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令和３年度 第３回島本町介護保険事業運営委員会（書面開催）の結果について 

 

 

案件 ⑴ 島本町保健福祉計画及び介護保険事業計画の進捗状況について 
 

 ご意見 町の考え方 

１ 

資料１－１ 

「訪問指導」の説明 

「例年と比較し延べ人数が増加しています」とあるが、令和２年度：９８

人、令和３年度：８８人と減少しているのではないか。 

ご指摘いただきました通り、令和２年度実績と比較し、令和３年度の延べ人数は減少し

ています。  

申し訳ありませんでした。 

２ 

資料１－３ 

「認知症サポーター養成講座」については、令和４年度に動画を作成

などの工夫をすることによって、再開できるようにしたり、これまで受講で

きなかった児童へもフォローを予定していることは評価できる。 

「医療・介護連携の研修会」についても、「認知症サポーター養成講

座」のように、オンライン等の工夫を検討することも一考ではないか。 

ご提言をありがとうございます。 

地域支援事業で実施している事業につきましては、コロナ禍の影響により、多くの講座

や講演会等、人を集めて実施するものが中止となりました。今後は、それぞれの事業にお

いてコロナ禍の中でも感染症対策を講じて、実施できるように取り組んでいくことになると

考えておりますので、その際には、提言いただいているようにオンラインによる開催で実

施できないかなども視野に入れ、工夫していければと考えております。 

３ 

資料１－４ 

各年度の「実績見込み」は、新規申請だけなのか、 

「更新申請」及び「区分変更申請」は含まれているのか。  

「更新申請」が含まれている場合、要支援１～要介護３までは１００％

を超えているが、「更新期間」が延長されたことの影響は反映されている

のか。 

ここで記載している数値は要介護認定の申請者数ではなく認定者数になりますので、

申請区分の別はありません。そのため、更新申請者の有効期間が延長されたことによる

影響は小さいのではないかと考えます。 

４ 

資料１－５ 

「利用率」が計画値より上回った理由については説明があるが、下回

った特徴的な理由についても説明があってよいのでは。 

特徴的な理由が認められた場合には下回った理由について説明いたします。なお、今

回に関しましては「新型コロナウイルス感染症による利用控えが起きている」「（福祉用具

関連や住宅改修等）一人の利用者が複数利用するので変動しやすく、計画値との差が著

しい」等が理由と考えられます。 
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５ 

新型コロナ感染の懸念から全体として健診への受診控えがあったこ

とにより低下した健診や健康相談をどのようにしてまた回復させていく

かが今後の課題となります。知恵を出して合って受診率の向上できれば

と思います。 

ご意見ありがとうございます。 

健（検）診受診率向上のため、広報やホームページ等での周知方法の工夫や、受診勧

奨通知等に、引き続き取り組んでまいります。 

６ 

（質問） 

資料１－４に関し、令和２年度の「要支援１の認定者数が計画値との

乖離が大きい理由」は、「総合事業サービス受給者が要介護認定を申

請」せず、基本チェックリスト判定を受け、要支援ではなく事業対象者と

判定されたということでしょうか。 

（意見） 

そうであれば、参考までに、令和２年度の事業対象者数の実績が記

載されていると、要支援１の認定者数が少なかったことがより理解しや

すいのではないか。 

ご質問に関しましてはご明察のとおりです。またご意見につきましては、今後同様の内

容を掲載する場合に参考として併記いたします。 

 

（参考）事業対象者数実績 

令和２年度…９６名（令和３年３月３１日時点） 

 

