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○ 第８期荒川区高齢者プラン（素案）に対するパブリック 

コメントの実施結果について 
 

 (1) 募集期間 

    令和 2 年 12 月 7 日(月)～令和 2 年 12 月 25 日(金) [19 日間] 

   

(2) 実施方法 

   ○ 第 8 期荒川区高齢者プラン(素案)を、あらかわ区報(特集号)と荒川区ホ

ームページにより周知した。 

   ○ 概要版及び本文を区役所福祉推進課、高齢者福祉課、介護保険課、地下

1 階情報提供コーナーにて閲覧に供した。 

   〔あらかわ区報（素案）特集号の発行〕 

    発行日 令和 2 年 12 月 7 日(月) 

 

 (3) 意見提出数 

9 人(29 件) 

 

 (4) 意見の概要及び意見に対する区の考え方 

     ※高齢者プランへの反映 

◎：新たに記載・修正追記・・・・・・ 0 件 

○：既に記載・・・・・・・・・・・・21 件 

－：ご意見として受け止める・・・・・ 8 件 

No 分野 意見の概要 区の考え方 
記載 

ページ 
※ 

1 全般 素案に賛成する。 － － ○ 

2 全般 

これからも細やかな

視点を持って、事業を運

営してほしい。 

第 8 期プランでは、第 7 期プラ

ンの取組や近年の社会動向を踏ま

え、介護需要の急増を緩和し、高齢

者が住み慣れた地域で生活を継続

できるよう、地域包括ケアシステ

ムを構成する 5 本柱に沿って、地

域包括支援センターの機能強化を

図りながら、介護予防と健康づく

りを推進するとともに、中重度の

要介護者の在宅生活を支えるため

の施策を継続していきます。 

P.42 〇 

3 生活支援 

家族の意向ではなく、

高齢者本人の希望を叶

えられるような「相談窓

口」をつくってほしい。 

区内 8 か所の地域包括支援セン

ターでは、生活全般に係るご本人

やご家族のご意向を細かく伺いな

がら、適切なサービスに繋げるな

どの支援をしています。 

P.70 ○ 
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4 生活支援 

 コロナ禍が長引くと

予測されることから、コ

ロナ対策に十分留意し

たうえで、地域で行う食

事提供事業やカフェ事

業を実施してほしい。 

区では、新型コロナウイルス感

染症の感染防止策を行いつつ、ふ

れあい粋・活サロンやオレンジカ

フェなど開催できる通いの場が増

加するよう支援していきます。 

P.58 

P.59 
○ 

5 生活支援 

在宅介護に必要な移

送サービスと外出同行

の支援を充実してほし

い。 

現在、地域活動者「担い手」が見

守り支援員銭湯派遣事業への送迎

やサロンへの送迎を行っていると

ころですが、他の移送サービス・外

出支援についても、生活支援協議

会を活用し、地域のニーズ等を把

握しながら検討していきます。 

P.62 ○ 

6 生活支援 

緊急通報システムや

高齢者みまもりステー

ションの周知に取り組

んでほしい。 

高齢者みまもりステーション

は、一人暮らしや高齢者だけの世

帯の皆様が安全・安心に暮らせる

ように、地域の方々(町会、民生委

員、地域包括支援センターなど)と

連携しながら様々なサポートをし

ています。今後とも、関連する事業

内容等の説明を含め、より多くの

皆様にご活用いただけるよう、工

夫をしながらその周知に努めてい

きます。 

P.61 ○ 

7 生活支援 

働き盛り世代の活動

養成や連携も含め地域

住民と課題共有し、地域

活動を進めてほしい。 

 区では、働き盛り世代の活動と

して、例えば、平成28年度には、

短時間で手軽にできる「あらみん

体操」の開発に際して、働き盛り世

代にモニターとなっていただき、

