
 
 

 

 

 

「西宮市高齢者福祉計画・西宮市介護保険事業計画（素案）」に対する意見提出手続（パブリックコ

メント）について、ご意見の概要とそれに対する市の考え方をとりまとめましたので公表します。 

貴重なご意見をいただきありがとうございました。 

 

※ いただいたご意見は、原則として要約したものを記載しています。 

※ 個人・団体等への誹謗中傷など市が不適切と判断した内容や、個人等が特定される内容につい

ては、記載していません。 

 

 

１．意見募集結果概要 
 

【意見募集期間】 令和２年（2020 年）１２月１５日（火） 

～令和３年（2021 年）１月２０日（水） 

【意見提出者数】  ８名 

【意見提出件数】 ２０件 

 

≪回答分類別≫ 

回答分類 説 明 件数 

①素案に記載済の内容です 
いただいたご意見の内容は既に素案に盛り込

まれています。 
３ 

②素案を修正します 
いただいたご意見をもとに素案を修正しま

す。 
１ 

③今後の参考・検討とします 
素案の修正はしませんが、いただいたご意見

は今後の参考（検討）にします。 
１１ 

④素案のとおりとします 
ご意見の反映や対応が困難、または、市の考

え方と方向性が合致しない内容です。 
２ 

⑤その他 
素案の内容と直接関係のないご意見、感想等 
（①～④に該当しないもの）。 

３ 

合計 ２０ 

「西宮市高齢者福祉計画・西宮市介護保険事業計画（素案）」に

対する意見提出手続（パブリックコメント）の結果を公表します 

問合せ先：西宮市介護保険課 ℡ 0798-35-3314  



２．ご意見の概要及び市の考え方について 

NO. ご意見の概要 件数 市の考え方 計画頁 
回答分類

※ 

1 

【交通助成補助事業について】 

高齢者交通助成補助事業が打ち切られました。これは福祉の後

退です。中止の理由、これに代わる施策が提起されるべきです。

それらによる財源支出の増減を記述することが求められます。 

1 

高齢者交通助成事業は、鉄道事業者の撤退により、現

行の仕組みでの実施が困難であるため、令和２年度末で

廃止となります。 

これに代わる施策として、バスによる移動が必要な地域

の高齢者の外出支援として高齢者バス運賃助成制度を新

たに実施予定です。また、一般の交通機関の利用が困難

な在宅の高齢者に対し、タクシー料金を助成している現

行の福祉タクシー派遣事業を拡充します。 

さらに、高齢者の健康増進、介護予防及び健康寿命の

延伸を目的とした健康ポイント事業を新たに実施予定で

す。 

P60 

③ 

今後の参

考・検討 

2 

【外出を支援するサービスの提供】 

外出したいのは元気高齢者だけではありません。独居の要介護

者で買い物に行きたくてもヘルパー調整が難しく、「自分で見て

美味しいものを買いたい」とか「街の散髪屋（訪問理容では気分

転換にならない）に行きたい」と思っても行けずに諦めている方

が多くいらっしゃいます。食欲や社会参加意欲が低下し、社会と

の繋がりが希薄になる要因の一つと思われます。交通助成の見直

しがされていると聞いています。資金面だけでなく、ガイドヘル

パーや地域活動ボランティアと連携した外出支援がタイムリー

にできる環境を整備して欲しいと思います。 

1 

外出機会の確保は、介護やフレイルを予防する観点から

も重要な要素であると認識しております。 

支援を必要とする方の身体・認知状況に応じた対応がで

きるよう、福祉タクシーの利用支援や、民間企業、社会福

祉法人、ボランティア等多様な主体による支援体制の構築

を検討してまいります。 
Ｐ60 

③ 

今後の参

考・検討 

3 

【高齢者が集まる「場」「機会」の確保・拡充】 

介護予防のための通いの場への参加頻度の調査（ｐ25）では

74％の人が参加していないとの回答ですが、参加していない人の

理由等の調査はされていますか。体力が伴わない、実施場所へ行

けないなどの声を聞きます。意識の醸成と参加活動の催促には、

行けない方の声を丁寧に収集する必要があります。介護予防から

1 

地域での活動（介護予防の活動等）に参加していない

人の理由等の調査につきましては、介護予防・日常生活

圏域ニーズ調査で確認しております。 

いただいたご意見や調査結果を参考に、市内全域で徒歩