７ 

高齢者に対する予防接種 

 ・予防接種率が下がっているが、コロナワクチン接種が、影響している

のか 

 ・脳炎球菌ワクチン接種も下がっているが原因は？ 

高齢者インフルエンザ・成人用肺炎球菌ともに、例年と比較し令和 2 年度の接種率が

増加しております。 

その理由として、高齢者インフルエンザは、令和２年度に限り、大阪府において、季節

性インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の併発による高齢者の重症化を防ぐこと等

を目的として、自己負担額（1,500円）を無料としたことが大きな要因となっています。 

成人用肺炎球菌は、令和元年度から対象者が２順目となり、これまでに未接種の方が

対象となっています。令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、肺炎球菌

ワクチンの接種希望者が増加したものと考えております。 

８ 

高齢者福祉事業 

 高齢者健康と生きがいづくり推進事業 

 ・コロナ禍で令和 2年度 213人が令和 3年 363人と増加していますが

どのような取り組みをされたのか？今後高齢化が進む中で重要な施策

になると思いますので創意工夫して参加人数を増やしてほしい。 

高齢者健康と生きがいづくり推進事業は、年長者クラブが主催している事業で、健康増

進ハイキングやグラウンドゴルフ、健康づくり講演会等があります。令和２年度は、多くの

事業が中止となりましたが、令和３年度は、コロナ禍においても、感染症対策を講じて、ハ

イキング等が実施できたことから、延べ参加人数が増加しています。 

 今後につきましても、できるだけ多くの高齢者が参加できるよう、年長者クラブと連携の

もと、事業を実施してまいります。 



 

3 

 

