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令和元年度第１回さいたま市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会議事録 

日時：令和元年８月２８日（水）１４時００分～１５時４０分 

場所：浦和区保健センター ３階 講座室 

１ 出席者：梶川会長、小松委員、大麻委員、金子直史委員、金子裕子委員、岸田委員、

関根すみ子委員、関根隆俊委員、田中委員、松尾委員、宮嶋委員、若杉委員 

２ 欠席者：坂田委員、篠﨑委員 

３ 事務局：保健福祉局 理事 青木 

長寿応援部 部長 西澤 

高齢福祉課 課長 山﨑、課長補佐 宮田、係長 村上、主事 川上、主事 

德田 

いきいき長寿推進課 課長 川角、課長補佐 小島、係長 髙橋 

介護保険課 課長 石﨑、課長補佐 百澤、係長 坂口、 

４ 議 題：（１）平成３０年度第７期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の進捗につ

いて（公開） 

      （２）第８期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定に向けて（公開） 

５ 傍聴者：０名 

６ 議 事： 

○事務局：定刻となりましたので、「令和元年度第１回さいたま市社会福祉審議会高齢者福

祉専門分科会」を開会いたします。事務局を担当いたします、高齢福祉課の村上と申し

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

本日の会議は、委員１４人中、現在１０名に御出席をいただいておりますので、「さい

たま市社会福祉審議会条例」第８条第２項の規定により、会議が成立していることを御

報告いたします。 

次に、資料の確認をいたします。本日の会議資料につきましては、事前にお送りして

おりますが、初めに本日の次第、委員名簿、席次、資料１－１ 第７期高齢者保健福祉

計画・介護保険事業計画の取組状況について（地域包括ケアシステムの深化・推進に向

けた重点的取組別）、資料１－２ 第７期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の取組

状況について（基本分野別）、資料１－３ 第７期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計

画（区版）の取組状況について、資料１－４ 第７期高齢者保健福祉計画・介護保険事

業計画の取組状況について（介護保険施設等の整備量 等）、資料２－１ 第８期高齢者

保健福祉計画・介護保険事業計画の策定に向けて、資料２－２ 現段階における、第８

期介護保険事業計画の作成に向けたスケジュール（Ｒ元．７．２３）になります。それ

から、参考資料１ さいたま市社会福祉審議会条例＜抜粋＞、参考資料２ さいたま市

社会福祉審議会公開要領でございます。あわせて本日の次第には載せていませんが、第
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７期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画概要版、それから、セカンドライフ支援セ

ンターのチラシを配布させていただきました。過不足、乱丁・落丁がございましたら、

お申し出いただければと存じます。 

それでは、開会に当たりまして、長寿応援部長の西澤から御挨拶をさせていただきま

す。 

◎長寿応援部長：みなさんこんにちは。本年４月１日付で、長寿応援部長に就任いたしま

した西澤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

本日は御多用の中、令和元年度第１回さいたま市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科

会に、お集まりをいただきまして、ありがとうございます。日頃より本市の保健福祉行

政に対しましては、御理解と御協力をいただき、この場をお借りしまして、厚く御礼申

し上げます。 

さて、本市の人口は、昨年９月に１３０万人を突破し、本年８月１日時点では、１３

１万１，２９５人と増え続けおります。また一方で高齢化率は、２２．９％となってお

り、団塊の世代が、全て後期高齢者となる令和７年度、２０２５年には高齢化率が、２

３．８％、後期高齢者の割合も１３．９％に達することが見込まれております。 

これらを踏まえまして、本市では、人生１００年時代を見据え、定年退職後や子育て

を終えた後の人生、セカンドライフにおいて、いきいきと生涯現役として活躍いただけ

るように、様々な情報を提供する窓口として、来週の９月２日に「さいたま市セカンド

ライフ支援センター」を、浦和駅東口にオープンいたします。意欲的な高齢者のセカン

ドライフ支援や社会参加の促進をするとともに、市民一人ひとりが、いつまでも元気で

いきいきと暮らすことができる社会の実現を目指し、これからも、各事業に取り組んで

いく所存でございます。 

本日お集まりの皆様からの、忌憚のない御意見・御指導をいただきますようお願い申

し上げ、挨拶に代えさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願いします。 

○事務局：それでは、本日が令和元年度の初めての開催でございます。事務局において、

一部人事異動がございましたので、改めてではございますが、簡単に自己紹介をさせて

いただきたいと思います。 

◎保健福祉局理事：保健福祉局理事の、青木でございます。 

◎長寿応援部長：長寿応援部長の、西澤でございます。どうぞよろしくお願いします。 

◎高齢福祉課長：高齢福祉課長の、山﨑でございます。 

◎いきいき長寿推進課長：いきいき長寿推進課長の、川角でございます。どうぞよろしく

お願いします。 

◎介護保険課長：介護保険課長の、石﨑でございます。 

○事務局：併せて、担当者が同席いたしますことを御報告申し上げます。 

それでは条例により分科会長が会議の議長になることとなっていますので、ここから

の進行につきましては梶川会長よろしくお願いします。 
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△分科会長：はい。では、議題に入る前に、傍聴者の取り扱いについてお諮りたいと存じ

