
事前送付計画（案）への意見等一覧

通し
番号

意見等
提案者

ページ 意見等の内容（　　　　内は意見等の原文） 意見等への対応（案）

1 宮内会長 ―

【報告書に使用されている図表の出典表記】
　図等の引用について、出典を示すべきではないか。

　ご指摘のとおり、引用した図等は出典を明記します。

2 宮内会長 9

【高齢者世帯の考え方：表2－3、図2－4】
　ここで使用している「高齢者世帯」は、世帯主が65歳以上の世
帯のことであるため、単身世帯と夫婦世帯のみを記載している表2
－3、図2－4のタイトルを修正するべきではないか。

　ご指摘のとおり、図のタイトルを次のとおり修正します。

表2－3
「高齢世帯の推移及び将来推計」
　　⇒「高齢単身・高齢夫婦のみ世帯数の推移及び将来推計」

図2－4
「高齢世帯の一般世帯に占める割合」
　　⇒「高齢単身・高齢夫婦のみ世帯数の一般世帯数に占める割合」

3 宮内会長
27
49
50

【全国健康福祉祭えひめ大会】
　コロナの影響により1年延期となった大会開催年度の標記がペー
ジによって異なっているため、修正・統一するべき。

　ご指摘のとおり修正します。

使用されている図表の出典が示されているものと示されていな

いものがあります。

厚労省や研究機関の公表した図等について、引用する場合は可

能な限り出典を示すのがルールかと思います。

ここで使用されている「高齢世帯」とは、世帯主が65歳以上の

世帯となっています。

構成は、単身世帯+高齢者夫婦世帯+その他の家族を含む世帯（三

世代・子と同居等）

と考えられます。単身と夫婦世帯の合計では「高齢世帯」のすべ

てではありません。

表２－３の「高齢世帯数」、図２－４の「高齢世帯」の数字が

一致していないのはそのためでしょう。説明文には関係しません

が、表のタイトルと図表の見直しを。

開催年度の表記がページによってずれています。コロナの影響

で1年遅れになったことの修正ができていないページ、平成と令

和の表記、などを揃えてはどうでしょう。

P49の岐阜大会の年度も修正を。
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4 宮内会長 35

【落丁・変換ミスなどについて】
　「（3）高齢者が安全・安心に…」の“安心に”という表現では
意図が捉えづらいのではないか。

　表現を分かりやすくするため、「（3）高齢者が“安全に、安心し
て”…」と修正します。

　また、その他関係箇所（同ページの本文、施策の体系、第4章の項目
名等）も同様に修正します。

5 宮内会長 52

【落丁・変換ミスなどについて】
　1行目の「③地域住民の～参加意識の情勢」は、「③地域住民の
～参加意識の“醸成”」の誤りではないか。

　ご指摘のとおり修正します。

6 宮内会長 56

【落丁・変換ミスなどについて】
　「❖地域包括支援センターにおける…」の本文2行目の「地域支
援事業及び予防・介護サービス」は、「地域支援事業及び“介護予
防サービス”」の誤りではないか。

　ご指摘の「予防・介護サービス」は“予防給付”及び“介護給付”
対象サービスについての記載ですが、より分かりやすい表現を検討し
て修正します。

7 宮内会長 80

【落丁・変換ミスなどについて】
　「①認知症の人を含む…」の本文1行目、「保健、医療及び祉な
ど…」は、「保健、医療及び“福”祉など…」の誤りではないか。
　また、本文8行目、「➤ 市町が、警察…」は、「➤ 市町が“取
り組む”、警察…」とした方が良いのではないか。

　ご指摘のとおり修正します。

1行目 ③地域住民の～参加意識の情勢 ⇒ 醸成では？

（7期も誤っています）

(3)高齢者が安全・安心に･･･安心にという使い方は ?

