「甲府市高齢者支援計画（要旨素案）
」への意見と市の考え方
No.

意見

市の考え方

①甲府市の目指す地域包括ケア体制について（P１９）

【福祉保健部総務課】

自助、共助、公助の考え方を意識し…とありますが、以前は自助、互助という考え方だったと思います

①第 3 章の 2 に記載がありますが、互助の考え方は共助に含まれており、計画に取り入れております。

が、互助の考え方は取り入れないのでしょうか？

健康都市の実現を目指す本市の姿として、
「ひと」
「地域」
「まち」それぞれの健康づくりの要素を融合さ

昭和の時代の向こう３軒両隣という訳にはいかない時代だと思いますが、今の時代に合わせた互助（自

せた、本市独自の地域包括ケア体制の更なる推進を図るため、一人ひとりが健康づくりに取り組む「自

治会）活動が必要だと思います。

助」や、その取組を地域全体で支えていく「共助」を、その環境を整える「公助」がサポートするとい

②エビデンスに基づく健康づくりの充実（P２５）

う考え方のもと、施策を推進してまいります。

根拠にもとづく施策を実践できる環境づくりを含む…

【健康政策課】

どのような施策なのかよく分かりません。具体例を出していだだけると分かりやすいと思います。

②根拠にもとづく施策の立案にあたり、KDB（国保データベース）を始め様々なデータを活用、分析し
た中で課題の抽出や介護予防・重度化防止の取り組みの評価・検証の仕組みづくりを行い、実施体制の
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構築を行うことなどを指しています。
例えば、健診の結果による糖尿病腎症受療者及び糖尿病コントロール不良者（ＨｂＡｌｃ8.0％以上）の
重症化予防の保健指導を行うことにより人工透析導入の予防または、導入時期を遅らせる事業（施策）
や、ＫＤＢシステムにより抽出した健康状態未把握者の実態を把握し、必要に応じて健診や医療受診、
サービスに繋げ、重症化を予防する事業（施策）など、各種データから導出される健康課題を分析し、
課題の設定、取組みを立案すること等を想定しています。
【地域保健課】
②健康診査や KDB（国保データベース）等、高齢者の保健事業と介護予防に関連するデータを分析し、
重点的に取り組む健康課題を明らかにし、その解決に向けた施策の立案や体制整備について、関係各課
で検討をすすめることにより、根拠に基づく健康づくりの充実につながるよう努めてまいります。
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①47 ページ介護保険給付等の見込み欄が作成中なのはなぜか？

【福祉保健部総務課】

利用者にとって、この欄が一番重要ではないかと思います。

②第 3 章の１～２に記載がありますが、高齢者が住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができ

この欄に記載がない段階で意見を求められても、何についてコメントしていいのかわかりません。

るまちの実現が、本市が目指すべき姿であります。そのためには人の健康づくり（自助）、地域の健康づ

市は市民にどのようなコメントを求めていますか？

くり（共助）
、まちの健康づくり（公助）の全てが重要であると考えております。

この欄の作成後に、もう一度パブリックコメントを募集してください。

【健康政策課】

②共助重視であることに不安を覚えます。

②本市としては、支援が必要な部分への公助の役割を果たしつつ,支援が必要となる前の段階についても

計画は共助重視である印象を受けました。

地域生活による予防的視点を含めて計画の策定を考えたことから、公助と共助、自助を一体的に進めて

私たちの世代は、近所の助け合いやボランティアでは自分たちの老後の心配は払拭できません。

いく包括ケア体制を考えています。

近所の助け合いやボランティアは自治体の仕事ではなく、公助に責任を持つことが自治体の役割である

自助、共助、公助のいずれかを重視するのではなく、それぞれが補完し合い、一体となり地域包括ケア

と認識しています。

体制の構築を推進することにより、高齢者が住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができるま

自助、共助で何とかするべきというのが市の方針であるなら、これまで支払った介護保険料は返金して

ちの実現を図ってまいります。

ください。

今後、持続可能な社会保障制度とするためにも共助（互助）の推進が必要であり、その為には自助が基

国の方針に従うだけではなく、自治体としてのイニシアティブを発揮し、甲府市に住んでいて良かった

本であります。公助はその全てを支え、それぞれが一体となった地域包括ケア体制を構築してまいりま

と思えるような、市民のための積極的な方針を打ち出してください。

す。
【介護保険課】
①今回のパブリックコメントにつきましては、施策の方向性についての意見を求めるため、計画の要旨
として実施したところであり、要旨に対するさまざまな意見や審議会からの答申を踏まえ、見込量も含
めた「素案」をとりまとめたことから改めて 2 月 26 日から一月間、実施しました。なお、保険料の記載
につきましては、3 月議会における議決事項となるため、記載はしておりません。

