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平川課長補佐

東内保健福祉部長

平川課長補佐

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。

第１回和光市長寿あんしんプラン策定会議の開催に先立ちまして、先ず委員の

委嘱をさせていただきます。

本来であれば市長から委嘱書を交付すべきところではございますが、公務のた

め出席がかないませんので、机上配布とさせていただきます。

それでは、ただいまより長寿あんしんプラン策定会議を開催いたします。はじ

めに、東内保健福祉部長からご挨拶を申し上げます。

本日は、ご多用のところ、ご参集いただき心から感謝申し上げます。

また、高橋先生には大役を担っていただき心から感謝申し上げます。

早いもので第６期介護保険事業計画をご審議いただいてから早くも３年が過

ぎようとしています。

第７期は医療と介護の報酬の同時改定、地域医療構想の関係、地域包括ケアの

前提である『住まい』にしっかりとケアを入れていく視点、２０２５年及び２

０３０年が近づき、団塊世代が７５歳を超える本格的な時期となり、高齢化問

題はますます深刻になってきており、第７期はそれらに対応するラストチャン

スと思っております。

和光市民のための策定を作るとともに、少しでも参考例となって発信されるこ

とを願うものでございます。

また、和光市は高齢化だけでなく、子どもの数も２０３０年頃まで減らない傾

向が出ております。その中では待機児童だけではない様々な課題がありました

ので、地域包括ケアの横展開としてネウボラといった取組みを始め、母子手帳

からアセスメントを行うことで様々なことが見えてまいりました。

精神科医と産科医の連携、ケアマネジメントを使った手法といったものが役立

たないと、母子保健のみ、子ども福祉のみでは不具合があると実感しておりま

す。

それもこれも地域包括ケアを推進してきたうえのことだと考えております。

我が事・丸ごとの地域共生社会といったところも今回の争点となりますので、

そういった点も踏まえての忌憚のない意見をお願いしたいと思っております

ので、本日もよろしくお願いいたします。

続きまして、会長及び会長代理の選出を行います。

和光市長寿あんしんプラン策定会議設置に係る事務取扱要領第２条では、「会

長は、運営協議会以外の学識経験者が務めるものとし、会長代理は運営協議会
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の会長が務めるものとする。」と定められております。この規定により、和光

市長の推薦により、一般財団法人高齢者住宅財団特別顧問の高橋紘士先生に会

長をお願いしたいと存じます。

高橋先生は、特殊法人社会保障研究所の研究員から、法政大学教授、立教大学

教授、国際医療福祉大学大学院教授を経て、現在は高齢者住宅財団理事長を経

て特別顧問に就任されています。

また、全国社会福祉協議会研究情報センター所長、社会福祉医療事業団（現在

の福祉医療機構）理事、日本社会福祉士会理事等を歴任されたほか、国、都道

府県及び市町村の各種委員会や審議会の会長・委員長を多数経験されており、

中でも地域包括ケア研究会のメンバーとしてご活躍されていることから、地域

包括ケアシステムに関する高い見識をお持ちであることから、第６期策定委員

会に続き、会長として委嘱させていただきました。

なお、本会での会長代理にあたる運営協議会の会長につきましては、この会議

の後に行われる第１回介護保険運営協議会にて委員の互選により決定されま

すので、今回の会議では会長代理は不在となります。

それでは、高橋会長から就任のご挨拶をいただき、進行をお願いいたします。

（会長あいさつ）

本日皆様は初顔合わせでございますので、各委員より一言、自己紹介をお願い

します。

（各委員自己紹介）

ありがとうございました。

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、木田委員、津川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。

議事１『第７期介護保険事業計画策定に向けた制度改正について』事務局から

説明をお願いいたします。

≪議事１の説明≫

『第７期介護保険事業計画策定に向けた制度改正について』ご説明させていた

だきます。



まず、資料の No.１「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一
部を改正する法律案のポイントについてご説明させていただきます。

