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第５次土浦市老人福祉計画及び介護保険事業計画（案）に対するパブリックコメント手続きの実施結果について 

 

①募集期間 ： 平成２３年１２月２６日（月）  ～  平成２４年 １月２５日（水） 

②意見者数 ： ２人  

③意見件数 ： １７件 

④意見内容と考え方 

（１～７番の意見者につきましては、感想部分を除いています。８～１７番の意見者につきましては、原文をそのまま記載しており、網目部分について 

回答しております。） 

№ 意見項目 意 見 内 容 考 え 方 計画上の修正をするもの 

１ 
計画策定 

の背景 

 3.11 東日本大震災の体験から、誰もが、高齢化社会における

地域の支え合いの必要を強く感じました。このことを踏まえて

「第 5次土浦市ふれあいネットワークプラン」を策定することを

記述に加えてください。 

 「さらに東日本大震災の体験を踏まえて、「第５次土浦市ふれ

あいネットワークプラン」を策定する。」などの表現が考えられ

ます。 

  「国の指針を踏まえる

とともに東日本大震災の

体験を加味し」を追加表

記いたします。 

２ 
基本理念 

施策体系 

 基本理念（高齢者の自立支援）と政策目標（高齢者が安心して

快適に暮らしていける環境づくり）は、適切な理念・目標です。

それを支える施策の柱と基本方針はいずれも大切な項目です。各

項目が、バランスよく実現していくことを望みます。 

 とりわけ、災害時における避難支援体制の確立が重要と思いま

す。 

 基本方針に基づいた施策をよりいっ

そう充実させ、バランスよく実現でき

るよう努めます。 

 また、ご指摘のとおり災害時におけ

る避難支援体制の確立についても関係

機関と協議をしていきたいと考えま

す。 

 

３ 
各 論 

（53 ページ） 

 災害対応として、高齢者の存在を地域が良く分かっていること

が大切です。各地区の自主防災活動の推進を位置づけてくださ

い。先日のまちづくりシンポジウムで紹介された、中村南 4丁目

や真鍋 4丁目町会などの先進事例にならうことができます。 

 ご提案の各地区の自主防災活動の推

進につきましては、土浦市防災計画に

おいて「自主防災組織の育成・連携」

との防災体制の整備を位置付けていま 
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№ 意見項目 意見内容 考 え 方 計画上の修正をするもの 

   すので、今後も自主防災組織を含めた関

係機関等との連携を図り、高齢者の安全

確保に努めていきたいと考えます。 

 

４ 
各 論 

（80・81 ページ） 

高齢者の移動手段の確保が大切です。公共交通の充実を望

みます。 

また、一人暮らしの高齢者が、私のまわりでも増えています。

安全・安心の手立てを色々な方法で考えることが求められま

す。宅配便や郵便やさんの声かけ、ポットの使用から状況を

感知するシステムなどを聞いたことがあります。参考になり

ませんか。 

交通機関といたしまして、本市におい

ては、デマンド型交通の「のりあいタク

シー土浦」及びコミュニティ交通の「キ

ララちゃんバス」が運行しています。今

後、公共交通の充実につきましても協議

していきたいと考えます。 

また、一人暮らしの高齢者の安全安心

のサポートといたしまして、急病などの

緊急時にボタンを押すだけで通報でき

る「緊急通報システム」や乳製品を配達

しながら声かけを行い、孤独感の解消及

び安否確認を行う「愛の定期便」等の充

実を図っていきたいと考えます。 

 

５ 
各 論 

（105 ページ） 

 少子高齢社会で、世代間交流の意義が増します。「生きが

い対応型デイサービス事業」と「子育て交流サロン事業」・「地

域子育て支援センター事業」の交流日を設けるなどは如何で

しょうか。 

 ご指摘のとおり、世代間交流が図れま

すよう関係機関との協議をしていきた

いと考えます。  

 

６ 
各 論 

（113 ページ） 

 スタッフが温かければ、ネットワークも温かいでしょう。

そのために、事業者への指導・監督に合わせて、労働環境整

備や研修の充実が必要です。 

 

 事業者への指導・監督を行い、適正な

介護サービス供給体制の維持を図りな

がら、サービスの質の向上のための研修

を開催しておりますが、ご指摘のとおり

労働環境整備や研修の充実についても

図っていきたいと考えます。  
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№ 意見項目 意見内容 考 え 方 計画上の修正をするもの 