ます。事務局から御説明お願いいたします。 

○事務局：本分科会の会議は、市情報公開条例に基づき、（１）他の法令等により公開しな

いこととされている場合、（２）不開示情報に該当する事項について審議し、又は意見を

聴取する場合、（３）会議を公開することにより、当該会議の適切な運営に著しい支障が

生じると認める場合、以外については、原則公開となります。なお、本日の議題内容な

どについて事務局では（１）～（３）には非該当と判断しております。 

△分科会長：ありがとうございます。それではお諮りしたいと思います。本日の会議を公

開とし、傍聴を希望する者の傍聴を認めてよろしいでしょうか。 

□各委員：了。 

△分科会長：はい、ありがとうございます。それでは本日の会議の傍聴認めることといた

します。それでは、傍聴を希望する方はいらっしゃいますか。 

○事務局：本日はいらっしゃいません。 

△分科会長：はい。ありがとうございます。 

（議題１ 平成３０年度第７期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の進捗について） 

△分科会長：では、議題１ 平成３０年度第 7期高齢者保健福祉計画介護保険事業計画の

進捗について事務局から説明をお願いします。 

◎高齢福祉課長：はい。議題１ 平成３０年度第７期高齢者保健福祉計画・介護保険事業

計画の進捗について、御説明いたします。あわせて、資料１－１ 第７期高齢者保健福

祉計画・介護保険事業計画の取組状況について、第７期高齢者保健福祉計画・介護保険

事業計画概要版に沿って、御説明します。 

まず、第７期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 概要版に沿って、事業計画の

概要を説明いたします。はじめに、概要版の１ページ、１（２）を御覧ください。第７

期計画は、「地域包括システムの構築の深化・推進」を目指し、取組を進めることを主た

る目的としています。平成３０年度から令和２年度までの３年間を計画期間としていま

す。続きまして、３つの重点的な取組につきましては、概要版の３ページから５ページ

にありますように、（１）高齢者の自立支援・重度化防止の推進、（２）日常生活を支援

する体制の整備、（３）認知症施策の推進でございます。また、この計画では、７つの基

本分野を定め、全体で１５８からなる個別、具体的な事業を定めております。その中で

も、団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を見据え、地域包括システムの深化・推

進に向け、特に効果的に資する事業や相乗効果が期待できる事業につきましては、基本

分野を横断的に網羅する３つの重点的な取組に設定しているところでございます。本日

は、この３つの重点的な取組に位置付けられている事業につきまして、平成３０年度の

計画とその取組状況及び令和元年度の計画について、御説明申し上げます。 
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それでは、資料１－１、はじめに（１）高齢者の自立支援・重度化防止の推進、につ

いてでございます。 

こちらにつきましては、主に介護予防や健康づくりに関する２１事業を位置づけてお

ります。これらの事業の平成３０年度の取組状況につきましては、約半数の事業で平成

３０年度の計画を上回る実績となったほか、それ以外の事業につきましても、概ね８０％

以上の達成率となっております。今の説明のところにつきましては、資料の１ページか

ら４ページ目までに掲載されております２１の中で、約半数の計画で上回る実績となっ

たほか、それ以外の事業につきましても、概ね８０％以上の達成率となりました。 

また、計画値を下回った事業でございますが、まず１ページの方は、№５の「成人歯

科健康診査」につきましては、計画策定後の平成３０年度に健診内容が見直され、後期

高齢者については、別の検診において、口腔機能の検査ができるようになったことに伴

い、成人歯科健診については、受診者が減少したと所管課から報告を受けております。

次に２ページ目の、№１９の「ますます元気教室」及び３ページ目にございます、№２

２の「すこやか運動教室」につきましては、計画値の７、８割程度の実績となっており

ます。これらの事業は市民が介護予防に取り組むきっかけとして位置付けた事業でござ

います。減少した理由として、介護予防等に興味・関心があり、既に教室に参加した方

が、教室修了後、自主グループでいきいき百歳体操の活動を行うようになったこと、そ

れに代わる受講者として現在関心を持っていない未参加者への周知がこれからの課題と

なっていることなどが考えられます。現在、市の教室以外に高齢者が主体的に取り組む

介護予防の活動を推進するとともに、今後増加していく高齢者に対し、介護予防の必要

性を御理解いただき、積極的に取り組む機会を提供するため、引き続き、ますます元気

教室及びすこやか運動教室への参加を呼びかけてまいりたいと考えております。  

続きまして、２ページ目にあります、№２１の「健口（けんこう）教室」につきまし

ては、平成３０年度の実績が計画値の約７割となっております。この事業につきまして

は、周知方法が課題と認識しておりますので、より効果的な周知を検討していくととも

に、事業内容についても見直しを進め、多くの市民に参加いただくように努めてまいり

たいと考えております。 

次に５ページ、（２）日常生活を支援する体制の整備、についてでございます。こちら

につきましては、高齢者の社会参加による住民相互の助け合いや、生活支援の担い手育

成、高齢者のセカンドライフ支援等に関する３７事業を位置づけております。これにつ

きましては、５ページから１２ページ目までになります。これらの事業の平成３０年度

の取組状況ですが、定量的な評価が可能な事業については、概ね半数程度の事業で当初

計画を上回る実績となったほか、それ以外の事業につきましても、概ね８０％以上の達

成率となっており、順調に推移しているものと認識しております。また、定性的な計画

指標としていた事業についても概ね計画通り進捗を図ることができました。 
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計画値を下回った事業のうち、１２ページの№９２の「介護者カフェ」につきまして