今回の改正は①地域包括ケアの深化・推進、②介護保険制度の持続可能性の確

保の２つに分けることができます。

さらに細かく分けると、「地域包括ケアの深化・推進」は①自立支援・重度化

防止に向けた保険者機能の強化等の取組の推進、②医療・介護の連携の推進等、

③地域共生社会の実現に向けた取組の推進等に分かれます。「介護保険制度の

持続可能性の確保」は①２割負担者のうち特に所得の高い層の負担割合を３割

とする、②介護納付金への総報酬割の導入に分かれます。

「保険者機能の強化等による自立支援・重度化防止に向けた取組の推進」では、

自立支援や介護予防などで成果を上げている市町村に対しインセンティブ、交

付金を付与するというものです。具体的には、国から提供されたデータを課題

分析したうえで、介護保険事業計画に介護予防・重度化防止等の目標を記載し

ます。要介護度状態の維持・改善度合やケア会議などの開催状況など実績を評

価し、公表された実績に応じ、国が財政的インセンティブを付与する仕組みと

なっております。

「医療・介護の連携推進等」では、新たな介護保険施設として介護医療院が創

設されます。これに伴い、現行の介護療養病床は平成３０年３月末で廃止とな

りますが、経過措置期間として、６年間延長となります。

介護医療院は、「日常的な医学管理が必要な重介護者の受入れ」や「看取り・

ターミナル」等の機能と、「生活施設」としての機能を兼ね備えた施設として

位置づけ、地方公共団体、医療法人、社会福祉法人などの非営利法人等が開設

主体となります。

「地域共生社会の実現に向けた取組の推進」では、社会福祉のそれぞれの分野

において、福祉分野の共通事項を記載した地域福祉計画の策定を努力義務化と

し、「我が事・丸ごと」の地域づくり、包括的な支援体制の整備に努めること

としています。

介護サービスと障害サービスを一体的に提供する共生型サービスを新たに創

設し、高齢者と障害児者が同一事業所でサービスを受けやすくすることを目的

としています。

「現代世代並みの所得のある者の利用者負担割合の見直し」では、制度の持続

可能性を高める観点から年金収入等３４０万円以上の方においては、負担割合

を２割から３割に引き上げるということです。平成３０年８月から施行され、

利用者負担については、平成２７年８月に２割負担が導入されて以来の改正と

なります。

「介護納付金における総報酬割の導入」についてですが、現在介護保険の第２



号被保険者、４０歳から６４歳までの方においては、介護保険料について加入

者数に応じた負担から総報酬額に比例した負担となります。これは、報酬額の

高い医療保険者の負担は重くなり、報酬額の低い医療保険者の負担は軽くなる

というものです。導入に関しては、激変緩和を図る観点から段階的に施行して

いき、平成２９年８月から２分の１、平成３１年度から４分の３、平成３２年

度から全面実施となります。

以上が制度改正についての説明となります。

続いて、資料のNo.１－２「基本指針について」ご説明させていただきます。
こちらの基本指針については、介護保険法第１１６条において、厚生労働大臣

は地域における医療と介護の総合的な確保の推進に関する法律に規定する総

合確保方針に即して、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するた

めの基本的な指針を定めることとされています。

基本指針は計画作成上のガイドラインの役割を果たしており、計画上定めるこ

ととされている事項について、①介護給付等対象サービスを提供する体制の確

保及び地域支援事業の実施に関する基本的事項、②市町村介護保険事業計画に

おいて介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込みを定めるに当たって