初めに三年後の見直しは分かっていた事ですのに計画案の市民への提出と市民へのパブリックコメント
を行う事について募集期間が 1 月 25 日～2 月 10 日必着とあまりにも期間が短いです。本当に市民の声

ご意見をいただきましたように、高齢者世帯や独居高齢者等が増えていく中で、地域で孤立させない

が反映されるのかとても心配です。それと市民が一番関心のある介護保険料が示されていません。4 月

ために、個人のプライバシーにも配慮しつつ、地域でつながりをもてる地域づくり、通いの場の設置に

からの事ですので分かっていてもいいはずです。納得できません。

ついて、検討をしていく所存です。

28 ページ、その他にもありますが、地域住民の支えあいを強調していますが、特にコロナが発生以来、

自助、共助、公助のいずれかを重視するのではなく、それぞれが補完し合い、一体となり地域包括ケ

外出制限や隣近所のつきあいも減し出歩くこともなくなりました。又、個人情報等でプライバシーの保

ア体制の構築を推進することにより、高齢者が住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができる

護等で口を閉ざす方も多くなっています。1 人暮らしの高齢者が多くなっています。地域包括センター

まちの実現を図ってまいります。

の人員確保、財政支援が特に求められています。又、1 人暮らしでも安心して住みやすい地域づくりが
あちこちに書かれていますが、具体的に展望を示してほしい。地域に気軽に集まれるサロンを市で作っ
3

【健康政策課】

【高齢者福祉課】
通いの場としての「いきいきサロン事業」は、今後も引き続き推進してまいります。

てほしいです。
高齢化がますます進んでいきます。自分らしく暮らせる事が大事ですが、年を重ねると体力も落ち病気
にもなってきます。この方々が自分の家で安心して暮らせるように行政でゆき届いた手を差しのべて下

【介護保険課】
No.2 への回答と同様です。

さい。その方々に合ったサービスの提供をしてください。
自助、共助、公助といたる所に書いてありますが福祉は公助でやるべきです。自己責任論は論外です。
消費税は 10％になり負担は国民に押し付けられています。消費税は福祉の為と政府は言っていますが実
状は 16％しか使っていません。後はどこにいってしまったのでしょうか。年金ぐらしの高齢者、特に女
性の１人ぐらしの方々はギリギリで生活しています。これ以上苦しめないで下さい。市も国の言いなり
にならず、甲府市としても補助をもっと多くするよう国に働きかけて下さい。社会保障は国でやるべき
事です。
「介護サービスの現状」で地域密着型サービスの増加と施設サービスの微減が示されていますが、地域
密着型特養は、どちらのサービスに入っているのかがわかりづらいと思いました。地域密着型サービス
に入っているのであれば、施設サービスのニーズは変わらずあるのではないでしょうか。一方で、地域
4

【介護保険課】
サービス利用料については、これまでも低所得者対策として利用料の負担軽減を実施しており、今後
も継続して実施していきます。

密着型特養やユニット型の特養は金額が高くて入所できないという声も聴きます。年金内で入所できる
施設があるのか不安を感じる市民は多いと感じます。
一人暮らしの高齢者が今後も増える見通しの中、国民年金でも厚生年金でも自分の年金内で入所ができ
る施設サービスの確保は必要不可欠で、利用料の検討も含め、今後の計画に盛り込んで頂きたいです。
①コロナ感染症の影響もあったかとは思われますが、計画策定のペースか少し遅かったように感じます。 【健康政策課】
第 8 期の介護サービス量と保険料の見込み数値がないと、パブリックコメントも検討しにくさが否めま

②ウィズコロナ、アフターコロナの新しい生活様式に対応した健康づくりについては、感染症対策を行

せん。今後、計画量の標記がされた計画にて、再度パブリックコメントの募集か出されるのでしょうか。 う中での健康づくり事業の実施の在り方を検討することや、新しい生活様式の中で影響が懸念される健
5

