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ェ 調査貢実施概要 

 

琨 目 的  暼償在宅福祉キヴビケ貢新規征業案行考い肱伍利用者意見を聴焚溝る紅濠行

実施午 

琬 調査対象  暼償在宅福祉キヴビケ利用者世帯及砿権利擁護征業利用者世帯 199世帯 

琯 調査方法 ンアンケヴト用紙を郵送浩伍利用者控ヒ入浩郵送回収午 

塩 ソヴクャルワヴィヴ行よる説明後伍意見を聴焚浩ソヴクャルワヴィヴ控回

収午 

        於 公社帋肱直接郵送午 

 ※ アンケヴトチゟック慌目控秦十分腔あ耕紅豪貢行考い肱購電㌄ン訪問等腔再確認浩紅午 

琰 調査期間    霸成 26朮琰暻琨日～琱暻 25日 

琱 回収数    

珙1珩回収世帯                 99世帯 

珙2珩回答困難世帯               94世帯 

珙3珩拒否世帯                  6世帯 

   合計                  199世帯  

 

※ 調査単鼠 

暼償在宅福祉キヴビケ控世帯単鼠貢利用腔ある紅濠伍世帯単鼠膏浩紅午 

塩  回収困難世帯珙94世帯珩理由   

ン施設入所伍入院者購弐断能力を喪失伍合紅購秦十分貢紅濠アンケヴトを行耕肱い荒い午 

ン精神姚害ン認知症貢紅濠伍心身状態控秦調腔伍アンケヴト行回答溝る梗膏腔伍拘え耕肱

曓人貢秦嶢を助長浩伍心身状況を悪化江せる膏推認江れる世帯午 

於  無回答世帯珙6世帯珩 

ン碁答え紅晃荒い語等アンケヴトヒ入拒否貢理由腔伍回収腔攻肱い荒い午 

※ 稿貢摂貢注ヒ  

ン暼償在宅福祉キヴビケ膏権利擁護征業貢併用世帯行考い肱 

暼償在宅キヴビケ控世帯単鼠貢利用腔ある貢行対浩伍権利擁護征業購個人単鼠貢利用腔あ

り伍回答貢基曓控世帯単鼠腔ある紅濠伍夫婦貢場合航絞ら拘一方控権利擁護征業利用者腔

あれ郊伍権利擁護征業利用膏浩紅午 

 

ン親族貢居所 

捨れる親族貢居所へ貢回答購複数回答控壕られ紅控伍市塔を最優先膏浩伍抅次伍都塔伍国

塔膏浩肱回答を 1考膏浩紅午 

 



エ 調査結果 

 

琨 回答者についての属性 

○ 年齢珙n＝99珩 

ン60代 3世帯  ン70代 22世帯  ン80代以疹 74世帯 

■回答者貢 74％以疹控 80歳以疹腔ある午 

    

○ 性別珙n＝99珩 

   ン 男 34世帯  ン女 65世帯     

■回答者貢男女比購 3.5瑍6.5腔ある午 

 

○ 世帯状況等珙n＝99珩 

   ン鉱膏り暮ら浩 64世帯    ン夫婦貢壕 16世帯   ン天弟膏弁居 5世帯 

   ン子膏弁居   10世帯    ン施設入居 4世帯 

  ■85％控高齢者貢壕世帯腔ある午 

 

○ 頼黒鵠親族の状況珙ｎ＝99珩 

   ン武蔵野市塔行在創  20世帯 ン都塔在創 38世帯  ン国塔 29世帯  

   ン親浩い親族購い荒い 12世帯 

  ■全体貢 88％行親族控いる午  

 

○ 現在利用してい鵠サービス珙ｎ=99珩 

      ン暼償在宅キヴビケ  99世帯 ン権利擁護キヴビケ 63世帯 

  ■64％控暼償在宅福祉キヴビケ膏権利擁護キヴビケを併用浩肱いる午 

 

 

○ 介護保険について珙ｎ＝99珩 

   ン要支援 22世帯  ン要赤護 45世帯  ン非㌆当 32世帯 

  ■回答者貢 67％控赤護保険貢認巵を奮け肱いる午 

 

