
 

 

第８期神戸市介護保険事業計画・神戸市高齢者保健福祉計画（案）

に関する市民意見の概要及び市の考え方 
 

１．意見募集の目的 

 計画案に対する市民の意見を幅広く募集することにより、第８期介護保険事業計画の

策定に活用する。 

 

２．意見募集の概要 

（１）募集期間  令和 2年 12月 18日（金曜）～ 令和 3年１月 22日（金曜） 

（２）募集方法  郵送、ＦＡＸ、持参、電子メール、ＨＰ上の意見送信フォーム 

（３）計画（案）の概要の配布場所 

① 窓口配布 

 神戸市役所 介護保険課、市政情報室（２か所） 

 各区保険年金医療課介護医療係（北須磨含む 10か所） 

 各区健康福祉課あんしんすこやか係（北神・北須磨含む 11か所） 

 北神区役所市民課窓口係 

 西区西神中央出張所 

② 神戸市のホームページ「神戸ケアネット」に掲載 

（４）意見募集の周知 

① 広報こうべ（12月号）に掲載 

② 記者資料提供（12月 16日） 

 

３．市民意見の概要 

（１）意見提出状況 

意見提出数  82通 (234件) 

 

  （内訳） 

計画書の項目 件数 

第３部第１章 フレイル対策を含めた介護予防の推進 14 

第３部第２章 地域での生活の継続に向けた支援 23 

第３部第３章 認知症の人にやさしいまちづくりの推進 15 

第３部第４章 安全・安心な住生活環境の確保 23 

第３部第５章 人材の確保・育成 28 

第３部第６章 介護保険制度の適正運営 10 

第４部 介護サービス量等の見込み 0 

第５部 介護保険事業の費用と負担 98 

介護保険制度・計画全般 13 

市政全般 3 

その他 7 

合計 234 

 

（２）市民から寄せられた意見の概要及び市の考え方（別紙） 



番号 項目 細目 市民意見の要約 市の考え方
類似
意見

21

３－
１

フレ
イル
予防
をは
じめ
とし
た介
護予
防の
推進

総合
事業

 要介護者の総合事業への移行、介護
保険給付切り捨てをやめてください。
 短期研修へルパーによる「総合事業・
生活支援訪問サービス」の質と量の引
下げ、「住民主体訪問サービス」の利
用料の全額自己負担をやめてくださ
い。
「総合事業」のサービスの質と量を後
退させず、基準・単価は介護報酬と同
額にしてください。

　総合事業の訪問型・通所型サービスは、従来の訪
問介護・通所介護に相当する「介護予防訪問サービ
ス」「介護予防通所サービス」に加え、基準を緩和し
た「生活支援訪問サービス」や、住民主体による「住
民主体訪問サービス」などを実施しています。
　今般の総合事業の対象者を要介護者まで広げる
国の制度改正について、本市では「住民主体訪問
サービス」のみ対象となり、国の動向を注視しなが
ら、実施に向けて検討しています。
　また、生活支援訪問サービスは、市の定める研修
修了者等が身体介護を伴わない生活援助のみを提
供するサービスですが、少子高齢化の進展により介
護人材はますます不足されることが見込まれること
から、幅広い担い手の確保と利用者負担額も含めた
サービスの多様化を図るため、実施しています。
　生活支援訪問サービスは令和２年９月現在309の
事業所に参入いただいており、引き続き必要なサー
ビス量を確保していきたいと考えています。
　生活支援訪問サービスの報酬単価について、従事
者の資格要件の緩和や訪問介護計画書の作成を不
要とするなど事務面での軽減により、従来の訪問介
護の８割としています。これは、事業者団体にも参画
いただいた「総合事業サービスワーキンググループ」
で議論し、平成28年2月の介護保険専門分科会にお
いて了解いただいたものです。
　また、住民主体訪問サービスは、国の総合事業ガ
イドラインにおいてボランティア主体による支援であ
るため、その自主性に鑑み、補助による実施が想定
されており、住民主体の団体に対して、原則補助（助
成）を行うもののため、サービスの利用料は、自己負
担となります。
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番号 項目 細目 市民意見の要約 市の考え方
類似
意見

3

３－
１

フレ
イル
予防
をは
じめ
とし
た介
護予
防の
推進

総合
事業

　妻が要支援２と認定されたが、要支
援の場合、介護保険の支援を受けら
れないと聞いた。介護を受けたい時に
支援を受けられるような納得のいく制
度になることを求める。

　要支援の場合、各種のサービスと、総合事業の訪
問型・通所型サービスをご利用いただけます。
　総合事業では、従来の訪問介護・通所介護に相当
するサービスに加え、基準を緩和したサービスや、住
民主体のサービスなどを実施しています。
　サービスの利用に当たっては、あんしんすこやかセ
ンターのケアマネジメントに基づき、その人の状態等
に応じた、自立支援や介護予防に向けて必要なサー
ビスをご利用いただくこととなり、専門的なサービスを
必要とする方は、従来の訪問介護や通所介護に相
当するサービスを利用可能です。
　引き続き、自立支援の観点から適切なケアを受け
ることができるよう、必要な取り組みを進めてまいり
ます。