②第 5 章「施策の展開」(P24)に、
「ウィズコロナ、アフターコロナの生活様式の変化に対応した健康づ

康課題などに対して情報の普及啓発や事業 内容の検討を行っていきます。

くりに地域と連携しなから取り組んでいく」とありますか、抽象的でわかりにくいです。新生活様式に

【地域保健課】

対応した健康づくりの施策について、より具体的な記載が欲しいです。

②「ウィズコロナ、アフターコロナの生活様式の変化に対応した健康づくりに地域と連携しなから取り

組んでいく」ということに関しては、新たな生活様式に対応した新たな事業を想定しているのものでは
ありません。新型コロナウイルス感染症の終息が見えない中、健康診査や健康教室、健康相談などの健
康づくり事業を実施する時には、３密を避けることや、積極的な換気、手洗い（消毒）などの感染予防
対策を行いながら行っていくことを想定しています。また自粛生活から懸念される生活不活発病（フレ
イル）の予防や感染症に対する免疫力向上についての知識の啓発もあわせて行っていく予定です。
【介護保険課】
①No.2 への回答と同様です。
2021 年から 3 年間の高齢者支援計画についての要望を述べます。計画目標の「健康づくり・生きがいづ

【地域保健課】

くり」は大切です。施策では、

②高齢期になる以前から、ご自身の健康に関心を持ち、病気の早期発見、早期治療に向けた健康診査の

①PCR 検査の実施。ウィズコロナ、アフターコロナの中、感染症に弱い高齢者が安心・安全で暮らすた

受診が市民の皆様に習慣化し、健康づくりに取り組んでいただけるよう、引き続き、受診勧奨や受診し

めに、市の予算で定期的な PCR 検査をサ高住を含む高齢者施設と地域の高齢者全員に行なって下さい。 やすい環境整備に努めてまいります。
②健康・足・対話手段の確保への支援と補助。高齢者が社会参加するには、健康であること、足の確保、 また、加齢性難聴につきましても、聞こえづらさを感じたときに、早期に耳鼻科受診をし相談していた
対話手段の確保が大切です。交通手段の確保については第 7 次支援計画に盛り込まれていません。移動

だけるよう情報提供してまいります。

手段については現状を調査し、どうすれば一人でも多くの高齢者が社会参加できるかのエビデンスに基
づいた方針を作って下さい。乗り合いバスが必要なのか、その他の方法があるのか施策に盛り込んで下
6

さい。社会参加を検討する際、見落としがちな対話手段の確保への援助も必要です。視力は眼鏡で補え

【介護保険課】
➂No.2 への回答と同様です。

ますが、高齢者に多い白内障・緑内障・加齢黄斑変性病は「見えづらさ」を感じる頃は病気がかなり進
行しているのが特徴です。早期発見早期治療のため、65 歳になったら全員検診無料券等の発行、5 年ご

【交通政策課】

との定期検査をして下さい。又、聴力については支援計画が手つかずなのではないでしょうか。聞こえ

②の高齢者の移動手段の確保について、本市におきましては、バスの乗り方動画の制作・公開や利用者

づらいために社会参加が出来ないとすれば、諸権利と生きがいを奪うことになりかねません。加齢性難

のニーズに合わせ、最寄りのバス停などから目的地までの発着時刻、乗り継ぎ案内などを記載したマイ

聴の実態を先ず調査し、加齢性難聴への補助事業の進んでいる自治体やヨーロッパ各国からも学び、甲

バス・鉄道時刻表の提供等により、路線バスなどへの乗車経験が少ない高齢者にも安心して公共交通を

府市でもやれるエビデンスを明らかにして下さい。

利用いただけるよう努めております。今後におきましても、本市の地域公共交通網形成計画に基づき、

③予算を明らかに。第 7 次支援計画には予算の姿が見えません。3 年間の施策と事業のためにいくら

利用しやすく持続可能な公共交通体系の実現に努めてまいります。

かかるのか、６次計画と比較してどう前進するのかを明らかにして下さい。心身の健康及び生活の安定
を作り出す予算の開示をお願いします。
Ⅰ．総括的意見

（P.数はホームページからの資料による）

第 7 次甲府市高齢者支援計画（「以下第 7 次計画案」という。）は、令和 3 年度から 5 年度を期間とする
計画で P.26 の根拠法令等では、介護保険事業計画の策定をする必要があり、重要な位置づけがあるが、