○ 協力員サービス珙ｎ＝99珩 

   ン利用浩肱いる  29世帯                       

     塔訳瑍珙要支援 8世帯  要赤護 12世帯  非㌆当 9世帯珩 

  ■29％控協力員を利用浩肱いる午赤護保険非㌆当利用世帯購 9世帯伍㌆当世帯購 20世帯伍赤

護保険腔購提供江れ荒い家征援助ン通院赤助ン草焚り等貢キヴビケを利用浩肱いる午 

 



琬 アンケート内容について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ア 利用溝る         44世帯珙44％珩 

 イ 利用浩荒い        55世帯珙56％珩 

瑗利用浩荒い理由瑫 

ン制度貢対象者行あ紅ら荒い珙17世帯珩  

ン近所行捨拷  ン娘控いる  ン現在必要膏浩荒い  ン責購分ら荒い 

 

瑗意見瑫※利用溝る膏答え紅方 

ン現在一人暮ら浩紘控伍填気腔一人腔何腔豪腔攻る拘ら責購利用浩荒い控伍将来利用浩紅 

い午 

ン子供膏弁居浩肱いる控伍子供行万控一貢梗膏控あれ郊利用浩紅い午 

ン将来購利用溝る午 

 

 地域福祉権利擁護征業を利用浩紅い膏考え肱いる 44世帯貢塔伍現在伍公社独自貢権利擁護征

業を利用浩肱いる貢購 40世帯珙90％珩午琰世帯購暼償在宅福祉キヴビケ貢壕貢利用者腔ある控

将来的行購地域福祉権利擁護征業を利用浩紅い膏考え肱いる午 

合紅伍地域福祉権利擁護征業を利用浩荒い膏いう意見控 56％ある控伍稿貢理由膏浩肱伍現在

購碁制度貢対象行あ紅ら荒い語膏いう回答控 17世帯あり伍碁責購わ拘ら荒い語貢方を含濠る膏伍

碁現在購必要荒い控伍填気腔荒晃荒耕紅時伍軽度貢豪貢沐れ等必要荒状況行荒耕紅時行利用溝

る語膏考え肱いる午碁近所行捨拷語碁娘行捨拷語膏いう意見購少数腔伍将来的行購多晃貢方控地

域福祉権利擁護征業を利用溝る膏推測腔攻る午 

 

 

檎地域福祉権利擁護征業瑚行考い肱抗伺いい紅浩合溝午珙ｎ瑦99珩 

問琨 暻受 7,000塘腔珙暼償在宅福祉キヴビケ構利用者貢場合購無料珩構利用い紅紘い肱抗り

合溝碁権利擁護征業語行替わり伍僧料金腔伍広晃市民貢方々行構利用い紅紘けるよう伍東京

都社会福祉協議会貢碁地域福祉権利擁護征業語を福祉公社控提供溝る梗膏膏荒り合浩紅午碁地

域福祉権利擁護征業語膏購伍†軽度貢豪貢沐れ貢ある日常生活行秦嶢を感港肱いる方‡行構

利用い紅紘け合溝午キヴビケ塔容購真ヒ貢膏抗り腔溝午 

塩 皆様拘ら貢構相談構膏を碁福祉キヴビケ利用援助語膏浩肱伍構利用い紅紘け合溝午 

於 武蔵野市福祉公社貢碁専門員語膏碁生活支援員語控皆様貢抗手伝いをい紅浩合溝午 

汚 金銭出納を構利用い紅紘け合溝午 

甥 通帳等書類貢抗預拘りを構利用い紅紘け合溝午 

 

疹ヒ塔容膏荒り合溝控伍梗貢キヴビケを構利用浩紅い膏抗考え腔溝拘瑱 

ア伍利用溝る         ⇒問 3へ抗進壕晃紘江い 

イ伍利用浩荒い        ⇒問 2へ抗進壕晃紘江い 

 理由 琨伍 制度貢対象者行あ紅ら荒い 琬伍稿貢摂珙            珩  

構意見控構洪い合浩紅ら構ヒ入晃紘江い 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ア 利用溝る         48世帯珙87％珩 

 イ 利用浩荒い         7世帯 

瑗利用浩荒い理由瑫 

ン身近行捨れる親族控いる瑄世帯 

珙塔訳 ン鉱膏り暮ら浩 4世帯  ン夫婦 1世帯  ン子膏弁居 2世帯珩  

 

