の法改正によるものです。

低所得者には、特別養護老人ホームへの入所を優先してほしい。 いただいた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。なお、特別養護老人ホーム
の入所には、所得に応じて利用者
負担を軽減する制度などがありま
すので、お住まいの区福祉保健セ
ンターに御相談ください。

11ページ、1、「入所の必要性・緊急性が高い」の基準はどこか、また緊急が判断
される状況で12ヶ月は期間が長すぎます。
地域包括ケアシステムでは「住まい」が重視されるべきだと思いますが、サ付き
住宅の設置など具体的ではなく、資源の少ないなかで効率的なケアを行うのに必
要な住まいについての具体策を提示していただきたい。

要介護３以上の中重度の方を想定
しています。いただいたご意見に
つきましては、今後の参考にさせ
ていただきます。

特別養護老人ホームの入所基準が、要介護１、２の場合特例要件の対象者に限ら
れるが、どのように対応するのか。

横浜市特別養護老人ホーム入退所
指針を改正するとともに、制度変
更について広報よこはまや区役
所・地域包括支援センターの窓口
等で周知する予定です。

要介護１、２であっても、虐待事例は速やかに入所させてほしい。やむ措置を行
政がやってくれない。

やむを得ない措置は、特例入所と
は異なる別の制度です。要介護
１・２であっても、措置入所が必
要なケースについては速やかな入
所が可能です。
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 ８　住まいや施設の整備

意見 回答

有料老人ホームは入居にかかる費用が高すぎる。 特定施設（介護付き有料老人ホー
ム）の公募選定時には看護・介護
や入居費用等の視点で事業者を選
定しております。

特別養護老人ホームへの入所は、申込み順か。 特別養護老人ホームへの入所は、
要介護度や入所希望者本人の状
況、主たる家族の状況等を総合的
に勘案し、入所にかかる優先度を
決定しています。

夫婦合わせた年金でも、施設には入所出来ません。在宅介護を選ばざるをえませ
ん。

特別養護老人ホームの入所には、
所得に応じて利用者負担を軽減す
る制度などがありますので、お住
まいの区福祉保健センターに御相
談ください。

介護療養型医療施設はなぜ増えないのか。介護度の重い人も在宅生活を行うた
め、廃止するということか。

平成23年度末に廃止することに
なっていましたが、6年間転換期
限が延長となりました。新設につ
いては、平成24年度以降認められ
てません。
なお、国の審議会において、必要
な機能の継続に向けた要件につい
て検討がなされており、横浜市と
しては今後の推移を見守ってまい
ります。

高齢者がそのうち少なくなったら、特養も不要になるのではないか いただいた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。

素案冊子P.11「３安定した生活の場を確保するために」の「２高齢者施設や住ま
いに関する相談窓口の整備」内「○『高齢者施設・住まいの相談センター』の設
置に期待します。介護施設のほかに「介護付き有料老人ホーム（＝介護保険上の
「特定施設」）」や「サービス付き高齢者向け住宅」も情報提供の対象になるよ
う希望します。

有料老人ホーム等の民間施設の情
報提供については慎重な検討を求
める声もございます。いただいた
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。

横浜市では、特養は、ユニット型をこれから奨励するのでしょうか？従来型も金
額の面では必要だと思います。

いただいた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。

現在より将来に必要になった時、施設にスムーズに入れるか不安 素案２ページにあるように、高齢
者が住み慣れた地域で自分らしい
暮らしを続けることができるよ
う、医療、介護、予防、住まい、
生活支援が一体的に提供される
「地域包括システム」の構築に向
けて、着実に計画を進めてまいり
ます。

特老施策は日本一。待機老人 少を目指して下さい 特別養護老人ホームの整備につい
て、着実に計画を推進してまいり
ます。

300床特別養護老人ホームを整備するといっているが、建設費が上がっているの
で、手を挙げたくても挙げられない。

いただいた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。

３. 「安定した生活の場を確保するために」に関する事項
(2)高齢者施設や住まいに関する相談窓口の整備
・一般住居への転居への支援も必要だと思います。現在独居高齢者の増加があり
賃貸契約の前の家を探す所から支援が必要です。賃貸物件、相談センターには独
居高齢者にも対応できる様にして欲しいです。
(3)高齢者の住まいの問題の中で「住み替え」の問題があります。高齢者は火元の
危険性、保証人、近隣トラブルのリスク、ADL的に不動産屋へ行けないなどの理由
から金銭的に可能でも住み替えが困難な現実が有ります。このような高齢者の住
居問題に関してサ高住等の箱物に頼るだけでなく、地域にある空き部屋の有効活
用をする事も検討して頂きたい。具体的には公平性をきちんと担保した上で、訪
問不動産相談のようなシステムを地域の不動産屋などを中心にシステム化してみ
ては如何ですか。
サ高住等は中でのサービスが不透明であることが多いように感じます。また「介
護保険外」「自費」などの位置づけが不明瞭な箱物も見受けられます。
箱物に頼らず高齢者が住み慣れた地域で暮らせる「場（住居）」を確保できる。
少なくとも相談できる「公の窓口」があれば良いと思います。

福祉部局の相談窓口と、住宅部局
の相談窓口が連携し、相談体制を
構築していく予定です。その他、
いただいた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。

特養の医療ニーズの高い人の受入・拡大は広報の充実をお願いしたい。 いただいた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。
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 ８　住まいや施設の整備

意見 回答

住まいの相談センターについては、民間施設の情報提供は慎重に検討してほし
い。

有料老人ホーム等の民間施設の情
報提供については積極的な対応を
求める声もございます。いただい
た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。

高齢者施設・住まいの相談センターについて、関係団体に事業内容を説明してい
ただく機会をつくってほしい。

関係団体には、順次、ご説明させ
ていただいております。

「すまいの整備」としてサービス付き高齢者向け住宅などが強調されています
が、「夜は職員がいなくなる」などの住宅があり、安全性の面から問題がありま
す。こうした施設に対しても横浜市として人員配置基準や安全基準等を定め、遵
守させる取り組みが必要です。第6期計画に盛り込むべきです

いただいたご提案に関する取組と
して、原案第Ⅲ章１（４）オ
サービス付き高齢者向け住宅につ
いては、適切な運営や質の向上の
ため、引続き、高齢者住まい法に
基づき定期的な報告の徴収を行う
とともに、国や他都市の動向を踏
まえながら、指導指針等の検討を
行います。

サービス付高齢者住宅等の「住まい」の対策に含めて、今住まう地域の安定に関
しての検討も必要です。賃貸や、住まいを探す若い人たちが、住宅街の中の空き
家に入りやすくなるような対策。その地での地域活動を担ってくれるような対策
も、急がれるのでしょう。　何を優先にして、取り組んでいくかは、とても難し
いことと存じますが。

いただいた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。

これからの高齢化を楽しく過ごす案として、高齢者の増加、及び介護保険料の値
上がりに伴い、住居費用を補助する体制を、他の自治体を参考にしつつ、増やし
たらどうだろうか。

自立できる高齢の方を対象とし、
バリアフリーで緊急通報や安否確
認の設備対応があり、家賃補助付
きで比較的低所得の方でも安心し
て長く住める民間賃貸住宅とし
て、高齢者向け地域優良賃貸住宅
の整備を進めております。今後も
引き続き事業を進めてまいりま
す。

施設の長寿命化対策は、一部補助であり、過度に期待しないよう、行政からの支
援は限定的であることを強調した方が良い。また、法人の財務状況も考慮した上
で決定しないと、市民的な合意が得られないのではないか。

いただいた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。

特養の地域貢献について義務化される動きもある。横浜市の６期計画の中での位
置づけについて、どのように考えているのか。

特養を運営する社会福祉法人の地
域貢献の推進については、原案第
４章の中で記載しています。
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９　地域包括ケア実現のために

意見 回答

民法上の制限行為能力者を支える仕組み（補助、保佐、後見）がもっと使い易く
なってほしいと望みます。補助人、保佐人、成年後見人は責任のある仕事を引き
受ける訳ですから、それなりの報酬が支払われるのは当然です。財源の問題があ
ることは承知していますが、せめて法定後見は介護給付が受けられるようになら
ないと成年後見人の引受手がいなくなるのではと拝察します。

後見人等は、裁判所に対し申立を
行い、裁判所が決定した報酬額を
被後見人の財産から受け取ること
が可能です。
本市では、資力が十分でなく、後
見人等への報酬の負担が困難であ
ると考えられる被後見人に、報酬
に相当する額（上限あり）を助成
する「成年後見制度利用支援事
業」を実施しています。

介護サービスを受ける当事者だけではなく、利用者家族をどう支えていくかとい
うことについて、どう考えているのか。地域で 期まで、と考えているのであれ
ば、そういった視点が必要である。

原案の第４章「Ⅳ地域包括ケア実
現のために」の「３介護者に対す
る支援の充実」に具体的な施策を
記載しました。

権利擁護事業、成年後見を担う人材の養成・育成と活用促進
【理由】
これらの事業を地域で担う人材として、横浜市でも権利擁護事業では生活支援員
が、成年後見制度については市民後見人（法人後見含む）の養成に取り組んでい
ますが、その歩みはニーズの増加の速度に比して遅々たるものがあります。市民
後見人の育成とともにその活用が図れるよう、計画的な市民後見人の育成体制整
備を進める必要があると考えます。また、法人後見には継続性、安定性、複数体
制での対応など市民後見人の活用のステージとしても大きな可能性があり、市民
後見人の活用方法として大きなメリットがあります。法人後見受任を目指すＮＰ
Ｏ法人等の育成・支援により積極的に取り組んでいただきたいと思います。
更には、あんしんセンターが行う権利擁護事業に市民後見人候補者が日頃より参
画・関与することを通して、人材と経験のすそ野を広げ、継続的に高齢者や障害
者の権利擁護に関わることにより、モチベーションの堅持と経験の積み上げを行
うことが人材供給につながると考えます。現在、事業はあんしんセンターに委託
されていますが、権利擁護事業・成年後見制度の普及・定着については、市の施
策として総合的に推進していく必要があると思います。

いただいたご意見は、今後の参考
とさせていただきます。

福祉・介護について、役所等地域の取組方法について、充分な検討が必要と思わ
れる

いただいた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。

地域住民主体を旨とした地域住民の参加が趣旨と、書かれてはいますが中味は、
全然そうはなっていない様です。
例えば、具体的には町内会や自治会や老人クラブなど地域のコミュニティを組織
の中核に据え、権限もお金も持たせてはいかがでしょうか。「行政」と「住民」
との間に立って、政策や方針に対する住民の意見や要望をまとめたり、行政から
の政策や方針を橋渡しをするのは、町内会や自治会や老人クラブなど地域のコ
ミュニティとする案です。能力不足の所は、そこに、学識経験者などがサポート
役として加わればよく、主旨の通り、住民主体の組織とするのです。
現状では、地域住民主体を旨とした地域住民の参加とうたいながら、地域コミュ
ニティとしては、行政から下請け的に、回覧を依頼されている程度の連絡役が
ルーティンの主な仕事になっています。自主的な事業としては、祭りや親睦、防
災訓練や、防犯パトロールなどに重きを置いているのが、実態です。
あくまでも、ボランティアや共助の立場でしか、認めていないのは憲法の本旨で
ある民主主義の精神や地方自治の本旨である自己決定権（自分のことは自分で決
める）が活かされていないと思います。
横浜市独自の条例を作り、少子高齢化社会の地域福祉のモデル市を目指すべきと
考えます。災害対策本部などの組織における位置づけも、町内会や自治会や老人
クラブなど地域のコミュニティを緊急連絡系統の中核に据えるべきです。
実際に、住民の緊急カード情報を握っているし、共助の段階で実際に中心になっ
て活動するのは、町内会や自治会や老人クラブなど地域のコミュニティです。し
かし、案としてある様な、共助として、やりましょうでは、３．１１の様な災害
発生時などいざという時に機能しないので、きちんと中核の橋渡し役に位置付け
るべきです。

地域づくりについては、各地域の
実情に応じて支援していきます。
いただいた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。

表面的な説明に終ってしまったが、色々な対応に対し、具体的な施策等の例があ
れば、もっと分りやすったのでは。
地域の取組みが今後重要になってくると思われるが行政のどの部署でどの様に対
応するのか、説明がない。

原案に内容を具体的に記載しまし
た。素案への説明など、今後の参
考とさせていただきます。

表題は分ったが、細かい部分が全く提示されてない。具体案が出ていない。地域
のどのような人達の力をあてにしているのか分らない。この程度ならネットで情
報とれる。
地域で動き出している取りくみなど知らないので教えてほしかった

原案に内容を具体的に記載しまし
た。素案への説明など、今後の参
考とさせていただきます。
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９　地域包括ケア実現のために

意見 回答

地域の支え合いは子どもも含めてだと思う。 横浜市地域福祉保健計画では、次
世代（子ども青少年）やあらゆる
市民に向けたつながりづくりの推
進を取組の柱として位置付けてお
り、今後も、地域での支え合いの
仕組みづくりを進めていきます。

地域づくりとたくさん記載してあるが、地域によって、実現度が異なる。人に対
して金をかけることが大切。ボランティアや自治会に任せておしまいはやめてほ
しい。

地域づくりについては、各地域の
実情に応じて支援していきます。
いただいた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。

すでに行われている地域サロンに対して、金銭的・人的な援助をしてほしいと思
います。シニアボランティアだけにたよらず、若者をも相当な報酬を出して活用
してほしいと思います。⇒介護保険料ではパンクしてしまうと思いますので、国
に対して“若者の雇用問題の解決策として”訴えて、行ってほしいとおもいま
す。

