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令和元年度第２回さいたま市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会議事録 

日時：令和２年１月１０日（金）１０時００分～１２時００分 

場所：浦和区保健センター ３階 講座室 

１ 出席者：梶川会長、小松委員、大麻委員、大熊委員、金子直史委員、川越委員、澤岡

委員、篠﨑委員、関根すみ子委員、関根隆俊委員、田中委員、花俣委員、松尾

委員、宮嶋委員、若杉委員 

２ 欠席者：金子裕子委員、岸田委員、坂田委員 

３ 事務局：保健福祉局 理事 青木 

長寿応援部 部長 西澤 

高齢福祉課 課長 山﨑、課長補佐 宮田、係長 村上、主事 川上、主事 

德田 

いきいき長寿推進課 課長 川角、課長補佐 小島、係長 髙橋 

介護保険課 課長 石﨑、課長補佐 百澤、係長 坂口、 

４ 報 告：（１）臨時委員の委嘱について（公開） 

      （２）「健康とくらしの調査」について（公開） 

      （３）さいたま市認知症の人にやさしい地域づくり推進委員会について（公開） 

５ 議 事：（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（公開） 

      （２）高齢者保健福祉計画等策定のためのアンケート調査（介護予防・日常生

活圏域ニーズ調査）について（公開） 

６ 傍聴者：０名 

７ 議事録： 

○事務局：定刻となりましたので、「令和元年度第２回さいたま市社会福祉審議会高齢者福

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

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

今回から、第８期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定に向け、臨時委員の４

名の皆様にもご出席いただき、分科会を進行していきます。 

つきましては、はじめに臨時委員の皆様に、さいたま市保健福祉局理事の青木から、

委嘱状の交付をさせていただきます。 

お手元に配布いたしております名簿の登載順に委嘱状を交付いたしますので、臨時委

員の皆様におかれましては、順番がまいりましたら、自席にてご起立いただきますよう

お願い申し上げます。 

  （臨時委員４名へ委嘱状を交付） 
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ありがとうございました。なお、臨時委員の皆様のご紹介につきましては、後ほど改

めて行わせていただきますので、ご了承願います。 

続きまして、出欠状況についてご報告をいたします。 

本日の会議は、委員１８名中、１５名にご出席をいただいておりますので、「さいたま

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

いたします。 

次に、資料の確認をいたします。本日の会議資料の一部につきましては、事前にお送

りしておりますが、次第、委員名簿、席次、資料１ 健康とくらしの調査について、資

料２ さいたま市認知症の人にやさしく地域づくり推進委員会について、資料３ さい

たま市第８期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（令和３年度～令和５年度）基本

方針及び施策展開の方向性について（案）、資料４－１ 高齢者保健福祉計画等策定のた

めのアンケート調査（介護予防・日常生活圏域ニーズ調査）の実施について、資料４－

２ さいたま市高齢者保健福祉計画等策定のためのアンケート調査ご協力のお願い（調

査票案）、参考資料１ さいたま市総合振興計画について、参考資料２ さいたま市社会

福祉審議会条例＜抜粋＞、参考資料３ さいたま市社会福祉審議会公開要領、第３回専

門分科会の日程調整に係る用紙でございます。

過不足、乱丁・落丁がございましたら、お申し出いただければと存じます。 

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

す。 

◎長寿応援部長： 本日は新年の大変お忙しい中、お集まりいただきましてありがとうござ

います。 

また、皆様には、日頃より本市の保健福祉行政につきましては、ご尽力、ご協力いた

だきまして、この場をお借りいたしまして、御礼申し上げます。 

また、臨時委員として、今回からご出席いただきます皆様に関しましては、ご就任に

ついて、ご快諾いただき、誠にありがとうございます。 

本市の高齢者施策に対し、皆様の専門的な見地からご意見をいただければと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。 

  さて、本市の人口はすでに、130 万人を超えておりまして、今後も増加していくことが

見込まれています。その一方で、２０２５年には団塊の世代が７５歳以上となり、医療

や介護の需要が、さらに増加することが見込まれています。本市を取り巻く環境はこれ

からも予断を許さない状況であり、このような状況に対し、真摯に取り組み、持続可能

な社会の実現に向けた高齢者施策を築いていくことが求められております。 

本日は、この２０２５年を見据えた、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、本日は、その方向性を中心にご議論いただきたいと考えています。 

