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１ 市の概要

（１）市制施行日、面積、人口

①市 制 施 行    平成 13 年 5 月 1 日

   ②市 の 面 積    217.49ｋｍ２ （東西 19.5ｋｍ 南北 19.3ｋｍ）

   ③世帯及び人口の推移

年 次 総 人 口 世 帯 数

昭和 35 年 414,762 92,857

40 年 530,661 131,717

45 年 657,425 178,467

50 年 813,712 234,068

55 年 879,291 269,707

60 年 922,757 289,811

平成 2年 1,007,569 338,573

7 年 1,078,545 385,739

12 年 1,133,300 425,037

17 年 1,176,314 460,457

18 年 1,192,418 492,514

19 年 1,199,954 500,867

20 年 1,210,361 509,976

21 年 1,221,949 519,276

22 年 1,230,928 527,045

23 年 1,237,926 533,292

24 年 1,243,826 534,529

25 年 1,251,799 541,791

26 年 1,259,858 550,036

27 年 1,263,455 553,920

28 年 1,273,497 563,239

※ 昭和 35年～平成 26 年は 10月 1日、平成 27、28 年は 4月 1日現在

（昭和 35年～平成 17年の数値は国勢調査人口。平成 18年～23年は住民基本台帳、

外国人登録に基づく総人口。平成 24～27 年は、住民基本台帳に基づく総人口。）
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（２）福祉関連組織機構図・事務分掌

①保健福祉局福祉部

福
祉
部

福祉総務課
・保健福祉総合計画 ･福祉のまちづくり 
・社会福祉施設(他の所管に属するものを除く)の設置に係る相談 
・社会福祉法人の設立認可等並びに指導及び監督 
・民生委員･児童委員活動 ･社会福祉審議会 
・福祉事務所との連絡調整 
・（社福）さいたま市社会福祉協議会、（社福）さいたま市
社会福祉事業団との連絡調整 

・部内の連絡調整

浦和ふれあい館

大宮ふれあい福
祉センター

生活福祉課 ・生活保護法に係る事務の企画、運営及び施行事務監査
・生活保護法に基づく医療及び介護機関の指定並びに指導及び検査 
・区役所の生活保護並びに行旅病人及び行旅死亡人の取扱い
に係る事務の総合調整

・生活保護法に基づく保護施設の整備相談

監査指導課

・社会福祉法人、社会福祉施設及び児童福祉施設等の指導 
監査

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための
法律等による指定障害福祉サービス事業者等の指導監査 

・介護保険法による事業所及び施設の指導監査
・子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設及び特
定地域型保育事業者の指導監査

高齢福祉課
・高齢者福祉計画、高齢者福祉に係る施策の企画及び調整
・高齢者虐待防止
・成年後見制度の推進
・高齢者の社会参加及び生きがい対策等の推進

グリーンヒル
うらわ 

・シルバーバンクの運営
・高齢者への在宅福祉サービス事業の管理等
・公立高齢者福祉施設の計画及び整備

老人福祉セン
ター(10) 

・区役所の高齢者福祉に係る事務の調整
・（公社）さいたま市シルバー人材センターとの連絡調整
・年輪荘、グリーンヒルうらわ、老人福祉センター、西楽園、

老人憩いの家、高齢者デイサービスセンター、与野本町デ
イサービスセンター及び高齢者生きがい活動センターの管
理

西楽園 

年輪荘 

老人憩いの家(11)

デイサービス
センター(4) 

高齢者生きがい
活動センター 
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いきいき
長寿推進課

・地域支援事業に係る施策の企画及び調整に関すること。
・介護予防事業の運営（他の所管に属するものを除く。）に
関すること。

・包括的支援事業の運営（他の所管に属するものを除く。）
に関すること。

・認知症高齢者対策に関すること。
・地域包括支援センター等及び地域包括支援センター運営協
議会に関すること。

・地域包括ケアの推進の総括に関すること。
・区役所の地域支援事業に係る事務の総合調整に関するこ
と。

介護保険課 ・介護保険法による事業所及び施設の指定許可、取消等
・地域密着型サービス事業所の整備相談及び地域密着型
サービス運営委員会の運営 

・介護保険事業計画 ･介護保険事業の運営 ･介護認定審査会
・民間高齢者福祉施設等の整備及び助成
・高齢者福祉施設の設置の認可等並びに指導及び監督
・サービス付き高齢者向け住宅事業の登録等（提供サービス及
び入居契約に関する登録基準の審査に係るものに限る）

・区役所の介護保険事業に係る事務の連絡調整

障害政策課 ・障害者総合支援計画に関すること。
・障害者福祉に係る施策の企画及び調整に関すること。
・障害者福祉施設の計画、整備及び管理に関すること。
・障害者の権利擁護に関すること。
・障害者(児)福祉施設の整備相談等に関すること。
・障害者のスポーツの振興に関すること。
・障害者政策委員会に関すること。
・障害者の権利の擁護に関する委員会に関すること。
・みのり園、大崎むつみの里、春光園、槻の木、みずき園、
第 1 やまぶき、第 2 やまぶき、さくら草学園、杉の子園、
大砂土障害者デイサービスセンター及びはるの園の管理に
関すること。

・障害者更生相談センター、障害者総合支援センター及び総
合療育センターひまわり学園との連絡調整に関すること。

みのり園

大崎むつみの里

春光園けやき

春光園うえみず

槻の木

槻の木第 1 やまぶき

みずき園

さくら草学園



4

杉の子園

大砂土障害者デイサービスセ
ンター

はるの園

障害支援課
・障害者の虐待防止に関すること。
・障害者福祉施設の設置の認可等並びに指導及び監督に関す
ること。

・指定障害福祉サービス事業者等の指定、取消し等に関する
こと。

・介護給付費等の支給に関すること。
・障害児通所給付費等の支給に関すること。
・障害者の社会参加の推進に関すること。
・心身障害者扶養共済事業に関すること。
・精神障害者保健福祉手帳の交付決定に関すること。
・心身障害者福祉手当及び特別障害手当等の支給に関するこ
と。

・高齢・障害者権利擁護センターに関すること。
・地域自立支援協議会に関すること。
・障害者生活支援センターに関すること。
・区役所の障害者福祉に係る事務の総合調整に関すること。

国民健康保険課
・国民健康保険の運営
・国民健康保険税に係る事務の総合調整
・国民健康保険給付費の支給
・国民健康保険の保健事業の企画及び運営
・国民健康保険運営協議会の運営
・国民健康保険被保険者証の一斉更新
・国民健康保険税の徴収金の不納欠損処分
・国民健康保険及び旧老人保健法の規定による医療に係る診
療報酬明細書の審査

・国民健康保険及び旧老人保健法の規定による医療に係る不
当利得並びに第三者納付金の請求

・国民健康保険法に係る療養費(柔道整復施術療養費に限る)
の支給の決定

・旧老人保健法第 32 条第 1 項及び第 46 条の 6 の規定による
医療費(柔道整復施術療養費に限る)の支給の決定

・区役所の国民健康保険に係る事務の総合調整

年金医療課
・国民年金に関すること
・在日外国人等福祉手当の支給に関すること
・子育て支援医療費、心身障害者医療費及びひとり親家庭等
医療費の助成事業の運営

・区役所の保険年金課（福祉医療係、年金係）の総合調整
・後期高齢者医療に関すること

障害者更生相談
センター

・身体障害者及び知的障害者の医学的、心理学的及び職能的
判定と助言指導

・身体障害者の補装具の処方及び適合判定
・身体障害者手帳及び療育手帳の交付決定
・高次脳機能障害者支援事業に関する支援課等への後方支援
及び人材育成・普及啓発の研修会

障害者総合支援
センター

・障害者の就労支援
・障害者の生活支援
・障害者の社会参加支援
・市内障害者施設の授産支援
・発達障害者、家族等に対する相談及び支援 
・発達障害に係る知識の普及及び啓発
・発達障害者支援連絡協議会の運営
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②子ども未来局子ども育成部

子
ど
も
育
成
部

子育て支援政策課
・少子化対策に関する調査研究、企画及び総合調整 
・子育て支援施策の企画及び推進 
・次世代育成支援対策の総合調整
・局内の連絡調整
・子ども・子育て支援新制度に係る総合調整
・ひとり親家庭等の支援
・母子父子寡婦福祉資金貸付事業
・子ども手当、児童手当及び児童扶養手当の支給
・助産施設、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設等
の計画及び整備

・助産施設、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設等
の設置の認可等並びに指導及び監督

・ファミリー・サポート・センターの総合調整
・母子生活支援施設及び児童養護施設の管理
・母子生活支援施設及び児童養護施設との連絡調整

けやき荘

児童養護施設
カルテット

子ども総合センター

開設準備室
・(仮称)さいたま市子ども総合センターの整備に関すること

青少年育成課 ・青少年に係る施策の企画及び調整

・青少年の健全育成に関すること

・青少年問題協議会に関すること

・区役所の青少年健全育成に係る事務の総合調整

・児童センターの計画及び整備に関すること

・児童センター及び青少年施設の管理に関すること

・放課後児童健全育成事業に関すること
・特別支援学校放課後児童対策事業に関すること

児童センター(17)

放課後児童クラブ(74)

児童相談所
・児童の福祉に係る相談及び調査並びに判定及び指導
・児童の一時保護
・里親及び保護受託者の指導
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③子ども未来局幼児未来部

幼
児
未
来
部

幼児政策課
・幼児教育及び保育に関する調査研究、企画及び総合調整

に関すること
・幼児教育に係る助成等（他の所管に属するものを除く。）

に関すること
・施設型給付に属する幼稚園、地域型保育給付に属する事

業所等及び認可外保育施設の指導及び監督に関するこ
と

のびのび安心
子育て課

・保育所等利用待機児童解消に向けた施策の計画及び推進
に関すること

・特定教育・保育施設等の整備に関すること
・特定教育・保育施設等の認可等に関すること

保育課 ・公立保育所の管理、運営等に関すること
・施設型給付及び地域型保育給付に関すること
・民間保育所、認可外保育施設及び認定こども園の助成に

関すること
・保育に係る研修の計画及び実施に関すること
・公立保育所の改築、保全工事及び修繕に関すること
・施設型給付に属する認可保育所及び幼保連携型認定こ
ども園の指導及び監督に関すること

保育園（61）

④子ども未来局総合療育センターひまわり学園

総務課
・総合療育センターひまわり学園の執行方針の策定､進行
管理、企画調整

・施設及び設備の管理
・給食に関すること
・学園内の業務委託に係る入札
・学園内の連絡調整
・相談支援及び調査
・地域支援

医務課 
・小児科、精神科、整形外科、リハビリテーション科、
眼科、耳鼻いんこう科及び歯科の診療、検査及び調剤

・診療事務
・使用料及び手数料の収納並びに保険請求事務
・診断書等の交付
・医療業務の総合調整

育成課
・肢体不自由児、知的障害児、言語障害児、難聴児、
発達障害児等の外来療育

・肢体不自由児、知的障害児、難聴児、発達障害児等の
通所療育

・地域支援

療育センター
さくら草

・施設及び設備の管理
・給食に関すること
・相談支援及び調査
・小児科、精神科、整形外科、リハビリテーション科及
び耳鼻いんこう科の診療及び検査

・診療事務
・使用料及び手数料の収納並びに保険請求事務
・診断書等の交付
・肢体不自由児、知的障害児、言語障害児、発達障害児
等の外来療育

・肢体不自由児、知的障害児、発達障害児等の通所療育
・地域支援

総
合
療
育
セ
ン
タ
ー
ひ
ま
わ
り
学
園
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⑤区役所健康福祉部

各区役所健康福祉部

福祉課
・戦没者遺家族等の援護 ･義援金の取扱い
・民生委員･児童委員関係 ･罹災救助
・生活保護の経理、統計等
・生活保護法に基づく保護の決定、実施
・行旅病人、行旅死亡人の取扱い関係

福
祉
事
務
所

高齢介護課
・高齢者の生きがい対策
・老人クラブの育成及び指導 ･敬老事業
・高齢者福祉施設への入所
・高齢者の在宅福祉サービス事業
・重度要介護高齢者手当の支給
・高齢者福祉に係る相談及び指導
・高齢者の生活支援及び介護予防事業
・介護保険の給付 ･介護認定
・介護保険被保険者の資格の取得、喪失及び変更
・介護保険料の賦課及び徴収
・地域包括支援センター連絡会
・介護相談

支援課
・児童手当、児童扶養手当
・母子生活支援施設及び助産施設への入所
・保育園の入園 ･保育料の賦課及び徴収
・家庭児童相談
・障害者(児)の福祉に係る相談及び支援に関すること。
・介護給付費等の支給決定に関すること。
・障害児通所給付費等の支給決定に関すること。
・身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳

の交付に関すること。
・特別児童扶養手当、心身障害者福祉手当等の認定に関す

ること。
・自立支援医療受給証(更生医療及び精神通院医療に係る
ものに限る。)の交付に関すること。

・難病患者手術見舞金の認定に関すること。
・心身障害者扶養共済の申請に関すること。

保険年金課 ・国民健康保険の給付
・国民健康保険被保険者証の交付及び更新
・国民健康保険被保険者の資格の得喪及び異動
・国民健康保険税の賦課及び徴収
・国民年金の適用
・国民年金被保険者の資格の得喪及び異動
・国民年金の裁定請求関係
・子育て支援医療費、心身障害者医療費、ひとり親家庭
等医療費の助成

・後期高齢者医療被保険者証の交付
・後期高齢者医療保険料の徴収

保健センター
・母子保健及び成人保健に関すること。
・歯科保健に関すること。
・精神保健に係る一次相談に関すること。
・栄養指導及び食生活改善に関すること。
・訪問指導に関すること。
・予防接種に係る相談に関すること。
・家族等のない精神障害者の医療保護入院の同意に関す
ること。

・保健所業務に係る申請の受付に関すること。
・国民健康保険の特定健康診査に係る特定保健指導に関
すること。
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（３）予算

   ①一般会計予算

   歳入                        （単位：千円）

　　　　　　　　　　　　　　　　　年度
区分

27 28 前年比

 1  市税 223,101,055 226,744,261 1.02

 2  地方譲与税 2,740,501 2,849,001 1.04

 3  利子割交付金 366,000 315,000 0.86

 4  配当割交付金 1,276,000 1,739,000 1.36

 5  株式等譲渡所得割交付金 1,400,000 1,300,000 0.93

 6  地方消費税交付金 17,613,000 18,700,000 1.06

 7  ゴルフ場利用税交付金 67,000 74,000 1.10

 8  自動車取得税交付金 596,001 836,001 1.40

 9  軽油引取税交付金 6,134,001 6,060,001 0.99

10  地方特例交付金 899,000 925,000 1.03

11  地方交付税 5,767,000 5,645,000 0.98

12  交通安全対策特別交付金 397,000 356,000 0.90

13  分担金及び負担金 2,975,203 3,209,543 1.08

14  使用料及び手数料 8,614,722 8,743,260 1.01

15  国庫支出金 72,671,461 78,848,177 1.08

16  県支出金 18,423,063 18,933,492 1.03

17  財産収入 1,285,403 1,298,435 1.01

18  寄付金 227,001 240,001 1.06

19  繰入金 8,079,422 13,875,539 1.72

20  繰越金 1 1 1.00

21  諸収入 31,198,266 30,346,688 0.97

22  市債 52,168,900 47,881,600 0.92

合計 456,000,000 468,920,000 1.03
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   歳出                         （単位：千円）

　　　　　　　　　　　　　　　　　年度
区分

27 28 前年比

 1  議会費 1,776,207 1,684,435 0.95

 2  総務費 43,795,726 42,920,160 0.98

 3  民生費 169,170,396 185,490,419 1.10

 4  衛生費 37,698,861 37,465,088 0.99

 5  労働費 422,729 406,178 0.96

 6  農林水産業費 1,453,260 1,820,993 1.25

 7  商工費 15,973,657 15,981,900 1.00

 8  土木費 82,740,412 79,342,185 0.96

 9  消防費 16,287,545 15,874,197 0.97

10  教育費 39,623,874 38,607,491 0.97

11  災害復旧費 5 5 1.00

12  公債費 46,857,328 49,126,949 1.05

13  予備費 200,000 200,000 1.00

合計 456,000,000 468,920,000 1.03
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   ②福祉関連歳出予算