2

３－
１

フレ
イル
予防
をは
じめ
とし
た介
護予
防の
推進

総合
事業

　国は介護保険法施行規則を改訂し、
総合事業の対象を市町村の判断で要
介護者へ拡大することを、2021年4月
に施行しようとしている。
　NTTデータ研究所(2019)「介護予防・
日常生活支援総合事業及び生活支援
体制整備事業の実施状況に関する調
査研究事業報告書」によると、訪問
型、通所型ともに、基準を緩和した従
来型のサービスAが全体の半分以上を
占め、逆にサービスを多様化したB～D
の新規参入者は僅かとなっている。
　総合事業の検証と議論が不足する
中、このまま進めても、上手くいくとは
考えられず、少なくとも、この間に行わ
れた総合事業の実績を、詳しい資料と
して国民の前に提示し、国会の議論を
経る必要がある思う。
　あわせて、神戸市に対し、第８期神戸
市介護保険事業計画が始まっても、安
易に総合事業対象者を要介護利用者
まで拡大せず、まずは総合事業の詳
細な検証を神戸市議会で行うことを求
める。

　総合事業は、2025年には団塊の世代の方が75歳
を迎え高齢化が進展していく中、介護人材はますま
す不足されることが見込まれることから、既存の介護
事業所によるサービスだけでなく、ＮＰＯや民間企
業、ボランティアなど、地域の多様な主体により多様
なサービスを提供することで、高齢者を地域全体で
支えることを趣旨としています。
　総合事業では、従来の訪問介護・通所介護に相当
する「介護予防訪問サービス」「介護予防通所サービ
ス」に加え、基準を緩和した「生活支援訪問サービ
ス」や、住民主体による「住民主体訪問サービス」な
どを実施しています。
　今般の総合事業の対象者を要介護者まで広げる
国の制度改正について、本市では「住民主体訪問
サービス」のみ対象となり、国の動向を注視しなが
ら、実施に向けて検討しています。
　また、神戸市では、毎年、各サービスの実施状況等
から、今後の改善や見直し等を検討するため、市民
福祉調査委員会介護保険専門分科会の下に設置し
ている「総合事業サービスワーキンググループ」で検
証しています。
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番号 項目 細目 市民意見の要約 市の考え方
類似
意見

4

３－
１

フレ
イル
予防
をは
じめ
とし
た介
護予
防の
推進

総合
事業

「総合事業」は介護保険料を払い続け
ながらサービスが使えない「保険あっ
て介護なし」の制度となっている。対象
者を要介護者まで広げないようにする
べき。

　総合事業は、2025年には団塊の世代の方が75歳
を迎え高齢化が進展していく中、介護人材のますま
すの不足が見込まれることから、既存の介護事業所
によるサービスだけでなく、ＮＰＯや民間企業、ボラン
ティアなど、地域の多様な主体により多様なサービス
を提供することで、高齢者を地域全体で支えることを
趣旨としています。
　総合事業では、従来の訪問介護・通所介護に相当
する「介護予防訪問サービス」「介護予防通所サービ
ス」に加え、基準を緩和した「生活支援訪問サービ
ス」や、住民主体による「住民主体訪問サービス」な
どを実施しています。
　今般の総合事業の対象者を要介護者まで広げる
国の制度改正について、本市では「住民主体訪問
サービス」のみ対象となり、国の動向を注視しなが
ら、実施に向けて検討しています。

6

5

３－
１

フレ
イル
予防
をは
じめ
とし
た介
護予
防の
推進

介護
予防

　幅広い人々が介護予防に取り組める
よう、介護予防事業の拡大を要望す
る。

　高齢者のつどいの場など、介護予防に資する集ま
りは市内に約1,800か所あり、地域での社会参加を通
して無理なく介護予防に取り組んでいただけるよう、
支援しています。また、フレイル予防の啓発を目的と
した、イベント型事業（フレイル予防支援事業）も展開
しており、引き続きより多くの人に介護予防に取り組
んでいただける事業を推進していきます。

6

３－
１

フレ
イル
予防
をは
じめ
とし
た介
護予
防の
推進

生涯
現役
社会
づく
り

　「生涯現役社会づくり」という命題は
いいとは思うが、みんながみんなそう
なれるわけではなく、努力しても病気・
ケガなど避けられない方もいる。そうい
う方々が寂しい思いをしないような工
夫も欲しい。そういう人たちが「悪者」
「怠け者」のように扱わないまでも、思
わせてしまうような施策は避けるべき
ではないか。

　第8期計画では、高齢者が役割と生きがいを持って
生活できる環境づくりとして、就労やボランティア活動
など、「生涯現役社会づくり」に取り組むこととしてい
ます。そして、病気や怪我、加齢などにより医療や介
護が必要となっても、住み慣れた地域でその人らしく
暮らすことができるよう、医療・介護・予防・生活支
援・すまいが一体的に提供される地域包括ケアシス
テムの一層の深化を図り、助け合いながら地域をと
もに創っていく地域共生社会を目指すこととしていま
す。「生涯現役社会づくり」はその取組の一環の施策
であり、ご理解の程、よろしくお願いいたします。
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番号 項目 細目 市民意見の要約 市の考え方
類似
意見