参酌すべき標準その他市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支

援計画の作成に関する事項③その他介護保険事業に係る保険給付の円滑な実

施を確保するために必要な事項の３点を定められております。

今回の法改正を受けて、基本指針が改訂されました。

基本指針に新たに追加された事項を説明させていただきます。

「サービス提供体制の確保及び事業実施に関する基本的事項」では、自立支

援・介護予防・重度化防止の推進、医療計画との整合性の確保、介護に取り組

む家族等の支援の充実、高齢者の虐待の防止、効果的・効率的な介護給付の推

進等になっております。

「市町村介護保険事業計画の作成に関する基本的事項」では、施策の達成状況

の評価等、地域ケア会議における課題の検討、目標の達成状況の点検、調査及

び評価等並びに公表などとなっております。

「市町村介護保険事業計画の基本的記載事項」では、被保険者の地域における

自立した日常生活の支援、要介護状態等の予防又は軽減若しくは悪化の防止、

介護給付等の適正化への取組及び目標設定などであります。

「市町村介護保険事業計画の任意記載事項」では、こちらは地域の実情に応じ

て定める事項になりますが、地域ケア会議の推進、人材確保及び資質の向上、

地域包括支援センターの適切な運営及び評価などとなっております。

第７期の介護保険事業計画はこの基本指針に基づき作成することになってお



高橋会長

堀江統括主査

りますのでよろしくお願いいたします。

以上で、説明を終わらせていただきます。

今の説明に対して、ご意見・ご質問はございませんか。

具体的な介護保険事業計画の説明の中で、これを基礎にしながら和光市の計画

を作ることになりますので、この法改正と基本指針は根拠となります。適宜、

事務局の説明を振り返っていただきながら、事務局へ質問いただくと良いと思

います。

引き続き、議事２『高齢者等の現状と将来推計について』事務局から説明をお

願いいたします。

≪議事２の説明≫

それでは、『高齢者等の現状と将来推計について』ご説明させていただきます。

資料 NO.２をご覧ください。
高齢者の現状についてですが、和光市の人口は平成２９年３月３１日現在で８

１,１５１人、高齢化率は１７．５％となっております。全国の高齢化率は約２
７％、埼玉県の高齢化率は約２４％ですので、和光市は高齢化率が低いという

ことになりますが、これから増加する高齢者にどのように対応していくかとい

うことになります。

和光市の人口ピラミッドでは、昭和２２年生まれの団塊の世代が第１層を作っ

ており、現在この第１層が７０歳になっており、２０２５年には７５歳となっ

てきます。

また、４３歳から４６歳の層である団塊のジュニア世代が、２０年後には６５

歳以上となって、ますます高齢者は増加することになります。

続いて、地区別高齢者数ですが、本町が最も多く高齢者が住まわれており、他

に西大和団地、白子２丁目、南２丁目、諏訪原団地が高齢化率が高い地区とな

り、中高層住宅を有した地区に高齢者の割合が多くなっていることが分かりま

す。

次の議論に繋がる箇所だけ抜粋してご説明させていただきます。

５ページ目の人口推計ですが、ゆるやかに高齢化率が進んでいきますが、平成

３７年から急な上昇となり、その５年後の平成４２年には１７．７％、さらに

５年後の平成４７年には１９．１％とますます増加していきます。

また、平成３７年には後期高齢者数が前期高齢者数を上回ることになっており

ます。

疾病の動向については、悪性新生物、脳血管疾患、心疾患について年齢調整死

亡率から埼玉県と比較して和光市は低いというのが現状になっておりますが、
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脳血管疾患及び心疾患では、男性が若干高くなってきている傾向があります。

