
福祉政策の方向性について

～ 現金給付からサービス給付へという方針に基づく福祉政策の方向性について・敬老祝金支給事業について ～

○高齢者人口の増加等によるサービス給付費増大への対応

福祉政策にかかる事業費の増大

○認知症高齢者や単身高齢者の増加等、新たな福祉課題への対応

高齢者数・障害者数の増加により、今後ますます福祉介護サービス費用の増大が

見込まれます。可能な限り要介護（要支援）にならないための予防に関する政策

の充実が求められます。

認知症高齢者の増加による福祉と医療の連携や、単身高齢者の増加による地域の

見守り活動の充実、さらには雇用環境の悪化による失業者の増加に対応した就労

支援の充実が求められます。

景気低迷等による市税収入の減少

デフレの影響や雇用環境の悪化など今後の経済状況は先行きをみることができず、

市税を中心とした歳入の確保はますます困難となることが見込まれます。

現金給付の見直し

○受給者の増加による過大な財政負担

一律の現金給付は、高齢化の進行等による受給者の増加により、過大な財政負担

を伴います。

平成22年8月30日開催
都市経営戦略会議資料

福祉を取り巻く環境の変化に対応した制度運営を図るため、今後の福祉政策の方向性を検討

１．背景・目的 ２．検討の手法・スケジュール

見直しを図る事業・新たに創出する事業を検討し、各福祉計画へ反映

○制度創設当初の意義が薄れたものも存在

疾病等による経済的損失を補填する所得補償的な性格を有する現金給付は、セー

フティネットの充実等により、制度創設当初の意義が薄れたものも存在します。

現金給付については、所得制限や利用者負担の導入等の見直しを行い、これによ

り得られた財源を、新たな福祉課題への対応など、将来に向けて今後、市が重点

的に取り組むべき政策に活用します。

サービス給付への転換

○見直しを図る事業・新たに創出する事業を、福祉部内に設置した検討会議で検討します。市

民・事業者・有識者で構成される「高齢者保健福祉計画等検討協議会」等での審議を経て、

「第５期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」等へ反映します。

平成２４年度平成２３年度平成２２年度

○高齢者保健福祉計画等へ反映

○障害者総合支援計画へ反映

○見直し事業を検討

○新規事業を検討

３．敬老祝金支給事業について
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現金給付からサービス給付への方針に基づき、制度の見直し（廃止を含む。）を検討

