
「蓮田市高齢者福祉計画2021・第８期介護保険事業
計画（素案）」に寄せられたご意見等について

令和３年２月
蓮　田　市

資料１



１）募集期間１）募集期間１）募集期間１）募集期間

２）募集方法２）募集方法２）募集方法２）募集方法

３）意見提出者数　　３人３）意見提出者数　　３人３）意見提出者数　　３人３）意見提出者数　　３人

４）提出された意見等の要旨及び市の考え方４）提出された意見等の要旨及び市の考え方４）提出された意見等の要旨及び市の考え方４）提出された意見等の要旨及び市の考え方

番番番番
号号号号

計画素案への計画素案への計画素案への計画素案への
反映反映反映反映

1
本計画案のとお
りとします。

2
本計画案のとお
りとします。

「蓮田市高齢者福祉計画2021・第８期介護保険事業計画（素案）」「蓮田市高齢者福祉計画2021・第８期介護保険事業計画（素案）」「蓮田市高齢者福祉計画2021・第８期介護保険事業計画（素案）」「蓮田市高齢者福祉計画2021・第８期介護保険事業計画（素案）」
に寄せられたご意見等についてに寄せられたご意見等についてに寄せられたご意見等についてに寄せられたご意見等について

令和３年１月５日～令和３年２月５日令和３年１月５日～令和３年２月５日令和３年１月５日～令和３年２月５日令和３年１月５日～令和３年２月５日

　ホームページに掲載するとともに、蓮田市役所長寿支援課・行政資料コーナー、図書館、農　ホームページに掲載するとともに、蓮田市役所長寿支援課・行政資料コーナー、図書館、農　ホームページに掲載するとともに、蓮田市役所長寿支援課・行政資料コーナー、図書館、農　ホームページに掲載するとともに、蓮田市役所長寿支援課・行政資料コーナー、図書館、農
業者トレーニングセンター、中央公民館、ハストピアで素案を公表し意見を募集しました。業者トレーニングセンター、中央公民館、ハストピアで素案を公表し意見を募集しました。業者トレーニングセンター、中央公民館、ハストピアで素案を公表し意見を募集しました。業者トレーニングセンター、中央公民館、ハストピアで素案を公表し意見を募集しました。

　このたびは、「蓮田市高齢者福祉計画2021・第８期介護保険事業計画（素案）」について貴重　このたびは、「蓮田市高齢者福祉計画2021・第８期介護保険事業計画（素案）」について貴重　このたびは、「蓮田市高齢者福祉計画2021・第８期介護保険事業計画（素案）」について貴重　このたびは、「蓮田市高齢者福祉計画2021・第８期介護保険事業計画（素案）」について貴重
なご意見をいただきありがとうございました。意見募集をした結果について、以下のとおり公表なご意見をいただきありがとうございました。意見募集をした結果について、以下のとおり公表なご意見をいただきありがとうございました。意見募集をした結果について、以下のとおり公表なご意見をいただきありがとうございました。意見募集をした結果について、以下のとおり公表
します。します。します。します。

意見の概要意見の概要意見の概要意見の概要 市の考え方市の考え方市の考え方市の考え方

P15P15P15P15
「(1)高齢者福祉の課題と方向性の整理「(1)高齢者福祉の課題と方向性の整理「(1)高齢者福祉の課題と方向性の整理「(1)高齢者福祉の課題と方向性の整理
②」について②」について②」について②」について

　誰でも理想（希望）は「自宅で介護
サービスを利用しながら」と思ってい
る。同居・別居の家族の負担も大きい。
介護サービスの費用負担は多く、介護の
現場を支えるヘルパーやケアマネジャー
の負担も大変なようである。また、ヤン
グケアラーの実態調査も全国で行われる
と聞いている。

　ここでは、人口動態や要介護認定状況、
高齢期の生活と意識に関するアンケート調
査及び介護保険事業推進に関するアンケー
ト調査の結果を反映させ、高齢者福祉の課
題と方向性を整理した内容を記載しており
ます。
　ご意見の主旨は、今後、具体的な施策や
運営等の検討において、参考とさせていた
だきます。

P20P20P20P20
「(1)基本目標の設定　基本目標１」につ「(1)基本目標の設定　基本目標１」につ「(1)基本目標の設定　基本目標１」につ「(1)基本目標の設定　基本目標１」につ
いていていていて
　
　介護施設の利用者は高齢者ばかりとは
限らない。病気、事故で長期の生活不自
由に苦しむ若年の障害者が機能回復等に
取り組んでいる。健康寿命の延伸、エイ
ジレス社会の実現の中で若年の障害者に
ついても共に手を差し伸べてほしい。

