
寄せられた意見とそれに対する市の考え方 

平成２４年１月１２日から２月１０日までの３０日間，市民の皆さんから「第５

期守谷市高齢者福祉計画・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。 

 
◎１ページ 第１節「計画の趣旨」 

意 見 の 要 旨 件数 意見に対する市の考え 

第 5 期守谷市高齢者福祉計画・介護保

険事業計画（案）は、平成 18 年に「守

谷市協働のまちづくり推進条例」が市民

参加の理念に基づいて策定され、市民が

高齢期で過ごす長い時間、生きがいを持

ち、安心して、楽しく充実した生活を送

ることができるよう、本計画を策定する

ものであり、策定に当たっては、介護保

険の基本理念である高齢者の自立支援

と尊厳の保持を基本とし、予防重視，地

域密着型サービスの導入、地域包括支援

センターの充実に配慮すること、理解い

たしました。 

平成 22 年度厚生労働白書には、少子

高齢化は、日本全体の課題であり国の政

策においても、従来の「消費型・保護型

社会保障」から「参加型社会保障（ポジ

ティブ・ウェルフェア）」の考え方を提

起し、今後、日本が進むべき方向を新た

に示しています。 

バブル経済を生み出し、その後、多く

の長期債務を若い世代にたらい回しし

ようとする者としては、行政が言いだし

難い事ではありますが、是非、「安楽死」

＝「消極的 or 超過激型社会保障(つまり、

そんなに気を使って貰わなくても、ここ

ら辺で十分だと思った時に、社会の皆様

に「アリガトウ♪」って伝えて終焉した

い)」についても命の尊厳として議論して

頂きたいテーマでありますこと申し上

げる所存です。 

１ 

ご意見については，本計画への明記は

行わず，参考にさせていただきます。 

ご意見についての市の考え方は次の

とおりです。 

本計画は，「高齢者が，生きがいを持

ち，安心して，楽しく充実した生活を送

ることができるよう」策定するものであ

ります。 

 
 

 



◎４ページ ５計画の策定体制 

意 見 の 要 旨 件数 意見に対する市の考え 

P.4「５計画の策定体制」の所で，「守

谷市保健福祉審議会において，市民及び

高齢者の意向を十分尊重し策定しまし

た。」とありますが，本計画は行政計画

だと思います。その行政計画を市長の諮

問機関である審議会で「策定」すること

があり得るのでしょうか？ 

もし，そうだとすると，行政（守谷市）

の責任はどこにあるのでしょうか？ 

１ 

策定においては，守谷市保健福祉審議

会をはじめ，市民及び高齢者の意向を十

分尊重しながら本市が策定したもので

あり，本計画につきましては，守谷市が

責任を持つ行政計画となります。 

 

◎４ページ ６計画の進行管理 

意 見 の 要 旨 件数 意見に対する市の考え 

P.4「６計画の進行管理」の所で，「本

計画の進捗状況は，定期的に保健福祉審

議会に報告し，ホームページ等で公表し

ます。」とありますが，前計画での同部

分の記載は「実施状況を把握し，評価を

行うとともに，次期計画にむけた見直し

について協議します」，更にその前の計

画でも「本計画の進捗状況についても評

価し，協議を行っていくものとします。」

となっています。また H15 年からの計

画でも「目標に沿った計画の進捗状況を

検討するため，関係機関や市民の代表な

どから構成される守谷市保健福祉審議

会において，協議していくものとしま

す。」「もりや生きがいづくり２１」でも

「目標に沿った計画の進捗状況を検討

するため，関係機関や町民の代表者など

から構成される審議機関において，協議

していく。」となっています。守谷市の

この２０年ほどの流れを見ても，計画の

進行（進捗）管理については，必ず市民

を交えた審議会などで『協議する』とな

っていたものが，今回は『報告する』に

変わった事で，計画期間中は行政が全て

結果を責任をとると言う宣言なのでし

ょうか。 

１ 

ご提案のとおり「協議する」に修正い

たします。 

 