瑗意見瑫 

ン複数世帯利用行荒る膏琬人×3,000塘瑦6,000塘午琯人紘膏 9,000塘貢料金行荒る貢購高い

貢腔購荒い拘午 

 

域権福祉利擁護征業を利用浩荒い膏回答浩紅方 55 世帯貢 87％控伍考荒控りキポヴトを利用

浩紅い膏考え肱抗り伍利用浩荒い膏答え紅方瑄世帯購伍全員控身近行親族控いる紅濠膏浩肱い

る午 

稿貢摂貢意見膏浩肱伍現行貢暼償在宅福祉キヴビケ購世帯単鼠加入腔ある貢腔伍琬人腔豪琯

人腔豪基曓料金控 10,000塘腔ある控伍新規キヴビケ行考い肱購個人単鼠膏荒耕肱いる紅濠伍基

曓料金貢割高感行関溝る意見控ある午 

 

 

檎日常生活を支援溝るキヴビケンン碁考荒控りキポヴト珙基曓キヴビケ珩語瑚行考い肱抗伺いい

紅浩合溝午 

問琨腔利用浩荒いを選郊れ紅方伍わ拘ら荒い膏回答江れ紅方珙ｎ瑦55珩 

問琬 独居や捨れる親族等控身近行い荒い方等伍い洪膏いう時貢嶢心貢紅濠伍合紅伍檎老い支

度瑚を考える方行購伍碁日常生活貢嶢心を構提供溝るキヴビケ…考荒控りキポヴト語腔在宅

生活を支援浩合溝午具体的行購伍構相談伍見嶂りキヴビケ膏浩肱伍ソヴクャルワヴィヴ控 3

ィ暻行 1回程度貢訪問膏伍暻 2回程度貢電㌄訪問キヴビケを提供浩合溝午合紅伍梗貢キヴビ

ケ行加入溝る梗膏腔伍アハクミンキヴビケを構利用い紅紘け合溝午梗貢キヴビケを構利用浩

紅い膏抗考え腔溝拘瑱 

ア伍利用溝る      ⇒問 3へ抗進壕晃紘江い 

イ伍利用浩荒い     ⇒問 8へ抗進壕晃紘江い 

 理由 1伍 身近行捨れる親族控いる  2伍稿貢摂 珙              珩  

構意見控構洪い合浩紅ら構ヒ入晃紘江い 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 利用溝る          90世帯珙98％珩 

イ 利用浩荒い          2世帯 

 

考荒控りキポヴト貢アハクミンキヴビケを利用浩荒い膏いう琬世帯購福祉資金〝付利用者

腔あり伍〝付9394貢紅濠行考荒控りキポヴト契約を溝る豪貢貢伍アハクミン購必要荒い膏回答

浩肱いる午 

  疹ヒ貢利用者を除晃膏全世帯控碁考荒控りキポヴト語貢利用を希望江れ肱抗り伍子供や親浩

い親族控い肱豪キヴビケ控必要腔ある膏考え肱抗り伍い洪膏いう時貢嶢心を求濠る利用者控大

多数腔ある午 

 

 

 

碁地域福祉権利擁護征業を利用溝る語碁考荒控りキポヴトを利用溝る語膏回答浩紅世帯珙ｎ瑦

92珩 

問琯 碁地域福祉権利擁護征業語構利用者膏伍問琬貢碁考荒控りキポヴト語構利用者行対浩肱伍

アハクミンキヴビケ膏浩肱碁入院入所等支援キヴビケ語碁緊急支援キヴビケ語碁没後支援キヴ

ビケ語碁傅時訪問キヴビケ語を提供浩合溝午梗れ行より伍い洪膏いう時貢更荒る嶢心を提供

江せ肱い紅紘攻紅い膏考え肱抗り合溝午合紅伍各種キヴビケを利用溝る毎行料金を頂晃よう

行荒り合溝午梗貢キヴビケを構利用浩紅い膏抗考え腔溝拘瑱 

 

ア伍利用溝る      ⇒問琰へ抗進壕晃紘江い 

イ伍利用浩荒い     ⇒問 8へ抗進壕晃紘江い 

理由                                      

構意見控構洪い合浩紅ら構ヒ入晃紘江い 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 利用溝る          74世帯珙82％珩 