は、地域包括支援センター等に確認したところ、補助要件を満たせる団体が少ないとの

意見を頂いたところでございます。そのため、地域包括支援センターが開催する介護者

サロン等の充足を行いました。今後は、介護者カフェ運営団体があるか調査を行い、介

護者サロンと介護者カフェの各事業の役割分担などを踏まえ、介護をする人の心身の負

担を軽減する方策について検討してまいりたいと考えております。 

続きまして、１３ページの（３）認知症施策でございます。こちらにつきましては、

概要版５ページにあります「さいたま市の認知症施策の概念図」にある事業を中心に、

２２事業を位置づけております。これらの事業の平成３０年度の取組状況につきまして

は、半数以上の事業において、平成３０年度の計画を上回る実績となったほか、それ以

外の事業につきましても、概ね８０％以上の達成率となっております。 

計画値を下回った事業のうち、１３ページの№７２の「もの忘れ検診」につきまして

は、平成３０年度の実績が計画値の約７割となっております。この事業につきましては、

平成３０年が６５歳以上の奇数年齢の方を対象とした本格実施の初年度であり、事業周

知が課題と認識しておりますので、より効果的な周知を検討していくとともに、多くの

市民に受診いただけるように努めてまいりたいと考えております。 

１７ページの№８７「認知症相談」につきましては、平成３０年度の実績が計画値の

７、８割程度の実績となっております。この事業につきましては、認知症の相談先の一

つとして、認知症や介護に関して電話相談や専門医相談を実施しています。この事業は

旧大宮市時代を含め通算で２０年以上実施しており、前々年度の２９年度は計画値を超

える相談をいただいております。昨年度計画値を下回った明確な理由は、現時点では分

析できておりません。認知症人口が今後も増え、相談ニーズは十分あると認識しており

ますので、今後の推移を注視するとともに、周知に努めてまいりたいと考えております。 

以上が、地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた重点的な取組の平成３０年度の

進捗状況でございます。全体的に概ね計画に沿った進捗が図られているものと認識して

おりますが、計画値を下回った事業はもとより、それ以外の事業につきましても、随時、

必要な見直しや改善を図りながら、着実な進捗が図られるように努めてまいります。な

お、重点的な取組に位置付けた事業以外の進捗状況の説明につきましては、時間の都合

上割愛させていただきますが、お手元に配布いたしました資料２－２、１－３において、

基本分野別に整理しておりますので、後ほど御確認いただければと存じます。説明は以

上です。 

△分科会長：それでは、ただいま御説明いただいた内容につきまして、御質問や御意見等

はございますでしょうか。 

□関根隆俊委員：成人歯科健康診査について、どこで行っているか全くＰＲがされていな

いですよね。どのように宣伝しているのか、その点についてまず１点。 
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それから、２ページの№８のシルバー元気応援ショップですけれども、カードを見せ

れば５％割引してくれるだけど、こういう制度があること自体、チラシ・ポスターそう

いうもので配布しているって言ってますけど、皆様は知っていますか。店の名前を知っ

ていますか。ほとんど知らないのです。実際どこにどういうふうに配布したか教えてく

ださい。 

次に、４ページの№４１高齢者サロンですが、この補助金はだいたい一か所幾らぐら

い、どのように補助されるか教えてください。 

５ページの№１１ねんりんピックですが、実際、ねんりんピックに行って、成績がわ

かりません。また、このねんりんピック自体がわからない。例えば、団体に入らないと、

ねんりんピックに出られないなど、そういうことについて教えてください。 

それから、次に９ページ、№４９地域包括支援センター（シニアサポートセンター）

に関係して、なんでも地域包括支援センターに任せてしまっているのでは。要は、実績

がないのですけど、どんなふうに把握しているか、その部分について、教えていただけ

ればと思います。 

それから、認知症に関して、高齢者の認知症は何人いるのか、情報公開で公開されて

いると思いますけども、その部分について教えていただければと思います。そして、大

切なのは、認知症の家族への支援として、補助金等はあるのか。夫に認知症になった、

妻が認知症になった時、全くその家族は孤立してしまう。近所の人が面倒を見てくれる

わけでもない。どのように認知症の家族に対して支援があるのか。１７ページ、№８７

に認知症の相談ってありますけれど、現実はもっと深刻な問題の為、その点について、

教えてください。 

◎高齢福祉課長：最初の御質問の№５の成人歯科健康診査についてですが、こちらの周知

の方法につきましては、本日担当の地域保健支援課の同席がありませんので、後で確認

させていただきます。 

続きまして、シルバー元気応援ショップについてですが、６５歳になった方にシルバ

ーカードを市の方から封書で送らせていただいております。店舗の紹介につきましては、

ＨＰ等で御紹介しております。 

◎高齢福祉課：続きまして、４ページ目の高齢者サロンですが、こちらは、高齢者の見守

り活動と一体的に行っており、各地区社会福祉協議会に対して、実施状況から５万円を

限度に補助金を交付しております。 

◎高齢福祉課長：続きまして、５ページ、№１１ねんりんピックに関して、本年は和歌山

県にて開催となっております。開催結果としまして、実行委員会の中での、結果報告は

させていただいているところでございますが、広く皆さまに御周知を現在していない状

況でございます。 

◎いきいき長寿推進課長：続きまして、まず認知症の方の人数につきましては、平成３０

年度の３月現在で２７，７００人となっております。 
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地域包括支援センターの支援でございますけれども、毎月報告していただいておりま