圏内の地域において介護予防に取り組める環境づくりを

推進してまいります。 

Ｐ56 

③ 

今後の参

考・検討 



NO. ご意見の概要 件数 市の考え方 計画頁 
回答分類

※ 

一歩踏み込んだ地域リハビリテーションの発想を取り入れて欲

しいと思います。 

 4 

【高齢者が集まる「場」「機会」の確保・拡充】 

口コミで伝え聞き参加された方が多い（つどい場参加情報）と

のことですが、活動団体・場所の実態調査と活動情報は提供され

ていますか。一般市民に伝わる方法で提供して欲しいと思いま

す。 

1 

 つどい場の参加・活動情報は、西宮市社会福祉協議会

の生活支援コーディネーターと連携し、情報の収集およ

び提供を行っております。今後は、収集した情報を効果

的に広報できるよう手法を検討してまいります。 
Ｐ58 

③ 

今後の参

考・検討 

5 

【高齢者が集まる「場」「機会」の確保・拡充】 

介護予防のための西宮いきいき体操も良いが、週１回では不充

分と思う。６５歳以上で介護認定を受けている人が、18.9％、そ

の他の人が病院に集まるのではなく、気軽に足を運び交流できる

場を提供することが医療費削減につながると思う。場所が確保で

きれば自ずとスタッフ（６５歳以上の元気な人中心に）も集まり、

交流の場が情報交換の場ともなる。支援活動の推進に地域の声も

反映できるように取り組んでほしい。 

1 

高齢者が様々な活動に参加することは、介護予防の点

からも重要であると認識しております。西宮いきいき体

操に限らず、地域内の常設の場所である共生型地域交流

拠点等、活動の中で高齢者等が役割を持ちながら参加す

る形式の取組みを今後も推進してまいります。 

また、老人いこいの家を 22 か所、老人専用集会室を 10

か所設置し、地区の高齢者が気軽に集まって自由な時間

を楽しむための場所を提供しています。また、高齢者の

健康の増進・教養の向上及びレクリエーション等のため

の場として老人福祉センターを１箇所設置しており、今

後も高齢者の憩いの場・活動の場の確保を図ってまいり

ます。 

Ｐ58 

③ 

今後の参

考・検討 

6 

【高齢者が集まる「場」「機会」の確保・拡充】 

市内各地域で「いこいの家」の施設がもうけられています。今

後は高齢者社会が進みます。その運営についてどのようになって

いるのか？個人に委託されているようです。規約はどうなってい

るのか？高須町にも 3 か所（県住集会所・１９号棟・７号棟の狭

い部屋）に設置されています。私もそういう施設があると最近知

ったのですがもっと広報して頂いて一人暮らし等のコミュニケ

1 

老人いこいの家の施設の管理は、施設の提供者または

施設の管理運営委員会等に委託しています。各施設につ

いてはホームページで広報しておりますが、より多くの

方に周知させていただくために広報の仕方を検討してま

いります。 

Ｐ58 

③ 

今後の参

考・検討 



NO. ご意見の概要 件数 市の考え方 計画頁 
回答分類

※ 

ーションの場としてあることを住民にお知らせ願いたいと切に

希望します。 

 7 

【みやっこケアノート】 

在宅療養を支える情報共通ツールの普及・検討 

「みやっこケアノート」の活用促進の目的はエンディングノート

的活用も視野に、自己決定を支援するツールだと思います。自己

決定支援の記載も欲しいです。 

1 

みやっこケアノートの記入シートの中で、特に「私の事

を知ってください」及び「救急・災害準備シート」は自己

決定支援のために作成したシートとなっており、今後、情

報共有と併せて、自己決定支援としての活用も一層周知し

ていきたいと考えております。 

Ｐ64 

③ 

今後の参

考・検討 

8 

【介護人材の質について】 

義母の施設の職員(介護者)のレベルの低さに驚きます。いくら

人手不足とはいえ何とかレベルをあげる教育は出来ないもので

しょうか。 

1 

運営基準上、介護保険施設は、従業者に対し、その資質

向上のための研修の機会を確保することが義務付けられ

ています。施設等に対し定期的に行う実地指導において、

従業者に対する研修を行っているか引き続き確認してま

いります。 

Ｐ71 

③ 

今後の参

考・検討 



NO. ご意見の概要 件数 市の考え方 計画頁 
回答分類

※ 

