
項番 分類
第３回策定委員会

委員発言要旨
計画案への対応状況または対応等の意図

該当
頁等

1 事業の目標

地域包括ケア推進の目標値としては、スト
ラクチャー的指標よりもアウトカム的指標
が良い。

目標値は、市民の皆様の誰もがわかりやすく、また、シンプルなもので進めたいと考えていま
す。

P25

2

地縁組織を拡大に関して、重点事項に記載
されている目標値が、事業所と団体が同じ
になっているので、別々に書くべきであ
る。

3
通所型Ｂは要になるところなので、数値目
標を具体的に書いたほうが良い。

4 事業の目標

包括支援センター機能強化の目標値につい
て、健康寿命は相応しくないので、見直し
て欲しい。

重点目標の４は、包括支援センターの強化は勿論のこと、南砺市地域包括ケアセンターを核とし
た連携体制の構築を通して、行政組織だけではなく、地域や各種団体等を連携体制を図り、地域
マネージメント力の向上を図るものです。その結果として、健康寿命の延伸を目標とすること
は、理解しやすいものと考えています。

P26

5 施策体系
重点事項と基本方針の繋がりがずれてい
る。

重点事項は、複数の基本方針にまたがっていることから、繋がりがずれているようにも思われま
すが、これは、最初に重要な事項を明示したいとの考えによるものです。

P27

記述の変更
圏域の設定について、『設定』ではなく 改定したのは第７期でなく、前回の第６期において５圏域体制としましたので、（２）本市における日常生活 P35

第７期南砺市高齢者保健福祉計画第３回策定委員会における意見への対応

平成30年2月13日現在

第Ⅲ章 重点事項の『高齢者の社会参加の促進と地域での支えあいの強化』において、目標値を
『H29　7箇所→H32　40箇所』と記載していたが、『Ａ型　2箇所→3箇所、Ｂ型　2箇所→8箇所、
週1サロン9箇所→31箇所』と分けて記載。
＊合計数については改めて精査のうえ、変更して記載。

P26

事業の目標

資料２

6 記述の変更
圏域の設定について、『設定』ではなく
『改定』が適している。

改定したのは第７期でなく、前回の第６期において５圏域体制としましたので、（２）本市における日常生活
圏域の設定を削除し、（１）基本的な考え方にあわせて記載。

P35

7 記述の変更

夜間対応型訪問介護の事業所は市内に無い
が、『市内における実績はなく』との標記
は違和感がある。

第Ⅳ章 実施計画の『居宅・地域密着型サービス』について、『市内における施設及び実績はな
く』に修正して記載。

P39

8 事業の目標
定期巡回サービス量の見積は過大である。 第Ⅳ章 実施計画の『定期巡回・随時対応型訪問介護看護』において、目標値を再度精査し、下方

修正を行い記載。
P40

9 事業の目標 訪問入浴の目標量は適切ではない。 第Ⅳ章 実施計画の『訪問入浴介護』において、目標値を再度精査し、下方修正を行い記載。 P41

10 事業の目標

ショートステイの確保は必要不可欠。短期
入所療養介護では、介護医療院でのショー
トを見込んだ目標値とするべき。

国の制度改正等に伴う介護医療院でのショートステイは、現在のところ国からの正式な案内がな
いため、介護保険計画を策定する砺波地方介護保険組合においても、考慮されていません。
なお、再検討した結果、制度改正による影響は小さく、組合計画の見込値のうち南砺市分を最大
限に見込んで修正。

