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（１）充実すべき区の介護予防事業 

  

 

（全員の方に） 

問 29．区は介護予防事業として下記の事業を実施していますが、充実すべきと思われる事業を

選んでください。（○は３つまで） 

 

〈図Ⅳ－５－１〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

充実すべき区の介護予防事業については、「転倒予防教室」と「閉じこもり予防等訪問事業」

がともに48.2％で最も多く、次いで、「認知症サポート講座」（43.9％）も４割強の人があげて 

いる。（図Ⅳ－５－１） 

５．介護予防について 

◆「転倒予防教室」と「閉じこもり予防等訪問事業」が半数近く

回答者数　139人

転倒予防教室

閉じこもり予防等訪問事業

認知症サポート講座

高齢者福祉センター等での健康
づくり・生きがいづくり事業

家族介護教室

栄養改善教室

口腔ケア教室

介護予防講演会

その他

無回答

48.2

48.2

43.9

35.3

25.2

19.4

12.9

7.2

7.2

5.0

0 10 20 30 40 50 60
％
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〈介護予防講演会で取り上げるべきテーマ〉 

 

■自立した生活を送るために、自分のことはできるだけ自分で行っていく意識を本人も家族も

持ってもらい依存的な考えを変えていく。 

■自主トレ対策。 

■介護に疲れた時の対応。認知症のサポート。 

■認知症に対する偏見を正す。 

■介護保険の制度について。認知症。 

■本人、家族の関わりの強化、介護の家族力の強化。 

 

 

〈その他の意見〉 

 

■医療面、身体面、本人が自分の事をあまりにも知らない。 

■利用率がどの程度あるのかわかりませんが、区民への周知、区民がやりたいと思う事業をや

ることが必要だと思いますが。 

■できるだけ身近なところで、少人数で、気軽に参加できるものがあれば、参加したいという

方が多い。今までのものは、地域の老人会のつながりが強く入れない、遠すぎるという意見

を聞いている。 

■若くして要介護状態となり、良くなり、予防になった人の行く所がない！本人リハビリを行

いながら自立して生活したいと意欲的に思うが、現在利用できる場所は高齢者センター等老

人ばかりで、加齢の老人と障害のある方では違い、精神的に負担となる。 

■意見です。介護予防は40才から必要だと思う。その部分の周知もしてほしい。色々な講座 

に参加する人は、意識の高い人なので意識の低い人にどう周知するかを考えてほしい。 

■町会の老人会が解散している。サポートが必要と思う。 

■民間のスポーツ施設の中に、高齢者向けのクラス等を設置して、どこの施設に行っても、低

料金（所得に応じ）で気軽に利用でき、スタッフが必ず対応してくれるよう（相談に応じる

など助言等）区に助成してほしい。 
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（２）「家族介護教室」への参加のすすめ 

  

 

（全員の方に） 

問 30．区は在宅で介護している家族を支援するために具体的な介護の仕方などについて学ぶ 

「家族介護教室」を開催していますが、あなたは、家族に参加をすすめたことがあります 

か。（○は１つ） 

 

〈図Ⅳ－５－２〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区が開催する「家族介護教室」への参加を、家族に「すすめたことがある」と答えた人が55.4％

と過半数を占めている。「すすめたことはないが、開催していることは知っている」と答えた

人が 33.8％と９割が家族介護教室を知っており、「開催していることを知らなかった」と答え

た人は9.4％であった。（図Ⅳ－５－２） 

 

〈広く周知されるために必要な方法〉 

 

■開催する際は、居宅介護支援事務所にもＦＡＸ等で知らせてほしい。 

■各事業所への周知（年度計画あれば良いと思います。） 

■毎回事務所にＦＡＸ連絡で終わりなので冊子を下さい。 

■介護認定通知書内に同封する。 

■ケアマネジャーにも周知する。 

 

 

無回答
1.4開催していること

を知らなかった
      9.4

すすめたことはない
が、開催しているこ
とは知っている
       33.8

すすめた
ことがある
   55.4

単位：％回答者数　139人

◆すすめたことがあると答えた人が過半数
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（１）「認知症サポート講座」への参加のすすめ 

  

 

（全員の方に） 

問 31．区は認知症の方を抱える家族をサポートするために認知症の方の特性などについて学ぶ

「認知症サポート講座」を開催していますが、あなたは家族に参加をすすめたことがあり

ますか。（○は１つ） 

 

〈図Ⅳ－６－１〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区が開催する「認知症サポート講座」の参加を、家族に「すすめたことがある」と答えた人

が 48.9％と半数近くを占めた。「すすめたことはないが、開催していることは知っている」と

答えた人が 35.3％で、８割以上が講座の開催を知っており、「開催していることを知らなかっ

た」と答えた人は12.9％であった。（図Ⅳ－６－１） 

 

〈広く周知されるために必要な方法〉 

 

■①全ケアマネジャーの事務所に講座の内容をＦＡＸ等して周知する。 ②認知症専門医に配

布して診療時に家族に勧めていただく。 

■介護認定通知書内に同封する。調査時にその疑いのある方の家族に周知する→保健師との連

携など。 

■広報紙だけでなく、トップページに大きく広告しても良いのでは・・・。高齢者の息子、娘

世代もインターネットを利用するようになっているので。 

■①区の連絡会を毎月開催し、情報提供を行う。②区民が出席できる介護情報提供のための会

を定期的に開催する。（例、３ヶ月毎） 

６．認知症に関する課題について

無回答
2.9開催していること

を知らなかった
      12.9

すすめたことはない
が、開催しているこ
とは知っている
      35.3

すすめた
ことがある
   48.9

単位：％回答者数　139人

◆すすめたことがあると答えた人が半数近く
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（２）認知症高齢者に関して必要な施策 

  

 

（全員の方に） 

問 32．認知症高齢者に関してどのような施策が特に必要だと考えますか。（○は３つまで） 

 

〈図Ⅳ－６－２〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認知症高齢者に関して必要な施策については、「家族への悩みの相談等の支援」（55.4％）が

