
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 

次    第 

日時：令和元年８月２８日（水） 

午後２時００分～ 

場所：浦和区保健センター  

３階 講座室 

１ 開 会 

２ 議 事 

（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 

（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 

３ その他 

４ 閉 会 



＜資料一覧＞ 

・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） 

       ※当日配布 

・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   

※当日配布 

・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） 

       ※厚生労働省作成資料を一部改変 

・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 



日時：令和元年８月２８日（水）午後２時００分

場所：浦和区保健センター　３階　講座室

傍聴席

事務局

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　席次

大麻委員

岸田委員

関根隆俊委員

松尾委員

金子直史委員

金子裕子委員

関根すみ子委員

田中委員

宮嶋委員

梶川会長小松職務代理

若杉委員



令和元年度

（１） （２） （３） 計画 実績 取組状況等 計画

1 １（１）① 健康づくり事業 ○

平成29年度に、「さいたま市ヘルスプラン２１
（第２次）」の中間評価を行い、その結果に基づ
き、必要な健康づくりに関する情報を、引き続
き発信していきます。

健康づくりに関する
記事の寄稿数

民間企業の啓発媒体
に7種の記事を寄稿。
健康マイレージの測
定会で啓発媒体を10
回掲示。

民間企業の会報誌・
チラシに15種の記事
を掲載。
健康マイレージの測
定会等で啓発媒体を
11回掲示。

健康づくりの推進に向けた包括的連携に関す
る協定を締結している企業と協働で、健康に関
する記事を掲載したチラシを1000枚/月を配布
してもらった。
2社の民間企業の会報誌に記事を計8回寄稿。

民間企業の啓発
媒体に3種の記
事を寄稿。
健康マイレージ
の測定会で10回
以上、啓発媒体
を掲示。

健康増進課

2 １（１）② 健康教育 ○
生活習慣病の予防を推進するため、各区の特
性を考慮し、集団健康教育を実施し効果的な
生活習慣病予防の普及・啓発を図ります。

生活習慣病予防教
室参加者数

6,000人
開催回数　243回
参加人数　6,422人

生活習慣病の予防を促進するため、各区の特
性を考慮した健康教育を実施しました。

6,000人
地域保健支
援課

3 １（１）③ 健康相談 ○
内臓脂肪型肥満、高血圧、脂質異常、高血糖
などを予防するために、個々人の生活スタイル
に応じた相談の充実を図ります。

健康相談数 9,800人 9,765人
健康に関する個別の相談に応じ必要な指導及
び助言を行いました。

9,800人
地域保健支
援課

4 １（１）④ がん検診 ○
がん検診受診者数の増加及び精密検査受診
率の向上に向けた取組を進めます。

がん検診受診者数
①　胃がん検診
②　肺がん検診
③　大腸がん検診
④　子宮がん検診
⑤　乳がん検診

①94,900人
②131,800人
③117,500人
④51,600人
⑤35,900人

①90,975人
②127,583人
③113,217人
④45,851人
⑤31,056人

健康増進法に基づき、がんの早期発見・早期
治療を目的に、がん検診を実施しました。ま
た、受診率向上のため、検診対象初年度無料
事業や個別勧奨はがきの送付などを行いまし
た。

①94,000人
②133,400人
③117,700人
④43,000人
⑤20,100人

地域保健支
援課

5 １（１）⑤
成人歯科健康
診査

○
市民が自主的に歯周疾患の予防に努めること
ができるように、歯周疾患予防に関する健康教
育等を充実し、受診勧奨を行います。

受診者数 10,000人 6,635人

ライフステージに応じた適切な内容の歯科健
康診査を実施するため、平成30年度から健診
内容を見直し、後期高齢者については新たに
口腔機能健康診査の対象としたため、成人歯
科健康診査の受診者数が減少しています。

8,994人
地域保健支
援課

6 １（１）⑥
シルバーポイン
ト（長寿応援ポ
イント）事業

○

より多くの高齢者が参加しやすいよう事業を見
直していくことで、地域の方々との交流を深
め、健康づくり、生きがいづくりの活動に積極的
に参加できるようこの事業を推進していきま
す。

①　新規登録者数
②　友人・知人との
交流が増加したと回
答した方の割合

①　4,500人
②　60％

①　4,754人
②　72.5％

・チラシ、ポスターを配置依頼
・自治会の回覧板の活用
・イベント等でのＰＲ
・市報９月号に記事を掲載
・介護保険被保険者証、後期高齢者医療保険
者証の発送時にチラシを同封
・バス広告

①　4,800人
②　74％

高齢福祉課

所管

重点的な取組 平成30年度

№ 事業番号 事業名 事業内容 指標

1

令和元年８月２８日
令和元年度第１回
高齢者福祉専門分科会

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な取組別）

（１）高齢者の自立支援・重度化防止の推進



令和元年度

（１） （２） （３） 計画 実績 取組状況等 計画
所管

重点的な取組 平成30年度

№ 事業番号 事業名 事業内容 指標

7 １（１）⑦
アクティブチケッ
ト交付事業

○

利用施設の拡大を図り、より多くの高齢者の外
出機会を創出するとともに、閉じこもり防止を促
し、地域との交流、健康づくり、生きがいづくり
の支援に取り組みます。

①　新規交付者数
②　健康を維持でき
るようになった方の
割合

①　4,900人
②　55％

①　5,418人
②　52.2％

・チラシ、ポスターを配置依頼
・自治会の回覧板の活用
・イベント等でのＰＲ
・市報９月号に記事を掲載
・介護保険被保険者証、後期高齢者医療保険
者証の発送時にチラシを同封
・バス広告

①　5,500人
②　60％

高齢福祉課

8 １（１）⑧
シルバー元気
応援ショップ

○
高齢者の利用を促進するため、協賛店拡大の
ための募集及び事業認知度の向上のための
周知を行います。

協賛店舗増加数 60店舗 60店舗

・チラシ、ポスターを配置依頼
・自治会の回覧板の活用
・イベント等でのＰＲ
・市報９月号に記事を掲載
・介護保険被保険者証、後期高齢者医療保険
者証の発送時にチラシを同封
・バス広告

60店舗 高齢福祉課

18 １（２） 
介護予防・生活
支援サービス事
業

○ 〇

今後は事業の実施状況等の把握及び分析を
行い、円滑な実施に努めてまいります。また、
地域のニーズや資源等の実情を踏まえ、地域
の担い手養成研修等を通じて地域の多様な担
い手創出やサービス提供について、検討を進
めます。

－
事業の実施状況の把
握

事業の実施状況の把
握

・専門職による支援が必要な方に対しては、介
護保険事業者による身体状況に応じた適切な
サービスを提供しました。
・住民主体によるサービスのモデル事業を実
施し、多様な主体による介護予防・生活支援
サービス事業の展開に着手しました。（１０団
体）

・事業の実施状
況の把握
・総合事業の
サービスについ
て検討

いきいき長
寿推進課
介護保険課

19 １（２）②
ますます元気教
室

○

公民館以外の会場でも開催していきます。修
了者には「いきいきサポーター養成講座」や
「健口教室」への参加を呼びかけ、元気な高齢
者を増やします。

参加人数 3,500人 3,133人

昨年度と同様に各公民館を会場として実施し
た他、見沼区ではモデル事業として、公民館以
外の会場や1コース9日間のコースを実施しま
した。

3,500人
いきいき長
寿推進課

20 １（２）③
いきいきサポー
ター推進事業

○ 〇

いきいきサポーターの活動を通じて、いきいき
百歳体操の啓発を行い、高齢者が身近な場所
で介護予防に取り組むことができる、通いの場
の増加を目指しています。講座終了後も適宜
フォローアップを行うことで、いきいきサポー
ターが継続して地域で活躍できるよう支援の強
化に努めていきます。

参加人数 270人 324人

平成30年度いきいきサポーター修了者数は
324名でした。いきいき百歳体操を中心に活動
しているグループは、平成31年1月末現在で
247グループです。

270人
いきいき長
寿推進課

21 １（２）④ 健口教室 ○

介護予防のポイントである口腔ケアを含めた栄
養の大切さについて高齢者に学んでいただく
機会を確保し、参加者満族度の充実に努め、
事業を推進します。

参加人数 480人 343人
介護予防のための口腔機能の維持・向上や栄
養の大切さについて、講義・体験等が行える教
室を実施しました。

480人
いきいき長
寿推進課

2



令和元年度

（１） （２） （３） 計画 実績 取組状況等 計画
所管

重点的な取組 平成30年度

№ 事業番号 事業名 事業内容 指標

22 １（２）⑤
すこやか運動教
室

○
市の養成講座を修了した地域運動支援員によ
る自主活動教室の取組に移行していきます。

参加人数（延人数） 3,010人 2,212人

市の養成講座を修了した地域運動支援員によ
る自主活動教室へ、５会場移行しました。
そのため、専門の指導者が実施したすこやか
運動教室は20か所でした。

2,620人
いきいき長
寿推進課

23 １（２）⑥

地域運動支援
員の養成と地域
指導員等派遣
事業の実施

○

業務委託によるすこやか運動教室から、市で
養成した地域運動支援員によるすこやか運動
教室に移行していきます。また自治会や老人ク
ラブ等の地域からの依頼に基づく派遣要請に
対応するため、地域運動支援員への研修を充
実させるとともに、高齢者の運動習慣化のため
の自主活動を支援していきます。

参加人数（延人数） 39,000人 38,588人

１３会場のすこやか運動教室において、市で養
成した地域運動支援員が教室を開催しました。
また、自治会や老人クラブ等地域からの依頼
に基づき、派遣事業を行いました。

39,500人
いきいき長
寿推進課

24 １（２）⑦
生きがい健康づ
くり教室

○

高齢者誰もが状態に関わらず参加できる一般
介護予防事業の一環として、介護予防に関す
るカリキュラムを積極的に取り入れ、教室の一
層の充実を図っていきます。

参加人数（延人数） 10,000人 47,991人

各区公民館において、高齢者の生きがい健康
づくりを目的とした講座、体験学習、世代間交
流などを行う「生きがい健康づくり教室」を実施
しました。

39,000人
いきいき長
寿推進課

25 １（２）⑧
地域リハビリ
テーション活動
支援事業

○ 〇

地域包括支援センター（シニアサポートセン
ター）と連携し、介護関係者向けの勉強会 等や
住民主体の通いの場に継続的に関与すること
で、関係者の介護予防ケアマネジメントの向上
や住民主体の通いの場の地域展開を推進して
いきます。

派遣回数 250回 304回
介護関係者向けの勉強会や住民主体の通い
の場などへ専門職を派遣しました。

300回
いきいき長
寿推進課

26 １（２）⑨
介護予防水中
運動教室事業

○

新規の利用者の応募を増やす取組等を検討
するなど、引き続き事業の充実を図ります。ま
た、地域包括支援センター（シニアサポートセ
ンター）と連携し、介護予防の強化に努めま
す。

参加人数 210人 215人
市内7か所のプール施設において、60歳以上
の方を対象に、水中ウオーキングを中心とした
運動教室を実施しました。

210人
いきいき長
寿推進課

29 ２（１）③

シルバーポイン
ト（いきいきボラ
ンティアポイン
ト）事業

○ 〇

地域資源であるボランティアの活用を積極的に
推進、支援し、高齢者のボランティア活動を通
じて、高齢者の社会参加、生きがいづくりと介
護予防活動を促進していきます。

①　新規登録者数
②　新規登録施設数
③　友人・知人との
交流が増加したと回
答した方の割合

①1,500人
②60施設
③60％

①1,556人
②60施設
③71.1％

・チラシ、ポスターを配置依頼
・自治会の回覧板の活用
・イベント等でのＰＲ
・市報９月号に記事を掲載
・介護保険被保険者証、後期高齢者医療保険
者証の発送時にチラシを同封
・バス広告

①1,600人
②60施設
③73％

高齢福祉課

3



令和元年度

（１） （２） （３） 計画 実績 取組状況等 計画
所管

重点的な取組 平成30年度

№ 事業番号 事業名 事業内容 指標

33 ２（１）⑦
各公民館にお
ける学習機会
の提供

○ 〇
今後も各公民館において、介護予防事業とし
て、「生きがい健康づくり教室」と「「ますます元
気教室」を開催し、事業の充実を図ります。

①「生きがい健康づく
り教室」の参加者数
（実人数）
②「ますます元気教
室」の参加者数（実
人数）

①8,600人
②3,600人

①11,967人
②3,133人

地区公民館において、公民館介護予防事業と
して、「高齢者学級（生きがい健康づくり教室）」
と「高齢者健康体操教室（シニア健康体操教
室）」を開催しました。

①4,300人
②1,700人

生涯学習総
合センター

41 ２（２） 高齢者サロン ○ 〇
高齢者の孤立防止や地域の元気な高齢者が
運営に参画して「居場所づくり」ができるよう市
社会福祉協議会と連携し支援を継続します。

実施地区数 46地区 47地区
市社会福祉協議会に補助金を交付することに
より、事業を実施する地区社会福祉協議会を
支援しました。

51地区 高齢福祉課

145 ６（４）③
いきいきサポー
ター推進事業
【再掲】

○ 〇

いきいきサポーターの活動を通じて、いきいき
百歳体操の啓発を行い、高齢者が身近な場所
で介護予防に取り組むことができる、通いの場
の増加を目指しています。講座終了後も適宜
フォローアップを行うことで、いきいきサポー
ターが継続して地域で活躍できるよう支援の強
化に努めていきます。

参加人数 270人 607人
いきいきサポーター養成講座を開催し、新たに
324人のサポーターを養成しました。

270人
いきいき長
寿推進課
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令和元年度

（１） （２） （３） 計画 実績 取組状況等 計画

11 １（１）⑪

全国健康福祉
祭（ねんりんピッ
ク）選手団派遣
事業

〇
市が実行員会事務局を担うことで、今後も関係
競技団体と連携を保ちながら事業運営を行い
ます。

選手団人数 146名 146名
関係競技団体と連携を取り全国健康福祉祭
（ねんりんピック）に選手を派遣しました。

152名 高齢福祉課

18 １（２） 
介護予防・生活
支援サービス事
業

○ 〇

今後は事業の実施状況等の把握及び分析を
行い、円滑な実施に努めてまいります。また、
地域のニーズや資源等の実情を踏まえ、地域
の担い手養成研修等を通じて地域の多様な担
い手創出やサービス提供について、検討を進
めます。

－
事業の実施状況の把
握

事業の実施状況の把
握

・専門職による支援が必要な方に対しては、介
護保険事業者による身体状況に応じた適切な
サービスを提供しました。
・住民主体によるサービスのモデル事業を実
施し、多様な主体による介護予防・生活支援
サービス事業の展開に着手しました。（１０団
体）

・事業の実施状
況の把握
・総合事業の
サービスについ
て検討

いきいき長
寿推進課
介護保険課

20 １（２）③
いきいきサポー
ター推進事業

○ 〇

いきいきサポーターの活動を通じて、いきいき
百歳体操の啓発を行い、高齢者が身近な場所
で介護予防に取り組むことができる、通いの場
の増加を目指しています。講座終了後も適宜
フォローアップを行うことで、いきいきサポー
ターが継続して地域で活躍できるよう支援の強
化に努めていきます。

参加人数 270人 324人

平成30年度いきいきサポーター修了者数は
324名でした。いきいき百歳体操を中心に活動
しているグループは、平成31年1月末現在で
247グループです。

270人
いきいき長
寿推進課

25 １（２）⑧
地域リハビリ
テーション活動
支援事業

○ 〇

地域包括支援センター（シニアサポートセン
ター）と連携し、介護関係者向けの勉強会 等や
住民主体の通いの場に継続的に関与すること
で、関係者の介護予防ケアマネジメントの向上
や住民主体の通いの場の地域展開を推進して
いきます。

派遣回数 250回 304回
介護関係者向けの勉強会や住民主体の通い
の場などへ専門職を派遣しました。

300回
いきいき長
寿推進課

27 ２（１） 
セカンドライフ支
援事業

〇

就業、ボランティア活動、地域活動又は趣味の
活動といった多様なニーズに対して、集約して
情報を発信する体制を構築し、これまで以上に
いきいきとした高齢者のセカンドライフ支援を
実施するため、（仮称）セカンドライフ支援セン
ターの開設に向けて検討を進めます。

①（仮称）セカンドラ
イフ支援センター開
設
②相談件数

連絡会議設置・開催 連絡会議設置・開催

庁内外の関係所管による連絡会議を2回開催
し、（仮称）セカンドライフ支援センターの開設
に向けて検討を行いました。
また、市内在住の50歳以上の方を対象にセミ
ナーを2回開催しました。

①センター開設
②700件

高齢福祉課

所管

重点的な取組 平成30年度

№ 事業番号 事業名 事業内容 指標
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令和元年度

（１） （２） （３） 計画 実績 取組状況等 計画
所管

重点的な取組 平成30年度

№ 事業番号 事業名 事業内容 指標

28 ２（１）②
シルバーバンク
事業

〇
登録者の希望に見合った団体・施設とのマッチ
ングを行い、高齢者の社会参加をさらに促進し
ます。

①登録総数
②マッチング数

①1,670人
②835件

①1,639人
②815件

適切にマッチングを行いました。
また、シニアユニバーシティ合同講座で事業PR
を実施しました。

①1,650人
②800件

高齢福祉課

29 ２（１）③

シルバーポイン
ト（いきいきボラ
ンティアポイン
ト）事業

○ 〇

地域資源であるボランティアの活用を積極的に
推進、支援し、高齢者のボランティア活動を通
じて、高齢者の社会参加、生きがいづくりと介
護予防活動を促進していきます。

①　新規登録者数
②　新規登録施設数
③　友人・知人との
交流が増加したと回
答した方の割合

①1,500人
②60施設
③60％

①1,556人
②60施設
③71.1％

・チラシ、ポスターを配置依頼
・自治会の回覧板の活用
・イベント等でのＰＲ
・市報９月号に記事を掲載
・介護保険被保険者証、後期高齢者医療保険
者証の発送時にチラシを同封
・バス広告

①1,600人
②60施設
③73％

高齢福祉課

30 ２（１）④
地域におけるボ
ランティア研修
講座

〇
今後も引き続き、ボランティア人材の発掘及び
育成を図る講座を実施します。

①開催数
②参加人数

①9講座
②208人

①11講座
②248人

ボランティア入門・専門分野ボランティア養成、
資質向上など様々な分野や活動ニーズに応じ
た講座を実施し、福祉意識やボランティア・市
民活動への意識の高揚を図りました。
（さいたま市社会福祉協議会実施事業）

10講座 福祉総務課

31 ２（１）⑤
シニアユニバー
シティ

〇

参加者の満足度向上を図るため、カリキュラム
の見直し等の改善を進めます。また、卒業生
の多くがシルバー人材センターやシルバーバ
ンクに登録する等の地域活動に参加しやすい
環境をつくるため、両者の連携を強化します。

①大学入学者数
②大学院入学者数

405人
356人

①405人
②356人

年間を通じて講座を実施しました。
また、シニアユニバーシティの講座で、シル
バー人材センター及びシルバーバンクを紹介し
ました。

①472人
②331人

高齢福祉課

32 ２（１）⑥

生涯学習総合
センターにおけ
る学習機会の
提供

〇

今後も生涯学習総合センターにおいて、「生涯
学習相談えらベル」、さいたま市民大学地域活
動コースを開催し、学習機会の提供と人材活
用の推進を行っていきます。

①　「生涯学習相談
えらベル」開催回数
②　「生涯学習相談
えらベル」延べ参加
者数
③　「さいたま市民大
学地域ボランティア
コース」開催回数
④　「さいたま市民大
学地域ボランティア
コース」延べ参加者
数

①26回
②200人
③12回
④320人

①26回
②160人
③16回
④199人

生涯学習総合センターでは、「生涯学習相談え
らベル」とさいたま市民大学地域ボランティアA
コース[託児付き]・地域ボランティアBコースを
開催しました。

①26回
②200人
③16回
④256人

生涯学習総
合センター
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令和元年度

（１） （２） （３） 計画 実績 取組状況等 計画
所管

重点的な取組 平成30年度

№ 事業番号 事業名 事業内容 指標

33 ２（１）⑦
各公民館にお
ける学習機会
の提供

○ 〇
今後も各公民館において、介護予防事業とし
て、「生きがい健康づくり教室」と「「ますます元
気教室」を開催し、事業の充実を図ります。

①「生きがい健康づく
り教室」の参加者数
（実人数）
②「ますます元気教
室」の参加者数（実
人数）

①8,600人
②3,600人

①11,967人
②3,133人

地区公民館において、公民館介護予防事業と
して、「高齢者学級（生きがい健康づくり教室）」
と「高齢者健康体操教室（シニア健康体操教
室）」を開催しました。

①4,300人
②1,700人

生涯学習総
合センター

35 ２（１）⑨
生涯学習人材
バンク事業

〇
今後も引き続き、一層の周知を行い、登録者
及び利用者の増加を図り、市民の学習機会の
支援に努めます。

マッチング数 130件 136件
登録者名簿の作成及び関係機関への配布等
により周知を行い、136件のマッチング実績とな
りました。

140件
生涯学習振
興課

37 ２（１）⑪
シルバー人材セ
ンター

〇

新規受注の開拓による職域拡大や派遣事業
の拡大を通じて、多様なニーズに対応し、会員
数の増加や就業率の向上を図っていくため、
引き続き支援を行っていきます。

①　会員数
②　就業率

①5,300人
②79.0％

①5,141人
②76.2％

補助金を交付することにより、シルバー人材セ
ンターの運営を支援しました。
また、入会説明会やシルバー人材センターが
主催する講座について、市報掲載等により広
報活動を支援しました。

①5,350人
②79.5％

高齢福祉課

38 ２（１）⑫
中高年齢者の
就労支援

〇

求職者を対象とした就職活動に必要なスキル
修得や、勤労者のスキルアップを目的とした各
種資格取得試験対策の講座を開催し、再就職
を支援する取組を行います。また、引き続き、
埼玉労働局への開催協力により、中高年齢者
対象の就職支援セミナーを開催します。さら
に、埼玉県立職業能力開発センターの技能講
習を後援するなど、中高年齢者の就労支援を
広げていきます。

①「就業体験付き就
労スキルアップ支援
事業」
（中高年求職者対象
コース）実施講座数
②「就業体験付き就
労スキルアップ支援
事業」
（中高年求職者対象
コース）参加者数
③　就職支援セミ
ナー（中高年齢者対
象分）実施回数
④　就職支援セミ
ナー（中高年齢者対
象分）延受講者数

①「就業体験付き就
労スキルアップ支援
事業」
（中高年求職者対象
コース）3講座実施
②「就業体験付き就
労スキルアップ支援
事業」
（中高年求職者対象
コース）参加者数：50
人
③就職支援セミナー
（中高年齢者対象分）
予定実施回数：28回
④就職支援セミナー
（中高年齢者対象分）
定員合計：1,475人

①3講座
②52名
③29回
④1,164人

「就業体験付き就労スキルアップ支援事業」、
就職支援セミナーを、ほぼ計画どおり開催しま
した。
（受講者数の計画比／「就業体験付きスキル
アップ業務」104％、就職支援セミナー78.91％）

①「就業体験付
きスキルアップ業
務」（中高年求職
者対象コース）3
講座実施
②「就業体験付
きスキルアップ業
務」（中高年求職
者対象コース）定
員数：60人
③就職支援セミ
ナー（中高年齢
者対象分）
予定実施回数：
26回
④就職支援セミ
ナー（中高年齢
者対象分）
定員合計：1,481
人

