
「三鷹市高齢者計画・第七期介護保険事業計画（素案）」に係る市民意見への対応について（案）

※趣旨の近いご意見等につきましては、合わせて示しています。
※本計画に係るご意見ではないものについては、掲載していません。

№ 該当部分

1
Ⅰ　計画の構成・内容
     について

②計画に趣旨を
反映します

本計画は行政計画として、市が実施主体として取り組みます。
目標値、指標について、一部の項目について追加しました。

2
Ⅰ　計画の構成・内容
     について

⑥その他
意見の趣旨を踏
まえ異なる方法
で対応

本計画は、課題の分析、計画の方向性、計画内容を記載するような構成になっています。「わか
りやすさ」については、検討市民会議の場で委員等からの意見をもとに、可能な限りわかりやす
い構成・表現とするよう努めましたが、今後、計画を策定する際には、よりわかりやすい構成や
表現ができるよう検討します。

3
Ⅰ　計画の構成・内容
     について

②計画に趣旨を
反映します

第4章の中で、基本方針の達成に向けて市が取り組むべき主要な施策について、記載しまし
た。

4
Ⅰ　計画の構成・内容
     について

⑥その他
意見の趣旨を踏
まえ異なる方法
で対応

実態調査の結果を踏まえた計画とするために、必要な振り返りを行っています。第六期の振り
返りは第3章で行っています。今後、計画を策定する際には、よりわかりやすい構成や表現がで
きるよう検討します。

5
Ⅰ　計画の構成・内容
     について

⑤既に計画に盛
り込まれていま
す

第2章、第3章において、現状の課題分析、第六期の振り返り、課題整理等を行っています。

6
Ⅰ　計画の構成・内容
     について

①計画に盛り込
みます

認知症サポーターの養成者数など、一部事業については目標となる指標を記載しましたが、数
値目標にしにくいものもあります。

7
Ⅰ　計画の構成・内容
     について

②計画に趣旨を
反映します

一部の事業について、数値目標を記載しました。毎年度の予算編成や事業実施の際に、コスト
等の具体的な数値を精査し、予算編成方針や自治体経営白書で公表しています。

8
Ⅰ　計画の構成・内容
     について

④事業実施の
中で検討します

可能な限りどのような施策に取り組むかを記載しました。計画を踏まえて各事業に着実に取り組
みます。

9
Ⅰ　計画の構成・内容
     について

⑤既に計画に盛
り込まれていま
す

第２章の３に平成28年度に実施した「高齢者の生活と福祉実態調査」の結果と課題を記載して
います。市民生活の実態を踏まえた計画を策定します。

10
Ⅰ　計画の構成・内容
     について

③対応は困難
です

計画は今後の方向性を示すものであり、苦情処理に係る直接的な対応を記載をすることは困難
ですが、市民ニーズについては、「高齢者の生活と福祉実態調査」で把握に努め、計画に記載
しています。市民生活等に係る苦情対応については、今後も市全体で丁寧に応対していきま
す。

11
Ⅰ　計画の構成・内容
     について

⑤既に計画に盛
り込まれていま
す

平成28年度に実施した「高齢者の生活と福祉実態調査」等により、実態の把握に努めました。

12
Ⅰ　計画の構成・内容
     について

⑤既に計画に盛
り込まれていま
す

国の指針に基づき、計画上の目標値等は2025年を目標として作成していますが、市としてはそ
の先も見据えて、事業を検討していきます。

13
Ⅰ　計画の構成・内容
     について

⑥その他
計画・市政に対
するご意見

総務省発表の予測は5年に1度の国勢調査をベースに集計しています。本計画では、各年の住
民基本台帳の人口推移をベースに推計しています。

14
Ⅰ　計画の構成・内容
     について

⑥その他
計画・市政に対
するご意見

過去の認定者数の実績を踏まえて、必要なサービスが十分に確保できるように、認定者数の伸
び率が高い場合の推計値を記載しています。これを踏まえて、自立支援・重度化防止、介護予
防に取り組む計画としています。

