
平成30年3月30日公表
八王子市福祉部高齢者いきいき課

１　パブリックコメントの概要
（１）募集期間
（２）提出できる方

（３）閲覧場所

（４）提出方法

２　意見の集計結果

（１）提出者別

提出者数 意見の件数
個人 27 67
団体 2 59
計 29 126

（２）提出方法別

郵送 メール ファックス 持参

提出者数 0 41 21 64

市政資料室、高齢者いきいき課、各事務所・市民センター・図書館、
市のホームページなど

郵送、メール、ファックス、持参

「高齢者計画・第7期介護保険事業計画（素案）」への御意見について（回答）

　この度は、市民の皆様から多くの御意見をいただき、誠にありがとうございました。
　つきましては、いただいた御意見の概要と、これに対する市の考え方を下記のとおり公表いたし
ます。
　なお、取りまとめの都合上、いただいた御意見は趣旨を損なわないように要約していますので、
御了承ください。

記

平成30年1月11日（木）から平成30年2月9日（金）まで
市内在住・在勤・在学の方、または市内に事務所・事業所を有する法
人や団体



３　意見の概要と市の考え方

分野 概要

1
個別事業（主に
第４章に掲載さ
れているもの)

P55「３　生活支援サービス研究会及び協議体の設置」について、参加する団体を既成団
体だけではなくNPO団体も公募して地域の生活資源を発掘して下さい。新総合事業には協
議体の役割が一番大事です。

ご指摘のとおり、幅広い団体からご意見をい
ただくことは重要なことと考えます。今後の
事業実施の参考とさせていただきます。

2
個別事業（主に
第４章に掲載さ
れているもの)

P61「22　高齢者等の移動手段の確保に関する勉強会の開催」は市役所の部署だけではな
く、関心のあるNPO団体も参加させて下さい。この事業は市民が行う事業だからです。

ご指摘のとおり、幅広い団体からご意見をい
ただくことは重要なことと考えます。今後の
事業実施の参考とさせていただきます。

3
個別事業（主に
第４章に掲載さ
れているもの)

P63「27　八王子市社会福祉協議会への支援」について、福祉は社会福祉協議会や地域包
括支援センターだけのものではありません、これからは市民が主体となって進める必要が
あります、民間団体の福祉拠点があってもよいと思います。地域福祉推進拠点も市民団体
に委託しても良いと思います。「福祉は社会福祉協議会を」の考えを変えて欲しい。

地域福祉推進拠点のあり方について、社会福
祉協議会のみならず、様々な団体との連携も
視野に入れつつ、検討していきます。

4
個別事業（主に
第４章に掲載さ
れているもの)

P55「５　はちおうじ志民塾の運営」について、私は志民塾2期生ですが講座修了後フォ
ローが必要です、卒塾生にはもっと活動の機会を支援して下さい。福祉の志民塾が必要で
す、是非実現をお願いします。

本市では、高齢者活動コーディネートセン
ターを設置し、特技・技術を持つ方やボラン
ティア活動に興味のある高齢者に活動の場を
提供しています。
いただいたご意見は、事業を実施する際の参
考とさせていただきます。

5
個別事業（主に
第４章に掲載さ
れているもの)

P51以下の重点的な取組は理解できますが、行政と住民との対話を深めることが重要と考
えます。

市民力・地域力を活かして地域を支えていけ
るよう、引き続き、市民との対話や協働がよ
り一層深まるよう各種の事業を進めていきま
す。

6
個別事業（主に
第４章に掲載さ
れているもの)

生活支援について、後期高齢者になると心身共に老化し、一人で外出しにくい場合、健康
寿命をよくするために①移動支援（地域(含自治会・町会)ごとに定刻にミニバスあるいは自
動車を近隣～自宅の近くに配車できる方法を考える）②要支援になったら、家庭の介護者
がいる場合でもケアマネジャーが懇切に相談にのり、ホームヘルパー（家庭により有料も
可）を派遣出来るように、シルバー人材センターを通じての派遣とホームヘルパーの養成
が必要。ひとり暮らしの場合は猶更であるが、家庭に介護者がいる場合、その負担を軽減
させる。勿論地域でのネットワークにより見守り、日常生活のサポートを考える必要あり
（市民力、地域力）。

いただいたご意見も参考とさせていただきな
がら、住み慣れた地域で、可能な限り在宅で
の自立した生活が継続できるよう、多様な
ニーズを踏まえながら、生活支援サービスの
充実を図っていきます。

No.
ご意見の概要

市の考え方



分野 概要
No.

ご意見の概要
市の考え方

7
個別事業（主に
第４章に掲載さ
れているもの)

住まいについて、近未来要支援該当者を含めてケア付の老人ホーム需要が増大するため比
較的安い、標準的な老人ホームを市営あるいは補助金を出しても民間で建設して収容でき
るようにして欲しい。

今後も、需要と供給の状況、社会状況の変化
などを踏まえながら、計画の改定ごとに整備
計画の見直しを行うことで、適切な整備を進
めていきます。

8
個別事業（主に
第４章に掲載さ
れているもの)

医療について、一人で外出しにくい住民に対して医者の往診がより簡単に依頼できるよう
な医院数の増加。行政の力を借りて市民と医者との協議体を進める必要あり。

在宅医療に関する施策は、本計画の重点的な
取組のひとつですので、ご意見も踏まえなが
ら積極的に取り組んでいきます。

9
個別事業（主に
第４章に掲載さ
れているもの)

P54「１　高齢者サロンの支援」の、ふれあい・いきいきサロンの数について、1月30日
に行われた、いきいきサロン新規公募説明会の資料によると、設置基準は町会単位の地域
に1団体と定めています。現在八王子市には町会・自治会が578団体あります。この数字
は「町会・自治会」の組織率割合は59.4％で、単純計算では八王子市には1,000団体が出
来ても良いように思われます。7期中に170団体では、あまりに少なすぎます。最低でも
300団体レベルの設定を期待します。町会・自治会のない方への働きかけも必要です。

第７期計画においては、ふれあい・いきいき
サロンの設置数を各中学校区に３～５と定め
ました。これは、市内全域かつ徒歩圏内への
展開を目標としたことによります。
今後、第７期計画中での設置状況や市民の
ニーズなども踏まえながら、サロンのあり方
についての検討をあわせて進めていきます。

10
個別事業（主に
第４章に掲載さ
れているもの)

P55「３　生活支援サービス研究会及び協議体の設置」について、協議体の使命は「地域
ニーズの把握やサービス提供」にかかる資源開発など、サービスの充実を図るとあります
が、第1層、第2層の年2回の開催で何が出来るのでしょうか。年2回の開催で資源開発が
出来るイメージを示して欲しいです。
平成28年度に行われた協議体の議事録が公表されていません。今後は議事録の公表を希望
します。

協議体が地域で適切に機能するよう、開催回
数の拡充を図るとともに、新たなサービスの
構築については地域課題やニーズを踏まえ、
生活支援コーディネーターを中心に本協議体
で検討していきます。
なお、協議体は原則公開となっております
が、議事録について現在公開に向けて作業中
となりますので、お待ちください。

11
個別事業（主に
第４章に掲載さ
れているもの)

P55「はちおうじ志民塾の運営」について、同様の講座に「シニア元気塾」、「環境学習
リーダー養成講座」があり、修了生の受け入れ機関がそれぞれ、「センター元気」、「環
境市民会議」があります。志民塾の受け入れ機関の設置を希望します。

志民塾卒塾生は、地域を支える担い手とし
て、多様な分野で活動されています。
卒塾後の受け入れ機関については、市民活動
支援センターをはじめとする外部機関と連携
を図りながら、個人の意思を尊重した活動支
援を続けていきます。



分野 概要
No.

ご意見の概要
市の考え方

12
個別事業（主に
第４章に掲載さ
れているもの)

P55「４　生活支援コーディネーターの配置」の３行目の「通いの場」の定義について、
生活支援コーディネーターが関わる「地域での通いの場」とは、どの様なものを言うの
か？ふれあい・いきいきサロン、一般介護予防サロンを含むのか？他のことを指している
のか明確にした方が良いと考えます。

「通いの場」について、明確な定義付けはし
ていませんが、ふれあい・いきいきサロンや
一般介護予防サロンを含め、集会所で行う体
操教室など、高齢者の介護予防に資する住民
主体の多様な活動の場のことと捉えていま
す。
いただいたご意見を踏まえ、用語の定義につ
いて整理を進めていきます。

13
個別事業（主に
第４章に掲載さ
れているもの)

P56「６　お父さんお帰りなさいパーティー開催支援」の ４行目の表現について、「～開
催するイベントです。」とあるが、他の項目では八王子市は何を実施していくかを記載し
ている。したがって、「～開催するイベントを支援します。」とした方が良いと考えま
す。

ご意見を踏まえ「～きっかけづくりを支援し
ます」に修正しました。

14
個別事業（主に
第４章に掲載さ
れているもの)

P63について、金銭管理や成年後見の必要な方が激増しているにもかかわらず、タイム
リーに対応できていない状況があります。とくに（旧）「地域権利擁護事業」が非常に使
いづらい。ぜひ早急に改善してください。

ご意見を踏まえ、体制の改善について検討し
ていきます。

15
個別事業（主に
第４章に掲載さ
れているもの)

P63「29高齢者見守り相談窓口の運営」について、館が丘のシルバーふらっとは非常によ
く機能しているように感じていますが、その他の3か所はどうなのでしょうか？「高齢者見
守り相談窓口」同士の情報交換などは行われているのでしょうか？地域包括支援センター
とタイアップして、ぜひ、地域の強力な社会資源として機能できるように、必要な人材や
補助金等をお願いしたいと思います。

各相談室は、地域ネットワークを活用した見
守り体制の構築や、積極的に地域に赴いて相
談対応をするなど、それぞれの地域の実情に
合わせた運営をしています。
今後は、高齢者あんしん相談センターとの連
携をより強化し、また相談室同士の情報交換
の機会を増やすなど、各相談室が有効な地域
資源として機能できるように取組を進めてい
きます。

16
個別事業（主に
第４章に掲載さ
れているもの)

見守り支援の増加。見守り隊、訪問型業者の独居の方への介入支援に期待します。
日中独居の方への緊急通報の支援拡大を期待します。

見守り協定事業・高齢者見守り相談窓口の運
営・見守りサービスの充実などにより、高齢
者の在宅生活を支援していきます。

17
個別事業（主に
第４章に掲載さ
れているもの)

幅広い内容の生きがいサークルなどが増えてほしい。
高齢者サロンやシニアクラブの支援などを通
じ、高齢者の居場所づくり・生きがいづくり
を促進していきます。



分野 概要
No.

