「認知症対策について」
問う

誠之

栄子

したがって、介護保険施設
運営法人は自らの判断によ
り、任意に第三者機関によ
る評価を受ける仕組みと
なっており、平成 年度に
は、ハートケア流山とナー
シングプラザ流山の２つの
介護老人保健施設が第三者
評価を受けた実績がありま
す。なお、地域密着型サー
ビスにおいては、地域密着
型サービスの基準に関する
市条例の規定に従い、定期
的に外部評価を受けて、そ
の結果を公表しなければな
らないと規定しています。
この外部評価を実施した時
には、市に結果報告を義務
付けており、その結果は介
護支援課、地域包括支援セ
ンター、市ホームページで
閲覧できます。また、第三
者評価とは、千葉県では県
が指定する の法人から選
択して、専門的かつ客観的
な立場から評価を受けてい
ただくものです。ご指摘の
とおり、これを公表するこ
とにより、その施設のサー
ビスの質の向上と、利用者
が適切なサービスや施設の
選択をする際の大きな基準
になることからも、この第
三者評価は非常に有効だと
考えています。公表の仕方
については、先進事例等も
研究していきたいと思いま
す。

斉藤

真理

成人用肺炎球菌ワクチン
接種公費助成について

公明党

可能性が高いことから、後
期高齢者医療の対象となる
歳以上と考えています。
また、助成金額は多くの市
町村と同額の２０００円を
限度としたいと考えていま
す。なお、今後も国の定期
接種化の動きを注意深く見
守っていきます。任意接種
の予防接種の費用は医療機
関ごとにさまざまで、統一

されていないのが現状で
す。高齢者肺炎球菌助成事
業における予防接種は、で
きる限り同一の価格で接種
ができるよう流山市医師会
と協議していきたいと考え
ます。また、その価格の設
定についても適切な価格と
なるよう医師会にお願いし
ていきたいと考えます。

啓子

進めていきたいと思ってい
ま す。 次 に、 子 育 て 支 援
パスポートとは、社会全体
で子育てを応援する企業参
画型子育て支援事業で、現
在、千葉県実施の「子育て
応援！チーパス事業」
、本
市の市内共通ポイントカー
ドながぽんがあります。特
に、子育て支援を特典とし
た市単独の子育て支援パス
ポートの導入については、
既存制度であるながぽんの
活用を含めて今後研究して
いきます。また、それ以外
にもアンケート調査やワー
クショップの中で多様な意
見が出ており、このような
意見がながぽんに反映でき
るか否か、担当部局と調整
をした上で総合的に判断し
たいと考えています。

加藤

流山市の
子育て施策について
子ども・子育て支援法
施行に向けて、事業計画案
を子ども・子育て会議で中
心に進めていると思います
が、保育コンシェルジュに
よる子育て相談総合窓口の
設置や子育て支援パスポー
トの導入予定についてはど
う考えますか。ながぽんと
の連携もとれませんか。
子ども家庭部長 保育
コンシェルジュは利用者支
援事業として制度化されて
います。利用者支援事業と
は、子どもや保護者からの
個々のニーズに応じて子育
て支援サービスを確実かつ
円滑に利用できるように調
整を図るものです。本市で
も先進市の事例を参考に、
新制度施行の平成 年４月
に向けて、保育コンシェル
ジュの導入を目指していき
ますが、来年度は試行とし
て保育サービスを紹介する
臨時職員の配置を考えてい
ます。また、保育コンシェ
ルジュの流山市としてのあ
り方、窓口の設置の仕方に
ついては、先進市の事例を
研究しながら、子ども・子
育て会議の意見も聞いて
27

西川

程は各学校が学習指導要領
に基づいて決定する内容な
の で、 特 定 し て 認 知 症 サ
ポーター養成講座を設定す
ることはなかなか難しいか
と考えています。また、県
立高等学校との関連です
が、県立高等学校は私たち
の市教育委員会の管轄外で
あります。しかし、
中学校、
高等学校の校長で結成して
いる中高連絡協議会の中で
話をさせていただいて、一
度協議をしてみたいと考え
ています。
副市長 これから高齢化社
会を支えていくその大きな
柱は、前期高齢者が後期高
齢者を支える仕組みを行政
と地域がしっかりとつくっ
ていくかどうかにかかって
いると考えています。今後
教育長ともよく相談をし
て、若い時代にどのように
お年寄りをいたわり、認知
症に対する理解を深められ
るか、検討したいと考えて
います。

