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パブリック・コメント手続の実施結果及び公表案を修正した箇所について 

 

 

１ パブリック・コメント手続きの実施結果 

 

◇意見募集期間 平成 21 年 01 月 23 日（金曜日）から 

 平成 21 年 02 月 13 日（金曜日）まで 

 

（１）中野区保健福祉総合推進計画 (案 ) 

提出意見なし 

 

（２）第４期中野区介護保険事業計画 (案）  

① 提出意見数：６件（２人） 

提出方法別意見提出者数 

提出方法 人(団体)数 

電子メール １人  

ファクシミリ ０人  

郵送 ０人  

窓口 １人  

計 ２人  

意見の内訳 

意見の内容 件数 

１ 介護保険料について ２件  

２ 介護サービス利用料について ２件  

３ 介護サービス基盤整備について １件  

４ 地域支援事業の見込みについて １件  

計 ６件  

 

② 提出された意見の概要及びそれに対する区の考え方 

項目１ 介護保険料について（２件） 

№ 意見の概要 区の考え方 

１ 介護保険料（基準額）は引き上げ

ないでください。 

○第４期中野区介護保険事業計画期

間の介護保険料については、 

①第３期の８段階から１２段階設

定にすることにより料率の上昇を

緩やかにする。 

②所得の低い段階の方の料率を引

き下げる。 
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③所得の高い方には、料率を引き

上げた負担をお願いする。 

以上のことを基本に設定しました。 

○介護保険料額については、第３期

に積み立てた介護給付費準備基金

相当額と介護従事者処遇改善臨時

交付金を活用し保険料を抑制して

います。 

○今後、高齢者人口の増加にともな

い介護給付費の増加、保険料額の

増が見込まれます。このような状

況を踏まえ長期的な視点から、第

４期に投入する基金額は第３期で

積み立てた額相当分を取り崩し、

介護保険料は微増で設定します。 

２ 所得金額３５０万円未満の対象者

について、前期の激変緩和対象者も

一律減額してください。 

○激変緩和措置は、平成２０年度で

終了しますが、所得の低い方の料

率を引き下げることにより、激変

緩和終了に伴う保険料負担増加へ

の配慮をしました。 

○特に所得金額５００万円未満の方

については、段階区分や料率を細

かく設定し、激変緩和を考慮した

ものとなっています。 

項目２ 介護サービス利用料について（２件） 

№ 意見の概要 区の考え方 

１ 介護サービス利用料について中野

区独自の減免や助成をしてくださ

い。 

○生計困難者への対応として、第３

期に引き続き、中野区独自の介護

保険料個別減免制度や社会福祉法

人等による利用料減額制度、高額

介護サービス費等資金貸付などの

制度を実施していきます。 

２ 認知症グループホームの家賃につ

いて補助をしてください。 

○地価が高いことから、区内のグル

ープホームの家賃が高いことは認

識しています。地域密着型サービ

スであるため、他地域のグループ

ホームを利用することは出来ない

ことから、ご指摘の点について、

今後、検討します。 
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項目３ 介護サービス基盤整備について（１件） 

№ 意見の概要 区の考え方 

１ 特別養護老人ホームを計画的に増

やすよう、第５期以降も含む長期的

な計画を明記してください。 

○介護サービス基盤整備の重点方針

の一つとして「在宅サービスを利

用しても介護が困難になったとき

の入所施設の整備」を掲げていま

す。（介護保険事業計画１５７ペー

ジ） 

項目４ 地域支援事業の見込みについて（１件） 

№ 意見の概要 区の考え方 

１ 通院介助、医療機関施設内での介

助を中野区独自のサービスとして提

供してください。 

○介助については介護保険制度の基

準によることとし、独自のサービ

スとすることは考えていません。 

 

 

 

（３）第２期中野区障害福祉計画 (案）  

① 提出意見数：２件（１人） 

提出方法別意見提出者数 

提出方法 人(団体)数 

電子メール ０人  

ファクシミリ ０人  

郵送 ０人  

窓口 １人  

計 １人  

意見の内訳 

意見の内容 件数 

１ 計画全体に関する意見 ２件  

計 ２件  

 

