
1

会 議 録

第３回和光市長寿あんしんプラン策定会議

開催年月日・召集時刻 平成 27年 1月 16日 午後１時 30分
開 催 場 所 和光市役所 会議室

開催時刻 午後 1時 30分 閉会時刻 午後 3時 05分
出 席 委 員 事 務 局

高橋会長 保健福祉部長 東内 京一

木田委員 長寿あんしん課 亀井課長

津川委員 〃 平川課長補佐

上月委員 〃 堀江統括主査

浪間委員 〃 中根主任

清水委員 〃 青木主事

平内委員 福祉政策課 阿部課長

金子正義委員

田中委員

金子好亘委員

木暮委員

松根委員

荻野委員

欠 席 委 員

菅野副会長

辻委員

会議録作成者氏名 中根 亮
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会 議 内 容

司会

東内部長

司会

定刻になりましたので、ただ今から、第３回和光市長寿あんしんプラン策

定会議を開催させていただきます。

開催にあたりまして、保健福祉部長の東内からご挨拶申し上げます。

皆様こんにちは。改めまして、おめでとうございます。本年もよろしくお

願い申し上げます。

年明け早々のお忙しいなか、ご参集いただきましてありがとうございます。

心から御礼を申し上げます。

また、年末には衆議院選挙も終わったところですが、消費税率の引上げの

繰延べということもあいまって、子ども子育てについては従前の予定通りな

のですが、高齢者など他の面については、施策が延期された部分もあります。

それで、これはお詫びですが、和光市長寿あんしんプラン策定にあたり委

員の皆様に資料の配布が遅れたことをこの場を借りてお詫び申し上げます。

今回、保険料に関しましても、介護予防の効果であるだとか、在宅重視と

いうことで居宅サービスを推進してきたという和光市の対策の効果もあり、

それが結果として保険料等に現れております。

そういったところも本日ご説明をいたしますので、忌憚のないご意見、ご

発言、ご提言等をいただくことができたらと思います。

簡単ですが、ご挨拶に代えさせていただきます。本日はよろしくお願いい

たします。

続きまして、配布資料の確認をさせていただきます。

【資料】

次第、配席図

資料 1-1 和光市長寿あんしんプラン素案１～７章

※事前送付しておりますが、資料番号つきのものを準備しております。

資料 1-2 同プラン素案８～９章

資料 2 中高層大規模団地居住高齢者の現状

資料 3 和光市長寿あんしんプラン 第６期介護保険事業計画にお

ける保険料設定の内容

資料に不足がございましたら、挙手をお願いいたします。（なし）

それでは高橋会長に議事の進行をお願いしたいと思います。

高橋会長、よろしくお願いいたします。
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高橋会長

事務局

既に報道された通り、介護保険の報酬改定の大枠が決まりました。本当の

ところは２月上旬に各事業の点数表が出てこないとわかりません。今回はマ

クロというか、総枠の数字、ある種の机上の数字です。具体的にはそれぞれ

のサービスごとに報酬単価が発表されますので、それを見ないとわかりませ

んが、それはそれとして、ご承知のように消費税増税が先延ばしされました

ので、予定していたお金が消えてなくなりました。

その中で作業を進めていただきまして、今日はほとんどファイナルに近い

形で、事務局に準備していただきました。前回のご議論を踏まえて相当いろ

んな形で改善、前進と言っていいんでしょうか、そういう内容も盛り込まれ

ているように拝察をしております。これを説明していただきながら素案を確

定するという作業をしていきたいと思います。

おそらくこれからパブリックコメントにかけて、必要事項は条例事項で議

会の承認を取るという、そういった手続きの第一段階です。今日の委員会で

この素案をお決めいただくという、それが今日の委員会の最大の目的でござ

いますので、是非委員の皆様には、ご意見、疑義等も多々あろうかと思いま

すので、ご意見をいただきながら進めさせていただければと思います。議事

に先立ちまして、議事録署名人の指名をさせていただきます。浪間（な

みま）委員、清水（しみず）委員のご両名に議事録の署名をお願いいた

します。

それでは説明を事務局のほうからよろしくお願いいたします。

それではお手元に配布してございます資料につきまして、順次ご説明をさ

せていただきます。

計画の素案につきましては、先ほど会長からのご説明にありました通り、

前回の会議でいただいたご意見を反映させまして、その他字句や数値の修正

を加えたものでお示ししてございます。前回お示しした案から大幅に修正を

加えた事項だとか、前回までにお諮りしていない事項について今回ご説明を

させていただきたいと思います。

まずはスクリーンにお示ししてございますが、これまでの議論を踏まえた

修正、追加事項ということでまとめています。

順に説明させていただきますが、全部で６項目ございます。まず１点目は

基本方針の修正。それから２点目は今回新たに説明させていただく市町村特

別給付事業の見込みの部分。こちらは追加してございます。それから３点目

で、こちらも新たに説明させていただきますが、地域支援事業の展開。そし

て４点目はグランドデザインの修正です。こちらは介護保険運営協議会にお
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事務局 ける諮問、答申を経まして整備内容に一部修正を加えたものでございます。