ご意見の概要
市の考え方

18
個別事業（主に
第４章に掲載さ
れているもの)

思いやり駐車スペースの推進を拡充してほしい。介護保険利用者宅での担当者会議など、
複数車を止めることがありますが、どうしても近隣に駐車する場所がない場合は、短時間
の介護車両の駐車を認めてほしい。

実情を受け止め、参考にさせていただきま
す。

19
個別事業（主に
第４章に掲載さ
れているもの)

「生活支援ショートステイ」サービスをもっと広く知らせてほしい。本市に「生活支援
ショートステイ」というサービスがあることを最近知った。今まで、近隣の人々と家族介
護の苦労話をするたびに、急な事情ができた時、ショートステイが利用できなくて困った
とよく聞いた。民間介護施設のショートステイは予約制だったり、空きベッドがなかった
りとのこと。市のこのサービスのことは誰も言っていなかった。知らなかったのかもしれ
ない。もっと皆に広く知らせてほしい。

本市では情報発信の手段として介護情報誌
「介護なび・はちおうじ」、ホームページ、
地域の高齢者あんしん相談センター等でお知
らせしています。市民に広く周知できるよ
う、引き続き取り組みます。

20
個別事業（主に
第４章に掲載さ
れているもの)

介護を行う家族への支援の充実を。介護を担う家族への支援は重要だ。市の現在の制度は
不十分だと思う。介護サービスをつかっていても、介護者の心身の負担を実際に軽減する
支援、つまり、介護から解放して自由な時間を作ってあげられるような仕組みを作るべき
だ。例えば、杉並区では介護者にクーポン券を年12枚（１枚１時間の家事援助員派遣）出
しているそうだ。介護者の意見や、他市や区の事例を参考にして、よりよい支援制度をつ
くってほしい。
私自身の介護経験では、親（要介護２末期がんで軽い認知症）がデイサービスに行ってい
る時間は、親の布団干しや部屋の掃除、洗濯、食べやすいミキサー食作りなどで、あっと
いう間に過ぎてしまい、自分の休養にはならなかった。自分が怪我をしたり具合が悪く
なった時も、医者にかかる時間も思うように取れなかった（診てもらうだけでなく、医院
で待たされる時間や往復の時間を計算すると、たっぷり半日は必要）。又、母の毎食事の
介助にも２時間以上かかり、自分や家族のための食事作りの時間も確保できず、配食サー
ビスや有償グループを利用したりと、とても大変だった。

介護は、保険サービスだけでは足りずご家族
の協力も必要であり、経済的にも精神的にも
家族介護者の負担が生じているのが現状で
す。
いただきましたご意見を踏まえ、介護者自身
への支援方法も含め、検討していきます。

21
個別事業（主に
第４章に掲載さ
れているもの)

P72「④介護を行う家族への支援」について、「介護を行う家族」を具体的に認識するこ
とが必要と考えます。「介護を行う家族」と一口に言っても、多様な家族形態があり、介
護者も10代から90代まで多世代にわたります。老々介護、子や子の配偶者による介護、
遠距離介護だけではなく、ダブルケア（育児と介護）、シングルケアラー（30～40代の
非婚の子）、孫による介護、父が若年認知症になり母が仕事に就き、子どもが介護者にな
る場合などさまざまです。介護者の実情を具体的に認識することで、求められている必要
なサービスが明らかになると考えます。

ご意見のとおり、ひと言で「介護を行う家
族」といっても生活環境や家族形態は様々で
あり、それにより必要とされる支援もひとつ
ではありません。
いただきましたご意見を踏まえ、介護者の多
様な家族形態の現状を認識するとともに、そ
れぞれの状況に応じて適切に必要とされる支
援が提供できるよう検討していきます。



分野 概要
No.

ご意見の概要
市の考え方

22
個別事業（主に
第４章に掲載さ
れているもの)

P72「④介護を行う家族への支援」について、介護者も、介護だけの人生にならないよ
う、その人らしく働いたり、学んだり、社会参加したりできるための支援という視点への
シフトが必要と考えます。「介護を行う家族」への支援といいますと、介護負担の軽減が
中心になりがちですが、介護者を介護の役割を担う人としてではなく、ひとりの人間とし
てのQOLに注目した支援という考え方への変換が重要と考えます。

介護は、保険サービスだけでは足りずご家族
の協力も必要であり、経済的にも精神的にも
家族介護者の負担が生じているのが現状で
す。
いただきましたご意見を踏まえ、介護者自身
への支援方法も含め、検討していきます。

23
個別事業（主に
第４章に掲載さ
れているもの)

P72「④介護を行う家族への支援」について、介護者の孤立と苦悩は、妻を介護されてい
る小室哲哉さんの会見からでも明らかです。また、介護殺人等の事件も発生しています。
2025年、超高齢社会にむけた取組として、身近な地域での対応が急がれている課題と考
えます。認知症の方々とご家族の居場所としてオレンジカフェがあるように、介護者のカ
フェとして、ケアラーズカフェがあれば、介護者は苦労を共有し、心身をリフレッシュ
し、情報交換等することで、地域で孤立せず、介護を続けることも可能になります。介護
者支援センターをつくり、介護情報の提供、看護師による心身の健康管理、介護離職され
た方や介護に従事し職業に就く機会が失われた方への就業支援、ヤングケアラーへの学
習・進学支援などをすることが望まれます。

平成２７年2月に、認知症の方だけでなく家族
介護者の居場所として常設の認知症家族サロ
ン「わたぼうし」を開設しました。また、高
齢者あんしん相談センターを中心に家族介護
者への支援を行っていますが、いただいたご
意見を参考に家族介護者の支援を進めていき
ます。

24
個別事業（主に
第４章に掲載さ
れているもの)

「重点１　市民力・地域力を活かした多様な取組の推進」について、高齢者福祉に関する
町会への情報提供システムの作成をお願いします。町会は市から来た様々な行政機能を
担っています。ごみについては、リサイクル推進員という制度があり、市からのごみに関
する情報を町会に伝える仕組みがつくられていますが、高齢者福祉については、こうした
システムはありません。町会役員に、高齢者福祉に関しての情報提供をし、高齢者の相談
窓口である地域包括支援センターにつないでいく糸口をつくってほしいと思います。地域
力の発揮のためには、地域の自治を担っている町会の存在は重要である、地域包括ケアシ
ステムを進めていくにあたり、町会が直接その機能を担うか担わないかは別として、要と
なる町会に情報を提供することは重要です。ぜひ情報を伝えるしくみづくりをしてほしい
と思います。

高齢者あんしん相談センター（地域包括支援
センター）や、生活支援コーディネーターを
中心に、様々な機会を捉えて情報提供すると
ともに、地域が必要とする情報を分かりやす
く伝えるための仕組みについても検討してい
きます。

25
個別事業（主に
第４章に掲載さ
れているもの)

P63「27　八王子市社会福祉協議会への支援」について、社会福祉協議会の機能について
は、市からの仕事の委託を受けて仕事をしている範囲にとどまっているように見受けられ
ますが、社会福祉協議会は、自主財源をしっかりと確保し、自らの問題意識の元、独自の
調査研究をしながら、市への政策提案をするくらいの機能を果たしていくのが社会福祉協
議会の果たすべき機能ではないのかと思います。ぜひそうであってほしいと期待します。

主体的な活動が市民から期待されているとい
うことを、社会福祉協議会に伝えます。
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26
個別事業（主に
第４章に掲載さ
れているもの)

P44「2　地域包括ケアシステム推進の視点」やP54「第4章 施策の展開」については、
計画し記述されている具体的な内容を各市民センター等で説明会を実施していただきたい
と思います。市民力・地域力について「我が事」としてもらいための周知が必要だと思い
ます。

平成30年5月に市民説明会を開催し、市民の
皆様に具体的な内容を周知するほか、高齢者
福祉、介護保険に関する出前講座も引き続き
実施していきます。

27
個別事業（主に
第４章に掲載さ
れているもの)

P60「⑤高齢者の自立につながるまちづくり」について、車いすでの通院で歩道が狭く傾
斜があり危険な思いをしています。環境整備的のバリアフリーについては、市の中で検討
されているのでしょうか。

道路のバリアフリー化については、バリアフ
リー法の理念を踏まえ、道路の新設あるいは
既存の道路を改修する際に、段差や傾斜を軽
減するなど、随時対応を図っていますが、既
存の道路の場合、歩道をバリアフリー化する
ことによって、道路に接する宅地と段差が生
じてしまうなど、バリアフリー化が難しい場
合もあります。

28
個別事業（主に
第４章に掲載さ
れているもの)

P74「64　介護サービス相談支援事業の充実」について介護保険開始から活動されている
相談事業ではなかったかと思います。相談員の活動内容や人数など現状を、教えてくださ
い。

介護サービス相談支援事業は、平成13年11
月1日から施行しております。八王子市内の介
護施設及び在宅で生活する高齢者を尋ね、介
護保険給付及び介護保険を補完する給付に係
るサービスに関する不満、苦情、要望、相談
等に早期に対応し、サービス利用者の擁護及
び日常生活の支援並びに各種サービスの質の
向上を図ることを目的に活動しています。介
護サービス訪問ふれあい員は116人
（29.11.1現在）です。