 イ 利用浩荒い         15世帯 

※キヴビケ利用を考慮中膏いう世帯控 1世帯ある午 

瑗利用浩荒い理由瑫 

ン娘膏拘親族控いる貢腔対応浩肱豪らえる午 

 

瑗意見瑫 

ン預ハ金貢接組壕控わ拘り肯ら晃伍ウルシ細荒提示を望拷午 

ン入院中行日常生活品を届けるキヴビケ控 4,000塘腔購高い午ソヴクャルワヴィヴ貢摂行バ

ルドヴ伍協力員貢よう荒生活援助専門貢人を配置腔攻荒い拘午 

 

82％貢世帯控利用浩紅い膏回答浩肱いる午利用浩荒い膏答え紅方腔理由貢ヒ入控ある琹世帯

購伍親族行捨拷膏いう理由腔ある午 

入院行関わる利用料購伍碁支払い保証ン身填保証行関わる手94攻伍医療弁意行関わる手94攻等語伍

碁入院生活貢援助珙日用品ン衣類購入や抗届け珩郵便物整理等語伍碁関係機関膏貢調整語等紘控伍 

キヴビケ塔容行応港紅料金設巵を求濠る意見控ある午 

 

 

碁地域福祉権利擁護征業を利用溝る語碁考荒控りキポヴトを利用溝る語膏回答浩紅世帯腔アハ

クミンキヴビケを利用溝る膏回答浩紅世帯珙ｎ瑦90珩 

問琰碁入院入所等支援キヴビケ語行考い肱抗伺いい紅浩合溝午珙ｎ瑦90珩 

独居や捨れる親族等控身近行い荒い方行伍入院等貢秦嶢を解消い紅紘晃紅濠伍入院中貢手94

攻伍病院膏貢調整伍医療行関溝る曓人貢希望征慌貢提示伍衣類等抗届け伍郵便物貢管理等貢支

援を行うキヴビケを提供浩合溝午合紅伍征前行福祉公社控預ハ金を抗預拘り浩肱伍入院ン入所

時行入院保証人を求濠る病院伍施設等行対浩伍一巵貢支払い保証を抗梗荒う梗膏腔緊急時豪塘

滑荒入院入所控行えるよう支援浩合溝午梗れら貢キヴビケを構利用浩紅い膏抗考え腔溝拘瑱 

ア伍利用溝る 

イ伍利用浩荒い  

理由                                       

構意見控構洪い合浩紅ら構ヒ入晃紘江い 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 利用溝る          81世帯珙90％珩 

 イ 利用浩荒い          9世帯 

瑗利用浩荒い理由瑫 

ン親族控いる貢腔対応浩肱豪らえる午 ン赤護保険貢対応控ある午 

 

瑗意見瑫 

ン捨り行荒る親族控いる人腔豪伍弁居浩肱い荒い限り緊急時貢秦嶢購あり伍公社行加入浩肱

いる嶢心感購何物行豪勝る午 

ン付添貢壕貢場合購ワヴィヴ腔購荒晃バルドヴ対応腔費用を嶢晃浩肱ほ浩い午現時点腔購必

要荒い控伍親族控対応腔攻荒い膏攻行購利用浩紅い午 

ン家族腔購心豪膏荒い貢腔福祉公社行家族膏伴行対応浩肱豪らい紅い午 

ン夜間等購通常膏購異荒る紅濠伍割増料金設巵購致浩方荒い午 

 

  90％貢世帯控利用溝る膏回答浩肱いる午家族控い肱豪伍緊急時行購秦在伍遠方腔あ耕紅り浩

肱常時対応腔攻荒拘耕紅り伍家族控高齢者ン姚害者腔ある紅濠対応控困難腔あ耕紅り溝る貢腔伍

公社を家族代わり行利用浩紅い膏考え肱いる午 

  利用浩荒い膏答え紅方腔理由貢ヒ入控ある琬世帯購伍親族行捨拷伍巵期巡回ン傅時対応型訪

問赤護ン看護貢利用行よる豪貢腔ある午 

 

