
会 議 録

第 2回 和光市長寿あんしんプラン策定会議

開催年月日・招集時刻 平成２９年８月７日 午後１時３０分

開 催 場 所 和光市役所 全員協議会室

開催時刻 午後１時３０分 閉会時刻 午後３時００分

出席委員 事務局

高橋 紘士 保健福祉部 部長 東内 京一

木田 亮 地域包括ケア課長 阿部 剛

上月 とし子 長寿あんしん課長 斎藤 幸子

菅野 隆 長寿あんしん課課長補佐 平川 一朗

佐藤 貴映 長寿あんしん課介護福祉担当

山口 慶子 統括主査 堀江 和美

清水 武 主 査 山口 綾乃

宇部 章子 主 事 市川 友香

金子 正義 主 事 小林 翔

平井 耕司

大西 康之

木暮 晃治

松根 洋右

森田 圭子

欠席委員

津川 知子

備

考

会議録作成者氏名 小林 翔



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２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 第１回長寿あんしんプラン策定会議についての意見等

②資料No.2 第２回和光市長寿あんしんプラン策定会議資料（認知症、障害、

困窮高齢者の現状）

③資料No.3 日常生活圏域ニーズ調査結果（中高層分譲住宅集計）

④資料 No.5 第２回和光市長寿あんしんプラン策定会議資料（高齢者人口推

計、要介護・要支援認定者数推計、介護サービス利用者数の推

計等）

≪当日≫配布資料

①会議次第

②資料No.4 第７期 基本目標・方針案

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。

本日はお暑い中、当会議にご参加いただき心から感謝申し上げます。

第１回は高橋会長のもと、長寿あんしんプランの第７期として、来年４月から

３年間にわたって動く介護保険事業計画等についてご議論いただきました。

今回、第２回は踏み込んだデータ、それに対する方針と解決手法等についてご

説明させていただき、忌憚のない議論をお願いしたいと思っております。

また、内閣改革として、厚生労働大臣には加藤大臣が新たに就任され、安部内

閣の動きも注視していきますが、和光モデルは良くも悪くも色んなことも言わ

れます。私たちは市民のために、また事業者・行政含めて３者が一体となって

進めていく方針は変わりなく進めていきたいと考えております。

第７期は２０２５年に向けてのラストチャンスと思っておりますので、そうい

う中での第７期の事業計画に皆様、どうぞよろしくお願いします。



平川課長補佐

高橋会長

阿部課長

つづきまして、皆様にご報告いたします。

本会議の会長代理を務めていただくことになります介護保険運営協議会の会

長につきましては、先に開催された第１回運営協議会において、菅野委員が会

長に選出されております。

また、今回初めてご出席いただいている委員の皆様をご紹介いたします。

（佐藤委員、森田委員紹介）

それでは、高橋会長に会議の進行をお願いいたします。

ただいまから、第２回和光市長寿あんしんプラン策定会議を開会します。

それでは議事に入りますが、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、上月委員、菅野委員のご両名に議事録の署名をお