労働政策課
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令和元年度

（１） （２） （３） 計画 実績 取組状況等 計画
所管

重点的な取組 平成30年度

№ 事業番号 事業名 事業内容 指標

39 ２（１）⑬
企業における高
年齢者雇用の
促進

〇

平成25年４月の高年齢者雇用安定法の改正
により、65歳までの高年齢者雇用確保措置が
義務付けられました。こうした状況を踏まえて、
国の動向を注視し、独立行政法人高齢・障害・
求職者雇用支援機構や埼玉県立職業能力開
発センター等と協力しながら、セミナーや説明
会等を活用し、市内企業に対して関係労働法
令の遵守等について、周知・情報提供に努め
ていきます。

埼玉県高齢・障害者
ワークフェア延参加
者数

埼玉県高齢・障害者
ワーク
フェア2018／9月14日
（開催済）
延参加者数：4,917人
（速報値）

4，914人
埼玉労働局、埼玉県、社団法人埼玉県雇用開
発協会等と協力し、「埼玉県高齢・障害者ワー
クフェア」（9月14日開催）に参加しました。

埼玉県高齢・障
害者ワークフェア
2019／9月12日

労働政策課

41 ２（２） 高齢者サロン ○ 〇
高齢者の孤立防止や地域の元気な高齢者が
運営に参画して「居場所づくり」ができるよう市
社会福祉協議会と連携し支援を継続します。

実施地区数 46地区 47地区
市社会福祉協議会に補助金を交付することに
より、事業を実施する地区社会福祉協議会を
支援しました。

51地区 高齢福祉課

42 ２（２）② 老人クラブ活動 〇

リーダー養成や会員増強を支援し、老人クラブ
活動の拡大を促します。また、60歳台・70歳台
の加入促進策と老人クラブ連合会の組織運営
について研究・検討を続けます。

①　クラブ数
②　会員数

－
①　379団体
②　22,128人

老人クラブに補助金を交付することにより、事
業実施を支援しました。

－ 高齢福祉課

43 ２（２）③
シニアユニバー
シティ校友会活
動

〇
活動拠点の「さいたま市ユニバーシティ活動ス
テーション」の活用を図り、引き続き校友会活
動を支援します。

会員数 3,247名 3,248名
また、シニアユニバーシティ校友会連合会に補
助金を交付することにより、活動を支援しまし
た。

－ 高齢福祉課
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令和元年度

（１） （２） （３） 計画 実績 取組状況等 計画
所管

重点的な取組 平成30年度

№ 事業番号 事業名 事業内容 指標

44 ２（２）④
シルバー作品
展示会事業

〇
高齢者の趣味活動の発表の場として、引き続
き事業を実施します。

出展数 － 619作品
公募した作品を浦和地区（南部）・大宮地区（北
部）の２会場で展示しました。

－ 高齢福祉課

49 ４（１） 

地域包括支援
センター（シニア
サポートセン
ター）の人員体
制の確保

〇

高齢者が住み慣れた地域でいつまでも暮らし
ていくためには、地域の実情に合った地域包
括ケアシステムを構築していくことが必要であ
り、地域包括支援センター（シニアサポートセン
ター）に求められる役割は今後ますます高まる
ことが予想されます。そのため、本市では、各
地域包括支援センター（シニアサポートセン
ター）に地域を支え合い推進員（高齢者生活支
援コーディネーター）を配置し、地区社会福祉
協議会や民生委員、自治会とのさらなる連携
を深めながら、各地域包括支援センター（シニ
アサポートセンター）の業務が円滑に進むよう
上記の条例に基づき、担当する圏域の高齢者
人口数や業務量等を勘案し、引き続き必要な
人員体制の確保に努めます。また、「地域包括
支援センター運営協議会」の意見を踏まえ、適
切、公正かつ中立な運営を行っていきます。

－ －
地域包括支援セン
ターの適切な運営

地域包括支援センターの人員について概ね確
保しました。

地域包括支援セ
ンターの適切な
運営

いきいき長
寿推進課

50 ４（１）②
包括・在支総合
支援センター

〇

地域包括支援センター（シニアサポートセン
ター）及び在宅介護支援センターと行政の連携
支援や両センターに対する助言や指導を行う
ほか、両センターの機能強化に資する研修等
を行っていきます。また、地域包括支援セン
ター（シニアサポートセンター）が主催又は参加
する各種会議等に参加し、地域に共通する課
題の整理・分析等を行い、地域包括支援セン
ター（シニアサポートセンター）の基幹的な役割
を担えるように取り組みます。

－ － 委託実施
地域包括支援センターの基幹的な役割を担え
るような取組みを実施しました。

委託実施
いきいき長
寿推進課
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令和元年度

（１） （２） （３） 計画 実績 取組状況等 計画
所管

重点的な取組 平成30年度

№ 事業番号 事業名 事業内容 指標

51 ４（１）③ 地域ケア会議 〇

これまで、４つの会議の連携を図ることで「地
域ケア会議」を充実させてまいりました。今後
は、高齢者生活支援体制整備事業における地
域支え合い推進員（高齢者生活支援コーディ
ネーター）の参加による地域資源の活用を目
指した地域ケア会議の開催、また、介護予防
（自立支援）型地域ケア会議のの導入の検討
などを行い、「地域ケア会議」をさらに充実させ
てまいります。

地域ケア会議開催回
数

234回 196回

介護予防を目的とした地域ケア会議の開催に
向けた検討部会において、さいたま市版介護
予防型地域ケア会議の会議フォーマットを作成
し、令和元年度から実施できる体制を整えまし
た。

234回
いきいき長
寿推進課

52 ４（２） 
見守り活動の推
進

〇

市社会福祉協議会と連携した地区社会福祉協
議会の見守り活動への支援等により、地域に
おいて幅広く生活支援が行われるよう、事業を
推進します。

実施地区数 46地区 47地区
市社会福祉協議会に補助金を交付することに
より、事業を実施する地区社会福祉協議会を
支援しました。

47地区 高齢福祉課

53 ４（２）②
市社会福祉協
議会による生活
支援

〇
介護予防・日常生活支援総合事業の実施状況
等を踏まえ、サービスを提供していきます。

①あおぞらサービス
事業相談件数
②あおぞらサービス
事業延利用／活動
件数
③有償在宅福祉
サービス事業利用者
数
④有償在宅福祉
サービス事業派遣回
数

①178件
②1,452件
③90名
④132回

①166件
②1,438件
③83人
④137回

・在宅で生活する一人暮らし高齢者等で家事
などの支援を必要とする方に対し、登録する協
力会員を紹介し有償で援助を行いました。
・高齢者、障害者(児）及び心身傷病者で、日常
生活を営むために一時的な援助が必要な方に
対し、有償でサービスを提供しました。
（さいたま市社会福祉協議会実施事業）

－ 福祉総務課

54 ４（２）③
地区社会福祉
協議会による生
活支援

〇

地域のニーズを把握する活動を地区社会福祉
協議会と連携・協働して行うとともに、最終年を
迎える地区社会福祉協議会の地域福祉行動
計画が切れ目なく策定されるよう支援していき
ます。

地域福祉行動計画
再策定地区

10地区 10地区
地域福祉行動計画が切れ目なく策定されるよ
う支援しました。
（さいたま市社会福祉協議会実施事業）

11地区 福祉総務課
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令和元年度

（１） （２） （３） 計画 実績 取組状況等 計画
所管

重点的な取組 平成30年度

№ 事業番号 事業名 事業内容 指標

55 ４（２）④
民生委員による
生活支援

〇
引き続き、民生委員・児童委員の知識や資質
向上が図られるように、内容の検討を行いなが
ら定期的に研修を実施していきます。

①　民生委員数
②　研修回数

①1,426人
②25回

①　1,377人
②　19回

民生委員・児童委員の資質向上に向け、さい
たま市社会福祉協議会と連携した研修会の開
催や、他機関が実施する研修会へ委員の派遣
を行いました。

①1,426人
②25回

福祉総務課

57 ４（２）⑥
傾聴ボランティ
ア活動

〇

傾聴の活動を通じて、傾聴ボランティアのスキ
ルアップが図られており、引き続き、シルバー
人材センターの傾聴ボランティアの活動を支援
します。

①　傾聴ボランティア
会員数
②　傾聴ボランティア
施設訪問
③　傾聴ボランティア
在宅訪問

①335人
②延べ日数950日
③660件

①324人
②956日
③668件

シルバー人材センターにおける傾聴ボランティ
アの活動を支援するため、市報に掲載して広
報活動を支援しました。

－ 高齢福祉課

59 ４（３） 

さいたま市地域
支え合い推進
員（高齢者生活
コーディネー
ター）の配置

〇

地域活動、民間企業等の各種サービスなど社
会資源情報を収集し、人口構成や他のデータ
等と合わせた地域分析を行い、住民主体によ
る活動の創出・継続・発展の支援をします。

－
地域資源データの統
一フォーマット管理、
定期的な更新

地域資源データの更
新（3回）

地域資源データを市ホームページで公開し、以
後、３回更新しました。

地域資源データ
の統一フォーマッ
ト管理、定期的な
更新

いきいき長
寿推進課

60 ４（３）②
地域支え合い
連絡会（協議
体）の開催

〇

地域活動を必要とする住民等に活動内容の周
知を行いながら、地域住民と共に、居場所づく
りや交流活動への効果的な支援の方策につい
て検討してまいります。

－
情報発信シートの作
成、地域ニーズの収
集手法の獲得

情報発信シートの公
開（1回更新）
地域支え合い推進員
連絡会の開催（6回）

情報発信シートをホームページで公開し、以
後、１回更新しました。また、地域支え合い推
進員連絡会を６回開催し、地域ニーズの収集
手法等について支援しました。

情報発信シート
の作成、地域
ニーズの分析手
法の修得

いきいき長
寿推進課

61 ４（３）③
地域の担い手
養成研修事業

〇
引続き研修を実施し、地域の担い手を創出す
るとともに、地域の支え合いの体制づくりを進
めます。

地域の担い手養成
研修修了者数（累
計）

270人 302人
地域の担い手養成研修講座を開催し、新たに
129人の担い手を養成しました。

420人
いきいき長
寿推進課

62 ４（３）④
住民主体による
サービスの推進
モデル事業

〇

地域住民のの自主活動を中心とした、高齢者
の様々なこまりごとに対応する互助のサービス
を要支援者等にも提供できるような仕組みをつ
くるため、「住民主体によるサービスの推進モ
デル事業」を実施します。（平成30年度開始）

モデル事業の実施
モデル事業実施
（10団体）

モデル事業実施
（10団体）

住民主体による訪問型・通所型生活支援モデ
ル事業を実施しました。

モデル事業実施
いきいき長
寿推進課
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令和元年度

（１） （２） （３） 計画 実績 取組状況等 計画
所管

重点的な取組 平成30年度

№ 事業番号 事業名 事業内容 指標

91 ４（６） 介護者サロン 〇
在宅介護の支援は、介護保険制度で最も重要
なテーマであるため、介護者の介護疲れの軽
減を図る本事業を、今後も実施していきます。

開催回数 940回 950回
市内27地域包括支援センターにおいて開催し
ました。

960回
いきいき長
寿推進課

92 ４（６）② 介護者カフェ 〇
多様な運営形式による介護者カフェの開設を
支援していきます。

開催箇所 6か所 4か所 介護者カフェの開設を支援しました。 7か所
いきいき長
寿推進課

94 ４（６）④
介護者の状況
等の確認及び
支援の充実

〇

事業所アンケートでも仕事との両立など、介護
離職を防ぐために有効な支援として「緊急時
サービスが利用できる体制」「休息や休養がと
れるようなサービスの充実」など意見が挙げれ
ており、地域包括支援センター（シニアサポート
センター）の相談体制の整備や、介護者サロン
など引き続き実施していきます。また、介護者
は家庭環境により、ダブルケアなど様々な課題
を抱えていることも多く、心身も含め、介護の状
況等の確認を踏まえた支援の充実など引き続
き介護者支援を検討していきます。

－

・調査項目の検討
・地域包括支援セン
ターの更なる周知方
法の検討

・調査方法の検討
・地域包括支援セン
ターの更なる周知方
法の検討

ダブルケアに係る調査の方法を検討しました。
地域包括支援センターの周知方法を検討しま
した。

・地域包括支援
センターの更な
る周知方法の検
討

いきいき長
寿推進課
介護保険課

120 ５（３）④
高齢者の移動
支援

〇
先進事例や本市の既存事業と現状を踏まえ、
具体的施策の検討を進めます。

地域住民が主体と
なった移動支援事業
の展開

モデル事業の検討
モデル事業の実施検
討

関係課との勉強会及び調整、制度設計に関す
る調査、実施検討地区等への協議を行い、次
年度からのモデル事業実施に向けて検討を進
めました。

モデル事業の実
施

高齢福祉課

145 ６（４）③
いきいきサポー
ター推進事業
【再掲】

○ 〇

いきいきサポーターの活動を通じて、いきいき
百歳体操の啓発を行い、高齢者が身近な場所
で介護予防に取り組むことができる、通いの場
の増加を目指しています。講座終了後も適宜
フォローアップを行うことで、いきいきサポー
ターが継続して地域で活躍できるよう支援の強
化に努めていきます。

参加人数 270人 607人
いきいきサポーター養成講座を開催し、新たに
324人のサポーターを養成しました。

270人
いきいき長
寿推進課

146 ６（４）④
地域の担い手
養成研修事業
【再掲】

〇
引続き研修を実施し、地域の担い手を創出す
るとともに、地域の支え合いの体制づくりを進
めます。

地域の担い手養成
研修修了者数（累
計）

270人 302人
地域の担い手養成研修講座を開催し、新たに
129人の担い手を養成しました。

420人
いきいき長
寿推進課
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令和元年度

（１） （２） （３） 計画 実績 取組状況等 計画

70 ４（５） 
認知症サポー
ター養成事業

○

認知症サポーター養成講座の開催を継続する
とともに、平成29年度から新たに開始した、活
動意欲の高いサポーターを対象とした「認知症
サポーターステップ講座」を継続的に実施しま
す。さらに、認知症サポーターステップアップ講
座修了者を、地域包括センター（シニアサポー
トセンター）における認知症カフェや介護者サロ
ンの運営補助等のボランティア活動につなぎ、
認知症の人とその家族にやさしい地域づくりを
推進します。

認知症サポーター養
成数（累計）

70,200人 72,748人
地域住民、企業等の団体、小中学校での養成
講座を行いました。

82,748人
いきいき長
寿推進課

71 ４（５）②
認知症サポー
ターステップアッ
プ講座の開催

○

今後、本講座修了者を、地域包括支援セン
ター（シニアサポートセンター）における認知症
カフェや介護者サロンの運営補助等のボラン
ティア活動につなぎ、認知症の人とその家族に
やさしい地域づくりを推進します。

おれんじパートナー
の養成者数

目標設定に向けた分
析

110人
認知症サポーターステップアップ講座を2回開
催し、おれんじパートナーを養成しました。

110人
いきいき長
寿推進課

72 ４（５）③ もの忘れ検診 ○

今後、より多くの市民に受診して頂けるよう、さ
いたま市検診診査のお知らせに医療機関を掲
載するとともに、自治会回覧板や、パンフレット
の配布等、周知の強化を図ります。

検診受診者数 1,500人 1,084人

もの忘れ検診の実施と検診の結果、認知機能
の低下が疑われる方に対して、専門医療機関
における鑑別診断を実施することで、認知症の
早期発見、早期診断を推進しました。

1,500人
いきいき長
寿推進課

73 ４（５）④
認知症初期集
中支援チーム

○

今後も、認知症が疑われる人又は認知症の人
の自立生活のサポートを実施するとともに、早
期診断・早期対応の仕組みの構築を推進しま
す。

訪問支援対象者の
実人数

100人 92件

市内全域でチームによる早期診断・早期対応
の支援を実施しました。
また、各チーム間の活動実績の格差を是正す
るため、平成３０年４月１日から一部拠点の変
更、活動エリアの見直しを行いました。

100人
いきいき長
寿推進課

所管

重点的な取組 平成30年度

№ 事業番号 事業名 事業内容 指標
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令和元年度

（１） （２） （３） 計画 実績 取組状況等 計画
所管

重点的な取組 平成30年度

№ 事業番号 事業名 事業内容 指標

74 ４（５）⑤
認知症疾患医
療センター

○

本センターへの専門医療相談件数は全国的に
みても非常に高い数値となっていますが、件数
としては飽和状態に近くなっています。今後
は、相談等業務に加え、他の医療機関等から
の紹介による比較的重度の方への対応に重
点を置くほか、状態の安定した方を地域の医
療に戻す連携をさらに強化します。また、平成
26年度から同センターにおいて実施している認
知症サポーター養成講座は、専門性が高く好
評を得ていることから、今後、さらに内容の充
実と開催促進を図ります。

1日平均相談者数 20人 22.8人
専門医療相談、鑑別診断、各種研修会等を実
施しました。

20人
いきいき長
寿推進課

75 ４（５）⑥
かかりつけ医認
知症対応力向
上研修

○

認知症患者の増加に伴い、糖尿病など他の疾
患との合併症も多くなると見込まれるます。早
期発見・早期対応のためには、より多くの様々
な診断科目の開業医・勤務医に認知症への対
応力を向上していただく必要があります。もの
忘れ検診の実施にあたり、検診実施医療機関
の本研修の受講を努力義務に位置づける等、
受講者増に取り組んできましたが、引き続き受
講者の確保に努めていきます。

当該年度末時点の
研修修了者数（延累
計）

284人 271人
埼玉県、埼玉県医師会と共同で、１回実施しま
した。

290人
いきいき長
寿推進課

76 ４（５）⑦
認知症サポート
医の養成

○

認知症初期集中支援チームにおいて、認知症
サポート医がチーム員医師の要件として位置
付けられており、その重要性が高まっていま
す。今後も養成を継続し、認知症初期集中支
援推進事業の円滑な実施や認知症高齢者の
支援体制の強化、かかりつけ医に対する相談・
助言や地域包括支援センター（シニアサポート
センター）との連携づくりを推進します。

養成者数（累計） 41人 45人
医師会と調整のうえ、認知症サポート医を養成
しました。

50人
いきいき長
寿推進課

77 ４（５）⑧
歯科医師・薬剤
師認知症対応
力向上研修

○
今後、より多くの専門職の方から参加頂けるよ
う、働きかけていきます。

①歯科医修了者数
（累計）
②薬剤師修了者数
（累計）

①31人
②61人

①42人
②66人

埼玉県と共同で、各１回実施しました。
①60人
②90人

いきいき長
寿推進課
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令和元年度

（１） （２） （３） 計画 実績 取組状況等 計画
所管

重点的な取組 平成30年度

№ 事業番号 事業名 事業内容 指標

78 ４（５）⑨

病院勤務の医
療従事者向け
認知症対応力
向上研修

○
引き続き今、より多くの病院から参加して頂け
るよう、働きかけていきます。

修了者数（累計） 277人 286人 市内24医療機関から受講者がありました。 336人
いきいき長
寿推進課

79 ４（５）⑩
看護職員認知
症対応力向上
研修

○
今後、より多くの看護職員の方から参加頂ける
よう、働きかけていきます

修了者数（累計） 33人 29人 埼玉県と共同で、各１回実施しました。 33人
いきいき長
寿推進課

80 ４（５）⑪
認知症介護実
践等研修事業

○
市内の認知症ケアの水準向上を図るため、認
知症介護指導者と連携して継続的に実施しま
す。

実施研修数 7研修 6研修
介護施設等従事者に対して各種研修を実施し
ました。

7研修
いきいき長
寿推進課

81 ４（５）⑫
認知症ケア・ス
キルアップ研修

○

集合型研修は、業務の都合で受講できない介
護職員も多く、また、施設・事業所ごとのニーズ
に応じた研修を実施できない側面があります。
一方、本事業は、各施設のニーズに応じた内
容としているため、事業を実施した施設からは
好評を得ています。今後も年間１か所を目安に
継続して実施します。

－ 事業廃止 事業廃止
埼玉県にて同内容の事業を平成30年度より開
始しており、さいたま市も県の事業に含まれる
ことから事業を廃止しました。

いきいき長
寿推進課
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令和元年度

（１） （２） （３） 計画 実績 取組状況等 計画
所管

重点的な取組 平成30年度

№ 事業番号 事業名 事業内容 指標

82 ４（５）⑬ 認知症ケアパス ○

認知症ケアパスは、認知症予防から重度の方
やその介護者まで、切れ目にない支援を提供
する上でも重要な施策に位置づけられます。今
後も認知症ケアパスを掲載した認知症ガイド
ブックの普及に努めるとともに、必要に応じて
内容の改訂を行います。

内容の改訂
更新
8,000部

認知症の方がいつ、どこで、どのような支援・
サービスを利用することができるのかを示す標
準的な認知症ケアパスを作成しました

内容の改訂
いきいき長
寿推進課

83 ４（５）⑭

認知症情報共
有パス（つなが
りゅう　ささえ愛
ノート）

○

平成26年７月から運用を開始していますが、そ
の普及が課題となっています。「認知症ケアパ
スを適切に機能させるための調査研究事業検
討委員会報告書（平成25年度老人保健健康増
進等事業）では、認知症ケアパスを適切に機
能させるためには個々の認知症の方に関する
情報連携が不可欠であり、その場その場の統
一感のないケアが提供され続けてしまえば、そ
れが引き金となって悪循環を生じさせると指摘
されています。本市では、医療・介護・福祉の
連携を強化し、認知症の人とその家族を適切
に支援するためのツールとして、有効に活用で
きるように運用していきます。

交付部数 10部 16部
認知症地域支援推進員とともに普及の方策を
検討し、「活用のススメ」を作成して認知症ガイ
ドブックに掲載しました。

10部
いきいき長
寿推進課

84 ４（５）⑮
認知症地域支
援推進員の配
置

○

平成29年度に全ての地域包括支援センター
（シニアサポートセンター）に認知症地域支援
推進員の配置が完了しました。今後は、認知
症サポーターステップアップ講座の修了者が認
知症カフェや介護者サロンにおいてボランティ
ア活動を行う際に、認知症地域支援推進員が
その活動を支援する等、認知症に人とその家
族にやさしい地域づくりを推進する中心的な役
割を担う予定です。

配置人数 32人 31人

認知症カフェを実施する全地域包括支援セン
ターに配置を完了したほか、認知症地域支援
推進員とともに、もの忘れ検診受診者フォロー
の仕組みの検討、認知症情報共有パスの普及
の検討を行いました。

32人
いきいき長
寿推進課

85 ４（５）⑯
認知症対策推
進事業

○

引き続き認知症対策方針検討会議、認知症地
域ケア多職種共同研修・研究事業及びもの忘
れ相談医研修会を３つの柱として、医療・介
護・福祉の連携強化と認知症施策の推進を図
ります。

－ 会議、研修の開催 2回（うちＷＧ1回）
もの忘れ検診で使用する帳票の修正について
の検討等を行いました。

会議、研修の開
催

いきいき長
寿推進課
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令和元年度

（１） （２） （３） 計画 実績 取組状況等 計画
所管

重点的な取組 平成30年度

№ 事業番号 事業名 事業内容 指標

86 ４（５）⑰
若年性認知症
支援事業

○

一般的に若年性認知症の方向けのサービス
は不足しているため、この集いに参加する方や
その家族から大きな期待を寄せられています。
集いの場については、今後、居宅介護支援事
業所等に事業の周知を図り、参加者増加に努
めます。また、埼玉県は平成29年5月に若年性
認知症に係る全般的な相談に対応するととも
に、就労支援や居場所づくりを行う、「若年性
認知症支援コーディネーター」を配置しました。
今後、県のコーディネーターとも連携を図りな
がら、若年性認知症の方への適切な支援をし
てまいります。

集いの実利用者数 6人 実利用者数6名
（延べ35名）

若年性認知症の方の集いの場の提供を実施し
ました。

6人
いきいき長
寿推進課

87 ４（５）⑱ 認知症相談 ○

認知症地域支援推進員による電話相談が、第
6期期間中に大幅に増加しており、認知症に関
する相談窓口として認知されてきています。ま
た、専門医相談は、医師に比較的時間をかけ
て相談できる場として好評を得ています。引き
続き、認知症疾患医療センターの専門医療相
談を補完する、もう１つの認知症に関する医療
や介護の連携の要として実施していきます。

