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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 26 年３月 31 日現在で 79,338 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 14.5％、生産年齢人口（15～64 歳）が 69.3％、

高齢者人口（65 歳以上）が 16.2％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 歳以上になってきています。

図表 和光市の人口ピラミッド（平成 26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 26 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、高齢者数が最も多いのは本町（1,867 人）で、次いで白子２丁

目、南１丁目、白子３丁目、新倉２丁目、西大和団地が 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 35.5％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 26 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（435 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 26 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

が９割を超えて高く、次いで広沢、丸山台２丁目、西大和団地が 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 27.3％で最もひとり暮

らし高齢者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
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５．人口推計

コ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 1,000 人程度の人

口増加が続き、平成 29 年の総人口はほぼ 83,000 人、団塊の世代が 75 歳以上になる平成 37

年には 90,000 人前後、平成 47 年には 99,000 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 25 年に 15.8％だったものが、平成 29 年には 17.4％、平成 37

年に 17.3％、さらに平成 47年には 19.6％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年齢調整死亡率（総死亡）の推移をみると、和光市では継続

して低下傾向がみられ、埼玉県、朝霞保健所管内の死亡率を下回っています。

主な生活習慣病である悪性新生物、心疾患、脳血管疾患の死亡率をみると、悪性新生物は

埼玉県、朝霞保健所管内の死亡率を上回っているものの、心疾患、脳血管疾患についてはい

ずれも埼玉県、朝霞保健所管内の数値を下回っています。

図表 年齢調整死亡率の推移－１

①総死亡

②悪性新生物

資料：埼玉県「保健統計年報」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

④脳血管疾患
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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や要支援といった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２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
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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 145 人となっており、

次いで白子２丁目（132 人）、新倉２丁目（108 人）、新倉１丁目（105 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 510 人、次いで南エリアが

349 人、中央エリアが 330 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、北エリアが 9.9％

と最も高く､次いで中央エリア（9.2％）、南エリア（8.5％）の順になっています。

図表 地区別要介護（要支援）認定者数

資料：和光市資料 平成 26 年４月１日時
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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 51 人（11.1％）、中央エリアで 58

人（21.3％）増加していますが、南エリアでは 5人減（1.4％）になっています。中央エリア

では高齢化率が 18.7％と、比較的高くなっていることを反映しているものと考えられます。

各エリア別に要介護度別構成比をみると、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 23年、26年）

図表 エリア別要介護度別構成比（平成 23 年、26 年）

資料：和光市資料より作成 各年４月１日時点

資料：和光市資料より作成 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、要介護２以上については低下傾向が、要支援は横ば

い、要介護１は増加傾向がみられます。

また年齢階級別の認定率を平成 23年の数値と比較すると、女性では 70歳以上の全年代で認定
率が低下しており、全体として女性の健康度が上がっていることがうかがえます。

図表 要介護度別認定率の推移

図表 性別・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：平成 23 年は３月末時点、平成 25 年は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 25 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、今後高齢者人口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 29 年では 1,506 人、平成 37 年では 2,087 人、さらに平成 47年には 2,614 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３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、平成 20年度以降増加基調が続い

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、居宅サービスでは平成

20 年度から増加基調となっています。施設サービスは、平成 20 年度まで増加基調が続いて

いましたが、その後はほぼ横ばいとなっています。18年度から始まった地域密着型サービス

は、利用者数が顕著に増加しています。

構成比をみると、施設サービス、居宅サービスの利用者割合が低下する一方、地域密着型

サービスが顕著に伸びています。

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 20年度以降増加に転

じています。施設サービスは、平成 24年度以降減少に転じています。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、居宅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、このところ低下傾向が続いています。

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、グループホーム以外のサービスが増えてきたこともあり、低下傾

向で推移しています。

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 25 年度では「居宅介護（介

護予防）支援」が 581 人（構成比 26.4％）で最も多く、次いで「居宅療養管理指導」472 人

（21.4％）、「福祉用具貸与」352 人（16.0％）、「通所介護」345 人（15.7％）、「訪問介護」237

人（10.7％）の順となっています。「居宅療養管理指導」の伸びが顕著になっています。

一方、「訪問介護」や「通所リハビリテーション」は、このところ減少傾向が続いています。

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 25年度では「通所介護」が 19,933 千円（構

成比 34.8％）と最も多く、次いで「訪問介護」の 10,823 千円（18.9％）、「居宅介護（介護

予防）支援」7,611 千円（13.3％）の順となっています。

また、額は少ないものの、「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
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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、「居宅療養管理指導」が低下傾向になっている一方、

