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計画案に対する意見募集の結果 

 

⑴ 概要 

本計画の策定にあたり、川越市意見公募手続条例に基づき、計画案を公表し広く

市民意見を募集することにより、これらを計画に反映させる機会を確保しました。 

① 募集期間  平成 26 年 12 月 27 日～平成 27 年１月 25 日 

② 募集対象  市民、市内在勤・在学・事務事業の利害関係者 

③ 周知方法  川越市ホームページ、広報川越 

④ 閲覧場所  川越市介護保険課（市庁舎３階）、各市民センター・連絡所・公

民館・図書館、総合保健センター、川越市社会福祉協議会（総合

福祉センター）、川越市ホームページ 

 

⑵ 募集結果 

① 提出者数  ４名 

② 意見数  ２１件 

③ 意見の概要 一覧表のとおり 

 

⑶ すこやかプラン・川越－川越市高齢者保健福祉計画・第６期川越市介護保険事業

計画－（原案）に対する意見の概要と市の考え方 

 

№ 
本計画の該当 

ページと項目 
意見の概要 市の考え方 

計画への 

反映 

1 P7 

第１節 高齢

者の人口と要

介護者認定者

の現状 

第２章川越市の高齢者

を取り巻く状況 第１節

高齢者の人口と要介護認

定者の現状において、要

介護認定者の現状とある

が、要介護認定者の状況

について説明していると

ころがありません。 

また、日常生活圏域の

状況がよくわかりませ

ん。 

ご意見を踏まえ、平成

26 年までの要介護認定

者数の推移を追加しま

す。 

また、各日常生活圏域

別の要介護認定者数及

び介護保険指定事業所

数等を追加します。 

反映させま

した。 

 

2 P32 

川越市が目指

す地域包括ケ

アシステムの

姿 

「川越市が目指す地域

包括ケアシステムの姿」

の図は、国が示している

ものと同じであり、川越

市の独自性が見られな

い。 

ご意見を踏まえ、イメ

ージ図を修正します。 

反映させま

した。 
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3 P78 

⑶情報提供体

制の拡充 

「介護保険事業単独で

の第２号被保険者への支

援として、若年性認知症

や脳卒中の後遺症による

高次脳機能障害に対する

理解の啓発、利用できる

サービスの情報提供等、

支援体制の構築を図るこ

と」を事業計画に盛り込

んでほしい。 

介護保険事業として

支援できる情報の提供

等に努めます。 

反映済と考

えます。 

4 P41・42 

⑶認知症総合

支援事業の推

進 

「若年性認知症や脳卒

中の後遺症による高次脳

機能障害を含む認知障害

の予防・早期発見・早期

対応のための総合的な支

援に取り組むこと」を事

業計画に盛り込んでほし

い。 

「65 歳未満に発症す

る若年性認知症、脳卒中

の後遺症による高次脳機

能障害の支援策として、

雇用継続に関する支援や

障害福祉サービスの活用

も含め関連する他部署と

連携し、適切な診断につ

なげるなど本人や家族に

対する相談体制の一層の

整備・充実を図ること」

を事業計画に盛り込んで

ほしい。 

平成 25 年度から始ま

りました認知症施策推

進５か年計画（オレンジ

プラン）を推進する中

で、若年性認知症を含む

認知症の方やその家族

に、総合的に支援しま

す。 

反映済と考

えます。 

5 P41・42 

⑶認知症総合

支援事業の推

進 

若年性認知症や脳卒中

の後遺症による高次脳機

能障害を含む第２号被保

険者への支援として、高

齢者支援課と障害福祉課

の連携を強め、適切な診

断につなげるなど切れ目

のない支援に取り組むこ

障害者支援計画と整

合・調和を図る中で、関

係課との連携に努めま

す。 

今後の参考

とします。 
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とを事業計画に盛り込ん

でほしい。 

6 全体の見直し 事業を見直し、経費を

節減して、介護保険料を

減額してほしい。 

第６期計画において

は、第５期計画期間の介

護サービスの利用実績、

高齢者ニーズ調査の結

果、及び本市の将来の人

口推計や高齢者人口の

動向等から、計画期間中

に必要となる介護サー

ビス量を計算しました。 

介護保険料について

は、国の考え方に基づ

き、介護サービスを提供

するために必要な予算

を算定し、介護保険保険

給付費等準備基金を活

用するなどして、できる

だけ負担の軽減に努め

ます。 

今後の参考

とします。 

7 P32 

川越市が目指

す地域包括ケ

アシステムの

姿(図) 

