
老人福祉計画及び第８期介護保険事業計画素案へのご意見について

資料2－①

介護保険等運協議会
令和２年11月6日開催
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第２章

番号 頁 項目 ご意見・ご提案 ご意見に対する市としての対応と考え方

1 P30 4(1)
全国比や長野県全体と、安曇野市のサービス量をデータで比較して必要性が説
明されており、説得力があった。

第８期計画においても、引き続き、国の見える化システムを活用し、地域間比較
をして、計画の進捗管理をしていきます。

2 P35 2

「低所得者の高齢者の為には、特別養護老人ホームの確保が必要となりま
す。」と文中にある。今後、低所得の要介護者の受け皿として特養を捉えていく
ことは、その必要性を承知しつつも、その結果、中・高所得層が実質的には入所
できなくなっていく可能性もあるように思え、公平性の観点から不安も感じる。

特別養護老人ホームの入所にあたっては、長野県において「長野県指定介護老
人福祉施設入所ガイドライン」を作成し、各施設では、この指針の趣旨に沿っ
て、入退所の決定を行っています。また、県条例では、特別養護老人ホームへ
の入所について、介護の必要の程度、家族等の状況を勘案して、サービスを受
ける必要性が高いと認められる方を優先的に入所させるよう努めなければなら
ないと定めています。各施設における入所判定会議により、所得の多寡に関わ
らず、入所の可否が決定されています。なお、特別養護老人ホームでは、低所
得者の高齢者のためには、食費や居住費の負担軽減措置があります。
【本文に負担軽減措置についての記載を追記します】
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第４章

番号 頁 項目 ご意見・ご提案 ご意見に対する市としての対応と考え方

1 P46 ① 高齢者外出支援事業について、都会と違い交通網がなく、特に支援が必要。

高齢者外出支援事業は、在宅で生活している65歳以上の高齢者で要介護３以
上の方もしくは、車いす・ストレッチャーを移動手段としている高齢者及び身障手
帳1・2級の方に、500円のタクシー利用券を年間最大30枚支給もしくは、福祉タ
クシー料金の半額補助１か月限度額5,000円の補助を行っています。身体機能
にハンディがある方への事業であり、引き続き実施していきます。

2 P46 ①

高齢者外出支援事業について、以前、高齢夫婦のみの世帯で、夫を介護されて
いた妻から聞いた話として、長く在宅介護をされていたが、その後、夫は特養へ
入所された。そのため、タクシー券の交付はなくなったが、妻から「施設までの
距離があるので、タクシーを使って面会へ行っていた。何回も行っていたのでタ
クシー券が使えればよかった。」と話があった。タクシー券は在宅の方に利用が
限られているが、移動の問題を抱える一部の施設入所者の家族も、対象者とす
ることを検討したらどうか。

高齢者外出支援事業は、ハンディがある在宅の方への事業です。なお、家族が
施設への面会の際には利用できないため、あづみん等をご利用いただいていま
す。

3 P46 ①
配食サービス事業や緊急通報体制整備事業において、実際に安否確認の案件
や緊急連絡があったかどうか、市の方で把握していることはあるか。

配食サービス事業では、本人が不在の場合、配達員から連絡が入ります。入院
やショートスティ等のため不在の場合が多いのですが、年２、３回程度ですが、
実際に具合が悪く、医療機関の受診に至った方もいます。また、緊急通報体制
整備事業では、３か月に１度程度、委託先の警備会社に連絡が入り、救急車の
手配を行っています。

4 P47 ②
介護者支援サービスについて、家庭介護者慰労金支援事業の支給増額の検討
を希望する。

5 P47 ③
高齢者の住環境の整備について、住宅環境整備をした方は、改修した家に何
年くらい居住されているのか検証しているか。

市では、県事業に準ずる形で高齢者にやさしい住宅改良促進事業を実施してい
ます。事業実施後、改修した家の居住期間の検証は行っていません。
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第５章 

番号 頁 項目 ご意見・ご提案 ご意見に対する市としての対応と考え方

1 P52 (4)

(4)「現状と課題」において、課題が明確に示されていないように見える。実務者
間においては、利用促進法の施行以降も「かけはし」や「第３者専門職」におけ
る、受任者の不足が課題と感じているが、これについての解決策の検討につい
て触れられると良い。