7

３－
２

地域
での
生活
の継
続に
向け
た支
援

介護
家族
支援

　ヤングケアラーの問題について、知
らない人が多く孤立している。もっと啓
発して欲しい。

　今後、学校・福祉・児童の関係者に対する研修や事
例検討を行うなど、こども・若者ケアラー（主に20代ま
での方を想定）の理解の促進をはかります。

8

３－
２

地域
での
生活
の継
続に
向け
た支
援

介護
家族
支援

　独居及び老老介護家庭、ヤングケア
ラーの実態を把握し、必要な生活支援
を行ってください。

　神戸市では、地域の民生委員の協力のもと「高齢
者見守り調査」を実施しており、70歳以上の一人暮ら
しの方や、75歳以上の高齢者のみの世帯の実態把
握に努めております。見守りが必要な方に対しては、
民生委員や友愛訪問ボランティアが見守りを行って
おり、支援が必要な方を把握した際には、あんしんす
こやかセンター等の関係機関と連携しながら、介護
保険サービスや福祉サービスにつないでおります。
　今後とも、高齢者が地域で孤立せず、地域の中で
安心して生活できるよう、必要なサービスにつなげて
いくよう支援してまいります。
　また、ヤングケアラーの実態把握については国の
調査結果が令和３年度に公表されることとなってお
り、そちらを参考にしたうえで、本市では、こども・若
者ケアラー（主に20代までの方を想定）に関し、令和
３年度には相談窓口設置などの支援を行います。

3
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番号 項目 細目 市民意見の要約 市の考え方
類似
意見

9

３－
２

地域
での
生活
の継
続に
向け
た支
援

あん
すこ
セン
ター

 あんしんすこやかセンターへ期待され
る役割はますます増えている。地域格
差が出ないよう、人員を増員し、行政
の力で地域を支えて欲しい。

　あんしんすこやかセンターの人員については介護
保険法で高齢者数に応じた職員数を配置することと
なっており、本市でも担当する圏域の高齢者数に応
じた職員を配置するとともに、地域住民間で見守り支
え合えるコミュニティづくりを支援する地域支え合い
推進員も配置しております。
　高齢者が増加して行く中、住みなれた地域で尊厳
ある日常生活を営めるよう地域包括ケアシステムの
構築を推進するためには、行政の力だけではなく、地
域のみなさんの自助・互助の力も重要になってまいり
ますので、ご理解いただきますようお願いいたしま
す。
　地域包括ケアシステムの中核的機関であるあんし
んすこやかセンターが機能強化できるよう今後も支
援を行ってまいります。

1

10

３－
２

地域
での
生活
の継
続に
向け
た支
援

在宅
医
療・
介護
連携

　区役所のICT活用が遅れており、オン
ライン会議（多職種）に参加してもらえ
ずとても困っている。

　神戸市では働き方改革（業務改革）を推進してお
り、多様で柔軟な働き方の実現を目指すため、区役
所へタブレット端末（iPad）を配布し、現場でのモバイ
ルワークやペーパーレス推進、web会議の利用等を
進めていきます。

11

３－
２

地域
での
生活
の継
続に
向け
た支
援

権利
擁護

　現在、神戸市社会福祉協議会こうべ
安心サポートセンターが福祉サービス
利用援助事業を行っており、自宅に住
んでおられる方を対象にしているが、
入院中や施設に入所中の方への対応
も広げて欲しい。ケアマネジャーが金
銭の確認することもあり、非常に困って
いる。

　現在、本事業については、市内在住で、福祉サービ
スの利用や金銭管理などについて１人で判断するこ
とが難しい高齢の方や障がいのある方、契約内容に
ついて理解する能力のある方を対象としており、入
所・入院中（グループホームを除く）の方については、
基本的に施設や病院で日常を過ごすこととなり、主な
支出が入所・入院費と想定されることから、原則とし
てご利用いただけないこととしています。
　ただし、お金を無心されてお困りの場合や近いうち
に退所・退院して在宅で生活されるご予定の場合等
は、ご相談を受け付けております。
　本事業の利用者が在宅生活を継続できるよう、現
在の体制で事業展開を行っていく中で、このような一
定の要件が必要であることをご理解いただきますよ
う、お願いいたします。

5



番号 項目 細目 市民意見の要約 市の考え方
類似
意見

12

３－
２

地域
での
生活
の継
続に
向け
た支
援

緊急
時の
対応

　新型コロナウィルス等の感染症や災
害に備えて、介護体制の対応整備をす
ること。

　本市では、感染症対策が必要な状況下において、
事業者がサービスを継続して提供できるよう、事業継
続に向けた財政支援を国へ要望しており、令和3年
度介護報酬では、改定率+0.70％のうち、新型コロナ
ウィルスへの対応分として0.05％の報酬が上乗せさ
れることになっています。
　また、介護報酬改定においては、感染症や災害に
対応出来るよう業務継続計画（BCP）の策定が義務
付けられるなど、体制整備が強化されます。
　本市においても、介護サービスを継続して提供でき
るよう兵庫県と連携した職員の応援協力スキームな
どの推進や、ICT の活用による応援必要時の情報連
携体制構築の促進等に取り組んでいきます。

