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会 議 内 容

堀江統括主査

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３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No.1 和光市長寿あんしんプラン（中間取りまとめ（案））

≪当日≫配布資料

①会議次第

②資料No.1-1 第６期 基本方針

③資料No.1-2 論点に対する解決策（案）

④資料 1の補足資料（パワポ資料）
⑤資料No.2 地域支援事業の展開

⑥資料No.3 介護予防・重度化防止の目標設定

⑦和光市介護保険料基準額算定フロー（パワポ資料、回収）

⑧計画の位置づけ（他の計画との関係）

⑨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。

改めまして、皆様こんにちは。

本日は、第３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。さて衆議院の選挙も終わり消費税２％の増税分については使い道の変更と

いったところで高齢者支援、子育て支援にまわすといったところでは今後、詳

細な国会での議論が行われるところと思われますが、現場では来年４月１日に

向けて長寿あんしんプランという介護保険の事業計画等々の策定があり、事務

局も非常に逼迫した中作業をしています。冒頭ではありますが、計画の位置づ

けといったところで今回の長寿あんしんプランは和光市の総合振興計画いわ

ゆるマスタープラン、そして地域福祉計画という上位計画があって、その中に

障害計画や生活困窮者の計画、子ども子育て、そして長寿あんしんプランがあ

ります。そして今年度は健康わこう２１計画の変更もあり、その中で自殺対策、



高橋会長

斎藤課長

食育推進、そして国民健康保険では和光市で独自の３年間の税率固定の国保医

療計画、それに伴うデータヘルス計画、特定検診等実施計画を策定中です。こ

の図の中で子ども・子育てと生活困窮を除く全ての計画で変更の年となってい

ます。これを来年の４月１日までに稼動させることとなり、共助と公助といっ

た部分は地域福祉計画、健康わこう２１計画、医療政策といった分野の中で医

療と介護の縦割りをなくすようにやっていきます。来年１月早々には地域福祉

の活動計画の会議を予定しておりバージョンアップした共助、公助を補完する

自助、互助の部分をまず福祉からやっていき、健康わこう２１は自助、互助の

ヘルスの部分に係りますので地区社共との話し合いヘルスサポーターを含め

た中で地域づくりの中の話し合いを進化させていきたいと考えています。和光

市は母子手帳の交付からご生涯までといった視点の包括ケア、さらには地域づ

くりといった視点の包括ケアをすすめてまいります。それを踏まえた長寿あん

しんプランの忌憚ないご議論を本日もお願いしたいと思っております。

それでは、高橋会長に会議の進行をお願いいたします。

それではただいまから、第３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、山口委員、清水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申し上げます。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（中間取りまとめ（案））について』事務