５点目につきましては計画の構成の変更でございます。前回お示しした素案

の中では高齢化の進展が著しい一団地化した中高層住宅群の分析などが本体

の中に入っておりましたが、最終案としては、計画の付属資料として体裁を

整えたものでございます。最後に６点目ですが、保険料の試算が確定しまし

たので、今回計画に介護保険料の見込みとして掲載したものでございます。

まず私のほうからは１点目の基本方針について、修正箇所を含めまして、

改めてご説明をさせていただきたいと思います。なお保険料に関しましては、

この会議の後半で説明会用の資料を使ってご説明いたしますので、よろしく

お願いいたします。

では、お手元の素案資料の５ページをご覧いただきたいと思います。こち

らでは本計画の基本目標と基本方針をお示しているところでございますが、

基本目標につきましては、地域包括ケアシステムの確立による介護保障と自

立支援のさらなる発展を目指してというところで、ここについては変更はご

ざいません。長寿あんしんプランにつきましては、これまで目的に向かって

着々と取組みを進めてまいりまして、介護予防、重症化予防、さらには居宅

介護の推進といったものが効果を挙げております。今回第６期計画において

は、高齢化の進行とサービスニーズの増加など、これからは数に対応してい

くことが課題になってこようかと思います。その中で、基本的な考え方につ

きましては、第５期のものを踏襲しつつ、第６期ではさらに高いレベルでの

取組みを目指すといったことで今回基本方針を掲げてございます。

１点目は、介護予防及び要介護度の重症化予防による自立支援の一層の推

進と言ったところにつきましては、第５期と全く同じ趣旨でございます。そ

の中で一層の推進を図っていくということを新たに付け加えているものでご

ざいます。

２点目の在宅介護と在宅医療の連携、施設や病院における入退院時の連携

を、ＩＣＴの活用とコミュニティケア会議により高次化することによる在宅

介護の限界点の向上ということです。在宅医療と在宅介護の連携につきまし

ては、これまでにも掲げているところでございますが、先にも述べましたよ

うに、これまでの取組をさらに高いレベルにしていくということで、今回は

ＩＣＴを活用したもの、さらにはコミュニティケア会議での調整を行ってい

くということを掲げてございます。

ＩＣＴの活用につきましては、既に和光市と基幹病院となる国立病院機構

埼玉病院と協定を締結しておりまして、ＩＣＴシステムによる医療と介護情

報の連携を既に進めているところでございます。これらを用いまして、さら

に取組みを進めていくということでございます。
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事務局 またそれらを実現するためにコミュニティケア会議が連携を行う場として

機能していくことを明らかにしたものでございます。

３点目ですが、地域包括ケアシステムの構築を念頭に置いた地域密着型サ

ービス拠点の整備と地域における互助力の充実を図ることにより、介護サー

ビスと地域互助力の協同による介護予防・日常生活支援総合事業の推進とい

うところで、こちらも前段の部分は前計画と同じ趣旨でございます。後段の

地域における互助力の充実といったところは新たなサービスの担い手を確保

する取組みであるとか、そういうことも含めまして地域の互助力をさらに充

実していくということを掲げてございます。

それと介護予防・日常生活支援総合事業の推進に関して、総合事業の類型

で言いますと、和光市では人員基準を緩和したいわゆるＡ型での対応を基本

としています。いわゆる人員緩和の部分にボランティアの方々を投入するな

ど、そういったところで事業をしていくといったところを基本方針としてい

ます。

４点目としましては、地域及び個人の課題を解決するための地域包括支援

センターによる包括ケアマネジメントの推進とさらなる機能化といったとこ

ろで、ここは「さらなる機能化」という後段の部分を付け加えています。

５点目は、認知症を発症しても地域で暮らし続けられるよう、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。こちらにつきま

しては、６期で新たに掲げられた項目となっています。これは、いわゆる認

知症ケアパスの取組みということになってまいりますが、和光市では既に初

期集中支援チームが運用されているなど、取組みが進んでいるところでござ

いますが、それらのチームメンバーの育成に加えまして、認知症対応のため

の地域の環境づくりなど、そうしたものを計画を推進していく中で強化して

いくということを掲げたものでございます。

最後に６点目になりますが、高齢者介護、障害者福祉、子ども子育て支援、

さらには生活困窮者施策を一元的にマネジメントする統合型地域包括支援セ

ンターの設置による地域包括ケアシステムの包括化の実現といった点で、子

ども、障害者、高齢者などの計画の上位に地域福祉計画といういわゆるマス

タープランと呼ばれるものがございます。通常であればそのマスタープラン

である上位計画の方針に従って、各個別の計画が立てられるところですが、

和光市では介護保険の分野で効果というか成果が得られている関係で、その

仕組みであるとか手法を逆にボトムアップ、介護保険のほうからマスタープ

ランのほうにその考え方を持っていきまして、そこで掲げております地域包

括ケアシステムの考え方を各計画の中に取り入れているということでござい

ます。前回会議の中で、高橋会長からご示唆がありましたように和光市では
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事務局 一歩先に進んで地域包括ケアシステムの包括化ということで全国的に発信し

ていきたいと考えているところでございます。

私からは以上です。この後続けて他の部分もご説明させていただきます。

それでは２番から５番まで一括してご説明させていただきます。

素案をご説明いたします。まず資料１－１の 135ページからになります。
こちらが市町村特別給付事業の見込みです。こちらの事業につきましては、

第５期の時点で３つの事業を行っておりますが、第６期におきましても、こ

の事業を踏襲して行っていきます。

まず高齢者配食サービス事業ですが、こちらは食の自立支援事業や栄養改

善サービスといった視点で事業を展開しております。真ん中に対象及び内容

という欄がございますが、今回は第５期と同じ基準で設定しております。和

光市では居宅サービスが毎年伸びている状況ですので、今後もニーズが高ま

るであろうという前提で、金額も増加ということで見込んでいます。

次に 136ページですが、高齢者紙おむつ購入費助成事業を載せております。
こちらは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

も支給することとしています。提供の際には、必ずアセスメントを通して必

要なものを必要なだけ支給するという体制で実施しています。基準につきま

しては、先ほどと同様に第５期と同じ基準を設定しています。ただし、こち

らにつきましては、自己負担１割ということで設定しているのですが、国の

方針で今年の８月から一定以上の所得のある方については自己負担２割とい

う基準が示されておりますので、その場合には２割を適用します。見込み量

につきましては、毎年増加するという推計をしています。

その隣のページは、地域送迎事業ですが、これはいわゆるベッド・トゥー・

ベッド、ご自宅から介護施設や病院のほうに移動するためのサービス費用で

す。こちらの基準は前回と同じものですが、自己負担については一定以上２

割という基準を国と同じように適用します。

これら三つの事業につきましては、先ほども申し上げたのですが、和光市

では居宅サービスによる介護支援ということで進めておりまして、その影響

で今後も伸びていくだろうということで、この需要を満たすために費用とし

て計上しています。

あとこちらの財源についてですが、75％を 65歳以上の第１号被保険者の
保険料で賄っております。今回も３つの事業の費用を保険料のほうに 340円
ほど上乗せしています。こちらにつきましては、いわゆる居宅介護の限界点

