県 政 経 営 会 議 資 料
平成21年(2009年)2月25日
健康福祉部元気長寿福祉課

「レイカディア滋賀プラン」（滋賀県高齢者福祉計画・介護保険事業支援計画）
改定素案に対して提出された意見・情報と意見に対する滋賀県の考え方について

平成２０年１２月２４日（水）から平成２１年１月２３日（金）までの 1 か月間、滋賀
県県民政策コメント制度に関する要綱（平成12年滋賀県告示第236号）に基づき、「レイカ
ディア滋賀プラン」
（滋賀県高齢者福祉計画・介護保険事業支援計画）改定素案について、
意見・情報の募集を行った結果、７名（団体）から６５件の意見・情報が提出されました。
提出された意見・情報は、計画素案の内容と直接関係がないと考えられるものや、同じ
内容のものも見られたため、これらをとりまとめ、項目ごとに整理した４０件について、
考え方を示しました。
なお、とりまとめにあたり、提出された意見・情報は一部要約しております。また改定
素案への直接的な意見でないものについては、県の考え方を示していませんが、今後の取
り組みの参考とさせていただきます。

【県民政策コメント制度に基づき提出された意見・情報の概要】
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レイカディア滋賀プラン改定素案に対して提出された意見・情報と意見に対する県の考え方
番
頁 項 目
意見・情報の概要
意見等に対する県の考え方
号
序章 計画の策定にあたって
該当箇所の記述には、一人暮らし高齢者のこ
１ 計画策 「誰もが住み慣れた地域で家族や友
定の趣旨 人とともに健康で生きがいをもって安心 とも含めており、またできるだけ家族や友人とと
して暮らせる活力ある長寿社会」の実現 もに生きがいをもって暮らしていけることが大切
とありますが、一人暮らしのお年寄りも多 と考えますので、素案のとおりとします。
1 5
いことから、「一人でも生きがいをもって」
暮らせる社会とすべきと思いますが、どう
でしょうか。
第１章

高齢者を取り巻く状況
２ 高齢者 「要介護等高齢者」という表現は適切
要介護・要支援の認定を受けている高齢者と
の状況
ではないのではないですか。
いう意味で使用していますが、ご意見の趣旨を
（2）要介護
踏まえ、本文にあわせ「要介護等認定者」と改
2 14 等高齢者
めます。
の状況
なお、巻末の「用語の解説」に「要介護等認定
者」の定義をしております。
２ 高齢者 「認知症高齢者」という表現は適切で
の状況
はないのではないですか。
（3）認知症
3 18
高齢者の
状況

認知症状態にある高齢者を「認知症高齢者」
と表現し、認知症高齢者対策を推進していくこと
としています。

２ 高齢者 老人クラブの加入率について、老人ク 老人クラブには６０歳から６４歳までの加入者も
ラブの加入者は６０歳以上の者であるた おられますが、近年の雇用における定年の延長
の状況
(5) 高齢者 め、６０歳以上の人口に対する割合で表 などにより、６５歳未満の加入者は減少してきて
4 20 の生活の 示すべきではないですか。
いることを踏まえ、６５歳以上人口に対する割合
を記載しています。
状況
４ 社会の
変化
(4) ボラン
ティア活動
やNPO活
動の活性
化
5 24

「NPO法人の認証数は着実に増加し
ており、平成１１年度に１２法人であった
ものが平成１９年度末には３９１法人と
なっており、」と記述されていますが、１１
年度と現在を比較して着実に増加して
いるとういうのは、近年は伸び悩みの傾
向であることから無理があるのではない
でしょうか。
また、「NPO活動全体の広がりを示す
ものとなっています」という記述について
は、ＮＰＯ活動の広がりが、プランの推
進上、何に資することなのかを記載した
ほうが、理解しやすいのではないでしょ
うか。

第２章

ご意見を踏まえ、次のとおり修正します。
【修正後】
○滋賀県においては、ＮＰＯ法人の認証数は、
平成１１年度に１２法人であったものが平成１９
年度末には３９１法人となっており、法人数の増
加は任意団体を含むＮＰＯ活動全体の広がりを
示すものとなっています。
○高齢者自らが積極的に社会参加を行い、生
き生きと暮らせるよう、また、県民、事業者、市
町、県等との協働・ 連携によりみんなで高齢者
を共に支え合えるよう、ボランティア活動やＮＰ
Ｏ活動が今後も引き続き活発に展開され、超高
齢社会において大きな役割を担っていくことが
期待されます。

