
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　堺市超高齢社会に対応するための地域包括ケアシステムの推進に関する条例（案）
　　　　　　　　　　　　　　　　　についてのご意見の要旨と本市の考え方

NO ご意見の要旨 市の考え方

■第1条 目的（P1）

1

　今後、高齢化の進行に伴い、様々な課題が出てくる中で、「高齢者が尊
厳をもって人生の最後まで暮らし続ける」ことができるように、次回の高
齢者保健福祉計画・介護保険事業計画作成時に、高齢者の生活実態調査を
行い、状況や市民のニーズを把握して欲しいです。

　本市では、3年に1度策定している「堺市高齢者保健福祉計画・介護保
険事業計画」の基礎資料とするため、計画策定前に必ず「堺市高齢者等
実態調査」を行っております。
　次回策定時にも調査を実施し、本市の現状を把握していきたいと考え
ています。

2

　「…もって高齢者が何らかの支援が必要となった時も、自分らしく、社
会とのつながりの中で住み慣れた地域で安全に安心して…」とあるが、高
齢者は支援が必要となった時に、地域のみで暮らすことしかできないので
しょうか。施設利用等はできないという意味でしょうか。

　「住み慣れた地域」は、現在お住まいの家だけでなく「地域」にある
特別養護老人ホームを始めとした施設等も含めて考えています。高齢者
ご本人が、希望される場所でいつまでも暮らし続けることができる地域
包括ケアシステムをめざしています。

■第2条 定義（P1～P2）

3

　「公助」の定義について、「自助」「互助」「共助」で支え切れない部
分を「税と社会保障により補完」するという考え方は、地方自治体本来の
役割である「住民の福祉の増進をはかる」ことから逸脱しています。
　条例の基本的な部分になる為、「公助」を主体とするようにして欲しい
です。

4

　「公助」の定義について、憲法第25条の「健康で文化的な最低限度の生
活」を定めた生存権を否定する条例になると思います。
　自治体の責任は極めて重要です。市民の命と向き合う堺市の姿勢が重要
になるのではないでしょうか。

5
　高齢障害者にとっての「自助」、「互助」、「共助」とは何ですか
　高齢障害者にとって、「公助」が大変重要となります。

6
　「命令等において～」について、市民が命令されているのですか。市の
責務を命令しているのですか。

　ここでの「命令等」につきましては、政省令を表しています。法令の
うち、政令、内閣府令、省令など、内閣や各省が発令するきまり（命
令）のことであり、いわゆる「命令」という意味ではありません。

7
　この条例においての「高齢者」の定義について、65才以上の高齢障害者
も対象になりますか。

　この条例においての「高齢者」とは、65才以上の市民等を対象として
おり、65才以上の高齢障害者も対象となります。

8

　「地域」という表現があるが、地域とは何を意味していますか。（自治
会又は異なる意味のもの）
　自治会の意味である場合は、会員のみで非加入の人もあり、会員と非加
入の人をどのように取り扱うのでしょうか。

　「地域」とは、人によっても異なり、また同じ人でもその時の状況に
応じて変わると考えています。市民等の皆様が共に支え合い、助け合
い、気遣い合って誰もが安心して快適に暮らしていける地域をめざして
います。

　市としては、「共助」として介護保険制度を適切に運営するととも
に、組織化、制度化された助け合いの仕組みづくりを支援しています。
　また、「公助」としては、公的な制度・事業を通じて生活支援などを
行っています。
　今後急激な高齢化の進展に伴い、公的な福祉サービスだけでは支援の
必要な高齢者を支えることが難しくなると考えられ、「自助」「互助」
「共助」「公助」により、地域でさまざまな主体が相互に力を合わせ、
支え合う社会をつくっていくことが、ますます重要になると考えていま
す。
　市民がいつまでも安心して心豊かに暮らし続けることができるよう、
必要な時に必要なサービスを提供できる体制づくりを進めることが、市
の責務であると考えています。
　また、障害者の高齢化への対応につきましては、サービスの充実に向
けて様々な課題が存在しており、高齢障害者の日常生活・社会生活への
支援の一層の充実が求められているところです。本市としましては、介
護保険制度の見直しについて今後の国の動向を注視するとともに、本市
障害福祉担当課と情報共有などの連携を図ってまいります。合わせて
「自助」「互助」の重要性についてもご理解いただけるよう市として啓
発に取り組んでまいります。