○敬老祝金の趣旨は、平均寿命を超えてご健在の高齢者について、公共として敬老の意を表し、

祝福するものです。しかしながら、平均寿命の延伸により、対象者が年々増加し、経費の増

大を招いています。

【敬老祝金の支給実績と今後の推計】

○社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会・高齢者保健福祉計画等検討協議会において、長寿慶

祝事業のあるべき姿などを含め、今後の高齢者福祉政策の方向性を検討します。

○自治会回覧板や様々な団体・市民が集う場で、敬老祝金支給事業の見直しの必要性について、

説明します。

○上記市民への説明状況について、議会へ報告を行うなかで、事業の見直しを進めます。

家族形態の変化やコミュニティの希薄化により、これまで家庭や地域が担ってきた介護や育

児の機能も脆弱化し、増加を続ける高齢者や障害者、その家族に対する福祉介護サービスの

あり方が大きく問われています。

○見直し後の事業の実施

○保健福祉総合計画へ反映

資料１



高齢者の見守りについて

１．背 景

一人暮らし高齢者等の増加（見守りや声かけを必要とする高齢者の増加）

○高齢化や核家族化の進行により、一人暮らし高齢者や高齢者のみ世帯が増加してい

ます。

○一人暮らし高齢者等は外出の機会も少なくなり、地域社会との交流が低下する場合

があり、閉じこもりによる心身状態の悪化や孤立死等が懸念されます。

○家族と同居されている高齢者や日中独居の高齢者に対する見守りも必要となります

が、現在のシステムでは難しく、今後の課題となっています。

２．見守りの現状

高齢者地域ケア・ネットワークの構築

＜地域・行政の協働による取組＞

○市内４７の地区社会福祉協議会に自治会、老人クラブ、民生委員、ボランティア、

近隣住民による見守りのネットワークを、平成２５年度までに整備します。

○それぞれの団体が実施する取組の状況を共通理解する場として「ネットワーク会

議」を設置するとともに、地域包括支援センター等が関わることにより、専門的

な支援を必要とする高齢者を介護保険サービス等の利用へつなげます。

※「高齢者地域ケア・ネットワークの進捗状況」平成２１年１２月現在

見守りネットワーク整備地区： ４地区社会福祉協議会

ネットワーク会議設置地区 ：１４地区社会福祉協議会

＜行政の取組＞ ※主なもの

宅配食事サービス事業

○一人暮らし高齢者・高齢者のみ世帯に対する安否確認・孤独感の解消・健康管理

を目的として、定期的に食事を配達します。

緊急通報・相談等事業

○一人暮らし高齢者宅に緊急通報機を設置するとともに、定期的に電話による安否

確認を行います。

一人暮らしの高齢者等に対して、重層的な見守りの体制を確立

３．施策の展開

水道事業者や郵便事業者等が気になる世帯を発見した場合に、区役所へ連絡できる体制を整備します。

全市的取組

地域的取組

個別的取組

※「高齢者実態調査」（平成２０年６月実施）

単身高齢者世帯：２１，５９０世帯

高齢者のみ世帯：２６，５４３世帯

４８，１３３世帯

（全世帯の８．７％）

（前回調査と比較し１４．９％増）

【総合振興計画新実施計画事業】

水道事業者や郵便事業者等による見守り水道事業者や郵便事業者等による見守り

水道検針員
郵便配達員等

水道検針員
郵便配達員等

単身高齢者世帯等

①見守り

②気になる高齢者を発見

区役所区役所

③連絡

④調査・確認

＜スケジュール＞

○平成２２年７月～：関係事業者へ協力依頼

水道検針員等の意識啓発

○平成２２年８月～：協議が整った事業者から

見守り活動開始

地区社会福祉協議会を中心とした近隣住民等による見守り地区社会福祉協議会を中心とした近隣住民等による見守り

○高齢者地域ケア・ネットワークを推進します。このネットワークの一つの取組として、モデル地区を選定し、

新聞や牛乳販売店等の宅配業者の協力による見守りの体制づくりに取り組みます。

○ふれあい福祉基金補助金の地域福祉活動枠を拡充し、ネットワーク会議開催費用・啓発用のチラシ作成費用

等を補助します。

③連絡

自治会自治会

老人クラブ老人クラブ

民生委員民生委員

ボランティアボランティア

近隣住民近隣住民

地区社会福祉協議会地区社会福祉協議会

単身高齢者等

①見守り ②気になる高齢者を発見

包括支援
センター等

支援

新聞・牛乳販売店等新聞・牛乳販売店等

＜スケジュール＞宅配業者の協力による見守り

○平成２３年４月～：モデル地区の選定

ふれあい福祉基金
市民や企業からいただいた寄附金を原資に、Ｎ
ＰＯやボランティア団体が行う地域福祉活動や
放課後児童クラブの施設修繕などに対して補助

著しく高齢化が進行した地区における行政と地域の連携による見守り著しく高齢化が進行した地区における行政と地域の連携による見守り

○昭和４０年代に大規模団地の整備や大規模な宅地開発が行われた地区では、高齢化が著しく進行しています。

○このような地区については、高齢者に対する見守りを地域のみで行うことは困難であることから、専門的な

