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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 26年 10月 29日 午後 3時 00分
開 催 場 所 和光市民文化センター「サンアゼリア」２階会議室ＡＢ

開会時刻 午後 3時 00分 閉会時刻 午後 4時 50分
出席委員 事務局

高橋 紘士（会長） 保健福祉部長 東内 京一

菅野 隆（会長代理） 長寿あんしん課長 亀井 誠

木田 亮 福祉政策課長 阿部 剛

津川 知子 長寿あんしん課課長補佐 平川 一朗

上月 とし子 同課主任 中根 亮

浪間 貞 同課主事 青木 順子

清水 武 福祉政策課主事 川崎 玲佳

平内 紀子

田中 公美

金子 好亘

木暮 晃治

松根 洋右

荻野 比登美

欠 席 委 員

金子正義委員

辻委員

会議録作成者氏名 中 根 亮
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会 議 内 容

事務局

東内部長

事務局

高橋会長

定刻を過ぎましたので、会議のほうを進めさせていただきたいと思います。

本日は大変お忙しいなか、ご出席いただきましてありがとうございます。

ただ今から第２回和光市長寿あんしんプラン策定会議を開催します。

まず開会にあたりまして、保健福祉部長の東内よりご挨拶申し上げます。

本日はお忙しいところご参集いただきまして、心から感謝申し上げます。

また本日、木田委員と辻委員が若干遅れておりますが、定刻になりました

ので、始めさせていただきます。

今回で長寿あんしんプラン、第６期介護保険事業計画、通称地域包括ケア

計画ですが、第２回になります。第２回ですが、今回は保険料まで委員の方

にご提示をしてその内容等についてご意見を頂戴したいと思います。

また前回宿題事項で出ました点については、２回にわたり、ご自宅のほう

にご送付させていただきましたが、それらも含めて、本日ご意見をいただき

たいと思います。後ほど、事務局から詳しくお話しさせていただきますが、

今回は介護保険事業の３年間、過去の実績、そこから見えてきた新たな課題。

それを含めた課題を解決するための６期の計画の事業量の推計。事業量の推

計を行うためには、どういうふうに課題を解決していくのか、そしてどうい

うサービスを出していくのか、そこを３年間の推計とそこから導き出される

保険料を今回は主な議題としてお願いしたいと思います。

総合確保法の成立があり、全国的な流れでは要支援１と２の通所、訪問が

地域の事業になる。介護予防・日常生活支援総合事業ですが、大半が３年間

繰り延べをして 29年度から実施なんですが、本改正案には和光市モデルも
入っているということで、和光市は 27年度から新しい地域支援事業を導入
したいという意向で、計画もたてています。

また同じく地域包括ケアに資するように、在宅介護の限界点を高めるとい

うこと、介護予防とさらには重症化予防という、２大目的は達成したいと考

えています。皆様のご議論、深いところをお願いしたいと思います。

進行を進めさせていただきます。本日 12名（最終的には 13名）の方にご
出席をいただいております。それでは議事の進行は高橋会長にお願いします。

和光市ではその後いろんな課題を相当集約した作業をしていただきまし

て、それを踏まえて本日お示しをいただいたものを基に、活発な議論ができ

ればと思っております。
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高橋会長 なお、若干お時間をいただいて、このところの動きについてですが、３週

間か４週間前の NHKスペシャルで東京の新宿の戸山団地にある暮らしの保
健室を扱った番組を放映していました。高齢化率４割、５割を超えるところ

でどういう支援をしているか、居場所づくりをしながらアマチュアのボラン

ティアとプロの訪問看護師が組んでやっているのですが、これは NHKオン
デマンドで見られると思いますが、是非何かの機会にご覧いただくと、とて

も役に立つと思います。

もうひとつ、もうすぐ専門誌に出るので皆さんのお目にはなかなかふれな

いかもしれませんが、夕張の事情を聞く機会がありまして、あそこは１２万

人の人口がいたのですが、今１万人になってしまった。和光はこれからまだ

急激に拡大するわけですが、あそこは救急用のベッドがなくなりました。財

政危機で。その代わり健康はどうなったかというと、みんな健康になった。

何をやったかというと、徹底した予防をやった。今テレビコマーシャルでも

流れていますが、肺炎ワクチンを相当早い時期にやったんですね。肺炎を見

事にコントロールした。そうするとお年寄りの老衰死が増える。いわゆる病

院いらずの死に方が増えて、それが自助と互助というか、みんな介護予防に

一生懸命にやるようになった。そのおかげで、まさに介護保険と医療保険の

費用が、北海道はうなぎ上りですが、あそこはぐっと下がって、しかも老衰

死で自然死ですから幸せに人生が全う出来るようになっている。

なぜこのようなお話をしたかというと、埼玉県は 70万高齢者人口が増え
てお医者さんの対人口比が少ないところです。和光は別として二次医療圏と

してはこれから大変なことが起こる。それは考え方を変えるということに確

信をもちました。それは正に和光が１０年間積み重ねてきたベクトル、方向

性と夕張の結果が実は符合する。地域も場所も条件も全く違うけど、見事に

符合するんですね。

ということで、第１回の委員会以来私自身経験したことを少しご披露させ

ていただきました。

まず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。管野

副会長、上月委員、よろしくお願いいたします。

本日、委員の皆様に配布しております資料６と資料７、第６期介護保険料

基準額の見込みについては、会議後に回収させていただきます。

それから傍聴の皆様にお願いしますが、本日配布しています資料について

は、会議終了後に回収させていただくということで、よろしくお願いします。

それでは、会議次第に基づきまして、介護保険事業の実績と課題につきま

して、事務局より説明をお願いいたします。
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事務局

説明員

進行につきましては、資料１に基づきまして、「介護保険事業の実績と大規

模団地居住高齢者の現状」につきましてご説明をさせていただきます。

次に本日お配りしています資料３「第６期長寿あんしんプラン基本目標及

び基本方針案」をご説明させていただきます。

まずは介護保険事業の実績について説明員より説明させていただきます。

第５期の実績についてご説明させていただきます。

こちらにつきましては、資料１の１ページから 19ページまでについてご
説明します。基本的にはお手元の資料でご説明をしますが、一部前のスクリ

ーンでご説明させていただきます。

１ページ目をご覧ください。こちらにつきましては、要介護度別の認定者

と、さらにそれを日常生活圏域別に分けたものでございます。和光市の特徴

としまして左側の要支援１・２、軽度者の数が非常に少ないということがあ

ります。また下段の図表は、エリア別に分けたものになります。上から北、

中央、南と並んでいますが、北エリアや南エリアでは要介護３〜５といった

重度者が若干多くなっています。逆に中央エリアについては、少なくなって

います。

２ページは、介護認定を受けた方の要介護原因別の人数、さらにその割合

をみたものです。こちらにつきましては前のスクリーンをご覧ください。こ

ちらが、要介護度別の原因別認定者数を示したものです。介護区分別にみる

と数にかなりの開きがありますので、原因割合をみていただきたいと思いま

す。こちらの中で、皆様に３点ほどご説明したいと思います。

まず総数の横棒のブルーの部分、これがいわゆる廃用症候群となる関節疾

患と骨折転倒を示したものになります。こちらが、介護度の軽いものから重

いものに下に推移しているのですが、みていただきますと、要支援１・２と

いったところではとても多いのですが、重くなるに従って段々割合が下がっ

ていることがお分かりになるかと思います。ちなみにこの廃用症候群の場合

は軽度の方がとても多くてより早く生活支援、機能改善等のサービスを受け

ることによって、改善することができるものです。和光市の場合は、その効

果が出ていることがこれでおわかりいただけるかと思います。

次にその左側の赤い斜線の入っている部分、これが認知症です。一番上の

総数をみますと、30.8％ということで全疾病の中で一番原因割合が高くなっ
ています。こちらの介護区分別の特徴をみますと、要介護１〜５といったと

ころが 30〜40％で推移している。つまり各区分で万遍なくというか、ほぼ同
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説明員 じ割合となっており、幅広い状態の方がおられることがわかります。

