
資料№２

ページ 項目 意見・質問 回答 計画への反映 担当課
21-22 健康づくりの推進

21-22

健康づくりの推進 「ロコモ予防」など用語が分かりにく
い。下部に説明があるが、説明もわ
かりにくい。

分かりやすくする。 和名の運動器症候群の記載と、運
動器（筋肉、骨、間接、軟骨、椎間
板）としました。

健康増進課

21-22

健康づくりの推進 取組の内容は良いが、その内容が
市民にどれだけ浸透するかが問
題。いかに浸透させるかが大切。

周知の仕方も計画に記載していく。 協働のとりくみに、「行政は、広報や
職域と連携して周知に努めます。」
と追加しました。

健康増進課

21-22

健康づくりの推進 「自分の事と考え、広げる」とは具体
的にどうしていくのか。

地域・公民館での活動で住民意識
を向上させる。

協働の市民のとりくみに、「広報等
の情報を活用したり地域の活動に
参加するなどして」を追加しました。

健康増進課

21-22
健康づくりの推進 地域・公民館の活用が必要ではな

いか。
連携して取り組みたい。 上記に記載したとおりです。

健康増進課

21-22

健康づくりの推進 成長期の子供に関しての記述がな
い。県では取り組んでいるが市では
どうか。県の情報を共有し連携して
取り組んでほしい。

第1章で親子の健康はあるが、提案
の内容を確認検討する。

第一章１　妊娠出産支援と親子の
健康に反映させています。

こども課

21-22
運動による健康
づくり

施策③に早寝・早起き・おいしい朝
ごはん「運動」を追加。

訂正する。 「早寝早起きおいしい朝ごはん」運
動としました。 健康増進課

21-22
運動による健康
づくり

施策③取組も　→　取組を 訂正する。 「取組を」に変更しました。
健康増進課

21-22

こころの健康づく
り

施策④働き盛り　→　表現に工夫を 修正する。 現状と課題、具体的な施策の④は
「30歳代、40歳代の」に変更しまし
た。

健康増進課

21-22 指標 国保受診率の内容は。 かかりつけ医での受診を含む。 - 健康増進課

21-22
こころの健康づく
り

自殺者数の記述　「女性」は不要で
はないか。

検討する。 「年々減少していますが」に変更し
ました。 健康増進課

21-22
食育による健康
づくり

働き盛り男性、職域での健康づくり
を追記してはどうか。

「若い世代」の部分も検討する。食
育計画内では表記される。

具体的な施策の④に「職域と連携を
図り」を追加しました。 健康増進課

21-22

食育による健康
づくり

関連計画に「食育基本計画」を追
加。

第2次健康いといがわ21に食育推
進計画が包括されているため、追
加しないこととした。

-

健康増進課
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ページ 項目 意見・質問 回答 計画への反映 担当課