願いいたします。

それでは、会議次第に沿って進めます。

議題の『第７期基本方針（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≫

『第７期基本方針（案）について』ご説明させていただきます。

まず、資料No.１をご覧ください。
こちらは、前回、第１回長寿あんしんプラン策定会議について委員の皆様から

いただいた意見を集約したものになります。

議事（１）第７期介護保険事業計画に向けた制度改正につきましては、

・互助力の強化

・地域互助の在り方

議事（２）高齢者等の現状と将来推計につきましては、

・老老介護や独居の方の増加

・団塊ジュニアが６５～７０歳になった場合（２０年後）も視野に入れてお

く必要がある。

議事（３）第７期計画策定の方向性（論点）につきましては、

・認知症の老老介護について、在宅介護の可能性を高めるために、和光市の

特色を活かして、課題解決のために何かできないのか

裏面をご覧いただきますと、

・介護予防の充実

・共生社会に向けた市民啓発の必要性

・地域の特性及び特徴にあった総合事業の展開



・地域互助の強化

とのご意見及びご指摘をいただいたところであります。

続いて、資料 No.２について説明させていただきます。
まず、１ページは認知症高齢者の日常生活がどれだけ自立しているかをお示し

したものであります。真ん中の図表に一覧表を掲載しております。

平成２９年３月３１日現在の認定を受けた高齢者数は１，３２０人となってお

り、自立度が３～Ｍの比較的重度の方は全体の４０％を占めております。

２ページは、日常生活圏域別にみた認知症の状況になります。

圏域によって顕著な差は見られませんが、北エリアや南エリアで認知症が進ん

でいると考えられる「Ⅳ」や「Ｍ」の方の割合がやや高くなっていることが分

かります。３ページの地図と棒グラフも併せてご覧ください。

４ページは、認知症高齢者数の将来推計をお示ししたものになります。平成２

８年度の１，３６４人から平成３２年度には１，６４４人となり、約２０％増

加することが見込まれております。

５ページは、障害高齢者の日常生活自立度についてですが、認定を受けた高齢

者１，３２０人のうち、約４０％以上の方の自立が困難となっております。

６ページは、障害高齢者を日常生活圏域別にみた日常生活自立度であります。

北エリアでは、障害程度が比較的に進んだ「Ｂ」と「Ｃ」が他圏域と比べて多

くなっております。７ページの地図と棒グラフも併せてご覧ください。

８ページは、障害高齢者の将来推計をお示ししたものになります。障害高齢者

の日常生活自立度のデータ及び今後の認定者数の推計結果をベースに推計す

ると平成２８年度の１，３３７人から平成３２年度には１，６１２人となり、

約２０％増加することが見込まれております。

最後に９ページでは、生活保護受給高齢者の推計をお示ししており、平成２８

年度の３８１人から平成３２年度には４０３人となり、約６％弱の増加が見込

まれます。

本来であれば、これらの資料については複数のあらゆる状況（住まい・経済の

状況・サービスの利用状況等）をクロスし、詳細に課題等を分析していく必要

があるかと思います。今も継続して作業を進めておりますので、資料が出来次

第、すぐにお示ししたいと思います。

認知症の増加が見込まれる中、これらを受け止めるような制度や仕組み、基盤

整備が必要となります。また、経済的な自立が困難な方々、高齢者を包括的に

マネジメントする仕組みも必要ではないかと、こういったことが課題として挙

げられます。

続いて、資料 No.３について説明させていただきます。
前回、論点（案）の中でお示ししました「中高層分譲住宅の高齢化が著しい」



についてのニーズ調査の集計結果となります。

２ページをご覧いただくと、年齢構成等をお示ししておりますが、６５歳以上

の高齢者数しか記載されておらず、全体の総数が記載されておりません。参考

までに平成２９年３月３１日時点で、南大和団地では居住者全体で７７４人、

うち６５歳以上の高齢者数は３１４人、高齢化率は４０．６％となっておりま

す。また、諏訪原団地では居住者全体で１，０７４人、うち６５歳以上の高齢

者数は３６７人、高齢化率は３４．２％となっております。

このことからも、中高層分譲住宅での高齢化が著しく進んでいることが見えて

まいります。

補足になりますが、年齢構成の表中の総数には、ニーズ調査にお答えいただい

た人数が記載されておりますので、南大和団地及び諏訪原団地全体の数ではご

ざいません。南大和団地の総数２２７人の横に居住者全体として７７４人、６

５歳以上の高齢者数３１４人を追記していただければと思います。諏訪原団地

も同様に総数２８２人の横に居住者全体として１，０７４人、６５歳以上の高

齢者数３６７人を追記していただくと高齢化率の伸びが比較しやすいと思い

ます。

続いて、認定を受けている方の状況を下の表でお示ししておりますが、南大和

団地では、ニーズ調査にお答えいただいた２２７人のうち６人の方が要支援１

から要介護２の要介護認定を受けており、諏訪原団地では、ニーズ調査にお答