局から説明をお願いいたします。

≪議事１の説明≫

それでは、基本方針に関する説明をさせていただきます。

まず、資料 No.1-1にあります６項目 重度化予防による自立支援の一層の推

進、 在宅介護の限界点の向上、 介護予防・日常生活支援総合事業の推進、

包括ケアマネジメントの推進とさらなる機能化、 認知症高齢者のすべての

状態に対応することができる地域体制の構築、 「地域包括ケアシステムの包

括化」の実現を掲げました。

これらの方針に基づき事業を進めてきた成果として、給付の動向は、計画どお

り適性に執行しており、サービス基盤整備についても、一部第７期への繰越と



なっていますが、ほぼ、計画通りに整備が進んでいます。

特に、２４時間定期巡回・随時対応型訪問介護看護については、北エリアに１

箇所、中央エリアに２箇所、南エリアに２箇所整備されており、受給者の比率、

これは訪問介護、定期巡回、小規模多機能、看護小規模多機能の訪問介護系サ

ービス受給者数に対する定期巡回の受給者数の割合になりますが、全国平均

1.4％に対して、和光市は 23.7％で全国１位となっています。
また、従来から実施している介護予防等の事業効果により、被保険者のうち要

介護及び要支援の認定を受けた方の割合を示す平成２８年度の認定率は

9.61％と全国平均の約 18％を大きく下回っております。
後ほど担当から現状等の説明がありますが、今期の課題に対する論点を踏ま

え、第７期の基本方針として資料 No.1の７ページにあります５項目を挙げま
した。

包括マネジメント手法の定着、 在宅介護と在宅医療の連携を強化、 介護

予防拠点の充実と地域互助力の強化、 認知症高齢者の全ての状態に対応する

支援体制の強化、 高齢者に対する住宅確保支援施策と居住安定に係る施策と

の連携です。

これらの基本方針にかかる論点については、資料 No.1-2になりますが、第１
回、第２回の会議の中で案という形で説明をさせていただきました。それらの

課題を解決する方法として、１増加する高齢者と生活課題については、８０歳

代の後期高齢の方にとっても通いやすい身近な拠点の整備、介護予防教室で

は、女性の参加が多く、男性の参加が少ない傾向にあります。男性でも参加し

やすい教室を開催し男性の参加を強化し、また、定年退職された６０歳代の方

については、地域での支援者として参画していただけるような仕組みを作る等

の解決策が考えられます。

２在宅医療・介護連携の推進については国立病院機構埼玉病院とモデル的に行

っております、ＩＣＴ医療連携システム（カルナコレクト）を普及拡大、活用

することにより、入退院の連携を図る。また、朝霞地区医師会が取り組んでい

るＭＳＣも普及拡大させ、医療介護の連携を図ることによって地域での医療介

護の連携により、在宅や在宅での看取り支援を拡大できるものと考えておりま

す。

３大規模な中高層住宅における高齢者対策については第６期において西大和

団地、ＣＩハイツ、ＤＩＫマンションの高齢化対策として、２４時間定期巡回・

随時対応型訪問介護看護や介護予防拠点などの整備を行ってきましたが、第７

期についても。南大和団地、諏訪原団地の高齢化対策として介護予防拠点や小

規模多機能型居宅介護施設などの整備を進めて行く必要があると考えます。

４認知症施策を効果的に推進する地域体制の強化については軽度から重度の



小林主事

認知症の方に対して、市内で支援を完結できるようにするため、認知症初期集

中支援チームを導入し、早期から対応できるようにしており、認知症疾患セン

ターとの連携も機能しておりますが、さらにその機能を強化・推進していく。

また、認知症の方や家族の方の支援として、デイサービスや小規模多機能型居

宅介護施設、グループホームなどの施設を適正に整備していくことが解決策と

して考えられます。

５高齢者自立の基礎となる住まいの確保については和光市では身体の自立、精

神の自立、経済の自立ができるようなさまざまな分野から切れ目のない支援を

しております。低所得等により、経済の自立が困難な高齢者に対する住まいの

確保などの支援の見直しを含め、サービス付高齢者向け住宅や高齢者支援住宅

家賃助成など、支援体制を強化していくことが必要と考えます。

以上で説明を終わります。

つづきまして、資料No.1の第２章から順次説明します。
第１節高齢者の現状では人口や年齢別人口、地区別高齢者数・率といった現状

の数値を記載しており、第２節では要介護（要支援）認定者の現状を記載して

います。和光市の要介護認定率は全国平均 18.3％、埼玉県平均 14.8％と比較し
て現状 9.7％と非常に低い数値で推移しています。
３０ページは要介護認定を受けた方の要介護に至った原因疾病についてです

が、軽度者である要支援１の方については関節疾患が 22.2％、骨折・転倒が
8.3％で要支援２の方は関節疾患 13.1％、骨折・転倒 13.1％と廃用症候群タイ
プの人が多くなっており、こういった方への介護予防事業をさらに推進して改