P47
P48

11

地域づくりには地域マネジメントが必要で
あり、市と保険者の主体的取り組みが必
要。

12

地域に支援センターのサテライト、小型版
みたいなものを作ったほうが良いのではな
いか、地域包括支援センターの機能の充実
を図るべきではないか。

P26
P58

第Ⅲ章 施策体系の『重点事項』において、『地域包括ケアセンターを核とした地域のマネジメン
ト力の向上に取り組む』旨を記載したほか、第Ⅳ章 実施計画の『地域包括支援センターの機能強
化』において、『自治振興会や社会福祉協議会、民生委員・児童委員、医師会、介護サービス事
業所などの連携体制を構築し、地域包括ケアセンターを核とした地域マネージメント力の向上』
『地域の実態把握と課題分析を通じて設定された地域の目標を達成するための地域マネジメント
業務を含めた地域包括ケアシステムの中心的な役割を担う』旨、及び『市内に８箇所ある在宅介
護支援センターとの連携を強化し、高齢者の相談体制の機能充実を図り、利便性の向上を目指
す』旨、さらに『新たなサテライトの設置の実現に向けた検討を進める』旨を記載。

地域包括支援
センター
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13

食生活改善推進員の養成では、隔年実施と
記載するのは、養成に対する考え方が弱
まっているので、改めて欲しい。

14
食生活推進協議会の今後の方針に関して、
書きぶりが弱い。

15 その他

家族介護の慰労金について、制度が厳しす
ぎる。要件を下げるなど考えてはどうか。

国の助成制度であるため、要件の緩和は難しい。
第Ⅳ章 実施計画の『家族介護慰労金の支給』において、『該当者の有無等を詳細に調査したうえ
で、事業の継続を検討していく』旨を記載。

P100

16
地区社協の活動というものを強調した形
で、書きぶりを変えた方が良い。

17
地区社協がどういった役割かということ書
くべきである。

18

社協で策定している活動計画とも関連を持
ちながら、記述について充実させて欲し
い。

P106

P85

第Ⅳ章 実施計画の『地域関係団体との連携』において、『地区社会福祉協議会を通じての、民生
委員・児童委員、ボランティア、自治振興会等の地域の皆さんの情報やケアネット活動』を行っ
ている旨を記載し、地区社会福祉協議会の活動を明記したほか、『地域共生社会づくりの中心的
な役割を担う団体』である旨を追加して記載。社会福祉

協議会

第Ⅳ章 実施計画の『地域の健康づくり推進(健康づくリボランティアの養成と育成)』において、
健康づくりボランティア養成講座の『隔年実施』を削除し、今後も養成を進めていく旨を記載。

健康づくり

い。

19 関連団体一般
各種団体の記載が、紹介にとどまっている
ようで、書きぶりが弱い。

第Ⅳ章 実施計画の『地域関係団体との連携』において、各種団体の活動内容について追加して記
載。

P106
P107

20
小規模

多機能自治

自治振興会に関する記述で、「小規模多機
能自治が取り入れられたあと」、うまく機
能するように指導やサポートするというよ
うな記述の方が良い。

第Ⅳ章 実施計画の『地域関係団体との連携』における自治振興会の記載について、『地域の取組
みが円滑に機能するよう市としても支援する』旨を追加して記載。

P107

21 その他

病院と施設等の連携強化も追加してはどう
か。

第Ⅲ章 第２重点事項の１に記載があるように、第Ⅳ章 実施計画の『在宅医療・介護連携体制の
推進』において、『医療と介護並びに病院と施設等の連携の仕組みを推進』する旨を追加して記
載。

P108

22

介護サービスを提供する体制とサービスに
対する要望のギャップを盛り込み、市全体
の問題である、持つべき課題であると記載
して欲しい。

23

初任者研修の費用補助だけではなく、雇用
型訓練に対する賃金負担制度を創設するな
ど新規就労者確保のための強力な市の取り
組みを求める。

24
介護離職
防止・
人材確保

介護離職の防止に向けた取り組みについ
て、記載が乏しい。

介護離職の防止対策は、国の制度や法律による企業での対応によるところが大きいが、『介護の
環境整備、健康寿命の延伸による介護負担の軽減、地域共生社会の実現などを推進し、家族の柔
軟な働き方を可能とする介護サービスの確保、働く家族等に対する相談・支援の充実を図る』の
旨を記載することで取り組みを推進したいと考えています。