いただいた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。

地域ケアシステムで、見守りの仕組みとあるが、独居内方のお宅で郵便物がた
まっている時は、誰が安否確認するのか道理か。又、体調悪化の時の病院や、銀
行への付き添いなどお金がなく家族がいない方は、誰が対応するのか。加えて、
認知症のある方で、後見人やあんしんセンターの利用が妥当な方の場合、その機
関へつながるまでの期間、誰が生活に必要な手続きを代行するのか？と思う。も
し、ケアマネジャーがついている方の場合、ケアマネジャーや包括がやらざる得
ない状況があると思う。その場合、プラン代（報酬）を上げたり、加算で付与し
たりが必要と思う。金銭的な（市民後見的）支援は、近所の人ではトラブルの元
だと思う。

高齢者の孤立予防等のための地域
の取組について支援を行い、引き
続き地域の見守りネットワークの
構築を推進していきます。また、
ライフライン事業者等の協力を得
て、日常業務のなかでの「緩やか
な見守り」によって気づきの目を
広げていきます。いただいたご意
見につきましては、今後の参考に
させていただきます。

地域は来年高齢化率50％と言うドリームハイツです。
一人暮らしは１割を越して日々増えています。そのような地域と若い人が中心の
地域とでは、一律に物事は進められないと思います。そこで、29年から、という
悠長なスピードではなく今すぐにでも「超高齢化、スピードも 速の地域として
対策を練る」実験を進めていただくことを提案します。住民はほぼ元気で、主体
的に地域作りに取り組む力を培ってきました。ぜひ、行政やケアプラザも加わっ
て、小地域の包括ケアシステムを一緒に作っていただけませんか。

2025年までの間に、市・区・地域
包括支援センターと連携し、地域
包括ケアシステムを構築していき
ます。ぜひ地域の方のご協力もお
願いします。いただいたご意見に
つきましては、今後の参考にさせ
ていただきます。

「地域包括ケア実現のために」に関する事項
現在、包括システムを作る段階で流暢に少しずつ進んでいる様ですが、地域によ
りその進み具合はバラバラで2025年に地域生活を支える受け皿となる地域づくり
は全く想像すらできません。保険者として危機感を持ちスピード感ある姿勢を期
待します。

計画の推進に向けて、着実に事業
を実施してまいります。

地域包括ケアにかかわる部署が縦割りになっていないか危惧している。 関係部署が連携し、計画の推進に
向けて、着実に事業を実施してま
いります。

地域包括ケアシステムが栄区でどの様に進んでいるか、また、他区では、どこま
で進んでいるのか、が定期的に聞きたい。
そしてそれぞれのエリア（ケアプラ）がどの様な形作りを考えているかを知りた
い。

市・区・地域包括支援センターと
連携し、地域の実情に応じた地域
包括ケアシステムを構築していき
ます。進捗状況の周知について
は、今後の参考にさせていただき
ます。

自治会内の高齢者の生活の現状は、すでに、孤立化などの問題も浮上しておりま
す。特に、エレベーター停止階ではない、階段利用階の居住者（高齢者）が車椅
子生活になると、外へはなかなか出られなくなり、生活活動範囲は自宅のみとな
ることが判明しています。他にも、独居やご夫婦だけの高齢者が寂しくお暮らし
です。今年度の敬老の日、敬寿の御祝に高齢者宅を訪問し、静か過ぎる住環境、
伴侶を失い一人暮らし、その為に寂しさありと、そのようなご意見をたくさん頂
戴致しました。自治会役員として、高齢者や弱者へ目を向けることのない自治会
へは、一日も早い行政からの指導が必要であると、考えます。
自治会ごとに問題点は異なりますが、基本的な方針やスタンス、設備、自治会だ
より等の全戸配布、情報提供は、どこの自治会でも同じようすべきと考えますの
で、それら一般的な内容に対して遅れを取っている自治会への通達や指導が必要
です。自治会のちょっとしたサービスの向上が、高齢化社会への環境づくりの一
助となり、よこはま地域包括ケア全体を支える力になると信じております。

地域づくりについては、各地域の
実情に応じて支援していきます。
いただいた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。

横浜型地域包括システムも総括的には素晴らしいと思います。しかし、その地域
での個人情報をどうするのか、この問題を解決しない限りこのシステムには課題
があると思います。

本市では、市条例に基づき、個人
情報の適正な取扱いのための措置
を定めています。
一方、個人情報の有用性に配慮
し、必要な個人情報の利用が図ら
れるよう支援することも行政の役
割です。個人情報を適切に管理し
活用することも含め、地域包括ケ
アシステムの構築を進めます。
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地域包括ケアシステムはどのように構築していくのか 市・区・地域包括支援センターと
連携し、地域の実情に応じた地域
包括ケアシステムを構築していき
ます。

よりよい地域ケアシステムが作られ、住みやすい地域が作られることを望みま
す。

計画の推進に向けて、着実に事業
を実施してまいります。

地域包括ケアシステムについて周知・啓発活動の推進を希望します。
地域包括ケアシステムを作るためには、地域マネジメン卜の基本構造である地域
把握を行い、基本方針を立て、基本方針を共有して、施策に取り込むことになり
ますが、市民をはじめ様々な関係者がまず知り、全ての方に当事者意識を持って
もらうことが基本となります。国が作成した「鉢植えの図」は、一般市民が未だ
目にすることがありません。地域住民や関係機関に地域マネジメントの基本構造
を理解してもらう為に、横浜市が全地域住民や関係機関に対して「地域包括ケア
システム」について継続的に周知啓発活動をしていただくようお願いします。

幅広い周知や分かりやすい説明が
行えるよう、計画や高齢者施策の
広報等を行っていきます。

これから単身世帯が増え、家族がいない等の支援が望めない方は、保証人がいま
せん（見つかりません）。また、判断能力が低下し契約が難しい方も多くなって
います。成年後見制度をもっと活用しやすいようにすること。保証人がいない場
合（見つからない場合）の支援を検討していただけたらと思います。弁護士会等
の協力も良いと思います。

民間住宅あんしん入居事業では、
連帯保証人がいないことから民間
賃貸住宅へ入居しにくい高齢者な
どを対象に、協力不動産店による
物件の紹介や民間の保証会社を利
用した家主に対する家賃保証を行
い、民間賃貸住宅への入居を促進
しています。

パンフレットをよんでもらい、一応、こんな事をするのかなァというのは、わか
りましたが、具体的なものが、私には伝わって来ない。市で行うのか、区で行う
のか、町で行うのか、市民はどのように協力をしたらよいか、など考えてしま
う。高齢者でひとり暮らしであっても介護認定も受けず、生活をしている方もた
くさんいます。ひとり暮らしで生活をしている方に「頑張っているで賞」のよう
に、少しよろこぶことをしてほしい。

原案に内容を具体的に記載しまし
た。いただいたご意見につきまし
ては、今後の参考にさせていただ
きます。

単身者の増加対策
単身者(結婚しない者)が、年々増加し、将来20～30%になると予測されているが、
これに対応する対策を、今から考えても遅くはないのではないか。

結婚・妊娠・出産・育児を望む人
がその希望が実現することができ
る社会となるよう、将来の子育て
世代である、学生や未婚者に向け
て、結婚や子育て（妊娠・出産・
子育て）の切れ目のない支援を目
的としたセミナーの開催や啓発冊
子の作成・活用等を行います。

住み慣れた地域で、いつまでもくらしたいと思いますが、認知症や状態によって
は、家族の負担が心配です。

認知症の人への支援とともご家族
への支援も、充実させていく必要
があると認識しております。いた
だいた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。

根っこの話しはさておいて、当面は、住民の自主的な活動を区政として支援する
事（自治会の見守り活動…）が大切な事でしょう。

地域づくりについては、各地域の
実情に応じて支援していきます。
いただいた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。

地域についての考え方、基本的には、その通りなのですが　もう少し実態把握を
（区役所の役割？）
主体的に活動している地域にも、支援を。的確な支援があれば自立した地域づく
りが可能だと思います。

本市では、地域福祉保健計画の地
区別計画を地域住民主体で策定・
推進しており、区、区社会福祉協
議会、地域ケアプラザ等が連携
し、地域の状況を把握しながら、
取組を支援していきます。

孤独死の件も、病院・施設以外の第３の死に場←住まいも課題だということは誰
が伝えるのだろうか？在宅強化の部分をもっとはっきりと示すべきだと思う。
休日に、１人でも多くの区民に向けて伝えて頂きたいです。あと、困ったら社協
と地域ケアプラザへ！ということをもっと一般の方へ広めてほしいです。

在宅医療と介護の連携を図るため
に重要な、地域包括支援センター
の機能強化については、国の考え
方を踏まえながら今後検討してい
きます。
また、地域ケアプラザの取組につ
いては、これまでも広報よこはま
区版や、シニア通信などで、継続
的に紹介をしていますが、今後
は、相談窓口、福祉・保健活動の
拠点という地域ケアプラザの役割
の効果的な広報について、検討、
実施してまいります。
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第６期計画の推進について
第６期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の素案を見ると「サービスの充
実」や「施策の推進」などよいことばかりが書かれている。しかし、地域では見
守りなど様々な課題もあり、計画の推進にあたって、認知症高齢者の支援や見守
りなどを実施する地域の担い手にさらに大きな負担が課せられることも考えられ
る。特に民生委員については、現状でも選任することが難しい地区もあり、これ
以上負担が増えれば、成り手がなくなってしまうことも危惧される。計画の推進
にあたっては、地域の負担がこれ以上増えないよう配慮願いたい。

地域包括ケアシステムの構築には
地域の方の力も大変重要なもので
す。是非、地域の方もご協力をお
願いいたします。
いただいた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。

超高齢化社会に対応した施策を確実かつ忠実に実施されるようお願いします。高
令者にやさしい地域社会の実現をお願いします

計画の推進に向けて、着実に事業
を実施してまいります。

今回の説明会ですが必ず実行出来る様お願いしたい。形式的な物でなくまず実
行。区と市との連絡しっかりとって実行して下さい

計画の推進に向けて、着実に事業
を実施してまいります。

本文の中で特に気になることは、これから高齢者が増え１人暮しや、独居老人が
多くなり、孤独死が増えると思います。これらの問題に対し今後横浜市としての
計画を明確にクローズアップしてもらいたい。待機児童ゼロ達成したように、計
画に基づいて取組んでもらいたい。

いただいたご意見は、今後の参考
とさせていただきます。

現在、地域福祉保健計画及び地区別計画があるように、１孤独死防止、２家族介
護支援、３認知症ケア、４担い手の発掘育成などの項目で構成する地域住民・専
門職・関係機関・行政などの支援する側とのつながりだけでなく、本人が支援す
る側、つまり、地域での役割を担うことで自己実現、自己肯定感が得られるよ
う、プラザ単位の地域包括ケア計画を策定し、普及啓発していく方よいと思いま
す。現在、取り組んでいる地域ケア会議は、個別ケース会議中心であり、また、
SOSネットワーク支援会議など、各会議との整合性・関係性を整理する必要を感じ
ているからです。
（例）名古屋市瑞穂区では地域包括ケア推進計画として、地域ケア会議と計画・
事業との関連性をわかりやすくしています。

地域ケアプラザ単位の地域包括ケ
ア計画を策定する予定はありませ
んが、地域ケア会議を活用し、地
域ごとの地域包括ケアシステムの
実現を目指します。地域ケア会議
と各会議との整合性・関係性の整
理については、課題の一つと認識
しています。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。

地域と連携して、様々な案（地域の実情にあった）、具体的な案を公、民、包
括、ケアプラと推進していけるプランづくり等、相談等も今後、検討していける
場を沢山作って頂ければと思います。

いただいた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。

ご近所とのコミュニケーション、ネットワークが改めて大切だと思いました いただいた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。

戦後、従来からの家族制度を変えようとする国の方針があり、その結果、老夫婦
所帯及び老一人家庭が増加し、このことが、高齢者のQOLの水準維持をかなりむず
かしいものにしている面がある。このことを考え直し、同居でなくとも、親と子
供の所帯を近くに設けられる仕組みを検討すべきと考える。
当然ながら、夫婦ともに働くべきという方針がある以上、行政からの支援に不可
欠と思うが、対応がかなり違って来る筈である。また、老人と孫達との関係を見
ても、老人の子育ての参加がやり易くなり、現代に合った仕組みが考えられる筈
である。

いただいた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。

本当はどこかに居るのかもしれませんが独居で身寄りの無い方が増えています。
資産が多くあれば良いのですが、貯えなく困ってしまう方が増えています。地域
のケアマネさんも多く抱えていて相談も増えています。例えばショートステイな
どは身元引受人がいないと断わられたり入所も嫌がられるのが現実です。又、ど
うしても介護力が弱いです。ご近所だけでは支え切れない現実があります（身内
の力はやはり大きいです）。やはり単身になっても安心して暮らせる社会が必要
です。更に言えば単身になっても安心して人生終えられる社会が必要になりま
す。市民後見人ではとても荷が重たすぎます。給付を抑えていかないのは充分に
理解していますが昔の措置の時代が良かったと思ってしまう事もあります。教育
を充分に受けられなかった方達など理解力の欠如であったり　この契約社会はな
かなか難しいです。

ひとり暮らしでも安心して暮らす
ことができるよう、地域包括ケア
システムの構築に取り組みます。
いただいた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。

市で行うことと、福祉保健センターでやっていることと、社協がやっていること
と何が違うのか。

安心して生活することができるよ
う、市・区福祉保健センター・社
協と連携し、それぞれの役割を生
かしながら、地域包括ケアシステ
ムの構築に取り組むことが必要と
考えます。