NO ご意見の要旨 市の考え方

■第3条 基本理念（P2）

9 　市民は、「支え合うべき」と市から命令されているのでしょうか。

　地域包括ケアシステムの推進は、市民の皆様のご協力なくしては実現
し難いものであることから、それぞれが状態に応じて役割を持って相互
に支え合うことが重要となることについて、ご理解とご協力をお願いし
ているところです。

■第4条 市の責務（P2）

10

　地域ケア会議等を用いて、地域課題への解決に取り組む必要があると考
えますが、「相互に連携し、及び協働するよう努めるものとする」との表
現では、連携、協働することに留まることが懸念されます。地域包括ケア
システムに関するさまざまな会議体により意見聴取を図り、地域課題につ
いて検討する場面を設ける必要があると考えます。

　本市では、高齢者支援のネットワークの構築を目的とした「堺市高齢
者支援ネットワーク会議」に地域ケア会議の機能を位置づけており、圏
域から区へ、区から市へと課題を上げ、市全体で取組むべき内容につい
ての検討を行っていくことで、高齢者支援を進める中で出てくる地域課
題の共有及び解決に取り組んでいるところです。
　今後も、必要に応じて地域課題等について検討する場の充実を図って
まいります。

11
　何よりも介護サービスの基盤整備が大切であり、堺市高齢者保健福祉計
画・介護保険事業計画で、「介護職員の確保と待遇改善や介護保険施設等
の整備」を十分に保障して欲しいです。

　介護職員が安心して働き続けることができるよう、国において、平成
２９年度介護報酬改定により、月額平均１万円相当の処遇改善加算の充
実が図られています。そのほか、本市では、キャリアパスの導入支援、
職場改善、多様な人材の採用支援のほか、福祉・介護職の魅力発信な
ど、人材確保に向けた介護サービス事業者への支援に取り組んでいま
す。

12
　市の責務として、「…計画を策定し、効果的に実施するものとする。」
という文章だけでは、市の具体的な施策が分かりません。公的ケアを築く
ことで、地域住民間等との連携や協働が生まれると考えます。

　本市では、「地域包括ケアシステムの推進に関する施策を総合的に推
進するための計画」に位置づけるものとして、2025年度までの具体的な
取組み内容とその進捗を可視化できるようにした「地域包括ケアシステ
ムの構築に向けて平成37年度までの取組等を示したロードマップ」を考
えており、今年度中には見直しを図り、本市の地域包括ケアシステムの
進捗管理に活用してまいります。
　本条例（案）で、「自助・互助・共助」では支えきれない部分を公的
な制度・事業を通じて生活支援などを行い、補完し支え合う社会をつ
くっていく「公助」の考え方も含めて示し、それぞれが相互に支え合い
ながら地域包括ケアシステムを進めてまいります。

13

　市民が認知症予防、介護予防をしたいと思い、実行しようと思った場
合、場所の提供や多少の費用が必要となります。一般市民が行動を起こし
たいと思った時に、相談に乗ったり支援（財政支援も含め）をしたりでき
るような体制を是非作ってください。
　さらに、高齢者が年々増加している状況に十分対応することができる体
制には、器だけ作らず、人員体制や職場環境が重要になると思います。

　運動を行いたいグループを対象に、保健師や理学療法士等の専門職が
チューブ体操やウォーキング等様々な運動を勧めるなどの支援事業を
行っています。
　このことにより、市内では、様々な種類の介護予防や健康づくりのグ
ループが活動を継続しています。また、体力づくりだけでなく、脳の活
性化を促すため、関西大学と共同で開発した「堺コッカラ体操」の普及
に努めています。
　今後も健康づくりをきっかけとした高齢者の仲間づくり、地域のつな
がりづくりに取り組んでまいります。