認定者数の推移について、高齢者数が伸びてくる関係で認定者数も伸びてくる

ことになっております。認定率では、平成２５年から概ね９％台を維持してお

り、全国や埼玉県よりも低い数字を維持しております。また、性・年齢別階級

別認定率では、平成２５年では７５歳から認定率が上昇しましたが、平成２８

年では８０歳から認定率が上昇したことで、８０歳台でも予防をどのように行

っていくのかということが今後の課題となってきます。

全体のサービスの利用状況については、右肩上がりになってきており、比率に

ついては、在宅サービス・地域密着型サービスが増加し、施設サービスはほぼ

横ばいとなっております。一人当たりの給付費については、全体的には変化は

ありません。

続いて、居宅サービスの利用状況については、居宅療養管理指導や訪問看護と

いった医療系サービスが伸びてきております。施設サービスの利用状況につい

ては、大きな変化はなく、横ばいとなっておりますが、介護老人保健施設の割

合が増えてきております。地域密着型サービスの利用状況については、平成２

７年度から始まった定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用が伸びていま

す。計画との対比については、訪問介護では、平成２８年度で計画値の１７７．

４％となっており、計画より実績の方が高くなっております。概ね計画より実

績が多くなっており、居宅療養管理指導においては、計画値の１９９．６％と

なっており、計画値の２倍近い数値になっております。

地域密着型サービスの利用者数について、定期巡回・随時対応型訪問介護看護

や看護小規模多機能型居宅介護が平成２８年度の後半に開始したこともあり、

計画値よりも小さい数値となっております。

しかし、資料 No.２－１、これは社会保障審議会介護給付費分科会資料になり
ますが、訪問介護系サービスにおける定期巡回・随時対応型訪問介護看護の受

給者比率の上位３０保険者の中で、和光市が断トツで１番となっており、概ね

第６期の計画通りに地域密着型サービスは進行しているのではないかと思わ

れます。

以上で資料No.２の説明を終わらせていただきます。

続いて、資料 No.２－２『平成２８年度の介護保険特別会計決算見込み』につ
いて説明させていただきます。

まず、歳出からです。総務費として、保険料の賦課徴収や介護保険審査会、地

域包括支援センターの委託料で１億８，５６７万９，７２９円となってります。

保険給付費の介護サービス等諸費として、居宅介護等サービス費、地域密着型



介護サービス費、居宅介護等福祉用具購入費、住宅改修費等で２５億４，３９

９万５，０８３円となってります。介護予防サービス等諸費として、介護予防

サービス費、地域密着型介護予防サービス費、福祉用具購入費、住宅改修費等

で３，３１１万１，０５５円となってります。市町村特別給費として、紙おむ

つサービス費、地域送迎サービス費、食の自立・栄養改善サービス費等で５，

３１８万１，４７２円となってります。

地域支援事業費として、介護予防・日常生活支援総合事業で 1億８０４万４，
３０４円、包括的支援事業・任意事業で権利擁護事業、認知症初期集中支援事

業、地域ケア会議事業等を実施し３，３８６万２，００８円となってります。

保健福祉事業費として、健康調査や健康増進、介護者リフレッシュ事業等で１，

６２９万２，９３３円となってります。

基金積立金として、介護給付費準備基金積立金で２，５５０万７，０００円と

なってります。

諸支出金として、一般会計への繰出金で８９５万７，５４６円、その他で介護

保険料還付金、国や県への返還金として７，６２５万５２８円となっておりま

す。

歳出の合計として、３２億４，９４９万６３４円となっております。

次に歳入です。

保険料として、特別徴収・普通徴収・滞納繰越分を併せて７億６，１６０万３，

８１０円となっております。

国庫支出金、支払基金交付金、都道府県支出金は歳出の保険給付費、地域支援

事業費に充当されるもので、国庫支出金は６億５，６０１万５，４０１円、支

払基金交付金は７億３，２７３万６，０００円、都道府県支出金は４億７，４

１９万８，０９９円となっております。

財産収入として、介護給付費準備基金の運用利子で１５万４，４８７円となっ

ております。

繰入金として、一般会計繰入金１２．５％、こちらは法定負担分で介護給付費

に充当するもので３億５，０１９万３，０００円となっております。総務費に

係る一般会計繰入金で１億９，１７０万９，０００円となっております。地域

支援事業繰入金で２，２４６万６，０００円、介護給付費準備基金繰入金で３，

８３１万７，０００円、その他で低所得者軽減負担金繰入金として２，１２１

万３，８２０円、また平成２７年度からの繰越金として１億３９２万７，１４

２円となっております。

歳入の合計として、３３億５，２５６万５，６９３円となっております。歳出

の合計が３２億４，９４９万６３４円ですので、平成２９年度への繰越金とし

て、１億３０７万５，０５９円となっております。
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平成２７年度の基金残高が１億８，４５８万５，０００円、平成２８年度の基