地域包括ケアというが、行政は地域を把握しているのか。 高齢者実態調査やパブリックコメ
ントの実施などにより、市民の皆
様のニーズやご意見の把握に努め
ています。
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12ページ「介護人材の確保及び資質の向上」
地域の中の助け合いやささえ合いは地域の人を育てり機会を増やし、このレベル
アップを計画の中に入れてほしい。
① 家族や地域の方に地域包括ケア計画の推進を理解し、自らが質の向上や資格取
得にむけて活動に向かう初歩的な考えを普及させる。この学習の受け皿を作る。
② 学校教育に「支え合い」の体験実習棟があり参加する人もいるが、義務化す
る。
このための解説書（小冊子　小学生用も含める）を作る。

現在、本市では市内の中学生・高
校生用に、介護の仕事を紹介する
小冊子を作成・配布しておりま
す。地域の方々に対する啓発に関
していただいたご意見は今後の参
考にさせていただきます。

介護人材の確保と同時に、資質の向上が必要。以前介護の資格を取得した人に口
腔ケアの研修ができないか。口腔ケアや歯科医師との連携も伝えたい。

いただいた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。

将来健康に生きていきたいとは思いますが、万が一にも介護が必要になった時
は、低廉で充実した介護施設に待機することなく入居できるようにしていただき
たい。その為には、介護人材の充実が必要と思われます。

原案の中で具体策を示し、介護人
材の充実にむけて取り組んでいき
ます。

専門職とボランティアの規定がわかりにくい。
専門職・ボランティアに関わらず、すべて人材の質によってサポートの体制も
違ってくると思う　その人材の育成を具体的に示してほしい（制約ではなく）

いただいた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。

素案とはいえ、もう少し具体的な施策が出ないと意見の言いようがありません。
介護職の人材確保の人数、具体的な確保策を示してください。例えば、資格取得
講座の経費の補助など。

原案の中で、具体的な取組を示し
ています。

Ｐ.12　介護人材の確保について
看護師と介護職の確保を２面、２本柱で対応して下さい。
　看護師＝早急な確保（仕事・就職先への金銭的支援）
　介護職＝人材の育成

いただいた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。

「介護人材の確保及び資質の向上」で新たな介護人材確保策の展開とあるが、
「新たな」という前の確保策はなぜNGだったのか？新たな介護人材確保策の具体
的な方策はいつ示されるのか？

第５期計画でお示ししている確保
策について引き続き取り組むとと
もに、第６期計画では新たな取組
も行ってまいります。具体的な取
組については、原案の中で示して
います。

介護人材の確保―現状の低賃金では施設が増加すれば人材確保は益々困難とな
る。質の高いサービスはどのような方法でやるのか？定着率も悪い

介護サービスの質を確保するため
には、職員の質を確保する必要が
あります。職員の質の向上及び定
着率を上げる取組については、原
案の中で示しています。

介護人材の確保が課題だが、横浜市の具体策はどのようなものか。 原案の中で、具体策を示していま
す。

介護人材の確保策は、市のグランドデザインが見えない。具体的な取組がない
と、人手不足で倒産する法人もでかねない。取り組みを強烈にお願いしたい。

いただいた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。

介護人材の確保が難しい中、ITやロボット技術の活用不可欠
いやし系、見守り系、介護補助系など新技術開発促進を支援する制度を更に検討
要（地域経済発展の為にも必要

いただいた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。

介護人材をふやす取り組みにより力を入れて下さい いただいた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。

介護にたずさわる方が定着しないことも聞かれます。介護する方達への考慮はど
うなっているのか。

原案の中で、介護職員の定着に関
する取組を示しています。

介護人材の待遇改善
Ｐ12の「新たな介護人材確保及び資質の向上」の項に、介護人材の待遇改善を盛
り込んで欲しい。

介護職員の処遇改善については、
次期介護報酬において充実が図ら
れる予定です。本市独自に取り組
むことについては、困難であると
考えておりますが、いただいたご
意見については今後の参考にさせ
ていただきます。

４項２ （介護人材の確保及び資質の向上）
（意見）今後も増加する介護に対応するためには、「介護職員の定着」が喫緊の
課題と思います。介護職員が普通に生活し、家庭を持てるようにすれば定着もは
かられ、人材確保や質の高いサービスの安定的供給にも寄与すると思います。そ
のため、「…会議職員定着のための取組を推進します」のような抽象的な表現で
なく、もう少し具体的に介護職員の待遇の改善策を打ち出すべきと思います。

介護職員の処遇改善については、
次期介護報酬において充実が図ら
れる予定です。本市独自に取り組
むことについては、困難であると
考えておりますが、いただいたご
意見については今後の参考にさせ
ていただきます。

予防対策が高令者計画には重要だと思います。サービスを良くすると保険料が
上ってしまうシステムなので安心して老後を過せるには税金を入れて介護労働者
の労働条件をよくしてほしいと思います。

いただいた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。
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介護職員の処遇改善について、横浜市の独自補助を検討してほしい。 介護職員の処遇改善については、
次期介護報酬において充実が図ら
れる予定です。本市の独自補助に
ついては、困難であると考えてお
りますが、いただいたご意見につ
いては今後の参考にさせていただ
きます。

介護人材について、国もまだ検討中と聞いているが、ピラミッド型の人材体系だ
けではなく、処遇改善にも取り組んでほしい。研修等、事業所も協力するので、
できることがあれば言ってほしい。

介護職員の処遇改善については、
次期介護報酬において充実が図ら
れる予定です。介護人材確保につ
いては、関係機関・関係団体・地
域の方々等のお力を借りながら進
めていきたいと考えております。
いただいた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。

介護人材の確保及び資質の向上について
デイサービスを利用しているが、毎回、迎えに来る運転者が高齢のせいもあり、
車を急に止めたりするなど運転が危ない。介護の現場は給料等が安く、高齢者や
ボランティアに頼っていることが問題である。質の高いサービスを提供するに
は、事業所に入る介護報酬が事業所で働く職員に適切に配分されるしくみづくり
が必要であると考える。

いただいた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。

サービスが現在よりも低下しないように、もっと厚く暖かくなるように希望しま
す。そのためには支える人たちへの費用を惜しまず支出して下さい

いただいた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。

特別養護老人ホームの職員の給与を一率20,000円アップすべきである。現状の職
員は他企業（医療事務、ナース、看護師などと比較して安すぎるという劣等感が
高く、悲観的である事に重大な問題あり。結果的に少しでも給与の高い施設へ転
職をすることになり、給与の低い施設は職員採用に苦労している。横浜市は現状
把握が弱い。

介護職員の処遇改善については、
次期介護報酬において充実が図ら
れる予定です。本市独自に取り組
むことについては、困難であると
考えておりますが、いただいたご
意見については今後の参考にさせ
ていただきます。

介護職員の給与体系を今の方法より、もっと簡略にしても良いのではないかと思
います。この仕事をしたら金額が多くもらえるなどを是正する。

介護職員の処遇改善については、
次期介護報酬において充実が図ら
れる予定です。給与体系について
いただいたご意見については今後
の参考にさせていただきます。

介護人材の確保・質の向上について
介護職場への就業支援等の施策が掲げられていますが、介護離職者の多くは低賃
金や交代もできない過密労働などがその主要因となっています。
新聞報道では次期介護報酬の引き下げが報じられていますが、介護報酬の引き上
げや賃金の別枠確保などを国に要望することはもとより、横浜市として市内介護
事業所で働く介護職の賃金引き上げに向けた施策を持つべきです。第6期計画には
この具体的施策がありません。

介護職員の処遇改善については、
次期介護報酬において充実が図ら
れる予定です。本市独自に賃金引
き上げに取り組むことについて
は、困難であると考えております
が、いただいたご意見については
今後の参考にさせていただきま
す。

介護関係の給料問題は、大きくかえる必要があると思います。
介護はだれでもできるということで、安くおかれているのではないかと思いま
す。

介護職員の処遇改善については、
次期介護報酬において充実が図ら
れる予定です。

職員の確保は事業所として切実な問題だ。介護スタッフは高齢化し、求人を出し
ても応募は来ないが、求人広告の会社からは営業の電話がくる。事業所はギリギ
リで運営している。職員の派遣、介護報酬、 低賃金を考えて欲しい。

いただいた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。

介護サービス事業者の指導監査体制の強化について、指導監査体制を強化するの
ではなく、横浜市として横浜型というならば業者に対しての支援を強化すること
を検討して欲しいと思います。介護サービス業者は従業員の給与を引き上げたく
ても製造業者のように製品を多く作れば収入が増えるので給与を増額できる。し
かし、介護サービスは利用料金が決まっているので、従業員の給与を上げるには
介護サービスを受ける人を増やさない限り、収入は増えない、受け入れを増やせ
ば同じサービスをするならば従業員を増やさねばならない。つまり、現在の介護
サービス業は何かを犠牲にしなければ成り立たない現状になってきている。多
分、この現状を打破する一つの対策がこの地域包括ケアだと解釈しています。し
かし、この地域包括ケアも数年経てば新たな問題が生じるような気がします。そ
こで、この横浜型地域包括ケアシステムを具体化するにあたっては民間介護サー
ビス業者と介護保険利用者を検討委員として加えて、机上の計画に魂を入れると
いう考え方で検討して欲しいと思います。
　特に、民間の介護サービス業者には従業員の給与昇級補助を横浜市として予算
化した横浜型地域包括システムを構築して欲しい。

介護職員の処遇については人材確
保の重要な課題と考えており、介
護保険制度の中で処遇の向上に向
けて引き続き国に対して要望して
いきたいと考えております。本市
として独自に予算化することは現
時点では検討していませんが、今
後の施策の参考にさせていただき
ます。
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ご計画素案おつかれさまです。介護度を下げた事業所への表彰をお願い致しま
す。＜理由＞父母の介護をした経験があります。事業所は本当によくやってくだ
さってます。しかし、良い介護をして介護度が下がると減収になるとのこと。こ
れでは一生懸命やる甲斐が見出しにくいです。「良い仕事をしたら褒められる。
もうかる」といった仕組みを計画の中に盛り込んでいただけないでしょうか。宜
しくお願い致します。

いただいた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。

介護サービスの適正な量の提供及び質の確保
介護サービスの適正化を図るうえで、行政からの指導監査は必須と言えるが、こ
れまでの手法だとすべての事業所へ１回ずつ指導を行うのも100年掛かってしま
う。どのように指導を強化していくのか。

介護サービスの質の確保は本市と
しても重要な課題であることか
ら、効率的な手法により指導・監
査業務の充実を図れるよう、検討
を進めます。

指導監査の強化は必要だが、どこが行うのか。 居宅サービス及び地域密着型サー
ビスについては介護事業指導課
が、施設サービスについては高齢
施設課が中心となり担当していま
す。

４項３ (介護サービスの適正な量の提供及び質の確保)
（意見）厚労省は11月19日、「特定の介護サービス事業者に偏ったケアプランの
防止策を強化する方針を打ち出した」との新聞報道がありました。本素案では、
「…介護給付費適正化のための事業の推進や介護サービス事業者の指導監査体制
を強化します」とありますが、抽象的で、体制を強化しても指導のポイントがず
れていたら効果はありません。そこで、どのように強化するのか、具体的に施策
を例示するなどし、例えば、「お手盛り」プラン防止策なども明記すべきと思い
ます。

適切なケアマネジメントに基づ
き、利用者の状況に応じた適切な
サービスが提供されるよう指導し
ていきます。

地域包括ケアシステムを行う上での、質の担保をどうするのか。 介護サービス事業者やボランティ
ア団体、地縁組織等が適切なサー
ビスの提供をできるよう、支援・
指導を行ってまいります。

地域包括ケア計画、地域づくりを進める、目指すシステムについてはイメージで
きましたが、介護サービス事業所としては、各々が何を担い、どのように事業展
開を考えたら良いのか。具体的な地域の需要がわかりにくいと思います。市民向
け、事業所向けに説明の機会があると良いと思います。ケアプラザ、包括支援セ
ンターに問い合わせると「市の方針待ちでなんとも言えない」と言われてしまい
ます。事業所間が連携しやすいとイメージの図に近づくのではないでしょうか。

地域包括ケアシステムの構築には
介護サービス事業者や地域の方の
力も大変重要なものです。機会あ
るごとに地域包括ケアシステムの
進め方について、広報等周知を
行ってまいります。

ご説明をありがとうございました。いきなり今回の素案説明会に参加させて頂き
ましたが、一歩ずつ進めて区民の話に耳を傾けて頂きすばらしいです。さて。浅
い知識もない私ですが、これからは素案にありますように、介護する方々の質は
とても重要な事です。多職種との連携がとれずの施設もあります。本人（利用
者）が適切なケア支援ができなかったときに「寂しい」となります。その時に、
適切な指導ができる●言を持っていることがケガ等につながって（密室１対１）
しまうので、P11 ２は今後も安心安全をよろしくお願いします。資質悪く、尊厳
に関わっていても、職員が介護士をほめているのはおかしいが、やめて貰うむず
かしさ、人材不足からでしょうか。※ケアマネ（介護士）※介護施設資質チェッ
クを！

説明会への参加ありがとうござい
ました。
今後も、介護サービス事業者等が
適切なケアの提供をできるよう、
支援・指導を行ってまいります。

サ高住については、入居者が勝手に出歩かないよう、外からカギをかけられたな
どという話を実際に聞いた。特定及びサ高住については、行政の監査体制を強化
する、または第三者評価等外部評価を義務付けるなど、質の確保の取り組みが必
要。