9 

【リハビリテーション専門職等との連携について】 

デイケアや施設等でのリハビリではなく、生活の場で生活全体

を支える視点からリハビリテーション専門職等との連携は必須

です。ケアマネジメント支援だけでなく生活に関わる方が担い手

となり身体機能の回復だけでなく生活全体の質を向上させる取

り組みを地域の中で展開して欲しいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

素案 65 ページに記載の①多職種による具体的な支援方

策の検討を行う「自立に向けたケアマネジメント会議」の

各地域包括ケア連携圏域での定期的な開催におきまして

は、リハビリテーション専門職を含む多職種の参画によ

り、ケアプランのみならず、訪問介護やデイサービス等の

担当者も出席して、個別のサービス計画についての意見交

換も行うことにより、利用者の身体機能の回復だけでなく

生活全体の質を向上させる支援が行えるよう取り組みを

進めているところです。 

兵庫県からの「市町介護保険事業計画策定に係る県基本指

針」においても、地域リハビリテーションについては、関

係機関の理解の促進や、要介護者がその能力に応じて自立

した日常生活を営むためには、要介護者に対するリハビリ

テーションに係るサービスが計画的に提供されるよう取

り組むこととされております。今後もリハ職との連携強化

の促進など、地域リハビリテーションの促進を検討してま

いります。 

Ｐ65 

③ 

今後の参

考・検討 



NO. ご意見の概要 件数 市の考え方 計画頁 
回答分類

※ 

10 

【高齢者住宅について】 

高齢者の居住環境について 

 なにより、低廉で便利な公営住宅が保障されなければなりま

せん。私が住む上ヶ原７番町市営団地は住民とともに高齢化

し、新しく入居される方も高齢の一人住まいが増えています。

なので、デイの送迎車が次々と来るし、救急車もよく来ます。

出かけるのにタクシーを呼ぶ方もいます。 

 最寄り駅は遠く、坂があるので出かけるのが大変な居住環境

ということです。こんな団地に一人住まいの高齢者を集めるの

は考えものです。それなりの対策を講じないと、孤独死だって

起きかねません。例えば、出かけるための足の確保とか、買い

物サポートとか。それ以上に、生活がしやすい居住環境を提供

することをめざすべきでしょう。 

1 

ひとり暮らしの高齢者は増加傾向にあり、今後も増加し

ていくことが予測されていることから、本計画においても

横断的な取り組みとして「ひとり暮らしになっても安心し

て暮らせるまちの実現」を計画に記載しております。 

ひとり暮らし高齢者等の生活全般に対する支援としては、

見守り・安否確認をはじめ、日常生活への支援、介護予防、

社会的孤立の防止、権利擁護の取組、介護サービスなどが

ありますが、ひとり暮らし高齢者の状態や置かれている状

況、ニーズなどの分析を進め、新たな施策・事業の検討・

実施に取り組むことで、ひとり暮らしでも安心して地域で

暮らしていけるまちをめざしてまいります。 

Ｐ76 

① 

素案に記

載済 

11 

【地区ネットワーク会議について】 

ネットワークにキャラバンメイトや認知症介護者・認知症を得

たご本人が入った方が良いのではないでしょうか。 
1 

地区ネットワーク会議において地域課題を把握・共有

し、解決等を図るうえでは多様な方々の参加が必要と考え

ております。今後、各地区の課題状況を踏まえながら、多

様な方々からの意見のもと協議が円滑に進むよう支援し

てまいります。 

Ｐ82 

③ 

今後の参

考・検討 



NO. ご意見の概要 件数 市の考え方 計画頁 
回答分類

※ 

12 

【認知症 SOS メールについて】 

私は"認知症になっても安心して暮らせるまち"を実現できる

ような活動をしていきたいと思っています。 

認知症 SOS メールをもっと不安に思っている方々に使いやすい

ものにしていきたいのでその広報と"つどい場 map&amp;カレンダ

ー"を作成し、いろいろな場所に置いていただいて知ってもらい

たい。若年性認知症の方々の居場所作りにも取り組みたい。そし

てその方々の活動(一緒に働けるような場)も見つけたいです。有

償ボランティアの活動に一緒に参加したり地元のイベントに一