金取崩額で３，８３１万７，０００円、基金積立金で２，５５０万７，０００

円でしたので、平成２８年度末の基金残高が１億７，１７７万５，０００円と

なります。この９月末の基金残高が１億２，５９９万９，０００円となる見込

みとなっております。

続いて、平成２８年度の数値を用いて算出した保険料の基準額です。保険料基

準額４，００９円は市町村特別給付費を含んでいない額となり、市町村特別給

付費を含めると第６期の基準額４，２２８円と同じぐらいになると思われま

す。

このことから、第６期の計画についても、計画に基づいて公明正大に事業が運

営されていると思われます。

以上で説明を終わらせていただきます。

和光市は同じような人口規模の自治体では、健全財政である。非常に印象深い

のは地域密着に力をいれ、重度ケースを在宅で看る体制を作ってきたというこ

と。そのおかげで基準額は４，０００円程度だが、他自治体は５，０００円と

か６，０００円になっている。

少し気になるのが普通徴収収納率が８９．５％のところ。これは市として、ど

う評価されていますか。

和光の方針として、国民健康保険税等は現年集中で収納率を上げて、それを繰

り返して最終的に収納率を上げていこうという流れがあるので、公平性確保の

ため、介護保険も同様に取り組みを強化してまいります。

先ほどの事務局からの説明でサマリーは何でしょうか。

まずは、急速に７５歳以上が増えてくるというところに対応していかなければ

ならないところです。また、８０歳代の方にも元気に活動していただける施策

をどのように打ち出していくのかというところも重要になります。さらに、団

塊ジュニア世代への施策についても、今後こちらの策定委員会でもご議論いた

だけたらと考えております。

認知症についてのデータが無いが、どのように考えていますか。

ニーズ調査の中にデータが入っております。ニーズ調査については、次回の策

定委員会の議事とさせていただきます。
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先ほど７５歳以上の高齢者の話になりましたが、８５歳以上で要介護度が高く

なるが、そこをどうするのかが重要となる。とりわけ、単身独居の女性が多く

なる可能性がある。夫を看取って一人で生活をする人達を地域の中でどういう

風に支えていくかというのテーマが介護保険である。

全国では、定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスを実施していない自治

体が多いですが、こういうサービスが使えれば、自分が一人になったときにで

も自宅で生活できる気がします。現在、和光市内でどれぐらいの事業者がいる

のですか？

まず、保険者が『２４時間定期巡回をどういう風に使うのか』という知恵の絞

りと覚悟が必要になります。和光市は在宅重視の中で、２４時間定期巡回が始

まったときから使っていこうと考えておりましたし、認知症の方には小規模多

機能とかグループホームという風に、なるべく市内、地域完結のものを目指そ

うとやってまいりました。

和光市内に何業者かありますが、いわゆるジャパンケアといったようなところ

には西大和団地で実施していただき、単独２４時間定期巡回をＵＲと交渉し、

居室の中に事務所を作っていただいた共同型であり、また、サービス付き高齢

者住宅、いわゆる北エリアの日本生科学のような拠点型も３つ目が建ったとこ

ろであります。

なぜ和光市の中で２４時間定期巡回が爆発的に普及したのかといいますと、１

つは和光市の在宅重視の方針であり、もう１つは２４時間定期巡回をどういう

ケースに使うのが有効かというのを地域ケア会議に地域密着型サービス全件

をかけて、地域包括支援センターの職員と次に控えるケアマネージャーがケー

スの調整を見てきたので、２４時間定期巡回の使い方が分かり、爆発的に広が

ったわけであります。現在の利用者は１１３名となっています。

和光市の方針の在宅介護を重視すれば、小規模多機能や２４時間定期巡回は必

須なものであり、それを市民に理解いただき、もう１つはそのサービスを上手

く使えるためのケアマネジメントであったり、また、訪問介護事業者のバージ

ョンアップということもありますが、そこを事業者に求めるのではなく、行政

の施策である地域密着だからこそ和光市の方針がより重要になります。

施設利用者が横ばいになっている保険者を聞いたことがない中で、地域密着型

サービスはやったことに見えないように思われがちであるが、市長の方針でな

いと出来ないことであります。そういうことを含めて、和光市はチャレンジし

ているということですね。
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また、特養でいえば地域貢献型特養というような地域の資源になるという特養