 

 



◎４ページ 表１ 

意 見 の 要 旨 件数 意見に対する市の考え 

P.4 表１ 

平成１８年度～平成２０年度までの

計画は，「守谷市介護保険事業計画及び

高齢者保健福祉計画」ではありません

か。行政の使用する用語には正確性が求

められると思います。 

１ 

計画を分かりやすくするために名称

を統一したものですが，ご意見のとおり

修正いたします。 

 

◎５ページ １基本理念 

意 見 の 要 旨 件数 意見に対する市の考え 

P.5「１基本理念」の４行目 

「…７つの政策を定めています。」と

あり，５行目の「政策を遂行するため，」

とありますが，総合計画では当該箇所は

「政策」ではなく「施策」と記載されて

います。「政策」と「施策」の意味は勿

論異なりますが，どちらが本当なのでし

ょうか。 

１ 

ご意見についての市の考え方は次の

とおりです。 

総合計画においても「政策」と表現さ

れており整合性は取れております。 

なお，総合計画においては，パブリッ

ク・コメント当初，総合計画体系を「施

策の大綱」「施策」と明記しておりまし

た。しかしながら，パブリック・コメン

ト終了後に「施策の大綱」と「施策」が

混同しやすいということから「施策の大

綱」と同様な意味である「政策」に名称

を修正しています。 

 

◎５ページ （２）地域で互いに支えあう，豊かなまちづくり 

意 見 の 要 旨 件数 意見に対する市の考え 

この部分で出てくる，守谷市地域福祉

計画と連携し「地域包括支援ネットワー

ク」の構築とあり，次ページの※２にそ

の説明として「介護保険だけではなく，

医療や住宅といった高齢者の支援基盤

の連携体制のことです。」とありますが，

現在同じくパブコメになっている地域

福祉計画では，医療や住宅の事は何も記

載がありませんが，ここで言う内容はど

のような事なのでしょうか？もし P.101

に記載されていることとすると医療や

住居のことはまったく出てきませんが。 

 

また医療との連携に関しては，平成４

年の「守谷町地域福祉推進計画」の中の

「総合的な福祉の推進」の部分より既に

述べられており，その後の「高齢者保健

１ 

ご意見についての市の考え方は次の

とおりです。 

高齢者が可能な限り住みなれた地域

での生活を続けることができるよう，介

護，予防，医療，生活支援，住まいの５

つの視点での支援を地域に構築するこ

とが必要となります。 

地域福祉計画は，地域でともに生活す

る社会づくりの理念と仕組みをつくる

ための計画で，高齢者福祉計画・介護保

険事業計画は，高齢者の地域生活を支援

する内容を記載したものです。 

 

医療との連携は，介護保険法の施行な

どの社会情勢の変化により，連携形態は

変化しておりますが，取手市医師会及び

市内医療機関と，老人福祉法によるサー



福祉計画及び介護保険事業計画」の中で

も必ず述べられています。この２０年間

の成果と，現状の課題，今後の見通しは

どうなっているのでしょうか。 

ビス措置を行っていた段階から，図れて

いるものと考えております。 

現状の課題としては，介護が必要とな

る高齢者の増加，特に今後重要となるの

は，認知症高齢者と在宅での看取りと考

えております。 

高齢者に適切な医療が提供できるよ

う，取手市医師会や市内医療機関，茨城

県などの関係機関との連携を，さらに図

って行きたいと考えていることから，

P.107 第３節「医療との連携」6 行目「在

宅療養支援診療所…あります。」の部分

を「地域に密着した医療の中核を担って

いる取手市医師会を通して働きかけて

いくとともに，市内の医療機関等との協

議も進めてまいります。 

また，市内在住の医療従事者等に，協

力いただける仕組みづくりに取り組み

ます。」に修正いたします。 

 

