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別記様式（第４条関係） 

会    議    録 

会 議 の 名 称 令和４年度第３回朝霞市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画推進会議 

開 催 日 時 令和４年１０月１３日(木)  午後３時３０分から午後５時００分まで 

開 催 場 所 産業文化センター２階 研修室２、３ 

出 席 者 

委員１３名（高野委員長、稲生副委員長、遠藤委員、本田（麻）

委員、鳥居委員、長井委員、田畑委員、本田（卓）委員、佐々木

委員、小峰委員、加茂委員、白濵委員、髙田委員）  

事務局（佐藤部長、大高課長、増田主幹、長尾課長補佐、荒井係

長、泉係長、山﨑係長、高市係長、渡邉主査、宮﨑主任、吉﨑主

任） 

会 議 内 容 

【議題】 

（１）高齢者福祉と介護保険に関する計画策定のためのアンケート調査に

ついて 

（２）活動団体等へのヒアリング調査について 

会 議 資 料 

○ 会議次第 

○【資料１】介護予防・日常生活圏域ニーズについてのアンケート調査 

（案） 

○【資料２】第２号被保険者(４０歳～６４歳まで）向けアンケート調査

（案） 

○【資料３】ヒアリング調査票(案） 

 

会 議 録 の 

 

作 成 方 針 

 □電磁的記録から文書に書き起こした全文記録 

 ■電磁的記録から文書に書き起こした要点記録 

 □要点記録 

 □電磁的記録での保管（保存年限   年） 

電磁的記録から文書に書き起こ 

した場合の当該電磁的記録の保 

存期間 

■会議録の確認後消去 

□会議録の確認後 か月 

会議録の確認方法    委員長による確認 

そ の 他 の 

必 要 事 項 

 

○会議公開 傍聴者 0名 

 

 

  

審議内容（発言者、発言内容、審議経過、結論等） 

１ 開会  

 

２ 議題 

（１）高齢者福祉と介護保険に関する計画策定のためのアンケート調査について 
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 事務局渡邉主査から、【資料番号１】介護予防・日常生活圏域ニーズについてのアンケート調査（案）

【資料番号２】第２号被保険者（４０歳～６４歳まで）向けアンケート調査（案）に基づき下記説明

を実施。 

 

調査は、運動器の機能低下、低栄養の傾向、口腔機能の低下、閉じこもり傾向、認知機能の低下、

転倒リスクの発生状況の把握、ボランティア等への参加頻度や助け合いの状況等を把握する設問とな

っている。調査必須の項目が３５問、オプションとして実施は任意の項目が２９問、合計６４問が国

から示され、加えて市独自のアンケート項目２０問と、コンサルから提案のあった項目１４問、全て

合計して９８問を示している。事務局の方でアンケート案を作成するにあたり、回答の集計結果が今

後の施策の展開につながるのか、高齢者実態調査と重複するものではないか、そういった視点で回答

者の負担を可能な限り軽減できるよう検討した結果、設問数は７６問、内訳として国の必須項目が３

５問、オプションの項目が５問、コンサルからの提案を含めた市独自の設問が３６問となっている。 

続いて資料番号２ 第２号被保険者向けアンケート調査案について。前回の会議では第８期計画策

定時に実施した調査票を参考として、属性や本人の日常生活の状況や将来の介護を受ける・する立場

となった時の希望、助け合いの取組状況、市の取組等の４７問を示した。設問中、回答の集計結果が

計画に結び付かないと考えられるものの削除や、ニーズ調査との整合性の確認を行った結果、設問数

は３４問になっている。 

また現在配布している２つのアンケート案には反映していないが、アンケートはユニバーサルデザ

インフォントを活用して、視認性や可読性に配慮したものとする。また第２号被保険者向けアンケー

ト調査については、調査票に QR コードを示し、インターネットでの回答も受け付けることとしてい

る。説明は以上である。 

 

 事務局山﨑係長から、下記説明を実施。 

 