【介護保険課】
「見込み量・保険料」、
「介護予防・重度化防止、適正化」については、No.2 への回答と同様です。
要介護２・３の割合が高く、要支援の割合が低いことについては、山梨県が実施した「介護保険事業

この「第 7 次計画案」では全体的な記述がなく、P.52、53 のサービス料の見込みが「作成中」となって

支援計画策定調査」や市が実施した「介護サービス利用者満足度調査」等より、甲府市や山梨県の特徴

いる。この様に必要なことを示さずにパブリックコメントにかけるのはおかしい。
「計画値はいつ出され

として、
「介護ができる家族が近くにいることが多いこと」
、
「自分のことは自分でしたいという気持ちか

るのか、出された場合には市民の意見を反映させるのにはどうするのかを明らかにすべき。また、
「第 7

ら、状態が重くなるまで介護認定の申請をしない傾向」があり、結果として軽度者の割合が低く、中重

次計画案」の実施は令和 3 年 4 月 1 日であるが、それまでに市民の意見をきき反映させるスケジュール

度の割合が高いということが挙げられます。一方で、
「介護サービス利用者満足度調査」の回答からは、

はどうなるのかを明確にすべきである。尚、昨年から続くコロナ禍にあって、「ウィズコロナ」「アフタ

介護者である家族等の負担も大きい実態が見受けられることから、状態が重くなる前に介護認定を受け、

ーコロナ」の記述が P.28 施設の展開、施策 1．の「現状と課題」の中に 1 行あるだけである。高齢者に

効果的にサービスを利用することで、利用者の重度化防止や介護者の負担軽減につなげることを目指す

とって重大な影響のあるコロナ感染症対策について検討・記述されるべきである。

ものです。

Ⅱ．個別的具体的事項に関する意見

介護事業所・介護人材への支援等については、参考とさせていただきます。

①介護保険関連について
（1）P.21 第 6 次計画の達成状況で全国の要介護（要支援）認定率と比較して「甲府市は要介護 2～3
の割合が高く、要支援 1～2 の割合が低い傾向がある。改善されていない」とあるが、どうしてそうなっ
たのか、何故改善しなくてはならないのか不明である。要支援の割合が高い方がよいという理由は何か。
（2）P.44 施策 7．介護サービスの充実について、重度化防止策の充実とあるが、具体的にはどういう
ことか記述すべきである。
（3）P.54 3．介護予防・重症化防止と介護保険給付の適正化について、介護保険給付費が増加し続け、
保険料や保険財政に大きな影響を与えているとあるが、具体的にはどういう数値か記述がない。適正化
とはどういうことを指すのかも不明である。根拠のある数値と具体策が示されるべきである。
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（4）P.55 介護保険料基準額はいつ公表されるのか。介護保険料が値上げされることになれば、私たち
のくらしをますます厳しくさせるものであり反対だ。
②P.17～21 高齢者の実態調査結果と第 6 次計画の達成状況について、これらの結果がどういう手順で
「第 7 次計画案」に反映されているのか不明である。
③P.26～50 ４．施策の効果を高めるために、
「甲府市の目指すべき姿『高齢者が住み慣れた地域で自分
らしく暮らし続けることができるまち』を実現するためには、高齢者や関係者、市が連携して『一人一
人ができること（自助）
』
『地域でできること（共助）
』
『公的な支援を行うこと（公助）
』に取りくんでい
くことが必要」とあるが、P.26 住民参加の段階、目指す状態の表（記述）や P.29 以下の事業の「共助」
「公助」の記述は、明らかに「甲府市の目指すべき姿・・・・・取りくんでいくことが必要」の考え方
と違う。今、日本政府が自助（自己責任）の考えを優先している中で、
「共助」
「公助」もすべて高齢者・
住民が自らやることしか記述されないのでは、市民として非常に不満である。特に「公助」は、公的支
援を行うのが最重要であり、この「第 7 次計画案」に「甲府市」が何をやるかを明確にすべきである。
また、国や県に対し、社会保障の充実を協力に要請していくことも重要である。
P.29 公助 1、P.38 公助 1、
（４）の公助 1、P.39（5）公助、
（6）公助 1、P.40 公助 1、P.42 公助 1、P.43
（1）公助 1、
（2）公助 1、P.45（1）公助 1、P.46（4）公助 2、（5）公助 1、P.48（1）公助 1、（2）公
助 1、P.50（1）公助 1、公助 1、
（2）公助 1、等は、本来の意味の「公助」にするべきである。「共助」
についても、P.30 共助 2、P.31 共助 2、P.33（1）共助 1、P.38（4）共助 1、共助 1、P.41（2）共助 1、
（3）共助 1、P.43（2）共助 1、P.48 共助 1、P.50（1）共助 1、共助 1、共助 1、共助 2 を本来の「共
助」の考え方にするべきである。
④P.33、34 インフォーマルなサービスとは何か。支援はフォーマルであるべきである。
⑤介護の担い手不足等の現状を見て、介護従事者の処遇改善、介護事業所への支援が必要である。