７ 
各 論 

（120 ページ） 

地域ケアシステムに、地区公民館や地区老人会の元気なお

年寄りの位置づけを考えることもよいのではないでしょう

か。 

 地区公民館には、地域ケアコーディネ

ーターが配置されており、地域ケアシス

テム（ふれあいネットワーク）における

地域の連絡調整役として中心的な役割

を担っています。また、地域老人会につ

きましては、地域のボランティアサーク

ルとして、地域ケアシステムに参加いた

だいていると考えております。 

 

８ 

  地域ケアコーディネーターの役割は、明確であるが、ケア

と付く限り専門職である有資格者であることの明確化が判然

としない事。よって、文科省認定の地域コーディネーター修

了証の交付を受けた認定者による「ケアコーディネーター」

の位置付けのもと、「チーム医療方式」を地域社会と各関係機

関との連携及び調整役として考えているとは思われるが、介

護福祉士（専門士）の担うものなのか、唯、単に今後、厚生

省の方針で、ホームヘルパー２級資格者は、必然的に介護職

員基礎研修講座（５００時間）の受講で認定された方達が、

ヘルパー一級と介護福祉士の間の資格に変更されていく方針

は周知済みであると思われるので、この有資格者層で担うの

か？ここの役割を全てケア・マネージャーに集中させている

とすれば検討を要すると考える。 

 本計画における地域ケアコーディネ

ーターにつきましては、各地区公民館に

配置しております地域ケアコーディネ

ーター研修修了資格を有する社会福祉

協議会の職員が担っております。 

 地域住民が抱えている問題や悩みの

相談に応じ、住み慣れた地域や家庭で安

心して生活していけるように職員のス

キルアップ図りながら、各関係機関等と

の連絡調整を行っていきたいと考えま

す。 

 

９ 

  介護予防に対する計画については、３０代以降から従来よ

り、国、各県、各自治体において、リカレント教育の視点を

欠いたものであったことを反省しておかねばならないと言え

ます。実際、２０年前には、少子高齢化社会に向かって進捗

することは解っていたことである。リカレント教育とは、生

涯学習を意味するものでないことは、ここで念の為、申しお 

 介護予防に関しては、早い時期からの

取り組みがより高い効果を見込めると

の認識から、本計画においても取り組む

べき課題として位置付けております。 

 施策の柱３の「介護予防事業の推進」

において、誰もが身近な地域で介護予防 
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№ 意見項目 意 見 内 容 考 え 方 計画上の修正をするもの 

  いておきます。各ライフステージにおいて、モラトリアム期間

を社会の進展に伴い、「ファースト・エンド・エデュケーション」

から、成人教育においても複線化し、陳腐化した知識をリフレ

ッシュする考え方である。簡単に言えば、キャリヤ・チェンジ

又は、知識・技術の向上の為、自発的に再学習をすることであ

る。憲法で保障する教育の機会の平等とは、国、各県、各自治

体及び、幼年期又少年期においては親権者の義務になり、絶対

的に保護されなければならないものである。青年期から成人期

においては、「子」の「個人としての意志」も明確になり、初め

てここで、教育は受ける権利として機会の平等が謳われるもの

である。この視点のもと、社会教育政策並びに雇用政策が欠落

していたことが、今になって社会保障制度の財源又は制度不良

を招く原因になっていることを反省しなければならない。と考

える。よって、遅きには失しているが、循環型教育（雇用）政

策の視点を提言させて頂きます。ここで、忘れてはならないの

は、高齢期を向かえるにあたって、「高齢期を向かえる為の準備

教育」の視点を忘れてはなりません。介護予防の原点であると

考えます。 

に取り組めるよう、参加しやすい事業の

開催と仲間ともに実践できる支援を行

っていきたいと考えます。 

 

10 

 現段階の状況において計画としては、遂行されるべきでしょ

う。その際、ボランティアの役割については、「無報酬性」「公

共性」「先駆性」「自発性」「学習性」が基本であることを明確に

意識して頂かなければなりません。その観点から各関係機関の

連携と合わせ、地域型福祉社会の構築がされねばならないと考

えます。現状維持を是として、この施策が遂行されるとなると、

社会保障財源の増大に伴い、各市民への啓発活動も不毛のもの

となってしまうからです。私がもっとも大事な点として、強調 

 本市では、介護保険制度実施以降、保

健、医療、福祉のサービスが一体的に、

いつでもどこでも必要なときに、適切な

サービスが受けられ、地域の人々が「共

に支えあうことができるまち」を目指

し、独自のケアシステムである「ふれあ

いネットワーク」を実施してきました。 

 本計画においても引き続き高齢者が 
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№ 意見項目 意 見 内 容 考 え 方 計画上の修正をするもの 