９ 
介護サービス 

・訪問リハビリテーション事業の更なる拡大をお願いしたい。 

訪問リハビリテーション事業所の指定権者は大阪府となりますが、介護サービスの質

の向上と適切なサービスの提供のため、府と連携して整備と運営に努めてまいります。 

10 

コロナ禍の中で、苦労の多かったことと推認しています。 

町が主催するケア会議や介護職員等を対象とした研修会に利用者の

家族の代表も参加して、利用者のニーズとは何か、介護している家族の

視点を聞いていただきたい。 

支援から自立した人に追跡調査を行い、地域ケア会議の効果と課題

を確かめることを提言します。 

新たな視点からの提言をありがとうございます。いただいたご意見は今後の地域ケア

会議の取組みを進めて行く上で参考とさせていただきます。 

また、自立支援に資する地域ケア会議では、令和元年度から、以前検討した事例にお

いて、会議で専門職から出た助言等を踏まえ、その結果がどのようになったかを把握する

ために、振り返りを実施しております。今後も、自立支援に資する地域ケア会議で振り返り

を行い、その効果と課題を把握し、研修会等で介護支援専門員等にフィードバックできる

ように取組みを進めてまいります。 

11 

コロナ禍の中ですので、地域での相談も減っている、現実はコロナの

相談などが増えるように思われますが。  

健康の情報等で、「元気高齢者のための健康長寿ガイドブック」が、

役場のカウンターにありました。こんな良い資料が置いてあるだけでな

く、もう少し積極的な広報活動に利用すればいいのでは。一部町内の医

院でも見ましたが。 

元気高齢者のための健康長寿ガイドブックにつきましては、大阪府後期高齢者医療広

域連合が作成し、各市町村の後期高齢者医療担当窓口に配架するよう配布しているもの

です。令和３年１２月に作成され、新型コロナ、疾病予防、健康診査、健康づくり、相談先

など高齢者の健康に関する幅広い内容のパンフレットとなっております。配布数には限り

がありますが、令和４年度から開始する後期高齢者の保健事業と介護予防の一体的実

施において、有効に活用してまいります。 

12 

給食サービス【配食】について 

この事業の主旨としては、安否確認の為だと聞いております。 

しかしボランティアの高齢化により辞める人が多くなっており次に入っ

て来る人もあまりなく負担が大きくなっています。 

安否確認が主であるなら配食を止め、他のやり方でも良いのではと

考えます。 

例えば市販のクッキーや和菓子など,高価なものではない物にし、お

金は要らない事にするとか、いろいろ検討をし、ボランティアの負担を軽

くして持続出来る事業の継続を考える時期に来ていると思います。 

資料に記載している配食サービスは、安否確認を事業実施の目的のひとつとし、毎

年、公募により応募いただいた配食サービス実施事業者に委託して実施しています。 

高齢者の安否確認に関する事業につきましては、いろいろな方法があり、本町は配食

サービスがその役割を担っておりますが、最近、ＩＣＴを活用した安否確認の取り組みなど

も他市町村では導入されている事例もあることから、これらの取組み手法も参考とし、高

齢者の安否確認も含めた見守り体制の輪を充実していければと考えております。 

なお、ご指摘いただいた内容は島本町社会福祉協議会が小地域ネットワーク活動の中

で実施されている「配食」のことではないかと思われますので、島本町社会福祉協議会に

ご意見をお伝えさせていただきます。 
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資料１－３ 

 いきいき百歳体操について 

  各地域でこれまで活動されてきた百歳体操が、コロナの影響を大きく

受けていることはとても残念なことです。 

  今後、コロナが落ちついて 再開 継続をするにしても、感染対策上

の課題や、高齢者のモチベーション 活動自粛などによる身体的な変化

など新たな課題が見えてくる気がします。 

  これらのことを踏まえ、さらなる支援体制を強化し、いきいき百歳体

操が充実できるように支援していただきたい。 

ご指摘のとおり、いきいき百歳体操はコロナ禍の影響による活動自粛などがあったた

め、継続しての実施が非常に難しい状況が続いております。現状では、新型コロナ感染症

対策を講じたうえで、各拠点において活動再開されておりますが、施設の使用が再開され

ていない、施設が使用できても十分なスペースの確保や換気が難しいことなどから、活動

再開ができない拠点も複数ございます。 

今後は、コロナ禍による中断の影響の把握について検討するとともに、すべての地域

拠点において活動が再開できるように必要な支援を続けてまいりたいと考えております。 

１４ 

「色んな所へ行く機会がなくなったので出かけるのは病院行きと薬局行

きだけ」という言葉をよく聞きます。コロナの心配がなくなった後は以前

以上の事業の推進を期待しています。そして協力させていただきたいと

思います。 

コロナ禍の影響により、約２年程度、特に多くの人が集まって何か取組みを行うというこ

とが実施しにくい状況であったため、事業の中止もしくは延期によって社会参加の場が非

常に縮小してしまっている状況にあると考えております。今後は、新型コロナウイルス感

染症の拡大には注意しながらも、中止していた事業の再開や延期していた取組みを実施

していくべき段階にきていると考えていますので、ご協力をよろしくお願いいたします。 
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案件 ⑵ 地域包括支援センターに関することについて 
 

 ご意見 町の考え方 

１ 

資料２－１ 

「３職種」のうち「保健師もしくは看護師」が「１名」となっているが、「保

健師」、「看護師」（準じる者）のどちらなのか。 

令和２年度及び３年度の「保健師もしくは看護師」の１名につきましては、「看護師」の資

格を有している者となっております。 

２ 

資料２－３ 

「年間総括」 

「総合支援については新たに土曜日も開所」したということであるが、

「資料２－１」の相談の内容を分析しておくことが望ましいのでは。相談

の量（件数）、質（相談内容、住民ニーズ等）を把握するうえでも、土曜日

に開設する意義を検討する上でも。公表するかどうかは別にして。 

土曜日の相談件数につきましては、月１回定例開催の地域包括支援センター連絡会で

地域包括支援センターから件数報告を受けており、令和２年度は延べ１０２件、令和３年

度は暫定値で延べ１１８件となっております。 

委託開始当初はひと月で数件・多い月でも８件程度で推移していましたが、令和２年度

末頃から件数が増えており、現在は多い月で１７件の相談が寄せられた月もあり、また、

土曜日に空いていて相談しやすくなったとのお声もいただいております。 

今後も、土曜日の相談件数把握は継続するとともに、相談内容の把握や分析を行うこ

とができるように、地域包括支援センターと連携してまいりたいと考えております。 

３ 

地域包括支援センターの委託について、スムーズに進んだようで安

心しております。 

地域包括支援センターの運営方針策定や委託にあたりまして、委員の皆さまからも

様々なご意見等をいただいきありがとうございました。今後も、島本町地域包括支援セン

ターの円滑かつ適切な運営のために、介護保険事業運営委員会で運営状況についてご

報告させていただき、委員の皆さまからのご意見を頂戴できればと考えております。 

４ 

（意見） 

資料２－２に関し、居宅介護支援事業所が、新規に受託しにくい状況

が課題であることには同感ですが、本来の役割分担を鑑みると、可能な

限り、「要支援及び総合事業の事業対象者のケアプラン作成」は地域包

括支援センターが、要介護者のケアプラン作成は居宅介護支援事業所

が実施することが望まれるため、如何にして委託数を増やすかという観

点ではなく、如何にして委託せずに地域包括支援センターのケアプラン

作成数を増やすかという観点で課題の解決に取り組むことが望ましい

のではないか。 

要支援及び総合事業の事業対象者のケアプラン作成はコロナ禍で多少減少したもの

の、それまでは年々増加しており、その傾向は今後も続いていくもの見込んでいます。こ

のような中、各居宅介護支援事業所の人員が厳しい現状において、これからの要支援及

び総合事業の事業対象者のケアプラン作成の委託のあり方につきましては、地域包括支

援センターとともに課題解決の方法を検討していく必要があると考えています。 
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５ 

