
 

 

  

お寄せいただいた意見及び意見に対する市の考え方を公表します。 

■ パブリックコメントの結果 

我孫子市第６次健康福祉総合計画（案）についてパブリックコメントを実施し

たところ、次の結果になりました。貴重なご意見をお寄せいただきありがとうご

ざいました。 

１ 募集期間  令和元年 12 月 27 日から令和２年２月３日 

２ 提出人数  ２名 

３ 意見総数  ８件 

４ 公表場所 

社会福祉課、行政情報資料室（市役所本庁舎１階）、各行政サービスセンター、

生涯学習センターアビスタ、湖北地区公民館、市民プラザ、我孫子市民図書館湖

北台分館及び布佐分館、各近隣センター、我孫子市ホームページ 

５ 意見公募した内容 我孫子市第６次健康福祉総合計画（案）について 

（詳細は担当までお問合せください。） 

６ 意見と意見に対する市の考え方 （別紙参照） 

７ 内容の修正について 

寄せられたご意見に基く修正はありません。 

８ 担当 

我孫子市役所 社会福祉課 健康福祉計画担当 

TEL：04-7185-1111（内線 476）

我孫子市第６次健康福祉総合計画（案）に対する意見募集

（パブリックコメント）結果の公表 



 

整理 

番号 
提出された意見 意見に対する市の考え方 

１-１ 

意見 基本目標に挙げられている内容は、実現したら申
し分ない抽象的な目標であり誰も反対できないも
のだが、実際に市民がどんな絵姿を得ることが出来
るか、具体的なイメージを描く事ができない。 
例えば、「最後まで安心して…」ではなく、市が

公助、共助を経由して、市民夫々が介護を必要とし
た段階で本人・家族が専門介護職の方々に寄添われ
必要十分な介護を受けられる要員数や処遇（年間休
日数や残業含まない給与レベル等を確保）を市が保
障しているから最低限の最後までの安心できる介
護レベルを確保しますとか…具体的に『最後まで安
心し得る介護体制を整える介護先進都市を目指す
…』（介護先進都市宣言）など明確に記載する必要
がある。 
 

本計画は当市における健康福祉部門及び子ども部門の
個別計画を横断的につなぐ基本理念と方向性を示すとと
もに、他部門の計画との連携を図る計画です。 
第６次健康福祉総合計画は平成 30 年度の社会福祉法の

改正に基づき、地域福祉計画の意義をこれまで以上に反映
した計画として策定しています。そのため、基本目標 4「誰
もが自分らしく住みなれた地域で最期まで安心してくら
せるまちづくりの推進」の高齢者分野においても、その点
を踏まえた構成となっています。 
高齢者分野における具体的な事業や取組については、高

齢者分野の個別計画において検討するとともに、いただい
た意見については、市は勿論、協議会等を通して地域の専
門機関等と共有させて頂きます。 
 

理由 総合計画（基本構想）に基づく個別分野の総合計
画だからこそ、より具体的な内容が必要である。国
も地方公共団体も基本計画に文言が明示されてい
ないと下部の実行計画には具体案が反映されない。
例えば、上述の『最後まで安心を』享受するために
は、誰でも最後は在宅または施設サービスで専門介
護職の介護を受けることになるので、気持ちよく温
かい介護業務を介護職の方々にして貰うためには
十分な要員確保と待遇の提供が最低限必要不可欠
であり、これこそ公助の市が重点的優先的に財政負
担し整えるべきことなので、基本計画に文言を明確
に掲載すべきと考えます。 
 



１-２ 

意見 在宅および施設サービスにおける介護レベルを
充実強化するために上述①の意見で記載したよう
に、専門的介護職の十二分な要員確保と待遇改善
（特に、年間休日数 121日と有休休暇の法定以上の
日数の付与および残業を含まない給与水準の引上
げ、加えて残業時間の抑制等）が必要と考えます。
そのためには一層の要員確保が必要で、その為の事
業所への補助金制度の早期の確立が望まれます。 
加えて、本人・家族と介護従事者を支援する地域