緒に出掛けたりしたいです。私は施設介護職員ですが入居しなく

てはならないのが現実なら今の現場は酷すぎると思っているの

で介護施設も良くしていく取り組みとしてさくら会の広報など

したいです。施設も地域の１つの住まいとしてまちへ連れ出して

あげられるのが当たり前の風潮になってほしいです。閉鎖的でな

く、本当の意味で地域に開放してほしい。有償ボランティア(鳴

尾のよろず屋さんなど)の存在をケアマネさんや御家族にもっと

知っていただいて介護保険で補えない部分はこちらに任せても

らえるようなお互いで優しいまちとなる取り組みが出来ていけ

たら認知症の方々だけでなく障害をお持ちの方や車イスの方々

にも暮らしやすいまちとなるのではないかと考えます。 

 

 

 

 

 

1 

ご意見のとおり、啓発・情報提供を進めるとともに、認

知症になっても本人の意思が尊重され、安心して住み慣れ

た地域での生活を継続できるように施策を推進してまい

ります。 

Ｐ82 

① 

素案に記

載済 



NO. ご意見の概要 件数 市の考え方 計画頁 
回答分類

※ 

13 

【みやっこケアノートについて】 

みやっこケアノートは包括支援、介護保険を受ける方々には必

ずお渡ししてほしいです。このゆびとまれでは例えば万が一介護

者が倒れた場合、介護されている家族も介護者もそのノートに自

分達の事を記しておく事で双方を守れるものとなること、そのよ

うにしていけるように活用してほしいとお渡ししました。ケアマ

ネもデイでも訪問看護、訪問リハビリなどがノートを分けずにそ

こに記していくことでご本人の情報がわかるようになること、急

な施設入所を余儀なくされてもこのノートがあることでその方

の事が施設職員にも伝わりやすいことが考えられます。そしてそ

の在宅介護で作りあげられていったその歴史を施設職員に感じ

てほしい。そういう気持ちのある施設に変わっていってほしい。

その方に対するこのまちの取り組みを感じてほしい。そういうノ

ートになったらいいなと思います。 

 

1 

みやっこケアノートは、医療・介護を受ける個人の情報

を関係者間で共有することで、より良い支援体制がとれる

ことをめざしております。一律配布よりも、必要性に応じ

てご活用いただきたいと考えておりますので、要介護認定

（新規）を受けられた方全員に、みやっこケアノートの広

報チラシを同封して周知しております。 

 Ｐ74 
⑤ 

その他 

14 

【感染予防対策について】 

現在コロナの問題で、三密をさけるため、地域のイベント、集

会もかなり中止されて居ります。 

福祉対策として、イベントや集会を開くのが困難な状況にかん

がみ、コロナ対策、特に高齢者に対する予防対策を推進する方が、

高齢者福祉につながるのではないでしょうか。 

1 

新型コロナウイルスの感染拡大状況を鑑み、地域活動・

イベント等を開催する際の、感染予防の注意点について活

動主催者・参加者に周知した上で、活動の継続支援を行っ

ております。また、従来の参集形式での取組み実施が困難

と判断された場合も、電話やメール等を活用した見守りの

取組みの提案を行っております。 

Ｐ90 

③ 

今後の参

考・検討 



NO. ご意見の概要 件数 市の考え方 計画頁 
回答分類

※ 

15 

【災害時に認知症の方への対応について】 

災害時における認知症の人への支援について分かりやすい記

載が欲しいです。 

1 

認知症の方に限らず、要配慮者（災害時要援護者）の対

応については、自治会等身近な住民が災害時要援護者を支

援することを目的とした「地域避難支援制度」の取組を進

めるとともに、緊急一時入所や福祉避難所開設体制の整備

を中心に対応していくこととしております（P89 4-1）-

④）。実際の支援等については西宮市地域防災計画や西宮

市新型インフルエンザ等対策マニュアルと連動させなが

ら検討・推進してまいります。 

 

Ｐ89 

④ 

素案のと

おり 

16 

【介護保険制度の財政状況】 

介護保険財政の現状について、はっきりと収支を金額で提示す

べきです。それなくして 107 ページに記載されているような介護

保険料基準額の引き上げは容認できないと思います。2025 年に

6900 円とするのは法外な引き上げであり、何の根拠も示さずに、

このような金額の提示は許されません。 

 