次に３番目は、一番左側の赤い部分ですが、これが脳血管疾患になってい

ます。こちらにつきましては、母数の少ない要支援１・２といったところも

高くはなっているのですが、要介護１以上でみてみますと、重くなるに従っ

て段々その比率が伸びていっていることがわかるかと思います。脳血管疾患

を発症した場合には QOLの低下に直接つながってきますので、介護度とし
ても重くなってくるということがこれでおわかりになるかと思います。

次に性別・年齢区分別にみますと、例えば性別では脳血管については男性

で、一方認知症については男性も非常に高いのですが、女性のほうがさらに

高い。廃用症候群といった先ほどの２つの疾患については女性が非常に高く

なっています。これをさらに年齢区分別にみますと、脳血管疾患については

若い方で高い。さらに細分化しますと、前期高齢者、さらに 40〜64歳の第
２号被保険者については、50％の方がこの脳血管疾患を原因として介護認定
を受けています。さらにその隣の認知症につきましては、高齢になるほど多

くなっています。廃用症候群につきましても同じような状況になっています。

こういった特徴があります。

続きまして、４〜５ページにつきましては資料のほうで説明をさせていた

だきます。こちらが認知症高齢者の日常生活自立度になっています。こちら

については、６つの区分で分けています。まず自立の方、Ⅰというのはほぼ

自立の方、Ⅱは見守りや声かけがあれば自立できる方、Ⅲ以上になりますと

常に介護が必要になってくるという状況になります。一番右端のMはメディ
カルレベルですが、これは専門医療が必要になる重度の方になります。これ

でみますと、まず注意していただきたいのはⅢ以上の介護が必要になる方で

すが、要介護１以上から増えてきています。

次に隣の５ページをみていただきますと、これをエリア別にみています。

そうするとかなり特徴が現れていると思います。まず南エリア、北エリアで

はⅢ以上が多いのですが、中央エリアはかなり低い。

認知症については、軽度のMCIと言われている、物忘れの程度の方から、
BPSDと言われる生活に影響を受けて、ご本人の生活に影響を与え、また外
部の方にも被害妄想などによって影響があるような重い症状の方まで、いろ

んな症状の方がいらっしゃいます。よって、和光市の今後の課題としまして

は、こうした様々な状態に応じた適切な対応が取れるようにすることが非常

に大事だと考えています。

続きまして資料が飛びますが、10ページからになります。これは介護サー
ビスの利用状況ということで、こちらにつきましては、第１回策定会議にお
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説明員 きまして利用した資料になりますが、再確認していただきたいということで

つけさせていただきました。

10ページですが、居宅サービス、地域密着型、施設の３つに分けた利用者
数、利用者割合の推移を示しております。こちらにつきましては、スライド

のほうをご覧ください。この下段の図で、和光市としてはこの地域密着型サ

ービスのところが伸びている。施設の割合が年々低下してきているというこ

とがわかるかと思います。

これにつきまして、和光市ではケア会議やニーズ調査などを通して得られ

る、地域住民が抱える課題を的確に反映した地域密着型サービスの施設の拡

充を、18年度の創設当初から進めています。ケアマネジメントの中で適切に
必要な方にサービスが提供できる流れも、事業所、保険者を通してできてい

ますので、こうした利用の伸びにつながっています。

続きまして、こちらが各サービスの１人あたりの給付費になります。左か

ら居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービスになります。すぐお分

かりになるかと思いますが、一番右の施設サービスでは非常に高くなってい

ます。居宅サービスの３倍という額になっています。要は居宅介護の限界点

を高める、居宅での生活を続けることができる、これを普及していくことに

よって、単純に高齢者の QOLが向上するというだけではなく、財政効果も
見込めるということです。

続きまして資料の 13〜15ページになります。こちらが居宅サービスの内
訳になっていますが、こちらについては以前詳しくご説明しましたので、ご

一読いただければと思います。

次に 15ページからの施設サービスです。こちらでは介護保険の３施設、
介護療養型医療施設、老健、後は特養ということになっています。

次に 17ページですが、３施設の１件当りの給付費を載せています。この
中で一番高くなっているのが介護療養型医療施設で、全国的にも同様の結果

になっています。

18ページ以降は地域密着型サービスになりますが、スクリーンをご覧くだ
さい。毎年度利用者数が増加していることがわかります。

次にこれを割合別にみると、こういった形になり、多い順にいきますと、

上から認知症対応型共同生活介護、いわゆるグループホームで、その次が小

規模多機能型、あと一番下に定期巡回・随時対応型訪問介護看護になってい

ます。こちらについては、和光市では後ほど推計のところで触れますが、高

齢者数が伸びてきます。それに伴って介護認定者数とか認知症高齢者数も伸

びてきますので、こうした状況下において課題を挙げるなら、認知症の悪化
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説明員

説明員

高橋会長

説明員

高橋会長

説明員

高橋会長

東内部長

でご自宅での生活が困難となった高齢者の受け入れ先としてグループホーム

が必要ということになります。また居宅でも介護負担を減らすため、ショー

トステイやデイサービス、ホームヘルプ、訪問ですが、それらを自由に組み

合わせることができる小規模多機能型、それと定期的な見守りが必要な方に

は定期巡回・随時対応型サービス、24時間対応型ですが、そういったサービ
スは必要な方に必要なタイミングで的確に行き渡るように必要性を見極めな

がら提供していくことが必要になってきます。また小規模に看護がセットに

なった複合型サービスというのが医療ニーズが高い方向けにあるのですが、

これを新設していきたいと考えています。

以上が介護保険事業の現状と課題になります。

よろしくお願いいたします。

続きまして大規模団地居住高齢者の現状についてご説明したいと思いま

す。

資料は 20〜49ページまでを要約したものを本日の追加資料１としてお配
りしています。皆様には本日お配りした追加資料１をご覧ください。

はじめにシーアイハイツの現状になります。

大規模団地の定義を教えてください。どういうところを大規模団地と言っ

ているのか。

団塊の世代が多い市内のシーアイハイツ、ディックマンション、それから

西大和団地ということで、そこを言っています。

ＵＲの団地がありますね。それがひとつ。

それと本町にありますシーアイハイツです。

それは一般のマンションですか。

私のほうから回答申し上げます。

今回課題として挙げたのが、和光市の中高層住宅に高齢化が進んでいると

いうことでございます。ひとつは前々からお話ししている西大和団地で、こ

れはＵＲの賃貸住宅です。この周辺がそうで、エレベーターがない５階建て

のもので、これが東京オリンピック前後にできております。和光



8

東内部長

説明員

では後期高齢者が多い、高齢化が進んでいる団地です。

今ご説明したシーアイハイツは、昭和 57年、58年代にできて、これが所
得層の高い分譲型のマンションです。当時はプライベート性重視とかで一部

階には止まらないエレベーターがあるとか、いろいろなパターンがあるので

すが、そこが 1600を超える世帯がございます。そこで高齢化が進展してい
ます。ここは団塊の世代が多いところです。

もうひとつは、ディックマンション。長谷川工務店等が行ったもので、こ

れが大体昭和 51、52年だったと思います。分譲マンションで、ここは団塊
の世代から少し上の世代の後期高齢者との中間の世代が多いところです。こ

こが 800世帯を超える団地になっております。
この高齢者対策としてプランの課題に挙げております。

はじめにシーアイハイツからご説明します。シーアイハイツの人口は

3,774名、うち高齢者人口は 1,253名、高齢化率は 33.2％となっています。
１人暮らしまたは高齢者２人暮らし世帯の割合は約 70％です。シーアイハイ
ツにおける要介護認定率は、6.5％です。
要介護認定者の疾患としては、認知症、脳血管疾患、廃用症候群が多いと

いう結果が出ています。こちらについては重症化予防のケアマネジメントが

必要になっていると考えられます。

シーアイハイツでは、現在治療中または後遺症のある病気として心臓病の

割合が高いという結果が出ていました。これは将来的な要介護のリスク要因

になると考えられます。

シーアイハイツの課題１ですが、栄養改善リスク者、低栄養の方が多いと

いうことがあります。高齢者２人暮らし世帯が多く、バランスの良い食事を

とることが困難なのか、このままでは調理能力が低下します。虚弱や生活機

能の低下に伴い、認知機能の低下が懸念されます。介護予防のために自立支

援のための「食の自立支援」で個別の栄養マネジメントを作成したり、認知

症予防のプログラムが必要ではないかと考えます。

続きまして課題の２ですが、例えば疾病を抱えた１人暮らしの方が病院か

ら退院後に自立した生活を送りたいといった場合に、１人暮らしでは見守り、

声かけをする方がいません。服薬ができない、買物に行けないなど、治療も

行けません。よって介護者がいないと自宅で生活できないということになっ

てきます。

ただ一方で、自宅での生活を希望している高齢者は約８割となっています。

施設入所以外の選択肢が必要になり、ケアが必要な状態であっても在宅で過
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説明員 ごしていくには 24時間定期巡回サービスが必要と考えられます。
続きましてディックマンションの現状です。