現在第三者後見について、専門職の受任が難しいケースは成年後見支援セン
ターかけはしの委員会にて、法人後見を含め検討しています。中核機関が設置
されれば、進行管理機能の「適切な後見人候補者推薦のための検討」において
既出の委員会より多くの成年後見人等を受任している職能団体が構成メンバー
となります。適切な候補者を推薦することや市民後見人の養成をすることで、受
任者の確保に努めます。

2 P52 (5)
地域連携ネットワークの構築（協議会の設置・中核機関の運営）について、施策
の方向性はいいが、もう少し下におろした地域活動、拠点の運営ネットワークが
必要。

中核機関の運営については、市も役割を担います。市においては、市内の成年
後見制度が必要な方は、ケース検討会にて協議し、その方を支援するチームと
連携します。
【本文に地域連携ネットワークのイメージ図を追記します。】
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第６章

番号 頁 項目 ご意見・ご提案 ご意見に対する市としての対応と考え方

1 P57 （２）①

総合事業における在宅訪問サービス等において、買い物等で外出の場合には
買い物利用時の車両代、利用単位を上げる検討をしてほしい。５域圏で考えれ
ば問題はおきないが、安曇野市なので、地域によっては商店が遠く、ガソリンや
時間が別途かかるケースが増えている。市が加算として算定するなど、要綱を
改正して、いい方法を検討してほしい。

ご意見をいただいた買い物等利用時の車両代等の加算については、加算に係
る要綱改正は考えておりません。なお、通常の実施地域を越えての買い物等を
支援する場合は、契約書又は重要事項説明書において、利用者負担として、実
費を徴収することは可能であると考えます。事業が安定して継続できるよう、
サービスを提供いただく事業所との意見交換等を実施してまいります。

2 P57 （２）①

通所サービスA・Cについて、送迎に係る経費の利用単位をあげるか、車両代を
検討してほしい。遠方からの希望者が多く、経費を加算にするか、実費にするな
どの改正を考えたらどうか。事業が安定して継続できるように制度の見直しをし
てほしい。

通所サービスＡの送迎については、通常の実施地域を越える場合は、契約書又
は重要事項説明書において、利用者負担として、実費を徴収することは可能で
あると考えます。事業が安定して継続できるよう、サービスを提供いただく事業
所との意見交換等を実施してまいります。
通所サービスCの送迎については、これまで５キロ圏内の送迎ですが、令和３年
度より委託契約の中で、送迎の範囲、単価について協議を予定しています。

3 P57 （２）③

介護給付費のうち、居宅サービスについて、令和元年度の実績報告では、「平
成29年度から介護予防・日常生活支援総合事業が開始された事に伴い17％ほ
どの減少がみられます」とあるように、この総合事業により、高齢者が自立して
元気に暮らす姿が見えてきている。そこで、市の独自事業である総合事業利用
者の拡がることは、介護給付費を抑える事が出来ると思うと同時に、それを実施
する事業者の拡大も重要だと思う。

通所介護事業所および地域密着型介護事業所を含め、概ね９割の事業所が通
所相当サービス（総合事業）に取組んでいます。事業所の意向もありますが、指
定時等には、総合事業にも取組んでもらえるよう働きかけをしていきます。

4 P60 (3)
フレイル対策の推進の中で、高齢者の通いの場への参加率について、基準値
が低くないか。今、高齢者に参加を強く求められる。
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第６章

