
 

 

第２回中野市老人福祉計画・介護保険事業計画策定懇話会 

資料への意見等に対する市の考え方 
 

 

 

 

１ 意見等集約結果 

  ⑴ 提出委員数   ８名 

   ⑵ 意見等数    27件 

 

２ 意見等の概要及び市の考え方 

別紙のとおり 

 

３ 計画（素案）修正箇所 

修正した箇所はありません 

 

 

 

 

 

 

※ご意見等の一部については、趣旨を損なわない範囲で要約又は集約して掲載させていただきました

のでご了承ください。 
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 別 紙  

 

第２回中野市老人福祉計画・介護保険事業計画策定懇話会資料への 

意見等の概要及び市の考え方 
 

No 意見等の概要 市の考え方 

１ 

「日常の時間」に対する「非日常（災害時）

の時間」は、ほんの少しであり、手が回ら

ないのかもしれないが、近所の人の手助け

の為の対応策を検討してほしい。 

円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、避

難行動要支援者名簿等を整備し運用の在

り方について検討しています。また、令和

３年から「災害弱者」の個別避難計画策定

を市町村の努力義務とする国の方針もあ

り、福祉専門職等の関与を通じた策定を検

討しています。 

地域で「災害弱者」の把握や支援を考える

「災害時住民支え合いマップ」、「地区防災

マップ」の策定についての仕組みも考えて

いきます。 

２ 

災害時、福祉避難所は二次的に設置すると

しているが、「避難準備情報」は一般の避

難より先に出るので、福祉避難所の早期開

設が望まれる。そうすることで、避難に伴

う「災害関連死」を少しでも減らせるので

はないか。 

ご指摘のとおり、福祉避難所は二次的な避

難所で、原則避難される方が直接避難する

場所ではありません。指定避難所等に避難

された方の中で、要配慮者とされる方の状

況や受け入れ施設の被害状況等を踏まえ、

保健師等がスクリーニングを行い、要配慮

者に適した施設のマッチングを行い移送

します。また、今年度、中野市福祉避難所

開設・運営マニュアルを策定し、平常時に

おける取組み及び災害時における取組み

について示しており、災害時に迅速かつ円

滑に対応できるよう取り組んでいます。な

お、福祉避難所は 13か所から 27か所に

指定を増やし、体制を整えています。 

３ 

（高齢者等実態調査結果から） 

・買い物の支援を必要と感じている→スー

パー・コンビニでの移動販売の協力 

・雪かき→社協で雪かきボランティアの講

座をやっているので、そこで修了した方

の派遣を必要としている人と結ぶ 

ご指摘のとおり、高齢者の買い物、雪かき

の支援は課題となっています。今年度、中

野市社会福祉協議会において、福祉移送支

援サービス、有償在宅福祉サービス（買い

物等）を実施する予定です。また、移動販

売を行う者への支援を検討しています。 
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No 意見等の概要 市の考え方 