ディックマンションの人口は 917名、うち高齢者人口は 335名、高齢化率は
36.5％です。１人暮らしまたは高齢者２人暮らし世帯の割合は約 70％です。
ディックマンションにおける要介護認定率は、7.2％です。要介護認定者の
疾病分類では、認知症が多いという結果が出ていますので、重症化予防のケ

アマネジメントが必要と考えられます。

ディックマンションでは、現在治療中または後遺症のある病気のうち、脳

卒中、糖尿病、筋骨格の病気の割合が高いという結果が出ています。将来的

な要介護のリスク要因になると考えられます。

ディックマンションの課題１ですが、閉じこもり、足のケアリスク者、転

倒リスク者の割合が高いという結果が出ています。このままでは、閉じこも

りから生活不活発となり、生活機能が低下し、転倒骨折する恐れがあります。

軽度の要介護者が増え、廃用症候群による転倒骨折を予防する必要があると

考えます。介護予防のためには地域支援事業で閉じこもり予防、運動器の機

能向上のプログラムが必要と考えます。

続きまして課題の２ですが、これは先ほどと同様、１人暮らしの方が病院

から退院して自立した生活を送りたいという場合に１人暮らしでは介護者が

いないと自宅で生活できません。一方でディックマンションでは自宅での生

活を希望している高齢者は約７割います。施設入所以外の選択肢が必要であ

り、ケアが必要であっても在宅で過ごしていくためには 24時間定期巡回サ
ービスが必要と考えます。

最後になりますが、西大和団地の現状です。

西大和団地の人口は 2,880名、うち高齢者人口は 1,036名、高齢化率は
36.0％です。１人暮らしまたは高齢者２人暮らし世帯の割合は約 70％です。
西大和団地における要介護認定率は 8.0％です。要介護認定者の疾病分類で
は、認知症が多いという結果が出ていますので、重症化予防のケアマネジメ

ントが必要と考えられます。

西大和団地では、現在治療中または後遺症のある病気のうち、高血圧、目

の病気の割合が高いという結果が出ています。将来的な要介護のリスク要因

になると考えられます。

続きまして課題の１ですが、脳卒中ハイリスク者、肥満の割合が高い、ま

た運動習慣のない方の割合が高いことから、バランスの良い食事を用意する

ことが困難なのか、高齢者世帯でこのままでは調理能力が低下します。生活

機能の低下に伴い、認知機能の低下が懸念されます。介護予防のための地域
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説明員

高橋会長

事務局

支援事業では、自立支援のための「食の自立支援」で個別の栄養マネジメン

トを作成したり、認知症予防、運動器の機能向上プログラムが必要ではない

かと考えます。

続きまして課題の２ですが、疾病を抱えた１人暮らし、または病院から退

院してきた１人暮らしの方が自宅での生活を送りたいといった場合には、１

人暮らしでは介護者がいないと自宅で生活ができません。一方で西大和団地

では自宅での生活を希望している高齢者が約７割いました。ケアが必要であ

っても在宅で過ごしていくためには 24時間定期巡回サービスが必要となり
ますが、既に西大和団地では整備済みとなっています。

しかし、課題としまして急速な高齢化に対応していくためには 24時間定
期巡回サービスが、高齢化に伴い需要が増加することが見込まれます。今後

は定員数を増やす等の対策が必要となります。

現行の緊急通報システムは、協力者の高齢化により見守りする方が不足し

ているため、今後は 24時間定期巡回事業者に現行の緊急通報システムを委
託していきたいと考えています。

また西大和団地をモデルとしますＵＲ都市機構の団地再生計画との整合性

の確保も必要と考えます。以上です。

ありがとうございました。質問は後ほどいただくことにして、もうひとつ、

第６期長寿あんしんプラン基本目標、基本方針案についてご説明をお願いし

ます。

では、第６期長寿あんしんプラン基本目標、基本方針案についてご説明を

させていただきます。

お手元の資料３をご用意ください。こちらのほうは、上段に第５期、下段

に第６期の基本目標、基本方針の案を掲げております。

第６期の基本目標及び基本方針につきましては、介護予防、自立支援型ケ

アマネジメント、地域包括ケアといった和光市における従来からの取組みを

踏まえ、第５期計画の基本目標を継承し、今担当のほうから２点ほどご説明

をさせていただきましたが、それぞれの課題の解決を図ること、及び医療介

護総合確保推進法を受けて、さらなる発展を目指し、第６期の目標、方針案

を示しております。

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」としております。こちらは地域包括ケ

アシステムの確立により、重度となっても在宅で暮らし続けるため仕組み作
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事務局 りを行い、在宅介護の限界点を高めることを目的としています。

次に基本方針のほうに移らせていただきます。１点目は、「介護予防及び要

介護度の重症化予防の推進による改善度アップ」。こちらは要支援・要介護認

定者に対する自立支援型ケアマネジメントと介護予防事業の実施により、現

状で約 40％の方が介護保険から卒業していくという背景がございます。それ
を踏まえ、コミュニティケア会議のさらなる機能強化を図るとともに介護保

険法第２条第２項及び第４条の趣旨を踏まえ、介護予防、重症化予防に取り

組み元気高齢者の多い街を目指してまいります。

基本方針の２点目は、「居宅介護の限界点を高める在宅介護・医療の連携推

進及び入退院時の効果的な連携」です。こちらは医療機関や施設との入退院

時の効果的な連携体制、それと医療と介護の連携等、及び地域の中で高齢者

をチームケアで支える体制を地域ケア会議で調整し、継続的な療養管理・指

導をチームとして目標としていくことを想定しております。

次に３点目の基本方針で、「地域密着型サービスの整備と地域交流スペース

の活用等による介護予防・日常生活支援総合事業の充実」。こちらにつきまし

ては、認定者のケアの部分で必要となってきます地域密着型サービスの基盤

整備と地域の介護予防実施場所としての地域交流スペースを一体的に整備し

介護予防・日常生活支援総合事業の充実につなげてまいります。また介護予

防・日常生活支援総合事業の実施に当たりましては、介護予防サポーターを

活用し、和光市ならではの事業形態を構築していきたいと考えています。

次に基本方針の４点目で、「自立支援を基本とした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」。こちらにつきましては、和光市の哲学で

もある自立支援型ケアマネジメントの推進と貧困、弱者の救済だけでなく、

生活自立支援を基本とし、個人支援のための多職種・多制度連携による包括

ケアマネジメントを推進してまいります。

基本方針の５点目、「認知症を有する高齢者の全ての状態に対応できる地域

体制の構築」。こちらにつきましては、生活機能は自立しているが、もの忘れ

等の軽度の認知症状があるＭＣＩレベルから介護が必要で徘徊、被害妄想な

どのある周辺症状があるＢＰＳＤレベルまで、認知症状がどのような状態に

なっても、市内でケアを完結できるよう、認知症ケアパスを推進していきま

す。

最後６点目です。「高齢者介護・障害者福祉・子ども子育て支援・生活困窮

者施策を一元化する統合型地域包括支援センターへの発展」。こちらにつきま

しては、高齢者福祉のほうで培ってきましたケア会議のノウハウを障害や子

供といったライフステージ、それと他制度のシームレス化を図っていくため、
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事務局

高橋会長

説明員

高橋会長

第６期の計画最終年度を目標に、統合型地域包括支援センターへの発展を目

指していきます。

なお、表現などは今後改めさせていただきますが、以上のコンセプトにつ

きましてご意見をいただきたいと思います。

ありがとうございました。非常に情報量が多くて委員の皆様も瞬時にこれ

を把握するのはなかなか難しいと思います。介護保険の現状と課題について

は、要するに何を皆さんに理解していただきたいですか。

まず高齢者数の増加に伴って認知症高齢者が確実に増加していくというこ

とです。今和光市の中で基盤整備されているところで実際にサービスを受け

られるのか、グループホームなどに入所できるのかどうかという点です。あ

と、脳血管疾患等のところでご説明したと思いますけども、やはり介護度の

重い方もたくさんいらっしゃいますので、その初期症状の段階でいかに早く

止めるかというところを分析結果からお示ししたいと考えました。

大事な論点で、実は脳血管疾患の病気は 40歳代から始まるわけですね。
あと、認知症も 40歳代から沈着が始まるんだそうです。その中で、あるリ
スクという確率計算で認知症は発症するわけです。私は 70歳ですけど、確
実に頭の中にアルツハイマーの原因物質はたまってきている。皆さんも 40
歳代くらいからだそうですから、多かれ少なかれ…。そうするとこれは早期