①電話相談延件数
②専門医相談件数

①400人
②40人

①276件
②32件

認知症地域支援推進員による電話・面接相
談、専門医の面談による相談を実施しました。

①400人
②40人

いきいき長
寿推進課

88 ４（５）⑲ 認知症カフェ ○

認知症カフェは、認知症の人本人にとっては自
ら活動し、地域とつながることができる場、家族
にとっては介護についての悩みを相談できる
場、地域の方にとっては認知症についての理
解を深められる場として位置付けられる等、
様々な効果が期待されます。今後、認知症地
域支援相談員のコーディネートのもと、認知症
サポーターの活動の場として位置づけられる
等、認知症の人とその家族にやさしい地域づく
りの拠点として運営していきます。

認知症カフェを実施
する地域包括支援セ
ンター数

27か所
カフェ設置地域包括
支援センター数
27か所

地域包括支援センターの主催で認知症カフェ
を実施しました。

27か所
いきいき長
寿推進課

89 ４（５）⑳
徘徊見守りSOS
ネットワーク事
業

○

近年、協力機関として介護保険事業者だけで
なく、銀行やショッピングモール等他業種の登
録も進んでいます。引き続き、警察による捜索
を補完する事業として、行方不明者の早期発
見・早期保護に取り組むとともに、ネットワーク
の活動を通じた認知症への理解促進や地域づ
くりにもつなげていきます。

事前登録者数（累
計）

420人 421人
徘徊するおそれのある方の事前登録と、徘徊
が発生した場合のためのネットワークの運営を
行いました。

480人
いきいき長
寿推進課

90 ４（５） 
徘徊高齢者探
知システムの補
助

○
引き続き事業を実施するとともに、徘徊見守り
SOSネットワーク構築事業による、地域での探
索体制の充実を図ります。

実利用人数 － 53人

外出すると戻れなくなる認知症の方等を介護
する方に、徘徊高齢者等が外出したときに、そ
の居場所を知らせる小型端末機を貸し出しまし
た。

40人 高齢福祉課
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所管
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93 ４（６）③
認知症カフェ
【再掲】

○

認知症カフェは、認知症の人本人にとっては自
ら活動し、地域とつながることができる場、家族
にとっては介護についての悩みを相談できる
場、地域の方にとっては認知症についての理
解を深められる場として位置付けられる等、
様々な効果が期待されます。今後、認知症地
域支援相談員のコーディネートのもと、認知症
サポーターの活動の場として位置づけられる
等、認知症の人とその家族にやさしい地域づく
りの拠点として運営していきます。

認知症カフェを実施
する地域包括支援セ
ンター数

27か所
カフェ設置包括数
27か所

地域包括支援センターの主催で認知症カフェ
を実施しました。

27か所
いきいき長
寿推進課
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令和元年度

（１） （２） （３） 計画 実績 取組状況等 計画

1 １（１）① 健康づくり事業 ○

平成29年度に、「さいたま市ヘルスプラン２１
（第２次）」の中間評価を行い、その結果に基づ
き、必要な健康づくりに関する情報を、引き続
き発信していきます。

健康づくりに関する
記事の寄稿数

民間企業の啓発媒体
に7種の記事を寄稿。
健康マイレージの測
定会で啓発媒体を10
回掲示。

民間企業の会報誌・
チラシに15種の記事
を掲載。
健康マイレージの測
定会等で啓発媒体を
11回掲示。

健康づくりの推進に向けた包括的連携に関す
る協定を締結している企業と協働で、健康に関
する記事を掲載したチラシを1000枚/月を配布
してもらった。
2社の民間企業の会報誌に記事を計8回寄稿。

民間企業の啓発
媒体に3種の記
事を寄稿。
健康マイレージ
の測定会で10回
以上、啓発媒体
を掲示。

健康増進課

2 １（１）② 健康教育 ○
生活習慣病の予防を推進するため、各区の特
性を考慮し、集団健康教育を実施し効果的な
生活習慣病予防の普及・啓発を図ります。

生活習慣病予防教
室参加者数

6,000人
開催回数　243回
参加人数　6,422人

生活習慣病の予防を促進するため、各区の特
性を考慮した健康教育を実施しました。

6,000人
地域保健支
援課

3 １（１）③ 健康相談 ○
内臓脂肪型肥満、高血圧、脂質異常、高血糖
などを予防するために、個々人の生活スタイル
に応じた相談の充実を図ります。

健康相談数 9,800人 9,765人
健康に関する個別の相談に応じ必要な指導及
び助言を行いました。

9,800人
地域保健支
援課

4 １（１）④ がん検診 ○
がん検診受診者数の増加及び精密検査受診
率の向上に向けた取組を進めます。

がん検診受診者数
①　胃がん検診
②　肺がん検診
③　大腸がん検診
④　子宮がん検診
⑤　乳がん検診

①94,900人
②131,800人
③117,500人
④51,600人
⑤35,900人

①90,975人
②127,583人
③113,217人
④45,851人
⑤31,056人

健康増進法に基づき、がんの早期発見・早期
治療を目的に、がん検診を実施しました。ま
た、受診率向上のため、検診対象初年度無料
事業や個別勧奨はがきの送付などを行いまし
た。

①94,000人
②133,400人
③117,700人
④43,000人
⑤20,100人

地域保健支
援課

5 １（１）⑤
成人歯科健康
診査

○
市民が自主的に歯周疾患の予防に努めること
ができるように、歯周疾患予防に関する健康教
育等を充実し、受診勧奨を行います。

受診者数 10,000人 6,635人

ライフステージに応じた適切な内容の歯科健
康診査を実施するため、平成30年度から健診
内容を見直し、後期高齢者については新たに
口腔機能健康診査の対象としたため、成人歯
科健康診査の受診者数が減少しています。

8,994人
地域保健支
援課

6 １（１）⑥
シルバーポイン
ト（長寿応援ポ
イント）事業

○

より多くの高齢者が参加しやすいよう事業を見
直していくことで、地域の方々との交流を深
め、健康づくり、生きがいづくりの活動に積極的
に参加できるようこの事業を推進していきま
す。

①　新規登録者数
②　友人・知人との
交流が増加したと回
答した方の割合

①　4,500人
②　60％

①　4,754人
②　72.5％

・チラシ、ポスターを配置依頼
・自治会の回覧板の活用
・イベント等でのＰＲ
・市報９月号に記事を掲載
・介護保険被保険者証、後期高齢者医療保険
者証の発送時にチラシを同封
・バス広告

①　4,800人
②　74％

高齢福祉課

所管

重点的な取組 平成30年度

№ 事業番号 事業名 事業内容 指標

1

令和元年８月２８日
令和元年度第１回
高齢者福祉専門分科会

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）

基本分野１　健康の維持と介護予防を進めます



令和元年度

（１） （２） （３） 計画 実績 取組状況等 計画
所管

重点的な取組 平成30年度

№ 事業番号 事業名 事業内容 指標

7 １（１）⑦
アクティブチケッ
ト交付事業

○

利用施設の拡大を図り、より多くの高齢者の外
出機会を創出するとともに、閉じこもり防止を促
し、地域との交流、健康づくり、生きがいづくり
の支援に取り組みます。

①　新規交付者数
②　健康を維持でき
るようになった方の
割合

①　4,900人
②　55％

①　5,418人
②　52.2％

・チラシ、ポスターを配置依頼
・自治会の回覧板の活用
・イベント等でのＰＲ
・市報９月号に記事を掲載
・介護保険被保険者証、後期高齢者医療保険
者証の発送時にチラシを同封
・バス広告

①　5,500人
②　60％

高齢福祉課

8 １（１）⑧
シルバー元気
応援ショップ

○
高齢者の利用を促進するため、協賛店拡大の
ための募集及び事業認知度の向上のための
周知を行います。

協賛店舗増加数 60店舗 60店舗

・チラシ、ポスターを配置依頼
・自治会の回覧板の活用
・イベント等でのＰＲ
・市報９月号に記事を掲載
・介護保険被保険者証、後期高齢者医療保険
者証の発送時にチラシを同封
・バス広告

60店舗 高齢福祉課

9 １（１）⑨
宝来グラウンド・
ゴルフ場の利用
促進

指定管理者により管理を行い、高齢者をはじと
した市民の利用に供するとともに、グラウンド・
ゴルフの普及や競技人口の拡大のため、競技
会や講座等の事業を実施します。

延利用者数 2,800人 11,611人

・ホームページ、リーフレット、ポスターの作成
・指定管理者主催によるグラウンド・ゴルフ教
室の開催（11回）
・指定管理者主催によるグラウンド・ゴルフ大
会の開催（１回）

3,000人 高齢福祉課

10 １（１）⑩
シニアスポーツ
大会

より多くの参加申し込みがされるよう周知ＰＲに
努めながら、今後も継続して実施します。

①　参加チーム数
②　参加者数

①　26チーム
②　536人

①　26チーム
②　536人

平成30年6月9日(土)に浦和駒場スタジアム、
浦和総合運動場、浦和駒場体育館にて実施し
ました。

①　26チーム
②　522人

スポーツ振
興課

11 １（１）⑪

全国健康福祉
祭（ねんりんピッ
ク）選手団派遣
事業

〇
市が実行員会事務局を担うことで、今後も関係
競技団体と連携を保ちながら事業運営を行い
ます。

選手団人数 146名 146名
関係競技団体と連携を取り全国健康福祉祭
（ねんりんピック）に選手を派遣しました。

152名 高齢福祉課

12 １（１）⑫
東楽園再整備
事業

サーマルエネルギーセンターの余熱利用施設
として、現在の東楽園を別敷地に建て替え、介
護予防や健康増進にながる施設となるよう整
備を進めていきます。

- 基本計画の策定
基本計画報告書作
成、PFI等導入可能性
調査の実施

東楽園再整備基本計画策定業務報告書を取
りまとめました。また、PFI等導入可能性調査を
行い、整備手法の検討を進めました。

建築基本設計着
手

高齢福祉課
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令和元年度

（１） （２） （３） 計画 実績 取組状況等 計画
所管

重点的な取組 平成30年度

№ 事業番号 事業名 事業内容 指標

13 １（１）⑬
健康福祉セン
ター西楽園

スポーツ教室等の講座・教室の開催、健康相
談、世代間交流事業等を引き続き実施し、高
齢者の主体的な健康づくり、仲間づくりの支援
を進めます。

延利用者数 216,000人 205,303人 施設の適正な管理運営に努めました。 216,000人 高齢福祉課

14 １（１）⑭

老人福祉セン
ター（シニアふ
れあいセン
ター）

市内全10区に設置されていることから、今後
は、原則として老人福祉センターの増設は行
わず、市の公共施設マネジメント計画を踏まえ
た各施設の予防保全を計画的に推進します。
また、指定管理者と連携し、利用者満足度の
向上を努めます。

延利用者数 397,000人 349,508人 施設の適正な管理運営に努めました。 397,000人 高齢福祉課

15 １（１）⑮
老人憩いの家
（シニア憩いの
家）

今後は、市の公共施設マネジメント計画を踏ま
え、新たに老人憩いの家の単独整備は行わ
ず、老人福祉センターを補完する機能として、
機能の維持に努めます。

延利用者数 107,000人 110,131人 施設の適正な管理運営に努めました。 107,000人 高齢福祉課

16 １（１）⑯
高齢者だんらん
の家

市が建物を整備することに比べ、既存の民間
施設を利用することで同じ事業を少ない費用
負担で実施できるため、今後は、高齢者サロン
への支援を合わせてこの事業による助成制度
の普及に努めます。

延利用者数 3,700人 2,645人 施設の適正な管理運営に努めました。 2,600人 高齢福祉課

17 １（１）⑯
敬老マッサージ
助成事業

今後も継続して実施します。
①　実利用者数
②　延利用回数

①1,685人
②4,166回

①　1,397人
②　3,694回

希望者に対し、あん摩、マッサージ又は指圧の
施術料の一部を補助する補助券を交付しまし
た。
また、以下のPRも実施しました。
①高齢介護サービスのご案内に事業の紹介記
事を掲載
②さいたまシニアクラブ芸能大会でチラシの配
布

①1,700人
②4,200人

高齢福祉課

18 １（２） 
介護予防・生活
支援サービス事
業

○ 〇

今後は事業の実施状況等の把握及び分析を
行い、円滑な実施に努めてまいります。また、
地域のニーズや資源等の実情を踏まえ、地域
の担い手養成研修等を通じて地域の多様な担
い手創出やサービス提供について、検討を進
めます。

－
事業の実施状況の把
握

事業の実施状況の把
握

・専門職による支援が必要な方に対しては、介
護保険事業者による身体状況に応じた適切な
サービスを提供しました。
・住民主体によるサービスのモデル事業を実
施し、多様な主体による介護予防・生活支援
サービス事業の展開に着手しました。（１０団
体）

・事業の実施状
況の把握
・総合事業の
サービスについ
て検討

いきいき長
寿推進課
介護保険課
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令和元年度

（１） （２） （３） 計画 実績 取組状況等 計画
所管

重点的な取組 平成30年度

№ 事業番号 事業名 事業内容 指標

19 １（２）②
ますます元気教
室

○

公民館以外の会場でも開催していきます。修
了者には「いきいきサポーター養成講座」や
「健口教室」への参加を呼びかけ、元気な高齢
者を増やします。

参加人数 3,500人 3,133人

昨年度と同様に各公民館を会場として実施し
た他、見沼区ではモデル事業として、公民館以
外の会場や1コース9日間のコースを実施しま
した。

3,500人
いきいき長
寿推進課

20 １（２）③
いきいきサポー
ター推進事業

○ 〇

いきいきサポーターの活動を通じて、いきいき
百歳体操の啓発を行い、高齢者が身近な場所
で介護予防に取り組むことができる、通いの場
の増加を目指しています。講座終了後も適宜
フォローアップを行うことで、いきいきサポー
ターが継続して地域で活躍できるよう支援の強
化に努めていきます。

参加人数 270人 324人

平成30年度いきいきサポーター修了者数は
324名でした。いきいき百歳体操を中心に活動
しているグループは、平成31年1月末現在で
247グループです。

270人
いきいき長
寿推進課

21 １（２）④ 健口教室 ○

介護予防のポイントである口腔ケアを含めた栄
養の大切さについて高齢者に学んでいただく
機会を確保し、参加者満族度の充実に努め、
事業を推進します。

参加人数 480人 343人
介護予防のための口腔機能の維持・向上や栄
養の大切さについて、講義・体験等が行える教
室を実施しました。

480人
いきいき長
寿推進課

22 １（２）⑤
すこやか運動教
室

○
市の養成講座を修了した地域運動支援員によ
る自主活動教室の取組に移行していきます。

参加人数（延人数） 3,010人 2,212人

市の養成講座を修了した地域運動支援員によ
る自主活動教室へ、５会場移行しました。
そのため、専門の指導者が実施したすこやか
運動教室は20か所でした。

2,620人
いきいき長
寿推進課

23 １（２）⑥

地域運動支援
員の養成と地域
指導員等派遣
事業の実施

○

業務委託によるすこやか運動教室から、市で
養成した地域運動支援員によるすこやか運動
教室に移行していきます。また自治会や老人ク
ラブ等の地域からの依頼に基づく派遣要請に
対応するため、地域運動支援員への研修を充
実させるとともに、高齢者の運動習慣化のため
の自主活動を支援していきます。

参加人数（延人数） 39,000人 38,588人

１３会場のすこやか運動教室において、市で養
成した地域運動支援員が教室を開催しました。
また、自治会や老人クラブ等地域からの依頼
に基づき、派遣事業を行いました。

39,500人
いきいき長
寿推進課

24 １（２）⑦
生きがい健康づ
くり教室

○

高齢者誰もが状態に関わらず参加できる一般
介護予防事業の一環として、介護予防に関す
るカリキュラムを積極的に取り入れ、教室の一
層の充実を図っていきます。

参加人数（延人数） 10,000人 47,991人

各区公民館において、高齢者の生きがい健康
づくりを目的とした講座、体験学習、世代間交
流などを行う「生きがい健康づくり教室」を実施
しました。

39,000人
いきいき長
寿推進課
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令和元年度

（１） （２） （３） 計画 実績 取組状況等 計画
所管

重点的な取組 平成30年度

№ 事業番号 事業名 事業内容 指標

25 １（２）⑧
地域リハビリ
テーション活動
支援事業

○ 〇

地域包括支援センター（シニアサポートセン
ター）と連携し、介護関係者向けの勉強会 等や
住民主体の通いの場に継続的に関与すること
で、関係者の介護予防ケアマネジメントの向上
や住民主体の通いの場の地域展開を推進して
いきます。

派遣回数 250回 304回
介護関係者向けの勉強会や住民主体の通い
の場などへ専門職を派遣しました。

300回
いきいき長
寿推進課

26 １（２）⑨
介護予防水中
運動教室事業

○

新規の利用者の応募を増やす取組等を検討
するなど、引き続き事業の充実を図ります。ま
た、地域包括支援センター（シニアサポートセ
ンター）と連携し、介護予防の強化に努めま
す。

参加人数 210人 215人
市内7か所のプール施設において、60歳以上
の方を対象に、水中ウオーキングを中心とした
運動教室を実施しました。

210人
いきいき長
寿推進課
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令和元年度

（１） （２） （３） 計画 実績 取組状況等 計画
所管

重点的な取組 平成30年度

№ 事業番号 事業名 事業内容 指標

27 ２（１） 
セカンドライフ支
援事業

〇

就業、ボランティア活動、地域活動又は趣味の
活動といった多様なニーズに対して、集約して
情報を発信する体制を構築し、これまで以上に
いきいきとした高齢者のセカンドライフ支援を
実施するため、（仮称）セカンドライフ支援セン
ターの開設に向けて検討を進めます。

①（仮称）セカンドラ
イフ支援センター開
設
②相談件数

連絡会議設置・開催 連絡会議設置・開催

庁内外の関係所管による連絡会議を2回開催
し、（仮称）セカンドライフ支援センターの開設
に向けて検討を行いました。
また、市内在住の50歳以上の方を対象にセミ
ナーを2回開催しました。

①センター開設
②700件

高齢福祉課

28 ２（１）②
シルバーバンク
事業

〇
登録者の希望に見合った団体・施設とのマッチ
ングを行い、高齢者の社会参加をさらに促進し
ます。

①登録総数
②マッチング数

①1,670人
②835件

①1,639人
②815件

適切にマッチングを行いました。
また、シニアユニバーシティ合同講座で事業PR
を実施しました。

①1,650人
②800件

高齢福祉課

29 ２（１）③

シルバーポイン
ト（いきいきボラ
ンティアポイン
ト）事業

○ 〇

地域資源であるボランティアの活用を積極的に
推進、支援し、高齢者のボランティア活動を通
じて、高齢者の社会参加、生きがいづくりと介
護予防活動を促進していきます。

①　新規登録者数
②　新規登録施設数
③　友人・知人との
交流が増加したと回
答した方の割合

①1,500人
②60施設
③60％

①1,556人
②60施設
③71.1％

・チラシ、ポスターを配置依頼
・自治会の回覧板の活用
・イベント等でのＰＲ
・市報９月号に記事を掲載
・介護保険被保険者証、後期高齢者医療保険
者証の発送時にチラシを同封
・バス広告

①1,600人
②60施設
③73％

高齢福祉課

30 ２（１）④
地域におけるボ
ランティア研修
講座

〇
今後も引き続き、ボランティア人材の発掘及び
育成を図る講座を実施します。

①開催数
②参加人数

①9講座
②208人

①11講座
②248人

ボランティア入門・専門分野ボランティア養成、
資質向上など様々な分野や活動ニーズに応じ
た講座を実施し、福祉意識やボランティア・市
民活動への意識の高揚を図りました。
（さいたま市社会福祉協議会実施事業）

10講座 福祉総務課

31 ２（１）⑤
シニアユニバー
シティ

〇

参加者の満足度向上を図るため、カリキュラム
の見直し等の改善を進めます。また、卒業生
の多くがシルバー人材センターやシルバーバ
ンクに登録する等の地域活動に参加しやすい
環境をつくるため、両者の連携を強化します。

①大学入学者数
②大学院入学者数

405人
356人

①405人
②356人

年間を通じて講座を実施しました。
また、シニアユニバーシティの講座で、シル
バー人材センター及びシルバーバンクを紹介し
ました。

①472人
②331人

高齢福祉課
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令和元年度

（１） （２） （３） 計画 実績 取組状況等 計画
所管

重点的な取組 平成30年度

№ 事業番号 事業名 事業内容 指標

32 ２（１）⑥

生涯学習総合
センターにおけ
る学習機会の
提供

〇

今後も生涯学習総合センターにおいて、「生涯
学習相談えらベル」、さいたま市民大学地域活
動コースを開催し、学習機会の提供と人材活
用の推進を行っていきます。

①　「生涯学習相談
えらベル」開催回数
②　「生涯学習相談
えらベル」延べ参加
者数
③　「さいたま市民大
学地域ボランティア
コース」開催回数
④　「さいたま市民大
学地域ボランティア
コース」延べ参加者
数

①26回
②200人
③12回
④320人

①26回
②160人
③16回
④199人

生涯学習総合センターでは、「生涯学習相談え
らベル」とさいたま市民大学地域ボランティアA
コース[託児付き]・地域ボランティアBコースを
開催しました。

①26回
②200人
③16回
④256人

生涯学習総
合センター

33 ２（１）⑦
各公民館にお
ける学習機会
の提供

○ 〇
今後も各公民館において、介護予防事業とし
て、「生きがい健康づくり教室」と「「ますます元
気教室」を開催し、事業の充実を図ります。

①「生きがい健康づく
り教室」の参加者数
（実人数）
②「ますます元気教
室」の参加者数（実
人数）

①8,600人
②3,600人

①11,967人
②3,133人

地区公民館において、公民館介護予防事業と
して、「高齢者学級（生きがい健康づくり教室）」
と「高齢者健康体操教室（シニア健康体操教
室）」を開催しました。

①4,300人
②1,700人

生涯学習総
合センター

34 ２（１）⑧
高齢者文化芸
術推進事業

高齢者の生きがいづくりが推進できるよう、高
齢者施設等に地域の芸術家等を派遣し、体験
教室や講座など多様な文化芸術に、入所者や
地域の方などがふれあえる機会を創出しま
す。（平成30年度開始）

派遣回数 10回 10回
文化振興事業団への委託により、地域の芸術
家等を高齢者施設等に派遣し、文化芸術活動
を実施しました。

15回
いきいき長
寿推進課

35 ２（１）⑨
生涯学習人材
バンク事業

〇
今後も引き続き、一層の周知を行い、登録者
及び利用者の増加を図り、市民の学習機会の
支援に努めます。

マッチング数 130件 136件
登録者名簿の作成及び関係機関への配布等
により周知を行い、136件のマッチング実績とな
りました。

140件
生涯学習振
興課

36 ２（１）⑩
高齢者生きがい
活動センター

高齢者の就労支援事業及び地域活動の活性
化のため、地域の高齢者のニーズを踏まえ
て、事業内容の充実を図っていきます。

参加延人数 900人 915人
パソコン教室などの就労支援事業、地域活動
支援事業として、傾聴ボランティア養成講座を
行いました。

900人 高齢福祉課
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令和元年度

（１） （２） （３） 計画 実績 取組状況等 計画
所管

重点的な取組 平成30年度

№ 事業番号 事業名 事業内容 指標

37 ２（１）⑪
シルバー人材セ
ンター

〇

新規受注の開拓による職域拡大や派遣事業
の拡大を通じて、多様なニーズに対応し、会員
数の増加や就業率の向上を図っていくため、
引き続き支援を行っていきます。

①　会員数
②　就業率

①5,300人
②79.0％

①5,141人
②76.2％

補助金を交付することにより、シルバー人材セ
ンターの運営を支援しました。
また、入会説明会やシルバー人材センターが
主催する講座について、市報掲載等により広
報活動を支援しました。

