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会  議  録（書面開催結果報告） 

会議の名 称 令和４年度第２回 東村山市地域包括ケア推進協議会 

開 催 日 時 令和４年８月８日（月） 

開 催 場 所 郵送による書面開催 

出 席 者 

及 び 欠 席 者 

●出席者： 

（委  員）山路憲夫委員・午頭潤子委員・磯部建夫委員・水野剛委員・

萩原明委員・土谷連次郎委員・黒木健次委員・葛野章委員・

石橋歌子委員・戸部牧子委員・武川眞理枝委員・後藤美夏委

員・酒井啓江委員・大久保佳世委員・中野治雄委員・新村逸

男委員・亀井俊治委員・山﨑陽子委員・永嶋昌樹委員 

●欠席者：なし 

傍 聴 の 可 否 
傍聴 

不可 

傍聴不可

の場合は

その理由 

書面開催によるため 
傍聴者

数 
 

 

会 議 次 第 

 

１．議題 

（１）次期「東村山市地域包括ケア推進計画」の基礎調査における質問項

目について（第９期高齢者保健福祉計画・介護保険計画） 

（２）次期「東村山市地域福祉計画」基礎調査における質問項目について 

（第６期高齢者保健福祉計画・介護保険計画） 

問い合わせ先 

健康福祉部介護保険課企画保険料係 

担当者名：小野 

電話番号：０４２－３９３－５１１１（代表）内線３５０１ 

ＦＡＸ番号：０４２－３９５－２１３１ 

備 考 

令和４年度第２回協議会は、令和４年８月８日（月）開催予定であったが、

新型コロナウイルス感染症流行に伴う対応のため、書面開催（委員からの

意見提出）による開催となった。 

会  議  経  過  

１．議題 

（１）次期「東村山市地域包括ケア推進計画」の基礎調査における質問項目について（第９期

高齢者保健福祉計画・介護保険計画） 
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資料１を送付し意見提出を依頼。 

委員意見 

○委員 

問10（３）、（４）について。（３）の後に「人生の最終段階における医療療養についていつ

頃どういう形で誰と話し合うべきと思いますか」という設問、選択肢を入れる。また、（４）

の後に「受けたくない医療療養は次のどんなことですか」という設問、選択肢を入れるのはい

かがか。 

○委員 

問９（１）は設問が「～情報の入手状況はいかがですか？」に対し、回答者の選択肢が「十

分に得ている、ある程度得ている・・・」など得ているかどうかの回答になっているので、設

問と回答をそろえる方がよいかと思う。回答に合わせるのであれば、設問を「～に関する情報

はどのくらい得られていますか。」または【資料３】の問 39に合わせて「～に関する情報はど

のくらい入手できていると思いますか。」但し、【資料３】の問 39 は「充分に入手できてい

る・・・」になっている。検討頂きたい。 

問９（２）は地域包括支援センターについて聞いている良い設問だと思う。せっかくなので、

利用経験の有無も聞かれたらいかがか。「～地域包括支援センターをご存じでしたか」を「～

地域包括支援センターをご存じですか」にするのはいかがか。過去形のほうがよいか？現在形

で聞いてもよいと思う。また、選択肢に「４．利用している（したことがある）」を追加する

と良いと思う。検討頂きたい。 

問10について。ここでは施策について聞いているが、選択肢はサービス事業を聞いている。

当市では医師会のご尽力により在宅医療も進んできているように感じている。その為選択肢に

「在宅医療（訪問診療）」などを追記してはいかがか。選択肢１の「24時間いつでも在宅で受

けられる介護・看護のサービス」には、在宅医療（訪問診療）は含まれないような気がする。 

介護保険制度のサービスのみを聞きたいのであればこのままでよいが、就労支援なども選択肢

に入っているため、検討頂きたい。また、選択肢「12.情報提供の充実」と「16.ICTを活用し

た事業」は対象である 65 歳以上の一般高齢者には何を意味することは分かりにくい印象を受

ける。検討頂きたい。 

問 11（３）は設問に「～容認できる額ですか」とあるが個人的には「容認」という言葉が

気になる。市として、容認できるかどうかを把握したいのか？その額について生活に影響がで

るほど負担になっていないかを聞きたいのではないかと察するがいかがか。すると設問及び選

択肢の言葉の遣い方をもう少し和らげてもよいのではないかと思う。国がこのような言葉を用
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いて調査をするように指示しているのではあればそれでよい。 