対応の話がものすごく重要らしいということが、これも最近どうもわかりか

けてきた。認知症を将来発症する卵の状態と、専門家は言うのですが、どち

らにころぶかわからないところで早く見つける。

もうひとつ重要なことは、勿論アリセプトとかいろんな薬はできているん

だけども、それと同時に地域の問題。やはり少しもの忘れすると自信がなく

なります。これもＮＨＫスペシャルで紹介されていますが、自分が認知症だ

と自覚する瞬間が映像に撮られ、ものすごく感動的なのですが、そこでどう

周りがサポートするか。後方支援体制がとても重要なので、ないと結構厳し

くなってしまう。本来の元気な様子をご存じだから、こんなはずじゃない、

どうしたんだと怒ること、叱責することが結構ある。そうするとまあまあと

いってどこかでそのへんを和らげてくれるような仕掛け、仕組み。

そのことは、大規模団地高齢居住者の問題、議論と多分深く関わる。まち

かど健康相談室というのは、多分暮らしの保健室的なもので作っているに違

いないのですが、どうもそういう仕掛けを作ると、それは市役所だけではち
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高橋会長

東内部長

松根委員

ょっと無理ですね。市役所の長寿あんしん課の職員が張り付くという話では

ないので、いろんなことを含めて地域のご理解というか参画をどうしたらい

いかということ。多分大規模団地では高齢化率が高いということですけど、

裏返すと元気な高齢者がたくさんいることも事実でしょう。そういう方たち

が元気であり続けていただくための仕組みづくりは、これは行政が多分仕掛

けは作ってくれるかもしれないけど、主体的には本人というか当事者だと思

います。

そういうようなことを多分事務局の方は言いたかったのではないかと思い

ます。やや敷衍させていただきました。私なりに理解したことでございます

が、委員の皆様から忌憚のないご意見をいただければと。今日は保険料につ

ながるような事業量推計も出していただいていますが、むしろきめ細かい地

域の、いつも日頃の生活の中でお感じになっていること、またお仕事の中で

お感じになっていることもあろうかと思います。是非ご意見、ご指摘をいた

だければと思います。事務局から補足はありますか。

私のほうから、今一連の説明をさせていただいたのですが、先ほど説明員

のほうからご説明した実績については、和光市の長寿あんしんプランは目標

に向かって着々と基盤整備をして、在宅の介護率も上がり、予防の効果も上

がっているということ。これについては、実績を皆様にお見せして、今度は

数に対応していくという問題になります。

その時にフォーマル系、保険給付サービスということと、会長が言われた

地域の互助力というか、その高め方をどうやっていこうかと。特に３団地に

おいては、極力要介護４・５になっても定期巡回等でケアをしていきたいと

いう方向と、健康相談室というようなものが現行西大和団地にあるのですが、

これが例えばシーアイハイツの中、ディックマンションにも併設をして、そ

こにサポーターと一定の専門職がコラボする中で一緒にやるような形。それ

を皆さんと作り上げていきたいというところです。

私はディックマンションに住んでいるのですが、ディックマンションは脳

血管の関係で介護になる人が多いとのことです。私は、西大和のまちかど健

康相談室を大体月に２回利用しているのですが、必ず行くのはクッキングと

ミニ病院、それから足腰を鍛える体操をします。ここにも出ているのですが、

是非ディックマンションにも健康相談室を作っていただけると本当にありが

たい。そうすればあそこでコミュニケーションもできるし、今ディックでや

っているのは、寝たきりゼロの会といって、老人クラブが主催して朝のラジ
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松根委員

高橋会長

荻野委員

松根委員

オ体操をやっているのですが、これは４月から 10月で終わりです。あと２、
３日で終わります。ですからあそこにまちかど健康相談室があれば、足腰を

丈夫にするというものとか、簡単な椅子に座っての体操など、ディックにあ

れが来たらうれしいなと思います。

それからあと脳卒中関係で、寝たきりとかそれに近い方がかなりディック

は多いということでしたので、定期巡回・随時対応型を期待している人が多

いのではないかと思います。

その２点、今説明を聞いて感じました。以上です。

ありがとうございました。

これらの大規模団地というのは、集会所だとかそういうのはありますよね。

例えば管理組合と協議してそういうものを活用しながらの居場所や拠点づく

りというのは可能性がありますか。

私は、シーアイハイツにおりまして、全部で 11棟あって、居住者は４千
人近くいますが、ほとんど高齢化率が高くなっています。ただ集会棟はあの

団地の割には部屋数が少なくて、そういう形で自由に使えるかというのは少

し疑問があります。一時管理組合の中でも空いた部屋を組合で借りて、それ

を使ったらどうだという話もあったんですが、向かい同士で扉をあけるとわ

かるとか、やはり居住棟は難しいかなと思います。商業棟は今のところ全部

埋まっている状態になっていますので、敷地内で場所を探すというのは厳し

いかと感じます。

ただ、どこか独立したような形のところがあれば、是非シーアイハイツに

もそういう拠点を作っていただきたいです。本当に団塊の世代が非常に多い

ので、私も 60になりましたので、そういう意味ではこれから先に健康を害
される方が増えるかなというのがあります。もうひとつは結構救急車が来ま

す。

今のところ、そういう実態です。ただ市役所が説得していただければいける

かなと。

補足しておきますと、ディックマンションにも管理棟があって、ここでは

月２、３回、吹き矢とか、簡単な体操がきますが、それは老人クラブの主催

で、やはりそこに市役所の看護師、保健師さんとか、まちかど健康相談室の

管理栄養士さんとかいて、それとサポーターの人がやる。そういうのはそう

いう大きなきちっとした組織がないとできないのではないかと思います。
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高橋会長

東内部長

金子好亘委員

東内部長

正にここは３つの団地に高齢者が塊のようにおいでになるので、そこで和

光市方式をキチンと定着させると、何よりも先ほど救急車の話が出てきまし

たが、暮らしの保健室ができると何より大きいのは、あれができると救急車

の出動が目立って減るんです。それはデータがあります。救急車は１回出動

すると６～８万円かかる。そのことによって社会の大事な資源を大事に使う

という意味で、それを呼ばなくても済むような安心。そういうものをどうや

って作るかというのはこれからの大きなテーマだと思います。

病院のほうは今救急診療がものすごく大変で、これはある意味では不採算

医療の典型的なものですから。

そういうことを含めて集中的な対応はものすごく重要だなと思います。

ということは逆に言うと、この結果をわかりやすくしたパンフレットを作

って、団地に住んでいる皆さんにお配りをして話題提供すると、せっかく委

員さんもいらっしゃるものだから団地の管理組合とかの方たちとこれを素材

に議論し合う。それこそタウンミーティングではないけども、そういうこと

もお考えになると、なんか一歩踏み出せるように、これは委員の議論だけで

はなく、是非そういうふうにしていただくといいのかなと思ったりしたんで

すが。

正にその通りでして、データの見える化による給付分析等を対象の地域、

市民全体にお示しして、そこでご意見をいただいていく。これは実践してい

きたいと考えております。

資料２の 11ページと 14ページをご覧ください。居宅サービスの訪問介護
と通所介護については、要支援１・２の予防給付が市町村事業に移行するこ

とになります、とありますが、その影響はどのように見込まれているのか、

お願いしたいと思います。

今回の制度改正で、国会で一番議論が深くいったのが要支援１、要支援２

といったところです。

和光市としては要支援１・２が年間で 40％介護保険を卒業して今でいう地
域支援事業にいっている。和光市では、今回の制度改正があっても、通常の

例えば今のデイサービスや訪問介護のところには、利用者さんが今と同じよ

うに行けます。ただそこで何か違うかというと、保険給付から委託料に変わ

ってくる。利用者さん自体は受けるサービスの内容は変わりません。ですか
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ら、今度委託料になるデイサービスから 40％は新しい地域支援事業に移行す
るという形になります。その 40％の群が相互共通のラインに来るということ
です。