４ 

外出時の移動手段もずっと課題にはなっ

ている。ある家族より「タクシー券、回数

券を作っていただき、誰でも買って使え

る、高齢家族に贈り物としても使えるもの

があるとありがたい」と提案があった。高

齢者ドライバーの免許返納にも、タクシー

を気軽に使えるきっかけにもなるいいア

イディアだと思った。 

市がタクシー券等を販売することは考え

ておりませんが、日常生活を支え、また運

転免許証返納にもつながる移送サービス

を検討していきます。 

５ 

お茶会でも送迎は事業所の負担になって

いる。集いの場を広げるためにも、送迎は

必要だと感じる。一部参加者が仲間を乗せ

てくることもあるが、事故等があった時の

不安は大きい。一般高齢者向けのアンケー

トで、移動支援のボランティアで協力でき

る方がいる。実費の対価が必要と意見が出

ている。タクシーの営業との差は出てくる

が、利用目的を絞って、移送ボランティア

の協力を仰ぎ、実費、事故時の補償ができ

ればいいと思う。 

ご指摘のとおり、通いの場を増やすために

も移送支援は必要です。今年度、中野市社

会福祉協議会において福祉移送サービス

を実施する予定になっており、移送問題の

解消につながればと考えています。 

６ 

介護予防について、お茶会も顔ぶれが決ま

っており、なかなか興味のない方への取組

みをどのようにしたらいいか、と思案して

いる。伝え方の工夫、具体的に伝えていく

ことが必要と感じている。 

市には口腔、栄養、看護の指導者はいらっ

しゃるが、リハビリの専門家がほしいと感

じる。自宅はもちろん市内の施設への派遣

もできることを希望する。 

現在、訪問によるリハビリテーション専門

職派遣、住民主体の通いの場等へのリハビ

リテーション専門職等の関与の促進を図

っています。令和 3年度から新たに、地域

における介護予防の取り組みを機能強化

するため、居宅介護支援事業所、訪問・通

所介護サービス事業所等の職員へのリハ

ビリテーション専門職等のよる支援を行

う予定です。 

７ 

現在の要介護者、元気高齢者を対象とした

計画がメインになっているが、団塊ジュニ

ア世代が高齢になる令和 22（2040）年

に向けた取組みがあってもいいかと思う。

若い世代にも現状を知ってもらい、今から

できることとして、アンケートを取った

り、ポイント制のボランティアも 65才対

象と区切らなくてもいいかなと思う。登録

をしたら、登録した方同士も集える、コー

ディネーターの配置、調整があればと感じ

る。 

親子が一緒にボランティア活動ができる、

1人でもできる、学校・職場以外で個が活

動できるボランティア団体ができればい

いと思う。 

令和 22（2040）年には介護サービス需

要がさらに増加・多様化すると予測され、

現役世代（担い手）の減少も顕著になる見

込みです。今後、介護支援ボランティアポ

イントを活用し若年層、中年層、高齢者層

など各層の社会参加、就労的活動を推進す

るとともに、介護現場でのさらなる支援を

行い、介護人材確保につながればと考えて

います。 

介護支援ボランティアポイント登録者の

交流も今後高齢者の社会参加等の推進に

おいて有効だと考えています。 



3 

No 意見等の概要 市の考え方 

８ 

高齢者自身が地域の事業や様々な取組み、

とくに知識を得る意味で講演会等に参加

できるような活動は大変良いと思う。どれ

においても市民への周知が重要と思う。参

加できるように広報なかの等での周知に

加え、地域の病院やスーパーにチラシを置

くこともよいのではと思う。多くの高齢者

に参加していただくことが、引きこもり防

止や生きがいを持つことにも繋がると思

う。また、病気に対する一般的な知識を持

てば、病気の予防、対応能力、安心した生

活を送れると共に、地域包括支援センター

への相談件数も減少するのではないかと

も思う。資料では地域包括支援センターの

相談件数の増加や困難事例への対応など

で業務内容が増加しているとの記載もあ

り、行政の方が大変であると感じた。具体

的な内容はどのようなことか、差し支えな

ければ教えてほしい。 

各事業の周知については、市内の医療機関

（医科・歯科・薬科）、居宅介護支援事業

所、スーパー等にポスター、チラシ等を設

置しています。 

地域包括支援センターヘの具体的な相談

内容は、介護保険関係、認知症関係、高齢

者虐待関係、権利擁護関係が主な内容で

す。近年、認知症関係、高齢者虐待関係が

増加しており、また、相談内容の多様化、

困難事例が目立っています。 

９ 

元気高齢者と要介護（支援）における「し

てほしい支援」の上位項目の重なりから、

その支援をボランティア活動（介護支援ボ

ランティアポイント）のひとつになればと

思う。 

多くの活動や取組みをしていただいてお