計画のめざすもの
「健康寿命」については、巻末の「用語の解
２ 基本目 「健康寿命の延伸と生活の質の向上
に向けた健康長寿社会をめざす」とあり 説」において説明していますが、平均寿命が長
標
(1) 「元気 ますが、「健康寿命の延伸」と「健康長寿 くても健康である期間が短ければ真に健康で長
で活動的 社会」は同じ事ではないでしょうか。ま 寿とは言えないことから、健康で自立した期間
な85歳」へ た、健康寿命とは認知症や寝たきりにな に着目した平均寿命として、「健康寿命」という
6 27
の仕組み らない状態で生活できる期間のことと思 言葉を使用しています。そして、県民一人ひとり
いますが、何らかの定義が必要ではな の「健康寿命」を延ばすことによって、県民全体
づくり
がいつまでも元気な「健康長寿社会」を目指す
いでしょうか。
こととしています。

1

レイカディア滋賀プラン改定素案に対して提出された意見・情報と意見に対する県の考え方
番
頁
号

項

目

２ 基本目
標
(3) 人が生
き・生かさ
れる社会
7 27 づくり
(4) 支え合
いともに築
きあげる理
想郷づくり

意見・情報の概要

意見等に対する県の考え方

「レイカディアは、人が生き・活かされる
ための理想郷です。」というのが唐突に
出てきて何か不自然に思います。
「レイカディアの担い手は県民すべてで
す。」も同様です。

ご意見の趣旨を踏まえ、「１ 基本理念」に次の
文章を追加します。
【修正後】
○レイカディアとは、…「湖の理想郷」を意味し
ます。
○本県が掲げてきたレイカディア構想では、人
が生き・活かされる理想郷「レイカディア」を県民
すべてが担い手となり、助け合い共に築きあげ
ることをめざしています。

３ 元気創 元気創造滋賀モデルについて、本県 「これまで培った取り組みを活かして発展させ
造滋賀モ がレイカディア構想を推進する中でこれ た福祉しがの取り組み」ということを言っており、
デル
まで培った取り組み」を活かすのと、「そ これを「元気創造滋賀モデル」として構築すると
れを発展させた福祉滋賀の取り組み」と いうことです。
はどういう関係になっているのか。そして
8 28
「元気創造滋賀モデル」の構築とは、こ
の２つのどちらなのでしょうか。

本県の平均寿命は、平成１７年時点で男性
３ 元気創 全体として、元気で活動的な８５歳を
造滋賀モ 目指すことがひとつのキーワードになっ 79.6歳、女性86.17歳となっており、今後もさらに
ているように思いますが、「８５歳」という 延びることが予想されますが、健康で自立した
デル
具体的な年齢設定には疑問が感じられ 期間である「健康寿命」は65歳の男性16.70年、
9 28
ます。人間の寿命を行政が設定するこ 女性20.38年と試算されています。この健康寿
と、これ以上の高齢者はもういいと言っ 命を延ばすことを象徴的に「元気で活動的な８５
歳を目指す」とここでは表現しています。
ているように思えます。
３ 元気創 「豊熟シニア」という表現に違和感を持 「個性や主体性によって豊かで充実した高齢
造滋賀モ ちます。「生き方」を「シニア」というのもど 期を過ごしている高齢期のライフスタイル等」の
名称について、本プランを平成１８年に策定す
うかと感じます。
デル
る時に県民に公募して選考したものであり、今
10 29
回の改定においても継続して使用します。

３ 元気創 「たとえ介護を必要とする生活となって ご意見を踏まえ、次のとおり修正します。
造滋賀モ も後ろ向きにとらえずそれを自然な状態 【修正後】
として前向きにとらえる高齢者のライフス 「豊熟シニア」
デル
タイル」とありますが、これは心の持ち方 ・年齢によって…豊かで充実した高齢期を過ご
であって行動形態としての「ライフスタイ している高齢者のライフスタイル
11 29
ル」のことではないのではないでしょう ・たとえ介護を必要とする生活となっても後ろ向
きにとらえずそれを自然な状態として前向きにと
か。
らえて暮らす高齢者のライフスタイル
３ 元気創 「２１世紀型地域づくり」と出てきます
造滋賀モ が、２１世紀型とは何でしょうか。
デル
12 29