アンケート調査の誤りについて、資料番号２の６ページ（２）「あなたがどなたかの介護するにあ

たって、困っていることはありますか。」という設問で、この大項目は５ページの中段、問５の将来

あなたに介護が必要になった場合というところで、ご自身の介護の必要性について問われているとこ

ろで、６ページの（２）では、どなたかの介護というところで、本来の設問の場所とは異なるという

ことで、削除と考えている。ただ４ページの下段（２）あなたが介護や介助をする側になった場合と

いう設問があるので、この選択肢と６ページ上段の選択肢の精査をして、こちらの方を使用出来たら

と考えている。 

続いて前回８月に実施した第２回の会議で、委員の皆様よりいただいた意見の反映状況について説

明する。前回委員の皆様からいただいた意見について、１３問いただいたところ、こちらで検討した

結果５問が反映をしない、８問が反映する判断をした。 

１つ目が介護予防日常生活圏域ニーズ調査について、ヤングケアラーの設問を入れてはどうかとい

う意見をいただいたが、今回はヤングケアラーの設問は入れず、庁内の担当課と協議をしながら、ヤ

ングケアラーの状況について把握できる別の手法を考えていけたらと考えている。 

続いて２号被保険者向けアンケート調査において、介護という言葉の認知度を聞いてみてはどうか

という意見をいただいたが、周知目的が強い質問となってしまい、施策につなげることが難しく、ま

た回答者の負担を減らすという事も考え、今回は調査の対象としないこととした。 

３点目は、アンケート調査内で認知症という言葉が使われているが、これはあくまで総称であり、

病名ではない為、詳しい認知症の症状の内容を入れてはどうかという意見をいただいたが、一般市民
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を対象としたアンケートになるため、細分化するよりも認知症とまとめて表記した方が、世間的にも

浸透しており、望ましいのではないかと判断し、反映していない。 

４点目は在宅介護実態調査とニーズ調査で同様の質問があるので、どちらか片方を削除してはどう

かという意見をいただいたが、ニーズ調査は基本的に介護を受けていない方、受けていても要支援の

方を対象にする。在宅ニーズ実態調査は要介護１から５の方としており、調査対象者が異なるため、

設問は削除していない。 

最後に現場の職員に対して、ICT や介護ロボットや介護についての設問を入れてはどうかという意

見をいただいたが、こういった意見を現場職員に聞くという趣旨に則したアンケート調査は今回予定

しておらず、設問には反映していない。 

あと反映したものは８問あり、代表的なものとしては、ニーズ調査において「友人の家を訪ねてい

ますか」「病人を見舞う事が出来ますか」と類似の設問は削除してはどうかという意見をいただき、

重複した設問は不要と考え、削除している。 

あと、要支援や要介護１程度の方に、専門職の介護サービスではなく、一般企業の従業員やボラン

ティアの介護を必要としているか、専門職以外の方からの介護をしてもらう設問を入れてはどうかと

いう意見をいただき、今回のニーズ調査の１の（９）に選択肢として、介護サービス以外の介護を受

けたいという趣旨の選択肢を追加した。前回の会議で頂いた意見の反映状況についての説明は以上で

ある。 

 

 

以下のとおり、委員からの質疑に回答及び委員の意見を聴取。 

 

小峰委員：国からの調査で変更できない部分もあるかもしれないが、２ページの（９）の下から２つ

目で、「自宅で生活したい理由は何ですか。」で、「住み慣れた自宅だから」とあるが、「家族

と暮らしたいから」という選択肢があってもいいのでは。 

あと、５ページの問４ 毎日の生活についてということで、回答をもってどのような返答す

るかによるが、選択肢が「できるし、している」「できるけど、していない」「できない」と

あるが、「しんどいけれど、やっている」人は結構多いと思うので、そういうのは把握しな

いでいいのかと思った。 

 

事務局：１点目の家族を入れてはどうかという点について、こちらは国の必須ではあるが、今回集計

をコンサルティング会社に委託しているので、追加して集計に不備が生じないかという事も

含めて、検討したい。 

２点目の「しんどいけれど、やっている」についても同様に、集計に不備が生じないか確認

をしながら検討したい。 

 

高野委員長：５ページの（３）歯のことについて聞いているが、私の実務経験からすると、高齢者の

方の中には、自分の歯が何本残っているのか分からない方もいて、これも国の規定の聞き方

だったら仕方がないが、もし私が調査をするのであれば、５番に「残っている本数はわから

ないが、入れ歯を使用している」、同様に「残っている本数は分からないが入れ歯は利用し

ていない」という選択肢を準備しないと、高齢者にとっては答えにくい。 

 

事務局：これは国から示されたアンケート調査項目になっていて、国が集計をして何らかの事業に活

用すると考えられるので、この設問を見直すのは厳しいかもしれないが、選択肢の５で関連
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する設問を増やすかどうかは検討したい。 