す。年２回、地域包括支援センター運営協議会を開催しまして、そこで実際の状況です

とか、内容の審議をいただいているところであります。 

認知症の家族における支援につきましては、手厚く支援を行っているところでありま

す。 

◎いきいき長寿推進課：補足ですが、家族支援ということですが、各地域包括支援センタ

ーに認知症カフェを設けており、御家族の方等に御利用いただいているところでござい

ます。お互いの情報を共有し合える場所を提供しています。認知症初期集中支援チーム

いう、医師が参加するチームなのですが、平成 28年から設けておりまて、こういった形

で家族の方を支える体制を整備しています。それから、認知症の家族等を対象にしたイ

ベントに御協力いただいております。 

□関根隆俊委員：成人歯科健康診査については、分かり次第お願いします。 

シルバー元気応援ショップですが、そのＨＰを見つけることが大変なのですよ。パパ・

ママ応援ショップのステッカーがあるように、貼ったらどうでしょうか。よろしくお願

いします。 

それから、ねんりんピックは、実行委員会に任せているってことだけど、実行委員会

は一年で終わって、３月末に解散してしまう。終わったら、前回のことは分からなくな

ってしまう。実行委員会に任せるのではなく、市が独自に、ねんりんピックでこういう

成績をあげましたってことを知らせるのは、どうでしょうか。 

認知症の家族の非常に困っている状況が、どんどん増えるわけでございますね。支援

をする体制をお願いいたします。 

◎高齢福祉課長：シルバー元気応援ショップでございますが、取扱店舗につきましてはチ

ラシを貼っていただいております。ステッカーも掲示していただいているところですが、

なかなか気づきにくいとも思いますので、チラシ等について各高齢介護課の窓口にも配

架しておりますので、公民館等でも配架していきたいと思います。 

△分科会長：ありがとうございます。残るは、地域保健支援課のＰＲの仕方ですね。わか

り次第報告お願いします。他にありますか。 

□若杉委員：関根委員の話にもありました通り、軽い症状の場合や認知症になりかけの場

合については、御家族がどのように接すればいいのか。その部分が薄れているような気

がします。私どもは、まず地域包括支援センターに相談するんですが、医療に関して言

えば、平成 27年頃からさいたま市内では２つ、浦和、大宮で窓口があったかとも思うが、

与野と岩槻にはないので、相談しにくい。認知症サポーターがこれだけ養成されていな

がら、サポーターが分からないから、認知症の方、その家族にどのように配慮していっ

たらよいのか、市民の立場として教えてほしい。 

◎いきいき長寿推進課：認知症の軽い方への対応ですが、認知症初期集中支援チームはで

すね、症状が軽い方でも、ファーストタッチと言いまして、さいたま市では、重症の方
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の利用の割合が多いですが、軽い方でも利用できます。軽い方は、地域包括支援センタ

ーで相談というのが多くなっているのが現況です。 

それから、認知症サポーターですが、さいたま市では累計７万人以上おりますが、率

直に申し上げますと、認定をして、そのままでございます。こういったことから一昨年

度から、新しい認知症ステップアップ講座として新しい講座を用意しまして、認知症サ

ポーターから更に認知症について学びたいという方に、オレンジパートナーという証明

書を交付させていただいて、地域包括支援センターでのボランティアですとか、認知症

サポーター養成講座のボランティアなどを行ってもらっています。 

△分科会長：他にありますか。 

□宮嶋委員：はい。 

△分科会長：はい、宮嶋委員。 

□宮嶋委員：省略された資料１－３についてですが、区ごとの取組状況についてまとめて

ありますが、これについて質問します。まず区ごとに作成する目的についてまず１点目。

それから２点目は、誰がそれぞれの内容について作成されているのか、３点目として、

区ごとに項目が異なりますが選定基準等についてこの３点について教えてください。 

◎高齢福祉課：高齢福祉課です。まず、概要版には掲載はないのですが、本編には、区版

というものがございまして、本編１２７ページから１４７ページに区ごとの計画を位置

づけています。作成のコンセプトとしましては、さいたま市の高齢化率が２２．９％な

のですが、区ごとで一番低いところで１０％後半、高いところだと、３０％近いところ

があり、区の状況も様々でございます。こういった状況をとらえまして、各区の計画を

作成しているものです。それから作成しましたのは、各区の高齢介護課の担当職員で作

成しているものです。どういう基準で事業をなんですけれども、先ほど申し上げように、

区の特性を捉えて、区の担当者の方で選定したものになります。 

□宮嶋委員：今おっしゃられたように、これだけ大きいさいたま市なので、やっぱり各区

によって、地域差があるということだということですが、せっかくですから、各区の課

題ですとか、例えば、単身世帯が多いから見守りを強化するだとか、事業所や地域資源

が多いから活用するとか、課題とそれに対する対策を見えるような形で書いてもらうと、

こういうことをうちの区はやれるよということを見える化してほしいです。以上でござ

います。 

◎高齢福祉課：今いろいろ御意見いただきましたことにつきまして、本日は本編の御用意

が無くてすみません。特色や現状と課題を掲載させていただいております。より、明確

に分かりやすい形で第８期計画では反映させていきたいと思います。今後検討してまい

りたいと思います。 

□宮嶋委員：よろしくお願いします。 

△分科会長：はい、ありがとうございます。他に何か。 
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□金子直史委員：資料１－２ですが、２８ページ、特別養護老人ホームの整備ですが、平