現在ある地域包括支援

センターを機能強化した

上で、その効果を検証し、

サテライト型のセンター

を検討すべき。 

現在ある一部の地域

包括支援センターを機

能強化型地域包括支援

センターに転換し、地域

包括支援センターの活

動体制の強化を図りま

す。 

また、一部の日常生活

圏域に設置している「地

域包括支援センターブ

ランチ」を「サテライト

型地域包括支援センタ

ー」に機能強化するとと

もに、地域包括支援セン

ターが設置されていな

い日常生活圏域につい

ても、順次設置するよう

検討します。 

 

反映済と考

えます。 



4 

 

8 P36 

第４節 地域

支援事業の充

実への取組 

「在宅医療・介護連携

の推進」「認知症総合支援

事業の推進」「早期診断早

期対応等」を推進する具

体的な工程を事業計画の

中に示さないと具体性が

乏しい。 

第６期計画において

取り組む地域支援事業

の中で、認知症総合支援

事業を実施し、認知症施

策推進５か年計画（オレ

ンジプラン）を推進しま

す。 

今後の参考

とします。 

9 P64 

⑫長寿祝い金

支給事業 

⑬金婚祝記念

品贈呈事業 

「長寿祝い金支給事

業」「金婚祝記念品贈呈事

業」は、一般会計から支

出すべき。 

当該事業については、

介護保険事業特別会計

からではなく、一般会計

から支出しています。 

本計画(案)

の内容等を

説明するも

のと考えま

す。 

10 P64 

⑫長寿祝い金

支給事業 

⑬金婚祝記念

品贈呈事業 

介護保険を利用しない

市民へ奨励金を支給する

ことで、介護給付費の増

加を抑制する効果が期待

できるのでは。 

１年以上介護保険サ

ービスを利用していな

いなど、一定の要件を全

て満たしている高齢者

を在宅で介護している

家族に「家族介護慰労

金」を支給しています。 

反映済と考

えます。 

11 P74・75 

⑴介護サービ

スの基盤整備 

第５期計画の中で整備

した特別養護老人ホーム

及び特定施設入居者生活

介護の①本体工事費、②

備品・設備工事費、③選

定事業者、④選定理由、

⑤補助に際しての審査の

ポイントを公開してほし

い。 

施設整備事業者の選

定結果について、公表で

きる情報については、本

市ホームページにて公

表しています。 

本計画(案)

に対する意

見等ではな

いものと考

えます。 

12 P74・75 

⑴介護サービ

スの基盤整備 

平成 27 年度の基盤整

備に「特別養護老人ホー

ム転換１」となっている

のは、平成 26 年度に計画

されていた新設１とは異

なるのか。 

第６期事業計画（案）

に記載しています「転換

１か所（10 人）」につき

ましては、第５期事業計

画で計画した施設では

なく、既存の特別養護老

人ホームのショートス

テイの定員を特別養護

老人ホームの定員に転

換するものです。 

本計画(案)