いただいたご提案に関する取組と
して、原案第Ⅲ章１（４）オ
サービス付き高齢者向け住宅につ
いては、適切な運営や質の向上の
ため、引続き、高齢者住まい法に
基づき定期的な報告の徴収を行う
とともに、国や他都市の動向を踏
まえながら、指導指針等の検討を
行います。

「介護サービスの適正な量」について
介護給付費適正化に向けた事業の推進や介護サービス事業者への指導監査の強化
が掲げられていますが、介護利用者の負担増やサービス抑制、介護従事者の賃
金・労働条件の低下などにつながらないよう、まさに“適正な執行”を望みま
す。

適切なケアマネジメントに基づ
き、利用者の状況に応じた適切な
サービスが提供されるよう指導し
ていきます。
また、介護保険法令及び横浜市基
準条例等に則った適正な事業運営
を指導するとともに、適切な雇用
管理、労働法規の遵守を指導して
いきます。

介護保険の見直し。本当に必要な方に使われているのか。現状をもう少しチェッ
ク機関が必要なのでは？

第６期についても、第５期に引き
続き、要介護認定や介護給付費の
適正化に取り組んでいきます。
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意見 回答

在宅介護が昨今声高になっていますが、家族の負担が「大」であることをご存知
でしょうか。
介護度により、許可される物品や介護の内容が決められているが介ゴ者や家族が
本当に必要とする物や内容が得られるようなしくみにして下さい（介護度により
役所で決めたサービスしか受けられない）
（母の介ゴの時、つくづく考えさせられました。）

いただいた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。

第４章 介護サービス量等の見込み
１ 主な在宅サービス・地域密着型サービス・施設サービス等の見込量
地域密着型サービスの中に、認知症対応型通所介護の記載がないのはなぜでしょ
うか？

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、認
知症対応型共同生活介護について
は、本市が整備予定数を計画して
いるサービスのため、その計画数
を記載しています。

市民が給付費の増大を認識できていない。理由として、施設やサービスの利用料
として自己負担しか明記されてないから。自己負担の前に自分の利用料が総額い
くらかをしっかりわかるように明記し、その中での自分の負担を知るべき。そう
すれば、ばく大な税金を利用している、と本人が自覚して、施設やサービスの増
加だけでなく、少しは大切に利用しなくては、と思ってくれるのでは。

第６期についても、第５期に引き
続き、在宅サービス利用者に対し
て給付額の通知を送付します。

役所の方針ばかりをツルツル読み上げられて、結局は介護保険料の値上げと、自
分らでやれよという話ですね。具体的な方法、予算についての提示はなく、この
場で伝えたから、はい終わり、これでやるからな、という感じ。「健康長寿日本
一を目指す」とかいう前に、目前の施設、居場所作り等をすぐやるべき。介護給
付費不正請求は、この様子だと相当深刻な感じ。でも保険料は24％ＵＰ！泥棒に
追い銭？

説明会へのご参加ありがとうござ
いました。
今後の計画に関する説明会の参考
とさせていただきます。
なお、原案に内容を具体的に記載
しました。
施設、居場所づくり等も含め、計
画の推進に向けて、着実に事業を
実施してまいります。介護給付費
の不正請求への対策については、
より多くの事業者に確実な指導を
行っていくため、効率的な実施指
導の手法について検討していきま
す。
第６期介護保険料については、給
付費の増加から引き上げさるを得
ない状況ですが、素案の基準月額
6,200円から介護報酬のマイナス
2.27％の改定や地域区分の見直し
（人件費＋4％）の影響、及び課
税層への応分の負担割合の設定に
より、保険料の上昇を抑え、基準
月額を5,990円とする予算案を提
出しています。

介護給付費の伸びがすごいことになっている。シニアボランティアポイントも増
えている。消費税の引き上げの影響はどうなっているのか。

高齢化により今後も給付費は伸び
ていくことが見込まれますが、適
正な伸びとなるよう要介護認定や
介護給付費の適正化に取り組んで
いきます。シニアボランティアポ
イントについては、登録者数が１
万人を突破しました。今後も皆様
にご参加いただけるよう、周知し
てまいります。

保険料24％アップは反対。以上。 第６期介護保険料については、給
付費の増加から引き上げさるを得
ない状況ですが、素案の基準月額
6,200円から介護報酬のマイナス
2.27％の改定や地域区分の見直し
（人件費＋4％）の影響、及び課
税層への応分の負担割合の設定に
より、保険料の上昇を抑え、基準
月額を5,990円とする予算案を提
出しています。
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保険料は値上げされるのに受けるサービスは減らされる。老後はますます不安に
なる。もっと福祉に税金を使って欲しい。（カジノやオリンピックに使うお金は
ムダです。）保険料をこれ以上あげないで下さい。

第６期介護保険料については、給
付費の増加から引き上げさるを得
ない状況ですが、素案の基準月額
6,200円から介護報酬のマイナス
2.27％の改定や地域区分の見直し
（人件費＋4％）の影響、及び課
税層への応分の負担割合の設定に
より、保険料の上昇を抑え、基準
月額を5,990円とする予算案を提
出しています。

消費税は社会保障に使うという事であったが、年金のうち、１ヶ月6,100円の介護
保険料を天引きされている。案によると月額1,200円上がる様ですが、上がった消
費税５％→８％で切って保険料アップには反対。

第６期介護保険料については、給
付費の増加から引き上げさるを得
ない状況ですが、素案の基準月額
6,200円から介護報酬のマイナス
2.27％の改定や地域区分の見直し
（人件費＋4％）の影響、及び課
税層への応分の負担割合の設定に
より、保険料の上昇を抑え、基準
月額を5,990円とする予算案を提
出しています。

￥6,200は絶対にしないでください。年よりは早く死ね！と言っているようです。 第６期介護保険料については、給
付費の増加から引き上げさるを得
ない状況ですが、素案の基準月額
6,200円から介護報酬のマイナス
2.27％の改定や地域区分の見直し
（人件費＋4％）の影響、及び課
税層への応分の負担割合の設定に
より、保険料の上昇を抑え、基準
月額を5,990円とする予算案を提
出しています。

保険料UPも、不満です。 第６期介護保険料については、給
付費の増加から引き上げさるを得
ない状況ですが、素案の基準月額
6,200円から介護報酬のマイナス
2.27％の改定や地域区分の見直し
（人件費＋4％）の影響、及び課
税層への応分の負担割合の設定に
より、保険料の上昇を抑え、基準
月額を5,990円とする予算案を提
出しています。

第6期計画の保険料の見込みについて
第6期計画の保険料の見込みを第5期の保険料基準月額５,０００円から１,２００
円も上げて、6,200円とするのは納得できない。サービス利用者数が増加している
のはわかるが、現実に地域の高齢者の生活状況等を見ると、これ以上高齢者に負
担をかけるのは難しいと考える。

第６期介護保険料については、給
付費の増加から引き上げさるを得
ない状況ですが、素案の基準月額
6,200円から介護報酬のマイナス
2.27％の改定や地域区分の見直し
（人件費＋4％）の影響、及び課
税層への応分の負担割合の設定に
より、保険料の上昇を抑え、基準
月額を5,990円とする予算案を提
出しています。

第６期介護保険料について
神奈川の75歳以上の高齢者約90万人をみると、所得200万円以下が9割に及び、6割
近くの方が所得ゼロです。後期高齢者医療保険料の均等割9割軽減が18万1千人、
8.5割軽減が10万1千人おり、5割軽減は１万3千人、2割軽減は5万5千人で、35万人
が均等割の軽減対象となっています。これが神奈川の高齢者の実態です。高額所
得者はごく一部に過ぎません。
政府は9割および8.5割軽減を7割軽減に戻す方向であり、保険料はそれぞれ3倍、2
倍に跳ね上がります。消費税増税に加え、特例解消やマクロ経済スライド実施に
よる年金給付の連続削減など、今後も多大な負担増が高齢者の生活を襲います。
横浜市の第6期介護保険料の基準額は月額6,200円（年間74,400円）と見込まれて
いますが、第5期の1.24倍にもなっており高すぎます。一般会計からの繰入などを
行い、保険料の引き下げを図るべきです。また、低所得者への保険料軽減措置の
拡大が必要です。

第６期介護保険料については、給
付費の増加から引き上げさるを得
ない状況ですが、素案の基準月額
6,200円から介護報酬のマイナス
2.27％の改定や地域区分の見直し
（人件費＋4％）の影響、及び課
税層への応分の負担割合の設定に
より、保険料の上昇を抑え、基準
月額を5,990円とする予算案を提
出しています。
なお、国、県及び市が投入する公
費負担の割合は介護保険法で定め
られており、法定外の財政投入は
想定されていません。
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意見 回答

わかりやすくまとめられているが、保険料基準月額5,000⇒6,200円は非常に困
る。これをもっと安くする方法はありませんか。行政での取組み、地域での取組
みを一体化する。

第６期介護保険料については、給
付費の増加から引き上げさるを得
ない状況ですが、素案の基準月額
6,200円から介護報酬のマイナス
2.27％の改定や地域区分の見直し
（人件費＋4％）の影響、及び課
税層への応分の負担割合の設定に
より、保険料の上昇を抑え、基準
月額を5,990円とする予算案を提
出しています。
また、健康づくり施策や介護予防
事業等の推進により、介護保険料
の上昇が抑えられるよう、事業を
推進してまいります。

元気で、介護保険料を払ってる人、負担が大きいが、保険と同じように使わなけ
れば戻しはないのか。
年金受給者は大変です。保険料を10年、５年単位で下げるべきです。健康保険は
使うが介護保険は使わない人もいるのです。

介護保険制度においては、給付と
負担の関係を明確にし、かつ利用
者の選択による利用を可能とする
ため、社会保険方式が採用され、
保険料負担が過大なものとならな
いよう、給付費の半分を公費で賄
うこととされていることから、民
間の保険とは違い、保険料の戻し
はありません。

保険料基準月額のあげ幅が、1,200円とは！老齢化で年金が源少しているなか、こ
の上幅はいかが。先を見込しての保険料を考えていかないと、いけないのでは。

第６期介護保険料については、給
付費の増加から引き上げさるを得
ない状況ですが、素案の基準月額
6,200円から介護報酬のマイナス
2.27％の改定や地域区分の見直し
（人件費＋4％）の影響、及び課
税層への応分の負担割合の設定に
より、保険料の上昇を抑え、基準
月額を5,990円とする予算案を提
出しています。

第５期６期の各比較からではあるが5000円が6,200円　10年後は9,100円
そのあとはどうなっていく心配

第６期介護保険料については、給
付費の増加から引き上げさるを得
ない状況ですが、素案の基準月額
6,200円から介護報酬のマイナス
2.27％の改定や地域区分の見直し
（人件費＋4％）の影響、及び課
税層への応分の負担割合の設定に
より、保険料の上昇を抑え、基準
月額を5,990円とする予算案を提
出しています。

Ｐ.14の保険料の見込み
65才以上　横浜市はこれ以外に払わなくて良いのですね。特に65～74才は、65才
以上　9.2％に対し　5.7％と伸率は低いので、※となどの様な事ですが　介護報
酬改定とは、どこがどの様にして改定するのですか。一番大事な所を、まずすべ
ての総予算を決めてから、物事を決めるのが、家計でもそうですが、お金がなけ
れば後で追加するという考え方は、やめてしまいましょう！→予算決定後でない
となにも決められないはず。町内会や他の忘年会でも、「後で追加して会計を会
すのは」小学生でも出来る。どの事のどの部分が、算定出来るのか。
素案は若い人（22～60才）だけで先に作っているからないのか。
再度"高齢者実態調査"を行なうのか？

第６期介護保険料については、給
付費の増加から引き上げさるを得
ない状況ですが、素案の基準月額
6,200円から介護報酬のマイナス
2.27％の改定や地域区分の見直し
（人件費＋4％）の影響、及び課
税層への応分の負担割合の設定に
より、保険料の上昇を抑え、基準
月額を5,990円とする予算案を提
出しています。
高齢者実態調査は、３年に一度、
計画策定の前年度に実施をしてい
ます。次回は平成28年度に実施予
定です。
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意見 回答

費用負担の公平化
保険料上昇を可能な限り抑えつつ、制度の持続可能性を高めるため、世帯非課税
低所得者の保険料軽減の拡充や、所得や資産のある人の利用者負担を見直す。
(1) 世帯非課税低所得者の保険料の軽減割合を拡大
(2) 一定以上の所得のある第１号被保険者の利用者負担を引上げ
(3) 低所得の施設利用者の食費・居住費を補助する「補足給付」の要件に資産基
準などを追加
→公平化、言うは易し行うは難し、と感じます。自分が介護保険を利用するとし
たら・・、国民から集めたお金をどのように使うか…、利用者と給付する側のそ
れぞれの立場を思い浮かべ、公平化を考えてほしいです。無駄遣いの無いよう
に。

介護保険制度においては、給付と
負担の関係を明確にし、かつ利用
者の選択による利用を可能とする
ため、社会保険方式が採用され、
保険料負担が過大なものとならな
いよう、給付費の半分を公費で賄
うこととされています。平成27年
度介護保険制度改正においては、
保険料の上昇を可能な限り抑えつ
つ、現役世代の過度な負担を避け
るとともに、制度の持続可能性を
高めるため、高齢者世代内での費
用負担の公平化が実施されます。
また、第６期についても、第５期
に引き続き、要介護認定や介護給
付費の適正化に取り組んでいきま
す。