29
地域包括

ケアシステム

P51「重点1　市民力・地域力を活かした多様な取組の推進」について、地域包括システ
ムは市民力・地域力が必要です、しかし書かれていることは具体的な記述が少ないように
思います。平成30年度から施行する時は市民と一緒にやることを考えて下さい。

地域包括ケアシステムの根幹である市民力・
地域力をより強化するため、事業を実施する
際に市民の皆様とともに取り組んでいくこと
ができるよう工夫していきます。

30
地域包括

ケアシステム

高齢者あんしん相談センターを２１圏域にするとありますが、地域のよりどころ、核とな
るこの施設が、広い八王子で、とても高齢者は遠くて相談にも足も運べない現状です。前
倒しで設置を急ぐとともに、職員の拡充とレベルアップを盛り込んでください。

第6期計画では平成37年度までに21か所の設
置としていましたが、第7期計画では平成32
年度までに21か所設置することとしました。
また、職員のレベルアップについては、セン
ター職員向けの研修の実施などにより、職員
の資質向上に努めていきます。
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31
地域包括

ケアシステム

高齢者の総合相談窓口である高齢者あんしん相談センタ ーは、町会や自治会に繋がってい
る高齢者には情報が届きますが、それ以外の高齢者は八王子市報でしか情報が入りませ
ん。こうしたことから、高齢者への啓発は年間の回数を増やして介護の日だけではなく、
認知症を知る月間や介護フェスなどを実施することで、市民と多職種間で共通認識を深め
ていくことも大きな前進になります。地域キーパーソンを育てる施策を期待しています。

高齢者あんしん相談センターや地域包括ケア
システムに関する様々な情報について、様々
な機会を捉えて周知していくとともに、情報
伝達の機会や手段についても工夫しながら進
めていきます。

32
地域包括

ケアシステム

高齢者あんしん相談センターを増やす計画ですが、窓口を作って相談者を待つ形だけでな
く、市職員が巡回出張相談を行うことを希望します。
高齢者が日常的に集まる場所（大型スーパー、さまざまな店舗、金融機関などとも連携す
るのがいいと思います。）に月２回などの日程決定し、周知、高齢福祉課職員が出向き
「なんでも相談」に応じることで、職員の方も市民がどのように困っているのかを知り、
市民も市にどのような支援が用意されているのかを知る機会になると思います。

高齢者あんしん相談センターでは、市施設以
外の場所でも出張相談を行っています。今後
も地域の皆様の要望などを踏まえ、出張相談
などを実施していきます。

33
地域包括

ケアシステム

介護を担う家族は、高齢者の伴侶・社会人で中年の息子・娘・孫世代の若者と多様化して
いるのが現状です。特に若い世代は誰に相談したらいいのかわからず、一人で引き受け、
自分の人生を送ることが出来ないでいる方々がいると聞きます。
高齢者が施設から在宅への動きの中で、今後、大きな問題になって来ると感じます。介護
殺人や介護離職を減らすためにも、介護をしている人びとを支援する仕組みを先進的に八
王子市で作っていってほしいです。

高齢者あんしん相談センターを中心とした各
種相談対応の充実のほか、家族介護慰労金の
支給、男性のための介護講座などの実施によ
り、介護を行う家族への支援を推進していき
ます。

34
地域包括

ケアシステム
今後市民力・地域力を掲げて、高齢者福祉を進めるとのことですが、その連携の在り方に
ついて、ぜひ、市民を交えて話し合いをしていってほしいです。

今後、市民力・地域力をより高めるため、市
民の皆様との連携を深めながら、各種の事業
に取り組んでいきます。

35
地域包括

ケアシステム

P81「83 介護予防・生活支援サービス事業における訪問型サービス」について、訪問型
サービスのうち、特に住民主体により行われているものについて、万が一の事態に備えて
八王子市としてリスクマネジメントの支援（加入できる保険の創設など）を行い、利用者
をはじめ協力する市民が困らない仕組みを実現するべきと考えます。

住民主体サービスの担い手を対象に、「助け
合い応援講座」を実施し、衛生管理や事故対
応をはじめ、実際に活動している団体からの
活動の紹介など、活動の参考となる情報も含
めた内容となっております。
いただいたご意見を踏まえ、引き続き安心し
て活動いただくための仕組みについて検討し
ていきます。
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36
地域包括

ケアシステム

P44「地域包括ケアシステム推進の視点」について、「互助」を入れたことに不安感があ
ります。ずっと地域住民活動が活発なところが市内にどのくらいあるか知っていますか。
長い積み重ねのあと「互助」の推進があるのではないか。

ご指摘のとおり、互助の推進は積み重ねが重
要なものです。今回、「自助」・「共助」・
「公助」という3つの視点に「互助」の視点を
加えたことは多様な主体間の相互理解や、そ
れぞれの取組の促進につながると考えてお
り、今後の積み重ねにつながるよう本市とし
ても各種の事業を展開していきます。

37
地域包括

ケアシステム

P65「33　高齢者あんしん相談センターの充実」について、増設も必要ですが、いまだに
市民に周知されていません。また、寺田やめじろ、堀之内、市民が相談に行きにくく、わ
かりにくい場所なので、何とか改善をお願いしたいです。今、地域包括支援センターは本
当に傍からみていてもとても大変そうです。「地域包括ケア」の要としての仕事がきちん
とできるように、「市民に寄り添うことのできる優秀な人材」を配置して下さい。

いただいたご意見を参考に、高齢者あんしん
相談センターの充実に努めていきます。

38
地域包括

ケアシステム

「重点1市民力・地域力を活かした多様な取組の推進」と重点的な取組の第一にあげれらて
います。第２章「高齢者を取り巻く状況の（３）地域資源の状況」からは②町会・自治会
の団体数は微増ですが、加入世帯数は明らかに減少しています。また④ボランティアセン
ターへのボランティア登録数は増加していますが、個人登録数は減少しています。このよ
うな状況の中で「重点１市民力・地域力を活かした多様な取組の推進」での市民力・地域
力をこれらの実情からどのように評価されますか。

ほぼ全国的に、町会・自治会をはじめ、各地
域組織への参加状況は低下傾向にあります
が、本市においては、町会加入率などが比較
的高めとなっております。今後、加入促進な
どを含め、地域で支えるしくみづくりの強化
を重点的に進めることで、より本市の市民
力・地域力の発揮につなげることができるも
のと考えます。

39
地域包括

ケアシステム

介護保険料の負担感を感じている方々が多くいらっしゃるという事実です。こうした結果
は「地域包括ケアシステム推進の視点」にある自助・互助を促す点で相当困難な状況にあ
ると推測されると同時に生活支援ヘルパーの確保の困難さを示唆するところです。第７期
計画の「広がりのある事業の展開」の前に、八王子市と介護事業所が一体となり「実情・
実態の共有」を積極的に進める事が当面の最大の課題だと考えます。基礎（実態）を正確
に掴むことで「八王子版」の取組が強化できると考えます。

本計画策定にあたり、介護事業所の実態を把
握するため、市内全事業者を対象に、調査を
実施しました。
引き続き、施設を含む介護サービス提供事業
者の代表が参加する社会福祉審議会の開催な
どにより、事業者との情報共有を進め、課題
解決に向けた取組を進めていきます。

40
地域包括

ケアシステム
キーパーソン不在の独居高齢者が増加しており、金銭管理や後見人制度の即急な導入可能
な体勢を作ってほしい。社会福祉協議会は慢性的人材不足。

独居高齢者は今後も増加すると推計されてお
ります。今後、社会福祉協議会との連携を強
め、成年後見制度をはじめとする、各種支援
を強化していきます。
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41
地域包括

ケアシステム

今回の改正では、「地域包括ケアシステムの深化・推進」「制度の持続可能の確保」のた
めの施策が書かれていますが、高齢者が介護が必要になったとき誰もが高いハードルを越
えなくとも支援できる制度であって欲しいです。

ご意見については、今後の参考とさせていた
だきます。

42
地域包括

ケアシステム

地域住民によるボランティア活動とサロンへの参加意識について、八王子市による高齢者
意識調査によると、ボランティア活動とサロンへの意識調査は、両方とも“参加する”よ
り“参加しない”ほうが遥かに多いのに驚いた。理由は何か。男女別の統計もあるのか。
地域別の差もあるのか。新しい基本計画は、提供する側の活動を主に挙げているが、高齢
者側の生活環境、意識調査など、利用しない側の研究も取り入れるべきだ。

高齢者意識調査で調査しており、参加しない
理由は、「興味がない」「ほかにやりたいこ
とがある」などとなっています。高齢者が興
味を持ち、参加しやすい取組を今後検討して
いきます。

43
地域包括

ケアシステム

「重点１　市民力・地域力を活かした多様な取組の推進」について、市民力を発揮してい
くために市民活動協議会を活用してください。市民活動協議会は市内で活動している市民
活動団体の情報を把握し、それをつなげるコーディネート役を果たしています。また、最
近では、国が進めようとしている地域包括ケアシステムについて、シンポジウム等の勉強
会を開き、市民がどう関わっていくべきか、模索をしています。地域包括ケアシステムを
強化していくために、市民力・地域力を活かしていくとし、社会福祉協議会が支援をして
いく考えがあると聞いていますが、市民活動協議会にも様々な情報と支援のノウハウの蓄
積があるはずです。ぜひ市民活動協議会との連携もとりながら市民力の活用を図ってほし
いと思います。

市民力・地域力を活かした取組については、
町会・自治会をはじめ地域活動をする様々な
団体とも連携し、推進してまいります。

44
地域包括

ケアシステム

「重点３　八王子版地域包括ケアシステムの強化」について、食を基軸とした地域での情
報発信と交流拠点の設置を希望します。食生活のあり方も、病気予防や認知症予防には重
要です。若い世代では忙しくて調理をする時間がない、調理の仕方そのものを知らないと
いう人も増えています。
各地域でサロンが行われていますが、カフェスタイルのサロンにとどまらず、食を基軸と
した地域のサロンづくりを進めてほしいと思います。現在市のあちらこちらで、子ども食
堂が行われていますが、高齢者も子どもも、中年もみんなが集えるような地域の食堂のよ
うなものをぜひ推進し、食の大切さの発信や世代を超えた交流の場づくりをしていってほ
しいと思います。

