
令和2年度（2020年度）第3回　八王子市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会（書面開催）　委員からの意見と回答

№ 意見・質問等 回答 担当課

1
　外出自粛など人と人との交流機会が減る中で、地域では孤立や消費者被害の進行がより心配されます。地域の住民や医
療・介護事業者、そして、企業・NPOなど幅広い多職種連携による地域ネットワークを圏域ごとに一層充実していく取り組
みを加速していくことが求められていると考えます。

　地域ケア会議などで、多様な主体に参加いただき、地域でのネットワーク構築に努めています。また、生活支援コー
ディネーターの活動においても、地域の関係者のネットワークづくりを進めています。

高齢者福祉課

2

　地域での活動は中心的人物への負担が多いこと、広報や活動内容をうまくＰＲ出来ないこと等、私も活動を行っていま
すが、全くそのように思います。簡単に解決できる問題ではありませんが、地道な活動を続けるべきと思います。社協だ
よりなどでも紹介されていますが、市の広報などでも、もっと特集を組んで欲しいです。
　「地域ネットワークの充実」が取り上げられていますが、第８期の事業計画で大きく取り上げられており、期待してい
ます。

　令和2年（2020年）12月1日号広報「介護予防・生活支援特集号」の中で、地域の助け合い活動団体の紹介を行いまし
た。また、地域包括ケア情報サイトでも活動団体の紹介を行っています。今後も定期的に広報特集号などを作成し、周知
を図ってまいります。

高齢者福祉課

3
　新たな担い手基準や若い世代の互助意識の不足、地域への関心が薄いなど、今後も引き続き課題と思える。その対応に
ついては、現状の情報発信が不可欠。

　令和2年（2020年）12月1日号広報「介護予防・生活支援特集号」の中で、地域の助け合い活動団体の紹介を行うなど、
地域の活動状況についてお知らせしています。今後も定期的に広報特集号などを作成し、周知を図ってまいります。

高齢者福祉課

4

　生活支援協議体からの報告書につきまして、今後の「地域包括ケアシステム」の活動の中心となる運営体からは、先々
の活動が難しくなるような意見や感想が見受けられます。今後の活動に影響を及ぼしかねないと思われます。
　以前にもお話をさせていただいたかどうかはわかりませんが、運営体と市といろいろな福祉関係をつなぐような仕事を
設定し、市民の有志を募ったらいかがでしょうか。市民の有志、すなわちこの活動のキーパーソンになる方、各運営隊の
リーダーたちと調整しつつ活動を盛り上げていかれるような人材は、八王子の街には、多くおられると思います。そのよ
うな方々にお手伝いをしていただくわけにはいかないでしょうか。お仕事をお辞めになって、６０代後半の方々が数多
く、八王子市には、おいでです。活動的で、地域ともつながり、今後の地域包括ケアシステムに理解ある方が、おいでだ
と思います。また、有償でもよいのではないでしょうか。地域での共生や、互助の実現のために、お力のある方がおいで
だと思います。
　今年度から、地域包括支援センターの中に、今まで社会福祉協議会で担っていたコミュニティー担当者が入り、垣根を
超えた活動が始まろうとしております。その方々の活動を補佐し、地域での、社会資源をうまく活用できるマンパワーが
必要であると思います。そのような活動の担い手として、市民パワーで行えないかと思う次第です。

　令和3年度から生活支援コーディネーターを12名から21名に増員し、各高齢者あんしん相談センターに配置します。いた
だいたご意見については、今後の生活支援コーディネーターの業務の参考とさせていただきます。

高齢者福祉課

5

　担い手不足、若い世代の互助意識の不足、地域活動への関心の薄さは私も実感しています。50代以上は子育ても終わ
り、生活に少し余裕が出てきている年代だと思いますのでうまくそのパワーを活用できるようになればいいと思います。
きっかけが必要だと思います。
　PR活動も十分やっていらっしゃると思いますが地道に今後も継続していただきたいと思います。課題に対する今後の取
り組みで生活支援コーディネーターの充実とあります。地域に根差した生活支援コーディネーターの育成、充実に取り組
んで実施していただきたいと思います。