の内容等を

説明するも

のと考えま

す。 

13 P74・75 第５期計画で掲げたサ 第５期事業計画にて 本計画(案)
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⑴介護サービ

スの基盤整備 

ービス基盤の目標の達成

状況と建設されなかった

場合、その理由を公開し

てほしい。 

設定しましたサービス

基盤整備の目標にて、整

備できなかったサービ

スは次のとおりです。 

・認知症対応型通所介護

（１か所） 

・小規模多機能型居宅介

護（２か所） 

・地域密着型特定施設入

居者生活介護（１か所） 

・定期巡回・随時対応型

訪問介護（１か所） 

いずれのサービスも、

公募した結果、応募がな

かったものと、途中で事

業者が辞退しているも

のです。 

の内容等を

説明するも

のと考えま

す。 

14 P74・75 

⑴介護サービ

スの基盤整備 

P84～94 

第２節 介護

サービスの見

込量 

第６期事業計画の策定

にあたっては、実現可能

な数値目標を示した上

で、介護保険料を算出し

てほしい。 

６と同じ。 今後の参考

とします。 

15 P74・75 

⑴介護サービ

スの基盤整備 

特別養護老人ホームの

建設にあたり、市が自前

で補助金を支出する政策

的理由を説明してほし

い。 

本市は平成 15 年度に

中核市へ移行したこと

から、特別養護老人ホー

ムの整備手続等の権限

が埼玉県から委譲され

ました。 

そのため、本市が特別

養護老人ホームの整備

にあたっては、市が定め

た補助金交付要綱に基

づき支給します。 

本計画(案)

に対する意

見等ではな

いものと考

えます。 

16 P77 

⑵介護サービ

スの質の向上 

「介護従事者の労働環

境の改善」は、最優先施

策と考える。事業計画の

中に、厚労省が待遇の改

平成 21 年より、介護

職員の処遇改善の取組

として、都道府県に介護

職員処遇改善交付金が

本計画(案)

の内容等を

説明するも

のと考えま
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善に取り組んだ事業所の

職員に 12,000 円の予算

措置を講じることができ

ることを記載することは

できないか。 

介護事業所職員の質の

向上や研修ということが

取り上げられているが、

待遇を改善し、正規職員

の数を増やすことで離職

率の低下を図ることがま

ず求められるべき。 

創設されました。平成

24 年度からは、当該交

付金による賃金改善の

効果を継続する観点か

ら、当該交付金を介護報

酬に移行し、介護職員処

遇改善加算が創設され

ました。 

本市におきましては、

対象となる事業所のう

ち約８割の事業所が同

加算を算定しているこ

とから、制度が浸透して

いると考えます。 

す。 

17 P79 

⑷介護給付費

適正化の取組 

待遇改善を図る上で、

市が事業所等の職員体制

等を把握するために、各

期に実態調査を行うべ

き。 

本市では、市内全事業

所を対象に、「介護保険

サービス基盤整備状況

調査」を年に１回実施

し、職員数、職員の採用

及び退職者数、年収、勤

続年数等を調査してい

ます。 

本計画(案)

に対する意

見等ではな

いものと考

えます。 

18 P79 

⑷介護給付費

適正化の取組 

市町村が支出する補助

金や委託料を受ける法人

や団体に対して職員の再

就職を禁止するか、一定

の制限を条例・規則で制

定するなどして、外形的

に透明性、信頼性を高め

る検討をしたらどうか。 

高齢者福祉の事業等

に関し市が支出する補

助金や委託料について

は、透明性や信頼性を高

めることが重要である

と考えています。 

職員の退職管理を適

正に確保することにつ

いては、今後における地

方公務員法の改正等の

動向を見極めながら、適

正に対応します。 

本計画(案)

に対する意

見等ではな

いものと考

えます。 

19 P95 

⑴標準給付費

の見込額 

特別養護老人ホームや

デイサービス等の介護サ

ービス事業者の収益率が

一般企業よりも上回って

いるとのことであるが、

６と同じ。 今後の参考

とします。 
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介護報酬単価が引下げら

れてもまだ一般企業との

乖離は大きいと思われる

ため、第６期介護保険料

の算定に当たっては考慮

してほしい。 

20 P97 

第１号被保険

者の保険料 

第６期に向けた介護報

酬の引下げと、基金の取

り崩しにより大幅な保険

料の軽減につながること

を期待する。 

６と同じ。 今後の参考

とします。 

21 P104 

第３節 計画

の推進体制 

事業計画の進捗状況等

については「川越市介護

保険事業計画等審議会」

において評価し、課題を

明らかにし、事業計画に

反映させるとあるが、事

業の見直しにあたって

は、計画の章・節にそっ

て年度毎に行い、ホーム

ページ等で公開し、いつ

でも意見が出せるように

してほしい。 

川越市介護保険事業

計画等審議会の議事録

は、ホームページで公開

しておりますが、会議の

透明性の観点からも、よ

り多くの情報を公開す

るよう検討します。 

今後の参考

とします。 

 

 