番号 頁 項目 ご意見・ご提案 ご意見に対する市としての対応と考え方

5 P64 （２）②
②イ「ICTを活用した捜索システムの実用化」とは具体的にはどのようなことか。
認知症の方に何かICタグのようなものを持ってもらうということか。

QRコードのついたステッカー等を作成、配布し、携帯電話等で読み込むと関係
機関の連絡先とつながるような仕組み等を考えています。
【本文の記載内容を修正します】

6 P64 （２）①
認知症サポーター養成講座について、地区ごとでの養成人数を把握している
か。

開催団体の地域ごとの人数として把握しています。（市内在住者及び市内勤務
者が受講者の要件のため、職域の従業員の住所地について詳細な把握はして
いない）

7 P64 （２）①
認知症サポーターは、地域での活動が見えてこないが、ステップアップ講座など
から、地域での活動を増やしてほしい。

地域での見守り活動に個人で取り組んでいたり、職域で受講の団体には「安曇
野市地域見守り活動に関する連携協定」を締結して見守りに協力してもらってい
ます。第８期介護保険事業計画では、、認知症の本人やその家族、オレンジカ
フェをつなぐ役割を担ってもらえるよう認知症サポーター養成講座修了者を対象
としたステップアップ講座の開催を予定しています。

8 P64 （２）③ 認知症地域支援推進員の活動が具体的に見えてこないので、PRをしてほしい。

認知症地域支援推進員について、出前講座、認知症サポーター養成講座、各
地域包括支援センターで紹介しています。オレンジカフェの活動支援等も行って
いるので、オレンジカフェでも㏚に協力要請を検討します。また、認知症地域支
援推進員においても、積極的に認知症施策に関与するよう、連携を図り様々な
施策を検討していきます。

9 P65 （２）③ 認知症カフェの取組がひろがることを期待したい。

認知症カフェ（オレンジカフェ）は８か所が活動中です。現在は認知症の方やそ
の家族の相談や支援の場が主となっていますが、認知症地域支援推進員とも
連携し、ステップアップ講座の開催やチームオレンジの構築が進むような取り組
みを検討します。
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第６章

番号 頁 項目 ご意見・ご提案 ご意見に対する市としての対応と考え方

10 P65 （２）③

認知症カフェが、日常生活圏域毎に設置されたことは評価されるとともに、安曇
野市の認知症支援において大きな底上げになると考える。しかし、今後の課題
として認知症カフェ運営を持続させていく仕組みづくりと「設置」だけがゴールで
なく、むしろこれからそれぞれの認知症カフェがどのように機能し、認知症の人
が地域で暮らしていく為の認知症カフェの価値を見出していくかは、第８期計画
においても重要なポイントとなると思う。（行政と認知症カフェみんなで検討して
いく事が望まれる）

認知症地域支援推進員の活動の一環として、カフェとの連携を深め、ステップ
アップ講座や本人ミーティング等を含めたカフェの活動について、行政と認知症
カフェで意見交換を行い、検討していきます。

11 P65 （２）⑤

認知症初期集中支援チームの運営・活用の推進について、令和元年度の支援
ケースは13件とある。認知症の方は安曇野市全体でも増えており、支援が必要
な方はもっといるように思う。支援チームを有効に利用し、困っている方々をもっ
と救い上げられたらと思う。

国立長寿医療研究センターの調査によると、認知症初期集中支援チームにお
ける支援ケースは、平均17.5人/年（「10人以下」438 チーム、「11～20人以下」
174 チーム（n＝786））となり、また困難事例の有無、チームの設置個所等により
ばらつきがあることが明らかになっています。
市においては、相談会を開催し、チームケースの前段階として支援者等からつ
なげる仕組みを構築しました。各地域包括支援センター、民生児童委員、ケアマ
ネ研修等で認知症初期集中支援チームの活動や相談会の案内をするととも
に、初期集中支援チームとして適切なケースを取り扱うことができるよう、周知
の方法及び対象とするケースの検討をします。

国立長寿医療研究センター「認知症初期集中支援チーム設置後の効果に関す
る研究事業」（令和２年３月）

12 P67 (1)
「現状と課題」において、生活支援コーディネーターの認知度はまだ低い状況と
は、どのような指標や調査による課題なのか、この仮説が当てはまるとするなら
ばそれらを解決する手法の検討は必要ないか。

市で実施した平成30年度まちづくり推進会議において、生活支援コーディネー
ターの認知度が低いことが課題とされたことから、とくに区長との連携を深める
ために、区長会での研修会を行うなどの取組をしています。また、民生児童委
員、介護事業者などの研修会などにおいても生活支援コーディネーターの周知
を進めています。さらに、令和２年度からは生活支援コーディネーターを知って
いただくために、地域ごとでの「生活支援体制整備事業広報誌」の発行をはじめ
ました。これらの取組は、第８期介護保険事業計画でも取組をすすめ、具体的な
内容は、業務委託仕様書の中で検討していきます。
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第６章