①5,350人
②79.5％

高齢福祉課

38 ２（１）⑫
中高年齢者の
就労支援

〇

求職者を対象とした就職活動に必要なスキル
修得や、勤労者のスキルアップを目的とした各
種資格取得試験対策の講座を開催し、再就職
を支援する取組を行います。また、引き続き、
埼玉労働局への開催協力により、中高年齢者
対象の就職支援セミナーを開催します。さら
に、埼玉県立職業能力開発センターの技能講
習を後援するなど、中高年齢者の就労支援を
広げていきます。

①「就業体験付き就
労スキルアップ支援
事業」
（中高年求職者対象
コース）実施講座数
②「就業体験付き就
労スキルアップ支援
事業」
（中高年求職者対象
コース）参加者数
③　就職支援セミ
ナー（中高年齢者対
象分）実施回数
④　就職支援セミ
ナー（中高年齢者対
象分）延受講者数

①「就業体験付き就
労スキルアップ支援
事業」
（中高年求職者対象
コース）3講座実施
②「就業体験付き就
労スキルアップ支援
事業」
（中高年求職者対象
コース）参加者数：50
人
③就職支援セミナー
（中高年齢者対象分）
予定実施回数：28回
④就職支援セミナー
（中高年齢者対象分）
定員合計：1,475人

①3講座
②52名
③29回
④1,164人

「就業体験付き就労スキルアップ支援事業」、
就職支援セミナーを、ほぼ計画どおり開催しま
した。
（受講者数の計画比／「就業体験付きスキル
アップ業務」104％、就職支援セミナー78.91％）

①「就業体験付
きスキルアップ業
務」（中高年求職
者対象コース）3
講座実施
②「就業体験付
きスキルアップ業
務」（中高年求職
者対象コース）定
員数：60人
③就職支援セミ
ナー（中高年齢
者対象分）
予定実施回数：
26回
④就職支援セミ
ナー（中高年齢
者対象分）
定員合計：1,481
人

労働政策課

39 ２（１）⑬
企業における高
年齢者雇用の
促進

〇

平成25年４月の高年齢者雇用安定法の改正
により、65歳までの高年齢者雇用確保措置が
義務付けられました。こうした状況を踏まえて、
国の動向を注視し、独立行政法人高齢・障害・
求職者雇用支援機構や埼玉県立職業能力開
発センター等と協力しながら、セミナーや説明
会等を活用し、市内企業に対して関係労働法
令の遵守等について、周知・情報提供に努め
ていきます。

埼玉県高齢・障害者
ワークフェア延参加
者数

埼玉県高齢・障害者
ワーク
フェア2018／9月14日
（開催済）
延参加者数：4,917人
（速報値）

4，914人
埼玉労働局、埼玉県、社団法人埼玉県雇用開
発協会等と協力し、「埼玉県高齢・障害者ワー
クフェア」（9月14日開催）に参加しました。

埼玉県高齢・障
害者ワークフェア
2019／9月12日

労働政策課
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令和元年度

（１） （２） （３） 計画 実績 取組状況等 計画
所管

重点的な取組 平成30年度

№ 事業番号 事業名 事業内容 指標

40 ２（１）⑭
創業及び経営
相談等の充実

経営相談やセミナーについて、中小企業及び
創業者のニーズに応じ、今後も積極的に実施
していきます。

①　窓口相談
②　専門家派遣
③　研修・講演会等

①3,000件
②400回
③5講座

①3,024件
②239件
③7講座

(公財)さいたま市産業創造財団において、起業
や経営に関する相談に応じるとともに、専門家
派遣や各種セミナーを引き続き実施しました。
平成30年度は、ビジネスプランコンテストや起
業家向け支援について、一部リニューアルを図
り、支援メニューを充実させました。また、上場
や事業規模の拡大を展望している企業の成長
を加速させるためのプログラﾑ等新たなテーマ
のセミナーを実施しました。

①3,000件
②400回
③5講座

経済政策課

41 ２（２） 高齢者サロン ○ 〇
高齢者の孤立防止や地域の元気な高齢者が
運営に参画して「居場所づくり」ができるよう市
社会福祉協議会と連携し支援を継続します。

実施地区数 46地区 47地区
市社会福祉協議会に補助金を交付することに
より、事業を実施する地区社会福祉協議会を
支援しました。

51地区 高齢福祉課

42 ２（２）② 老人クラブ活動 〇

リーダー養成や会員増強を支援し、老人クラブ
活動の拡大を促します。また、60歳台・70歳台
の加入促進策と老人クラブ連合会の組織運営
について研究・検討を続けます。

①　クラブ数
②　会員数

－
①　379団体
②　22,128人

老人クラブに補助金を交付することにより、事
業実施を支援しました。

－ 高齢福祉課

43 ２（２）③
シニアユニバー
シティ校友会活
動

〇
活動拠点の「さいたま市ユニバーシティ活動ス
テーション」の活用を図り、引き続き校友会活
動を支援します。

会員数 3,247名 3,248名
また、シニアユニバーシティ校友会連合会に補
助金を交付することにより、活動を支援しまし
た。

－ 高齢福祉課
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令和元年度

（１） （２） （３） 計画 実績 取組状況等 計画
所管

重点的な取組 平成30年度

№ 事業番号 事業名 事業内容 指標

44 ２（２）④
シルバー作品
展示会事業

〇
高齢者の趣味活動の発表の場として、引き続
き事業を実施します。

出展数 － 619作品
公募した作品を浦和地区（南部）・大宮地区（北
部）の２会場で展示しました。

－ 高齢福祉課
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令和元年度

（１） （２） （３） 計画 実績 取組状況等 計画
所管

重点的な取組 平成30年度

№ 事業番号 事業名 事業内容 指標

45 ３（１） 
敬老祝金支給
事業

敬老祝金の支給額及び対象年齢について、他
市の事例を参考としつつ、社会情勢の変化を
踏まえ、調査検討していきます。

対象者数 － 34,259人

当該年度の9月15日現在で、市内に6か月以上
居住し、かつ、住民基本台帳に記録されている
満75歳・80歳・85歳・90歳・95歳・100歳以上の
方に敬老祝金を贈呈しました。

35,738人 高齢福祉課

46 ３（１）②
長寿者訪問事
業

長寿を尊び、お祝いする事業として、今後も継
続します。

－ 事業実施 19人
老人の日の前後に各区の男女最高齢者の方
を訪問し、記念品を贈呈しました。そのうち1人
へは、市長が訪問しました。

事業実施 高齢福祉課

47 ３（２） 
ふれあい会食
サービス事業

ふれあい会食会は、今後、さらに増加が見込
まれるふとり暮らし高齢者が、地域住民と交流
を図る場であることから、地域の特色に合わせ
た事業展開を図れるよう、市社会福祉協議会
と協議し、地域に働きかけます。

延参加人数
団体数

－
16,962人
51団体

社会福祉協議会に補助金を交付しました。
17,000人
51団体

高齢福祉課

48 ３（２）② 敬老会等事業

高齢者を敬愛する気風の醸成を図り、交流を
深める機会として地域の特色に合わせた事業
展開を図るため、地区社会福祉協議会等と協
議し、地域に働きかけます。

補助対象人数 150,777人 150,453人

対象となる高齢者数に応じて補助金を地区社
会福祉協議会に交付し、地区社会福祉協議会
が中心となって敬老会の開催や記念品を贈呈
しました。

160,131人 高齢福祉課
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基本分野３　長寿を尊ぶ地域社会を醸成します



令和元年度

（１） （２） （３） 計画 実績 取組状況等 計画
所管

重点的な取組 平成30年度

№ 事業番号 事業名 事業内容 指標

49 ４（１） 

地域包括支援
センター（シニア
サポートセン
ター）の人員体
制の確保

〇

高齢者が住み慣れた地域でいつまでも暮らし
ていくためには、地域の実情に合った地域包
括ケアシステムを構築していくことが必要であ
り、地域包括支援センター（シニアサポートセン
ター）に求められる役割は今後ますます高まる
ことが予想されます。そのため、本市では、各
地域包括支援センター（シニアサポートセン
ター）に地域を支え合い推進員（高齢者生活支
援コーディネーター）を配置し、地区社会福祉
協議会や民生委員、自治会とのさらなる連携
を深めながら、各地域包括支援センター（シニ
アサポートセンター）の業務が円滑に進むよう
上記の条例に基づき、担当する圏域の高齢者
人口数や業務量等を勘案し、引き続き必要な
人員体制の確保に努めます。また、「地域包括
支援センター運営協議会」の意見を踏まえ、適
切、公正かつ中立な運営を行っていきます。

－ －
地域包括支援セン
ターの適切な運営

地域包括支援センターの人員について概ね確
保しました。

地域包括支援セ
ンターの適切な
運営

いきいき長
寿推進課

50 ４（１）②
包括・在支総合
支援センター

〇

地域包括支援センター（シニアサポートセン
ター）及び在宅介護支援センターと行政の連携
支援や両センターに対する助言や指導を行う
ほか、両センターの機能強化に資する研修等
を行っていきます。また、地域包括支援セン
ター（シニアサポートセンター）が主催又は参加
する各種会議等に参加し、地域に共通する課
題の整理・分析等を行い、地域包括支援セン
ター（シニアサポートセンター）の基幹的な役割
を担えるように取り組みます。

－ － 委託実施
地域包括支援センターの基幹的な役割を担え
るような取組みを実施しました。

委託実施
いきいき長
寿推進課

51 ４（１）③ 地域ケア会議 〇

これまで、４つの会議の連携を図ることで「地
域ケア会議」を充実させてまいりました。今後
は、高齢者生活支援体制整備事業における地
域支え合い推進員（高齢者生活支援コーディ
ネーター）の参加による地域資源の活用を目
指した地域ケア会議の開催、また、介護予防
（自立支援）型地域ケア会議のの導入の検討
などを行い、「地域ケア会議」をさらに充実させ
てまいります。

地域ケア会議開催回
数

234回 196回

介護予防を目的とした地域ケア会議の開催に
向けた検討部会において、さいたま市版介護
予防型地域ケア会議の会議フォーマットを作成
し、令和元年度から実施できる体制を整えまし
た。

234回
いきいき長
寿推進課
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基本分野４　地域で幅広く高齢者の生活を支援します



令和元年度

（１） （２） （３） 計画 実績 取組状況等 計画
所管

重点的な取組 平成30年度

№ 事業番号 事業名 事業内容 指標

52 ４（２） 
見守り活動の推
進

〇

市社会福祉協議会と連携した地区社会福祉協
議会の見守り活動への支援等により、地域に
おいて幅広く生活支援が行われるよう、事業を
推進します。

実施地区数 46地区 47地区
市社会福祉協議会に補助金を交付することに
より、事業を実施する地区社会福祉協議会を
支援しました。

47地区 高齢福祉課

53 ４（２）②
市社会福祉協
議会による生活
支援

〇
介護予防・日常生活支援総合事業の実施状況
等を踏まえ、サービスを提供していきます。

①あおぞらサービス
事業相談件数
②あおぞらサービス
事業延利用／活動
件数
③有償在宅福祉
サービス事業利用者
数
④有償在宅福祉
サービス事業派遣回
数

①178件
②1,452件
③90名
④132回

①166件
②1,438件
③83人
④137回

・在宅で生活する一人暮らし高齢者等で家事
などの支援を必要とする方に対し、登録する協
力会員を紹介し有償で援助を行いました。
・高齢者、障害者(児）及び心身傷病者で、日常
生活を営むために一時的な援助が必要な方に
対し、有償でサービスを提供しました。
（さいたま市社会福祉協議会実施事業）

－ 福祉総務課

54 ４（２）③
地区社会福祉
協議会による生
活支援

〇

地域のニーズを把握する活動を地区社会福祉
協議会と連携・協働して行うとともに、最終年を
迎える地区社会福祉協議会の地域福祉行動
計画が切れ目なく策定されるよう支援していき
ます。

地域福祉行動計画
再策定地区

10地区 10地区
地域福祉行動計画が切れ目なく策定されるよ
う支援しました。
（さいたま市社会福祉協議会実施事業）

11地区 福祉総務課

55 ４（２）④
民生委員による
生活支援

〇
引き続き、民生委員・児童委員の知識や資質
向上が図られるように、内容の検討を行いなが
ら定期的に研修を実施していきます。

①　民生委員数
②　研修回数

①1,426人
②25回

①　1,377人
②　19回

民生委員・児童委員の資質向上に向け、さい
たま市社会福祉協議会と連携した研修会の開
催や、他機関が実施する研修会へ委員の派遣
を行いました。

①1,426人
②25回

福祉総務課

13



令和元年度

（１） （２） （３） 計画 実績 取組状況等 計画
所管

重点的な取組 平成30年度

№ 事業番号 事業名 事業内容 指標

56 ４（２）⑤
市民活動サ
ポートセンター

運営協議会や利用者懇談会の開催等により、
利用者のニーズを把握し、施設設置の理念で
ある「市民とともに成長するサポートセンター」
の実現に努め、利用の促進を図ります。

新規利用登録団体
数

100団体 71団体

運営協議会や利用者懇談会での意見を踏まえ
ながら、市民活動団体やこれから市民活動を
行おうとしている市民に対し、イベントやセミ
ナーを開催し交流や学習の機会を提供するこ
とにより、市民活動の支援に取り組みました。

100団体
市民協働推
進課

57 ４（２）⑥
傾聴ボランティ
ア活動

〇

傾聴の活動を通じて、傾聴ボランティアのスキ
ルアップが図られており、引き続き、シルバー
人材センターの傾聴ボランティアの活動を支援
します。

①　傾聴ボランティア
会員数
②　傾聴ボランティア
施設訪問
③　傾聴ボランティア
在宅訪問

①335人
②延べ日数950日
③660件

①324人
②956日
③668件

シルバー人材センターにおける傾聴ボランティ
アの活動を支援するため、市報に掲載して広
報活動を支援しました。

－ 高齢福祉課

58 ４（２）⑦
ふれあい福祉
基金運用補助
金交付事業

今後は、さらに制度の周知に力を入れ、ふれあ
い福祉基金運用補助金を用いて地域福祉の
推進を目的とする事業を実施する団体の数を
増やします。

補助金交付団体数 65団体 77団体
地域福祉の推進を目的とする事業を実施する
市内のボランティア団体やNPO法人等へ補助
金を交付しました。

70団体 福祉総務課

59 ４（３） 

さいたま市地域
支え合い推進
員（高齢者生活
コーディネー
ター）の配置

〇

地域活動、民間企業等の各種サービスなど社
会資源情報を収集し、人口構成や他のデータ
等と合わせた地域分析を行い、住民主体によ
る活動の創出・継続・発展の支援をします。

－
地域資源データの統
一フォーマット管理、
定期的な更新

地域資源データの更
新（3回）

地域資源データを市ホームページで公開し、以
後、３回更新しました。

地域資源データ
の統一フォーマッ
ト管理、定期的な
更新

いきいき長
寿推進課

60 ４（３）②
地域支え合い
連絡会（協議
体）の開催

〇

地域活動を必要とする住民等に活動内容の周
知を行いながら、地域住民と共に、居場所づく
りや交流活動への効果的な支援の方策につい
て検討してまいります。

－
情報発信シートの作
成、地域ニーズの収
集手法の獲得

情報発信シートの公
開（1回更新）
地域支え合い推進員
連絡会の開催（6回）

情報発信シートをホームページで公開し、以
後、１回更新しました。また、地域支え合い推
進員連絡会を６回開催し、地域ニーズの収集
手法等について支援しました。

情報発信シート
の作成、地域
ニーズの分析手
法の修得

いきいき長
寿推進課

61 ４（３）③
地域の担い手
養成研修事業

〇
引続き研修を実施し、地域の担い手を創出す
るとともに、地域の支え合いの体制づくりを進
めます。

地域の担い手養成
研修修了者数（累
計）

270人 302人
地域の担い手養成研修講座を開催し、新たに
129人の担い手を養成しました。

420人
いきいき長
寿推進課

62 ４（３）④
住民主体による
サービスの推進
モデル事業

〇

地域住民のの自主活動を中心とした、高齢者
の様々なこまりごとに対応する互助のサービス
を要支援者等にも提供できるような仕組みをつ
くるため、「住民主体によるサービスの推進モ
デル事業」を実施します。（平成30年度開始）

モデル事業の実施
モデル事業実施
（10団体）

モデル事業実施
（10団体）

住民主体による訪問型・通所型生活支援モデ
ル事業を実施しました。

モデル事業実施
いきいき長
寿推進課
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63 ４（４） 
緊急通報・相談
等

ひとり暮らしの高齢者の増加が見込まれる中、
極めて有効な単身高齢者支援事業であること
から、今後も制度内容や申請方法等につい
て、市民への周知を図ります。

年度末時点の利用
者数

－ 2,303人

ひとり暮らしの高齢者宅に緊急通報を設置し、
家庭内の事故等による通報や日常生活におけ
る身体状況の不安等の相談に２４時間体制で
応じられるようにしました。

2,350人 高齢福祉課

64 ４（４）②
安否確認等事
業

ひとり暮らしの高齢者支援に有効な事業として
継続して実施します。

延利用者数 － 137人
ひとり暮らし高齢者宅に専門のスタッフが定期
的に電話・FAXをし、安否確認及び必要に応じ
た各種相談に応じられるようにしました。

140人 高齢福祉課

65 ４（４）③
福祉電話の設
置

電話機の設置が困難な低所得の単身高齢者
向け事業として継続して実施します。

設置台数 － 267人
ひとり暮らしで電話をお持ちでない高齢者に対
し、孤独感を和らげるとともに、福祉の増進を
図るため福祉電話を設置しました。

270人 高齢福祉課

66 ４（４）④
宅配食事サー
ビス

今後も、配達ボランティア等の地域資源を活用
しながら実施します。

延配食数 50,725食 84,414食
在宅の単身高齢者、高齢者のみ世帯で、食事
の用意が困難な方について、ボランティアを活
用しながら配食を実施しました。

84,424食 高齢福祉課

67 ４（４）⑤
日常生活用具
の給付

ひとり暮らし高齢者の在宅生活を支援するた
め、引き続き事業を実施します。

①　シルバーカー給
付台数
②　電磁調理器給付
台数

－
①26台
②37台

ひとり暮らし高齢者で、生活保護を受給してい
る方や市県民税非課税の方に対し、日常生活
の手助けとなる用具を支給しました。

①33台
②35台

高齢福祉課

68 ４（４）⑥ 浴場利用事業
今後もこの事業により、高齢者の外出促進や
健康増進、衛生向上に努めます。

①　発行人数
②　延利用枚数

①11,137人
②203,746枚

①10,710人
②195,554枚

ひとり暮らし高齢者や高齢者のみで暮らす世
帯の方が市内の公衆浴場を利用した場合に、
費用を助成しました。

①10,000人
②192,726枚

高齢福祉課
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69 ４（４）⑦ ふれあい収集
今後も、高齢や障害を理由にごみを出すことが
困難である方への生活支援として、継続して事
業を実施していきます。

－ －
全ての申込に対して
収集対応しました

ひとり暮らしの高齢者や障害者など、自らごみ
を収集所に出すことができない方を対象とし
て、市の職員が対象者の自宅を訪問し、玄関
先などからごみを収集しています。

－
資源循環政
策課

70 ４（５） 
認知症サポー
ター養成事業

○

認知症サポーター養成講座の開催を継続する
とともに、平成29年度から新たに開始した、活
動意欲の高いサポーターを対象とした「認知症
サポーターステップ講座」を継続的に実施しま
す。さらに、認知症サポーターステップアップ講
座修了者を、地域包括センター（シニアサポー
トセンター）における認知症カフェや介護者サロ
ンの運営補助等のボランティア活動につなぎ、
認知症の人とその家族にやさしい地域づくりを
推進します。

認知症サポーター養
成数（累計）

70,200人 72,748人
地域住民、企業等の団体、小中学校での養成
講座を行いました。

82,748人
いきいき長
寿推進課

71 ４（５）②
認知症サポー
ターステップアッ
プ講座の開催

○

今後、本講座修了者を、地域包括支援セン
ター（シニアサポートセンター）における認知症
カフェや介護者サロンの運営補助等のボラン
ティア活動につなぎ、認知症の人とその家族に
やさしい地域づくりを推進します。

おれんじパートナー
の養成者数

目標設定に向けた分
析

110人
認知症サポーターステップアップ講座を2回開
催し、おれんじパートナーを養成しました。

110人
いきいき長
寿推進課

72 ４（５）③ もの忘れ検診 ○

今後、より多くの市民に受診して頂けるよう、さ
いたま市検診診査のお知らせに医療機関を掲
載するとともに、自治会回覧板や、パンフレット
の配布等、周知の強化を図ります。

検診受診者数 1,500人 1,084人

もの忘れ検診の実施と検診の結果、認知機能
の低下が疑われる方に対して、専門医療機関
における鑑別診断を実施することで、認知症の
早期発見、早期診断を推進しました。

1,500人
いきいき長
寿推進課

73 ４（５）④
認知症初期集
中支援チーム

○

今後も、認知症が疑われる人又は認知症の人
の自立生活のサポートを実施するとともに、早
期診断・早期対応の仕組みの構築を推進しま
す。

訪問支援対象者の
実人数

100人 92件

市内全域でチームによる早期診断・早期対応
の支援を実施しました。
また、各チーム間の活動実績の格差を是正す
るため、平成３０年４月１日から一部拠点の変
更、活動エリアの見直しを行いました。

100人
いきいき長
寿推進課
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74 ４（５）⑤
認知症疾患医
療センター

○

本センターへの専門医療相談件数は全国的に
みても非常に高い数値となっていますが、件数
としては飽和状態に近くなっています。今後
は、相談等業務に加え、他の医療機関等から
の紹介による比較的重度の方への対応に重
点を置くほか、状態の安定した方を地域の医
療に戻す連携をさらに強化します。また、平成
26年度から同センターにおいて実施している認
知症サポーター養成講座は、専門性が高く好
評を得ていることから、今後、さらに内容の充
実と開催促進を図ります。

1日平均相談者数 20人 22.8人
専門医療相談、鑑別診断、各種研修会等を実
施しました。

20人
いきいき長
寿推進課

75 ４（５）⑥
かかりつけ医認
知症対応力向
上研修

○

認知症患者の増加に伴い、糖尿病など他の疾
患との合併症も多くなると見込まれるます。早
期発見・早期対応のためには、より多くの様々
な診断科目の開業医・勤務医に認知症への対
応力を向上していただく必要があります。もの
忘れ検診の実施にあたり、検診実施医療機関
の本研修の受講を努力義務に位置づける等、
受講者増に取り組んできましたが、引き続き受
講者の確保に努めていきます。

当該年度末時点の
研修修了者数（延累
計）

284人 271人
埼玉県、埼玉県医師会と共同で、１回実施しま
した。

290人
いきいき長
寿推進課

76 ４（５）⑦
認知症サポート
医の養成

○

認知症初期集中支援チームにおいて、認知症
サポート医がチーム員医師の要件として位置
付けられており、その重要性が高まっていま
す。今後も養成を継続し、認知症初期集中支
援推進事業の円滑な実施や認知症高齢者の
支援体制の強化、かかりつけ医に対する相談・
助言や地域包括支援センター（シニアサポート
センター）との連携づくりを推進します。