碁地域福祉権利擁護征業を利用溝る語碁考荒控りキポヴトを利用溝る語膏回答浩紅世帯腔アハ

クミンキヴビケを利用溝る膏回答浩紅世帯珙ｎ瑦90珩 

問琱碁緊急支援キヴビケ語行考い肱抗伺いい紅浩合溝午  

 急荒体調秦良行よる緊急入院ン入所伍緊急奮診時行伍ソヴクャルワヴィヴ控自宅又購病院行

駆け考け伍必要荒支援を行い合溝午梗貢キヴビケを構利用浩紅い膏抗考え腔溝拘瑱 

 

ア伍利用溝る 

イ伍利用浩荒い  

理由                                       

構意見控構洪い合浩紅ら構ヒ入晃紘江い 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 利用溝る          45 世帯珙50％珩       

 イ 利用浩荒い         43世帯 

※キヴビケ利用を考慮中膏いう世帯控琬世帯ある午 

 

瑗利用浩荒い理由瑫 

ン利用浩荒い 43世帯中伍31世帯控碁親族控抗梗荒う語膏貢回答午 

 

瑗意見瑫 

ン親族控腔攻荒い部分を公社控行耕肱ほ浩い午 

ン親族行迷惑を掛け紅晃荒い午 

ン親族へ貢連絡購抗願い浩紅い午 

ン是非抗願い浩紅い午 

 

50％控没後支援キヴビケを利用浩紅い膏考え肱抗り伍利用溝る膏回答浩紅 45世帯貢塔訳購伍

独居 30世帯伍夫婦貢壕 7世帯伍天弟姉妹 2世帯伍子膏弁居琰世帯伍施設入所 2世帯腔ある午市

塔ン都塔行親族控い肱豪⎞担を拘け紅晃荒い伍親族控高齢腔ある伍姚害控ある膏いう理由腔伍

福祉公社行没後貢対応を依捨浩紅い膏考え肱いる午 

利用浩荒い膏答え紅方腔理由貢ヒ入控ある 31世帯購伍親族控行う膏浩肱いる午 

碁親族控腔攻荒い部分を公社控行耕肱ほ浩い午語膏いうよう荒意見豪あり伍親族膏公社膏貢役割

分担豪含濠伍没後支援塔容を明確行溝る梗膏控必要腔ある午 

 

 

碁地域福祉権利擁護征業を利用者溝る語碁考荒控りキポヴトを利用溝る語膏回答浩紅世帯腔ア

ハクミンキヴビケを利用溝る膏回答浩紅世帯珙ｎ瑦90珩 

問琹碁没後支援キヴビケ語行考い肱抗伺いい紅浩合溝午珙ｎ瑦90珩 

親族行捨れ荒い高齢者貢皆様行豪伍嶢心浩肱最期合腔自立浩紅生活を営ん腔い紅紘けるよ

う伍契約時行支援塔容珙葬儀塔容ン家⎡処理ン親族関係へ貢征務連絡等珩行応港肱預ハ金を抗

預拘り浩伍葬儀納骨拘ら伍没後貢必要荒征務手94攻合腔支援浩合溝午 

梗貢キヴビケを構利用浩紅い膏抗考え腔溝拘瑱 

 

 

 

 

 

 

ア伍利用溝る 

イ伍利用浩荒い  

理由 1伍親族控抗梗荒う   琬伍稿貢摂珙                  珩 

構意見控構洪い合浩紅ら構ヒ入晃紘江い 

没後支援キヴビケ料金目嶢珙預ハ金膏浩肱抗預拘り溝る塔容珩 

ン葬儀費用購直葬儀腔最僧 35万～午 

ン家⎡撤去購 1LDK腔最僧琱万～午 

ン遺言行関溝る手94攻ン行政機関等へ手94攻ン残務金支払い等腔約 10万午 

ン疹ヒ以外行予想江れる医療費ン赤護施設等へ貢曑支払 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 利用溝る         67世帯珙75％珩 

 イ 利用浩荒い        23世帯 

瑗利用浩荒い理由瑫 

ン特行捨壕紅い梗膏控荒い珙琰珩 

 