ご意見については、今後の参考とさせていた
だきます。

45 介護人材
総合事業における、生活支援ヘルパーの養成研修では、平成30年度受講者数71人とあり
ますが、就職者数は0人なのでしょうか？もしそうであれば今後総合事業を展開していく上
で、各事業所の負担になると思うのですが、どの様に対応されていくのでしょうか？

生活支援ヘルパー養成研修では、これまでに
121名を養成し（平成29年2月から8月まで
に3回研修会開催）、72名の方が就職されて
います（平成29年11月1日現在）。
今後も制度の周知を図るとともにヘルパーの
養成を行っていきます。
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46 介護人材
人材が不足している今、再就職者向け研修や、中高年齢向け入門的研修の創設もあります
が、若い人材育成をする対策はとられているのでしょうか？

介護人材につきましては、第７期の重点的な
取組として位置づけています。
確保・定着・育成の観点から、様々な支援を
検討し、総合的に取組を推進していきます。

47 介護人材

介護サービスの質の向上、介護人材の確保に取り組むとありますが、ほとんどの訪問介護
事業所が人材確保の困難さに悩んでいます。例えば生活支援ヘルパーの研修や訪問介護事
業所とのマッチング等、八王子市主催で開催して下さってますが、現実には、生活支援ヘ
ルパーの確保も厳しく、有資格者のヘルパーの確保も厳しい状況です。介護に携わってい
る従事者が生きがい、やりがいを持って仕事に従事できるよう、八王子版介護人材確保・
定着・育成の取組を具体的に作っていただきたいと思います。

介護人材につきましては、第７期の重点的な
取組として位置づけています。
確保・定着・育成の観点から、様々な支援を
検討し、総合的に取組を推進していきます。

48 介護人材 訪問介護事業所で現在働いていますが、人材確保が大変難しくなって来ています。

介護人材につきましては、第７期の重点的な
取組として位置づけています。
確保・定着・育成の観点から、各世代に幅広
く、様々な支援を検討し、総合的に取組を推
進していきます。

49 介護人材

どこの事業所もヘルパー不足とヘルパーの高齢化で先行きとても不安です。新規の依頼が
あっても、そこに入ってもらえるヘルパーがいないため、お断りせざるを得ない事も多々
あります。また、サービス内容も、30分の支援も多くなってきたり、精神的に難しい方も
増えてきているため、ますます人材の確保が難しくなっている現状です。

介護人材につきましては、第７期の重点的な
取組として位置づけています。
確保・定着・育成の観点から、各世代に幅広
く、様々な支援を検討し、総合的に取組を推
進していきます。

50 介護人材
介護職のイメージ確保、研修や相談会の充実とありますが、根本的には介護職の賃金が上
がらないと、職員の定着はない。１０年以上継続した職員だけではなく、これからの介護
職に就こうという方たちにも、賃金アップの改善を図ってほしい。

介護サービス事業所向けにキャリアパス・人
事評価・マネジメントに関する研修を実施
し、働きやすい職場環境を整えていきます。
また、介護福祉士の8万円加算など、国の動向
を注視しながら、本市における介護人材の確
保・定着・育成に総合的に取り組んでいきま
す。

51 介護人材
「第３章　重点６介護人材の確保・定着・育成」は、最重要、緊急課題です。八王子市と
しての施策を具体的に示してほしいです。○介護職員処遇改善の加算を総合事業(訪問A)に
もつける。○資格取得経費補助等

介護人材の確保・定着・育成につきまして
は、P78から具体的な施策を掲載していま
す。
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52 介護人材 第４章　78、79の違いが分かりません。

「78　介護スタッフ入門講座の開催」は、介
護サービス事業分類を限定せず、介護職に必
要となる一般的な基礎を学ぶ講座です。
「79　生活支援ヘルパー養成研修の開催」
は、介護予防・生活支援総合事業における緩
和された基準サービスである訪問型サービスA
の従事者となることに特化した養成研修で
す。

53 介護人材

「79　生活支援ヘルパー養成研修の開催」の目標は200人／年ですが、このうち就労はど
れくらいでしょうか？このままでは、資格ヘルパーが訪問Aに行かざるをえません。事業が
成り立たなくなります。
また、「84　介護予防・生活支援サービス事業における通所型サービス」の通所Aの必要
性、進め方が全く分かりません。

生活支援ヘルパー養成研修受講者121名（平
成29年2月から8月までに3回研修会開催）の
うち雇用者数は、延べ72名です（平成29年
11月1日を基準日として事業所へ照会）。
通所型サービスAについては、国及び近隣市町
村の動向を見ながら実施について引き続き検
討していきます。

54 介護人材

基準緩和生活援助サービス提供者（無資格ヘルパー）の人材不足について、基準緩和の生
活援助サービスを提供する無資格ヘルパーの採用数が、足りないと聞いている。理由な何
か。仕事を選ぶ側からみて、この仕事は魅力がないのか。市の現状認識と対策を知りた
い。以前、NHKの「日曜討論」で介護保険制度改正案を論じた時、参加者が、スーパーの
レジ係の方が時給が高い状況の中で、市の無資格家事援助ヘルパー募集にどれだけ人が集
まるだろうか、と心配していた。

生活支援ヘルパーは新しい制度であり、制度
や仕事として市民の皆様へ浸透するには更な
る周知とともに時間も要するものと考えてい
ます。

55 介護人材

介護従事者が働きやすい環境整備（研修と相談機能の充実）を希望します。介護従事者の
離職は、労働環境と処遇の問題があると思います。介護従事者の賃金確保に向けた取組と
ともに、大切なのは、働いている人の精神的疲れがあると思います。介護は肉体労働だけ
ではなく、感情労働だという介護従事者の方もいます。心が疲れてしまえば、体も疲れて
しまいます。職員同士がコミュニケーションできる環境整備、研修の充実を行い、介護従
事者の支援をしていくことが大切だと思います。

介護サービス事業所向けにキャリアパス・人
事評価・マネジメントに関する研修を実施
し、働きやすい職場環境を整えていきます。

56 認知症施策

認知症施策「新オレンジプラン」では認知症の介護者への支援が示されていますが、介護
うつが進行しないような支えも必要です。レスパイトと言っても結局は経済的に余裕のあ
る人は介護負担を軽減できますが、それ以外の介護者への支援の選択肢を増やしていくこ
とができれば、老老介護の共倒れを防ぐことも可能になってくると思います。

認知症介護者が抱える身体的、精神的、経済
的負担の解消は、重要な課題と捉えていま
す。認知症家族サロンや認知症カフェ・家族
会など、地域で気軽に集える場を活用し、介
護者の負担解消に取り組んでいきます。
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57 認知症施策

認知症の方への支援はこれから大きな問題になると思います。認知症を患っているご本人
の不安や想いを吐き出す場づくりに注目し、推進していただきたいと思います。認知症を
抱える家族の方が、集う場があり、職員の方がその場に出向く、また、認知症のご本人で
気持ちのある方々が集う場を市が率先して日常的に設定し、職員の方が出向くなどいろい
ろなアイデアが考えられます。その中で考えられた認知症施策は八王子市独自の施策、認
知症の方、家族を地域で支えるための重要なものになるのではと思います。

認知症介護の悩みを抱えた皆様が、気軽に集
い、穏やかな雰囲気で交流し、介護に関する
情報交換ができる場所として開設した、ケア
ラーズカフェわたぼうし（認知症家族サロ
ン）を中心に、認知症の人やその家族など、
当事者の意見を重視しながら、地域の認知症
カフェや家族会の立ち上げや運営を支援に、
取り組んでいきます。

58 認知症施策 認知症家族の支援、ケアする側にも支援が必要です。

認知症介護者の支援については、高齢者あん
しん相談センターによる総合相談をはじめ、
認知症ケアパスの配布や認知症家族サロンの
運営など様々な取組を行っております。
引き続き、認知症の人と家族の視点を重視
し、介護者への支援に取り組んでいきます。

59 認知症施策
認知症BPSDの重い方、又、精神疾患と併せ持った認知症の方の「住まい」がない。結
局、「病院」「入院」という選択肢となってしまう。選択肢を広げるための対策を。

認知症などの容態に応じた適時・適切な医
療・介護等の提供に努めていきます。

60 認知症施策
認知症徘徊の見守り事業が、まだまだ周知されていない。認知症に対する知識を学生に
も、認識してもらう勉強会や、もっと一般の方（ほとんどスマートフォンを持っている世
代）にも利用できるように、地区の方々などに働きかけが必要。

認知症高齢者徘徊見守りシール事業について
は、認知症サポーター養成講座や認知症ケア
パスにより普及・啓発を図っています。引き
続き大学生への認知症サポーター養成講座な
どの取組や、地域での徘徊模擬訓練の実施な
どにより、支援者を増やしていけるよう取り
組んでいきます。

61 認知症施策

「重点２　介護予防に関する意識の向上・施策の推進」・「重点４　認知症施策」につい
て、４０代、５０代からの介護予防と認知症対策が必要と考えます。介護予防、認知症対
策施策は、早期対応が重要です。最新の研究では、４０代、５０代の筋肉量が認知症の発
症や寝たきりに関わっていることもわかってきたということです。
筋肉量が低下すれば、運動量も減り、結果、血流も悪くなることから、４０代、５０代か
らの血流改善、運動への取組が重要であることを啓発していくことが行政としても大切だ
と思います。