地域支援事業の移行の方針などについては、この会議で後日ご報告いただ

く機会がございますか。

はい。今回保険料ワークシートの関係で、地域支援事業で国が定めた割合

がありまして、今回実施計画というか予算編成がございまして、次回の時に

地域支援事業の内容を出して、簡単に言うと委員の皆様に通所のＡ型とかＢ

型とは何かご説明をします。和光市ではＡ型の通所形態になってくるのです

が、その量とかは次回にお示ししたいと思います。

国の出している資料はものすごくわかりにくいので、そういうことを含め

て、和光の場合は卒業の話もあるし広い意味で非該当者に対するアプローチ

を非常に大事にしてきたということなので、そこも含めて全体像を次回委員

の皆さんにお示しいただくようお願いします。

資料２のページをご覧いただきたいのですが、図の３、４で、和光市は国

や県に比べて要介護認定者の割合が非常に低いとは聞いてはいますが、要介

護１・２の認定の割合は国、県に比べて多くなっている。その要因は果たし

て何なのか、そのへんについてお願いします。

２ページの積上げグラフですが、これをみると、全国、埼玉県、和光市と

みると、一番下の要支援１・２が大きく違います。これは、先ほど申し上げ

たように年間で 40％の方が介護保険から卒業したり、また戻ったりを繰り返
すといった、そういう関係がずっと続いてきているので和光市の場合少ない。

要支援１で廃用症候群、生活不活発という方は改善可能な方です。改善可

能な方なのに、単純にお掃除ができないからヘルパーさんを入れる、またデ

イサービスでも機能向上やリハビリをやればいいのにそれをやらない、とい

う方を５年、何年と積み上げていくと、自然に多くなってしまいます。これ

は全国的な問題で、要支援１・２と要介護１で 50％程度いっているというの
が今回の制度改正で見込まれた部分です。

それと介護１が和光市で多いというのは、すごく大事なポイントですが、

要介護１から通常は 1.5年から２年で、これは国のエビデンスがあるのです
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が、重症化していきます。和光市はケアプランで重症化予防が大分効いてお

りまして、要介護１に止めることができるということがあります。あと新規

の認定者もあって要介護１が多くなっているというのもあります。その分要

介護５とかは少ないという状況になっていますので、これを続けていくこと

によって、2025年までこういう数字を続けることが和光市の介護保険の持続
可能性につながっていると考えております。

もう１点よろしいでしょうか。資料２の 18ページですが、認知症対策で
す。認知症対応型通所介護は、急にではないが、将来に向かって高齢者が増

えますので確実に増えていくことが当然予想されますが、その対応について

はどのように考えておられるのか、ご回答をお願いします。

ただいまのご質問、18ページのところで、いわゆる認知症対応型通所介護、
通称名で認知症専門デイというもので、今現在市内に１か所です。これは定

員数が 15名の小規模なものです。それで和光市では、先ほど事務局からご
説明したとおり、訪問と通所と泊まりができる小規模多機能型というのを一

定度ニーズに応じて整備しています。

一方では通所型のところが１か所、今は北エリアしかないので、今後その

部分の拡充を図る基盤整備は今回ご提案申し上げております。それで認知症

専門デイと２４時間を絡めるとか、そういうことで対応できるところもござ

いますので、その点については考えているということです。

もう一方で、先ほど高橋会長からアミロイドベータのお話がありましたが、

今日は精神科医の管野院長もおられますので、ピック病というか前頭側頭葉

変性症で反社会的な行動障害が出る方とか、あと中核症状で短期記憶障害な

ど、いろんなパターンがあり、大分認知症デイの現場も混在している中で、

ケアの分類が分かれてきているという現状もあります。そういう関係で、例

えば前頭側頭葉変性症の専門デイとはいきませんが、このへんは東部中央病

院さんのデイケアとか、あとは精神疾患のデイケアと連動する形で、和光市

の認知症に対応する通所系というのは新たな専門デイの中で考えていきたい

と考えております。

私がここに呼ばれているのは、医師会の代表ということもあると思うので、

医師会として何が出来るかということを考えているのですが、介護と医療の

連携促進会議も厚労省でできています。やはり我々が地域で、例えば同じ医

療圏を、二次医療圏というよりもう少し小さな圏域で、市内でも考えていい
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と思います。

高齢の方はほとんどの方が疾患をもっていらっしゃると思います。ですか

らそこで介護福祉に、例えば医者としてどうやって地域性をみてお手伝い、

ケアができるか。今までと違って座っていれば患者様がやってくるというの

ではなく、やはり我々のほうから福祉、介護のほうに出向いていく、または

ご自宅に出向いていかなければということは常々話しています。

ですからその中で私たちがどういうふうに役立てるか、そのへんの指針を

お示しいただければ、医師会としてもできるだけ座っていないで出て行こう

と思っています。

認知症のことも出ていましたが、レビーだとか前頭側頭葉変性症とか出ま

したが、まず認知症が進まないようにする。結論はわかっていてもなぜそう

なるのかはわかっていません。ただ昔から言われているように血管性のもの

は治療、予防を進めていくことができる。ところが特定健診でもそうですけ

ども参加しない、いくら注意されても参加しない方が問題です。糖尿病は、

県のほうの疾病対策で昨日医師会に来て、透析予備軍の方達をどういうふう

に医療のほうにかからせるかということを医師会に聞いて協力してほしいと

いう依頼がありました。やはりご自分から医療なりかかっていただくか、介

護予防、これは医療予防です。我々があなた治療しなさいと無理矢理連れて

くるわけにはいかないです。それを行政の方達が特定健診も含めて、積極的

に医療が必要にならないように予防できるように働きかけていただきたい

し、特に認知症の場合、男性では血管を大事にするということが認知症、脳

血管性認知症を防ぐ第一ですので、そういう点を生活習慣病その他の早めの

処置、早めの治療ということを行政の方達も進めていただければ、我々も出

来る限り協力しようと思っています。

また少し私から指摘させていただきたいのですが、今の認知症の話ですが、

認知症のひとつのポイントは合併症問題です。これは病院がものすごく困っ

ている話ですが、この問題は非常に重要です。これは原因別でみんな要介護

の原因は１つしか統計は作れないのですが、実はそうではないわけで、合併

症がとりわけ要介護４・５の場合重要です。

それからもうひとつは、これから病院機能の整理の中で退院促進が急激に

進みますので、私は皮肉な見方をしていて、今までは在院日数が長かったの

で、重度化して出てきたのが、これから理想的に言うと短期で退院してリハ

ビリテーションをやると元気で出てくる可能性がある、増えるんです。これ

まで以上に。そうなると施設の受け皿や住まいの受け皿の問題。これは川上、
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川下問題と言って、介護はある意味で医療で様々な状況が作り出されるのを

どう受け止めるかという話がありますので、そのへんが少し変わる可能性が

ある。そこを意識して議論する必要があります。

それからもうひとつは基本方針⑥で、総合地域包括ケアについては全く異

存ないのですが、何のために作るかという文言を少し補っておかれたほうが

いいので。宮本太郎さんの表現を借りると、地域包括ケアの包括化を目指し

て、とかいうのを入れておいたらどうでしょうか。それで一元化するための

統合型とすると、地域包括ケアは、単に高齢者のための施策ではなく、実は

ご承知のように地域包括の職員の皆さんは、認知症の方に閉じこもりのお子

さんがいたりというそういう調整がものすごく大きいというのは、正にそう

いう多面的な展開、地域包括ケアをやらなければならない。

要するに、今までは個人単位で考えていたのだけども、どうもそうではな

いぞということ。少子化、例えば子育ての話と介護の話を同時平行的に担わ

ざるを得ない共稼ぎの夫婦というシチュエーションは和光市ではそういう状

況が相当一般化しつつあるのではないかと思います。というようなことも理

解をしていただけるようなところを少し補ったらどうでしょうか。

それでは会長のほうからあった認知症の合併症については、管野先生の急

性期病院と精神科病棟が隣り合っているところもございますので、そういっ

たところで、認知症の合併症のケアを応援してもらっている部分と、次の６

期では、小規模多機能と訪問看護を合わせた複合型サービス。これは現状の

ケアを応援するという部分と、認知症の合併症に対応する小規模多機能の進

化型を作っていくことと考えています。

和光市では、グループホームは、条例において必ず医療連携加算を取りな

さいと、いわゆる看護が入った状態ということを義務付けのような形になっ

ています。そういうことで合併症は対応してまいりたいと思います。

あと、⑥のほうはこちらで説明が足りなかったのですが、これも次回に資

料を詳細にお付けします。和光市では、地域福祉計画を一番上位計画として

位置づけて、その中で高齢者がやってきた包括ケアの包括化で、今障害につ

いても来年３月までにケアプランが必要ということがあり、子ども子育ての

新制度の中で、和光版ネウボラといってフィンランドの子どものケアマネジ

メントを 10月１日からモデルで始めております。それと生活困窮者のため
のワンステップというセンターが市内に２か所家計再建とか就労支援とか、

簡単に言うと生活保護用です。その部分が既に２か所オープンしています。

将来的には先ほど会長が言われたように、世帯問題でかなり類推する問題が
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困難ケースで出てきている。そういう対応を含めるという話と、日常生活圏