最も多く、以下、「地域での見守りネットワークの整備」（48.2％）、「認知症の早期発見・診断

のための相談の場の充実」（43.2％）などが続いている。（図Ⅳ－６－２） 

◆「家族への悩みの相談等の支援」が５割強

回答者数　139人

家族への悩みの相談等の支援

地域での見守りネットワークの整備

認知症の早期発見・診断のための相談の場の充実

認知症対応型通所介護（介護予防含む）や認知症
対応型共同生活介護（グループホーム）等サービ
ス基盤の充実

認知症に関する専門医や専門家の支援・養成

地域における認知症に関する理解の促進

認知症ケアに関する介護スタッフの研修の充実

成年後見など権利擁護事業の充実

家族会開催への支援

その他

無回答

55.4

48.2

43.2

37.4

32.4

30.9

27.3

23.7

11.5

5.0

1.4

0 10 20 30 40 50 60
％
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（１）要介護者等が居宅や地域での生活を続けるために充実すべき点 

  

 

（全員の方に） 

問 33．要介護者等の居宅の状況などから施設入所を希望せざるを得ないケースが多いと言われ

ていますが、どのような点が充実すれば居宅や地域での生活を続けることができると思い

ますか。（あてはまるものすべてに○） 

 

〈図Ⅳ－７－１〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要介護者等が居宅や地域での生活を続けるために充実すべき点としては、「24 時間の緊急時

に即応できる体制の整備」（73.4％）が最も多く、次いで、「区内での短期入所生活介護施設の

充実」（66.9％）があげられている。（図Ⅳ－７－１） 

７．在宅介護の可能性の拡大について

◆「24時間の緊急時に即応できる体制の整備」が７割強

回答者数　139人

24時間の緊急時に即応できる体制の整備

区内での短期入所生活介護施設の充実

訪問介護等介護サービスの充実

高齢者用住宅の増加

在宅医療（往診体制）の充実

高齢者見守りネットワークの整備

住宅改修の対象拡大

その他

無回答

73.4

66.9

51.1

47.5

32.4

31.7

6.5

10.8

1.4

0 10 20 30 40 50 60 70 80
％
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（１）よく閲覧するホームページ 

  

 

（全員の方に） 

問 34．介護保険関連の情報は、専門書籍・雑誌以外にインターネットでもかなり入手できるよ

うになっています。次のホームページをよくご覧になりますか。 

（あてはまるものすべてに○） 

 

〈図Ⅳ－８－１〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

よく閲覧するホームページは、「ワムネット（独立行政法人福祉医療機構）」（61.2％）が最

も多く６割強となっている。以下、「とうきょう福祉ナビゲーション」（35.3％）、「東京都介護

サービス情報」（32.4％）、「東京都福祉保健局ホームページ」（28.8％）、「中野区ホームページ」

（25.9％）、「厚生労働省ホームページ」（24.5％）の順となっている。（図Ⅳ－８－１） 

 

 

８．情報入手について 

◆「ワムネット」が６割強 

回答者数　139人

ワムネット（独立行政法人福祉医療機構）

とうきょう福祉ナビゲーション

東京都介護サービス情報

東京都福祉保健局ホームページ

中野区ホームページ

厚生労働省ホームページ

その他

インターネットを見る環境にない

無回答

61.2

35.3

32.4

28.8

25.9

24.5

4.3

9.4

12.2

0 10 20 30 40 50 60 70
％
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（２）区から希望する情報（自由回答） 
 

（全員の方に） 

問 35．中野区からどのような情報の入手を希望しますか。具体的に記入をお願いします。 

 

 

区かからどのような情報の入手を希望するかを自由に記入してもらったところ、58件の回答が

あった。ここではその中から代表的な意見を掲載する。 

 

〈ショートステイや施設の空き情報等について〉 

■特別養護老人ホーム申込数を一覧表にして、各施設の待ち人数を見れるようにしてほしい。 

■通所介護の事業所の空き情報。 

■・ショートステイ空き情報をタイムリーで欲しい。（これまでも試みられたとは思います

が） ・ケアマネジャー支援→特に正しい知識の啓発 

■特別養護老人ホームの待ち情報、ショートステイの空き情報など。施設に関する情報が不足し

ているので、FAX で教えてほしい。給付管理上のケアマネジャーからの相談と区の判断事例。

インターネットは、ひらこうと思う気力もないのでFAXだと必ず目に入るのでFAX 通信がうれ

しい。 

■ショートステイの空き情報を充実。訪問リハビリの情報を充実。認知症サポート講座の周知。 

■・中野区の施設の空き情報 ・区で行っている介護施策情報 ・介保外のサービス情報 

■介護保険施設の情報。給付算定に関する規定。 

■①新年度になったら、福祉、保健センターの職員体制変更になった。高齢者、障害者サービス

の内容と窓口の情報。②介護保険関連の情報 ③障害者関連の情報 ④予防教室等の情報 ⑤

新しく出来た施設、事業所の情報 ⑥都内の特別養護老人ホーム、老人保健施設等、新しくで

きる施設等の情報 

■高齢者が低賃料で居住できるような住まい関係の情報。 

 

〈制度改正等の情報について〉 

■制度改正等の情報。 

■制度が変わったことや、運営規定などの説明例。読んでるひまがない。 

■厚労省から通達が出た場合はスムーズに各事業所に伝えてほしい。 

 

〈認定制度について〉 

■・審査会の判断基準について ・個人情報を入手しても要支援２～要介護２のバラツキがあり

すぎます。 

■認定審査会の資料を地域包括支援センターで受け取りたい。 

■世田谷区や他区において認定調査の際、前回の認定内容が記載されている調査表で調査するの

で、利用者に対し変化に対する理由がききやすい。例）昨年の調査時は歩けたのに何かありま

したか？ 例）寝返りが出来なかったのに、お元気になりましたね、等々。 
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■要介護認定・要支援認定変更申請の認定交付日 

 