えいただいた２８２人のうち１１人の方が要支援１から要介護２の要介護認

定を受けております。

３ページは世帯構成について記載しており、南大和団地及び諏訪原団地とも

「一人暮らし」と「配偶者と二人暮らし」の割合が高くなっております。

４ページ以降では、基本チェックリスト等に沿って、それぞれの状況を集計し

たものになっております。こちらにつきましては、のちほどお目通しいただけ

ればと思いますが、この中では特徴的な部分が大きく出ているわけではなく、

第６期のＣＩハイツ、ＤＩＫマンション、西大和団地に近い調査結果がお示し

されております。

ニーズ調査からではなく、南大和団地及び諏訪原団地を所管している南地域包

括支援センターが両方の団地の聞き取り調査を実施したところ、両方の団地で

認知症かつ独居の高齢者の方々が増加している傾向にあることが分かりまし

た。

南地域包括支援センターは、聞き取り調査後の対応として、新規の介護認定を

通じて、小規模多機能居宅介護により、毎日の訪問の中で安否確認、食事、服

薬確認をし、また、通所サービスに繋げて本人の不安を取り除くといった支援

が中心になるとのことです。



また、諏訪原団地は互助力が高い、支え合いが強いといった傾向があり、民生

委員、近所の方、ご友人からの相談が多く見られるとのことです。

南大和団地につきましては、総合福祉会館にある高齢者福祉センターに歩いて

通えるということで、利用者が多く、スタッフからの新規の相談が多いといっ

た傾向があります。

また、経済面では、なかなか管理費の支払いが難しいといった状況が少しずつ

見受けられるといったところであります。

両団地に共通していることとして、『①エレベーターがない→②階段が降りら

れなくなると外出できない→③閉じこもりになる→④認知症になる』といった

悪循環になり、また、『①一人暮らしのため買い物が大変→②買い物が大変に

なると食事が難しい→③閉じこもりになる→④認知症になる』といった点も挙

げられます。

【認知症の関係、一人暮らし、経済的な自立】が困難な方が見受けられるとい

ったことが両方の団地の特徴ということになります。

そういったことを受けて、資料 No.４で、第７期の基本目標・方針案をお示し
しております。

まず、基本目標ということで、和光市の長寿あんしんプランで目指すところを

お示ししておりますが、≪地域包括ケアシステムの完全機能化による市民のＱ

ＯＬ向上≫を目指すといったところを基本目標案としております。

これらを実現させる方針として、

①コミュニティケア会議による生活課題（生活の自立を阻む身体的・精神

的・経済的要因）の解決に資する包括ケアマネジメント手法の定着

②予防前置主義に立脚した介護予防と重症化予防の徹底及び要介護認定の

軽度から中・重度まで全ての状態において疾病の重度化予防を含む在宅介

護と在宅医療の連携を強化

③さらなる高齢化の伸展を見据え、元気高齢者を増やすための基盤となる介

護予防拠点の充実及び介護予防・日常生活支援総合事業の効果をさらに高

める地域互助力の強化

④認知症高齢者の全ての状態に対応するサービス提供基盤整備の推進と認

知症初期集中支援チーム等による支援体制の強化

⑤住まいの自立が困難な高齢者に対する住宅確保支援施策のさらなる充実

と高齢者の居住安定に係る施策との連携

以上５つの柱を基本方針案としております。

以上で説明を終わらせていただきます。



高橋会長

大西委員

阿部課長

東内保健福祉部長

菅野委員

『第７期基本方針（案）について』の説明が終了いたしました。何か質問がご

ざいましたら、お受けしたいと思います。

本町小の区域だけになりますが、『チーム本町わくわくプラン』というパンフ

レットを作成して、本町小区域では「こういうことをやっている」、「こういう

ことがやれます」、「こういう施設があります」といったことを市民の方に啓蒙

しています。

こういった取組みは地域共生社会の実現に繋がるように思いますが、同様の取

組みを他の地区や社会福祉協議会で実施または計画しているところはありま

すか。

地域福祉計画（長寿あんしんプランの上位計画）の中で、地域の互助力を高め

て地域課題を解決する繋がりといったところで、「もしも何かあった時に支え

合える仕組み」を地域の方々にご理解いただける普及活動を進めながら、和光

市内の全小学校区に地区社会福祉協議会を設置していこうという動きを進め

ております。

補足させていただきます。

現在、本町と第三小学校の２つの地区で地区社会福祉協議会が機能しておりま

す。地区社会福祉協議会というのは、その地区に社会福祉協議会があるという

ことではなく、社会福祉協議会を支援コーディネーターとして、民生委員や自

治会、またそういった物に属していない地域住民の方々が、自助力や互助力と

いったところで、今までになかった物に課題があれば解決していこうというも

のであります。

和光市は、長寿あんしんプランや障害、子ども・子育て、生活困窮等の計画の

上に地域福祉計画を作り、全ての計画に地区社会福祉協議会を関与させていこ

うとしております。

また、地域共生については、①地域の中で障害や子どもが共生していく、②介