域を統一する、同じく地域ケア会議でアセスメント、課題抽出とプラン化、

それとモニタリング。すべてにおいて、介護医療連携を含めてやっていく。

そこに経済的支援も含めた形でやっていく統一型包括支援センターを 29年
度末までに作っていきたいと考えています。

例えば、地域包括支援センターと障害者のセンターを統合する。そのため

に前段として保健福祉部でも新たに福祉政策課を作ってそこで相談の複数化

したものを調整担当を置いて業務を行うことにしています。これについては、

子どもの計画、障害者の計画すべてにおいて⑥の基本方針を定めますので、

これは詳しいものを次回ご説明いたします。

それでは引き続きまして、介護保険事業の実績と課題につきまして、いろ

んなご質問、ご回答をいただきました。今後市民、議会の議員の皆様にご理

解いただく、もちろん委員のみなさんにもご理解いただくということでいけ

ば、より読みやすい、わかりやすいものにして、計画の意図が伝わるような

趣旨分など、今日もいくつかご指摘もいただいております。そういうものを

含めまして今後事務局と完成版を目指して作業を続けます。事務局との調整

は、会長の私にご一任いただくということでご了解をいただけますでしょう

か（異議なし）。

それでは第６期介護保険サービス事業量推計と保険料について、事務局か

らご説明をお願いします。

では進行についてご説明させていただきます。これにつきましては事前に

お配りしています資料２を用いまして要支援、要介護認定者数と介護サービ

ス利用者数の推計をご説明いたします。

次に本日お配りしています資料４及び資料５を用いまして、第６期長寿あ

んしんプランのグランドデザインについてご説明申し上げます。

そして最後になりますが、本日お配りしております資料６、７を用いまし

て第６期保険料基準額の見込みをご説明いたします。

それでは、要支援、要介護認定者数の推計と介護サービス推計量というこ

とでご説明させていただきます。資料２を用いましてご説明します。

まず１ページをお開きください。こちらについては拡大したものを用意し

ています。人口推計結果ということですが、26年度現在で 80,077人という
ことですが、毎年少しずつ伸びていきまして、37年度には 6,600人くらい増
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説明員 えるとの推計結果が出ております。

このうち、高齢者人口に特化したものをこちらに出しております。26年度
現在 13,129人になっているのですが、32年度、37年度では 15千人を超え
ます。ここがポイントで、今２つに分けているのですが、上が 75歳以上の
後期高齢者、下が 74歳以下の前期高齢者の区分で、段々後期高齢者が増え
てきまして、37年度にはむしろ後期高齢者のほうが多くなるということがわ
かります。

続きまして、認定者数の推移ですが、この左側の数字が第５期計画の自然

体で出したもの、隣の真ん中がそれに対して予防措置を講じた場合の数字、

右側が実績です。24年度、25年度、26年度と、徐々に計画見込みからの減
少幅が拡大していっています。これは、和光市の予防事業の効果と言えるか

と思います。また単純に数字が減少するだけではなく、財政効果に確実につ

ながっております。

続きまして、要介護区分別の構成比ですが、先ほど金子委員さんからご質

問が出てご説明させていただいたと思いますが、要支援１・２というところ

が極端に低いことがわかります。こちらについては、介護を卒業した方の受

け入れ先が地域支援事業できちん構築されていますので、それによって再び

介護に陥らないということが表れているかと思います。要介護１については

重症化防止の効果ということです。

県とか国については、要介護１までで 50％に近い水準ですが、和光市では
30％台で推移しています。
これは、和光市の 23年度と 26年度の認定率を５歳刻みの年齢区分別にみ
たものです。平成 23年度から 26年度にかけて確実に認定率が低下していま
す。和光市の方針としまして、介護認定を少しでも遅らせたい、遅らせるこ

と、元気な高齢者を増やしていくことが目標ですので、端的に申し上げます

と、例えば 75歳の認定率を 80歳くらいにもっていきたい、より低いところ
に持っていきたいと考えています。

続きまして、認定者数の推計についてですが、これが第６期期間中の推計

になります。左側が自然体、右側が予防措置を新たに講じた場合の数字です。

当然認定者数の母数になる高齢者数が増えてきますので、通常で言えばこの

認定者数は増えていく傾向にあるのですが、これを維持ではなくてさらに減

少させていきたい。ということで、自然体の 1,520名から 1,490名といった
ところを目標値として掲げています。

続きまして、要介護区分別の認定者数ですが、こちらも認定者数自体は増

えていくのですが、それほど増えない見込みです。
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続きまして、資料の７ページから８ページにかけてです。こちらは施設居

住系サービスの利用者数の見込みになります。先ほどから認知症のことが出

ておりましたが、８ページに認知症対応型共同生活介護、グループホームの

将来推計ですが、27年度 100名、その後 108名、117名ということになっ
ておりますが、現在和光市のグループホームの定員数は、90名ですので、第
６期中の早急な整備が必要になってくるかと思います。

続きまして、９ページですが、在宅サービスの対象者です。計算方法とし

ては、人口推計結果に年齢階級別の認定率をかけて、それから施設居住系サ

ービス利用者数を引いた数が在宅サービスの対象者数になります。これに在

宅サービス利用率を乗じることによってサービスごとの利用者数、利用回

数・日数が算出できます。

それが 11ページから 19ページまでになります。訪問介護と通所介護の予
防給付の件は、先ほどのとおりで、平成 27年度から地域支援事業に移行し
ます。

この中で、１点ありますのは 18ページの地域密着型サービスで、定期巡
回・随時対応型訪問介護看護の推計ですが、年々増加する傾向にあることが

わかります。また小規模多機能型居宅介護も着実に増加をしていきます。ま

た下の複合型サービスについては、今の時点ではサービスがありませんので、

これから増設した場合にこれくらいの方が利用していくだろうという推計値

です。これらのサービスにつきましては、認知症の重症化ですとか、重度の

方に向けたサービスになっておりますので、高齢者が適切なタイミングでサ

ービスが受けられるように、第６期期間中に整備していくことを検討してい

きたいと思います。

それでは引き続きお願いします。

よろしくお願いいたします。

私のほうはお手元の資料４、資料５でご説明申し上げます。

まずは資料４からですが、こちらについては、長寿あんしんグランドデザ

インにつきまして、和光市の各エリア順に整備予定の概要をご説明させてい

ただきます。

まずは北エリアからですが、⑥の複合型サービスを併設したグループホー

ム、それから定期巡回型サービスを併設したサービス付き高齢者住宅です。

こちらについては、まず第５期計画で整備を予定しておりましたグループホ

ームですが、事業者の公募を行って事業者が決定したのですが、事業者から
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事務局 辞退の申し出があり、整備が完了しなかったため、第６期で再度整備の手続