介護保険料が一律同じなのはどうか。→努力した人としなかった人の保険料負担
が同じなのはなぜなのか。

介護保険料については、個々の被
保険者の所得段階別に設定される
こととされています。

第４章　介護サービス量等の見込み
各種データが提示され、保険料が5,000円から6,200円に上昇する見込みにな
っていますが、現状の延長で計画が作られていると思いますので、第3章の意見に
より健康寿命を伸ばすことで介護費用の圧縮が可能ではないでしょうか。

健康づくり施策や介護予防事業等
の推進により、介護費用の圧縮が
図れるよう、事業を推進してまい
ります。

保険料おさえる工夫をお願いしたい 第６期介護保険料については、給
付費の増加から引き上げさるを得
ない状況ですが、素案の基準月額
6,200円から介護報酬のマイナス
2.27％の改定や地域区分の見直し
（人件費＋4％）の影響、及び課
税層への応分の負担割合の設定に
より、保険料の上昇を抑え、基準
月額を5,990円とする予算案を提
出しています。また、健康づくり
施策や介護予防事業等の推進によ
り、介護保険料の上昇が抑えられ
るよう、事業を推進してまいりま
す。

第５期の統括から課題をとらえて第６期計画を立案するという姿勢とていねいな
説明は評価出来る。
多様な意見を聴き、多くを採用するというと、保険料は上昇するばかり。支払う
側の収入が増えない中で、料金ＵＰはまずい。サービスの持続性を考えると施策
の積み上げも理解出来るが、保険料収入を一定のレベルとして実効を上げるに
は、行政サービスの展開への移行と行政による監督機能の強化で対応出来るので
はないか。
全体として良くやっているので、事情通には毅然として説得する姿勢があって良
いのではないか。

保険料や利用者負担については、
所得等に応じたより適正な保険料
負担と利用料負担によ
り、介護保険の制度運営が行える
ように改善することや、低所得者
に配慮した制度運営が行えるよう
にすることなどについて、引き続
き国に要望をしていきます。

介護の質を下げても致し方ありませんので、費用負担がこれ以上増えない様な形
で新計画をたてて下さい。

いただいた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。

介護保険料が値上がりするのは、やむ得ないと思うが、甘ったれ高齢者に無駄に
保険料を使わないように、きびしく取組んでほしい。

保険料や利用者負担については、
所得等に応じたより適正な保険料
負担と利用料負担によ
り、介護保険の制度運営が行える
ように改善することや、低所得者
に配慮した制度運営が行えるよう
にすることなどについて、引き続
き国に要望をしていきます。
第６期介護保険料については、給
付費の増加から引き上げさるを得
ない状況ですが、素案の基準月額
6,200円から介護報酬のマイナス
2.27％の改定や地域区分の見直し
（人件費＋4％）の影響、及び課
税層への応分の負担割合の設定に
より、保険料の上昇を抑え、基準
月額を5,990円とする予算案を提
出しています。
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意見 回答

サービスが変更され、施設への入所も緩和されないまま、保険料が引き上げられ
るのはこまる。

施設整備につきましては、計画に
そって着実に推進していきます。
いただいた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。

安易に利用料・保険料の値上げをすることなく介護制度の運営をしていけるよ
う、市からの財政投入を行ってください。

第６期介護保険料については、給
付費の増加から引き上げさるを得
ない状況ですが、素案の基準月額
6,200円から介護報酬のマイナス
2.27％の改定や地域区分の見直し
（人件費＋4％）の影響、及び課
税層への応分の負担割合の設定に
より、保険料の上昇を抑え、基準
月額を5,990円とする予算案を提
出しています。
なお、国、県及び市が投入する公
費負担の割合は介護保険法で定め
られており、法定外の財政投入は
想定されていません。

高齢者が戦後、荒亡した日本を建て直してきた功労者であって、介護が必要に
なった時介護の低下を押しつける事があってはならない事。今回の介護保険の切
り下げはしてはいけない事と思う。
年金の切り下げなどは大反対。全面的に見直して下さい

いただいた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。

保険料があがっても、年金はさがっているままなので、年金生活者にとっては、
保険料の値上げは痛いです。他に税金からの助成は考えられないでしょうか。

第６期介護保険料については、給
付費の増加から引き上げさるを得
ない状況ですが、素案の基準月額
6,200円から介護報酬のマイナス
2.27％の改定や地域区分の見直し
（人件費＋4％）の影響、及び課
税層への応分の負担割合の設定に
より、保険料の上昇を抑え、基準
月額を5,990円とする予算案を提
出しています。
なお、国、県及び市が投入する公
費負担の割合は介護保険法で定め
られており、法定外の財政投入は
想定されていません。

この問題全てに流れる問題点は全て財源の問題である。要は見合いの税金課題に
かかる。国として県市立として財源が伴っての解決点である。如何に豊富な財源
を確保するかに努力して貰いたい。

いただいた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。

保険料は現状のままとされたい。
①すでに充分高水準の金額である。
②行政サービスの向上は効率比と一部民営化で対処すべきである。
③高齢者人口は増加するので、当面のコスト増は保険料収入増で対応可能。75才
以上の行政サービスコスト増まで十年あり、この間認知症薬の開発等が可能とな
る見込みであり。
ダイナミックは変動が見込まれることを考慮すれば、現行保険料収入内で、計画
内容の実現は可能である。

第６期介護保険料については、給
付費の増加から引き上げさるを得
ない状況ですが、素案の基準月額
6,200円から介護報酬のマイナス
2.27％の改定や地域区分の見直し
（人件費＋4％）の影響、及び課
税層への応分の負担割合の設定に
より、保険料の上昇を抑え、基準
月額を5,990円とする予算案を提
出しています。

介護保険料がUPしてしまうのは当然かもしれませんが、高令者も年金が減り苦労
している。極力低くして、ムダを削減してやって欲しい。

第６期介護保険料については、給
付費の増加から引き上げさるを得
ない状況ですが、素案の基準月額
6,200円から介護報酬のマイナス
2.27％の改定や地域区分の見直し
（人件費＋4％）の影響、及び課
税層への応分の負担割合の設定に
より、保険料の上昇を抑え、基準
月額を5,990円とする予算案を提
出しています。

ご説明の中で、消費税の運用のお話しがありましたが、今迄５％、８％と上がる
たびに福祉に使われると言われてきました。それなのに介護保険料が上ったり、
年金が下げられたり、医療費の窓口負担が多くなるなど、福祉の後退がみられま
す。10％になって「すべて福祉に使います」と政府の方が言っておられました
が、今回は本当にそうなるのかどうか。それでもまだ足りないので、市民が負担
する分が増えるとなれば、それは大きな市政のあやまりではないでしょうか。
「在宅で地域で」は基本的には大切で、そうあればいいと思いますが、そのシス
テム作りが見えてきません。

いただいた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。
原案に内容を具体的に記載しまし
た。計画の推進に向けて、着実に
事業を実施してまいります。
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意見 回答

説明会は大変参考になりました。いずれにしても包括計画ですので、バランス
上、このような状態で仕方ないと思います。保険料の問題をもっと健康寿命と関
連させて、見えるような指標なり、アイテムをつくることをお願いしたいと思い
ます。

素案説明会へのご参加ありがとう
ございました。第６期介護保険料
については、給付費の増加から引
き上げさるを得ない状況ですが、
素案の基準月額6,200円から介護
報酬のマイナス2.27％の改定や地
域区分の見直し（人件費＋4％）
の影響、及び課税層への応分の負
担割合の設定により、保険料の上
昇を抑え、基準月額を5,990円と
する予算案を提出しています。
いただいた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。

確かに数値の裏付けはほしい。つまり、国、神奈川県、横浜とどの様にお金がお
りてくるのかが知りたいところである。

介護保険制度においては、給付と
負担の関係を明確にし、かつ利用
者の選択による利用を可能とする
ため、社会保険方式が採用され、
保険料負担が過大なものとならな
いよう、給付費の半分を公費で賄
うこととされています。

第６期・高令者保健福祉・介護保険事業計画の説明会を聞きましたがとても承服
する内容ではなかった。早々に市は、介護保険料を￥6200に値上げすると、マス
コミ発表もしたがそれに伴なう計画を実施可能かと疑問を覚える。

第６期介護保険料については、給
付費の増加から引き上げさるを得
ない状況ですが、素案の基準月額
6,200円から介護報酬のマイナス
2.27％の改定や地域区分の見直し
（人件費＋4％）の影響、及び課
税層への応分の負担割合の設定に
より、保険料の上昇を抑え、基準
月額を5,990円とする予算案を提
出しています。また、地域包括ケ
アシステムの構築に向けて、着実
に事業を実施してまいります。

介護保険料は今後も上がり続け支援を受けることは年々むずかしくなるというこ
とがわかっただけです。実際自分達は本当に心配のない介護をうけられるのだろ
うか・・・？

第６期介護保険料については、給
付費の増加から引き上げさるを得
ない状況ですが、素案の基準月額
6,200円から介護報酬のマイナス
2.27％の改定や地域区分の見直し
（人件費＋4％）の影響、及び課
税層への応分の負担割合の設定に
より、保険料の上昇を抑え、基準
月額を5,990円とする予算案を提
出しています。

高齢者の増加に伴い介護保険料が上昇することは理解できました。 第６期介護保険料については、給
付費の増加から引き上げさるを得
ない状況ですが、素案の基準月額
6,200円から介護報酬のマイナス
2.27％の改定や地域区分の見直し
（人件費＋4％）の影響、及び課
税層への応分の負担割合の設定に
より、保険料の上昇を抑え、基準
月額を5,990円とする予算案を提
出しています。

保険料の増額はやむをえないと感じた所です。 第６期介護保険料については、給
付費の増加から引き上げさるを得
ない状況ですが、素案の基準月額
6,200円から介護報酬のマイナス
2.27％の改定や地域区分の見直し
（人件費＋4％）の影響、及び課
税層への応分の負担割合の設定に
より、保険料の上昇を抑え、基準
月額を5,990円とする予算案を提
出しています。
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 １０　第４章　介護サービス量等の見込み

意見 回答

保険料がUPし、更に消費税が上がり増々暮らしにくくなっていく事必定！！弱っ
たなー

第６期介護保険料については、給
付費の増加から引き上げさるを得
ない状況ですが、素案の基準月額
6,200円から介護報酬のマイナス
2.27％の改定や地域区分の見直し
（人件費＋4％）の影響、及び課
税層への応分の負担割合の設定に
より、保険料の上昇を抑え、基準
月額を5,990円とする予算案を提
出しています。

次期介護保険料の見込み額（6,200円）、かなりショッキングな数値である。 第６期介護保険料については、給
付費の増加から引き上げさるを得
ない状況ですが、素案の基準月額
6,200円から介護報酬のマイナス
2.27％の改定や地域区分の見直し
（人件費＋4％）の影響、及び課
税層への応分の負担割合の設定に
より、保険料の上昇を抑え、基準
月額を5,990円とする予算案を提
出しています。

保険料も消費税も上がり、負担が大変。自助できる人は自助、予防できる人は予
防してほしい。

第６期介護保険料については、給
付費の増加から引き上げさるを得
ない状況ですが、素案の基準月額
6,200円から介護報酬のマイナス
2.27％の改定や地域区分の見直し
（人件費＋4％）の影響、及び課
税層への応分の負担割合の設定に
より、保険料の上昇を抑え、基準
月額を5,990円とする予算案を提
出しています。

消費税が上がって、保険料が上がるのは年金生活者にとって大変な事です。 第６期介護保険料については、給
付費の増加から引き上げさるを得
ない状況ですが、素案の基準月額
6,200円から介護報酬のマイナス
2.27％の改定や地域区分の見直し
（人件費＋4％）の影響、及び課
税層への応分の負担割合の設定に
より、保険料の上昇を抑え、基準
月額を5,990円とする予算案を提
出しています。

介護の利用料が所得により２割に増えることが心配です。
1,000万円位の貯蓄は大ていの人は持っていると思います。
社会保障を理由に消費税等の負担が増えているのでとても不安です

利用者負担の見直しについては、
保険料の上昇を可能な限り抑えつ
つ、制度の持続可能性を高めるこ
とを目的として、平成27年８月か
ら全国一律に導入されるもので、
一定以上の所得がある方が２割に
なります。
ただし、利用者の負担額には、１
か月の上限額がありますので、２
割負担となる全員の負担が２倍に
なるわけではありません。
なお、貯蓄1000万超の要件につい
ては、施設利用者の食費・居住費
を補助する「補足給付」の要件の
みに追加されますので、２割負担
の判定には影響しません。

保険料の上限を決め、介護保険ではその範囲内でのサービスにした方がよいので
はないか。

介護保険制度においては、給付と
負担の関係を明確にし、かつ利用
者の選択による利用を可能とする
ため、社会保険方式が採用され、
保険料負担が過大なものとならな
いよう、給付費の半分を公費で賄
うこととされています。

70～74才の患者負担１割→２割
入院給食の原則自己負担化
介護保険利用者負担１割→２割（一定所得者）
年金の「マクロ経済スライド」
定年後10年たちました　月8,000円手取りから減になりました
まだまだ大変です。

利用者負担の見直しについては、
保険料の上昇を可能な限り抑えつ
つ、制度の持続可能性を高めるこ
とを目的として、平成27年８月か
ら全国一律に導入されるもので
す。
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１１　介護保険制度に関する意見

意見 回答

自宅介護する場合のバリアフリー化などリフォームする補助金や相談支援を今よ
り充実させて頂きたい

介護事業所等との協力により、制
度の周知と合わせて相談支援体制
を充実させ、継続可能な制度の運
用を目指します。
介護保険における住宅改修費の支
給については、法令により対象工
事や限度額が定められています。