本調査に関して、依頼文（アンケートのお願い）が添付されていないので分からないが、個

人情報保護法も改正され、昨今個人情報保護や倫理的配慮に関する事項が厳しくなってきてい

る印象を受ける。依頼文には次の事項が必要かと思うので、参考までに伝える。 

・アンケートの目的 

（例：皆様の貴重なご意見は、〇〇区役所への政策提言を含め、区民の生活を支える取組み

や仕組みの構築に活用させていただきます。それ以外の目的に活用いたしません。） 

・結果の公表 

（例：本調査の結果は、〇〇区役所●●報告書にて公開されます。） 

・個人が特定されないこと（特定するのであればその旨を） 

（例：本調査は、個人情報保護に配慮し、回答者が特定されることありません。） 

・調査協力の諾否に関わらず不利益は生じないこと。 

（例：アンケート調査の回答は任意です。回答しないことにより、不利益を蒙ることはござ

いません。） 

・データ保管について 

（例：ご回答いただいたアンケート調査票の保管・管理は厳密におこないます。） 

研究ベースでは厳密には、保存した調査データは、調査結果の公表後 10 年を経たのち、す

べての電子データ、紙媒体を適切に廃棄いたします。と入れるが、ここまでは行政が行う調査

のためいらないかもしれない。 

・締め切り日、問い合わせ先。 

○委員 

問 10（１）の追加された選択肢「16.ICTを活用した事業」は ICTという言葉の意味がわか

るか心配である。 

○委員 

 新型コロナウイルス感染症拡大による、行動制限が３年も続いてしまうとコロナに対する意

識や生活上の変化、ウィズコロナの生活イメージなど考えていかざるを得ないと思う。何らか

項目追加でコロナによる生活の変化、心身や体調への影響、コロナや予防策に対する意識を把

握することも有効かと思う。 

○委員 

問10(１)の選択肢「16.ICTを活用した事業」はICTの意味が分からないと思う。日本語文

章が良いと思う。 
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また、アンケートの終了文章は書体を太文字がよいと思う。また装飾は■ではなく□でよ

いと思う。 

○委員 

問８（１）の設問はいきなり「認知症の症状がある……」と始まるが、これは自分

に症状があるか、ないかということか？自分のことと家族のことで相談相手が異なる

と思う。設問を分けた方がよいのではないか。 

問８（２）の選択肢「３．地域包括医支援センター」は「医」が余分。 

○委員 

 問 10の追加した選択肢「16.ICTを活用した事業」は ICTの説明をした方がよいのではない

か。 

〇委員 

アンケートは全体的に内容が細分化されており、選択式内容となっており大変わかりやすか

った。施策計画の方向性、市民様への調査計画内容に意義はない。 

【資料１】は調査アンケートの内容が多く、独居高齢者の理解度困難により回収率減がみら

れる懸念がある。 

地域の実情の可視化はぜひとも把握し地域住民同士の助け合いのしくみの定着、住みやすい

環境づくりをされることを願う。調査対象者リストを元に、集計結果から未回収の方への対応

策などあれば今後共有させて頂きたく思う。 

○委員 

 問９（２）「地域包括支援センター」の名称では、市民の側からすると何をする機関か解か

りにくいと思われる。サブタイトルとして「高齢者よろず相談・支援センター」等イメージし

やすい表記対応が望ましいと思う。 

市内各所で開催されている高齢者向けサロンや高齢者対象のイベントなどに日頃から通われ

ている方は、何かの機会に説明を受けている可能性はあるが、社会参加をされていない高齢者

やその家族は名称をご存じの方でも何をする所かお判りになっていないと思われる。私の所属

している自治会でも、地域包括支援センターとの橋渡しをした経験からも地域住民が分かりや

すい表記をお願いしたい。 

○委員 

問８（２）物忘れに関する質問は元の形式の「はい・いいえ」がどのような表記になってい

たのかわからないが、「はい・いいえ」だけより具体的な相談先が表記されており、回答し易い

と思う。選択肢「５.相談先を知らない」というより「相談先がわからない」とした方が、理解
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を得やすいように感じる。 

