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パブリック・コメントに寄せられた意見とそれに対する市の考え方 

 
 平成２９年１２月１１日から平成３０年１月１０日までの３１日間，市民の皆さんから 

「第７期守谷市高齢者福祉・介護保険事業計画（案）」に対する意見を募集しました。 

 この期間，市民の皆さんから寄せられたご意見及びご意見に対する当市の考え方は次の

とおりです。 

 

 

◎Ｐ１２ 「５ 高齢者の就業者数について」 

意 見 の 要 旨 件数 意見に対する市の考え 

４行目 

高齢者の就業者数の増加の背景は定

年の引き上げ，継続雇用制度の導入だけ

でなく，年金支給開始年齢の引き上げ，

支給額の減額もあるのではないか。 

 

 

１ 

◇計画案に一部反映します。 

ご意見を踏まえ，「上昇の背景には，

公的年金の受給開始年齢の引き上げに

伴い年金受給の開始までは働き続けら

れる環境の整備を目的とした「高年齢者

等の雇用の安定等に関する法律」（昭和

46 年法律第 68 号）※１の改正（2013 年

4 月施行）による定年の引上げ及び継続

雇用制度の導入等があり，高齢者の雇用

が促進されたものと考えられます。」に

修正いたします。 

支給額の減額は少額なため，就業者数

の増加に直接結びつくことは少ないと

考えております。 

 

 

◎Ｐ１３ 「６ 疾病の動向について」 

意 見 の 要 旨 件数 意見に対する市の考え 

１０行目 

「働く世代が悪性新生物（がん）にか

かることは，本人のみならず家族や就労

を含めた社会的影響も大きいことや死

亡統計の観点からも，がん検診の推進に

より早期発見・早期治療に結びつけるこ

とが重要となります。」は，守谷市の乳

癌検診の受診者数の推移との関係，分析

はどうなっているか，働く世代（生産年

齢人口の事）のがん検診受診率はどれく

らいなのかのデータが明示されていな

いこと，悪性新生物で亡くなっている

１ 

◇原案どおりとします。 

 働く世代（４０歳から６４歳まで）の

がん検診の推進により早期発見・早期治

療に結び付けることは，健康寿命の延伸

の観点から必要な対策であり，市として

は重要と考えております。 

 なお，市で把握できるがん検診受診率

は，健康増進事業（保健センター主管）

で実施しているがん検診のみのものと

なります。平成２８年度の４０歳から６

４歳のがん検診受診率は，胃がん検診

５．６％，大腸がん検診７．９％，肺が
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方々の検診受診の状況はどうだったの

かも提示されていないと何が問題なの

かの分析が出来ないのではないか。年齢

が長じれば，がんは発生するし，例えば

９０歳１００歳代の方々のがん検診を

積極的に勧奨することに税金を使うの

か。高齢者を対象とした計画書の記載な

のでそこを踏まえた上でのこの記載は

おかしいのではないか。 

 

ん検診１０．３％，子宮がん検診１０．

６％，乳がん検診１０．５％となってお

ります。 

 

◎Ｐ１６ 「７ 要介護者等の疾病現状」 

意 見 の 要 旨 件数 意見に対する市の考え 

１２行目 

高齢者のフレイル対策が重要と記載

されているが，具体的にはどこに記載し

ているのか。 

１ 

◇計画案を一部修正します。 

 フレイル予防の表記につきましては，

言語の理解がしやすいように，介護予防

に変更します。 

なお，介護予防事業につきましては，

第二編 各論のＰ７０からＰ７１の「介

護予防事業の円滑な実施」に記載してお

りますように，介護予防の普及啓発に資

する運動の講座や教室を開催していく

ことやシルバーリハビリ体操等による

介護予防を推進していく考えです。 

 

 