成３０年度は、１か所整備できたということですが、１か所の選定の際に、案件はどの

くらいあったのか。県全体の特養の整備において、今年昨年と新設の案件がですね、非

常に少なくなっていまして。というのも、介護人材の確保を事業所が難しい状況でして、

どういった状況だったのか、さいたま市の状況はどうなのかと思いまして状況について

教えていただきたい。 

あとは同ページの№１３３の認知症グループホームについて予定では６か所というこ

とでしたけど、目標に届かなかったとのことですが、こちらの理由について、さいたま

市としてどのようにとらえているのかを教えていただきたい。 

あと、№１３１の介護療養型医療施設ですが、昨年は、その下の介護医療院への転換

が１１４床あったとのことですが、残りが１４２床だと思うのですが、この 142 につき

まして、今後、今の時点でどのような把握を予定されているのか、もし把握させていれ

ば教えていただきたい。 

◎介護保険課長：特養の整備ですが、さいたま市平成３０年度は１００床を公募しまして、

それ以上の応募がありましたので、利用者の需要を勘案しまして、整備しました。施設

について、整備予定が少ないという状況ではないところです。 

続きまして、認知症グループホームに関しまして、こちらにつきましては、実施主体

となる事業所の新たな参入がなかったためでございます。地域密着型ということもあり、

事業規模から参入が難しい可能性がうかがえます。 

続きまして、介護療養型医療施設につきましては、今現在移行の希望はありません。

そのため転換の予定もありません。 

□金子直史委員：追加になりますが、特養ですが、いくつかあがってきて選んだとのこと

ですが、どのくらいあがってきたのでしょうか。 

◎介護保険課長：こちら１００床募集して、１１４床の応募となりまして、こちらは新規

ではなく、すべて増床によるものです。増床の計画で１００床を採用したものです。 

□金子直史委員：あと、認知症グループホームですが、なかなか手があがってこないとい

うことですが、さいたま市としては、公募する前に市内の施設に対して、「公募しますよ」

とか、何かアクションは起こされたのですか。 

◎介護保険課長：直接的な周知は行っておりません。 

□金子直史委員：ありがとうございます。 

△分科会長：はい。ほかに何か。それでは、本日お配りいただいた資料１－４について、

御説明していただけるということですので、どうぞお願いします。 

◎介護保険課長：資料１－４を御覧ください。概要版においては７ページになります。表

の左側が計画値・右側が実績値となっております。まず、上の段の「介護保険施設等の

整備量」につきまして、第７期介護保険事業計画においては、平成 30年度に特別養護老

人ホームを１施設１００床、特定施設入居者生活介護を定員 100 人分の選定を計画して
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おりました。平成３０年度の実績としましては、特別養護老人ホームを１００床、特定

施設入居者生活介護は定員１０１人分を選定しており、ほぼ計画どおりの進捗となって

おります。なお、特別養護老人ホームについては既存施設の増床による整備であるため、

施設数としては増加しておりません。 

続いて、下の「主な介護保険サービスの利用者数」についてでございます。この表に

は記載しておりませんが、全ての数値を合計すると、平成３０年度の計画値が３５，７

０８人であるところ、実績は３５，９９１人となっており、差が２８３人と、若干、実

績を上回っております。サービスの種類ごとに見ると、訪問介護、訪問看護、通所介護、

認知症対応型共同生活介護が計画を上回っており、それ以外のサービスについては、計

画を下回っています。割合で見ますと、訪問看護、次いで通所介護が高く、定期巡回・

随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護が計画を下回っている実績となって

います。 

△分科会長：ありがとうございます。説明いただいた内容に対して何か御質問、御意見等

ありますか。 

□関根隆俊委員：はい。通所介護、デイサービスですが、たくさん業者があって、人材が

無くて、つぶれてしまっているのを御存じでしょうか。 

◎介護保険課長：はい。廃止届をいただいておりますので認識はしているところでありま

す。 

□関根隆俊委員：せっかく利用者がいるのに、対応する職員がいない状況なのです。そう

いったデイサービスに対して、市からの補助金とかないのでしょうか。国で決められた

予算だとか。 

◎介護保険課長：介護人材の確保については、さいたま市だけでなく全国的な問題として

認識をしていることですが、国においては処遇改善ということで行っているところです。

今年度１０月から、処遇改善加算もありますので、事業者には積極的に申請していただ

ければと考えています。そのため、補助金等については、現在考えておりません。 

□関根隆俊委員：機能回復訓練を取り入れて、やっているところもあるんです。機能訓練

を取り入れて、要は、デイサービスにいる人はいいんです。施設に入ると寝たきりにな

ってしますので、このデイサービスを利用すれば、１人１万円からですかね。１日かか

る費用は非常に高いんですけれど、実際には、それでも、業者の方は悲鳴を上げていま

す。デイサービスを辞めちゃうかと。さいたま市はデイサービスを辞めたところはあり

ますか。 

◎介護保険課長：廃止もありますが、集約等も進んでおりますので、さいたま市ではデイ

サービスが足りていないという認識はございません。 

△分科会長：先ほど関根委員からお問い合わせのあった御質問に対して、お答えが届いて

いるのでお願いします。 
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◎高齢福祉課：先ほど御質問があった成人歯科健康診査の周知についてですが、こちらの

