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自由回答 （抜粋）
【賛成】
・これからの時代に沿った流れだと思う。
・市町村で知恵を出しボランティア、NPO
の地域の資源活用することにより費用を
抑え、効果を高める仕組みをつくり上げ
ることが重要であると考える。
【反対】
・地域支援事業の受け入れ態勢（環境、
人員、活動拠点）等が整備されていない。
・地域によって格差が生じる。
【その他】
・制度の全体像（受け皿）が見えていない
ためどちらともいえない。

自由回答 （抜粋）
【賛成】
・介護保険制度が持続可能なものになる
為に致し方ない。
・２４．５９％もいる２５０万以上の人の負
担を３割でもいいのではないか。高額介
護費は高所得者は対象外とすべきでは。
【反対】
・保険制度の考え方にそぐわない。必要
な人に必要なサービスが利用できる仕
組みを保証できることが前提。
・サービスの利用を控え、結果自立支援
につながらないように思う。
【その他】
・一定以上の所得金額を見直す必要が
あるのでは。

自由回答 （抜粋）
【賛成】
・ある程度の負担はお願いしたい、自分
が住み生きるための費用だから。
・低所得者への配慮は必要だが基本的
にはいいと思う。
【反対】
・正確な資産が把握できるとは思えない。
・保健施設は中間施設であり在宅に帰る
ことが想定されているのだから、資産処分
しなければ入所できないような状況にな
らないようにすべき。
【その他】
・まだしっかり勉強できていない。資産は
ご本人が知らせたくない場合などどうな
るのか。

平成２５年度制度改正アンケート結果

Ⅰ．次期制度改正に関するアンケート
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自由回答 （抜粋）
【賛成】
・実際は介護３以上でないと特養の名簿
には上がらないので意味がないこととも
思えるが、要介護１～２で申し込む人も
いるので事務手続きなどの労力を削減す
る為にもこの限定はいいと思う。
・待機者が多い現状では線引きの必要が
ある。
【反対】
・介護保険施設を「生活の場」として位置
付けている以上、介護度が高い人しか
入所できないという考えがそもそも間違
っている
・認知症の人や介護者不在など軽度者
でも在宅が難しい方も多い。
【その他】
・病院の雰囲気が強くなると思う。専門性
や介護の仕方介護の統一はしやすくなる
のか、寝たきり集中もあり得るとしたらど
うか。

自由回答 （抜粋）
【賛成】
・連携強化につながる。
・地域包括ケアシステム構築の為には
必須。
【反対】
・仕事量が煩雑になる。
・現実問題として不可能。
【その他】
・そもそも地域ケア会議がどういうものか
十分理解できていない。
・絵に描いた餅にならないようどのように
行っていくか難しいと思う。
・勉強不足で良くわからない。

平成２５年度制度改正アンケート結果
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Ⅱ．事業所の災害対策に関するアンケート
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・地域資源の確保、情報提供。
・個々のご利用者に対して生活全体を見守るスステムが必要。
・各あんしんすこやかセンターの対応に差がある。もう少し、親身に相談に乗ってほしい。
・緊急時のショートステイがなくて困っている。
・担当ケアマネでも、認定情報を本人に聞いてほしい、まだ郵送前・・・と言って、公開してもらえないが、
　急いで知りたいときもある。ケアプラン作成上、必要な情報だけでも教えてほしい。
・区の助成制度でおむつ支給について。介護度のみで区切らず状況把握に応じた助成が必要と思われる。
（特にリハビリパンツは介護度１～２の方が必要な場合が多い）
・ターミナル期、区変かけてから認定がおりるまでの期間が長く間に合わない。医師の意見書で即、至急
　出来るようにならないか。
・各地域によりばらつきがある。これが特性であるが、この特性を理解し全体を統一して底上げ（標準化）
　していく姿勢、取り組みを見える化してほしい。
・今後も新しい情報等を透明性を持って提供してほしい。
・国の制度として決まった介護保険制度であるが、これから保険者の権限が強くなっていく中、制度にとら
　われず柔軟に対応していってほしい。
・地域交流に難しさを感じています。仲人的な役目（とりもつ）をお願いしたいです。
・段差のある公共の道路に車いすでも通行可能になるよう配慮してほしい。今後は高齢社会になる。転倒
　予防対策は経費節減にもなると思います。
・各支所の窓口によって書類の記入内容や対応が統一していない。支所によっては協力性がない。