番号 頁 項目 ご意見・ご提案 ご意見に対する市としての対応と考え方

13 P67 (1)

平成30年1月22日厚労省発「生活支援体制整備事業と地域ケア会議に求めら
れている機能と役割について」の中に、「第８期の策定を行う際には、（生活支援
コーディネーター・協議体の）取組の成果を踏まえて、計画に盛り込む必要があ
るサービスを計画上で明確化する事」となっている。第８期計画策定の過程で、
この検討がなされたか。

第８期介護保険事業計画策定に向けては、毎月実施している生活支援コーディ
ネーターの打ち合わせ会議の中で、現状の評価をした上で、必要な施策を盛り
込んでいます。第８期における具体的な内容は、実施した事業を評価しながら
検討していきます。

※平成30年1月22日厚労省発「生活支援体制整備事業と地域ケア会議に求め
られている機能と役割について」第131回市町村セミナー資料

14 P67 (2)
厚労省同資料において、「協議体と地域ケア会議の関係性」について、それぞ
れの役割において、地域支援の開発や強化について連携の求めがある。これら
についての記載が不足しているように思う。

第５節（２）施策の方向性、「医療・介護・福祉・地域などの関係者及び協議体と
の連携を推進し、」の中に、生活支援コーディネーターが含まれています。現状
として、地域ケア会議には、必要に応じて、生活支援コーディネーターが参加し
ていますが、今後さらに情報やネットワークの共有、協働での資源の充実に取り
組めるように進めていきます。
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第７章

番号 頁 項目 ご意見・ご提案 ご意見に対する市としての対応と考え方

1 P77 (2)
包括への相談件数の増加が見込まれるとあるが、今後相談体制の強化の為に
今の３事業所以外に業務を委託するなどして、強化していく計画・必要性はない
か。

第８期中にセンターの設置数・人員体制の強化について検討していきます。

2 P78 (2)
「介護人材の確保」は安曇野市においても喫緊の課題である。ある程度国や県
に任せなくてはならない部分もあるが、安曇野市としての介護職の魅力発信や
現職支援は。安曇野市独自で計画できるものはないか。

介護人材を確保する上では、現場の意向を踏まえることが重要です。市では、
介護人材の確保として、集団指導での研修や担い手のすそ野の拡大のための
サービスＡ研修の開催などの取組を実施しています。また新たな介護人材を確
保する上では、介護職の魅力発信等も必要なため、長野県と連携しながら取り
組みます。

3 P78 (2)
高齢者の社会参加、就労支援と介護人材確保を結びつけるような具体策を検
討していただきたい。外国人人材に限らず、高齢者、障がい者などの活躍でき
るダイバーシティの推進が必要と考えられる。

多様な人材の確保は、介護事業所が事業継続していく上で重要なことと考えま
す。実際に事業所を運営する現場の意向を踏まえるなど、長野県と連携しなが
ら、介護人材の確保に取り組みます。
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第８章

番号 頁 項目 ご意見・ご提案 ご意見に対する市としての対応と考え方

1 P82 2 介護予防のサービス費を利用したことにより、介護保険料は抑えられているか。

総合事業は、要支援状態からの自立の促進や重度化防止の推進により、結果
として費用の効率化が図られることを目指しています。第７期期間の介護給付
費の伸びが微増にとどまっている要因として、総合事業の影響が大きかったと
考えられます。今後も、総合事業の充実を図ることで介護予防をすすめ、引き続
き、安定した介護保険事業の運営に努めます。