　ご意見ありがとうございます。今後も継続して地域活動への参加促進に関する取組を実施してまいります。 高齢者福祉課

報告（1）生活支援協議体から見えた課題について



№ 意見・質問等 回答 担当課

6

　COVID-19により今年度の介護サービス利用者は減少したようですが、一時的なもので増加傾向に変わりはないと思いま
す。また、ポストコロナにおいて、廃用性にて機能低下が考えられることからも今後の介護保険利用者の増加も考えられ
ます。
　現在、介護予防・日常生活支援総合事業を強化されており、自立支援、重度化防止に少しずつ結果が出てきて、要介護
者増加の抑制につながっているのではないかと思います。ただ、通所Cに関してはサービスが行き届いていない地域がある
ようですので、今後サービスの拡大を望みたいと思います。またアセッサーによる在宅訪問はタイムリーに必要なサービ
スへ繋げることに適した事業と感じており、さらなる事業強化と包括職員への周知が大切であると考えます。
　私が所属している法人におきまして、今年度、リハビリ職員の第1層生活支援コーディネーターを配置し、来年度、第2
層生活支援コーディネーター及び認知症地域支援推進委員にリハビリ職員を配置する予定で調整しております。リハビリ
職の強みを活かした地域支援を多職種連携のもと行っていけるように体制、研修制度の構築を行っていただけたらと考え
ます。
　今年度はCOVID-19の感染拡大防止により色々な事業が中止となったり、縮小したりだったと思います。そのような状況
のなか知識、情報等をインプットし、成長できた部分も十分にあったと思います。来年度はそれをアウトプットして新し
い繋がり方や予防・支援ができる地域づくりを推進していただければと思います。

　現在、地域リハビリテーション活動支援事業に関する業務委託を行っているリハビリテーション職種連絡協議会（通
称：コネクト八王子）などと連携し、高齢者あんしん相談センター職員やリハビリテーション専門職などを対象とした自
立支援・重度化防止に向けた研修等の実施について検討しています。
　通所Cの事業所増については、市に配置する「介護予防・フレイル予防推進員」を中心に、通所Cの理念を理解し、協力
いただける事業所を更に拡充してまいります。令和2年度は12箇所での実施でしたが、令和3年度からの第8期計画期間にお
いては20箇所（定員200名/月）での実施を予定しています。

高齢者福祉課
・

高齢者いきいき課

7
　生活支援協議体の課題の中で、活動資金に関して半数近くの団体が不足を感じているのに行政からの支援が必要との声
がないのはなぜでしょうか。

　団体に実施した調査において、担い手に関することや活動のＰＲなどが行政への支援を優先して求める声が多く、活動
資金に関する支援については優先度が低かったと分析しています。

高齢者福祉課

8
　若い世代の互助意識、地域活動の関心が薄いという結果がでています。学生の街である八王子であるだけに残念な結果
です。大学のみならず小中高や専門学校なども含め、福祉教育の推進にむけてさらなる工夫ができるように思います。

　今回実施した調査では、若い世代は50才台と定義して調査を行っています。市では　「お父さんお帰りなさいパー
ティー」などを実施するなど、地域活動への参加促進に関する取組を実施しています。また、小中学校での認知症サポー
ター養成講座の開催など福祉に関する教育を行うほか、大学コンソーシアム八王子で行っている「学生が八王子市長へ直
接提案！」において学生が市政に参加する機会を設けています。

高齢者福祉課

9 　地域ケア会議の開催数がセンターによって大きく異なっています。この点が気になります。
　地域ケア会議は地域の実情に応じて開催の可否について各センターで決定しています。今後も、地域での課題把握など
に応じて適宜開催について検討してまいります。

