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副市長

皆さん、こんにちは。本日はお忙しいところご出席いただきまして誠にありが

とうございます。只今から第 1回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。

開催に先立ちまして、委員の皆様に委嘱をさせていただきます。本来であれば

市長から委嘱状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、代わって大野副市長より交付いたします。

（委嘱書の交付）

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、副市長よりご挨拶をいたします。

一言、ごあいさつ申し上げます。

本日は、ご多用のところ、第１回長寿あんしんプラン策定会議にご出席をいた

だき、誠にありがとうございます。また、今回委員をお引き受けいただきまし

てありがとうございます。

本来ならば、市長がご挨拶申し上げるべきところですが、公務のため出席がか

ないませんでしたので、代わりましてご挨拶申し上げます。

介護保険制度の創設から１４年が経過し、現在は、３年を１期とする、第５期

介護保険事業計画の最終年度を走っているところであります。

国では、団塊の世代が後期高齢者となる２０２５年を見据え、医療・介護・住

まい・生活支援等が一体的に提供される『地域包括ケアシステム』の構築を、

平成２７年度実施の介護保険法改正に盛り込みました。

和光市では、介護保険制度発足後の早い時期から、この『地域包括ケアシステ

ム』の構築を念頭に置いた取り組みを実施しておりまして、平成２４年度に「２

４時間定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス」を導入し、各方面から高

い評価をいただいております。

先の国会審議におきましては、制度改正に関する議論に資するため、地域包括

ケアシステムの実践例として、厚生労働大臣、総務大臣、さらには参議院の厚

生労働委員会が、和光市の取組を視察し、国が目指すシステムのモデルケース

となっております。

高齢者を取り巻く環境は、ひとり暮らしや認知症高齢者の増加等、変化を続け

ておりますが、今回策定します第６期計画では、市民の皆様が安心して 住み

慣れた地域で いつまでも暮らせる、地域の介護保障の確立を目指した 新た



事務局

各委員

事務局

会長
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な「長寿あんしんプラン」の策定に当たってまいりたいと考えております。

最後に、介護保険事業及び高齢者保健福祉事業の運営の推進の基本となる計画

策定につきまして、委員の皆様のご協力を切にお願いいたしまして、簡単では

ありますがごあいさつといたします。

副市長は他の公務がございますので、これで退席させていただきます。

議事に入る前に、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、「会長及び会長代理を置く

ものとする。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

理は運営協議会の会長が務めるものとする。」と定められております。

取扱要領に従いまして、運営協議会以外の学識経験者の中から、和光市長の推

薦により、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理

事（地域包括ケア研究会）などを歴任され、現在は国際医療福祉大学大学院医

療福祉学分野の教授をされております、高橋先生に会長をお願いしたいと思い

ます。

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、高橋会長選出ということでよろしいでしょうか。

（異議なし）

それでは高橋会長が選出されましたので、以降の進行をよろしくお願いしま

す。

（会長あいさつ）

本日は顔合わせということでありますので、事務局より委員の紹介をお願いし

ます。

それでは事務局より、事務局及び委員の紹介をさせていただきます。

（事務局の紹介）

（委員の紹介）

ありがとうございました。次に、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。名簿順でございますが、木田委員、津川委員のご両名に議



事務局

事録の署名をお願いいたします。

（傍聴者はいないので、資料回収は割愛）

それでは、会議次第に基づきまして、議題１『高齢者等の現状と将来推計に

ついて』につきまして、事務局より説明をお願いいたします。

議題１『高齢者等の現状と将来推計について』につきまして、ご説明いたしま

す。事前にお送りした資料 No.1の中から、グラフ等を抜粋したパワーポイン
トによりご説明いたします。

今回の資料はⅠ高齢者の現状、Ⅱ要介護（要支援）認定者の現状、Ⅲ介護保険

事業の現状、Ⅳ日常生活圏域ニーズ調査の結果からみた高齢者の現状の４部構

成で作成しております。Ⅰ～Ⅲについてはパワーポイント資料、Ⅳは資料No.1
でご説明いたします。

Ⅰ高齢者の現状について、H26.3月末現在の人口ピラミッドでは下部の若年層
の比重が高く、高齢化率は 16.2%と全国に比べて低くなっています。団塊の世
代はすでに高齢者に到達し、2025年には後期高齢者へ到達することで、介護
認定者が増加すると予測されております。また、団塊ジュニアはさらに多いと