を高めるということで、財政効果を見込んで今回計上しています。

次に地域支援事業の全体額ということですが、139ページをご覧ください。
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事務局 地域支援事業につきましては、３つの事業で構成されています。介護予防・

日常生活支援総合事業、包括的支援事業、任意事業です。こちらについて、

今回枠組み等が国で改正されていますので、それを次の 140ページの図表で
ご説明させていただきます。

今回の一番大きな改正点というのが、第５期で介護予防給付だった訪問介

護、通所介護であり、こちらの図表で右にスライドしていただきまして、第

６期では新しい介護予防・日常生活支援総合事業のほうに移っていきます。

また従来行ってきた訪問型とか通所型というサービスについて、多様化が

なされています。これを受けて和光市では、訪問型、通所型ともにＡ、Ｃと

いう基準で事業を進めていきます。これまでも既に総合事業という枠組みで

進めてきたところですが、新たに追加したところです。

Ａにつきましては、市町村に権限移譲されたことにより人員基準等を緩和

した上で、従来型のサービスを提供していきます。Ｃについては、短期で改

善が見込まれるプログラムを設定するサービスです。

次に、包括的支援事業ですが、こちらはご覧いただけるとわかるように、

かなり項目が充実化されています。特にこの点線で囲んだ枠内は追加になっ

ている部分です。また、和光市では第５期において、一番左下にある市の独

自事業ということで、在宅医療・介護連携とか地域ケア会議に積極的に取り

組んできていますが、それが今回地域支援事業の包括的支援事業という枠組

みに入ってくるということで、さらなる充実がなされています。

地域支援事業につきまして財源構成を見ますと、介護給付と同じで、全体

の 22％を保険料で賄っています。今回、介護保険料で 204円ほど上乗せを
させていただいております。ただ、これまで和光市で地域支援事業を進めて

きた中で、早期の介護予防ですとか、介護認定から卒業されてきた方の悪化

を防ぐ、改善に導く受け皿として機能させてきておりますので、これによる

介護予防効果、財政効果の担保を見込んで設定しております。

続きまして４番です。資料１－２に替わりまして、通し番号では 170ペー
ジになります。こちらは前回の第２回策定会議におきまして、グランドデザ

インについては既にご説明させていただいているところですが、その時の案

から２点ほど追加しております。

まず一番左側の真ん中あたりですが、こちらは中央エリアの介護予防拠点

ということで追加されております。

もう１点は、一番右下ですが、南第２地域包括支援センターということで

28年度に増設予定としております。こちらにつきましては、現在北と中央エ
リアには２つ地域包括支援センターがあるのですが、南には１つしかありま

せん。またニーズ調査等の結果をみますと、高齢者数も伸びておりますし、
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事務局

高橋会長

事務局

高橋会長

事務局

高橋会長

事務局

高橋会長

リスクのある方も南エリアには同程度いらっしゃるということで、今回２つ

目の地域包括支援センターを設置するものです。

これは確認ですが、グレーの色がついているのが今後整備予定ですね。

そういう表記になっています。

最後ですが、計画書の構成変更ということで、先ほど福祉政策課の阿部課

長のほうからご説明がありましたが、前回素案として皆様にお示しした長寿

あんしんプランの中では、１団地化した３つの中高層住宅について言及して

おりましたが、今回全体としてニーズ調査の結果を掲載しておりますし、ま

た前回の結果を受けまして、既に３団地の介護予防拠点につきましては、整

備予定ということでグランドデザインに含めておりますので、こちらにつき

ましては資料２ということで、前回ご説明した内容を抜粋した別資料とさせ

ていただきたいと思います。。

前回の策定会議の資料からの変更点は以上でございます。

資料２は、できあがりとしては一番後ろに添付されることになりますか。

そうなります。

介護保険料についてはまた別途ご説明がございますので、これまでの事務

局からの修正点、変更等についてのご説明について、ご質問及びご意見など

がございますでしょうか。

私からひとつだけ。２割負担になる人の量的見込みについては、どの位い

るのかというはどこかに書いてありますか。

今回見込みということでは記載できていないのですが、158ページの保険
料の細分化された所得段階で第７段階以上の方が２割になると思います。大

体３、４割程度、34.5％ということになるかと思いますが、その部分はわか
るように記載したいと思います。

といいますのは、ある調査でこの層が結構利用控えをするのではないかと

いう結果が出ているので、ウォッチしていく必要があるのではないかと思い

ます。これからの事業計画を考えると、２割負担が本則になってくると思っ

ているものですから、今からその辺は行く末をちゃんと見ておかないといけ

ないのかと思います。
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東内部長

高橋会長

木暮委員

事務局

東内部長

木暮委員

東内部長

高橋会長

木暮委員

ケア会議でケアプランの精査を行っているので、２割負担の方、１割負担

の方の分析なども含めてこれから対応したいと思います。

記載の仕方がわかりにくいという点も含めまして、ご指摘をいただくと、

計画をわかりやすくするというのも大事なところですので。

141ページですが、(1)の介護予防・日常生活支援総合事業について、１行
目から６行目まで 75歳以上の伸び率をかける計算ですが、伸び率はわかる
のですが、具体的にどういう話ですか。

こちらにつきましては、地域支援事業を行っていく中で、国・県からの財

源補てんということで、地域支援事業交付金というものがまずあります。こ

の対象事業費を定め、上限額を算出するための計算式ということになってお

ります。端的にご説明しますと、先ほど訪問介護、通所介護、介護予防支援

の給付とあとはこれまで行ってきた地域支援事業の費用の総額に対して 75
歳以上の高齢者の伸びを乗じることによって上限額を今回定めるということ

になっています。要は 75歳以上の高齢者が増えればその分事業費も増える
だろうということで、その対象になる事業費を定めるための算式です。

私から補足ですが、いわゆる 65歳から 74歳は要介護認定になっている割
合は、全国でも 10％もなく、80歳を超えると大体１／４位、26％位まで上
がります。そういうことを国のほうも計算して、75歳以上の人口の伸び率を
見込んでおくと適切な地域支援事業の資金が確保できるということで国が示