〈ケアマネジャー業務関連について〉 

■制度に対するＱ＆Ａ。最新情報。新規事業所の参入状況。 

■良いプランを作り、実行、実践していく仕方。介護保険外のサービス。社会資源情報。 

■緊急時対応できる情報がほしい。地域包括支援センターの許可がないと緊急に対応をしてもら

えず、困っている。 

■区外の事業所には情報が流れてこない。（研修などの）FAX でも何でも良いので情報がほしい。 

■ケアマネジャーから区への、主に給付に関して現場で直面する疑問点や、問い合わせ内容をＱ

＆Ａのような形で公開して頂けたらと思います。 

■サービス事業所マップ（地図）（杉並区は情報を出している）。 

■在宅と施設のマネジメントは、別物なので、在宅だけの情報もほしい。 

■安価（ボランティア）な訪問介護。 

■１人暮らしだと、本人の情報からだと（認知や、人のコミュニケーションがとれない場合）情

報が少ない。現在の友人だけだと、経済的な事もあると手を引いてしまうケースが多い。※権

利擁護の事 

■パンフレット、インターネットなど。 

 

〈情報提供について〉 

■区のサービスや障害者サービスの具体的内容の情報提供。 

■区よりの地域包括支援センターへの情報提供 区開催の研修。 

■国、都のタイムリーな通知（国、都の過去の通知）が一覧になっていると検索できて説明しや

すい。 昔の分はなかなか検索できないので、新人の人は理解できていない様です。 

■事業者連絡会を定期的に開いて、区としての方針など教えていただきたい。きめ細かな対応を

望む。 

■区の研修などに参加し情報を得る。介護保険枠にとらわれない。区などの独特のサービス。 

■グレーな制度が多いので、中野区では、算定できる冊子を１つ事業所に配布してほしい。FAX

で連絡は、他の広告が非常に多いので大事なFAX を受けることができない。わかりにくい。☆

１冊、中野区版でまとめた保険制度冊子を下さい。 

■・国や東京都の動きで、中野区としてはどう対応していくのか、その対応方法の早い時期での

告知。 ・法案が国会で、成立された際の、その後予測されるおおまかなスケジュールの案内。 

■各事業所へ区が受けた苦情をきちんと伝えてほしい。苦情が止まっていては改善の余地なし。 

■介護等施策にかかわる会議録。 

 

〈その他〉 

■支援困難事例（アル中等）が人権の問題もあるので、区で専門的に行って欲しい。情報の入手

ではないが、、 

■業務遂行範囲内の情報は入手出来ていると思う。多量に入手しても収集がつかなくなる。 

■当事業所はインターネットを接続しておりません。知人ケアマネジャーからです。又当事業所

は区外です。情報入手は中々困難となり、出来れば区内の事業所も研修等の参加を認めてほしい。 
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（１）業務遂行上、困っていること 

  

 

（全員の方に） 

問 36．業務遂行上、最も困っていることはどのようなことですか。（○は３つまで） 

 

〈図Ⅳ－９－１〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業務遂行上、最も困っていることとしては、「文書の作成等事務処理に追われる」（71.9％）、

が最も多く、７割強となっている。次いで、「制度が頻繁に変わり、対応に時間と労力がかか

る」（51.8％）をあげた人が半数を超える。（図Ⅳ－９－１） 

９．業務遂行上の問題について

◆「文書の作成等事務処理に追われる」が７割強

回答者数　139人

文書の作成等事務処理に追われる

制度が頻繁に変わり、対応に時間と労力がかかる

困難なケースへの対応

ケアマネ業務の範囲が明確でない

規定が細かくケアマネとしての裁量の余地がない

相談相手･スーパーバイザー等･助言者がいない

担当件数が多い

担当する利用者の地域範囲が広い

サービス担当者会議がなかなか開けない

苦情への対応

地域の医療や介護サービスについての情報が
得られない

事業所内のミーティングの時間がとりにくい

特に困っていることはない

その他

無回答

71.9

51.8

39.6

28.1

25.9

12.9

9.4

8.6

8.6

7.9

6.5

5.0

1.4

12.9

2.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80
％
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〈その他の意見〉 

 

■住居の心配。施設入所にあたり、家族（連絡先）がいない。 

■何でも関係ないことまであてにされる。緊急時救急車より先にＴelをしてくる。 

■ケアマネジメントは関係機関の協力なしには成り立ちません。ですので、ケアマネジメント

の問題はケアマネジャーのみを見ていても解決しません。また、当のケアマネジャー自身も、

自分達の本当の問題を理解していないことも考えられます。関係機関が、きちんとケアマネ

ジャーに協力し、ケアマネジャーもきちんと、それに応じられるようなケアマネジメントを

する。之の両者の働きを行政がバックアップする。そのように、すべての歯車が同時にかみ

あわなくては、なりません。 

■作成する書類の量が多過ぎで事務処理が追いつかない。表に出れば出るほど書類の量が多く

なる。 

■業務が広範囲で、一つの事が起こるとそれに関連した事務作業が多すぎる。 

■私の所ではケアマネジャー１人なので、35 名件数を維持するのが難しく、入院入所死亡で件

数が減った場合、新規が入りにくい。 

■PCの操作。かなりの事務量、ストレスなのに報酬が安い。介護保険制度の抑制がひどすぎる。 

■報酬が低く経営困難。 

■現在研修が長く、内容も業務に結びつかないことが多い。 

■地域や担当者によって解釈が違う部分がある。 

■◎アセスメント１，２，３，４表の作成に毎日追われています。◎モニタリングに１カ月に

１回訪問など毎日が昼食もかきこみの食べ方です。◎他の方々はそのようにしているのでし

ょうか？ケアマネジャーとして最もやりやすい、１ヵ月間のやり方などのマニュアルがあり

ましたら見たいです。 

■コムスン以来の規定、指定への対応。コンプラの改善で時間をとられ、サービスが型にはまっ

てしまい、適正な個別対応に、費やせる時間が減少しており、コンプライアンスの重要さはわ

かるが、どこまでは許容されるかのライン引きが知りたい。 

■特殊寝台レンタル対象外の要支、要介１の中には特定疾病の方が多くいる。特定疾病者は無

条件にレンタル出来るよう希望する。事務上の手続き簡素化するため。 

■利用者（家族）のわがまま・身勝手・言葉の暴力等-ケアマネジャーが担当を辞退できるよう、

区の助言・協力が得られるよう体制づくりをしてほしい。 



 - 279 -

 