13

３－
２

地域
での
生活
の継
続に
向け
た支
援

緊急
時の
対応

　コロナ感染拡大の影響で運営困難と
なった介護事業者に対し、事情や苦悩
の訴えを聴き、医療・介護崩壊を招く前
に万全の救済策を尽くすこと。

　本市では、介護や医療関係団体で構成される神戸
市介護サービス協会との連携による、事業者向けア
ンケート実施や、適宜の事業所関係団体との意見交
換などにより、実態把握に努めています。
　感染防止対策に取り組んでいただいている福祉
サービス事業所に対して、国や県、市独自による補
助や給付など、様々な支援を実施しています。
　また、感染症対策が必要な状況下において、事業
者がサービスを継続して提供できるよう、事業継続に
向けた財政支援を国へ要望してきており、令和3年度
介護報酬では、改定率+0.70％のうち、新型コロナ
ウィルスへの対応分として0.05％の報酬が上乗せさ
れることになっています。
　引き続き、現状を把握しながら、国、県、市連携の
下、介護事業者の支援に取り組んでまいります。
　
（参考）これまでの主な支援策
・神戸市独自の施策として、事業を継続している市内
全ての介護・障害福祉サービス事業所に対して、一
律20万円の給付金を支給　（約4,600事業所対象）
・国と神戸市の連携により、感染者や濃厚接触者等
に対応した介護施設事業所などを対象にサービス継
続支援事業を実施。消毒清掃費用や割増賃金など、
通常の業務に加え特別に必要な経費について事業
所へ補助。
・さらに、国の「緊急包括支援事業」として兵庫県と連
携し、全ての施設・事業所に対応、感染防止策の徹
底に必要な費用を支援。
・「緊急包括支援事業」では、感染者らへの対応にあ
たる介護従事者に最大20万円の慰労金を支給。

11
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番号 項目 細目 市民意見の要約 市の考え方
類似
意見

14

３－
２

地域
での
生活
の継
続に
向け
た支
援

介護
予防

　年々、高齢者が増え、自宅で転倒さ
れる方も急増しています。高齢者夫婦
世帯や独居世帯など転倒したが、立ち
上がりや起き上がりができなく、夜間な
どに電話連絡があります。職員も対応
できない場合もあり、市で転倒した方
の対応できる部門や事業を行って欲し
いと感じています。

　高齢者の転倒を予防するため、様々な機会に転倒
しない生活について専門職により講話や啓発を行っ
ています。また、要支援・事業対象者については、「フ
レイル改善通所サービス」や要支援者・要介護者は
デイサービスやデイケアなどにおいても、運動機能の
向上を目指し、サービスを実施しております。
　いただいたご意見は、今後の参考にさせていただ
きます。

15

３－
３

認知
症の
人に
やさ
しい
まち
づく
りの
推進

認知
症

　認知症「神戸モデル」の財源は、市民
税の超過課税ではなく、公費で実施す
べき。

　診断助成制度と事故救済制度を内容とする認知症
「神戸モデル」は平成31年1月より開始しています。
　認知症は加齢により、誰しもなり得る病気であるこ
とから、財源は将来世代へ負担を先送りすることな
く、現在の神戸市民の皆さんに広くご負担いただくと
いう趣旨から､令和元年度より、お一人当たり年間
400円（月当たり約34円）ご負担いただいております。
　また、制度の持続性を確保する上で、神戸モデル
の取組が全国制度となるよう、従来から国に対して
要望しています。

13

16

３－
３

認知
症の
人に
やさ
しい
まち
づく
りの
推進

認知
症

　MCIと診断された方の行き場所を行
政の支援で作るべき。また「フレイル改
善通所サービスへの案内」と書かれて
いるが、どれくらいの規模で整備され
ているのか疑問。

　軽度認知障害（MCI）と診断された方への医療面の
支援として、神戸モデルの認知症診断助成制度で
は、MCIの診断を受けた方へ、おおむね6か月ごとの
経過観察のための受診をおすすめしています（精密
検査を含め、年度で２回まで助成対象）。また、認知
症疾患医療センターにおいて、MCIを含む認知症の
診断後の専門医療相談・日常生活支援相談を行って
います。
　日常生活上のサービスとしては、認知症疾患医療
センター等でフレイル改善通所サービスの案内を
行ってるほか、今年度、認知症やMCIと診断された人
を対象に、在宅生活を送るための見守りや外出の付
き添い等を行う、介護保険外でのヘルパーサービス
の開始を予定しており、MCIと診断された方のフォ
ローを進めてまいります。
　また、フレイル改善通所サービスは、現在市内12か
所（各定員20名）で、フレイル予防に必要な「栄養
(食・口腔機能)」「運動」「社会参加」のプログラムを提
供しています。利用は原則６か月間ですが、日常で
継続して介護予防を行えるように、地域での社会参
加に繋げるなどの支援を行っています。

7



番号 項目 細目 市民意見の要約 市の考え方
類似
意見

17

３－
４
安
全・
安心
な住
生活
環境
の確
保

施設
整備

　特別養護老人ホームを増やし、待機
者を早急に解消すること。

　高齢者ニーズや地域バランス等に配慮した多様な
施設の整備が必要と考えており、特別養護老人ホー
ム、介護老人保健施設、認知症高齢者グループホー
ム、特定施設（有料老人ホーム及びサービス付き高
齢者向け住宅）といった施設を、各施設が担うべき役
割や利用する高齢者のニーズに配慮しながら、計画
的に整備を進めていきます。

