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会 議 内 容

平川課長補佐

東内保健福祉部長

定刻となりましたので、ただいまから第５回和光市長寿あんしんプラン策定会

議を始めさせていただきます。

本日は大変お忙しい中、ご出席いただきまして誠にありがとうございます。

議事に入る前に、本日の資料の確認をさせていただきます。

≪事前≫配布資料

①資料 和光市長寿あんしんプラン（地域包括ケア計画）（案）

≪当日≫配布資料

①会議次第

②資料No.1 保険者機能強化推進交付金（インセンティブ交付金）

③資料No.2 第４回長寿あんしんプラン策定会議後の経緯

④資料No.3 プラン表紙案

⑤委員名簿

資料に不足のある方は挙手をお願いします。（なし）

それでは、開会にあたりまして、東内保健福祉部長からご挨拶を申し上げます。

皆様こんにちは。桜も満開となりましたが、本日もお忙しい中、第５回長寿あ

んしんプラン策定会議にご出席いただき感謝申し上げます。まずもって３月議

会におきましては、保健福祉部の議案が多く全議案の半数を超えていたかと思

います。そのような中でも重要案件であった介護保険の保険料、さらには国民

健康保険の保険料を含む全てが議決されました。なかでも第７期に係る介護保

険料に係る条例改正につきましては、全会一致で可決されたところでございま

す。本日の会議は計画書の最終の会議となり、この会議を踏まえ計画書の印刷

等に入り、さらなる住民説明を行っていくことになりますので、本日の会議で

も是非とも忌憚のないご意見をいただければと思います。

さらに、私事ではありますが、４月１日付けの人事異動にて保健福祉部長から

教育部長に異動となりました。長年にわたり、皆様方には大変お世話になりま

した。引き続き福祉と教育の連携といったところでよろしくお願いいたしま

す。

それでは本日もどうぞ、よろしくお願いいたします。



高橋会長

堀江統括主査

小林主事

それではただいまから、第５回和光市長寿あんしんプラン策定会議を開会しま

す。

議事に入りますが、はじめに議事録署名人の指名をさせていただきます。名簿

順でございますが、平井委員、大西委員のご両名に議事録の署名をお願いいた

します。

会議を傍聴される方にお願いします。配布資料につきましては、会議終了後に

回収させていただきますので、ご了解をよろしくお願い申し上げます。

それでは、会議次第に沿って進めます。

議題 『和光市長寿あんしんプラン報告書の承認について』事務局から説明を

お願いします。

≪議事１の説明≫

それでは、議事の１について説明をさせていただきます。

まず報告書についての説明の前に今回の制度改正のポイントとなる保険者機

能の強化ということで、インセンティブ交付金の概要が厚生労働省から示され

ておりますので説明します。

この交付金は正式名を保険者機能強化推進交付金といい、保険者が実施する自

立支援・重度化防止の取組みを支援するために平成３０年度から新しく創設さ

れたものです。

初年度の国の予算は２００億円としており、そのうち市町村分は１９０億円の

予算配分となっています。この交付金は市町村の特別会計に充当されるもので

す。この交付金をうけることにより地域支援事業や、市町村特別給付が充実す

るものとなっています。

交付額ですが、資料の計算式にあるように保険者の評価点数と、１号被保険者

数で決まってきます。市町村の取り組みの評価点数が高ければ、交付される交

付額も高くなります。

では評価はどのようにするのかについては大項目ではⅠPDCAサイクルの活
用による保険者機能強化に向けた体制等の構築、Ⅱ自立支援、重度化防止等に

資する施策の推進、Ⅲ介護保険運営安定化に資する施策の推進となっておりま

す。細かい部分については別紙で示しておりますが、和光市がこれまで進めて

きている取り組みが多くが評価項目になっているところです。

本日は長寿あんしんプランのご承認が議題ですが、トピックとして先に説明さ

せていただきました。

つづきまして、前回の第４回策定会議後の経緯についてご説明します。



阿部課長

１２月２５日に開催した第４回長寿あんしんプラン策定会議にて長寿あんし

んプラン素案の承認をいただいた後、１月９日から１月２８日まで２０日間パ

ブリックコメントを実施し、広く意見の募集を行いました。また並行して１月

２１日及び１月２４日に中央・北・南の３圏域において住民説明会を実施しま

した。素案に対するパブリックコメントは０件でしたが、市民説明会では、複

数のご質問やご意見をいただいております。

主な意見については資料２の下のページにご紹介させていただいております。

高齢化率が低いのはなぜか、要支援の制度は総合事業に移行したのでないか、

自立支援型ケアマネジメントとはなにか等です。これに対する回答については

記載のとおりとなっています。

また、市民説明会では和光市の介護予防の取り組みについて評価をいただけて

いる旨のご意見も多くいただくことができました。

資料２の上段のページに戻っていただき、３月２０日に閉会した和光市市議会

３月定例会にて当プランに関連する条例の改正が原案どおり可決しておりま

す。説明は以上です。

つづきまして、前回の会議からパブリックコメント等を経て修正した部分につ

いてご説明いたします。

