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様式３ 

意見募集の結果を公表します 

  

◇ 案件名    「第８期山県市高齢者福祉計画（案）の策定」について  

◇ 意見募集期間 令和 2年 12 月 23 日（水）から令和 3年 1月 29 日（金）まで 

◇ 提出方法別意見提出者数 

提出方法 人  数 
電子メール １ 

ファクシミリ 0 

郵送 0 

窓口 0 

計 １ 

 
◇ 提出された意見の概要及びそれに対する市の考え方（同趣旨の意見は一括） 

№ 頁 提出された意見の概要 市の考え方 

１ － 

「第 8 期岐阜県高齢者安心計画

（案）」(18 ﾍﾟｰｼﾞ)によると介護保険

料の市町村平均額は 5,856 円です。

第 7 期平均額 5,766 円と比べ 1.56%

引き上げです(19 ﾍﾟｰｼﾞ）。山県市の

第 7 期では、「準備基金を追加的に取

り崩していくことで、5,150 円に設

定することができました」(108 ﾍﾟｰ

ｼﾞ)とありますが、第 8 期計画案では

保険料の記載欄がみあたりません。

第 8 期保険料においても同様の対応

で低額設定を期待します。所得段階

によって第 1 段階は基準額 0.45 倍、

第 9 段階は、1.7 倍設定となってい

ます。一方、各務原市では 13 段階

2.20倍に設定し第5期～第7期まで

4,900 円が基準額です。山県市にお

いても低所得者に配慮した多段階設

定について、検討をお願いします。 

今回の意見の募集については、施

策に対しての意見を伺いたく介護保

険料については記載しておりませ

ん。ただし、第 8 期計画では、第 1

段階から第 3 段階において公費で負

担することとしておりますので、低

所得者に配慮した介護保険料の設定

となっております。 

 また、多段階については、今期か

ら採用し、9 段階から 10 段階にする

こととしています。 

２ 73 
「基本目標 2 介護・福祉サービ

スの充実を図ります (2)介護予

介護予防・日常生活支援総合事業

の訪問型相当サービス、通所型相当
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防・日常生活支援総合事業の総合的

な推進」の中で「既存の訪問型サー

ビス、通所型サービス、基準を緩和

した生活援助のみを提供する訪問型

サービス A に加え住民主体のサービ

スや生活支援サービスなど地域の実

情に合わせたサービスを各機関で協

議の上、創設していきます」(73 ﾍﾟｰ

ｼﾞ)とあります。現行の国基準相当の

訪問介護及び通所介護相当サービス

について、現行の単価のままで継続

実施をお願いします。2017 年 6月の

厚労省ガイドラインにおいても「事

業所の採算性を考慮した単価設定」

をするよう指針で示しています。直

接、身体に触れない生活援助サービ

スであっても介護事業所で働く職員

は、「事故防止」「感染防止」「認知症

ケア」「虐待防止」「身体拘束廃止」

「個人情報保護」などの視点をもっ

た専門職として仕事を行っていま

す。単価の引き下げは事業運営が困

難となりますので行わないでいただ

きたい。 

サービスについては、現行の単位の

ままの継続を予定し、サービスが低

下することはございません。 
 生活援助のみを提供するサービス

として基準を緩和した訪問型サービ

ス A を第 7 期から創設しましたが、

専門性や安全性は重要なことと認識

しております。単価につきましては、

ガイドラインで示されています「事

業所の採算性を考慮した単価設定」

を考慮し事業を実施しています。 

３ 
93 

～ 

96 

「基本目標 6 福祉・介護人材の

確保とサービスの質の向上を目指し

た人材育成を推進します」とあり、

93 ﾍﾟｰｼﾞ～96 ﾍﾟｰｼﾞに記載されてい

ます。また「9．ケアマネジャーの意

識調査」の「介護保険サービスの質

について感じていること」の中で「人

材不足 稼働できていない施設があ

る。今後、要介護が増えたとき、供

給量として足りているのか。質が担

保されたサービスが提供できるの

か」(45 ﾍﾟｰｼﾞ)といった不安が記載

されています。介護事業所にける介

社会福祉法人や介護事業者など関

係団体と連携を図り、研修会などを

開催することで資質の向上を目指す

とともに、介護職員の確保ができる

よう支援してまいります。 
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護職員の確保は、困難な状況が続い