 

（１）区に期待すること（自由回答） 

 

（全員の方に） 

問 37．区にどのようなことを期待しますか。ご自由にお書きください。 

 

 

区に期待することを自由に記入してもらったところ、68件の回答があった。ここではその中か

ら代表的な意見を掲載する。 

 

〈介護保険制度について〉 

■①介護保険制度について区民に十分説明して欲しい。②江古田の森が区民のために機能する

施設指導をして欲しい。 

■制度の細かい動きをアナウンスして頂けると、業務のあいまにホームページのサイトを見て

チェックする時間がはぶけるのでありがたい。 

■制度が変わったり、解釈が変わった時の区民への説明を徹底してほしい。 

■制度的な事に対する、仲介をしてほしい。 

■予防とは何だろう。本当に力を入れ金をかけなければ予防は出来ない。声だけでなく、地域

全体を要支援状態にならない様にすべき。個々の方が支援が必要になった時には、すみやか

に支えるべき。その施策を具体的にほしい。 

■持続可能な介護保険の運営と後期高齢者医療制度や生保法、自立支援法など制度の間の方々

の対応についてどのようにするのか、明確な解答をきいてみたい。 

■介護保険範囲外の生活援助、外出、同行、見守りに対する支援策を作ってほしい 

■自治体によって微妙に違う点の多い介護保険制度ですが、特に近隣の自治体とは統一してい

ただけると、ご利用の方にも説明しやすいかなと思います。 

■グレーゾーンの区なりの見解を文章などではっきりさせて欲しい。 

■認定がおりるまで時間がかかりすぎます。スムーズな対応をお願いします。介護保険が利用

できない場合の有償ボランティア団体が少なく、なかなか頼めない。区で何らかの援助をし、

散歩や通院介助、同居家族がいる場合の家事援助等負担が少なく利用できるようにしてほし

い。 

■認定調査の内容と実際の利用者の介護度があっていなかったり、給付に対しても対応が違っ

たりで、もっと詳しく情報をだして欲しい。 

■様々な状況や理由があると思われるが、更新認定や変更認定に時間がかかっている場合が多

く、対応に苦慮することもあるので出来るだけ期間内で出して頂けると助かる。 

■今の区のポリシーを貫いてほしい。自立になっても利用できる家事援助サービスを復活させ

てほしい。ムダな予防プランが多いのを減らすために。 

■区の施策として高齢化社会を考えていけたら。 

■家族の介護の軽減の生活支援をつづけてほしい。 

10．その他について 
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〈介護保険サービス・施設の充実について〉 

■介護保険サービスについて、制度運用上の注意点、問題点について（予防サービスを含む）、

具体的にＱ＆Ａで随時情報提供してもらいたい。ケアマネジャーや事業所からの問い合わせ

など頻度の多い点について、半年もしくは年度ごとにＱ＆Ａ集の形でほしい 

■・直営、地域包括支援センターを２ヶ所、設置してほしい。委託の地域包括支援センターだ

けでは対応にバラツキがあります。自治体が、手本になってほしい。 ・老人保健施設の稼

動 ・グループホームの充実 

■利用者を各居宅介護支援事業所に平等に紹介できるシステム作りをしてほしい。 

■特別養護老人ホーム、老人保健施設、江古田にできたが、まだまだ充分ではない。もっと作 

る方向で検討してほしい。 

■高齢単身者が安心して生活できる住宅を増やしてほしい。昨年から、高齢者アパートの引き

上げで、住宅を追われ、次の住まいがなかなか決まらず、困っています。 

■少ない介護サービスの充実。 

■リハビリディサービスの充実。・要支援者へのリハビリディの週２回の対応の充実。 

■・だれにでもわかる介護保険。・利用者だけでなく事業者も守ってほしい。・予防の方が通え

る通所リハビリをお願いしたい。 

■若い方（脳梗塞など発病後一定期間のリハビリが終わった人）でもっとリハビリをしたい人

が通える施設がほしい。 

■ショートステイ、特別養護老人ホーム、デイケアの充実。 

 

〈現場の状況把握について〉 

■困難なケースの現場を区の方に見てほしい。時間の限られている中で認知症利用者さんにど

れ位、手がかかるか体験してほしい。 

■高齢者の方の生活の現状をもっと把握して、福祉の充実を図ってほしい。 

■若干、コンプライアンスができていない場面が見受けられます。 

■区内のケアマネジャーは以前よりケアマネジャーの経験の浅いケアマネジャーが増えている

と思います。従来のキャリアのあるケアマネジャーが辞めたりしているのは残念な事です。

区のみの問題ではないですが、メンタル的なフォローアップで続けられるように支援して欲

しいと思います。そうでないと処遇困難なケースを受けるケアマネジャーがいなくなってし

まうと思います。 

■ケアマネジャーが困っている時に手をさしのべて欲しい。 

■各事業所での対応の仕方にバラつきがあり、どう依頼をしていったらよいのか困ることがあ

ります。ケアマネジャーはどう連携を図ったらよいのか、具体的にご指導いただきたいと思

います。 

■介護支援専門員にもいろいろな方がいらっしゃるので仕方がないが、少なくとも、中野区の

大切な区民の介護保険を、区民の立場に立って、適切に利用していただこうと努力している

われわれを、一事業所、民間事業所として遇するのでなく、仲間として対してほしい。 

■制度ぎりぎりのところで、生活を支えていかなければならないような人の相談、都の指導が

入り、返還になるのでは、事業所がやってゆかれない。区の後押しが必要です。 

■ケアマネジャーの支援→アセスメントでの判断でサービスを利用するが、ケアマネジャー
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個々との判断に裁量を委ねるだけでなく、保険との正しい知識の啓発・指導（実地指導時の