◎５ページ （３）高齢者のニーズに応じたサービス提供の充実 

意 見 の 要 旨 件数 意見に対する市の考え 

ここで述べられている「地域包括ケア

システムの構築に向けて，医療との連

携，認知症支援策の充実，生活支援サー

ビスについての積極的な取り組みを進

めます。」とありますが，その具体策が

P.105 以降に記載されていることだとす

ると，これまでの計画でも取り組んでき

た内容と思います。この間の成果はどう

なっているのでしょうか？また，今後大

幅に増加することが予測されている認

知症高齢者対策としてはこれでは不十

分なのではないかと思います。 

１ 

第４期守谷市高齢者福祉計画及び介

護保険事業計画の取り組みについては，

平成２３年８月に，守谷市保健福祉審議

会及び守谷市地域包括支援センター運

営協議会で検証していただきました。 

地域包括ケアシステム構築について

は，P.19 第６節「高齢者社会における主

な取組み」15 行目と 16 行目の間に「地

域包括ケアシステム構築に向けて，保健

福祉部と社会福祉協議会で検討会を立

ち上げて，情報収集と課題整理を行い，

その内容については，保健福祉審議会や

地域包括支援センター運営協議会で協

議していただきます。」を加え修正いた

します。 

また，具体的な認知症高齢者対策につ

いては，８８，８９，９５ページに記載

しております。 

 

 

 



◎１３ページ 第３節「高齢者の課題」 

意 見 の 要 旨 件数 意見に対する市の考え 

P.13 最後の行の「長期的な視点によ

る施策を検討する必要があります。」は

まさにそのとおりだと思いますが，長期

的な視点で検討する必要があるのは「政

策」であって，その元に具体的な施策を

立てるべきではないでしょうか。更に，

高齢者福祉計画そのものがＰ.4 で述べ

られている通り「計画的かつ円滑に推進

するための指針となるものです。」です

ので，「検討する必要がある」のではな

く，計画そのものを記載する必要がある

かと思います。 

１ 

ご意見については，計画への明記は行

わず，参考とさせていただきます。 

ご意見についての市の考え方は次の

とおりです。 

第１編の総論では，高齢者等の課題を

整理して明記しているものであり，ご意

見の具体的な計画については，第２編各

論で記載しています。 

 

◎１９ページ １地域包括ケアシステムの構築 

意 見 の 要 旨 件数 意見に対する市の考え 

P.19 １ 地域包括ケアシステムの

構築の１０行目 

「医療を含めた地域完結型の高齢者

ニーズを的確に捉えた地域包括ケアシ

ステムの構築を図ることが課題となり

ます。」とありますが，これまで医療に

関しては，P107 に記載のあるように国と

県の管轄であったかと思います。従っ

て，これを解決するにはこれまでの計画

でも記載されているように「取手市医師

会と連携をとって」ということで可能な

のでしょうか？日本医師会は，主に開業

医師による同業者組合であり，日本弁護

士連合会とは意味が異なる組織であり，

医療を含めた地域完結型のシステムの

構築を行うのであれば，医師会に関わら

ず守谷市内の医療介護従事者に対して

の働きかけが必要だと思います。 

１ 

医療を含めた地域完結型の高齢者ニ

ーズを的確に捉えた地域包括ケアシス

テムの構築に取り組むため，P.107 第３

節「医療との連携」6 行目「在宅療養支

援診療所…あります。」の部分を「地域

に密着した医療の中核を担っている取

手市医師会を通して働きかけていくと

ともに，市内の医療機関等との協議も進

めてまいります。 

また，市内在住の医療従事者等に，協

力いただける仕組みづくりに取り組み

ます。」に修正いたします。 

 

◎２１ページ 欄外の※８ 

意 見 の 要 旨 件数 意見に対する市の考え 

この文章だと，地域包括支援センター

のブランチは，「市が整備するのではな

く」となっておりますが，守谷市の場合

地域包括支援センターそのものが守谷

市直轄であり，その窓口を行政が整備で

１ 

ブランチの設置について，※８の文章

は，行政が整備しなくても社会資源であ

る社会福祉法人等の協力を得てブラン

チを設置できることを説明しておりま

すが，ご意見のとおり「市が整備するも



きないとするのはおかしいのではない

でしょうか。厚労省文章を見ても，また

他地域のブランチの設置を見ても，行政

が設置しないとはなっていないです。こ

この部分は「市が整備するものだけでは

なく」とすべきではないでしょうか。 

 