Ⅳ．世田谷区に対し、ケアマネジャーとして区に望むことやご意見
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・色々な研修があって有難いです。
・ケアマネとして必要な研修をタイムリーに収集していければと思う。
・よりよい生活を実現していくためにもケアマネとの対話機会→実現への道筋→良いものは都か国に発信
　できるというようなチャンネルを推進してほしい。
・予防給付の単位数について
　訪問介護、通所介護は１カ月単位の単位数になっている。この考え方を改善してほしい。
　理由
　訪問介護・・２年前の改正で１カ月の単位数が下がったことにより、訪問介護事業所は予防の方は（どん
　な内容でも）１時間しかできないとの事（１時間３０分必要ならば週２回）
　介護保険では支援内容で時間を判断することになっているが実施されていない。
　週１回１時間と１時間３０分の単位数を分けた方が良いと思う。
　通所介護・・要支援２の方が週１回通っても単位数が変わらない。
　１日のデイサービスと半日のデイサービスの単位数が同じ（このことは上記の旨を含む）
　要支援１と要支援２の単位数の区分を細かく考えてほしい。（要支援１の方週１回の半日デイ利用の単位
　数等）
　このことを区分することで介護保険の利用量の削減になると思う。
　要支援２の方でデイに通いたいと思ったが、契約の際に週１回しか利用しないのに２回分の利用料金が
　取られてしまうのは納得いかないと仰り利用を中止した。本当にサービスが必要な方が利用できないの
　はおかしいと思う。
・地域包括ケアシステムの構築に向けて連携の義務化を希望。
・予防プランの受託の義務化。特に特定事業所加算事業所は、Ⅰの重度化要件撤廃。

Ⅳ．世田谷区に対し、ケアマネジャーとして区に望むことやご意見
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・これからの時代に沿った流れだと思うから。
・地域とのつながりがより密になる。
・地域に住まう人同士でできる助け合いを目的とした動きになりそう。
・予防的な視点から地域の人が良く把握できると思うので。
・人員を十分確保してほしい。今のあんすこ業務に人員もそのままだとやりきれません。
・介護保険の内容程のサービスまでは必要でないと思われる人が多い。もう少し自助努力が必要。本当の
意味での予防となっていない場合が多い。単純に介護サービスの量を少なくしただけのような形が多くみら
れる。
・市町村で知恵を出しボランティア、NPOの地域の資源活用することにより費用を抑え、効果を高める仕組
みをつくり上げることが重要であると考える。上限設定すべき。継続的にサービスを受け入れられるような
仕組みが必要。
・地域のコミュニティの活動を活発にした方がいい。

・民間企業としては厳しい。
・地域格差が広がるかもしれない。
・受け皿があるのか。今後すべて保険者任せになっていくのか不安あり。
・地域の受け皿が整っていない為。
・地域支援事業の受け入れ態勢（環境、人員、活動拠点）等が整備されていない。
・利用者、サービス事業所の混乱が生じる。地域による格差。
・近隣地域での格差が生じると思われる。
・地域によってはサービス量に差ができ、同等のサービスが受けられないのではないか。
・利用者の事を考えていない。高齢者の意見を聞いていない。
・利用者は混乱するので今のままでいいと思います。
・地域によって格差が生じる。
・利用者に必要なことがきちんとできるのか、利益は守られるのか、デメリットの方が多いと感じる為。
・介入の遅延と安定供給の不安による重度化の恐れがある。