　本計画は、老人福祉法及び介護保険法に
基づき策定する計画であり、高齢者施策に
ついての内容が中心となっておりますが、
地域福祉計画を上位計画とし、障がい福祉
を含めた包括的な支援体制の整備を図る
等、地域共生社会の実現に向けた取組の推
進を本計画に位置づけております。
　また、若年の障がい者に関する事業は
「かがやきはすだプラン（第３次障がい者
基本計画、第６期障がい福祉計画・第２期
障がい児福祉計画）」に位置づけておりま
す。
　ご意見のとおり、障がい福祉を含めた包
括的な支援体制を構築してまいります。



番番番番
号号号号

計画素案への計画素案への計画素案への計画素案への
反映反映反映反映意見の概要意見の概要意見の概要意見の概要 市の考え方市の考え方市の考え方市の考え方

3
本計画案のとお
りとします。

4
本計画案のとお
りとします。

5

6

7

8

9
本計画案のとお
りとします。

本計画案のとお
りとします。

　引き続き、事業実施に努めてまいりま
す。

P39P39P39P39
「①緊急通報システム事業」について「①緊急通報システム事業」について「①緊急通報システム事業」について「①緊急通報システム事業」について
　
　この事業があることを知らせて、広く
利用につなげてほしい。

P40P40P40P40
「③配食サービス事業」について「③配食サービス事業」について「③配食サービス事業」について「③配食サービス事業」について
　
　この事業があることを知らせて、広く
利用につなげてほしい。

P40P40P40P40
「④高齢者見守り活動支援事業」につい「④高齢者見守り活動支援事業」につい「④高齢者見守り活動支援事業」につい「④高齢者見守り活動支援事業」につい
てててて
　
　この事業があることを知らせて、広く
利用につなげてほしい。

　市ホームページでの情報提供、事業概要
をまとめた「蓮田市の高齢者福祉サービ
ス」の冊子配布等を行い、周知に努めてお
ります。また、申請につながるよう、ケア
マネジャーや民生委員などとも連携を図っ
ております。
　ご意見のとおり、必要な方に情報提供
し、サービスにつなぐことができるよう努
めてまいります。

P20P20P20P20
「(1)基本目標の設定　基本目標１」につ「(1)基本目標の設定　基本目標１」につ「(1)基本目標の設定　基本目標１」につ「(1)基本目標の設定　基本目標１」につ
いていていていて
　
　社会参加、生きがいづくりに関連し
て、元気で多様な高齢者の自立・自主性
を尊重すること、市民が相互に支えあう
ことが日常生活維持、介護予防にとって
大切だと考える。

　ご意見の主旨は基本目標１に含んでおり
ます。

P31P31P31P31
「⑧ミニデイサービス事業」について「⑧ミニデイサービス事業」について「⑧ミニデイサービス事業」について「⑧ミニデイサービス事業」について
　
　「利用者の増加」といいながら、第８
期は第７期より規模縮小か？

　ミニデイサービスはシルバー人材セン
ターによる事業となります。
　これまで４か所で事業運営をしてきまし
たが、そのうち１か所について、利用者の
方々がご高齢となり、要介護認定を受けて
いる方も多いこと、また、安全にご利用い
ただく環境整備ができないことなどの理由
から、大家様とも相談し、残念ながら令和
3年3月末日をもって閉所することとなりま
した。第８期の計画値につきましては、３
か所で運営する数値を計上しているため、
減少となっております。

P34P34P34P34
「①日常生活用具給付等事業」について「①日常生活用具給付等事業」について「①日常生活用具給付等事業」について「①日常生活用具給付等事業」について
　
　この事業があることを知らせて、広く
利用につなげてほしい。

P42P42P42P42
「⑦救急医療の整備」について「⑦救急医療の整備」について「⑦救急医療の整備」について「⑦救急医療の整備」について
　
　小学生も学んでいることに頼もしく感
じた。



番番番番
号号号号

計画素案への計画素案への計画素案への計画素案への
反映反映反映反映意見の概要意見の概要意見の概要意見の概要 市の考え方市の考え方市の考え方市の考え方

10
本計画案のとお
りとします。

11
本計画案のとお
りとします。

12
本計画案のとお
りとします。

13
本計画案のとお
りとします。

14
本計画案のとお
りとします。

P53P53P53P53
「第４節　福祉のまちづくりの推進」に「第４節　福祉のまちづくりの推進」に「第４節　福祉のまちづくりの推進」に「第４節　福祉のまちづくりの推進」に
ついてついてついてついて
　
　バリアフリー転倒防止対策として、安
全の総点検、住民の声を聞いて実行して
ほしい。