いう和光市の特徴から、今後 2025年、そしてさらにその先を見据えた事業計
画が必要となります。

次に、地区別高齢者数です。和光市では市内を３つの日常生活圏域に分けてお

ります。その圏域をさらに町・丁単位で見ていくと、一団地化した集合住宅を

有する地区に高齢者が多いことが分かります。例えば、中央エリアの西大和団

地、南エリアの諏訪原団地、さらには CIハイツのある中央エリアの本町など
です。これらの地区では、ひとり暮らし高齢者・二人暮らし高齢者世帯数も多

くなっています。

人口推計では、人口は毎年 1,000人前後増加し続け、H37年には 9万人を超え
る見込みとなっています。次頁は、65歳以上に特化した資料となっておりまし
て、高齢者層を前期と後期に分けております。明らかに 75歳以上の比率が高
まっていく傾向が見て取れます。高齢化率も上昇傾向となり、37年には 17.3％、
47年には 19.6％との見込みとなっております。
次に、疾病の動向についてですが、こちらのグラフは年齢調整死亡率、人口 10
万人当たりでどのくらいの方がその疾病で亡くなっているかを示したものに

なります。全体だけでなく、各疾病ともに減少・改善傾向にあります。これに

関しては、介護予防、さらにその前の生活習慣病予防によるものと考えていま

す。

続きまして、これまで説明した人口の中の要介護（要支援）認定者の現状につ

いてご説明します。



認定者数の推移について、高齢者数の増加に伴い、認定者数も増加する傾向に

ありますが、グラフの下部に位置する要支援１・２の数がとても少ないことが

分かります。これは要介護１・要支援からの改善者の受け皿として、二次予防

事業が機能していることの効果です。さらには、全体としても軽度者が増加し

ている傾向にあります。また、認定率について、国・埼玉県は増加傾向にあり

ますが、和光市では一貫して減少傾向にあります。特に、直近の２年間は 9％
台半ばで推移しています。

次に、認定者数推計についてですが、こちらの数値は 25年度の年代・性別ご
との認定率に対し、人口に乗じて積み上げたものです。よって、介護度別の比

率といったところでは変わりませんが、高齢者数の増加にあいまって、着実に

増加し、37年には 2,000人を超える見込みです。ただし、これはあくまで自然
体推計であり、今後何も施策を講じなければ増加していくというものですの

で、日常生活圏域ニーズ調査やコミュニティケア会議などで課題を抽出して、

介護予防などの施策に反映していくことで、この伸びを鈍化させていきたいと

考えています。その方向性を第６期計画では明示します。

続きまして、Ⅲ介護保険事業の現状について、全体の利用状況ではサービス利

用者を施設・地域密着型・居宅で集計しています。この中で、地域密着型サー

ビスが急速に伸びていることが分かりますが、和光市では早い段階から基盤整

備を進めてきたことで、こういった地域に密着した効果的なサービスを、必要

な方に提供できております。

次に、３サービス中の居宅サービスについてですが、グラフ中の居宅療養管理

指導、少数ではありますが訪問看護が増加しています。地域密着型サービスは

いずれのサービスも増加しています。

次に、計画との対比についてですが、こちらは第５期事業計画と実績との比較

をしたもので、訪問系サービスでは訪問看護、居宅療養管理指導において、計

画の見込値を上回っており、医療的なリスクを持った高齢者が増加しているこ

とが要因の一つとなっています。また、通所系サービスでは通所介護が計画を