・勉強不足です。よくわかっておりません。
・具体的にどのようなシステムになるのか分からないので。
・自治体によってサービスの内容に差が生じないか？財政負担も考えていく必要もあるしどちらともいえな
い。
・予防（要支援者）の中にも必要なサービスと不必要なサービスを受けている人の格差がある。居宅のケア
マネはサービスの必要性を考える必要がある。本当にサービスが必要な人は介護保険が担うべき。
・目的と方法が不明確な状態にある為。
・よくわかりません。
・支援の方の不安をあおっているような気がします。
・高齢者人口の増加と財政破たんをきしている為やむを得ない状況にあるのだと思います。地域支援もい
つか需要が追い付かないことになると思いますが。
・制度の全体像（受け皿）が見えていないためどちらともいえない。
・しっかり勉強できておらずはっきり意見を言う事ができない。
・地域によって違いが出ると思うので。
・どこまで移行できるのかよくわからない。
・どこで予防の人と分けるか未知数。
・ケースバイケースだと思う。ただ財源のみで考えれば賛成。

ですか？

・収入と現状はちがく利用が減ってしまう可能性あり。

自由回答

Ⅰ－１．予防給付の地域支援事業への移行について、どのようにお考えですか？

【賛成】

【反対】

【その他】

Ⅰ－２．一定以上所得者の利用者負担が２割になる事について、どのようにお考え

【賛成】
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・必要であれば仕方ない。
・介護保険制度が持続可能なものになる為に致し方ない。
・サービスを維持していくという部分では必要なことであると思う。
・財政難なので仕方がないのではないか。所得のある方の協力は必須。
・現在とれるところが他にないと思う。
・一定所得の人が２割になり、一定所得以下の人が負担なしでサービスを受けるようになれば平等になると
思う。
・所得のある方には出していただきたい。
・今後財源不足は大きな課題になると思われるので。
・必要と思う。
・仕方がないことと思われるが基準額の設定が気になる。
・一定以上所得者の基準が大切ですが。
・賛成だが２４．５９％もいる２５０万以上の人の負担を３割でもいいのではないか。高額介護費は高所得者
は対象外とすべきでは。
・賛成ではありますが例えばご夫妻がいくつものサービスをお使いでご負担が大きくなる場合もあると思う
ので何とも言えません。
・高所得の方については医療保険のように負担割合が上がるのはいいと思う。
・３割５割の人がいてもいいと思う。財源には限りがある。
・保険料のみでは賄えないのでやむを得ない。
・収入がある方が負担することには問題ない。
・足りない部分が多いならば補足できる人にしてもらう形は悪くないと思う。平等性に関しては考えるところ
だが。
・サービスを利用している方からも２割で良いと意見有り。
・やむを得ないと思います。
・財政上仕方がないと思う。余裕のある方には出していただけるのが良いかと。
・みんなで支える介護保険の為。

・保険制度の考え方にそぐわない。必要な人に必要なサービスが利用できる仕組みを保証できることが前
提。
・もう少し方法が分かればいいが、一定所得をうまく隠す人がいるので。
・サービスの利用を控え、結果自立支援につながらないように思う。
・消費税増額と重なり生活に多大な負担となる。
・一定以上所得者はすでに保険料負担の段階で所得再分配機能要素が加味されている為新たな利用者
負担の導入は避けるべき。
・すれすれの人の負担が大きい。利用者が納得しないのでは。
・所得の確認が難しい。正確に把握できるか疑問。
・一定の所得の基準が問題である。
・すごい高所得者であれば良いが設定によっては介入がしづらくなる危険性がある。
・上限を適正に考えてほしい。

・仕方ないと思います。国の財政が借金まみれ、持っているのは一定以上の所得者と言われています。と
れるところがないのですから。
・必要性がそれほどなくても利用される方には抑止力となるが、必要でも控えてしまう場面も考えられる。
・一定以上の所得金額を見直す必要があるのでは。

動産の保有状況）について、どのようにお考えですか？

・資産は考える必要があると思う。
・一律一並びで極端な差が出ないようにするのであれば問題ない。
・介護保険施設が存続しないと入居者様の生活の場が無くなってしまう危険があるから。
・低所得者への配慮は必要だが基本的にはいいと思う。
・ある程度の負担はお願いしたい。自分が住み生きるための費用だから。
・独居または核家族化した時代に合っていると思う。
・資産のある方は出していただきたい。
・財源不足。