  させて頂きたいのは、福祉、医療、介護、障がい者の四つの輪

が、自助、共助、公助の連関により、各地域（ブロック）で担

い各市民が「自発性」を持って支える社会となる「地域（ブロ

ック型）連関チーム医療方式型福祉社会」こそ目指すべき今後

の日本社会の姿ではないでしょうか。この視点が、２）で述べ

た事に繋がります。趣味を生かす生涯学習と地域による活動も

これからは必要になります。世代間を越えて地域活動に全世代

が関わり、旧来「日本人の知性」による共助を取り戻すことが

主眼ではないでしょうか。土浦の更なる発展の為、そして、「時

代を先駆する市」として自主性を持って立ち上がる時は「今」

である。と提言します。 

可能な限り住み慣れた地域において継

続して生活できるよう、介護、予防、医

療、生活支援、住まいの５つのサービス

を包括的かつ継続的に提供する「地域包

括ケア」の考えに基づき、取り組んでい

くことが重要と考えます。 

 

11 

 計画としては、もう少し議論が必要でしょう。３）でのボラ

ンティアも有償性も考慮に入れて措くべきと考えます。更に近

市との連携も視野に入れて経済循環型社会の再構築を更に推し

進める計画となれば、この事業計画も生きるものと考えます。

より充実した事業計画となる為に議論が活発になることを願う

ものです。薄才ではありましたが、御参考にして頂ければ幸い

です。私も、一日本国民として一市民として微力ながら携わら

せて頂きます。 

本市においては、茨城高齢者プラン２

１及び近隣市町村における老人福祉計

画及び介護保険事業計画についても考

慮しながら、連携を図れる部門において

は、連携を図りながら推進していきたい

と考えます。 

 

12 

 生涯学習と生涯教育の区別が明確になっていない点は、前回

のコメントでも申し上げましたが、重要な点は、社会の中に御

高齢者の方の活躍できる場を如何考えるか。です。有益な資格

取得もあるでしょう。仕事で培った知識・技能を学校教育又は

地域学習機会の講座等での講師役又は受ける側で参加すること

も必要な視点です。社会教育政策の中で、医療も介護も福祉も

事業として成り立つ点を指摘しておきます。 

本市におきましても、これまで生涯学

習の推進や就業促進、社会参加機会の拡

充、高齢者の生きがいづくりに取り組ん

できました。 

 ご提案の高齢者の活躍できる場につ

きましては、市の生涯学習計画において

も「人材育成と活躍の場の拡充」との推 
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№ 意見項目 意 見 内 容 考 え 方 計画上の修正をするもの 

   進方策を定めて推進していますので、今

後も連携を図りながら高齢者の生きが

いづくりに努めていきたいと考えます。 

 

13 

  土浦市でも総合情報化基本計画を平成１９年３月に条例で定

めています。ＩＴ社会の現今の発展に伴い、ここは、周りから

も促さないとなりませんが、デジタルデバイスを極力無くす為、

御高齢の方でＰＣを利用していない場合は、積極的に市民講座

を６０歳以上の方限定でも良いでしょう。利活用の推進を進め

る事で、介護、医療、福祉、障がい者事業の利点になるはずで

す。 

 生きがいづくり事業におきまして、各

種講座を予定しておりますが、より高齢

者のニーズに沿った講座が提供できる

よう努めていきたいと考えます。 

 

14 

  今、幼保一体事業を国の施策で言われていますが、管轄の省

庁が違う為、今後、紆余曲折をすることでしょう。ここでの御

提言は、「こども園」なる事業を老人福祉及び介護事業、障がい

者と一体的に事業計画に含めていくことです。軽度の障がい者

の方、又、御高齢の方が保育教育に携わることで福祉教育の一

環にもなり、人権教育の良き場になるでしょう。財政面からい

っても施設を多く造らずとも御高齢の方の経験・知識の伝達を

幼年期に経験させることと障がい者の方達（軽度か中度でもそ

の場で一緒に関われる方を含）との一環で将来、介助、介護の

一部を地域で担える社会の構築がなされるはずです。簡略に云

えば「幼保老障一体事業」として議論を深めることが、絶対に

必要である。と御提言させて頂きます。 

 ご提案の「幼保老障一体事業」につき

ましては、関係機関と連絡調整を図りな

がら、今後検討していきたいと考えま

す。 

 