したルールです。それで 75歳以上の今後の伸び率をキチンとみてください
ということが、今回計算に入っているということです。

難しいですね。これは市民が見るわけですが、65歳以上の高齢者がこれを
見てわかると思いますか。なんかいい方法はないでしょうか。

ここは見せ方を円グラフか棒グラフか考えたいと思います。

国の考え方に従ったということで書いておけばいいかもしれません。国が

難しいことを言っているのですから。

これが長寿あんしんプランの文言になるわけですね。
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高橋会長

東内部長

木暮委員

東内部長

高橋会長

事務局

後でお願いしようかと思っていたのは、今回資料３を用意していただいて

いますが、やはりサマリーというか、たぶん市報にも載せることになるので、

当然要約して載せる必要があります。それをできるだけわかりやすいものを

お作りになる。本文は行政施策の基礎になりますので、制度的なところもそ

のまま書き込まざるを得ないので、わかりにくくなるんです。

実はやっている本人もわからないのではないかというのが地方交付税とい

う制度で、要するに財政調整する制度は、わかっている人は１人か２人しか

いないという説があるようですが、制度とはそういうもので、税制もそうで

すが。その考え方とか、それはサマリーのところで市民向けにまとめる。当

然これからパブリックコメントで説明されると思いますが、そうすると段々

わかりやすくなるはずですから、その成果をわかりやすいバージョンで要約

版でお作りいただくといいのかなと思います。

少しご説明が不足したのですが、前回同様、大体４〜５ページのダイジェ

スト版を作って、そこには今のご意見を踏まえた市民向けの PR用のものを
作る予定にしております。

前の要約版はいいですね。ついでに質問があるのですが、印刷の表紙の絵

が何色かわからないのですが、５期のときに表紙の絵は２通り出して皆さん

の評価と言うか、比較をしたと思います。

その点ですが、今回、これでパブリックコメントを実施させていただいて、

表紙は議決を得て、最終回のとき表紙の見本をお示したいと思います。前回

は介護予防をやっている高齢者の写真バージョンと、市の花というバージョ

ンを作りましたので、そのへんはお示しして、最終回でご決定いただくとい

うことにしたいと思います。

ほかにございませんか。もしなければ次の説明をしていただいた後にまた

戻っての質問も勿論大丈夫ですので、次の議題である介護保険料の見込みに

ついてお願いします。承認はまとめてでいいでしょうか。

それでは、第６期介護保険事業計画における保険料設定についてご説明を

させていただきます。こちらにつきましては、本日配布しました資料３によ

りご説明させていただきます。

また、先ほど高橋会長からもお話しがありましたが、1／19～2／2の間、
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事務局 パブリックコメントを実施させていただきます。また並行して 18日から市
内３圏域で住民説明会を開催いたしますので、その説明会の資料を用いまし

て保険料設定の内容をご説明させていただきたいと思います。

まず１ページ目ですが、こちらは国の 75歳以上の高齢者数の増大という
ことで、人口のグラフになっています。一番下のピンクの部分が 14歳以下
の人口、真ん中の青い部分が 15歳～64歳のいわゆる生産年齢人口、オレン
ジ色、緑色が高齢者ということになっています。

一番左の 1950年代は年少人口が多くて、高齢者が少ない人口構成になっ
ておりましたが、2015年では、14歳以下の人口よりも高齢者の数のほうが
上回ってきています。これが 2025年に向けて、オレンジ色の前期高齢者は
Ｓ字を描いているもののほぼ横ばいの人数で推移していく見込みですが、そ

の上の緑色の 75歳以上の後期高齢者の人口は右肩上がりで増加していくこ
とになっています。

2025年には団塊の世代が 75歳以上になってきます。75歳以上の方は当然
要介護認定率が高くなってきますので、この時期には認定者の増加が見込ま

れています。

次に２ページ目ですが、こちらのほうが、今回の国の制度改正に関わって

くるところですが、地域における医療・介護の総合的な確保を推進するため

の法律でも、医療と介護の連携の重要性が言われているところですが、こち

らは改革のイメージ図ということでお示ししています。

左側の部分は病気になったらということで表記していますが、医療の部分、

病院の関係です。こちらが機能分化とか役割の分化が求められている。急性

期からその方の状態像に応じてリハビリであったり、在宅に戻られるとかと

いうイメージ図を示しているところです。

それから入退院時の連携も重要になってきます。先ほど基本方針でもお話

がありましたけども、既に和光市では基幹病院である埼玉病院と入退院時の

連携ということで協定を結んでいまして、病院からどういったサービスが必

要になっているかというものが、右側の包括的マネジメントということで、

ケアマネジャーや地域包括支援センターなど、他職種連携で提供して、在宅

に戻っていただくイメージでお示ししています。

それで在宅においては、右側になりますけども、地域包括ケアシステムと

記載してございます。住まいを基本としまして、医療、介護、生活支援・介

護予防というものがその方の状態に合わせて、Ａさんは医療だけかもしれま

せんし、Ｂさんは医療と介護が必要といった場合、その辺を含めて包括的に

ケアマネジメントしていくということでお示しをしております。

その中で、ＩＣＴを活用しまして面的連携の部分、医療機関と介護事業者
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事務局 であったり、ケアマネジャーであったり、特に重要となってくるのが定期巡