善可能性を高めていく取組が重要です。要介護１以降の人については脳血管疾

患、認知症の割合が高くなっており、脳血管疾患については再発防止による重

度化防止、重症化予防の取組、認知症の方については小規模多機能やグループ

ホームの基盤整備といった取組が必要と思われます。

３８ページに第３節日常生活圏域ニーズ調査結果からみた現状を記載してい

ます。ニーズ調査については平成２９年度実施分についても記載しており第６

期計画期間内３年間のデータを記載しています。ただし、平成２９年度分につ

いては未回収訪問がまだであることから回収率が 73.9％となっており、今後ヘ
ルスサポーターや介護予防サポーター等による未回収訪問が終われば９割近

い回収率のデータを計画に反映できる予定です。

ニーズ調査の結果としては４１ページに旧二次予防対象者、今で言うところの

総合事業Ｃ型事業対象者について、主要評価項目である運動、栄養、口腔、虚

弱のいずれかで該当した高齢者の割合です。地域には３割近い該当者の人がお

り、該当組み合わせ別割合では口腔が 41.1％と一番高く、運動が 24.2％、運動・



口腔・虚弱に該当した人が 11.2％、運動・口腔に該当した人が 9.8％の順にな
っています。

複数のリスクを持っている人に対する介護予防事業のさらなる充実という取

組が必要と思われます。

つづいて、４５ページで認知症機能障害程度に関する評価結果として、ニーズ

調査の調査票に認知機能の障害程度の指標として有用とされるＣＰＳに準じ

た設問を含んでおり、それの集計を記載しています。

先の旧二次予防事業該当者とされた人については 10.4％の人が２レベル（軽
度）、3.8％の人が３レベル（中等度以上）であり、要支援認定者では 24.0％が
２レベル（軽度）、4.0％の人が３レベル（中等度以上）となっています。認定
の有無に係らず全ての状態で認知症を持っている人がいることの資料となっ

ており、サービス提供基盤整備の推進や初期集中支援チーム等による支援が重

要となっています。

４６ページにはＣＰＳ１レベル以上で非課税者、独居、賃貸住宅の人をクロス

分析しており、全ての属性に該当する人が今回の調査で４０人おり、市内全体

では１６２人が該当すると推計されています。このデータからは住まいの自立

の困難な高齢者について分析しており、低所得等により、経済の自立が困難な

高齢者に対する住まいの確保などの支援強化が必要と思われます。

つづいて、４９ページにはＡＤＬの分析を掲載しています。項目別に自立者割

合をみると、排尿、階段昇降、排便といった動作から身体機能の低下が始まっ

ていることがうかがえます。

ニーズ調査の説明は以上です。

つづいて、第三章介護保険事業の現状です。居宅、施設、地域密着型サービス

利用者割合では施設サービスが減少しており、地域密着型、居宅サービスが増

加傾向です。給付費割合についても同様の傾向ですが、施設サービスは一人あ

たりのサービス単価が高いため、給付割合は利用者割合と比べ高い数値となっ

ています。今後も地域密着型サービスを増やし、施設サービスの割合を低くし

ていく取組が総給付費に大きな影響を与えてきます。

第二章及び第三章の現状を踏まえ、第四章では将来推計の記載をしています。

第１節では人口及び被保険者数の推計、第２節については要介護・要支援認知

者数の実績・推計となっており、３認定者数推計結果として、自然体推計で自

然と認定者が増えた場合の推計値、左には和光市の先進的な取組により要介護

状態となる高齢者が低減された予防後推計を記載しています。

第３節では予防後の認定者推計数をもとにまず施設サービスの見込み量、ここ

は利用実績などを勘案した上で、市内に地域密着型サービスが充実してきてい

ることから現状程度で推移すると見込んでいます。
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つぎに、居住系サービスの見込み量で利用実績と給付分析、また今後の基盤整

備などを勘案し今後も着実に利用が増えると見込んだ推計をしています。

最後に、居宅サービス等の見込み量は計算式を使用し、予防後認定者数から先

の施設・居住系サービス利用者数を引き、サービス利用率を掛け、さらに各サ

ービス種類ごとの１人・月あたりの利用日数・回数を乗じて、サービス種類別

の見込み量を推計しています。

９８ページ、９９ページには各サービスの見込み量の詳細を記載しており、第

５章ではさらに各サービスごとにグラフ化したものとなっていますのでご確

認ください。

以上で、中間取りまとめ第２章から第５章までの説明を終わります。

事務局からの説明の途中ではありますが、ここで一度質疑応答の時間を設けま

す。何か質問がございましたら、お受けしたいと思います。

要介護・要支援認定者数の推計では予防後という数値が出ていますが、予防効

果が出ての数字という解釈でよいのでしょうか。要支援１などは自然体推計よ

りも多くなっているところがありますが。

まず、高齢者人口から要介護認定数というものを国のワークシートに基づいて

自然体推計をしています。そこに新規で認定を取る人、要介護１から要支援２

になる人、要支援２から要支援１となる人、要支援から非該当となる人といっ

た推計を３年間出します。要支援２から介護１になる場合や介護１から要支援

２になる場合等々を踏まえて各項目の数値について分析しており、死亡や転出

といった全てを勘案した数値として推計したものです。

これは、非常に見せ方が難しい資料と思います。細かなマトリックスをまとめ

るとこの数値となる。自然では増えていく認定者数を政策努力、市民努力によ

って予防された数値となるということですね。

他に質問はございますか。

介護を受けていると回答している方の主な介護者には、配偶者がもっとも多く

て、娘が次に多いという集計がありますが、家族介護者の人に対する支援とい

う点ではどのような支援をしていくのか。アンケートの回収などに行くと「介

護疲れ」を感じている人が多い。

委員に行っていただいているニーズ調査の未回収訪問については、まさにそう
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いったケースを探しにいってもらっています。訪問していただいた方が聞き取