◎Ｐ１９ 「２ 6地区の概況 （１）6地区別年齢別人口」 

意 見 の 要 旨 件数 意見に対する市の考え 

３行目 

前期・後期高齢者の方々の「数」が

多い事と「割合」が多い事はどのような

意味を持つのか。 

「数」が多い事は，施策の対象数が多

くなることを意味するのか。「割合」が

多い事は，守谷市の独自解釈である「互

助」と「共助」を考える上で影響がある

と言うことか。今から 10 年経つと，前

期高齢者はすべて後期高齢者になり，生

産年齢人口の現在 45 歳以上の方々が前

期高齢者となることが推計さる。そうな

ると，各地域の姿は今とはかなり違った

１ 

◇原案どおりとします。 

 高齢者の数や割合についての考えは，

ご指摘のとおり，施策の事業量や方向性

を考える上で重要な指標になると考え

ております。ここでは，方向性を示すと

いう観点で，割合で記載しております。 

また，現在の各地区の人口構成から今

後は変化していくことは想定しており

ます。 



3 

 

ものとなると思うが，その辺りの推計は

どうなっているか。 

 

 

◎Ｐ２１ 「２ 6地区の概況 （２）介護予防・日常生活圏域ニーズ調査（ニーズ調査）」 

意 見 の 要 旨 件数 意見に対する市の考え 

【二次予防事業 7つのリスク】 

運動機能リスク，口腔機能リスク，低

栄養リスク，生活機能リスク，閉じこも

りリスク，物忘れリスク，うつリスク と

は それぞれどのように算出している

か。第６期計画より言葉が出てくるが，

その算出方法の記載が無いので，何をも

って言っているのか不明であり，これで

は市民として何をしたら良いかわから

ない。 

 

１ 

◇計画案に反映します。 

ご指摘の，各機能リスクにつきまして

は，リスク保有者の条件を資料に追加い

たします。 

 

◎Ｐ２８ 「２ 6地区の概況 （３）各地区の高齢者の現状と課題」 

意 見 の 要 旨 件数 意見に対する市の考え 

Ｐ２８からＰ３４まで 

６地区の高齢者の現状と課題につい

て，第５期，第６期と６地区別に課題の

抽出と対策方向性に関しては記述され

ている。また，第 1期の地域福祉計画・

活動計画で各地区の問題点，自助・互

助・共助（守谷市の言うところの）の方

向性に関しては記載もあったが，第２期

になり両計画とも方向性の記載が無く

なった。そして，本計画書の「課題」の

記載があり，それを実際にどのように解

決して行くのかが見えない。 

Ｐ２に記載されている「行政内の連携

を強化し」が，計画文中では実行されて

いないのではないか。本計画と地域福祉

計画との関連が全く記載の無いのはお

かしいのではないか。 

更に，１２月になり行政より提示され

ている「まちづくり協議会」との関係は

どうなっているのか。 

広報に載った内容を見ると，公助以外

１ 

◇計画案に一部反映します。 

 Ｐ２８以降は，ニーズ調査や人口統計

等から各地区の現状と課題をまとめま

した。今後は，各論で記載している，各

取組事業の中で，各地区の特性を踏ま

え，展開していくことを考えておりま

す。 

また，地域包括ケアシステムの構築に

向けての取り組みは，各関係課及び関係

機関と連携を強化し，各論で記載してい

る内容を，社会福祉協議会や地域住民と

の連携を図り，具体化していく考えでお

ります。具体的取組が，地域福祉計画・

活動計画と関係していることから，原案

どおりで特に問題はないと考えます。 

 

 

「まちづくり協議会」につきまして

は，２０１７年５月のタウンミーティン

グ以降，将来を見据えた地域づくりとし

て，協議会の設立を提案しております。
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の所はほとんどすべてこの「まちづくり

協議会」が母体となって各地区で担うこ

とになるのではないかと，読めるので今

後３年間の今回の計画文中にこの事の

記載が一切ないのはどういう訳か。 

 

「まちづくり協議会」との関係性につき

ましては，Ｐ５４中の生活支援体制整備

事業の推進に，まちづくり協議会の考え

方等を追加修正いたします。 

 