きを進めることになったものです。この経緯について若干説明させていただ

きますが、昨年 11月の事業者の決定後、平成 25年度内の工事着手に向けて
準備をしていたところですが、急激な建築物価の高騰とそれに伴い資金調達

が困難になったといったことから事業者から辞退の申し出を受けたところで

す。辞退の申し出とともに、同じ時期に事業者が川越市内で介護保険の不正

請求をしたため、これらの事情を勘案して、辞退やむなしという判断により、

第６期に引き継ぐという判断になったものです。

なお、新たな整備におきましては、必要性を勘案した上でサービス付高齢

者住宅または地域密着型介護老人福祉施設、いわゆる小規模特養の整備を検

討するものとしております。

またこれらの施設に併設される定期巡回サービスにつきましては、埼玉病

院の病棟開設と同時整備を検討するものとし、ここに挙げたものです。

北エリアの介護予防・地域交流拠点につきましては、介護予防や地域にお

ける相談支援を行う拠点として、北エリアにも整備していくということで挙

げています。

続きまして、表の中段の中央エリアについてご説明申し上げます。

まず中央エリアにおいては、認知症レベルが高い方を地域において受け止

めるための方策として、小規模多機能型居宅介護を併設したグループホーム

18人分、２ユニットを整備します。
それから２番目には、シーアイハイツに整備する定期巡回サービスにつき

ましては、先ほどご説明しました３団地の課題解決に向けた方策として整備

を進めるものです。一番下の段には、介護予防・地域交流拠点として、先ほ

どご質問もございましたが、先行して西大和団地に開設しておりますまちか

ど健康相談室のように、気軽に相談であるとか、介護予防事業に参加するこ

とで、１団地化した中高層住宅特有の課題を解決するために第６期では積極

的な取組みとして挙げているものです。

最後に南エリアですが、こちらは表の⑱サービス付高齢者住宅。こちらも

第５期未整備分としているところですが、こちらにつきましては、第５期計

画において、住まいの自立が困難な低所得者向けの住宅確保策として家賃６

万円以下の低額のサービス付高齢者住宅を整備するため、昨年８月に事業者

の公募を行ったところですが、エリア内において事業用地となる敷地を確保

することが困難になったことなどの理由によって、事業者を確保することが

できずに第６期計画で持ち越しとなったものです。こちらにつきましては、

その後事業者の選定方式を随意選定に改め、保育園などの施設を併設する提
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案をした事業者を優先的に選定することとし、現在も引き続いて事業者の参

入交渉を継続しているところです。

そして、定期巡回サービスと介護予防・地域交流拠点については、シーア

イハイツ同様、ディックマンションの課題解決に向けた地域拠点として位置

づけたものです。

以上が整備予定ですが、資料５につきましては、今申し上げました整備の

一覧を市の地図に落とし込んだものです。各圏域ごとに既に整備されている

ものにつきましては、その場所と種類を示していますが、第６期計画の整備

予定のものについては、シーアイハイツとディックマンション以外は整備す

る場所がまだ決まっていませんので、それは外側に表示してあります。

引き続き保険料について説明をお願いします。

それでは第６期の保険料の見込みについてご説明させていただきます。

追加資料２、資料６、資料７をご用意いただけますでしょうか。

追加資料２につきましては、第６期保険料算定にあたりまして、第５期か

らの上昇要因、減少要因とまとめたものです。

上昇要因といたしまして、高齢者人口増加に伴う要介護認定者の自然増、

高齢化の進行による要介護認定者の介護度悪化、第１号被保険者の負担割合

の変化（第５期では第１号被保険者の割合が 21％だったものが第６期では
22％に）、それと地域区分の見直しによる加算（現行の経過措置６％が現行
の２級地 15％に）があります。
次に減少要因としましては、介護予防等による要介護度の改善・維持、一

般高齢者の身体・生活機能の低下防止、地域包括ケアシステムによる居宅介

護サービスの推進によるサービス費の適正化、それらを踏まえた基金の充当

等です。

これらの上昇要因、減少要因を踏まえまして、第６期の保険料の見込みと

しましては、月額 4,246円と、第５期の 4,150円に比較しまして、96円の増
額という金額で算出しています。

この 4,246円ですが、まだ不確定要素が何点かございます。今後変わって
くる要因としまして、介護報酬の地域区分の変更が考えられます。これは第

６期には２級地は 15％であったものが、16％への変更が示されています。た
だ経過措置が未定のため、第５期の２級地の 15％で算出しています。
２点目としまして、一定以上所得者の利用者負担見直しに伴う影響で、こ

ちらは一定以上の所得者の利用者負担の２割負担への引上げ、高額介護サー
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ビス費の限度額の引上げなどが検討されていますので、これらの個人負担の

見直しに伴う影響です。

３点目として、平成 27年度の介護報酬の改定、これは 12月末に介護報酬
が示されると思いますが、国の当初予算の状況では現時点で６％減という話

もありますので、減額の要因になってくるかと想定しています。

次に資料６をご覧ください。こちらが第５期と第６期の所得段階を比較し

たものになります。第６期計画では、標準の所得段階の６段階から９段階へ

の見直し、それと低所得高齢者への保険料の軽減強化が国のほうから示され

ています。

第５期における第１段階、第２段階が第６期におきましては第１段階とし

てまとめられまして、調整率が 0.3で統一されています。
一番右端に月額差が入っていますが、こちらは、第６期の 4,246円の基準
額にそれぞれの調整率をかけまして、第５期との差額を示しています。

現行の特例第３段階が第２段階ということで、基準に対する調整率も 0.5
ということで割合が下げられますので、月額の差額としては 575円下がりま
す。

それと和光市におきましては、第５期においても取り入れていたところで

すが、第５期であれば第７～10段階、第６期では第 10段階以上、いわゆる
高所得者の方については、保険者の判断による保険料設定の弾力化を実施し

ます。

最終的には、低所得高齢者に対しましては負担軽減を図り、高所得高齢者

に対しましては、所得に応じたきめ細やかな保険料の設定ということでこち

らを設定しています。

次に資料７をご覧ください。第６期の保険料、4,246円の基準額を算出し
たフローと、基準額を算定するまでのプロセスを示したものになりますので、

流れについてご覧いただければと思います。

ありがとうございました。これもなかなか難しい議論です。

これは結果を素直に理解していただくことでしかなくて、整備計画につい

ては、先ほどの大規模団地に拠点を作りたいという提案でした。

それから委員さんより議会のほうが関心があるのが、保険料だと思います

が、これはある意味では驚くべき数字です。今期は相当上がるといろんなと

ころで言われている。多分何百円できかない単位で上がるところが軒並み出

るという予測が出ていたのですが。これはなぜかというところが、追加資料

２に、自然体としては上昇する要因があるけども、和光の場合は、いろんな
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ことをやってきた。多くのところは事業者で勝手にやれみたいなところが相

当あるわけで、とりわけここが重要なのは、やはり費用が高い施設について

は、和光市の見識でやってきたというのは、これは大変重要なところです。

段々地域密着に振り替えていくという感じです。それから何よりも介護予防、

要介護度の改善、維持。これが短期的にはなかなか効果が表れない。10年や
ってきたことが相当効果が上がりだしているというのが、正に実感です。こ

れは相対的に低いところはそうですが、先ほどの団地は和光全体を反映して

いるわけですが、そういうことを含めて、自然体でそのままいかないで、政

策努力を市民の皆様の協力をいただきながらやらせていただきますというこ

とですね。

市民の協力をいただいてきたからこそこれだけのことができてきたと、説

明をうかがって思いました。

どうぞ、ご質問、ご意見を。

全国的な平均よりも和光は低いと思いますが、実際には保険料を負担する

生活困窮者の方がいらっしゃる。そうした方に対してどういう配慮を考えて

いますか。

これは先ほどご説明いただいた階層別の資料の補足説明をお願いします。

保険料全般の話をさせていただきます。今回 4,246円ということですが、
これは経過措置を最大限 15％まで見込んでおりますので、もしかしたら前回
同様レベルくらいに落ち着くかもしれません。そういう方向の中の保険料算

定になっております。

５期の全国平均が 4,972円で、今回６期が 4,246円ですので、会長からご
評価いただいたようにいろんな効果は出たと考えています。

また近隣含めて埼玉県内でいくと、軒並み 500円増は当たり前で、1,000
円以上のところも目立ちます。1,400円上がっている自治体も見受けられま
す。その中では、予防効果とか在宅介護の限界点アップの効果は出てきたの

かなと思います。

それでいきますと、資料６の１段階の方はご承知のとおり、生活保護の方

とか老齢福祉年金受給者の方なので、そのレベルでは 29円程度月額で上が
るのですが、昔の第２段階の方は月額で 801円の減です。逆に特例第３段階
では、575円の減です。つまり保険料は全体の平均でいくと 96円上がるの
ですが、低所得者については、大きく引き下げが可能になっています。それ
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で引き下げたところは、国の政策で調整率に対して充当がございますので、