問９（１）は情報の「入手状況」より、「情報は得られていますか？」の表記の方が、馴染み

やすいと思う。 

問10選択肢 16は『ICT』という言葉が皆さん理解できるか。 

問11（４）介護保険料が高いという声をよく聞く。算出方法を数式化して明記することは大

変難しいと思うが、何とかわかりやすくできないか。理解を得られるような記載、自由記載欄

があっても良いのではないか。65歳以上が対象、特に女性には文章が硬くならない方がベスト

だと思う。 

【資料１】では解答の選択肢が横並びだが、【資料３】、【資料４】では縦並びである。この違

いには何か意味があるのか。１同時に送らなければいいのかもしれないが、多くは【資料１】

のように横に見ていく方が多いように思う。 

○委員 

問８（２）の選択肢３が「地域包括医支援センター」になっている。 

問９（２）に「地域において設置されている場所を知っていた」というような選択肢を入れ、

選択肢「１．業務内容まで知っていた」を「１．業務内容を知っていた」に変更、また「２．

名称のみ知っていた」を「２．名称を知っていた」に変更して、択一ではなく複数回答可にし

てはいかがか。 

問 10（１）に、「家族介護者に対するレスパイトケアサービス」または「家族介護者への支

援の充実」等を加えてはいかがか。社会的介護としての介護保険制度が充実してきたとしても、

在宅福祉において家族による介護はこれからも必要であると考えられるため。 

問10（２）の１の最後の文字「い」が消えている。 

問10（２）については、介護保険サービスや施設種別に詳しい人でなければ判断がつかない

のではないか。一般市民の高齢者の多くは、特別養護老人ホームと有料老人ホームの違いが分

からない。また、老人福祉法による有料老人ホームが介護保険法上の特定施設であることや、

有料老人ホームであっても介護保険による特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設や

そうでない施設があることなどは知らないと思う。いわゆるかつての高専賃がサービス付き高

齢者向け住宅となったことも知らないため、選択肢５を正確に理解できる人は少ないと思われ

る。さらにサ高住と有料老人ホームの境界が明確には分かりづらくなっている現状では、実際

に自分が暮らしている場所が住宅（の扱い）なのか施設なのかが、住んでいる本人すら曖昧と

なっている。選択肢１についても、家族に介護してほしいのか、介護保険サービスによる他者

からの支援を利用するのかは異なるので、一つの選択肢にまとめることは適切ではないと考え



 6 

る。 

〇事務局 

 頂いた意見を参考に質問項目の整理を行い、改めて 10月頃協議会を開き確認を依頼する。 

 

資料２、３、４を送付し意見提出を依頼 

○委員 

【資料３】問６の後に「地域で互いに助け合う体制をつくるにはどうすればいいと思いますか」

というという設問、選択肢を入れるのはいかがか。 

○委員 

【資料２】５.市民意向調査 各調査票の概要（２）各調査票について「①一般市民」の調査

票について 

アンケート対象者を前回の 18～64歳の市民から、18歳以上の市民に変更された点は大変良

いと感じた。一般高齢者の意見も是非反映いただけるとより良いと感じた。 

【資料３】Ⅷ今後望まれる施策などについて 

問 42 は「保健・福祉施策」を聞く問いであり、対象は全年齢に関する保健・福祉施策を対

象としているという理解でよろしいか。そうだとすると、「４．ホームヘルプ、ショートステ

イ、デイサービス・・」、「５．通所施設・・・」、「６．入所施設・・・」とあるが、これは介

護保険法や障害者総合支援法に定められたものをイメージしているのか。 

一つ目の疑問は、「選択肢４.ホームヘルプ、ショートステイ、デイサービス等の在宅福祉サ

ービスの充実」にある一部のデイサービスと、「選択肢５.通所施設の整備や施設運営の改善」

の通所施設は、一部同じものを示すかと思う。回答者は上位３つまでしか回答権がないため検

討頂きたい。 

二つ目の疑問は、回答する市民の対象年齢が 18 歳からなので、例えばデイサービスと言え

ば、介護保険サービスのデイサービスをイメージする人と放課後等デイサービスをイメージす

る人、入所施設と言えば介護保険サービスの老健や特養をイメージする人と障害者入所施設を

イメージする人、グループホームなどをイメージする人など様々になるかと思うが、それはそ

れでよいということか。 

意見としては、選択肢「１.子どものころからの福祉教育の充実」と聞いているので、これ

は子どもに関する福祉教育か。子ども福祉（貧困、虐待などイメージでよいか）の設問は良い

と思う。また、最近はヤングケアラーも話題となっていることも踏まえて、関連する選択肢を

入れておくのもよいかもしれない。選択肢を増加するか、含めた書き方にするかなど検討いた
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だきたい。【資料４】問９でもヤングケアラーという文言がでてきているので、関心はあるか