                             （単位：千円）

27 28 比較増減

456,000,000 468,920,000 12,920,000

169,170,396 185,490,419 16,320,023

社 会 福 祉 費 2,611,898 6,887,796 4,275,898

障 害 者 福 祉 費 27,550,513 29,080,676 1,530,163

老 人 福 祉 費 16,315,855 16,837,826 521,971

児 童 福 祉 費 67,872,933 75,014,050 7,141,117

生 活 保 護 費 36,007,760 37,728,560 1,720,800

介 護 保 険 費 11,178,944 11,615,891 436,947

国 民 年 金 費 306,064 312,299 6,235

国民健康保険費 7,319,329 8,006,221 686,892

災 害 救 助 費 7,100 7,100 0

133,678,000 134,762,000 1,084,000

20,469,000 21,366,000 897,000

76,359,000 78,032,000 1,673,000

75,000 67,000 △ 8,000
母子父子寡婦福祉資金
貸 付 事 業 特 別 会 計

後期高齢者医療事業特別会計

　　　　　　　　　　　　   年度
区分

一 般 会 計

民 生 費

国民健康保険特別会計

介護保険事業特別会計



第２章 福祉計画 
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１ 保健福祉関連計画 

（１）策定の経緯 

  保健福祉部門の計画として、「さいたま市第２期保健福祉総合計画〔地域福祉計画〕」

の下に関連計画であり部門別計画である、「さいたま市高齢者保健福祉計画・介護保険事

業計画」、「さいたま市障害者総合支援計画」、「さいたま市子ども・子育て支援事業計画

（さいたま子ども・青少年のびのび希望（ゆめ）プラン）」、「さいたま市ヘルスプラン 21

（第２次）」が位置づけられています。  

これらの計画は、市民の方々や保健福祉関係者の参加を得た各審議会等の審議とパブ

リックコメントを経て策定されました。 

（２）計画の目的 

  これらの計画は、少子高齢社会を迎え、ますます多様化する市民の保健･福祉ニーズに

的確に対応し、だれもが健康で安心していきいきと暮らすことができる「健康･福祉の理

想都市･さいたま市」の実現を目指すものです。 

（３）保健福祉関連５計画の位置付け 

（４） 計画の推進 

  これらの計画は、総合的な施策の展開や保健福祉関連計画間の連携に配慮し、教育・

住宅・労働・まちづくりなどの関連領域をも含めながら総合的に推進されています。 

また、市民の方々や保健福祉関係者の参加を得たさいたま市社会福祉審議会各専門分

科会等において進行管理が実施され、社会環境の変化や国の動向及び市民ニーズの変化

などを踏まえた、効率的で弾力的な運用推進がなされています。 

さいたま市総合振興計画

高齢者保健福祉計画

・介護保険事業計画
障害者総合支援計画 ヘルスプラン２１

（第２次）

子ども・子育て
支援事業計画

さいたま市第２期保健福祉総合計画〔地域福祉計画〕
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２ さいたま市第２期保健福祉総合計画〔地域福祉計画〕 

   さいたま市では、市民・事業者・行政の協働のもと、相互に支えあい、尊重しあう

地域社会を築き、効果的で効率的な保健福祉サービスを提供することによって、安心

感のある、人にやさしい健康福祉都市の実現を目指してきました。 

   この取組の指針となる「さいたま市保健福祉総合計画[地域福祉計画]」の期間が満

了し、社会保障制度全体も大きな転機を迎えていることなどから計画を見直し、「社会

福祉法に位置付けられる『市町村地域福祉計画』」として、また、関係する各課との連

携のもとに、「保健福祉分野の関連諸計画間の整合や連携を意図する計画」として、さ

らに、「市民生活に関連の深い教育・住宅・労働・まちづくりなどに関する事業と連携

を図った計画」として、新たに「さいたま市第２期保健福祉総合計画[地域福祉計画]」

を策定しました。 

   計画の期間は、平成 25年度から平成 34 年度までの 10 年間で、状況に応じ検証を行

い、必要な見直しを行っていきます。 

《計画の理念》 

『市民一人ひとりが、生活の場である「地域」において充実した人生を送ることがで

きるよう、市民・事業者・行政が協働して、支え合い、尊重し合うコミュニティを築

き、個人の状況に応じた効果的・効率的な保健福祉サービスを総合的に展開すること

により、健康で、誰もが安心して長生きすることができる地域社会を実現します。』 

  《基本目標》 

  （１）市民が主体となった健康福祉のまちづくり、（２）市民の権利擁護と情報共有、

相談体制の充実、（３）総合的に市民の生活を支えるサービスの提供、（４）人にやさ

しいユニバーサルデザインのまちづくり

３ さいたま市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画

 「さいたま市誰もが安心して長生きできるまちづくり条例」の実現のため、誰もが自立

と尊厳を保ちつつ、住み慣れた地域で、安心して長生きできる、支え合いとふれあい豊か

な活力あるまちを目指して、地域包括ケアシステムの構築を推進することを基本方針とし

て、本市の高齢者の保健・福祉に関する目標や支援策を明確にする「第６期高齢者保健福

祉計画・介護保険事業計画」を策定しました。

《重点プログラム》

地域包括ケアシステム構築の推進
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４ さいたま市子ども・子育て支援事業計画

―さいたま子ども・青少年のびのび希望
ゆ め

プラン―

 未来を担う子ども・青少年が夢と希望を持ち、生き生きと輝きながら成長すること

は市民すべての願いであり、そのためには人々が互いに助け合い、いたわりあい、支

えあいながら、社会全体で育むことが大切です。本市では、すべての子ども・青少年

がその個性を尊重され、健やかに育ち、自立し、社会で輝いて生きられるよう、「子ど

も・青少年の幸せと命の尊さを第一に考える地域社会」の実現を目指します。

計画の期間は、平成 27 年度から平成 31 年度までの 5 年間で、さいたま市社会福祉

審議会児童福祉専門分科会で、計画の進行管理を図ります。

  《基本目標》①乳幼児期の教育・保育の充実 ②地域における子育て支援の充実 ③

専門的な知識・技術を要する支援の充実 ④ひとり親家庭等への支援の充実 ⑤青少

年・若者への支援の充実

５ さいたま市障害者総合支援計画

   この計画は、障害者基本法に基づく市町村障害者計画と、障害者総合支援法に基づ

く市町村障害福祉計画を統合した法定計画であると同時に、「さいたま市誰もが共に暮

らすための障害者の権利の擁護等に関する条例」に基づく施策を推進するための計画

として、一体的に策定したものです。計画の期間は、第４期障害福祉計画の計画期間

に準じ、平成２７（２０１５）年度から平成２９（２０１７）年度までの３年間です。

この計画では、「誰もが権利の主体として、安心して地域で生活できる社会の実現をめ

ざして」を基本方針とし、障害者を取り巻く環境や要望の変化に対応しつつ、多様化

する障害者一人ひとりのニーズに対応した総合的な支援策を進めます。

  《基本目標》①障害者の権利の擁護の推進、②質の高い地域生活の実現、③自立と社

会参加の仕組みづくり、④障害者の危機対策



第３章 生活保護 
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１ 事業内容

生活福祉課     電話 829-1844 
各区福祉課（ 西 ） 電話 620-2654 
     （ 北 ） 電話 669-6054 
     （大宮） 電話 646-3054 

（見沼） 電話 681-6054 
（中央） 電話 840-6054 
（ 桜 ） 電話 856-6164 
（浦和） 電話 829-6124 
（ 南 ） 電話 844-7164 
（ 緑 ） 電話 712-1164 
（岩槻） 電話 790-0156 

（１）事業目的

生活に困窮するすべての市民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、

  その生活を保障するとともに自立を助長することを目的としています。

（２）対象者等

   ・利用できる資産、能力、その他あらゆるものを活用すること。

   ・扶養義務者の扶養や他の法律に定める扶助はすべて保護に優先すること。

   ・世帯単位を原則とし、国の決めた生活保護基準額と収入とを対比し、収入の不足     

分が保護費として支給されます。

（３）申請手続

   本人又はその家族の申請に基づきます。

   保護申請書、資産申告書、収入申告書、同意書、その他必要な書類
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（４）種類及び範囲

   生活保護には、次の種類があり、生活の困窮の程度によって単給又は併給となりま

  す。

①生活扶助

    生活困窮のため最低生活を維持できない人に対して、衣食・その他日常生活の需

要を満たすために必要な額

  ②住宅扶助

    家賃、補修などの住宅の維持のための費用

  ③教育扶助

    義務教育に伴って必要な学用品、学校給食などの費用

④医療扶助

    診察、治療、薬剤、病院への入院・外来などの費用

⑤介護扶助

    居宅・施設等の介護サービスが必要な場合の費用

⑥出産扶助

    分娩の介助等、出産に伴う費用

⑦生業扶助

    生業等により自立助長の見込みのある世帯が、その技能修得などに必要な費用

⑧葬祭扶助

火葬又は埋葬などの葬祭を行う際に必要な費用
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２ 生活保護基準

保護基準は、政府の経済見通しの個人消費支出の伸び率を基礎とし、1人当たりの個人

消費支出の伸び率を計算し、一般世帯と生活保護世帯の格差を縮小することを目的とし

て、改定されることがあります。

平成２７年４月に改定となりました。

（１）生活保護基準の推移

さいたま市 1級地‐1 標準 3人世帯（33歳・29歳・4歳）

年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 

基準額（円） 155,840 150,120 150,120 

伸び額（円） △2,750 △5,720 0 

伸び率 

(前年度比％) 
△1.7％ △3.7％ 0％ 
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３ 生活保護の動向

 生活保護受給世帯は、昭和 60年をピークにして、好景気に支えられた社会経済状況

を背景に、公的年金制度や福祉施策の充実により減少しましたが、平成 5 年度から増

加傾向に転じ、平成 20年度のリーマンショック以降、急激に増加しましたが、近年は

増加が緩やかな傾向にあります。

（１）被保護世帯数・被保護人員・保護率の推移

          年度 

区分 
２５ ２６ ２７ 

管内人口(人) 1,243,137 1,251,187 1,260,613 

被保護世帯(世帯) 14,551 14,836 15,063 

被保護人員(人) 19,862 20,009 20,150 

保護率(％) 1.60 1.60 1.60 

  ＊各年度月平均。

（２）扶助別被保護世帯及び人員の推移

          年度 

区分 
２５ ２６ ２７ 

生活扶助 
世帯 12,940 13,314 13,431 

人員 17,732 18,063 18,040 

住宅扶助 
世帯 13,036 13,382 13,604 

人員 17,790 18,059 18,200 

教育扶助 
世帯 995 964 917 

人員 1,454 1,401 1,346 

介護扶助 
世帯 1,913 2,139 2,349 

人員 1,980 2,212 2,429 

医療扶助 

世帯 13,038 13,429 13,707 

人員 17,480 17,785 18,023 

入院 633 618 635 

入院外 16,847 17,167 17388 

出産扶助人員 3 4 4 

生業扶助人員 523 517 518 

葬祭扶助人員 23 34 36 

＊各年度月平均。
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（３）生活保護扶助費の推移

(単位：円) 

    年度 

区分 
２５ ２６ ２７ 

２８年度予算 

(当初) 

生活扶助 12,576,434,252 12,830,160,505 12,494,011,875 12,685,955,000 

住宅扶助 7,135,055,554 7,366,876,096 7,434,578,621 7,628,307,000 

教育扶助 194,758,731 189,746,349 181,793,791 173,042,000 

介護扶助 723,440,032 733,901,927 800,957,307 868,318,000 

医療扶助 12,226,653,710 12,185,483,548 13,639,803,256 13,710,378,000 

その他扶助 183,955,126 201,131,251 224,355,083 251,238,000 

施設事務費 48,082,931 50,881,442 52,833,324 49,855,000 

市単独 48,764,209 52,044,389 54,058,197 57,889,000 

合 計 33,137,144,545 33,610,225,507 34,882,391,454 35,424,982,000 

（４）労働力類型別被保護世帯数の推移

         年度 

区分 
２５ ２６ ２７ 

稼働世帯(世帯) 2,529 2,828 2,934 

非稼働世帯(世帯) 11,937 11,935 12,049 

比率 

(％) 

稼働率 17.5 19.2 19.6 

非稼働率 82.5 80.8 80.4 

   ＊各年度月平均

（５）世帯類型別被保護世帯の推移

                  年度 

区分 
２５ ２６ ２７ 

高齢者世帯 
世帯数(世帯) 5,659 6,094 6,543 

構成比(％) 39.1 41.3 43.7 

母子世帯 
世帯数(世帯) 1,005 979 976 

構成比(％) 6.9 6.6 6.5 

傷病・障害者世帯 
世帯数(世帯) 3,727 3,697 3592 

構成比(％) 25.7 25.0 24.0 

その他 
世帯数(世帯) 4,076 3,993 3,872 

構成比(％) 28.2 27.0 25.8 

   ＊各年度月平均。保護停止中世帯は除く。

（６）保護開始・廃止の動向

            年度 

区分 
２５ ２６ ２７ 

開始 
世帯(世帯) 216 217 201 

人員(人) 283 279 261 

廃止 
世帯(世帯) 190 185 181 

人員(人) 238 224 224 

   ＊各年度月平均。 
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（７）保護の開始・廃止理由

  ①開始                    (平成 27 年度)

   ＊年度合計。

  ②廃止                    (平成 27 年度)

理 由 世帯数 構成比(％) 

傷病治癒・医療費減少 1 0.0％ 

収入増加・

取得 

稼働 320 14.8％ 

年金等 47 2.2％ 

その他非稼働収入 11 0.5％ 

死亡 530 24.5％ 

失踪 503 23.2％ 

その他 754 34.8％ 

合 計 2,166 100％ 

   ＊年度合計。

理 由 世帯数 構成比(％) 

世帯主の傷病 235 9.8％ 

世帯員の傷病 8 0.3％ 

失業 321 13.3％ 

その他収入の減少・喪失 392 16.3％ 

その他 1,451 60.3％ 

合 計 2,407 100％ 



第４章 高齢者福祉 
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１ 高齢者人口

（１）高齢者人口の推移

区分

年度 

65 歳以上 

人口（人） 

全人口 

（人） 

65歳以上人口比

率（％）

平成 2 78,636 901,107 8.7

7 100,936 968,999 10.4

12 130,347 1,024,053 12.7

13.5.1 (市制施行時) 134,243 1,034,985 13.0

14 143,982 1,050,198 13.7

15 150,598 1,058,553 14.2

16 156,860 1,067,327 14.7

17 183,888 1,185,777 15.5

18 193,751 1,192,418 16.2

19 204,431 1,199,954 17.0

20 214,001 1,210,361 17.7

21 224,006 1,221,949 18.3

22 230,076 1,230,928 18.7

23 235,526 1,237,926 19.0

24 247,349 1,243,826 19.9

25 258,756 1,251,799 20.7

26 269,954 1,259,858 21.4

27 278,953 1,268,467 22.0

28 286,358 1,279,788 22.4

※ 各年 10月 1日現在（平成 2年～平成 17 年の数値は国勢調査人口。平成 18年～23年は 

住民基本台帳、外国人登録に基づく総人口。平成 24～28 年は、住民基本台帳に基づく総人 

口。） 

（２）ひとり暮らし高齢者数

  (３年毎実施の高齢者生活実態調査による) 

年度 単身高齢者数（人） 
総人口に対する 
割合（％） 

65 歳以上人口に
対する割合（％）

２３ 25,441 2.06 10.92

２６ 34,757 2.76 12.92 
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２ 敬老・生きがい推進事業

高齢福祉課   電話 829-1260 
区役所高齢介護課 電話（西 区）620-2667 （北 区）669-6067  （大宮区）646-3067 

（見沼区）681-6067  （中央区）840-6067  （桜 区）856-6177 
（浦和区）829-6152  （南 区）844-7177  （緑 区）712-1177 

           （岩槻区）790-0168 

（１）敬老会等事業

   ①事業内容

    高齢者の方を敬愛し、その長寿を祝すとともにますますの御健康を願って、“老人の

日”を中心に 75歳以上の方を対象に敬老会等事業を開催（地区社会福祉協議会に助成）し
ます。

   ②平成２７年度実施状況

対象者数（人） 事業費（円）

128,032 153,638,400 

（２）長寿者訪問事業

   ①事業内容

    “老人の日”前後に市内に居住する各区の最高齢者（男女各１人）を市から訪問し、記

念品を贈り長寿をお祝いします。

   ②平成２７年度実施状況

受領者数（人） 20 

（３）敬老祝金

   ①事業内容

    長寿をお祝いして、9月 15日現在において、市内に引き続き６か月以上居住する満年齢
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す。
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 ②平成２７年度支給状況

年  齢
1 人当たり支給

額（円）

支 給 者 数

（人）
支給総額（円） 総事業費（円）

75歳 5,000 
12,1

53 
60,765,000 

240,425,000 
80・85・90・95・
100 歳以上

10,000 17,966 179,660,000 

（４）浴場利用事業

   ①事業内容

65 歳以上のひとり暮らしの方及び高齢者のみの世帯の希望者に、市内の公衆浴場

   を利用できる浴場利用券（一部自己負担あり）を差し上げます。

   ②平成２７年度実施状況

交付者数（人） 延利用回数（回） 総事業費（円）

11,791 218,823 70,333,191 

（５）敬老マッサージ補助事業

   ①事業内容

75 歳以上の希望者に、市に登録された施術者において、あん摩・マッサージまたは指

圧を受けた場合、施術料の一部を補助するため補助券を差し上げます。

   ②平成２７年度実施状況

実利用人数（人） 延利用回数（回） 事業費（円）

1,396  3,287  3,528,704  

（６）シルバーカードの発行

①事業内容

市内に居住する 65 歳以上の方に、緊急時の連絡先などが記入できるカードを発行しま

す。

このカードを提示することにより、市内老人福祉センターの利用料金が免除になりま

す。
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（７）シルバー元気応援ショップ

   ①事業内容

65 歳以上の高齢者が、協賛店でシルバーカードを提示した場合に、割引等のサービス

を受けられる優待制度を実施します。

②平成２７年度実施状況

協賛店数（店）

1,329 

（８）老人クラブ育成事業

   ①事業内容

    地域の方が自主的に集まり、社会奉仕や趣味・教養の集い、各種のスポーツ・レ

   クリエーションなどの活動を行いながら交流と親睦を深めている老人クラブの育成     

   を図ります。

   ②設置状況          （平成 28 年 3 月 31 日現在）

クラブ数 会員数（人） 総事業費（円）

400 23,806 33,599,337 

（９）シルバー作品展示会

   ①事業内容

    高齢者の豊かな経験と能力を生かした作品を広く市民に知っていただき、さらに

   創作意欲を高め、生きがいとなるようにシルバー作品展示会を開催しています。

   ②平成２７年度実施状況

開催期間

平成 27 年 12 月 2 日～12 月 4 日 さいたま市文化センター会場

平成 27 年 12 月 2 日～12 月 4 日 プラザノース会場

（１０）シニアユニバーシティ

   ①事業内容

60 歳以上で入学を希望する高齢者を対象に生涯学習の一つとして、学習の機会を

   提供することにより、社会環境の変化に対応する能力と心身の健康を培い、併せて  

   社会参加への道をひらき、生きがいとなるよう高齢者大学を設置しています。

   ※平成 14 年度からシニアユニバーシティに名称変更
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   ②平成２７年度実施状況