本計画では、「介護予防に関する意識の向
上・施策の推進」及び「認知症施策」の推進
を重点的な取組と位置付け、早期対応に向け
た取組を推進していきます。
なお、40代、50代を対象とした早期の取組
については、保健医療の分野別計画である
「第３期八王子市保健医療計画」と連携し、
運動習慣の普及、介護予防の推進に、引き続
き取り組んでいきます。
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62 認知症施策

P64「30　見守りサービスの充実」について、市民の新たな見守りへの取組の支援を希望
します。高齢者の見守りについては、すでに取り組んでいる公的な電話相談、緊急通報シ
ステムだけでなく、LINEなどの新たなツールを活用した見守りなど、新たな取組を進めて
いくことも大切です。地域でこうした試験的取組を行う場合、市として支援をしていって
ほしいと思います。

高齢者の見守りについては、センサーを利用
した見守り機器など、ＩＣＴを活用した技術
の研究開発が進められています。
ご提案のように、地域ごとに見守りを含めた
生活支援活動を行う際にはご相談ください。

63 認知症施策

P63「⑦地域のネットワークの充実」の見守りについて、個人情報で取り扱いが難しいと
思いますが、ご近所の状況など連絡をしたあと、結果報告はされているのでしょうか。介
護保険を利用されている方などの見守りは連携されていますか。見守りがどのように関係
者に情報共有され、ケアに生かされているシステムになるか知りたいと思います。また、
見守りサービスや地域と連携した講座の開催を、どのように周知されているかを、具体的
に教えてください。

民生委員等の地域福祉を推進する関係者と連
携を図りながら対応しています。また、東京
都のガイドブックを活用した高齢者の見守り
という出前講座を開催し、地域のネットワー
クづくりに取り組んでいます。

64 認知症施策
P68「44　認知症サポーターの養成」について、市内にあるスーパーや商店など日常高齢
者へ接客業の人への実施は行っているのでしょうか。東京都内で接客業などで実施されて
いるところはあるのでしょうか。その結果の反応はどのようなことでしょうか。

本市では、市内の金融機関や大型ショッピン
グセンターの職員、小中学生・大学生など、
幅広く認知症サポーター養成講座を実施して
います。
結果、見守りシール事業の支援者となる徘徊
高齢者捜索アプリのダウンロード者数が急速
に増加するなど、その効果も見られていま
す。

65 介護保険

第６期で介護保険から要支援１，２は総合事業に移行しましたが、移行する前は専門のヘ
ルパーが訪問して家事援助をして専門的立場からアドバイスや関わり合いをもっていて、
介護度が進むことなく孤立も避けられ、安心していたのに、今は非常に不安になっていま
す。我慢しています。介護保険料を払っても介護にかかれない、利用できない制度の改悪
はこれ以上しないでください。

介護予防・日常生活支援総合事業に移行され
た方へのサービスについては、移行前と同等
のサービスが提供されるよう、引き続き取り
組んでいきます。

66 介護保険
介護度による利用可能なサービス制限は問題がある。要介護度では必要な支援内容は図れ
ない。

介護保険情報を被保険者に伝える場として、
出前講座に加え制度改正の年には介護保険制
度説明会の開催や広報特集号にて制度周知を
行っております。
なお、介護保険制度の利用にあたりご不明な
点がある場合は、各地域に相談窓口として高
齢者あんしん相談センターを設置しておりま
すので、お気軽にご相談下さい。
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67 介護保険

「第６章介護保険料」に関して、保険料は徐々に上がっている状況。どこを削減できるか
と考えた場合、認定調査、主治医意見書作成の回数を減らすことで、多少なりとも削減が
できるかと思います。要介護１で半年がずっと続いている人がいます。期間を最大で出す
ようにしてください。必要時には区変をかけますので、今後は基本的に３年の認定期間を
出すようにすべきかと思います。

認定有効期間については介護認定審査会にて
申請者の状態に応じた判定を行っています。
一律に有効期間を延長できるわけではないの
で、ご理解願います。

68 介護保険

（これは介護保険の制度上の問題なのでずれているかもしれませんが、）軽度者、中重度
者の福祉用具貸与について見直しをした方がいいです。要介護２以上が自動で介護保険適
応になっている現状。電動の機能が必要ない状態でも保険を使うことになり、電動機能の
必要性の辻褄が合いません。要介護２以上で電動の機能の必要が無い方のレンタルを自費
にできれば支出が抑えられます。

ご意見については、今後の参考とさせていた
だきます。

69 介護保険
３割負担が夏から開始されるが、利用者は戦々恐々とされている。公からも介護保険情報
を被保険者に伝えるなどもしてほしく思う。怒りや戸惑いの声をケアマネジャーには発す
るが、役所には伝えるのが無理と被保険者さんたちは仰ることが多い。

介護保険情報を被保険者に伝える場として、
出前講座に加え制度改正の年には介護保険制
度説明会の開催や広報特集号にて制度周知を
行っております。
なお、介護保険制度の利用にあたりご不明な
点がある場合は、各地域に相談窓口として高
齢者あんしん相談センターを設置しておりま
すので、お気軽にご相談下さい。

70 介護保険
利用者負担３割については、利用料が高額となってしまい、必要な支援を差し控えられる
事が考えられます。３割の負担はやめてほしい。

高齢化が進むなか、介護を必要とする人も増
加すると見込まれています。これからも介護
保険制度を安定して運営していくための改正
のひとつとして、２割負担者のうち所得の高
い方の負担割合は３割となりますが、（平成
30年８月予定）月額44,400円の負担上限が
あり、上限を超えた分は、高額介護サービス
費としてあとから支給されます。

71 介護保険
「⑳介護保険料の負担感」について、感じると答えた方が７割を超えている。年金生活者
にとっては、生活を圧迫する額になっている。社会保障費、特に国の負担額を増やさなけ
れば解決されません。ぜひ市としても要請していってほしいです。

介護保険料は公費50％、第２号被保険者
27％で社会全体で賄っていますが、保険料負
担の高額化について適切な措置を行うことを
全国市長会を通じて国へ要望しております。
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72 介護保険

「重点５　医療と介護の多様な職種による連携推進」について、介護人材の確保に向け中
核市として上乗せの取組（要支援者対象の総合事業訪問介護相当型/訪問A型についての市
としての加算）を希望します。厚生労働省は、要介護１．２の生活援助の介護報酬につい
て単価切り下げの方向性が示しています。国が単価の切り下げを行った場合でも、総合事
業訪問介護相当型/訪問A型の単価を切り下げることは避けてほしいと思います。
単価が下げられれば、総合事業訪問介護相当型/訪問A型の担い手について、最低賃金を
割ってしまう可能性があり、民間事業者の撤退も考えられます。
単価の安い生活支援ヘルパーの養成を市としては考えているようですが、訪問介護相当型
には、要支援２と要介護１等を行ったり来たりする認知症利用者の方や精神疾患を抱えた
方がいます。問題行動を抱えている利用者の方には、プロのヘルパーさんのケアや対応が
重要です。
生活支援ヘルパーでは対応が難しく、これまで対応ができていたものが今後できなくなる
可能性があります。また最低賃金を割る可能性のある生活支援ヘルパーの担い手は果たし
て何処まで確保できるのかという疑問もあります。
市としては元気な高齢者を生活支援ヘルパーの担い手として期待し、地域に取組を求めて
いるところもあるかと思われますが、元気とは言え、過重な仕事に感じられれば、高齢者
の方は、担い手とし手を挙げなくなると思います。また、本当に元気な高齢者の方は、他
の業界での、条件のいい仕事をする可能性も十分あります。
現状では、八王子市において総合事業訪問介護相当型/訪問A型の加算措置が取られている
と聞いていますが、その継続を望むとともに、単価切り下げにならないことを要望しま
す。
市としては、利用者の中でも認知症や精神疾患を抱える利用者に対しては、置き去りにな
ることがないよう、とりわけ配慮のある制度設計をしていってほしいと思います。

ご意見については、今後の参考とさせていた
だきます。

73 介護保険

独居の方が退院される時やガン末期の方など、介護保険を申請される場合など、認定結果
を早く決定することはできないでしょうか。
介護が必要にならないよう努力しても、万一の場合、医療保険のように使えるなら、心強
く安心できると思います。

がん末期の方から申請があった場合は、確認
が出来次第調査日程の連絡をする等迅速な対
応をしています。

74 移動手段

P61「高齢者等の移動手段の確保に関する勉強会の開催」について、高齢免許返納者への
支援は対応が非常に難しいテーマと思われます。移動支援全体数からは少数です。
「誰が支援を必要か」、「今からでも出来る事は何か」を議論し、その結果で勉強会の回
数を決めるべきです。開催回数が目標であってはならないはずです。議事録の公開を希望
します。

勉強会の開催回数を目標として設定していま
すが、庁内での勉強会の進捗とあわせ、随時
開催回数や内容、記録や公表の方法など検討
していきます。
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75 移動手段

P61「福祉有償運送の登録等支援」について、現状12団体と書かれていますが、八王子市
には理想的にはどのくらいの団体（保有車両数）が必要か試算されたことはあるのでしょ
うか。手続きの支援より必要数を確保する計画が必要に感じます。運行の採算が取れない
ので、確保は難しいと思います。運営の出来るシステム支援を考慮する必要性を感じま
す。

平成30年度に市内の移動制約者の状況を調査
する予定です。調査の結果をもとに必要な支
援を検討していきます。

76 移動手段

高齢者の移動に関するサービスについて、国も移動手段の確保に関する検討会の中間まと
めを受けて動くと思います。市も計画で勉強会を始めるとあります。どのような勉強会を
計画しているのか、この問題のポイントはどのようなことなのか市民に情報を流してくだ
さい。

今後、庁内での勉強会を行っていく中で、課
題などを整理したうえで、さらなる展開のあ
り方などを検討していきます。

77 移動手段
P61「22 高齢者の移動手段の確保に関する勉強会の開催」について、移動支援について
は、高齢者のみならず障がい者や子どもといった多くの市民の生活課題となりつつあるた
め、実施に向けて早急に進めるべきだと考えています。