相談員を配置し、日常的な見守りや相談対応を行うとともに、生活支援のコーディネートを行います。

＜スケジュール＞

○平成２２年７月～：西区プラザ（高齢化率３３．８％）、南区水深団地（高齢化率４６．３％）をモデル

に、支援の仕組を検討

○平成２３年４月～：社会福祉法人やＮＰＯに対して、モデル地区の実態把握と支援の仕組みづくりを委託

平成22年8月30日開催
都市経営戦略会議資料

災害時要援護者支援の取組 【総合振興計画新実施計画事業】

○行政が作成した「災害時要援護者名簿」を基に、自主防災組織が中心となり名簿

登録者一人ひとりに「誰が、どこに避難させるのか」を定める「避難支援プラン」

の作成に着手します。⇒将来的にこれを「地域的取組」（右ページ参照）の第一

義的な見守り体制とすることが可能

＜スケジュール＞ケア・ネットワークに対する補助

○平成２３年３月～：自治会等へ周知

○平成２３年６月～：補助実施

資料２



重度要介護高齢者手当について

この制度は、重度の要介護高齢者を抱える世帯の、経済的な負担を軽減するために実
施している制度であり、昭和４０年代後半に、国の補助制度が確立され、各自治体に
「ねたきり老人手当」として創設され実施されていた。

平成１２年度の介護保険制度の導入及び平成１３年度の合併に伴い、「さいたま市重
度要介護高齢者手当支給条例」を制定し、現行の内容の制度として実施している。

なお、本制度については、現金給付からサービス給付へという方針に基づく「福祉政策
の方向性について」の検討と併せて見直しを進めていく予定である。また、本制度は条
例に基づき実施しているため、制度の変更には条例改正が必要となる。

１．背景・目的

２．重度要介護高齢者手当の現状

平成２２年８月３０日開催
都市経営戦略会議資料

在宅であり要介護度が要介護３～５で、保険料率４段階以下の方に支給。

受給者内訳（平成２２年８月６日現在） （単位:人）
要介護３ 要介護４ 要介護５ 合計

保険料率１～３ 1,443 730 388 2,561
保険料率４ 1,062 498 232 1,792
合計 2,505 1,228 620 4,353

３．見直しの内容

要介護４・５要介護４・５要介護３～５要介護３～５

保険料率１～３
（世帯非課税）

保険料率１～３
（世帯非課税）

保険料率１～４
（本人非課税）

保険料率１～４
（本人非課税）

要介護度

保険料率

①対象者

（改革後も同額） 支給額月１万円支給額月１万円支給額月１万円支給額月１万円

②支給額

③見直しの準備

見直し対象者が7割を超えるため、混乱を避けるため経過措置として
現在の受給者に対しては現在の要件に該当する間に限り、継続して
手当を支給する。

④経過措置

⑤財政への影響

平成23年度から見直しを反映した場合の改革後の受給者及び予算額の推移
新規（人） 喪失（人） 実人数（人） 予算見込（千円）

平成21年度 +1,922 -1,454 5,476 510,550
平成22年度 +2,102 -1,590 5,988 541,250
平成２３年度 +590 -1,739 4,840 424,118
平成２４年度 +645 -1,405 4,080 346,601
平成２４年度から見直しを反映した場合
平成23年度 +2,298 -1,739 6,547 573,730
平成24年度 +645 -1,901 5,292 449,526

過去3年間の推移
事業費(千円） 実人数（人）

平成19年度 444,400 4,818
平成20年度 472,730 5,008
平成21年度 510,550 5,476

①本市の現状

１８政令市中、本市を含む３市でのみ実施。
（但し千葉市は平成１８年度からは新規申請を受け付けていない。）

・千葉市： 要介護４以上 月額８，６５０円 本人非課税
・新潟市： 要介護３～５ 月額５，０００円 本人非課税

政令市

県内４０市のうち、本市を含む３１市に手当の支給制度がある。

（主な県内隣接他市）
・川口市： 要介護４以上 月額 ５，０００円 本人非課税。
・川越市： 要介護３～５ 月額１２，５００円 所得要件なし。
・上尾市： 要介護４以上 月額１０，０００円 世帯非課税。
・春日部市：要介護４以上 月額 ５，０００円 本人非課税。

県内他市

②他市の現状

「現金給付からサービス給付へ」という方針に基づく福祉政策の方向
性についての検討結果を踏まえて実施。

議会対応

パブリックコメント

条例改正案を議会に上程

都市経営戦略会議

市民への周知

※
※保険料率１～３段階：

世帯非課税

保険料率４段階：
本人非課税

資料３
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都市経営戦略会議資料 
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仮称）健康長寿フォーラム 2011 inさいたま
～ 旧（仮称）健康長寿日本一を目指して 絆フォーラム 2011 inさいたま ～