2 P82 2 予防により高齢者の体力現状維持の成果はみられたか。

平成27～29年度に開催した運動機能向上教室（足腰らくらく体操教室）におけ
る、参加者の教室開催時及び終了時の体力測定結果により教室の効果評価を
したところ、握力を除く４項目（開眼片足立ち、２ステップ値、長座体前屈、立ち
上がりテスト）で結果が有意に向上していることを確認しました。これは教室参
加により、柔軟性や移動力、動的・静的バランス力が向上していると考えられま
す。（体力とは、筋力・バランス力・柔軟性・協調性などの個別の体力要素の集
合体。）
令和２年度は新型コロナ感染症対策のため、教室によっては体力測定等を実
施していない教室もありますが、今後の介護予防教室においても体力測定等の
客観的データによる事業評価を行い、事業効果を講師と共有していくとともに、
フレイル診断基準等の情報提供を参加者へも行い、参加者への意識付けによ
り、継続して介護予防に取り組めるよう支援を行います。

3 P82 2
介護の手がかかるようになると費用もかかるので、健康寿命をのばすことを皆
が真剣に考える必要を感じる。

令和２年５月29日の「第2回2040年を展望した社会保障・働き方改革本部」で、
「健康寿命延伸プラン」が示され、プランでは「2040 年までに健康寿命を男女と
もに３年以上延伸（2016年比）し、75 歳以上とすることを目指すとし、①次世代
を含めたすべての人の健やかな生活習慣形成②疾病予防・重症化予防歯周病
等の対策の強化【60 歳代における咀嚼良好者の割合を 2022 年度までに 80%
以上を目標】③介護予防・フレイル対策、認知症予防・「通いの場」の更なる拡
充【2020 年度末までに介護予防に資する通いの場への参加率を 6％】（2025年
までに8％）・高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施・「共生」・「予防」を
柱とした認知症施策、この３分野を中心として、健康無関心層へのアプローチを
強化し、地域・保険者間の格差の解消を図る。」とされています。これらに基づ
き、第８期介護保険事業計画では高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実
施の他、様々な施策を推進します。
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第８章

番号 頁 項目 ご意見・ご提案 ご意見に対する市としての対応と考え方

4 P82 2

「介護給付費の見込み」から、令和３年度の「（居宅サービス+地域密着型サー
ビス+居宅介護支援）の一人あたまの介護給付費」：「（施設サービス）の一人あ
たまの介護給付費」を各々計算し比較すると、居宅系１：施設系５.２となった。施
設に入所することは居宅系サービスを利用しながら在宅生活を送るより財政面
で５倍程度のコストを要する、と解釈してよいか。

5 P84 3
５つの日常生活圏域において、高齢者人口が増える地域もあれば減る地域もあ
り、かなりばらつきがある中で、各地域ごとの整備計画が必要ではないか。

日常生活圏域ごとのサービス見込みとして、利用者・サービス費の見込みか
ら、地域密着型サービスに係る部分の記載をします。

6 P86 1

(1)介護保険料の負担割合について、(2)の標準給付費の見込みは算定中のよ
うだが、第７期よりは増加すると思われることから、第７期と同じ負担割合で従
来と同様の事業が遂行できるのか懸念されるところ。また、将来の保険料負担
増は避けられないと考える。第８期は前期と同じ負担割合を維持する計画のよ
うだが、第９期計画（2025年問題が直面）において大幅な負担増とならないよう
望む。

第１号被保険者の負担割合は、「介護保険の国庫負担金の算定等に関する政
令」により定められるところです。現状、国から示されている保険料推計に用い
る係数は、第７期期間と同様の23％となっています。しかしながら、ご指摘のよ
うに、少子高齢化により、１号・２号被保険者の人口構成が変わるため、今後の
負担割合は変更される可能性があります。第８期以後の介護保険料の大幅な
上昇とならないように慎重に検討していきます。
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第９章

番号 頁 項目 ご意見・ご提案 ご意見に対する市としての対応と考え方

1 P88 1
介護老人福祉施設、認知症対応型共同生活介護の新設の整備計画は計画の
中に見込まれているが、開設してから年月の経つ既存施設に対して、大規模修
繕や改修工事、事業継続にかかる費用の補助金制度を拡充していただきたい。

市では、整備計画に位置づけた施設整備に係る補助について、原則、県の補
助（県単および県基金）を活用し実施しています。市費を活用した補助の実施は
考えていません。県基金による大規模修繕や改修工事に係る補助制度（新たに
入所および入居系の施設を整備する場合に対象）が活用できるよう情報提供を
します。
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