併せて、区民自身による普及も行

っています。 

今後とも、生活支援協議会等を

活用し、地域課題の整理や不足し

ている資源の把握、課題解決のた

めの取組方法について、地域の

方々と共有しながら地域活動を推

進していきます。 

P.60 ○ 

8 生活支援 

男性の一人暮らし高

齢者は地域との関わり

が薄いので、男性の参加

しやすい事業も工夫し

てほしい。 

区では、例えば、「男の筋肉塾」

等、男性に特化した健康づくり事

業を開始するなど、男性が地域活

動に参加するきっかけづくりに努

めています。引き続き、開催方法や

内容などを工夫し、男性の参加し

やすい事業を検討していきます。 

P.32 

P.53 

P.60 

○ 
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9 生活支援 

住民主体の地域にお

ける介護予防活動への

支援について、介護保険

サービスとの連携や本

人の費用負担など、具体

的に示してほしい。 

区では、高齢者が可能な限り地

域において自立した日常生活を過

ごすことができるよう、要介護等

の認定を受けた方が利用する介護

保険サービスに加え、住民主体に

よる介護予防活動の取組を推進し

ています。本人の費用負担(利用

料)については、それぞれの活動を

行っている団体が定めることとな

りますが、利用する方にとって、わ

かりやすい表示となるよう支援を

していきたいと考えています。 

－ － 

10 生活支援 

生活支援コーディネ

ーターの具体的な役割

について示してほしい。 

区では、生活支援コーディネー

ターを高齢者福祉課と区内８か所

の地域包括支援センターに配置し

ています。 

生活支援コーディネーターは、

就労やボランティア活動、生涯学

習や趣味など、高齢者一人ひとり

が自ら希望する形で、充実した生

活を送ることができるよう、地域

で活動する方々や団体等への訪

問、外出支援を行う担い手とのマ

ッチング、地域活動報告会の開催

など、住民主体の地域活動を後押

しする役割を担っています。 

P.62 ○ 

11 介護予防 

後期高齢者になると

大なり小なり持病があ

り、健康維持には大変な

努力が必要となる。最期

まで充実した生活を送

るために施策をさらに

充実してほしい。 

区では、持病や基礎疾患があっ

ても、介護予防活動、健康づくりに

取り組むことやボランティア活

動、生涯学習、趣味に参加すること

など、高齢者一人ひとりが自ら希

望する形で充実した生活を営める

よう支援しています。 

また、コロナ禍でも活動ができ

るよう、個人や少人数のグループ

での体操や ICT を活用した健康づ

くり事業等を進めていきます。 

P.44 ○ 
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12 介護予防 

住民主体の地域活動

のネットワーク化及び

フレイル予防等の場づ

くりの支援をしてほし

い。 

区では、健康づくりやフレイル

予防について、自主活動や場づく

りの支援に力を入れています。地

域包括支援センターや生活支援コ

ーディネーターが行っている地域

の活動者や団体等からの相談支

援、地域活動者の活動報告を行う

地域活動報告会など、様々な機会

を通じてネットワークの構築及び

場づくりの支援をしています。今

後とも、住民主体の活動が継続・拡

大していくように努めていきま

す。 

P.58 

P.59 
○ 

13 介護予防 

健康づくりやフレイ

ル予防に役立つ免疫力

を高める食生活につい

ての支援をしてほしい。 

区では、食生活改善に関する支

援として、栄養に関する講演会や

各地域で実施する栄養改善、口腔

保健の内容を合わせた教室のほ

か、依頼に応じて歯科衛生士、管理

栄養士等の専門職が訪問し、健康

に関する講座を開く出張健康教室