養成者数（累計） 41人 45人
医師会と調整のうえ、認知症サポート医を養成
しました。

50人
いきいき長
寿推進課

77 ４（５）⑧
歯科医師・薬剤
師認知症対応
力向上研修

○
今後、より多くの専門職の方から参加頂けるよ
う、働きかけていきます。

①歯科医修了者数
（累計）
②薬剤師修了者数
（累計）

①31人
②61人

①42人
②66人

埼玉県と共同で、各１回実施しました。
①60人
②90人

いきいき長
寿推進課
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78 ４（５）⑨

病院勤務の医
療従事者向け
認知症対応力
向上研修

○
引き続き今、より多くの病院から参加して頂け
るよう、働きかけていきます。

修了者数（累計） 277人 286人 市内24医療機関から受講者がありました。 336人
いきいき長
寿推進課

79 ４（５）⑩
看護職員認知
症対応力向上
研修

○
今後、より多くの看護職員の方から参加頂ける
よう、働きかけていきます

修了者数（累計） 33人 29人 埼玉県と共同で、各１回実施しました。 33人
いきいき長
寿推進課

80 ４（５）⑪
認知症介護実
践等研修事業

○
市内の認知症ケアの水準向上を図るため、認
知症介護指導者と連携して継続的に実施しま
す。

実施研修数 7研修 6研修
介護施設等従事者に対して各種研修を実施し
ました。

7研修
いきいき長
寿推進課

81 ４（５）⑫
認知症ケア・ス
キルアップ研修

○

集合型研修は、業務の都合で受講できない介
護職員も多く、また、施設・事業所ごとのニーズ
に応じた研修を実施できない側面があります。
一方、本事業は、各施設のニーズに応じた内
容としているため、事業を実施した施設からは
好評を得ています。今後も年間１か所を目安に
継続して実施します。

－ 事業廃止 事業廃止
埼玉県にて同内容の事業を平成30年度より開
始しており、さいたま市も県の事業に含まれる
ことから事業を廃止しました。

いきいき長
寿推進課
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82 ４（５）⑬ 認知症ケアパス ○

認知症ケアパスは、認知症予防から重度の方
やその介護者まで、切れ目にない支援を提供
する上でも重要な施策に位置づけられます。今
後も認知症ケアパスを掲載した認知症ガイド
ブックの普及に努めるとともに、必要に応じて
内容の改訂を行います。

内容の改訂
更新
8,000部

認知症の方がいつ、どこで、どのような支援・
サービスを利用することができるのかを示す標
準的な認知症ケアパスを作成しました

内容の改訂
いきいき長
寿推進課

83 ４（５）⑭

認知症情報共
有パス（つなが
りゅう　ささえ愛
ノート）

○

平成26年７月から運用を開始していますが、そ
の普及が課題となっています。「認知症ケアパ
スを適切に機能させるための調査研究事業検
討委員会報告書（平成25年度老人保健健康増
進等事業）では、認知症ケアパスを適切に機
能させるためには個々の認知症の方に関する
情報連携が不可欠であり、その場その場の統
一感のないケアが提供され続けてしまえば、そ
れが引き金となって悪循環を生じさせると指摘
されています。本市では、医療・介護・福祉の
連携を強化し、認知症の人とその家族を適切
に支援するためのツールとして、有効に活用で
きるように運用していきます。

交付部数 10部 16部
認知症地域支援推進員とともに普及の方策を
検討し、「活用のススメ」を作成して認知症ガイ
ドブックに掲載しました。

10部
いきいき長
寿推進課

84 ４（５）⑮
認知症地域支
援推進員の配
置

○

平成29年度に全ての地域包括支援センター
（シニアサポートセンター）に認知症地域支援
推進員の配置が完了しました。今後は、認知
症サポーターステップアップ講座の修了者が認
知症カフェや介護者サロンにおいてボランティ
ア活動を行う際に、認知症地域支援推進員が
その活動を支援する等、認知症に人とその家
族にやさしい地域づくりを推進する中心的な役
割を担う予定です。

配置人数 32人 31人

認知症カフェを実施する全地域包括支援セン
ターに配置を完了したほか、認知症地域支援
推進員とともに、もの忘れ検診受診者フォロー
の仕組みの検討、認知症情報共有パスの普及
の検討を行いました。

32人
いきいき長
寿推進課

85 ４（５）⑯
認知症対策推
進事業

○

引き続き認知症対策方針検討会議、認知症地
域ケア多職種共同研修・研究事業及びもの忘
れ相談医研修会を３つの柱として、医療・介
護・福祉の連携強化と認知症施策の推進を図
ります。

－ 会議、研修の開催 2回（うちＷＧ1回）
もの忘れ検診で使用する帳票の修正について
の検討等を行いました。

会議、研修の開
催

いきいき長
寿推進課
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86 ４（５）⑰
若年性認知症
支援事業

○

一般的に若年性認知症の方向けのサービス
は不足しているため、この集いに参加する方や
その家族から大きな期待を寄せられています。
集いの場については、今後、居宅介護支援事
業所等に事業の周知を図り、参加者増加に努
めます。また、埼玉県は平成29年5月に若年性
認知症に係る全般的な相談に対応するととも
に、就労支援や居場所づくりを行う、「若年性
認知症支援コーディネーター」を配置しました。
今後、県のコーディネーターとも連携を図りな
がら、若年性認知症の方への適切な支援をし
てまいります。

集いの実利用者数 6人 実利用者数6名
（延べ35名）

若年性認知症の方の集いの場の提供を実施し
ました。

6人
いきいき長
寿推進課

87 ４（５）⑱ 認知症相談 ○

認知症地域支援推進員による電話相談が、第
6期期間中に大幅に増加しており、認知症に関
する相談窓口として認知されてきています。ま
た、専門医相談は、医師に比較的時間をかけ
て相談できる場として好評を得ています。引き
続き、認知症疾患医療センターの専門医療相
談を補完する、もう１つの認知症に関する医療
や介護の連携の要として実施していきます。

①電話相談延件数
②専門医相談件数

①400人
②40人

①276件
②32件

認知症地域支援推進員による電話・面接相
談、専門医の面談による相談を実施しました。

①400人
②40人

いきいき長
寿推進課

88 ４（５）⑲ 認知症カフェ ○

認知症カフェは、認知症の人本人にとっては自
ら活動し、地域とつながることができる場、家族
にとっては介護についての悩みを相談できる
場、地域の方にとっては認知症についての理
解を深められる場として位置付けられる等、
様々な効果が期待されます。今後、認知症地
域支援相談員のコーディネートのもと、認知症
サポーターの活動の場として位置づけられる
等、認知症の人とその家族にやさしい地域づく
りの拠点として運営していきます。

認知症カフェを実施
する地域包括支援セ
ンター数

27か所
カフェ設置地域包括
支援センター数
27か所

地域包括支援センターの主催で認知症カフェ
を実施しました。

27か所
いきいき長
寿推進課

89 ４（５）⑳
徘徊見守りSOS
ネットワーク事
業

○

近年、協力機関として介護保険事業者だけで
なく、銀行やショッピングモール等他業種の登
録も進んでいます。引き続き、警察による捜索
を補完する事業として、行方不明者の早期発
見・早期保護に取り組むとともに、ネットワーク
の活動を通じた認知症への理解促進や地域づ
くりにもつなげていきます。

事前登録者数（累
計）

420人 421人
徘徊するおそれのある方の事前登録と、徘徊
が発生した場合のためのネットワークの運営を
行いました。

480人
いきいき長
寿推進課

90 ４（５） 
徘徊高齢者探
知システムの補
助

○
引き続き事業を実施するとともに、徘徊見守り
SOSネットワーク構築事業による、地域での探
索体制の充実を図ります。

実利用人数 － 53人

外出すると戻れなくなる認知症の方等を介護
する方に、徘徊高齢者等が外出したときに、そ
の居場所を知らせる小型端末機を貸し出しまし
た。

40人 高齢福祉課
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91 ４（６） 介護者サロン 〇
在宅介護の支援は、介護保険制度で最も重要
なテーマであるため、介護者の介護疲れの軽
減を図る本事業を、今後も実施していきます。

開催回数 940回 950回
市内27地域包括支援センターにおいて開催し
ました。

960回
いきいき長
寿推進課

92 ４（６）② 介護者カフェ 〇
多様な運営形式による介護者カフェの開設を
支援していきます。

開催箇所 6か所 4か所 介護者カフェの開設を支援しました。 7か所
いきいき長
寿推進課

93 ４（６）③
認知症カフェ
【再掲】

○

認知症カフェは、認知症の人本人にとっては自
ら活動し、地域とつながることができる場、家族
にとっては介護についての悩みを相談できる
場、地域の方にとっては認知症についての理
解を深められる場として位置付けられる等、
様々な効果が期待されます。今後、認知症地
域支援相談員のコーディネートのもと、認知症
サポーターの活動の場として位置づけられる
等、認知症の人とその家族にやさしい地域づく
りの拠点として運営していきます。

認知症カフェを実施
する地域包括支援セ
ンター数

27か所
カフェ設置包括数
27か所

地域包括支援センターの主催で認知症カフェ
を実施しました。

27か所
いきいき長
寿推進課

94 ４（６）④
介護者の状況
等の確認及び
支援の充実

〇

事業所アンケートでも仕事との両立など、介護
離職を防ぐために有効な支援として「緊急時
サービスが利用できる体制」「休息や休養がと
れるようなサービスの充実」など意見が挙げれ
ており、地域包括支援センター（シニアサポート
センター）の相談体制の整備や、介護者サロン
など引き続き実施していきます。また、介護者
は家庭環境により、ダブルケアなど様々な課題
を抱えていることも多く、心身も含め、介護の状
況等の確認を踏まえた支援の充実など引き続
き介護者支援を検討していきます。

－

・調査項目の検討
・地域包括支援セン
ターの更なる周知方
法の検討

・調査方法の検討
・地域包括支援セン
ターの更なる周知方
法の検討

ダブルケアに係る調査の方法を検討しました。
地域包括支援センターの周知方法を検討しま
した。

・地域包括支援
センターの更な
る周知方法の検
討

いきいき長
寿推進課
介護保険課

95 ４（７） 
虐待対策の推
進

引続き、前記のハンドブック等に基づいて、迅
速かつ適切な虐待対応を図り、高齢者の権利
擁護を図ります。

－ － 虐待研修への参加等
養護者による虐待対応について、県が主催す
る研修に職員が参加したほか、各区担当者の
対応について、情報交換会を行いました。

－
高齢福祉課
介護保険課
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令和元年度

（１） （２） （３） 計画 実績 取組状況等 計画
所管

重点的な取組 平成30年度

№ 事業番号 事業名 事業内容 指標

96 ４（７）②

日常生活自立
支援等の推進と
権利擁護ネット
ワーク

「あんしんサポートさいたま（日常生活自立支
援事業）」の充実を支援するとともに、普及拡
大を図るためのＰＲに努めていきます。「あんし
んサポートさいたま（日常生活自立支援事業）」
において、経済的虐待や高齢者を狙う悪徳商
法や詐欺等への対応など、複雑化するケース
に対し適切な支援が行えるよう、認知症高齢
者及び障害者の権利擁護に関係する各機関
等との連携を強化します。

①問合せ・相談援助
件数
②契約締結件数
③終了件数

①2,464件
②32件
③42件

①2,350件
②36件
③38件

認知症高齢者・知的障害者・精神障害者等の
判断能力が不十分な方に対して、安心して生
活が送れるよう生活支援員が定期的に訪問
し、福祉サービス利用援助・日常生活上の手
続き援助・日常的な金銭の支払い等の援助、
また必要な方には書類等預かりサービスを行
いました。
（さいたま市社会福祉協議会実施事業）

－ 福祉総務課

97 ４（７）③
成年後見開始
の審判申立て

引続き、市長申立てや報酬助成を行います。
また、平成28年度に「成年後見制度の利用促
進に関する法律」が施行され、国が同法に基づ
く「成年後見制度利用促進計画」を策定したこ
とに鑑み、成年後見制度の普及・啓発その他
について、障害者福祉部門と連携しながら、所
要の措置を講じていきます。

①市長申立件数
②報酬助成件数

未集計
①84件
②88件

事業の対象者について、申立や報酬助成を実
施した。

－ 高齢福祉課

98 ４（７）④
高齢・障害者権
利擁護センター

高齢者及び障害者の権利の擁護に関する専
門的な支援機関である、高齢・障害者権利擁
護センターを運営し、虐待等及び後見的支援
に係る専門的研修を行います。また、今後需要
の増大が見込まれる成年後見制度の担い手
である市民後見人の養成と、活動の支援につ
いても実施していきます。

①　１次相談機関職
員の研修受講率
②　市民後見人候補
者登録件数

①80％
②30人

①76%
②24人

①各区支援課、障害者生活支援センターの職
員（一次相談機関職員）を対象に、障害者の虐
待防止や権利擁護に関する研修を実施しまし
た。
②判断能力が十分でない方の生活を身近な市
民が支援し、成年後見活動を行っていく市民後
見人候補者の養成研修を実施しました。また、
市民後見人候補者の養成及び候補者の後見
活動の充実には、成年後見制度に対する社会
全体の理解を深めることが必要であることか
ら、翌年度以降に制度周知啓発セミナーを実
施できるよう、準備に取り組みました。

①90％
②35人

障害支援課
高齢福祉課

99 ４（８） 
在宅サービス利
用料軽減制度

引き続き制度の周知を図りながら、介護保険
の在宅サービスの利用促進を図ります。

件数 430件 470件
周知の結果予定を上回る件数を支給しまし
た。引き続き周知を図り、在宅サービスの利用
促進を図ります。

453件 介護保険課

100 ４（８）②
重度要介護高
齢者等訪問理・
美容

重度の要介護状態にある高齢者を支援するた
め、今後も事業を実施します。

①　実利用人数
②　延利用回数

－
①3,870人
②10,345回

重度要介護高齢者を訪問し、理・美容サービス
を提供しました。

①3,943人
②10,646回

高齢福祉課
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（１） （２） （３） 計画 実績 取組状況等 計画
所管
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№ 事業番号 事業名 事業内容 指標

101 ４（８）③ 寝具乾燥・消毒
重度の要介護状態にある高齢者を支援するた
め、今後も事業を実施します。

実支給者数 － 179人
重度要介護高齢者に対し、寝具乾燥サービス
を提供しました。

174人 高齢福祉課

102 ４（８）④
生活支援ショー
トステイ

やむを得ず介護保険給付によるショートステイ
サービスの上限を超えてショートステイを実施
する必要があるなど、本事業を必要とする高齢
者について、適切に事業を実施していきます。

延利用日数 － 8,711日
事業の利用を必要とする高齢者について、事
業を実施しました。

6,759日 高齢福祉課

103 ４（８）⑤
生活援助員の
派遣

介護予防・日常生活支援総合事業の実施に伴
い、本事業利用者の状況を踏まえながら、事
業の見直しを検討します。

延利用日数 － 710日

介護予防・日常生活支援総合事業の実施以
降、利用者数が減少したことから、平成30年度
末をもって事業を廃止しました。（ただし、既存
の利用者に対する給付は継続）

646日 高齢福祉課

104 ４（８）⑥
重度要介護高
齢者紙おむつ
支給事業

在宅高齢者を介護する家族等の経済的負担を
支援するため、引き続き事業を実施します。

①　実利用数
②　延支給数

①5,309人
②40,593

①5,285人
②40,583枚

支給要件を満たす高齢者に対し、紙おむつ等
支給利用券を交付し、経済的負担の軽減を図
りました。

①5,300人
②41,000枚

高齢福祉課

105 ４（８）⑦
高齢者世話付
住宅生活援助
員派遣事業

高齢者の安全かつ快適な生活を支援する事業
として、引き続き事業を実施します。

①　入居世帯数
②　入居者数

①　20世帯
②　22人

①19世帯
②21人

高齢者世話付住宅が設置されている市営住宅
の生活相談室に生活援助員を派遣し、世話付
住宅入居者に対し安否確認や生活相談を実施
しました。

①19世帯
②21人

高齢福祉課

106 ４（８）⑧
重度要介護高
齢者手当

経過措置によって既受給者には資格がなくな
るまで手当の支給を継続します。

実支給者数 2,341人 2,568人
平成27年度末をもって事業を廃止しました。経
過措置対象者へは、引き続き手当を支給しま
した。

1,569人 高齢福祉課
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107 ５（１） 
介護予防高齢
者住環境改善
支援事業

引き続き、介護保険制度を補完すべく適切に
事業を実施します。

補助件数 40件 42件
手すりの取付けや段差の解消などの住宅改善
を行った二次予防事業対象者に対し、補助金
を交付しました。

35件 高齢福祉課

108 ５（１）②
要介護高齢者
居宅改善費補
助事業

引き続き、介護保険制度を補完すべく適切に
事業を実施します。

補助件数 6件 5件
介護保険制度の給付対象外の工事を行った要
介護高齢者に対し、補助金を交付しました。

6件 高齢福祉課

109 ５（１）③
高齢者民間賃
貸住宅住替え
家賃助成事業

引き続き事業を実施します。 助成件数 40件 34件
立ち退きなどによりやむを得ずこれまでより家
賃が高い賃貸住宅に住替えた高齢者に対し、
補助金を交付しました。

33件 高齢福祉課

110 ５（１）④
市営住宅にお
ける高齢者など
への入居優遇

今後も高齢者等への優遇等を行うとともに、入
居者の暮らしやすさを考えたソフト面の充実も
研究していきます。

- -
高齢者世帯への入居
条件緩和及び抽選優
遇

市営住宅募集時に、高齢者世帯への入居条
件の緩和及び抽選優遇を継続的に実施しまし
た。

－ 住宅政策課

111 ５（１）⑤
住まいに関する
情報提供の充
実

高齢者世帯等が円滑に入居できるようにする
ため、各種制度の周知に努めます。また、「さ
いたま市住宅ガイド」を継続的に更新・発行し
ていくとともに、ホームページによる情報提供も
行っていきます。

- - 情報提供

高齢者世帯等の入居を支援するため、「さいた
ま市入居支援制度」や「埼玉県あんしん賃貸住
宅等登録制度」等の周知に努めました。
また、「さいたま市住宅ガイド」を発行し、各区
情報公開コーナーへ配置するとともに、ホーム
ページへの掲載を行いました。

－ 住宅政策課

112 ５（１）⑥
住宅確保要配
慮者円滑入居
賃貸事業

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸事業の周知
に努め、民間賃貸住宅の有効活用を促進し、
住宅確保要保護者の居住の安定確保を図って
いきます。

- - 事業周知

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業に
ついて、市報・ホームページ等で広報を行うと
ともに、不動産関係団体に対して事業概要の
周知を図りました。

－ 住宅政策課
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令和元年度
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№ 事業番号 事業名 事業内容 指標

113 ５（１）⑦
サービス付き高
齢者向け住宅
の届け出受理

引き続き、両課で連携し適切な運営を図りま
す。

①　施設数
②　入所定員
※サービス付き高齢
者向け住宅は高齢
者の居住の安定確
保に関する法律に基
づく登録制のため、
整備目標数は表記し
ませんが、参考に特
定施設入居者生活
介護の指定を受けた
サービス付き高齢者
向け住宅を記載しま
す。

①18施設
②879戸

①20施設
②980戸

第7期計画における特定施設入居者生活介護
の整備予定数は有料老人ホーム及びサービス
付き高齢者向け住宅を対象として各年度100
床の整備を予定しております。
平成30年度にサービス付き高齢者向け住宅に
おいて既存1施設44戸、新設1施設57戸の採択
を行いました。
なお、新設1施設の竣工時期は未定です。
令和元年度予定については、整備目標数がな
いことから令和元年度現在の施設数及び戸数
を記載しております。

①19施設
②923戸

住宅政策課
介護保険課

114 ５（２） 
養護老人ホー
ムの管理運営

入所措置者数は、実績として減少傾向にある
ことから、第７期においては施設の増加は見込
みません。なお、各施設は老朽化が進んでい
ることから、今後、施設の建て替え需要に対
し、施設の存続を含めた検討も必要です。
各施設は老朽化が進んでいることから、今後、
施設の建て替えに伴う補助の検討が必要で
す。

被措置実人数 234人
225人
（H31.3末現在）

施設利用者に対して快適な生活が保障され、
適正な施設運営が確保されるよう指導を行い
ました。

235人 介護保険課

115 ５（２）②
軽費老人ホー
ム（ケアハウス）
の管理運営

施設利用者に対して快適な生活が保障される
よう、適正な施設運営を指導します。なお、入
所者は定員を満たしていない状況であるため、
施設数と入所定員の変更は行いません。

①施設数
②補助額

①5施設
②105,722千円
（見込）

①5施設
②104,583千円

さいたま市内に所在する軽費老人ホーム5施
設に対して、104,583千円の補助をしました。

①5施設
②107,812千円
（見込）

介護保険課

116 ５（２）③
有料老人ホー
ム事務

施設利用者に対して快適な生活が保障され、
適正な施設運営が確保されるよう指導に努め
ます。なお、有料老人ホームは老人福祉法に
基づく届出制のため、ここでとくに整備目標数
は表記しませんが、介護付有料老人ホームの
整備計画については、介護保険制度の（介護
予防）特定施設入居者生活介護（有料老人
ホーム等）の項を参照してください。

①施設数
②戸数

－
①118施設
②6978戸

第7期計画における特定施設入居者生活介護
の整備予定数は有料老人ホーム及びサービス
付き高齢者向け住宅を対象として各年度100
床の整備を予定しております。
平成30年度においては、サービス付き高齢者
向け住宅において2施設101床の整備をしてお
ります。

－ 介護保険課
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令和元年度

（１） （２） （３） 計画 実績 取組状況等 計画
所管
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№ 事業番号 事業名 事業内容 指標

117 ５（３） 消費生活相談
引き続き、消費生活相談窓口の周知と相談体
制の充実及び消費者トラブル最新情報や知識
の発信・啓発に取り組みます。

消費生活講座・セミ
ナー参加者数

3,150人 3,734人
講座　85回　3,024人
セミナー　14回　710人

3,600人
消費生活総
合センター

118 ５（３）②
シルバーカード
発行事業

引き続き、65歳を迎える月の介護保険被保険
者証とあわせて送付します。

発行人数 15,000人 16,981人
65歳を迎える月の介護保険被保険者証とあわ
せて送付しました。
再発行の受付を区民まつりで行いました。

15,500人 高齢福祉課

119 ５（３）③
福祉のまちづく
り

モデル地区推進事業参加者へのアンケートに
よる「理解度」を高めていきます。

アンケートによる理
解度

80% 89%
市立北浦和小学校にて、障害のある方との聞
き取り学習、体験学習、まち歩き学習、学習発
表会を実施しました。

85% 福祉総務課

120 ５（３）④
高齢者の移動
支援

〇
先進事例や本市の既存事業と現状を踏まえ、
具体的施策の検討を進めます。

地域住民が主体と
なった移動支援事業
の展開

モデル事業の検討
モデル事業の実施検
討

関係課との勉強会及び調整、制度設計に関す
る調査、実施検討地区等への協議を行い、次
年度からのモデル事業実施に向けて検討を進
めました。

モデル事業の実
施

高齢福祉課

121 ５（３）⑤
道路管理者に
おけるバリアフ
リー化

平成30年度以降も、道路特定事業計画に基づ
き、重点整備地区（大宮地区、北浦和地区、浦
和地区、さいたま新都心・北与野地区、武蔵浦
和地区、岩槻地区）のバリアフリー化につい
て、引き続き推進します。

各地区におけるバリ
アフリーの推進

下記路線の整備
・浦和駅西口地下通
路
下記路線の完了
・曲本さいたま線

下記路線の整備
・浦和駅西口地下通
路
下記路線の完了
・曲本さいたま線

下記路線の整備
・浦和駅西口地下通路
下記路線の完了
・曲本さいたま線

下記路線の完了
・浦和駅西口地下
通路
下記路線の整備
・さいたま新都心
北与野地区の点字
ブロック改修

道路環境課

122 ５（３）⑥
交通バリアフ
リー関連事業

今後も、重点整備地区のバリアフリー化整備を
進めていくため、各特定事業の進捗状況を毎
年確認し、さいたま市バリアフリー専門部会に
報告していきます。また、各特定事業の進捗状
況や「まちあるき勉強会」の結果等の情報を発
信していきます。バリアフリー等の整備が進捗
している地域については、適宜、バリアフリー
の整備状況を確認する「まちあるき勉強会」を
開催していきます。

