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Ⅰ 高齢者の現状

１．年齢別人口

和光市の人口は、平成 29 年３月 31 日現在で 81,151 人となっています（住民基本台帳・外

国人登録）。

年齢別にみると、年少人口（0～14 歳）が全体の 14.0％、生産年齢人口（15～64 歳）が 68.5％、

高齢者人口（65 歳以上）が 17.5％となっており、高齢化率は全国に比べてかなり低くなって

います。いわゆる「団塊の世代」が 65 歳以上になっています。

図表 和光市の人口ピラミッド（平成 29 年４月１日現在）

資料：和光市「住民基本台帳」「外国人登録」（平成 29 年３月 31 日現在）
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２．地区別高齢者数

地区別に高齢者数をみると、最も多いのは本町（2,162 人）で、次いで白子２丁目、白子３

丁目、南１丁目、新倉２丁目、西大和団地、新倉１丁目が 1,000 人以上で続いています。

高齢化率が最も高いのは新倉８丁目で、全住民のほぼ８割が高齢者となっているほか、比

較的住民の多い地区では、西大和団地の高齢化率が 39.4％と高くなっています。

また、これをグランドデザインのエリア別にみると、北エリアが最も高齢者が多く、次い

で南エリア、中央エリアの順となっています。

図表 地区別高齢者数・人口

資料：和光市「住民基本台帳」「外国人登録」（平成 29 年３月 31 日現在）
注：グラフ中の（ ）内は高齢化率
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３．地区別ひとり暮らし・２人暮らし高齢者世帯数

地区別にひとり暮らし、２人暮らしの高齢者世帯数をみると、ひとり暮らし高齢者が最も

多いのはやはり高齢者数の多い本町（506 世帯）で、次いで白子２丁目、西大和団地などが

続いています。高齢者のみの２人暮らし世帯の分布もほぼひとり暮らし高齢者と同様な分布

となっています。

また、これをグランドデザインのエリア別にみると、やはり北エリアで最もひとり暮らし

高齢者が多くなっています。

図表 地区別ひとり暮らし・２人暮らし高齢者世帯数

資料：和光市「住民基本台帳」「外国人登録」（平成 29 年３月 31 日現在）
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４．地区別ひとり暮らし高齢者割合

地区別に全高齢者に占めるひとり暮らし高齢者の割合をみると、新倉５丁目、新倉８丁目、

広沢（南エリア）が８割を超えて高く、次いで広沢（中央エリア）、下新倉６丁目、下新倉１

丁目、新倉７丁目、丸山台２丁目、西大和団地、丸山台１丁目、諏訪が 30％を超えています。
また、これをグランドデザインのエリア別にみると、中央エリアが 26.6％で最もひとり暮

らし高齢者の割合が高くなっています。

図表 地区別ひとり暮らし高齢者割合



5

５．人口推計

コーホート変化率法による人口推計結果では、和光市全体では今後も毎年 600 人～700 人程

度の人口増加が続き、平成 32 年の総人口はほぼ 84,000 人、団塊の世代が 75 歳以上になる平

成 37 年には 87,400 人前後、平成 52年には 96,000 人前後に達するものと予測されています。

高齢化率については、平成 28 年に 17.3％だったものが、平成 32 年には 17.6％、平成 37

年に 17.3％、さらに平成 52 年には 20.9％まで上昇するとの推計結果になっています。

図表 年齢区分別人口推計結果

図表 高齢者人口・高齢化率の推計結果

資料：和光市「住民基本台帳」「外国人登録」人口より推計（各年 10 月 1 日時点）
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６．疾病の動向

市民の健康状態の指標として、主な生活習慣病である悪性新生物、脳血管疾患、心疾患の

年齢調整死亡率の推移をみると、悪性新生物は女性が埼玉県全体の死亡率を上回っているも

のの、脳血管疾患、心疾患については男女とも埼玉県の数値を大きく下回っています。

図表 年齢調整死亡率の推移－１

①悪性新生物

②脳血管疾患

資料：埼玉県衛生研究所資料より作成（以下同じ）
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図表 年齢調整死亡率の推移－２

③心疾患
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Ⅱ 要介護（要支援）認定者の現状

１．認定者数の推移

要介護（要支援）認定者数の推移をみると、平成 20 年に認定者数は 1,015 人に減少しまし

たが、その後再び穏やかな増加傾向となっています。要介護度別にみると、ここ数年は要介

護１・２（軽度者）が増加しています。

１号被保険者数に対する要介護（要支援）認定者数の割合（認定率）は、和光市では国に

先駆けて介護予防事業を開始したこともあり、ここ５年間は９％台半ばで推移しています。

図表 要介護（要支援）認定者数の推移

図表 要介護（要支援）認定率の推移

資料：和光市「介護保険事業状況報告」から作成（各年３月 31 日時点）

資料：厚生労働省、和光市「介護保険事業状況報告」から作成（全国、埼玉県の平成 29 年は２月末時点）
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２．地区別にみた要介護（要支援）認定者数