指導と通常伺う時の移動と、同じレベルに保ち、給付適正のため、スーパーバイズ的な役割

を行政に担って頂きたい）。 

■軽度者の福祉用具の制限（特殊寝台レンタル等）、ヘルパー活動内容の是非について、院内介

助、通院途中の買い物、２ヶ所の通院（病院間の介助）など、もっと高齢区民が理解できる

ようなパンフレットを作るなど保険者としてサービスに関する説明責任を果たして欲しい。

ケアマネジャー支援として区の関連機関との連携を行っている事例を研修など行ってほしい。

具体的な業務活動につながる内容でお願いしたい。 

■ケアマネジャーとの意見交換の場を多く作ってもらいたい。 

 

〈研修の充実について〉 

■ケアマネジャーに対する研修の充実。保険者としての姿勢の明確化。責任の主体をはっきり

して欲しい。介護保険以外の職員の方たちとの連携をどこかが中心になって支援する体制を

作って欲しい。 

■研修や勉強会の場を今後も設けて欲しい。 

■認定調査研修があるも、以前の２分の一以下の調査数である。いきいき（社協）と区の認定

係ができない方、（土日希望）、なかなか連絡取れない方のケースが多く、疑問に思う。又、

公平性を保つため、しっかりと指導してほしい。 

■カウンセリングについて研修の機会があると良いと思います。 

■認知症や虐待の対応について、研修会等の開催をお願いしたい。 

■区外の事業所も連絡会によんでほしい 

 

〈区、窓口の対応について〉 

■区役所全体が暗い感じがする。明るく親切にお願いします。 

■地域包括支援センターのように、もう少し親身に相談に応じてほしい。窓口対応を感じ良く

してほしい。（利用者からも嫌な思いをしたという意見が時々きかれます） 

■介護保険が適用できるサービスかどうか迷うような時、給付係が丁寧に対応して下さるのは

大変有り難いです。但し、担当者によって、解答が異なる場合があるようです。意識統一を

図って頂くことを期待します。 

■相談に乗り、明確な返答を出してほしい。 

■公平でないのであまり期待していない。通達のあった事を実行したり、守ったり、する程度。 

■・現状の相談窓口などは困った時に（プランなど作成する時）利用しています。今後も継続

してほしい。・主治医の意見書、認定結果の書類を郵送していただけるとありがたいです。 

■○介護保険制度に精通してほしい。○経験豊かで有資格者の職員を民間から多く採用し配置

し、適切な、指導・助言ができるとう体制をつくってほしい（３年毎に異動になる、腰掛け

的な職員体制は問題！）○質問・相談に対し適確な助言をしてほしい。 

■保険給付の可否について相談することあり。事前に相談日時や被保番を伝えておくと、当日

はスムーズな対応や見解をいただき、助かっています。ただ、対応いただく担当者によって

意見が異なるため、統一した見解を持っていただきたいと思う。 

■国の介護保険制度である以上、区に期待することはあまりない。ただ、業務遂行上の要請に
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は、親身に対応して頂きたい。（介護保険課へ）生活援護課のワーカーとはよく話し合うが、

得ることも大きく親身になって対応してもらっている。どんどん相談したい気持ちになる。 

 

〈その他〉 

■情報のネットワーク化。 

■新規者（要介護者）がほしい。 

■事業者支援、助成 ヘルパー養成。 

■近隣の区より中野区は対応（介護保険利用）についてゆるやかでプランを作り易い。 

■区独自のＱ＆Ａを出してほしい。 

■コムスンが撤退し、他の事業者に業務委譲されたが、事業者交替について区の指導が不充分

であった。区さらに都、国と責任はあると思うが、（以前電話にて相談したが）事業者名変更  

しても、サービス内容に変更なければ特にプラン変更ではないと話したコムスン事業所スタ

ッフも、実際いた。あらためての契約、プラン作成が当り前と思うが、これは実例であるが

きちんと指導すべきと思う。 
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（２）地域包括支援センターに期待すること（自由回答） 
 

（全員の方に） 

問 38．地域包括支援センターにどのようなことを期待しますか。ご自由にお書きください。 

 

 

地域包括支援センターに期待することを自由に記入してもらったところ、57件の回答があった。

ここではその中から代表的な意見を掲載する。 

 

〈相談窓口について〉 

■相談しやすく大変お世話になっています。 

■質問したい事や確認したい事などがあった場合に迅速に対応していただけるとありがたい

です。 

■気軽に相談に行ったり、情報提供を得やすい状況を作って欲しい。地域包括支援センターの

職員は多忙で不在が多い。 

■総合相談窓口としての機能を強化して欲しいと思う。 

■区と民間のつなぎ役として、いろいろな困難ケース等の相談窓口になってほしい。 

■中野区地域包括支援センターの職員の対応は非常に親切であり助かっています。 

■接する機会のある地域包括支援センターはどこも親切で相談しやすい。ただ判断基準や書類

の取扱方法が様々。公的な機関だと思っているので統一したほうが良いと思う。 

■介護予防で手いっぱいと思うので、相談に行きにくい。相談に行っても、解答をはぐらかさ

れる気がする。地域包括支援センターは、ケアマネジャーのための相談窓口ですか。 

 

〈ケアマネジャーの支援について〉 

■ケアマネジャー勉強会等を開催してほしい。 

■ケアマネジャーの支援という部分をもっと行って欲しいです。どこの地域包括支援センター

も予防支援のための事業所になっている感があります。もっとケアマネジャーと連携を取っ

て一緒にやっていけるようにしていきたいと思うのですが、人の入れ変わりがはげしいです

よね。全地域包括支援センターで、ずっと同じ人なのは半分もない感じです。地域で支えら

れるといいです。 

■包括的、継続的マネジメントの充実。ケアマネジャーに対する支援を期待したい。 

 