【福祉保健部総務課】
②第 1 章の 7.計画の策定体制に記載がありますが、高齢者の実態調査結果と第 6 次計画の達成状況につ
きましては、計画の策定に際して、関係団体や学識経験者及び市民に皆様の意見を広く求めるために設
置した「甲府市社会福祉審議会」の「高齢者福祉専門分科会」において、審議、検討を行い反映してお
ります。
③第 5 章の施策 1～9 に記載がありますが、本計画では、
「目指す市民参加の状態」として自助（自ら取
り組む）、共助 1（参加・協力する）、共助 2（運営・参画する）、公助 1（知る・利用する）、公助 2（共
に支える・活用する）の 5 段階を設定し、事業ごとに最も重要と考える段階を表記することにより、高
齢者の皆様とどのように連携していくかの見える化を図ると同時に、市民及び市の主な取組を具体的に
示す構成としております。
④NPO、住民、ボランティア等が主体となって行うサービスであり、公的サービス以外のサービスであ
ります。施策 4（２）
「高齢者の生活支援・介護予防の推進と社会参加の促進」において、地域における
生活支援・介護予防を推進していくために、多様な主体によるサービスの提供体制を構築していきます。

甲府市で二番目に高齢化率の高い北部でくらす段階の世代です。配偶者を 60 代で亡くし、年金で生活
維持しています。甲府市高齢者支援計画（以下支援計画と略す）は私自身の課題であり、意見を述べた

【福祉保健部総務課】
第 3 章の２に記載がありますが、
「高齢者が住み慣れた地域で、自分らしく暮らし続けることができる

いと思います。

まち」を実現するために、
「ひと」
「地域」
「まち」それぞれの健康づくりの要素を融合させた、本市独自

甲府市が目標としている「高齢者が住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けるまち」には大賛成です。

の地域包括ケア体制の更なる推進を図るべく、一人ひとりが健康づくりに取り組む「自助」や、その取

そのために何をすべきか、実態はどうなのかと関心をもって支援計画を読み込んで違和感をもちました。 組を地域全体で支えていく「共助」を、その環境を整える「公助」がサポートするという考え方のもと、
支援計画はコロナを想定していない平時のものであると。この一年間コロナ禍で自粛生活をしいられ、

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、計画に基づく施策を推進してまいります。

人との交流や運動もできず、受診さえためらって生活してきました。その結果、心身機能が著しく低下
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し、回復には時間がかかります。
リーマンショックより強烈と言われるコロナショックは、さらなる困難をひきおこしています。コロナ
による貧困の拡大は、介護保険料の未納、利用料の滞納など、制度やサービスが受けられなくなり、
「お
金の切れ目が、生命の切れ目」になる社会となります。
支援計画のコンセプトは、地域住民で支えあうことにあるが、地域が成立していない事態となり、政治
の課題として位置づける必要があると思います。支援計画の柱は、公的資金、税金をくり入れ、保険料
に頼らずに住みなれた社会で生命をまっとうできるシステムをつくることだと思います。地域包括支援
センターを小学校区に設置し、体制強化をはかり、補助金を増額すべきです。
どうか安心して住みつづけられるような支援計画をお願いします。
高齢書が住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができるのが理想です。しかし、現実には介護
が必要になり自宅で出来る限度を超えて各種サービスに頼らざるを得ません。地域包括とは、住んでい