地区別に要介護（要支援）認定者数をみると、最も多いのは本町の 180 人となっており、

次いで白子２丁目（153 人）、南１丁目（124 人）、新倉２丁目（117 人）、新倉１丁目（100 人）

が続いています。いずれも高齢者数が多い地区が認定者も多くなっています。

また、エリア別に認定者数をみると、最も多いのが北エリアで 536 人、次いで南エリアが

428 人、中央エリアが 373 人となっています。

さらにエリア別に高齢者数に対する認定者数の割合（認定率）をみると、北エリア、南エ

リアが 9.5％と高く､中央エリア（9.3％）わずかに低くなっています。

図表 地区別要介護（要支援）認定者数

資料：和光市資料から作成（平成 29 年４月１日時点）
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エリア別の認定者数を３年前と比較すると、北エリアで 26 人（5.0％）、中央エリアで 43

人（13.0％）、南エリアで 79 人（22.6％）増加しています。

エリア別に要介護度別の構成比をみると、北エリアで要介護４・５の重度者の割合が比較

的高くなっています。

図表 エリア別認定者数（平成 26 年、29 年）

図表 エリア別要介護度別構成比（平成 26年、29年）

資料：和光市資料から作成（各年４月１日時点）

資料：和光市資料から作成（各年４月１日時点）
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３．認定率の推移

要介護度別の認定率の推移をみると、ここ数年は要介護２の認定率が上昇傾向になってい

ます。

また平成 28年の年齢階級別の認定率を平成 25年と比較すると、男女とも 80歳～84歳で認定
率が低下しています。

図表 要介護度別認定率の推移

図表 性・年齢階級別認定率

資料：和光市「介護保険事業状況報告」から作成（各年３月末時点）

資料：和光市「介護保険事業状況報告」などから作成
注：各年９月末時点
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４．要介護（要支援）認定者数推計の試算

平成 28年の性別・年齢階級別認定率に将来の性別・年齢階級別の推計人口を乗じることに

より、要介護認定者数推計の試算を行いました。

それによると、今後高齢者数が増えるとともに要介護（要支援）認定者数は増加ペースを

早め、平成 32年では 1,646 人、平成 37年では 1,960 人、さらに平成 52 年には 2,463 人に達

するとの推計結果になっています。

図表 認定者数推計結果

資料:人口推計結果などから推計（各年９月末時点）
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Ⅲ 介護保険事業の現状

１．全体の利用状況

(1) 利用者数

介護保険の利用者数（受給者数ベース）の総数をみると、増加基調が続いています。認定

者が増加していることを反映したものと考えられます。

居宅、施設、地域密着型の各サービスの利用者数の推移をみると、居宅サービス、地域密

着型サービスでは継続して増加基調となっています。施設サービスは、平成 21 年度以降 250

人台から 260 人台で安定して推移しています。

構成比をみると、長期的には施設サービス利用者割合が低下する一方、地域密着型サービ

スが伸びています。

図表 居宅、施設、地域密着型サービス利用者数の推移（月平均受給者数）

資料：介護保険事業状況報告（以下同じ）

図表 居宅、施設、地域密着型サービス利用者割合の推移（月平均受給者数）
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(2) 給付費

介護保険の利用額を給付費でみると、総額では一貫して増加傾向が続いています。

サービス別にみると、居宅サービスの給付費は利用者数と同様、平成 21 年度以降増加して

いますが、施設サービスは、平成 24 年度以降減少に転じた後、平成 27 年度、28 年度は 71

百万円台で推移しています。地域密着型サービスは一貫して増加しています。

構成比でみると、利用者数と同様、施設サービスが低下傾向にある一方、地域密着型サー

ビスは伸びが続いています。

図表 居宅、施設、地域密着型サービス給付費の推移（月平均給付費）

図表 居宅、施設、地域密着型サービス給付費割合の推移（月平均給付費）
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(3) １人当たりの給付費

居宅サービスの１人当たりの給付費をみると、ここ３年は 85～86 千円で推移しています。

施設サービスの１人当たりの給付費は、平成 23 年度、26 年度を除き 27 万円台で推移して

います。

地域密着型サービスは、平成 27 年度、28年度は 182 千円になっています。

図表 居宅、施設、地域密着型サービス１人当たり給付費の推移
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２．居宅サービスの利用状況