1 

介護保険料の財政状況の概要の説明の為、「第１号被

保険者が負担すべき費用」を追記しました。 

P107 

② 

意見を 

反映 

17 

【日常生活圏域】 

市内を 15 の圏域に分けられますが、北部塩瀬地区は、名塩と

生瀬の 2つの地域に分かれて居ります。 

各々、独自に生活活動を行って居ります。また、面積的にも南

部地域と比べると広いので、2 つの独立の日常生活圏域としては

如何でしょうか。 

 

1 

本計画における日常生活圏域とは、市が高齢者福祉施策

や介護保険事業という公的なサービス提供を展開してい

く圏域であります。名塩・生瀬の各々の高齢者人口や介護

保険サービスの基盤整備の状況等を勘案し、一つの圏域と

しております。 

Ｐ8 

④ 

素案のと

おり 



NO. ご意見の概要 件数 市の考え方 計画頁 
回答分類

※ 

18 

第５章に施策の展開が述べられています。各項目ほとんどが前

期までの施策の繰り返しであります。それぞれの項目にかける財

政支出が述べられていません。財政の裏付けのない施策の羅列

は、絵に描いた餅と称されるものになります。ところどころ新規

と記された施策はありますが、これらについては予算の増額があ

るべきで、その記述を避けているのは納得できません。 

1 

介護保険料を財源とする各事業の必要事業費の総額に

ついては、Ｐ104「４）介護保険料算定にかかる事業費」に

て記載しております。各項目における予算額については、

毎年度の予算案として議会に提出し審議していただくこ

とにより進めてまいります。 

 
⑤ 

その他 

19 

地域福祉計画や高齢福祉者計画・介護保険事業計画などは市内

数か所で説明があればいいと思います。市民から意見を幅広く集

めるためには計画を分かりやすく公表し、自分の事として意識し

てもらう必要があります。計画の中に意識の醸成と参加活動の促

進とありますが、策定の時から市民を巻き込み、参画できる人材

のボトムアップを望みます。 1 

完成した計画は市政ニュースや HP にお知らせを掲載す

る予定としております。また本編・および概要版は HP か

らダウンロードできるほか、市内各支所・アクタ・サービ

スセンターでも配布しております。計画の策定にあたって

は、策定委員として２名の公募市民に参加いただいており

ます。市内数か所で説明会を開催することは、新型コロナ

ウイルス感染症等の状況もあり、現在のところ考えており

ません。しかしながら、団体様から説明のご要望があれば、

出前講座として説明に伺わせていただいておりますので、

介護保険課までお問合せください。 

 

 
⑤ 

その他 

20 

2021 年から３年間の基本計画で「地域包括ケア」を重点的に目

ざす方針には賛成だ。住み慣れた地域で自分らしく安心して暮ら

すには、自宅を中心にサービスを受けるシステム作りを今よりも

誰もが利用しやすい方法を考えてもらいたい。 

1 

在宅での生活には、住まい・医療・介護・予防・生活支

援が一体的に提供される必要があり、それを支えるシステ

ムが地域包括ケアシステムです。この地域包括ケアシステ

ムがしっかりと機能するよう、引き続き推進してまいりま

す。 

 

① 

素案に記

載済 

 

 

 

 

 



 

３．「西宮市高齢者福祉計画・西宮市介護保険事業計画（素案）」にかかる修正箇所対応表 

 

① パブリックコメントの意見を受けて修正した箇所一覧 

№ 意見№ 修正前 修正後 
素案 

ページ 

１ 16 記載なし 「第１号被保険者が負担すべき費用」の項目を追加 P107 

 

② パブリックコメントの意見以外で修正した箇所一覧 

Ｎ

ｏ 
修正前 修正後 

計画

頁 

1 

１）地域あんしんネットワークの充実 

 ②地域あんしんネットワーク事業の充実に向けた新規登録の促進と既

登録者の情報更新  

１）地域あんしんネットワークの充実 

 ②地域あんしんネットワーク事業の充実に向けた既登録者の情報更

新 

 