2

「２１世紀型地域づくり」とは、介護保険制度な
ど既存の制度の枠組みだけで介護・福祉ニー
ズに対応するのではなく、様々な対象への多様
なサポートを、制度外のサービス（インフォーマ
ルサービス）の充実や地域の支えあいも含めた
様々な資源を活用する創意工夫の中で進め、
地域の福祉力を向上させる取り組みのことであ
り、巻末の「用語の解説」に説明を追加します。

レイカディア滋賀プラン改定素案に対して提出された意見・情報と意見に対する県の考え方
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４ ３つの
指標
13 29

意見・情報の概要

意見等に対する県の考え方

「介護サービス等整備目標値」は、介護保険
３つの指標を設定されることは、大変
いいことだと思いますが、指標と目標値 法第１１８条第２項に規定する都道府県が介護
の違いは何でしょうか。すべて指標とい 保険事業支援計画に定めるべき「介護給付等
対象サービスの量の見込み」等のことであり、他
うことにすればどうでしょうか。
の２つの指標は、取り組みの成果を評価するた
めに本県独自に定めたものであり、「レイカディ
ア指標」と「ともに目指そう指標」という名称にし
ています。

②ともに目 誰とともに目指すのでしょうか。「目標
指そう指標 指標」でいいのではないですか。
14 30

「ともに目指そう指標」は、県民、事業者、市
町、県等の協働・連携による取り組みの成果を
評価するため、平成２３年度を目標とする指標と
して設定しています。

第３章

基本的な考え方と取り組みの重点的方向
１ 基本的 「超高齢社会の到来は、様々な分野で ご意見のとおり修正します。
な考え方 のひずみや問題を生じさせる結果となり 【修正後】
ます」とありますが、到来が結果とはどう …様々な分野でのひずみや問題を生じさせる
15 31
いうことでしょうか。結果ではなく「誘因の 誘因のひとつとなります。
ひとつ」ではないでしょうか。

１ 基本的 「…介護が必要にならず、介護や支援 ご意見の趣旨を踏まえ、次のとおり修正しま
な考え方 が必要になっても…」という表現はおか す。
【修正後】
(1)自立へ しいのではないか。
○高齢者をはじめすべての人が介護を必要と
16 31 の取り組み
せず、また、仮に介護や支援が必要になったと
しても、いろいろな社会的資源を活用しながら、
…
１ 基本的 「自立への取り組み」で、「自らの力で ここでは、高齢者をはじめすべての人が自ら
な考え方 生活を維持・展開していくこと」が「基本 の力で生活を維持・展開していくことが重要であ
(1) 自立へ 的な条件」とし、「重要な基盤」とすること るということを言っており、それを支える社会づく
17 31 の取り組み は奇異に思えます。むしろ、「自らの力 りや取り組みのことは、(3)セーフティネットの構
で生活を維持・展開して」いけるような社 築のところに記述しておりますので、素案のとお
会づくりや取り組みこそが、条件であり りとします。
基盤なのではないでしょうか。
１ 基本的 「自助、共助、公助、商助の役割分担 基本理念に述べている「均衡あるバランスの
な考え方 の中で推進」とありますが、基本理念に 中で創り上げる」ことは、ここでは同じ趣旨で「役
(1) 自立へ おいては、これらの「均衡あるバランスの 割分担の中で推進する」ことという表現をしてい
18 31 の取り組み 中で」とありました。役割を設定すること ます。
と、バランスを保つことの相違がよくつか
めません。

19 32

１ 基本的
な考え方
(2) 社会参
加の仕組
みづくり

「高齢者は社会からの引退者でもなけ すべての県民が何歳になっても自らが”人生
れば、すべてが社会的弱者であるわけ の主役”と感じられる健康長寿社会を創り上げ
でもありません。高齢者を一律に援助の ていくという基本理念の実現のために、高齢者
対象としてとらえるのではなく社会を構 を「社会を構成する重要な一員として積極的に
成する重要な一員として、豊かな人間性 社会参加をしていく者」としてとらえることが重要
と能力をもって積極的に社会参加をして であるので、改めて確認する意味で記述してい
いく者としてとらえることが大切であり」と ます。
ありますが、これは当然のことであり、敢
えて記載する必要性はあるのでしょう
か。