◎Ｐ３５ 「３ 在宅介護実態調査結果」 

意 見 の 要 旨 件数 意見に対する市の考え 

Ｐ３５からＰ３７まで 

在宅介護実態調査について，Ｐ２０日

常生活圏域ニーズ調査は，高齢者の内要

介護認定を受けていない方々が対象で，

本調査は要介護認定を受けている方々

が対象の様だが，その方々を介護してい

る方々の意見はどこにあるのか。 

 

１ 

◇原案どおりとします。 

介護者が不安に感じる介護や在宅生

活の継続が必要と感じる支援等に介護

者の意見が反映している結果となって

おります。 

 

 

◎Ｐ３８ 「２ 前期・後期高齢者人口の推計」 

意 見 の 要 旨 件数 意見に対する市の考え 

本文２行目 

２０２５年に後期高齢者数と前期高

齢者数の数が逆転する予測となってい

るが，そうなると現在の国の施策の方針

である前期高齢者に後期高齢者の世話

をさせるというモデルは成り立たなく

無くなると思うが，その対策はどのよう

に考えているか。それをまちづくり協議

会を核にして，各地域で年少人口や生産

年齢人口の住民に担ってもらおうと言

うのか。 

 

１ 

◇原案どおりとします。 

ご指摘のとおり，２０２５年以降後期

高齢者数が前期高齢者を上回る予測と

なっております。そのため，地域の特性

を踏まえた，介護予防事業を展開してい

くことを考えております。また，地域ケ

ア会議，生活支援体制整備事業等を通じ

て，高齢者の支え合う仕組みづくりを進

めていきたいと考えております。 

 

◎Ｐ４８ 「５ 高齢者にもやさしいまちづくりの取組」 

意 見 の 要 旨 件数 意見に対する市の考え 

８行目 

Ｐ４８中の防災対策としての「守谷市

地域防災計画」に基づく行動マニュアル

２０１７年度に改正し・・とあるが，２

０１８年になっても市民には公開され

１ 

◇原案どおりとします。 

 「守谷市地域防災計画」に基づく行動

マニュアルは２０１８年３月までに改

正する予定です。改正後は，行動マニュ

アルを広く周知する予定です。 
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ていない。ありもしないものを根拠にし

た記載はおかしいと思う。 

１３行目 

「２０１７年度には，７箇所の施設と

福祉避難所協定を締結して」とあるが，

どこの施設かの情報は公開されないの

か？ そして，そもそも「福祉避難所」

とは「福祉施設」に設置した「避難所」

の事なのか。法律（災害対策基本法）の

定義ではそうはなっていないと思う。Ｐ

８２に「地域の実情に応じた支援の充

実」として，ユニバーサルデザインやバ

リアフリー新法に基づいて，「通常時」

の街中整備をするとしているが，「通常

時」ではない「非常時」にも両法律に則

った避難所の整備を目指すのが方向性

ではないか。 

 

 

 

 災害時に一般避難所になる小中学校

の体育館は，段差解消や多機能トイレ等

の整備を行い平時からのバリアフリー

化に努めています。福祉避難所は一般避

難所では生活が困難な方（要援護者）を

受け入れることになるため，物資や機材

の備蓄，人材の確保に対応できるバリア

フリー化された高齢者福祉施設等と協

定を締結し災害時に備えております。 

 また，福祉避難所は一般避難所では生

活が困難な要援護者を対象に災害規模

や施設状況に応じて開設されるもので

あり，発災直後から開設するものではな

いため，平時に広報等を行っておりませ

ん。 

 なお，福祉避難所については，Ｐ４８

に解説を記載します。 

 

