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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４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（素案）

≪当日≫配布資料

①会議次第

②資料 和光市長寿あんしんプラン（素案）（当日差替え版）

③先日送付した「素案」から本日の「素案資料」の変更点

④資料No.1 計画素案の補足資料

⑤資料No.2 第 7期介護保険事業計画における保険料設定の内容
⑥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。

皆様おはようございます。

本日は、第４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。本日は素案を事前にお送りさせていただきましたが、日々国のほうでも状

況等が変わってきておりまして、今日は当日資料として最新の素案を配布させ

ていただきましたが事前にみていただいたものと今日配布したものをもって

ご議論をいただき、素案とさせていただきたいと考えております。

また、本日、緊急事態で高橋会長が体調不良で出席がかなわなず、菅野副会長

も本日は欠席となっており、市長と会長と相談の上、私のほうで仮議長を勤め

させていただきますことをご了承ください。

昨今、新聞でもありましたが、診療報酬、介護報酬はマイナス改定であろうと

あったところが、診療報酬については薬価が大きく下がっており、医療等の診

療報酬は少しあがっています。介護のほうは和光市等が推進してきた自立支援

型、予防系に対して加算がされていく、特養に対しても老人保健施設のように

改善傾向であれば加算していくという内容になっています。そういった中、地



阿部課長

域包括ケアを念頭においた和光市の長寿あんしんプランに委員の皆様から忌

憚のないご意見をいただければと思っております。

本日もどうぞ、よろしくお願いいたします。

それではただいまから、第４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、宇部委員、金子委員のご両名に議事録の署名をお願いいた

します。

今日は傍聴の方はまだいらっしゃいませんが、傍聴の場合、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（素案）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、計画素案の全体の概要を説明させていただきます。