15
Ⅰ　計画の構成・内容
     について

⑥その他
計画・市政に対
するご意見

要介護認定については、第六期の計画値と比較して認定率は低下していますが、独立した介護
認定審査会のもとで、公平で適正な認定を行っています。

16
Ⅰ　計画の構成・内容
     について

⑥その他
計画・市政に対
するご意見

介護保険料については、パブリックコメントの対象外となっています。計画検討市民会議では、
将来推計を示し、検討の資料としました。

17
Ⅰ　計画の構成・内容
     について

③対応は困難
です

基本計画や健康福祉総合計画等の他の計画とのバランスも考慮して、現行の表記を用いてい
ますので、本計画上でご指摘の表現を採用することは困難ですが、今後も丁寧な表記を検討し
ていきます。

18
Ⅰ　計画の構成・内容
     について

③対応は困難
です

検討市民会議においてご検討いただいた素案が確定した後、パブリックコメントを実施していま
す。素案を一から再作成することは困難ですが、各事業について市としての検討を行ったうえ
で、課題や現状を捉えて、本計画を策定しています。

19
Ⅱ　市の高齢者施策
     について

⑤既に計画に盛
り込まれていま
す

三鷹市高齢者憲章の趣旨を踏まえて、本計画を実行していく中で、市としての役割を果たしてい
きます。

20
Ⅱ　市の高齢者施策
     について

⑤既に計画に盛
り込まれていま
す

特別養護老人ホームを始めとした介護サービス施設は、高齢者の生活を支えるための重要な
施設であると認識しています。
特に、緊急保護など高齢者の安全対応のために必要な場所については、新たに建設される特
別養護老人ホームも含め市内の施設や事業所等との連携を一層進めることにより、確保に努
めてまいります。

21
Ⅲ　社会参加の促進
     について

⑥その他
計画・市政に対
するご意見

本計画は、三鷹市の高齢者に関する施策全般について示すものであり、「高齢者計画」と「介護
保険事業計画」の双方の内容を含むものです。介護や支援を必要とする高齢者に対する事業と
ともに、高齢者が元気に地域で活躍できるための取り組みなども、重要な事業であると考えてい
ます。

22
Ⅲ　社会参加の促進
     について

④事業実施の
中で検討します

SUBARU総合スポーツセンターにおいては、高齢者の利用料減額等を行っています。市立の施
設の利用料等については、市民の利用状況等を踏まえて、適宜見直していきます。

生活支援コーディネーターの活動を理解していない、就労支援につい
てもその実態を把握していない状況下で作成した素案について、再作
成を要求したい。

対応の方向性市民意見

計画内の「健康」という言葉について、「WHOの定義による」と追加して
ほしい。「心豊かに」「心の豊かさ」「安全で」「精神」「心の病等」「共生」
という言葉を追加してほしい。「公平性」という言葉を「公正」または「公
正・公平性」に変更してほしい。「客観性」を削除してほしい。

公には公として厳然たる役割があるはずで、それが成されて初めて市
民の協力・理解が得られる。国は社会保障を減らす道を進もうとして
いるが、地方自治体はその地域で生活している高齢者を救済すること
が役割である。国・都の押し付けではなく、三鷹市の良い面を守り、発
展させてほしい。

スポーツ施設や生涯学習施設利用の高齢者割引などを検討してほし
い。

住み慣れた地域で自分らしい暮らしで最期を迎えたいと思っても、家
族関係はむしろ複雑であり、家族介護者に代わって、施設サービスの
専門家の支援が有効となる。虐待による緊急保護や避難場所として、
特養を見直す時である。

第七期の介護保険料を示さずにパブリックコメントをするのは不親切
ではないか。市民にとっては、負担が増えるのか、減るのかは大きな
関心事の一つである。

具体的な数値目標を挙げてほしい。計画を実施してどのような成果が
見込めるのか、市民生活への具体的な影響がイメージができない。

「就業支援」に係る事業は、介護の範疇としての業務なのか確認した
い。被介護者、病人、後期高齢者を多数含む「高齢者」に対して、「就
業支援」と「安全・安心」のどちらが重要なのか、優先順位を整理した
うえで記述するべきである。