が出てくれば良いですね。

今後は２９の小規模特養をベースに多機能型が２０２５年に向かって必要に

なってきます。また、共生型として今後特養や社会福祉法人に協力していただ

きたいと考えております。

和光市内に介護医療院に該当する病床や、該当しそうな病床はありますか。

和光市内には介護医療院に該当しそうなところはありません。

しかし、７７の介護療養の中で５０から６０ベッドが地域包括ケア病棟になる

予定であります。

介護保険法の一部改正に伴うインセンティブの大枠はどういったものになり

ますか。

法律で大まかな部分を作り、現在、細かい部分についてつめているところであ

りますが、ストラクチャーとして、地域ケア会議等の開催状況であったり、ま

た、要介護状態の改善率等を見ること、和光市では各地域包括支援センターの

要支援１、２の改善率を毎年公表しており、そういったものを今回は計画に位

置づけ、そうした指標によってインセンティブが付与されるものと思われま

す。

各自治体の位置を比較するのが大きな流れであり、頑張れば頑張ったことが分

かるようにするということであり、県の支援計画の中でも、県の責務も重要に

なりますね。

では、議事３『第７期計画策定の方向について』と今後のスケジュール等につ

いて事務局から説明をお願いいたします。

≪議事３の説明≫

今後の計画策定に関する論点、計画の概要、大まかなスケジュールの３点につ

いて説明させていただきます。

資料のNo.３をご覧ください。
こちらは第７期計画策定の方向性ということで論点（案）をお示ししておりま

す。

まず１点目、「増加する高齢者数と生活課題への対応」になります。これは、



すべての段階の世代が８５歳以上となる２０４０年に向け、高齢者の生活課

題、高齢者の自立を阻む身体的、精神的、経済的要因が増大することを踏まえ

て、サービスの提供体制を構築していく必要があるということになります。

単に高齢者の数が増えることだけではなくて、生活課題がどのように変化して

増えていくか着目していく必要があると考えております。そのため、新たな互

助サービスを作っていくなど提供体制を充実させていくこと、２番目には地域

共生社会の実現を目指すサービス提供体制基盤整備といったところも今後ご

議論していただく必要がございます。これは指針の中にも記載されております

が、地域共生社会といったところが、地域と行政が協同して、個人が抱える生

活課題を解決できるように包括的な支援体制を作りましょうというのを努力

義務として掲げられており、高齢者での取組みが将来子どもの方へも展開して

いくといったところになります。

続いて２点目、「在宅医療・介護連携の推進」になります。

これは、和光市がこれまで取り組んできた介護予防前置主義に立脚した介護予

防・重症化予防をさらに効果的に進める必要があるといったところです。

1つ目は軽中度の認定者に対する疾病の再発予防に重点を置いたケアマネジメ
ント手法を確立、２つ目はターミナルケア、在宅での看取り等を含む重度の認

定者に対する重症化予防に重点を置いたケアマネジメント手法の確立、３つ目

は地域包括ケア病棟との連携による在宅介護の重点化になります。

続いて３点目「大規模な中高層住宅における高齢化対策」になります。

これは第６期にも重点課題として掲げたところでありますが、第６期では西大

和団地、新倉地区、ＣＩハイツといったところで２４時間定期巡回のサービス

や介護予防拠点を設置し対応してきたところでありますが、基盤整備の一部の

繰延等もありましたので、継続して現状分析を行い、効果的な課題解決の手法

を検討していく必要があります。１つ目は第６期計画からの継続となるＣＩハ

イツ地区におけるサービス提供基盤の整備、２つ目は南大和団地地区、諏訪原

団地地区におけるサービス提供基盤整備といったところになります。

続いて４点目「親を介護する子世代の理解をいかに促進していくか」になりま

す。後期高齢者の増加に伴い、親を介護する子世代、いわゆる団塊ジュニア世

代等に対して、地域包括ケアの観点から、可能な限り市内でケアマネジメント

を完結させる在宅介護の重要性、介護保険と家族介護者の適切な役割分担等に

ついての理解促進を図る必要があるのではないかということです。介護と仕事

の両立を実現する世帯マネジメントの推進であるということ、コンシェルジュ

機能を持つサービスやウェブサイトを使った独自の情報提供サービス等の創

出することが重要になってくるかと思われます。

続いて５点目「保険者機能のさらなる強化に向けて」というところで、制度改



正の重点にも挙げられており、適切な事業運営を行い効果を出した保険者には

交付金を出すというインセンティブがある、これは指針によって計画に書き込

むということが定められていますので、評価するための指標として、要介護認

定率を定めて目標値を定める、また、要介護状態からの改善率、どれだけ改善

したか、自立に移行していったかを目標値として設定していくといったところ

を計画の中に明確に位置づけていくことが必要になります。

また、目標を達成していく仕組みとしてコミュニティケア会議をさらに高いス