 

田畑委員：１ページの問１（３）「あなたは要支援認定を受けていますか」の選択肢４に「事業対象

者である」とありますが、この事業対象者という解釈をどのようにされるのか、非常に分か

りづらい表記でだと思うので、具体的に書く方法はないか。 

それと５ページ問３が食べることという事で、大切な食事の場面が出てくるが、付け加える

としたら、自分で食事の用意はしているけれども、実際どのような食事をしているのかがポ

イントだと思う。例えば自炊しているのか、お弁当が多いのか、外食が多いのか、そういっ

た調査項目が必要かどうか検討してほしい。 

最後に６ページ（７）には色んな情報の媒体が書いてあるが、実際スマートフォンの浸透率

は高齢者でも高いと思うが、ソーシャルネットワークやズーム等が分かる方がどれくらいい

るのか疑問に感じた。 

 

事務局：まず問１（３）事業対象者については、形式の定まったものになるが、注釈を入れられるか

検討したい。 

あと、今回のアンケート調査については、個人の実際の状況を特定するよりも、地域性の統

計的なアンケートになるので、一人ひとりの食事状況や細かいものを把握するようなものと

は捉えておらず、設問数を減らすことからも、国で示されているものにはついては実施する、

深く踏み込んでも統計的なものとして扱えないものについては省いたというところで、５ペ

ージの（４）については具体的な内容は入れていない。 

あと６ページ（７）の様々に書かれているものについても、高齢者の中では不慣れで分かっ

ていない方もいると思うが、回答で〇がついてこないのは、知らない、分かっていないと判

断できると捉えて、注釈等文字を増やすことはせずに、このまま実施できればと考えている。 

 

本田(麻)委員：１２ページの（９）「介護が必要になった方が、在宅での生活を続けていくために」

ということだが、全体的にこのアンケートは自分の事を聞かれていて、あなたはという事で

聞かれていると思うが、どうしてここだけ「介護が必要になった方が」と、第三者的に聞く

感じになったのか、「あなたが介護が必要になった時」とどうしてならなかったのか。 

 

事務局：設問作成に携わった者の中で、文章の書き方が統一出来ていなかったという部分があり、ご

指摘の通り、主語がご自身のことになるように修正可能かと考え、変更する方向で検討する。 

 

高野委員長：我々業界人は在宅とか居宅という言葉を日常的に使うが、高齢者の方にとっては、自宅

での方が適切かと思うので、検討してほしい。 

 

小峰委員：１２ページ（９）で、ここだけ〇が３つまでと限定されている理由は。 

 

事務局：選択肢にあげている内容は全部大事だと思っているので、いくつでもにしてしまうと、恐ら

く全てに近い〇がついてしまうと思うが、我々も施策を検討するにあたって、ある程度絞り

込みをしたいので、１つではなく３つまでという形で設定した。 

 

小峰委員：どうして３つなんだろうと思う方もいると思うので、優先度の高いものを３つまでとか、

そういう風に表記した方がいいと思う。 



5 

 

本田(麻)委員：９ページ問６（３）で「地域づくりを進めるとしたら、あなたはその活動に参加者と

して参加者として参加してみたいと思いますか」の問いに対して、「参加したい」「参加して

もよい」「参加したくない」「既に参加している」の選択肢になっているが、「したいと思っ

ているけどできない」という選択肢がないのは何故かというのがあって、前半にも関係して

いるが、「できない」のところに「できないけどやってみたい」とか、ニーズ調査とはそう

いう事ではないかと思うのがいくつかある。やりたいけどやれない理由があるという事を聞

いた方がいいと思うが、いかがか。 

 

事務局：今のご指摘はごもっともというところで、９ページだけにとらわれず全体的にもう一度、単

にクローズの質問だけでなく、設問数を増やすのではなく、聞き方を工夫できるものについ

ては変更できるか検討したい。９ページの（３）については、必須項目なので、このままに

なると思うが、他全体をそういった視点を踏まえて、検討したい。 

 

高野委員長：９ページの（３）は国必須のものか。 

 

事務局：国必須で、基本的に国必須のものは、設問数を増やしたりすると、今後必須のものについて

は、全国で比較し合えるような、見える化システムに反映されることになっていて、ここに

設問を変えることによって反映できないという事が生じる可能性がある。国からの説明書の

注意書きの中にも書かれているので、その辺りの精査は必要である。原則国必須となってい

るものは、システムへの反映も踏まえて、なかなか増やせないような作りになっている。 

 