り、調査結果からもこのまま継続していく

ことが市民の方が安心して生活できる地

域づくりに繋がると思う。とくに認知症施

策はとても良いと思った。家族支援が大切

と思う。 

現在、介護支援ボランティアの活動は介護

施設での活動のみとなっていますが、今後

は調査結果の上位項目となっている「移動

支援」等も活動内容に加えて行く予定で

す。 

10 

第７期介護保険事業計画書では、現状と見

込みについての表があったが、今回はその

表についてはどのようになるのか。 

第８期計画においても、実績値と目標値を

掲載します。 
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No 意見等の概要 市の考え方 

11 

今後第８期計画においても、高齢化率が上

昇し老々世帯や独居世帯の増加が見込ま

れるため、地域包括支援センターの機能強

化により、要介護状態にならないよう啓発

活動等を行い、元気な高齢者の自主活動を

市内全域に広げて行くことで介護保険料

の上昇を抑えていくことが重要だと思う。 

一方で、要介護状態の重い方については、

施設入所を希望される方も多いため、地域

密着型介護老人福祉施設の建設にあたっ

ては、地域との繋がりを生かした運営方法

をお願いしたい。 

また、短期入所の利用ニーズも高いため、

新しい施設には短期入所用ベッドをでき

るだけ多くお願いできればと思う。 

市では、健康寿命の延伸のための介護予防

や日常生活の自立に向けた取組み等によ

り、地域包括支援センターの機能強化を図

っていきます。 

地域密着型介護老人福祉施設については、

地域の活動拠点としての役割もお願いで

きればと考えています。 

短期入所用ベッドは稼働率が高く、介護者

の負担軽減のためにも、その必要性につい

ては十分承知しています。 

12 

令和 22（2040）年を見据えたサービス

基盤の整備について、介護を支える側（現

役世代）の減少が顕著になることを考える

と、今回の計画に ICT の活用について具体

的に盛り込んでいかないと間に合わない

のではないか。（地域を巻き込んでのシス

テムなので、体制を作って、運用を確認し

て、うまく回せるようになるにはそれなり

に時間が必要だと思う。） 

（病院という立場から）地域全体の医療と

介護の連携システムの導入が望ましいと

考える。ICTを用いた利用者の情報共有や

オンラインケア会議など業務の改善、効率

化が推進できると思う。 

ご指摘のとおり、データ利活用のためのＩ

ＣＴの基盤整備については、今後ますます

必要になってくると予想されますので、関

係団体と協議のうえ、調整を図っていきま

す。 

13 

2040 年問題を支える側にたつ人たちへ

も早い団塊での周知が必要だと思う。自分

を含め、その時にならないと考えられない

という人は多いはずで、子どもの頃からの

アプローチが必要だと考える。意識を変え

る（教育を含め）アプローチを今から始め

ないと、そのような地域にはなれないと思

うがどうか。 

ご指摘のとおり、子どもの頃からのアプロ

ーチが必要です。学校現場等と調整しなが

ら取組みを検討します。 

なお、市では認知症サポーター養成講座を

小・中・高校生にも実施しており、現在

482 名のサポーターがいます、この講座

において介護問題についての教育を行っ

ています。 
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No 意見等の概要 市の考え方 

14 

「健康・福祉カレンダー」の「全戸」配布

は必要か、効果はどんなところか。 

「健康・福祉カレンダー」は、介護保険サ

ービス事業所・医療機関マップや介護予防

教室等のほか、各種健（検）診や予防接種

の日程など多岐に渡る情報を掲載してお

り、全戸配布することにより広く市民へ周

知できるため、全戸配布は必要であると考

えています。 

15 

今後人口が減少していく中で、介護分野の

人材確保が心配なところだ。現在において

も人材確保は難しい面がある。それに伴い

職員の高齢化も問題だ。人材の育成におい

ても良いイメージがないと良い人材の確

保には繋がらないと思う。 

家族の介護も含めた安定した介護が提供

できるよう基盤づくりは必須だと思った。 

介護サービス提供事業者や関係機関、長野

県等と連携し、介護人材の確保と定着支援

の取組みを推進していきます。また、必要

とされる介護サービス等の提案・確保や介

護者への介護知識・技術の習得支援、介護

者が介護に疲弊することがないように交

流機会の提供等、引き続き、家族介護者へ

の支援を行っていきます。 

16 

高齢者地域サロン、オレンジカフェ等への

参加や通所介護サービスの利用を併用し、

なじみの顔となり、高齢者への声掛けもし

やすくなることから、地域に求められてい