回・訪問介護看護サービスの事業者さんなどの場合で、そういった情報をＩ

ＣＴを活用することで連携ができればこの面がさらに進んでいくと考えてお

ります。

次が他計画との整合性ということで、お示しをした図になります。こちら

は長寿あんしんプランが基本となっております。市の上位計画としては総合

振興計画があり、これも基本方針で説明がありましたが、長寿あんしんプラ

ンは高齢者の計画、障害者は障害者のための計画、子ども子育て支援計画は

子ども関係の計画になってきますけども、その上位となる部分で、地域福祉

計画がございます。この計画の中では、長寿あんしんプランで培ってきまし

た地域包括ケアシステムであるとか、日常生活圏域であるとか、またニーズ

調査というものを共通事項として地域福祉計画の中で記載をしている状況で

す。

また上の方の部分では、埼玉県の高齢者支援計画、住まい法の部分での県

のサービス付き高齢者住宅に関する埼玉県高齢者居住安定確保計画と連携を

図る形であんしんプランのほうも計画しています。

右側の部分では、社会福祉協議会さんの方で策定をします地域福祉活動計

画との関係を示しております。基本的に市の実行計画の部分では一部自助・

互助の部分が含まれてきますが、基本は共助・公助という役割が主になって

くるかと思います。それに対してまして社会福祉協議会さんの地域福祉活動

計画の部分では自助・互助の部分が主になってきますので、地域福祉活動と

連携するような形で計画は位置づけています。

こちらは、和光市の場合ですと従前から出前講座などで介護保険法の周知

ということで、第２条第２項、こちら保険給付の関係、第２条第４項であれ

ば在宅介護の理念の部分、次の第４条第１項であればセルフケアの部分、要

介護状態となることを予防するため、常日頃健康の維持管理に努めてくださ

いといったセルフケアの部分。それと第４条第２項の部分は、介護保険の費

用の関係で、社会の共同連帯の理念に基づき、費用を公平に負担するものと

いうことが記載されています。

次が第６期の基本方針になりますが、こちらにつきましは先ほどご説明を

差し上げましたので、割愛させていただきます。

次が介護予防の効果。和光市の実績を含めてですが、介護予防、あと先ほ

どご説明しました特別給付、配食サービスだとか地域送迎サービスといった

ものの投入効果、地域支援事業の効果、あとは自立支援型マネジメントの効

果により、認定率のほうは国であれば 26年で 18.2％の認定率、埼玉県であ
れば 14.3％の認定率であるのに対しまして、当市では介護予防の効果が表れ
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事務局 ておりますので、9.4％ということで低減化されています。
下の図につきましては、５歳刻みの年齢ごとの国と和光市の認定率と認定

者数を表したものですが、80～84歳の部分を見ていただくと、国で 29.4％
であるのに対し、和光市では 16.3％と、10ポイント以上低い認定率となっ
ています。こちらのほうは、やはり介護予防の効果というものが、後期高齢

者の方たちにも有効であり、効果が表れているということで、認定率が低減

できているものと考えています。後期高齢者数が前期高齢者数を上回るとい

うような 2025年に向けまして、引き続き介護予防を実施していく形で計画
は考えております。

次が居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービスを示した図になっ

ています。先に下の居宅、地域密着型、施設サービスの図をご覧になってい

ただきたいのですが、こちらは各サービスの利用者数の推移を表したものに

なります。和光市の場合、居宅とその上の地域密着型サービスを積極的に取

り入れたこともあり、この利用が多くなっており、施設系の利用者は 260人
と、少なくなっているような状態です。

それを踏まえまして上の図表をご覧になっていただきたいのですが、こち

らは、施設の利用の割合を給付費で表したものになります。先ほど、お話し

をさせていただきましたが、居宅、地域密着型サービスというのは利用者数

は多いのですが、金額で見たときには、施設系のほうが 38.4％と、非常に大
きなウェートを占めています。

これを１人当たりの給付費でみると、施設サービス 27.6万円、地域密着型
サービス 17.5万円、居宅サービス 8.2万円になっていますので、和光市とし
ましては今後も居宅サービスと地域密着型サービスというものをメインに施

策を推進していくことで考えています。

次のページですが、こちらのほうは介護予防の効果と認定者数の推計を表

したものです。上段のほうが第５期における計画と実績で、黄色の部分が自

然体で見込んだ認定者数、緑の部分が予防後の推計での認定者数、青が実績

を示しています。25年度で言えば、自然体推計では 1,421人、予防効果を含
めると 1,297人と推計していましたが、実際の認定者数は 1,224人となって
います。予防後の計画値を 73人下回っています。この認定者数の差という
のが、１人当たりの給付費と連動して考えますと、基金への積立等につなが

っているのかなと考えております。

下の表は第６期の計画になりますが、第６期におきましても、第５期の実

績を踏まえまして、予防後の認定者数を基準として介護保険料を算定する形

で考えております。

次のページが高齢者人口、要介護認定者数の推計結果です。これは和光市
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事務局 の推計ですが、下のグラフは要介護度別の色でお示しして、上段に全体の人

数が入っています。全国的には要介護１、要支援１・２、いわゆる軽度者と

言われるような認定者がほぼ半数を占めているのですが、和光市では、平成

26年度の実績では 37～38％にとどまっています。この要介護１、要支援１・
２の方たちは改善可能性の高い方たちですので、当市の実績であれば４割の

方が介護保険から卒業、非該当に改善されています。平成 37年、2025年の
ところを見ていただきたいのですが、こちらにつきましては、先ほどの介護

予防効果を見込んでの推計としまして、2,069人ということで推計をしてお
ります。もし予防施策などを実施しなかった場合、３千人以上の認定者にな

るのではないかということで推計しております。

上段の図につきましては、高齢者数の推移、推計値ですが、今現在高齢化

率 16.4％と低い状況ではありますが、高齢化率はさほどではないにしまして
も、高齢者数自体は確実に増加していく。特に前期高齢者と後期高齢者の数

が逆転するということが平成 37年頃に起きますので、その意味で引き続き
介護予防施策のほうは実施していくことで計画は考えております。

次のページですが、こちらは長寿あんしんグランドデザインとなっており

ますが、すでに先ほどご説明はしておりますが、黄色の部分が第６期で整備

する予定となっております。また図表の部分も同様に第６期において整備す

る部分です。

当市におきましては、介護予防、居宅介護の推進、自立支援型のケアマネ

ジメントの実施により、平成 26年度末の介護給付費準備基金積立金が
128,803,000円になる見込みになっています。
次のページが、第６期保険料の設定の考え方です。これまでご説明したよ