ボランティア組織の整備と促進施策を強化するこ
とが必要で、地域との心の繋がりを最後まで保持し
て貰うことが安心して暮らせる街づくりとなる。 
 

 市では、市長が平成 30年 1月 19日、厚生労働省加藤大
臣及び大沼大臣政務官を訪ね、長寿命化により介護福祉施
設の需要が高まるとともに介護福祉士の不足が課題であ
るとし、介護福祉士確保のため、介護福祉士資格試験の年
間実施回数の増加や介護福祉士の処遇改善を強く要望し
ました。 
 また、市内事業者に対しては国の人材確保基金を活用し
た補助金の利用促進を行っています。 
ボランティア組織等の支援については、高齢者分野の個

別計画において検討してまいります。 
 

理由 都内に比し専門介護職の待遇は著しく低い。都内
でも介護職要員数は十分に確保出来ていない状況
下で我孫子市の現状の待遇では充足はあり得ない。
残業抑制と残業手当を含まない給与水準の引上げ
も必要であるが、喫緊で充足すべきは年間休日数の
引上げである。現時点で我孫子市福祉法人の年間休
日数は約 105～110 日である。週休２日制に国民の
休日を加えると 121日になり、最低限ここが出発点
で、要員補充の補助金を市が当初負担しても改善を
急ぎ、要員募集における他市への優位性を市の政策
として確保すべき。 
他に、他都県との様式手順差異等を減らし移動障

壁を低くする等要員確保を容易にする多様な施策
を積極的に取るべきである。 
 
 
 
 
 



１-３ 

意見 横通しをして各専門分野の連携を図るが限界が
有るので、市民の互助活動への参画を促すことが重
要と示唆している。しかし、その前に、高齢者だけ
でなく障害者も子供問題なども全て困りごとの相
談を一カ所の窓口で受ける『なんでも相談窓口』を
設けて、そこに各関係部署の知見ある職員と専門職
及び該当地区の民生・児童委員も参画し分担するこ
とが望ましい。この窓口組織の設置や維持は市の責
任で確保するべきである。加えて、受付けた市民の
専門機関への繋ぎをした後、その後の結果如何をフ
ォローするシステムも整える必要がある。 
 

ご意見をいただいた『なんでも相談窓口』を含む、子ど
も・高齢者・障害者等の部門を超えた横断的な連携につい
ては、基本目標１「あらゆる人を分野を超えて丸ごと受け
とめられるまちづくりの推進」の「分野にとらわれない包
括的な取組」において記載しております。 
部門を超えた横断的な連携を図るためには、庁内外で、

持続可能な仕組みについて検討を重ね、決定していくこと
が重要と認識しております。 
本計画期間内に地域の皆様にご協力いただきながら検

討してまいりますので、ご協力頂けますようよろしくお願
い致します。 

理由 窓口組織の構成人員は専門的知見のある委託先
に委嘱もあるが、その管理と費用は市が負担すべき
と考える。何故なら、抱える課題をその人の生活や
希望等を含め総合的に把握して「安心した暮らし」
を継続して貰うには最初に知見の豊富な担当者が
揃うことが望ましいからである。この総合的な『な
んでも相談窓口』が整備されると各地区に配した民
生・児童委員は一元化して構成員になるものと考え
る。ここには職員、専門職の委託先、民生委員、加
えて CSW 的な知見を持つ要員（専門的ボランティ
ア）も育成して引きこもり等の対応が難しい人達に
も相談可能な受入れ体制とフォロー体制を整える
ことが望ましい。 
 
 
 
 
 
 
 



１-４ 

意見 健康寿命を伸ばす多様な運動や趣味、ボランティ
ア活動などの諸団体は我孫子市には既に沢山存在
する。しかし、それらの活動によって健康を維持向
上することで医療保険や介護保険、地域支援事業な
どを出来るだけ使用しない、または最小限で済ます
ことが望ましい。そのためには、健康寿命を知り（フ
レイル健診実施）、これらの活動のうちより健康寿
命を延伸する、または回復するために有効な活動を
積極的に斡旋する『すこやかアドバイザー（仮称）』 
制度や照会システムなどを設けて効果を高める工
夫をすべきと考えます。 
 