る介護に役立てることができるのではな

いかと思った。 

ご指摘のとおり、介護になっても住み慣れ

た地域で安心して暮らせる地域づくりの

ために必要であり、市としても通いの場を

増やす取組みを推進していきます。 

17 

市は保険者として現状をどのように把

握・評価しているか。 

第７期計画に基づき各種事業を実施して

おり、事業全般について概ね計画どおり進

捗していると考えております。 

18 

地域包括ケアシステムの構築・推進につい

ては先進自治体（例えば長岡市等）の調

査・研究はしているのか。 

令和元年度は御代田町、今年度は千曲市を

視察しました。今後も引き続き、先進自治

体の調査・研究を行っていきます。 

19 

中野市はどのような姿を目指すのか。 本計画の最上位計画である「第２次中野市

総合計画」における、健康・福祉分野での

基本政策である「支えあい健やかに暮らせ

る健康長寿のまちづくり」を目指し、各種

事業を推進していきます。 

20 

年に１～２回の多職種連携研修会ででき

るのか。 

地域住民が在宅医療や介護について理解

することが重要であることから、多職種連

携研修会は地域住民向けに行っているも

のです。さらに、他の関係団体・関係機関

等による既存の講演会等を把握し、可能な

限りこれらの取組み等も活用していきた

いと考えています。 
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21 

初期集中支援チームはこれまでどのよう

なノウハウを得て、市民にどのような発信

をするのか。 

日常生活に大きな支障が出ない早期から

相談することによって、認知症の専門スタ

ッフ等が意見を出し合い、早期に医療や介

護サービス、生活面のサポートにつなげ、

本人・家族が自信を持って生活できるよう

になっており、早期対応の重要性について

普及・啓発を推進していきます。 

22 

中野市の地域包括支援センターは厚労省

の地域包括支援センターチェックシート

で判断した時、どんなレベルか。 

全国平均を上回っているものは、総合相談

支援、包括的・継続的ケアマネジメント支

援、在宅医療・介護連携推進事業、生活支

援体制整備事業、認知症総合事業です。 

平均に達していないものは、組織運営体

制、権利擁護、地域ケア会議、介護予防ケ

アマネジメント・介護予防支援です。 

23 
今も、地域包括支援センター長は市長か。

（参考：須坂市は高齢者支援課長が兼任。） 

地域包括支援センター長は市長となって

おります。 

24 

老人福祉計画には、認知症の人、介護者家

族、高齢者をはじめとする市民へのエンゲ

ージメント※としてのメッセージが必要だ

と思うが、一高齢者、認知症の介護を経験

した家族としては、あまり希望は感じられ

ない。次の世代のために、もっとしっかり

とした方向性を示すべきだと思う。 
 
※エンゲージメント…認知症の方や介護

者家族等と市民が相互に影響し合い、共

に必要な存在として絆を深めながら成

長できるような関係を築いていくこと。 

認知症の人の意思が尊重され、できる限り

住み慣れた地域の良い環境で自分らしく

暮らし続けることができるよう、行政、民

間、地域住民など様々な主体がそれぞれの

役割を果たし、地域づくりを通して支援し

ていきます。 

25 

素案本文中の、「推進します」はほぼ現状

維持。「必要です」は必要だけれどできな

い（やらない）とおきかえてもいいのか。 

通常の「推進」、「必要」の意味で捉えてく

ださい。 

26 

介護保険等に関係する専門職、事業者から

の視点だけでなく幅広い視点が必要だ。 

計画策定に当たっては、懇話会において、

各種団体推薦及び一般公募による委員さ

んからご意見をいただくとともに、今後、

計画案に対するパブリックコメントを行

い、幅広い皆さんから意見を聴取すること

としています。 
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27 

例えば、中野市の約 1,500 人（予想）い

らっしゃる、初期から終末期の緩和ケアま

での認知症の一人一人の、現状でのQOL※

がどんなで、QOL 向上のために、一人一

人にどのような個別の支援が必要か考え

たことがあるか。 
 
※QOL（クオリティオブライフ）…「人生

の質」、「生活の質」 

早期診断・早期対応を軸に「本人主体」を

基本とした医療・介護等の連携により、認

知症の容態の変化に応じ最もふさわしい

場所で医療・介護等が受けられる仕組みを

構築し、QOL の向上に努めています。ま

た、仕組み等を掲載した「認知症安心ガイ

ドブック」を作成し支援しています。令和

3年度から、新たに認知症相談会を開催す

ることにより個別支援の充実図っていき

ます。 

 