そういうなかで軽減策もできるということがあります。

一方で、和光市は３年連続位で、県内の１人当たり所得が第３位以内に入

っている市です。そういうことから、高齢者の所得層もかなり高いという部

分がございまして、低所得者分とは双方イコールになるのですが、今回も 10
段階、11段階、12段階、13段階というところでは料率がかなり上がってい
ます。この分については、所得に応じたものとしてご理解を得ていきたいと

考えています。

例の２割負担問題は、保険料段階でいうとどのへんの段階になりますか。

160万円レベルですので、今回でいうと５段階の中段以上の方ということ
になります。

武蔵野市では、調査をやったら利用を減らすという回答が 30何パーセン
トという話を言っていたのですが、そのへんはどういうふうに見込んでいま

すか。

２割負担問題につきましては、現行の後期高齢者医療の負担等を合わせて

あまり和光市では影響がないのかなと考えています。一方で利用料制という

部分もあるので、今後高額サービスのニーズ調査と一緒に、最終的な保険料

を決める段階で利用者負担のところも再精査をしていきたいと思います。

これは少し筋の悪い改正なので、要するに保険料負担が高いところが利用

者負担も上がるというのは社会保険に逆行した改正なんです。いろんな政治

的なこともあったようですが…。それはそれとしてこれは国の制度でござい

ますので。

サービスの利用推計ということですが、先ほど北エリアで、サービス付高

齢者住宅の取りやめがあったとのことです。実際に今、恒常的に介護事業者

で専門職の確保が非常に大変な状況です。和光市では、そういう意味では計

画的に事業を推進して、施設の充実をやっているわけですが、数の整備はで

きたけど、実際には施設の充実感はどうか。実はほかにある現状のサービス

付高齢者住宅についても自治会に加入すると言っておきながら自治会との共

生ができない。なおかつそのなかのお医者さん、介護員の方々の実態的な中
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身が、当然市のほうでも把握されていると思いますが、運営委員に参加して

いる方に聞いても、実際に職員がくるくる変わっているなど、実態として様々

な問題がある。

ということは、やはり施設整備の中でもそういうものの充実をしていかな

いと、入った時にサービスの低下があるということは、市民がボランティア

なり、そういうサービスを一生懸命やっているところが裏切られるという傾

向を、例えば民生委員さんなり、あるいはボランティアなりで感じている人

がいるわけです。ですからそういう意味で言うと、施設の充実、職員確保と

いうのは、業者であれば当然ですが、日曜日の新聞を見ると、現状で介護、

医療、看護師の求人募集が毎週です。私も以前浦和の病院にいたのですが、

これにかかる求人費用が莫大なものなんです。

こういうことを考えると、そういう施設の整備も必要ですけど、安心して

市民が入所できるような指導を是非どこかに入れていただければありがたい

ということです。

それから、料金についても、６期では上がらないということかと思います。

実際に今努力されていて、健康でいるのが３年くらい伸びてきたという。そ

れは今の市のほうの努力によって要支援１・２の人たちが在宅で過ごせる。

ただ、これが３年たっていずれ健康でなくなるだろうと思います。その予測

を６期でみなくていいのかどうか。これらを含めて保険料のほうもかなり上

がるのではないかと感じるのですが、いかがでしょうか。

では３点のご質問だったと思いますが、まず１点目のご指摘のところは、

名詞をあげられないのですが、和光市の中で唯一まだ行政コントロールとい

うか、和光市長寿あんしんプランが踏襲されていないのがサービス付高齢者

住宅だと思っています。現在そこに集中的に私たちも介入をしています。

和光市は全体的にいったら和光福祉会をはじめ、離職率は非常に低いです。

人員確保についても、私たちは専門学校とか大学とか率先して履修関係の方

を受け入れています。そこで受け入れる反面、就職のときは応援してくださ

いということもお願いしています。そういう中で、サービス付高齢者住宅の

問題については重点的に介入をしており、ここは私も自ら今介入を始めてい

ます。

それで、北エリアにあるサ高住というのは、和光市の本来目指すべきとこ

ろが出来上がっていると思いますので、それに見合うようなところを中央エ

リアでも完成させていきたいと思っています。

もう一方、基盤整備と人材確保の問題ですが、各学校と連携するという問
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題と、社会福祉協議会とかワーカーズコープにも委託した困窮者自立支援法

の関係のセンターです。この就労支援先に今回のコンセプトの最後にあった

のですが、困窮者支援法と和光の介護事業者、障害の事業者といったところ、

ハローワーク登録以外のところも含めて、そこへのコーディネートというの

は、追加の地域福祉計画の基本方針などで掲げております。そこでニートの

群であるとか、社会保険離脱して国保で、本当は３ヶ月くらいで就職しよう

としていたのが３年くらい続いてアルバイトしているとか、それと生保とい

う流れもありますので、そこでは就労支援、家計再建をやる中で、和光市内

の事業所に就職いただく。そこで介護ばかりが好きな方ではないですから、

配食調理だったり送迎サービスだったり、いろんな部分がございます。そこ

へ障害者、困窮者自立支援センターの伴走型のケアマネジメントとそこの事

業所の社長さんや管理職への私たちのレクチャー。それを通じる中で、社会

保障循環というのか、和光の自立支援、介護給付は、和光市民で就職した方

のお給料になっていくような、そういう還元を低所得者対策でやっていって、

なんとか人材確保に対応していきたいと思います。これは長寿あんしんプラ

ンだけでなく、社協の地域福祉活動計画、地域福祉計画等で、総合的にみて

いきたいと思っています。

３番目のところですが、和光市の平均寿命と健康寿命について大分エビデ

ンス的な公式ができてきて、今回国のほうでも 10年、12年という差が出て
きました。和光市ではそれを見ながら、いわゆる寝たきり 10年なのか、寝
たきり３年なのか、そこと介護予防の効果の差を見ていきたいと思っていま

す。私たちが目指しているのは、現在 80歳になると全国では４人に１人が
要介護認定を受けているので、和光市の場合はそこが 18％とかになっている
ので、それを 2025年にはさらに５年間スライドさせていきたい。その中で、
80歳を過ぎても 15％を切る要介護認定であれば、保険料は上昇していくと
は思っておりません。高齢者人口が伸びて、認定率が低いというのは、保険

料をお支払いただいて、使う人が少ないという現状をどう作り上げるかなの

で、それを５年間スライドさせるような、それを進めるような予防効果を周

知して進めていきたいと考えています。

これは次回も議論すべきテーマだと思います。よろしいでしょうか。

資料４ですが、地域密着型サービス、介護予防拠点リストで、この一番下

南エリアの黒丸で、白子２丁目ディックマンションに定期巡回・随時対応型

訪問介護サービス、同じく介護予防・地域交流拠点とありますが、具体的に
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松根委員

東内部長

高橋会長

一同

東内部長

事務局

高橋会長

どこに建てるか、設置するのか案は今あるのでしょうか。

こちらは一応案という形になっておりますので、具体的にその敷地内に建

てるのか、あるいは荻野委員が言われたように自治会、マンションの管理組

合等と相談しながらやっていくかということです。管理組合はじめ、自治会

さんからは、高齢化に伴う様々な問題というのは、私たちのほうにも日々ご

連絡をいただいておりますので、そこを勘案しながら対応します。具体的な

場所とかそういうのは今後になりますが、計画上そのエリア、団地内に作る

と明記しないとこれは実現できませんので、それで明記になっております。

これからだけども、必要度という視点でここに書いてあり、それが大規模

団地のレポートと深く関係があるということです。そういうことでございま

すので、これはまた計画の具体化の話はまた出てくると思います。

それでは、予定の時間も過ぎておりますので、よろしいでしょうか。

第６期計画におけるサービス事業量推計と保険料見込みについて、これも

会長一任ということにさせていただいてよろしいでしょうか。

拍手

それでは、今日の議事は終了しましたので、事務局から次回以降について

よろしくお願いします。

次回第３回の委員会の日程につきましては、１月上旬を予定しております。

日程等につきましては、近日中に調整させていただきたいと思いますので、

委員の皆様のご協力をお願いします。

今日はお忙しいなか、ご出席をいただきまして、ありがとうございました。

これからの計画の大事な方向付けにあたっての貴重なご意見でございます。

事務局と相談しながらよりよい成案にしていくという、そういう方向で次回

以降もよろしくお願いします。

それではこれで第２回和光市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。
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＜ 閉 会 ＞

議事録署名人

印

印