「地域の相談場所は簡易な相談を受

けるものとし，より専門的な相談は引き

続き在宅介護支援センターが対応しま

す。」となると，地域包括支援センター

では相談を受けないことになりません

か？その前の文章「地域包括支援センタ

ーは，４つの在宅介護支援センターと相

談支援を連携しており」と矛盾すること

になりませんか？地域の相談窓口（ブラ

ンチ）はあくまで「窓口」であり，ここ

に寄せられた相談の内容によって，地域

包括支援センターや専門的な在宅介護

支援センターがこの窓口に出向いてい

く姿勢が今，行政には求められているの

ではないでしょうか。 

 

 

特に「母子，障がい者」まで対象を拡

げて行く方針であるならば，行政内での

「one stop service」をどのように形成し

ていくのかの記載が必要だと思います

が。 

のだけではなく」に修正いたします。 

 

 

 

 

 

 

地域包括支援センターの業務の一つ

に総合相談・支援事業があります。この

相談体制を充実するために，４つの在宅

介護支援センターと相談支援の連携を

しております。在宅介護支援センターだ

けに専門的な相談を任せるのではなく，

地域包括支援センターでも相談対応は

行いますので，下から４行目「より専門

的な相談は引き続き在宅介護支援セン

ターが対応します。」を「より専門的な

相談は引き続き地域包括支援センター

及び在宅介護支援センターが対応しま

す。」に修正いたします。 

ブランチへ職員が出向くことについ

ては，ブランチの設置状況とあわせて対

応していきます。 

 

母子，障がい者への相談対象の拡大の

ための行政内での対応については，１９

ページに「地域包括ケアシステム構築に

向けて，保健福祉部と社会福祉協議会で

検討会を立ち上げて，情報収集と課題整

理を行い，その内容については，保健福

祉審議会や地域包括支援センター運営

協議会で協議していただきます。」を追

加記載します。 

 

◎２１ページ ２地域包括支援センターの充実の２０行目について 

意 見 の 要 旨 件数 意見に対する市の考え 

厚生労働省の諸資料によると，地域包

括支援センター運営協議会は，単にセン

ターからの報告を受け，意見を出し，セ

ンターはそこでの意見を聞いて円滑な

運営を行うようにとはなっていないと

思います。市民の声の場でもある運営協

議会を重視する必要があると思います。 

１ 

地域包括支援センターの運営を地域

の関係者全体で協議し，センターの適

切，公正，中立的な運営をしているかの

評価を行う地域包括支援センター運営

協議会は，市民の声に基づいて評価され

ていると考えております。 

「地域包括支援センター運営協議会



へ定期的に業務の報告を行うとともに，

その意見を聞きながら円滑な運営に努

めます。」を「地域包括支援センターが

市民や事業者の声を聞くのみではなく，

地域包括支援センター運営協議会委員

にも積極的に市民や事業者の声を聞い

ていただき，地域包括ケアシステム構築

に参画していただけるよう取り組んで

まいります。」に修正いたします。 

 

◎２３ページ ４「介護保険サービス」 

意 見 の 要 旨 件数 意見に対する市の考え 

P.23 地域密着サービスは，地域ニー

ズに応えて臨機応変にサービス展開が

できるようにとの事で，市町村に権限が

付与されていると思いますが，ここの記

載ではいかに「監督・規制」するのか，

と言った点しかありません。むしろその

点は，地域密着型サービス以外の介護サ

ービス事業所に対しても，利用するのは

市民ですから，そこで提供されるサービ

スの「質」を評価する仕組みを市町村と

しては考える必要があるのではないで

しょうか？（単に権限があるなしではな

く） 

１ 

地域密着型サービス以外の介護サー

ビス事業所に対する「指導・監督」権は，

市町村に権限が付与されていませんの

で，ご意見の提供されるサービスの「質」

を評価する仕組みは考えておりません。 

市では，提供されるサービスの「質」

の向上のために，介護サービス事業所等

の職員向けの研修会を開催するなどし

て，より良い介護サービスが提供できる

よう取組んでいます。 

なお研修会については，９２，９３ペ

ージに記載しています。 

 