〈困難な事例への対応について〉 

■困難ケースの相談や同行訪問。介護保険で提供できないサービス援助。 

■困難事例の担当や連携。 

■困難事例などの相談。・緊急時のショートステイなど、施設受け入れの相談、協力体制。入

院先がみつからず、病院情報などのアドバイス。 

■困難なケースや又地域での役割についてもっと相談にのって欲しいし、動いて欲しい。 

■困難事例の相談窓口として、スーパーバイザーの役割を期待している。 
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■困難ケースへのアドバイス。十分相談に乗って頂いています。 

■要支援は地域包括支援センターで全部引受けて欲しい。 

■困難家族との橋渡しをしてほしい。 

 

〈介護業者との連携について〉 

■より連携を取りながら、支え合える関係にしていきたい。 

■ケアマネジャーが直面している困難さや疑問点を吸い上げて、区に報告・説明をしっかりし

て頂きたいと思います。 

■担当地域居宅介護支援事業所との密な連携、相談への対応。虐待事例などの介入、相談でき

る体制。制度に理解のない利用者への協力として支援して欲しい。適切なスーパーヴァイス

が欲しい。事例検討会、小規模な勉強会開催の支援。 

■要介護利用者紹介又は依頼を各居宅介護に平等に行ってほしい。 

 

〈情報提供について〉 

■地域の情報が集約されており、その情報を提供してほしい。 

■側面的支援してもらっています。地域ケア会議の情報をいただきたいです。 

■区内の事業所の特色や、区内にどのようなクリニックがどこにあるか、把握しておいて頂け

ると、ありがたい。 

■これからも適切なアドバイスをして欲しい。いろいろな困難ケースのマニュアル的な文書等

を作成してほしい。 

 

〈センターの運営について〉 

■せめて、自治体が窓口相談をもう少し年寄りが足を運びやすい場所に設置してほしい。地域

包括支援センターの役割が、保健の要素が強すぎて、年寄りの介護についての位置付けには

いたっていない。 

■社協の経営に変えるべき。民間はよくない。他区を見習うべき。 

■基幹型のセンターを必ず残してほしい。 

■偏見と好みで運営されている様に感じる。何のメリットがあるのでしょうか。 

■地域の方々が十分理解されていないようです。ＰＲも必要かと思います。 

■地域包括支援センターは、委託により民間が行政の役割を担わされているが、待遇面、身分

保証なくて、公正中立の立場を求めるのには無理がある。地域包括支援センターは全て公務

員とすべき-責任をもって区の職員としての責務を果たしてほしい。 

■地域包括支援センターと事業者の関係づくり 

■区内８ヶ所の地域包括支援センターで事務的なことからすべて統一してほしい。支援センタ

ーの権限をもう少し明確にしてほしい。 

■地域包括支援センターに移った利用者を追ってみると、殆んど訪問もなければ電話もないと

言っている。担当者会議には出席してくれその場では支援の内容を説明するが、それきりで

あるため不安に思っている。自立支援の機能を果たしていない。 

■支援に関しては自動的に地域包括支援センター担当ということにしてほしい。又、記録物が

大変すぎ。請け負ってやる気（書く）がおきない。 
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■区、街からも、介護保険は使用できません。の様な事を利用者、家族に説明する事。→事業

者に丸投です。 

■◎地域の高齢者の把握、問題解決。◎ケアマネジャーへの情報提供 ◎地域のケアマネジャ

ーの指導的立場 ◎法を決めた時の役割をきちんとやってくれること-それだけの人員、力

量がないと思われる。 

 

〈センター職員について〉 

■自分自身が地域包括支援センターの職員ですが、予防プランが30件～40件（１人）受け持っ

て尚且つ地域包括支援センターの本来の仕事をしろというのは、肉体的にきつい。いつまで

続けられるか？と思う。 

■職員が若く、異動が多いのでは。 

■区民にその存在を周知してもらい、いつ相談に行ってもきちんと答えられる職員がいる事。

ケアマネジャーへの指導を。 

■ケアマネジメントの介護給付等、給付管理のことをもう少し勉強してほしいですね。それな

くしてケアマネジャー支援はありえませんので。 

■もっとがんばってほしいが、人材育成に区としても経済的にも支援してあげてほしい。 

■質問してもあいまいな答えが多い。忙しそうで相談しづらい。 

■予防居宅介護支援事業所であってはならない。本来業務が円滑に行なわれるような適正な人

員配置が可能な報酬体制を国に求める。 
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（３）介護保険制度に関する意見（自由回答） 
 

（全員の方に） 

問 39．介護保険制度に関してご意見等ありましたら、ご自由にご記入をお願いします。 

 

 

介護保険制度に関して、意見を自由に記入してもらったところ、69件の回答があった。ここで

はその中から代表的な意見を掲載する。 

 