　公園につきましては、現在、定期的に公
園を巡回している市内団体や公園利用者な
どからのご指摘やご意見も参考に、修繕等
を進めております。その他、福祉のまちづ
くりについて、今後とも利用者の声を積極
的に取り入れ、対策を講じてまいりたいと
考えております。

P53P53P53P53
「②公共交通整備事業」について「②公共交通整備事業」について「②公共交通整備事業」について「②公共交通整備事業」について
　
　期待している。ぜひ、市民（利用者）
と一緒に計画してほしい。上尾市では企
業の送迎バスも含めて実施したとのこ
と。また、蓮田市は南北に細長いので、
隣接する市町とも連携して行ってほしい
と思う。

　ご意見の主旨は、今後、具体的な施策や
運営等の検討において、参考とさせていた
だきます。

P51P51P51P51
「①移送サービス事業」について「①移送サービス事業」について「①移送サービス事業」について「①移送サービス事業」について
　
　この事業があることを知らせて、広く
利用につなげてほしい。

　市ホームページでの情報提供、事業概要
をまとめた「蓮田市の高齢者福祉サービ
ス」の冊子配布等を行い、周知に努めてお
ります。また、申請につながるよう、ケア
マネジャーや民生委員などとも連携を図っ
ております。
　ご意見のとおり、必要な方に情報提供
し、サービスにつなぐことができるよう努
めてまいります。

P53P53P53P53
「第４節　福祉のまちづくりの推進」に「第４節　福祉のまちづくりの推進」に「第４節　福祉のまちづくりの推進」に「第４節　福祉のまちづくりの推進」に
ついてついてついてついて
　
　バス停や商店街に休息できる椅子を置
いてほしい。

　バス停につきましては、路線バスを待つ
際に風雨をしのいだり、休憩がとれるよ
う、バス停の近くのコンビニやスーパーな
どを「バスまちスポット」、「まち愛ス
ポット」に指定してあります。（「広報は
すだ　令和2年3月号」参照）引き続き、バ
ス待ち環境の改善を行ってまいります。
　商店街につきましても、今後、具体的な
施策や運営等の検討において、参考とさせ
ていただきます。

P53P53P53P53
「①公共施設・道路・公園等の整備」に「①公共施設・道路・公園等の整備」に「①公共施設・道路・公園等の整備」に「①公共施設・道路・公園等の整備」に
ついてついてついてついて
　
　今後も、利用する市民（当事者）を交
えて実施してほしい。

　公園の整備につきましては、いただいて
いるご意見ご要望を可能な限り反映できる
よう努めると共に、市側からも地元自治会
等に積極的に意見照会を行い、長く地元に
愛される公園として整備を進めてまいりま
す。その他、道路等につきましても同様
に、市民の皆様の声を広く伺い、整備等を
行ってまいります。



番番番番
号号号号

計画素案への計画素案への計画素案への計画素案への
反映反映反映反映意見の概要意見の概要意見の概要意見の概要 市の考え方市の考え方市の考え方市の考え方

15
本計画案のとお
りとします。

16
本計画案のとお
りとします。

17
本計画案のとお
りとします。

18
本計画案のとお
りとします。

P81P81P81P81
「①認知症高齢者等見守り事業」につい「①認知症高齢者等見守り事業」につい「①認知症高齢者等見守り事業」につい「①認知症高齢者等見守り事業」につい
てててて
　
　65歳未満の脳卒中の後遺症で高次脳機
能障害となった第2号被保険者の方も、徘
徊高齢者等家族支援事業の対象にする、
あるいは対象にすることについて検討し
ていくことを計画に記してほしい。

　本事業の対象者は、徘徊高齢者等と同居
し、在宅で介護している方になります。本
市の制度上、徘徊高齢者等とは、介護保険
法で規定する要介護者や要支援者に認定さ
れ、徘徊行動がある方をいいますので、ご
意見中にある方も含んでおります。

P69からP71P69からP71P69からP71P69からP71
「（2）一般介護予防事業」について「（2）一般介護予防事業」について「（2）一般介護予防事業」について「（2）一般介護予防事業」について
　
　長寿と健康を考えるうえで、ストレ
ス、心のケア、コミュニケーションの正
常化が重要である。基本チェックリスト
把握に際して、集団検診と一体でケア、
チェックをすることはできないか、検討
してほしい。

　基本チェックリストは、65歳以上の方を
対象とし、特定健康診査の案内送付と共に
配布し、回収することを中心に行ってまい
ります。
 ご意見の主旨は、今後、基本チェックリ
ストの具体的な実施方法の検討において、
参考とさせていただきます。