◎Ｐ４９ 「１ 障がい調整健康余命（ＤＡＬＥ）」 

意 見 の 要 旨 件数 意見に対する市の考え 

Ｐ５０ １３行目・１４行目 

ＤＡＬＥの事が記載されているが，第

６期計画ではＰ９７に「本市の介護予防

事業の評価指標として使用し評価しま

す」と記載されている。しかし，今回の

計画の文章を読んでも，介護予防事業の

評価をしているとは読めないが，税金や

介護保険料を投入して守谷市が行った

介護予防事業が効果があったのか，無か

ったのかを総括することが必要だと思

う。 

今回の文章にある「虚弱及び認知症予

防等の介護予防策について強化する必

要がありますとか，高齢者の生きがい対

策や保健事業も介護予防事業と連動さ

せながら推進していくことが重要です」

との記載の根拠が全く示されないのは

おかしいと思う。 

１ 

◇原案どおりとします。 

Ｐ５０に記載のとおり，介護予防事業

評価プログラムから算定した健康余命

の結果や新規要支援・要介護認定者申請

者の割合から，これまで取り組んできた

多様な介護予防事業を総括した結果と

して記載しております。 
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◎Ｐ５２ 「１ 基本理念」，「２ 基本目標」，「３ 重点取組」 

意 見 の 要 旨 件数 意見に対する市の考え 

Ｐ５２からＰ５４まで 

Ｐ５２ ８行目 

Ｐ５２の「地域包括ケアシステム」と

いう言葉は，第 5期の計画から登場し，

守谷市でも取り組んで来ているかと思

う。「地域包括ケアシステムの構築を目

指してきましたが，まだその途中にある

のが現状です」との記載があるが，市民

からみてもそもそも「地域包括ケアシス

テム」とは何なのか， 更に６年以上前

から取り組んでいるのに未だ「途中」と

いうのが現状ならば，これまで何が出来

て，今どこにいて，何が出来ていなくて，

これから第７期で何をするのかを明確

にせず，ただ「やるやる」と言うのは問

題なのではないか。 

Ｐ５２ １１行目・１６行目 

２０００年４月に創設された介護保

険制度には①自立支援②利用者本位③

社会保険方式という３つの特徴があり，

さらに今問題にしている２０２５年，２

０４０年問題はその時点より十二分に

為政者には解っていた筈である。解って

いた諸条件の元に制度設計されたにも

かかわらず，今になって「公的介護サー

ビスを維持するには高額の費用負担に

なる」とか「介護職の人材不足になる」

とかの理由により「市民による社会参加

の場を増やし」とか「みんなで助け合う

環境の整備が重要」というのがなぜ出て

来るのかの説明ができていないと思う。

介護保険制度の保険者は，守谷市である

ので制度の根幹に関わる事項に関して

被保険者に対する説明が不十分と思う。 

Ｐ５２ ３２行目 

「生活体制支援事業」とは何か。おそ

らく「生活支援体制整備事業」のことだ

とは思うが，Ｐ５４②の説明を読んでも

１ 

◇計画案に一部反映させます。 

地域包括ケアシステムの構築は，生活

の視点を軸に考えたシステムであり，多

岐に渡るものと解釈しております。これ

まで取り組んできた内容を基に，今後

は，生活支援体制整備事業や地域ケア会

議等を展開していく中で，高齢者の支え

合いの仕組みに発展できるようにして

いきたいと考えております。このような

体制を構築していきながら，安定的に公

的介護サービスが受けられるように取

り組む考えです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご指摘のとおり，Ｐ５２の「生活体制

整備事業」は「生活支援体制整備事業」

に修正します。 

地域福祉活動計画の各地区実行員会
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よくわからない。「地域福祉活動計画６

地区実行委員会を第２層協議体と位置

づけています」との注意書き（＊4）が

あるが，第２期守谷市地域福祉活動計画

書の６地区の取り組みを見てもその関

係が全く不明で理解できない。 

 

の活動と生活支援体制整備事業の第２

層協議体の活動については，本計画の 

実施の中で，地域の皆様に説明していき

ます。 

 

 

 