った「介護疲れ」などの現状を、訪問した人から保険者や包括に伝えてもらい、

介護保険制度をうまく活用できていない現状を報告してもらうことで介入し、

家族介護がいきすぎないような仕事と介護の両立や配偶者の介護疲れをしっ

かりケアして定期巡回等のサービスにつなげています。

和光市の場合はケア会議で１件１件丁寧にケアして介護疲労を起こさせない

というのが和光市の特徴ですが、まだまだ現場にはそういったケースがありま

すので未回収訪問で発見されたケースにはすぐに手を伸ばしていくことが今

後も重要ですので、その点はぜひご理解ください。

ニーズ調査の未回収訪問でケースを発見する、発見されないケースを１件でも

少なくしようという取組が和光市の重要な基本方針です。在宅介護の限界点を

高めるということは放置されているケースを見つけ出すという趣旨で、また、

ケースが発見された時に他市では施設需要となってしまうものをすぐに地域

で対応できるサービスやチームがしっかりと整備されているのも和光市の特

徴かと思います。

和光市の特徴を市民の皆さんに理解してもらえるような趣旨の案内を別に作

られてもいいのではないかと思います。

和光市の場合は在宅サービスが大変充実していることから在宅にいながら施

設並みのサービスを受けることが出来る。在宅で看取りまで見てもらえる。そ

のことをもっとＰＲしていってもいいのではないかなと思います。

和光市では在宅で特養並みのサービスが受けられる。在宅で療養並みの医療ケ

アが受けられるということで安心安全を感じられるから家族の方も在宅でや

っていこうと思う。高齢者の尊厳といったところでも選択肢を広げる在宅とい

う選択肢が用意されているということをもっとわかりやすくお伝えしていき

ます。

施設は色々な市で爆発的に利用が膨らんでいるのですが、和光市は現状維持で

推移していることからも、和光市の在宅サービスが充実している。市民の人に

とっては払いがいのある保険となっていることをもっと情報提供してほしい

と思います。

他になければ、次の「地域支援事業について」の説明をお願いします。

地域支援事業について説明させていただきます。



第一節では地域支援事業の概要について説明しております。

地域支援事業は全国一律で定められている保険給付とは違い、地域ごとで定め

られる事業のため、市町村が地域課題を解決するために実施する事業となって

おります。

地域支援事業は「介護予防・日常生活支援総合事業」、「包括的支援事業」、「任

意事業」の３種類から構成されており、さらに細かく分類されます。

介護予防・日常生活支援総合事業は、和光市が全国のモデルとなり、平成２７

年度から実施しているもので、従来の介護予防事業に介護予防通所・訪問が加

わったものです。介護予防・生活支援サービス事業は要支援もしくは要支援に

なるリスクのある方を対象として運動・口腔・栄養等の事業を実施し状態の改

善を目的としたものです。一般介護予防事業は元気な高齢者を対象に閉じこも

り予防や機能の維持を目的としています。

包括的支援事業は従来の権利擁護業務、包括的・継続的ケアマネジメント支援、

総合相談支援業務に加え第６期から新たに認知症施策の推進や地域ケア会議

の充実、在宅医療・介護連携の推進、在宅生活支援サービスの体制整備が加え

られています。在宅医療・介護連携の推進については第６期中から医療介護連

携拠点として地域包括ケア支援室を整備し、連携を進めていましたが、第７期

からは地域支援事業に移行し、さらなる医療介護連携につとめていく予定とな

っています。

次に第二節で地域支援事業の事業量、費用について説明します。

介護予防・日常生活支援総合事業に実施にあたり国が上限の目安となる額を設

定しており、その算出方法の計算式についてです。事業実施前年度における総

合事業費及び介護予防支援額に事業実施年度の直近 3ヵ年おける 75歳以上高
齢者の伸び率を乗じた額から、事業実施年度における介護予防支援額を減じた

金額になっています。和光市で３０年度以降実施、展開予定の地域支援事業の

金額を見込んだ上でこちらの算出方法を用いております。

次に包括的支援事業・任意事業の上限算出方法については従来行われてきた総

合相談支援業務、権利擁護業務、ケアマネジメント支援と任意事業については

前年度事業上限額に直近 3ヵ年における 65歳以上の高齢者の前年度からの伸