P75P75P75P75
「①在宅医療・介護連携の推進」につい「①在宅医療・介護連携の推進」につい「①在宅医療・介護連携の推進」につい「①在宅医療・介護連携の推進」につい
てててて
　
　医療が進み、介護予防から要介護状態
にフレイル状態が進行する過程で、早期
に生活指導を含むきめ細かな相談ができ
るように、医療機関の強化を市としても
一体的に進めてもらいたい。

　介護予防、フレイル予防については、一
般介護予防事業（P69～71）の計画に沿っ
て、取り組んでまいります。また、医療と
の一体的な取り組みの計画については、
P101の(２)①「高齢者の保健事業と介護予
防の一体的な実施等」に記載しておりま
す。
　ご意見の主旨は、今後、具体的な施策や
運営等の検討において、参考とさせていた
だきます。

P77P77P77P77
「（3）認知症施策の推進」について「（3）認知症施策の推進」について「（3）認知症施策の推進」について「（3）認知症施策の推進」について
　
　若年性認知症の方や介護保険サービス
の利用が優先される脳卒中の後遺症で高
次脳機能障害となった第2号被保険者の方
について、相談支援だけでなく、介護保
険サービスのなかで、支援に携わる方に
研修を行う、当事者家族の集う場を設け
るなどを計画に盛り込むと共に、器質性
精神障害（認知症、高次脳機能障害）と
の診断につなげ、併用できる障害福祉
サービスの利用や、障害年金の支給の可
能性を探っていけるよう支援する仕組み
を構築していくことを計画に記してほし
い。

　計画に記載しております、相談支援体制
整備の中には、若年性認知症や高次脳機能
障害のかたの支援者として資質向上してい
くことや障害福祉分野等関係機関との連携
などが含まれております。
　また、当事者家族が集う場としまして
は、P78の「認知症高齢者等を介護する家
族への支援」の項目において、家族のつど
いを開催していくことを掲載しておりま
す。
　ご意見の主旨は、今後、具体的な施策や
運営等の検討において、参考とさせていた
だきます。



番番番番
号号号号

計画素案への計画素案への計画素案への計画素案への
反映反映反映反映意見の概要意見の概要意見の概要意見の概要 市の考え方市の考え方市の考え方市の考え方

19
本計画案のとお
りとします。

20
本計画案のとお
りとします。

21
本計画案のとお
りとします。

P95P95P95P95
「保険料所得段階の変更（細分化）図」「保険料所得段階の変更（細分化）図」「保険料所得段階の変更（細分化）図」「保険料所得段階の変更（細分化）図」
についてについてについてについて
　
　第７期の場合だが、川口市（最高段階
保険料＝12,028円）、白岡市（10,255
円）は17段階、戸田市（15,592円）は16
段階、ふじみの市・伊奈町は15段階、蕨
市は14段階・・・・となっている。蓮田
市もより細かく区分してほしい。

　本計画16ページの基本理念の中で、介護
保険事業計画のうち、保険料算出に係る事
項については、基本目標外としておりま
す。
　いただいたご意見は、介護保険制度を持
続可能なものとしていくための参考とさせ
ていただきます。
　なお、保険料については、議案として議
会に上程いたします。

P101からP103P101からP103P101からP103P101からP103
「自立支援・重度化防止に向けた保険者「自立支援・重度化防止に向けた保険者「自立支援・重度化防止に向けた保険者「自立支援・重度化防止に向けた保険者
機能の強化」について機能の強化」について機能の強化」について機能の強化」について
　
　自立化を促し「卒業」ということで、
介護保険外しが問題になった。蓮田市の
制度が「高齢者の尊厳」を守ることがで
きる「介護保険制度」であることを願
う。
　介護報酬の引き上げがされるようだ
が、介護の現場が成り立たなければ、利
用者もサービスが使えない。保険料はま
すます上がり、制度は複雑になりすぎ
て、サービスが使いにくくなっていない
だろうか。

　地域包括ケアシステムの構築が図れるよ
う、自立支援や重度化防止に向けた取り組
みを継続して実施してまいります。

P96P96P96P96
「整備実績と計画」について「整備実績と計画」について「整備実績と計画」について「整備実績と計画」について
　
　介護老人福祉施設の計画だが、施設入
所待機者が100名以上（2020年4月現在）
いるなか、いよいよ団塊の世代が75歳を
迎えることが心配である。また、施設利
用だけでなく他のサービスについても
「申請」した人が「認定」されているの
か、必要な「サービス」を利用できてい
るのか心配である。

　第８期計画において、介護老人福祉施設
などを整備することにより、待機者の減少
を図ります。
　要介護認定については、全国一律の基準
に基づき、認定調査等を行うことにより行
われるものです。
　また、必要なサービスについては、その
要介護度や心身の状況により作成されたケ
アプランに基づき、的確に実施されている
ものと考えています。