うに、介護予防効果を考慮した認定者数に基づきまして設定をしていますが、

高齢者人口の増加、高齢化の進展等による介護保険給付費の自然増を勘案し

ています。また先ほど会長のほうからもありましたが、介護報酬改定（マイ

ナス 2.27％）の影響ですが、今全体としては 2.27％ですが、減額要因として
介護施設の介護報酬の引下げと増額要因としての介護職員の処遇改善加算の

増額要因等もございますので、そういった点を勘案しています。

また地域区分の見直しによる加算が、第５期におきましては、本来２級地

の 15％が適用になるのですが、経過措置により現行５級地（６％）が適用に
なっております。第６期におきましては、本来であれば２級地 16％と、10％
上がるところですが、同様な経過措置が設けられますので、５級地（10％）
ということで示されており、その上昇分を勘案しています。

それと居宅介護推進効果による居宅介護サービス等の勘案、あとは介護予

防サービス効果の勘案、市町村特別給付、保健福祉事業及び地域支援事業に
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事務局

高橋会長

よる効果の勘案、低所得者対策を勘案した所得段階設定としています。

次ページは、保険料の上昇要因、減少要因を整理したものです。

和光市の第６期保険料としては介護予防の実績からの減額と、準備基金１

億円を繰り入れ、それと介護予防・居宅介護率等の効果を勘案した認定者数

推計に基づきまして、第５期の月額基準額 4,150円に対して第６期は 4,228
円、78円の増額ということで設定を考えております。
参考までに全国平均では第４期で 4,160円、第５期 4,972円、第６期 5,550

円程度（財務省試算）となっています。当市におきましては、現行の保険料

を若干上回る程度で第６期の保険料を設定できるのではないかということで

考えております。

最後に第５期と第６期の保険料の比較表となります。国の保険料所得段階

の６段階から９段階への見直しを踏まえ、当市においては 10段階から 13段
階へと変更を行ってまいります。

第５期の第１段階、第２段階が、第６期におきましては第１段階として統

合されます。こちらのほうが、第５期の月額保険料が第１段階 1,245円、第
２段階 2,075円だった方が、1,268円という金額設定になっています。また
第５期の特定第３段階は第２段階、第５期の第３段階は第３段階、第５期の

特例第４段階は第４段階、さらに第５期で基準額の第４段階の方は第６期に

おきましては第５段階で 4,228円となり、これが基準額となります。
第５期の第５段階は、所得 120万円未満の第６段階と 190万円未満の第７

段階に、また第５期における第６段階は、所得 290万円未満の第８段階と 500
万円未満の第９段階へと階層の分割を行っております。それ以上の所得段階

につきましては、第５期の第７段階が第６期の 10段階、第５期の第８段階
が第６期の 11段階ということでそれぞれ段階設定を行なっています。
当市におきましては、所得層の高い方が多数いらっしゃいますので、第５

期の所得段階を踏まえ、第６期の多段階を設定し、月額基準額 4,228円で設
定を行っていきたいと思います。

説明のほうは以上です。

ありがとうございました。要するに実質現状維持という結論です。おそら

く報酬の関係もあるので、もしかしたら下がるかもしれない。ただ特養には

依存していないため、居宅は今度は比較的上がりますから。これから２月上

旬にそれぞれの個別サービスの報酬額が提示されますので、それをみて最終

的に出すので、現時点での推計がこの数字ということでご理解をいただけれ

ばと思います。

何かご質問はありますか。
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木暮委員

事務局

東内部長

木暮委員

東内部長

木暮委員

東内部長

周辺の自治体、志木とか新座とかに比べて和光はどうも基準額が低いよう

ですが、話を聞くと所得段階区分が違うようですが。

段階のほうは当市におきましては今ご説明しましたような多段階です。近

隣市におきましては、現状での情報ですが、９段階のままというところのほ

うが多いですね。

補足します。埼玉県内でいくと、国が法律では６段階だった訳ですが、既

に全国的には６段階というところは少なくて細分化をしています。細分化し

ないといけないのは所得の金額の差があるのに同じ段階にはまっているとい

うことは、限りなく低い方とそうでもない方が同じな訳です。ということで

一番多いところは 20段階を超えるところもございます。４市の中では、１
つの市が新基準の９段階ですが、基本的には細分化が始まると思います。そ

ういう中で、和光市は３年連続で市民の方の所得というのが、大体県内で上

位３位から５位に入っているという現状もございます。そういうことも踏ま

えて、今回は率が上がった部分もあるのですが、所得が高い方も含めて細分

化、適正化を図る。さらに低所得者の部分については、国の考えも踏まえて

段階を設定したということです。

加えて４市の状況で、まだ市の名前は言えないですが、基本的に３つの市

においては、最低でも 500円以上、最高では 1,500円に届くくらいの月額基
準額の上昇が検討されているという状況です。

もうひとつですが、所得区分で介護保険料は暫定でまず決まります。それ

で４月頃になると市民税と一緒にぼんと来るのですが、これは 26年度の所
得で 27年度の保険料が決まるということですね。所得という話ですが、和
光市の方は結構不動産を相続の関係で売ったりする。そうすると所得が増え

てしまう。そこは全然加味されないですか。

不動産所得、いわゆる一時所得が出た場合には、例えば委員が土地を売ら

れたといったときは、その年だけは最高限度の 13段階にいって、また年金
だけに戻ったときには７段階に戻るとか、それは加味されます。

株を売ったときもそうですね。

基本的に課税所得についてはそうなります。
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高橋会長 これは税金の制度の話ですから、我々としては手が出せない。日本の税制