P109

P28
P108

第Ⅲ章 第３基本方針の『４地域での支え合い体制の推進』において、『地期包括ケアシステムの
確立には、介護人材不足に対応するため、人材の確保と育成が喫緊の課題』の旨、及び第Ⅳ章 実
施計画の『介護人材の確保・育成』において、『深刻な課題として捉えている』旨を記載したほ
か、『介護人材の不足は、個々のサービス事業所だけの課題でなく、全体で課題を共有し、解決
をめざすことも重要であることから、介護人材の確保と定着等を目的とした新たな事業の検討を
進めたいと考えている。さらに介護福祉士等の専門職は身体介護を中心に担い、生活援助につい
ては、新研修制度を創設して質を担保し、人材確保の裾野を拡大するという国の方針を注視しな
がら』の旨を記載。

介護離職
防止・
人材確保
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資料２

25

介護離職の防止について、介護する側のほ
うから考えるべきで、介護をしている現状
など含めて記載して欲しい。

26
日本福祉大学の持っているデータ等を参考
にして記載して欲しい。

27
生きがいづくり
生涯学習

生涯学習については、これだけの記述では
書きぶりが弱い。

第Ⅳ章 実施計画の『生涯学習の推進』において、市総合計画等に基づき『公民館職員の資質向上
等による公民館活動の充実』、『市民が自主的に企画・運営する講座・サークル等の学習活動の
育成』、『市民の学習意欲や満足度を高めるとともに、自ら学ぶ機会と意識のさらなる醸成に努
める』旨を追加して記載。

P113

28 事業の目標

制度の改正などで急激に数が減るところな
どは説明を加えるなどした方が良い。

今回、修正した目標値も併せ、資料３「第７期計画における南砺市の介護サービスの目標値につ
いて」において、補足説明を追加して記載。
なお、本文は、基本記載【見える化システムによる組合の見込値を南砺市分（認定者や施設定員
などの実績）で勘案した目標値】以外の項目のみ記載。

資料3

29
通所介護は人材確保の面から将来的には縮
小も必要ではないか。

介護人材の不足は深刻な課題ですが、在宅支援での通所介護は重要なサービスだと認識していま
す。将来的には、要介護者の増減及びニーズ量等を踏まえた検討が必要と考えています。

P45
(参考)

P109第Ⅳ章 実施計画の『介護体制の整備』において、『介護者への支援』に関する項目を追加し、介
護者の置かれている現状について記載したほか、日本福祉大学の湯浅教授の書籍・データ等を参
考とした支援策についてもあわせて記載。介護離職

防止・
人材確保

30

短期入所の増加を見込むことは難しいと思
う。

受入れ施設や介護人材の不足等は深刻な課題ですが、在宅支援での短期入所は重要なサービスだ
と認識しています。将来的には施設の収容能力やニーズ量等を踏まえた検討が必要と考えていま
す。

P47
P48
(参考)

31

住宅改修は業者により大きく金額が異な
る。保険者として標準的な金額の指導が必
要である。

住宅改修事業は、社会保障審議会介護保険部門において、介護保険制度の見直しに関する意見に
より、住宅改修の内容や価格を、保険者が適切に把握・確認できるようにするとともに、利用者
の適切な選択に資するため、①事前申請時に利用者が保険者に提出する見積書類の様式（改修内
容、材料、施行費等の内訳が明確にはあくできるもの）を国が示す。②複数の住宅改修事業者か
ら見積もりをとるよう、ケアマネジャーが利用者に対し説明する。　とする見直しの方向で進め
られています。

P53
(参考)

32

在宅介護を推進するために、身近な相談窓
口（サテライト等）、地域密着ヘルパーの
養成、などを検討してはどうか。

NO,11、12と同様。 P26
P58
(参考)

ご意見
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