各委員におかれましては、どうか忌憚のないご意見・ご指導をいただきますようお願

い申し上げ、挨拶に代えさせていただきます。 
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  どうぞ、よろしくお願いいたします。 

○事務局：それでは、臨時委員及び前回ご欠席の委員におかれましては、本日が初回とな

りますので、事務局の幹部職員を紹介させていただきたいと思います。 

◎保健福祉局理事：保健福祉局理事の、青木でございます。 

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

◎高齢福祉課長：高齢福祉課長の、山﨑でございます。 

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

お願いします。 

◎介護保険課長：介護保険課長の、石﨑でございます。 

○事務局：併せて、担当者が同席いたしますことをご報告申し上げます。 

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

の進行につきましては梶川会長よろしくお願いします。 

△分科会長：はい。では、議題に入る前に、傍聴者の取り扱いについてお諮りたいと存じ

ます。事務局からご説明お願いいたします。 

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

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

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

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

どについて事務局では（１）～（３）には非該当と判断しております。 

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

開とし、傍聴を希望する者の傍聴を認めてよろしいでしょうか。 

□各委員：了。 

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

します。それでは、傍聴を希望する方はいらっしゃいますか。 

○事務局：本日はいらっしゃいません。 

△分科会長：はい。ありがとうございます。 

（報告１ 臨時委員の委嘱について） 

△分科会長：では、報告１ 臨時委員の委嘱について事務局から説明をお願いします。 

◎高齢福祉課長：まず臨時委員についてご報告をさせていただきます。お手元の委員名簿

を確認ください。昨年８月の第１回高齢者福祉専門分科会において、第８期高齢者福祉

計画・介護保険事業計画の策定に向け、計画検討会を設置し、現任の委員から４名、臨

時委員４名の計８名を選任することでご承認をいただいていることです。 

これを受け、委員長及び事務局において検討を行った結果、委員名簿にあるとおり、

８名の計画検討会委員を選任させていただきました。〇がついている方々でございます。

計画検討会委員へのご就任をいただいた各委員の皆様には感謝申し上げます。 
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現任委員の４名については、梶川会長、小松会長職務代理者のほか、第７期計画の計