まず、誤字脱字、用字用語に関する計画書の趣旨が変わらない程度の修正につ

いての説明は割愛させていただきます。

大きく変更となっている点を２点ご説明します。まずはじめに、地域支援事業

の展開というページの中ほどに図表として計算式を記載しています。以前にお

示しした案では、介護予防・日常生活支援総合事業の上限額を算定する計算式

で事業実施前年度における総合事業費に介護予防支援費を足したものに直近

３年間の７５歳以上の高齢者の伸び率を掛けて、そこに事業実施年度の介護予

防支援費を引いた数字を上限額として定めておりました。それが先週の金曜日

に国から介護保険法施行令の改正省令の通知があり、計算方法が変更されまし

た。そこでは平成２６年度の特定予防給付費と介護予防事業費を足した額に平

成２７年度の事業費の変動率を掛けて、そこから介護予防支援費を引いたもの

という形に変更となりました。こちらについては通知から日が経っていないこ

とから修正案をお示ししていませんが、省令等をよく精査した上で計画書に反

映いたします。

それから、もう一点として統合型地域包括支援センターの設置・運営というペ

ージで一番最後の丸印、統合型センターの運営による人材育成等という項目を

加えています。今回、この統合型地域包括支援センターについては一部報道で

もありましたので紹介させていただきますが、統合型のセンターについては第



高橋会長

大西委員

高橋会長

６期計画の基本方針でも掲げられているものであり、センターの設置によって

地域包括ケアの包括化を目指すという取り組みです。

中央エリアにおいて先行して設置することとしており、平成３０年度に中央エ

リアにある既存のひかりのさとという高齢者と障害者の共生型の施設があり、

既に高齢者の地域包括支援センター、障害者の地域生活支援センターが入って

いますが、そこに新たに子ども・子育ての支援の業務、生活困窮者の支援業務

を併せていって、統合型地域包括支援センターとして運営していきます。運営

法人はひかりのさとの運営法人である章佑会で進めていきます。

ケアマネジメントの一元化として、市では地域包括ケア課を設置して庁内では

進めてきたところを、庁外、市内に展開していくという取り組みです。

加筆した人材育成については、統合型地域包括支援センターでは複合した問題

にワンピースで対応していく形となり、そこでジェネラルに対応できる人材を

育成することによって将来的発生する人材不足にも対応していくこととして

記載したものになります。次のページには統合型地域包括支援センターのイメ

ージ図を追加しています。

大きく修正した箇所は以上２点です。

事務局からの３点の説明がありました。何か質問がございましたら、お受けし

たいと思います。

質問ではないのですが、２、３感想を述べさせていただきます。

微細なことで申し訳ないのですが、計画書内に記載されている棒グラフや折れ

線グラフについて枠を大きくして見やすくしてほしいです。それからグランド

デザインのページに地図が載っているのですが、この文字も小さすぎるのでは

ないかと思います。もう少し大きく載せていただけないかと。

内容についてですが、前回の会議で老老介護等の介護者支援について記載をお

願いして、１８７ページに記載をしていただいており、非常に大切な内容であ

ると思います。この報告書内ではなくても結構ですが、具体的な取組について

考え方について触れていただければと思っています。

もう一点ですが、報告書を住民の方が全てに目を通すというのは難しいかと思

いますので、概要版の作成をお願いします。

貴重なご提案をいただきました。計画書の製本では上質な紙を使いますので本

日の資料よりはかなり見やすくなるかと思います。色々と制約があるなかでの

作業ですので、全てのご要望にご対応は出来ないかもしれませんが、ご了承い

ただければと思います。



東内保健福祉部長

高橋会長

山口委員

阿部課長

東内保健福祉部長

高橋会長

菅野会長代理

計画書の概要版については、毎回作成させていただいており、今回も同様に作

成させていただきます。

概要版で対応できる部分は対応してもらえればと思います。

統合型地域包括支援センターについてですが、介護、障害、子ども、生活困窮

が統合されるとのことで、実際の人員配置はどのようになるのか具体的に教え

てください。

中央に出来る統合型支援センターは全体で８名の職員配置となる予定です。

内訳は高齢者の部分では必ず配置しなければならない３職種を満たす形で４

名配置して、障害の部分では２名、子ども・子育てで１名、生活困窮で１名で

運営していくことを考えています。そのなかで、それぞれ専門分野があります

が、総合的な調整が出来るジェネラルな職員の育成に努めていきます。

補足ですが、地域包括支援センターにはセンター長がおりますが、その職員は

障害関係も子ども関係、生活困窮の関係もマネジメントが出来る人材を和光市

は配置しています。今後、拡大していったときに、少なくとも１０名の専門職

がいたら３人はジェネラルに育てていきたいと考えています。２０２５年には

人材が枯渇していきます。ライフステージ全般をみれる専門職の育成は重要で

すので段々と拡大していきたいと考えております。

去年、社会福祉法が大きく変わりました。地域包括ケアの考え方は介護と医療