学校名 大学卒業生（人） 大学院卒業生（人） 事業費（円）

北浦和校 144 125 

 14,602,357 

東浦和校 102 90 

大宮中央校 42 76 

北大宮校 43 19 

大宮校 120 92 

岩槻校 62 64 

（１１）シルバー人材センター

（公社）さいたま市シルバー人材センター

本部 電話 669-0303 
浦和 電話 884-5111 
大宮 電話 667-1150 
与野 電話 852-8923 
岩槻 電話 756-7790 

   ①事業内容

    定年退職された方や家業を後継者に譲られた方など、フルタイムでの就労は望んでいな

いが健康や生きがいのために臨時的、短期的な仕事をし、地域社会に貢献していこうとす

る６０歳以上の健康な方に、登録制で仕事を提供しています。

    働いた分の報酬は「配分金」としてセンターから支払われます。

    ●対象者

     ６０歳以上の方

    ●仕事内容 

     駐車場・駐輪場などの管理・マンション等の清掃、大工・塗装、ふすまや障子の張り

替え、庭木の手入れ、除草、家事援助、毛筆筆耕など｡

   ②平成２７年度実績

会員数（人） 受託件数（件） 就業実人数（人） 就業延人数（人）

4,914 18,625 4,017 443,718 
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（１２）アクティブチケット

①事業内容

高齢者の社会貢献意欲を引き出し社会活動につなげるとともに、高齢者の外出支援を図

るため、公共施設等を無料又は割引料金で利用できるアクティブチケットを年度ごとに

１２枚交付しています。

   ②平成２７年度事業実績 

交付枚数（枚） 利用実績（枚） 総事業費（円）

128,508  47,535  11,137,010  

（１３）シルバーバンク

①事業内容

市内に居住する 60 歳以上の方で地域でのボランティア活動を希望する個人や団体を対

象とした登録制の人材バンクで、専任のコーディネーターが、人材と人材を求める活動の

場とのコーディネートを行います。

②平成２７年度事業実績 

累計登録者数(人) マッチング成功数(件) 総事業費（円）

1,437 888 8,889,920 
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３ 介護予防・生活支援

高齢福祉課   電話 829-1260 
いきいき長寿推進課 電話 829-1257 
介護保険課   電話 829-1264 
区役所高齢介護課 電話（西 区）620-2667 （北 区）669-6067  （大宮区）646-3067 

（見沼区）681-6067  （中央区）840-6067  （桜 区）856-6177 
（浦和区）829-6152  （南 区）844-7177  （緑 区）712-1177 

           （岩槻区）790-0168 

（１）介護予防水中運動教室

   ①事業内容

    健康に不安を抱えているか、介護認定において要支援の認定を受けた方に水中ウォーキ

ングを中心とした教室を開催します。

   ②実施状況

年度 利用者数（人） 事業費（円）

27 200 5,696,930 

（２）生きがい活動支援通所事業

①事業内容

家庭での閉じこもり防止や生きがいのある生活を保つために、自宅への送迎を行い、デ

イサービスセンター等で日常動作訓練、趣味活動等を行う機会を提供し、自立を支援しま

す。

●対象者

 市内に住所を有する満 65 歳以上の方で、次の要件のいずれにも該当する方。

 ・身体上、精神上又は生活環境上の理由により日常生活を営むのに支障のある方

・介護保険制度における要介護・要支援認定で非該当（自立）となった方。

    ●サービスの種類

     送迎、給食、入浴、趣味活動

    ●利用時間

     午前 9 時から午後 4 時までの間（自宅付近まで送迎）

    ●利用回数 週 1 回程度
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●費用

利用施設 費用

生きがいデイサービスセンター 日額 300 円＋食費

併用型デイサービスセンター 日額 430 円＋食費

   ②２７年度実施状況

実利用者数（人） 延利用回数（日） 事業費（円）

89 3,945  13,479,500 

（３）福祉電話設置事業

①事業内容

ひとり暮らしの現に電話をお持ちでない高齢者に対し、その孤独感を和らげるとともに、

安否の確認を行うため電話を設置します。

●対象者

 市内に居住している 65 歳以上の市県民税非課税及び生活保護世帯のひとり暮らし高

齢者で、継続的に安否確認の必要な方。

●費用

 市負担（電話の基本料金・設置費・維持管理費・撤去費）

ただし通話料は利用者負担。

   ②平成２７年度実施状況

設置件数（件） 事業費（円）

302 8,112,299 

（４）高齢者日常生活用具給付事業

①事業内容

ひとり暮らし高齢者に対して、日常生活の手助けとなる用具を差し上げます。

    ●対象者

市内に居住し、日常生活を営むことに支障があるおおむね 65 歳以上の方で次の要件の

いずれにも該当する方

・ひとり暮らしの方

・生活保護世帯及び市県民税非課税の方

    ●費用   無料
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   ②平成２７年度実施状況

種目 給付台数（台） 事業費（円）

シルバーカー 23  
919,234  

電磁調理器 26  

（５）ひとり暮らし高齢者等あんしんコールセンター相談事業

(一般会計・介護保険事業特別会計) 
①事業内容

在宅のひとり暮らし高齢者等からの家庭内の事故等による通報に対応するとともに、

日常生活上の各種相談に２４時間体制で応じます。また、希望者には、定期的に電話

による安否確認を行います。

●対象者

市内に居住しているおおむね 65 歳以上のひとり暮らし高齢者で、慢性疾患などによ

り日常生活において、常時注意を要する方。

    ●費用

     市負担（システムの設置費・維持管理費・撤去費）。

     ただし、電話の基本料金・通話料金、転居等の際の工事費は利用者負担。

   ②平成２７年度実施状況

設置件数（件） 事業費（円）

3,178 96,864,750 

（６）重度要介護高齢者紙おむつ等支給事業（介護保険事業特別会計）

①事業内容

常時おむつを使用している在宅の高齢者に紙おむつ等支給利用券を支給します。 

●対象者

 市内に居住する 65 歳以上の高齢者で、次の要件のいずれにも該当する方

・さいたま市の介護保険の被保険者であること

・介護保険制度における要介護・要支援認定で、要介護度が 3、4、5 のいずれかである

こと

・介護保険の保険料率が第 1 段階から第５段階であること

・介護保険料を滞納していないこと

●支給方法  宅配・薬局店頭にて紙おむつ等支給利用券と引き換え

（申請月から月 1 回の支給）

●費用    無料（ただし、月 6 千円を超えた場合は、超過分自己負担）

＊医療機関に入院または介護保険施設に入所・入院した場合などは対象となりません。
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   ②平成２７年度実施状況

実利用人数（人） 延支給枚数（枚） 事業費（円）

5,379 41,319 238,215,959 

（７）重度要介護高齢者等訪問理・美容サービス事業

   ①事業内容

    理・美容師が家庭を訪問し、理髪・髭剃りなどを行い、重度要介護状態である高齢者が

健康で安らかな生活が過ごせるよう、訪問理・美容券を差し上げます。

    ●対象者

 市内に居住する 65 歳以上の者で、次の要件のいずれにも該当する方

・理容店又は美容店に行くことが心身の状態を考慮して市長が別に定める基準に照らし

て困難であると認められること

・さいたま市の介護保険の被保険者であること

・要介護状態区分が要介護３、４又は５のいずれかであること

・介護保険料を滞納していないこと

・介護保険施設に入所若しくは入院又は病院等に入院していないこと

    ●支給額  4,500 円

    ●支給回数 年４回（３月ごと）

   ②平成２７年度実施状況

実利用人数（人） 延利用回数（回） 事業費（円）

3,731  9,877  44,505,630  

（８）重度要介護高齢者手当支給事業

①事業内容

身体上または精神上の障害のため日常生活に支障のある高齢者の経済的な負担を少しで

も和らげるために支給しています。

●対象者

 市内に居住し、かつ、住民基本台帳に記録されている 65 歳以上の高齢者で、次の要

件のいずれにも該当する方。

・さいたま市の介護保険の被保険者であること

・介護保険制度における要介護・要支援認定で、要介護度が 3、4、5 のいずれかである

こと

・介護保険料率が第 1 段階から第 5 段階であること

・介護保険料を滞納していないこと
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・介護保険施設などに入所していないこと

●支給額  月額 10,000 円

●支給月  4、8、12 月の年 3 回

   ②平成２７年度実施状況

実支給者数（人） 延支給者数（人） 事業費（円）

6,665 60,102 601,020,000

（９）要介護高齢者居宅改善費補助事業

①事業内容

日常生活において介助を必要とする高齢者の居宅の改善をする場合、30 万円を限度と

して工事費の一部を補助します。

●対象者

 次の要件に該当する方のために高齢者の居宅の改善工事を行う方。

 ・市内に 1 年以上居住し、かつ満 65 歳以上の方

・さいたま市の介護保険の被保険者であること

・身体上の障害のため日常生活に支障があり、かつ、介護保険制度における要介護、

要支援認定を受けていること

・介護保険料率が第 1 段階から第 3 段階であること

・介護保険料を滞納していないこと

・介護保険施設または病院等に入所・入院していないこと

●対象となる経費

 介護保険給付対象以外の工事

●補助額

 対象経費の 2／3 の額で、30 万円を上限とします。

    ②平成２７年度実施状況

助成者数（人） 事業費（円）

１ 157,000 

（１０）高齢者民間賃貸住宅住替え家賃助成事業

①事業内容

民間の賃貸住宅に居住する高齢者が、住宅の所有者から住宅の取り壊しなどのために立

ち退きを求められ、市内の他の住宅に転居した場合に、転居後の家賃の一部を助成しま

す。

●満 65 歳以上の方で、次に掲げるすべての要件に該当する方。
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・ひとり暮らしであること又は満 60 歳以上の方と同居している方

・市内に引き続き 2 年以上住所を有していること

・住宅の取り壊しなど家主の自己都合により立ち退きを求められ市内の他の住宅へ転居

したこと

・同一家屋に居住する方全員の現年度の市民税所得割が非課税であること

・生活保護を受けていないこと

●助成額

 転居後の月額家賃と転居前の月額家賃の差額。

20,000円を上限とし、申請日の属する月から該当しなくなった日の属する月まで支給

します｡

   ②平成２７年度実施状況

補助対象者数（人） 事業費（円）

38 5,610,500 

（１１）認知症疾患医療センター運営事業

①事業内容

シニアサポートセンター（地域包括支援センター）、介護サービス事業所及び他の医療

機関等と連携を図りながら、認知症疾患に関する鑑別診断、行動・心理症状と身体合併症

に対する急性期治療及び専門医療相談等を実施するとともに、地域保健医療・介護関係者

への研修等を行います。

   ②実施状況

年度 相談件数（件）

27 5,243 

（１２）ユニットケア施設研修事業

①事業内容

ユニットケア施設の管理者及び職員に対し、ユニットケアに関する研修を実施し、入居

者が入居前の居室における生活とその後の生活が連続したものになるよう配慮しながら入

居者が自立的な生活が送れるように支援します。

また、在宅介護の中心となる人材育成と介護意識の向上、潜在能力の掘り起こしを行い、

マンパワーの確保・資質の向上を図ることを目的に研修を実施します。
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   ②２７年度実施状況

事業名 課程 実施回数（回） 受講者数（人） 事業費（円）

ユニットケア
施設研修

施設管理者研修 １ ３ 108,000 

ユニットケア
施設研修

ユニットリー
ダー研修

１ ６ 600,000 

（１３）認知症介護実践等研修事業

   ①事業内容 

    高齢者介護の指導的立場にある者及び介護実務者に対し、認知症高齢者の介護に関する

研修を実施し、認知症高齢者に対するサービスの充実を図ります。 

    また、認知症患者の診療に習熟し、かかりつけ医への助言その他の支援を行い、専門医

療機関や地域包括支援センターとの連携の推進役となる「認知症サポート医」の養成や、

かかりつけ医の認知症対応力向上研修を実施し、認知症の早期発見・早期対応の充実を図

ります。 

   ②２７年度実施状況

研 修 名 開催回数（回） 受講者数（人） 事業費（円）

認知症介護実践研修（実践者研

修）
2 76 2,926,800 

認知症介護実践研修（実践リーダ

ー研修）
1 11 1,252,800 

認知症介護サービス事業者開設

者研修※
1 2 107,333 

認知症対応型サービス事業者管

理者研修※
2 22 124,666 

小規模多機能型サービス等計画

作成担当者研修※
1 8 65,351 

認知症介護指導者養成研修 1 1 246,284 

認知症ケア基礎研修 1 45 486,000 

認知症サポート医養成研修 1 4 200,000 

かかりつけ医認知症対応力向上

研修※
1 27 178,994 

病院勤務の医療従事者向け認知

症対応力向上研修
1 59 271,406 

    （注）※印の付いている研修は、埼玉県と共同開催による
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（１４）生活援助員派遣事業

①事業内容

身体上又は精神上の理由により日常生活を営むのに支障のある高齢者に対して，

生活援助員を派遣し、家事援助など生活支援及び自立の援助を行います。

●対象者 

 市内に居住する 65 歳以上のひとり暮らし高齢者又は高齢者のみの世帯の方又は家族
等と同居していても、当該家族等の裁判員の職務による不在等やむを得ない事情により、

本人若しくは家族等が家事を行うことが困難である方のうち、次の要件のいずれかに該

当する方。

・介護保険制度における要介護・要支援になるおそれのある方

・身体上、精神上又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障のある方（要介護・

要支援認定者は除きます。）

●内容

・日常生活に関する支援・指導

・家事に対する支援・指導

・対人関係構築のための支援・指導

・関係機関との連絡調整

●利用時間

 月曜日から金曜日までの平日のうち、午前 9時から午後 5時までの間で 1日あたりお
おむね１時間３０分以内。

●利用回数 

1週間あたり 2回を限度とする。
●費用 

世帯 １回あたりの金額（円）

所得税課税世帯 320 

所得税非課税世帯  90 

生活保護世帯   0 

②平成２７年度実施状況

延べ派遣日（日） 事業費（円）

1,523 4,513,918 
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（１５）生活支援ショートステイ事業（介護保険事業特別会計）

①事業内容

高齢者で生活習慣の確立を要する方、やむをえない理由で在宅での介護が困難な方は老

人ホームなどに短期入所できます。

●対象者

 ・市内に住所を有する満６５歳以上の方で、介護保険制度における要介護・要支援認

定を受けることができないが、身体上、精神上又は生活環境上での理由により、日常

生活を営むのに支障のある方

 ・要介護・要支援認定者のうち、やむを得ず介護保険限度額を超えて利用する方

●利用期間 原則として 7日以内
●入所施設

 養護老人ホーム〔自立者〕

 特別養護老人ホーム及び老人保健施設〔要介護認定者〕

●入所費用

 ・養護老人ホーム 380円＋食材料費など実費
 ・特別養護老人ホーム、老人保健施設及び短期入所生活介護（単独型）

  下表の額＋食材料費など実費＋滞在費

単位（円）

区分 部屋の区分 特別養護老人ホーム 介護老人保健施設 短期入所生活介護（単独型）

要支援１

ユニット型個室／準個室 530  650  560 

従来型個室 450  600  480 

多床室(相部屋) 490  640  520 

要支援２

ユニット型個室／準個室 660  810  690 

従来型個室 560  750  600 

多床室(相部屋) 610  800  640 

要介護１

ユニット型個室 710  810  750 

ユニット型準個室 710  830  750 

従来型個室 610  730  650 

多床室(相部屋) 680  800  720 

要介護２

ユニット型個室 780  860  820 

ユニット型準個室 780  880  820 

従来型個室 680  770  720 

多床室(相部屋) 750  860  790 

要介護３

ユニット型個室 850  920  900 

ユニット型準個室 850  950  900 

従来型個室 750  840  790 
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多床室(相部屋) 820  920  860 

要介護４

ユニット型個室 920  980  970 

ユニット型準個室 920  1,010  970 

従来型個室 820  890  860 

多床室(相部屋) 890  970  930 

要介護５

ユニット型個室 990  1,030  1,040 

ユニット型準個室 990  1,060  1,040 

従来型個室 890  950  930 

多床室(相部屋) 960  1,030  1,000 

＊送迎サービスを利用した場合は、片道につき 190 円を加算した額になります。 

（負担限度額認定証に記載された段階）

300 390 650
ユニット型個室 820 820 1,310
ユニット型準個室 490 490 1,310
従来型個室 320 420 820
(介護老人保健施設） (490) (490) (1,310)
多床室(相部屋） 0 370 370

第４段階

食費

第１段階 第２段階 第３段階

施設により定められ
る

滞
在
費

（介護保険制度に準
ずる）

利用者負担段階

   ②平成２７年度実施状況

実利用者数（人） 延利用日数（日） 事業費（円）

175 5,310 26,010,892
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（１６）重度要介護高齢者等寝具乾燥事業