「短期入所」や「訪問入浴介護」「通所リハビリテーション」で上昇傾向がみられます。

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 25年度では「介護老人保

健施設」が 127 人（構成比 48.9％）で最も多く、次いで「介護老人福祉施設」93人（35.7％）、

「介護療養型医療施設」の 40 人（15.5％）の順となっています。

種類別のサービス利用者数の推移をみると、「介護療養型医療施設」の利用者数が減少し、

「介護老人保健施設」の利用者数が増加しています。

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 25年度では「介護老人保健施設」

が 33,251 千円（構成比 46.2％）と最も多く、次いで「介護老人福祉施設」23,559 千円（32.8％）、

「介護療養型医療施設」15,116 千円（21.0％）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、やはり最も高いのは「介護療養型医療施設」で、そ

の他の施設に比べて 10 万円以上高くなっています。

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 25 年度では「認知症対応型共同生活介護」が 76 人（構成比 34.9％）で最も多く、次いで

「小規模多機能型居宅介護」70 人（32.1％）、「地域密着型特定施設生活介護」56 人（25.6％）

の順になっています。いずれのサービスも利用者が伸びています。

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 25 年度では「認知症対応型共

同生活介護」が 18,999 千円（構成比 45.9％）と最も多く、次いで「地域密着型特定施設生

活介護」10,502 千円（25.4％）、「小規模多機能型居宅介護」10,250 千円（24.8％）の順とな

っています。いずれのサービスも伸びが継続しています。

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

居宅サービスでは、訪問看護や居宅療養管理指導、通所介護の利用者数が計画を上回って

いる一方、訪問介護、訪問入浴介護、通所リハビリテーション、短期入所サービス、特定施

設入居者生活介護は計画を下回っています。

また福祉用具貸与・販売や住宅改修については計画値を上回って推移しています。
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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では、比較的新しいサービスである小規模多機能型居宅介護や地域密

着型特定施設入居者生活介護が計画値を下回っているものの、増加基調は続いており、サー

ビス利用が定着してきていることがうかがえます。
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(3) 施設サービス利用者数

施設サービスでは、介護療養型医療施設が計画値を上回っていますが、介護老人福祉施設

や介護老人保健施設では計画値を下回る利用者数となっています。
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Ⅳ 高齢者生活機能調査結果からみた高齢者の現状

１．調査の概要

１）調査対象

・平成 25年 9 月１日現在、在宅の 65歳以上の方

（施設入所者及び要介護３～要介護５の方を除く。）

２）調査方法

・郵送による配布・回収

３）調査期間

・平成 25 年 11 月 7 日～11 月 20 日

（未回収者には訪問通知を送付し、民生委員による訪問により２月 13 日まで追加回収）

４）調査項目

①家族や生活状況

②生活機能

③外出

④運動・転倒予防

⑤栄養・食事・口腔

⑥記憶

⑦足のケア

⑧日常生活動作

⑨社会参加

⑩健康

⑪運動・栄養改善プログラムや保健福祉サービス

５）回収結果
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２．回答者の属性

１）認定状況

２）住宅の所有関係

３）世帯構成

４）エリア
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３．生活機能

(1) 基本チェックリスト

本調査で用いた調査票には厚生労働省の基本チェックリストの設問 25問が含まれています。そ

こでその評価結果をみてみます。

判定の基礎となる設問は下の図表のとおりで、以下の場合に地域支援事業の二次予防事業の対

象者となります。

①うつ予防の設問を除く 20問中 10問以上に該当（「生活機能全般」）

②「運動器の機能向上」５問中３問以上に該当

③「栄養改善」２問中２問に該当

④「口腔機能の向上」３問中２問以上に該当

さらに①～④に該当した対象者のうち、⑤「閉じこもり予防・支援」の(16)に該当する場合、

⑥「認知症予防・支援」の３問中１問以上に該当した場合、⑦「うつ予防・支援」の５問中２問

以上に該当した場合は、それぞれを考慮した支援が必要になります。

なお、基本チェックリストによる評価については、地域支援事業による介護予防事業対象者を

選定することを目的としているため、集計は要介護（要支援）認定者を除いて集計しています。

図表 基本チェックリスト設問

設 問（該当する回答）

日常
生活

１ バスや電車で１人で外出しています（いいえ）
２ 日用品の買物をしていますか（いいえ）
３ 預貯金の出し入れをしていますか（いいえ）
４ 友人の家を訪ねていますか（いいえ）
５ 家族や友人の相談にのっていますか（いいえ）