佐々木委員：１１ページ問８ 健康について、健康状態の設問だが、（２）で突然「あなたは、現在

どの程度幸せですか」になっていて、どうしてこういうバロメーターが必要になるのか。健

康だけに特化しているのであれば、違った聞き方があるだろうし、「とても幸せ」「とても不

幸」という聞き方はどういうバロメーターがあるのか。 

 

事務局：これは国から示された調査で、国が何を目的に設定しているのか分からない。 

 

高野委員長：体のどこかに痛みがあるとか、不愉快か愉快かを聞くときに、１０段階の点数で、あな

たの感覚で聞くというのが、国際的にも特に医療分野でよく使われているもので、それで幸

福感を聞くという事だと思う。それだったら健康状態も１０段階で聞けばいいと思うが、国

が示しているものなのでお許しいただきたい。 

 

小峰委員：１５ページ（２）「どのようなときに地域包括支援センターを利用したい、またはしてい

ますか」で選択肢が挙がっているが、「利用の仕方がわからない」「何を聞いたらいいのか分

からない」という人も結構いると思うので、そういう選択肢が必要だと思う。 

 

事務局：検討する。 

 

本田(麻)委員：１３ページの認知症について、（３）「認知症に対する取組として必要だと思うことは

ありますか」について、これは先程の話と一緒で、「自分がもし認知症になったらどんなこ

とが必要だと思いますか」という感じで、一般的な施策の取組ではなく、我が事に惹きつけ
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た方が出てくる感じがする。あと、順番を変えた方がいいのではないかと思っていて、（４）

「取組のうち知っているものはありますか」が先にきて、それで更に自分にとってはどんな

ものが必要かというのを書いてもらった方がいいのでは。 

 

事務局：順番については検討する。（３）については、我が事という事と、その方が認知症の方と接

していたり、関連していた場合、第三者側の意見も実は欲しい部分もあり、当事者の意見も

大事にしたいというのもあるので、検討したい。 

 

本田(麻)委員：介護予防日常生活圏域ニーズ調査も、この後検討する２号被保険者向けのアンケート

調査もそうだが、国は同じ質問をして経過的に増えたとか減ったとか、相変わらずニーズと

して残っているとか、そういうのを見ていくと思う。朝霞市でも設問で聞いていて、何％以

上だったら多かったと判断できるものでもないと思うが、これを聞いてどんな結果が出た

ら、事業計画にどう反映させると考えているのかというのが、見えづらい。だからさっき言

ったように我が事として聞きたいことなのか、介護者として聞きたいのかが混在している。

その辺を整理した方が良い。 

 

事務局：事務局の方で市独自の設問を設定する際に、対象を誰にするのか、当事者目線か第三者的か

は分けたつもりで設定しているが、委員からご指摘を受けた箇所については、対象者が誰で、

どういう目線で答えてほしいというのが伝わりやすい書き方になるよう、コンサルと相談し

て検討する。 

あとアンケート調査結果がどのように事業と結びつけていけるのか、相対的にアンケート結

果、ヒアリング結果を踏まえて、事業展開していきたいと、今の段階では考えている。 

 

小峰委員：１ページの（３）で〇は１つになっているが、さっきの調査では〇はいくつでもだった。 

あとは、３ページ（３）について〇は１つとなっているが、選択肢５．６がどちらも該当す

る場合もあると思う。 

あと５ページ（３）ですが、選択肢として経済的な支援がなくていいのか。 

 

事務局：１ページ（３）については、ニーズ調査との統一が出来ていない点なので、どちらかに統一

したい。 

３ページの（３）については、複数選択にすると、集計が複雑になるため、ここは〇１つで

お願いしたい。 

５ページ（３）については、元々は経済的な話は入っていたが、内部で検討した際に、経済

的と言われた際に、経済支援がすぐに行えるのかは現状難しいという事で、今あるものでど

う機能強化していけば問題を解消できるのか、施策に結び付けられないかという事で、除い

た状態である。 

 

高野委員長：ベーシックに介護が必要になれば経済的な問題が発生するのは前提条件であるが、これ

も事務局とコンサルと委員長の方で検討したい。 

 