高齢者福祉課

10

　定例的な開催になってきているが、高齢者あんしん相談センターによってかなり開催頻度に差がある。圏域により事情
があると思われるので、一概に善し悪しの判断はできないがネックがあるとすれば、取り組みについて一考を要するので
はないか。
　なお、地域資源の問題もあると思われるが、さらなる町会・自治会などとの連携をとる必要があるのではないか。

　地域ケア会議は地域の実情に応じて開催の可否について各センターで決定しています。今後も、地域での課題把握など
に応じて適宜開催について検討してまいります。
　また、町会・自治会など地域の関係者の方には、議題に応じて出席等のご協力をいただいております。今後も、連携し
ながら地域の課題解決にご協力をお願いいたします。

高齢者福祉課

11
　各センター、地域ケア会議の回数の多さに驚きました。地域包括支援センターの方々の努力の現れだと評価します。今
後も地域住民の方たちの声を聞きながら、地域住民が主体的に地域の問題を解決できるように支援を行っていただきたい
と思います。

　今後も引き続き地域の方とともに、地域の課題解決に努めてまいります。 高齢者福祉課

12
　地域ケア会議の実施回数がセンター間で大きく異なります。各センターにおいて、会議の位置づけや実施方法、活用方
法が十分に理解されていない可能性があります。また、地域連絡に関する会議では、地域の多様な人も巻き込み、見える
化を図っていくことも必要だと思います。

　地域ケア会議は地域の実情に応じて開催の可否について各センターで決定しています。今後も、地域での課題把握など
に応じて適宜開催について検討してまいります。
　また、地域への見える化については、どのような手法がふさわしいのか、検討してまいります。

高齢者福祉課

報告（2）令和元年度地域ケア会議の開催状況について



№ 意見・質問等 回答 担当課

13
　計画の素案5頁の図表1-2において、社会福祉法第109条の規定に基づき、地域福祉を推進するための民間の活動や行動計
画として、社会福祉協議会が策定した「地域福祉活動計画」との連携を明示してほしい。

　図表1－2におきましては、市の他計画との連携に限り掲載しています。 高齢者いきいき課

14
　パブリックコメントで意見数が多いのは「地域ネットワークの充実」と「自立支援・重度化防止」です。市民の注目度
が高いことの裏づけと思われます。このような点でも、８期の内容は評価に値すると思います。

　「地域ネットワークの充実」と「自立支援・重度化防止」をはじめ、計画したことを的確に実行できるように推進体制
を整えてまいります。

高齢者いきいき課

15

　資料3-3　P33　地域ケア会議の位置づけで、民生委員と町会自治会が一緒の枠になっているのですが、活動が別々なの
で、分けたほうが良いと思います。民生委員は、社会福祉協議会の下で、毎年高齢者ひとり暮らし調査を行い、八王子市
の事業として入浴券の無料配布の協力を行っています。
　P59　在宅生活の支援に、民生委員児童委員を載せておけば、理解しやすいと思います。
　資料3-4　アンケート調査結果で、認知症に対しての支援が課題と思われますが、回答がない方々がどのような状態か、
確認が必要と思います。また、介護事業所アンケートの回答が出されていない事業所がかなりあり、驚きました。催促は
したのでしょうか。

　計画冊子（本冊）の図表3－3につきましては、ご意見のとおり、修正をさせて頂きます。
　アンケートは、個人が特定できないように調査を行っています。アンケートの回答の有無にかかわらず、状況把握や認
知症施策の推進について、努めてまいります。介護事業所アンケートにつきましては、催促は行っていません。なお、要
介護認定者調査や健康とくらしの調査については、催促を行っております。

高齢者いきいき課

16

　高齢化が問題になって久しいが、その割には市民の関心が薄いのではと思われる。だが、意見を見ると正鵠を射た意見
もあり、真摯に取り組む必要を感じた。
　なお、若い人の意見が少ないように思われる。現在、市長からの諮問を受けて、市民参加推進条例審議会で若い世代に
市民参加をしてもらうには、どのようなアプローチが必要かについて議論している。いずれにしても若い世代に向けた情
報発信が不可欠。