資料２－４に関し、「具体的な取り組み事項」２の（３）「困難事例への

対応」について、「専門職による支援、関係機関への働きかけ」等のバッ

クアップ体制があることは、居宅介護支援事業所のケアマネジャーにと

って非常に心強いと思います。 

地域の介護支援専門員の個別支援や必要な助言・指導などを行うことは、地域包括支

援センターの主要な業務のひとつであることから、今後も同様の支援を続けていくことで、

地域の介護従事者からも頼りにされる地域包括支援センターとして定着することを目指し

ていきたいと考えております。 

６ 

同じく３の（２）「介護支援専門員等へのサポート」の③について、「積

極的にケアマネジャーの後方支援を行うとともに」「疲弊防止に努める」

との支援についてもケアマネジャーにとって非常に心強いと思います。 

地域の介護支援専門員の個別支援や必要な助言・指導などを行うことは、地域包括支

援センターの主要な業務のひとつであることから、今後も同様の支援を続けていくことで、

地域の介護従事者からも頼りにされる地域包括支援センターとして定着することを目指し

ていきたいと考えております。 

７ 

同じく４の（１）の②について、「当該ケアプランの原案の内容チェック

及び評価を行う」ことは介護予防ケアマネジメント業務（委託）にとって必

須の取り組みであるが、この工程が、要介護者と比べて、要支援者等へ

のケアプラン作成（委託）が煩雑であるとケアマネジャーに思わせる一

因であるため、やはり可能な限り、要支援者等へのケアプラン作成は地

域包括支援センターが分担できるような体制づくりに、島本町として取り

組まれることを期待します。 

要支援及び総合事業の事業対象者のケアプラン作成はコロナ禍で多少減少したもの

の、それまでは年々増加しており、その傾向は今後も続いていくもの見込んでいます。こ

のような中、各居宅介護支援事業所の人員が厳しい現状において、これからの要支援及

び総合事業の事業対象者のケアプラン作成の委託のあり方につきましては、地域包括支

援センターとともに課題解決の方法を検討していく必要があると考えています。 

８ 

地域包括支援センターの広報の充実 

 ・身内で身体・精神等の人がいた場合、何処に相談したらいいか迷っ

ておられる人がおられると思うので「迷ったら域包括支援センターへ」何

でも相談に乗ります案内を！ 

＊地域の勉強会に講師のお願いをすると快く受けていただき実体験

のお話をして頂くので喜んでおります。 

高齢者の総合相談窓口として、地域包括支援センターがより多くの町民の方に認知し

ていただけるように、担当課として引き続き、広報等などを活用して周知を図ってまいりま

す。 

また、島本町地域包括支援センターには、重点目標としている、地域での集まりに出向

いて、顔の見える関係づくりを行うことを、引き続き、積極的に取り組んでいただくことで、

広く町民の皆様に認知していただける地域包括支援センターづくりを目指してまいりたい

と考えております。 

９ 

家族に介護の負担が集中するのを防ぐためと、高齢者の尊厳を保

ち、自立を支援するために地域包括支援センターの存在はますます重

要な存在ですが、センターの認知率が低いと思います。特に男性が地

域の福祉関係の事業に疎いため、「まちかど相談室」のような立寄れる

場所の設置、たとえば島本センターや生協を提言します。センターが土

曜日も開所したのは、仕事を持つ家族は助けられます。 

ご提案をいだたきありがとうございます。 

地域包括支援センターの認知度をあげることは、第 8期介護保険事業計画の目標のひ

とつでもあるので、島本町地域包括支援センターと協力して、より多くの町民の方に認知

していただいている地域包括支援センターを目指してまいりたいと考えております。 
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１０ 