加茂委員：２ページ（４）（５）に選択肢で「縁起が悪い」という選択肢があるが、この意味があま

りにもストレートすぎて、選択肢２・６・７・８の言葉の裏には、多分縁起が悪いという意

味合いが含まれていると思うので、選択肢３はストレートすぎる項目なので、カットしても
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十分ではないか。 

 

事務局：検討する。 

 

小峰委員：今のところで、この質問をしてどのような展開を考えているのか。 

 

事務局：これは在宅医療介護連携推進事業の中の ACPを取組の１つとして、情報を収集したいと考え

ている。ACP とはもしもの時のために、あなたが望む医療やケアについて、事前に考えてチ

ームで共有をしておきましょうという取組である。自分の希望を伝えられなくなった段階で

はなく、早いうちから自分の希望を伝えておくことで、望んだ医療やケアが受けられるとい

うものを考えていく取組の１つで、こういうものを普及させていく必要があると考えている

中で、今の市民の方のイメージや取組状況を確認することで施策の方に活かしていきたいと

考えている。 

 

高野委員長：人生会議というもので、厚生労働省が普及させていこうとしているもので、なかなかこ

れも縁起が悪いとか、先の事だとかということになって、終末期にどういう医療を受けるか、

介護を必要としているか、専門職側がそういう意図を聞かなければいけないとなりつつある

一方で、市民がまだあまり知らないという事があるので、その後押しを何らかの形で行政も

すべきだということで、出てきた項目に則して、なかなか想像できないのであれば、そうい

う事に関する啓発活動に繋げることになる。ここ数年すごく大切な取組と言われ始めたこと

なので、質問項目としては必要だと思う。 

 

小峰委員：６ページ（３）ですが、有償という言葉が出てきたが、利用者目線で考えると、どれくら

いの値段だったら使いたいというのが判断ポイントになると思うので、安価にとかそういう

表現が出来ないのか。安価といっても人それぞれだが、高いか安いか分からないと回答しづ

らいと思う。 

もう１つが７ページ問８（２）で、答えとしては何もしていないという人が一番多いのでは

ないかと思うが、その選択肢がない。 

 

高野委員長：ご指摘の通り、「ない」という選択肢は必要だろう思うので、これは入れるという事で

いいと思う。 

それから有償の話で、事務局の意図としたら、ボランティア団体が主語になっているので、

高い話ではないという事を意図しているのだと思うが、「比較的安価な費用で、自家用車等

を用いて」という表現にすると、委員ご指摘のイメージが沸くと思うので、そういう表現に

替える。 

 

本田(麻)委員：６ページ問５（３）と（４）は重なっていて、（４）の選択肢に「有償ボランティア

による送迎」というのがあって、それを取り出して（３）にボランティアによる送迎となっ

ているので、これは重ねて聞く必要があるのか。外出支援を目的とした事業のうちと書いて

いるが、実際に支援が必要になった方に聞くと、出来る限り自分で出かけたい、自分が思っ

た時間に、思うような所に行けるような手段を確保しておきたいという話を聞くことが多

く、まずそういうことを聞いた方がいいのでは。出来る限り自分で出かけたいとか、質問の

目的にもよると思うが、その上で、でも自分で出かけられなくなったときは、どんな支援が
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あったらいいですかという感じにした方がいいのではないか。 

あと、先程、経済的な支援についての話があったが、もちろん経済的な支援は難しいけれど

も、例えば本当にお金に困った時に、地域包括支援センターはそういう事も含めて聞いてい

るので、生活保護の手続きに一緒に行ったりとか、給付金等を受けられるような場合であれ

ば、その制度につないだり、地域包括が行っているので、地域包括の質問にうまく取り込め

たらいいのではないかと思った。 

 

事務局：自分の意思で、自分の体で一人で外出するというのは皆さんが望むことだが、付き添いがい

てそれで何とか外出できる、最終的には車いすであったり、介護タクシーの利用等、体の状

況によって外出方法が異なり、（４）の設問は長寿はつらつ課、それ以外の部署でも様々な

外出支援は実施している。長寿はつらつ課では PASMOへのチャージ料を給付していて、予算

も大きな規模で実施しているが、それ以外の支援がないのかという声もいくつかいただいて

いて、長寿はつらつ課では車いすや寝たきりの方の介護タクシーの費用の助成も行ってはい

るが、最近いただいているのは、その狭間の方への支援というのが求められているのかを確

認したいというのを意図している。それと（３）を設けた理由は、（４）は答えは１つで、

いくつでもにしてしまうと多くのものに〇がついてしまうので、そういったものの他に、例

えばボランティア団体で比較的安価な利用料で送迎してくれるサービスがあれば利用して

みたいかどうかというのを単刀直入に伺いたい。それを市のサービスであったり、介護保険

の方で展開が出来るのか確認するために設けた設問となっている。 

 