私から全体についてご説明した後、担当から給付の部分、保険料の関係につい

て詳細に説明をさせていただき、素案としてご承認をいただければと思ってお

ります。

まず、長寿あんしんプラン（素案）の目次をご覧ください。

第１章計画策定に当たっての部分から第４章介護保険事業計画の概要につい

ては第３回会議までにご説明をさせていただき、ご議論をいただいた部分にな

ります。この中で特に第１章第６節地域包括ケアシステムの計画連携というこ

とで連携図を新しくしています。こちらは今般施行されている地域包括ケアシ

ステムの強化法、法改正の中で取組が掲げられていることの福祉分野の共通事

項を記載した地域福祉計画の策定が努力義務化していますが、和光市では随分

と前からこういった形を作っており、和光の形が法案化されていっているとい

えますが、和光市ではさらに地域福祉計画、健康わこう２１計画、医療政策と

いった保険、医療、福祉の全ての計画に横ぐしが刺さるような形で全ての計画

が連動していくとご理解いただければと思います。

次に第７節にて他の計画との計画期間を記載しています。平成３０年には数多

くの計画が策定されていく、その中のひとつが長寿あんしんプランであり、こ

れらが連動して進んでいくことで地域包括ケアシステムが機能化していくこ



小林主事

とになります。

次に、前回の会議から変更となっている部分ですが、第５章介護給付等対象サ

ービスの計画から第８章高齢者保健福祉事業・サービスの計画までについては

内容の一部変更した部分や、前回お示しできなかった部分を記載しています。

記載の詳細についてはこの後、担当から説明いたしますが、この中から１点説

明をさせていただきます。第８章第４節で成年後見制度の利用促進を新しく新

設しています。これは、国の法律に基づき市町村で定めることになっているも

ので、和光市においては長寿あんしんプランと障害者のプランの二つにこの計

画を記述しています。

この計画で具体化していく基本的仕組みはまず本人を後見人とともに支える

チームによる対応、地域における専門職参加の協議会等の体制づくり、そして

和光市市民後見人養成講座の実施となっており、養成講座については先日１回

目が終わり１７名の方が修了されたものになっています。

第９章については保険料の部分ですが、給付等を勘案した保険料を記載してお

り、これも後ほど担当から詳細に説明します。

第１０章については、長寿あんしんプランのシステムデザインとなっており、

プランを確実に遂行していくための取組として主な施策を掲げた章になって

います。第１節には地域包括ケアシステムをさらに進めていくという内容で、

第２節は地域包括ケアシステムの中核を担う地域包括支援センターの事業運

営方針、第３節には統合型地域包括支援センターの設置・運営について記載し

ています。

第４節には認知症施策、第５節については医療・介護連携の推進について、第

６節では地域互助力の強化推進、次にギャップシニアコンソーシアムや理研コ

ンソーシアムの取組について、第９節では住まいの確保の取組として基本方針

でも掲げている項目ですが、和光市としてはこれまでの取組としてＧＨ家賃助

成、低所得高齢者等住まいモデル事業等に取り組んできましたが、第７期では

さらに低所得者の住まい確保に特化した新たな住まい確保の仕組みを制度化

していきたいと考えています。最後に１０節でグランドデザインを定めてお

り、北エリアには定期巡回を併設した地域密着型介護老人福祉施設、中央エリ

アでは小規模多機能型を併設したグループホーム、南エリアでは集合住宅の高

齢化に向けた介護予防拠点の新設等になります。

以上、素案の全体像の説明です。

それでは、計画素案について前回までにご報告している中間まとめから追加・

変更した主だった事項について説明します。

まず素案の第５章介護給付費等対象サービスの計画について、前回の中間まと



めでは概要の標記までだったものを、より詳細にサービスの説明、現状の評価、

そしてサービスの見込み量を記載しています。

この中で抜粋し説明しますと定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスにつ

いては、すでに和光市では在宅の限界点を高めていく施策により全国で一番の

利用率があるところですが、平成２９年度中にＣＩハイツ周辺に１箇所の事業

所が開所する予定であり、また平成３１年度以降に新設される北エリアの地域

密着型特別養護老人ホームに定期巡回が併設される予定であることから、中間

取りまとめからさらに利用者数を伸ばして平成３０年度１２２名、平成３１年

度１２９名、平成３２年度１４４名と推計しています。

次に認知症対応型共同生活介護についてですが、こちらも認知症高齢者への対

応として平成２９年度に北エリアに１箇所の事業所が開所しており、平成３０

年度に中央エリアに１箇所の整備を予定していることから、今後も利用者は伸

びていく見込みで推計をしています。

次に第四節施設サービスでは介護療養型医療施設が平成３５年度末までに全

て転換される予定となっており、市内の介護療養型施設である菅野病院が地域

包括ケア病棟に移行することで利用者が減少する見込みであることから第７

期期間中は毎年１６名の利用で推計しています。

介護療養型医療施設の受け皿となる新しい介護保険施設の介護医療院は地域

医療構想として医療計画との整合性の確保の観点から埼玉県が各市町村の医

療病床から介護施設等への移行してくる人数の需要を試算しており、今回はそ

れを反映させた人数を見込んで推計をしています。

次に第５節市町村特別給付事業の見込みについてです。こちらの財源は、７

５％を６５歳以上の第１号被保険者の保険料、残りの２５％を一般会計から繰

り入れて事業を展開しているものです。

①として食の自立支援や栄養改善といった視点から高齢者配食サービスを実

施しています。②として高齢者紙おむつ等購入費助成事業として居宅介護高齢

者に対する介護の限界点を支えるものとして紙おむつだけではなく、その周辺

用品、体を拭くための介護用品等を支給しています。

③として高齢者地域送迎サービス助成事業では、ご自宅から介護施設や病院に

移動するためのサービス費用を助成しています。

市町村特別給付事業は和光市の在宅介護を進展させる重要な施策であり、在宅

介護の人数が今後も増加が見込まれることから計画でも利用の伸びを記載し

ています。

次に第７章介護予防・重症化予防の目標設定についてですが、第２節の介護給

付等に要する費用の適正化への取組と目標の部分で具体化した部分です。

縦覧点検・医療情報との突合について中間取りまとめでは適正化による過誤申
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上月委員