護保険のような公的サービスだけでなく、地域の互助力で創出したサービスで

共に生きていく、といった２つの視点があります。

一方、レベルが低下した時には、きちんと介護保険制度で支えるものになって

おります。また、障害と高齢の施設を併設できるといった緩和規定があり、そ

ういった点も含めて検討しておりますので、また是非、ご意見いただけたらと

思います。

要介護認定や要支援認定を受ける前に、団塊の世代をいかに取り込んでいくか



金子委員

木田委員

高橋会長

が重要であります。認知症等の症状が進む前の元気なうちにサークル活動等の

外出機会を増やしていくべきであり、近隣の人間関係やサークル活動に消極的

な人ほど早めの対応をするのが地区社会福祉協議会の役割ではないかと思い

ます。

私のところの自治会を例にあげると、自治会の中は老人がほとんどで、小・中

学生が１人か２人ぐらいになっている。隣との付き合いも無くなってきて、コ

ミュニティーが図られていない。以前、フランスで『高齢者になっても楽しく

生活できているかどうか』というアンケート調査を実施したところ、８０％が

『幸せだ』と回答しておりました。『みんなと話し合いができる』ということ

が楽しい老後を暮らせることに繋がっていきます。

現在、自治会の中では話せる場所がなく、コミュニティセンター等ありますが

高齢者はなかなか行かない。近くに集まって自由に話せる場所があって、同じ

ような境遇の人達が集まって、同じような話をすることで認知症等を予防する

のではないかと思いますので、そういった場所を確保していただきたい。

また、生活保護についてですが、確かに生活保護を受けている人は困っていま

すが、生活保護者よりも所得が低い人も多くいます。その人達の生活課題をど

のように解決していくか、どのように支援していくかが重要であります。

ボランティアの方が地域と一体となって自宅等を開放して行っているサロン、

集会所やコミュニティセンターなどを拠点として地域の人が行っているサロ

ン、こういうところを育成し、行政がバックアップすることが共生社会に繋が

るのではないか。現在は、民間がサロン等を作っているので、自治会が入って

いけない。地区社会福祉協議会においても、学校の教室を中心にしての地域づ

くりをテーマにしているが、集まる場所等を少しずつ改正していけば、地域の

方々との繋がりができて、本当の共生社会ができるのではないか。

これらを踏まえて、自治会のこれからの取組みとしては、空き家の効果的活用

だと考えます。実際に空いている民家に民生委員を中心に活動を行っている地

域がありますので、そういった地域を行政として支援していただき、自治会の

在り方を考えていただきたい。

また、高齢者がいつでも歩いて行ける場所の提供をどうしたら良いか考えてい

く必要もありますので、社会福祉協議会としても頑張っていきたいと思いま

す。

居場所が安定して運営できるような仕掛けづくりが重要であり、総合事業、地

域福祉計画、認知症対策、孤立防止・孤独防止、共生社会等に関与してくる話



森田委員

高橋会長

市川主事

であります。地域の共同生活を取りまとめる機能を持つ市としての仕事を計画

に書き込む必要があると思いますので、検討を進めていただきたい。

基本目標に『ＱＯＬの向上』と記載されていますが、どこで計るのか。周りの

家族だけでなく、介護者等も関わってくる。ＱＯＬを向上させていくには、元

気な時から、いざという時のためにサービスや地域に繋がりを作っておくこと

が大事であります。

ＱＯＬは『生活の質』と直訳されますが、『生活の質』＝『困りごと』と考え

られ、口腔ケアや食の話が基礎にあり、その上に運動機能があり、さらに社会

性が必要だということになり、ＱＯＬはいくつかに分解できます。基本方針と

からめ合わせるとどういったところにＱＯＬが関わってくるのかが、基本方針

で絵解きが出来てくる。

また、長寿あんしんプランということで「あんしんとは何なのか」をもう少し

掘り下げておくべきである。単身者と家族がいる者とでの問題、ここでいう「あ

んしん」とはどういったものか、計画と制度で裏打ちできるような状況等をど

う考えるか、少し整理しながら基本方針と関係させて議論していきましょう。

こうしたことを熟成させながら、次の議論でも再び検討するということで、前

提となる資料作成を分かりやすい形で進めていただくということを事務局に

お願いしながら次の議題に進めたいと思います。

それでは、議題の『サービス見込量等の推計結果について』事務局より説明を

お願いいたします。

『サービス見込量等の推計結果について』ご説明させていただきます。

資料 No.５、１ページからご覧ください。
人口推計についてですが、こちらは、第１回和光市長寿あんしんプラン策定会

議における『高齢者等の現状』でお示ししました資料の再掲になります。

図表「高齢者人口の推計結果」について、平成２７年度は前期高齢者の割合が

５７．６％、後期高齢者の割合が４２．４％になっており、平成２９年度は前

期高齢者の割合が５５％、後期高齢者の割合が４５％になっております。平成

３２年度は前期高齢者の割合が５２％、後期高齢者の割合が４８％とほぼ割合