高齢者の暮らしの実態を把握した上で、高齢者の要求に根差した施
策をしてほしい。

2025年を見据えた計画作成をうたっているが、2025年は幕開けであ
り、そこから始まる超高齢化社会に向けた計画でなければならない。

上位計画である基本計画等に対し、本計画は下位計画に当たるが、
定性的な記述が多く、具体的で緻密な目標、コストや成果などを評価
する数値目標等が示されていない。

第六期計画の取り組みに対する評価結果や課題等が明示されていな
い。前回計画を引き継ぐ部分については、評価し、改善点を明確化し
たうえで取り込んでいくべきである。

市民生活の実態を直視した記述がないため、イメージすることができ
ない。

市民生活のゆがみが現れる苦情処理面に関する記述がない。

5W1Hが欠けていて、計画としての体をなしていない。（Why:アンケート
が結果集計だけである。Who:実施主体が明確でない。How:「実施手
段」「目標」の明記がない。「評価と課題」を明記して、計画の各項目に
可能な限り５W１Hで具体的に表記し、目標も数値で明記する。

本計画はたいへんわかりにくく読みづらい。例えば本文と資料を切り
離せば、それだけで読みやすくなる。

高齢化率について2025年は21.5％で「横ばい」とあるが、総務省発表
の人口問題研究所の予測では24.1％となっており、市民をだまそうと
する意図的作為を感じる。

素案全体について、多岐にわたる項目の記述はもっともであるが、全
てを総花的に実施するのは得策ではなく、また不可能である。特に重
点を置くべき方向性を具体的に示し、３月の成案にまとめてほしい。

第六期を振り返るに当たり、実態調査の結果に14頁を割いており、第
六期の進捗状況が見えづらい。

各事業について「充実を図る」等の表現がされているが、具体的にど
のような施策で充実・強化を図るのかが不明確である。

要支援・要介護認定者数の推計は過大ではないか。実態としては各
年齢層で年々認定率の低下傾向が見られている中で、その傾向を反
映していないとすれば、介護保険サービスへの過大な期待を与えるも
のになっておる点に問題がある。

認定者数の大きな割合を占める後期高齢者とりわけ80歳以上の女性
層で、認定率が低下しているが、これが「重度化防止」「給付適正化」
のために認定作業の過度な厳密化によるものであるとすれば、公の
財政負担縮減のために、給付されるべきサービスを制限する行為で
ある。

【凡例】 

  ①計画に盛り込みます・・・・・・・・・意見を概ね提案どおりに盛り込むもの       （１件） 

  ②計画に趣旨を反映します・・・・・・・意見の趣旨を計画に反映するもの         （４件） 

  ③対応は困難です・・・・・・・・・・・趣旨の反映を含め計画に盛り込むことが困難なもの （８件） 

  ④事業実施の中で検討します・・・・・・事業実施段階で判断するもの           （12件） 

  ⑤既に計画に盛り込まれています・・・・既に意見が計画に盛り込まれているもの。既に意見の趣旨が計画に反映されているもの（18件） 

  ⑥その他・・・・・・・・・・・・・・・その他の意見など                （24件） 

パブリックコメント 
提出状況 
 
人数：150名 
件数：67件 
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23
Ⅳ　安全・安心の生活
     の確保について

⑤既に計画に盛
り込まれていま
す

生活支援コーディネーターを中心に、地域資源を発掘し、連携を図るとともに、活動する市民グ
ループの育成を含む一般介護予防事業のさらなる充実を図ります。

24
Ⅳ　安全・安心の生活
     の確保について

⑤既に計画に盛
り込まれていま
す

個別事業について全ての実績や評価を記載することは紙面の都合上出来かねますが、第３章
で「在宅生活の支援・推進」に係る実績を記載する中で、生活支援コーディネーターの実績につ
いて記載しています。また、これらの今後の取り組みは第５章に記載しました。

25
Ⅳ　安全・安心の生活
     の確保について

④事業実施の
中で検討します

既に生活支援体制整備事業について日常生活圏域ごとに設置する２層の協議体として、各地
域包括支援センターが主催している地域支援連絡会を位置付けて実施しています。市全域を範
囲として設置する１層の協議体については、関係機関との調整を進めているところです。