誰もが年老いて死を迎えることを考えると、誰もが安心して老後をむかえられる
ようすすめて欲しいこと
介護保険料の納付義務の周知→納めないと老後サービスは受けられない

保険料は介護保険サービスに必要
な費用をまかなう重要な財源です
ので、納付が遅れると介護保険制
度を維持していく上で大きな支障
となります。そのため、特別な理
由もなく保険料を滞納していると
介護保険サービスを利用するとき
に法令に基づいて、自己負担が
いったん10割（全額自己負担）と
なったり、保険給付が７割に減額
されたりする場合があります。ま
た、介護保険サービスの利用の有
無にかかわらず、法律に基づく滞
納処分として、財産を差し押さえ
る場合があります。このように、
保険料を納付いただくことの必要
性について、被保険者の皆様への
周知と負担の公平性の確保に引き
続き努めてまいります。

少子化、高齢化で厳しい現実ですが、老いも・若きも、楽しみを感じつつ、税
金、保険料を払う状況にして欲しい。介護保険料はどこまでも上がり、サービス
は低下。健康保険料、年金等、若者は頑張る意欲を失い。高令者も制度の不備に
不満ばかりです。健康長寿だといっぱい良い事があると、自身の管理の励みにな
ります。どこかの自治体のように、健保を一年使わなければ、保険料が一部戻る
とか、88才まで、介護保険を使わなければ、やはり一部返金される等、又、自宅
で不安なく介護出来るように、往診して下さるお医者さんを沢山育てて下さい。
高令者　障害者・子育て世代等と生の声を聞いて頂き、生活保護、片親家庭への
支援はもっときちんと調査を！！

第６期介護保険料については、給
付費の増加から引き上げさるを得
ない状況ですが、素案の基準月額
6,200円から介護報酬のマイナス
2.27％の改定や地域区分の見直し
（人件費＋4％）の影響、及び課
税層への応分の負担割合の設定に
より、保険料の上昇を抑え、基準
月額を5,990円とする予算案を提
出しています。
なお、介護保険制度においては、
給付と負担の関係を明確にし、か
つ利用者の選択による利用を可能
とするため、社会保険方式が採用
され、保険料負担が過大なものと
ならないよう、給付費の半分を公
費で賄うこととされていることか
ら、民間の保険とは違い、保険料
の戻しはありません。

介護保険被保険者の対象拡大
保険の常識的理念は、広く・浅くであり、この観点から、現在の40歳以上を、全
年齢に改めるべきである。

いただいた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。

すでに消費税を３％上げ、福祉に使うということであった。すべて福祉にまわせ
ば、今よりわずかでも良くなる筈。なぜ、２割負担にするのか。入院してもベッ
ド代の他に住居代（自宅は税金も払っているのに）が食費に加わる中で、いざと
いう時に備えている預金まで、取り上げる改悪は大反対である。こんなに足りな
いのだから消費税をあげざるを得ないと言う筋書きだろうが、余りにも庶民のく
らしを知らなさすぎる。
現行でも、介護保険で助かる人は夫婦共働きの挙句、退職金、年金共にそれぞれ
あった人（一応ローンは済み）。或は、世代が上の老親（年金率は良い）の介護
時、やはり夫婦共年金を得ている、しかも自動車の運転可の経済状態、年令の場
合、この程度の水準の人がぎりぎり恩恵を受けられるか、と思われる。支払うこ
とは否応なしだが、実際に利用することは、かなり制限され、或は不可能になる
のが実状である。調査せよ。
健康で文化的生活の保証にならない。

利用者負担の見直しについては、
保険料の上昇を可能な限り抑えつ
つ、制度の持続可能性を高めるこ
とを目的として、平成27年８月か
ら全国一律に導入されるもので
す。
ただし、利用者の負担額には、１
か月の上限額がありますので、２
割負担となる全員の負担が２倍に
なるわけではありません。
なお、貯蓄1000万超の要件につい
ては、施設利用者の食費・居住費
を補助する「補足給付」の要件の
みに追加されますので、２割負担
の判定には影響しません。
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１１　介護保険制度に関する意見

意見 回答

要支援認定が１から２に認定が変更になったとします。
要支援１の時のサービス単位の上限は2,099単位
要支援２　　　　　〃　 　　　　 　4,236単位
サービス内容が全く同じであった場合でも、個人における負担は単位数に基づく
と言われていますので、サービス内容が同じですから要支援２の方を引き受けた
方が事業所にとってメリットとなるのではないでしょうか。
　要は介護保険サービスの単位数は介護保険で受けることが出来るサービスの上
限を示しているのであって、要支援２になったから１の時の全てが2倍になるとい
う考えはおかしいのではないでしょうか。要支援２でも１の時と全く同じサービ
スならば１の時の単位数を適用すべきではないでしょうか。
　第６期の計画の中では、介護保険サービスの利用法を簡単明瞭にして欲しいと
思います。

介護報酬については、国の告示に
より、全国一律のルールで算定す
ることとされています。

包括でプランナーとして働いている一現場の意見。
システムや施設づくりも重要です。しかし、現在の制度に疑問や不都合を覚える
ことが多々あります。要支援１，２の方が急激な状況の変化で要介護４，５に
なった場合のケアマネの交代です。なぜこの状況に交代しなければならないので
しょう。（不合理です）

利用者の状態に急な変化が生じた
場合であっても、適切な介護サー
ビスが切れ目なく提供されること
は重要なことであると考えます。
頂いたご意見は今後の介護保険制
度運営の参考にさせていただきま
す。

今後、在宅で生活していく上で、必要と思われるサービスとして、訪問介護の充
実と、外出サービスを提案。（外出はデイ、リハ、買物外出、等、家から出る
サービス）
1.リハビリが重視されるが、家から出て、サービスを受ける事だけでリハビリに
なる事を知ってほしい。気持ちがイキイキすると、何かをしたいと思う気持にな
る（認知症の予防につながる）
2.高齢、独居者、要支援者の多くは、「うつ」を持っており、介護保険サービス
を受ける事に否定的。老人くさいサービスを使う事はイヤと思っている。
3.医療サービスより介護サービスの充実をするべき、ヘルパーをもう少しスキル
を上げると高齢者は、もっと元気になる。（精神的支援が出来る専門職と考え
る）
4.介護認定は上がっても、実際に使用しているサービスは少ない。なぜか、在宅
サービスが充実していない。

ご提案ありがとうございます。多
様なニーズに対してサービスを充
実できるような仕組みづくりを進
めていきます。

認知症になりかけた方や、身体の不自由な方が、介護保険を利用されてない方
が、心配です。各老人会に介護保険の利用の仕方、申請の仕方などを、説明する
ことがとても大事なのでは？と思いました。

介護保険制度の分かりやすい広報
について、引き続き努めてまいり
ます。

介護保険の適用とならない所得金額
種々説明ありましたが、簡明な資料を添付されると理解が早いと思う。

介護保険制度においては、合計所
得金額により保険料段階や利用者
負担段階を決定しています。介護
保険制度の分かりやすい広報につ
いて、引き続き努めてまいりま
す。

介護保険を利用したとしても、介護者（ケアラー）の心身及び経済的負担は大き
なものがあります。ケアラー世代もヤングから高令者まで多様です。学業、就
職、就業継続にも支障が出る場合もあります。

いただいたご意見のとおり、介護
を担う方も多様化しており、多重
介護の問題や、若い介護者の学業
や職業との両立の問題、介護離職
の問題など様々な課題があると認
識しております。介護者支援につ
きましては、各区・各地域包括支
援センターで、取り組んでいると
ころですが、多様なニーズを踏ま
え、さらに介護者支援の充実に向
けた取組を進めてまいります。

制度が具体的にどう変わるのか、きめこまかい点を説明してほしいと思います。 介護保険制度の分かりやすい広報
について、引き続き努めてまいり
ます。

介護保険制度改正の情報提供等について、実際の運用にあたっては自治体の裁量
の幅も大きく、行政からしっかり説明を受けてほしいと言われる。そうした場を
設定してほしい。

介護保険制度の分かりやすい広報
について、引き続き努めてまいり
ます。

制度改正は官報なり主管省庁から広報誌が出ていると思います。これらの資料を
簡潔にしたパンフレットを作成されては如何。

介護保険制度の分かりやすい広報
について、引き続き努めてまいり
ます。

要支援１を戴くのに二回申込
区分変更に３ヶ月かかり、要介護５になり、病院を巡って他界しました。ケアマ
ネージャーさんの考え一つできまるのですね！！介護保険に長い事、納めた金額
がいずこに！！ホーム入居も希望しましたが残念で終りました。残った私はどう
なるのかな？早く進む様に願ってます。

本市では、申請から審査判定まで
の所要日数の短縮化が課題と考
え、事務改善や国への事務負担軽
減要望を行っているところです。
引き続き、課題解決への取組を進
めてまいります。

介護が必要になったときに、困らないようお願いします いただいた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。
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 １２　高齢者施策に関する意見

意見 回答

今日の説明は難しくて理解しにくかった。
実際身近な方が介護に関係を持っている方はある程度わかると思いますが、わ
かったことは保険料が上がると云うこと。年ごとに負担がふえること　入所がむ
ずかしいことなど、不安なことが多かったです。

幅広い周知や分かりやすい説明が
行えるよう、計画や高齢者施策の
広報等を行っていきます。
将来の不安がなくなるよう、地域
包括ケアシステムの構築に向け
て、着実に事業を実施してまいり
ます。

横浜市におけるスーパーバイズ体制の構築と強化
【理由】
労働省老健局高齢者支援課 認知症・虐待防止対策推進室 平成24年3月27日事務連
絡「市民後見人の育成及び活用に向けた取組について」によれば、「１．市町村
の取組体制について」の中に、「市民後見人として家庭裁判所からの選任を受け
るためには、その活動を支援することが重要です。市民後見人が適正・円滑に後
見等の業務を実施できるように専門職などによる支援体制を整備する必要がある
ことから、市町村は、社会福祉協議会、ＮＰＯ法人など適切に業務運営が確保で
きると認められる団体に委託し、後見実施機関（成年後見センター）（以下「成
年後見センター」という。）の設置を検討することも必要」と記されています。
また「４．その他必要な措置」にも「(2)市民後見人の活動支援」として「市民後
見人が困難事例等に適切に対応するためには専門職等による支援は不可欠です
が、こうした専門的な分野のみでなく、日常的な後見事務等についても相談でき
る体制を作ることも必要」と記されています。市民後見人に対するきめ細かなサ
ポート及びバックアップ体制を実現するために後見監督人に選任されえる人材を
育成し、または市における社会福祉業務ＯＢ・ＯＧの活用など、市民後見人に対
するスーパーバイズ体制の構築・地域ケアプラザ単位へのスパーバイザーの配置
に取り組むべきと考えます。

いただいた御意見は、今後の参考
とさせていただきます。

高齢者福祉については外国が模範とするシステムをつくり上げ、実行の速度を上
げて充実を図ってもらいたい。そして、日本に生まれてきて良かったと思える国
にして欲しいものである。
シルバータウン計画
大規模な介護施設を作り、人が暮らしていけるだけの色々な施設を入れて、一つ
の町を作るようなものにする。（高層住宅・総合病院・商業施設・公的機関・公
園・図書館・スポーツジム・イベントホール・生涯学校・運動用グランド・消
防・警察・他）施設の充実を図る。
介護要員も海外の人を研修・養成・育成して大きな力となるべく動員を再度見直
しても良いのではないか。
高齢者の将来のための蓄えを奪う特殊詐欺は厳罰をもって、速度を上げての法整
備が必要と思います。

いただいた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。

「高齢者が住みなれた地域で、生活を全うするための提案」市政区政の日常生活
への接点でもある町内会、自治会について、現行は基礎の班が、団地やマンショ
ンを除いて、番地号ごとに班が組織されている。しかし居地単位だと、半数の割
合とは、日常的に交流はない姓名も知らない人々が、班を組織している。欧米で
は通りごとに、住居標示など、通りの片側は奇数、他方は偶数標示となってい
る。番地ブロックではない。ドイツやフランスその他もキリスト教の伝統では、
教会単位の住民組織（gemeinde　paroisse）もあるが、通りごとに住民が日常的
に接している生活単位が欧米の社会福祉の基礎になっている。
日本の班組織を、横浜から変革したい。

いただいた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。

この際、高齢者の定義を変えて、（例えば75才以上のみ…）大胆な施策（74才ま
では働いて貰うとか・・・低賃金で可）を種々考えて見るのはどうか…？（全国
民がボランティアスピリットを持つような教育推進とか…）→昔のように、隣組
同士で助けあうイメージの再生。

いただいた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。

直近の課題だけでなく、今後へ繋げる視点での社会保障関連インフラの整備を望
みます。
単に高齢者をケアするという視点だけでなく、肉親の介護を理由にした学業・就
職・結婚・出産の断念を減らし、人口減に歯止めをかける制度設計に期待しま
す。その為には在宅系・居住系を問わず対象者へ24時間関われる介護事業所の整
備を求めます。

団塊の世代が後期高齢者になる
2025年に向けて、在宅医療・介護
の推進、地域包括ケアシステムの
構築等といった「医療・介護サー
ビスの提供体制の改革」は急務の
課題になっており、本市として
も、２４時間365日サービス提供
が可能な、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、認知症対応型共同生活介
護、複合型サービス等の整備を推
進します。

基本目標の生涯現役社会とあるが定年後の［学び］、活動へ進むべきと考えてい
る　生涯学習が必要と言える。自分の健康を考える→［65才から考える人が少し
に］
「生涯学習」の社会で現役の実現に向けた高齢者…になると考える