方につきましては、市内の医療機関が歯科医院等で、お知らせしていまして、周知方法

としては、毎年４月の市報さいたまにてさいたま市健康診査のおしらせという、チラシ

を全戸配布させていただいています。健康診査の実施期間ですが、今年度は４月２７日

から令和２年の３月末までになります。各医療機関や歯科医院にポスターを掲載いただ

けているところです。 

□関根隆俊委員：この診査は、無料ですか。 

◎高齢福祉課：一部負担金として６００円をいただいております。ただ生活保護世帯や、

７０歳以上の方は無料となっております。 

□関根隆俊委員：人数は、生活保護を受けている人の人数ですか。 

◎高齢福祉課：この数字は、総受診者数になります。 

△分科会長：今の委員の皆様いろいろと意見をいただいたところです。御指摘があったよ

うに、費用対効果というか、そういうものを意識しながら、少し戦略的にいろんなこと

をやっているからいいですよっていうのではなくて、これまでも努力をしてやっておら

れると思いますけども、これからも引き続き、着実に事業を推進していただければと思

います。それでは議題１は、終わりまして、続きまして、議題２に入らせていただこう

と思います。 

（議題２ 第８期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定に向けて） 

△分科会長：議題２ 第８期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定に向けてにつ

いて、事務局から御説明をお願いいたします。 

◎高齢福祉課長：それでは、議題２「第８期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策

定に向けて」につきまして、御説明いたします。資料２－１を御覧いただければと存じ

ます。 

はじめに、本年３月に開催いたしました前回の専門分科会でも少し御説明させていた

だきましたが、高齢者保健福祉計画と介護保険事業計画は一体的に策定するものである

こと、また、介護保険事業計画については、介護保険法の規定に基づき３年を１期とす

るものとされていることから、３年ごとに計画の改訂を行うこととしております。 

本年３月及び７月に開催されました、厚生労働省主催の説明会におきまして、資料の

１（１）にありますように、国としての検討の視点等が説明されたところでございます。 

第７期計画は、団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を見据え「地域包括ケアシ

ステムの深化・推進」を目標として、計画を策定したものでありますが、今後も、地域

包括ケアシステムの段階的な深化・推進を図っていくこととしております。 

一方で、先般の国の説明会では、団塊ジュニアが６５歳以上を迎える２０４０年ごろ

を展望した社会保障の議論についての重要性も示されたところでございます。 

これまでは、団塊の世代が高齢となっていくことに伴う「急速な高齢化」に焦点が当

てられていましたが、２０４０年を展望していくに当たっては、これまで生産年齢世代
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の中核を担っていた団塊ジュニア世代が高齢期を迎え、「現役世代の減少」という新たな

局面を迎えることになることから、それに対応した政策課題として、①現役世代の人口

が急減する中での社会の活力維持向上、②労働力の制約が強まる中での医療・介護サー

ビスの確保の２点を掲げております。 

これらに加え、昨年３月に改正されました社会福祉法において、「我が事・丸ごと」の

地域づくり、地域共生社会への対応が謳われ、施設サービスの面も含め、必要な対応を

図ることが求められているところであります。 

以上の点から、国からは、現在のサービス利用が今後も続くと仮定する「自然体推計」

を基本に今後のサービスの見込み量を定める「実績踏襲型」から、地域が目指すビジョ

ンを定め、そのために必要なサービスを定める「ビジョン達成型」の計画を作ることが

必要と示されているところです。 

続いて、（２）個別分野における動向について、でございます。高齢者福祉に関する個別

分野においても、新たな法律の制定、改正等の動きがあり、それらへの対応が求められ

ている状況です。 

１つは、「成年後見制度の利用の促進に関する法律」が平成２８年に制定され、同法に

おいて、市町村に対し、成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計

画を定めるように努めることを規定しています。 

もう１つは、現在、議員立法により国会に提出されている「認知症基本法案」におい

ても、市町村において「認知症施策推進計画」を定めるように努めることとされていま

す。 

これらの個別計画と第８期計画の整合性を図ることはもとより、策定の進め方や、第

８期計画との一体的な策定についても、今後検討していく必要があるものと認識してお

ります。 

最後に、（３）本市の動向についてでございます。こちらにつきましては、本市の市政

運営の最も基本となる計画でございます「さいたま市総合振興計画」が、令和２年度を

もって計画期間が満了し、令和３年度から新たな次期総合振興計画を策定することとし

ております。 

現在、次期計画の策定に向け、全庁的検討が進められておりますが、第８期計画と計

画開始年度が同時となりますことから、次期総合振興計画策定過程での議論を、下位計

画でもある第８期計画にも反映させる必要があるものと認識しております。 

以上の点を踏まえ、第８期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定に当たって

まいりたいと考えております。 

続いて、項目の２「検討体制」について御説明いたします。こちらにつきましては、

前回、３月の専門分科会でも少し御説明させていただきましたが、計画の検討に際して

は、図にありますように、第８期計画について専門的に御議論いただく、「計画検討会」

を設置してまいりたいと考えております。計画検討会には、専門分科会の委員の方から
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４名と、臨時委員４名を選任したいと考えております。計画検討会の委員さんには、先