26
Ⅴ　地域の支え合いの
      仕組みづくりの推進

⑤既に計画に盛
り込まれていま
す

福祉人財の養成と併せて、活動支援についても記載しています。今後も生活支援コーディネー
ターや関係団体と連携して、より一層活躍していただけるように取り組みます。

27
Ⅴ　地域の支え合いの
      仕組みづくりの推進

⑤既に計画に盛
り込まれていま
す

三鷹市の地域ケアネットワークは、子どもから高齢者まで住み慣れた地域で安心していきいきと
暮らすことができる共助のまちづくりを目指し、活動しています。

28
Ⅴ　地域の支え合いの
      仕組みづくりの推進

④事業実施の
中で検討します

地域交流・多世代交流を推進する中で、自主的な活動を行う市民団体の支援を検討します。

29
Ⅴ　地域の支え合いの
      仕組みづくりの推進

⑤既に計画に盛
り込まれていま
す

地域における身近な総合相談窓口として、市が設置している地域包括支援センターについて、
一層の周知と機能の充実を図っていきます。

30
Ⅵ　認知症高齢者の支援
     と権利擁護の推進

④事業実施の
中で検討します

認知症高齢者を抱える家族への支援については、認知症介護者談話室の取り組み等が成果を
発揮していると考えています。引き続きこのような取り組みの維持・発展のためニーズ把握に努
めます。

31
Ⅵ　認知症高齢者の支援
     と権利擁護の推進

⑤既に計画に盛
り込まれていま
す

認知症に対応した地域密着型サービス（認知症高齢者グループホーム等）について、ニーズを
とらえて充実していくこととしています。

32
Ⅵ　認知症高齢者の支援
     と権利擁護の推進

④事業実施の
中で検討します

認知症高齢者を抱える家族を支える取り組みの充実について、検討します。

33
Ⅶ　介護保険制度の
      円滑な運営について

②計画に趣旨を
反映します

要介護認定については、独立した介護認定審査会のもとで、公平で適正な認定を行っていま
す。保険者機能の強化として設定する「自立支援・重度化防止」の達成度を図る指標について
は、今後事業に取り組む中で検討していきます。

34
Ⅶ　介護保険制度の
      円滑な運営について

⑤既に計画に盛
り込まれていま
す

地域密着型サービスについては、利用者のニーズを捉えて、必要な充実を図ることとしていま
す。

35
Ⅶ　介護保険制度の
      円滑な運営について

④事業実施の
中で検討します

在宅医療・介護連携を支える基盤整備については、ニーズ把握に努め、サービス提供体制の充
実に取り組みます。特に看護小規模多機能型居宅介護については、平成30年３月に開設する
市内で初めての同サービス事業所の利用状況等を踏まえて検討していきます。

36
Ⅶ　介護保険制度の
      円滑な運営について

⑤既に計画に盛
り込まれていま
す

介護サービスが必要な人に行きわたるように、制度の周知や窓口での丁寧な対応等に引き続
き取り組むとともに、サービス基盤の充実を図ります。

37
Ⅶ　介護保険制度の
      円滑な運営について

⑥その他
国・都への要望
等

介護保険制度は高齢者人口増や社会情勢の変化に合わせて３年に1度見直しを行うこととなっ
ており、市は保険者として、制度を適切に運営していきます。

38
Ⅶ　介護保険制度の
      円滑な運営について

⑥その他
国・都への要望
等

介護保険のサービスは、65歳以上の高齢者で介護が必要な方であれば誰でも利用することが
できます。介護が必要であるかどうかの判断基準として要介護・要支援認定を受けていただい
ています。

39
Ⅷ　介護人財の確保・
     処遇改善について

⑤既に計画に盛
り込まれていま
す

国による処遇改善も予定されていますが、引き続き国に対して必要な対応が図られるよう要望
していきます。

40
Ⅷ　介護人財の確保・
     処遇改善について

④事業実施の
中で検討します

国が処遇改善を予定しています。市としては、本計画で人財確保のために処遇改善に資する取
り組みを検討することとしています。なお、これまで市が国に対して要望していた地域区分の適
正化について、一定の見直しが図られることとなったことは、介護職員の処遇改善にもつながる
と考えます。