高齢者が健やかに心豊かに人生を
送り、めまぐるしく変化する時代
に対応できるよう、新たな知識や
教養及び高齢期にふさわしい社会
的能力を身につけることを目的と
して横浜シニア大学事業を実施し
ています。

57 / 66 ページ



 １２　高齢者施策に関する意見

意見 回答

県のかながわライフサポート事業も地域貢献といえると思う。実施には定款の変
更が必要だが、監査課でスムーズに進むようサポートをお願いしたい。

いただいた御意見は、今後の参考
とさせていただきます。

都市部でのこれからの介護問題の深刻さはまだまだ一般の市民には理解されてい
ません。社会のさまざまな力をとりまとめてもっと強力に理解させていくことを
期待します。

計画の推進に向けて、着実に事業
を実施してまいります。

誰もが安心して暮らせるように、海外の福祉で参考になるシステムはないもので
しょうか？

海外などのシステムで参考となる
ものは取り入れるなどしながら、
施策を推進してまいります。

長生きしたいが、金が掛かるのをどの様にするのか？ 持続可能な制度となるよう、健康
づくりや介護予防の推進や、費用
負担の公平化などに取り組みま
す。将来の不安がなくなるよう、
地域包括ケアシステムの構築に向
けて、着実に事業を実施してまい
ります。

老後安心して生活出来る様にお願い致します。 将来の不安がなくなるよう、地域
包括ケアシステムの構築に向け
て、着実に事業を実施してまいり
ます。

高福祉、高負担はやむをえないが物々にしてほしい。旭区は高齢者が多く特に区
にしても良い対応願いたし

いただいた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。

年金等の収入が減額される中で消費税の値上げ、年金削除、諸物価値上り等で収
入が少ないと悲観しか出来ないので将来不安を感じる。

収入の少ない市民の方について
は、保険料の軽減等の支援を実施
します。将来の不安がなくなるよ
う、地域包括ケアシステムの構築
に向けて、着実に事業を実施して
まいります。

今後の支援がどうなるのか心配です 将来の不安がなくなるよう、地域
包括ケアシステムの構築に向け
て、着実に事業を実施してまいり
ます。

計画素案はよくまとめて下さっていると思います。各々の地域差もありますの
で、行政、包括支援センターと話し合って進めていきたいと思います。

地域包括ケアシステムの構築には
地域の方の力も大変重要なもので
す。是非、地域の方もご協力をお
願いいたします。

大変良いお話をありがとうございました
旭区をモデル地域にして下さい。よろしくお願いします

いただいた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。
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 １３　区民説明会について

意見 回答

説明があまりにも広く第５期と比べ何が問題でどこが改善されたのか不明でし
た。焦点を絞って具体的に話して下さい。質疑応答は誠に具体的に良かった！

説明会へのご参加ありがとうござ
いました。
今後の計画に関する説明会の参考
とさせていただきます。

質疑の時間がよかったです。
様々な課題を洗い出し、皆で考え、整理できる時間があると良いと思いました。
区で行っている地域福祉計画の検討の場でこういった取り組みはできないので
しょうか。

いただいた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。

３年毎の計画について、もっと時間を取り、老若の意見を聞く時があって良いの
ではないか　素案のまとめが遅れるとすればモデル地域でも設置してはどうか

いただいた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。

素案についてはもっと細かく具体的なことを市民にはわかりやすく説明すべきで
はありませんか？何をどうできるかがわかりません。

説明会へのご参加ありがとうござ
いました。
今後の計画に関する説明会の参考
とさせていただきます。

素案ではなく、もう少し具体的内容が提案出来る状況で説明会を開催した方が良
いと考えます。

説明会へのご参加ありがとうござ
いました。
今後の計画に関する説明会の参考
とさせていただきます。
なお、原案に内容を具体的に記載
しました。

もうすこし具体性のある説明がほしかったです。（文書ではムリでも口頭で）
また、国のモデル事業などがある場合には、どこで行っているかや参考ＵＲＬな
どをのせていただけるとありがたいです。

説明会へのご参加ありがとうござ
いました。
今後の計画に関する説明会の参考
とさせていただきます。

口あたりの良いありきたりの言葉。もっと具体的な話が聞きたかった 説明会へのご参加ありがとうござ
いました。
今後の計画に関する説明会の参考
とさせていただきます。
なお、原案に内容を具体的に記載
しました。

読んでわかること以外を知りたい。素案はあくまで素案なのですが、具体策はま
だなのでしょう。でもいろいろ質問があるから出席するので、その質問に対して
具体策の方向性はお聞きしたかったと思います

説明会へのご参加ありがとうござ
いました。
今後の計画に関する説明会の参考
とさせていただきます。
なお、原案に内容を具体的に記載
しました。

基本的な考え方は理解できたが具体的なことが良くわからなかった。 説明会へのご参加ありがとうござ
いました。
今後の計画に関する説明会の参考
とさせていただきます。
なお、原案に内容を具体的に記載
しました。

具体的な内容を聞きたかった。 説明会へのご参加ありがとうござ
いました。
今後の計画に関する説明会の参考
とさせていただきます。

素案内容をもっと具体的に説明を行っていただきたかった。（初心者向けに） 説明会へのご参加ありがとうござ
いました。
今後の計画に関する説明会の参考
とさせていただきます。

具体的な事をもう少し入れた計画が聞けたらと思いました。 説明会へのご参加ありがとうござ
いました。
今後の計画に関する説明会の参考
とさせていただきます。

具体的な数字があまりなく、未定な部分が多いとのお話だが、結局決定したこと
は変わらないのが行政なので、８、９割決まった時点でもう一度パブコメを開催
すべきだと思います。

説明会へのご参加ありがとうござ
いました。
今後の計画に関する説明会の参考
とさせていただきます。
なお、原案に内容を具体的に記載
しました。

事前に目を通したので、読み上げるだけではパフォーマンスである。
具体的に相談窓口VS自治会・マンション個々との接点を設置する等もっと細かい
支援策が必要！！

説明会へのご参加ありがとうござ
いました。
今後の計画に関する説明会の参考
とさせていただきます。
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 １３　区民説明会について

意見 回答

具体的なことが発表されない説明会で、資料以上の情報が得られなかったのは残
念でした。高齢者社会の支え合いが必須だということはよ～くわかるのですが、
人材と予算をどう確保するのか、具体的なお話を期待してきました。この時間に
時間を費やして参加したので、もう少し実りのあるまた、参加してよかったと思
える説明会であってほしかったです。

説明会へのご参加ありがとうござ
いました。
今後の計画に関する説明会の参考
とさせていただきます。
なお、原案に内容を具体的に記載
しました。

30分しか説明していない。
・説明が早すぎて判りにくかった。
・計画が抽象的な所が多く、具体的な案が示されていない所が多々あった。

説明会へのご参加ありがとうござ
いました。
今後の計画に関する説明会の参考
とさせていただきます。
なお、原案に内容を具体的に記載
しました。

説明は立て板に水の如しで、右耳から左耳へ素通りして脳の中には何も残らな
い。質問も出たが全体のシステムの話を個別の話（例えば金額）が混在し分りに
くかった。質問にはていねいに答えて頂き、理解も進みました。ありがとうござ
いました。

説明会へのご参加ありがとうござ
いました。
今後の計画に関する説明会の参考
とさせていただきます。

いくつかの質問の回答の中にハッキリ分りませんと言うのがありました。来年夏
頃には…ともおっしゃっていました。という事は夏には全てに納得いく回答が出
来るよう期待します

説明会へのご参加ありがとうござ
いました。
今後の計画に関する説明会の参考
とさせていただきます。

説明会について
質問と回答がほとんどかみ合わない（計画に具体性がないからか？）

説明会へのご参加ありがとうござ
いました。
今後の計画に関する説明会の参考
とさせていただきます。

参加者の皆様から沢山の質問があったのにおどろいた。回答は分かりやすかっ
た。

説明会へのご参加ありがとうござ
いました。
今後の計画に関する説明会の参考
とさせていただきます。

福祉計画、地域ぐるみ、包括・ケアプラザなど意見を表しました。個別に説明が
ありましたが、「説得」せず、意欲的に「意見を反映する」と答えがほしかっ
た。

説明会へのご参加ありがとうござ
いました。
今後の計画に関する説明会の参考
とさせていただきます。

質問に対して、答えやすいことしか、答えていない 説明会へのご参加ありがとうござ
いました。
今後の計画に関する説明会の参考
とさせていただきます。

説明が棒読みでペーパーをこなしているだけ。ポイントをしっかり決めてわかり
やすく、具体的な内容としていくべきではないか。ただ動員されて、消化時間を
こなしている参加者はつまらないと感じた。
→何が問題で　大変な課題であるかを話すべきだ。
→質疑応答の時が良かった
→質問した方に賛同する！一般論を聞きに来たのではない
→ 後に若い方（男性）が説明した内容はとてもよくわかりました

説明会へのご参加ありがとうござ
いました。
今後の計画に関する説明会の参考
とさせていただきます。

もりだくさんでわからない。少しにしぼって話してほしい。 説明会へのご参加ありがとうござ
いました。
今後の計画に関する説明会の参考
とさせていただきます。

今日の日程がよく伝わっていなかったと思います。私も家にもどり、書類を確認
したり　広報を見たりして来た為、大変遅れてしまいました。西区の方々は色々
ながらボランティアをかねている人達が多いので口頭でも伝えてゆかないと伝わ
らない所があると思いました。

説明会へのご参加ありがとうござ
いました。
説明会の効果的な周知等、今後の
計画に関する説明会の参考とさせ
ていただきます。

①今回の説明会開催について、関連施設（社会福祉協やケアプラetc）の人達／窓
口が知らない状況であったと思います。（説明会広報不足）今回の瀬谷区役所案
内／総合窓口の人も当該説明会がある事も知りませんでした。
②もう少し全体にくわしい説明をして欲しかった。
パブリックコメントを求めるには説明時間が少な過ぎます。（15時～16時半計画
の1.5時間で説明25分は少な過ぎます）
イメージ何？
〈例〉・～の機能強化？
・地域ケア会議？
・―初期集中支援チーム？
・認知症ケアパス？
・介護予防・日常生活支援総合事業？
③区民説明と事業者説明とは分けた方が良いのでは

説明会へのご参加ありがとうござ
いました。
説明会の効果的な周知等、今後の
計画に関する説明会の参考とさせ
ていただきます。

短時間で話の内容が多すぎる。 説明会へのご参加ありがとうござ
いました。
今後の計画に関する説明会の参考
とさせていただきます。
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 １３　区民説明会について

意見 回答

短時間での説明でしたのであまり理解できませんでした。 説明会へのご参加ありがとうござ
いました。
今後の計画に関する説明会の参考
とさせていただきます。

時間が２時間と言われたが、早く終わり過ぎた。 説明会へのご参加ありがとうござ
いました。
今後の計画に関する説明会の参考
とさせていただきます。

第５期からの制度の流れが判りにくい説明会であった。論点の目線をもう少し下
げた説明がない為、さらに不明点が拡大していた。再度、説明会開催が必要。こ
のまま第６期に移行すれば、地域で担当する関係者（若葉台在住者）は混乱間違
いなし。

説明会へのご参加ありがとうござ
いました。
今後の計画に関する説明会の参考
とさせていただきます。
なお、原案に第５期の振り返り内
容及びそれに基づく第６期計画に
向けた課題を具体的に記載しまし
た。

これだけ多数を集めての説明会としては、極めて準備が悪い。住民の立場に立っ
た施策を考えていただかないと税も払いたくなくなってしまう！

説明会へのご参加ありがとうござ
いました。
今後の計画に関する説明会の参考
とさせていただきます。

住民、事業者、ボランティア、別々に説明を実施しないと、具体的な話が見えて
こないし、見い出せないのでは？

説明会へのご参加ありがとうござ
いました。
今後の計画に関する説明会の参考
とさせていただきます。

良く勉強しないとわかりません。専門的に従事されている方が対象の説明会のよ
うに思いました。

説明会へのご参加ありがとうござ
いました。
今後の計画に関する説明会の参考
とさせていただきます。

インターネットなどでも見られる情報を、読み上げるだけの説明に何の意味があ
るのか？プロや、地域を支えている市民が主の説明会だった印象だが、本来これ
から要介護にならないように地域住民同士で支えあうシステムを地域でつくらね
ばならないのに、ターゲットに伝わってないですね。

説明会へのご参加ありがとうござ
いました。
今後の計画に関する説明会の参考
とさせていただきます。
地域包括ケアシステムの構築には
地域の方の力も大変重要なもので
す。是非、地域の方もご協力をお
願いいたします。

第６期計画の周知徹底について
今回の計画では、6,200円と保険料が大幅に上がり、高齢者に大きな負担をしいる
ことになる。このような状況を踏まえると、地域住民に理解をいただくため、単
にパブリックコメントや説明会を行えばよいということではなく、あらゆる機会
を通じてきめ細かく丁寧な説明が必要だと考えている。

いただいた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。

事業計画については、わかりにくかったです。
もっと小規模での説明の方がわかりやすいのでは、又、意見も出しやすいので
は、と思いました。

説明会へのご参加ありがとうござ
いました。
今後の計画に関する説明会の参考
とさせていただきます。

介護保険を受ける冊子を見ればよくわかります、との事でしたが、読んでもよく
わからないのです。他の人も同様ではないかと思います。
要望として地域包括センター単位での説明会を行ってほしいと思います。

