
開会回数

春日委員 荒川部長  斉藤課長  湯原課長 宮坂課長 宮下
北島委員 堀内局長  田島課長 臼井課長  諏訪課長 関口
桑原委員  栗原課長 宮尾憲夫課長 坂井課長  岡田次長  吉村
堀内委員  宮尾一彦課長 山崎課長 海野課長  竹澤局長

 養田課長  柴田課長 笠井課長

基本計画　素案について（意見・質問のみ）

ページ
番号

区分
発言
委員

回答
部課長

70 委員 健康福祉
部長

70 委員 健康福祉
部長

事前意見No.1

出席者　＊欠席者には取り消し線を引くこと

1 審議会委員 事務局

開催日時

令和3年10月1日（金）
13時30分～15時30分

策定委員

開催場所

301会議室AB

回答・処理事項箇所

事前意見No.2

基本目標に「元気で活き活き」盛り込んでもらいたい。

項目中でということか。

承知。

「予防医療」という表現を随所に導入してみたらい
かがか。こちらについての説明を。

質問・意見・要望事項等

【千曲市総合計画】　第3部会会議録　　（　審議会・策定委員会合同部会　）

具体的にはどのような言葉か。 「健康・予防づくり」、「健康の増進」、「生活習慣病の予
防」、健康増進法とそれに基づき国が策定した健康日本21
に主にうたわれている言葉を大切にして引用している。

「予防医療」の意味・目的を確認したが、文言については法
人等で使われている言葉と一旦理解させていただいた。行
政としては国の方で早期に予防・健診・医療を受けることで
介護予防や重症化を予防することをうたっている。国から
の指針の文言を使っていきたいと考えている。

前文については他の章との兼ね合いもあり、また、キャッチ
フレーズ的な文言は控えたい。ただし、個別計画では一部
文言を盛り込んでいる。

総合計画ではなく、例えば健康づくり計画の概要版、しなの
の里ゴールドプラン21計画（老人福祉・介護保険計画）など
個別計画の中で、キャッチフレーズ的な文言を盛り込んで
いる。
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【千曲市総合計画】　第3部会会議録　　（　審議会・策定委員会合同部会　）

基本計画　素案について（意見・質問のみ）

ページ
番号

区分
発言
委員

回答
部課長

委員 健康福祉
部長

70 委員 健康福祉
部長

70 委員 健康福祉
部長

70 委員 福祉課長

70 委員 福祉課長

箇所

（続き）

質問・意見・要望事項等

承知した。

事前意見No.3

「予防医療」の意味は、一番は色んな年代の健康管
理。医者にかかっている人がこれ以上重症化しない
ように、また、退院してリハビリをしている人がリハ
ビリが早く終わるよう身体づくりをする意味もあり、
現在あちこちで使われている。3つの観点に当ては
まるのは「予防医療」という言葉しかないと思う。回
答の健康づくりなどでは前の前の段階のニュアンス
に捉えられる。その辺はどうか。

国で出ている国民の健康増進の総合的な推進・基本的な
方針のなかに、平成24年以降にうたわれたものだが、健康
増進法に含まれ、掲げられている方針は一次予防はもちろ
んのこと、合併症発症・重篤予防等に重点を置いた施策を
講じるとされている。全て包括した言葉として方針としてう
たわれている中から引用した。国の方針、「予防医療」も包
括した言葉として明記した。

回答・処理事項

ある程度進めてから、後ほど「予防医療」について
説明を。

承知。

ご説明を。 意見No.1の回答で申し上げたとおり、「心身ともに健康で」
に「元気で活き活き」という意味を含んでいるので、提示し
た文言としたい。「予防医療」については先程と同一の回
答。「メンタル面」と追加いただいた言葉は、健康づくりとい
うことを包括しているので理解・承知いただきたい。

回答をお願いしたい。 前文なので簡潔に提示したいと考える。ただし、今年度策
定し始まっている「第三次地域福祉計画」の中に示してい
ただいた言葉をで取り入れているので、ご理解いただきた
い。

事前意見No.4

事前意見No.5

納得できた。

事前意見No.6

No.5についていかがでしょうか。

こちらの意見はいかがでしょうか。

地域福祉の考え方はすべての人が福祉の担い手であり、
受け手であるということで、する側の役割を掲げていること
から、今は担い手であっても、いずれ受け手になることを含
めて、あえて地域弱者を強調すべきではないと考えている
ため、このままの表現としたい。