※アンケート調査報告書について
【要介護認定者調査】
・自宅からの移動で困難を感じているとの回答中、７０歳以上で圧倒的に医療機関の受診等が多くなっている。今後公共
交通機関（特にバス）の利便性の向上が望まれる。
・認知症の問題では、自宅などで介護保険サービスを受けたいとの希望が多いことを踏まえ今後益々、家族ケアが重要課
題となる。
・なお、認知症地域支援推進員を知らない割合が７１．７％と高いが周知が必要である。
【介護事業所調査】
・事業所調査では、訪問介護の割合が高いがこのことは、居宅介護を望んでいる人が多い結果だと思う。今後意を用いる
必要がある。
・なお、従業員の人材確保と定着率は不明であるが、定着率はよくウォッチしておく必要がある。
・事業所の採算性は、不分明であるが適切な採算性は、事業の存続に欠かせないため、そのことを念頭に置いておく必要
がある。
【在宅介護実態調査】
・介護者と本人との関係で、配偶者・子・子の配偶者が圧倒的に多数であり、そのことから配偶者では特に老老介護でも
あり、今後も従前以上にケアを必要とする。
※いずれにしても、コロナ禍の中、第８期の計画を進めていくうえで調査報告を絶えず念頭に推進することが肝要であ
る。

　ご意見のとおり、市広報特集号を組んだり、出前講座を行ったりし、学生の研修協力等を通して、若い世代へも興味を
持ってもらえるよう取り組んでまいります。
アンケート結果については、参考にさせていただき、施策等へ反映してまいります。

高齢者いきいき課

報告（3）高齢者計画・第8期介護保険事業計画策定におけるパブリックコメントの結果について



№ 意見・質問等 回答 担当課

17

　郵送でアンケートを行っていることを考えると、それぞれ回収率が高く、ある程度信頼できる結果が取れていてよかっ
たです。高齢になってもお元気に生活をするためには外出というのも良い刺激になり、大切なことかと思いますし、実際
に通院の必要などから外出が必要な方が多くいる中で、移動に困難を感じている方が多く、課題であると感じました。ア
ンケートには、出ておりませんが、要介護認定者が自ら車を運転しているということはほとんどないとは思いますが、高
齢者自らが車を運転し、大きな事故を起こす報道があとをたたない中、公共交通機関が充実していない地域も多く、その
ような地域での乗り合いタクシーなど移動手段を充実させていくことが必要であると感じました。

　移動支援につきましては、多様な主体の参画による生活支援体制の充実とあわせて推進していきたいと考えています。
交通部局・福祉部の垣根を越えて、移動に関する課題に取り組んでまいります。

高齢者いきいき課

18
　貴重な意見が多数寄せられたと思います。市民の方たちの意見を参考にして第8期の計画を立てていただきたいと思いま
す。

　ご意見のとおり、市民の皆様の意見を参考に計画策定を行ってまいります。 高齢者いきいき課

19

　介護保険の要である高齢者あんしん相談センターが21か所設置となったが、8期の基本理念である「いつまでも（望む生
活）を送ることができる生涯現役の町八王子」を構築するには不安がある。高齢者あんしん相談センター1施設あたりの対
象者平均は約7,000名であり、多少地域で差があるにしても膨大な人数である。アウトリーチがセンターの業務の割合とし
ては大きいが簡単に高齢者が歩いて行ける、また介護者が寄ることができるサテライトの設置の検討があればと考える。
　それから、地域密着型施設、各介護事業者の活用を明確にし、強化することが必要であると思う。
　これからは地域共生社会の実現が望まれる。制度、分野の枠や支える側、支えられる側という関係を越えて、人と人、
人と社会とのつながり、一人ひとりが望む生活を達成するよう助け合いながら暮らしていける町づくりを今から作ってい
くことが重要と思う。