21

18

３－
４
安
全・
安心
な住
生活
環境
の確
保

施設
整備

　介護人材の確保について、最重要課
題と認識されていることがよくわかる
が、この課題を解決が見込めないまま
の介護施設の拡大は再考してほしい。
新施設が出来れば既存施設から介護
人材が移動し、施設が共倒れになりか
ねず、人材不足から不適切ケアを発生
させない為にも、慎重な対応をお願い
したい。

　介護人材の確保・定着に向けて取り組みを促進す
るとともに、高齢者のニーズや地域バランス等に配
慮しながら、整備を進めていくだけでなく、既存施設
の長寿命化を図るため、老朽化施設の大規模修繕
などの支援についても検討していきます。

8



番号 項目 細目 市民意見の要約 市の考え方
類似
意見

20

３－
５

人材
の確
保・
育成

介護
人材

　人員・施設基準の緩和による介護報
酬の引き下げをしないでください。

　介護報酬の設定については、国において定めるこ
ととされており、サービスの実態に応じて、業務効率
化・業務負担軽減の推進などを目的に基準の緩和等
を実施されることとなっています。

19

３－
５

人材
の確
保・
育成

介護
報酬

 介護労働者がどこの施設でも足りて
いません。介護労働者の賃金をあげる
ために、国に対して所得保障としての
税金の投入を要請してください。また、
神戸市としても支援してください。

　介護報酬の設定については、国において定めるこ
ととされており、令和元年10月の消費税引き上げ
（8％→10％）に伴う報酬改定では、介護サービス事
業所における勤続年数10年以上を基本とするリー
ダー級の介護職員について他職種と遜色ない賃金
水準を実現するため「月額8万円」または「役職者を
除く全産業平均水準（年収440万円）」相当の処遇改
善を行う、「特定処遇改善加算」が導入されました。こ
の「月額8万円相当」については、その他の介護職員
や他の職種の職員の給与を引き上げられるよう、事
業所内での配分は柔軟な運用が認められています。
　また、令和3年度からの介護報酬改定率は+0.70％
と示されています。
　本市においては、安定的な人材確保につながるよ
う、国に対して他の産業との賃金差や施設の状況を
踏まえた適切な処遇改善の実施等を要望していま
す。
　また、介護人材確保プロジェクト「コウベdeカイゴ」と
題して、令和2年12月から開始した、新型コロナウィ
ルスの影響により離職した新規就職者への「就職祝
い金(1万円)」「定着一時金（6ヵ月間就労・10万円）」
を皮切りに、仕事の魅力発信やICT等の活用促進な
どによる、介護職員の負担軽減も含めたはたらきや
すい職場環境づくりの取組み、新規採用職員に対す
る住宅手当補助、高齢者介護士認定制度合格者に
対するキャリアアップ支援金等の事業を実施していき
ます。引き続き国・県・市の役割分担のもとに、介護
人材の確保・定着に向けた取り組みを促進していき
ます。

23

9



番号 項目 細目 市民意見の要約 市の考え方
類似
意見

21

３－
５

人材
の確
保・
育成

介護
人材

　介護現場の理解促進、魅力発信は
ぜひ小学校低学年から学校教育に取
り入れて欲しい。

　小学校では令和２年度に、中学校では令和３年度
に全面実施される学習指導要領では、「技術・家庭
科（家庭分野）」において、『高齢者など地域の人々と
協働する必要があることや、介護など高齢者との関
わり方について理解すること』などが学習内容として
新しく示されています。また、「総合的な学習の時間」
においては、『現代的な諸課題に対応する横断的・総
合的な課題』の例示として『身の回りの高齢者とその
暮らしを支援する仕組みや人々』等が示されていま
す。
　小学校低学年から昔遊びを通して地域の高齢者と
ふれあうことをはじめ、小中学校では、手話や車いす
体験、目の不自由な方や体の不自由な方への介護
の仕方など様々な体験活動や老人福祉施設の訪問
などを行い、高齢者や障害のある方々への理解を深
める学習をしています。高等学校においては、福祉
業界に関心のある生徒に対して、より専門的に学ぶ
ことができるようになっています。今後も福祉に関す
る労働の意義や大切さを感じられるような学習を推
進していきたいと考えています。
　従来から実施している「トライやる・ウィーク」や夏休
み中の「ワークキャンプ」（福祉体験学習）など、学校
教育での介護の仕事への理解を図る取組を含め、若
い世代に対しても介護現場の魅力発信をより推進し
てまいります。

22

３－
５

人材
の確
保・
育成

介護
人材

　リハビリ専門職によるケアマネジャー
との同行訪問はとてもいいと思う。そこ
で病気の悪化防止・予防的観点から訪
問看護師の初回訪問があってもいいと
思う。

　リハビリ専門職による同行訪問は、リハビリ専門職
がケアプラン作成者と共に利用者宅に同行訪問し、
利用者・家族に対して、病気の悪化防止・予防観点
から、心身の状態に応じたサービス選択や日常生活
動作の工夫点など専門的な助言を行います。現状で
は、訪問看護師の初回訪問については検討していま
せんが、ケアプラン作成者へのケアマネジメント支援
を行うことにより、自立支援・重度化防止に向けたケ
アマネジメントを目指してまいります。