事務局：補足だが、やはり介護が必要になった状態の時に、利用者が介護サービスを利用して、公的

サービスを利用するのが主だと思っているが、ボランティア団体いわゆる素人のものであっ

ても利用を希望するかどうか把握したいために（３）を追加している。 

２点目の経済的な話については、地域包括支援センターのところに、混ぜ込むかどうかとい

う事も含めて、検討したい。 

 

本田(卓)委員：問６の認知症のところで、先程の日常生活圏域ニーズ調査では、認知症の症状につい

ての有無を問う設問があるが、こちらの調査ではその設定がないのは何故か。 

 

事務局：日常生活圏域ニーズ調査の問９（１）は国から示されている調査だが、国から示されている

聞き方は、「認知症の症状がある、または家族に認知症の症状がある人がいますか」という

のが、国の設問になるので、こちらに替えたい。 

 

高田委員：アンケートの内容ではないが、アンケートを郵送する時に、家族に認知症の方や要介護の

方がいると、内容はよく分かるが、身内にいないと書いている内容も今一つ分からない内容

があると思うので、パンフレット等を一緒にいれることはできるか。 

 

高野委員長：私の立場からすると、知らないのも含めて調査結果で出てくるべき調査なのかもしれな

いとも思うが、一方で啓発広報のために、ついでに入れるというのもあってもいいかと思う

ので、検討する。 

 

佐々木委員：６ページの認知症についての（２）の選択肢２と３ですが、「認知症の予防方法の普及」

とあるが、これはいかにも認知症は予防できると確たるものがあると私は感じるが、３の「認
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知症の方の介護方法などの普及」でも介護方法という表現がいいものか、疑問である。それ

と資料１の方にも認知症の予防方法という言葉が入っているが、これは方法ではなく、認知

症の予防もある程度はできるが、方法という言葉が引っかかるのだがいかがか。 

 

事務局：ご指摘通り、認知症を完全に予防することは出来ず、発症を遅らせるであったり、リスクを

下げるということを意図して記載したが、表現については検討したい。 

 

（２）活動団体等へのヒアリング調査について 

 

 事務局宮﨑主任から、【資料番号３】ヒアリング調査票（案）に基づき下記のとおり説明を実施。 

 

調査対象については、第２層協議体５団体、市内活動団体２０団体程度、計２５団体程度を予定し

ている。 

調査方法については、長寿はつらつ課職員等が、直接団体等に出向いて、話を伺う予定にしている。

なお団体へ出向くが、団体へのヒアリングではなく、あくまで団体参加者個人へのヒアリングとなる。 

調査項目については、地域の繋がりを続けていくために意識して取り組んでいることや、活動を継

続する上での課題について、地域包括支援センターの活動評価について、介護予防の参加意欲の高め

方について、ACP の考え方について、外出や移動の際に困難に感じる事について、デジタル社会にお

いての希望についての６項目を予定している。実際に活動に参加されている方の意識や意欲の高め

方、地域包括支援センターの評価状況等、アンケート調査からは拾いきれない情報を把握できるよう

努めていきたいと考えている。限られた時間の中でのヒアリング調査になるので、現在朝霞市におい

て特に必要な情報として６項目を設定したが、住民の声を直接お伺いすることのできる貴重な機会と

なるので、設問に縛られることなく、様々な意見をお伺いできるよう、柔軟に対応したいと考えてい

る。 

活動団体へのヒアリング調査についての説明は以上である。 

 

以下のとおり、委員からの質疑に回答及び委員の意見を聴取。 

 

高野委員長：第２層協議体とは何か。 

 

事務局：介護保険業界は１層と２層に分かれていて、１層が市全体の事を指している。２層と言

われるものは、市内日常生活圏域ごとという意味に分かれていて、昨年度までは日常生

活圏域は５か所あって、各日常生活圏域内に住民が主体で住民同士が助け合いというも

のを考え合う協議体を立ち上げて、議論している。どう助け合えるか、地域の実態を知

り、包括支援センターが中心となって組織したものになっていて、今年４月にできた第

６圏域については、まだこの協議体はないが、昨年度までできていた５つの住民が主体

となって助け合いを考える団体のことを第２層協議体と呼んでいる。 

 