運動器の
機能向上

６ 階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか（いいえ）
７ 椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか（いいえ）
８ １５分位続けて歩いていますか（いいえ）
９ この１年間に転んだことがありますか（はい）
10 転倒に対する不安は大きいですか（はい）

栄養
改善

11 ６カ月間で２～３㎏以上の体重減少がありましたか（はい）
12 BMI＝体重（kg）÷身長（ｍ）÷身長（ｍ）が 18.5 未満（はい）

口腔機能
の向上

13 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか（はい）
14 お茶や汁物等でむせることがありますか（はい）
15 口の渇きが気になりますか（はい）

閉じこもり
予防･
支援

16 週に１回以上は外出していますか（いいえ）
17 昨年と比べて外出の回数が減っていますか（はい）

認知症
予防・
支援

18 周りの人から「いつも同じ事を聞く」などの物忘れがあると言われますか（はい）
19 自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか（いいえ）
20 今日が何月何日かわからない時がありますか（はい）

うつ
予防・
支援

21 （ここ２週間）毎日の生活に充実感がない（はい）
22 （ここ２週間）これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった（はい）
23 (ここ２週間)以前は楽にできていたことが今ではおっくうに感じられる(はい)
24 （ここ２週間）自分が役に立つ人間だと思えない（はい）
25 （ここ２週間）わけもなく疲れたような感じがする（はい）
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１）主要評価項目

認定を受けていない一般高齢者について各評価項目別の該当者割合をみると、「口腔機能の向

上」が全体の 17.5％で最も高く、次いで「運動器の機能向上」（13.9%）、「虚弱」（5.2%）が続い

ています。「栄養改善」の該当者は全体の 1.5%で、非常に少なくなっています。

性別にみると、運動や栄養、虚弱で女性のほうが該当者割合が高くなっています。

これを平成 22 年度、平成 24 年度に和光市で行われた日常生活圏域ニーズ調査結果と比較する

と、介護予防の対象者が多い運動や口腔ではいずれもこれまでの数値を下回っており、全体とし

て高齢者の健康度が上がっていることがうかがえます。

図表 評価項目別該当者割合

運動器の機能向上 栄養改善

口腔機能の向上 虚弱

注：H22、H24 の数値は、平成 22 年、24年に和光市で行われた日
常生活圏域ニーズ調査結果による（以下同じ）。
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運動、虚弱の該当状況を二次予防事業対象者と認定者で比較すると、二次予防事業対象者より認

定者のほうが該当者割合が高くなっており、認定者のほうが運動や生活機能全般が低下して

いると考えられる高齢者が多くなっていることがわかります。

口腔については、二次予防事業対象者のほうが認定者より該当者割合が高くなっています。認

定者では、介護（予防）サービスを利用する中で、ある程度口腔ケアも受けていることを反映し

た結果と推測されます。

図表 評価項目別該当者割合

運動器の機能向上
栄養改善

口腔機能の向上 虚弱
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二次予防事業では、運動、栄養、口腔、虚弱のいずれかで該当した高齢者が事業の対象者