画検討会にも参画いただいた、さいたま市介護支援専門員協会様及び特定非営利活動法

人ケア・ハンズ様にご協力いただきましたので、松尾委員、大麻委員にご就任いただく

ことといたしました。 

臨時委員については、第８期計画の検討に際し、特に重要と考えている分野の有識者

の方々にご就任をいただくこととしました。簡単ではありますが、名簿の登載順に、各

臨時委員のご紹介をさせていただきます。 

４番の大熊 克信委員におかれましては、埼玉県地域リハ・ケアサポートセンター、

さいたま市民医療センターにおかれまして、理学療法士として、さいたま市内の介護予

防事業の活性化にご尽力いただいており、主に介護予防や自立支援の視点からのご協力

をいただきたいと考えております。 

７番の川越 雅弘委員におかれましては、埼玉県立大学大学院保健医療福祉学研究所

研究開発センターの教授として、国の社会保障審議会や近隣自治体における介護保険事

業計画の策定にご尽力されております。主に地域包括ケアの視点からのご協力をいただ

きたいと考えております。 

１０番の澤岡 詩野委員におかれましては、公益財団法人ダイヤ高齢社会研究財団に

おかれまして、老年学の研究者として、全国各地での講演や執筆活動にご活躍されてお

り、主に高齢者雇用や社会参加の視点からのご協力をいただきたいと考えております。 

１５番の花俣 ふみ代委員におかれましては、公益社団法人認知症の人と家族の会埼

玉県支部代表として、認知症に関する知識の普及及び認知症の人と家族の方の支援にご

尽力されており、主に認知症対策の視点からご協力をいただきたいと考えております。 

臨時委員についての説明は以上であります。今後のご議論へのご協力の程、重ねてお

願い申し上げます。 

△分科会長：それでは、臨時委員の皆様から一言ご挨拶を頂戴したいと思います。まず、

大熊委員からご挨拶お願いします。 

□大熊委員：皆さん、おはようございます。埼玉県地域リハビリテーションケアサポート

センターで、さいたま市を担当しております、大熊と申します。所属は、西区にあるさ

いたま市民医療センターに理学療法士として勤務しております。平成２５年の下半期か

ら担当させていただいて、正式には平成２８年からさいたま市さんとは、一般介護予防

事業や最近では地域ケア会議について、一緒に仕事をさせていただいております。今後

ともよろしくお願いいたします。 

△分科会長：ありがとうございました。では次に、川越委員お願いします。 

□川越委員：埼玉県立大学の川越と申します。よろしくお願いいたします。計画関係に関

しましては、国が計画に関する様々な研究を行っていまして、そういった国の事業の中

で、委員会等に参加をして、委員を行ってきたということと、具体的に市町村の支援を

しているというところで、埼玉県内のいくつかの市町村の介護保険事業計画の受託もし
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てますし、データの分析とか事業推進のアドバイザーとして、関わってといる者です。

どうぞよろしくお願いいたします。 

△分科会長：ありがとうございました。では次に、澤岡委員お願いいたします。 

□澤岡委員：先ほどご紹介に預かりました、ダイヤ高齢社会研究財団という機関で研究員

をしております、澤岡と申します。よろしくお願いいたします。 

出身は建築で、都市計画の中で、高齢期のまちづくりということを研究していたので

すが、その中でやはりハードだけでは、豊かに幸せに年を重ねられないのかなというこ

とで、今は地域の中の緩やかな繋がり、それから、あとは認知症とか虚弱化しても、地

域の中で、どんな役割を持って生活していけるのかな、そういったことを含めた豊かな

地域づくり、そのあり方について研究をしております。さいたま市さんについて、やは

りシニアユニバーシティであったり、様々な地域参加のそういった場で講演などもさせ

ていただいております。今までの経験、知見を今回の委員会に活かさせていただけたら

と思っております。よろしくお願いいたします。 

△分科会長：ありがとうございました。それでは、花俣委員お願いします。 

□花俣委員：公益社団法人認知症の人と家族の会の花俣と申します。家族の会は 47都道府

県すべてに支部があります。当事者団体の全国組織ということで、基本的な活動の他に

も、様々な啓蒙・啓発活動に取り組んでおりまして、私は厚生労働省の社会保障審議会

の介護保険部会の委員であるとか、或いは成年後見制度利用促進専門家会議の委員など

も、家族会の方に就任依頼がございまして、そちらの方にも関わらせていただいていま

す。また、さいたま市さんからも、認知症施策における受託を受けており、ぜひ何らか

のお役に立てればなと思っておりますので、よろしくお願いします。 

△分科会長：ありがとうございました。非常に高い見識をお持ちの臨時委員の方々が加わ

っていただき、非常に私も百万の味方を得たような気でございます。では、今後活発な

議論を進めていただきたいというふうに思います。それから、ご意見を頂戴できればと

思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

（報告２ 「健康とくらしの調査」について） 

△分科会長：次に、「報告２ 「健康とくらしの調査」について」、事務局から説明をお願

いします。

◎いきいき長寿推進課長：いきいき長寿推進課長の川角でございます。

いきいき長寿推進課から「健康とくらしの調査」についてご報告させていただきます。

お手元の資料 1の「健康とくらしの調査」について、という資料をお願いいたします。
まず、事業の概要からご説明させていただきます。

本市では「ますます元気教室」などの一般介護予防事業に取り組んでまいりましたが、

その一般介護予防事業をより効果的で充実した事業として実施するため、社会疫学研究

や介護予防施策の見直しを目的とした研究事業であります、ＪＡＧＥＳプロジェクトと
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いう日本老年学的評価研究に参画し、一般社団法人日本老年学的評価研究機構及び国立