21-22

健康づくりの推進 国保対象者に対して、加入時の健
康指導が必要ではないか。

特定健診は未受診者への働きかけ
と加入時に案内を行っている。

-

健康増進課

23-24
地域医療体制の
充実

23-24

指標 指標が医師の貸与者数のみとなっ
ている。ほかの医療技術者数を計
上しなくてよいか。

H29以降は制度として存続が微妙。
UIターン時に返済不要の奨学金制
度を検討中。

-

健康増進課

23-24

指標 貸与者数だけでなく、人口10万人当
たりの医師、関係者数を計上しては
どうか。

今後の推移を見ていくと下降するこ
ととなり、目標としては記述しなかっ
た。

トピックに医師数（人口10万人あた
り）を記載しました。 健康増進課

23-24

現状と課題 地域医療の現場について市民が現
状を理解することが大切。情報発信
が不足しているのではないか。市民
の理解協力が必要であり、記載して
ほしい。

地域医療フォーラムや広報での周
知に努めている。協働の取組として
記載している。さらに検討したい。

協働の取組に記載しました。

健康増進課

23-24

現状と課題 どの計画も市民への周知が必要
だ。

関連個別計画はないが、地域医療
の現状や取組内容の周知に努め
る。

協働の取組に記載しました。

健康増進課

23-24

地域医療体制の
充実

「地域医療体制の充実」　→　「存
続・充実」でもよいのではないか。

非常に高い目標であり、総合計画
を検討するうえで、目指すべき目
標、取組の姿勢として掲載してい
る。庁内的にも再検討したい。

「充実」としました。

健康増進課

23-24
地域医療体制の
充実

「充実」であったり「維持」であったり
統一してほしい。

合わせる。 「充実」としました。
健康増進課

25-26
救急医療体制の
確保

25-26

救急医療体制 救急車の出動要請が変わってき
た。必要性、適正利用について市
民意識の徹底が必要。自治会、公
民館など地域でのPRも必要ではな
いか。

広報活動のほか、DVDをホーム
ページで公開するなど、周知を進め
る。（ホームページで動画を公開。
能生CATVで放映済。）

-

健康増進課

25-26

救急医療体制 119番通報後、出動まで県平均8分
（全国平均7分）。糸魚川の状況は
どうか。適正利用外が原因で遅れ
る場合もあるのではないか。

万全の態勢で臨んでいる。現状で
は4台の救急車体制。Dr.ヘリは２台
目が配備される。到着までは30分で
あり、県平均よりも早くなっている。

-

健康増進課



ページ 項目 意見・質問 回答 計画への反映 担当課

25-26

救急医療体制 救急車内の隊員の対応に時間がか
かっているのではないか。病院へ
行っても同じ検査を実施するのであ
れば、一刻も早く病院へ運んでもら
いたい。その判断を瞬時にすること
はできないか。

救急隊到着後、搬送先を判断す
る。医療との連携を検討していく。

-

健康増進課

25-26

救急医療体制 救急車を利用するのが良いか、一
般外来を利用するのが良いか、迷う
時がある。一般外来だと時間がか
かる印象がある。

その時のスタッフの状況にもよる。
救急と思ったら迷わず119番をお願
いしたい。

-

健康増進課

25-26

2.5次的救急医療 2.5次救急が可能であれば上越市
の病院への搬送は必要ないのでは
ないか。

受診科目に制限があるので2.5次と
している。同様に全て救急対応でき
るわけではない。

-

健康増進課

25-26
2.5次的救急医療 市補助金の有効性をチェックしても

らいたい。
有効であると判断し補助している。 -

健康増進課

25-26

救急医療体制 地域開業医が高齢化してきている。
24時間体制の確保が可能か。

８０歳以上が５名、１名医院が２医
院。救急体制は７０歳以下で構成し
ている。今後開業がないと維持が難
しくなる。

-

健康増進課

25-26

救急医療体制 県で行っている医療体制会議につ
いて県の計画では、公表、理解に
向けた活動を行うとしている。記載
がないがどうか。

医療体制会議は姫川病院閉院後
の対応として開催されていたが現在
は行われていない。市では地域医
療フォーラムを実施し地域医療につ
いて市民に理解を求めている。県
の計画との整合は検討していく。

-

健康増進課

25-26

救急医療体制 糸魚川総合病院では相談等により
魅力ある病院づくりにつながる活動
はできないか。

運営審議会で伝えていく。 -

健康増進課

25-26
救急医療体制 市民アンケートでも不満が多い。看

護師対応に問題がある。
同上 -

健康増進課

27-28 地域福祉の充実

27-28

基本方針 基本方針中、障害の定義は何か。
認知症を含むかなどあいまいでは
ないか。

少し前の文章を合わせて一般市民
全体を表現するために使っている。

「高齢者や障害者等が」を「介護が
必要な状態になっても」に変更しま
した。

福祉事務所
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ページ 項目 意見・質問 回答 計画への反映 担当課