ています。ハローワーク紹介だけで

は確保できず、有料紹介所に年収の

20％～30%の紹介手数料を支払って

確保しているのが実態です。計画案

にそって介護職員等の確保と質の向

上・離職防止・待遇改善について、

市として一層推進されることを望み

ます。 

４ 
70 

～ 

73 

「第 8 期計画においても、引き続

き、市内の「高富・伊自良地域」「美

山地域」を 2 つの日常生活圏域とし

ました」(7 ﾍﾟｰｼﾞ)とあります。また、

「基本目標 2 介護福祉サービスの

充実を図ります (1)地域包括支援

センターの円滑な運営と相談支援体

制の強化」とあり、くわしく 70 ﾍﾟｰ

ｼﾞ～73 ﾍﾟｰｼﾞに記載されています。

地域包括ケアの推進には、地域包括

支援センターの充実・強化が求めら

れます。現在市内の中学校は 3 つあ

り早急に 3 つの地域包括支援センタ

ーを設置し、将来的には 9 つの小学

校区を日常生活圏域と定め、きめ細

かな施策推進を期待します。認知症

施策の推進や地域ケア会議の推進な

ど、施策に対する公的な支援がいっ

そう必要です。岐阜市の地域包括支

援センター東部が呼びかけて地元自

治会や社会福祉協議会や医療･福祉

関係事業所が協力して｢徘徊認知症

高齢者の捜索訓練（お出かけサポー

ト訓練）がすでに 3 回実施されまし

た。徘徊認知症高齢者をはじめとす

る行方不明者をいち早く発見し、適

切な保護措置を行うために山県市内

の日常生活圏域で実施することを期

平成29年度より地域包括支援セン

ターを高富・伊自良地域と美山地域

の 2 箇所に設置しました。現在の高

齢者の人数規模から専門職の配置は

難しいと考え、2圏域での設置と考え

ています。 

認知症の施策に関しましては、他

市の先進事例も参考にしつつ、検討

していきます。 
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待します。 

５ 
23 

・ 

75 

特別養護老人ホーム待機者の状況

は、施設整備が図られてきたにもか

かわらず R2 年（2020 年）現在 60 名・

うち「即入所したい」46 名(76.7%)

です(23 ﾍﾟｰｼﾞ)。「施設サービスの新

設の検討｣については「市場ニーズを

鑑み、中長期的に新設するかどうか

を、他の居宅サービスの動向を勘案

しつつ検討していきます」（75 ﾍﾟｰ

ｼﾞ）とあります。ぜひ、特別養護老

人ホームとケアハウス(特定施設を

含む)の施設整備を検討に入れてい

ただきたいです。特養は要介護３以

上が入居対象で経済的に困難な方に

は、居住費や食費を軽減する補足給

付の制度や社会福祉法人による減免

制度が活用できる施設です。ケアハ

ウス(特定施設を含む)は、個室でバ

リアフリーであり、収入によって利

用料軽減がある軽費老人ホームで

す。高齢者の住まいとして選択され

る１つの施設です。有料老人ホーム 

(岐阜県内 6,079 人定員、2020 年 4

月 1 日現在)とサービス付高齢者向

け住宅（岐阜県内 121 棟・3,386 戸

（2020 年 3 月末、第 8 期計岐阜県高

齢者安心計画案 72 ﾍﾟｰｼﾞ）は急速に

整備されてきましたが、収入による

利用料助成はありません。 

第 8 期におきましては、特別養護

老人ホーム等の施設建設は見込みま

せんでしたが、今後におきまして、

待機者の推移を見守りつつ、介護保

険料の増加も考慮に入れ低所得者に

利用しやすい施設なども検討してま

いります。 

 
 
◇ 問い合わせ先 
   山県市健康介護課 
   電話 ０５８１－２２－６８３８ 