ほど御説明いたしました「１ 検討の視点」において、御見識のある方を中心に御就任

いただきたいと考えております。具体的な人選については、前回の専門分科会でお伝え

しておりますが、梶川会長と事務局で進めてまいりますので、よろしくお願いします。 

  続いて、資料３ページの「３ 策定に向けた関係作業予定」について御説明いたしま

す。 第８期計画の策定に当たりましては、これまでの計画と同様に、市民や事業者等

の現状やニーズを的確に把握し、計画策定に活かすため、御覧の調査の実施を予定して

おります。 

  このうち、今回新たに実施します「ＪＡＧＥＳ調査」とは、「健康長寿社会を目指した

予防政策の科学的な基盤づくりを目的とした研究プロジェクト」で、健康格差の実態や

地域づくりによる介護予防の可能性を明確化し、地域診断を行うものでございます。診

断結果は、他自治体、地域間で数値目標の比較が可能であり、地域の実情に合わせた政

策づくりに活かすことができるとされております。全国で約４０の自治体が参加してお

り、約３０万人の高齢者を対象にした調査が行われております。本市も今年度から参加

することとしており、調査結果については、第８期計画策定の資料として活用すること

はもとより、本市の健康長寿を目指す各種施策の推進に活用してまいりたいと考えてお

ります。 

  最後に、参考に平成２８年度から２９年度にかけて実施しました第７期計画のスケジ

ュールを参考に掲載させていただいております。また、資料２－２に、国から示されま

した第８期計画策定の標準案が示されております。第８期計画のスケジュールにつきま

しても、概ね第７期計画と同様に進めてまいりたいと考えておりますが、詳細につきま

しては、国からの新たな関係通知の発出状況も踏まえ、次回の専門分科会及び計画検討

会にて、改めて御説明したいと考えております。 

第８期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定に関する説明は以上です。 

△分科会長：ありがとうございました。それでは、ただいま御説明について何か御質問、

御意見等ございませんでしょうか。 

□宮嶋委員：この計画に意見としまして、作成に当たって、高齢者向けの事業ってたくさ

んあって、似たような事業について、グルーピングして内訳として各事業を載せたり、

できたら、行っていただければと思います。それから、もちろん各事業ばらばらにやっ

ているわけではないかと思いますが、認知症ケアパスみたいにですね、要介護・要支援

の方は、今の状態から、この事業を行ってもらって、この状態になったら、この事業に

いくような各事業間のつながりや全体を意識してください。先ほど挙がった成人歯科健

康診査を行った人に健口教室を周知する。健口教室を参加した方に成人歯科健康診査を

案内する。周知をする際に、各事業間で、それぞれ連携して周知を行って、つぎにこち

らはどうですかなど、ただＨＰで周知をしました、チラシ配りましたではなくて、そう
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いった周知をより意識して実施していただけたらいいのかなと思います。せっかくたて

る計画ですから、お願いします。以上でございます。 

◎高齢福祉課長：ありがとうございます。御指摘いただいた通り、計画に載せる事業は多

種多様で、同じような事業があることは確かですので、細かくなりすぎているところも

あると思いますので、より分かりやすいものにできればと思います。 

△分科会長：他にありますか。  

□金子裕子委員：事前に配っていただいている高齢者保健福祉計画の取組状況について、4

点あります。 

まず要望なのですけれども、まず資料１－１の№６のシルバーポイントの取組状況の

なのですが、チラシ、ポスター等の配置ということで周知徹底するにあたってですね、

さいたま市のビジョンがどのような形になっているかわからないのですけど、実際、病

院に通院する際、高齢の方とかで、あまり重症でない方、少し元気な方も長く待ち合い

をしているので、チラシの周知等を病院の中で行うのがいいなと思うのですけれども、

それができるかできないかが分からなかったので、意見として一つ挙げさせていただき

たいと思います。 

次に、№４１の高齢者サロンですけれど、我が事・丸ごとの考えで、社会福祉法の改

正がありましたけれど、高齢世代だけに限らず、子育て世代ですとか異年齢交流いうこ

とで、地域で行っていければと思うのですが、高齢者サロンでの状況について御教授い

ただければと思います。私の要望としては今後異年齢を取り込んでやっていただければ

と思います。 

３点目が、(２)日常生活を支援する体制の整備で、№９１介護者サロンこれはケアを

する側のサロンだと思いますが、計画の実施件数が９５０回とすごく多いのですが、具

体的にどのような形で実施されているのか、ここも異年齢交流ということで御提案です

けれど、介護でお疲れになっている、ダブルケアの世代もいると思いますので、あとは、

赤ちゃんボランティアといって、赤ちゃんをいろんな施設に行くことで癒されたりしま

すので、取り入れていただければと思います。 

あと、(３)認知症施策の推進、№７０認知症サポーターの養成で、国をあげてサポー

ターを進めて、すごくたくさんの方が受けてらっしゃると思うのですけども、具体的な

活動例を教えていただけるとありがたいと思います。こちらも病院等での周知を行うの

がよろしいかと思います。以上、４点になっています。よろしくお願いします。 

◎高齢福祉課長：まずシルバーポイントの周知についてですが、可能な限り多くのところ

で、周知活動は行っていきたいと考えておりますので、バスの中の広告として掲載した

りもしていますが、御指摘とおり、病院等でのお待ち合いの方も多くいられますので、

御協力をいただけるところに関しては、周知していただけるようにお願いしてまいりた

いと思います。 
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◎高齢福祉課：次に、高齢者サロンにつきましては、地区社会福祉協議会を単位に対して、