地域包括支援センターがふれあいセンターから阪急水無瀬駅前に移

動になった事は住民に周知されていると思いますが、一個人が出向き

相談されるのは月平均で何件くらいなのでしょうか？ 

何となくですが気楽に入りにくい感じがするのですが、、、 

まだまだ何を行っている所かわかっていない人が多くいて、高齢者の

相談に行きたくても行きにくいと思っている人が多いです。 

資料２－４今年度の重点目標１、２を頑張って下さい。 

期待しています。 

地域包括支援センターに一個人が出向いての相談件数までは把握できておりません

が、地域包括支援センターへの相談経路としては、家族・親族からが最も多く、その次に

本人からの相談が多い結果となっております。 

地域包括支援センターの認知度につきましては、第 8期介護保険事業計画で認知度向

上を目標としていることから、引き続き、町民の皆様に認知していただけるように努めてま

いります。 

１１ 

コロナウイルスの影響を多大に受けながら 日々感染症対策に取組

み活動されていることに感謝します。 

職種の人員増と開所時間等の拡大など、センター機能の充実がはから

れたことは利用者にとっては望ましいことです。 

住民にとって、利用しやすく頼りになるセンターでいてほしいです。 

評価いただきましてありがとうございます。 

今後も、島本町地域包括支援センターがより充実したものとなるように、行政と受託先

である医療法人清仁会が協力して、地域包括支援センターの業務を進めてまいります。 

１２ 

「島本町薬局と包括の連携ねっと」を提案いただき、又、包括の紹介と

チェックシートのチラシを作っていただいたのでお客様から相談があった

時は説明もしやすく、包括への連絡、紹介がしやすくなってたすかってい

ます。 

地域包括ケアシステムの確立のために、地域包括支援センターが様々な介護や医療

の関係機関と効果的に連携できる仕組みを構築していくことは非常に重要なことであると

考えておりますので、引き続き、地域包括支援センターとの連携がスムーズに行えるよう

なネットワークづくりを進めてまいりたいと考えております。 
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案件 ⑶ 地域密着型サービスの指定状況について 
 

 ご意見 町の考え方 

１ 

弥栄の郷デイサービスセンターについて、定員１０名に変更している

と思うのですが、ご確認ください。 

定員数の変更届出書をご提出いただいておりましたが、資料の記載誤りでした。大変

申し訳ございません。 

資料３の弥栄の郷デイサービスセンターの定員数は「１０名」が正しいものとなります。 

２ 

地域密着型通所介護 

 ・定員数に対して利用者数が多いので、施設事業者の募集等を行い

今後の利用者増加に応えられるように努力する必要があると思います。 

こちらに掲載されている利用者数は延べ人数となり、半日利用や週に複数回利用して

いる者を含みます。 

３ 

・介護現場において離職率が高く、少子高齢化（特に２０２５問題）で人

材は枯渇するおそれがあります。ケアシステムの構築やサポートを円滑

に行う、介護ソフトの導入をお勧めします。 

地域包括ケアシステムの構築につきましては、第６期島本町保健福祉計画及び介護保

険事業計画より段階的なサービス基盤の構築を行っており、深化・推進に向けて地域包

括支援センターの機能強化や地域ケア会議の充実等に努めてまいりました。また、介護

ソフトの導入等 ICTの活用につきましては、適宜事業所へ情報提供しております。 

４ 

・都道府県の認証を受けた第三者評価機関の評価者が事業者の評価

を公表すれば入居希望者が参考できる。 

グループホームにつきましては年１回の外部評価が定められており、その評価の公表

は事業所に委ねております。また、福祉サービスを提供する事業者については質の向上

を図ることが重要であるため、適宜情報提供を行い、受審を促進してまいります。 

５ 

地域密着型通所介護について 

通われている方にお話を聞きました。 

自宅でこけて骨折し入院、退院後通所されています。 

リハビリなので時間が短くて良い、送迎してもらえるので安心、 

知り合いの方とお話できて嬉しい。元気になった、と喜んでおられま

す。 

比較的元気な人は短時間が良いみたいです。 

いくつになっても自分の事は自分で出来るのが理想です。 

リハビリが主のデイサービスはとても良いと思います。 

貴重なご意見をありがとうございました。 

今後も、高齢者の日常生活を支える各種介護保険サービスの充実に向けて、十分なサ

ービス量の確保と適切な利用に繋げてまいります。 
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案件 ⑷ その他 
 