①事業内容

家庭において寝具類の乾燥などを行うことが困難な高齢者に対し、寝具乾燥・消毒・丸

洗いを行います。

●対象者

 市内に居住する 65 歳以上の方で、次の要件のいずれにも該当し、家族などが寝具乾
燥を行うことが困難な方。

・寝具類の乾燥などを行うことが困難なひとり暮らしの高齢者又は高齢者のみで構成さ

れる世帯に属する方であること

・さいたま市の介護保険の被保険者であること

・寝たきり状態にあって、かつ、介護保険制度における要介護・要支援認定で、要介護

度が 3、4、5のいずれかであること
・介護保険料を滞納していないこと

・介護保険施設または病院等に入所・入院していないこと

●内容

 ふとん洗濯乾燥消毒 年 1回   ふとん乾燥消毒 年 11回以内
1人につき月 1回まで
●費用 無料

②平成２７年度実施状況

実利用者数（人） 事業費（円）

208  4,822,467  

（１７）徘徊高齢者等探索サービス事業（介護保険事業特別会計）

①事業内容

徘徊のみられる高齢者などを介護する方に、徘徊高齢者などが外出したときに、その居

場所を知らせる小型端末機をお貸しします。

●内容

 徘徊高齢者などの方に、あらかじめ端末機を身につけていただき、高齢者の居場所が

わからなくなったとき、家族がセンターへ電話依頼することにより通信回線を利用して、

徘徊高齢者などの現在位置を探索します。

●対象者

 市内に住所を有する徘徊高齢者などを在宅で介護する家族（市内在住）の方。

●費用   初回手数料及び月々の使用料の一部を市が負担します。

 ②平成２７年度実施状況
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利用者数（人） 事業費（円）

48  2,332,715 

（１８）在宅介護支援センター

①概要

ひとり暮らしや高齢者のみの世帯で日常の生活に不安を抱えた方や在宅の高齢者を介護

している方などに対し、在宅生活などに関する総合的な福祉相談、高齢者や介護者のニー

ズに対応した各種の保健・福祉サービスが総合的に受けられるように関係各機関との連絡

調整などを行います。

②施設数

地域型 35か所
基幹型  3か所

③相談状況

相談延人数（人） 事業費（円）

1,121 143,694,718 

（１９）在宅高齢者等宅配食事サービス事業

さいたま市社会福祉協議会 区事務所

電話 （西 区）622-3333  （北 区）653-1177  （大宮区）646-4441 
（見沼区）684-3322  （中央区）854-3724  （桜 区）852-1611 

           （浦和区）834-3131  （南 区）838-1818  （緑 区）874-0022 
           （岩槻区）757-9291 

①事業内容

調理が困難なひとり暮らしの高齢者及び高齢者世帯などの方のために、健康管理、孤独

感の解消、安否の確認などを目的として、定期的に食事を配達しています。

●対象者

 市内に居住し、自分で食事の支度をすることが困難であり、かつ、家族などから食事

の提供が受けられない状況にあって、おおむね 65 歳以上のひとり暮らしの高齢者、高
齢者のみ世帯及びこれに準じる世帯の方。

    ●内容     夕食の宅配及び安否確認

    ●配食回数   週５回以内（月・火・水・木・金）ただし、祝日を除く。

    ●費用     1食あたり 400円
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    ②平成２７年度実施状況

実利用者数（人） 延配食数（食） 事業費（円）

804 102,163 85,608,263 

（２０）ふれあい会食サービス事業

さいたま市社会福祉協議会 区事務所

電話 （西 区）622-3333  （北 区）653-1177  （大宮区）646-4441 
（見沼区）684-3322  （中央区）854-3724  （桜 区）852-1611 

           （浦和区）834-3131  （南 区）838-1818  （緑 区）874-0022 
           （岩槻区）757-9291 

①事業内容

70 歳以上のひとり暮らしの方と地域との交流を深めるため、ボランティアの協力によ
り公民館などで会食しています。

②平成２７年度実施状況

延べ参加者（人） 延実施回数（回） 団体数（団体） 補助金額（円）

17,666  465  56  9,911,000  

（２１）高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業(介護保険事業特別会計) 
①事業内容

高齢者世話付住宅に居住する高齢者に対し、家事援助など生活支援及び自立の援助を行

います。

●入居条件

市内在住で、次の要件のいずれかに該当する方。

・65歳以上の高齢者の単身世帯で、重度の介護を必要としない方
・高齢者のみ世帯又は、いずれか一方が 65歳以上で、なおかつその配偶者が 60歳以上
の夫婦世帯で、いずれか一方が重度の介護を必要としない方

・65歳以上高齢者と身体障害者手帳１～４の方のみからなる世帯
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②平成２７年度実施状況

入居世帯数（世帯） 入居者数（人） 事業費（円）

18 19 4,900,001 

（２２）介護予防高齢者住環境改善支援事業

   ①事業内容

    要介護状態となるおそれの高い方の居宅の改善をするための経費の一部または全部を補

助します。

②平成２７年度実施状況

補助件数（件） 総事業費（円）

31 2,465,000 

（２３）シルバーポイント（長寿応援ポイント）事業

①事業内容

市内の65歳以上の方がこの制度の登録団体で健康づくり等の活動を行った場合にポイン
トを付与し、貯めたポイントを奨励金に交換できます。

②平成２７年度実施状況

登録者数（人） ポイント交換者（人） 総事業費（円）

24,873 11,770 27,167,401 

（２４）シルバーポイント（介護ボランティア）事業

①事業内容

市内の60歳以上の方が介護施設等においてボランティア活動を行った場合にポイントを
付与し、貯めたポイントを奨励金若しくはシルバー元気応援券と交換し、又は福祉団体等

に寄附ができます。

②平成２７年度実施状況

登録者数（人） ポイント交換者（人） 総事業費（円）

7,551 4,501 22,990,647 
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（２５）在日外国人高齢者等福祉手当給付事業

・各区役所保険年金課 電話番号

    西 区 620-2674 北 区 669-6074 大宮区 646-3074 見沼区 681-6074 
中央区 840-6074 桜 区 856-6184 浦和区 829-6163 南 区 844-7184
緑 区 712-1184 岩槻区 790-0175 
・年金医療課国民年金係 電話番号 829-1239 

●概要

国民年金法の制度的な理由から、公的年金の受給権を得られなかった在日外

国人・日本人の高齢者に対して、福祉的な措置として手当を支給して、福祉

の増進を図ることを目的としています。

●対象者

①大正１５年４月１日以前に生まれた在日外国人の方

  ②日本国籍を有し、明治４４年４月２日以降、大正１５年４月１日以前に生ま

れ昭和３６年４月１日以降に国外から日本国内に転入した方

●支給額

月額１万円

●受給者数

 平成２７年度末  ５人

（２６）認知症サポーター養成事業 

   ①事業内容

     地域で認知症の方やその家族を支えるため、認知症サポーター養成講座を開催します。

   ②２７年度実施状況

養 成 数 事 業 費

認知症サポーター 8,389人
958,597円

キャラバン・メイト 56 
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（２７）認知症情報共有パス普及事業 

   ①事業内容

     認知症の方やその家族、かかりつけ医、地域包括支援センター、ケアマネジャー等が、

認知症の方に関する情報を共有し、認知症の方やその家族が地域で安心して暮らせるよ

う個別に支援するための認知症情報共有パスを普及します。

   ②２７年度実施状況

累計交付部数 事 業 費

101 部 1,338,698 円 

（２８）認知症ケアパス作成・普及事業 

   ①事業内容

     認知症の方が、いつ、どこで、どのような支援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・普及します。

   ②２７年度実施状況

作成部数 事 業 費

10,000 部 1,278,720 円 

（２９）徘徊見守りＳＯＳネットワーク事業 

   ①事業内容

     徘徊して行方不明となった高齢者等を早期に発見できるよう、関係機関等の支援体制

（ネットワーク）を構築し、高齢者等の安全確保と家族等の支援を図ります。

   ②２７年度実施状況

事前登録者数（累計） 事 業 費

239 人 0 円 

（３０）認知症初期集中支援推進事業 

   ①事業内容

     認知症の人やその家族に早期に関わる「認知症初期集中支援チーム」を配置し、早期

診断・早期対応に向けた支援体制を構築します。

   ②２７年度実施状況

事 業 費

10,005,200 円 
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（３１）認知症ケア・スキルアップ事業 

   ①事業内容

     介護保険施設等に認知症介護指導者を派遣し、認知症に関する講義及び対応困難事例

等を題材にした演習を行う認知症ケア・スキルアップ事業を実施します。

   ②２７年度実施状況

事 業 費

48,772 円 
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４ 介護保険

介護保険課    電話 829-1264    
区役所高齢介護課 電話 （西 区）620-2668 （北 区）669-6068 （大宮区）646-3068            

（見沼区）681-6068 （中央区）840-6068 （桜 区）856-6178 
（浦和区）829-6153 （南 区）844-7178 （緑 区）712-1178 
（岩槻区）790-0169 

（１）目的

   高齢社会を迎え、高齢者の介護に関する問題は誰もが直面していることから、介護を社会

全体で支え、介護を必要とする方の自立した生活を支援することを目的とした制度です。

（２）対象者

①第 1 号被保険者

65 歳以上の方

②第 2 号被保険者

40～64 歳で医療保険（健康保険、国民健康保険、共済組合など）に加入している方

（３）保険料

①第１号被保険者の保険料（年額）

平成２８年度の保険料（年額）は、所得に応じ、下表のようになります。

（単位：円）

所得段階 対象者 保険料額

第１段階 

生活保護を受給している方、世帯全員が市民税非課税で老齢
福祉年金を受給している方、または、世帯全員が市民税非課税
で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が 80
万円以下の方 

28,400 円

第２段階 
世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と
合計所得金額の合計が 80万円を超え 120 万円以下の方 

37,800 円

第３段階 
世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と
合計所得金額の合計が 120 万円を超える方 

41,000 円

第４段階 
本人が市民税非課税で、世帯の中に市民税課税者がおり、本
人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が 80 万円
以下の方 

53,600 円

第５段階 
本人が市民税非課税で、世帯の中に市民税課税者がおり、本
人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が 80 万円
を超える方 

63,100 円

第６段階 
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が 125 万円未満の
方 

69,400 円
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所得段階 対象者 保険料額

第７段階 
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が 125 万円以上
200 万円未満の方 

82,100 円

第８段階 
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が 200 万円以上
350 万円未満の方 

94,700 円

第９段階 
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が 350 万円以上
500 万円未満の方 

107,300 円

第１０段階 
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が 500 万円以上
700 万円未満の方 

123,100 円

第１１段階 
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が 700 万円以上
1,000 万円未満の方 

138,900 円

第１２段階 
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が 1,000 万円以上
の方 

154,700 円

②第 2 号被保険者の保険料

加入している医療保険の保険料と合わせて医療保険者に納めます。

計算の方法や金額は、加入している医療保険者によって異なります。

③保険料徴収状況

                （27 年 4 月～28 年 3 月）（単位：円）

収入済額 収入未済額

特別徴収 15,716,611,800      0 

普通徴収 1,887,081,150 289,429,850 

滞納繰越 96,876,174 252,264,026 

合 計 17,700,569,124 541,693,876 

（４）サービス利用手続き

   ①申請    サービスの利用を希望する方は、各区役所高齢介護課に要介護（要支援）

認定の申請をします。  

＊成年後見人、シニアサポートセンター（地域包括支援センター）、指定居宅介護支援事業

者や、介護保険施設等に申請手続きを行ってもらうこともできます。

   ②訪問調査

    市の職員や市から委託を受けた調査員が自宅等を訪問し、心身の状況を調べるために、
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本人と家族などから聞き取り調査などをします。

   ＊市は主治医に病気の状態などをまとめた意見書の提出を依頼します。

   ③審査判定

    コンピュータによる調査結果の判定、主治医意見書、訪問調査の特記事項などをもとに

介護認定審査会において総合的に審査し、要介護状態区分が判定されます。

   ＊判定は、非該当・要支援（1・2）・要介護（1～5）に区分されます｡

   ＊介護認定審査会…保健、医療、福祉に関する専門家 5人で 1合議体とし、60 合議体が審

査判定を行います｡

   ④認定

    申請から原則 30 日以内に認定結果を通知します。介護の必要度（要介護度）に応じて『要

支援（1・2）』『要介護（1～5）』の７段階に区分され、サービス(給付)の支給限度額が決ま

ります。

    認定は、新規申請は 3 ヶ月～12 ヶ月、更新申請は 3 ヶ月～24 ヶ月ごとに見直しがあり

ます。また、心身の状況が変化した場合等は、変更申請ができます。

●要介護状態区分等

要介護度 1 日の介護に要する推計時間（要介護認定等基準時間）

要支援 1 25 分以上 32 分未満

要支援 2 
32 分以上 50 分未満

要介護 1 
要介護 2 50 分以上 70 分未満

要介護 3 70 分以上 90 分未満

要介護 4 90 分以上 110 分未満

要介護 5 110 分以上

●特定疾病

第 2 号被保険者は、下記の特定疾病が原因となって、介護が必要となった場合のみ認

定されます。ただし、特定疾病の原因が加齢に伴って生ずるもの以外（交通事故）など

の場合は介護保険の対象外となります。



46 

①がん(医師が回復の見込みがないと判断したもの) ②関節
かんせつ

リウマチ ③筋
きん

萎縮
いしゅく

性側索
せいそくさく

硬化症
こうかしょう

 ④後縦靱帯骨化症
こうじゅうじんたいこっかしょう

 ⑤骨折を伴う骨
こつ

粗
そ

しょう症
しょう

 ⑥初老期
しょろうき

における認知症
にんちしょう

 ⑦

進行性
しんこうせい

核上性
かくじょうせい

麻痺
ま ひ

、大脳
だいのう

皮質
ひ し つ

基底核
きていかく

変性症
へんせいしょう

及びパーキンソン病 ⑧脊髄
せきずい

小 脳
しょうのう

変 性 症
へんせいしょう

⑨ 脊 柱 管
せきちゅうかん

狭 窄 症
きょうさくしょう

 ⑩ 早 老 症
そうろうしょう

 ⑪ 多系統
たけいとう

萎縮症
いしゅくしょう

 ⑫ 糖 尿 病 性
とうにょうびょうせい

神経
しんけい

障 害
しょうがい

、

糖 尿 病 性
とうにょうびょうせい

腎 症
じんしょう

及び糖 尿 病 性
とうにょうびょうせい

網 膜 症
もうまくしょう

 ⑬脳
のう

血管
けっかん

疾患
しっかん

 ⑭閉塞性
へいそくせい

動 脈
どうみゃく

硬化症
こうかしょう

 ⑮

慢性
まんせい

閉塞性
へいそくせい

肺疾患
はいしっかん

 ⑯両側の膝
しつ

関節
かんせつ

又は両側の股
こ

関節
かんせつ

に著しい変形を伴う変形性
へんけいせい

関 節 症
かんせつしょう

⑤心身の状態に合わせたサービスの利用

（ア）非該当・介護が必要

となるおそれのある

方

市が行う介護予防事業（地域支援事業）

 生活機能の低下が心配される方や、要支援・要介

護になるおそれのある方を対象とするサービスで

す。

（イ）要支援１・要支援 2 
介護予防サービス（予防給付）

 心身の機能が維持・改善できる可能性が高い方な

どが利用するサービスです。

（ウ）要介護１～要介護５

介護サービス（介護給付）

 日常生活で介助を必要とする程度の高い方が利用

するさまざまなサービスです。

（ア） 非該当・介護が必要となるおそれのある方 

非該当・介護が必要となるおそれのある方は、さいたま市が地域支援事業として提

供する、次のような介護予防事業を利用できます。 

  基本チェックリストの実施・介護予防教室

基本チェックリストとは、要支援・要介護認定を受けていない６５歳以上の高齢者を対象

として、身体の衰弱や低栄養といった加齢に伴い心身の状態の不安をいち早く発見するため

のチェックです。シニアサポートセンター（地域包括支援センター）や区役所高齢介護課の

窓口で実施し、判定の結果、介護予防が必要と判定された方には、心身の状態を維持・改善

するために介護予防教室への参加をお勧めしています。

●介護予防教室参加までの流れ

（ａ）さいたま市で心身の状態に不安のある６５歳以上の高齢者を把握し、介護予防の対象

者を決定します。

     ・ 基本チェックリストで、心身の状態に注意が必要と判定された方

（ｂ）シニアサポートセンター（地域包括支援センター）で教室参加のプランを作成します。

     ・ シニアサポートセンター職員が、ご本人の意向を伺いながら、一人一人の心身の
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状況に合わせた教室参加のプランを提案・作成します。

（ｃ）介護予防事業を利用します。

●心身の状態について注意が必要とされる方を対象とした介護予防教室

・ 元気回復トレーニング教室

       ストレッチやウォーキング、各種体操などを行います。

・ お口の健康教室

       口の中を清潔に保つ方法の講義などを行います。

・ ふれあい教室

レクリエーションや軽運動、頭の体操等を行い、生活全般の活性化につなげま

す。

   ・ はつらつ元気教室

       上記３つの教室をあわせて行う、複合型の教室です。

・ 運動器の機能向上教室

       有酸素運動、筋力トレーニング器具を用いた運動などを行います。

●心身の状態について心配ない方を対象とした介護予防教室

・ すこやか運動教室

公園や小学校などに設置されたすこやか遊具を使用し、定期的に専門の運動指

導員による運動教室を行います。

・ 生きがい健康づくり教室

公民館において、高齢期の生活全般にわたる必要な知識や情報提供、さらに

生きがい健康づくりを目的とした教室を行います。

・ シニア健康体操教室

公民館において、リズム体操、太極拳、ヨガ、エアロビクス等の体操教室を行

います。

・ 地域運動支援員派遣事業

自治会や老人クラブなど、高齢者が集まって運動を行いたい場合に、健康

づくりのための体操等を指導する「地域運動支援員」を派遣します。

★シニアサポートセンター（地域包括支援センター）とは

 シニアサポートセンター（地域包括支援センター）は、高齢者の心身の健康の維持、生

活の安定、保健・福祉・医療・介護予防の向上と増進のために必要な援助、支援を包括的

に担う、地域の中核機関です。

従来の在宅介護支援センターで行っていた相談をより専門的・総合的に行うため、「社

会福祉士」「保健師（又は経験のある看護師）」「主任ケアマネジャー」などの、保健福祉・



48 

介護の専門スタッフが、高齢者の介護予防、介護・医療・虐待防止などに関する相談・支

援を行います。

さいたま市では、平成 22 年度から高齢者・介護者支援のため、相談員を増やし年末年

始を除き年中無休で開所しています。また、介護者支援のための介護者サロンを実施して

います。
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さいたま市内シニアサポートセンター（地域包括支援センター）一覧