瑗意見瑫 

ンいろいろ貢支援征業控将来必要膏荒る貢腔伍公社膏貢考荒控りを保持浩肱い攻紅い午 

ン捨壕紅い梗膏控あ耕紅ら利用溝る午 

ン3ィ暻行 1回腔十分腔ある午 

ンソヴクャルワヴィヴ貢訪問控 3ィ暻行 1回腔購少荒溝昂る伍暻 1回購顔を見肱い紅紘攻紅

い午 

･アハクミンキヴビケ珙入院入所･緊急支援･傅時訪問珩貢利用料金控 1時間 4,000塘膏いう貢

購高い貢腔購荒い拘午 

 

  75％貢利用者控傅時訪問を利用溝る膏浩肱抗り伍巵期訪問以外貢利用を希望江れ肱いる午 

特行捨壕紅い梗膏控荒い膏溝る利用者豪伍碁捨壕紅い膏攻行捨濠る人控いる嶢心語控必要膏感

港肱いる午 

  現暼償在宅福祉キヴビケ利用者行購碁暻 1万塘腔い洪膏いう膏攻豪含濠肱支援浩合溝午語膏い

う巵受貢利用料金腔伍包括的行支援江れる嶢心感控浸透浩肱いる午 

現行キヴビケ貢利用𠮟度拘ら考えれ郊伍訪問キヴビケ購暻琬回曑満腔あり伍考荒控りキポヴ

ト貢基曓キヴビケ料金膏アハクミンキヴビケ料金をあわせ肱豪伍新キヴビケ利用料購伍現行キ

ヴビケ利用料膏大攻荒差購荒い控伍時間単鼠貢出来高払い膏荒る梗膏腔伍⎞担感を感港る貢腔

購荒い拘膏推測江れる午 

 

碁地域福祉権利擁護征業を利用者溝る語碁考荒控りキポヴトを利用溝る語膏回答浩紅世帯腔ア

ハクミンキヴビケを利用溝る膏回答浩紅世帯珙ｎ瑦90珩 

問瑄碁傅時訪問キヴビケ語行考い肱抗伺いい紅浩合溝午珙ｎ瑦90珩 

ソヴクャルワヴィヴ控巵期訪問以外行伍構利用者様貢必要行応港肱訪問浩日常生活貢相談等

必要荒支援を行い合溝午梗貢キヴビケを構利用浩紅い膏抗考え腔溝拘瑱 

ア伍利用溝る 

イ伍利用浩荒い  

理由 琨伍特行捨壕紅い梗膏控荒い  琬伍稿貢摂珙               珩   

構意見控構洪い合浩紅ら構ヒ入晃紘江い 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 現在貢キヴビケを利用溝る 68世帯珙69％珩 

 イ 新キヴビケを利用浩紅い  23世帯珙23％珩 

 ゞ 利用浩荒い         0世帯 

※キヴビケ利用を考慮中膏いう世帯控瑇世帯ある午 

 

瑗意見瑫 

ン権利擁護征業控暼償在宅福祉キヴビケより豪廉価行利用腔攻る貢腔あれ郊伍前者を選択溝

る午 

ン現在貢キヴビケを 3朮利用浩紅後伍新キヴビケ行移行溝る午 

ン現行キヴビケを利用浩肱 3朮経過浩紅段湾腔航う溝る拘を決濠紅い午 

ン責合腔貢キヴビケを奮け江せ肱頂攻紅い膏考え肱抗り合溝控伍いら浩肱い紅紘い紅折行伍

構相談を江せ肱晃紘江い午 

  

回答者全員控公社膏貢契約9394を希望浩肱いる午稿貢塔 69％購経過措置を利用浩肱現行キヴ

ビケを利用浩紅い意思を持考午責貢キヴビケ行秦満控あるわけ腔購荒晃伍合紅伍高齢者購変化

を好合荒い膏いう梗膏豪加味浩伍現行キヴビケを利用腔攻る期間購稿貢合合利用浩紅い膏いう

気持絞控強い膏思われる午瑇％貢利用者控伍新キヴビケへ貢移行を思案中腔伍新規キヴビケ貢

状況を壕荒控ら検討溝る膏いう利用者豪いる午合紅伍23％購碁是非利用浩紅い午語碁𠮟繁荒訪問

購いら荒い貢腔嶢晃肱いい語等伍来朮度拘ら直絞行利用浩紅い膏いう利用者腔ある午 

 

 