説明会へのご参加ありがとうござ
いました。
今後の計画に関する説明会の参考
とさせていただきます。

各町内会で説明をしていただきたい 説明会へのご参加ありがとうござ
いました。
今後の計画に関する説明会の参考
とさせていただきます。

問題がむずかしすぎて分らないが、行政は幅広い意見を取りまとめて、施策に反
映させて欲しい。

いただいた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。

１　大筋としては良かったのでは
２　今後も暖かい支援をお願したい
３　細部に見るＰ．Ｒが必要

説明会へのご参加ありがとうござ
いました。
今後の計画に関する説明会の参考
とさせていただきます。

参考にしたいと思います。スイッチオンとの関係がよくわかりません。 説明会へのご参加ありがとうござ
いました。
今後の計画に関する説明会の参考
とさせていただきます。
地域福祉保健計画と調和しなが
ら、計画を進めます。
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 １３　区民説明会について

意見 回答

高齢者がふえるなか（私もその一人…）非常にむつかしい問題だと思います。手
をかえ品をかえて、みんなに説明してもわからない人にはわからないのではない
でしょうか？（私もわかったり…わからなかったり…）人々の生活習慣によった
り、性格によって、まかせて生きるしかないのではないでしょうか…。老人クラ
ブの役員です。

説明会へのご参加ありがとうござ
いました。
今後の計画に関する説明会の参考
とさせていただきます。

介護保険制度そのものの理解が無いので説明聞いてもわかりにくかった。 説明会へのご参加ありがとうござ
いました。
今後の計画に関する説明会の参考
とさせていただきます。

年金をどんどん引下げる事ばかり考えないで、議員の数を減らす事から考えてほ
しい。

国が運営する公的年金制度では、
長期にわたる安定的維持が求めら
れることから、物価等の変動に応
じて年度ごとに年金支給額を改定
することが国民年金法第27条等で
定められています。ご理解くださ
い。
議員数に関しては、今回の計画の
内容とは関係ありませんので回答
いたしかねますが、ご意見として
承りました。

時間的にムリだったと思いますが活字を読むだけの説明では不十分。 説明会へのご参加ありがとうござ
いました。
今後の計画に関する説明会の参考
とさせていただきます。

（老健職員より）一般の住民の方たちには、別にもっとわかりやすい説明会を設
けてあげたらいかがでしょう。

説明会へのご参加ありがとうござ
いました。
今後の計画に関する説明会の参考
とさせていただきます。

説明が早口で何を言っているかわからない。
会場の受付係に物申す。配るチラシそして説明書が各係によって、まちまちであ
る。加齢の人々の仕事なるか故、あるところ迄は解るけど、もうすこし、しっか
りやってもらいたい。

説明会へのご参加ありがとうござ
いました。
今後の計画に関する説明会の参考
とさせていただきます。

事前に資料が欲しい。（通りいっぺんの説明ではわかりづらい）
問題点（ポイント）、地域特有な問題点を重点的に説明してほしい。

説明会へのご参加ありがとうござ
いました。
今後の計画に関する説明会の参考
とさせていただきます。

１回だけでは、よく納得できませんでした。 説明会へのご参加ありがとうござ
いました。
今後の計画に関する説明会の参考
とさせていただきます。

高齢者に説明する時にはだれでもわかりやすいよう説明して下さい 説明会へのご参加ありがとうござ
いました。
今後の計画に関する説明会の参考
とさせていただきます。

高齢者には説明が早すぎる。もっとゆっくりわかりやすく行ってほしい。 説明会へのご参加ありがとうござ
いました。
今後の計画に関する説明会の参考
とさせていただきます。

説明がさらりとしすぎて、理解がむずかしい。要は切捨てをすすめて、財政を保
つ。

説明会へのご参加ありがとうござ
いました。
今後の計画に関する説明会の参考
とさせていただきます。

質問がよかった 説明会へのご参加ありがとうござ
いました。
今後の計画に関する説明会の参考
とさせていただきます。

棒読み、説明になっていない。重点事項、ポイントをわかりやすく説明すべき！ 説明会へのご参加ありがとうござ
いました。
今後の計画に関する説明会の参考
とさせていただきます。

質問が大変具体的なものが多かった。今元気な方達も将来自分の問題としてとら
えていたようです。

説明会へのご参加ありがとうござ
いました。
今後の計画に関する説明会の参考
とさせていただきます。

資料を読むだけ　早口で　これでは家に帰って読む方が良い。もっと具体的な事
も入れて話していただきたい。

説明会へのご参加ありがとうござ
いました。
今後の計画に関する説明会の参考
とさせていただきます。
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 １３　区民説明会について

意見 回答

素案については説明のみで何の役にもたたなかった。（公務員の仕事だと感じら
れた。）
質問者達が活発で有意義な集会であったと思います。

説明会へのご参加ありがとうござ
いました。
今後の計画に関する説明会の参考
とさせていただきます。

皆さんの質問と回答も伺えて勉強になりました。 説明会へのご参加ありがとうござ
いました。
今後の計画に関する説明会の参考
とさせていただきます。

もう少し明確に回答してほしかった 説明会へのご参加ありがとうござ
いました。
今後の計画に関する説明会の参考
とさせていただきます。

本日の説明会に参加し大変参考になりました。質疑応答も各々大変わかりやすく
良かったです。
地域ケアプラザと自治会・町内会との連携を行う大切さを感じた。

説明会へのご参加ありがとうござ
いました。
今後の計画に関する説明会の参考
とさせていただきます。
地域包括ケアシステムの構築には
地域の方の力も大変重要なもので
す。是非、地域の方もご協力をお
願いいたします。

同様の文言の計画が多くあり、混乱する感じです。住民には良く説明して頂きた
く感じています。

説明会へのご参加ありがとうござ
いました。
今後の計画に関する説明会の参考
とさせていただきます。
本計画については、地域福祉保健
計画などの他の計画との調和に配
慮して策定し、連携しながら推進
していきます。

具体的な説明が欲しかった。 説明会へのご参加ありがとうござ
いました。
今後の計画に関する説明会の参考
とさせていただきます。
なお、原案に内容を具体的に記載
しました。

非常に理解しやすい説明でした。詳細な部分は今後つめることになると思います
が、まったなしの課題であり頑張って計画を進めて欲しいと思います。

計画に対するご期待と捉え、計画
の推進に向けて、着実に事業を実
施してまいります。

区民むけの説明会と聞き、ご利用者への説明等で役立つかと考え、参加しました 説明会へのご参加ありがとうござ
いました。
今後の計画に関する説明会の参考
とさせていただきます。

区の女性職員も前に出してほしい。 説明会へのご参加ありがとうござ
いました。
今後の計画に関する説明会の参考
とさせていただきます。

参加者の質問の主旨がわからないことが多かった。 説明会へのご参加ありがとうござ
いました。
今後の計画に関する説明会の参考
とさせていただきます。

説明はよくわかったが内容は漠然としており具体的な強弱についての質問するす
べがなかった。

説明会へのご参加ありがとうござ
いました。
今後の計画に関する説明会の参考
とさせていただきます。

大変勉強になりました。意見、まとめて出したいと思います。ありがとうござい
ました。

説明会へのご参加ありがとうござ
いました。
今後の計画に関する説明会の参考
とさせていただきます。

説明が早くて理解が困難だった。わかりやすい言葉で説明してほしい。
質問については　ていねいに返答されていたと思う。

説明会へのご参加ありがとうござ
いました。
今後の計画に関する説明会の参考
とさせていただきます。

説明が簡単すぎて驚いた。
横浜市は国の足りないところを是正させ、独自によい物を創ってほしい。

説明会へのご参加ありがとうござ
いました。
今後の計画に関する説明会の参考
とさせていただきます。

帰って検討します。全員に対する周知がむずかしいと思います。 説明会へのご参加ありがとうござ
いました。
今後の計画に関する説明会の参考
とさせていただきます。

63 / 66 ページ



 １３　区民説明会について

意見 回答

素案の話はむずかしい。よくわからない。 説明会へのご参加ありがとうござ
いました。
今後の計画に関する説明会の参考
とさせていただきます。

もう少しくわしく知りたいと思いました 説明会へのご参加ありがとうござ
いました。
今後の計画に関する説明会の参考
とさせていただきます。

わからない事が多い 説明会へのご参加ありがとうござ
いました。
今後の計画に関する説明会の参考
とさせていただきます。

区民説明会のアンケートに説明がわかりやすいか、ふつうかとあるが、質問に対
する回答によると感じた。

説明会へのご参加ありがとうござ
いました。
今後の計画に関する説明会の参考
とさせていただきます。

書類を読んだだけ。集める必要なし 説明会へのご参加ありがとうござ
いました。
今後の計画に関する説明会の参考
とさせていただきます。

もう少し、時間をかけて勉強したい。 説明会へのご参加ありがとうござ
いました。

やはり高齢者には住みにくい世の中になったとの感です。説明会は勉強になりま
した。

将来の不安がなくなるよう、地域
包括ケアシステムの構築に向け
て、着実に事業を実施してまいり
ます。

研修会の内容が初めはわからなかったのでお話を伺い参加して良かったと思う 説明会へのご参加ありがとうござ
いました。
今後の計画に関する説明会の参考
とさせていただきます。

わからない話が多すぎた 説明会へのご参加ありがとうござ
いました。
今後の計画に関する説明会の参考
とさせていただきます。

むずかしいです 説明会へのご参加ありがとうござ
いました。
今後の計画に関する説明会の参考
とさせていただきます。

話をきいてとても参考になりました。 説明会へのご参加ありがとうござ
いました。
今後の計画に関する説明会の参考
とさせていただきます。

専門的なお話でした。もっとこまかい説明がほしい。間口が広かった 説明会へのご参加ありがとうござ
いました。
今後の計画に関する説明会の参考
とさせていただきます。

第６期計画の趣旨、内容を把握できました。
ありがとうございました。質疑応答に関しても、貴重な内容でした。

説明会へのご参加ありがとうござ
いました。
今後の計画に関する説明会の参考
とさせていただきます。

イメージが掴めなかった。 説明会へのご参加ありがとうござ
いました。
今後の計画に関する説明会の参考
とさせていただきます。

現状では高齢者に対応するような行動は未熟のためどうすれば良いのかを勉強さ
せて頂いた。ありがとうございました。

説明会へのご参加ありがとうござ
いました。
今後の計画に関する説明会の参考
とさせていただきます。

福祉、介護についての自分の知識が低く、まだ理解できていないことが多い。今
後、こういう機会に勉強していきたい。

説明会へのご参加ありがとうござ
いました。
今後の計画に関する説明会の参考
とさせていただきます。

藤沢市の居宅介護支援事業所で働いています。今日は大変参考になりました。
（システムは違いますが）ありがとうございました。

説明会へのご参加ありがとうござ
いました。
今後の計画に関する説明会の参考
とさせていただきます。

用紙のぼう読みでは説明とは言えない。
このような形でパブリックコメントを実施したとは言えない。全く時間のムダで
ある。

説明会へのご参加ありがとうござ
いました。
今後の計画に関する説明会の参考
とさせていただきます。
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 １３　区民説明会について

意見 回答

素案作成の努力は解りましたが説明が理解すると云うより資料の目を追う事が精
一杯で理解する迄に至らなかった…？

説明会へのご参加ありがとうござ
いました。
今後の計画に関する説明会の参考
とさせていただきます。
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 １４　その他

意見 回答

高齢者実態調査を実施したようですが、調査結果をパソコン上で報告するのでな
く、各区役所や地区センター、ケアプラザに閲覧できるようにしたらと望みま
す。パソコンは９０年代半ば、バブルが消滅してから成長したもので、我々には
縁遠いものです。青葉区の意識調査などは、毎年必ず概要は文字で配布していま
す。せめて、概要と、市当局が調査から何を読み取ったかを文字でまとめて配布
してほしい。

高齢者実態調査報告書は市ホーム
ページ以外でも、各区役所や市民
でも閲覧できます。また、市民情
報センターでは販売（１冊1,000
円）も行っています。

消費税の増税10％は絶対実施すべきだ。
マル税の逆進性の問題がありますが、低所得者や、生活保護者は、消費税相当
（10％）を給付金に加算して（給付金×10％）を与えることにするべきだ。全体
消費の10％の財源を福祉に向ける様にする。全て平等であるべき。消費税は大賛
成である

ご意見の内容は第６期高齢者保健
福祉計画・介護保険事業計画に関
する内容ではないため、回答いた
しかねます。

60代初めです。これからの事を考えると不安になりますが、行政の方でも努力し
ていただけると思いますので、私達も努力しなければ、いけないと思います。絵
に書いた餅にならないよう、頑張って頂きたいと思います。

将来の不安がなくなるよう、地域
包括ケアシステムの構築に向け
て、着実に事業を実施してまいり
ます。

年金月10万円以下　貯金ゼロの人30％　1000万人以上
このような人をすくえる市制を市庁舎、南環状線など、「不用不急」
国の憲法違反の軍事を止めて、人間を大切に

いただいた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。

遺族年金の方で多く収入ありなのに、税なし（収入0になるなんて…）
介護、国民保険も無料ですか？
地方税は高いです！これも福祉の方は払っていないですよね。不公平です。

国民健康保険料は均等割額及び所
得割料率の合算で算定します。そ
のため収入がない方でも均等割額
分の保険料が賦課されます。介護
保険料については、市民税非課税
者及び生活保護受給者において
も、無料ということはありませ
ん。所得に応じた保険料負担とな
るよう保険料段階による保険料額
となっています。
税金のことに関しては、ご意見と
して承りました。

東京都が厚労省に提出した提言書を入手したので、是非参考にしてほしい。 いただいた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。

要介護状態にならず、いつまでも元気で過ごしたい いただいた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。

なりゆきを見るのみ 計画の推進に向けて、着実に事業
を実施してまいります。
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