上回っています。

続きまして、Ⅳ高齢者生活機能調査結果からみた高齢者の現状についてです

が、ここからは事前に送付しました資料 No.1を使用します。
和光市では「健康寿命１００」という健康調査を実施しています。今回の調査

は、在宅高齢者の中で 5,000人を抽出しています。有効回収率は 78.8％となっ
ており、未回収の方につきましても、訪問等による回収に努めております。調

査項目は、厚生労働省の基本チェックリスト設問 25問を使用しています。
調査結果につきましては、限られた時間の中ですので、ご一読いただければと

思います。



会長

今回ご説明いたしますのは、第５期から追加となった２点です。

まず、認知機能障害程度についてですが、認知機能の障害程度を評価する指標

としてＣＰＳというものを使用し、７つのレベルでその程度を評価していま

す。

性別・年齢階級別を見ますと、加齢に応じてレベルが上昇していることが分か

ります。次に、１レベル以上のリスクありと判定された方の中で、独居・低所

得・賃貸のそれぞれの条件を満たす高齢者及び日中独居の同条件の方を調査し

た結果、順番に 16名（推計 51名）、23名（推計 73名）にのぼることが分か
りました。こういった条件の方は閉じこもりや経済的理由で適切な医療を受け

ていないなどのリスクが高い方です。和光市では、今後増加が予測される認知

症高齢者に対して、いかに早く発見し、適切なタイミングで適切な処置をとる

ための機能強化を目指していきたいと考えています。

次に、脳卒中予防についてです。脳卒中は介護が必要となる原因疾病の中で最

も多く、とりわけ脳梗塞は前駆症状があると言われています。今回の調査では、

脳卒中症状があるとお答えいただいた方の中で、脳卒中になる前にどのような

症状があったのか確認したところ、「歩きにくくなった」「片側の手足の麻痺や

脱力感」「ろれつが回らなくなった」などが上位でした。こういった前駆症状

が出た段階でいかに早く医療につなげるかがポイントとなるので、その普及啓

発に努めていきたいと考えています。また、国立がん研究センターでは、年齢・

性別・喫煙の有無・肥満度・糖尿病・血圧を見ていくことで発症確率をを算出

するための予測モデルを示しており、今回このモデルによる試算を行いまし

た。脳卒中には元々性別による性差があるので、男女間では開きがありますが、

加齢によって発症確率が高まっていることが分かります。

今後和光市では、前述の認知症・脳卒中に関して、迅速に重症化予防につなげ

ていけるような施策を、第６期において重点的に講じていきたいと考えており

ます。

以上が議題１の資料説明になります。

今の説明に対して、ご意見・ご質問はございませんか。

認定率 10％を切っている市町村は全国的には珍しい。平均は 18％台。奄美大
島の龍郷町では、地域の支え合いなどの活動を徹底的に継続実施して、27％か
ら 16％に落ちたという報告を聞き、地域の暮らしやすさなどを追及していくこ
とがこういった結果につながると感じました。

大都市部で急激に高齢化が進む中で、脳卒中・認知症予防まで実施していこう

というのが和光のアプローチということです。３週間ほど前にＮＨＫスペシャ

ルで認知症特集を行っていたが、認知症は生活習慣病の予防と関係が深いとい



事務局
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うことが分かり始めてきたようです。例えば、アルツハイマー型は脳の糖尿病