となりますが、同一人が各項目に重複して該当している場合があるため、こうした重複を除

いて評価すると、全体で回答のあった一般高齢者の 27.2％が二次予防事業対象者となってい

ます。性別では男性より女性で対象者割合が高くなっています。

また、該当項目で最も多いのは口腔のみで、二次予防事業対象者全体の 42.1％（433 人）

となっており、次いで運動のみが 24.9％（256 人）となっています。

２項目以上の組み合わせで最も多いのは、運動・口腔で 9.4％（97 人）、次いで運動・口腔・

虚弱が 8.5％（87 人）となっています。

図表 二次予防事業対象者割合

図表 該当項目組合せ別割合

二次予防事業対象者
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２）その他の評価項目

二次予防事業対象者の中で､さらに「閉じこもり予防」「認知機能低下予防」「うつ予防」の項目

に該当する方は､それぞれの状況にも考慮した支援が必要になります。

これら３項目について、一次予防事業対象者を含めた該当者割合を比べてみると、最も多いの

が「認知機能低下予防」で全体の 31.1％を占め、次いで「うつ予防」（18.5％）、「閉じこもり予

防」（8.2％）となっています。

これまでの調査結果との比較では、閉じこもりの該当者割合が今回 1.3 ポイント高くなってい

る一方、うつ予防では前回を 4.4 ポイント低くなっています。

図表 項目別該当者割合

閉じこもり予防 認知機能低下予防

うつ予防
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(2) その他の生活機能

本調査では、基本チェックリスト以外の生活機能評価が可能な設問が設けられています。具体

的には、転倒リスク、認知機能、老研式活動能力指標、日常生活動作（ＡＤＬ）に関する評価が

可能となっています。

１）転倒リスク

転倒については、転倒に関する以下の５問の設問に対する回答によって転倒リスクを評価する

もので、13点中６点以上で「リスクあり」と評価されます。

図表 転倒リスクに関する設問

結果をみると、要介護・要支援認定者を含めた全体で 23.6％（男性 21.8％、女性 25.0％）が

リスク者となっています。認定者を含んでいることもあり、「運動器の機能向上」の判定よりリス

ク者は多くなっています。

これまでの調査結果と比較すると、全体で 1.0 ポイント前回の値を下回っています。

また認定を受けていない一般高齢者と要支援者、要介護者のリスク状況とを比較すると、

二次予防事業対象者では 47.6％がリスク者となっているのに対し、要支援者、要介護者では

それぞれ 70.0％、77.1％と、認定者でリスク者割合が高くなっています。

図表 転倒リスク者割合

問番号 設 問 配点と選択肢

問４・Ｑ５ この１年間に転んだことがありますか ５：「１．はい」 ０：「２．いいえ」

問４・Ｑ７ 背中が丸くなってきましたか ２：「１．はい」 ０：「２．いいえ」

問４・Ｑ８ 以前に比べて歩く速度が遅くなってきたと思いますか ２：「１．はい」 ０：「２．いいえ」

問４・Ｑ９ 杖を使っていますか ２：「１．はい」 ０：「２．いいえ」

問 10・Ｑ５ 現在、医師の処方した薬を何種類飲んでいますか ２：「５．５種類以上」 ０：５以外
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２）足のケア

ア 設問と評価

今回の調査では、日常生活圏域ニーズ調査の設問に加え、高齢者の運動機能、転倒リスク

とも関連するといわれる足や爪のケアに関する設問を設けています。

具体的には、以下の４問について、合計点が５点以上となった場合を足のケアのリスクあ

りとして評価しています。

図表 足のケアに関する設問

イ 評価結果

評価結果をみると、全体で 20.0％（男性 23.7％、女性 16.8％）が足のケアに注意が必要

なリスク者となっています。女性より男性でリスク者割合が高くなっています。

これまでの調査結果と比較すると、全体で前回より 0.5 ポイント低下しています。

認定を受けていない一般高齢者と要支援者、要介護者のリスク状況とを比較すると、二次

予防事業対象者では 33.7％がリスク者となっているのに対し、要支援者、要介護者ではそれ

ぞれ 42.0％、36.7％と、要支援者でリスク者割合が若干高くなっていますが、顕著な差はみ

られません。

図表 リスク状況－足のケア

問番号 設 問 配点と選択肢

問７・Ｑ１ 足や爪に水虫がありますか ２：「１．はい」 ０：「２．いいえ」

問７・Ｑ２ 足の皮膚の炎症、また、むくみや変色がありますか ３：「１．はい」 ０：「２．いいえ」

問７・Ｑ３ 爪の肥厚※・変形などがありますか ３：「１．はい」 ０：「２．いいえ」

問７・Ｑ４ 足の指（足趾）の血流が悪く、また機能障害などがあり

ますか
３：「１．はい」 ０：「２．いいえ」

※爪の肥厚…爪が圧迫されたりすることで分厚くなった状態のこと
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３）認知機能障害程度

今回の調査票には、認知機能の障害程度の指標として有用とされるＣＰＳ（Cognitive

Performance Scale）に準じた設問が含まれています。

設問に対する回答により、０レベル（障害なし）から６レベル（最重度の障害がある）までに

評価した結果をみると、全体の 19.4％（男性 20.7％、女性 18.4％）が１レベル以上のリスク

者となっています。年齢が高いほどリスク者割合が高くなっています。中等度以上と評価さ

れる３レベル以上は、全体で 1.7％（68 人）となっています。

これを認定状況別にみると、一次予防事業対象者では３レベル以上のリスク者は 0.7％（19

人）にとどまっているのに対し、二次予防事業対象者では 2.4％（25人）、要支援者で 2.0％

（1人）、要介護者では 21.1％（23人）となっています。

図表 認知機能障害程度に関する評価結果

①性別・年齢階級別

②認定状況別
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１レベル以上のリスク者のうち、独居、低所得、賃貸住宅入居者のいずれにも該当するの