3

レイカディア滋賀プラン改定素案に対して提出された意見・情報と意見に対する県の考え方
番
頁
号

項

目

意見・情報の概要

意見等に対する県の考え方

１ 基本的 セーフティネットの構築で、「個人では 県民、事業者、市町、県等あらゆる主体が手
な考え方 解決できない様々な問題を解決すること を携えて解決していかなければならないと考え
(3) セーフ は・・・」とありますが、個人で解決できな ており、ご意見の趣旨を踏まえ次のとおり修正し
ティネット い問題を解決する主体は誰でしょうか。 ます。
【修正後】
20 33 の構築
○高齢期において発生する…個人では解決で
きない様々な問題を県民、事業者、市町、県等
がともに手を携え解決することは、…重要です。
ご意見の趣旨を踏まえ、次のとおり修正しま
す。
【修正後】
○高齢化に伴って認知症高齢者が今後一層増
加することが予想されています。

２ 取り組
みの重点
的方向
21 35 (3)高齢者
の尊厳の
保持

「要介護等の約半数は認知症の影響
が見られ」とありますが、「認知症の影
響」とはどういうことでしょうか。また、「高
齢化に伴って今後一層の増加が予想さ
れています」とは、何が増加するので
しょうか。

２ 取り組
みの重点
的方向
(3)高齢者
の尊厳の
22 35 保持

課題の中で、「高齢者虐待防止法も踏 ご意見の趣旨を踏まえ、次のとおり一部修正
まえ、高齢者が個人として尊重され、そ します。なお、「高齢者虐待防止法」の正式名
の人らしく暮らしていくための支援が求 称は巻末の「用語の解説」に記載しております
められています」としているが、そのため ので、ここでは通称名を使わせていただきま
のひとつとして、養護者の負担の軽減等 す。
による支援が求められています。そのこ 【修正後】
との記述が欠落しているのではないで 高齢者虐待防止法も踏まえ、高齢者が個人とし
しょうか。また、この点から考えれば、高 て尊重され、その人らしく暮らしていくための支
齢者虐待防止法は正式名称で記載す 援とともに、養護者の負担の軽減を図る等の支
援が求められています。
べきではないでしょうか。

２ 取り組
みの重点
的方向
23 36 (3)高齢者
の尊厳の
保持

家族に対する支援体制の整備は、認
知症高齢者だけではありません。見出し
である「高齢者の尊厳の保持」のための
基本方向が真に記述されていないので
はないでしょうか。

ご意見のとおり、家族に対する支援体制は認
知症高齢者に限ったものではありませんが、ここ
では、「認知症高齢者対策」の例示として「認知
症高齢者とその家族に対する支援体制の整備」
を取り上げていますので、素案のとおりとしま
す。

第４章

保健福祉サービスの状況
３ 家庭で 地域支援事業に対する記述が少ない ご意見の趣旨を踏まえ、次の文章を追加しま
の介護環 と思います。市町の地域支援事業につ す。
境整備の いて、どのように評価しているかの記述 【追加】
・市町においては、高齢者のニーズや生活実態
が欲しいです。
支援
24 52
に基いた総合的な判断に基づき、継続的かつ
総合的なサービスが提供されるよう事業を実施
◆地域支
することが求められています。
援事業
３ 家庭で
の介護環
境整備の
25 53 支援
◆住民参
加の福祉
サービス

介護保険サービス（公助）の中に、住
民による支え合い（共助）が入っている。
全体として、自助、公助、共助の整理を
していることから、「４ 施設の整備」と「５
相談・情報の提供等」の間に別項目とし
て記載するのが適切と考えます。

「家庭での介護環境整備の支援」の項目で
は、介護保険サービスだけではなく、在宅での
介護を支える様々なサービスについて記述して
おり、「住民参加の福祉サービス」についてもこ
こに整理しています。