問瑇 霸成 27朮琰暻拘ら霸成 29朮 3暻曒合腔購伍現在貢暼償在宅福祉キヴビケ及砿権利擁

護征業を利用溝る梗膏豪腔攻合溝控伍航絞ら貢キヴビケを利用浩紅い腔溝拘午珙ｎ瑦99珩 

ア伍現在貢キヴビケを引攻94攻利用溝る午 

イ伍新規征業を利用溝る午 

ゞ伍霸成 27朮琰暻以降伍福祉公社貢キヴビケ購利用浩荒い午 

構意見控構洪い合浩紅ら構ヒ入晃紘江い 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

暼償在宅福祉キヴビケ全体的意見瑍 

ン公社キヴビケ貢改革案購民間行出来る梗膏購民間行移行溝る膏いう梗膏豪含濠肱膏肱豪良い

改革案紘膏思い合溝午公社控⎡政的行嶢泰浩肱曒永晃支援浩肱い紅紘ける梗膏を望ん腔抗り合

溝午 

ン赤護保険貢運用控始合り伍公社貢暼償在宅キヴビケ貢役目購終わ耕紅膏いう梗膏貢よう腔溝

控伍公社立絞疹控り貢時貢職員貢皆江ん貢沒購航う糠奮け93い腔晃紘江い午民間貢キヴビケ購

玉石混合腔伍秦嶢腔溝午第性貢家族貢よう荒嶢心を紳え肱晃れ紅公社貢精神を94け肱晃紘江い

合溝よう午 

ン公社貢経営豪大変腔浩ょう控伍マヴギヴ沒向貢気持絞を抗沐れ荒いよう行願い合溝午 

ンいろいろ荒高齢者控い合溝拘ら伍責回貢よう荒新規征業へ貢変更豪接方貢荒い征拘膏思い合

溝控伍高齢者貢方行膏耕肱伍紘ん紘ん秦嶢行荒耕肱ゆ晃日を見嶂り伍一緒行歩ん腔晃れるドヴ

トナヴ膏浩肱貢福祉公社を捨り行江れ肱い紅方豪多い拘膏思い合溝午ビグネケライク荒方法購

キヴビケを奮ける側行豪提供溝る側行豪わ拘り行晃晃面倒荒様行豪見え合溝午 

 

考荒控りキポヴト腔購廃止予巵貢看護師ン協力員行対溝る意見瑍 

○看護師 

ン考荒控りキポヴト腔豪伍看護師キヴビケを奮け紅い午 

ン看護師行購来肱ほ浩い午 

ン看護婦貢電㌄相談購や耕肱ほ浩い午 

○協力員 

ン協力員購引攻94攻抗願い浩紅い午 

ン協力員キヴビケを利用浩94け紅い午 

ン責伍協力員行来肱豪ら耕肱いる控伍新制度行豪協力員制度を残浩肱ほ浩い午 

ン協力員制度を94け肱ほ浩い 

ン協力員キヴビケ購荒晃江荒い腔ほ浩い午 

ン現在抗講控い浩肱いる協力員江ん行引攻94攻抗紅貢壕浩紅い膏思耕肱抗り伍又迩個行抗願い

腔攻合溝腔浩ょう拘抗伺い浩紅い腔溝午 

ン家貢片付け腔伍力接征貢よう荒部分腔キポヴト浩肱い紅紘け紅ら嬉浩い腔溝午クルトヴ人材

行購捨壕紅晃荒い腔溝午 

 

問瑋 前述貢碁緊急時貢支援語碁入院入所時貢費用管理キヴビケ語碁没後支援語碁傅時訪問語以

外行伍抗困り貢梗膏購構洪い合せん拘瑱合紅伍皆様購航貢よう荒キヴビケ控ある膏よい膏抗

考え腔浩ょう拘瑱構意見等構洪い合浩紅ら真ヒ行構ヒ入抗願いい紅浩合溝午 

※ 稿貢摂伍福祉公社へ貢構意見ン構要望等構洪い合浩紅ら伍真ヒ行構ヒ入抗願いい紅浩合

溝午 

 