41
Ⅸ　介護保険料
     について

③対応は困難
です

要介護認定者数の増、地域区分の変更等介護給付費が増となる要因があり、介護保険料の引
き上げは避けられませんが、介護給付費準備基金を最大限活用し、保険料の上昇の抑制を図
ることとしています。また、市では、所得段階第1～３段階の方を対象に、介護保険料の個別軽
減制度を設けています。国も消費税を活用し、所得段階第1段階の方を対象とした介護保険料
の軽減措置を取っており、次の消費増税時には、所得段階第1～3段階まで軽減の対象を広げ
ることとしています。

42
Ⅸ　介護保険料
     について

⑤既に計画に盛
り込まれていま
す

第七期に関しては介護給付費準備基金を最大限活用することにより、介護保険料の上昇を抑
制することとしています。今後も継続的に介護予防等の事業に積極的に取り組むことにより、給
付費の増を抑えられるように取り組みます。

43
Ⅸ　介護保険料
     について

⑥その他
相談・質問等

市では、所得段階第1～３段階の方を対象に、介護保険料の個別軽減制度を設けています。国
も消費税を活用し、所得段階第1段階の方を対象とした介護保険料の軽減措置を行っており、
次の消費増税時には、所得段階第1～3段階まで軽減の対象を広げることとしています。第七期
も引き続きこのような取り組みを継続していきます。

44
Ⅸ　介護保険料
     について

④事業実施の
中で検討します

事業を実施する中で介護給付費が増となれば、それに見合う形で介護保険料も増となる制度
上の仕組みではありますが、給付と負担のバランスを考慮するとともに負担軽減についても引
き続き取り組んでいきます。

45 Ⅹ　施設整備について
③対応は困難
です

どんぐり山の運営については、介護保険制度内での運営が難しく、毎年、一定の公費を投入し
て運営を継続することは、市の財政運営上の課題のひとつでもありました。指定管理者にもご
努力いただき、運営経費の縮減に努めてきましたが、施設規模が小さいこともあり、効率的な運
営が厳しいこと、また、建設から２０年を経過し、維持改修経費が、今後もさらに高額化が見込
まれる状況でもあります。平成31、32年度に、市内に２つの特別養護老人ホームが新たに開設
されるのを契機として、どんぐり山入所者の移行先の確保のめどが立つとともに、入所者の定
員を大幅に増やす見込みが立ったことから、どんぐり山を廃止する方針を判断することとしまし
た。廃止の方針決定の経過については、広報みたかへの掲載、市民向け説明会等を行い、周
知に務めました。

46 Ⅹ　施設整備について
③対応は困難
です

緊急時の対応については、これまでも民間法人に対応していただいた実績が多くあります。どん
ぐり山の廃止は、新施設の整備等サービスの充実・発展のための見直しであり、将来の市政運
営を見据えた見直しです。新たに建設される施設も含めて、どんぐり山以外の特別養護老人
ホームや他の高齢者施設と提携して高齢者を適切に保護できるよう、引き続き取り組んでいき
ます。

介護保険制度が猫の目のように改正（悪く）なることに怒りを覚える。

介護保険のサービスは、介護認定がとれないと使えないと聞いて怒っ
ている。医療保険のように誰でも恩恵を受けられるようにしてほしい。

どんぐり山については、大きな問題となっているが、本計画では市民
が理解できる説明になっていない。どんぐり山を閉鎖することは断固と
して反対である。施設確保の重要性等を考慮して、どんぐり山の閉鎖
を凍結し、維持発展させる方向性を打ち出すべきである。

どんぐり山はこれまで緊急対応等の困難ケースに快く対応してきた。
また、待機者が324人いて、民間の特養ができても待機者は解消され
ない。公の施設として引き続き存続させてほしい。

事業計画はわかる所が多々あるが、その具体化の中で、現状より負
担が多くなっては困る。

在宅医療・介護の推進に必要な社会資源が不足している。そのため
には看護小規模多機能型居宅介護が、2025年までに各住区に１つず
つ必要であり、訪問看護ステーションの増設、地域包括支援センター
の機能強化などが必要となる。またその人財確保のために、看護師
養成校・大学などに補助金（奨学金など）を給付する手段が考えられ
ないか。