３ 家庭で
の介護環
境整備の
支援
26 53 ◆住民参
加の福祉
サービス

老人クラブにおいても地域支え合い事
業として「ふれあいサロン」が実施されて
いるので、「老人クラブにおいても地域
支え合い事業として「ふれあいサロン」を
実施しており」という文章を追記してほし
い。

ご意見の趣旨を踏まえ、次のとおり修正しま
す。
【修正後】
・農業協同組合や老人クラブにおいても「ふれ
あいサロン」等を実施し、…

4

レイカディア滋賀プラン改定素案に対して提出された意見・情報と意見に対する県の考え方
番
頁
号

項

目

３ 家庭で
の介護環
境整備の
支援
27 53 ◆住民参
加の福祉
サービス

意見・情報の概要

意見等に対する県の考え方

「住民参加の福祉サービス」のうち、後
段２項目（ボランティアセンターの取り組
み、住民参加のより活発な福祉活動の
展開）については、文中にある「高齢者
を地域全体で支える仕組みづくり」のた
めであり、ここではなく、第７章１の（２）と
もに支え合う地域コミュニティづくり」に
位置づける方が適切と考えます。

本項目は、「第４章保健福祉サービスの状況」
の１項目として、住民参加の福祉サービスのこ
れまでの実施状況および今後の課題等につい
て述べており、第７章は平成２１年度から平成２
３年度までの「施策の方向」について記述してい
ることから、素案のとおりとします。

４ 施設の 有料老人ホームについては、入居者
整備
が多額の負担をする場合があるので、
経営の安定化、利便性、サービス水準
◆有料老 の確保の観点などもう少し丁寧な記述
28 57 人ホーム が良いと思います。

５ 相談・
情報の提
供等
■権利擁
護センター
29 58

高齢者総合相談センターの廃止の理
由と廃止後の対応も記述すべきであり、
次のとおり修正してはどうか。
【修正案】
・なお、平成１８年４月の改正介護保険
法の施行により、市町の地域包括支援
センターが一次相談窓口となったことな
どにより、同様の機能を持つ滋賀県高
齢者総合相談センターは平成１９年度
末で廃止され、権利擁護の相談と支援
に特化することになりました。

有料老人ホームのサービス水準については、
事業者が設定し利用者が選択するものであるこ
とから県がその内容等について具体的に指導
するものではありませんが、有料老人ホーム設
置の届出の協議の中で、サービス水準をある程
度確保するような助言を行っております。ここで
は、有料老人ホームの整備実績等について説
明していますので、素案のとおりとします。
地域包括支援センターは、改正介護保険法
により高齢者の総合相談や権利擁護を実施す
る機関として位置づけられました。よって、同様
の機能をもつ高齢者総合相談センターは、廃止
することとしたものです。なお、改正介護保険法
では、地域包括支援センターは、単なる一次相
談窓口の機能に留まるものではなく、権利侵害
事例の個別支援に至るまでの包括的な支援機
能をもっており、素案のとおりとします。

地域福祉権利擁護事業は、判断能力が不十
次のように修正してはどうでしょうか。
５ 相談・
分な方を対象としていることから、素案のとおりと
情報の提 【修正前】
・判断能力が不十分な高齢者が地域で します。
供等
暮らせるよう、…
30 59
◆地域福 【修正後】
祉権利擁 ・判断能力が不十分でも、高齢者が地
域で暮らせるよう、…
護事業
第６章

健康長寿の促進と元気創造
１ 生きが
魅力ある老人クラブづくりが求められる
いづくりの ことから、老人クラブに関わる施策の方
推進
向について、高齢者のニーズを十分把
(2) 高齢者 握した活動および役割を展開することに
31 72 組織と人 より魅力ある老人クラブとなるよう支援の
財育成
充実・強化することが求められるのでは
ないでしょうか。

本文中「高齢者が長年にわたって培った経
験、知識、技能等を様々な地域活動の中で生
かすことができるよう」にすることが魅力ある老人
クラブづくりと考えており、そのために県として支
援していくことを記述しています。

市町職員等広く介護予防に携わるすべての
３ 県民主 「介護予防に関わる人財の育成」を具
導の介護 体的に「介護予防リーダーの養成」に修 人財の育成を進めることとしていることから、素
32 80 予防の推 正してはどうか。
案のとおりとします。
進
３ 県民主
導の介護
33 81 予防の推
進