に近い状態にあり、インシュリンを脳に入れることで高い治療効果が望めま

す。心臓病薬によって早期段階での治療効果があります。イギリスはこういっ

た治療によって 70・80歳代の認知症の発症を遅らせることに成功しています。
先ほどご提起のあった早期段階での認知症の発見、ファーストコンタクトとし

ての医療措置が重要であり、今回の介護保険法改正で医療との連係があげられ

ていますが、これまで県単位だったものを市町村単位で連結していくことがと

ても大きなテーマとなっています。

こういったことも踏まえて、ご意見・ご質問はありませんか。

和光市では団塊ジュニアの人口流動が激しいのではないか。

政策会議でも議論にあがっており、５０歳までの方の流動率が非常に高くなっ

ています。賃貸住宅によって流動性の高い町としていくのか、それとも４ＬＤ

Ｋなどの物件を基盤整備して和光市に住み続けていただくのかを検討してい

ます。

和光で介護予防を実施しても他市へ流出していくということも考えられ、非常

に悩ましい問題でもあります。

他になければ、また後でいただければと思います。

それでは引き続き、議題２の『第６期計画の方向性について』につきまして、

事務局より説明をお願いいたします。

それでは議題２について、「国の制度改正について」、「第６期介護保険事業計

画の方向性について」「今後のスケジュールについて」の３点をご説明させて

いただきます。

まず１点目は「国の制度改正について」です。2025年に向け、第５期で提唱
した地域包括ケア実現のための方向性を継承し、在宅医療・介護連携等の取り

組みの本格化、2025年までのサービス給付・保険料水準を推計して中長期的
な施策の展開を図る、という方向性が国において打ち出されています。

地域包括ケアシステムの構築により、高齢者が入退院前後も含め、住み慣れた

地域で生活を継続できるよう、介護・医療・介護予防・生活支援の充実を図り

ます。そのための施策として地域支援事業を充実させます。「在宅医療・介護

連携の推進」、「認知症施策の推進」を行い、特に認知症に関しては、認知症施

策推進５か年計画の中で認知症初期集中支援チームの設置、認知症ケアパスの

作成・普及といった項目が盛り込まれています。第６期介護保険事業計画にお

いては特出しのような形で設けることになろうかと思います。さらに和光市で



はすでに実践しております地域ケア会議の推進、生活支援サービスの充実・強

化も盛り込まれております。生活支援サービスの充実・強化については、予防

訪問介護が地域支援事業に移行したことを踏まえて実施することになるかと

思います。

重点化・効率化としまして、予防給付の内、訪問介護・通所介護が給付から地

域支援事業に移行しますが、従来の介護予防訪問介護が訪問型サービスへ、介

護予防通所介護が通所型サービスへ、一次予防・二次予防事業が一般介護予防

事業に移行し、これらが市町村事業として２９年度までにすべての市町村で実

施されることとなります。重点化・効率化の２点目として、特別養護老人ホー

ムの新規入所者を要介護３以上に限定するとされています。実際に和光市にあ

る特別養護老人ホームは６０床ですが、その内で要介護２以下の方は若干名と

なっております。以上が、国の制度改正に関する説明になります。

引き続き「第６期和光市介護保険事業計画の方向性について」をご説明させて

いただきます。策定会議資料 No.3とその追加資料「第６期長寿あんしんプラ
ン【論点整理】」をご覧ください。

まず認知症高齢者の増加に向けた対策ですが、増加する認知症高齢者に対し

て、どのような状態であっても、市内および日常生活圏域で対応できるケア環

境を目指して、日常生活圏域ニーズ調査（65歳以上の在宅の方を対象とし、要
介護３以上の方および施設入所者は除く）および認知症初期集中支援体制の構

築等による早期発見・早期対応を目指し、多職種連携による重症化予防を図る

一方で、認知症専門医の確定診断まで、コミュニティケア会議等を通じた、認

知症を有する者に対する適切な医療・介護サービスを提供します。【論点整理】

において、「ひとり暮らし高齢者・二人暮らし高齢者世帯等の増加から、閉じ

こもり高齢者の認知症悪化を予防するため、介護・医療サービスなど、認知症

高齢者が地域で生活するための基盤づくりが必要ではないか」「日常生活圏域

ニーズ調査等により地域課題を把握し、関係機関が共通認識の下で多職種連携

により、適切なケアマネジメントを実施していくことが必要ではないか」と論