◎Ｐ５３ 「２ 基本目標」 

意 見 の 要 旨 件数 意見に対する市の考え 

本文３行目 

Ｐ５３の「転倒・認知症リスクの観点

から介護予防事業や認知症対策の推進，

また，健康で活動的な生活が継続できる

よう保健事業を推進していく必要があ

ります」と記載されているが，２０２５

年には全国で７００万人，高齢者５人に

一人が認知症と予測されている。その対

策がＰ７２の認知症対策の推進に書か

れているのだと思うが，ここでは「認知

症にならずに元気に暮らせること」つま

り予防対策と「認知症になっても地域で

安心して暮らせる」という２つの事が方

向性とされているが予防対策は「３．糖

尿病発病予防」だけなのか。ここの繋が

りが不明である。また，５人に一人とな

る認知症の方々が地域で安心して暮ら

せるための方針や施策に関しては全く

触れられていないが，どうなっているの

か。 

本文１１行目 

「在宅生活が継続できるよう，高齢者

本人のみならず介護家族への支援等既

存の公的サービスの見直しや地域の課

題に応じたサービスを検討する」とある

が，まさにその通りだと思う。国がいう

ところの介護離職の原因でもあるので，

その事への対策を行うのは重要である

と思うが，介護保険制度では不可能な事

と思うが，守谷市では具体的にどのよう

な施策を考えているのか。 

１ 

◇計画案に一部反映します。 

 ご意見を踏まえ，Ｐ７３認知症対策の

推進，３ 糖尿病発症予防を，認知症の

発症予防に変更し，①生活習慣病予防の

強化，②定期的な運動の推進を追加修正

します。 

認知症高齢者の方や介護する家族の

方への支援は，Ｐ６０からＰ８３まで記

載しているように，総合相談支援業務の

強化や在宅医療・介護連携の推進，権利

擁護事業，徘徊高齢者等ＳＯＳネットワ

ーク事業等幅広い取り組みが必要と考

えております。 
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本文１５行目 

「介護給付費が増加し，受給者に真に

必要な介護サービスを適切に提供する

必要があります」との記載があるが，そ

もそも介護保険制度は，保険事故が発生

した場合保険者に申請を行い，認定を受

け，ケアプランを立ててからでないと受

けられないと思う。そこが，いつでも，

どこでも保険証があればサービスを受

けられる医療保険制度と異なる点だと

思う。にも関わらず「真に必要な介護サ

ービスが適切に提供されていない」とい

うのは保険者の問題であって，被保険者

（市民）の問題ではないと思う。ここで

は，これまでの介護保険制度に伴う保険

者機能がきちんと果たされていないと

いう事なのか。だとすると，何が問題で，

それをどうしようというのか，具体的な

説明が必要かと思う。 

 

 

介護保険事業の円滑な実施につきま

しては，Ｐ１００からＰ１０６の「介護

給付・介護予防給付の適正化」に記載し

ているように，要介護認定の適正化，ケ

アプラン点検，医療情報との突合・縦覧

点検等の取組により，介護サービス利用

者の増加や介護給付費の増加が見込ま

れる中，制度の信頼性を高め，介護保険

事業の安定した運営の持続を図るため

に，市は，これまで以上に必要な介護サ

ービスの適切な提供に努めていくとし

ているものです。 

 

◎Ｐ５６ 「守谷市の地域ケア会議イメージ図（高齢者）」 

意 見 の 要 旨 件数 意見に対する市の考え 

守谷市の地域ケア会議イメージ図（高

齢者） 

地域ケア個別会議（6 地区）と，現在

守谷市が提案している「まちづくり協議

会」との関係はどうなっているのか。 

 

１ 

◇計画案に反映します。 

Ｐ５４の地域ケア会議の推進に，「ま

ちづくり協議会」について追加訂正いた

します。 

 

◎Ｐ６０ 「基本目標１ 高齢者が住み慣れた地域で暮らせる仕組みづくり」 

意 見 の 要 旨 件数 意見に対する市の考え 

基本目標１ 

「住み慣れた地域」とは言っても，守

谷市での大規模住宅開発が始まった１

９８７年（南守谷地区の宅地分譲開始）

の時には約２７，０００人であった人口

が，現在は約６７，０００人となってい

る。そもそも守谷市の住民のほとんどが

ほかからの移住者によってしめられて

おりその方々が現在団塊の世代となっ

１ 

◇計画案に一部反映します。 

 Ｐ７４には，高齢者自らが社会の担い

手となる仕組みづくり，活躍できる場づ

くり，活躍できる人材育成等への支援を

行うと記述していますが，「定年退職後

の方等」を追加し，特に退職後の方の円

滑な地域デビューの支援に努める旨の

記述に修正します。また，具体的な活動

の写真を掲載します。 
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ている。この世代の特徴は，「茨城都民」