◎６１ページ ①「夜間対応型訪問介護」 

意 見 の 要 旨 件数 意見に対する市の考え 

P.61 「夜間対応型訪問介護」は，前

計画では，「現状でのサービス利用はあ

りません。」となっており，今後の方策

として「一定のサービス量の確保を図り

ます。」との記載がありますが，今計画

では，「本市では，夜間利用の見込みが

少ないと見込まれるため，本計画期間中

の見込み量は０／年とします。」となっ

ています。同じく地域密着型サービスに

関してはＰ.61 以降で，殆どが「本市で

はニーズが少ないと見込まれるため」と

いう記載がされていますが，そのように

判断した根拠はどこにあるのでしょう

か？（どのようなニーズ調査を行ったの

でしょうか？） 

１ 

本市には事業所がなく，第４期計画ま

でのサービス利用実績がありません。ま

た，介護サービス事業所等からの事業展

開に関する要望もありません。現状では

適切な利用見込みを把握するのが困難

であり，本計画からは「本市では，夜間

利用の見込みが少ないと見込まれるた

め，本計画期間中の見込み量は０人／年

とします。」と明記いたしました。 

しかし状況によって利用ニーズが出

ることを考え，「なお，今後市民の意向

を見ながらサービス提供体制の構築を

目指します。」を，夜間対応型訪問介護

（６１ページ），小規模多機能型居宅介

護（６２ページ），定期巡回・随時対応



型訪問介護看護（６４ページ），複合型

サービス（６５ページ），介護予防小規

模多機能型居宅介護（７９ページ）の今

後の方策に追加します。 

 

 

◎５２ページ以降 

意 見 の 要 旨 件数 意見に対する市の考え 

P.52 以降の「介護給付サービスの見込

み量と方策」の各サービスの「今後の方

針」の中に「適切な供給量の確保に努め

るとともに」という枕詞が必ず入ってお

りますが，各サービスにおける「適切な

供給量」とはどのような意味でしょう

か？ 

 

見込量＜実績量のサービスの場合は

「過剰な」サービスが提供されている可

能性があるので，ここに対して「適切な」

供給量になるように働きかけるという

事でしょうか。 

逆に，見込量＞供給量の場合は，地域

ニーズに対して十分な供給ができてい

ないと考えられますので，サービス提供

量を増やすことが方策として考えられ，

地域内で提供事業者が確保できない場

合は，地域包括支援センターの仕事とし

てそのサービスを「産み出す」ことが業

務としてあるかと思います。記載されて

いる H21 年度からのデータを見ても，

連続して見込量＞実績量 サービスが

いくつもあるようですが，それらに対す

る具体的な「方策」はどうなっているの

でしょうか？ 

 

また，いずれの場合もまず「見込み量」

の算出の仕方はどうなっているのでし

ょうか？そこを明示しないとアンフエ

アーになるのではないかと思われます。 

１ 

介護サービスを受けるには，ケアマネ

ージャーによるケアプランが必要であ

り，そのケアプランを公平・公正に作っ

て，過剰なサービスにならないよう，真

に必要となるサービスの量が適切な供

給量になると考えています。 

 

 