10



番号 項目 細目 市民意見の要約 市の考え方
類似
意見

23

３－
５

人材
の確
保・
育成

介護
人材

 　神戸市で高齢者福祉の職員で働い
ているが、神戸市内での働きを評価し
てくれるためにも、永年勤続表彰を市
でも取り上げて欲しいです。意欲につ
ながります。

 本市では、介護職員の就労意欲向上や，介護サー
ビス水準の向上等，介護人材の定着を図るために平
成23年度より神戸市高齢者介護士認定制度を実施
しています。当認定制度は、原則３年以上５年未満
の介護職員を対象に、介護業務３年で到達すべきレ
ベルに合わせて研修を実施するとともに、認定試験
を行い合格者を市が認定しており、これまで延べ296
名が認定されています。
　また、当認定制度合格者に対し、同じ事業所で引き
続き介護福祉士資格を取得するための支援として月
額１人当たり10,000円（最長５年）を支給するキャリア
アップ支援金を支給し、さらなる意欲向上を図ってい
ます。
 さらに、社会福祉大会において、長年の功労者の方
を表彰させていただくなどにより、引き続き意欲向上
を図ってまいります。

24

３－
６

介護
保険
制度
の適
正運
営

ケア
プラ
ン点
検

　ケアプラン点検について、要介護、要
支援の利用者を対象にしているが、要
支援の委託の方も対象にしている。委
託元へ書類提出、確認も行われてお
り、２重にチェックする必要があるの
か。その時間を割り振り、別の事業所
の介護給付を確認した方が効果があ
ると思う。

　ケアプラン点検では、ケアプランがケアマネジメント
のプロセスを踏まえ、自立支援に資する適切なケア
プランになっているかを、手順面・実践面からケアマ
ネジャーと共に検証確認しながら、ケアマネジャーの
「気づき」を促すとともに、不適切なサービス導入が
確認されれば是正を促し、適切なケアプランにしてい
きます。
　委託元には、委託先事業所のケアプランの適正性
や内容の妥当性について確認頂いておりますが、こ
のケアプラン点検を契機に、より自立支援に資する
ケアマネジメントを目指して頂きたいと考えておりま
す。

25

３－
６

介護
保険
制度
の適
正運
営

　多職種によるケアマネジメント検討
会、ケアプラン点検、訪問回数制限、リ
ハビリ専門職によるケアマネジャーと
の同行訪問、要介護認定の適正化、
認定調査委託先の検査、縦覧点検の
実施・医療情報との突合を通じて「過
度な自立の強要」をやめてください。

　第8期計画案に記載している多職種によるケアマネ
ジメント検討会、ケアプラン点検、リハビリ専門職によ
るケアマネジャーとの同行訪問、要介護認定の適正
化、認定調査委託先の検査、縦覧点検の実施・医療
情報との突合といった取組は、過度な自立を強要さ
せるものではなく、いずれも介護保険制度を適正に
運営し、制度の持続性を高めていくために必要な施
策ですので、ご理解ください。

26

３－
６

介護
保険
制度
の適
正運
営

総合
事業

　自立支援という名目で行うケアプラン
を通じた「過度な自立の強要」、訪問回
数制限、人員基準や介護報酬の引き
下げはやめてください。

　ケアプラン点検では、ケアプランがケアマネジメント
のプロセスを踏まえ、自立支援に資する適切なケア
プランになっているかを、手順面・実践面からケアマ
ネジャーと共に検証確認しながら、ケアマネジャーの
「気づき」を促すとともに、不適切なサービス導入が
確認されれば是正を促し、適切なケアプランにしてい
きます。

4

11



番号 項目 細目 市民意見の要約 市の考え方
類似
意見

27

３－
６

介護
保険
制度
の適
正運
営

制度
改正

　紙おむつ支給事業の支給対象となる
商品を拡充してほしい。

　紙おむつ支給事業は、国の制度に基づき運用して
おり、神戸市では紙おむつと尿取りパッドの2点を支
給品目としています。しかしながら、今後国庫負担の
対象外となる見込みであり、現在も国から事業の廃
止・縮小に向けた具体的方策を検討するよう求めら
れていることから、ご提案の品目を新たに対象とする
のは難しい状況です。本事業の在り方については、
引き続き国の方針を注視しながら検討していきます。

28

３－
６

介護
保険
制度
の適
正運
営

住宅
改修

　認定を受けていない方を対象とした
「バリアフリー住宅改修補助事業」がと
てもありがたい。

引き続き、事業を実施してまいります。

29

３－
６

介護
保険
制度
の適
正運
営

福祉
用具

　福祉用具の保険給付はずしをやめて
ください。

　福祉用具貸与について、平成30年度の制度改正に
おいて、国による商品ごとの全国平均貸与価格の公
表や、福祉用具貸与業者に対する全国平均貸与価
格の説明の義務付け等の改正がなされましたが、介
護保険給付から除外するような議論は第8期介護保
険制度改正においてもなされていません。本市として
は、引き続き福祉用具貸与の適正化に取り組むとと
もに、国の動向を注視してまいります。