とか「ちばらぎ県民」である。女性は専

業主婦の割合が高い世代なので，地元に

何らかの繋がりがあり「住み慣れた」と

言えるかとも思うが，男性にとっては

「住み慣れた」とは言いがたいのではな

いか。つまりここで書かれている施策

は，あくまで「住み慣れている住民」に

対しての視点であり，まず行う必要があ

るのは団塊の世代の男性をいかに守谷

に「住み慣れて」もらうかの施策が第一

に来るべきと思う。これには，Ｐ７４の

「高齢者の社会参加・生きがい対策の推

進」が該当施策と考えるが，ここに地域

福祉活動計画との関連，生涯学習との関

連に関してもっと検討が必要と思う。例

えば，守谷市では現在新たに市民になっ

た方々に「ようこそ守谷」というイベン

トを行っているが，以前から市民の前述

のような方々を対象に「セカンドライフ

ウェルカムパーティー」を元市長を前面

に立てて開催し，市内のいろいろな情報

を紹介し，助けをお願いするようなイベ

ントを行うなど。国の推進する CCRC で

はなく，守谷版の CCRC を構築するなど

の施策もあって良いのではないか。 

 

 本計画を実施していく中で，市と社会

福祉協議会が連携を取って，これまで地

域社会との関わりの少なかった方々が，

地域の中でより活躍できるような施策

の充実に努めていきたいと考えていま

す。 

取組内容としては，７５ページ「１高

齢者生きがい事業」及び７６ページの

「２高齢者の担い手事業」に代表的のも

のを記載しておりますが，ご意見にある

ようなイベントを含め検討していきた

いと思います。 

 

 

 

◎Ｐ６２ 「６ 地域包括支援センターの増設」 

意 見 の 要 旨 件数 意見に対する市の考え 

１９行目 

地域包括支援センターの増設に関し

ては，第５期計画では４カ所の在宅介護

支援センターとの連携で高齢者が歩い

ていける範囲での相談対応や，母子，障

がい者などへの対象の拡大に向け「ブラ

ンチを順開設していく」と述べ，第６期

計画では前計画の進捗状況の評価する

ことなく「今後地域包括支援センターの

機能強化を図る必要があり，その過程に

おいて，第６期計画期間中に委託型を含

１ 

◇原案どおりとします 

ご指摘のとおり，これまでの計画の中

でも地域包括支援センターの運営方法

について，方針を掲げてきておりました

が，検討段階で実行することが出来ませ

んでした。 

しかし，今後高齢者人口が増加してい

く中で，本計画中に地域包括支援センタ

ーの在り方を変革しなければ，高齢者の

多様な対応ができないと考えておりま

す。 
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めた運営への移行が出来るよう，具体的

な検討を行います」となっている。そし

て，今計画では「現状の地域包括支援セ

ンター１カ所では市内全域への迅速で

細やかな対応が困難になることが予測

されます。このため，地域包括支援セン

ターの役割，業務内容，人員体制の見直

しを図り，民間委託を含む地域包括支援

センター増設を検討します」との記載に

なっている。現状の地域包括支援センタ

ーでは問題点は多く，機構・機能などの

見直しが必要であると６年前より自ら

指摘していながら，３回の計画書にはい

ずれも異なる方針を掲げ，しかもいずれ

もその総括もせず，変更するというやり

方であれば，本計画書に行政が記載して

いること自体何の意味があるのかと思

えてならない。 

 

 