(1) 利用者数

居宅サービスの種類別利用者数（月平均件数）をみると、平成 28 年度では「居宅介護（介

護予防）支援」「居宅療養管理指導」がそれぞれ 690 人（構成比 24.7％）で最も多く、次い

で「福祉用具貸与」456 人（16.3％）、「通所介護」390 人（14.0％）、「訪問介護」243 人（8.7％）

の順となっています。

ほとんどのサービスで利用が伸びており、特に「居宅療養管理指導」や「訪問看護」とい

った医療系サービスの利用が顕著な伸びを示しています。

図表 居宅サービス種類別利用者数の推移（月平均）

図表 居宅サービス種類別利用者割合の推移
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(2) 給付費

居宅サービスの種類別の給付費をみると、平成 28 年度では「通所介護」が 22,520 千円（構

成比 32.2％）と最も多く、次いで「訪問介護」の 11,017 千円（15.7％）、「居宅介護（介護

予防）支援」9,991 千円（14.3％）の順となっています。

また、額は比較的少ないものの、「訪問看護」や「居宅療養管理指導」の給付費が延びてい

ます。

図表 居宅サービス種類別給付費の推移（月平均給付費）

図表 居宅サービス種類別給付費割合の推移



18

(3) １件当たりの給付費

１件当たりの給付費の推移をみると、「通所リハビリテーション」「通所リハビリテーシ

ョン」「訪問看護」がここ数年低下しています。

図表 居宅サービス種類別１件あたり給付費の推移
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３．施設サービスの利用状況

(1) 利用者数

施設サービスの種類別利用者数を月平均（件数）でみると、平成 28 年度では「介護老人保

健施設」が 128 人（構成比 49.0％）で最も多く、次いで「介護老人福祉施設」95 人（36.2％）、

「介護療養型医療施設」の 39人（14.8％）の順になっています。

図表 施設サービス種類別利用者数の推移

図表 施設サービス種類別利用者割合の推移
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(2) 給付費

施設サービスの種類別の月平均の給付費をみると、平成 28 年度では「介護老人保健施設」

が 34,149 千円（構成比 47.7％）と最も多く、次いで「介護老人福祉施設」23,489 千円（32.8％）、

「介護療養型医療施設」13,897 千円（19.4％）の順となっています。

「介護療養型医療施設」の給付費が減少し、「介護老人保健施設」が増加しています。

図表 施設サービス種類別給付費の推移（月平均給付費）

図表 施設サービス種類別給付費割合の推移（月平均給付費）
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(3) １件当たりの給付費

１件当たりの給付費の推移をみると、最も高いのは「介護療養型医療施設」で、その他の

施設に比べて 10万円前後高くなっています。

図表 施設サービス種類別１件あたり給付費の推移（１件あたりの給付費）
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４．地域密着型サービスの利用状況

(1) 利用者数

地域密着型サービスの種類別利用者数を月平均（件数）でみると、平成28年度では「認知症

対応型共同生活介護」が87人（構成比27.1％）で最も多く、次いで「定期巡回・随時対応型訪

問介護看護」86人（26.7％）、「小規模多機能型居宅介護」72人（22.6％）、「地域密着型特定施

設生活介護」54人（16.9％）などの順になっています。

平成 27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。

図表 地域密着型サービス種類別利用者数の推移

図表 地域密着型サービス種類別利用者割合の推移
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(2) 給付費

地域密着型サービスの種類別の月平均給付費をみると、平成 28 年度では「認知症対応型共

同生活介護」が 21,658 千円（構成比 37.7％）と最も多く、次いで「小規模多機能型居宅介

護」11,802 千円（20.5％）、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」11,662 千円（20.3％）、「地

域密着型特定施設生活介護」10,115 千円（17.6％）の順となっています。

平成 27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。

図表 地域密着型サービス種類別給付費の推移（月平均給付費）

図表 地域密着型サービス種類別給付費割合の推移（月平均給付費）
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５．計画との対比

(1) 居宅サービス利用者数

訪問・通所系サービスでは、訪問入浴介護、短期入所サービス療養介護を除き、ほとんど

のサービスで計画値を上回っています。特に居宅療養管理指導については、平成 27 年度、28

年度と計画値の２倍近い利用となっています。

その他のサービスでも、特定施設入居者生活介護や福祉用具貸与が計画値を上回って推移

しています。

資料：和光市業務資料から作成（以下同じ）
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(2) 地域密着型サービス利用者数

地域密着型サービスの平成 28 年度の利用をみると、認知症対応型通所介護は計画値を上回

っているものの、それ以外のサービスは計画値を下回っています。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護以外は安定的な利用になってきています。
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(2) 施設サービス利用者数

施設サービスでは、平成 28年度の介護療養型医療施設の利用が計画値を大きく上回ってい

ます。介護老人福祉施設や介護老人保健施設はほぼ計画通りの利用者数となっています。