平成30年度より庁内で移動支援に関する勉強
会を開始し、サービス提供のあり方などにつ
いて検討していきます。

78 移動手段
P81「介護予防・生活支援サービス事業におけるサービス」について、今一番困っている
のが在宅高齢者の通院。つき添い外出など移動の手段がないことです、早急に取り組んで
下さい。

平成30年度より庁内で移動支援に関する勉強
会を開始し、サービス提供のあり方などにつ
いて検討していきます。

79 移動手段

P61「22　高齢者等の移動手段の確保に関する勉強会の開催」「23　福祉有償運送の登
録等支援」について、介護保険で利用できる「介護タクシー業者」がどんどん撤退してし
まい、利用者さんもケアマネジャーも大変困っています。それに代わる「福祉有償運送」
も新規は受け付けなかったり、業者が非常に少なく、利用したくても実際にはできませ
ん。「移動手段」が確保できないと、どうしても「外出頻度」が下がり閉じこもりがちで
す。「移動手段の確保」にぜひ、市としても強力なバックアップをお願いします。

平成30年度より庁内で移動支援に関する勉強
会を開始し、サービス提供のあり方などにつ
いて検討していきます。

80 移動手段
移送サービスの開発を期待する。介護報酬の低下や諸手続きの関係か、介護保険利用の介
護タクシー業者が激減している。ぜひ移送支援が欲しい。

平成30年度より庁内で移動支援に関する勉強
会を開始し、サービス提供のあり方などにつ
いて検討していきます。

81 施設

ショートステイは家族の事情で突然お願いしたい場合、対応が難しく、介護する立場では
不安があります。市は養護老人ホームでの受け入れをしていますが、居住地に近い身近な
場にある施設でも受け入れの工夫を広げてほしいと思います。
市による民間の施設への働きかけもできないでしょうか。

今後、利用可能なショートステイ施設の周知
方法を工夫していくほか、必要に応じて新規
整備についての検討を行います。
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82 施設

P63「27　八王子市社会福祉協議会の支援」について、社会福祉協議会だけでなく、高齢
者の支援に寄り添っている地域に根ざした小規模事業者を育て、圏域を小さくした方が良
い。そうすれば小規模多機能型居宅介護のような困った時のお助け場所にもなるし家族の
支援にもつながる。

本市では、地域に根差した地域密着型施設を
中心に施設を整備しています。ご意見も参考
としながら、各種事業者への支援などを進め
ていきます。

83 施設
特別養護老人ホームの待機待ちが多くなかなか入所できない。要介護３以下の方でも状況
によっては入所が必要と思われる方がいるので、状況も考慮して検討してほしい。

特別養護老人ホームの整備数については、要
介護２以下の方の特例入所を含めた申込者数
や待機期間等を調査・検討して決定していま
す。今後も引き続き調査・検討を行い、適切
な整備を進めていきます。

84 施設
第６期の地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護と小規模多機能型居宅介護のところ
は、在宅を支える上でも大切な施設だが、「おおむね順調」とは、評価できるとは思えま
せん。

第6期計画の地域密着型介護老人福祉施設入居
者生活介護と小規模多機能型居宅介護の整備
については、計画通りの整備が出来ず、おお
むね順調とは言えない状況です。しかし、6期
計画全体としては、約93％が計画通りに事業
を実施できたことから「おおむね順調」と評
価しました。

85 施設
「施設が充足」とは思えません。入居できる権利がとり上げられたことによる姿だと思う
ので、なお検討が必要と思います。

各施設の整備については、毎年度施設の申込
者数や稼働率等を調査・検討して決定してい
ます。今後も引き続き調査・検討を行い、適
切な整備を進めていきます。

86 施設

小規模介護事業所の運営状況の改善を。介護報酬の引き下げや複雑な加算制度（普通の市
民からみては合理的とは思えないものもある）、煩雑な事務処理の負担増加などのため、
小規模介護事業所の運営が、財政的にも人的にも大変だと聞いている。それらの施設が、
地域の利用者のために、安定して健全な運営ができるような制度や財政的支援を望む。ま
た、（私の親の介護経験から）小規模通所介護施設は、大規模施設と違う、小規模ならで
はのよさ（利用者の必要性に応じた細やかな対応が出来る、より親しい人間関係が築ける
など）があり、志あるそれらの運営者とともに将来も地域にとり大切だと思うので、撤退
せざるを得ない状況にならないような政策や支援を望む。

本市では、地域に根差した地域密着型サービ
スを中心に事業者による整備を促進していま
す。市内の介護需要と供給のバランスが取れ
るよう、適切な整備や情報提供といった支援
を進めていきます。

87 介護予防
P57「８　介護予防普及啓発事業」の推進体制について、平成27年度の介護保険制度改正
で、地域に根差した介護予防の必要性が求められている中、介護予防の普及啓発に関する
推進の一貫性を確保するため、主管所管を決めた方が良いと考えます。

介護予防の普及については、地域の実情等を
踏まえ、各圏域ごとに展開することを基本と
するとともに、各所管で連携を図りながら推
進していきます。
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88 介護予防

要介護者の自立支援は慎重に。国は、要介護者の自立支援を進める事業者への報酬を厚く
する考えだそうだ。以前は“QOL（生活の質）”という言葉をよく聞いたが、今はなく
なったのか。もし八王子市で自立支援サービスを実施する場合は、慎重に十分に注意すべ
きだ。
例えば、１）要介護者本人の意思の尊重・確認および医師の助言や診断を必要とする。
２）このサービスに適さない要介護者が不快な思いをしないような配慮も必要。身体機能
の回復が望めない人や、現状維持が精いっぱいの人も当然いるからである。３）また、介
護施設の中には、報酬が増えるように、自立支援に相応しそうな利用者を選び、それ以外
の人を断る所が出るかもしれない。そのようなことが絶対に起きないようにしてほしい。

「自立支援」を八王子市では、高齢者の皆様
がどのような心身の状態になったとしても自
分らしく暮らしていけること、と定義してい
ます。介護サービス事業者にも、利用者の皆
様が、自分らしく生きていけるように、支援
をするように指導をしています。
平成30年4月より、介護サービスの提供によ
り、利用者の状態の改善が見られた場合にそ
の取組を評価する加算が算定できるようにな
りますが、加算を算定するために利用者の皆
様の意思に反するようなサービスを提供する
ことがないようにしていきます。

89 介護予防

「重点２　介護予防に関する意識の向上・施策の推進」・「重点４　認知症施策」につい
て、体力・運動能力の維持と測定など自分の能力の把握ができる体制づくりを期待しま
す。高齢者の怪我は、寝たきりや死亡につながるケースもあります。
怪我防止のためには、体力や運動能力の維持が重要ですが、自分の運動能力やロコモ度を
気軽に測定できるような環境整備をして、目安を持つことは大切だと思います。
病院での健康診断はずいぶん浸透していますが、運動能力やロコモ度測定も同様に浸透さ
せていくことが大切だと感じます。
現在の保健福祉センターでは、誰でも参加できるロコモ度測定会を開催しているようです
が、もっと日常的に気軽に簡単に測定できるような環境整備をしていってほしいと思いま
す。

保健福祉センターでの体力測定やロコモ度測
定のほか、高齢者あんしん相談センター等で
配付する基本チェックリストを活用したセル
フチェックによっても、ご自身の現在の心身
の状態を知ることができます。介護予防に関
する啓発事業については、より市民の皆様が
参加しやすいような講座等の開催を検討して
いきます。

90 医療介護連携

P30、P36のアンケート結果について。医療から介護へ、病院から在宅へ、の流れがます
ます加速していく中、「高齢期」「終末期」「死」などいわゆる「終活」に関してのバッ
クアップを市としても考えていただきたい。また、期待されている「介護者の負担軽減・
家族支援」に関する施策が少ないのでは？

いわゆる「終活」について、看取りに関する
情報提供を行ったり、「救急医療情報」を活
用していただくため、広く周知していくこと
で支援を行っていきます。

91 医療介護連携
医療と介護の連携を強化するため、介護サイドからの医療への連絡の義務化が追加されて
いるが、医療側からの介護への連絡の義務化はどうなっているのか疑問。

本市では、医師会、歯科医会、薬剤師会をは
じめ、医療や介護に関わる各種団体の代表者
で構成する「特定非営利活動法人　八王子市
民のための医療と介護連携協議会」を立ち上
げ、連携を図っています。

92 医療介護連携
P70「50　在宅医療全夜間対応事業」はとてもいいと思いますが、八王子市はかなり広
く、駆けつける時間などがかなりかかってしまうと思いますが、地域ごとに何ヶ所かその
ような機関ができるのですか？

在宅医療全夜間対応事業につきましては、現
在、医師会において、かかりつけ医が不在、
急病等で夜間の対応ができない場合に、かか
りつけ医に代わって当番医療機関が診療を実
施できる体制を構築してもらっています。今
回のご意見を参考に、今後の在宅医療体制の
整備については、医師会と協議していきま
す。
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93
その他、ご意

見・ご質問など
P11、P12の「国の制度改正・・・」のところ、文章が読めるようにするべき。

国の制度改正方針が決定していないため、補
足説明を加えたものです。ご了承ください。

94
その他、ご意

見・ご質問など
素案と「八王子市版地域包括ケアシステム推進プラン」概要版はかなり相違している印
象。素案の要約版も作り行き渡るようにするべきではないか。

第6期計画書の概要版と同様に、第７期計画書
の概要版も作成し、広く市民の皆様に周知し
ていきます。

95
その他、ご意

見・ご質問など

素案に掲げられている実態調査報告P21～P36は、関心を持てた。従来からの調査方法か
ら一歩を進め、「地域ぐるみのサポート」P45ほかの考え方を展開されるよう期待しま
す。

地域ぐるみのサポートに関心をお持ちいただ
くことは、地域包括ケアシステムをより強固
なものとするものと考えております。引き続
き、市民への周知を進め、一層の理解促進に
努めていきます。