補助金の支援を行っているものであります。御提案の異年齢交流につきましては、今後

検討事項として挙げていきたいと思います。現状として、それに近いようなことをやっ

ているとところもあると聞いておりますが、なかなかサロンを運営してだけでも、結構

大変だという声をありますので、そういった状況も踏まえながら検討してまいります。 

◎いきいき長寿推進課長：続きまして、介護者サロンについてですが、各地域包括支援セ

ンターの方に設置しています。先ほど御意見いただきました、ダブルケア、貴重な御意

見として、地域包括支援センターの方にもお伝えして、開催していきたいと思います。 

□金子裕子委員：具体的な実施目標は９４０回、実績９５０回というのは、どういうとこ

ろで、どのようにカウントされておりますか。 

◎いきいき長寿推進課：まず介護者サロンは、開催場所は公民館やコミュニティ施設や介

護施設など場所を借りて、あるいは、有料老人ホームの場所をお借りして、開催場所は

多種多様でございます。計画につきましては、地域包括支援センターが主催をして、介

護をする側、介護を受ける側、或いは認知症の方、様々な方を対象とした交流場所をい

うものです。開催回数については、包括の開催する場所によってさまざまになりまして、

例えば週１回・２回の開催のように、大部分は定期的に行っているので、支援をされて

いる方に、定期的な開催が必要と考えていますので、各地域包括支援センターの皆様に

も、御理解いただきながら、事業を展開しているところでございます。異年齢世代交流

ついてですが、一部の地域包括支援センターとさいたま市子ども子育て支援センター「あ

いぱれっと」と言ったものがございます。「あいぱれっと」とさいたま市の社会福祉協議

会が合同でダブルケアカフェを開催してございます。私たちも周知に努めてまいりたい

と思います。 

◎いきいき長寿推進課：認知症サポーターの活動例ということですが、資料１－１の№７

０・７１の認知症サポーター養成講座と認知症サポーターステップアップ講座というも

のがございます。№７０の認知症サポーターは約７万人といらっしゃいますが、認知症

の方とは、というところから入ってもらって、どのように接するかを知ってもらうもの

となりまして、何かの活動を念頭においてものではないため、活動というものはありま

せん。№７１の認知症サポーターステップアップ講座は、認知症サポーター講座を受け

た人が、何か活動してみたいという方を対象とした講座になりまして、受講された方の

名簿をもっていまして、地域包括支援センターでの認知症カフェのボランティア等で活

動いただいている状況です。 

□金子裕子委員：付け加えてになりますが、№４１の高齢者サロンについてですが、いい

取組や異年齢交流したケースについて情報共有できるような場があれば、推進していた

だきたいですし、なければちょっとそういった情報共有の場が設けられればと思ってい

ます。 

◎高齢福祉課：現状ではそういった場は設けていない状況です。 
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□金子裕子委員：御検討ください。№９１の介護者サロンですが、定期的ということです

が、定期的な開催も含めて９５０回ということでよろしいでしょうか。 

◎いきいき長寿推進課：そのとおりです。 

□金子裕子委員：№７０・７１認知症サポーター養成講座と認知症サポーターステップア

ップ講座ですが、約８万とこれだけの方がいるので、さいたま市のビジョンとして、こ

れら施策を推進していくものだと思うのですけども、そこからどうつなげられるかとい

うところでなかなか、市町村認知症推進施策計画で必要性は謳われているものの、努力

義務なので予算措置がないと思うのですよ。ただ、その中でさいたま市として努力して

いく、こうやってつないでいこうと思っているビジョンを御検討された方がいいと思い

ますので、お聞きいただければと思います。 

△分科会長：はい、では内容が戻りましたので、議題２について何かありますか。 

□田中委員：一つはですね、№１９のますます元気教室や、№２２のすこやか運動教室、

№２４の生きがい健康づくり教室が、先ほどの意見にありましたように、同じような内

容で、かなりダブっているような感じがしますので結果を見ると、目標に行っていない

状況で、それが改善されるものはあるのか、このようなことを含めまして、同じような

事業であれば、統合して、新しい計画を立ててもらえたらと思います。 

それから、認知症への認識が特に小中学校の皆さんへのかなり浸透してきていますね。

これはいいことであるのですけれども、それを加えまして、障害者への認識ですね、車

いす生活がより多くなってきていると思うのですね。そういう人に対して、小学生から

あるいは中学生から、どういうふうに接したらいいのかやっぱり支え合いですから。認

知症への認識をもった小学生中学生が、新しい思考というか、障害者の方へもつなげて

いければ支援に繋がっていくと思います。特に中学校なんか、いじめが、なにが、どう

だというよりも、ふれあいや支え合い、やさしさをできるのか、そういったことから、

教えていけばいいじゃないかなというふうに思っています。そういうものを、教育委員

会の方と協力していただけたら思います。 

それから、ちょっとこれ、質問ですけれども、特養の数で、目標通りになっていると

いうのは、ベッドは置いていますけれど、職員がいない、そういった職員に対する補助、

それについては、市としてどう考えているのか教えてください。 

◎介護保険課長：さいたま市内に特養は７２施設あるのですが、施設にアンケートをした

ところ、４施設で職員が足りないと回答した施設があります。 

人材の確保ですが、処遇改善ということで、介護報酬の中に含めて、今年１０月に処

遇改善加算があるので、両方合わせて、そういったものを積極的に活用していっていた

だければと、市としては考えております。 

□田中委員：市で改善していくのですか。 
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◎介護保険課長：国の方で新たな処遇改善がありまして、施設の方では、加算を受けるた

めに、体制を整えていたりしていただくんですけど、加算をもらって、介護報酬に反映

させていただくことになります。 

□田中委員：１００床あるうちの９５床しか使われていない。５床分が使われていないの

が改善されるのですか。 

◎介護保険課長：直接的に処遇改善ですぐに解消されるというわけではないですが、これ

らによって、介護人材の確保につながると考えています。 

□田中委員：現実にどれぐらいが埋まっているのか。 

◎介護保険課長：さいたま市の特養では、７０００床あって、３４０床余っている状況で

す。余っているというのも、退所する方等、入れ替わりで一時的なものもあります。そ

れほどさいたま市では、多くないという認識をもっています。 

□田中委員：職員がいないから、入りたいけど入れないというのがあるのですか。 

◎介護保険課長：実際にあまっているところは、先ほども申し上げた通り、職員が足りな

くてというところもいくつかはあります。 

△分科会長：よろしいですか。 

では、第８期計画策定に向けては、計画検討の人選等手続きを迅速に進めていただく

とともに、事務局でも活発に御議論いただくように期待します。それでは、以上で本日

予定していた議事はすべて終了いたしました。進行は事務局へお返しいたします。 

○事務局：長時間にわたり御議論を頂き、ありがとうございました。 

この後何点か事務連絡をさせていただきます。先ず本日の議事録につきましては、事

務局が作成し、後日、分科会長に御確認を頂いた上で、会議資料とともに、市ホームペ

ージに掲載させていただきたいと存じます。よろしいでしょうか。 

□各委員：了 

○事務局：ありがとうございます。 

次に、本日の報酬につきましては、９月中頃を目途に、指定の口座にお振込みをさせ

ていただきます。よろしくお願いをいたします。 

最後になりますが、次回の日程につきましては、１１月頃の開催を予定しております。

日程の調整に当たりまして、御都合をお問い合わせさせていただく予定でおりますので、

よろしくお願いいたします。 

  以上を持ちまして、第１回さいたま市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会を閉会い

たします。 

（閉会）