圏域名 施設名 所在地 電話番号 

西区北部 三恵苑 西区大字中釘 2162-4 星本ビル 1 階 620-1312

西区南部 くるみ 西区大字西遊馬 771-2 622-8103

北区北部 見沼緑水苑 北区吉野町 1-27-13 662-7350

北区東部 諏訪の苑 北区本郷町 310-2 662-7600

北区西部 ゆめの園 北区日進町 2-813 653-0544

大宮区東部 白菊苑 大宮区天沼町 1-154-1 658-5588

大宮区西部 春陽苑 大宮区大成町 2－397－3 661-8611

見沼区北部 さいたまやすらぎの里 見沼区卸町 2-21- 680-3289

見沼区東部 敬寿園七里ホーム 見沼区大字大谷 2022-1 681-6614

見沼区西部 大和田 見沼区大和田町 2-1387-1 685-8791 

見沼区南部 敬寿園 見沼区大字南中野 287 ソレイユ南中野 101 681-5151 

中央区北部 ナーシングヴィラ与野 中央区本町東 6-10-1 859-5375

中央区南部 きりしき 中央区新中里 2-8-6 858-2121

桜区北部 彩寿苑 桜区大字宿 400 857-6517

桜区南部 ザイタック 桜区田島 5-25-8 U21 ビル 2 階 836-3503

浦和区北部 かさい医院 浦和区針ヶ谷 3-13-18 823-3031

浦和区東部 スマイルハウス浦和 浦和区領家 4-13-3 813-7710

浦和区中部 ジェイコー埼玉 浦和区北浦和 5-2-7 834-3782

浦和区南部 尚和園 浦和区東高砂町 5-8 浦和 A ビル 1 階 813-8915

ケアチーム

・日常的個別指導・相談
・支援困難事例等への指導・助言
・地域でのケアマネジャーのネットワークの構築

総合相談・支援事業

ケアマネジャー

長
期
継
続
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

新
予
防
給
付
・介
護
予
防
事
業

ケアマネジメント

・アセスメントの実施

↓
・事業者による事業実施

↓
・再アセスメント

被保険者

主治医

連携

成年後見制度

地域権利擁護

医療サービス ヘルスサービス

支援

民生委員

包括的・継続的マネジメント事業

主任ケアマネ
ジャー

介護予防ケアマネジメント事業

保健師

社会福祉士

チームアプローチ

虐待防止・早期発見、権利擁護

【地域包括支援センター】
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南区東部 社協みなみ 南区南浦和 3-46-10 ニチエイマンション 1 階 871‐1230

南区中部 ハートランド浦和 南区鹿手袋 3-15-13 836-2929

南区西部 けやきホームズ 南区四谷 2-10-17 710-7555

緑区北部 リバティハウス 緑区松木 3-29-5 875-3111

緑区南部 浦和しぶや苑 緑区大字中尾 925 876-1770

岩槻区北部 松鶴園 岩槻区古ヶ場 11 795-2653

岩槻区中部 社協岩槻 岩槻区本町 3-2-5 ワッツ東館 3 階 758‐4395

岩槻区南部 白鶴ホーム 岩槻区東岩槻 4-5-10 790-3311

★介護予防サービスの利用の仕方等については、シニアサポートセンター

（地域包括支援センター）または各区役所高齢介護課にご相談ください。

（イ）要支援１・要支援２

要支援１・要支援２と認定された方は、介護予防に資するサービスを利用することが

できます。利用のための介護予防サービス計画の作成などは、シニアサポートセンター

（地域包括支援センター）が中心となって行います。 

●介護予防サービス 

介護予防訪問介護 

（ホームヘルプ） 

利用者が自立した生活ができるよう、ホームヘルパーによる

入浴や食事などの生活の支援が受けられます。

介護予防訪問看護 

看護師などが居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の

お世話や診療の補助をします。

介護予防訪問入浴

介護 

居宅に浴室がない場合や、感染症などで、浴室の利用が難し

い場合、入浴サービスが利用できます。

介護予防訪問リハ

ビリテーション 

理学療法士や作業療法士、言語聴覚士に訪問してもらい、リ

ハビリをします。

介護予防居宅療養

管理指導 

医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士、保健

師、看護師、准看護師が居宅を訪問し、介護予防を目的とし

た療養上の管理や指導をします。

介護予防通所介護 

（デイサービス） 

通所介護施設（デイサービスセンター）で、食事・入浴などの

基本的なサービスや生活機能向上のための支援、目標に合わ

せた選択的サービスが利用できます。

介護予防通所リハ

ビリテーション 

（デイケア） 

介護老人保健施設や病院・診療所で、生活機能向上のための

支援やリハビリテーション、食事などの日常生活上の支援、

目標に合わせた選択的サービスが利用できます。

介護予防短期入所

生活介護 

（ショートステイ） 

介護老人福祉施設などに短期間入所して、日常生活上の支援

（食事、入浴、排せつなど）や機能訓練などが受けられます。
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介護予防短期入所

療養介護 

（医療型ショートステイ） 

介護老人保健施設などに短期間入所して、介護予防を目的と

した医療上のケアを含む日常生活上の支援や機能訓練、医師

の診療などが受けられます。

介護予防特定施設

入居者生活介護 

有料老人ホームに入居している利用者に、介護予防を目的と

した日常生活上の支援や介護を提供します。

介護予防福祉用具

貸与 

日常生活の自立を助けるため、介護予防に役立つ福祉用具を

貸与します。

介護予防福祉用具

購入費の支給 

入浴や排せつなどに使用する福祉用具を、特定福祉用具販売

の指定を受けた事業者から購入した場合、購入費の保険給付

割合相当額を支給します。（年度購入費 10万円まで）

介護予防住宅改修

費の支給 

介護予防を目的とし、生活する環境を整えるために必要と認

められる小規模な住宅改修を行った場合に、住宅改修に要し

た費用の保険給付割合相当額を支給します。（原則として限度

額は 1人につき改修費 20万円まで） 

※工事を始める前に、申請が必要です。

●地域密着型介護予防サービス 

介護予防認知症対

応型通所介護 

認知症高齢者を対象に、食事や入浴、専門的なケアが日帰りで受

けられます。

介護予防小規模多

機能型居宅介護 

通いを中心に、利用者の選択に応じて訪問や泊まりのサービスを

組み合わせ、多機能なサービスを受けられます。

介護予防認知症対

応型共同生活介護 

認知症高齢者が、共同生活をする住宅で、スタッフの介護を受け

ながら、食事・入浴などの介護や支援、機能訓練を受けられま

す。（要支援 1の方は利用できません。）

（ウ）要介護１～要介護５

要介護１～要介護５と認定された方は、介護に資するサービスを利用することができ

ます。利用のための介護サービス計画の作成などは、介護支援専門員（ケアマネジャー）

が中心となって行います。また、施設サービスを利用することもできます。 

●居宅介護サービス 

訪問介護
ホームヘルパーが居宅を訪問し食事や掃除、洗濯、買い物
などの身体介護や生活援助をします。

訪問入浴介護 
介護職員と看護職員が居宅を訪問し、移動入浴車などで入
浴介護をします。

訪問看護 
疾患などを抱えている方について、看護師などが居宅を訪
問し、療養上の管理や指導をします。

訪問リハビリテーション 
理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が居宅を訪問し、リ
ハビリをします。

居宅療養管理指導 

医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士、保健
師、看護師、准看護師が居宅を訪問し、療養上の管理や指
導をします。
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通所介護 

（デイサービス） 

定員１９人以上の通所介護施設で食事、入浴などの日常生
活上の支援や、生活機能向上のための支援を日帰りで行い
ます。

通所リハビリテーション 

介護老人保健施設や医療機関などで、生活機能向上のため
のリハビリテーションや、入浴などの日常生活上の支援を
日帰りで行います。

短期入所生活介護 

（ショートステイ） 

介護老人福祉施設などに短期間入所して、日常生活上の支
援（食事、入浴、排せつなど）や機能訓練などが受けられま
す。

短期入所療養介護 

（医療型ショートステイ）

介護老人保健施設などに短期間入所して、医療上のケアを
含む日常生活上の支援や機能訓練、医師の診療などが受け
られます。 

特定施設入居者生活介護 
有料老人ホームに入居している利用者に、日常生活上の支
援や介護を提供します。

福祉用具貸与 車椅子やベッドなどの福祉用具の貸出しをします。

福祉用具購入費の支給 

入浴や排せつなどに使用する福祉用具を、特定福祉用具販
売の指定を受けた事業者から購入した場合、購入費の保険
給付割合相当額を支給します。（年度購入費 10万円まで）

住宅改修費の支給 

手すりの取り付けや段差の解消などの小規模な改修の費用
の保険給付割合相当額を支給します。(原則として限度額は
1人につき改修費 20 万円まで) 
※工事を始める前に申請が必要です。

●地域密着型介護サービス 

夜間対応型訪問介護 
巡回と通報システムによる夜間専用の訪問介護を受けられ

ます。

定期巡回・随時対応型訪

問介護看護 

巡回と通報システムによる訪問介護や訪問看護を、２４時

間いつでも受けられます。 

要支援１・２の方は利用できません。

認知症対応型通所介護 
認知症高齢者を対象に、食事や入浴、専門的なケアが日帰

りで受けられます。

地域密着型通所介護 

定員１８人以下の通所介護施設で、日帰りで入浴、排せつ、

食事等の介護や生活等に関する相談、健康状態の確認、機能

訓練等が受けられます。 

小規模多機能型居宅介護 

通いを中心に、利用者の選択に応じて訪問や泊まりのサー

ビスを組み合わせ、多機能な介護サービスを受けられま

す。

看護小規模多機能型居宅

介護 

小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせて、通

い・訪問・短期間の宿泊で介護や医療・看護のケアが受け

られます 

要支援１・２の方は利用できません。 

認知症対応型共同生活介

護（グループホーム） 

認知症高齢者が共同生活をする住宅で、スタッフの介護を

受けながら、食事・入浴などの介護や支援、機能訓練を受

けられます。 



53 

地域密着型特定施設入居

者生活介護 

定員が２９人以下の小規模な介護付有料老人ホームなど

で、食事・入浴、機能訓練などのサービスを受けられま

す。 

地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護 

定員が２９人以下の小規模な介護老人福祉施設で、食事・

入浴、機能訓練などのサービスを受けられます。 

※原則、要介護３以上の方が対象となります。

●施設介護サービス 

介護老人福祉施設 

（特別養護老人ホーム） 

日常生活において常時介護が必要で、自宅では介護が困難

な方が入所します。食事、入浴、排せつなどの日常生活介

護や治療上の世話が受けられます 

※原則、要介護３以上の方が対象となります。

介護老人保健施設 

病状が安定している方に対し、医学的管理のもとで看護、

介護、リハビリテーション、日常的介護を一体的に提供

し、家庭への復帰を支援します。

介護療養型医療施設 

急性期の治療は終わったものの、医学的管理のもとで長期

療養が必要な方のための医療機関です。医療、看護、介

護、リハビリテーションなどが受けられます。
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⑥利用料と負担軽減

（ア）市が行う介護予防事業（地域支援事業）

原則として利用料はかかりません。

  （イ）介護予防サービス（予防給付）及び介護サービス（介護給付）

各介護度別にサービス利用の限度額があり、利用したサービス費用の 1 割（一定以上

所得者は２割）が自己負担となります。また、施設サービス等においては、食費・居住

費、日常生活費の全額が自己負担となります。

（ウ）食費・居住費の負担軽減

介護予防サービス（予防給付）及び介護サービス（介護給付）における、次の対象サ

ービスを利用した際の食費・居住費について、利用者負担段階が第１段階～第３段階の

方には負担の軽減を行います。また、利用者負担段階が第４段階の方でも、高齢夫婦世

帯等で一方が介護保険施設に入所することで、在宅で生活する配偶者等の生活が困難に

なる場合、入所されている方の食費・居住費の負担を軽減する制度があります。※申請

が必要です。

対象サービス 

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、（介

護予防）短期入所生活介護、（介護予防）短期入所療養介護、地域

密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

●対象者要件

   （１）①～③のすべてに該当する方

    ①世帯全員が市民税非課税

    ②配偶者が市民税非課税

    ③次の資産基準にあてはまる方
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配偶者の有無 資産基準（預貯金等） 勘案する預貯金等

配偶者なし １，０００万円以下 本人（申請者）のみ

配偶者あり ２，０００万円以下 本人（申請者）及び配偶者

（２）生活保護を受給している方

  ●利用者負担段階

段階 対 象 者

第 1 段階
生活保護を受給している方等・老齢福祉年金を受給している方で世帯

全員が市民税非課税の方

第 2 段階

世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の

合計が 80 万円以下の方等（平成２８年８月から、非課税年金である遺

族年金・障害年金も勘案されます。）

第 3 段階 世帯全員が市民税非課税で、利用者負担段階が上記に該当しない方等

第 4 段階 上記以外の方

（５）認定者数

（平成 28 年 3 月 31 日現在）（単位：人）

要支援 1 要支援 2 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5 
5,944 5,970 9,690 8,195 6,489 5,306 4,029 

（６）保険給付費

①概要

要介護者・要支援者の介護保険サービスの利用に係る保険者負担分を負担します。

  （ア）介護サービス費

    要介護者の介護サービスの利用に係る給付費

  （イ）地域密着型介護サービス費

    要介護者の地域密着型介護サービスの利用に係る給付費

  （ウ）介護予防サービス費

    要支援者の介護予防サービスの利用に係る給付費

  （エ）地域密着型介護予防サービス費

    要支援者の地域密着型介護予防サービスの利用に係る給付費

  （オ）高額介護サービス費

    要介護者の利用者負担額が上限額を超えた場合、利用者に支給する。

（カ）高額介護予防サービス費

  要支援者の利用者負担額が上限額を超えた場合、利用者に支給する。
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（キ）高額医療合算介護サービス費

  要介護者と同じ医療保険の世帯内で、医療保険と介護保険の両方を合わせた自己負担額

が、決められた限度額より 500 円を超えた場合、利用者に支給する。           

（ク）高額医療合算介護予防サービス費

  要支援者と同じ医療保険の世帯内で、医療保険と介護保険の両方を合わせた自己負担額

が、決められた限度額より 500 円を超えた場合、利用者に支給する。

（ケ）特定入所者介護サービス費

   要介護者のうち、低所得の方が食費・居住費の負担が過重な負担とならないよう、国の

定める基準費用額と負担の限度額を設け、差分を支給する。

（コ）特定入所者介護予防サービス費

   要支援者のうち、低所得の方が食費・居住費の負担が過重な負担とならないよう、国の

定める基準費用額と負担の限度額を設け、差分を支給する。

②執行状況

27 年度（27 年 4 月～28 年 3 月） （単位：円）

介護サービス費 57,004,022,723 

地域密着型介護サービス費 3,605,468,771 

介護予防サービス費 3,303,755,703 

地域密着型介護予防サービス費 32,497,460 

高額介護サービス費 1,380,829,111 

高額介護予防サービス費      2,326,262 

高額医療合算介護サービス費 205,541,111 

高額医療合算介護予防サービス費 2,269,533 

特定入所者介護サービス費 2,539,977,472 

特定入所者介護予防サービス費 2,650,513 

（７）さいたま市介護保険在宅サービス利用者負担助成事業

①概要

    在宅で介護保険のサービスを利用されている方で支払いが困難な方を対象に、介護保険

の在宅サービス費のうち、自己負担分の５割及び７割相当を助成します。

②執行状況

区分 支給対象者数 支給額

平成 27年度 43 人 1,896,340 円 
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５ 後期高齢者医療

・各区役所 保険年金課 福祉医療係 電話番号

   西 区 620-2655  北 区 669-6055   大宮区 646-3055 見沼区 681-6055 
  中央区 840-6055   桜 区 856-6165   浦和区 829-6127   南 区 844-7165 
  緑 区 712-1165   岩槻区 790-0157 
・年金医療課 高齢者医療係 電話番号 829-1278 

（１）制度概要

①目的

高齢者と現役世代の医療費の負担を明確にすることで公平でわかりやすい制度と

し、国民皆保険制度を堅持し、将来にわたり医療保険制度を持続可能なものとする

ことを目的としています。

②運営主体

埼玉県後期高齢者医療広域連合

③対象者

(ｱ)75 歳以上の方

(ｲ)65 歳以上 75 歳未満で、政令に定める一定の障害の状態のある方で埼玉県後期

高齢者医療広域連合の認定を受けた方。

（２）保健事業

①目的

後期高齢者医療制度被保険者に対し、健康の保持・増進のために健康診査を実施

することにより、医療費の削減を図り、制度の運営の安定に寄与することを目的と

しています。

②健康診査

健康診査等の受診日に、さいたま市において後期高齢者医療制度の被保険者であ

る方

③実施状況

    受診者実数

年度 健康診査 人間ドック

平成 27 年度 39,324 人 897 人 
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６ 施設