2つある。1点目は福祉に関する教育、2点目は日ごろから
教育や保育活動を通じて、家庭や子どもの問題の発見に
努める。1点目は記載のとおり、福祉やボランティアに関す
る出前講座や職場体験いわゆるキャリア教育などや、障害
者スポーツ体験等パラリンピックでもあったボッチャ、車い
すの体験を実施し、教育に取り入れている。
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【千曲市総合計画】　第3部会会議録　　（　審議会・策定委員会合同部会　）

基本計画　素案について（意見・質問のみ）

ページ
番号

区分
発言
委員

回答
部課長

70 委員 福祉課長

委員

委員

福祉課長

委員

委員

70 委員 福祉課長

71 委員 福祉課長

委員

「理解」は役割のどこかに入れるということか。達成方針に
か。

質問・意見・要望事項等

一文が入らないのは理解できたが、10行目にある
ように「市民は相互扶助に努める」には理解が必要
である。「誰もが福祉の担い手であり、受け手であ
る」も何度も出てくるので、やはりどこかに「理解」入
れてもらいたい。

箇所 回答・処理事項

持ち帰って検討する。

市民だけでなく、全ての主体と理解した。

達成方針でもよいので入れてもらいたい。

皆さん、いかがですか。国に合わせなくても良いの
では。

分かりました。

事前意見No.8 何の相談員か察しかねるが、例えば介護相談員とか民生
委員など相談員を指しているのなら、親族の説得までの業
務はできないのが現実。負担を軽減するために介護サー
ビスの利用、具体的にはデイサービス、ショートステイ、施
設入所で介護の軽減を図っていくように考えている。

事前意見No.9 こちらの回答はどうか。 第3章のいたるところで「誰もが福祉の担い手であり、受け
手である」という文言を使っているが、主として市民が「理
解」するのはとても大切だと思っている。ただし、市民だけ
ではなく、全ての主体が理解した上での役割ということが大
前提ということ。主体は理解しているとのことでの役割とい
う表現をご理解をいただきたい。

ダブルケア問題についてはどうか。

特別合わせているわけでなく、国では広く国民に知らしめて
いる、白書の中でそういった言葉を使っており、広く使われ
ている意味合いから総合計画に使用した。

そうです。

辞書で調べたが、「事態が進行して新たな局面が現れるこ
と、また、物事が進歩・発展すること」の「進歩・発展するこ
と」が違和感に感じるのではないか。

「進歩・発展する」とはそういった意味合いあるかもしれない
が、「事態が進行して新たな局面が現れること」の方を重視
し、国でも言葉を使って問題ないと判断していることから
「進展」としている。

事前意見No.7 こちらについては。 令和3年度版高齢社会白書で「今後半世紀で世界で高齢
化は急速に進展」という文言に順じている。

白書に合わせなければいけないのか。「進展」に違
和感あり。
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【千曲市総合計画】　第3部会会議録　　（　審議会・策定委員会合同部会　）

基本計画　素案について（意見・質問のみ）

ページ
番号

区分
発言
委員

回答
部課長

委員

71 委員 福祉課長

72 委員 福祉課長

委員

73 委員

73 委員

73 委員

委員

健康推進
課長

ありがとうございます。高齢者の特性のなかにフレ
イルやロコモという表現が入ったと思うが、長野市
の政策をみているとフレイルという言葉はあちこち
の市役所なかに入っていて言葉として生きているの
で、重要な言葉であると捉え、どこかに文言をいれ
てもらうようまた検討願いたい。

事前意見No.15 こちらはいかがでしょうか。 ご意見を参考に回答のとおり修正する。

ご意見を参考に回答のとおり修正する。

事前意見No.14 こちらの意見についてはどうか。 ご意見を参考に回答のとおり修正する。

事前意見No.13 こちらの意見についてはどうか。

第二次ではもっと多くあった。見直したのか。

理解した。

民生委員についてはいかがでしょうか。

質問・意見・要望事項等 回答・処理事項

民生委員がいざというときに助ける方のリストは存在しな
い。例えば高齢者台帳を指しているのであれば、記載があ
る緊急連絡先に民生委員の名があっても連絡するというこ
とで、助けるという意味ではない。災害時には災害時要支
援名簿があるが、各区長・自治会長が持っている。個別支
援計画の中に支援する人が記載されている。民生委員が
支援を必要としている人をフォローするということにはなっ
ていない。