などを実施してきました。また、区

ホームページに免疫力を高める食

生活支援のページを作成し、普及

啓発を行っています。今後とも教

室等の支援を行いながら、継続的

に健康づくりに取り組める環境整

備を推進していきます。 

P.44 ○ 

14 介護予防 

ころばん体操の若い

世代のリーダー養成を

行ってほしい。 

ころばん体操事業は、体操リー

ダーが推進役となって発展してき

ましたが、平成14年度の開始以降、

リーダー及び参加者の年齢は徐々

に上がってきています。そのため、

第 8 期プランでは、リーダー養成

の対象者をより若い世代にするこ

とを事業推進の方向性として打ち

出すとともに、その基盤となる 65

歳未満の参加者数を指標とするな

ど、計画的に事業を推進していき

ます。 

P.63 ○ 
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15 介護予防 

介護教室で、実践的な

内容を取り上げてほし

い。 

介護教室は、介護事業所の職員

や認知症の当事者とその家族の方

が登壇することで、認知症の正し

い知識の普及、介護を受ける方や

介護する方の気持ちの理解につな

がるような実践的な内容で行って

きました。他にも、認知症の方に対

する声かけを疑似体験できる街な

か声かけ講習会を行っています。

今後とも介護教室をはじめ様々な

講座で、より実践的な内容となる

よう努めていきます。 

P.65 ○ 

16 介護予防 

 ころばん体操等は、コ

ロナ禍で集まって行う

ことが難しいので、ケー

ブルテレビでの放送を

検討してほしい。 

区では、ころばん体操の普及に

ついて、体操会場において対面で

実施するほか、平成 20 年度より

DVD・CD・カセットテープ作成や動

画配信サイトでの公開、平成24年

度からは荒川ケーブルテレビでの

放送を行っており、令和 3 年 1 月

から、体操推進リーダーが体操の

実施を直接呼びかける新しいバー

ジョンの放送を開始しました。今

後とも、より良い放送内容となる

よう検討していきます。 

P.60 ○ 

17 介護予防 

 認知症初期の方への

より充実した支援を求

める。 

区では、認知症施策推進大綱の

目的である、住み慣れた地域で尊

厳が守られ、自分らしく暮らし続

けることができる社会を目指し、

「共生」と「予防」を基本に事業を

推進しています。 

そのため、普及啓発、予防事業、

早期発見を重点として、地域包括

支援センターへ配置した認知症地

域支援推進員をはじめ、認知症初

期集中支援チーム、認知症疾患医

療センターや荒川区医師会等と連

携しながら、引き続き、事業を推進

していきます。 

P.44 

P.65 
○ 

18 
介護予防・

介護 

介護事業にさらに力

を入れてほしい。 

区では、要支援・要介護認定者

が、自立した生活を続けていくた

めに必要な支援を受けることがで

きるよう、介護保険制度を適切に

運営していくとともに、介護サー

ビスのさらなる充実を図っていき

ます。 

P.64 

P.66 
○ 
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19 介護 

介護保険料等は、ある

程度所得のある中流層

世帯への負担が大きい

と感じる。 

65 歳以上の介護保険料率は、国

が定めた全国統一の考え方に基づ

き、負担能力に応じた負担を求め

ています。そのうえで、区では被保

険者の所得分布状況等をふまえ、

所得段階別の保険料率を設定して

おり、第 8 期においても料率につ

いては上げることなく、維持する

方向で検討したいと考えていま

す。 

－ － 

20 

21 
介護 

特別養護老人ホーム

待機者を含め、介護をす

る家族への支援、費用面

の助成等にもっと力を

入れてほしい。(同趣旨

2件あり) 