甲府市では認知症総合支援対策実施方針により、平成２８年から認知症サポーター養成をはじめ、認

る地域で支えることですが、あくまでもボランティアです。まずは公助、市からの支援体制が基本にあ

知症支援ボランティアの養成、集いの場となるオレンジカフェの設置、必要な支援につなげる専門職の

り共助で支え合い、そして一人一人が出来る自助です。とかく自己責任を優先する中での施策は押付け

認知症初期集中支援チーム等の地域資源を設置してまいりました。今後は、国の方針である認知症支援

のようです。中核市になって甲府市の高齢者支援計画は今までより進んでいるのでしょうか？具体的な

推進大綱を踏まえつつ、事業を独立したものとするのではなく、つながりをもって運営ができるよう推

ものが見えてきません。第 6 次の達成状況で認知症支援の取り組みを有機的に繋げられる仕組みづくり

進していく予定です。

を行う事とあるが、何なのか具体的なものが出で来ない。22 年度では介護の認定率が減少していく。
「介
護予防事業の効果を踏まえた上で推計」になっているが少ないのではないか？認定に際しての懸念が生
じる。要介護と認定する人を介護予防事業にさせようとする動きが強くなるのではと懸念する。一番の
9

【健康政策課】

不備は、サービス料の見込みが「作成中」となっていることです。肝心なことを掲載しないのは片手落
ちです。

【介護保険課】
見込み量については、No.2 への回答と同様です。
令和 22 年度の認定率が令和 17 年度と比較して減少していることについては、令和 22 年（2040 年）が
いわゆる団塊ジュニア世代が 65 歳以上となる年であり高齢者数としてはピークを迎える見込みですが、
一方で認定率に与える影響が大きい後期高齢者の割合は一時減少する見込みとなっており、このため認

用語の説明が必要では、インフォーマルなサービス、何のことかわかりません。

定率についても一時的に減少しています。介護サービスを必要とする方が安心してサービスを受けられ
るように今後とも努めてまいります。
【福祉保健部総務課】
計画書の巻末の資料編に主な取組の解説と用語解説を掲載しております。インフォーマルなサービス
とは、NPO、住民、ボランティア等が主体となって行うサービスであり、公的サービス以外のサービス
であります。施策 4 において、地域における生活支援・介護予防を推進していくために、多様な主体に
よるサービスの提供体制を構築していきます。

①支援計画の根底に、日本国憲法 13 条「すべて国民は個人として尊重される。
」及び 25 条「すべて国
民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」の精神を意識することが重要と考えます。

【介護保険課】
見込み量・適正化については、No.2・No.7 への回答と同様です。

②全体に、「自助」「共助」のみが言及、強調されている印象。「健康都市宣言」の「まず自分の責任で」
の思想がここでも根底に流れています。
③「公助」では、甲府市が施策の実現のために具体的に何を支援するかを明らかにしなければなりませ
10

ん。例えば施策４）の「
（地域での見守りと暮らしの足の確保の項で公助１目指す市民参加の状態＞「公
共交通を利用して生活する高齢者（自家用車がない高齢者や免許を返納した高齢者等）が増えている状
態をめざします。
」としていますが、非常に不十分、不親切です。利用しやすい公共交通の構築こそが不
可欠なのです。全体として「公助」に欠けているのは「市の果たす保障と責任」です。
④介護保険給付等の見込み額が「作成中」のままでパブコメ募集とは。介護保険給付の適正化について、
「適正化とは」必要なサービスの保障こそ大切であることを認識されて計画を策定されることを望みま
す。
地域支援コーディネーターの役割や配置状況・規模など具体的に知りたい。