社会参加の機会の増加は健康寿命の延伸に重要なこと
から、本計画においても基本目標１「あらゆる人を分野を
超えて丸ごと受けとめられるまちづくりの推進」の「分野
にとらわれない包括的な取組」において記載しておりま
す。 
 健康寿命延伸のための具体的な事業や取組については、
高齢者分野及び健康づくり分野の個別計画において検討
するとともに、いただいた意見については、市は勿論、協
議会等を通して地域の専門機関等と共有させて頂きます。 
 

理由 上述のフレイル健診でフレイル状態とされた方
や『なんでも相談室』で心身の不安を相談された
方々は、早期に相談員の指導に基づいて自らの「ケ
アプラン」を夫々が作成し市に提出するなど今後の
健康寿命の自己管理を推奨する体制（ケアマネの高
介護度者への集中）を整えることが望ましい。健康
を保持する方々が増えるまたは維持することが医
療・介護保険負担を抑制することになる。従って、
健康寿命を伸ばし健康を回復させる施策を市が推
進することが重要な対策です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



１-５ 

意見 ①健康寿命を延伸する施策として団塊の世代を
中心に現役時代に蓄積した知見や人脈などを活用
して、市民税まで負担し得る仕事を開発するために
クラウドファンディングを活用した産業開発を市
が支援する体制を整えること。②地域支援事業分野
での事業について民活として企業・NPO法人などに
開発運営を委託、支援する対策を取る。③この②の
分野にも寄付金でなく市民の投資や債券の購入な
どを促す施策を取る。④都心に約 30 分という利便
性を活かし、空き家になる住宅を住民の集会場所や
宿泊用施設やホーム利用等に活用する民活を支
援・補助する。⑤そのために空家の利便性を増進す
るために駅やスーパー等を繋ぐ住民主導のグリー
ンスローモビリティシステム等を導入する。 
 

ささえあい活動は、地域包括ケアシステムの深化・推進
を図るための重要な取組です。本計画においても、「高齢
者の総合的な支援体制の整備」の取組の一つとして、基本
目標 4「誰もが自分らしく住みなれた地域で最期まで安心
してくらせるまちづくりの推進」において記載していま
す。 
地域における社会福祉を目的とする事業の維持・拡大、

民間活用等については、先進事例を調査するとともに、部
門を超えて検討してまいります。 

理由 上述の互助の活力活用の分野こそ市が推進する
「ささえ合い活動」の主目的の一つで、ボランティ
アベースだけでは限界があり、有料化等の商業化や
遊休資産活用も視野に入れた民活を積極的に導入
すべきと考える。これには、Internet 環境やクラ
ウドファンディング等の投資環境、活動拠点を繋ぐ
モビリティシステム等の活動環境整備が必要。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



１-６ 

意見 防災などと同様、地域福祉においても公助が果たし得

る役割は財政負担・人員等から考えて大きくない。従っ

て、自助は勿論、共助、互助の「ささえ合い活動」を喧

伝する意義は分からなくもないが、『最後まで安心して

…』 を有名無実にしない為にも中期計画のあるべき姿

として、先ずは公助が担う中核部分を具体的に明示すべ

きである。①は専門的介護職員待遇改善費用負担、②な

んでも相談窓口の総合化と要員の拡充など、繋ぎの後の

フォローアップ体制整備とケアプランの住民作成化、③

見守り活動や地域内在宅・施設サービス等への支援に当

該地域自治会・居住者会等参画のため、市の担当課再編

（例えば市民活動支援課と社会福祉課等）や政策的連携

も視野に入れるべきである、④地域支援事業対象分野に

民活や多様な投資環境（例えばクラウドファンディン

グ）を導入、団塊世代や空き家など遊休資産の活性化を

図ること、⑤健康寿命の延伸、維持、回復を推進する為

のフレイル健診導入と結果により個々の健康対策を斡

旋する〖すこやかアドバイザー（仮称）〗制度などを導

入する。⑥公的施設は健康寿命促進する活動団体に優先

使用を認め効果的効率的に運用する。 

１－１、１－２、１－３、１－４、１－５で回答した通
りです。また、団体への支援を含む具体的な事業や取組に
ついては高齢者分野及び、健康づくり分野の個別計画にお
いて検討するほか、部門を超えて検討を重ねてまいりま
す。 
 