「介護予防の担い手となる仕組みづくり
を進めます」を具体的に「市町社協や老
人クラブ、介護予防支援事業所等介護
予防の担い手となる関係機関との連携
を進めます」に修正してはどうか。

5

該当箇所は、元気な高齢者が自分自身の介
護予防に取り組むのとあわせて、その元気な高
齢者が介護予防の担い手として虚弱な高齢者
の支援を行うことを述べているので、素案のとお
りとします。

レイカディア滋賀プラン改定素案に対して提出された意見・情報と意見に対する県の考え方
番
頁
号

項

目

意見・情報の概要

意見等に対する県の考え方

社会生活基本調査は、５年に一度実施される
ともに目指 生きがいづくりの推進をはかる指標と
そう指標 して、県社会福祉協議会が登録してい 指定統計調査であり、次回は平成２３年１０月の
る「高齢者を中心とした社会活動グルー 実施となるため、本プランの実施計画期間中の
①
プ数」では狭いので、国が行う社会生活 取り組みの成果を評価する指標とすることが難
34 81
基本調査での「高齢者の地域活動参加 しいことから、各年度の数値が把握できる「高齢
率」のようなもののほうが良いのではな 者を中心とした社会活動グループ数」を指標と
したものです。
いでしょうか。
ともに目指 ともに目指そう指標③特定高齢者施策 これまでの特定高齢者施策への参加者数の
そう指標 に参加した高齢者数について、平成２３ 伸びを勘案し、平成19年度の特定高齢者施策
35 81 ③
年度目標3,500人の根拠が不明です。 への参加者1,748人の約２倍を３年後の目標数
値としたものです。
第７章

みんなで支える長寿社会の構築
３ 生活環 防災・減災の推進に関して、「福祉避
境の整備 難所」の指定や設置・運営についても記
(3) 安全な 載を要するのではないでしょうか。
また、災害発生直後の対応だけでな
生活環境
く、復旧期や復興期における対応（避難
の整備
3)防災・減 所での配慮や在宅者の生活支援など）
災の推進 も記載すべきではないでしょうか。

36 89

３ 生活環
境の整備
(3) 安全な
生活環境
の整備
3)防災・減
災の推進
37 89

減災の取り組みは養護老人ホーム等
でも必要であるため、次のように修正し
てはどうでしょうか。
また、各事業所による自主点検だけで
なく、事業所間での減災の取り組みや
支援体制づくりが必要であるとともに、ケ
アマネ等専門職員の災害時対応の学
習機会が全くないが、促進していく必要
があるのではないでしょうか。
【素案】
○介護保険施設・指定事業所における
減災のためのマニュアル作成を促進し、
減災に向けた実効ある自主点検を促し
ます。
【修正案】
○介護保険施設・指定事業所等におけ
る減災のためのマニュアル作成を促進
し、減災に向けた実効ある自主点検を
促します。

6

市町は災害時要援護者避難支援プランの策
定を進めているところであり、この支援プランに
福祉避難所の指定や避難所での支援について
記載するようになっています。このことを踏まえ、
記述を次のように修正します。
【素案】
○高齢者等の要援護者に対する、災害時の安
否確認、避難誘導など、個人情報の取扱いに
理解、合意を得ての自治会等地域における見
守り・支え合いの体制づくりや福祉マップづくり
などの取り組みを促進します。
【修正後】
○市町において災害時要援護者避難支援プラ
ンを策定し、高齢者等災害時要援護者の安否
確認、避難誘導、避難生活支援など、個人情報
の取扱いに配慮しつつ自治会等地域における
見守り・支え合いの体制づくりを推進するととも
に福祉マップづくりなどの取組みを促進します。
災害時要援護者となる高齢者の安否確認や
支援策等については、各市町の地域防災計画
や災害時要援護者避難支援プランに盛り込む
こととされているところであり、各市町によって支
援策、方法等が異なることから、それぞれの地
域の実情にあった対応が必要と考えます。県と
しては、介護保険施設・指定事業所等に対し減
災マニュアルの作成を促すことにより、災害時
対応の周知を図っていくことしています。
なお、養護老人ホーム等の社会福祉施設に
おいても減災の取り組みは必要であるので、こ
れについてはご提案どおり修正します。

