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令和２年度第３回高齢者支援部会・健康づくり支援部会合同部会 事前質問等一覧            当日配布資料 

№ 質問等内容 回     答 

１ 

パブリックコメント結果（番号 11） 

町内会での災害時要援護者支援の個別計画作成も

遅れがちである。その上、感染症の対策として、避難

所の収容人数がかなり減るものと思われるが、その

点の対応は出来ているのか。 

 

本市では、災害時の避難所開設・運営を円滑に行うため「避難所運営マニュアル」

を作成しています。新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、昨年５月にソーシャ

ルディスタンスの確保、手洗いの励行等の感染症対策について追加を行っていま

す。 

 感染症の対策により、避難所の収容スペースがさらに必要になる場合は、教室な

どのスペースを活用していくほか、近隣の避難所を案内するか代替避難所の開設、

ホテルの活用などを担当部署で検討しているところです。 

 

                      【担当課 介護高齢福祉課】 

２ 

パブリックコメント結果（番号 16） 

会議資料や議事録の公表について、ホームページ

の閲覧は高齢者など苦手な人もいるため、広報への

掲載を増やしてはどうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市で行われる会議の資料や議事録を広報紙で公表することは、紙面に掲載できる

量に限りがあるため困難ですが、皆様により分かりやすく伝えられるよう、記載内

容のほか、その公表方法についても検討を進めてまいります。 

  

 

【担当課 介護高齢福祉課】   
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№ 質問等内容 回     答 

３ 

計画案（18ページ） 

第２節 健康づくり・介護予防の推進 

【現状と課題】 

糖尿病の有所見（HBA1-c が基準値を超えている）

割合が帯広市は 63.8％と全道平均 53.3％より 10％

以上高く、全国平均 57％よりもかなり高い。これは

放置することは勿論出来ないし、認知症や合併症の

リスクも高まるので、市民への啓蒙や周知を積極的

にやるべきではないか。 

 

帯広市では、糖尿病を健康課題の一つと捉え、糖尿病対策事業を実施しています。

健診受診者の HbA1c の数値によって対象者を定め、予防・治療・重症化予防のそ

れぞれに合った手法・内容で保健指導・健康相談を行っています。また、市のイベ

ントや市施設及び、商業施設等で、糖尿病についてのパネル展などを実施し、様々

な世代の方に対しての啓発活動も行っています。 

今後も、認知症や合併症のリスク等も含め、積極的に市民の皆様へ周知啓発を行

ってまいります。 

 

 

 

【担当課 健康推進課】  

  

４ 

計画案（38ページ、39ページ） 

２ 予防対策の推進、及び＜主な事業の実績＞ 

38 ページ、２予防対策の推進では、認知症と生活

習慣病の関係の周知、啓発について、出前講座などを

行うことになっていますが、39 ページの実績では、

出前講座、講演会が平成 30 年度 24 回から令和元年

度５回と大幅に減少していますのは何故ですか。 

 

実施回数が減少した要因の一つとしては、認知症をテーマとした出前講座の依頼

があった際、認知症に関する正しい知識の普及・啓発を行うため、出前講座ではな

く認知症サポーター養成講座の開催を積極的に勧めてきたことが考えられます。な

お、認知症サポーター養成講座には認知症と生活習慣病の関係など予防に関する内

容も含まれています。 

また、自主活動団体や地域交流サロン等に対しては、地域包括支援センターも普

及啓発を行っており、令和元年度は全 17 回、認知症に関する講話や実技を行って

います（令和元年度より内容別集計開始）。 

 

                

   

【担当課 地域福祉課】   
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№ 質問等内容 回     答 

５ 

計画案（23ページ） 

１ 総合的な相談体制の整備 

（２）地域包括支援センターの充実 

③地域ケア会議とあるが、東地区の実態と構成を

知りたい。 

 

地域ケア会議のうち分野別のネットワーク会議等については、地域を限定せずに

開催しているため、地域包括支援センターが開催する個人の困りごとや課題を検討

する個別ケア会議で回答します。 

市全域の実績は 29 ページに掲載していますが、そのうち東日常生活圏域での開

催は平成 30 年度、令和元年度いずれも 7 回です。 

構成としては、ケアマネジャーやサービス事業所、医療機関などの専門職に加え、

町内会や民生委員等の地域の方など、検討する事例に関わる方を中心に、開催の都

度必要な方を参集しています。 

実態の全体的な傾向としては、世帯構成ではひとり暮らしの方、状況では認知症

のある高齢者の検討が多く、東圏域では、個別ケア会議にちょっとした支え合いサ

ポーターが参加し、生活支援につなげた事例もあったと把握しています。 

                  【担当課 地域福祉課】   

６ 

計画案（34ページ） 

第５節 地域で支える仕組みづくり 

【第七期計画の取組】 

地域福祉ネットワークとあるが、東地区の実態と

構成を知りたい。 

 