研究開発法人国立長寿医療研究センターとの共同研究として、一般介護予防事業評価事

業を実施いたします。

また、令和２年１月、今月になりますが、要介護・要支援認定等を受けていない６５

歳以上の高齢者を対象としたアンケート調査であります「健康とくらしの調査」を実施

したところでございます。

具体的な調査の内容につきましては、この後、改めてご説明させていただきます。

そして令和２年度、３年度にアンケート結果の詳細な分析と研究を実施いたします。

この事業では、ＪＡＧＥＳプロジェクトに参加している市町村間またはさいたま市の

地域間で、アンケート結果を比較して、まとめた地域診断書等が得られ、さいたま市の

状況を評価し、事業の改善が可能となるという事業でございます。

続いて、健康とくらしの調査の内容につきまして、ご報告させていただきます。

対象者は、要介護・要支援認定・事業対象者ではない６５歳以上の市民の方で、令和

元年１１月１日時点で無作為抽出した方になります。対象人数は、９，０００名です。

調査方法は、郵送によりアンケートを配布し、回収いたします。調査期間は、令和２年

１月６日に発送し、１月２７日が回収期限となっております。

調査票等の内容につきましては、挨拶状と調査説明資料のほか、回答いただきます調

査票でございますが、コア項目という身体状況や食事・飲酒・喫煙状況、普段の外出や

日常の行動についてなど、１６項目約１２０問で１０ページにわたる調査と、バージョ

ン項目という認知・共生に関すること、薬・医療・看取りに関すること、口腔・災害に

関することなど、８項目約３０問で２ページとなりますが、こちらは８つのバージョン

がありまして、いずれか１種類の調査票を同封しております。

最後にさいたま市独自項目としまして、ますます元気教室等の事業の認知度や参加状

況、住民主体の通いの場についてなど、約１０問となっていまして、調査票としては、

計１４ページの構成となっております。

はじめにも申し上げましたが、これらの内容のアンケート調査を実施して、集計し、

分析・研究を行い、今後の本市の事業の改善などに生かしてまいりたいと考えておりま

す。

「健康とくらしの調査」についての報告は以上でございます。 よろしくお願いいたし

ます。

△分科会長：ただいまのご説明につきまして、質疑、意見等ございませんでしょうか。

□宮嶋委員：この調査は、第 8期計画のためのこれから行う、アンケート調査とは違うと
いうことですか。

◎いきいき長寿推進課長：はい、異なります。

□宮嶋委員：集計結果が 3年度まで及ぶということは、第 8期の計画には、この調査結果
は利用されないのですか。
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◎いきいき長寿推進課長：結果は、今年度中に、速報でございますが集計の方が終わりま

す。

□宮嶋委員：じゃあ令和２年度までにわかった範囲で、次の計画にも、反映されるという

ことでしょうか。

◎いきいき長寿推進課長：はい。

□宮嶋委員：分かりました。ありがとうございます。

△分科会長：ほかに何かご質問、ご意見等ありますか。

□川越委員：逆に要支援者、要介護者に対する調査というのは別途あるということでよろ

しいでしょうか、という話と、それらの調査を比べるとした場合に、項目的に同じよう

な項目がそれぞれあるのかどうかという確認です。

◎高齢福祉課：まず、要支援者向けの調査につきましては、この後の議事で説明いたしま

す。

□川越委員：この健康とくらしの調査と、このニーズ調査の項目とが、比較ができるよう

な状況が作られているかどうかというのが確認の意図です。

◎高齢福祉課：資料４－1をご覧いただきたいと思います。ＪＡＧＥＳ調査とニーズ調査
の項目を概念的な絵で示したものとなるのですが、今年の秋に示されたニーズ調査の項

目はＪＡＧＥＳ調査でほぼ網羅できているという状況です。これらを踏まえまして、事

務局の方では、それぞれの項目を比較して、検討したものになります。その上で、ＪＡ

ＧＥＳ調査で聞くこと以外についてニーズ調査で掴もうというものです。必須項目を除

き、それぞれの調査で、分析に重要となるもののみ残し、なるべく重複がないように対

応させていただいております。

□川越委員：もし可能であればですけれども、両方の調査のデータについて、もし分析を

後々することがこちらの方で可能であれば、ぜひさせていただきたい。

要は健康な方、認定を受けていない方と要支援者、要介護者で、各項目どのような違

いがあるのかというところが結構大事になってくるので、その場合両方のデータをくっ

つけて分析しないといけない、もしそういうのが可能であればお願いしたいということ

であります。これは検討だけいただければ。

◎高齢福祉課：はい、検討させていただきます。

△分科会長：他にご質問は。それでは、今川越委員からもご指摘ありました通り、検討を

していただきたいと思います。

（報告３ さいたま市認知症の人にやさしい地域づくり推進委員会について） 

△分科会長：次に、「報告２ さいたま市認知症の人にやさしい地域づくり推進委員会につ

いて」、事務局から説明をお願いします。 

◎いきいき長寿推進課長：続きまして、さいたま市認知症の人にやさしい地域づくり推進

委員会についてご報告いたします。 
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  お手元の資料２、認知症基本法案概要という資料、１枚目が法案の概要、２枚目が委