【健康政策課】

住民主体サービス目について異体的内容を知りたい。

生活支援コーディネーターの役割は、地域で行われている助け合い・支え合いなどの地域資源の把握、

サービス見込み量が作成中、介護保険料設定中。コメントが出来ない。

地域課題の把握を行い、地域住民自身が地域の課題を考え、解決できるように支援します。住民では解
決が難しい課題については、市や民間企業などの支援・協力が得られるように、調整をします。また、
困りごとについて支援できる団体・個人等を結び付ける役割があります。
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住民主体サービスＢには通所型と訪問型があります。
通所型・・・通いの場において、軽体操、脳トレ等及び茶会、会食、レクリエーション等を通して、介
護予防を目指します。
訪問型・・・ボランティア活動等により、掃除、洗濯、調理等の日常生活の支援をします。
【介護保険課】
見込み量・保険料については、No.2 への回答と同様です。
私たち高齢者の今後の生活にかかわることですので意見を述べさせていただきます。

【介護保険課】

まずはじめに、わからない用語がいくつかありますが用語解説が欲しいと思いました。例えばフレイル

介護保険料やサービス利用料については、これまでも低所得者対策として保険料の個別減免や利用料

期・総合事業・第 1 号被保険者・地域密着型サービス・居宅介護予防サービス・元気アップチェック・

の負担軽減を実施しており、今後も継続して実施していきます。また、介護サービスについても必要量

元気アップ高齢者・エビデンス・介護予防マネジメント・包括的継続的ケアマネジメント・地域ケア会

を見込む中で、必要に応じて施設整備等の介護基盤の整備や介護サービスの質の向上を図る取り組み、

議・生活支援コーディネーター・インフォーマルなサービス・共生型サービス・認知症ケアパス

など。 介護事業者・事業所への指導監督、介護給付費の適正化を行っており、これらについても今後も継続し

目指すべき姿として「高齢者が住み慣れた地域で、自分らしく暮らし続けることができるまちの実現」
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とありますが、その目標は大賛成です。しかし、現実はどうか。私の周りでは、介護保険料が高すぎて
生活を圧迫している・介護が必要な場合、利用料が高くて必要な介護が受けられない・高齢者施設に入
所したいが高すぎる・特別養護老人ホームに入所したくても入れない等々の声が聞かれます。これらの
問題を解決する計画になっているでしょうか。
介護サービスの現状によると介護保険受給者が４倍になっている。その中で施設サービスが増えていな
い。残念ながら施設サービスの見込み量が示されていないので今後どうしようとしているのか分からな
い。施設サービスを増やしていくことを希望します。介護サービスの現状によると地域密着型サービス

て実施してまいります。
介護事業所・介護人材への支援等については、№２への回答と同様です。

が大きく伸びている。高齢者が住み慣れた地域で、自分らしく暮らし続けるためには地域密着型サービ
スが今後も伸びていくのだろうと思いますが、具体的に甲府市として何を行っていくのかが分からない。

【福祉保健部総務課】
計画書の巻末の資料編に主な取組の解説と用語解説を掲載しております。

全体的に自助や共助が強調され、ボランティア頼み地域活動頼みになっていると感じます。しかし、地
域の実情は定年後も働き続ける（働き続けざるを得ない）方が増え、地域活動自治会活動が弱まってい
る。この状況下でボランティア頼み地域活動頼みでは計画が絵に描いた餅になってしまうのではないか
と心配です。公助（市として何をするか）をもっと打ち出すべきではないでしょうか。
ウィズコロナ・アフターコロナに関しての記載が１箇所しかありませんでした。今後どうなっていくか
分からない部分もありますが、しばらくはコロナが存在する社会、そして新しいウイルスが存在する社
会を想定していかざるを得ないのではないでしょうか。もっとこの点での検討が必要なのではないでし
ょうか。
介護現場での人手不足、介護事業所の経営難などをニュースで目にします。この状況を放置していたら、
介護が必要な人が必要な介護を受けられない状況になるのではないか。質の良い介護を受けることが出
来なくなるのではないかと心配です。この点について、甲府市としてどういう対策をとっていくのかが
明記されていませんでした。対応をお願いします。
①サービスの見込み重が提示されていないため、甲府市が計画している事業が見えません。今後示して
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【介護保険課】

いただけますか。

見込み量については、No.2 への回答と同様です。

② お金がない方や 1 割負担も厳しい方もいる。看護小規模、小規模、GH について、補足給付の検討を

補足給付については介護保険制度の性質上、国の責任において制度化する中で行われるべきものと考

市にお願いしたいです。

えており、全国市長会においてもグループホームの補足給付対象化については要望しているところです。
今後も継続的に働きかけを行ってまいります。