② 提出された意見の概要及びそれに対する区の考え方 

項目１ 計画全体に関する意見（２件） 

№ 意見の概要 区の考え方 

１ 区役所、区関連施設等で働く場を

確保してほしい。 

○業務の発注の際などに、障害者の

雇用の確保に努めます。 
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２ 現在の緊急一時保護施設の利用が

集中しており、緊急時に利用できな

い場合がある。重度障害者が対応で

きる、独立型の短期入所施設を整備

してほしい。 

また、短期入所施設から日中活動

の場への送迎を支援してほしい。 

○短期入所施設については、積極的

に整備を進めていきます。 

○また、短期入所した場合の日中活

動の場への送迎の実施について

は、短期入所事業者と協議してい

きます。 
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２ 公表案の修正箇所 

 

（１）保健福祉総合推進計画  

パブリック・コメント手続により提出された意見による計画内容の修正はありません。 

ただし、記述内容の補足及び内容をわかりやすくするため、以下の点について修正を

加えました。 

№ 公表案の修正箇所 修正内容 

１ ＜施策２＞住み慣れた地域で暮らし続

けるためのすまいの確保 

■現状と課題 

今後の高齢者人口の増加、特に後期

高齢者の増加に対応していくため、民

間事業者の協力による高齢者・障害者

向け賃貸住宅の確保や、都営住宅の建

替え時の高齢者・障害者向け住宅の整

備など、さまざまな手法により住宅を

確保していく必要があります。 

 

－ 略 － 

さらに、認知症高齢者グループホー

ムや障害者グループホーム(※)などの

中間支援施設について、必要数を地域

に確保するための働きかけを行うとと

もに、そうした施設が、地域での自立

生活を支援するという本来機能を発揮

できるよう、必要なサポートやモニタ

リングをしていく必要があります。 

（保健福祉総合推進計画８３ページ） 

 

 

■現状と課題 

今後の高齢者人口の増加、特に後期

高齢者の増加に対応していくため、区

としては区営住宅のほか、民間事業者

の協力による高齢者・障害者向け賃貸

住宅の確保や、都営住宅の建替え時の

高齢者・障害者向け住宅の整備など、

さまざまな手法により住宅を確保して

いく必要があります。 

－ 略 － 

さらに、認知症高齢者グループホー

ムや障害者グループホーム(※)・障害

者ケアホームなどの施設について、必

要数を地域に確保するための働きかけ

を行うとともに、そうした施設が、地

域での自立生活を支援するという本来

機能を発揮できるよう、必要なサポー

トやモニタリングをしていく必要があ

ります。 

２ ＜施策２＞高齢者、障害者等の虐待防止 

■現状と課題 

障害者の虐待については、法で規定

されたものはありませんが、個人の尊

厳、権利の擁護などの観点から、その

防止の取り組みにおいて高齢者虐待と

共通するものがあります。 

実際には、どのような行為が虐待に

あたるのか、家族や本人に十分に認識

されていないという現実もあります。

まず、何が虐待にあたり、高齢者の権

利を侵害する恐れがあることなのか、

正しい理解を広めるための啓発が必要

です。 

 

■現状と課題 

障害者の虐待については、法で規定

されたものはありませんが、個人の尊

厳、権利の擁護などの観点から、その

防止の取り組みにおいて高齢者虐待と

共通するものがあります。なお、障害

者の虐待については、障害や障害のあ

る人に対する誤解や偏見という背景が

あるため、その点の解消も大きな課題

となっています。 

実際には、どのような行為が虐待に

あたるのか、家族や本人に十分に認識

されていないという現実もあります。
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また、サービス従事者が、本人、家