　高齢者あんしん相談センターでは、市民からの希望に応じて訪問による相談対応を行っているほか、特に高齢者率が高
い4か所の集合住宅地には高齢者見守り相談窓口を設置しています。
　7期計画中では、高齢者あんしん相談センターを補完する役割として位置付けるシルバー見守り相談室の運営により、相
談機能の強化を図ってきました。8期計画では、複雑化・複合化した要因が含まれる相談が増加していることから、制度横
断的に対応するために多職種が連携し、課題解決を図る体制を強化し、機能強化や相談窓口の一元化が図れるよう公共施
設への移転も進めてまいります。なお、『八王子市地域づくり推進基本方針』で掲げる地域単位を中学校区域とする構想
との整合性等については、今後、検討してまいります。
　また、8期計画では、高齢者が住み慣れた地域でいつまでも「望む」生活を送ることができるように、限られた人的資源
を有効活用するとともに、在宅介護を支える地域密着型サービス（小規模多機能型居宅介護や認知症高齢者グループホー
ム等）の役割が重要であると考え、整備を重点的に進めます。特に小規模多機能型居宅介護は、通い・訪問・泊りとい
う、在宅高齢者を支える機能を活かしつつ、再自立の推進や地域コミュニティの中心的拠点としての役割を果たすことが
重要と考えます。このため、7期計画中に実施した補助の上乗せや独自報酬の内容を周知しつつ、効果を確認して必要に応
じ見直しを図ってまいります。
　地域共生社会の実現に向けては、ご意見のとおり、助け合いのまちづくりの視点は、重要であると考えます。「地域共
生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」が令和2年6月に公布されたことを受け、地域生活課題の解
決、地域の特性に応じた介護サービス提供体制の整備等の推進、介護人材確保及び業務効率化の取組の強化等を講じるこ
とに加え、高齢・障害・子ども等各分野の既存の相談支援等の取組を活かしつつ、複雑化・複合化した支援ニーズに対応
する包括的な支援体制を整備（重層的支援体制整備事業）を実施してまいります。

高齢者いきいき課
・高齢者福祉課
・福祉政策課

20

　第8期の計画に対するパブリックコメントが154件もあったのは（第7期の際のコメント数がわからないので正確なことは
わかりませんが）、市民の方の関心が高いのではと感じました。そんなコメントの中の「生涯現役」という言葉に対する
市側の訂正が、なにか言い訳じみているような感じを受けました。
　「定年後に働き続けるという意味ではなく」という文章を削除しても良いと思います。
　4年程前に八王子歯科医師会（八南歯科医師会　八王子支部）でオーラルフレイル及び認知症と歯科という2本立ての講
演会を八王子市の協力のもと開催しました。今回やっとオーラルフレイルに関するコラムが掲載されたことは、良かった
と思います。今後は、認知症と歯科に関して認知症が進行すると口腔への意識の低下と共に歯科治療が困難になるため、
早期のうちから歯科とのかかわりを持ち続けることの重要性が訴えられればと思います。

　ご意見のとおり、伝わりづらい部分があったため、「年齢を重ねても意欲を失わず、その人らしい活き活きとした生活
が送れることであり、何歳になっても一人ひとりは尊いという視点に立った考え方です。」と該当箇所を修正しました。
　オーラルフレイル対策につきましては、重要であると考え、掲載しています。引き続き、周知を図ってまいります。

高齢者いきいき課
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　介護保険給付額が３７４億円と高額な事、介護認定者が約２万９千人（要支援+要介護数）とすれば、認定者１人当たり
１３０万円になります。介護予防を徹底し、認定者を１人でも少なくする努力が必要です。
　介護サービスの提供時の事故について報告されていますが、介護保険課に問い合わせたところ、交通事故が５件との事
でした。利用者総数が６４万件にしては少ないようにも感じます。交通事故に限らず、活動全般についての安心・安全と
やさしさの徹底を図ることを期待します。