Ⅰ－３．介護保険施設の食事・居住費に対する補足給付の資産勘案（預貯金や不

【賛成】

【反対】

【その他】
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・預貯金はどのように調べるのか、本当にきちんと公平にできるのか不安はある。
・高齢者の介護にあたる施設はこれからどんどん足らないことになると思う。
・使い方次第だと思いますが。
・不平等がないようにするのは良いと思う。
・どのように調査するの？誰がやるの？
・平等に介護サービスを利用できる一環として。
・保険料のみでは賄えないのでやむを得ない。
・収入（年金）が少ない方は介護保険負担減額証は必要だと思う。
・低所得の方には補足給付は必要、所得のある方には負担していただく。
・なるべく多くの人が使えるように判断基準は必要。

・正確な資産が把握できるとは思えない。
・保健施設は中間施設であり在宅に帰ることが想定されているのだから資産処分しなければ入所できない
ような状況にならないようにすべき、資産用件は適当ではない。
・現在の収入のみの勘案で良いと思う。
・所得の確認が難しい。（正確に把握できるか疑問）
・細々と生活され蓄えた方もいる為不公平が生じる。
・個人情報で問題が生じるのでは。

・介護保険と社会保障改善のための経費に使われることが保証されるなら財政上やむを得ないと思う。
・資産をきちんと見分けられればいいと思いますが。
・不動産の保有だけでは生活維持が難しい時は担保にするなど有効活用したらどうか。
・資産の把握方法（マイナンバーで？）が不明確では。
・まだしっかり勉強できていない、資産はご本人が知らせたくない場合などどうなるのか。
・（反対）正確な資産把握が困難と思われる。公平性を確保する観点では必要と思われる。
・不動産＝金銭所持とは思わない。
・預貯金は自己申告等にある様、判断基準が不明瞭です。
・施設の事は内情が分からないが施設→在宅とする中では在宅にお金を使ってほしい感はある。

についてどのようにお考えですか？

・おおむねよろしいと思いますが例外事例は用意する必要があると思われます。
・軽い方は他の色々なところを利用していただく。
・ただ軽度者が入る施設も必要だと思います。
・正確な介護度が反映されていれば重度者限定で良いと思う。
・実際は介護３以上でないと特養の名簿には上がらないので意味がないこととも思えるが、要介護１～２で
申し込む人もいるので事務手続きなどの労力を削減する為にもこの限定はいいと思う。
・重度者に対する介護の社会化をさらに進めるために一定の水準の施設は設置が必要。一方では財政の
持続性の確保を考えることが必要。入所対象者はより重度者に限定すべき。
・待機者が多い現状では線引きの必要がある。
・待機待ちが多いので要介護３以上にした方が大変な方が入りやすいのでは。
・軽度者を入所させたいのであれば有料に入ればよいと思う。
・待機者が多すぎて本当に必要な人が入れない。

・介護２以下でもニーズはある。
・要介護３利用者を抱えるご家族が一番大変であるように感じる。
・介護１でも在宅生活継続厳しい方有り。
・軽度者の生活の仕方、居宅での生活が難しくても負担が増える。どうしてよいのか考える。
・介護保険施設を「生活の場」として位置付けている以上、介護度が高い人しか入所できないという考えが
そもそも間違っている。これでは介護度が高い人を入居させないと運営がままならないと言っているような
もの。
誰の為の何を目的としたものなのか厚労省は考えなおしてほしい。全く本末転倒な話である。
・特養の病院化を招く恐れ。