点を挙げております。

次に、在宅医療・介護連携の推進についてですが、第５期に引き続き、医療・

介護の両方を必要とする方が、住み慣れた地域で人生の最後まで住み続けるこ

とができるよう、地域の医療機関や医師会等と連携しつつ、在宅医療・介護連

携の推進に取り組みます。この取組は、医療機関や施設との入退院にかかる効

果的な連携体制の整備（垂直統合）と、医療と介護の面的統合および地域の中

で高齢者をチームケアで支える体制の整備（水平統合）からなり、高齢者が住

み慣れた地域の中で安心・安全な生活を送ることができるよう、地域包括ケア

の提供を他職種連携により実現していきます。こちらの論点としましては、「医
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療・介護の入退院にかかる効果的な連携体制の構築が必要ではないか」「日常

生活圏域内において、高齢者をチームケアで支えていける体制の構築が必要で

はないか」としております。

次に、地域支援事業の充実についてですが、地域の実情に応じた柔軟な取り組

みにより、より効率的かつ効果的なサービス提供ができるよう、従来の予防給

付サービスと組み合わせながら実施します。国においては、要支援１・２の方

に対する介護予防給付の内、訪問介護・通所介護は平成２９年度末までに新し

い介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）に移行することとされていま

すが、和光市では第６期開始年度である平成２７年度から移行することで、地

域支援事業のさらなる充実を図ります。

次に、市内集合住宅の高齢化対策についてですが、和光市は、大規模な中高

層住宅（集合住宅や団地）が多いという地域的な特性を有しており、各日常生

活圏域内でも中高層住宅の高齢化が顕著となっています。

高齢化の進む中高層住宅では、特に、一人暮らし世帯（あるいは高齢者の夫婦

のみの世帯）で、賃貸住宅に居住し、経済的な自立が困難な方が認知症を発症

しているケースなど、適切なケアがなければ在宅での生活が困難となる方が今

後増加するものと考えられるため、課題解決のために地域を限定した集中的な

取組が必要となることから、市内集合住宅の高齢化対策による自立支援を行っ

ていきます。

最後の２点の論点としまして、「要支援者に対する予防給付の内、通所介護・

訪問介護を地域支援事業へ移行させることにより、増加する高齢者個人に合っ

たサービスの提供が必要ではないか」「一団地化した中高層住宅の高齢化対策

として、地域を限定した集中的な閉じこもり予防対策等が必要ではないか」と

しています。

スケジュールにつきましては、後ほどご提案させていただきたいと思います。

ありがとうございました。

今日のポイントは第６期の方向性と論点整理のところかと思いますが、和光市

において、今現在のサービスがどういう人達にどういう風に提供されているの

かといった資料がないので、何かすっきりとは理解できませんでした。例えば、

どこでどういう風に高齢者が施設利用しているのか、在宅では利用率がどれく

らいで何をどう使っているのか、サービスの利用状況について、専門家ではな

く一般市民にわかる資料で説明する必要がある。介護度が重くなるにつれて利

用率は上がっていくが、その内施設、居宅、地域密着型がどれくいらいいるの

か、ビジュアル的にわかる資料でなければ、今回の課題と結びつかない。もう

一つは、これからの高齢者がどのサービスを利用するのか、例えば将来的な特



事務局

会長

木田委員

養入所者の半分は老健入所者で、残りが在宅の待機者と言われているが、和光

ではどうなのか、和光では居宅サービスを厚くしているが、そういった部分を

どういう風に見える化するか、和光の高齢者はどこにいてどういうサービスを

使っているかをだれでも分かる資料として提供することが必要。その上で、こ

こが課題であるという風に結びつけて提起されるとよいと思います。

資料 No.1の追加パワーポイント資料をご覧ください。和光市では長寿あんし
んプランにおいて、日常生活圏域ごとにニーズ調査・給付分析を実施していま

す。P.20を見ていただくと、全体の数値ではありますが、25年度サービス利用
者数では居宅サービスが 60.7％、地域密着型サービスが 20.1％、特養等の施設
が 19.1％となっており、居宅と地域密着型が多くなっています。特に地域密着
型は全国的に見ても高いレベルで普及しており、小規模多機能とグループホー