－

バリアフリー基本構
想に位置付けられた
重点整備地区におけ
る特定事業の推進管
理

・バリアフリー基本構
想に基づく特定事業
の進行管理・専門部
会への報告

　バリアフリー基本構想に基づく進捗状況を確
認し、バリアフリー専門部会に報告しました。

バリアフリー基本
構想に位置付け
られた重点整備
地区における特
定事業の推進管
理

交通政策課
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令和元年度

（１） （２） （３） 計画 実績 取組状況等 計画
所管

重点的な取組 平成30年度

№ 事業番号 事業名 事業内容 指標

123 ５（３）⑦
高齢者の交通
安全教室

自治会や老人クラブをはじめ公民館とも連携を
深めることにより、開催回数の拡大を図り、参
加人数を増やします。

参加人数（高齢者） 2,000人 903人
老人クラブ会長あて開催依頼通知発送方法を
整備し、開催回数の拡大を図っています。

2,300人
市民生活安
全課

124 ５（３）⑧
セーフコミュニ
ティの推進（認
証取得）

重点課題に基づいた具体的な取組が決定し、
実行する中で、設定した目標の達成度の検証
を行います。また検証で判明した問題点を改善
し継続していきます。

認証取得 認証の申請 認証の申請

ＷＨＯ（世界保健機関）が推奨する「セーフコ
ミュニティ」の認証を取得するため、対策委員
会等を開催し、浦和区を中心とした高齢者向け
の各取組を実施、検討を行いました。
また、認証取得のための申請を行いました。

認証取得 危機管理課

125 ５（３）⑨
避難行動要支
援者名簿の作
成・活用

転居等の情報を反映するため、年に一度、避
難行動要支援者名簿を更新し、避難支援等関
係者に提供します。

避難行動要支援者
名簿の提供

更新、提供 更新・提供
福祉総務課で更新した避難行動要支援者名
簿を、自治会、自主防災組織、児童・民生委員
へ提供しました。

更新、提供

防災課
福祉総務課
高齢福祉課
介護保険課
障害支援課

126 ５（４）⑩
災害時要援護
者支援マニュア
ルの活用

避難行動要支援者名簿の活用や、福祉避難
所の整備を「災害時要援護者支援マニュアル」
に反映します。

－ 反映 反映

災害時要援護者支援マニュアルについて、避
難行動要支援者名簿や福祉避難所に関する
内容を整理し、平成31年1月のマニュアル改定
時に反映しました。

－ 福祉総務課

127 ５（５）⑪
高齢者家庭防
火訪問

今後は、高齢者を含む世帯に対象を拡大し、
住宅用火災警報器の設置促進及び適正な維
持管理、また、防炎品の普及に関するアドバイ
スを行い、高齢者被害の低減を図っていきま
す。

訪問世帯数
12,000世帯 17,972件

市内全域において、ローラー作戦で高齢者世
帯を順次訪問し、住宅用火災警報器の設置促
進及び適正な維持管理、出火原因別の出火防
止対策や防炎品の推奨などの防火指導を実
施しました。

12,000世帯 予防課

128 ５（５）⑫
緊急時安心キッ
ト配布事業

今後も、市報や催事情報システム、各種イベン
ト等を有効的に活用し、広く市民へ緊急時安心
キットのPRを実施し配布することで、救急活動
のさらなる円滑化を図っていきます。

配布数 4,000本 3,293本

119救急ガイド、市報さいたまなどの広報媒体
や、出前講座などの各種イベントにおいて、関
係機関等と協力し普及啓発活動を実施しまし
た。

4,000本 救急課
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令和元年度

（１） （２） （３） 計画 実績 取組状況等 計画
所管

重点的な取組 平成30年度

№ 事業番号 事業名 事業内容 指標

129 ６（１） 
介護老人福祉
施設（特別養護
老人ホーム）

平成29年4月の調査では特別養護老人ホーム
の入所待機者数は1,132名、開設予定数は924
床であるため、その差分の解消を目指し、300
床の整備を進めます。併せて、低所得者に対
する「社会福祉法人等による生計困難者等に
対する介護保険サービスに係る利用者負担額
軽減制度」活用を促すための周知を引き続き
行います。

①　施設数
②　入所定員

①71か所
②6,717人

①70か所②6,717人
既存施設の定員を増やすための増床及び併
設ショートステイ施設の特養への転換を採択
し、100床の整備を確保しました。

①72か所
②6,817人

介護保険課

130 ６（１）②
介護老人保健
施設

入所者数が定員を満たしていない状況であり、
在宅復帰・在宅療養支援機能の強化が求めら
れているため施設数と入所定員の変更は行い
ません。

①　施設数
②　入所定員

①28か所
②3,098人

①28か所
②3,098人

市内28施設が継続となりました。
①28か所
②3,098人

介護保険課

131 ６（１）③
介護療養型医
療施設

当施設の新設は制度上認められていません。
第7期においては、利用者や医療施設の意向
を尊重し、スムーズに介護医療院等への転換
が進むよう、国・県など関係機関との連携を図
ります。

①　施設数
②　定員

①2か所
②142人

①2か所
②256人

市内2施設が継続となりました。
①2か所
②142人

介護保険課

132 ６（１）④ 介護医療院

利用者や既存の介護療養型医療施設の意向
を尊重し、スムーズに介護医療院等への転換
が進むよう、国・県など関係機関との連携を図
ります。

介護療養型医療施設
から114床の介護医
療院への転換を確認

①1か所
②114床

介護療養型医療施設から114床の介護医療院
への転換がありました。

１か所
１１４床

介護保険課

133 ６（１）⑤

認知症対応型
共同生活介護
（認知症グルー
プホーム）

認知症高齢者の増加に伴い利用ニーズが高
まっていることからも、さらなる整備促進が必要
となっています。このため、整備数の少ない日
常生活圏域を中心に15か所の整備を進めま
す。

①　施設数
②　入所定員

①60か所
②1,186人

①　56か所
②　1087名

平成30年度の計画目標6か所に対し、3か所整
備しました。

①65か所
②1,276人

介護保険課

134 ６（１）⑥

地域密着型介
護老人福祉施
設入所者生活
介護

都市部の特別養護老人ホームの利用ニーズ
に応えるため、事業用地が困難な都市部の日
常生活圏域を中心に3か所の整備を進めま
す。

①　施設数
②　入所定員

①5か所
②140人

①　4か所
②　116名

平成30年度の計画目標1か所に対し、整備が
進みませんでした。引き続き整備を推進しま
す。

①6か所
②169人

介護保険課

135 ６（２） 
地域密着型
サービス運営委
員会

多様な構成メンバーからの意見をもとにした公
正・中立な審議を踏まえて、第7期計画の地域
密着型サービスの目標整備数の達成を目指し
ます。

委員会開催数 2回 2回
地域密着型サービス公募要領及び翌年度に
開設を予定している事業者の選定に係る諮問
を行いました。

2回 介護保険課
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令和元年度

（１） （２） （３） 計画 実績 取組状況等 計画
所管

重点的な取組 平成30年度

№ 事業番号 事業名 事業内容 指標

136 ６（２）②
定期巡回・随時
対応型訪問介
護看護

全区でのサービス提供を進めるため、未整備
の区１か所で整備を進めます。

箇所数 11か所 ７か所
平成30年度の計画目標1か所に対し、整備が
進みませんでした。引き続き整備を推進しま
す。

12か所 介護保険課

137 ６（２）③
認知症対応型
通所介護

日常生活圏域ごとのニーズと市内の認知症高
齢者の将来推計なども勘案し、３年間で、新た
に未整備の区を中心に6か所で整備を進めま
す。

箇所数 18か所 15か所
平成30年度の計画目標4か所に対し、整備が
進みませんでした。引き続き整備を推進しま
す。

20か所 介護保険課

138 ６（２）④
小規模多機能
型居宅介護

認知症高齢者の増加が予想されることから、
看護小規模多機能型居宅介護と合わせて日
常生活圏域ごとの確保を基本として、整備を進
めます。

箇所数 20か所 13か所
平成30年度の計画目標6か所に対し、整備が
進みませんでした。引き続き整備を推進しま
す。

22か所 介護保険課

139 ６（２）⑤

看護小規模多
機能型居宅介
護（複合型サー
ビス）

要介護度が高く、医療的なケアを必要とする人
が住み慣れた家や地域で安心して生活するこ
とが可能となるため、小規模多機能型居宅介
護と合わせて日常生活圏域ごとの確保を基本
として、整備を進めます。

箇所数 2か所 1か所
平成30年度の計画目標1か所に対し、整備が
進みませんでした。引き続き整備を推進しま
す。

3か所 介護保険課

140 ６（２）⑥
地域密着型通
所介護

事業所数は減少しており、また、利用者数や利
用回数も伸びが見られないことから、第7期に
おいて利用者数等の増減の傾向を引き続き注
視し、適切な事業所数を維持できるようにして
まいります。

箇所数 150か所 136か所
平成30年度の計画目標3か所に対し、1事業所
を選定しました。

9か所 介護保険課

141 ６（３） 
共生型サービス
事業者の指定

平成29年6月2日に公布された「地域包括ケア
システムを強化するための介護保険法等の一
部を改正する法律」により、平成30年度から高
齢者と障害児者が同一の事業所でサービスを
受けやすくするため、介護保険と障害福祉両
方の制度に新たに共生型サービスが位置付け
られていることから、事業所に対して指定を受
ける上で必要な情報を提供するなどの支援を
行います。

－
確認
（2か所）

3か所

年度ごとの整備数の設定はありませんが、平
成30年度では、障害福祉サービスの指定を受
けている3事業所を共生型サービス事業所とし
て指定を行いました。

－ 介護保険課

142 ６（３）②
介護相談員派
遣

これまで介護相談員を派遣してきた施設（介護
老人福祉施設等）以外の種別の施設にも介護
相談員が派遣できるように事業の充実を図り
ます。

延活動日数 360日 246日
介護相談員の退任等により、延活動日数が計
画を下回りました。

360日 介護保険課
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所管
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№ 事業番号 事業名 事業内容 指標

143 ６（４） 
福祉介護人材
の養成確保研
修事業

福祉従事者の要望を把握し、研修内容の充実
を図っていきます。

研修数 17研修 17研修
福祉事業従事者等を対象に、資質向上等を図
るのため研修を実施しました。

17研修 福祉総務課

144 ６（４）②

介護保険事業
に従事する各種
専門職の研修
体制

今後も研修体制の体系化と充実を図り、介護
事業に従事する職員の知識や能力の向上に
努めていきます。

①　認知症介護指導
者養成研修
②　認知症介護実践
者研修
③　福祉用具・住宅
改修研修
④　地域包括セン
ター職員研修

①-
②41人
③２月開催予定

①0人
②43人
③2月実施

①ダイレクトメールによる募集などに努めまし
たが、受講申込がなく、0名となりました。
②認知症介護従事者に対する研修を実施しま
した。
③２月に実施し２６名に終了証を交付しました。
④平成29年7月から平成30年1月にかけて、計
5回研修を実施しました。

①-
②41人
③2月開催予定

いきいき長
寿推進課
介護保険課

145 ６（４）③
いきいきサポー
ター推進事業
【再掲】

○ 〇

いきいきサポーターの活動を通じて、いきいき
百歳体操の啓発を行い、高齢者が身近な場所
で介護予防に取り組むことができる、通いの場
の増加を目指しています。講座終了後も適宜
フォローアップを行うことで、いきいきサポー
ターが継続して地域で活躍できるよう支援の強
化に努めていきます。

参加人数 270人 607人
いきいきサポーター養成講座を開催し、新たに
324人のサポーターを養成しました。

270人
いきいき長
寿推進課

146 ６（４）④
地域の担い手
養成研修事業
【再掲】

〇
引続き研修を実施し、地域の担い手を創出す
るとともに、地域の支え合いの体制づくりを進
めます。

地域の担い手養成
研修修了者数（累
計）

270人 302人
地域の担い手養成研修講座を開催し、新たに
129人の担い手を養成しました。

420人
いきいき長
寿推進課

147 ６（４）⑤
「介護の日」
フォーラム

開催は介護に関わる市内関係団体や福祉専
門学校等と共催し、毎回、趣旨にふさわしい
テーマを定め、講演やトークディスカッションな
ど、より内容を充実させたものとしていきます。

参加人数 220人 220人

「人と地域が繋がる魅力」をテーマとして、この
街で、自分らしく暮らし続けるためについての
トークセッションを行い、地域の中で、一般の方
や介護職としての、取り組みの一助になるよう
なフォーラムを開催した。

240人 介護保険課

148 ６（４）⑥
要介護状態の
改善等に対する
取組の促進

改善事例集は、市民が介護に対する理解が深
まるよう、平易にわかりやすく作成します。また
市内事業所へ改善事例等の有無についてアン
ケートを行い、毎年度、改善事例が増えるよ
う、取組を継続していきます。

①表彰件数
②アンケート調査

①4件
②対29年度比5%増
（アンケートは3月に
実施予定）

①４件
②6%増

さいたま市要介護状態等改善奨励事業とし
て、要介護状態の改善に取り組んだ事例集
（冊子）を作成し、配布した。また、「介護の日」
フォーラムにて、４件の事業所等を表彰した。
平成29年度に55%であった改善事例の割合は
61%であった。

①4件
②対29年度比
10%増

介護保険課
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149 ６（５） 
介護給付適正
化

第4期埼玉県介護給付適正化計画（平成30年
度～平成32年度）に基づき、引き続き主要5事
業を実施するとともに、埼玉県国民健康保険
団体連合会から提供を受ける給付実績データ
を活用した適正化を実施します。認定調査結
果の点検は、委託している認定調査について
市が訪問又は書面等により審査し、適正かつ
公平な要介護認定を確保します。また、ケアプ
ランの点検等は適切なケアマネジメントの支援
や請求内容誤りの早期発見を目的として取り
組みます。

①　認定調査状況
チェック
②　ケアプラン点検
（事業所）
③　住宅改修等の点
検
④　医療情報との突
合・縦覧点検
⑤　介護給付費通知
⑥給付実績データ活
用

①100％
②40件
③20件
④毎月
⑤年2回
⑥毎月

①100％
②55件
③20件
④毎月
⑤年2回
⑥毎月

指標については計画以上もしくは計画通り実
施しました。給付実績データのうち活用できて
いないものがあるので、活用方法等を検討しま
す。

①100％
②40件
③20件
④毎月
⑤年2回
⑥毎月

介護保険課

150 ６（５）②
サービス事業者
の指導監査

平成30年度以降も引き続き、介護サービス事
業者に対し、指導及び監査を実施し、介護サー
ビスの質の確保及び保険給付の適正化を図っ
ていきます。

①　実地指導
②　集団指導
③　監査（実地検査）
④　業務管理体制確
認検査

①222件
②2483件
③2件
④70件

①251件
②2,483件
③11件
④70件

市内介護サービス事業所等に対し、年間を通
じて実地指導を行う他、全事業所を対象として
集団指導を行いました。また市内のみに事業
所がある法人を対象に、業務管理体制確認検
査を行いました。

①251件
②2,483件
③ 
④70件

監査指導課
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令和元年度

（１） （２） （３） 計画 実績 取組状況等 計画
所管

重点的な取組 平成30年度

№ 事業番号 事業名 事業内容 指標

151 ７（１） 

在宅医療・介護
連携推進事業
の総合的な推
進

引き続き、医師会への委託により、地域の医
療・介護の資源の把握を進めるとともに、地域
の医療介護関係者が参加する会議を開催し、
在宅医療・介護連携の現状と課題の抽出、対
応策等の検討を行います。また、地域の医療・
介護関係者間の情報共有の支援を行うととも
に、関係者の協力を得て、在宅医療・介護サー
ビスの提供体制の構築を進めるなど、在宅医
療・介護連携推進事業を総合的に推進してい
きます。

－
在宅医療・介護連携
推進事業の総合的な
推進

在宅医療・介護連携
推進事業の総合的な
推進

医療、介護関係者向けの会議や研修を実施し
たほか、住民向けの講演会を開催しました。

在宅医療・介護
連携推進事業の
総合的な推進

いきいき長
寿推進課

152 ７（１）②
在宅医療連携
拠点の運営

医師会等に、在宅医療拠点を設置し、医療・介
護関係者の連携を支援するコーディネータース
タッフを配置します。本人・家族のほか、地域
包括支援センター（シニアサポートセンター）、
ケアマネージャーなど地域の医療・介護関係者
等からの在宅医療・介護連携に関する相談対
応を行います。また、退院時等の地域の医療
関係者及び介護関係者の連携の調整や、患
者・利用者又は家族の要望を踏まえた地域の
医療機関・介護事業者相互の紹介など、在宅
医療と介護の一体的ケアを行います。

－
在宅医療連携拠点の
運営

在宅医療連携拠点の
運営

医師会毎等に、4名のコーディネーターを配置
し、本人・家族、医療機関（市内・市外）や地域
包括支援センター（シニアサポートセンター）、
ケアマネジャー等からの相談に対応しました。
また、医療機関や地域で行われるケア会議や
多職種会議に参加し、在宅医療や介護の連携
を推進しました。

在宅医療連携拠
点の運営

いきいき長
寿推進課

153 ７（１）③
医療・介護関係
者の研修

医療・介護関係者間での連携を円滑にするた
め、それぞれの職種がお互いに分野について
の知識等を身につけられるよう。医療・介護関
係者に対する研修を引き続き実施します。ま
た、医療・介護関係者の他職種間の相互の理
解や情報共有を一層進める観点から、多職種
でのグループワーク等の研修を推進していきま
す。

－
在宅医療・介護連携
に関する研修の開催

14回開催

医療・介護関係者間での連携を円滑にするた
め多職種向けに、お互いの分野についての知
識を身に着ける研修や医療と地域の連携を
テーマにした講義、グループワーク等の研修を
実施しました。

在宅医療・介護
連携に関する研
修の開催

いきいき長
寿推進課

154 ７（１）④
地域住民への
普及啓発

地域の在宅医療・介護連携を推進するため、
医療・介護関係職種の連携のみならず、地域
住民が在宅医療や介護について理解し、在宅
で療養が必要になったたきに必要なサービス
を適切に選択できるよう、講演会の開催など普
及啓発の取組を促進していきます。

開催回数 4回 4回
人生の最終段階の医療とケアなど、市民向け
に在宅医療・介護連携の理解を深める内容の
テーマで市民講座を実施しました。

4回
いきいき長
寿推進課

155 ７（１）⑤

定期巡回・随時
対応型訪問介
護看護
【再掲】

全区でのサービス提供を進めるため、未整備
の区１か所で整備を進めます。

箇所数 11か所 7か所
平成30年度の計画目標1か所に対し、整備が
進みませんでした。引き続き整備を推進しま
す。

12か所 介護保険課
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令和元年度

（１） （２） （３） 計画 実績 取組状況等 計画
所管

重点的な取組 平成30年度

№ 事業番号 事業名 事業内容 指標

156 ７（１）⑥
医療機関の情
報提供

今後もさらに医療機関への登録参加を呼びか
け、提供する情報の充実を図ります。

登録件数 1,230件 1,215件
医療機関に対して、さいたま市医療なびへの
登録参加を呼びかけました。

1,230件 地域医療課

157 ７（１）⑦
地域医療構想
の推進

市民啓発や市内の医療関係者等を構成員とす
る会議を実施し、病院と病院、病院と診療所の
機能分化・連携をより推進します。

会議の開催回数 年3回以上 3回
さいたま市地域医療構想調整会議を年3回開
催しました。

年3回以上 地域医療課

158 ７（１）⑧
在宅看取りの理
解のための講
演会開催

人生の最終段階において、患者の意向を尊重
した医療が受けられるよう、市民向けの講演会
等を開催し、在宅での看取りについて市民の
理解を広げます。（平成30年度開始）

開催回数 年1回以上 年4回
市民向け講演会を年4回実施しました。
あわせて「人生会議」の周知を新聞広告とコ
ミュニティバス広告で実施しました。

年2回以上 地域医療課

33



○西区
番号 項目 取組・方向性 平成30年度取組結果 令和元年度取組予定 平成30年度取組予定

1
高齢者の生きがいづくり支
援

西区はアクティブチケットの交付申請者数が10区の中で
1番多く、シルバーポイント事業も多くの方が利用してお
り、今後もサロンや運動教室などで積極的に広報活動
を進め、高齢者の外出促進や健康ずくり、生きがいづく
りを支援します。

「西区健幸フェスティバル」、「ますます元気教室」、「いきいきサポー
ター養成講座」などでアクティブチケットやシルバーポイント事業の広
報活動を進め、交付申請と利用を促進して、高齢者の外出促進や健
康づくり、生きがいづくりの支援に努めました。

今年度も「西区健幸フェスティバル」、「区民まつ
り」、「ますます元気教室」、「いきいきサポーター
養成講座」などでアクティブチケットやシルバーポ
イント事業の広報活動を進め、交付申請と利用を
促進して、高齢者の外出促進や健康づくり、生き
がいづくりの支援に努めます。

今年度は「西区健幸フェスティバル」、「ますます元気
教室」、「いきいきサポーター養成講座」などでアクティ
ブチケットやシルバーポイント事業の広報活動を進
め、交付申請と利用を促進して、高齢者の外出促進
や健康づくり、生きがいづくりの支援に努めます。

2 一般介護予防事業の推進

地域運動支援員による「すこやか運動教室」や「ますま
す元気教室」、「健口教室」など、効果的な介護予防を進
め、地域において自発的に健康維持できるよう支援しま
す。

「すこやか運動教室」や「ますます元気教室」、「健口教室」など、広く
広報をしたことで、多くの方に参加して頂き、高い満足度を頂きまし
た。また、百歳体操の修了者による自主グループ活動も活発で、一
般介護予防事業普及の輪を広げることができました。

今年度も、「すこやか運動教室」、「ますます元気
教室」、「健口教室」など一般介護予防事業に多く
方に参加していただくよう包括支援センターと連
携し、広報に努めてまいります。「ますます元気
教室」は会場が遠い、という意見を踏まえ、自治
会館での開催を導入しました。

今年度は「ますます元気教室」、「健口教室」のチラシ
を区内自治会に対し回覧依頼を行いました。
教室の開催を初めて知ったなど反響は大きく、さらに
周知できるよう広報に努めます。

3
高齢者生活支援体制整備
事業

平成28年度に地域包括支援センター（シニアサポートセ
ンター）に配置された地域支え合い推進員（高齢者生活
支援コーディネーター）が、地域の支え合いづくりや担い
手の発掘など、コーディネーター業務が円滑に行えるよ
うネットワークの構築を図り、地域の課題解決に向け各
機関との連携を強化します。

地域支え合い推進員（高齢者生活支援コーディネーター）の活動に
より、サロンや自主グループ活動が多く開催され、また、自治会館で
の開催も承認して頂き、多くの方に参加して頂きました。協議体の立
ち上げも徐々に進行しております。

地域支え合い推進員（高齢者生活支援コーディ
ネーター）と連携し、協議体の立ち上げや、住民
主体によるサービスモデル事業の発展など、。継
続して地域の支え合い作りに取り組んでまいりま
す。

協議体の立ち上げも徐々に進んでおり、コーディネー
ターが地域に浸透しつつあることがうかがえます。
住民主体によるサービスモデル事業においてもコー
ディネーターと連携し団体を選出することができまし
た。継続して地域の支え合い作りに取り組んでまいり
ます。

4
認知症の方と家族が安心し
て暮らせる地域づくり支援

認知症への正しい理解を深めていただくため、キャラバ
ン・メイトと協力し認知症サポーター養成講座を地域、小
中学校、事業所などで開催するとともに、認知症の方と
その家族が安心して暮らせるようオレンジカフェや介護
サロンを支援します。また、区役所職員を対象に認知症
について理解を深めるための職員研修を行います。