                 高齢福祉課  電話 829-1259 

（１）シニアふれあいセンター（老人福祉センター）

①施設概要

60 歳以上の方々が入浴・演芸・囲碁・将棋・各種の集い・健康相談などで 1 日を

ゆっくり過ごしながら、健康増進や仲間づくりを図るために利用できる施設です。

※仲本荘、武蔵浦和荘には、入浴設備はありません。

②利用状況

24 25 26 27
馬宮荘 西区西遊馬533-1 51,208 49,487 51,759 47,350
しもか荘 北区日進町1-800-105 31,925 34,688 37,559 37,598
あずま荘 大宮区東町2-105 18,765 15,999 15,220 15,526
ふれあいセンターしらぎく（民間） 大宮区天沼町1-150-1 24,767 24,798 25,133 24,997
東楽園 見沼区膝子1151-1 37,225 39,851 40,688 40,402
いこい荘 中央区下落合5-11-12 46,902 42,806 58,565 58,736
寿楽荘 桜区下大久保727-1 49,993 50,159 49,157 44,152
仲本荘 浦和区東仲町28-15 7,300 8,440 12,265 14,247
武蔵浦和荘 南区別所7-20-1 2,546 11,978 12,043 12,684
和楽荘 緑区三室2458 60,337 55,759 57,327 54,042
槻寿苑 岩槻区笹久保1393 52,019 47,207 49,680 66,422

382,987 381,172 409,396 416,156

施設名 所在地

合　　　　　計

延利用者数（人）

（２）健康福祉センター西楽園

西区宝来 60-１
①施設概要

市民の健康の維持及び増進を図るとともに、市民相互のふれあいと交流を促進す

るための施設です。

②利用状況

大人 小人 高齢者 計
24 3,083 1,246 225,533 229,862
25 3,454 1,087 216,929 221,470
26 2,908 886 218,598 222,392
27 1,834 829 216,510 219,173

利用人員

年度
利用人員（人）
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（３）シニア憩いの家（老人憩いの家）

①施設概要

60 歳以上の方が気軽に立寄り、歓談や趣味（囲碁・将棋など）の場として利用

できる施設です。

②利用状況

24 25 26 27
4,449 5,066 5,011 4,606
4,981 4,496 5,043 4,803
3,817 3,595 3,687 4,178

14,462 13,342 14,528 18,640

12,136 11,646 11,748 11,475

3,755 3,560 3,467 3,282
2,698 2,990 3,357 3,307
8,302 7,705 7,214 7,311
3,054 3,627 3,496 3,410
14,274 13,647 - -
57,021 56,318 53,724 49,116
128,949 125,992 111,275 110,128

延利用者数（人）

与野本町シニア憩いの家 中央区本町東5-17-25
老人憩いの家高戸荘（※） 浦和区皇山町21-1

本郷シニア憩いの家 北区本郷町1065-3

シニア憩いの家(高齢者生きがい
活動センター内)

北区植竹町1-593-1

三橋シニア憩いの家
大宮区三橋2-59
(分館)大宮区三橋2-259-1

植水シニア憩いの家 西区中野林174-1
宮原シニア憩いの家 北区宮原町4-66-13

施設名 所在地

シニア憩いの家ふれあいプラザ
合　　　　　計

岩槻区東岩槻6-6

天沼シニア憩いの家 大宮区天沼町1-194
春野シニア憩いの家 見沼区春野1-7-1
片柳シニア憩いの家 見沼区東新井710-78

  ※老人憩いの家高戸荘は平成 26 年 4 月に休止の後、同 12 月に廃止しました。

（４）高齢者だんらんの家

①施設概要

老人クラブなどが設置し、地域の高齢者が趣味や娯楽、歓談の場として気軽に利

   用できる施設です。（民間設置）

②利用状況

24 25 26 27
2,908 4,282 3,879 2,004
361 290 280 303
1,222 1,388 776 -
- 1,996 1,150 1,128

1,280 1,810 1,985 1,713
1,918 336 1,434 1,510
289 1,078 331 268
7,978 11,180 9,835 6,926

延利用者数（人）

万年の会（※） 浦和区元町1-1-11

東雲荘（※） 浦和区大東1-9-13
麗和荘 浦和区東岸町3-7

施設名 所在地

春来の里 浦和区北浦和3-19-23

中野田福寿荘
合　　　　　計

緑区中野田893

やすらぎの里 南区鹿手袋6-4-11
芙蓉荘 緑区太田窪1-24-3

 ※東雲荘は平成27年12月31日をもって、万年の会は平成27年3月31日をもって、高齢者だ

んらんの家の指定を解除しました。
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（５）老人措置事業

   ①事業内容

    身の回りのことはできるが身寄りがない、又は、事情により家族と同居できない

などの理由で在宅生活が困難な高齢者を、養護老人ホーム等へ入所させることで高

齢者とその家族の福祉向上を図ります。

②平成２７年度実施状況

養護老人ホームへの措置

被措置実人数（人） 措置費（円）

277 494,198,360

やむを得ない事由による措置

被措置実人数（人） 措置費（円）

15 4,090,655

③公設養護老人ホーム入所状況

                 （平成 28 年 3 月 31 日現在）

名称 定員 入所者数

養護老人ホーム年輪荘 50 人 47 人

（６）グリーンヒルうらわ

   ①施設概要

    本施設は、次の施設からなる老人保健・福祉の複合施設です。

(ｱ) 介護老人保健施設きんもくせい

(ｲ) ケアハウスぎんもくせい

(ｳ) グリーンヒルうらわ・デイサービスセンター

(ｴ) グリーンヒルうらわ・在宅介護支援センター

   ②利用状況

                           （平成 28 年 3 月 31 日現在）

施 設 名 区分 利用者数等

介護老人保健施設きんもくせい 入所者数（人） 90 人 

同 通所リハビリテーション 延通所者数（人） 2,855 人 

同 訪問リハビリテーション 延利用者数（人） 0 人 

同 重度心身障害児(者)医療型短期入所 延利用者数（人） 45 人 

ケアハウスぎんもくせい 入居者数（人） 85 人 

デイサービスセンター 延利用者数（人） 3,223 人 

在宅介護支援センター 延相談件数（件） 2,561 件 
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（７）高齢者生きがい活動センター

①事業内容

 高齢者のための就労支援を目的とした各種研修を行い、高齢者の豊かな経験、

知識及び技能を活用した地域活動を支援することによって、高齢者の生きがいづ

くり・健康づくりを支援するための施設です。

年度 
就労支援事業 地域活動支援事業 

開催回数 利用者数 開催回数 利用者数 

26 8 回 673 人 2 回 716 人

27 8 回 529 人 3 回 725 人



第５章 障害者（児）・難病患者の福祉 
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１ 相談

（１）相談機関

   ①相談窓口

    ●各区役所支援課 障害福祉係

     障害者やその家族からのさまざまな相談に応じ、必要な援護や身体障害者手帳・

療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の受付、各種手当の給付などを行っています。

また、障害者虐待に関する通報・相談にも対応しています。

西区役所支援課

       西区大字指扇 3743 
       電話 620-2662 FAX 620-2766 
      北区役所支援課

       北区宮原町 1-852-1 
       電話 669-6062 FAX 669-6166 
      大宮区役所支援課

       大宮区大門町 3-1 
       電話 646-3062 FAX 646-3166 
      見沼区役所支援課

       見沼区堀崎町 12-36 
       電話 681-6062 FAX 681-6166 
      中央区役所支援課

       中央区下落合 5-7-10 
       電話 840-6062 FAX 840-6166 
      桜区役所支援課

       桜区道場 4-3-1 
       電話 856-6172 FAX 856-6276 
      浦和区役所支援課

       浦和区常盤 6-4-4 
       電話 829-6143 FAX 829-6239 
      南区役所支援課

       南区別所 7-20-1 
       電話 844-7172 FAX 844-7276 
      緑区役所支援課

       緑区大字中尾 975-1 
       電話 712-1172 FAX 712-1276 
      岩槻区役所支援課

       岩槻区本町 3-2-5 
       電話 790-0163 FAX 790-0266 



63

●さいたま市障害者更生相談センター

大宮区大門町 3-1 大宮区役所４階 電話 646-3128 FAX 646-3163 
主に 18 歳以上の身体障害者及び知的障害者を対象に、本人や家族などからの相

談に応じ、必要に応じて医学的判定、補装具の適合判定や療育手帳の判定等を行

い、これらに基づいた助言指導を行っています。また、身体障害者手帳、療育手

帳の交付申請に対する認定・交付決定を行っています。

更に高次脳機能障害者支援事業として、一次相談窓口である各区支援課・障害

者生活支援センターへの後方支援と人材育成や普及啓発のための、研修会の企画

等を行っています。

●さいたま市障害者総合支援センター

中央区鈴谷 7-5-7 電話 859-7255 FAX852-3272 
障害のある方が地域で安心して自立した生活を営むことができるよう、保健･医

療･福祉･教育･労働などの関係機関と連携しながら、障害のある方の就労支援、生

活支援、授産施設等に対する支援、社会参加支援などの各種支援を総合的に展開

しています。

また、発達障害者支援センターでは、発達障害のある方を対象に、本人・家族・

支援者からのさまざまな相談に応じ、各種情報提供や対応についての提案を行い

ます。併せて、各年齢層に応じた支援が一貫して図れるよう、関係機関と連携・

調整を行い、地域支援体制の充実を図ります。継続的な支援は、成人期（主に 18
歳以上）を対象としています。

●さいたま市児童相談所

中央区下落合 5-6-11 電話 840-6107 FAX 840-6110 
18 歳未満の子どもに関して、家族などからの相談に応じ、必要に応じて医学・

心理学等による判定を行い、これらに基づいた助言指導や施設入所等の手続を行

っています。

●さいたま市保健所

                         中央区鈴谷 7-5-12 
保健衛生の向上及び増進のため、体や心の病気についての相談や指導を行って

います。

疾病予防対策課 さいたま市保健所 1 階 電話 840-2219 FAX 840-2230 
次の医療給付等の申請を受け付けています。

      指定難病医療給付         特定疾患医療給付（県単独疾患）

肝炎治療医療費助成        先天性血液凝固因子欠乏症等医療給付

小児慢性特定疾病医療給付     療育医療給付 
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育成医療給付            妊娠高血圧症候群等療養援助費支給

未熟児養育医療給付         被爆者援護事務

石綿健康被害救済給付

精神保健課 さいたま市保健所１階  電話 840-2223 FAX 840-2230 
各区役所保健センター・支援課・こころの健康センターなどと連携をとりな

がら、精神保健に関する相談をお受けしています。

      ※面接・訪問相談につきましては、事前にお電話ください。

●各区役所保健センター

 保健師や管理栄養士、歯科衛生士などが健康に関することの相談を受けていま

す。その他健康教育、家庭訪問、健康診査などを通して市民の皆さんの健康づく

りのお手伝いをしています。

西区役所保健センター

       西区指扇 3743（西区役所１階）   電話 620-2700 FAX 620-2769 
      北区役所保健センター

       北区宮原町 1-852-1（北区役所３階）   電話 669-6100 FAX 669-6169 
      大宮区役所保健センター

       大宮区大門町 3-1（大宮区役所２階）   電話 646-3100 FAX 646-3169 
      見沼区役所保健センター

       見沼区堀崎町 12-36（見沼区役所１階） 電話 681-6100 FAX 681-6169 
 中央区役所保健センター

       中央区本町東 4-4-3   電話 853-5251 FAX 857-8529 
      桜区役所保健センター

       桜区道場 4-3-1（桜区役所３階）   電話 856-6200 FAX 856-6279 
      浦和区役所保健センター

       浦和区常盤 6-4-18   電話 824-3971 FAX 825-7405 
      南区役所保健センター

       南区別所 7-20-1（サウスピア７階）   電話 844-7200 FAX 844-7279 
      緑区役所保健センター

       緑区中尾 975-1（緑区役所３階）   電話 712-1200 FAX 712-1279           
岩槻区役所保健センター

       岩槻区本町 3-2-5（ワッツ東館４階）   電話 790-0222 FAX 790-0259  

    ●さいたま市こころの健康センター

中央区本町東 4-4-3 電話 851-5665 FAX 851-5672 
     ひきこもり相談センター          電話 851-5660（火曜・金曜）

精神保健福祉の向上を図るため、こころの病気や悩みに関するさまざまな相談
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をお受けしています。また、精神科病院入院者の退院及び処遇改善を求める請求

の受け付けを行うほか、精神障害者保健福祉手帳や自立支援医療費（精神通院）

支給認定の申請に関する判定を行っています（手帳などの申請は、各区役所支援

課が窓口となります）。

 ひきこもり相談センターでは、児童期から成人期を対象に不登校・ひきこもり

のことでお悩みの本人・家族からのご相談を専用電話にてお受けしています。

●身体障害者相談員・知的障害者相談員

        （窓口）各区役所支援課

 民間の協力者が市から委嘱され、障害者または家族からの相談に応じ、各区役

所支援課など、関係機関との連絡にあたっています。

    ●民生委員・児童委員

            （窓口）各区役所福祉課

西区役所福祉課 電話 620-2653 FAX 620-2762 
      北区役所福祉課 電話 669-6053 FAX 669-6167 
      大宮区役所福祉課 電話 646-3053 FAX 646-3165 
      見沼区役所福祉課 電話 681-6053 FAX 681-6162 
      中央区役所福祉課 電話 840-6053 FAX 840-6165 
      桜区役所福祉課 電話 856-6163 FAX 856-6272 
      浦和区役所福祉課 電話 829-6121 FAX 829-6238 
      南区役所福祉課 電話 844-7163 FAX 844-7277 
      緑区役所福祉課 電話 712-1163 FAX 712-1272 

岩槻区役所福祉課 電話 790-0155 FAX 790-0265 

      暮らしに困っている方、障害者、高齢者、援助を必要としている児童のいる

家庭、そして、ひとり親家庭などの自立した日常生活を営むための生活に関す

る相談相手となり、助言や援助活動を行うとともに、関係機関との協力のもと

に社会福祉の増進に努めています。

    ●聴覚障害者相談員

            （窓口）さいたま市社会福祉協議会 地域福祉課

                電話 823-9556  FAX 823-9557 
      聴覚障害者及び音声言語機能障害者の日常生活上の様々な問題の相談に応じ、

必要な助言や情報の提供を行います。（※上記窓口以外に一部区役所での出張相

談も行います。）

     相談日 月曜日～金曜日 午前 9 時～午後 5 時（12 時～1 時を除く）
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・聴覚障害者相談員相談状況

（単位：件）

 区分

年度
職業 医療

福祉

制度

介護

保険

子育て

支援

社会

活動
生活 その他 計

２３ ３４ ９９ ９８ １０７ ８ １４２ ３０８ １ ７９７ 

２４ ３６ １４０ ８４ １０９ １１ １５８ ３６６ ０ ９０４ 

２５ ６４ ９３ ８０ ６０ １２ １７４ ４４７ ４ ９３４ 

２６ ６４ ９７ １４４ １０４ ９ １３６ ５７８ ３ １１３５ 

２７ ３２ １３０ ９５ ７２ ０ １２７ ３７５ ３ ８３４ 

 ●障害者生活支援センター

      各区に障害者生活支援センターを設置し、障害者及び家族等から相談を受け、障

害者総合支援法に規定される地域移行・地域定着支援をはじめ、地域における生

活支援、情報提供、連絡調整、その他必要な援助を行うとともに、障害者虐待に

関する通報・相談に対応しています。

      また、障害者生活支援センターの拠点として、基幹相談支援センターを整備し、

相談支援のスーパーバイズや支援のあり方に関する調査研究、地域啓発活動の強化

等を行っています。

【すべての障害に対応】

西区障害者生活支援センター（ゆめの園）

     西区高木 123-4 カーサ辰巳 1 階 電話 623-1768 FAX 622-8807 
中央区障害者生活支援センター（来夢）

中央区鈴谷 7-5-7 電話 859-7231 FAX 852-3276 
桜区障害者生活支援センター（さくらとぴあ）

桜区田島4-10-8 1階   電話 783-7800 FAX 783-7799 
南区障害者生活支援センター（あみ～ご）

南区白幡 5-11-16             電話 866-5098 FAX 866-5128 
南区障害者生活支援センター（社協ひまわり）

 南区沼影 1-10-1 ラムザタワー１階     電話 710-8105 FAX 864-0570 
緑区障害者生活支援センター（むつみ）

緑区東浦和3-2-7サンライトマンション 103号 電話 607-1467  FAX 607-1467 
岩槻区障害者生活支援センター（ささぼし）

岩槻区仲町 2-5-3 一条ビル 1 階    電話 793-4701 FAX 793-4702 



67

【主に知的障害と身体障害に対応】

北区障害者生活支援センター（みぬま）

北区宮原町 2-62-17   電話 796-5705 FAX 796-5706 
大宮区障害者生活支援センター（みぬま）

 大宮区東町 1-141-6 第 2 吉田ビル 1 階 電話 650-6460 FAX 795-4721
見沼区障害者生活支援センター（来人）

見沼区南中野 467-1 スガヤハイツ 105    電話 682-0677 FAX 682-0670 
浦和区障害者生活支援センター（むつみ）

浦和区北浦和 5-6-7 レジデンス北浦和 104   電話 824-3640 FAX 793-6376 

【主に精神障害に対応】

北区障害者生活支援センター（ベルベッキオ）

北区宮原町 2-62-17   電話 661-7092 FAX 661-7093 
大宮区障害者生活支援センター（やどかり）

大宮区東町 1-141-6 第 2 吉田ビル 1 階   電話 795-4720 FAX 795-4721 
見沼区障害者生活支援センター（やどかり）

見沼区南中野 467-1 スガヤハイツ 105    電話 682-1101 FAX 682-0670 
浦和区障害者生活支援センター（やどかり）

  浦和区北浦和 5-6-7 レジデンス北浦和 104   電話 793-6373 FAX 793-6376 
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２ 手帳の交付