■第6条 市民等の役割（P3）

14
　65歳以上の高齢障害者における「介護予防」とは何でしょうか。高齢障
害者家族の高齢化の問題がある中、「努めるもの」とされると、負担にな
ります。

　「介護予防」につながる要素には、日常生活における活動もあると考
えています。例として、日常的に可能な限り「歩く」、地域やご家族と
の「コミュニケーション」、「バランスの良い食事や口腔衛生を行
う」、「定期的な健康診断」等も「介護予防」であると考えています。
　「努めるもの」と法制的に文言を用いていますが、「できる範囲で取
り組む」ことにより、地域包括ケアシステムを推進すべくご理解、ご協
力をお願いしているところでございます。



NO ご意見の要旨 市の考え方

15

　「自助」、「互助」、「共助」、「市民の役割」条項があり、自立の強
要と寄与すること、他人事にしない、協力するなど、市民への命令と感じ
てしまうことばかりで、この条例制定に関して不安と懸念があります。
この条例が市民への命令・強制ではない場合は、「協力して欲しい」、
「ひとりひとりがみんなのことを考えて活動して欲しい」と受けとれる表
現に変更をお願いします。
　決して強制ではなく、市民にお願いすること以上に市はあらゆる努力を
するということが分かる内容にして欲しいです。

　本市の地域包括ケアシステムの推進に当たっては、市民の皆さまのご
理解、ご協力なくしては実現し難いものであり、今後は、公的な福祉
サービスだけでは支援の必要な高齢者を支えることが難しくなります。
　そのため、「自助・互助・共助・公助」により地域で様々な主体が力
を合わせ、支え合う社会をつくっていくことが、今後ますます重要にな
ると考えます。
　ご意見を参考に「協力」等、文言の検討を行ってまいります。

■第7条 啓発活動（P3）

16

　厚労省の資料からも地域ケア会議の位置づけは大変重要なものであると
確認できますが、堺市では定期的に地域ケア会議を行っているのか分かり
ません。第7条において、「地域ケア会議の推進」も必要ではないでしょう
か。
　啓発を行うにしても、根拠となるものは「地域課題」であり、「地域課
題」に対して地域で考えることのできる場が地域ケア会議であると考えて
います。
　併せて、地域ケア会議の中での課題に対して、その課題を解決できるよ
うな手段を市としても部署を越えて検討出来る体制が必要だと思います。

　本市では、高齢者支援のネットワークの構築を目的とした「堺市高齢
者支援ネットワーク会議」に地域ケア会議の機能を位置づけており、圏
域から区へ、区から市へと課題を上げ、市全体で取組むべき内容につい
ての検討を行っていくことで、高齢者支援を進める中で出てくる地域課
題の共有及び解決に取り組んでいるところです。

17
　市民は、「地域包括ケアシステム」について、まだまだ知らない人が多
いと思います。このままでは、理念条例としての言葉遊びに終わる可能性
があるため、もっと周知することが必要であると考えます。

18
　市民への広報活動をもっと行い、市民の代表が出る市議会で議論をして
ください。

■第8条 情報の収集、発信等（P3）

19

　地域ケア会議として高齢者支援ネットワーク会議が活用されています
が、十分に情報収集が出来ていないと考えています。どのような社会資源
があれば、住み慣れた地域で継続して生活できるのか、堺市に必要な社会
資源やシステムについて検討していくような仕組みの構築が必要と考えま
す。

　本市では、高齢者支援のネットワークの構築を目的とした「堺市高齢
者支援ネットワーク会議」に地域ケア会議の機能を位置づけており、圏
域から区へ、区から市へと課題を上げ、市全体で取組むべき内容につい
ての検討を行っていくことで、高齢者支援を進める中で出てくる地域課
題の共有及び解決に取り組んでいるところです。
　また、地域課題を把握し、地域で必要な資源を創出するためのコー
ディネートを行う、日常生活圏域コーディネーターの配置を進めている
ところです。