テージで機能させるように、ストラクチャーとプロセスを強化していくといっ

たところになります。

続いて６点目「認知症施策を効果的に推進する地域体制の強化」になります。

認知症高齢者の増加に伴って、状態の変化に応じて切れ目なく保健医療サービ

スと福祉サービスを提供することができるような、地域の支援体制をさらに強

化する必要があるのではないかということです。１つ目は認知症高齢者の全て

の状態に対応することができるケア論の確立、２つ目は認知症高齢者の早期発

見はもとより、認知症を発症しても地域社会の中で役割をもつことができるよ

うな支援体制の構築していく必要があるのでないかというところであります。

これは指針でも掲げられており、地域共生社会の中でも掲げられ、地域包括ケ

ア研究会の報告の中でも提言がなされております。

そして、最後に「高齢者の自立の基礎となる住まいの確保」ということで、高

齢者の生活課題の解決を念頭に置いた住まいの確保のさらなる充実と、都市部

特有の住宅事情を勘案した効果的な住まい確保の取組みが必要ではないかと

いうことです。１つ目は既存の住宅・共同住宅を活用した住まい確保の支援、

２つ目は低所得で賃貸住宅に独居する高齢者の将来を見据えた住まいの確保

の支援ということです。

以上７点が第７期の計画を議論していただくための論点として、お示ししたい

と考えております。

続いて、資料のNo.４をご覧ください。
和光市長寿あんしんプランの概要となっており、「Ⅰ 計画策定にあたって」

の第３節、計画の理念・目標・基本方針で計画の核となるところが定められて

いるということになります。また、第７節では、他の計画との整合性をこれま

でお示ししましたが、今回は本計画に他の計画をある程度包含された形で作っ

ていくということが想定されますので、連動という部分で議論が必要になって

くるかと思われます。第８節では、和光市の先駆的・独自施策といったところ

で、これまで掲げていたものに加えて、（５）コミュニティケア会議や（６）

高齢者の居住安定確保の推進を新たに掲げていくといったところであります。
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そして、「Ⅱ 高齢者、要介護認定者等の現状」や「Ⅲ 介護保険事業の計画」

については本日ある程度お示ししたところでありますが、「Ⅴ 介護給付等対

象のサービスの計画」等については、次回の会議以降で議論いただくことにな

ります。「Ⅵ 地域支援事業の展開」についても今回重点になっているところ

ですので、これまで以上に書きぶりを厚くして、総合事業と包括的支援事業の

の部分に厚みを持たして記載していく必要があると考えております。「Ⅶ 介

護予防・重症化予防の目標設定」においては、この部分が今回の法改正で追加

された部分でありまして、保険者機能の強化に関してが特に重要視されている

ところであります。保険者の取組みが客観的に評価できる目標を定めるように

基本指針でも定めれているところであります。「Ⅸ 介護保険料の見込み」に

ついても今後具体的な議論をさせていただくといったところになります。

続いて、資料のNo.５をご覧ください。
今後の大まかなスケジュールをお示ししたいと思います。

本日が第１回策定会議でありまして、第２回策定会議を７月末あるいは８月上

旬ぐらいに開催させていただきたいと考えております。次回の策定会議では大

枠を固められるような運びができたらと考えております。

１点目が第７期の論点について、先ほどご説明させていただいた部分の具体的

な資料等をお示しした中で、ご議論いただければと思います。また、２点目は

サービスの見込量、保険料の試算といったところの具体的な議論に入っていき

たいと思います。そして、３点目に第７期の基本方針といったところをご議論

いただきたいと考えております。第３回目の策定会議は１０月上旬から１１月

上旬といったところになりますが、この間も必要に応じて会議を開催させてい

ただくか、こちらで作成しました資料にお目通しいただいてご議論いただきま

すが、ご議論いただく機会は適切にとっていきたいと考えております。第４回

では、パブリックコメント前に計画素案を固めて、サービス料の見込みや保険

料を固めるといったところでご議論いただきたいと考えております。計画素案

は第７期の保険料算出の基礎となりますので、素案を市長に報告した後、市長

が介護保険運営協議会に諮問し、運営協議会から諮問に対する答申をいただ

き、答申を受けて議会へ介護保険料等の条例改正の議案を上程していくといっ

た形になります。そして、最後に報告書の承認といったところで、内容の最終

調整等を行い、計画が固まっていくという運びになるかと考えておりますの

で、よろしくお願いいたします。

これから１年間にわたって、どういった手順で進めていくか、そのスタートと

して、論点（案）は大事な資料だと思いますので、是非残された時間でご指摘
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いただくとともに、また、一度お持ち帰りいただき、ご質問やご意見をご用意