　高齢者計画・第8期介護保険事業計画の中でも、高齢者の自立支援・重度化防止につながる施策の実施に努めてまいりま
す。
　事故報告につきましては、毎年、事業所等に対する集団指導の中で、最近の特徴的な事例について説明し、防げる事故
を未然に防止できるよう注意喚起に努めています。今後も関係各課で情報共有するとともに、事故が多い事業所等につい
ては、指導権限のある関連所管と連携し、必要な指導を実施することで、介護サービス等において安心と安全等が保たれ
るよう努めてまいります。

介護保険課

22

　資料４ ４.保険給付の項に、「居宅療養管理指導」の利用者数が7,926人増とありますが、具体的なサービス提供職種の
内訳（栄養士、薬剤師など）を教えていただけますか。
　資料４　５.介護サービス提供時等の事故等報告状況について、報告件数増に対する要因分析はされていますが、事故そ
のものに対する改善策などは毎年提案などなされているのでしょうか。また、なされている場合には、その改善策の評価
はされているのでしょうか。

　説明資料の「居宅療養管理指導」の利用者数7,926人増の内訳については、毎月、東京都国民健康保険団体連合会から送
付される資料をもとに算出した数値となっており、具体的なサービス提供職種のデータはございません。そのため、参考
に市の介護保険システムから「居宅療養管理指導」の利用者数の内訳のデータを抽出したところ、下記のとおりとなって
います。

・平成30年度：医師30,484人、管理栄養士77人、歯科医師15,899人、歯科衛生士13,822人、薬剤師26,213人、計86,495人
・令和元年度：医師33,568人（3,084人増）、管理栄養士107人（30人増）、歯科医師17,452人（1,553人増）、歯科衛生士
15,171人（1,349人増）、薬剤師29,119人（2,906人増）、計95,417人（8,922人増）
※介護保険システムから抽出したデータにつきましては、一人が複数の事業所を利用している場合は、名寄せせずに複数
カウントとなりますので、当初資料と数値が異なります。

　事故報告に関しては、毎年、事業所等に対する集団指導の中で、最近の特徴的な事例について説明し、防げる事故を未
然に防止できるよう注意喚起に努めています。また、関係各課で情報共有するとともに、事故が多い施設等については、
指導権限のある関連所管と連携し、他の事業所等での改善例を提示する等、必要な指導を実施しています。改善策の評価
までは実施していませんが、今後とも事故の防止につながるような取組を継続していきたいと考えています。

介護保険課

23 　計画値に対し、給付の減少は効果的支出を行った結果と解釈しますが、それ以外に減少の要因がありますか。
　計画値に対し、給付の実績値が減少している要因の一つとして、介護予防や給付の適正化等の取組の効果が少しずつ出
ていることが考えられます。保険給付費全体としては、98.3％の執行率となっていますので、ほぼ、計画通りに執行でき
たものと考えています。

介護保険課

24
　介護サービス提供時の事故報告について、介護老人福祉施設の件数が経年的に増えているのはなぜでしょうか。また発
生原因では、誤薬が多いのが気になります。理由を解明し、必要な支援を考えていく必要があります。

　介護老人福祉施設の事故報告件数が増えているのは、施設の利用者数が増加していることのほか、事業所等に対する集
団指導の中で、事故報告の提出を徹底していることが要因の一部として考えられます。
　また、介護老人福祉施設からの事故報告については、「誤与薬」が75件から113件へ38件増加しているほか、「骨折・打
撲等」が189件から229件へ40件増加、合計でも335件から409件へ74件増加しています。このことは、市としても重く受け
止めており、今後とも事故の発生原因について分析し、集団指導の中で、最近の特徴的な事例について説明し、防げる事
故を未然に防止できるよう注意喚起に努めてまいります。また、関係各課で情報共有するとともに、事故が多い施設等に
ついては、指導権限のある関連所管と連携し、必要な指導を実施してまいります。