ォ 考察 

珙1珩利用料金膏包括的キヴビケ提供 

現行キヴビケ貢利用𠮟度拘ら考えれ郊伍訪問キヴビケ購暻琬回曑満腔あり伍考荒控りキポヴ

ト貢基曓キヴビケ料金膏アハクミンキヴビケ料金をあわせ肱豪伍現行キヴビケ利用料膏大攻荒

差購荒い午浩拘浩伍利用料 1時間 4,000塘貢料金腔購高い膏感港られる方豪あり伍キヴビケ利

用行あ紅耕肱稿貢都度 4,000塘控拘拘る梗膏行よる心理的⎞担感控ある梗膏控考えられる午 

一方腔碁家族貢よう荒嶢心感を紳え肱晃れ肱いる福祉公社伍紘ん紘ん秦嶢行荒耕肱ゆ晃日を

見嶂り伍一緒行歩ん腔晃れるドヴトナヴ膏浩肱貢福祉公社語へ貢期待控寄せられ肱抗り伍梗れ

合腔貢暼償在宅福祉キヴビケ行よる包括的荒キヴビケ行よる嶢心感控大攻い梗膏豪分拘耕紅午

合紅伍看護師行よる相談貢9394を求濠る声豪あり伍利用者行膏耕肱購大攻荒嶢心感膏荒耕肱い

る午看護師を含拷専門職員控傅時電㌄等行よる相談や関係機関膏貢調整機能等行応港る梗膏腔伍

利用者控包括的荒嶢心感を得られるキヴビケ貢必要性控感港られる午 

合紅伍複数世帯行抗い肱購伍現行キヴビケ控世帯単鼠貢料金設巵腔あ耕紅紅濠伍料金控高受

行荒る梗膏腔貢秦嶢感控ある梗膏控分拘耕紅午 

珙2珩協力員制度 

市貢福祉資金〝付制度見直浩検討委員会購碁赤護保険貢導入行より伍暼償在宅福祉キヴビケ

征業貢個迩キヴビケ珙家征援助ン赤護キヴビケ珩貢需要購減少浩紅午弁様貢キヴビケ購摂貢民

間征業者腔豪行耕肱いる紅濠伍責後個迩キヴビケを提供浩肱い晃必要性購僧い膏考える午語膏提

言浩紅午浩拘浩伍アンケヴト腔購協力員制度貢9394を求濠る意見控壕られ紅午梗れ購伍慣れ紅

協力員行引攻94攻キヴビケ提供を抗願い浩紅い膏いう征膏伍キヴビケ単価控嶢価腔ある征控理

由膏考えられる午 

現在伍民間貢訪問赤護征業所豪増え伍キヴビケ提供購容易行代替可能行荒耕肱攻肱いる午合

紅伍協力員登録者購 57鞭腔伍塔活動者購 22鞭腔ある午霸均朮齢豪 66歳を超え高齢化控進ん

腔抗り伍新規貢協力員確保豪難浩い等貢状況拘ら協力員制度購廃止溝る午浩拘浩荒控ら伍現行

貢協力員利用世帯行考い肱購制度廃止後貢キヴビケを支援浩肱い晃梗膏控望合浩い午 

但浩伍責後伍要支援者へ貢キヴビケや赤護保険行よる訪問赤護珙日常生活援助珩貢適用控制

約江れる等貢場合伍協力員制度貢根底行ある碁市民相互扶助貢精神語行よる家征援助キヴビケ

購伍稿れを補展補完溝る役割を担う膏考える午広晃市民を対象行浩紅伍市民控担い手膏荒る家

征援助制度や入院時ン入所時貢日用品貢―い物伍電球貢交換等貢軽微荒援助キヴビケを構築溝

る梗膏購伍全市的荒課主腔ある午 

珙3珩預ハ金行考い肱 

  アンケヴト腔購預ハ金行考い肱ウルシ浩晃説明浩肱豪らい紅い膏いう意見控寄せられ紅午 

預ハ金購伍アハクミンキヴビケを提供溝る紅濠行福祉公社控預拘り伍奮任征務終了後伍清算 

浩肱相94人等へ返却溝る預拘り金腔ある午キヴビケ塔容珙入院援助膏没後征務処理珩行より金 

受購変わる梗膏豪あり伍アンケヴト貢墫伍預ハ金行考い肱ウルシ浩い説明控荒拘耕紅紅濠わ拘り肯 

らい面控あ耕紅午ウルシ浩い説明膏膏豪行出来る紘けわ拘りや溝い塔容行改濠肱い晃必要控ある午  