いただき、事務局へ寄せていただくというのはどうでしょうか。

この計画は先ほど部長が非常に大事な計画で２０２５年に備えるラストチャ

ンスであると言われましたが、ということは、市民の皆様に理解していただく、

和光市としてこれからどういう施策をしていくか、介護保険はこういう形で運

用されていくといったところを市民の皆様にアピールする必要があります。委

員の皆様はまず第一の市民の代表となりますので、その立場から「こういうと

ころをきちんと説明してほしい、丁寧に記載してほしい」等をご希望や要望で

あったり、理解を深めるためのご注文を事務局に寄せていただきたいと思って

おりますので、ご検討をよろしくお願いします。

まずは、今の事務局からで不明な点や質問はありますでしょうか。

資料のNo.３の論点（案）の３番目に記載されている一番下のところ、南大和
団地、諏訪原団地におけるサービス提供基盤整備について、何か想定されてい

るものはあれば教えていただきたい。

これから詳細な分析しお示ししていこうと思いますが、おそらく第６期計画で

取り組んだ中高層住宅と同じようなことが南大和団地や諏訪原団地にも起き

ているのではないかという仮説を基に２４時間定期巡回であるとか介護予防

拠点といったところを仮説として置くようなところです。高齢化率が高く一人

暮らし率が高いわけですから、疾病を抱えた一人暮らしの方が非常に多いとこ

ろでありますので、病院から退院した後に自立した生活をいかに維持するか、

ケアが必要な状態でも在宅で居続けられるにはどうしたら良いかを仮説を基

に、今回も同じような課題なのか、あるいは、南大和団地や諏訪原団地独特の

課題が出てくるとすれば、その課題に対応するものを提案させていただいて、

検討いただければと思っております。

南大和団地も諏訪原団地もＵＲの賃貸ですか。

両方ともＵＲの分譲になります。和光では課題意識を持っていた西大和団地が

賃貸で、賃貸の方が刷新されていくんですね。分譲のところは刷新をどう起こ

すかということですが、諏訪原団地は社協の介入や老人会といった互助能力が

高いんですね。南大和団地は自治会等に頑張っていただいているのが、最近課

題が出てきているので、ＵＲの分譲の新たな課題に対応するといったところが

今回のポイントになります。
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他に何かご発言いただけますか。

最近気になっていることでお話します。新倉１丁目は一人暮らしの方が非常に

多く、自治会に加入している方も非常に少ない。また、近くに住んでても何を

されててどういった生活をしているか分からない人が多い。何かあった時に気

をつけることが無くなってしまいます。

そういった問題と今回の計画とどう結びつけられますか。

長寿あんしんプランでは、和光市は孤立・孤独に対応するといったところでニ

ーズ調査の未回収訪問等を行い、色んな声かけをしてもらっている中で、地区

社協や自治会の活動を踏まえて、よりバージョンアップしていくというのが今

回の計画なんですね。

自治会の加入率については木田委員どうでしょうか。

自治会の方は確かに加入率が低いんですが、優待制度として、商工会ではアト

ム通貨、社協では縁むすび通貨というのをやってきましたが、今は自治会加入

促進のため、商工会、社協等で協力し、優待カードという制度を作りで会員の

方々が商店に行った時にいくらか優待できる制度を実施しております。

現在、高齢者に限らず、若い人達も単身世帯が多いので、市と一体となって取

り組まないと加入促進はかなわない。加入促進に向けて色々とやっていきたい

と思いますし、若い単身世代にも働きかけていきたいと考えております。

では、そろそろ時間が参りましたので、事務局へのご意見等はお帰りいただい

てからご検討いただければと思います。方向性のよりバージョンアップを皆様

と知恵を出しながらやっていきたいと思います。

本日の議題は全て終わりましたが、事務局から連絡事項をお願いします。

事務局から説明させていただきます。

次回の第２回策定会議ですが、７月末から８月上旬で予定をさせていただきた

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。

それでは、これで第１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＞
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