は、今回の回答者で 16 人となり、和光市全体では 51 と推計されます。

図表 認知機能リスク者の属性別内訳

①独居・低所得・賃貸住宅

注１：認知機能リスク者は、認知機能障害程度の評価が「１レベル」以上の方

２：下段の［ ］内の人数は、全体のリスク者数の推計値（調査回答者数と要介護３～５を除いた第１号被保険者数から算出）

②日中独居・低所得・賃貸住宅

注３：日中独居は、ニーズ調査で、「日中、一人になること」が「よくある」と回答した方
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４）老研指標

本調査では、高齢者の日常生活における比較的高次の生活機能を評価することができる老研式

活動能力指標に準じた設問が設けられています。

評価尺度としては、｢手段的自立度(ＩＡＤＬ)｣（日常の家事など）、｢知的能動性｣（文章の読み

書きなど）、｢社会的役割｣（人とのつきあいなど）に分けられ、判定は、｢手段的自立度(ＩＡＤＬ)｣

については５つ、「知的能動性｣及び｢社会的役割｣については４つの設問で行っています。

全般的に大きな変化は少なくなっていますが、総合評価で男性の低下者割合が下がっています。

図表 項目別低下者割合

手段的自立度 知的能動性

社会的役割 総合評価
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５）日常生活動作（ＡＤＬ）

本調査では、認定者が調査対象に含まれていることもあり、調査項目に日常生活動作（ＡＤＬ）

に関する設問が含まれています。

内容としては、食事、ベッド（寝床）への移動、整容、トイレ動作、入浴、歩行、階段昇降、

着替え、排便、排尿の 10 項目で（問 8･Q1～11）､ＡＤＬ評価指標として広く用いられているバー

セルインデックスに準じた設問内容となっています。

各設問の配点は、バーセルインデックスの評価方法に従って、各設問で自立を５～15 点とし 10

項目の合計が 100 点満点となるよう評価しています。

結果をみると、全項目自立（100 点）の割合は、一次予防事業対象者で 83.3％、二次予防

事業対象者で 54.6％、要支援者 34.0％、要介護者 19.3％となっています。認定者の２～３

割が全項目自立で、認定者も比較的身体機能の高い高齢者が多いことがうかがえます。

項目別の自立者割合をみると、二次予防事業対象者で自立者割合が比較的低い項目は、排

尿、階段昇降、排便、歩行となっており、こうした動作から身体機能の低下が始まっている

ことがうかがえます。

図表 項目別自立者割合
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４．健康・疾病

(1) 疾病

１）有病率

今回の対象者の疾病の状況（「現在治療中または後遺症のある病気」）を、要介護原因と関連す

ると考えられる主な疾病についてみてみます。

全体では「高血圧」が 37.8％で最も多く、次いで「糖尿病」（12.2％）、「心臓病」（9.3％）、「筋

骨格の病気」（9.3％）、「脳卒中」（3.9％）となっています。

これを性別にみると、「脳卒中」「心臓病」「糖尿病」は総じて男性で多い一方、「筋骨格の病気」

は女性で多くなっています。

これまでの調査結果との比較では、男性の「心臓病」や「糖尿病」の有病率が前回調査結果よ

り高くなっています。

図表 疾病別有病率①

高血圧 脳卒中

心臓病 糖尿病
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図表 疾病別有病率②

２）脳卒中リスク

介護が必要になる原因で最も多いと言われる脳卒中、特に脳梗塞については、発症の初期

段階でいくつかの前駆症状（自覚症状）があると言われています。

今回の調査では、脳卒中の前駆症状とされている症状の有無について設問を設けています

（問 10・Ｑ４）。なお、現在治療中または後遺症のある病気として「脳卒中」と回答した方

は、脳卒中を発症する前にあった症状を聞いています。

最も多いのは「歩きにくくなった」で、脳卒中有病者で 37.3％、それ以外で 9.1％になっ

ています。脳卒中有病者で次に多いのは「片側の手足の麻痺や脱力感」（26.8％）、「ろれつが

回らなくなった」（19.6％）が続いています。

こうした脳梗塞にあることが多いとされる前駆症状については、「年のせい」「老化現象」

等の思い込みなどから見過ごされるケースも多いと考えられるため、健康教室や介護予防教

室で今回の調査結果を告知するなど、普及啓発することが、脳卒中を原因として要介護状態

になる高齢者を減少させることにつながるものと考えられます。

図表 脳卒中の前駆症状

筋骨格の病気
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また脳卒中については、その初期段階の前駆症状の有無とは関係なく、リスク要因が概ね