〈ケアマネジャー・現場の負担について〉 

■法規制が厳しく、ケアマネジャーは苦しい。（法的書類等）（ケアマネジャーいじめかと思わ

れる）認定調査が公平でない→介護予防は労力かかり、低賃金でやりきれない。→廃止希望。 

医者で介護保険制度について無知な人がいる。（大学病院など、大病院）照会状が書いても

らえない。（書類の不備となる） 

■ケアマネジャーの業務範囲が明確でないので、難しい。 

■報酬を上げて賃金が増えるような体制にして下さい。 

■その場当りでケアマネジャーが振り回されていて、必要な事が分からなくなっている。私は

帳簿上のケアマネジャーではなく生きたケアマネジャーでいたい。 

■月１回利用者様の自宅を訪問してのモニタリング、記録、書類の整備、担当者介護の設定、

開催、研修。業務が多すぎて、余裕がない。ケアマネジャーの社会的立場が低いと思う。 

■ケアマネジャー（居宅介護支援事業者）に課せられる業務は負担が大きいが、評価として「減

算」と捉えられる部分が強調されている。加算項目を増やすことでモチベーションも上がる

と思う。 

■在宅と施設はマネージメントが根本的にちがいます。利用者の生活面積も異なる。利用者の

ニーズに対しケアマネジャーは、圧倒的に不利な立場からのスタートでマネージメントを始

めなければならない。在宅のケアマネジャーに対して親切な対応をしてほしい。 

■せっかく５年間の経験でケアマネジャーになっても法令遵守という名のもとに、かなり何回

も方向転換をせまられた感があります。（国は変えてないといいますが）新しい制度で熟し

てないと言われればそれまでですが、もう少し「減算」に振り回されずに裁量をもたせて欲

しいです。それか生活保護のように細かく決めてもらうしかないと思います。サラリーマン

のケアマネジャーが増え、1,000 単位に見合うケースしかやらないという人が増えないよう

な制度にして欲しいし、キャリアを評価してもらえる制度にして欲しい。 

■以前に比べて、サービス内容の適正さが必要になってきている事の理解を得られていない。

それが苦情になり拡がっていく。あまりにも自由にサービスを使いすぎた為一度そういうサ

ービスを受けた人達の観念は払拭出来ていない。有する能力を代行してしまった事。それに

対して依存してしまった事。今後の世代は先の事を考え自力でと生活の場を構築していくだ

ろうと考えるが、現在の家族構成では、とっぷりの１割負担でのサービスに甘えて行くだろ

うと。家族との格差がありすぎる。 

■税金を投入しているからと言って民間の事業所に公正中立を押し付け、公務員と同じ立場を 
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求めるのはおかしい。同じ税金投入でも医療保険は、業務上管理されておらず、しめつけが

ない。担当件数、減算等あるのがおかしい。プランは一人一人個別性があってしかるべき。

月 1 回訪問が適正な人もいれば、３ヶ月に１度で十分（家族がおり必要ない）な人もいる。

ケアマネジャーの裁量権が行使できる制度へ！見直してほしい。件数も同様。自由競争、独

自性を民間から取り上げ管理するのはやめてほしい。書類ばかり作らされて、現場で生きた

活発なコミュニケーション（利用者、事業者等との）にもっと時間がとれるようにして下さ

い！介護報酬が安すぎます。医療保険同様点数制にしてほしい。例書類作成（申込書・プラ

ン等）・訪問（人によっては月数回） ⇒減算だけでなく増算！もして下さい。 

■介護支援専門員の仕事の内容が段々厳しくなっておりますが、H12 年度から始まった当初に

比較して、大きく変わってきたことについては介護保険制度上やむをえないと思いますがも

う少し希望の持てるものにして欲しいと思います。 

■日々業務に追われ、中野区の介護保険制度を良くしていこうと考える、行動する、余裕がな

く、申し訳ないです。ケアマネジャーを続けるだけで精一杯です。 

■・介保事業に従事していて未来に希望が持てるよう、報酬の見直しを行ってほしい。・利用

者の細かいニーズに対応し、本来の自立支援につながるよう、ケア内容についての見直しを

行ってほしい。 

■独居、日中独居、介護者（同居者）がいても、緊急時に入所（ショートステイ）できるよう

な書類の簡素化。柔軟に受け入れてほしい。受け入れ先を担当者会議（半年に１回）をケア

マネジャーの裁量にしてほしい。 

 

〈制度上の不備・サービス範囲の不足について〉 

■（訪問介護のサービスの幅を広げて欲しい）今後ますます、独居の高齢者、在宅医療の依存

度の高い利用者も増えて行く中で、特例として、継続的見守り、断続的介護が利用できるよ

うになって欲しい。年に１回だけ、利用できるサービス（カーテンの取り外し、洗濯とか大

掃除等、電球の取りかえ）、在宅生活を支援していくには、訪問介護のサービスの幅を広げ

ないと、在宅生活の継続が今後難しくなると思う。 

■本当に受けたい人が受けられないサービスだと思う。 

■細かすぎて自立支援ばかり求められているので、非常に本人や望む生活支援につながりませ

ん。 

■同居家族が居るため訪問介護は必要ない方へのサービス選択肢がほしい。 

■早く生活援助は介護保険から除外してください。要支援１、２の人は「介護」保険はいらな

い。 

■生活上困っている事に対応できる制度であるべき。制度にふりまわされ利用者の生活の不足

部分を補う事が難しくなっている。 

■今の介護保険制度は「縛り」が多すぎて利用者の実態に合っていない。訪問介護の生活援助

を一律に規制するのはおかしい。実際に即してみて欲しい。車イス、ベッドが原則として要

介護２以上しか使えないのは非常に困る。せめて要介護１以上はすべて使えるようにしてほ

しい。ケアプラン料が余りにも安い。中立で公正で適正なプランを立てさせようとするなら

ば居宅事業だけで独立できるよう報酬を上げるべきだ。 

■介護サービスの充実、量もさることながら、質のよいサービスが提供されることをひたすら
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願っている。最近はヘルパーに不満、苦情が増えているように思う。ヘルパー自身が不満を

抱えている人が多いせいか、優秀な人材確保にはヘルパーや介護職員の待遇の改善しかない

のではと思う。地域や近隣のボランタリな支援も限度がある。しっかりとした基盤整備がな

されることが先決のように思う。 

■他区では散歩も介護保険でカバー出来るところがあります。厳しいだけではなく、何が必要

かも考えていただきたいと思います。 

■要支援の人が、予防になって訪介のサービスが減ってから、認知症が進んだり、妄想、幻覚

が見えたりすることが増えたりして、半年毎に介護度が上がるタイプの人があります。予防

が予防になっていない側面、多々あります。 

■制度はまだ未熟なので、修正は不可欠。特に介護職の社会的な、専門職としての地位をもた

せないと、人材の流出は止められない。制度を維持するためには、内容だけではなく人材を

育成し続けなければ絵に描いた餅だと思う。 

■国が主体となったものではなく、利用者と向きあった制度にして頂けると、もう少し、利用

しやすく、矛盾する点や非効率なことが少なくなるのではと思います。 

■居宅サービス計画書の重要性を謳ってほしい。サービス担当者や作成者側としては、その重

要性を十分に理解している。そして、利用者や家族への交付時にも、「なぜ作成するのか」「な

ぜ署名が必要か」を説明している。しかし、サービス自体を困った時の協力という捉え方と

している利用者が多く、メモ用紙となっていることも・・・。自立支援のためのサービス提

供ということを謳ってほしいです。 

■支援と要介護の二本立てについて、疑問を感じる 

 