【修正理由】 

民生委員による高齢者実態把握調査との統合を進めることから、新規

受付を停止するため 

Ｐ60 

2 

基本目標３の成果指標 

 指標出展情報なし 

基本目標３の成果指標 

－①：平成 30 年度末時点における要介護認定者の次年度末時点の状態

を調査 

－②：令和元年度末時点における要介護認定者の要介護認定基準時間

を調査 

 

【修正理由】 

指標の出展を明確にするため 

P63 



 

Ｎ

ｏ 
修正前 修正後 

計画

頁 

3 

１）③ケアプラン検討委員会でのケアプラン点検を通じた介護支援事業

所への指摘・助言 

１）③ケアプラン検討委員会でのケアプラン点検を通じた居宅介護支

援事業所への指摘・助言 

 

【修正理由】 

名称を正確に表現するため 

P65 

4 

４）高齢者等、住宅の確保にお困りの方（住宅確保要配慮者）への支援 

①西宮市高齢者等すみかえ協力店登録事業の実施（住宅確保要配慮者

が民間賃貸住宅への入居を希望する際に、住まい探しに協力できる市内

不動産店の登録） 

 ②西宮市高齢者等すみかえ相談窓口（住宅確保要配慮者が市内で住宅

を探す際、住まい探しに必要な知識や民間賃貸住宅の情報提供、行政サー

ビス等の紹介を行う相談窓口） 

 

 

４）高齢者等、住宅の確保にお困りの方（住宅確保要配慮者）への支援 

①西宮市民間賃貸住宅すみかえサポート協力店登録事業の実施（住

宅確保要配慮者が民間賃貸住宅への入居を希望する際に、住まい探し

に協力できる市内不動産店の登録） 

②西宮市民間賃貸住宅すみかえサポート相談窓口（住宅確保要配慮

者が市内で住宅を探す際、住まい探しに必要な知識や民間賃貸住宅の

情報提供、行政サービス等の紹介を行う相談窓口） 

 

【修正理由】 

R3 年度より事業名称変更のため 

P76 

5 

１）認知症の早期発見への取組 

①認知症チェックシートの地域の身近な場所への設置や通いの場などで

の様々な機会における活用 

 

１）認知症の早期発見への取組 

①認知症チェックシートを公民館や支所など地域の身近な場所へ設置 

②西宮いきいき体操やつどい場など通いの場における認知症チェック

シートの活用 

 

【修正理由】 

説明を正確に表現するため 

Ｐ81 



 

Ｎ

ｏ 
修正前 修正後 

計画

頁 

6 

１）災害時対策の推進 

③介護事業所等の災害時に関し、非常災害対策計画やＢＣＰの作成有無 

１）災害時対策の推進 

③介護事業所等の災害時に関し、非常災害対策計画や業務継続計画（Ｂ

ＣＰ）の作成有無 

 

【修正理由】 

BCP の説明付記のため 

P89 

7 

２）感染症対策の推進 

⑥新型コロナウイルス感染症に係る心のケアに関する相談窓口の周知 

２）感染症対策の推進 

⑥新型コロナウイルス感染症に対応する介護施設等の職員のためのメ

ンタルヘルス相談窓口（国実施）の周知 

 

【修正理由】 

国の相談事業が開始したことに伴い、市の相談事業が終了となるため。 

P89 

8 

高齢者・障害者権利擁護支援センター 

介護や福祉のサービスを選ぶことや契約することが難しい認知症の高齢

者や、知的・精神に障害のある人に対して、相談などの様々なサポート

を実施する機関。 

高齢者・障害者権利擁護支援センター 

介護や福祉のサービスを選ぶことや契約することが難しい認知症高齢

者や、知的・精神に障害のある人などに対して、成年後見制度利用な

どの権利擁護に関する相談や支援を実施することを目的に西宮市が設

置している機関。 

 

【修正理由】 

説明を正確に表現するため 

P118 

9 

１）認知症の早期発見への取組 

①認知症チェックシートの地域の身近な場所への設置や通いの場などで

の様々な機会における活用 

 

１）認知症の早期発見への取組 

①認知症チェックシートを公民館や支所など地域の身近な場所へ設置 

②西宮いきいき体操やつどい場など通いの場における認知症チェック

シートの活用 

【修正理由】 

説明を正確に表現するため 

Ｐ81 



 

 

 