阿部課長

立の件数のみでしたが、さらに目標を具体化し、適正化効果額を３００，００

０円以上出していくことを設定しました。

最後にⅧ高齢者福祉事業・サービスの計画として第３節介護保険関連施策とし

て和光市独自の事業を引き続き展開していきます。

まず、介護保険利用料助成事業で、介護保険の低所得者対策として保険給付利

用者負担を所得段階に応じて一定率助成します。

次に介護保険住宅改修助成事業として介護保険給付に加えて改修費用の一部

を上乗せで助成することで高齢者の自立支援を図っています。

最後にグループホーム等入居家賃助成事業で和光市の長寿あんしんプランに

沿って整備された市内のグループホーム等に入居する低所得者を対象に、入居

家賃を所得段階に応じ一定率助成するものです。今後も基盤整備でグループホ

ームが新設されることから見込みとしては増加していくものと推計していま

す。

以上中間取りまとめから追加、変更のあった主な部分の説明をさせていただき

ました。

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。

すばらしい素案の提示ありがとうございます。

素案のなかで、英語の頭文字のみの記載となっている部分があり、説明がある

部分もあるのですが、ＩＣＴの部分だけ説明がないためわかりにくいので、説

明を入れてほしいです。

また、介護を受ける方に対する記載は非常に充実しているが、介護者をする側

に対する支援、援助についての記載がもう少しあるとよいかと思います。

用語の解説の部分については、括弧書きとするか米印とするかは検討します

が、解説が必要と思われる部分については適切に記載していきます。

家族への支援、施策の部分については、これまでも和光市は取組を進めてきた

ものでもありますので、項目を増やすなどして明記していきたいと思います。

新たなサービスニーズへの対応として新たな自助、互助の創出とはどのような

ものか具体的に教えてください。

具体的には計画素案の第１０章第７節に記載のあるギャップシニアコンソー
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シアムという取組に参画していまして、和光市ではすでに本町に「わこう暮ら

し生き活きサービスプラザ」として仕組みが出来上がっており、記述が重複す

る部分については精査します。

市民後見人養成講座の説明では、第１回養成講座で１７名の方が修了されたと

ありましたが、このあと講座を修了された方が後見人となるまでにはどのよう

な流れになるのですか。

計画素案にフローを記載しておりまして、養成講座を修了された方については

実習期間に実務を通じた研修をしていただき、その後市民後見人候補者名簿に

記載されます。その後、成年後見支援会議でマッチングや推薦を行い後見人と

して活躍をしていっていただく流れになります。

和光市では社会福祉協議会に権利擁護センターを委託して既に窓口が出来て

います。その中でケースを精査しまして、成年後見支援会議に弁護士会、司法

書士会、社会福祉士会等の方に協力をいただいて話し合いをします。

そして、和光市の場合ケア会議を連動させて後見人だけで動くのではなく、介

護のチームが加わってやっていき、２重、３重の関りの中で市民後見人の方に

もやっていっていただく形になります。

先ほどご質問があったことに加えて、介護者のケアについてですが、ヤングケ

アについても数は少ないが課題があると思います。和光市は核家族が多いこと

から色々な課題がありますが、若い人が介護を理由に働けなくなってしまう。

その人自身が貧困や生きる目的を失ってしまう。老老介護の観点から介護者へ

のケアということもあるが、若い介護者が困ったときに相談できる先について

も記載があってもよいのではないでしょうか。

家族を含めたケアを記載するということで統合型地域包括支援センターの記

載もありますが、和光市としては常に家族を含めた包括ケアを念頭にケアを実

施してきました。そこを計画内でもさらに強調して記載していくようにしま

す。

在宅の施策で市のサービスが増えてきて財政的な金額が増えていることを踏

まえて、民間の活用ということで空き家対策とか地区社共の活用して支援体制

に入ってもらうかということが大きな課題。株式会社はいずれどこかで利益を

上げていかなければならず、これは自助、互助の概念ではないことから、地区
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社共の活用などは重要になってくる。いずれ負担するほうが多くなってくるの

で、その点も今回ということではないが考慮していくことが重要ではないかと

思います。

地域における互助を強化するということと、公民連携をさらに充実させていく

中で、地域互助力がうまく機能していくことを進めていけるような記載をして

いきます。

では、次に保険料の設定について事務局から説明をお願いします。

保険料についてご説明させていただきます。保険料設定の考え方ということ

で、保険料を算出するにあたって、高齢者人口の増加・高齢化の進展等に対応

した介護給付費の自然増やそれに対応した事業やサービス状況、低所得者の負

担割合などを勘案し、そちらを踏まえた保険料設定となっています。

高齢者人口の増加・高齢化の進展等に対応した介護給付費の自然増や、介護予

防事業強化による地域支援事業費の増加、１号被保険者分の法定負担が２２%
から２３%へ変わったことなどが主な上昇要因としてあげられます。介護報酬
につきましては引き上げとの情報はありますが国から正確な数値が明示され