ここで記載する「地域福祉ネットワーク」は、特定の地域や団体を指すものとは

異なり、民生委員・児童委員、老人クラブ、町内会のほかボランティア団体や協議

体など、地域福祉に関わる様々な機関・団体等が、それぞれの活動や各種会議等を

通じ、相互の連携を図ることを「ネットワーク」と表記しています。 

 

                  【担当課 地域福祉課】   

７ 

計画案（34ページ） 

２ 生活支援体制整備 

生活支援体制整備とあるが、具体的にはどのよう

なものがあるのか知りたい。 

 

生活支援体制整備事業とは、住民同士の互助による生活支援を行う体制を整備

するもので、具体的には市全域を担当する第１層生活支援コーディネーターのほ

か、各日常生活圏域に地域支え合い推進員を配置し、互助を実践するちょっとし

た支え合いサポーターの養成や活動創出に向けた支援、協議体の開催等を行うも

のです。 

 

                【担当課 地域福祉課】   
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№ 質問等内容 回     答 

８ 

計画案（63ページ） 

１ 総合的な相談支援の充実 

（１）地域包括支援センター運営事業 

PDCA サイクルの意味について知りたい。 

 

 

 PDCA サイクルとは、Plan（計画）、Do（実施）、Check（点検評価）、Act（改善）

の４段階を繰り返すことで、取り組みを継続的に改善することですが、地域包括支

援センターの運営に当たっては、事業評価の結果を翌年の実施方針や、各地域包括

支援センターの事業計画に反映させながら、取り組みを強化していくこととしてい

ます。 

                         【担当課 地域福祉課】 

９ 

計画案（64ページ） 

３ 地域福祉ネットワークの推進 

ネットワークの推進とあるが、東地区の実態と構

成を知りたい。 

 

№６の回答と同じです。 

 

 

 

              【担当課 地域福祉課】   

10 

計画案（73ページ） 

６ 介護サービスの質の向上、介護人材の確保及び

育成 

（２）介護人材の確保及び育成 

介護人材の確保とあるが具体的にどのような人材

か。 

 

本計画における介護人材の確保は、介護保険サービスに従事する人材（介護福祉

士や介護員等）を想定しています。 

              

 

 

 

     【担当課 介護高齢福祉課】   

11 

計画案（74ページ） 

６ 介護サービスの質の向上、介護人材の確保及び

育成 

（２）介護人材の確保及び育成 

 ③業務改善の中に ICT とあるが、その意味を知り

たい。 

 

ICT は「Information and Communication Technology（情報通信技術）」の略

で、介護分野では、都道府県が管理する「地域医療介護総合確保基金」により介

護ロボットや介護ソフトやタブレット端末の導入費用の補助などが実施されてい

ます。本市では事業所が ICT の導入を検討する際の相談等について支援を実施し

ています。 

 

【担当課 介護高齢福祉課】   
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№ 質問等内容 回     答 

12 

計画案（63ページ） 

１ 総合的な相談体制の充実 

（１）地域包括支援センター運営事業 

多様な役割を求められている地域包括支援センタ

ーの人員配置に帯広市独自の加算を。 

 

これまでひとり暮らし高齢者相談員や認知症専門担当職員に加え、地域ケア会

議等を実施するためのコーディネーターの配置など、市独自で人員を配置したほ

か、認知症施策や在宅医療・介護連携推進事業等、新たな取り組みに対し予算措

置を行っています。 

ご指摘のとおり、地域包括支援センターは地域包括ケアの推進に当たり重要な

役割を担う機関であり、今後も体制確保を図っていきます。 

 

【担当課 地域福祉課】 

13 

計画案（75、79ページ） 

【評価指標と考え方について】 

評価に用いる指標 

人員不足の事業所が高い数値の割合であり、

16.8%の離職率も危機的状態と思われるが、成果を

離職率の現状維持とした理由と施策の整合性につい

て。 

 