員会の設置要綱となっている資料をお願いいたします。 

ご承知の委員も多いと思いますが、昨年６月２０日に議員立法により、「認知症基本法

案」が衆議院に提出され、現在、国会の閉会中審査を行っているところでございます。 

この法案は、認知症に関する課題が多岐にわたることから、政府、自治体、事業者、

国民らが総合的に施策を推進していく必要があるとの理念のもと、提案されたものと承

知しております。 

法案の内容ですが、大きく４つございまして、１つ目の総則以下、ご覧のようになっ

ております。この中で、２つ目に、太線で囲んだ部分でございますが、「認知症施策推進

基本計画等」として、政府による計画策定とあわせて、下線の部分ですが、都道府県・

市町村における計画の策定努力義務が盛り込まれております。 

また、昨年 6月には、「認知症施策推進大綱」が閣議決定され、大綱の考え方や施策を、

今後、市として総合的に推進していくことが必要となっております。 

認知症基本法案は、現時点では成立しておりませんが、この動向に関わらず、認知症

施策の効果的な推進の観点から、市としては、今後、「認知症施策推進計画」の策定を進

めていきたいと考えております。 

そこで、計画の策定当たって、認知症の人及び家族等の方をはじめ、様々なご関係の

皆様の意見を伺い、施策に反映していくための取組として、資料の２枚目になりますが、

「認知症の人にやさしい地域づくり推進委員会」を新たに設置いたします。 

委員会については、前身として、昨年度まで、「認知症初期集中支援チーム検討委員会」

を設置しておりましたが、その機能は残しつつ、広く関係者の皆様から市の認知症施策

全般についてお伺いする場としたいと考えております。 

なお、「認知症施策推進計画」につきましては、この後の議題で第８期計画高齢者保健

福祉計画・介護保険事業計画の策定について取り扱う予定ですが、国の社会保障審議会

介護保険部会の意見によりますと、８期計画との一体的な策定や相互の調和を図ること

が適当とされておりますので、先ほど臨時委員として委嘱された花俣委員には、認知症

の方の委員会にもご参加いただきますが、計画の相互の位置づけなどについて、今後、

それぞれの委員の皆様のご意見を伺いながら進めてまいりたいと思いますのでよろしく

お願いいたします。 

なお、認知症の委員会については、再来週、１月２３日に第１回目の委員会を開催す

る予定でございます。 

なお、関東の指定都市において、認知症について意見を伺う協議会や懇談会等はいく

つかの市でございますが、計画策定を念頭に置いた委員会は、本市のみとなります。 

以上、さいたま市認知症の人にやさしい地域づくり推進委員会についての報告でござ

います。よろしくお願いいたします。 
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△分科会長：ありがとうございます。それでは、ただいまのご説明に対しまして、ご質問