が等しくなってきており、平成３７年度につきましては、前期高齢者の割合が

４２．８％、後期高齢者の割合が５７．２％と前期高齢者と後期高齢者の割合

が逆転する見込みとなっております。

２ページでは、第６期の平成２７年度から平成２９年度における認定者数の推

移をお示しさせていただいております。



高橋会長

図表「認定者数の推移」では、各年度における棒グラフの左から第６期計画に

おける自然体、予防後、実績をお示ししており、平成２９年度につきましては、

４月時点の数値となりますが、いずれの年度も計画値より実績の方が低くなっ

ております。

図表「要介護認定区分別の構成比」では、和光市は全国や埼玉県と比較しても

要支援１，２、要介護５の割合が非常に小さくなっております。

３ページは年齢階級別認定率になりますが、こちらも第１回和光市長寿あんし

んプラン策定会議における『高齢者等の現状』でお示ししました資料の再掲に

なります。８０－８４歳のところで平成２５年と平成２８年を比較すると認定

率が下がっていることが分かります。

４ページは平成３０年度から認定者数の推計を自然体で算定させていただい

た資料になっており、平成３０、３１、３２年度と認定者は増加する見込みと

なっております。また、平成３７年度では、現在より６００人前後増加し、約

２，０００人近くの推計結果になっております。

５ページは施設・居住系サービスの利用者数推計になります。

こちらは大きな変化は無く、横ばいになっておりますので、第７期の見込みも

現状の利用者数を見込んでおります。ただし、介護療養型医療施設は平成３０

年３月末に廃止予定ですので、見込みの調整が必要かと思われます。

６ページは居住系サービスとなります。こちらは、これまでの利用実績などを

勘案しつつ、推計の見込みを算定しております。

７、８ページは、在宅サービスの利用者数の推計になっており、７ページにお

示ししている式で在宅サービス対象者数の推計しております。

９ページ以降が各サービス利用者の平成３０年度以降の推計を見込んで数値

をお示しさせていただいております。

各サービスともに右肩上がりとなっており、認定者数の増加に伴い、各サービ

ス利用者数も増加していく見込みとなっております。

今回、平成２９年度の数値につきましては、１か月分の実績から年間の推計を

算定し掲載しておりますので、見込みは少し変わる予定ですが、予防効果や政

策反映の見込みをもって保険料を算定し、今後お示しさせていただきたいと思

っております。

以上で説明を終わらせていただきます。

高齢者人口の推計について、「６５歳～７４歳」と「７５歳以上」の前期高齢

者と後期高齢者にしか分けていないが、「８５歳以上」というのも抜きだして

設定しておく必要があるのではないか。８５歳以上になると認定率は一気に高

くなり、８５歳以上の人口が増えるとサービスの利用者も当然に増えてくるの
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で、自然体で推計している中でそうした８５歳以上の増大においても、きちん

と算定の中に入っているのか。

推計につきましては、５歳刻みで推計しておりますので、次回の策定会議でお

示しさせていただきます。

他に質問や何か気になるところはございませんか。

１５ページの参考資料にある居宅サービスや地域密着型サービス、施設サービ

ス等について、長寿あんしんプランの最後に用語説明は掲載されるのか。

また、同ページにおいて、定期巡回・随時対応型訪問介護看護に数値の計上が

あるが、夜間対応型訪問介護が０となっているのはなぜか。

ご指摘のとおり、用語の説明につきましては、分かりやすいよう計画段階でも

掲載していければと考えております。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護につきましては、２４時間、ヘルパーに随

時訪問していただくことが可能ですので、和光市では、定期巡回・随時対応型

訪問介護看護をメインに整備しております。

補足させていただきます。

和光市では、５箇所の定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業所があり、そ

れで対応できていますが、介護保険の制度上は夜間対応型訪問介護が残ってお

りますので、参考資料に夜間対応型訪問介護が掲載されているということで

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。

各委員からご指摘いただいた点を踏まえて、事務局は基本目標・方針（案）等

のバージョンアップをよろしくお願いします。

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３回策定会議ですが、１０月に予定させていただきたいと考えており

ます。また、日程が決まりましたら、すぐにご連絡させていただきますので、

よろしくお願いたします。



高橋会長 それでは、これで第２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