高野委員長：市内活動団体とはどんなものか。 

 

事務局：佐々木委員が活動しているライゼの会や、家族介護支援の活動をしている団体も市内にはあ

るので、具体的にどこの団体に行くかまでは決まっていないが、各圏域３~４団体ほどとい

うところで、２０団体程度のヒアリングを考えている。 
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遠藤委員：６項目以外というよりは、まずこの資料はそのまま団体に行くのか確認したいという事と、

聞くにあたって、先程の説明の中では、団体としてではなく個人としての意見という話だっ

たが、その辺りを団体の方にもしっかり伝えておかないと、受ける側もそれなりに用意が必

要になると思う。 

 

事務局：こちらの用紙は団体に配布する予定はなく、あくまで我々の方で直接お伺いして、話を聞く

予定にしている。実際には伺った際に個別に話を聞くという形になるので、質問をする前段

階で、個別で伺う説明をしたいと思っている。 

 

遠藤委員：そうするとヒアリングの内容は事前には伝えておかないということになるか。 

 

事務局：内容を事前に配布したりとかは考えていない。日程調整のみ伝えたいと考えている。 

 

高野委員長：私の立場で言うと、半構造化面接的なインタビューをする時は、こういうことを聞きま

すのでよろしくと予め送って、聞かれる方も準備してくれると思うので、それ位のペーパー

は予め送っておかないと、聞かれる方も何を聞かれるんだろうと思うので、効率的にという

事もあるし、工夫した方がいいと思う。 

 

事務局：前回の団体のヒアリングの際も、直接お伺いしたので、それを前提に考えていたが、アポイ

ントを取る際や、依頼文を出す際に合わせて、事前に示しをした上で、受ける側も回答しや

すい環境を整えた上で、ヒアリング調査ができるように検討したい。 

 

高野委員長：ヒアリング対象の団体数が多いからだと思うが、例えば私に６項目聞かれたら、３時間

ぐらい喋ると思うので、１０分～１５分は短くて、３０分～１時間は考えた方がいいと思う

ので、検討が必要だと思う。 

 

事務局：活動団体の活動日にお伺いすることを想定していましたので、活動の妨げにならないように

１０分~１５分を設定していましたが、改めて課内で検討させていただきます。 

 

本田(麻)委員：団体と書いてありながら、団体に聞くのではなく個人というところが、聞かれた側も

どういう立場で答えていいのか分からないと思うので、団体の代表として答えたらいいのか

困ると思うし、全くの個人としての意見でいいですとなると、街頭インタビューでいいので

はないかとなると思うので、恐らく担当課で考えている目標としては、活動している皆さん

の実感としてお聞かせくださいという事だと思うので、「団体を代表する意見ではありませ

んが、ただの個人ではなく、こういう活動をしている皆さんだからこそ知っていることや言

いたいことがあるでしょうということで聞きたいんです」と、上手く伝わるような説明を入

れた方がいいと思う。 

あともう１つは、この軸通りに聞く事ではないという事だが、聞き方は工夫した方がいい気

がして、例えば①でも課題があれば教えてくださいということだが、むしろつながりや活動

は継続しているわけだから、継続しているコツを教えてくださいの方が、いい話が出てくる

と思う。また②地域包括支援センターの活動状況をどのように評価しますかでは、いいとか

悪いという話になってしまうので、例えばどんなことが役に立っていますかとか、どんな要
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望がありますか等、上手く聞いた方がいいと思う。 

 

事務局：ご指摘の通り、実際に活動している方を対象にしているので、継続するための工夫点や意欲

の高め方等を聞いていきたいと思っている。課題についても、現状続けていく中で、あるの

かないのかという事を踏まえて、続けていくコツも把握できる形でヒアリングをしたいと考

えている。 

包括支援センターの活動状況についても、業務も多忙で、相談内容も複雑多様化している中

で、今の活動状況が皆様にとっていいものなのかというところから、より良くするためには

どうしたらいいのか把握できるような形で聞いていきたいと考えている。 

 

 

３ 閉会 

 

 

会議録署名人                       