レイカディア滋賀プラン改定素案に対して提出された意見・情報と意見に対する県の考え方
番
頁
号
第８章

項

目

意見・情報の概要

意見等に対する県の考え方

高齢者の尊厳の保持
２ 権利擁 成年後見制度の運用には、第三者後
護の取り組 見として市民後見人や法人後見が必要
みの推進 となっています。単に「人材の育成」で
38 94 (2) 権利擁 はなく、具体的に記述すべきです。
護相談の
充実
サービス基盤の整備
１ サービ 介護保険施設等の個室ユニットケア施
ス提供体 設の整備の推進に関して、サービス提
制の整備 供体制の確実な充実を図るためには、
個室ユニットケアの整備にのみ偏ること
39 96
なく、新設特別養護老人ホーム設置時
の補助等への要件緩和が望まれます。

県の役割としては、「高齢者成年後見支援セ
ンター」を指定し、成年後見制度をはじめ高齢
者虐待全般について、市町行政をはじめとする
保健福祉関係者への技術的助言および人材育
成の支援を行っていることから、素案のとおりと
します。

第９章

103
104
40 105
106
110

１ サービ 地域密着型サービスについて、「市町
ス提供体 において計画的な整備が図れるよう支
制の整備 援します」とされていますが、具体的に
(1) 介護保 はどのような支援を行うのですか。
険のサー
ビス
③地域密
着型サー
ビス

7

施設の居住環境の改善や入居者の尊厳を重
視したケアの実現という観点から、個室ユニット
ケア型施設の整備を推進しています。従来型施
設の整備に対する要望もあることは承知してい
ますが、プランの中でも個室ユニットケア型施設
の整備について目標設定もしていることから、
素案のままとします。
地域密着型サービスサービス開設予定事業
者への助言を行うとともに、認知症介護ｻｰﾋﾞｽ
事業開設者研修や認知症対応型サービス事業
管理者研修の実施等により、市町と連携しなが
ら地域密着型サービスが円滑に整備できるよう
支援していきます。

「役所ことば」改善の観点から、県政モニターの方々に意見を求め、
その意見に基づき修正等を行ったもの
番号 頁 行

意見に基づいた修正内容
「活力あるものとするためレイカディア構想を」 → 「活力あるものとするため、レイ

10 カディア構想を」

1

5

2

17

3

21

4 いて」

4

24

「…市町において課題解決を完結する体制を確保する」 →「…市町において課題を
3 解決できる体制を整える」

5

26 13

「果敢に取り組んでいきたい」→「積極的に取り組んでいきたい」

6

27 22

「支え合いともに築きあげる」 → 「支え合い、ともに築きあげる」

7

29 26

8

39
55
56
57

表４−２３、２７、３０について、空欄部分に０を入れました。

9
10

76 10

「成人の８０％以上が罹患している」→「成人の８０％以上がかかっている」

11

77

「QOL」→「QOL（生活の質）」

12

77 19

図１−４の文字、数字を大きくしました。
「取り組み等についての県民意識について」→「取り組み等に関する県民意識につ

6

9

「２０１５年の将来像を示す指標」→「平成２７年（２０１５年）の将来像を示す指標」
「ふまえ」→「踏まえ」

「提供体制の構築」→「提供体制の整備」

14

「介護予防情報提供システムを構築します」→「介護予防情報提供システムを築き
80 24 ます」
87 16 「施設管理者の意識の醸成」→「施設管理者の理解と意識向上」

15

93 16

16

用語の解説に次の「精度管理」を追加しました。
精度管理
76 27 健(検）診の検査技術やその判定方法等の水準を高く一定に保つためには、その
信頼性を検証し、問題を見つけ、それを改善するシステムが必要である。これらを総
称して「精度管理」と呼ぶ。

17

付表・付図について、本文中の表記を 「（付表×−××）」から「（P○○付表×−
その他 ××」に変更しました。

13

18

概要

「QOL」→「QOL（生活の質）」

「要介護等認定率（第１号被保険者） H19 15.1%」
→「要介護等認定率（第１号被保険者） H15 14.0% → H19 15.1%」

8