多世代が交流できるような、市民の自主的な活動を支援してほしい。

介護施設で働く人の賃金が安すぎる。もっと対価が支払われるべきで
ある。

認知症の人のための施設について、ニーズに応じで作っていくべきで
ある。

具体的な悩みを持つ人、困りごとを持つ人に対し、具体的な対応がで
きる相談窓口が必要である。

給付適正化を推進する中で、不適切な認定外し、安易な介護度の軽
度変更、介護保険からの「卒業」の強要などあってはならない。あくま
で利用者本位で判定していくものであり、自立支援や重度化防止の数
値目標を設定することには賛成できない。

地域密着型サービス事業については、財政本位で事業を見ずに、利
用者本位で柔軟対応してほしい。

研修費助成等介護人財確保等の方策については歓迎するが、同時
に処遇改善についても対応してほしい。介護職員の賃金は平均の勤
労者の賃金より月10万円近くも少なく、募集してもなかなか人が集まら
ない。処遇改善にも具体的施策を実施されたい。

介護保険料をこれ以上引き上げないでほしい。消費増税分を活用し
て、引き下げを求める。

介護保険料を上げるだけでなく、介護が行きわたる社会になるように
望んでいる。

市の考える適正な保険料の具体的金額とそれを実現する具体的方策
を示してほしい。保険料が大幅な上昇を抑制するために、財政的措置
としてどのような対応を考えているのか。

低所得者への配慮とあるが、低所得者の具体的な対象はどのような
人で、どの程度の保険料軽減を考えているのか。

認知症高齢者を抱える家族への支援に係る項目について、第六期計
画と同じ文言が繰り返されており、現場の声に耳を傾けたものになっ
ていない。

認知症サポーター等、福祉人財の養成は、実際にコミュニティづくりに
活躍してもらって結果を残す事業である。人財を養成しても実際にフォ
ローができないのであれば、人財の養成を市民団体にお任せしたほう
がいいのではないか。市と市民団体の良好な関係ができれば、網目
のようなコミュニティづくりができ、地域の支え合いも進むのではない
か。

市民の様々な団体が、様々な活動を展開していて、そういう活動が
「生きがい活動」につながっている。そういった市民の活動を「介護予
防活動」として位置づけ、協力体制を組むことが必要であるが、そのよ
うな方向性が感じられない。

「在宅生活の支援・推進」に係る事業（緊急通報システム、救急医療情
報キット、見守りネットワーク事業等）について、その実績と評価を記
述して、今後の取り組みを記載するべきである。特に生活支援コー
ディネーターについては、その実績とともに丁寧に説明されるべきであ
る。

第六期計画の介護予防・日常生活支援総合事業では、生活支援コー
ディネーターの配置と協議体の設置が主要な施策であったはずだが、
第3章の中で全く触れられていない。協議体の設置がどのようになっ
ているのか、それに代わる「理想のシステム」があるのであれば、明確
に記載するべきである。

認知症に対応したサービスについて、常に見守りが必要な認知症の
方を対象に、家族が不在時などの間にヘルパーを派遣し見守りを行う
ような、市独自事業に取り組んでほしい。

地域ケアネットワークの対象者として、児童から高齢まで一貫している
ことが合理的であると考える。
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47 Ⅹ　施設整備について
⑤既に計画に盛
り込まれていま
す

待機者や入所希望者の状況を踏まえ、大沢地区と井口地区での特別養護老人ホームの開設を
支援します。

48 Ⅹ　施設整備について
⑤既に計画に盛
り込まれていま
す

公設の特別養護老人ホームについては見直しを行いますが、大沢地区と井口地区での特別養
護老人ホームの開設を支援します。

49 Ⅹ　施設整備について

⑥その他
実施済み事業
の中でのさらな
る対応

第七期期間中に整備される特別養護老人ホームはいずれもユニット型を予定していますが、既
存のユニット型施設にも、低所得者が、減免制度を活用しながら入居されている実績がありま
す。大規模な施設が２か所新設されることにより、市民の方の受け皿は広がると考えています。
今後も引き続き、丁寧な入所者支援を行っていきます。