96
その他、ご意

見・ご質問など
行政の施策は網羅的になりがちであるが、思い切って重要施策をしぼり、住民の参加も得
て、取り組むことが必要。

本計画においては、施策を進めるうえでの重
点的な取組を定めております。これを念頭
に、社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会で
の議論なども踏まえながら、第7期計画におけ
る各種施策を実施していきます。

97
その他、ご意

見・ご質問など

市民が「ふれあい、支え合い」の心を持ち健康で幸せな生活を築いていくとありますが、
誰もが願っていることです。しかし、その基盤には安心して暮らせる制度の拡充があって
こそではないかと思います。

本計画の柱のひとつである「住み慣れた地域
で安心して暮らし続ける」の実現に向けて、
高齢者が安心・安全に暮らせるまちづくりを
推進していきます。

98
その他、ご意

見・ご質問など

国の社会保障・医療介護の削減をそのまま受け入れ、地域住民の「市民力・地域力」に頼
るだけでなく、憲法に保障された、基本的人権、最低限度の生活権の保障を八王子市とし
て国に対し要望してください。
また、中核市として八王子市独自の施策を拡充すべきです。高齢者は肩身の狭い思いをし
ています。

八王子版地域包括ケアシステムを強化するた
め、本市独自の取組について、今後も検討し
ていくとともに、必要に応じて国に要望して
いきます。
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99
その他、ご意

見・ご質問など

第１章で、高齢者人口が増加する社会での課題が具体的に示されていますが、その課題解
決のためにどんな施策が行われているのか市民には伝わっていません。家族会やケアラー
ズカフェ等の情報も当事者家族にさえ届きません。厳しい現実こそ市民を巻き込み正面か
ら議論し、課題に向けて具体的に動き出さなければ、2025年問題を待たずに下の世代は
高齢者問題に押しつぶされてしまいます。

地域包括ケアシステムを構成する様々な事業
の取組において、各種施策や本市の状況など
について、市民への周知を一層強化するとと
もに、より広く市民の皆様からの意見を取り
入れられるよう進めていきます。

100
その他、ご意

見・ご質問など

介護度が軽度な方への支援を行う意欲ある事業所に対する市独自の支援を望みます。
国が中・重度へのサービスを優先する動きに反応して、軽度の方への受け入れをやめてい
く事業所が増えたとの新聞記事を見ました。また八王子市の中でも、すでに要支援１・２
などの軽度の方へのサービスの受け入れ先がないという事態が生まれていることを聞きま
す。一方で、住民主体のサービスも進んでいないと感じています。
市として、そのような事態については把握していると思いますが、早急に軽度の方々への
支援を行う意欲ある事業所への、介護報酬の上乗せ、市の責任での人材研修、煩雑な事務
処理の軽減化など市独自の施策を作るべきと思います。

介護サービス事業所に対する支援について
は、介護人材の確保・定着・育成を重点的な
取組と位置付け、市独自の各種研修や資格取
得補助等を充実して実施していきます。

101
その他、ご意

見・ご質問など

高齢者計画や介護保険事業計画、地域福祉計画（案）をみると、掲げられている事業をど
こが担うのか不明確に感じます。すべてを市が責任を持って行うのかと読んでいくと、中
核を担うのが社会福祉協議会となっています。委託の場合はそのことをきちんと書き、そ
の場合の市の責任の範囲を明確に示してもらいたいと思います。
また、地域包括支援センターも委託事業と聞いております。大変重要な役割を果たしてい
ただいており、安心窓口になっていますが、各地域包括センター同士の連携が今後大いに
必要と感じますが、その連携をリーダーとして作っていくのが市の役割と思っています。

各種事業の実施に関しては、市直営だけでな
く、外部への業務委託の場合でも、本市の責
任のもとに実施されるものになります。委託
事業者の実施状況を監理し、適切かつ効率的
な事業展開を図ります。また、補助事業につ
いても、適正に実施されているか審査をしな
がら、幅広い展開を目指しています。
なお、地域包括支援センター定例会を月１回
開催し、情報共有・連携強化を図っていま
す。

102
その他、ご意

見・ご質問など

P15（４）日常生活圏域別の高齢者数　３行目の高齢化率の表記について、八王子市の平
均25.8％とあるが、P.13では26％となっている。平成29年９月末と６月末の差と思われ
るが統一した方が良いと考えます。

可能なものは9月末時点の数値に統一いたしま
す。なお、集計の関係で時期を統一できない
ものは、集計時期を示すようにいたします。

103
その他、ご意

見・ご質問など

P69「47 徘徊SOSネットワーク事業」の４行目の表現について、「～可能です。」とあ
るが、他の項目では八王子市が何を実現していくかで文末としている。文末を「～整備し
ます。」などとした表現に改めた方が良いと考えます。

本事業については、事業内容の説明が必要と
考えるため、このような表現としています。
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104
その他、ご意

見・ご質問など

P73「⑤高齢者の安全・安心を守る」の12行目の表現について、「～環境づくりを促進し
ます。」とあるが、八王子市が事業主体なので「推進します。」とした方が良いと考えま
す。

ご意見を踏まえ「～を推進します」に修正し
ました。

105
その他、ご意

見・ご質問など

P73「59 成年後見制度の適切な活用の推進」の現状ボーダーの表示について、現状の欄
に、地域福祉権利擁護事業の契約件数が掲載されているが、内容からすると成年後見制度
に関する相談件数が掲載されているが、成年後見制度に関する相談件数も載せた方が良い
と考えます。

ご意見を踏まえ、成年後見制度に関する相談
件数の方がより適切と考え、修正しました。

106
その他、ご意

見・ご質問など
町会の人から制度が変わることは聞いていますが説明不足、不安です。

本計画の改定について、平成30年5月に市民
説明会を開催する予定となっており、そこで
は市民の皆様に計画の具体的な内容とあわ
せ、制度についても周知を図ります。また、
高齢者福祉、介護保険に関する出前講座も引
き続き実施していきます。

107
その他、ご意

見・ご質問など

P6「中核市移行後にはじめて策定する計画・・・」について、「経験と新たな発想」を活
かした事業の拡大と言える計画に果たしてなっているのか？国の方向性に追従するのでは
なく、「中核市」ならではの他自治体には真似できない、「高齢者にやさしいこんな素敵
な“ビジョン”を掲げてやっていきます」というところが、あまり見当たらなかったよう
な気がします。

本計画においては、本市ならではの視点とし
て、多職種の連携や、市民力・地域力の強化
を掲げております。中核市としての介護サー
ビス事業者への指導など、事務権限のさらな
る活用を含め、地域包括ケアシステムのさら
なる強化に向け、広がりある事業展開を進め
ていきます。

108
その他、ご意

見・ご質問など

P57「９　高齢者ボランティア・ポイント制度」について、ホームページで初めて「夢
パック」なるものに交換できることを知りました。こんな「八王子らしさ」がたくさんち
りばめられると嬉しいです。

今後とも「高齢者ボランティア・ポイント制
度」の充実や、制度の周知を進めていきま
す。
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109
その他、ご意

見・ご質問など

地域包括ケアシステムの必要性・意義は理解できますが、定着にはいろいろ大変な点もあ
ると思います。今、自分で行動をおこせる年代からのケアが必要だと思います。高齢にな
り、なかなか新たな行動が難しい人に対してのケアの方法は個別の対応になるのではない
でしょうか、地域でケアをすること、やはり介護職などによる流れをつくるべきと考えま
す。地域包括ケアに参加する方法や、受けられる助けや自分たちが出来ることの活用方法
など、ケアが必要な人とのつながりをつくるためのプランも大切と考えられます。
計画の大切さと同様に手段もとても重要に思えるので、固定観念などにとらわれず、常に
柔軟に対応できるシステムの構築を期待しています。

ご意見を踏まえ、多職種の連携や、市民力・
地域力などの重点的な取組を中心に、地域包
括ケアシステムの更なる強化に向け、広がり
ある事業展開を進めていきます。

110
その他、ご意

見・ご質問など

第７期介護保険事業計画では「市民力・地域力」が柱となるようで、様々なデータを拝見
させていただきました。１つ疑問に感じたことは、八王子市全域での通所介護事業所が年
間でどのくらい建ち上がり、また、閉鎖をしているのかという点と在宅介護の利用をどれ
だけの方が希望しているのか知りたいです。

平成28年度における通所介護、介護予防通所
介護及び地域密着型通所介護の新規指定件数
は115件、廃止届出件数は24件です。新規指
定のうち、105件については、制度改正によ
り地域密着型通所介護へ新たに移行したもの
です。
また、在宅介護を希望する方について、平成
29年度に実施した高齢者意識調査では、
52.7％の方が「家族などの介護や介護保険
サービスを利用して、できる限り自宅で暮ら
したい」と回答しています。

111
その他、ご意

見・ご質問など

平成29年10月から暫定期間を経て総合事業訪問Ａサービスが本格的に実施になりまし
た。当事業所では今まで通りのヘルパーステーションで、よく知っているヘルパーさんに
来てもらいたいとの声が多く、訪問Ａサービスの届け出をし、実施していますが、新規依
頼に関しては、今現在いっぱいでなかなかお受けすることが出来ないのが現状です。八王
子市では、訪問Ａの届け出を出している事業所は約半数と聞きますが、届け出を出してい
るところ出していないところ、それぞれの事業所では混乱、困惑、不安を抱えながら運営
している状況にあると思います。これから第７期介護保険事業計画が進む中、訪問介護事
業所運営の安定を図るためにも、是非、八王子市主催で訪問介護事業所間での意見交換、
情報交換の場を作っていただきたいと思っています。

訪問型サービスAにつきましては、今後も継続
して生活支援ヘルパー研修を実施し、担い手
の育成を進めていきます。また、訪問介護事
業所間の意見交換の場についても、研修等今
後様々な形で設けられるよう検討していきま
す。



分野 概要
No.