12



番号 項目 細目 市民意見の要約 市の考え方
類似
意見

30

５
介護
保険
事業
の費
用と
負担

保険
料

　介護保険料の大幅値上げはやめる
こと。
　介護保険料を引き下げるために、一
般会計の繰り入れと、国庫補助の増額
を国に求めること。

　介護保険制度は、介護を必要とする高齢者や家族
の負担を社会全体で支え合う仕組みであり、第８期
計画期間中における介護サービスに要する費用は、
利用者負担を除く50％を国・県・市の公費（税金）で、
27％を40歳～64歳の現役世代からの保険料で、残り
の23％について65歳以上の高齢者からの保険料で
賄われており、法令で定められた全国共通のルール
になっています。
　第１号被保険者の保険料は、第８期計画中の給付
費見込額のうち、第１号被保険者が負担すべき給付
費（給付費全体の23％）を第１号被保険者数で割る
ことによって算定されます。今後の高齢化の進展に
伴う要介護認定者の増加・サービス給付費の増加に
より、第８期保険料は増額予定となっています。
　そうした中、本市では、国標準９段階の保険料段階
を１５段階に細分化し、より負担能力に応じたきめ細
かな保険料段階設定としており、また、介護給付費
等準備基金の活用等や、消費税を財源とする公費に
よる低所得者の保険料軽減を実施していく予定で
す。
　必要なサービス水準を維持するために必要な保険
料負担であり、ご理解をお願いします。
　また、厚生労働省より、①保険料の全額免除、②収
入のみに着目した一律減免、③保険料減免分に対
する一般財源の投入は、被保険者間の公平性の確
保や、健全な介護保険財政の運営と財政規律の保
持の観点から適当ではないとの考え方が示されてお
り、本市としても一般財源による減免は適当ではない
と考えています。
　国に対しては、他の政令市と共同で、「介護保険制
度の安定的な運営を図るため、介護給付費の財源
に占める国の負担割合を引き上げるなどにより、第１
号被保険者の負担割合を引き下げる財政措置を講
ずること」を要望しているところです。
　また、介護保険料上昇抑制につながるよう、健康寿
命延伸の取組みについて、引き続き推進してまいり
ます。

64
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番号 項目 細目 市民意見の要約 市の考え方
類似
意見

31

５
介護
保険
事業
の費
用と
負担

保険
料

保険料段階が最大15段階、合計所得
金額1000万円以上となっているが、富
裕層の方たちの保険料負担をもっと増
やすべき。

　第１号被保険者の保険料は、所得分布状況等を踏
まえ算定することとされていますが、国民健康保険制
度や後期高齢者医療制度と異なり、所得段階別の定
額の保険料率を採用しているところです。
　市民税課税層についても、市町村による多段階化
が認められ、被保険者の負担能力に応じた保険料段
階の設定は可能となっておりますが、医療保険のよ
うな定率制は認められていません。介護保険と医療
保険を比較すると、介護の場合は、保険事故の発生
頻度が低く、給付額も比較的低水準であることから、
一部の者に著しく高額な保険料を課すのは給付と負
担の均衡の観点から適当でないとされているところで
す。
　そのため、神戸市では、定率制と変わらないよう
な、極端に多数の保険料段階を設定することはでき
ませんが、国標準が９段階のところを、15段階ときめ
細かな保険料段階を設定しています。

1

32

５
介護
保険
事業
の費
用と
負担

利用
者負
担

利用者負担を軽減すること。 　高齢化の進展に伴い、今後とも、介護給付費の増
加が見込まれています。
　こういった中、国に対して、他の政令市と共に、低
所得者の利用料について、介護サービスの利用が
制限されることのないよう負担軽減の拡大を図るな
ど、必要な措置を講じることを要望しています。

18

33

５
介護
保険
事業
の費
用と
負担

制度
改正

　介護保険料の年金天引きをやめ、選
択制にすること。

　介護保険制度においては、市町村における保険料
収納の確保と、被保険者の保険料納付の利便を図
るため、年金からの引き去りによる特別徴収の方法
により保険料を徴収することが法令で定められてお
り、本市独自の対応を行うことはできません。 8

34

５
介護
保険
事業
の費
用と
負担

制度
改正

　介護保険料に社会保険料控除の適
用を認めること。

　本市としても、他の政令市と共に、介護保険料の特
別徴収の社会保険料控除の適用について、被扶養
者が特別徴収により支払った保険料を扶養者が支
払ったものとみなす特別措置を国に要望しています。

2

35

介護
保険
制
度・
計画
全般

計画

　計画全体については納得できる内容
である。

今後、第８期計画を着実に実施してまいります。
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番号 項目 細目 市民意見の要約 市の考え方
類似
意見

36

介護
保険
制
度・
計画
全般

サー
ビス

　買い物サービス等を便利に使用出来
る様、工夫して欲しい

　要支援の方を対象とする総合事業においては、 日
常生活における買い物を含め、生活の援助として、
従来の訪問介護に相当する「介護予防訪問サービ
ス」、基準を緩和した「生活支援訪問サービス」や、住
民主体による「住民主体訪問サービス」などがあり、
引き続き必要なサービスを提供してまいります。