【反対】

【その他】

Ⅰ－４．特別養護老人ホームへの入所を中重度者（要介護３以上）に限定すること

【賛成】

【反対】
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・入れないとわかっていても申請をする事だけで気が休まる要介護１～２の人がいます。
・認知症の人や介護者不在など軽度者でも在宅が難しい方も多い。
・諸事情に関して柔軟な対応ができればよいと思うが。
・軽度に人の受け皿がない現状で限定するのはさらに受け皿を無くすのでは。
・介護区分だけでは判断することは難しい。
・要介護３以下の認知症独居対策が弱い。
・介護度が低い方でも認知面で大変な方がいる。
・要介護３以上という基準に問題を感じる。
・身体状態でふるいにかけるのはいかがなものかと思います。
・認知症等の方でどうしても家族が見れない方や見守り必要な方の行き場所が減る。
・限定することは危険。

・特養の位置づけ（今は修正の場ではないと思うが）をしっかりと決めてGHや小規模、特定等も役割を持た
せる必要があり。それから特養の入所限定は考えてもいいと思う。
・要介護度だけの基準というのは入所理由にするのはどうかと思う。
・何とも言えないが、現実はそうなっていると思う。
・限定という事はどうかと思う。要介護２で身寄りがない低収入の人はどうすればいいのか。
・実際今もそういう現状だと思う。
・認定基準内容（要介護３以上）の改定と見直しは必要だと思います。
・介護度のみの限定をするのはどうかと。介護者等様々な要因でポイントがついている現状をなぜ変更す
る必要があるのか。申請受理等の事務処理が煩雑だからか、待機者の数を減らす為か、施設に入り落介
着き護度が低くなったケースや介護自体も適正かどうか疑問である。措置は残りますよね。
・３以上といっても３の方でも入所できるのかどうか、また今までと変わりないような感じもしたので。
・病院の雰囲気が強くなると思う。専門性や介護の仕方介護の統一はしやすくなるのか、寝たきり集中もあ
り得るとしたらどうか。
・現時点でも要介護１２の方は入所できていないと思う。要介護３以上と限定してしまうと特養の職員の負担
が多くなる。人員の確保ができるでしょうか。
・その人の認知等の様子によって。

ようにお考えですか？

・現在のサービス内容を評価できる。
・連携強化につながる。
・より深い議論ができ高齢者に福音をもたらすのであれば良いと思う。
・出席率があがり質の向上が図れると思うから。
・地域の交流になり情報交換の場となる。
・システムとして標準化にされることは必要だと思う。中身についての議論は必要。
・地域での高齢者に対する支援が少しでも良くなればいいのではと思う。
・どうぞと申し上げますがますます忙しくなるのでは。
・地域包括システムの実現は必要。
・地域包括ケアシステム構築の為には必須。
・主任ケアマネを含めケアマネの位置づけ等を強化してほしい。
・地域での連携や情報交換がしやすいと思われる。
・地域レベルでの生活の質の向上につながる。ケアマネの資質の向上にもつながる。
・地域のケアマネはもっと積極的に参加が必要。
・地域で見守っていく取り組みには賛成である。
・地域が高齢者を全体として見ていくことはいいと思う。
・ただしただやっているという感じにならなければよいと思う。

・意味わかりません。自治体によって地域ケア会議の考え方が違います。
・仕事量が煩雑になる。
・地域包括ケアセンターの業務が増える。どれだけ高齢者が賛同してくれるか。
・現実問題として不可能。
・制度に位置づけなくても必要時は開催できている。区の方の負担が増える。

【その他】

Ⅰ－５．地域ケア会議が介護保険法に制度的に位置づけられることについて、どの

【賛成】

【反対】
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・そもそも地域ケア会議がどういうものか十分理解できていない。
・まだよくわからない。
・現状で多職種の集まってのサ坦すら困難なのに制度に位置づけたら在宅ケアマネのなりてが無くなってし
まうのでは。
・メリットデメリットが分からないので答えられない。
・絵に描いた餅にならないようどのように行っていくか難しいと思う。
・勉強不足で良くわからない。
・まだしっかり勉強していない。地域全体で関わることで情報が偏らず良いのではないかと思います。
・可能な限り地域において自立した日常生活を営むことができるように支援するとなっている。（主催は）市
町村、地域包括支援センターが主催となっていますが良くわかりません。
・会議の内容によると思います。
・どちらともいえない。

【その他】
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