族の様子をうまく把握できず、虐待の

サインを見逃し、重症化してしまうケ

ースを防ぐため、介護に関係する専門

職員や関係者に対して、体系的・継続

的な研修を行うなど、サービス提供従

事者に対する専門性を向上させるため

の働きかけも必要です。 

高齢者の虐待発見と対応について

は、発見のためのアンテナ機能と、相

談・通報受付先との関係、発見後の関

係機関の役割の明確化が重要となりま

す。 

今後、「高齢者虐待対応マニュアル」

を十分に活用して対応体制の充実を図

っていく必要があります。 

（保健福祉総合推進計画９３ページ） 

まず、何が虐待にあたり、権利を侵害

する恐れがあることなのか、正しい理

解を広めるための啓発が必要です。 

また、サービス従事者が、本人、家

族の様子をうまく把握できず、虐待の

サインを見逃し、重症化してしまうケ

ースを防ぐため、専門職員や関係者に

対して、体系的・継続的な研修を行う

など、サービス提供従事者に対する専

門性を向上させるための働きかけも必

要です。 

虐待発見と対応については、発見の

ためのアンテナ機能と、相談・通報受

付先との関係、発見後の関係機関の役

割の明確化が重要となります。 

今後、「高齢者虐待対応マニュアル」

などを十分に活用して対応体制の充実

を図っていく必要があります。 

３ ＜施策３＞サービス事業者の支援と質

の向上 

■現状と課題 

健全な市場形成を図るため、区は、

優良な事業者の参入を働きかけ、指導

を強化していくことが求められていま

す。 

また、利用者それぞれの多様なニー

ズに合ったサービスを提供するために

は、適切なケアプランや介護予防プラ

ンを作成するためのケアマネジメント

力の強化、高い専門性に基づいたサー

ビス提供が必要です。事業所に対する

助言・指導、研修の実施など、サービ

スの質を向上していくための働きかけ

を強化していくことが重要です。 

（保健福祉総合推進計画９６ページ） 

 

 

■現状と課題 

区は、区民が必要とするサービスを

安心して選択できる環境を整えるた

め、優良な事業者が参入するための働

きかけをおこなうとともに、サービス

提供事業者自らがサービスの質を向上

させていくことを支援していくことが

重要です。また、サービスの質を確保

する観点に立ち、必要に応じて指導・

助言していく積極的な姿勢も求められ

ています。 

また、利用者それぞれの多様なニーズ

に合ったサービスを提供するためには、

適切なケアプランや介護予防プランを

作成するためのケアマネジメント力の

強化、高い専門性に基づいたサービス提

供が必要です。そのため、サービス従事

者に対する研修の実施などの拡充やサ

ービスの質を向上させるための事業者

に対する適切な指導が重要です。 

４ ＜施策３＞サービス事業者の支援と質

の向上 
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■取り組みの柱 

① サービス従事者のスキルアップ 

② 介護保険事業者等に関する指導

の強化 

③ 自立支援サービス事業者に対す

る指導の強化 

（保健福祉総合推進計画９７ページ） 

■取り組みの柱 

① 介護サービスや障害福祉サービ

スに従事する専門職のスキルアップ 

② 介護サービスの提供を担う民間

サービス事業者に対する指導の強化 

③ 障害福祉サービスの提供を担う民

間サービス事業者に対する指導の強化 

 

 

 

（２）第４期介護保険事業計画  

パブリック・コメント手続により提出された意見による計画内容の修正はありません。 

ただし、記述内容をわかりやすくするため、以下の点について修正を加えました。 

№ 公表案の修正箇所 修正内容及びその理由 

１ （３）高齢者と介護する家族を支える

さまざまな制度の充実 

② 虐待防止に向けた取り組み 

（介護保険事業計画１６５ページ） 

 

 

② 虐待発生時の対応 

③ 虐待防止に向けた取り組み 

２ （４）保険料基準額 

【第４期介護保険料】 

 保険料基準額 

保険料基準 

（月 額） 
4,463円 

（介護保険事業計画１９３ページ） 

 

【第４期介護保険料】 

 削除 

保険料基準 

（月 額） 
削除 

 

※保険料基準額 4,463 円については、

段階設定を検討する際の目安となる

金額であり、別に１２段階設定後の

金額を記載しているため削除する。 

 