区では、特別養護老人ホームの

入所待ちのために、自宅で生活し

ている方に対し、要介護度等の条

件はありますが、紙おむつの費用

助成や、寝具の水洗い・乾燥・消毒

サービス、寝たきりの高齢者への

出張理美容サービスを行っていま

す。また、在宅で介護をされている

ご家族の方へのサービスとして、

無料のマッサージ券を支給する事

業を行っています。 

P.52 ○ 

22 介護 

介護老人保健施設の

衛生面等への指導を徹

底してほしい。 

介護老人保健施設に限らず、区

内の介護施設では感染症対策を含

め、衛生面での必要な取組を実施

しています。また、区では、必要に

応じて、事業所における取組につ

いてヒアリングを行い、助言する

等の対応をしています。 

－ － 

23 介護 

介護保険制度の見直

しについて、国に要望し

てほしい。 

区では、介護保険制度の見直し

や改善等について、これまでも機

会を捉えて国に対して要望書の提

出等を行っており、今後とも、引き

続き実施していきたいと考えてい

ます。 

－ － 
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24 住まい 

施設入所希望者には、

区外や都外の施設への

入所を勧めるだけでな

く、区内の施設に入所す

る方策を優先して考え

てほしい。 

区では、これまで特別養護老人ホ

ーム7か所や都市型軽費老人ホーム

6か所、認知症グループホーム15か

所の整備を進めてきましたが、用地

の確保等の難しい面もあります。 

今後とも、高齢者が住み慣れた地

域で安心した暮らしを継続できる

よう、各施設における待機者の状況

や現状の課題等を勘案しながら、

様々な可能性を検討し、施設の確保

に努めていくこととしています。ま

た、認知症グループホームなどの区

内の地域密着型サービス事業につ

いては、各期のプランに基づき計画

的に整備を進めており、引き続き計

画的に施設整備を推進していきま

す。 

－ － 

25 住まい 

特別養護老人ホーム

の待機者を減らす対策

として、江戸川区で行っ

ている介護付き有料老

人ホームの空床活用を

検討する場合は、住居型

有料老人ホームが介護

付きやサービス付き高

齢者住宅に比べて特定

施設入居者生活介護等

の公的規制が緩和され

ていること、協力医療機

関が、介護と医療連携を

推進する医療機関であ

るかどうか、の2点をチ

ェックすべきである。 

区では、現時点において、介護付

き有料老人ホームの空床活用を行

う予定はありませんが、導入にあ

たっては、ご指摘の点を含め慎重

に検討をしていきます。 
今後とも、様々な施設の活用に

ついて課題と必要性を見極めなが

ら、高齢者の多様なニーズに合わ

せた住まいの形態として施設の確

保に努めていきます。 

－ － 

26 住まい 
高齢者向け施設をも

っと確保すべきである。 

区では、用地の確保等の難しい

面もありますが、今後とも、高齢者

が住み慣れた地域で安心した暮ら

しを継続できるよう、各施設にお

ける待機者の状況や現状の課題等

を勘案しながら、様々な可能性を

検討し、施設の確保に努めていく

こととしています。また、認知症グ

ループホームなどの区内の地域密

着型サービス事業については、各

期のプランに基づき計画的に整備

を進めており、引き続き計画的に

施設整備を推進していきます。 

P.68 ○ 
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27 
地域包括支

援センター 

地域包括支援センタ

ーの人員体制強化が必

要である。 

区では、地域包括支援センター

の体制を強化するため、平成30年

度にセンター長を配置していま

す。地域包括支援センターは、地域

の高齢者の最も身近な相談窓口で

あり、高齢者の実質的な支援を行

う機関であることから、今後とも

センター職員が専門性を発揮でき

るよう、状況を見極めながら体制

整備を進めていきます。 

P.70 ○ 

28 実態調査 

長期で介護老人保健

施設に入所している高

齢者やその家族の実態

調査をしてほしい。 

介護老人保健施設は在宅復帰へ

の中間施設とされていますが、国

は、調査等により実態が異なって

いることを把握しています。その

ため、令和 3 年度の介護報酬改定

では、これまで以上に在宅復帰を

推進する施設への評価を強める一

方、医療依存度の高い方の継続入

所、中重度者や看取り介護の報酬

加算も定め、利用者の幅広いニー

ズに応えられるようシフトさせて

います。 

ご意見にあります「実態調査」に

つきましては、こうした国の動向

も踏まえるとともに、介護認定調

査時にご利用者から聞き取るほ

か、施設との定期的な意見交換等

を通じて継続的に状況を把握して

いきます。 

－ － 

29 
アンケート

調査 

アンケートの回答率

が低いことは、実態把握

に問題と考える。 

いただきましたご意見を踏ま

え、より有効なアンケート調査と

なるよう、回収方法や質問項目の

さらなる工夫などについて、引き

続き検討していきたいと考えてい

ます。 

－ － 

 