び率を乗じることとなっています。また、第６期からあらたに加わった事業の

上限額については国が定める算定式に基いた合計額を標準額としています。こ

れらを合計した数字を踏まえ地域支援事業の事業量を算出しています。

以降のページでは平成３０年度以降の介護予防・生活支援サービス事業の対象

者数の見込みと、今後展開していく地域支援事業の一覧と 3か年の事業費見込
みとなっております。

以上で地域支援事業の説明を終わります。



高橋会長

阿部課長

つづけて次の「目標設定」の説明をお願いします。

介護予防・重度化防止の目標設定についてご説明します。

第７期の国が示している基本指針の中で、計画の基本的記載事項として新たに

加わった項目です。大きくは地域における自立した日常生活の支援であると

か、介護予防、重度化防止の目標設定、介護給付費の適正化の取組の目標設定

を定めることとされています。

地域包括ケア強化法案といった中では適切な指標を定めて実績を評価してい

く。そしてインセンティブをそれに対して付与していく。保険者による評価指

標に対して財政的インセンティブに係る評価指標となるものを定めなければ

ならない制度になってきていますので、それに対応したものとして目標設定の

案を今回お示しするものです。

まず一つ目は、介護予防、要介護状態等の軽減・悪化防止への取組と目標とい

うところで、国の例示では趣旨を広める説明会を開催するとか、通いの場を設

けましょうというものがありますが、和光市では法改正の趣旨を踏まえ独自の

目標設定をしています。

（1）で自立支援型ケアマネジメントによる介護予防・重度化防止の推進とい
いたところで目標を介護予防後の認定者数及び要介護認定率を目標の指標と

して定めています。これまでの計画でも自然体推計に対して予防後の認定者数

の推計を出しており、さらにこれに対して予防後を下回る実績を出してきてい

ます。それらを踏まえまして第７期計画期間中の目標値を設定しています。

つづきまして（2）地域包括支援センターによる介護予防ケアマネジメントの
推進として各包括支援センターごとにケアプランを作成した際の改善率を目

標率として定めています。それぞれのセンターにおいて予防給付、総合事業対

象者それぞれの目標率を定め、市全体でみたときは予防給付が 41％の改善率、
維持率は 40％、悪化率は 20％以下。総合事業対象者は市全体で 62％が改善、
11％が維持、悪化は 28％以下を市の目標としています。
目標の設定については今は基本指針以上のものが示されていませんが、今後示

される内容を踏まえて修正を加えていく予定です。

第２節介護給付等に要する費用の適正化への取組と目標についてはいわゆる

給付適正化事業の主要５事業についてです。ただし和光市はケア会議が適切に

機能していることで事業者も参加しているケア会議の中で助言であるとか支

援を行っています。そういったことから不正請求はもとより、不適切な請求も

起こりにくい環境が整っています。現在は第６期までの介護給付適正化計画の

目標設定を踏襲したものを記載していますが、詳細についてはアウトカム的な



高橋会長

高橋会長

木暮委員

斎藤課長

高橋会長

堀江統括主査

高橋会長

表現になるようにブラシアップしていきます。

説明は以上です。

つづいて「保険料の設定」について説明をお願いします。

－－－－－－－－－－－－非公開－－－－－－－－－－－

事務局からの説明が終わりましたが、なにか質問はありますか。

保険料収納率が 98％と見込んでいますが、実際との乖離はありますか。

現在の収納率が 98.27％となっています。

他に質問等はございませんか。

無いようでしたら、これで質疑を打ち切らせていただきます。

以上で、本日予定されていた議案の審議は終了しました。

その他として、事務局から連絡事項等はありますか。

事務局から連絡させていただきます。

次回の第４回策定会議ですが、１２月末から１月上旬に素案を諮問させていた

だきまして、１月中旬にはパブリックコメントを実施したいと考えております

のでよろしくお願いいたします。

それでは、これで第３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
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