介護人材の確保は、安定的な在宅・施設サービスの運営に向けての課題の１つと

捉えており、新たな人材の発掘のみならず、職員の定着を図ることも重要と考えて

います。 

指標の設定にあたっては、統一した判断基準により、全国や全道平均と比較も可

能である「離職率」を設定しました。 

目標を現状維持とした理由については、事業者に対するアンケート調査におい

て、３年前と比較して離職者が増加しているという現状を踏まえ、離職率の上昇を

抑制することを目標としたものです。 

                    【担当課 介護高齢福祉課】 
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№ 質問等内容 回     答 

14 

計画案（69ページ） 

２ 在宅医療・介護サービスの充実 

（3）在宅医療・介護連携の推進で、訪問診察医の確

保の項目がない。 

 帯広市の在宅訪問を標榜している医師数は。 

 

国の「在宅医療・介護連携推進事業の手引き」に基づき相談支援、普及啓発、

情報共有支援、研修の４つの取り組みとしています。手引きでは、医療人材の確

保・育成や地域資源の偏在の解消に関しては都道府県の主導により課題解決をし

ていく必要があるとされています。 

なお、医師の確保や看護師の養成など、住民が安心して診療を受けられる医療

体制が求められており、十勝定住自立圏においても地域医療の課題解決に向け、

関係町村と連携を進めています。 

在宅訪問については、十勝総合振興局がとりまとめた十勝管内在宅医療実施機

関一覧（令和２年 10 月１日現在）によると、訪問診療又は往診を行っている医療

機関は市内 34 医療機関（前年の同調査時 32 機関）となっており、医師数につい

ては把握していません。 

【担当課 健康推進課 地域福祉課】  

15 

計画案（63ページ） 

１ 総合的な相談支援の充実において 

地域包括支援センターの充実を図ります、とある

が、相談機能の充実か、地域ケア会議の充実か。 

 

地域包括支援センターの充実とは、地域ケア会議を含め地域包括支援センター

運営事業全体のことを指しています。具体的には、国の考え等を踏まえ事業評価

も活用し、現状において実施が十分ではない取り組みを強化し機能強化を図るな

ど充実させていく考えです。 

               【担当課 地域福祉課】   

16 

計画案（66ページ） 

６ 介護者への支援 

ダブルケアやヤングケアラーの情報収集や意見交

換等による把握の具体策は。 

 

国は、全国の教育現場を対象としたヤングケアラーに関する実態調査を行い、今

年度中に調査結果をまとめることとしています。 

本市においては、その調査結果を踏まえ、地域包括支援センターやケアマネジャ

ー、教育機関等、様々なネットワークを通じて意見交換を行いながら、実態把握に

繋げていきたいと考えています。 

                【担当課 介護高齢福祉課】  
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№ 質問等内容 回     答 
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計画案（76ページ） 

１ 正しい知識の普及・啓発 

（１）認知症サポーター養成講座の実施 

 高校生への実施の拡大はどのような方法か。一人

の人が小・中・高校と講座を受けるのか。 

 

八期計画策定に当たり開催した団体意見交換でのご意見も踏まえ、高校での実

施の拡大に向け取り組みます。方法としては、広報おびひろや帯広市ホームペー

ジも活用して高校での実施や受講の感想を紹介するなど周知を図るほか、講座を

開催する地域包括支援センターとも協議しながら、取り組みます。 

ご指摘のとおり、令和２年度より小中学校で開催しており、数年後にはすでに

受講したことのある生徒が出てきますが、小学生、中学生、高校生は使用するテ

キストも異なり、アンケートなどからは年齢に応じた感じ方、理解があり、繰り

返しの学習とはなりますが意味があるものと考えています。 

 

                【担当課 地域福祉課】   
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計画案（76、77ページ） 

２ 予防対策の推進 

（４）認知症カフェの登録 

76 ページに「通いの場」の活用の推進、77 ページ

に認知症カフェの取り組みを支援とあるが、新型コ

ロナウイルス感染症の流行中にどのような活用の推

進や取り組みの支援を考えているのか。 

 

国では外出自粛時の認知症カフェ継続に向けた手引きにおいて、カフェに関す

る広報紙や、手紙・電話、訪問などでつながりを感じてもらうことに加え、オン

ラインでの開催などの手法について示しています。 

現在は休止中のカフェが多い現状ではありますが、今後、認知症カフェの運営

者とも情報共有や意見交換を行うなど、具体的な支援について検討していきま

す。 

 

                【担当課  地域福祉課】   

 