明らかとなっています。具体的には、年齢、性別、喫煙、肥満、高血圧、糖尿病などです。

今回の調査結果でも、「現在治療中、または後遺症のある病気」として「脳卒中」と回答し

た方とそれ以外の方の他の病気の有病率をみると以下の図表の通りとなっており、高血圧、

心臓病、糖尿病については、脳卒中有病者で有病率が顕著に高くなっています。こうした疾

病と脳卒中の関連が今回の調査結果からも明らかとなっています。

図表 脳卒中有病者の他の疾病（有病率）

また国立がん研究センターでは、そうした脳卒中のリスク要因から以下のような評価方法

によって、今後 10 年間で脳卒中を発症する確率を予測するモデルを作成しています（図表）。

図表 脳卒中発症確率算出の流れ（国立がん研究センター）

資料：国立がん研究センターHPより作成
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そこで、今回の調査結果から、発症確率算出に必要な設問に対する回答のあった 1,978 人

について、この考え方を参考に脳卒中の発症確率を試算した結果が下の図表です。年齢につ

いては 70 歳以上の評価がないため、便宜的に 70 歳以上も 65～69 歳の点数で試算しました。

結果をみると、年齢が高くなるほど発症済みや発症確率が高い高齢者が多くなる傾向がう

かがえます。今回の試算では 70 歳以上の加齢によるリスクを反映できていないため、実際の

発症確率は年齢が上がるほどさらに高くなるものと推測されます。

また認定状況別では、要介護度が重くなるほど発症済みが多くなっています。

今後国民健康保険の保健指導と連携しつつ、個々の高齢者ごとにこうしたリスクを算出し、

リスクの高い方から優先的に脳卒中予防の支援を行う必要があるものと考えられます。

図表 脳卒中発症確率の試算結果

①性別・年齢階級別

②認定状況別
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(2) 生活習慣

１）肥満

要介護の原因ともなる生活習慣病に関連する肥満の状況についてみます。

肥満指数については、BMI 値（＝体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)）によって算出し、BMI 値が 25