理由 ①で既述したように、『最後まで安心して…』という

以上、中核部分の一つは在宅又は施設サービスを気持ち

良く受けられるレベルを確保することであり、その中核

の担い手は専門的介護職員と家族であり、加えて地域住

民のささえ合い支援活動である。公助での保障は専門的

介護職員の待遇・要員数・モラル維持であるから市の財

政的負担を他の予算より優先的に確保すべきである。週

休二日に祝祭日を含めた年間休日数121日を確保するだ

けでも、介護要員数の約 10％弱の増加が必要と思われ

る。これは民間の事業者に任して解決できる課題ではな

いので公助の積極的関与が必要である。他の項目も公助

の積極的な関与が必要な内容である。 



１-７ 

意見 地区社協の体制を市社協の支部として、団体とし
て責任所在を明確に出来る体制を取るべきと考え
る。即ち、市社協の支部として組織再編することが
望ましい。今後、身体的不十分な方々を担う地域包
括と心の不安定な方々を担う権利擁護の中核セン
ターが地域福祉の中核を担うことになる。本当は、
小学校区のレベルのサイズが良いが中学校区レベ
ルであっても、この双方を担う部署が責任をもって
住民の福祉に当たるべきとすれば、地区ごとの市社
協は支部に再編し責任を持てる組織体として少な
くとも権利擁護の部分を担うべきと考える。 
 

地区社会福祉協議会の組織再編については、社会福祉協
議会での検討が必要であることから、市の回答は差し控え
させていただきます。いただいた意見については社会福祉
協議会と共有してまいります。 

理由 現時点の地区社協は「権利能力なき社団」であり、
住民に責任のある団体としての活動は出来ない。こ
れからの市社協は権利能力の中核機関として地区
にまで目を向ける活動を担うべきとするならば責
任を持てる団体にすべきと考える。また、市民の財
産管理、身上保護において問題が有る後見制度（市
民後見人制度も含む）だけでなく、特に財産管理上
で連携する相続や家族信託なども視野に入れた総
合的相談業務を提供する体制を整えることが望ま
しい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



２-１ 

意見 第２章 我孫子市の現状内容の１．人口推移・将
来推計から、分析は高齢者増の推移且つ前期より後
期高齢者増階層が増えるわがまちの将来分析であ
り、結果医療費負担増へと読み取りが出来る。 
医療や介護のお世話にならない生き方を学ぶ「教
育」が必要と思います、それを基本目標に取り入れ、
具体的な推進目標に追加列記すべきと考えます。 
 

 一次予防や介護が必要となる状態を予防していくこと
は、個人の生活の質の向上や社会的負担の軽減につながる
重要な取組です。 
本計画においても、基本目標２「自ら取り組む、みんな

で続ける健康づくりの推進」の取組である「一次予防を通
した健康づくりの推進」で、「誰もが一次予防に取組める
よう、行動変容を促すための情報提供及び支援」について
記載しているほか、基本目標 4「誰もが自分らしく住みな
れた地域で最期まで安心してくらせるまちづくりの推進」
においても「一人ひとりが自ら健康づくりに取り組み、介
護が必要となる状態を予防していくことが重要」と記載し
ております。 
具体的な事業や取組については、健康づくり分野及び高

齢者分野の個別計画で引き続き実施、検討してまいりま
す。また、いただいた意見については、市は勿論、協議会
等を通して地域の専門機関等と共有させて頂きます。 

理由 今の高齢者福祉施策は発生したから補う対処施
策であるが、市民一人一人が今一度老い方を学び、
結果医療費削減に繋げる。 
「教育」＝「負担」いまさらと思うのではなく、要
介護に１年間遅らせるといくらの削減になるか検
証すれば「教育」に係る投資効果明白となるはずで
す。 
「消費型福祉」から「教育」＝「投資型福祉」への
我孫子型モデルを創造していただきたい。 

 
 