ムを併設している施設が 4～5箇所、認知症専門の通所介護とグループホーム
を併設している施設が 2箇所、24時間定期巡回・随時訪問介護看護もすでに３
拠点がオープンしています。こういった基盤整備から、和光市では居宅・地域

密着型が８割をカバーする結果となっています。今回お示しした方針は、この

部分を強化していくということと、特に認知症については地域密着型サービス

で推進していくということになります。特別養護老人ホーム入所者の平均介護

度は 4.15程度となっており、基本的には要介護４・５の方が入所されており、
他市の特養入所者も 10名を切っているので、それ以外の方は居宅・地域密着
型でカバーできているということになります。認知症について、さらにＭＣＩ

という軽度レベルからメディカルレベルまで市内で完結していきたいと考え

ています。メディカルレベルは東武中央病院、和光病院において治療している

が、確定診断後は在宅が可能ならば小規模多機能で、難しければグループホー

ムで受け入れており、今後そういった部分を強化していく方針です。

ありがとうございました。非常によく分かりました。

これまでの資料は時系列のものだったが、直近で和光の高齢者がどういったサ

ービスを受けているか、要介護度別に分かりやすく解説できる資料をいただき

たい。３つの日常生活圏データで作ると、さらに身近になってよいと思います。

よろしくご検討ください。

それでは、皆様からご意見・ご質問はございませんか。

高橋会長のご意見と同じになるが、和光市では介護事業所が非常に多い。そう

いった事業所・特養などの施設をどれくらいの高齢者が利用しているのか、介

護度レベル別に示していただけるとありがたい。
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また、地区別ひとり暮らし高齢者割合について、広沢では高齢者はいないと認

識しているがどうか。

最後に、和光市では４０歳前後に流動人口が非常に多く、この部分を将来推計

における高齢者の基準として捉えるのはどうなのか。

以上について、お聞きしたい。

２つ目の質問について、確かに流動人口ではあるが、今回調べてみたところ、

団塊ジュニアが和光市に残るケースの方が多く、人口自体は増加する傾向にあ

りました。推計する上で流動そのものによる数値への影響は軽微であり、（他

指標と比較して）有意差もなかったため、加味せずそのまま推計しました。

客観的に持家・借家などのデータをとれるのであれば、一度人口の推移を整

理・分析する必要があるかと思います。和光の特徴として配慮すべき点をどう

見るか、将来予測、２０２５年の和光市民をどう考えていくのかといったテー

マの資料をお示しいただいて、議論できる機会があるといいと思います。

１つ目の質問について、広沢には自衛隊官舎やガストの裏に１棟ビルがあり、

そこに住む高齢者が計上されていたものと思われます。世帯分離により、住基

台帳から正確な居住実態を把握することが難しくなっており、官舎であっても

高齢者を呼び寄せしているケースもあります。こちらについては、また詳細に

ご報告します。

高齢者等の現状 P.30に住宅の所有関係を調査したものがあります。空き家条例
による今後の実態把握、建設部による住宅実態調査という国土交通省の調査も

あるので、そういったデータを加味しながら、若年層の持ち家や賃貸の割合ま

でお示ししていきたいと考えています。

和光市ではここ８年ほどのデータを見ると、そのまま市に残る傾向も強くなっ

ています。今後は駅北口の区画整理による人口増も見込まれるので、そういっ

た傾向も見ていきます。

資料 No.1の P.43において、脳卒中リスクについて掲載されており、介護原因
で最も多いとあるが、P.42を見ると全体の 3.9％となっており、症例としては
それほど多くないと見受けられます。また、資料 No.3第６期の方向性を見る
と、認知症は重点項目となっているが、脳卒中をそこに含めるべきかどうか、