事業者や小中学校で引き続き養成講座を実施するとともに西区職員
向けの養成講座を１０月５日、認知症ケア地域連絡会を１１月３０日、
市民向けの養成講座を１２月８日に開催し、認知症の正しい理解を
深めていただくとともに、西区にお住いの高齢者と認知症高齢者を
介護する家族の方が安心して暮らせる地域づくりを進めました。

　自治会、事業所、小中学校等で引き続き養成
講座を実施するとともに小学生とその保護者向
けに「こども夏休み講座」を７月２３日、区民向け
の養成講座を１２月に開催し、認知症の正しい理
解を深めていただき、西区にお住いの高齢者と
認知症高齢者を介護する家族の方が安心して暮
らせる地域づくりを進めます。

　事業者や小中学校で引き続き養成講座を実施する
とともに西区職員向けの養成講座を１０月５日、認知
症ケア地域連絡会を１１月３０日、市民向けの養成講
座を１２月８日に開催し、認知症の正しい理解を深め
ていただき、西区にお住いの高齢者と認知症高齢者
を介護する家族の方が安心して暮らせる地域づくりを
進めます。

1

令和元年８月２８日
令和元年度第１回
高齢者福祉専門分科会

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



○北区
番号 項目 取組・方向性 平成30年度取組結果 令和元年度取組予定 平成30年度取組予定

1 一般介護予防事業

「ますます元気教室」をはじめ「いきいきサポーター養成
講座」など、区内公民館や区役所を会場とした教室を展
開するほか、地域運動支援員による「すこやか運動教
室」を公園などで実施し、高齢者が自ら介護予防や健康
維持に取り組めるよう支援します。

いきいき百歳体操や介護予防の知識を学ぶ「ますます元気教室」を
区内公民館で12回、いきいき百歳体操の指導方法等を学ぶ「いきい
きサポーター養成講座」を1回、そのフォローアップ研修を3回開催し
ました。
区内公園において「すこやか運動教室」を24回開催し、地域運動支
援員による自主活動を32回行いました。また、同支援員の派遣を71
回行い、高齢者の自主的な健康に係る取組を支援しました。

前年度に引き続き、区役所、公民館、公園で活動
をすすめるほか、本庁や地域包括支援センターと
調整しながら、新たな活動場所を増やしていくこ
とを検討します。

高齢者が自ら介護予防や健康維持に取り組めるよ
う、区内公民館や区役所で「ますます元気教室」、「い
きいきサポーター養成講座」を開催し、地域包括支援
センターや理学療法士と協力しながら、地域住民によ
る「いきいき百歳体操」の自主活動立ち上げ支援を行
ないます。
併せて、地域運動支援員による「すこやか運動教室」
を公園などで実施します。

2
高齢者生活支援体制整備
事業

区内３圏域に配置された地域支え合い推進員（高齢者
生活支援コーディネーター）及び協議体と連携し、担い
手の養成、情報共有、ニーズとサービスのマッチング等
を行い、各地域の実情に応じた住民の活動が育まれ、
地域での支え合いができるような体制づくりを進めま
す。

地域支え合い推進員が中心となり、身近な地域の活動について、
ウェブサイトに掲載したほか、マップや新聞を発行し、地域住民に周
知しました。また、地域リハビリテーション活動支援事業を活用し、区
内で新たな自主活動の立ち上げを支援しました。
各圏域で年2回の地域支え合い連絡会を開催し、自治会や民生委
員、地区社協、地域包括支援センター等と情報共有及び高齢者が地
域で支え合いできるような体制づくりを行いました。

前年度に引き続き地域支え合い推進員、自治
会、民生委員、地区社協等と連携し、自主活動の
立上げの支援等、地域の実情に応じた方法で高
齢者が地域で支え合いできるような体制づくりを
進めます。

区内３圏域に配置された地域支え合い推進員が、地
域のニーズや社会資源の把握を行ない、マップや新
聞の作成、市のＨＰ掲載等の手段により、地域住民に
自主活動などの情報を提供します。
また、自治会、民生委員、地区社協等と連携し、自主
活動立上げの支援など、高齢者が地域で支え合いで
きるような体制づくりを進めます。

3
在宅医療・介護連携推進事
業

医療・介護関係者の研修会や検討会議開催を支援する
ほか、地域住民への在宅医療・介護 ｒ連携の普及啓発
は行う等、医療と介護の連携の推進を図ります。

医師会と連携し、医療・介護職など多職種が参加する会議に出席
し、地域包括ケアシステムの推進に向けた検討を行い、地域の実情
について情報共有を図りました。

前年度に引き続き、医師会と連携し、医療・介護
職など多職種による研修会等の開催を支援しま
す。
多職種を集めた地域支援個別会議を開催し、事
例検討を通じて高齢者の自立支援について検討
します。

医師会と連携し、医療・介護職など多職種による研修
会を実施します。

2



○大宮区
番号 項目 取組・方向性 平成30年度取組結果 令和元年度取組予定 平成30年度取組予定

1 介護予防事業

一般介護予防事業として、公園に設置された運動遊具
を使用した「すこやか運動教室」や市内公民館を会場と
した、「ますます元気教室」、「健口教室」などを実施して
まいります。また、住民グループの自主化に向けて、通
いの場が歩いて通える範囲に普及展開することを目標
に支援を進めてまいります。

すこやか運動教室：７０回
ますます元気教室：7公民館×6日間×3コース＝126回
健口教室：4日間×2コース＝8回
いきいきサポーター養成講座：8日間×1コース＝8回
いきいきサポーター養成講座フォローアップ：3回
いきいき百歳体操自主活動支援：32グループ（立ち上げ及び継続支
援）

一般介護予防事業として、「すこやか運動教室」
や「ますます元気教室」、「健口教室」などを実施
します。また、住民グループの自主化に向けて、
立ち上げに関する支援や継続の支援を行いま
す。

一般介護予防事業として、「すこやか運動教室」や「ま
すます元気教室」、「健口教室」などを実施します。ま
た、住民グループの自主化に向けて、立ち上げに関
する支援や継続の支援を行います。

2
高齢者生活支援体制整備
事業

第6期計画期間中は、区内2圏域に地域支え合い推進
員（高齢者生活支援コーディネーター）を配置し、協議体
を開催するなど、高齢者生活支援体制の構築に着手し
ました。今後は、他の地域においても協議体を開催して
いくことにより、各地域の実状にあった、高齢者生活支
援体制の整備を進め、地域包括ケアシステムを強化し
てまいります。

地域支え合い推進員を中心に、現存する地域資源の把握、掘り起こ
しを行い、「地域資源リスト（いきいき活動リスト）」や「活動インフォ
メーション」を作成し、市HPに掲載した。
また、新たな集いの場への支援として、自宅開放型サロンの新規立
上げ（2か所）の支援や、いきいき百歳体操自主グループの新規立ち
上げ支援（H30年度立ち上がった新規11グループ）及び継続支援
（H29年度立ち上がった既存の21グループ）を行った。
さらに、地域支え合い連絡会を区内で計6回開催するなど、地域包括
ケアシステムの強化に努めた。

地域支え合い推進員を中心に、現存する地域資
源の把握、掘り起こしを行い、リストを作成するこ
とで見える化を進めるとともに、新たな集いの場
への支援を行います。
また、地区社会福祉協議会の圏域を単位として、
地域の実状に合わせた取り組みを推進するとと
もに、地域支え合い連絡会の実施を進め、地域
包括ケアシステムを強化します。

地域支え合い推進員を中心に、現存する地域資源の
把握、掘り起こしを行い、リストを作成することで見え
る化を進めるとともに、新たな集いの場への支援を行
います。
また、地区社会福祉協議会の圏域を単位として、地
域の実状に合わせた取り組みを推進するとともに、地
域支え合い連絡会の実施を進め、地域包括ケアシス
テムを強化します。

3
認知症サポーターの養成講
座の開催

認知症の方が、地域で自分らしくいきいきとした生活を
送れるように、気遣いや支援をしてくれる「認知症サポー
ター」を養成するための講座を実施しています。今後
は、団体向けの講座だけでなく、個人で参加できる講座
の開催に取り組んでまいります。

「認知症サポーター」養成講座を地域の個人の方が参加できるように
区主催で実施した。また、「認知症サポーター」養成講座をきっかけ
に認知症への理解を深めてもらうため、図書館の協力を得て、認知
症に関する書籍を養成講座会場に配架して貸し出し資料のアピール
を行う工夫を行った。

認知症の方が穏やかに生活できる地域を目指し
て、引き続き認知症の方や家族を支援する「認知
症サポーター」を養成する講座の充実と地域での
認知度の向上を図ります。また、「認知症サポー
ター」を増やしていくため、より多くの方に参加い
ただけるよう、講座の内容等について工夫してい
きます。

認知症の方が穏やかに生活できる地域を目指して、
引き続き認知症の方や家族を支援する「認知症サ
ポーター」を養成する講座の充実を図ります。また、
「認知症サポーター」を増やしていくため、より多くの
方に参加いただけるよう、講座の内容等について工
夫していきます。
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○見沼区
番号 項目 取組・方向性 平成30年度取組結果 令和元年度取組予定 平成30年度取組予定

1 介護予防事業

平成29年度から一般介護予防事業として開始した、「ま
すます元気教室」や「健口教室」などを多くの方に利用し
ていただくことを目標に進めてまいります。また、教室へ
の参加をきっかけに、身近な介護予防の場づくりに取り
組みたい方や地域活動の担い手になりたい方の支援を
行います。

・ますます元気教室：17コース開催　参加実人数　395名
モデル事業として6コースを公民館以外のコミュニティセンターや社会
福祉施設で開催。また、その中の2コースは9日間で実施。
・健康教室：2コース開催　参加実人数　42名
・地域運動支援員派遣事業：派遣回数　336回　延べ参加者数
8,943名

　ますます元気教室について、公民館から距離
のある地域の高齢者にも利用できるように、商業
施設やコミュニティセンターで開催します。
　また、公民館などから距離のある地域の方に対
して、区の独自事業として出前講座を開催し、講
座への参加をきっかけに、身近な介護予防の場
づくりに取り組みができるよう支援していきます。

　ますます元気教室について、公民館から距離のあ
る地域の高齢者にも利用できるように、社会福祉施
設やコミュニティセンターで開催します。
　また、公民館以外の参加者が、教室への参加をきっ
かけに、身近な介護予防の場づくりに取り組みができ
るよう支援していきます。

2
高齢者生活支援体制整備
事業

区内４圏域に協議体と地域支え合い推進員（高齢者生
活支援コーディネーター）を配置したことから、ボランティ
アなどの地域資源や地域のニーズの把握、関係機関と
のネットワークの構築に向けた取組を推進します。ま
た、地域包括支援センター（シニアサポートセンター）等
のネットワークや地区社会福祉協議会・自治会・民生委
員が連携して行っている見守り活動や各種サロンなど
の既存の組織・取組等と十分に連携を図り、地域の支え
合いの基盤を充実させていきます。各圏域の連携を強
化するために、地域支え合い推進員（高齢者生活支援
コーディネーター）の連絡会議や地域包括支援センター
（シニアサポートセンター）と在宅介護支援センターの連
絡会議などを定期的に開催していきます。各圏域での
地域資源の情報や地域での課題を共有することで、介
護予防・生活支援サービスの提供体制や高齢者生活支
援体制の整備を円滑に実施していきます。

・いきいきサポーター（介護予防サポーター）関連：養成講座1コース
開催　修了生　37名　平成29年度、30年度修了生を対象としたフォ
ローアップ講座3回開催
・住民主体の通いの場立上げ・継続支援：新規27か所　H29年度と併
せ47か所
・地域社会資源の見える化・情報発信：いきいき活動リスト　年4回更
新　　活動インフォメーション　年2回更新
・地域包括支援センター、在宅介護支援センター、地域支え合い推
進員との連携：連絡会議の開催　年15回

　各圏域に配置された地域支え合い推進員が、
地域のニーズや社会資源状況の把握を行い、
マップやチラシの作成、市のＨＰ掲載等を通じて、
地域住民に自主活動などの情報提供を進めてい
きます。
　また、今年度から自立支援型地域ケア会議を
定期的に開催し、高齢者のQOL の向上を目指す
とともに、事例を重ねていく中で地域課題の把握
を行います。
　地区社会福祉協議会・自治会・民生委員などと
連携して、各種サロン立上げを行うなど、高齢者
が役割と生きがいを持って地域で活躍できる場
や高齢者の交流の場づくりを進めていきます。

　各圏域に配置された地域支え合い推進員が、地域
のニーズや社会資源状況の把握を行い、協議体や市
ホームページ等を通じて情報提供を行っています。
　また、地区社会福祉協議会・自治会・民生委員など
と連携して、各種サロン立上げを行うなど、高齢者が
役割と生きがいを持って地域で活躍できる場や高齢
者の交流の場づくりを進めていきます。

3 医療と介護の連携強化

認知症の早期対応や医療行為に伴う在宅要介護者の
増加に備え、医療と介護、福祉等の関係者で定期的に
研修会を開催し、「顔の見える関係」を構築することで地
域包括ケアシステムの強化を図ります。

連携推進会議：５回参加
研修会：３回実施（5/29,9/26,11/28）

医師会と連携し、多職種による研修会を年3回実
施します。

　医師会と連携し、多職種による研修会を年3回実施
します。
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○中央区
番号 項目 取組・方向性 平成30年度取組結果 令和元年度取組予定 平成30年度取組予定

1 高齢者の生きがいづくり

高齢者の地域交流活動等の支援を通じて、高齢者の生
きがいや健康づくり、介護予防、ボランティア活動等の
推進を図るため、シルバーポイント事業及びアクティブ
チケット交付事業をを推進します。

シルバーポイント事業及びアクティブチケット交付事業について積極
的に説明を行い、3/31現在、いきいきボランティアが683名の登録者
数、長寿応援が2,472名の登録者数、アクティブチケットが1,163件の
交付件数となりました。

年度当初より窓口での接客中等に積極的に説明
を行い、シルバーポイント事業登録者やアクティ
ブチケット交付者の増加を推進しています。

年度当初より窓口での接客中等に積極的に説明を行
い、シルバーポイント事業登録者やアクティブチケット
交付者の増加を推進しています。

2 介護予防事業

中央区内5か所の公民館を会場とした「ますます元気教
室」の開催を通じて、高齢者自立した生活機能を維持
し、要介護状態になることをできる限り防止します。ま
た、教室終了後の地域での活動を支援するために、介
護予防サポーターを養成します。

すこやか運動教室が２０７回開催され、延べ４，１１７名が参加されま
した。ますます元気教室においては、区内５公民館において、各３
コース開催し、延べ３００名の方が参加されました。また、健口教室
は、中央区役所において、２コース開催し２７名の方が参加されまし
た。今年度は２名の地域運動支援員を新たに養成しました。

うんどう遊具を使用して区内の公園で行っている
うんどう教室や公民館と連携し、ますます元気教
室、健口教室などを開催するとともに、自主グ
ループが活動する場の確保に努め、地域の方々
が参加しやすい環境づくりを進めていくとともに、
各団体からの派遣要請に対応するため、地域運
動支援員の養成に努めます。

「ますます元気教室」を区内５公民館で開催します。
また、地域での自主的な活動を支援するため、介護
予防に効果のある「いきいき百歳体操」や地域でボラ
ンティアとして活動するために必要なことを学ぶ「いき
いきサポーター養成講座」を開催し介護予防サポー
ター（いきいきサポーター）を養成します。

3
認知症に関する普及啓発
の推進

認知症に対する正しい知識をあらゆる世代に習得して
いただくため、地域の方々や事業所、区内の小中学校
などで認知症の基本的な知識と、認知症の方やその家
族の応援者としてできることを学ぶ認知症サポーター養
成講座を開催します。

認知症に関する普及啓発として、認知症サポーター養成講座を、小
学校、中学校、自治会及び企業等に出向き１９回開催し、８３３名の
受講により認知症サポーターを養成しました。

認知症に関する普及啓発として、講師となる地域
包括支援センターと連携し、学校・自治会・企業
等による開催依頼に基づき認知症サポーター養
成講座を開催します。また、中央区役所職員を対
象とする講座も開催します。

講師となる地域包括支援センターと連携し、区内各地
で認知症サポーター養成講座の開催を推進していま
す。
また、中央区役所職員向けの認サポ講座を開催しま
す。
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○桜区
番号 項目 取組・方向性 平成30年度取組結果 令和元年度取組予定 平成30年度取組予定

1
高齢者生活支援体制整備
事業

地域支え合い推進員（高齢者生活支援コーディネー
ター）と協議体が核となり、地区社会福祉協議会や地域
包括支援センター（シニアサポートセンター）と連携して、
地域における介護予防や生活支援サービス事業等の
担い手の養成を図ります。また、適正に生活支援サービ
スを提供できるよう、サービス提供者との連携を深め、
協議体において情報の共有を行い、多様なサービスを
利用できる地域づくりを推進します。

コーディネーターと連携しながら、地域活動の自主グループ立ち上げ
を支援し自主グループが19か所になりました。また、協議体やコー
ディネーターと地域の社会資源の情報の共有化を図りました。

コーディネーターと連携しながら、立ち上げた地
域活動の自主グループを継続して支援します。ま
た、協議体やコーディネーターと地域の社会資源
の情報の共有化を図ります。

コーディネーターと連携しながら、地域活動の自主グ
ループ立ち上げを支援します。また、協議体やコー
ディネーターと地域の社会資源の情報の共有化を図
ります。

2 介護予防事業

公民館等や介護施設を会場として、ますます元気教室
など各種介護予防教室を実施し、多くの方の参加に向
けて地域包括支援センター（シニアサポートセンター）と
連携していきます。また、高齢者サロンや自主活動グ
ループ等へ地域運動支援員を派遣して、運動指導を行
います。

「ますます元気教室」は5公民館で参加者は延べ1,464人。（H29
1,592人）
「すこやか運動教室」は3会場で参加者は延べ493人。（H29　332人）
「健口教室」は2会場で8回開催し参加者は延べ70人。（H29　88人）
地域の高齢者サロンや運動の自主活動グループに対し、地域運動
支援員を派遣し、指導を行いました。

区役所、公民館や公園、学校において、「ますま
す元気教室」や「すこやか運動教室」、「健口教
室」を開催します。また、「いきいきサポーター養
成講座」を開催し、いきいき百歳体操などの介護
予防のための運動方法を学び、住民主体の介護
予防サポーター（いきいきサポーター）を養成しま
す。

区役所、公民館や公園、学校において、「ますます元
気教室」や「すこやか運動教室」、「健口教室」を開催
します。また、地域の高齢者サロンや運動の自主活
動グループに対し、地域運動支援員を派遣し、指導を
行います。

3
生きがいづくりや交流の場
の提供

高齢者が生きがいを持って生活できるよう、積極的にシ
ルバーポイント事業やシルバーバンク事業の案内等を
行い、ボランティア活動や高齢者が活躍できる場の情報
提供を行います。また、区内にはアクティブチケットを使
用できる施設が３か所（さいたま市桜環境センター余熱
体験施設、さいたま市浦和西体育館、サイデン化学ア
リーナ（さいたま市記念総合体育館））あり、引き続き利
用の啓発を図ります。

平成30年４月当初から一般介護予防事業であるすこやか運動教室、
また、、きらきらシルバー講座、さくらシニアクラブの部会等において
シルバーポイント事業、シルバーバンク事業、アクティブチケットのチ
ラシを配布、説明を行うなど啓発活動を行いました。アクティブチケッ
トが平成29年度2208枚に対して、2346枚に増加、シルバーポイント
事業交換数は平成29年度1237件から1411件に増加しました。

昨年度の啓発活動を継続し、更に一般介護予防
事業であるますます元気教室での案内、桜区内
の2包括支援センター、4在宅介護支援センター、
社会福祉協議会桜区事務所、大久保、田島、土
合地区社協に対してシルバーポイント事業、シル
バーバンク事業、アクティブチケットの概要をチラ
シで説明の上、配布し、啓発を図ります。

シルバーポイント事業、シルバーバンク事業、アクティ
ブチケットの存在を広く区民の方に知っていただくた
め、介護予防事業等やさくらシニアクラブでの会合、
イベント時にチラシを配布し、その制度の概略を説明
するなど啓発活動を行います。
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○浦和区
番号 項目 取組・方向性 平成30年度取組結果 令和元年度取組予定 平成30年度取組予定

1 介護予防事業の推進

公民館で開催している「ますます元気教室」や、区内３
か所で開催している「すこやか運動教室」をより多くの
方々に利用頂けるよう周知するとともに、地域で開催さ
れている自主活動に地域運動支援員等を派遣し、介護
予防における健康づくりや地域活動を支援します。

「ますます元気教室」「すこやか運動教室」については、市報（区版）、
公民館報、市ホームページでの広報や地域包括支援センター等の
協力により、多くの人に参加いただいた。また、自主グループに、地
域運動支援員、理学療法士、作業療法士を派遣し、介護予防の取り
組みを強化した。

「ますます元気教室」、「すこやか運動教室」、「健
口教室」を、より多くの人に周知をする。また、地
域で開催されている自主活動に地域運動支援員
等を派遣し、介護予防における健康づくりや地域
活動を支援する。

「ますます元気教室」「すこやか運動教室」ついては、
区報のほか公民館や地域包括支援センター等の協
力を求め、参加者の確保に取り組む。また、地域運動
支援員の派遣のほか、理学療法士が指導を行う地域
リハビリテーション派遣事業を希望する自主グループ
に派遣し、運動指導や助言を行い介護予防の取組み
を強化する。

2
高齢者生活支援体制整備
事業の取組

地域包括支援センター（シニアサポートセンター）に配置
された地域支え合い推進員（高齢者生活支援コーディ
ネーター）を中心に、協議体において地域資源の掘り起
こしを行い、地区社会福祉協議会、地元のNPO、介護保
険事業者などが連携して定期的な情報共有を図りなが
ら、地域包括ケアシステムの構築に向けた取組を進め
ます。

地域支え合い推進員の活動の後方支援に取り組むとともに、協議体
において、地域資源の掘り起こしを行い、「いきいき活動リスト（地域
資源リスト）」及び「活動インフォメーション」の公開等を行い、情報共
有や情報提供を行った。また、地域支え合い推進員の活動の後方支
援に取り組んだ。

地域支え合い推進員を中心に、協議体におい
て、引き続き、地域資源の掘り起こしを行う。ま
た、関係機関との情報共有や情報の提供を行
う。

地域支え合い推進員への活動の後方支援に取り組
むとともに、協議体で取り上げられた課題において地
域の関係機関などに足を運び情報提供、共有を行
う。また活用に向けての対策に取り組む。

3
認知症高齢者等総合支援
事業の推進

認知症に対する正しい知識を理解して頂けるよう、地域
包括支援センター（シニアサポートセンター）などの協力
を得ながら、住民組織や企業、児童・生徒等を対象とし
た「認知症サポーター養成講座」を開催し、その講師と
なるキャラバン・メイトの支援も行います。また、認知症
高齢者等とその家族が悩みの相談や情報交換を行う憩
いの場所として開催している「認知症カフェ」の充実を図
るとともに、ステップアップ講座を受講した認知症サポー
タの活用も図ります。

本年度は合計２７回の認知症サポーター養成講座の開催があり、延
べ１，８００名の受講があった。また、キャラバン・メイトの支援のた
め、メイト会を４回開催した。認知症カフェについては、利用者の声を
聞き、充実したカフェの内容に取り組み、年間で５３回実施し、延べ５
２７人に参加いただいた。

認知症サポーター養成講座の知名度を広げるた
めの活動を進めるほか、キャラバン・メイトの支援
のためのメイト会の定期的な開催を継続する。ま
た、認知症カフェについては、利用者の声を聞
き、より充実を図る。