50 Ⅹ　施設整備について

⑥その他
実施済み事業
の中でのさらな
る対応

公設の特別養護老人ホームについては、今後の福祉サービスの拡充・発展と、将来的な市政
運営を見据えて見直しを行うものです。介護保険制度の運営に係る費用だけでなく、福祉施策
の予算額は年々増加しています。「持続可能な社会保障制度」と、「健全な自治体経営」を維持
するための行財政改革に努めながら、今後も高齢者施策等、福祉施策に積極的に取り組んで
いきます。

51 Ⅹ　施設整備について

⑥その他
実施済み事業
の中でのさらな
る対応

市民のニーズを捉えながら、施設サービスをはじめ、介護サービス基盤を充実させることで、高
齢者のセーフティネットとして、介護保険制度が適切に活用できるように取り組むことにより、安
心して暮らせるまちづくりを目指します。

52 Ⅹ　施設整備について

⑥その他
意見の趣旨を踏
まえ異なる方法
で対応

介護保険制度は、民間企業・法人の力を活用することを前提とした制度です。特別養護老人
ホームを開設する法人には、三鷹市介護保険事業者連絡協議会への加入を促し、市や他の事
業者と強く連携を持つとともに、市と協働して高齢者福祉に長く貢献していただけるようにしま
す。

53 Ⅹ　施設整備について
③対応は困難
です

どんぐり山閉鎖後も、三鷹市民が利用できる多床室を320床確保しています。ユニット型の施設
に低所得者が入所できる減免制度が、介護保険制度の中で設定されています。今後も引き続
き、丁寧な入所者支援を行っていきます。現在建設を予定している２つの特別養護老人ホーム
以外に、今後もニーズを捉えて適切な誘致に取り組みます。

54 Ⅹ　施設整備について
③対応は困難
です

待機者の現状を踏まえて、第七期計画期間中に、大沢地区と井口地区における特別養護老人
ホームの開設を支援します。市は、公設施設としての運営が難しい現在のどんぐり山の状況等
を踏まえて、廃止の方針を決定しました。今後も丁寧に入所者支援を行っていきます。

55 Ⅹ　施設整備について

⑥その他
意見の趣旨を踏
まえ異なる方法
で対応

社会福祉事業団での運営も含めて、様々な可能性を検討した結果、廃止の方針を決定しまし
た。今後も高齢者施策等、福祉施策の充実に積極的に取り組むことで、高福祉のまちづくりを進
めます。

56 Ⅹ　施設整備について
⑥その他
相談・質問等

紙幅の都合上、ここで詳細な金額をお示しすることは困難ですが、三鷹市HPに掲載している「ど
んぐり山の運営に対する三鷹市の考え方について（6/18説明会資料）」に収支等についてお示
しした資料を掲載しています。

57 Ⅹ　施設整備について
④事業実施の
中で検討します

どんぐり山の施設については、民間法人への無償譲渡、無償貸し付け等も含めて、市民ニーズ
も踏まえながら、福祉の向上に資する効果的で有効な活用方法について検討していきます。

58 その他
④事業実施の
中で検討します

高齢者福祉センターについては、浴室も含め、今後も市民の方のご意見を伺いながら、利用し
やすい運営に努めていきます。

59 その他

⑥その他
実施済み事業
の中でのさらな
る対応

市は、「健全な自治体経営」を維持するための行財政改革に努めています。市民サービスの充
実を図る中で、受益と負担の適正化にも取り組みながら、「高環境・高福祉のまちづくり」を推進
します。

60 その他
⑥その他
計画・市政に対
するご意見

三鷹中央防災公園・元気創造プラザは、災害に強いまちづくりと高齢者等すべての市民の福祉
の向上ならびに健康の保持増進などの多様な機能を集約した元気創造拠点として、今後も着
実に運営していきます。

61 その他
⑥その他
相談・質問等

市役所本庁舎２階の「生活・就労支援窓口」で、生活困窮に関する相談も受け付けていますの
でご相談ください。高齢者の総合相談窓口である「地域包括支援センター」と引き続き連携を図
り、「生活・就労支援窓口」等各種相談窓口について市民周知にも努めます。

62 その他
④事業実施の
中で検討します

地域ケアネットワーク推進事業の目的である地域の支え合いのしくみづくりについては、今後も
住民協議会も含めた各関係機関や関係団体と連携を図り、発展に向けた検討を重ねながら進
めていきます。