37

介護
保険
制
度・
計画
全般

補助

　制度改正に伴う、施設の食費、居住
費の負担増、高額介護サービス費の
上限引き上げに対する補助を設けるこ
と。

　本年8月からの施設の食費や高額介護サービス費
の上限引き上げについては、制度の持続性の確保を
図る上で全国的に導入されるものです。本市におい
ては、低所得者の利用料について、介護サービスの
利用が制限されることのないよう負担軽減の拡大を
図るなど、国において必要な措置を講じることを要望
しています。 6

38

介護
保険
制
度・
計画
全般

理念

　「介護保険は、保険料と税金で支えら
れている市民の『助け合い』の制度…」
と記載されていますが、介護保険は火
災保険のように個人の自由意思で加
入する私的保険ではなく、加入が義務
付けられている公的保険です。それが
助け合い制度で良いのでしょうか。介
護保険は国や保険者が責任を取る社
会保障制度として理解しています。

　介護保険は、介護を必要とする高齢者や家族の負
担を社会全体で支え、介護が必要になっても住み慣
れた地域で、出来るだけ自立した生活を送っていた
だくための制度です。介護保険法では、国民の義務
として「国民は、共同連帯の理念に基づき、介護事業
に要する費用を公平に負担する」とされており、国・
都道府県・市町村の公費と合わせ、65歳以上の第1
号被保険者、40歳から64歳までの第2号被保険者で
ご負担していただいております。
　また、高齢化が進展する中、高齢者の自立支援や
重度化防止に取り組むことや、サービスの適正化へ
の取り組みは、介護保険制度の持続性を確保する上
において重要であり、計画の基本理念と目標に記載
しております。

1

39

介護
保険
制
度・
計画
全般

コロ
ナ

　コロナ禍で今年の診療報酬改定に関
して、混乱が多くみられた。介護保険
制度は、利用者との”契約”で成立する
制度であるため、周知期間を十分に確
保しないと、医療以上に混乱が予想さ
れることから、伝達講習等、充分な伝
達・周知努力を行うこと。

　令和３年度介護報酬改定においては、新型コロナ
ウィルスへの対応分として0.05％の報酬が上乗せさ
れることになっています。また、制度の周知について
は、新型コロナウィルスへの対応も含め、国からの通
知を適宜、市の全事業所に送付するなど出来る限り
迅速に対応しています。さらに、オンライン上での事
業者説明会や、各事業者団体との意見交換なども含
め、引き続き、事業所と連携を密に対応を進めていき
ます。
　市民に対しても、制度改正の際などにおいては、出
来る限り幅広く周知していきます。
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番号 項目 細目 市民意見の要約 市の考え方
類似
意見

40

介護
保険
制
度・
計画
全般

見守
り

　単身高齢者、８５歳以上夫婦への見
回りを強化すること。

　高齢者の見守りについては従来より民生委員や友
愛訪問ボランティアによるひとりぐらし高齢者等の見
守りを行っており、また、「あんしんすこやかセンター
（地域包括支援センター）」に「地域支え合い推進員」
を配置し、民生委員や友愛訪問ボランティアと協力し
ながら、認知症など気になる高齢者の方への訪問を
行い住民同士で互いに見守り支え合うことのできる
地域づくりなどの支援を行っております。
　また、見守りを行う上では、単身70歳以上、老老の
み世帯は75歳以上に見守り希望の有無を事前に郵
送等で調査しております。

41
市政
全般

障害

　65歳以上の障害者に対し、一律に介
護サービスを優先することなく、ニーズ
を踏まえた柔軟な対応をすること。ま
た、「介護保険利用優先」を規定する
障害者総合支援法第7条の廃止を国
に要望すること。

　自立支援給付と介護保険制度との適用関係につい
ては、障害者総合支援法第7条の「他の法令による
給付との調整規定」に基づき、介護保険法の規定に
よる保険給付が優先されることとなっています。具体
的には、介護保険の被保険者で65歳以上（特定疾病
の場合は40歳以上）の障害者の場合、介護保険に
サービス内容や機能から障害福祉サービスに相当
するサービスがある場合には、介護保険給付を優先
して受けていただくこととなります。
　ただし、介護保険サービスには相当するものがない
障害福祉サービス固有のものと認められるもの（例：
同行援護、行動援護、自立訓練（生活訓練）、就労継
続支援等）や地域活動支援センターについては、介
護保険の被保険者の方もご利用できます。
　また介護保険の支給限度基準額の制約から、介護
保険のサービスのみによって市町村が適当と認める
支給量が確保できない場合は、障害福祉サービスの
利用が可能とされています。本市では居宅介護等に
ついて介護保険への移行時に支援水準が変化しな
いよう障害福祉サービスの上乗せについて神戸市取
扱い基準を定めています。
　「介護保険利用優先」につきましては、国において
一定の合理性があるとの見解が示されていますが、
一方、障害者の介護保険サービス利用の実態を踏
まえつつ、引き続き検討を行うこととされており、今
後、引き続き国の動向を注視したいと考えています。
　

2

186

※その他の意見７件（少子化対策、子育て施策、三宮再開発などに関する意見）

類似意見　計
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