「認知症サポーター養成講座」については、メイト会を
継続的に実施することで、地域包括支援センターに加
え、メイト間で協力しながら講座を企画開催していく。
「認知症カフェ」については利用者がより一層活用、
定着できるよう利用者の声を聞き、充実したカフェの
内容に取り組む。
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○南区
番号 項目 取組・方向性 平成30年度取組結果 令和元年度取組予定 平成30年度取組予定

1
地域包括ケアシステム構築
の推進

引き続き地域包括ケア５項目の実施状況を日常生活圏
域単位で把握するため、進行状況の把握方法を確立
し、定期的に調査を継続します。区地域包括支援セン
ター連絡会で、日常生活圏域の一部見直しについて再
検討します。区民会議等から要望のある地域包括支援
センター（シニアサポートセンター）の周知強化につい
て、自治会、医療機関、金融機関等にも積極的にPRを
行っていきます。

地域包括ケア５項目の実施状況を把握するため、各項目の所管部
署を確認し、現況について照会を行った。
地域包括支援センターを周知するため、市報によるPRのほか、パン
フレットの配布、イベントでのＰＲ等を行った。

前年度に引き続き、地域包括ケア５項目の実施
状況を把握するため、各項目の所管部署に対し
現況について照会を行う。
日常生活圏域の一部見直しについては、各圏域
の地域支援会議において議論がなされ、示され
た方向性を踏まえつつ再検討する。
地域包括支援センターを周知するため、市報によ
るPRのほか、パンフレットの配布、イベントでのＰ
Ｒ等を行う。

地域包括ケア５項目の実施状況を把握するため、各
項目の所管部署を確認し、現況について照会を行う。
日常生活圏域の一部見直しについては、各圏域の地
域支援会議において議論がなされ、示された方向性
を踏まえつつ再検討する。
地域包括支援センターを周知するため、市報による
PRのほか、チラシや機関紙の配布、イベントでのＰＲ
等を行う。

2
高齢者生活支援体制整備
事業の促進

「地域の助け合い・支え合い」活動を促進するため、地
域支え合い推進員（高齢者生活支援コーディネー
ター）、協議体とともに、引き続き区内外の先進的な地
域活動の情報収集を行い、自治会等やNPO等に周知し
協議する場を設け、住民主体による地域活動が区内各
地で活性化するよう働きかけていきます。また、介護予
防については、地域で声をかけあって、通所で誰でも参
加しやすい環境ができるよう「地域づくりによる介護予
防」の促進に努めます。

各圏域に配置された地域支え合い推進員が日々の活動で把握した
地域資源情報を市ホームページで広報するとともに、地域課題につ
いて協議体の場で意見交換した。
また、地域支え合い推進員と連携し、「地域の活動展示会」を開催
し、市民、ケアマネジャー等に地域活動と介護予防の関係性・効果に
ついて広く紹介した。
介護予防については、地域で「いきいき百歳体操」を実施する自主グ
ループを対象に効果的な運動方法や情報交換を行う交流の場として
「あつまれ！みんなで百歳体操！！」を開催した。

各圏域に配置された地域支え合い推進員が日々
の活動で把握した地域資源情報を市ホームペー
ジで広報するとともに、地域課題及び地域の目指
す将来像について協議体の場で意見交換する。
また、地域支え合い推進員や地域包括支援セン
ターと連携し、「地域の活動展示会」や「いきいき
百歳体操」を行う自主グループの交流会を開催
し、地域活動と介護予防の関係性・効果について
広く紹介する。

各圏域に配置された地域支え合い推進員が、日々行
う住民活動の調査、地域活動に関する相談や交流に
より把握する地域資源情報や地域課題を、市ホーム
ページや協議体の場を通じ周知する。
また、地域支え合い推進員と連携し「地域の活動展
示会」を開催し、市民、ケアマネジャー等に地域活動
と介護予防の関係性・効果について広く紹介する。

3
関連部署の連携と地域へ
の協力依頼

高齢・児童・障害等、福祉の全体的視野を持つだけでな
く、保健センターや自治会等の関連部署などとも連携し
つつ、地域の方々と協働しながら、健康寿命の延伸に
配慮しつつ、世代間交流も含めた地域づくりを目指して
いきます。また、小中学校での認知症サポーター養成講
座等も引き続き開催します。

地域における関連部署との連携強化について、個別ケースの事例
検討を中心とした地域支援個別会議に参加し情報共有を図りまし
た。
また、認知症サポーター養成講座について、親子で参加していただく
講座を実施し、多くの方に認知症に対する理解を深めていただきまし
た。

地域における関連部署との連携強化について、
個別ケースの事例検討を中心とした地域支援個
別会議に参加し情報共有を図るとともに、認知症
サポーター養成講座については、より多くの方に
認知症に対する正しい知識を得ていただくため、
講座開催回数の増加を図ります。

地域における関連部署との連携強化について、個別
ケースの事例検討を中心とした地域支援個別会議に
参加し情報共有を図る。
また、認知症サポーター養成講座について、親子で
参加していただく講座等も含め実施する。
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○緑区
番号 項目 取組・方向性 平成30年度取組結果 令和元年度取組予定 平成30年度取組予定

1 生きがいづくりの推進

シルバーポイント事業の啓発を進め、高齢者健康づくり
や介護予防活動、ボランティア活動を通じて高齢者の地
域社会への参加、生きがいづくりを推進していきます。
また、高齢者の外出機会の創出とともに、地域との交
流、健康づくり、生きがいづくりを支援するため、アクティ
ブチケットの利用促進を図っていきます。

シルバーポイント事業（長寿応援制度）の登録者数は前年度比１２
５％に増え、ポイント交換者数も前年度比１２１％に増加した。登録
団体数は前年度比１１１％に増えている。
シルバーポイント事業（いきいきボランティア制度）の登録者数は前
年度比１２０％に増え、ポイント交換者数は前年度比１２３％に増加し
た。
アクティブチケット発行件数は前年度比１２２％に増えている。
チラシ配布や説明をしたり、各種教室での申請書配布などの取り組
みの結果、このような事業促進につながることができた。

シルバーポイント事業やアクティブチケットの申請
で窓口に来た人に、周りの人にも広めてもらうよ
うに依頼する。また、別件で窓口に来た人に事業
やチケットの紹介をする。
さらに、老人クラブの活動ではシルバーポイント
事業についてのチラシ配布や説明を行い、各種
介護予防教室では、アクティブチケットの申請書
を配布し、更なる利用の促進を図っていく。

各種会議や老人クラブのイベント等で、シルバーポイ
ント事業についてのチラシ配布や説明を行う。また、
介護予防に関わる健康教室では、アクティブチケット
の申請書を配布し、利用の促進を図っていきます。

2 介護予防事業の推進

一般介護予防事業として取り組む「すこやか運動教室」
や「ますます元気教室」などを通じ歩いて行ける憩いの
場を、地域の皆さん、行政、地域包括支援センター（シニ
アサポートセンター）、在宅介護支援センター及び社会
福祉協議会などの機関とともに考え、本市で推進してい
る「いきいき百歳体操」を主とした笑顔あふれる居場所
づくりを推進していきます。

「すこやか運動教室」は５会場で月１回ずつ開催（７・８・１月を除く）。
「ますます元気教室」は５会場（緑区公民館）で6回３コースを開催。
介護予防の啓発、本市が推進している「いきいき百歳体操」の普及を
図った。なお、教室参加者に対しては地域包括支援センターと協力し
ながら、自主グループにつながる支援を行った。また、３月には緑区
内で活動している自主グループが一堂に会する「いきいき百歳体操
自主グループ交流会」を開催し、介護予防の継続を促進した。

「すこやか運動教室」、「ますます元気教室」、「い
きいき百歳体操自主グループ交流会」を開催し、
介護予防の啓発、いきいき百歳体操の普及、居
場所づくり、自主グループの活性化を図っていく。
教室開催の計画にあたっては、会場変更、回数
増加や広報活動の強化などにより新たな参加者
を呼び起こしていく。

「すこやか運動教室」「ますます元気教室」等で介護
予防の必要性を知っていただき、「いきいき百歳体
操」を主とした地域の方が活動している通いの場に繋
げていく。事業に参加せずに地域で活動している皆さ
んにも地縁組織等にも広報活動し、事業へ参加を促
していきます。

3 医療・介護連携の支援

住民一人ひとりが最後まで”わたしのまち”に住み続け
られるよう、医療と介護の連携を支援します。地域で活
躍されている医療・介護関係者に研修及び意見交換の
場を提供し、相互に相談しやくすく、顔の見える生活圏
域を意識した情報共有の支援を行います。

「医療ケアネットみどり 『第６回 地域包括ケア研修会』」を規模を拡大
して開催した。緑区内の医師、歯科医師、薬剤師、保健師、看護師、
リハビリ専門職、ヘルパー、ケアマネジャー、社会福祉士、教職者、
福祉用具取扱業者、行政職員等が一堂に会し、「 認知症を取り巻く
現状と課題」、「 認知症ワークショップ・ロールプレイ」、「 災害時、認
知症高齢者の方にできること～ユマニチュードの哲学」等のテーマに
ついて講義を受講するとともにグループディスカッションを行った。

在宅生活を継続させるためには、在宅診療の充
実、医療従事者が介護サービスの理解を深める
ことが必要となる。医療と介護の連携を図るた
め、引き続き、地域包括支援センター、居宅介護
事業所、医療機関ソーシャルワーカー、看護師、
医師などを対象とした合同研修会を開催する。

昨年度より定員を倍増して医療介護連携を2月に開
催予定。内容は在宅に住む認知症の方への課題・ユ
マニチュードを用いた体験型研修を計画ています。



○岩槻区
番号 項目 取組・方向性 平成30年度取組結果 令和元年度取組予定 平成30年度取組予定

1
高齢者の健康づくり事業を
実施

地域運動支援員等による笑いを取り入れた健康体操を
各地域で普及を図るとともに、高齢者の健康づくり自主
活動を行うっ団体に対し地域運動支援員を派遣し、身近
な地域での健康づくり活動の参加者人数の増加を図り
ます。

笑いを取り入れた健康体操が各地域で342回開催され、延べ7,637人
の参加がありました。また、高齢者の健康づくり自主活動を行う団体
に対し地域運動指導員の派遣を584回、延べ9,415人の参加がありま
した。

地域運動支援員等による笑いを取り入れた健康
体操を各地域で普及を図るとともに、高齢者の健
康づくり自主活動を行う団体に対し地域運動支援
員を派遣し、身近な地域での健康づくり活動の参
加者人数の増加を図ります。

地域運動支援員等による笑いを取り入れた健康体操
を各地域で普及を図るとともに、高齢者の健康づくり
自主活動を行う団体に対し地域運動支援員を派遣
し、身近な地域での健康づくり活動の参加者人数の
増加を図ります。

2
地域における介護予防の
推進

区内にある高等教育機関と地域包括支援センター（シニ
アサポートセンター）とが連携し、身近な地域での仲間
づくりや健康づくりを目的した介護予防教室の開催を支
援します。

介護予防効果の高い「いきいき百歳体操」を用いた「ますます元気教
室」を１コース６回の年３コースを区内4公民館で開催し、延べ311人
の申込がありました。
住民自らが地域の担い手になれるように、身近な場所での通いの場
で活動を支援する介護予防サポーターを養成する「いきいきサポー
ター養成講座」を８日間に渡り開催し、37名を新たないきいきサポー
ターとして認定しました。また、いきいきサポーターに対してフォロー
アップ研修を３回開催しました。
誤嚥性肺炎予防、認知症予防のために、高齢期に適した栄養と口腔
機能について学ぶ「健口教室」を１コース４回の年２コース開催し、延
べ30人の申込がありました。

区内にある高等教育機関と地域包括支援セン
ターと連携し、各種介護予防教室を開催し、高齢
者の生活の質の向上や、介護予防を図ります。

区内にある高等教育機関と地域包括支援センターと
連携し、各種介護予防教室を開催し、高齢者の生活
の質の向上や、介護予防を図ります。

3
地域支え合い推進員（高齢
者生活支援コーディネー
ター）との連携

区内３圏域に配置された地域支え合い推進員（高齢者
生活支援コーディネーター）と連携し、「いきいき百歳体
操」や「ロコモーショントレーニング」など、介護予防に有
効な運動方法を学んだ「介護予防サポーター」が活躍で
きる地域での自主活動を支援します。

地域支え合い推進員が、日々の活動で把握した地域資源や、新たな
地域資源の掘り起こしを行い、「いきいき活動リスト」等をホームペー
ジに掲載し、資源の共有化を行いました。
地域支え合い推進員を中心に、自治会や民生委員等がメンバーの
協議体において、新たな自主活動の立ち上げを支援し、15グループ
の自主グループが現在活動しています。
また、「いきいき百歳体操」を実施する自主グループを対象に、情報
交換を行う交流の場として「自主グループ交流会」を開催し、12グ
ループの参加がありました。

地域支え合い推進員と連携し、いきいきサポー
ターの養成に取り組み、住民主体による通いの
場の立ち上げや、いきいき百歳体操の普及に努
めます。

地域支え合い推進員と連携し、いきいきサポーターの
養成に取り組み、住民主体による通いの場の立ち上
げや、いきいき百歳体操の普及に努めます。
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介護保険サービス事業量の見込み
　○介護保険施設等の整備量

平成30年度
計画値

平成30年度
実績

1施設
100［床］

0施設（※）
100［床］

－ －

－ －

－ －

100人 101人

※　既存施設の増床による整備のため、施設数は増加しない。（対象６施設）

　○主な介護保険サービスの利用者数

平成30年度
計画値

平成30年度
実績

訪問介護 介護 7,119 7,216

介護 3,330 3,527

予防 390 409

通所介護 介護 8,929 9,266

介護 2,279 2,192

予防 47 42

4,515 4,422

115 57

291 252

958 975

4,958 4,897

2,521 2,493

256 243

居宅

訪問看護

短期入所生活介護

（介護予防）特定施設入居者生活介護
（有料老人ホーム等）

※　１月あたりの利用者数

（介護予防）小規模多機能型居宅介護

（介護予防）認知症対応型共同生活介護

施設

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

介護老人保健施設

介護療養型医療施設・介護医療院（新規）

地域
密着型

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

介護老人福祉施設
（特別養護老人ホーム）

介護老人保健施設

介護療養型医療施設

介護医療院（新規）

（介護予防）特定施設入居者生活介護
（有料老人ホーム等）

令和元年８月２８日
令 和 元 年 度 第 １ 回
高齢者福祉専門分科会

資料１－４



令 和 元 年 ８ 月 ２ ８ 日

資料２－１ 令 和 元 年 度 第 １ 回

高齢者福祉専門分科会

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 

１ 検討の視点 

（１）国の動向等 

 ・第７期計画は、団塊の世代が７５歳以上となる令和７年（2025 年）

を見据え「地域包括ケアシステムの深化・推進」を目標に計画を策

定 

 ・国においては、団塊ジュニアが全て 65 歳以上に令和 22 年（2040 年）

頃を展望した社会保障に関する国民的議論が必要との認識 

 ・令和７年（2025 年）以降は、「高齢者の急増」から「現役世代の急減」

に局面が変化する中で、新たな局面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点を掲げている。 

 ・改正社会福祉法の施行（平成 30 年４月）により、「我が事・丸ごと」

の地域づくり、包括的な支援体制の整備について規定 

 ・これらの点を踏まえ、国としては、「実績踏襲型」から「ビジョン達

成型」の介護保険事業計画の策定が必要との認識 

※全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議(H31.3.19)及び第８期介

護保険事業計画作成に向けた各種調査等に関する説明会(R1,7.23)会

議資料に基づき整理 

※令和元年８月 29 日に開催予定の国の社会福祉審議会介護保険部会にお

いて、第８期介護保険事業計画期間に向けての検討課題が具体的に示

される見通し 

（２）個別分野における動向 

 ・成年後見制度の利用の促進に関する法律（平成 28 年法律第 29 号）及び

成年後見制度利用促進基本計画（平成 29 年３月 24 日閣議決定）に基づ

く「成年後見制度利用促進基本計画」策定の必要性 

 ・現在、国会に提出（閉会中審査）されている「認知症基本法案」基づく、

「市町村認知症施策推進計画」策定の必要性（努力義務） 

 ※第８期計画との一体的策定も検討 



2 

高齢者福祉専門分科会（14 人） 
・高齢者福祉の推進に関する事項を調査・審議 

（３）本市の動向 

 ・平成 13 年５月の浦和市・大宮市・与野市の３市合併により誕生したさ

いたま市の誕生を受け、平成 14 年度に策定（平成 17 年度に岩槻市との

合併により改訂）した市政運営の最も基本となる計画である「さいたま

市総合振興計画（２０２０さいたま希望のまちプラン）」が 2020 年度

（令和２年度）をもって計画期間が満了 

 ・現在、令和３（2021）年度から令和１２（2030）年度までの１０年間を

計画期間とする次期総合振興計画の策定作業中 

  ⇒次期総合振興計画と第８期計画は同時期に策定 

２ 検討体制 

 ・第８期計画の策定に当たっては、第７期計画と同様に、分科会からの議

論継続及び事務の簡素化を図る観点から、下図のとおり「計画検討会」

を設置し、計画策定に関する事項の協議を頂きたいと考えています。

（平成３０年度第２回分科会にて説明済） 

 ・計画検討会は、「１ 検討の視点」を踏まえ、本専門分科会委員から選

任するとともに、臨時委員を任命することとしたいと考えています。 

事務局（市 齢福祉課･いきいき 寿推進課･介護保険課）

計画検討会（8人） 
・計画策定を専門的に検討するため設置 
・分科会委員と臨時委員で構成 

たたき台の提示素案とりまとめ 素案諮問 
審議・答申 
(案)の調製 
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３ 策定に向けた関係作業予定（調査の実施等）※実施時期は予定 

 ・【新規】ＪＡＧＥＳ調査（Ｒ１．11 月～） 

  ※ＪＡＧＥＳ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」である。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。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。 

 ・在宅高齢者実態調査（Ｒ１．11 月～） 

 ・高齢者保健福祉計画等策定のためのアンケート調査（Ｒ１．12 月～） 

 ・介護サービス事業所調査（Ｒ２．６月～） 

＜参考＞第７期計画策定スケジュール（平成 28・29 年度） 

4～6月 7～9月 10～12月 1～3月

● ●　　　　　　　　　●

　 　　　　　　　　　　　　■ ■　　　　　　■

　　　　　　　▲ ▲　　　　　　　▲　

平成28（2016）年度

専
門
分
科
会

計
画
検
討
会

調
査
・
計
画

調査内容検討

委員選定

アンケート

報告書

(3月末)

アンケート

実施（2月）

3/9 第2回

・アンケート速報・分析

・7期のスケジュール

1/29 第1回

・計画の方向性について

3/24 第3回

・7期計画における介護保険施

設の整備暫定枠の設定につ

いて

1/29 第2回

・敬老祝金の見直しについて

在宅高齢者実態調査(28.11月～29.3月)介護保険課

11/28 第1回

・計画検討会委員の承認

12/16

計画検討会

委員委嘱

国からの

内容提示

4～6月 7～9月 10～12月 1～3月

● 　　　　●　　　　　　●

■ ■　　　　　■ 　　　　■

▲　　 ▲

９月議会報告 パブリックコメント
（10月～11月）

平成29（2017）年度

国
か
ら
次
期
計
画
・基
本
方
針
（基
本
的
な
考
え
方
）の
提
示

７期計画案策定業務

3/19 第3回

・7期計画

（報告）

1/31 第2回

・7期計画（案）

について

8/30 第3回

・7期計画

・地域区分の見直し

・日常生活圏域につい

て

7/31 第2回

・事業所アンケート結

果

・7期骨子案

・今後のスケジュール

介護サービス事業所調査

(6月)介護保険課

8/30 第1回

・7期計画

・日常生活圏域について

5/29 第1回

・アンケート結果

・7期計画

・事業所調査について

1/31 第4回

・7期計画（案）

について



7/23開催済8/7開催済

調査実施機関への委託：6/14契約済
(現在、独自調査項目の検討中)

令和元年８月２８日
令和元年度第１回
高齢者福祉専門分科会

資料２－２

※網掛け部分は事務局にて追記

■第８期介護保険事業計画作成に向けた各種調査等に関する説明会（令和元年７月２３日）配布資料



参考資料１ 

○さいたま市社会福祉審議会条例＜抜粋＞ 

平成１５年３月１４日 

条例第１２号 

（任期） 

第６条 委員の任期は、３年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 臨時委員の任期は、第１項の規定にかかわらず、特別の事項に関する調査審議が終了す

るまでとする。 

（会議） 

第８条 委員長（専門分科会長）は、審議会の会議を招集し、その議長となる。 

２ 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ会議を開く

ことができない。 

３ 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同

数のときは、議長の決するところによる。 

 （専門分科会） 

第９条 法第１１条第１項及び第２項並びに第１２条第２項の規定により、審議会に民生

委員審査専門分科会及び障害者福祉専門分科会並びに高齢者福祉専門分科会、地域福祉

専門分科会、児童福祉専門分科会、児童虐待検証専門分科会及び特定教育・保育施設等重

大事故検証専門分科会を置く。 

２ 専門分科会に属すべき委員及び臨時委員は、委員長が指名する。 

３ 専門分科会に専門分科会長を置き、当該専門分科会に属する委員の互選により定める。 

４ 専門分科会長は、当該専門分科会の事務を掌理する。 

５ 専門分科会長に事故があるときは、あらかじめ専門分科会長が指名する委員がその職

務を代理する。 

６ 審議会は、専門分科会の決議をもって審議会の決議とする。 

 （準用） 

第１１条 第８条の規定は、専門分科会及び審査部会の会議について準用する。この場合に

おいて、同条第１項中「委員長」とあるのは、「専門分科会にあっては専門分科会長、審

査部会にあっては審査部会長」と読み替えるものとする。 



さいたま市社会福祉審議会会議公開要領 

平成１５年５月２０日委員長決定 

１ 趣旨 

 この要領は、さいたま市審議会等の会議の公開に関する指針（平成１３年６月１５日

決裁）第７に基づき、さいたま市社会福祉審議会（以下『審議会』という。）の会議の

公開に関する会場の秩序維持について、審議会の委員長（以下『委員長』）が指示をす

る場合に必要な事項を定めるものとする。 

２ 会議の傍聴 

（１）傍聴委員 

   会議の傍聴定員は、傍聴席の状況により、その都度委員長が定める。 

（２）傍聴手続き 

   会議を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名その他委員長の必要と認める事項

を申し出、委員長は、傍聴定員の範囲内において申出順に傍聴を認めるものとする。 

（３）傍聴できない者 

   次に掲げる事項のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。 

  ア 酒気を帯びていると認められる者 

  イ 会議の妨害となると認められる器物を携帯している者 

  ウ その他、委員長において傍聴を不適当と認める者 

（４）傍聴者の禁止行為 

   傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。 

  ア みだりに傍聴席を離れること。 

  イ 私語、談話又は拍手等をすること。 

  ウ 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。 

  エ 飲食又は喫煙すること。 

  オ 許可なく録音機、写真機、撮影機その他これらに類するものを持ちこみ、使用す

ること。 

  カ その他、会議の妨害となるような挙動をすること。 

（５）傍聴人の退場 

   傍聴人は、委員長が傍聴を禁じたとき又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに

退場しなければならない。 

３ 指示 

  この要領に定めるもののほか、傍聴人は、委員長の指示に従わなければならない。 

４ 準用 

  この要領は、審議会の専門分科会及び審査部会の会議について準用する。この場合に

おいて、同要領中「委員長」とあるのは、「専門分科会にあっては専門分科会長、審査

参考資料２ 



部会にあっては審査部会長」と読み替えるものとする。 

５ その他 

  審議会の専門分科会及び審査部会について必要な事項は、それぞれ各会長が別に定め

ることができる。 

６ 実施 

  この要領は、平成１５年５月２０日から実施する。 