事前意見No.10

数値化するもの考えたが、社会情勢の良し悪しで増減して
しまう数値は成果には繋がらないため、ボランティアのグ
ループ数のみ成果数値として記載した。

成果指標は数値化できるものはする、数値化できないもの
はしないと判断している。1つだから少ない、10だからいい
というものではなく、指標としてできるものは課で探しては
いたが、こちらしか成果指標として捉えられていない。探し
てはいたが、難しい。

第二次ときの指標は福祉ボランティアグループ数・福祉ボ
ランティアの人数の2つが指標。相談とかいったものは別の
章で記載している。

こちらについてはいかがでしょう。事前意見No.11

ボランティア数だけで評価できるのか。

（続き） 経営している老人ホームでも「家族の理解」、「まわ
りの人の理解」などの文言を使っている。重要な言
葉だと思うので是非入れていただきたい。

箇所
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【千曲市総合計画】　第3部会会議録　　（　審議会・策定委員会合同部会　）

基本計画　素案について（意見・質問のみ）

ページ
番号

区分
発言
委員

回答
部課長

73 委員 健康推進
課長

委員

委員

74 委員 健康推進
課長

委員

委員

74 委員 健康推進
課長

76 委員

76 委員 健康推進
課長

76 委員 健康推進
課長

委員

健康推進
課長

事前意見No.21

はい。

こちらについてはいかがか。

「自殺」とは犯罪を想起させるものがあり、偏見や差別を助
長するとして、遺族や遺児に関する表現は「自死」が使わ
れる。平成29年7の閣議決定された自殺総合対策大綱の
表記もあるため、「自殺」の表記とさせていただきたい。

こちらについていかがか。事前意見No.16

ご意見のとおり誤解を招かないよう「啓発を行うとともに、
予防接種法に規定させているものの定期接種を推進す
る。」と修正する。

北島委員、よろしいか。

はい。

箇所 質問・意見・要望事項等 回答・処理事項

堀内委員、よろしいか。

事前意見No.26 こちらについてはいかがか。 ご意見を参考に回答のとおり修正する。

こちらについてはいかがか。事前意見No.28 ご意見を参考に回答のとおり修正する。

オンライン化が進んでるので早急にお願いしたい。

事前意見No.29 こちらについてはいかがか。 市として、医療にかかわる市民のニーズや実態の把握は
重要と考えてるので、必要に応じて調査・分析を行う。医療
体制は国・県の医療計画、地域医療構想との整合を図りつ
つ、推進していくことが求められているのでご理解を。

かかりつけ医についてはいかがか。 すでに重度障がい者等で主治医がいる方は、まず主治医
に地元でかかりつけ医を持ちたいという要望をしていただ
き、地元の医院を紹介するのが望ましいと考えている。

事前意見No.30

実際は専門病院から地元の病院へかかるとき、大
きな病院の地元に近いときかかりつけ医を持てる。
ちょっとした病状で念のためみてもらいたいとき、か
かりつけ医・地域の開業医へと大きな病院で言わ
れてしまうので、かかりつけ医を一生懸命探す。そ
れから診断書をとってもらって医者が開業医にお願
いまでしてもらうが、実際は責任持てないから専門
に行ってくださいと言われる。現状をしってもらいた
いとのことで記載した。
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【千曲市総合計画】　第3部会会議録　　（　審議会・策定委員会合同部会　）

基本計画　素案について（意見・質問のみ）

ページ
番号

区分
発言
委員

回答
部課長

76 委員 健康推進
課長

80 委員 高齢福祉
課長

委員 高齢福祉
課長

82 委員 福祉課長

委員

83 委員 福祉課長

83 委員 福祉課長

箇所 質問・意見・要望事項等 回答・処理事項

こちらはいかがでしょうか。 大田原での出張医療は、へき地医療（無医地域）の対策に
係る診療になるので、ご理解いただきたい。

事前意見No.33

こちらはいかがでしょうか。 3-4方針全体ということを触れて、回答のとおりとさせてもらいたい。

こちらはいかがでしょうか。 介護保険法に基づいて回答のとおり変更する。

事前意見No.34

事前意見No.35

事前意見No.37

事前意見No.38

こちらはいかがでしょうか。 「合理的配慮」の例は車いす利用者の段差移動の補助、疲
労を感じやすい方へ休憩スペースを提供する。地域課題の
具体的なものもあるが、課題の大小にかかわらず地域課
題にはなり得ると思うが、例えば防災・災害時に地域で行
われる防災訓練に障害者が参加できる体制がなっていな
いことや、在宅で独り暮らしの障害者の方や、自立移動が
困難な障害者の方への対応が地域課題になり得るのでは
ないか。様々な分野において地域課題が存在すると考え
る。