以上の場合を「肥満」と評価しています（18.5 未満は「やせ」）。

肥満者割合は、全体で 20.8％（男性 22.0％、女性 19.8％）となっています。男性のほうが肥

満者割合が高くなっています。

これまでの調査結果との比較では、男性で肥満者割合が前回の値より 2.2 ポイント高くなって

います。認定状況別にみると、二次予防事業対象者が 23.7％と、比較的高くなっています。

図表 肥満者割合

肥満は、生活習慣病など多くの疾病と関連していると言われています。そこで今回の調査

結果から、肥満と疾病との関連をみると、典型的な生活習慣病である高血圧、心臓病、糖尿病い

ずれも肥満者の有病率が最も高くなっています。特に高血圧、糖尿病は、脳卒中のリスク要因に

もなっており、介護予防の点からも何らかの肥満対策が必要と考えられます。

図表 肥満度と疾病
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２）運動

運動習慣についてみると、全体で最も多いのは「ほぼ毎日」で 31.4％、次いで「していな

い」（22.2%）、「週 2～3日」（18.9％）、「週 4～5日」（13.8％）が続いています（問 10・Ｑ18）。

性別にみると、男性のほうが運動習慣があるとする回答が多くなっています。

年齢階級別にみると、年齢が高くなるほど「していない」との回答が多くなっています。

認定状況別にみると、要介護者で「していない」との回答が 49.5％と、ほぼ半数が運動習

慣がないことがわかります。

図表 運動習慣

①性別・年齢階級別

②該当状況別
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５．介護の状況

(1) 介護・介助の必要性

介護・介助の必要性に関する設問（問１・Ｑ２）に対する回答をみると、全体の 6.3％が「現

在、何らかの介護を受けている」、6.6％が「何らかの介護・介助は必要だが、現在は受けてい

ない」と回答しています。年齢が高いほど介護・介助を必要とする方が多くなっています。

認定状況別にみると、一次予防事業対象者の 2.3％、二次予防事業対象者の 9.2％が「現在、

何らかの介護を受けている」と回答しています。一方で要支援者の 28.0％、要介護者の 10.1％

は「介護・介助は必要ない」と回答しています。こうした方については、訪問活動などによ

り早期に状態の把握が必要と考えられます。

図表 介護・介助の必要性

①性別・年齢階級別

②認定状況別
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(2) 要介護・介助の原因

「介護･介助は必要」（「介護を受けている」を含む。）と回答した方（508 人）について、そ

の主な原因をみると、最も多いのは「腰痛症」で 22.6％、次いで「高齢による衰弱」（14.4％）、

「心臓病」（13.0％）、「骨折・転倒」（13.0％）、「脳卒中（脳出血・脳梗塞等）」（11.0％）、「認

知症（アルツハイマー病等）」（9.6％）、「糖尿病」（9.1％）などが続いています。

図表 介護・介助が必要になった原因

(3) 介護者

「介護を受けている」と回答している方の介護者は、「介護サービスのヘルパー」（24.1％）

が最も多く、次いで「配偶者（夫・妻）」（13.3％）、「娘」（10.0％）、「息子」（5.2％）などに

なっています。

図表 主な介護者
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６．保健福祉サービス

(1) 利用したい介護予防サービス

介護を必要とする状態にならないようにするために利用したいサービスとしては、「足腰の

衰えを予防するための取り組みをしてみたい」が 48.2％で最も多く、次いで「認知症予防の

ために脳機能を高める取り組みをしてみたい」（29.3％）、「栄養と体力の改善のための取り組

みをしてみたい」（22.2％）、「気のあった人たちと仲間づくりをしてみたい」（21.8％）の順

になっています。

認定状況別にみると、要支援者で栄養、仲間づくり、口腔に関するサービスの利用意向が

高くなっています。

図表 利用したい介護予防サービス
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(2) 利用してみたい保健福祉サービス

利用してみたい保健福祉サービスについてみると、全体では「災害時の安否確認サービス」

が 18.6％で最も多く、次いで「食事の宅配サービス」（12.1％）、「住宅改修費助成」（10.9％）、

「家事援助サービス」（8.1％）などが続いています。

要支援者についてみると、「食事の宅配サービス」「家事援助」がそれぞれ 26.0％と、比較

的多くなっています。

図表 利用してみたい保健福祉サービス
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７．住宅

(1) 住宅の所有関係

①所有関係

住宅の所有関係をみると、最も多いのは「持家」（77.0％）、次いで「公営賃貸住宅」（8.8％）、

「民間賃貸住宅」（8.3％）の順となっています（問 1･Ｑ7）。

世帯構成別では、一人暮らし世帯で３割以上が賃貸住宅（借間を含む。）と回答しています。

図表 住宅の所有関係

②住まいの希望

今後の住まいの希望としては、「持家（現状のまま）」が 65.2％で最も多く、次いで「公営

賃貸住宅」（8.9％）、「サービス付き高齢者向け住宅」（4.0％）、「民間賃貸住宅」（3.5％）、「持

家（リフォーム）」（3.5％）、「介護保険の施設（入所）」（1.8％）の順となっています。

図表 今後の住まいの希望



53

８．エリア別の概況

(1) 二次予防事業対象者

各エリア別に二次予防事業対象者の該当状況についてまとめると下図のとおりとなります。

二次予防事業対象者全体としては、南エリアが比較的多い一方、中央エリアが少なくなって

います。個々の項目ごとにみると、運動器や口腔機能、さらには認知機能、うつなど、北エリ

ア、南エリアで比較的該当者が多くなっています。

図表 二次予防事業・該当状況
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(2) 疾病

各エリア別に主な疾病の状況についてまとめると下図のとおりとなります。

高血圧は中央エリア、北エリアで、女性に多い筋骨格の病気は南エリアで比較的多くなってい

ます。

図表 主な疾病の状況
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(3) 認知症リスク

認知症リスクについてみると、一定以上の認知症リスクがあると考えられる認知機能障害

程度区分で３レベル以上の方は、南エリアで 30人と、最も多くなっています。一方で軽度と

される２レベルをみると、北エリアが77人で最も多くなっています。

図表 認知機能障害程度区分リスク者数