介護保険課

報告（4）令和元年度介護保険事業報告
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25
　資料５　４（１）調整済み認定率について、在宅サービスの受給率が低い要因は、要支援１～２認定者が保険外サービ
スを利用しているためと考察がありますが、資料５－２では、要支援１～要介護２までがまとまっているため、詳細がわ
かりません。実際に要支援１～２の認定者のサービス受給率の他市との比較データなどはあるのでしょうか。

　地域包括ケア「見える化」システムで抽出した在宅サービスの受給率は下記のとおりとなっています。

・要支援1　全国0.7％　都0.6％　八王子市0.6％　町田市0.6％　多摩市0.6％
・要支援2　全国1.2％　都1.0％　八王子市0.7％　町田市0.7％　多摩市0.8％
※令和元年度実績

　受給率は、サービス受給者を第1号被保険者数で除した割合となっています。在宅サービスの受給率が低いことについて
は、いろいろな要因があると考えられますので、第8期計画の中でも引き続き分析を続ける必要があると考えています。

介護保険課

26
　八王子市は、東京都や他市（町田市、多摩市）の平均値に比較して、各数値は総じて上位であり今後も更に成果が上が
るようにできればと思う。

　高齢者計画・第8期介護保険事業計画の中でも、必要な施策を実施し、自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化
に努めてまいります。

介護保険課

27 　数値で表すと見える化しやすいのだと思いますが、市民には分かりづらいと思います。今後も成果を期待しています。

28 　地域包括ケアの「見える化」を評価いたします。さらにこれを市民からも「見える」ように工夫してください。

29
　地域包括支援センター受託法人の公募について、決定して良かったです。また、開設場所が元八王子地域事務所とのこ
と、利便性がとても良いのですが、エレベーターが無いので1階に開設して欲しいです。できれば、公共の場所には、高齢
者や障がい者が気軽に会議室や図書室に行けるよう、エレベーターが欲しいです。

　高齢者あんしん相談センター元八王子は、元八王子事務所の1階に設置予定です。公共施設のエレベーター設置について
はご要望として承ります。

高齢者福祉課

30
　基準の緩和や地域資源と連携密着等、居宅介護看護そして施設などを重点に改正されているので、このことを踏まえた市の
改正は当然と思う。

　ご指摘のとおり、適正に条例を改正します。 高齢者いきいき課

31
　原則異論はありませんが、専門分科会の委員の定数で学識経験者が１人となっていますが、私の記憶では、２人だった
ように思いますが、記憶違いですか。

　本分科会は平成27年４月より第１期委員が就任され、現在第２期となっておりますが、第１期当初の要綱より「学識経
験を有する者」は１名となっております。

高齢者いきいき課

32
　新たな市民委員の方には、事前に簡単な社会福祉審議会の流れのレクチャーがあると会議の流れが理解できて、市民委
員としての、貴重な意見をお出しいただくことができるのではないかと思っております。

　新たに就任される市民委員の方が円滑に審議に参加できるよう、本市の計画・方向性やこれまでの議論の経過を丁寧に
説明します。

高齢者いきいき課

33 　今回の会議について、オンライン会議でもよかったかもしれません。
　今後の会議実施については、出席委員の通信環境や当日の議題、会議の公開性など諸条件を踏まえ、オンライン実施も
検討いたします。

高齢者いきいき課

その他

報告（5）地域包括ケア「見える化」システムを活用した地域の介護保険事業の分析について

報告（6）令和２年度第３回八王子市高齢者施設整備審査部会の結果について

報告（10）八王子市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会等の要綱改正と市民委員の選考について

報告（9）介護サービス事業に係る基準条例の改正について

　今後とも、地域包括ケア「見える化」システム等を活用しつつ、市民に分かりやすく伝える努力を継続するとともに、
必要な施策を実施し、自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化に努めてまいります。

介護保険課