■第9条 学校における地域包括ケアシステム等に関する理解の促進（P3）

20
　学校教育で「支え合う心」を教えるとしているが、まずは憲法に基づく
社会保障の考え方こそ、教えるべきです。

　地域包括ケアシステムの推進については、子どもから大人まであらゆ
る世代において、高齢者の尊厳や、地域でお互いに支え合うことの重要
性、自助、互助、共助及び公助の考え方に関すること等学ぶ場が重要に
なると考えており、学びの場の提供に努めてまいります。

■第12条 審議会（P3～P4)

21

　サービス提供側の委員が集まる審議会では、進捗状況や実現状況を検
証・評価するのは難しいと思います。
　審議会は行政とは別の第三者機関として設置し「ケアシステム推進施
策」の進捗管理及び検証、評価をして欲しい。

　審議会を構成する委員としては、学識者、医療介護等関係者、市民団
体、議員等からの構成を考えています。あらゆる分野からのご意見等を
お伺いし、本市における地域包括ケアシステム推進施策を、より一層効
果的に実施していくため、調査審議してまいります。

　
　今後も、普及啓発を積極的に行い、本市の地域包括ケアシステムの推
進について、市、医療介護等関係者、市民等の皆様で一緒に考えて進め
てまいります。
　条例案につきましては、平成30年第2回市議会で様々なご意見をいた
だいたところです。それらのご意見も真摯に受け止め、再検討した条例
案を第3回市議会に提案していく予定です。



NO ご意見の要旨 市の考え方

■第13条 組織（P4）

22

　委員について、学識経験のある者その他市長が適当と認める者のうちか
ら、市長が委嘱するとあるが、実際にシステムのサービス提供側の意見が
中心になり、サービス享受側である市民の意見が反映され難いと思いま
す。
委員の委嘱については、対象となる高齢者など複数の委員を公募で選定し
てはどうでしょうか。

　審議会につきましては、学識者、医療介護等関係者のほか、市民団体
の代表者、市民の代表である議員等で構成することを検討しており、広
く市民の意見が反映できるものと考えています。

■その他

23
　全国に先駆けた地域包括ケアシステムに関する条例の制定に賛成しま
す。

　高齢者が安心してすこやかにいきいきと暮らすことができるよう、医
療、介護、介護予防、住まい、生活支援が包括的に提供される「地域包
括ケアシステム」の構築及び深化・推進を図ってまいります。

24

　現在、要支援２のサービスを受けています。
1 堺市・地域包括支援センター・サービス事業者の連携を深め三者が相互
に役割を確認し合い、各被保険者の実態の把握とそのサービス提供に努め
ること。（特に新規事業者の運営状況や実績などを市と地域包括支援セン
ターの2者が主導連携し厳正な調査や指導徹底の上、安易に被保険者に不適
正な事業者を紹介することがない条例（案））
2 頻繁なヘルパーの交代は可能な限り避ける条例（案）
3 各被保険者の現実生活に必要とするサービス提供を可能な限り実現する
条例（案）
4 基本理念は「高齢者が住み慣れた地域で心の通う必要なサービスや支援
を受けながら安心して暮らし続けられること」とする条例（案）
　経験から、以上の条例（案）が必要であると感じています。

　本市としましては、医療介護等関係者と行政が連携を推進していくた
めに、顔の見える関係づくりに努めているところです。また、職場改
善、キャリアパスの導入支援など、人材確保に向けた介護サービス事業
者への支援に取り組んでいます。
　今後とも、介護及び支援が必要な方に必要なサービス等が提供できる
よう、本市の地域包括ケアシステムの推進に向けて、条例制定の取組を
進めてまいります。

25
　「市民目線」、「現場主義」で、堺に住んで良かったと誰もが思える、
堺の独自性を出した条例を制定して欲しいです。

　この条例の主役は、市民と考えており、地域の特性に応じて地域包括
ケアシステムを構築していく、と定めています。また、地域包括ケアシ
ステムに関する条例は、他市で前例がなく、この条例を制定すること自
体が、堺の独自性のある取組の一つであると考えています。

※類似の意見については集約しています。