ご意見の概要
市の考え方

112
その他、ご意

見・ご質問など

住み慣れた町、家、人間関係を維持すること。その人の生き様を持続する。人格と暮ら
し、環境を実現するためには専門的な支援、過不足のない強制ではない介護ができるか。
又、介護が必要になる前段階で健康作り（心身の）の実現、市民の自主的ネットワーク、
組織を推進したい。高齢者が孤立しない生活の実現、地域との早めの交流関わりをすす
め、実際の介護状態に突入しないような事前の仕組みを自治体と介護の専門家、市役所と
でオープンな関係で意見を出し合う、良い話し合い未来構築の場を持つ。自分が自分の暮
らす街をつくる参画するという積極的な姿勢を１人１人市民が持てるかどうかが町づくり
のカギな気がします。町づくりは自分たちの意見はどうせ入らないと思っている人たち
が、自分達で町づくりをする。意見を取り入れてもらえるという仕組みづくりがどうやっ
てできるか、大きなまちなのでアットホームな参画の仕方を考えたい。
あとは、一体化の取組、今ある建物、人材の活かし方の変換もしたら良いと思う。

市民委員に参画いただいている社会福祉審議
会高齢者福祉専門分科会での様々な審議のほ
か、介護の日イベントや地域包括ケアシンポ
ジウムの開催など、機会を捉えて市民の皆様
からのご意見をうかがっています。
引き続き、いただいた意見を参考に各種取組
に反映していきます。

113
その他、ご意

見・ご質問など
八王子版地域包括ケアシステム推進プランを見させていただき、地域の力を合わせ高齢者
の方でもできる事が生きがいになって欲しいと思います。

「市民力・地域力」のさらなる発揮と高齢者
の生きがいづくりの視点を持ちながら、計画
の運用を進めていきます。

114
その他、ご意

見・ご質問など
総合事業ケアマネガイドラインはあると思うのですが、サービス提供者責任者のガイドラ
インがあると良いと思いました。

例年、サービス提供責任者等、サービス現場
の中核を担う介護職員向けに研修を実施して
います。いただいたご意見も参考に、介護
サービス事業所向けの各種研修を拡充するな
ど、さらに支援を進めていきます。

115
その他、ご意

見・ご質問など
総合事業を実施している事業所同士の交流会など希望します。

ご意見については、今後の参考とさせていた
だきます。

116
その他、ご意

見・ご質問など

今後、独居、高齢、認知症の方が増えてきますが、その中には、介護保険制度を利用しな
がらも、子どもに絵本の読み聞かせなどのボランティア活動をしたいと話される方もい
らっしゃいます。そういう方々の力を発揮できるような場があるといいなと思っていま
す。

認知症の方が住み慣れた地域で、生きがいを
もって暮らしていけることはきわめて重要な
ことと考えます。いただいたご意見は、今
後、社会参加やボランティアに関する制度な
どを検討する際の参考とさせていただきま
す。
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117
その他、ご意

見・ご質問など

「３実態調査結果」はｎ566の回答者数の結果をどう見るかという点もありますが、高齢
者の生活実態を掴む有効な材料になります。特に気になる点が２点あります。①地域活動
やボランティア活動等への参加意向です。≪意向なし≫が70.3％には驚くところですが、
その背景・理由等が大変気になるところです。

参加しない理由について、高齢者意識調査で
調査しており、参加しない理由は、「興味が
ない」「ほかにやりたいことがある」などと
なっています。高齢者が参加しやすいような
取組を今後検討していきます。

118
その他、ご意

見・ご質問など

限られた財源・人材で高齢化社会を乗り切っていくため、公費を元にした介護保険事業だ
けでは不足すると長らく訴えられてきたが、なかなか地域資源や互助自助部分の啓発や開
発が具体化できてこなかった。7期の介護保険事業計画をみると、案が皆実現し円滑に利用
できれば素晴らしいと思う。
地域包括ケアシステムの一番素晴らしい点と今後に期待していきたい点は、今現在困難に
接している高齢者に接する多年齢層・多様な社会層の大勢の人々が、自分自身や家族の今
後について学習できる機会が持てることと思う。高齢になってからでは生きがいも健康も
対策は遅すぎる。

高齢者世代への周知ではなく、各種の事業を
通じて、多様な世代に向けて地域包括ケアシ
ステムの意義などの周知を進めていきます。

119
その他、ご意

見・ご質問など

ケアマネジャーの研修の企画実施、ケアマネガイドラインの作成、困りごとへの丁寧な対
応、また地域ケア会議の開催など、多くの支援応援をして下さいまして本当に感謝してお
ります。
八王子ビジョン2022、ふれあい支えあいのまち。私が住んでいる町でも防災訓練や炊き
出し訓練等を行った時は、老若男女50名以上集まり、講演して下さった消防署の方２名に
様々な質問をしては丁寧な返答をいただき、皆で安心感を持つことができました。
このような地域のコミュニティを、ひとり暮らしの高齢者、認知症の方への理解など、介
護に生かすことができるといいですねとの町会長からの話にみなさんうなづいておられま
した。サロンもこれから有効に利用していけるよう知恵を出し合い、声掛けしていきま
しょうと話し合いました。
現在、支援させて頂いている利用者様の中には、要介護２で負担２割から３割に変更の可
能性がある方がおられます。腰の痛みが強く、起き上がり立ち上がりが大変になり、横に
なった時も今利用している平らなベッドでは腰が痛くて眠れない為、背あげが出来る電動
ベッドの必要性が出てきています。３割負担になってしまうと負担が大きくなると、躊躇
しておられます。これからも、利用者様とよく話し合い、一緒に考え、丁寧に支援してい
けるよう努力したいと思っております。

制度改正後もケアマネジャーと連携し、適切
なサービス提供が行えるよう、支援体制をよ
り強固なものにしていきます。
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120
その他、ご意

見・ご質問など

第１章１－（５）中核市の権限をより活かした取組の推進、（３）に介護サービス事業所
との連携強化に「事業所が行う事務手続きに関して、窓口が身近になったことから、手続
に要する時間や労力が削減されました。」とありますが、以前に比べ手続きに時間がかか
るようになりました。何度も市役所に出向き手続きに要する時間、労力が倍増していま
す。今後の改正でケアマネジャーの義務が増え、さらに業務が増えることが予測されま
す。手続きに要する時間を削減できるようにご配慮ください。
また、介護認定更新時、認定未のため暫定の計画を作成し認定の切れる月内に担当者会議
を行い、認定結果確定後、再度訪問し手続きをするといったように認定結果が遅れること
により２度手間が発生しています。主治医意見書が遅れていることが一つ理由にあるかと
思いますが、意見書作成代を期日を過ぎたら減額するなど、期日内に提出いただけるよう
な策は八王子市独自で行うことは出来ないものでしょうか。情報開示手続に中２日かかる
ことも負担となっておりますので、早めていただくよう検討ください。

情報提供の受付・事務処理については、個人
情報のため厳格に確認を行っています。ご負
担をおかけしますが、ご理解ください。ま
た、主治医意見書の対価については都医師会
と都内区市町村等で協議し決定されていま
す。

121
その他、ご意

見・ご質問など

第３章⑤高齢者の安全安心を守る「59　成年後見制度の適切な活用の推進」について。認
知力判断力低下の高齢者が、財産管理ができない状況であり申し込みをしても、成年後見
や社会福祉協議会の金銭管理の手続きが進まず、数か月先になっている現状があります。
受け入れる枠を増やすなどして、迅速な対応をお願いします

成年後見制度の適切な活用を推進し、ニーズ
の把握と、社会福祉協議会の体制強化を検討
していきます。

122
その他、ご意

見・ご質問など

第２章　実態調査結果の「③緊急時に駆けつけてくれる方が市外といないが半数」につい
て、高齢者安心相談センターが地域の高齢者の状況把握と支援ができることが重要になっ
ています。各センターのバラつきがあり心配です。

民生委員・児童委員と協力し、毎年、ひとり
暮らし高齢者実態調査を実施し、調査結果は
高齢者あんしん相談センターとも共有してい
ます。
高齢者あんしん相談センターについては、事
業評価や運営指導により、各センターの適切
な運営に努めております。

123
その他、ご意

見・ご質問など

P.10「社会保障費の過剰な上昇を抑えるためにも、高齢者が健康で生きがいを持って暮ら
していける地域包括ケアシステムの強化が求められます。」のところは本末転倒だと思い
ます。高齢者が介護を必要とする状態にならないように、よりよく生活できるようなこと
を探求する中で、医療費や介護費用が少なくてすむようになると考えられるからです。

高齢者が健康で生きがいを持って暮らしてい
くことで、社会保障費の上昇を抑えることが
できると考えます。
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124
その他、ご意

見・ご質問など
P.47日常生活圏域は、「地域福祉計画（素案）」と記述と、「高齢者計画・第７期介護保
険事業計画（素案）」とは誤差があり、「地域福祉計画」のほうが正論と思います。

地域福祉計画の「福祉圏域」と本計画の「日
常生活圏域」は、考え方や範囲が多少異なっ
ており、すぐに同一にすることは難しいと考
えます。しかし、計画を運用する中では連
携・整合が図られるよう、各種の事業などを
進めていきます。

125
その他、ご意

見・ご質問など

P60「⑤高齢者の自立につながるまちづくり」の特定都市施設のバリアフリー化の届け出
制度の周知が進んでいるとありますが、不勉強な私は知りませんでした。
具体的な説明をいただきたいです。

具体的な説明については、別途個別に応じま
すのでお問い合わせください。

126
その他、ご意

見・ご質問など
地方分権として、八王子市の実態を踏まえて市民に計画の見込み等を示していただきたい
と思います。国からの指示を待たなければ、困る理由があるのですか。教えて下さい。

国の制度改正方針や介護報酬の改定は、本計
画における見込数値と関連するものであるた
め、一部の数値などは検討中とさせていただ
きました。ご理解ください。