⇒安全に、安心しての意

包括支援センターの説明2行目：地域支援事業及び予防・介護サー

ビス

意図的に使っているのかと思いつつ違和感があるので ⇒介護予防

サービス？

3行目 保健、医療、福祉等

10行目 市町が取り組む、警察、～ 体制づくりを支援します。

（挿入しては？）

－2－



通し
番号

意見等
提案者

ページ 意見等の内容（　　　　内は意見等の原文） 意見等への対応（案）

宮内会長

【(2) ＮＰＯ・ボランティアをはじめとする多様な主体との協働
3～4行目】
　「…高齢者を身近な地域で支え合う体制（共助）を構築すること
が、重要な課題になります。」とあるが、“共助”ではなく“互
助”ではないか。
　
　

恒吉委員

8 宮内会長 89

【落丁・変換ミスなどについて】
　「（2）多様な施設等サービスの提供」の本文１行目、「第６期
計画…」は「第“７”期計画…」の誤りではないか。

　ご指摘のとおり修正します。

9 宮内会長 118

【落丁・変換ミスなどについて】
　「（2）施策の立案及び…」の本文の下から３～４行目、「介護
保険制度の立案及び…」は「“施策（又は事業など）”の立案及び
…」とするべきではないか。

　ご指摘のとおり修正します。

10 宮内会長 122

【落丁・変換ミスなどについて】
　「表４－20　保険者規模別の…」のに年度を入れ「表４－20
“令和元年度”保険者規模別の…」としてはどうか。

　ご指摘を踏まえ、次のとおり修正します。
　　⇒「表４－20　保険者規模別の主要５事業実施状況“（令和元年
度）”」

13

　ご指摘のとおり修正します。
　　　↓
　…高齢者を身近な地域で支え合う体制（互助）を構築することが、
重要な課題になります。

83

地域包括ケアシステムにおいて用いられる「共助」とは介護保

険に代表される社会保険制度及びサービス、つまり制度化された

相互扶助を表すものであって、ボランティア活動や住民組織の活

動は「互助」になるという認識です。平成25年3月に出された

「地域包括ケア研究会報告書」の中でもそのようなとらえ方に

なっていたかと思いますがご確認いただければと思います。

文の下から3行目 保険制度の立案～（前回指摘の所）

⇒文の修正ができていない。

施策、事業などに修正したらどうでしょう。

2行目 第6期計画期間～ ⇒ 第7期では？

タイトルに年度を挿入しては？ ⇒ 令和元年度保険者～

（２）の4行目 体制(共助) ⇒（互助）
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11 宮内会長 123

【落丁・変換ミスなどについて】
　「❖ケアプランの点検」の本文下から１行目、「国連介護給付
…」は「国“保”連介護給付…」の誤りではないか。

　ご指摘のとおり修正します。

12 恒吉委員 35

【誤植について】
　「3（2）高齢者の自立した生活ために…」は、「3（2）高齢者
の自立した生活"の"ために…」の誤りではないか。

　ご指摘のとおり修正します。

14 恒吉委員 92

【(1) 犯罪等被害の防止・交通事故対策　① 犯罪等被害の防止】
　冒頭の「愛媛県の県民性を生かし…」の“県民性”とは何か。ま
た、「生かす」よりも「活かす」が適当ではないか。

　愛媛県警察で実施している「愛媛のおせっかいになろうキャンペー
ン」では、愛媛県の県民性を「まじめ」と捉えて、その県民性を活か
して、県民が相互に声をかけ合うことにより、特殊詐欺の被害防止を
図るという犯罪被害防止の広報に努めています。
　このことから、「愛媛県の県民性を生かし…」と記載しているもの
ですが、愛媛県の県民性が「まじめ」であるというのは、県によるイ
メージ戦略の一環として使用されているものでありますので、当該文
言を削除します。

３（２）高齢者の自立した生活のために…

冒頭に「愛媛県の県民性を生かし…」とありますが、県民性と

は？それはほんとに県民性といえるか（何を持って県民性といえ

るか）？が気になります。あと、「生かす」よりも「活かす」の

ほうが適当かと思いますが。

表4―23のすぐ上の行 また、国保連～
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恒吉委員

【(2) 多様な専門職の確保等　❖ 社会福祉士の確保と養成】
　「…県内には社会福祉士の養成施設が１施設（定員100 人）あ
ります。」に“国指定の大学、短大を除く”と加筆すべきではない
か。

矢川委員

16 笠松委員 33

【高齢者を取り巻く課題】 　2025年、2040年を見据え、「参入促進」「資質向上」「環境改
善」に取り組むことにより、必要な人材の確保に努めてまいります。

17 笠松委員 76

【かかりつけ医の認知力対応力の向上】 　今後、認知症高齢者の増加が見込まれている中で重要な取組のひと
つだと認識しており、医療と介護の一体的な支援体制の構築に努めて
まいります。