27-28

要配慮者への支
援

災害時避難行動要支援者名簿につ
いてどのように地区へ提供している
か。

本人の同意を得て出している。災害
時は全員分を出す。

-

福祉事務所

27-28
要配慮者への支
援

鮮度の高い（常に新しい）情報提供
をお願いしたい。

現在は年１回。それ以上はなかな
か難しい。

-
福祉事務所

27-28

要配慮者への支
援

近所において認知症の疑いがある
人など何か変だと感じる人について
はどこへ連絡すればよいか。

地域包括支援センターへ連絡して
ほしい。見守りネットワークで発見
する場合も同様にしている。

-

福祉事務所

27-28

要配慮者への支
援

地域（自治会）に対して、例えば近
所の人の不自然な動きといったよう
な情報をどこへ連絡すればよいの
か、周知徹底してほしい。

周知徹底していく。 -

福祉事務所

27-28
現状と課題 現状と課題「者」　→　「人」　とする

べきだ。
訂正する。 「者」を「人」に変更しました。

福祉事務所

29-30
支え合いと自立
の地域生活

29-30
自立と社会参加
への支援

長期入院患者の地域移行はどこへ
行くことを指すのか。

グループホームなど。 具体的に移行先についても追加記
載します。 福祉事務所

29-30

相談支援体制 基幹相談支援センターとはどこを指
すのか。

支援センターこまくさ、相談支援セン
ターみずほ、エスポアールはやかわ
の３事業所の相談員が一緒に対応
する体制を整備したいと考えてい
る。

現在は基幹相談支援センターはな
く、どこがその役割をしていくか検討
しているところであり、それらを踏ま
えた内容とします。

福祉事務所

29-30

自立と社会参加
への支援

就労支援の2.3％雇用義務について
ハローワークと連携について記載す
ることが必要ではないか。

訂正する。 ハローワーク等との労働機関との
連携も追加記載します。 福祉事務所

29-30

自立と社会参加
への支援

障害者の自立について地域の人に
理解してもらうことはとても大切だ。
まだまだ理解されていない現状が
ある。

現状課題、役割に「市民理解」を記
載する。

追加記載します。

福祉事務所

29-30
自立と社会参加
への支援

地域における研修も大事だ。 修正する。 住民への理解を深める研修会を開
催する内容を追加記載します。 福祉事務所

31-32 高齢者福祉の充
実

31-32
細名称 ④生活支援サービスの充実へ訂

正。
訂正する。 生活支援サービスの充実に修正し

ました。 福祉事務所



ページ 項目 意見・質問 回答 計画への反映 担当課

31-32

指標 要介護認定割合を減らしていくのは
難しいのではないか。住宅改修の
助成を受けるために認定を受けて
いる実態がある。

見極めていきたい。（具体サービス
の利用がない場合）

重度の要介護度の人数に変更しま
す。

福祉事務所

33-34
高齢者生きがい
づくりの充実

33-34
細名称 ②高齢者の交流機会の充実に訂

正。
訂正する。 高齢者の交流機会の充実に修正し

ました。 福祉事務所

33-34

交流機会の充実 老人クラブ、シルバー人材センター
の加入率、加入者数減少の分析は
どうか。

・老人クラブについては自然動態に
よる脱退数が新規加入数を上回っ
ているため加入率が減少していま
す。
・定年延長など雇用期間が延びたこ
とも原因。「まだ早い」「役職を押し
付けられる」「入りたくない」「名前が
悪い」といった声は聞いている。地
区の会合を通じてPRしているところ
である。

-

福祉事務所

33-34
交流機会の充実 昔ながらの老人会もある。老人クラ

ブには補助金も出ている。
今後も継続し補助していく予定で
す。

-
福祉事務所

33-34

交流機会の充実 地区行事での役割や、地域での活
動を頑張っている。安否確認や見
守りを行っているところもある。

今後も継続していただきたいと考え
ている。

-

福祉事務所

33-34
交流機会の充実 地域力（元気なお年寄り）を高めて

いる。
期待している内容であり、計画に含
めている。

-
福祉事務所

33-34

交流機会の充実 老人クラブには入る気がしない。健
康体操をほっこり館でやっている。
ほっこり館はみんな喜んでいる。

老人クラブへの加入促進は、交流
機会の充実の一つであり、それぞ
れご自身にあう方法で、趣味や生き
がいを持って生活していただきた
い。

-

福祉事務所

33-34
社会参加の促進 生きがいを畑など収穫の喜び、作る

喜びに求めるのも一つの方法だ。
高齢者の生きがいの1つであると認
識しています。

-
福祉事務所

33-34

交流機会の充実 集まる場所が手狭になって年寄り
皆が入れない。高齢者が集まる場
所への支援は何を考えているか。

集まる場所への支援とは、健康づく
りや介護予防の普及啓発と実技指
導を支援と考えている。集まる場所
自体が手狭ということについては、
今後関係課と協議していく。

「既存施設の有効活用も含め、高齢
者が集える場所の確保に努めま
す。」に修正しました。 福祉事務所
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ページ 項目 意見・質問 回答 計画への反映 担当課

33-34
交流機会の充実 学校施設（児童が減っている）を考

えてはどうか。
上記と同じ。 -

福祉事務所

33-34
高齢者生きがい
づくりの充実

総合戦略の具体的な施策目標を達
成する施策を盛り込んではどうか。

総合戦略の目標へ変更します。 「趣味や生きがいを持っている高齢
者の割合」に変更します。 福祉事務所

33-34

社会参加の促進 グリーンバスケットのボランティアの
担い手不足、育成の必要性を感じ
ている。

NPO法人に対して、市ができる支援
について検討していきます。

NPOに対する支援について、具体
的施策に記載しています。 福祉事務所