◎Ｐ６８ 「基本施策５ 在宅医療・介護連携の推進」 

意 見 の 要 旨 件数 意見に対する市の考え 

【取組の方向性】本文４行目 

茨城県地域医療構想を見ると，守谷市

の含まれる取手・龍ケ崎地域は県全体と

比較して，人口１０万対医師数，歯科医

師数，薬剤師数は多い（特に歯科医師

数）。また「２０２５年における在宅医

療等の必要数」に関しては県内他地域と

比較して，在宅医療等の医療需要・訪問

診療分の医療需要・老人保健施設等分の

医療需要も一番多くなっている。第５期

計画書にある「市内在住の医療従事者等

に，協力いただける仕組み作りに取り組

みます」や第６期計画書の「市が中心と

なって，医師会等と緊密に連携しなが

ら，地域の関係機関の連携体制の構築を

図ります」の成果の記載が全くなく，今

回の計画書の「医療機関と介護事業所等

の関係者が連携していきます」との標記

となっている。地元取手医師会は２０１

１ 

◇原案どおりとします 

 在宅医療・介護の連携推進につきまし

ては，２０１３年度から２０１５年度取

手市医師会が「在宅医療・介護連携拠点

事業」を実施し，在宅医療・介護・福祉

の現状把握，多職種連携を目指した研修

会の開催，地域包括ケアに資する人材育

成，在宅いきいきネットのホームページ

作成等に取り組みました。その取組成果

を基盤に，在宅医療・介護連携推進事業

を，２０１６年度から取り組んでおり，

２０１６年度には，①地域の医療・介護

の資源の把握②在宅医療・介護連携の課

題の抽出と対応策の検討③切れ目のな

い在宅医療と介護の提供の構築推進④

医療・介護関係者の研修⑤地域住民への

普及啓発⑥保健所が主催する在宅医

療・介護連携に関する関係市町村の連携

について体制が構築できました。２０１
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３年から２０１５年にかけて「在宅医

療・介護連携拠点事業」を補助金を受け

行った筈だが，その成果の記載とそれが

今計画にどのように反映され，２０２５

年には県内一需要が多くなる在宅医療

にどのように取り組むかの記載が不十

分というかほとんどないがどうなって

いるのか。 

 

７年度は，⑦医療・介護関係者の情報共

有の支援⑧在宅医療・介護連携に関する

相談支援に取り組んでおります。２０１

８年度には国が掲げた計８事業（市事業

は７事業）を全て実施できるようなりま

す。 

本計画では，第６期計画期間中に体制

を整備した在宅医療・介護連携推進事業

を２０２５年に向けて深化させていく

ことを課題と捉えており，在宅医療と在

宅介護の提供体制の構築推進，入退院連

携体制の構築，医療機関と介護事業所等

の関係者の研修，地域住民への普及啓発

等の取組により，更なる連携を進めてい

く考えを記載しております。 

しかし，現実的には，在宅医療の担い

手である医師等医療従事者の確保の問

題等もあり，在宅医療の推進の難しさが

ある現状です。 

 

 