の大問題は、資産が捕捉できていないということで、所得段階は低いけど、

実は資産を持っているという人がいる。要するにお金持ちへのものすごい優

遇が小泉内閣以来、急速に進みました。今度頭が痛いのは、補足給付の貯金

要件の確認作業です。だから特養が少なくてよかったですね。

ほかにご意見がなければ私からですが、ひとつは、１ページ目。これは全

国の数字を使っているのですが、市民への説明としては全国の数字はほとん

どいらないと思います。むしろ和光市のデータで、当然社会保障人口問題研

究所の推計がありますから、むしろそれを使っていただいて、説明のときは

和光市は全国と比べてこうだよということを強調していただいたほうがいい

のではないかと思います。和光市は 75歳以上の絶対数が急激に増加すると
いうことで、これから 2025年～2030年が勝負どころということをご説明し
ていただく。それからいつも出てくる社会増。和光市は住みやすいので高齢

者が徐々に定着するよということ。そういうことでご説明していただいたほ

うがいいのかなと思いました。

それから２番目の改革イメージで、これは厚生労働省の言い分の説明なの

で、実ははっきりわからない。誰が言ったかわからないけども、「いつもは在

宅、時々入院」というキャッチフレーズがあります。これを噛み砕いていた

だくといいと思います。基本的なアイデアは、医療はみんなで大事に利用し

ようということですね。今までは治療の必要もないのに医療機関に長くいた

のでいろんな問題が起こった。それはできるだけ住み慣れた地域に戻ろうよ

という方針です。そのためには在宅でも必要な医療はきちんと提供される。

そして一番大事なことは生活の場としての住まい。それが不十分だから病院

に長く居ざるを得なかった。というような筋の説明をしていただいたほうが、

わかりやすくなるのではないでしょうか。これはこれとして使っていただい

ていいのですが、その心はということで。やはり鸚鵡返しに説明せずに、ち

ょっと今のような、基本は医療を大事に使う。大変高いお金をかけてお医者

さんが養成され、高度の医療技術を持っている。これをみんなで使えるよう

にしましょう。皆で使うためには在院日数を短くしてできるだけ地域に戻っ

ていただく。戻っていただくと、単身者も増えるし、夫婦だけも増える。40％
の団地ではやはりそこを支えるものが今までだと不足していたから介護サー

ビスを充実させる。要するに住んでいるところで使うサービスを増やしまし

ょうということを市民への説明の時に使っていただくといいのではないかと

思います。

それが実は後の話とちょっとつながります。先ほどの給付でいうと、施設
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高橋会長 は横ばい、漸減で、地域密着が増えて居宅が増えているのは、実は和光市で