障害支援課      電話 829-1305 
                    各区役所支援課 

（１）身体障害者手帳の交付

   ①概要

     身体障害者手帳は、身体に障害があり、その状態が身体障害者福祉法に定めら

れている障害に該当すると認められる場合に交付されます。手帳を取得すること

によって各種福祉サービスを受けることができます。

    ●対象となる障害 

手帳 障害区分 障害等級

身

体

障

害

者

手

帳

視覚障害 １～６級

聴覚障害 ２～４・６級

平衡機能障害 ３・５級

音声・言語・そしゃく機能障害 ３・４級

肢体不自由 １～６級

内

部

障

害

心臓
じん臓
呼吸器
ぼうこう・直腸
小腸

１・３・４級

肝臓

ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害
１～４級

    ●身体障害者手帳が交付されるまで

認定機関

障 害 者

更生相談

センター

身体障害者福祉法第 15条指定医 

①診察を

受ける

⑤交付決定・送付

②診断書作成

⑥交付

区役所 

支援課

本 人

④認定依頼
③申請する
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   ②身体障害者手帳所持者数

(平成 28 年 4 月 1 日現在)  単位：人

区   分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 合計(人）

視覚障害 18 歳未満 8 4 3 6 6 2 29

 〃 以上 694 678 174 197 345 125 2,213

聴  覚 

平衡機能 

 〃 未満 10 86 18 16 0 39 169

 〃 以上 199 653 313 488 14 847 2,514

音声言語 

そしゃく 

 〃 未満 0 1 1 1   3

 〃 以上 97 48 269 138   552

肢 体 

不自由 

 〃 未満 207 133 68 28 25 7 468

 〃 以上 3,643 3,401 3,802 4,756 1,142 606 17,350

内部障害 
 〃 未満 89 1 31 18   139

 〃 以上 6,970 128 1,119 1,792   10,009

小 計 
 〃 未満 314 225 121 69 31 48 808

 〃 以上 11,603 4,908 5,677 7,371 1,501 1,578 32,638

   ③身体障害児・者数の推移            （各年度 4 月 1 日）

年度 24 25 26 27 28 

人数（人） 31,103 31,971 32,802 33,367 33,446

（２）療育手帳の交付

   ①概要

     療育手帳は、知的障害があり、その状態が一定の基準に該当すると認められる

場合に交付されます。手帳を取得することによって各種福祉サービスを受けるこ

とができます。

    ●対象となる障害

     児童相談所（18 歳未満の方）、または障害者更生相談センター(18 歳以上の方)
において、心身の発達、日常の生活、行動、知的能力、社会性などを心理、社会、

医学的に診断し、知的障害と判定されるもの

手帳の区分 ○A A B C 
障害の程度 最重度 重度 中度 軽度
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  ●療育手帳が交付されるまで

   ②療育手帳所持者数

(平成 28 年 4 月 1 日現在) 

○Ａ  Ａ Ｂ Ｃ 合 計（人）

18歳未満（人） 378 377 468 820 2,043

18 歳以上（人） 1,221 1,122 1,435 1,071 4,849

合 計（人） 1,599 1,499 1,903 1,891 6,892

   ③知的障害児・者数の推移

                     （各年度４月１日）

年度 24 25 26 27 28 

人数（人） 5,828 6,111 6,375 6,650 6,892

①相談申請する

⑤交付決定・送付

③判定を受ける

区役所 

支援課

本 人

②判定依頼

⑥
交
付

児童相談所

（18歳未満の方）

障害者更生相談センター

（18歳以上の方）

判
定
機
関

④判定結果

障害者更生相談センター

決
定
機
関
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（３）精神障害者保健福祉手帳の交付

①概要

 精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患のある方のなかで、精神障害のために、長期

にわたって、日常生活または社会生活への制約があると認められる場合に交付され

ます。手帳を取得することによって各種福祉サービスを受けることができます。

    ●対象となる疾患

     統合失調症、気分（感情）障害、非定型精神病、てんかん、中毒精神病、器質

性精神障害、広汎性発達障害、その他の精神疾患

●障害等級

     １～３級

②精神障害者保健福祉手帳所持者数

(平成 28 年 4 月 1 日現在) 
区分 1 級 2 級 3 級 計（人）

18歳未満（人） 11 45 87 143

18 歳以上（人） 706 5,307 3,186 9,199

計（人） 717 5,352 3,273 9,342

③精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移

（各年度 4 月 1 日）

年度 24 25 26 27 28 

人数（人） 6,308 7,107 7,863 8,581 9,342

   ④手帳診断書料助成状況

精神障害者保健福祉手帳の交付に係る診断書料を助成します。

年度 23 24 25 26 27 

支給件数

(件）
4,309 1,433 1,656 1,917 2,159 

給付金額

(円） 
15,641,660 5,330,295 6,123,230 7,216,245 8,176,510

＊限度額 4,000 円（等級変更申請については、所得制限があります。）

＊平成 23 年度までは、身体障害者手帳も対象となっています。
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３ 医療費助成

（１）心身障害者医療費支給制度

・各区役所保険年金課 電話番号

   西 区 620-2655  北 区 669-6055   大宮区 646-3055 見沼区 681-6055 
  中央区 840-6055   桜 区 856-6165   浦和区 829-6127   南 区 844-7165 
  緑 区 712-1165   岩槻区 790-0157 
・年金医療課 福祉医療係 電話番号 829-1279 

   ①事業内容

  心身障害者の方やその家族の経済的負担を軽減し、心身障害者の福祉の増進を

図るため、心身障害者の方にかかる医療費の一部負担金を支給します。

    ●対象者

     ・身体障害者手帳 1･2･3 級の方

・療育手帳 、A、B の方

・精神障害者保健福祉手帳 1 級の方

（精神病床への入院費用は対象外）

     ・65 歳以上で埼玉県後期高齢者医療広域連合等の障害認定を受けている方

※平成 27 年 1 月 1 日以降に 65 歳以上で上記の「対象者」に該当する心身障害

者となった方は助成対象外となります。

    ●助成の範囲

     健康保険各法の規定による一部負担金（保険診療分）の全額

   ②実施状況

（平成 27 年度）

支給対象者数（年度平均） 支給件数 支給額 

25,483 人 724,854 件 3,668,132,383 円 

（２）自立支援医療（更生医療）

障害支援課      電話 829-1305 
各区役所支援課          

① 事業内容

障害部位に対する手術等により、障害を軽減し、生活上の便宜を増すことを目的

とした医療を給付する制度で､その医療費の一部を公費で負担します｡
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    ●対象者

18 歳以上の身体障害者  

    ●対象となる医療

     角膜手術、外耳形成術、関節形成術、心臓手術、肝臓移植術、血液透析療法、

抗ＨＩＶ療法など。

②更生医療給付状況

年度
区分 

23 24 25 26 27 

実人数（人） 585 641 658 702 809 

給付金額（円） 1,066,894,182 1,148,591,765 1,228,700,842 1,308,945,735 1,343,730,776

（３）自立支援医療（育成医療）

 保健所疾病予防対策課      電話 840-2219 
各区役所保健センター          

① 事業内容

身体に障害のある児童又はそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患

がある児童に対し、その障害の除去や軽減する手術等の治療など、生活能力を得る

ために必要な医療費の一部を公費で負担します｡

    ●対象年齢

18 歳未満の児童  

    ●対象となる医療

     関節形成術、角膜手術、唇顎口蓋裂に起因する歯科矯正、心臓手術、血液透析

療法、ソケイヘルニア、抗ＨＩＶ療法など。

① 医療給付状況

年度 
区分

23 24 25 26 27 

実人数（人） 450 342 408 348 319 

給付金額（円） 39,194,553 27,728,631 35,025,261 32,560,477 34,757,590 

（４）自立支援医療（精神通院医療） 

障害支援課      電話 829-1305 
各区役所支援課          

① 事業内容

統合失調症、気分（感情）障害、非定型精神病、てんかん、広汎性発達障害などの
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病気のある方が通院して治療を受けるとき、その医療費の一部を公費で負担します。

② 精神通院医療給付状況

（各年度３月３１日時点）

受給者の費用負担

更生医療、育成医療、精神通院医療のいずれも医療費の原則 1 割を自己負担する

ことになりますが、「世帯」（同じ医療保険に加入している家族）の所得等に応じて

月額負担上限額までの支払いとなります。

ただし、高額医療の限度額を超えることはありません。

（５）指定難病医療給付・特定疾患医療給付

保健所疾病予防対策課  電話 840-2219 
各区役所保健センター       

① 事業内容

    いわゆる難病のうち、厚生労働大臣が指定する指定難病（３０６疾患）及び特定

疾患（４疾患）、埼玉県が指定する埼玉県単独指定難病（４疾患）にかかって治療し

ている方を対象として医療費の給付を行っています（一部自己負担及び給付対象の

基準があります。）。

（６）小児慢性特定疾病医療給付

保健所疾病予防対策課  電話 840-2219 
各区役所保健センター       

① 事業内容

厚生労働省が定める次の慢性の疾患にかかって治療している児童を対象とした

医療費の給付を行っています。（厚生労働省が定める認定基準を満たすことが必

要です。また、一部自己負担があります。）

   ・悪性新生物 ・慢性腎疾患 ・慢性呼吸器疾患 ・慢性心疾患 ・内分泌疾患

・膠原病 ・糖尿病 ・先天性代謝異常 ・血液疾患 ・免疫疾患 

・神経、筋疾患 ・慢性消化器疾患 ・染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群

・皮膚疾患

年度
区分 23 24 25 26 27 

受給者数（人） 12,818 13,812 14,500 15,492 16,345 

給付金額（円） 1,571,580,029 1,728,015,883 1,837,699,841 1,941,610,830 2,070,942,733 
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（７）先天性血液凝固因子欠乏症等医療給付

保健所疾病予防対策課  電話 840-2219 
各区役所保健センター       

① 事業内容

 次の疾患にかかって治療している 20歳以上の方を対象として医療費の給付を行っ

ています。

・第Ⅰ因子（フィブリノゲン）欠乏症 ・第Ⅱ因子（プロトロンビン）欠乏症 

・第Ⅴ因子（不安定因子）欠乏症 ・第Ⅶ因子（安定因子）欠乏症

・第Ⅷ因子欠乏症（血友病Ａ） ・第Ⅸ因子欠乏症（血友病Ｂ） 

・第Ⅹ因子（スチュアートプラウァー）欠乏症 ・第 因子（ＰＴＡ）欠乏症

・第 因子(ヘイグマン因子)欠乏症 ・第ⅩⅢ因子(フィブリン安定化因子)欠乏症 

・フォン・ヴィルブランド病 ・血液凝固因子製剤に起因する HIV 感染症

（８）特定疾病

厚生労働大臣が指定した特定の病気（人工透析を受けている慢性腎不全、血友病及

び血液製剤に起因する HIV 感染）で、高度な治療を長期間受けなければならない場合、

１ヶ月の自己負担が 1万円（上位所得者は 2万円）となる制度があります。 

 詳しくは、加入している医療保険担当まで。 

（９）難病患者手術見舞金支給事業

障害支援課      電話 829-1308 
各区役所支援課

   ①事業内容

  国若しくは県が指定した特定疾患、先天性血液凝固因子欠乏症等又は国若しく

は市が指定した小児慢性特定疾患にかかり、そのために必要な手術を受けた場合に、

見舞金を支給しています。

※平成２６年１２月末日をもって事業は終了しました。

 ●対象者

  難病手術を受けた方で、手術時に引き続き市内に 1 年以上在住している方

 ●見舞金額

  １回 50,000 円

① 支給状況

年度
区分 

23 24 25 26 27 

支給件数（件） 67 70 119 398 16 

支給金額（円） 3,350,000 3,500,000  5,950,000  19,900,000  800,000 

※平成２７年度は経過措置による支給
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４ 手当・年金等

（１）手当

 ①概要                       （平成 28 年 4 月 1 日現在）

種 別 該当要件 支給制限 手当月額・支給月 窓 口 

心 身

障 害 者

福祉手当

対象者 

次に該当する在宅の障害

のある方 

(1)身体障害者手帳1～3級

(2)療育手帳所持者 

(3)精神障害者保健福祉手

帳 1・2 級 

※平成28年4月1日以降、

65 歳以上で新規に障害者

手帳を取得した方は対象に

なりません。

(ｱ)本人が市町村民税課税 

(ｲ)特別障害者手当、障害児福

祉手当、経過措置による福祉

手当受給者（身障手帳 1・2 級

及び療育手帳 、A の重複者

を除く） 

(ｳ)施設入所中 

(ｴ)平成 22年 1月以降に65歳

以上で心身障害者福祉手当対

象の手帳を取得し、重度要介

護高齢者手当を受給中 

手当額 

月額 5，000 円 

身体障害者手帳 1･2 級 

療育手帳 、A、B 

精神障害者保健福祉手帳1級

月額 2,500 円 

身体障害者手帳 3級 

療育手帳C 

精神障害者保健福祉手帳2級

支給月

3月・9 月 

申請 

手帳、印鑑、通帳

窓口 

各区役所支援課

特 別

障 害 者

手 当

対象者 

重度の障害により、日常生

活で常時特別の介護を必

要とする 20 歳以上の方 

(1)身体障害者手帳1･2級、

及び療育手帳 程度の障

害が重複している方 

(2)一つの障害であっても上

記(1)と同程度の状態にある

方

(ｱ)所得制限 

(ｲ)施設入所中 

(ｳ)3 か月を超える入院 

手当額 

月額 26,830 円 

支給月 

2 月・5 月・8 月・11 月

申請 

診断書（所定の

様式）、手帳、所

得状況届、年金

証書等の写し、前

年中の年金収入

のわかるもの、印

鑑、通帳 

窓口

各区役所支援課

障 害 児

福祉手当

対象者 

重度の障害により、日常生

活で常時特別の介護を必

要とする 20 歳未満の方 

(1)身体障害者手帳 1 級及

び２級の一部 

(2)療育手帳 

(3)上記(1)、(2)と同程度の

状態にある方

(ｱ)所得制限 

(ｲ)障害を理由とする年金を受

給 

(ｳ)施設入所中 

手当額

月額 14,600 円 

支給月

2月・5 月・8 月・11 月

申請 

手帳(または診断

書） 、所得状況

届、印鑑、通帳 

窓口 

各区役所支援課

特 別

児童扶養

手 当

対象者 

次に該当する在宅の 20 歳

未満の障害児を養育してい

る保護者の方 

(1)身体障害者手帳1～3級

及び 4級の一部 

(2)療育手帳 ・A・B 

(3)上記(1)、(2)と同程度の

状態にある児童

(ｱ)所得制限 

(ｲ)障害を理由とする年金を受

給 

(ｳ)児童が施設入所中 

手当額

月額 51,500 円 

1 級（重度障害児） 

月額 34,300 円 

2 級（中度障害児） 

支給月

4月・8 月・11 月

申請

手帳(または診断

書）、住民票（世

帯全員）、戸籍謄

本、印鑑、通帳 

窓口

各区役所支援課
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種 別 該当要件 支給制限 手当月額・支給月 窓 口 

児童扶養

手 当

対象者 

離婚、死別等で父又は母と

生計を別にしている児童

（18 歳に達した日の属する

年度の3月末日までの児童

又は 20 歳未満で障害のあ

る児童）を養育している保

護者の方、また、父又は母

が一定以上の障害の状態

にある児童を養育している

方

(ｱ)所得制限 

(ｲ)公的年金を受給 

(ｳ)児童が施設入所中 

(ｴ)障害の状態にある父又は母

が、対象児童について公的年

金で子の加算を受給 

手当額 

①児童 1人の場合 

全部支給：月額 42,330 円 

一部支給：収入に応じて月額

9,990 円～42,320 円 

②児童 2人の場合 

 ①に 5,000 円加算 

③児童 3人以上の場合 

 ①、②に 3人目以降 

 1 人につき 3,000 円加算 

※ただし、父、母、養育者又は

児童が公的年金等を受給して

いるときは、その額が児童扶養

手当額より低い場合に限り、そ

の差額が手当額となります。 

申請

住民票（世帯全

員）、戸籍謄本、

印鑑、その他 

窓口

各区役所支援課

＊経過措置による福祉手当…20 歳以上で、制度改正（昭和 61 年 4 月 1 日）前の福祉手当

を受給していた方のうち、特別障害者手当も障害基礎年金も受けられない方に支給しま

す｡ただし、所得に応じた支給制限があります（手当額については障害児福祉手当と同じ

です）。

②平成 27 年度心身障害者福祉手当支給状況

障害の程度 金額（月額） 給付延人員 給付金額 

身体障害者手帳 1・2 級 

療育手帳 、Ａ、Ｂ

精神障害者保健福祉手帳 1級 

5,000 153,767 768,835,000

身体障害者手帳 3級 

療育手帳Ｃ 

精神障害者保健福祉手帳 2級 

2,500 109,134 272,835,000

合計 262,901 1,041,670,000

③特別障害者手当等給付状況

 特別障害者手当 障害児福祉手当 経過的福祉手当 

2３年度 
延人数（人） 8,944 6,498 670

金額（円） 235,733,160 93,169,090 9,606,950

２４年度 
延人数（人） 9,225 6,689 579

金額（円） 242,368,740 95,575,520 8,274,120

２５年度 
延人数（人） 9,636 6,709 521

金額（円） 252,442,300 95,580,220 7,423,580

２６年度 
延人数（人） 9,939 6,689 465

金額（円） 258,128,600 94,584,840 6,578,220

２７年度 
延人数（人） 9,984 6,521 464

金額（円） 264,736,280 94,049,060 6,690,160
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④特別児童扶養手当取扱い状況（各年度 3 月 31 日）