◎ Ｐ８２ 「基本施策４ 地域の実情に応じた支援の充実」 

意 見 の 要 旨 件数 意見に対する市の考え 

【取組の方向性】本文６行目 

移動の際の利便性の向上に関して「守

谷市地域公共交通網形成計画」に基づき

「モコバス」の運行計画を見直すとの記

載があるが，そもそも今後守谷と言えど

も生産年齢や前期高齢者人口の減少が

推測されている。また，何らかの戸口か

ら戸口までの移動手段を考えても他動

的では「運動量」が減るのでフレイルか

らサルコペニアになるのも事実である。

従って，今後２０年，３０年の先を考え

た守谷のまちづくりを考えるのであれ

ば，守谷駅を中心に半径〇Km以内の生活

道路はすべて一方通行とし，現在の車優

先の考え方ではなく，歩行者，自転車，

乳母車，電動カートなどを優先とするま

ちづくりへと方針転換し（かつて，守谷

市は下水道普及でまちづくりを図った

１ 

◇原案どおりとします 

 Ｐ８３の「②高齢者の移動手段」に，

「「守谷市地域公共交通網形成計画」（２

０１７ 年度策定）等に基づき，既存の

交通網の見直しを行い，更なる利便性向

上を図ります。 

また，自転車，徒歩，車いす等による

高齢者等の移動について，より安全安心

なまちづくりを目指します。」（一部抜

粋）として具体的な取組内容を記載して

おります。 
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ように）基本，どんな弱者でも心配なく

（自分の足で）外出できるまちにする事

が必要と思う。 

その意味でもモコバスの路線検討し

かできない「守谷市地域公共交通網形成

計画」ではなく，現在ある「守谷市低炭

素まちづくり計画」や本計画を関連させ

ての前述の計画を考える必要があると

思う。「地域公共交通網形成計画」の基

本的方針に謳っている「公共交通が果た

すべき役割」の「誰もが気軽に外出出来

る安全・快適な移動手段としての充実を

図る」を現在の非常に狭い考え（充実し

た公共交通網の形成により）に捉えるの

ではなく，もりや市民が「できるだけ長

く健康で活動的な生活を維持・継続でき

るよう」（本計画書Ｐ７７）また，「高齢

者が安心して外出できるようにするた

めに」（本計画書Ｐ４８）を目的として

考え直すと言うことである。（守谷市に

おける諸々の計画は皆縦割り行政の担

当課毎で作製されており，市民の視点か

らは出来ていないのが一番の問題です） 

 

 

 

 

高齢者の移動手段については，「守谷

市地域公共交通網形成計画」に基づき本

計画等を関連させて様々な角度から検

討を行うことになります。 

 

◎ Ｐ９１ 「１ 介護（予防）サービスの安定供給 （２）地域密着型サービス」 

意 見 の 要 旨 件数 意見に対する市の考え 

Ｐ９２③小規模多機能型居宅介護・介

護予防小規模多機能型居宅介護 

Ｐ９４⑦定期巡回・随時対応型訪問介

護看護 

地域密着型サービスの中で，「小規模

多機能型居宅介護」や「定期巡回・随時

対応型訪問介護看護」は，地域包括ケア

システムの中で，重要な機能として国も

位置づけているかと思う。この機能が充

実しない中でシステムを動かすのはか

なり困難かと思うが，本計画書ではいず

れも「０」となっている。これで，実際

に２０２５年や２０４０年を迎えられ

るのだろうか。すべて民間の事業者が手

１ 

◇計画案に一部反映します。 

 本計画では，地域密着型サービスのう

ち，小規模多機能型居宅介護は２０１９

年度以降の利用を見込んでいます。当市

では新たなサービスとなりますが，公募

を行い事業者を選定したいと考えてい

ます。また，定期巡回・随時対応型訪問

介護看護等，本計画期間中の見込量を０

人としたサービスであっても，今後，地

域包括ケアシステムの構築に向けて整

備の検討が必要になりますので，利用者

のニーズ等を把握しサービスの整備を

検討する旨をＰ９１に追加します。 
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を挙げるのを待っているのではなく，行

政が中間支援組織とも言える社会福祉

協議会などに働きかけ実施させる必要

があるのではないか。 

現在同時にパブコメになっている「守

谷市障がい者福祉計画（第３期）・守谷

市障がい福祉計画（第５期）」では，障

がい者の定義として「日常生活や社会生

活に何らかの支援を要する人（発達障が

いの人，高次脳機能障がいの人，難病患

者，要支援・要介護者等）を含む」と記

載されている。つまり３つの計画に関し

ては，相互にどのように連携しているの

かが記載されないとならないと思うが

どうなっているのか。特に，共生型サー

ビスを含め記載の必要があると思う。 

 

 

 

 

 

Ｐ４の「２計画の位置づけ」で守谷市

障がい者福祉計画，守谷市障がい福祉計

画との連携を示し，「３計画の性格」で

は，全ての高齢者及び介護等が必要な高

齢者等を対象に定める計画としており，

障がいを持つ方も対象となる計画とな

っています。 

共生型サービスについては，２０１８

年４月から制度改正により創設される

ことになるため，Ｐ６９に高齢者と障が

い児・者が同一の事業所でサービスを受

ける共生型サービスの記述を行ってお

ります。 

 

 