さいたま市ヘルスプラン２１

しあわせ倍増プラン２００９

○日本一健康で元気なまちづくり

食生活や運動習慣の改善を支援することで、健康寿命の延伸を目指す「元気倍増

大作戦」として取り組んでいる。

平成22年8月30日開催
都市経営戦略会議資料

健康寿命の延伸に向けて「日本一健康で元気なまちづくり」を掲げる本市と、健康づくりの先
進自治体での健康長寿の取り組みとノウハウを共有し、健康づくりのさらなる推進を目指す。

１．背景・目的 ２．事業の概要

「みどりに癒される健康で元気なまちづくり」と題したフォーラムの開催

○フォーラムの開催（一般市民400人）

・さいたま市長と先進自治体（佐久市長）による健康長寿まち自慢

「みどり」を活用した健康づくりの取り組みの紹介

・基調講演

著名人による健康づくりに関する講演

・パネルディスカッション

「みどりに癒される健康で元気なまちづくり（仮）」

パネリスト：さいたま市長、佐久市長、基調講演講師、見沼田んぼ及び盆栽村関係者等

（さいたま市）、森林セラピー推進協議会（佐久市）

〇さいたま市健康絆体操

・子どもから高齢者まで、誰でも簡単にできる健康体操を創作し、会場で披露

・「ヌゥ」や「うなこちゃん」会場の参加者と一緒に体操

・メディアの活用やDVDの作成による絆体操の普及
〇パネル展示

人生を豊かにするためには、生涯にわたって健康を維持すること、健康寿命を延ばすこと
が重要である。
さいたま市では、しあわせ倍増プラン2009で「日本一健康で元気なまちづくり」を掲げ、

健康寿命の延伸を目指している。また、見沼田んぼの豊かな自然や盆栽等を活用した、心の
安らぐ「市民の憩える場所」の整備を進めている。

市民一人ひとりの健康づくりを支援し、健康寿命の延伸を目指した「さいたま市
ヘルスプラン２１」を平成15年に策定し、基本的な考え方や取り組みを示している。

○いつでも、どこでも、だれでも、いつまでも スポーツができるまちづくり

健康づくりのため「いつでも、どこでも、だれでも、いつまでも」スポーツがで

きる場と機会を増やす「多目的広場倍増プロジェクト」を展開している。

身近に息づくみどり

首都近郊に残された貴重な大規模緑地空間である「見沼田んぼ」や、平成22年3
月に、世界で初めての公立の盆栽の美術館となる「さいたま市大宮盆栽美術館」が
オープンするなど、市民の身近なところに「みどり」が息づいている。

健康づくりの先進自治体（長野県佐久市）

健康長寿都市宣言

市民だれもが、健やかで生きがい豊かな人生を全うできることを目指し、平成18
年3月に、「健康長寿都市」を宣言。

緑からの癒しとウォーキング

○市民が憩える場所づくり

見沼田んぼ固有の豊かな自然や歴史的文化遺産等を活用した、心の安らぎと潤い

を覚えるような「市民が憩える場所」を整備する。

温泉資源とその周辺での森林セラピー・里山ウォーキングによる「こころとから
だ」の健康事業を推進している。

期待する効果

市民一人ひとりが積極的・主体的に健康づくりに取り組むことへの意識が高まる。また、見
沼田んぼの自然や盆栽および健康絆体操を活用した心と体の健康づくりの情報を提供すること
で、健康寿命の延伸を図る。

３．健康長寿に関する現状

さいたま市 全 国 佐久市

平均寿命（年） 男 79.75 78.79 79.9

（Ｈ１７） （政令指定都市2位）

女 85.83 85.75 86.1

（政令指定都市8位）

出生率（人口千対） 9.0 8.6 8.4
（Ｈ１９）

死亡率（人口10万対） 6.3                  8.8                 10.5

（Ｈ１９）

老年人口割合（％） 18.6 （Ｈ２２） 22.1 （Ｈ２０） 25.5 （Ｈ２２）

資料５