年度 23 24 25 26 27 

対象障害児数(人） 1,638 1,689 1,467 1,852 1,863 

（２）年金等 

①障害基礎年金＜国民年金加入者＞

・各区役所保険年金課 電話番号

   西 区 620-2674 北 区 669-6074 大宮区 646-3074 見沼区 681-6074
   中央区 840-6074 桜 区 856-6184 浦和区 829-6163 南 区 844-7184
   緑 区 712-1184 岩槻区 790-0175 

・年金医療課国民年金係 電話番号 829-1239 

●対象者

(ｱ)（ⅰ）国民年金加入中、または 60 歳以上 65 歳未満の間で日本国内に住んで 

   いたときに初診日のある病気やけがにより、政令で定める程度の障害の状 

   態にある方 

（ⅱ）初診日の属する月の前々月までで、保険料を納めた期間（保険料を免 

除された期間を含む）が加入期間の 3分の 2以上ある方（ただし、初診日 

が平成 38年 3月 31 日以前である場合は初診日の属する月の前々月までの 

1 年間に保険料の未納期間がない方も受けられます。） 

  (ｲ)  20 歳前に障害者となった方は、20 歳になったときから障害基礎年金が支給 

されます。（本人の所得により支給制限あり） 

●年金額（平成 28年度）
    1 級 975,125 円  2 級 780,100 円 

●受給者数

                                   （単位：人） 

       年度 

区分 
23 24 25 26 27 

障害基礎年金 10,794 11,170 11,515 11,940 12,340 

旧法による障害年金 241 219 204 186 165 
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 ②特別障害給付金 

  国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在その障害等級が 

  障害基礎年金の 1級又は 2級の程度に該当する次の方に給付される制度があります。 

・平成 3年 3月以前の国民年金任意加入対象であった学生の方 

  ・昭和 61年 3月以前の国民年金任意加入対象であった、被用者（厚生年金・共済 

組合等の加入者）の配偶者であった方 

③障害厚生年金＜厚生年金加入者＞ 

                    大宮年金事務所  電話 652-3399 

                    浦和年金事務所  電話 831-1638 

                    春日部年金事務所 電話 737-7112 

●対象者

厚生年金保険加入中に初診日のある病気やけがで、初診日（65歳まで）から 1 

年 6 か月以上経過した日または経過以前に治った日に、一定の障害の状態にある 

ときに障害厚生年金が受けられます。初診日から 5年以内に病気やけがが治り軽 

度の障害が残った場合は障害手当金（一時金）が受けられます。 

  ただし、障害厚生年金と障害手当金は、初診日前に一定の保険料納付要件を満 

たしていることが必要です。

（３）在日外国人障害者等福祉手当給付事業 

・各区役所保険年金課 電話番号

   西 区 620-2674 北 区 669-6074 大宮区 646-3074 見沼区 681-6074
   中央区 840-6074 桜 区 856-6184 浦和区 829-6163 南 区 844-7184
   緑 区 712-1184 岩槻区 790-0175 

・年金医療課国民年金係 電話番号 829-1239 

●概要

国民年金法の制度的な理由から、公的年金の受給権を得られなかった在日外

国人・日本人の障害者に対して、福祉的な措置として手当を支給して、福祉

の増進を図ることを目的としています。

●対象者

①昭和 37 年 1 月 1 日以前に生まれ昭和 57 年 1 月 1 日前に重度の障害を

負った在日外国人の方

  ②昭和 22 年 1 月 1 日以前に生まれ昭和 57 年 1 月 1 日～61 年 3 月 31 日まで

に重度の障害を負った在日外国人の方
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  ③日本国籍を有し、昭和 36 年 4 月 1 日～61 年 3 月 31 日までの海外居住中に

重度の障害を負った方

●支給額

月額 3 万円

●受給者数

平成 27 年度末  1 人
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５ 障害者総合支援法の障害福祉サービス

障害支援課      電話 829-1305 
各区役所支援課

（１） 障害者総合支援法のポイント

・平成 26 年 4 月 1 日から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律（障害者総合支援法）が完全施行されました。 

  ・改正障害者基本法を踏まえ、法の目的規定を改正し、基本理念が創設されました。

  ・「制度の谷間」を埋めるべく、障害者の範囲に難病等が加えられました。

  ・障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合い

を総合的に示す障害支援区分が創設されました。

  ・重度訪問介護の対象拡大等、障害者に対する支援が見直されました。

（２）利用できる障害福祉サービス

介護給付 訓練等給付

●居宅介護
 自宅で、入浴や排せつ、食事の介護を受け
られます。

●重度訪問介護
 自宅において入浴、排せつ、食事の介護、
外出時における移動支援などを総合的に受
けられます。

●同行援護
 視覚障害者が、外出時における移動に必要
な情報提供等の支援を受けられます。〔視覚
障害者〕

●行動援護
 外出時や外出の前後に危険を回避するため
に必要な支援を受けられます。〔知的障害者
又は精神障害者〕

●重度障害者等包括支援
 居宅介護などの複数のサービスを組み合わ
せた包括的な支援を受けられます。

●短期入所（ショートステイ）
 自宅で介護する人が病気の場合などに、短
期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、
食事の介護等を受けられます。

●療養介護
 医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、
介護及び日常生活上の世話を受けられま
す。

●自立訓練
 自立した日常生活又は社会生活が出来るよ
う、一定期間、身体機能又は生活能力の向
上のために必要な訓練を受けられます。

●就労移行支援
 一般企業等への就労を希望する人が、一定
期間、就労に必要な知識及び能力の向上の
ために必要な訓練を受けられます。

●就労継続支援
 一般企業等への就労が困難な人が、働く場
の提供を受けるとともに、知識及び能力の
向上のために必要な訓練を受けられます。

●共同生活援助（グループホーム）
 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談
や日常生活上の援助を受けられます。
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介護給付 訓練等給付

●生活介護
 昼間、入浴、排せつ、食事の介護などとと
もに、創作的活動又は生産活動の機会の提
供を受けられます。

●施設入所支援
 施設に入所する人が、夜間や休日、入浴、
排せつ、食事の介護等を受けられます。

（３）申請から決定までの手続きの流れ

   ①相談

    区役所支援課や相談支援事業者等で相談に応じ、適切なサービスや事業者の選択

のための支援を行います。

②申請

 障害福祉サービスの利用について介護給付費等の支給を受けようとする障害者等

は、区役所支援課に対して支給申請を行います。

＊申請の代行、代理人による申請もできます。

③サービス等利用計画案の提出依頼

 区役所支援課は、申請者にサービス等利用計画案の提出を依頼します。

④障害支援区分認定調査及び医師意見書の聴取

    区役所支援課の職員が、本人及び保護者等と面接し、認定調査を行います。同時

に、区役所支援課は申請者の主治医に対し医師意見書の作成を依頼します。

⑤一次判定

 区役所支援課は認定調査の結果をコンピューターに入力し、一次判定処理を行い

ます。

⑥二次判定

 障害支援区分認定審査会において一次判定結果及び特記事項、医師意見書により

二次判定を行います。

⑦障害支援区分の認定

二次判定結果を踏まえ障害支援区分の認定を行います。
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⑧サービスの利用意向聴取

 区役所支援課は申請者よりサービスの利用意向を聴取します。

⑨サービス等利用計画案の提出

 区役所支援課から、サービス等利用計画案の提出を求められた申請者は、特定相

談支援事業者が作成したサービス等利用計画案を提出します。

⑩支給決定案の作成

区役所支援課は障害支援区分やサービスの利用意向聴取の結果、サービス等利用

計画案等を踏まえ、市が定めた支給決定基準に基づき支給決定案を作成します。

⑪支給決定

 区役所支援課は、支給決定の勘案事項、審査会の意見、支給決定案等の内容を踏

まえ、支給決定を行います。

 支給決定では、利用するサービス、支給量、支給期間、利用者負担額などが決ま

ります。

⑫受給者証の交付

 障害福祉サービスの支給決定がされると、支給決定内容などサービスを利用する

際に必要となる事項を記載した受給者証が交付されます。

⑬サービスの利用契約

 事業者又は施設に受給者証を提示し、サービスの利用を申し込み、サービスの利

用に関する契約を結びます。

※訓練等給付、地域相談支援給付のみを希望される方や 18 歳未満の方については、

障害支援区分の認定は不要ですので、④～⑦は必要ありませんが、各区役所支援

課職員等による訪問調査を受けていただきます。

（４）利用者負担

 利用者本人や保護者等は、原則、サービス費用の１割の利用者負担額を支払いま

す。

   その際、サービス量に応じて著しく増大しないように、利用者負担額については所

得区分に応じた上限月額を設定しています。
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６ 児童福祉法のサービス    

障害支援課（通所支援の場合） 電話 829-1305 
各区役所支援課（通所支援の場合）     

児童相談所（入所支援の場合） 電話 840-6107 

（１）児童福祉法のポイント

  ・障害の種別にかかわらず、障害のある児童が身近な地域で適切な支援が受けられる

よう、サービスを提供する事業所を充実させます。

・サービスを利用する児童の利用量と所得に応じた負担を行うとともに、国と地方

自治体が責任をもって費用負担を行います。

（２）利用できるサービス

障害児通所支援 障害児入所支援

●児童発達支援
 日常生活における基本的な動作及び知識技
能を習得し、集団生活に適応することができ
るよう、指導や訓練を受けられます。
●医療型児童発達支援
 医療機関で、日常生活における基本的な動
作及び知識技能を習得し、集団生活に適応す
ることができるよう、指導や訓練を受けられ
ます。〔上肢・下肢・体幹の機能の障害がある
児童〕
●放課後等デイサービス
 学校に通学中の障害児が、放課後や長期休
み中等において、生活能力向上のための訓練
などを受けられます。
●保育所等訪問支援
 保育所等に通う障害児に対して、当該施設
を訪問し、集団生活への適応のための専門的
な支援を行います。

●福祉型障害児入所施設
 施設に入所する障害児が、日常生活上必要
となる知識技能を習得するための支援を受け
られます。
●医療型障害児入所施設
 医療機関で、日常生活上必要となる知識技
能を習得するための支援及び治療を受けられ
ます。〔知的障害児、肢体不自由児、重症心身
障害児〕

（３）申請から決定までの手続きの流れ（通所支援の場合）

   ①相談

    区役所支援課や相談支援事業者等で相談に応じ、適切なサービスや事業者等の選  

   択のための支援を行います。

②申請

 サービスを利用しようとする障害児の保護者等は、区役所支援課に対して支給申

請を行います。

＊申請の代行、代理人による申請もできます。
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③障害児支援利用計画案の提出依頼

 区役所支援課は、申請者に障害児支援利用計画案の提出を依頼します。

④サービスの利用意向聴取

 区役所支援課は申請者よりサービスの利用意向を聴取します。

⑤障害児支援利用計画案の提出

区役所支援課から、障害児支援利用計画案の提出を求められた申請者は、障害児

相談支援事業所が作成した障害児支援利用計画案を提出します。

⑥支給決定

 区役所支援課は、通所給付支給決定の勘案事項、児童相談所等の意見、障害児支

援利用計画案を勘案して支給決定を行います。

支給決定では、利用するサービス、支給量、支給期間、利用者負担額などが決ま

ります。

⑦受給者証の交付

 通所給付の支給決定がされると、支給決定内容などサービスを利用する

際に必要となる事項を記載した受給者証が交付されます。

⑧サービスの利用契約

 事業者又は施設に受給者証を提示し、サービスの利用を申し込み、サービスの利

用に関する契約を結びます。

※障害児入所支援の申請等については、児童相談所までお問い合わせください。

（４）利用者負担

 サービスを利用する障害児の保護者は、原則、サービス費用の１割の利用者負担額

を支払います。

その際、サービス量に応じて著しく増大しないように、利用者負担額については所

得区分に応じた上限月額を設定しています。
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７ 日常生活の支援

障害支援課      電話 829-1308 
各区役所支援課          

（１）補装具の交付・修理

   ①事業内容

 在宅の重度障害者（児）及び厚生労働省が定める対象疾患患者（対象 332 疾患）、

または関節リウマチ患者の方の身体の障害を補い、日常生活の向上を図るため、補

装具の購入・修理のための費用の支給を行います。

支給にあたっては、障害者更生相談センターの判定（児童の場合は、育成医療機関、

保健所の意見書）が必要です｡

    ●補装具の種類

     （視覚障害）義眼、眼鏡、盲人安全つえ

     （聴覚障害）補聴器

     （肢体不自由及び言語機能障害）重度障害者用意思伝達装置

     （肢体不自由）義肢、装具、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ、座

位保持装置〔以下児童のみ〕座位保持椅子、頭部保持具、排便補助具、起立

保持具

    ●費用負担

     原則１割の費用負担がありますが、世帯の所得により上限があります。

   ②補装具交付・修理件数の推移

                                 （単位：件）

年度
区分 

23 24 25 26 27 

交 付 1,538 1,533 1,591 1,677 1,501 

修 理 985 923 925 894 869 

計 2,523 2,456 2,516 2,571 2,370 

（２）軽・中等度難聴児の補聴器の交付 

①事業内容

身体障害者手帳の交付の対象とならない軽度又は中等度の難聴児の言語の習得、

教育等における健全な発達を支援するため、補聴器の購入のための費用の支給を行

います。支給にあたっては、育成医療機関の意見書が必要です。

    原則１割の費用負担がありますが、世帯の所得により上限があります。
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   ②支給件数

年度
区分 

25 26 27 

件数（件） 23 22 20 

支給額（円） 1,568,520 1,620,710 1,166,764 

（３）日常生活用具の給付・貸与

   ①事業内容

在宅の重度障害者（児）、厚生労働省が定める対象疾患患者（対象 332 疾患）、又

は関節リウマチ患者の方の日常生活の便宜を図るため、日常生活用具の給付（福祉

電話・ファクスは貸与）を行っています。原則として、施設入所中、入院中は給付・

貸与の対象となりません。また、原則 1 割の費用負担がありますが、世帯の所得に

より上限があります。

● 日常生活用具種目（年齢、障害の程度等により対象品目に制限があります）

②給付状況

対象 

年度 

・件数・支給額 

大人 児童 
難病・小児慢性

特定疾患 

23 年度 
件数(件) 14,201 2,296 31 

支給額(円) 173,389,033 27,083,642 2,101,050 

24 年度 
件数(件) 15,031 2,473 29 

支給額(円) 167,103,169 28,651,965 1,302,850 

25 年度 
件数(件) 16,118 2,727  

支給額(円) 176,602,278 31,035,352  

介護・訓練支援用具

 特殊寝台、特殊マットその他の障害のある方の身
体介護を支援する用具並びに障害児が訓練に用いる
いす等で、障害のある方及び介助者が容易に使用で
きるもの

自立生活支援用具
 入浴補助用具、聴覚障害者用屋内信号装置その他
の障害のある方の入浴、食事、移動等の自立生活を
支援する用具

在宅療養等支援用具
 電気式たん吸引器、盲人用体温計その他の障害の
ある方の在宅療養等を支援する用具

情報・意思疎通支援用具
 点字器、人工喉頭その他の障害のある方の情報収
集、情報伝達、意思疎通等を支援する用具

排泄管理支援用具
ストマ用装具その他の障害のある方の排泄管理を
支援する用具及び衛生用品

居宅生活動作補助用具
障害のある方の居宅生活動作等を円滑にする用具
であって、設置に小規模な住宅改修を伴うもの
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26 年度 
件数(件) 17,022 2,623  

支給額(円) 189,406,168 30,096,238  

27 年度 
件数(件) 17,815 2,378  

支給額(円) 200,494,611 27,794,349  

（４）小児慢性特定疾病児童等日常生活用具の給付

   ①事業内容

 小児慢性特定疾病児が日常生活に必要とする便器、特殊マット等の日常生活用具を

給付します。

●対象者

次の要件をすべて満たす方

     ・小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けている方

・児童福祉法、障害者総合支援法の施策の対象にならない方

●対象品目

便器、特殊マット、特殊寝台、特殊尿器、体位変換器、入浴補助用具、車い

す、電気式たん吸引器、歩行支援用具、特殊便器、頭部保護帽、クールベスト、

紫外線カットクリーム、ネブライザー、動脈血中酸素飽和度測定器（パルスオ

キシメーター）、ストーマ装具（蓄便袋・蓄尿袋）、人工鼻

●費用負担

世帯の所得税額等に応じた費用負担がありますが、市の制度により、その世帯の

課税状況によって費用負担が無料となる場合があります。

（５）緊急時連絡システム事業

①事業内容

 在宅の重度障害者が、急病、事故などの緊急時にボタンひとつで通報できるよう、

ペンダント型発信機と緊急通報電話機を設置しています。

●費用負担

  電話の基本料、通話料は自己負担。システムの設置費、維持管理費は市が負担

します。

（６）訪問入浴サービス

①事業内容

 家庭において入浴が困難な重度身体障害者の家庭を訪問し、入浴サービスを行っ

ています。