楠山

高齢者施設の
評価制度について

市民クラブ

＊1

75

問

答

市民クラブ
平成 年３月末時点で
は、 本 市 の 認 知 症 サ ポ ー
ターは２７３４名おり、
回のサポーター講座が開催
されていますが、県の平均
レベルです。全国的には
代のサポーターも多く、今
後、市内小学校上級生・中
学生をはじめ、市内県立高
校 生 に も「 認 知 症 サ ポ ー
ター養成講座」を受けさせ
られませんか。
教育長 学校は児童生
徒の発達段階や地域の実態
に応じてさまざまな取り組
みをしています。認知症サ
ポーター養成講座という特
定の講座を設けているわけ
ではありませんが、認知症
を含めた高齢者への理解や
思いやりの心についても、
さまざまな体験活動に取り
組んでいます。今後も道徳
の授業や部活動、全ての教
育活動を通してこのような
心を育むことができるよう
に取り組んでいきたいと考
えています。また、教育課

＊2
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伊藤

實

澄子

中に福祉避難所の計画的整
備を盛り込むべきではあり
ませんか。
健康福祉部長 今後作
成する条例に福祉避難所の
計画的な整備について盛り
込むべきかどうかについて
ですが、市が策定を進めて
いる条例は、市独自の個人
情報の取り扱いを定める条

松尾

＊3

要パイプラインを移設しな
がら新川承水路を拡幅する
こ と は 困 難 で す。 ま た、
山側への拡幅についても既
存施設や家屋の移転、山ど
めの擁壁築造など課題があ
り、 非 常 に 困 難 な 状 況 で
す。このため新川承水路の
雨水排水については、しゅ
んせつや草刈りを行い、現
在の排水断面を確保してい
くことと、大雨の時の一時
貯留を含め、今後の新川耕
地の有効活用計画と整合を
図りながら計画を策定して
いきたいと考えています。
河川断面を深くすることに
ついては、放水先の高さと
の関係から、現状では河川
断面を大きくするのは難し
いと考えています。現在、
工業団地周辺でも冠水が発
生している状況ですので、
今後、新川承水路全般にわ
たり、調査をし、どのよう
な対策がとれるか具体的に
検討していきたいと考えて
います。

誠和会

新川承水路の
雨水排水対策について

災害時に一般の避難所
での生活に支障をきたす介
護が必要な高齢者や障害者
等を受け入れるための福祉
避難所の整備が急がれてい
ます。神戸市では条例で福
祉避難所の計画的整備を明
文化しています。流山市で
も今後策定予定の個人情報
の取り扱いを定めた条例の

公明党

災害時要援護者
避難支援について

新川承水路は過去の経
緯から、雨水対策のための
水路と変貌しているが、こ
の水路に流入している面積
は非常に広範囲となってい
ます。さらに、沿線での宅
地開発が進み、保水能力が
低下し、水路の流量断面不
足と曲折した水路と相まっ
て周囲に冠水の状態を起こ
しています。抜本的な対策
をすべきと考えるがどうで
すか。
土 木 部 長 新川耕地
は、農業従事者の高齢化と
後継者不足により休耕田が
増 加 し て い る ほ か、 水 田
の埋め立てにより遊水地と
しての機能が低下していま
す。 こ の よ う な 背 景 に よ
り、市道２１３号線の特定
区間で道路冠水が発生して
います。現在、市道２１３
号線には新川承水路直近に
北千葉広域水道企業団の導
水管が、その下には江戸川
流域下水道江戸川幹線が埋
設されており、これらの主

問

答

問
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ています。国は、現在高齢
者向けの肺炎球菌ワクチン
を含む５つのワクチンにつ
いて、実施を自治体に義務
づける定期接種化を検討し
ていますが、現在平成 年
度からの定期接種化導入に
ついては明らかになってい
ません。本市としては、国
の定期接種化の動向を注視
してきましたが、現時点で
は明確な情報を得られない
ことから、平成 年度から
高齢者向けの肺炎球菌ワク
チン接種の助成を行う方向
で準備を進めていきたいと
考えています。助成対象者
は、後期高齢者医療広域連
合からの補助を見込めるこ
と、また病状が重篤になる

26

23

現在、肺炎は日本人の
死因第３位で、特に高齢者
の肺炎による死亡者は年々
増加しています。肺炎球菌
が原因の肺炎はワクチン接
種することで８割に効果が
あると言われています。し
かし保険の適用とならず全
額自己負担となっていま
す。高齢者の肺炎球菌ワク
チン接種について公費助成
すべきと考えますがどうで
すか。
健康福祉部長 肺炎の
うち、４分の１から３分の
１が肺炎球菌によるものと
考えられていることから、
肺炎球菌ワクチンの接種は
肺炎による死亡率の低下に
つながる有効な手段と考え

答

問

答

99

10
に市民に周知しています
か。
健康福祉部長 社会福
祉法第 条第１項では、社
会福祉事業の経営者に対
し、サービスの質の評価を
行うことによって良質かつ
適切な福祉サービスを提供
するよう努めなければな
らないと規定しています。
78
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高齢者施設が増加する
中、利用者の声や施設側の
努力を公平に反映する第三
者評価は必須です。施設の
サービス向上となり、利用
者が施設を選択する目安と
もなります。現在、特養、
老健など市内施設の第三者
評価はどのように機能して
いますか。また、どのよう

答

問

答

問
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