18 笠松委員 ―

【ケアマネの人材研修について】 　ケアマネへの研修事業がより良いものとなるよう、引き続き努めて
まいります。

15 114

　「養成施設が１か所（定員100人）」は、県指定の四国中央医療福
祉総合学院についてのみの記述となっており、県内の状況を示す数と
しては不適当であるため、次のとおり修正します。
　⇒「養成施設が５施設（定員231 人）」

（参考）
　・四国中央医療福祉総合学院　100人
　・松山大学　26人
　・聖カタリナ大学　70人（Ｒ3.4月からは60人）
　・松山東雲女子大学　20人
　・河原医療福祉専門学校　15人

「…県内には社会福祉士の養成施設が１施設（定員100 人）あり

ます。

↑

「国指定の大学、短大を除く」を加筆しておいたほうが良いかと

思います。

県内の社会福祉士養成施設が1ヵ所（100名）とあるが、国家資

格受験資格を得ることができる大学、専門学校はいくつかあるの

ではないか。この養成施設はどこをさしているか。

介護を担う人材の安定的な確保と育成や地域の担い手の確保～

とあり具体的に介護人材確保について取組がP.109～示されてお

りますが今後の取り組みに関わる者として少々の不安を覚えます。

かかりつけ医の認知症対応力の向上についておおいに期待がも

てる取組だと思います。

介護給付を頂いてのマネージメントです。

いつもケアマネによっての格差を感じます。

利用者の今後の人生を大いに左右する関わりですから公平・公正

で愛情をもって関わることのできる人材に研修を通じて育成して

もらいたいと願います。責任をもって関わってもらいたい。
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19 矢川委員 49

【ＩＣＴ利活用】
　「❖ＩＣＴ利活用への支援」の本文下から３行目、「デジタルデ
バイド」とあるが、一般的な言葉では無いため「情報格差」として
はどうか。

　分かりやすいものとなるよう「デジタルデバイド“（情報格
差）”」に修正します。

20 矢川委員 61

【在宅介護支援センター】
　「積極的な活用を図ることを前提として…」としながら、整備は
25％程度減少しているが、実際にはどのような活用がされている
のか。

　地域包括支援センターの創設により、在宅介護支援センターは、主
に相談対応のための機関となっており、ご指摘のとおり今後の整備量
も減少することから積極的な活用を推進するものでは無いため、次の
とおり修正します。
　⇒「地域包括支援センターの窓口（ブランチ）や支所（サブセンタ
―）として“　　”活用を図ることを前提として…」

21 矢川委員 89

【養護老人ホーム】
　「①養護老人ホーム」の下から4～5行目、「果たすべき役割は
重要性を増しているから、必要量の確保が必要」としながら、整備
見込に変化は無いが、どのように考えているのか。

　入所者数の状況や、市町による今後の整備見込の状況を踏まえて、
「①養護老人ホーム」の下から４～6行目「…養護老人ホーム以外の施
設では～重要性を増していることから、必要な入所定員を確保する必
要があります。」の記述を次のとおり修正します。

　⇒「…養護老人ホームとしての役割を果たすことが求められている
ことから、必要な入所定員を確保する必要があります。」

22 矢川委員 ―

【全体について】 　文章が長い箇所について、分かりやすいものとなるよう、改めて見
直しを行うこととしたい。

表4―23のすぐ上の行 また、国保連～

「積極的な活用を図ることを前提として、必要量を見込む」と

あるが、整備見込みは、２５％ほど減少している。実際、どのよ

うに活用されているのか教えていただきたい。

「果たすべき役割は重要性を増しているから、必要量の確保が

必要」とあるが、整備見込みは変化がない。これは、現在、空き

があり、十分に活用されていないので、まず活用するところから

始めると解釈していいのか。

「デジタルデバイト」の言葉は一般的ではないのではないか。

「情報格差」の方がわかり易いと思う。ICTだからあえて横文字

を使われたのか。

1文が長い箇所（５～７行）が何カ所かあり、内容を読みこな

すのが大変であった。ロジカルにまとめていただくとありがたい。

－6－