と思う。 

【資料１】でも伝えたが、【資料３】、【資料４】は依頼文が添付されており確認したが、個人

情報保護や倫理的配慮に関する事項が少々少ないように感じる。市長あいさつ文で記載される

のであればよいが、市長が倫理的なことを記載される訳ではないような気がするので、事務局

で追記されることが望ましいと思う。検討頂きたい。 

○委員 

【資料３】は、内容は悪くないと思うが、若い人にとってはこの量の物が送られてきた時にア

ンケートに協力してもらえるのか少し疑問に思う。また、いずれ Webでも解答できるようにで

きればいいと思う。 

○委員 

【資料３】問８、問 30 はロコモ、メタボ、COPD、フレイル、ACP など普段見聞きする用語が

どの位市民に浸透理解されているのかの把握に役立つと感じた。広報、案内などでの用語使用

の際にも参考になる設問と思う。 

「Ⅶ災害時の避難などについて」では、市民の防災意識をもう少しキメ細かく把握することが

できるよう質問を工夫してはどうか。 

【資料４】は地域福祉に共に関わる関係者の方々の社協に対する（受託事業も含め）意識や理

解度、期待も明らかになる設問であると感じた。共に結果を大切に受け止めていきたいと思う。 

○委員 

【資料３】一般市民向けアンケートは 44 問の量の多いアンケートなので最後のお礼文は大き

な文字で書いてあると心が伝わると思う。 

○委員 

【資料３】一般市民向けのアンケートの設問が多いかなと感じる。今までの回答率はどのよう

な感じか。設問数を減らせば回収率があがるということでもないかとは思うが、検討してみて

はいかがか。 

○事務局 

前回調査である平成28年度の一般市民調査の回答率は41.4％である。 

〇委員 

【資料２】、【資料３】、【資料４】の追加項目については、よろしいかと思う。一般市民向けの

アンケートに関しては、質問数が多いので n数が回収できるか心配である。 

〇委員 
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【資料２】には環境変化等に対応した設問の追加とあるが、ここ２年半コロナ感染の不安によ

り人々の生活は大きく変化している。介護保険も適切なサービスが受けられないとの声を多く

聞く。是非とも市民の意向が反映できるような調査をお願いしたい。それを提供できるかは別

な問題だと思うが、実情を正しく理解することは必要。 

【資料３】については健康面での問いが多くなっており、若い時から意識を持ってもらうとい

うことは、大変良いことだと考える。問19以下については、8050問題など、地域での関わり

なくして考えられない状況となっており、現在抱える問題として大きく取り上げなければなら

ないと思う。 

問34の市民後見人は、説明がありよく分かるが、東村山市には何人の方がおられるのか。 

〇事務局 

 令和３年度末時点の市民後見人の人数は 13人である。 

〇委員 

問37再犯防止推進法について、たぶん知らない人も多いのではないかと思う。触れられて

いることは必要と考える。 

〇委員 

【資料３】の設問数は高齢の方には量が多いのではないかとも思う。 

【資料４】については今回追加している、問９の選択肢の追加は必要と考える。 

〇委員 

【資料３】Ⅵ 福祉サービスについての設問に、地域包括支援センターと社会福祉協議会に関

しての設問を追加して欲しい。検討いただきたい。 

Ⅶ 災害時の避難などについての設問に、避難場所や避難所について、市内小中学校避難所

や福祉避難所などについての設問を追加して欲しい。検討いただきたい。 

〇委員 

【資料３】問10に関して。近年では遺伝子組み換え食品、ゲノム編集食品、残留農薬、ポス

トハーベスト等の影響に注意を払う人が増えてきているように思う。また、脂肪もどのような

脂肪なのかが問題であって、オメガ３のようにむしろ摂取することが推奨されている油もあ

る。そのためこれまでの選択肢では単純に回答できないので、見直す必要があると思う。 

問20については、地域包括ケアシステムの説明において国は、これまでの共助を「互助」、

介護保険サービスの利用等を「共助」としている。語句の定義は伝統的な自助・共助・公助の

ままでもよいとは思うが、少し気になる。 

〇事務局 
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 頂いた意見を参考に質問項目の整理を行う。 

その他 

〇委員 

認知症や加齢に伴う様々な疾病の発症は誰もが直面することであり、より若い世代からの教

育や啓もうが必要であると思う。 

 