15 

  認知症サポーター養成事業について、疑問点を提示させて頂

きます。平成２２年度３月３０日告示６０号条例に基づく成年

後見制度利用支援事業の整合性が解りません。他県では、市民

後見人制度として養成事業として事業展開している各自治体も 

 認知症サポーター養成事業につきま

しては、認知症について正しい知識を持

ち、認知症の人や家族を支援するボラン

ティア（認知症サポーター）の養成講座 
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№ 意見項目 意 見 内 容 考 え 方 計画上の修正をするもの 

  あります。この点は社会福祉協議会で自立支援事業との関係で、

縦分けているとすれば、本末転倒です。一体として検討又、議

論をして下さい。６０号条例は介護、福祉政策の一環事業です。

財源を一体的に運用しないと無駄なお金を使うだけで、無駄で

す。再検討を御要請します。 

を開催しているものです。 

 成年後見制度利用支援事業につきま

しては、判断能力が十分でなく、成年後

見人を選任する必要があると判断され

る方に親族がいない場合には、家庭裁判

所への申し立て手続きをするうえで、市

長が申し立て人となり、諸費用を一時的

に立て替え、その方を保護するもので

す。 

 ご指摘の市民後見人の養成につきま

しては、今後後見人を担うことができる

市民を育成するための体制を構築し、講

座等を開催していきたいと考えます。 

 

16  「ファースト・エンド・エデュケーション」について、前回御

提言させて頂きましたが、社会教育事業並びに雇用政策事業と

の関係性があります。日本の教育政策において、学校教育を単

線化したことで、高等教育機関のブランド化と就職する為のパ

スポート化による若年者雇用の行き詰まりの要点であることを

指摘しておかなければなりません。経済循環型社会の本来の社

会像は「福祉社会」の実現にあります。中等後期教育までは、

現在の教育政策で良いかと考えます。この後は、成人期に入り、

入ったん社会で職業に就きキャリヤ形成してから高等教育を受

ける複線型社会教育政策が問われる点です。ここも、省庁が、

文科省と厚生省での管轄違いで一貫性がなく日本社会の経済の

活力を削いでいる部分です。いつまでも気づかずにいる場合で

はないと考えます。リカレント教育の視点は、向高齢期に対す 

当計画と関連性がないため参考意見

とさせていただきます。 
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№ 意見項目 意 見 内 容 考 え 方 計画上の修正をするもの 

  る公的社会保障制度維持による財源を効率化できる点です。大

事な点は、自己実現をどの年代層でもできる豊かな民主主義社

会の構築にあります。「学校教育」を括弧括りにし今迄、生涯学

習を趣味又は余暇学習で留めてしまい、社会教育行政上の欠落

している部分です。ここは、この事業計画の骨子に係る絶対に

外せない視点であることを強調しておきます。高等教育で受け

た教育を社会に還元する上で専門性も更に高くなり、専門学校

で教育を受け直すことも含めモラトリアム期間の複線化による

人財の社会的寄与の効果はより高くなり、地域経済の活発化を

もたらすでしょう。 

  

17  全体を概観しこの事業計画の本来主旨とすることは、医療、

介護の財源を今後、福祉政策の中で如何考えるかの視点である

はずです。自助を公助で応援し共助が輪となり、障がい者の方

達の人権も尊重される受け皿を本来は国が率先し各自治体間に

おいて政策運営されることに最大の視点があったはずです。こ

この理解をして頂けたら、個人（国民又は市民）の自己実現が

豊かな社会の実現になります。更に介護予防と医療予防の政策

効果を担保できるでしょう。私においては、自信を持って御提

言させて頂きます。更に議論を深めより良い事業計画となり、

「日本を世界を先駆する土浦市」となることを念願し御提言と

させて頂きます。 

 本計画は、本市の実情や国の指針を踏

まえて、高齢者が可能な限り住み慣れた

地域において、継続して生活できるよう

策定しております。 

また、本計画では、介護、予防、医療、

生活支援、住まいのサービスを包括的か

つ継続的に提供していくことにより、だ

れもが安心・安全で、希望を持って暮ら

すことのできる「日本一住みやすいまち

土浦」の実現を目指しております。 

 今後とも、その実現への取り組みに、

ご参加、ご協力をお願いいたします。 

 

 

 