ケアプランに基づいた介護サービス

が提供されるとともに，ケアマネージャ

ーによるモニタリングなども実施され

ることなどから，過剰なサービスが提供

される可能性は低いと考えます。 

適切な供給量になるよう働きかける

とは，実際の利用量を見極めながら茨城

県と連携し供給量確保に努めることで

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「見込量については，過去の要介護認

定者数，サービス利用者数，サービス利

用実績の伸びなどから算出しておりま

す。」を，居宅サービス（５２ページ），

地域密着型サービス（６１ページ），施

設サービス（６６ページ），介護予防サ

ービス（７０ページ），地域密着型介護



予防サービス（７８ページ）に追加しま

す。 

 

◎１０５ページ ２認知症を地域で支えるために 

意 見 の 要 旨 件数 意見に対する市の考え 

前計画でも，同じ項目で計画され，５

つの事業計画が記載されておりました。

まずは，それらの成果がどうであったか

のか，さらにその上に立って今期の事業

計画が記載される必要があると思うの

ですが，今期の事業計画は具体的な記載

が無くなっています。前段で今後認知症

の人口は増加すると警鐘を鳴らしてい

ながら，具体的な事業計画の記載が無く

なったのではどうしてでしょうか？ 

 

また，「今後，市内でも認知症の患者

数は増加することが見込まれますので，

取手医師会を通じて市内の認知症診療

体制確保を依頼します。」とありますが，

全国，茨城県（南部）でも数少ない認知

症医療を行える医師数の現状の中で，開

業医医師達の業界団体である医師会に

「依頼する」ことで，市内の認知症診療

体制確保が出来るのでしょうか？実際

にそれが可能となるには，場所や財政的

な確保が必要であり，介護保険からは財

政的支出は出来ないと思いますが，どこ

からその費用を出すのでしょうか。 

１ 

ご指摘の５つの事業計画については，

８８，８９，９５ページに記載しており

ます。 

事業内容については，地域包括支援セ

ンター運営協議会で協議していただき

ながら進めてまいります。 

 

 

 

 

 

市内の医療機関において，認知症診療

に関する科目を標榜している医療機関

があります。しかし，今後認知症患者の

増加が見込まれます。そのため，各医療

機関との連携・協議が必要と考えていま

す。 

「取手市医師会を通じて市内の認知

症診療体制確保を依頼します。また，市

内の医療機関と専門外来について協議

するとともに」を「市内の認知症診療体

制について，取手市医師会及び市内の医

療機関と協議します。」に修正いたしま

す。 

 

◎１０７ページ 第３節 医療との連携について 

意 見 の 要 旨 件数 意見に対する市の考え 

「今後増加することが予想される地

域での看取りに対応するため，在宅療養

診療所を始めとした医療機関等の関係

団体とさらに連携を図る必要がありま

す。」とありますが，守谷市の場合現在

のところ「地域での看取り」はどれくら

い件数があるのでしょうか？また，在宅

療養支援診療所は市内に３ヶ所ありま

１ 

地域での看取り件数については，統計

データがないので把握していません。 

医療を提供できる体制を充実するに

は市単独では困難であり，そのため医療

機関等との連携が重要と考えています。 

在宅での看取りについては，取手市医

師会で，取手市医師会在宅ネットワーク

を立ち上げられました。このネットワー



すが，皆民間診療所であり診療所長の個

人的な努力で営まれているかと思いま

す。守谷市として，「医療機関等の関係

団体と連携を図る」とはどのような計画

があるのでしょうか？このことは，平成

４年３月の「守谷町地域福祉推進計画」

の中でもすでに記載されておりますの

で，この２０年間の取り組みと成果，今

後の予定など具体的な記載がないと，単

なる字面だけの記載との誹りを免れな

いのではないでしょうか？ 

クに，地域包括ケアシステムに参入して

もらうよう協議していきます。 

「在宅療養支援診療所を始めとした

医療機関等の関係団体とさらに連携を

図る必要があります。」を「地域に密着

した医療の中核を担っている取手市医

師会を通して働きかけていくとともに，

市内の医療機関等との協議も進めてま

いります。 

また，市内在住の医療従事者等に，協

力いただける仕組みづくりに取り組み

ます。」に修正いたします。 

 