防災訓練のとき、家族で車いす利用のものがいる
場合、訓練に連れていく発想は頭になく気づかされ
た。学校その他老人施設での訓練はよくあるが、板
や石が落ちている道をどのように進むか、そこは一
度もやったことないので気づかされた。ありがとうご
ざいました。

こちらはいかがでしょうか。 新庁舎建設時と同様、設計段階で様々な団体の声を聴き
ながら進めていく。この先もこういった対応が重要だと考え
ている。

こちらはいかがでしょうか。 多様な文言追加について担当課としては、「○○系」の系
で表現していると理解いただきたい。成果指標の項の修正
の就労定着率については、就労定着支援というメニューが
あるが、利用者の把握は福祉課でできるが、そのメニュー
を使っていない方の職場定着率は把握するのが困難。A→
一般と一方通行でない、逆もあるような事業所を誘致した
らどうかとの提案は、ご指摘含め就労系サービスの充実に
ついて検討していく。

事前意見No.36
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【千曲市総合計画】　第3部会会議録　　（　審議会・策定委員会合同部会　）

基本計画　素案について（意見・質問のみ）

ページ
番号

区分
発言
委員

回答
部課長

83 委員 福祉課長

委員

委員

86 委員 福祉課長

委員

健康福祉
部長

委員

委員

87 委員 福祉課長

70 委員 健康福祉
部長

事前意見No.40

市役所行ってみたらとか。社協に連絡してみたらとかという
こと。

堀内委員、よろしいか。

市民の役割に入ってるのでわかりにくい。文言を変
えると意味合い違うのでは。

こちらはいかがでしょうか。 分かりづらくて申し訳ない。回答のとおり修正する。

質問・意見・要望事項等 回答・処理事項

市民が紹介する役割となっているという意味合い。生活保
護制度だけでなく、生活に困窮している人が近所にいた
ら、窓口への案内等、気を配っていただきたい。市民の役
割として分かりやすく書いたつもりです。

こちらはいかがでしょうか。

はい。

事前意見No.39

箇所

冒頭の「予防医療」にいての文言訂正についてはい
かがか。

改めて内容確認し、重要だと理解している。国が健康寿命
の推進を掲げているので、その方針のひとつとして、平成
25年から国民の健康増進の基本的な方針が打ち出され
た。その中で国民健康づくり運動ということで「健康日本
21」を略したが、「国民健康づくり運動」が正規の言葉。一
次予防から健康の増進まで、ただ医療にかかるだけでな
く、「予防医療」を含むなかで健康づくり運動をせよと掲げら
れている方針の中から文言を丁寧に読み取る中で、「健康
づくり」を総称として使っていこうと定めた文言である。

事前意見No.2

国民健康づくり運動の一環ということで理解した。

北島委員、よろしいですか。

具体的には家族支援とは家族の負担軽減。コーディネート
業務を担当のセンターで必要な具体的な支援につなげて
いく。

事前意見No.41 こちらについてはいかがでしょうか。 社会情勢によって変動するため、変動によって良し悪しを
判断できない。就労支援・生活改善に重点を置くことで迅
速対応とするとし、成果指標は見送った。ただし統計は毎
年とっている。

はい。

公助ではなく共助では。お互い助け合いましょうとい
う意味か。市民同士と書いては。

近所に困っている人がいたら、目を配っていただいて、相
談窓口への案内を進めてほしいという意味。
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基本計画　素案について（意見・質問のみ）

ページ
番号

区分
発言
委員

回答
部課長

委員

87 委員 福祉課長

委員

委員 健康福祉
部長

事前意見No.41

箇所 質問・意見・要望事項等 回答・処理事項

社会福祉の歳出は市報でもあるが、民生費は非常
に多い。これから考えていかないと逼迫する。これ
からさらに考えてもらいたい。

予防接種について子宮頸がんワクチンの推進もお
願いしたい。意見として。

承知。

全体をとおして何かあるか。

社協職員との中で相談件数は大事なのではとの話
がある。指標としないことに納得はいったが、毎年
の件数の検証をしてもらいたいし、「検証する」文言
を入れてもらいたい。

検討したい。
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