の一体改革法の中で謳われておりましたが、これが社会福祉法の中にも記載さ

れました。そして、地域社会からの孤立についても明文規定がされたところで

す。地域生活課題を解決するには縦割りの各々の相談機関が各々対応している

だけでは制度の狭間に落ちてしまう人がいる。それを統合して力を合わせて地

域生活課題を解決することが重要です。

和光市のこの取組はかなり先進的な取組になりますので補足させていただき

ました。

医療機関が対応する問題も、バラバラではなく、皆様それぞれの問題を併せ持

っている。当然受ける相談も病気の問題だけではなく、家族のことや経済的な

ことの相談を受けています。そういった点からもこういいたジェネラルの人材

育成は是非進めていってほしいと思います。



大西委員

東内保健福祉部長

高橋会長

委員全員

高橋会長

溝口主事

自治会との関係といった部分について、計画内に記載がないのですが、このあ

たりについて伺えればと思います。

計画書にあります地域包括ケアシステムの計画連携にあるように本計画の上

位計画になる地域福祉計画、又は社会福祉協議会の地域福祉活動計画という中

に自治会や民生委員が包括的に関わってくることを理念として記載していま

す。それをうけた障害計画も長寿あんしんプランでも必然的に連携を図ってい

く計画となっており、今後も取り組みを進めてまいります。

この計画では他の計画との連携についても記載がありますので、その点を踏ま

えて地域の皆様にもよく理解していただけるような啓発、啓蒙、情報提供を図

ってもらえればと思います。

他に質問はいかがでしょうか。この案を正式の計画にするということでご承認

いただけますでしょうか。

－－－－－－－－－－－ 異議なし －－－－－－－－－－－

ありがとうございます。全会一致で承認とさせていただきます。

なお、細部の修正については事務局及び会長に一任いただくということでご了

解ください。

では、最後に表紙案について事務局からご説明をお願いします。

表紙につきましてご説明します。

和光市では他の自治体に比べ介護予防に力を入れており、要介護認定率や保険

料に実績としてその効果が現れております。そこで、長寿あんしんプランの表

紙につきまして前期に引き続き、実際に高齢者の方が健康の維持向上に取り組

んでいる写真を表紙の写真として刷り込むことを考えております。

上にあります一番大きくなっている写真が新たに南エリアに整備いたしまし

た介護予防拠点まちかどピテクス和光でスパイダーに取り組んでいる様子を

撮影したものとなっており、下の写真は北エリアに整備したまちかど健康空間

でマシンを使ったサーキットトレーニングに取り組んでいる様子とまちかど

健康相談室で栄養士の栄養に関する講義を受けている様子となっています。

体操による健康の維持向上とサロンや栄養の相談による健康の維持向上どち

らも見て取れるものとして提案しています。

表紙の背景色につきましてはこちらのピンク色を考えております。



高橋会長

溝口主事

高橋会長

木暮委員

大西委員

平井委員

宇部委員

上月委員

木田委員

説明は以上になります。

この写真の肖像権は大丈夫でしょうか。

今回案として提示させていただいたものについてはご本人の承諾を得ており

ます。

この案でよろしいでしょうか。

では表紙はこの写真でいくということでよろしくお願いします。

以上で、予定された議事は全て終了いたしましたが、最後に委員の皆様から本

委員会の感想や意見はございますでしょうか。

計画書の言葉は難しい単語が多いので、市民の皆様が本当に理解できるかはダ

イジェスト版が勝負ですので、作成のほどよろしくお願いします。

傾聴のボランティアに参加しており、福祉の里で認知症が進んでいる方のお話

を伺っているのですが、それを踏まえて計画書を読み直すと、よく出来ている

のですがもう少し内容に充実があってもよいかと思いました。

サービス事業者としての意見になるのですが、介護人材の不足は今後かなり厳

しくなると感じています。国の政策が追いついていかないのは目に見えており

ますので、市として今後の取り組みをよろしくお願いします。

民生委員として直接関わることが非常に多くありますので、民生委員で勉強会

等をしてこの計画書を活用していきたいと思います。

和光市ではニーズ調査の結果をクロス分析や未回収訪問をしていて、独居の方

はこのように市がこのように把握してくれていることは非常に心強いなと思

います。

社会福祉協議会会長と自治会連合会会長をさせていただいておりますが、街づ

くりはやはり自治会からということで、ダイジェスト版を活用して周知してい

き、地区社協や空き家の活用などでこの計画にそった取り組みを進めていきた

いと思います。

また、埼玉県では特養の整備関係で予算がとまっていますが、特養の空き室が

かなりあるところもある反面、さらに整備をするということもあり、やはりバ



菅野会長代理

高橋会長

ランスよく福祉の施設も計画していかなければいけないなと思っています。

会長をはじめ、皆様のご協力でよい計画が出来たので、あとはこれがしっかり

と実践されていくようにお願いします。

ありがとうございました。

それでは、これで第５回長寿あんしんプラン策定会議を閉会させていただきま

す。どうもありがとうございました。

＜閉会＞

議事録署名人

印

印