〈介護者の負担について〉 

■介護者の負担が大きすぎる。 

■障害者が介護保険に移行した場合、制度の理解が得られず困っている。介護保険ではカバー

しきれないことが多い。高齢者と一緒にするのは無理と思う。 

■保険料が高額で、40 歳以上人口 7418 万人を考えるともっと手厚い介護が可能ではと思う。

上から下への感じがとても高圧的だ。事務量が多く、利用者の所へ行けない。人間を法の枠

に型をかためさせる感が有。 

■お金がかからない制度にし、負担感（介護保険料）が国民全体軽くなる様に。（自立した人

間に対して関わり過ぎでは） 

■介護保険料について、保険料の段階が所得の低い層に対して多く設定されており、800 万以

上と上限が設定されている。所得の多い層に対して手厚い印象があるので、公平性を図って

ほしい。 

 

〈制度の簡素化について〉 

■制度が頻回に変わり、利用者への説明が行政側から充分説明できていないため、いつもケア 

マネジャーが間に入り苦情を受けてしまう。内容もどんどん複雑になっており、変更点を充 

分理解できず支援してしまうケアマネジャーも多く、指導監査で指摘を受けバーンアウトし 

てしまう。自立支援といっても現行の内容では、制約が多すぎて充分な支援ができないこと 

が多いから。 
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■高齢者が介護保険制度を理解するのは難しく、何年に一度制度が変わるのも、高齢者にとっ

ては、大変な事だと思う。介護保険制度を利用者にわかりやすく説明するのはケアマネジャ

ーの責務だと思いますが、誰もがわかりやすい制度に変えてほしい。できるサービスできな

いサービスなどその都度説明し、理解力の低下した高齢者に説明するのはかなりの労力です。 

■ルールの細分化、明確化。 

■介護保険がスタートしてかなり経過したが、今だに理解していない高齢者も見受けられる。

専門用語は特に分かりづらいので、分かり易いパンフレットの作成をお願いしたい。 

 

〈手続き・書類の簡素化について〉 

■事後処理もっと簡略化できないか。余りにもケアマネジャーを信頼していない。家族の自己

負担減で始まった制度なのに、同居していると生活援助が受けられないのであれば、益々、

独居老人が増えてしまう。 

■書類が複雑なので簡素化してほしい。動けば動くほど、書類に追われる 

■・このままではケアマネジャーをする人がいなくなります。賃金アップが無理なら、せめて

煩雑な事務処理や、書類不備による減点制を何とかして欲しい。・書類や印鑑重視のお役所

流は時代にそぐわない。特に１～８表の書式の多さに加えて雑多な「証拠書類」を要求さえ、

その膨大な紙の使用量は、環境保護やＭＯＴＴＡＩＮＡＩの精神に逆行する。行政が、介護

保険制度という新しい制度を通して、まず範を垂れて、この国を良い方向へ導いて下さい。 

■書類、事務手続きを簡素化してほしい。 

■事務処理が多く、それに追われてしまっている。規定が厳しく、規定に引っかからないよう

なサービスになってしまう。本当に利用者の望むサービスからは、遠ざかってしまう。ケア

マネジャーだけでなく、介護に携わる職員の報酬が低すぎる。 

 

〈行政への要望について〉 

■区は、サービス事業所に丸投げせず、もっと関わるべき。 

■今後の介護保険制度について推移と予測を含めて区民への周知をしていく必要があると考

えます。 

■①区民への介護保険制度の詳しい説明 ②介護保険でできるサービス（訪問介護は何ができ

ないか）など詳細なパンフレットの全区民配布 ③ケアマネジャーの支援（ショートステイ

の情報、認知症が重度な利用者が利用できるショートステイの情報提供） 

 

〈認定制度について〉 

■認定審査資料の受けとりは、同じ事業所のケアマネジャーであれば代わりに受けとれるよう

にしていただきたい。サービス提供責任者の教育・指導をお願いします。 

■１、認定結果に疑問を感じることがあります。 ２、限度額があってもサービス（訪問介護）

を使えないことで家族から苦情がある。 

■認定区分について、要介護４で動きまわる人は要介護５でベッド上だけの生活の人より手が

かかり、排泄ケアで時間が延長になることが多いので、判定の見直しをしてもらいたい。動

けるので「４」になるが、手間はかかる。 

■介護認定の時、プラン内容等も参考にし、ケアマネジャーがかかわる必要があるか、プラン
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だけでよいのか等も考慮しながら認定結果がでる方向性があったらと感じます。 

 

〈事業者に対して〉 

■法律を守っていない事業者が多すぎる。指導調査（監査）の人員を増やし徹底して不正を取

り除き保険料を利用者に還元してほしい。社協の認定調査を民間に移してほしい。 

■利用者支援より、事業者支援していかないと、サービスする側が不足してしまう。 

■事業所ごとに身分の違いがあるなど、安定した身分の保証が必要と思います。 

■事業所がきちんと経営できるように報酬を改善してほしい。人員基準等があまりに厳しすぎ

て、しばられすぎる。悪徳事務所排除のためにまじめで細々とやっている事業所が追いやら

れている。大手は上手く逃げている。 

■標準35件担当でも運営が赤字になるので、介護報酬の見直しをしてほしい。 

■要介護、要支援に関わらず、居宅介護支援事業のケアマネジャー対象の勉強会（他区に比べ

て少ないです。）や情報提供をお願いしたい。地域包括支援センターにも入ってくる情報と

入ってこない情報があるようにも感じます。 

 