この点についてお聞きしたい。

実際に原因疾病を見ると、脳卒中がダントツで、その後に廃用症候群が続いて
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います。また、男性ではとりわけ脳卒中が多い傾向にあります。正しくは、3.9％
の中に介護認定につながる方が最も多いということでご認識いただき、そのよ

うに訂正したいと思います。

第６期計画に脳卒中予防を重点項目として含めるか否かについては、これから

議論していただきたいと思います。事務局としては、特定保健指導の内、６５

歳から７４歳までの方に対するメッセージとして生活習慣病予防を行う動機

づけ支援と、介護予防をコラボさせていくことで、生活習慣病を有した６５歳

以上の方に対して、手のふるえなどの前駆症状などから二次リスクを予防して

いきたいと考えています。

有病率については高齢者全体の中の数を示す場合と、要介護（要支援）状態に

なった 10％の人のどれくらいが廃用症候群や認知症になっているのかを示す
場合とで、ベースとなる数字が異なるということです。

疫学的には色んな生活習慣が引き金になることが分かってきており、認知症が

連動していくことも分かってきています。生活習慣病予防を確実に実施してい

くことで発症を遅らせることができ、劇的に要介護認定率の低下に寄与してい

きます。仮に何年かで転出するとしても、腰を据えて首尾一貫した予防対策を

行っていくことが重要です。税金や保険料を大事に使っていくという趣旨も市

民に伝わります。

他に意見などはありませんか。

資料をゆっくり見ていただき、後で事務局に伝えてもらえれば、お答えしても

らえると思います。また、その中で重要なものについては次回会議でご報告し

ていただきたいと思います。

それでは、他に事務局からあればお願いします。

資料 No.5の和光市長寿あんしんプラン策定スケジュール（案）をご覧くださ
い。本日が第１回策定会議となり、８月末までにサービス見込量・保険料試算

を行います。その後、９月中旬に埼玉県へその試算状況を報告し、県との調整

を経て、見込量・保険料の仮設定を行います。１０月末に第２回策定会議を行

い、その議題としては、介護給付実績、保険福祉サービス進捗・評価、サービ

ス見込量・保険料試算結果のご提案を予定しています。また、１月初めに第３

回策定会議を行い、議題として、計画素案（新規・重点事項等）、見込量・保

険料試算結果設定、計画素案の承認、保険料の設定、新規事業の確定、公募・

エリア指定を予定しています。その後素案を取りまとめ、１月中旬以降にパブ

リックコメントを実施し、まだ日程・場所等は決定していませんが、３つの日

常生活圏域ごとの市民説明会も実施する予定です。説明会後、２月の介護保険
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運営協議会において、当初予算審議ということで議題としてかけ、３月議会に

介護保険条例を一部改正する議案を提出予定です。３月末に報告書完了という

ことで、第４回策定会議を開催します。

以上が今後のスケジュールになります。

何か質問等はありますか。

補足ですが、かなりタイトなスケジュールとなっておりますので、今回いただ

いた宿題については随時委員の皆さまに情報発信させていただいて、策定会議

開催前にご意見等を集約させていただき、会長等のご指導を賜りながら、第２

回以降に臨んでいきたいと考えています。

特に、本日の第６期の方向性の４案については資料不足も否めませんでしたの

で、現状を日常生活圏域別にし、今後の方向性についてご提示させていただき、

ご意見等をいただきたいと考えています。よろしくお願いいたします。

次回はサービス見込量の算出など、かなり具体的な中身についてご提示いただ

いてご審議いただくといった流れになりますので、事務局からしっかり事前説

明をいただきたいと思います。また、お帰りいただいてからご意見・ご質問を

事務局へお伝えいただければと思います。

それではこれで第１回和光市長寿あんしんプラン策定会議を終了させていた

だきたいと思います。本日は大変お忙しい中ご出席をいただき、誠にありがと

うございました。

＜閉会＞

議事録署名人

印

印