63 その他
⑥その他
計画・市政に対
するご意見

職務内容によっては、年齢制限を設けることはやむを得ないと考えています。年齢制限のあり
方については、これからもシルバー人材センターと検討していきます。

64 その他
⑥その他
相談・質問等

素案が固まったタイミングでパブリックコメントを実施することとしており、この時期に実施しまし
た。最大限、ご意見を踏まえた計画にしたいと考えています。

65 その他
⑥その他
相談・質問等

本計画発行時に、概要版も発行します。

66 その他
⑥その他
相談・質問等

計画確定後に、市民や事業者の皆様に理解を深めていただくための説明の機会を設けることを
検討します。

67 その他
⑥その他
計画・市政に対
するご意見

検討市民会議の進行については、三鷹市の市民会議の一般的な流れに沿って行っています。
傍聴人の入場のタイミングについては、全庁的な調整の中で検討したいと考えます。

年金と少ない収入で預金を取り崩しながら生活している。生活保護相
談の余地はあるのか。

地域ケアネットワークと住民協議会の目的が共通しているなどの理由
により、地域ケアネットワークは住民協議会の下部組織に移行できる
といいのでは。

どんぐり山を民間法人に無償譲渡することにより、市営の施設である
と利用することができない東京都の大規模改修補助制度を活用すれ
ば、どんぐり山を処分せずに補助金を取り、改修を行うことができるの
ではないか。

元気創造プラザは利用しにくく、お風呂等も寒い。市民の声を生かし
た市民が利用しやすいものを考えて造ってほしい。

三鷹市が最近やっている事は、市民が必要としてることを全てカットし
て、有料にしていき、市民が楽しく生活していこうとするのを、妨げてい
るようにしか思えない。なるべくお金をかけずに高齢者や子どもたちが
楽しく毎日がおくれるように考えてもらいたい。

どんぐり山の閉鎖理由が赤字だからとのことだが、元気創造プラザも
大赤字である。元気創造プラザも閉鎖してほしい。

市政の効率化のため、市立特別養護老人ホームの見直しは賛成であ
る。見直しに伴う市の財政負担の軽減額、市民の負担の軽減額を提
示してほしい。

どんぐり山は少数の人しか入れない上に、一人あたりの費用が大き
く、不公平である。もっとお金をかけずに、大勢の人が見てもらえる施
設ができるはずである。

建設当初は介護保険制度がなく、小規模施設であり、運営費が持ち
出しになることは当然であるが、社会福祉事業団が運営すれば十分
存続可能なものであると考える。「高齢者に冷たい市政」と言われる象
徴にならないことを求める。

収入の少ない家計で私立の施設に入れない高齢者はどうすればいい
のか。高齢者世帯が増え続ける中で、安くて安心して入れる施設を減
らすことなく、むしろ増やしてほしい。経済状況に左右されずに利用で
きる施設を保証してほしい。

高齢化が進行し、施策の拡充が求められている中で、三鷹市立の施
設を廃止するのは、歴史の流れに逆行している。社会的に弱い人のこ
とを、国も市も考えていない。

いつ老人ホームのお世話になるかわからない。どんぐり山は施設の存
在自体が市民の安心感を生んでいる。安心して暮らせるまちにしてほ
しい。

市立の特養の廃止について、民間企業は利益にならなければ撤退す
るので、公共施設は必要である。

どんぐり山の存続はもちろん、もっと低額で入りやすい施設を作ること
を検討してはどうか。

市民や事業者に向けて、説明会をしてもらいたい。

シルバー人材センターの求人における年齢制限（75才以下等）を排除
してほしい。

保険者の明確なビジョンを含めて整理された「概要」がほしい。

パブリックコメントの応募が遅く、意見をくみとってもらえるのか。

福祉優先の最先端を行く三鷹市に、特養の充実を望む。

市内に特養建設なら賛成するが、なぜ今施設を廃止するのか。市民
が困っている現状をどのようにとらえているのか。

市民会議において、傍聴人が委員と入場を区別されるなど、市民参加
とは言えないのではないか。
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