ておりませんので今後反映します。

次に、減少要因につきましては介護予防事業などの予防効果による要介護度の

改善・維持及び一般高齢者の身体・生活機能の低下防止と地域包括ケアシステ

ムによる在宅介護の推進、サービス費の適正化があげられます。また、第６期

における介護予防効果による積み立て基金を充当いたしますので今回の介護

保険料算定のうえでそちらも保険料減少の要因となっています。

上昇要因減少要因を勘案した結果 第７期月額基準額は、第６期 4,228円に対
し 4,562円となり、334円の増額という設定になります。うち法定分は 4,225
円、特別給付分が 307円です。全国平均におきましては第５期が 4,972円、第
６期が 5,514円、第７期につきましては詳しい数字が出ておりませんので厚労
省が第６期中の推計で出した数字なので参考までとなりますが、6,771円とな
っており、和光市では前期比で 334円の増額ながらもいまだに第５期の全国平
均水準よりもさらに保険料を抑えられているということになります。

最後のページは第６期と第７期の保険料の比較表となっております。左側の図

が第６期における保険料率・年額・月額となり、隣の図が７期の保険料率、前

回との比較、年額、月額となり、一番右の図が第６期と第７期を比較したもの

となっております。当市は市民の方々の一人あたりの平均所得が高く、平成２

９年に埼玉県が公表したデータによりますと埼玉県内で３番目に一人あたり
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の所得が高い市町村となっていますがその反面、標準所得以下の層の割合は５

４パーセントと半数を上回ってしまっている現状にあります。そこで先ほどお

話させていただいた保険料の上昇要因減少要因を踏まえた介護保険料の増額

と低所得層の負担軽減と高所得層の割合や負担額を勘案して、第７期では低所

得者層の保険料率を据え置きとし、標準所得よりも比較的所得が多い第７段階

から第 13段階の方々の保険料率を変更させていただいております。お手元資
料の保険料率の隣にあります前年度比較というところで具体的に明記してお

りますが、第 7段階・第 8段階が 0.05、第 9段階が 0.1、第 10段階が 0.15、
第 11段階が 0.20、第 12段階が 0.25、第 13段階が 0.35というように前年度
と比較して各段階ごとに段々に増加の設定をしております。料率を据え置きと

した第 1段階の方で月額 101円、年額 1210円増、料率を変更させていただき
ました第 7段階の方で月額 679円、年額 8,150円増、一番影響の大きい 13段
階の方で月額 2,482円、年額 29,790円の増額となっております。その結果、
標準月額 4,562円、標準年額 54,740円で保険料を設定しております。
説明は以上になります。

事務局からの説明が終わりました。保険料の基準額といった部分と保険料率の

変更について説明がありましたがご質問がありましたらお願いします。

基金の説明がありましたが、基金はいつまで充当できるのか教えてください。

平成２９年度の決算がまだですが、１億円程度の基金積立金が残ると考えてお

り、その金額を今後の３年間で取り崩して充当いくという考え方になっていま

す。

他によろしいでしょうか。

それでは議題 『和光市長寿あんしんプラン（素案）について』はいただいた

ご意見をもとに修正をしまして会長、副会長のご説明した上で、市長に報告し、

最終版の素案を改めて委員の皆様にお示しした上で、パブリックコメントに付

したいと考えておりますがよろしいでしょうか。

了承

それでは、最後に今後の予定について事務局から説明お願いします。

今後のスケジュールについて説明します。まず、パブリックコメントについて
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は１月９日から１月２８日を予定しております。併せて市民説明会を１月２１

日に午前９時３０分から坂下公民館（北エリア）、午後２時から総合福祉会館

（南エリア）、１月２４日午後６時から中央公民会（中央エリア）とそれぞれ

の圏域で実施します。なお、この市民説明会は子ども・子育て支援事業計画中

間見直し、国保ヘルスプランの説明会と合同で実施します。

第５回長寿あんしんプラン策定会議は、本日いただいたご意見、パブリックコ

メントのご意見等を踏まえまして３月に実施したいと考えております。

よろしくお願いいたします。

本日ご審議いただいた素案については、量も多く意見が出きらなかった点もあ

ろうかと思います。会議終了後のご意見についても素案の最終版に反映させて

いただければと思っておりますので、追加のご意見等については年内を目処に

事務局までお寄せいただければと存じます。

それでは、これで第４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