は介護保険導入以来首尾一貫してやってます。それを市民の皆さんが受け入

れて下さって、支えて下さったからこそ保険料が下げられた。介護予防事業

の成果ではなくて、介護予防事業に被保険者の皆さんが参加して下さって、

介護予防活動に積極的に加わっていただいたので、介護保険の卒業生も出る

し、サービス利用も遅らせることができたということです。基本的に市民の

皆さんのご協力をいただく政策ができたからそうなったんで、政策がいいか

らではないですね。政策半分、市民の協力半分。その結論が横ばいの保険料。

施策が効果を挙げたというのは、これは市議会用の説明であって、住民向け

の説明は、市民の皆さんのご協力をいただいたんだということを、是非強調

していただきたいです。

そうすると私たちの保険というのは、それが介護保険法の周知と書いてあ

るところの意味で、要するに市民からみて介護保険はどういうものですか、

ということが法律に書いてあることなので。周知は、役所が市民に知らしめ

るということと法律はそうなっていますが、現実は市民の皆さんが介護が必

要になった時に暮らしを守るための制度で、それを皆で支え合うためには市

民も努力をして、健康であるようにしようとか、積極的に介護予防に関わろ

うとか、そしてがんばったら卒業しようとか。そういう制度ですよというこ

とを、これはいろんな機会に和光市は言っていると思いますが、改めてその

辺を。行政が市民に説明する時の仕方というのは議会で答弁するのとは違う

仕方、いや議会でも同じだと思います。要するに市民の代表が議会の皆さん

ですから。そういう語り方が必要なのかなと思いました。

それでその上で、基本方針はこれでいいのですが、介護予防の時に認定率

が低くなることは、先ほど言ったように積極的な参加があって、そのことが

結果的に介護保険料を抑える結果になっているということを、これは全国及

び埼玉県に比べると、いかに市民が予防意識を持って活動に参加してくれる

か。証拠はこれだということでしょう。介護予防の効果と認定者推計という

のは正にそういうこと。これはものすごく大事なデータだと思ったのは、予

想以上に実績が挙がっているわけです。ここを是非強調していただきたい。

予想した以上に実績ははるかにいい成績です。これがまさに市民参加、市民

が参画していただいたことの成果なんです。予想通りということは行政のレ

ールに従っていることで、それ以上に減っているということはそれだけ積極

的に呼応してこういう活動に参加して健康寿命を延ばしてくれた市民の皆さ

んのいろんな努力があるんだということを是非ここで積極的に訴えていただ

きたいと思います。
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木暮委員

高橋会長

東内部長

他の計画との整合性で、社協のほうは「自助・互助」、長寿あんしんプラン

のほうは自助がなく、「共助・公助」です。そうすると今の話で市民参加とい

うのと反するのではないかということが１点。

もうひとつはこの計画期間に病院の介護施設（療養病床）、あれはなくなる

のではないですか。引き続きあるのですか。この計画では、そういう施設は

まだ残るのでしょうか。

木暮委員がおっしゃった他計画との整合性は非常に大事なご指摘です。先

ほど、自助・互助と公助・共助との関係を図でこういうふうにしてはいけな

い。間違いです。自助・互助と公助・共助と、こういうふうに分けるのでは

なく、ギザギザにすること。重度の人で専門的ケアが必要な人でも、実は自

助と互助がものすごく重要なのです。寝たきりの人が歩くようになれるんで

す。いいケアをすれば。

和光市方式の素晴らしいところは、地域の中に地域密着で歩けるところに

施設を作る。基本個室だから、問題は自助のレベルで夫婦仲はよくしていか

ないといけない。毎日奥さんが来てくれるような関係を作っておくと、その

ことによって実は地方でずっと遠くに入所していた人が地域の中に戻ってく

る、そうすると本当に元気良くなります。それは地域で毎日ご家族が通って

くるし、友達も来るし、個室なので孫がゲームセンターをやめて学校の帰り

に遊びに来るという話も聞いたことがあります。

そうすると、自助と互助というのはまさに入れ子のように関係し合う。逆

に社協の活動計画も、制度として提供してくれるものの上に乗っかって、よ

りよく機能するような活動計画。それから行政計画は正に市民の力に依存し

なければいけないところがあるので、これは入れ子の図を考えてください。

ボックスにするとかならず離れてしまう。

そうですね。おっしゃる通りで、地域包括支援センターのまたがっている

ところは交わるところです。

今回、福祉計画も大きく見直して、長寿あんしんとか障害、子ども、困窮

といったところで、日常生活圏域を地域福祉計画ですべて統一したりとか、

ニーズ調査の実施も定めたり、社協の活動計画の中では長年の目的として地

区社協の活動というのをキチンとしていきましょうということ。そういうも

のを和光市は日常生活圏域で、地区活動計画と一体化するように位置づけて

いますので、正に自助・互助、共助・公助というのは、重なり合う部分なの

で、地域包括支援センターと福祉コーディネーターという人的な部分、制度

的な部分ときちんとわかるような図に直したいと思います。
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東内部長

高橋会長

事務局

それと療養型の関係です。今日は菅野副会長が欠席なのですが、和光市で

はいわゆる介護療養が 70床強残っております。市内からの入院は 20人を切
るくらいになっているのですが、この部分も今後地域包括ケア病棟とか、そ

ういったところは積極的に考えていただいていますので、成果を見守ってい

きたいと思います。

医療機関はできるだけ短期利用して回転を上げていただく。その点では在

宅医療が必要です。訪問看護と 24時間の充実は書いてあります。そうしな
いと、施設は全国の平均で 1400日で４年弱です。いくらお金がつぎ込まれ
るかというと、月 30万円で計算すると年 360万円。その４倍になりますか
ら、1,400万円近く使う。それは勿論本当に必要な場合はそれが必要だけど、
他に手段があれば地域に帰れる人は帰る。これが今回要介護３以上にするひ

とつの趣旨ですが、そういうことも含めて、施設や医療は大事に使う。でき

るだけたくさんの人に必要なら使っていただく。そのためには施設は在宅復

帰を支援するとか、重度の方に特化したことをやるとか、特徴的なことを。

単に高齢者を入れておくというのはやめましょうというのが趣旨なんです

が、楽ちんな経営をしたい社会福祉法人や医療法人が多く、それで儲けよう

と思っているところが多いものですから…

施設や病院はその趣旨に合った活用をしていただくということが和光市の

方針でもあると思っています。

他に何かございますか。

基本的にご了解いただきたいのは、介護保険料の試算の部分と、先ほど前

半でご説明いただいた修正点の説明。そして全体として長寿あんしんプラン

の素案について了承するということでよろしいでしょうか。

それでは異論もないようですので、この素案を一括して委員会として了承

するということにさせていただきたいと思います。それで以降介護保険料に

ついても同様ですが、これからの手続きについて事務局から。

本日、計画素案についてご承認いただきましたので、この後、市民説明会、

パブリックコメントを実施し、その結果を受けて最終の策定会議を３月に予

定させていただいております。

計画案については会長から市長へ報告という形を取らせていただき、その

後市長から介護保険運営協議会に諮問する形となります。その答申を受けて

議会、３月定例会のほうに保険料の改定に関する条例案として上程する予定

となっています。

次回、第４回目の会議につきましては、３月末を予定しております。日程
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事務局

木田委員

東内部長

高橋会長

調整につきましては、早めに確定させたいと思っておりますので、その際に

はご協力のほど、よろしくお願いします。

以上です。

最後のほうに 29年度までの予算の中身がございます。いろんな事業の。
そうするとこれは事業の採択を受けておやりになっていると思いますが、こ

の金額がもし議会で承認されればという話ですが、当然これは債務負担を伴

うものだと思います。プランを進める中での費用ということを考えますと。

そこはどうなのかということ。

それと今例えば介護予防が行き届いて１億円以上の準備金が出ているとい

うことですが、これを実際には地域包括ケアの中の事業のほうに向けていく

ことが、より在宅介護に向けたいい方向になってくるのかと思います。在宅

は家族に負担がかかる部分があるのですから、保育園と同じように、介護す

る人が家にいることによって仕事を辞めて在宅で介護をしないといけないと

いう方も出てくるということを考えると、そういう方々の在宅支援をもう少

し手厚くしてあげないと実際には大変かと思います。ですから成果が出てき

たものについてのそういうバックするようなものもできたら盛り込んでもら

えるといいかなと思います。

まず実施計画の関係でいうと、介護保険は法定で３年間の保険料を決める

ということになっていて、その保険料は、いわゆる事業総量を３月議会で認

めたということになります。そういう関係でこれは実施計画に承継されると

いうことになりますので、財源は賄われます。

もうひとつは、木田委員が言われたように、例えば今回介護予防とか居宅

介護の充実によって財政が浮いた。今回の１億円というのは、保険給付費だ

けでなく、地域支援事業にも多く投入されていますので、そういう中では、

今回地域支援事業の中に家族介護者の支援だとか、介護給付以外の生活支援

とかというものも盛り込まれていますので、和光市では仕事と育児の両立と

か仕事と介護の両立、これはケアプランの前提に置いておりますので、今委

員の言うようなところを今後も遂行していきたいと思います。

ケアラー支援というのは世界的な潮流になっていますので、認知症ケアも

正にそういうことだと思います。正に地域支援事業に入れ込んであるわけで

すから、それをどう充実させるかは、これからの腕の見せ所ということかと

思いますので、よろしくお願いいたします。これこそまさに自助、互助、共

助と制度的支援の組合せ問題かと思います。是非よろしくお願いします。
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高橋会長 それではよろしいでしょうか。

最後にもう１回やる予定のようですから。日程調整は後日ということでご

ざいますが、これでパブリックコメント、市民説明会を始められる体制にな

りました。よろしくお願いいたします。

＜ 閉 会 ＞

議事録署名人

印

印