 ご意見 町の考え方 

１ 

地域密着型サービスを新たに指定する計画はありますか。 第８期計画期間中の施設系サービスの新規指定予定はありません。次期計画以降の

予定は今後検討することとなります。その他居宅系サービスの場合、事業者より希望があ

れば内容を確認して指定の事務を進めることになります。 

２ 

２０１７年に作られた介護医療院は、一般病院や診療所も２０２４年３

月までに転換できるようですが、介護保険と医療保険の機能分担の明

確化はどうなるのでしょう。介護の医療化が勧められているように見えま

す。 

介護療養型医療施設（介護療養病床）は２０２４年度末を目途に介護医療院に転換さ

れることとなっております。これは介護療養型医療施設が医療施設にもかかわらず介護

保険が適用されていることや、施設内での医療・介護の線引きが不明瞭であったこと等が

問題視され、新たに長期療養と日常生活介護が必要な高齢者に対して一体的なサービ

スを提供する介護保険施設を目的として設立されました。そのため、介護保険と医療保険

と明確に区分するものと認識しております。 

３ 

和光市のコミュニティケア会議では、１年後の自立を目標に他職種の

意見を基にケアマネジャーが要支援認定の人のケアプランを修正して

再びチェックする作業をくり返し、結果、自立者が増えて介護保険料を減

らすことができ、自立した人には市役所から卒業証書が渡されていま

す。利用者が目標を持って努力しており、いい発想だと思います。（ＮＨ

Ｋクローズアップ現代で紹介されました） 

本町では、平成２７年度に職員３名が和光市を参考として先進的な取組をされている臼

杵市に視察に行き、平成２８年度から「自立支援に資するための地域ケア会議」を実施し

ています。 

この自立支援に資する地域ケア会議では、ケアマネジャーにも参加してもらい、現在の

ケアプランが自立につながる内容となっているか等の観点から、リハビリテーション専門

職などの会議出席者が助言を行っているものです。また、当該助言の結果を把握するた

めの振り返りを行うとともに、町内のケアマネジャー全体に結果のフィードバックを行うた

めの研修会の開催も併せて実施することで、より本人の自立につながるようなケアプラン

づくりにつなげていく仕組みを構築しております。 

今後も、利用者が自立に向けて目標をもって生活できるよう、関係機関と連携のもと取

り組んでまいります。 

４ 

一般論です。 

  「高齢者福祉センター」の浴室が老朽化により、維持費が多額に施

設改修費がかかる。これは、当然で有るので計画時に十分検討の上設

置されているはずです。廃止が先でなくどんな施設にするかが先です、

出ないと廃止で次には進みません。 

浴室廃止後の施設といたしましては、コロナ禍においても安心して利用いただけるよう

換気設備の充実を図りつつ、高齢者の皆さんが介護予防や交流の場として、また、スマ

ホ講座などの各種講座が行えるような場所として活用いただけるようにできたらと考えて

おります。 

あわせて、高齢者と一緒に子どもたちにも幅広く利用していただけるかどうか等、施設

の詳細については、他自治体の事例も参考にしながら、引き続き関係部局において協議
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を重ねてまいります。 

５ 

健康な高齢者が介護の必要となる時期を遅らせるために 

高齢者がふれあいセンターを有効利用するため「福祉ふれあいバス」

の増便や高齢者の集える集会所の整備の検討をお願いしたい。 

福祉ふれあいバスについては、1日6ルート、町内全域を運行しており、これまで新たな

停留箇所の設置や、運行目的や対象者の見直し等、可能な範囲での拡充を重ねてきまし

た。現在、福祉巡回として無料で運行していますが、これ以上の拡充については、タクシ

ーや阪急バス等の民間事業者を圧迫することにもつながるため、、現状の運行を続けて

まいりたいと考えております。 

高齢者が集える場所の一つとして、ふれあいセンターの浴室廃止後に、コロナ禍にお

いても安心して利用いただけるよう換気等の新たな機能を備えた施設に転換することに

ついて、現在関係部局において協議を重ねているところでございます。 

６ 

都市整備課と連携し、高齢者が歩き易い歩道の整備 

高齢者の転倒による要介護者数を減らすために 

転倒によるけがなどが原因で要介護になる方を防ぐため、また、高齢者が安心して外

出できるまちづくりを目指して、今後も関係部署と必要な連携を図ってまいりたいと考えて

おります。 

７ 

今後どんどん高齢化が進みささえるには税金を導入していかざるをえ

ない状況があります。 

島本駅付近の開発ではインフラ整備などに多くの税金がかかり島本

町の財政は大丈夫なのか心配になります。 

私達の税金は本当に有効に使われているのでしょうか？ 

無駄なところに使うのは止めて住民のためになる使い方を真剣に考

えて下さい。 

町民の皆様からいただいている税金を必要なところに有効に活用させていただくこと、

そしてその使途の説明は町行政の根幹であると考えております。今後も、この点を十分に

意識して、本町の高齢者福祉・介護保険行政の推進に努めてまいります。 

 