ご意見ございますでしょうか。 

せっかくですから、花俣委員ありますでしょうか。 

□花俣委員：先ほど、認知症基本法が今国会に上程されているという話がありましたけれ

ど、次の国会で決まるかどうかっていうと、ちょっと微妙なところでして、実は 2月 6

日に、国会議員さん等々に、ご案内差し上げて、マスコミも承知して、うちの認知症の

人と家族の会と他の団体とあわせて、関連５団体で、できる限り考え早めに、基本法を、

きちっと通してくれという要望になっていますので、これが通ると、大綱案の方が具体

化してくるということですので、ぜひこういったものが決まって、日本中の自治体さん

が、認知症施策に向けて本格的に取り組んでいただけるのを大いに期待しているところ

であります。 

△分科会長：はい。ありがとうございます。それではぜひさいたま市も頑張っていただい

て、先進的で独創的なものにしていただければと思います。 

□澤岡委員：委員の構成についてお伺いしたいのですが、１５名以内をもって組織すると

ありますが、いわゆる専門職の方とか家族会とかもいろいろな方々がそこに参画される

のかなと思うのですが、例えば、民間の企業さんとか、これからやはり地域を作ってい

くのに、企業さんなしでは考えられないのかなと思うのですが、どういう構成で、１５

名は選出されるのでしょうか。 

◎いきいき長寿推進課：まずは、民間企業の方ということでございますが、具体的な企業

の方には入っていただけていないのですが、商工会議所の方に１名、参画いただく予定

でございます。医師ですとか、薬剤師、歯科医師、介護支援専門員、介護保険サービス

事業者連絡会、大学の助教授ですとか、あと作業療法士、地域包括支援センターの方な

どに参画いただく予定となっております。 

□澤岡委員：そうなると、支えなければいけないっていうふうに認知症の方を位置付けて、

じゃあどう支えていくかという話になりがちなのかないうところで、今回の国の示して

いる概要のところにも、やはり社会に参画するっていうことが一つ大きなテーマになっ

て、社会にどう、地域にどう参加していくかとか、それから就労をどう支えていくかと

かいう視点を考える上では、もう少し多様な主体にお声掛けをされる方が、といっても

具体的に誰というのはちょっと思い浮かばないのですが、もう少しその社会参画とか、

地域にでどう関わるかっていう視点で、どうさせるかというところで、そういう方々も

委員会の中に入れられるとより、議論の幅が広がるのかなと 

◎いきいき長寿推進課：貴重なご意見ありがとうございます。この委員会については、前

身が認知症初期集中支援チームということで、ある一定の医療や福祉の専門の方を中心

に発足されたものが母体となって、そういう経緯がありまして、この委員会が発足して

から、また皆さんからご意見をいただきたいて、委員構成については検討していきたい

と思います。 
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△分科会長：ありがとうございます。可能であれば、今すぐっていうのは難しいと思いま

すけど、福祉政策と都市政策だとか、従来のようにではなく、全体的に総合科学的にも

のを考えなきゃいけないというのが世界の潮流ですから、多種多様な人たちが入って議

論をしていくっていうのが、避けがたいことなのだろうと思いますので、今すぐが難し

いとしても、頭の片隅においていただいて、何らかの委員会を構成する場合には、多種

多様な人たちっていうのを大前提として、今後も進めるのがよろしいんじゃないかなと

思います。 

□篠﨑委員：今おっしゃったように、多種多様という、支える側と支えられる側のいう、

縦の繋がりではなくて、今は共生社会という言葉があります。 

国の方でも、プラットフォームを作るとか、企業さんも一緒になって、地域づくりを

していこうという、動きがありますので、ぜひそういう視点も踏まえた委員会を作って

いただけるように、期待したいと思います。 

△分科会長：ありがとうございます。よろしくお願いいたします。それでは他にご意見、

ご質問は。よろしいですか。はい。それでは続きまして、議題に入ってまいります。 

（議事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） 

△分科会長：次に、議事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、事務局から説明をお願いします。 

◎高齢福祉課長：資料３をご覧ください。第８期計画の基本方針及び施策展開の方向性に

ついての、現段階での案をお示しさせていただきます。 

まず一枚目でございますが、策定に向けた基本的な考え方です。 

本市の第８期計画の策定について、第７期までと大きく異なる点として、現在の本市

の最上位計画である「さいたま市総合振興計画」の計画期間が令和２年度で終了し、令

和３年度からの新たな総合振興計画を策定することとなっていることから、その内容に

沿って、第８期計画を策定する点が大きな点になります。その上で、第８期計画の基本

的考え方としては、次期総合振興計画の内容に沿いつつ、国の動向、第７期計画の振り

返り、市民ニーズを加味した内容としたいと考えているところです。なお、新しい総合

振興計画の案については、参考資料１となります。 

続きまして、次期総合振興計画の計画期間といたしまして、全体像を示す基本計画が

令和３年度からの１０年間、具体的な事業を定める実施計画が５年間となっており、次

期総合振興計画の分野別の施策のうち、１１の分野が挙がっていますけれど、このうち、

高齢者に関係する分野としては、第３章の健康・スポーツ及び第６章の福祉となってい

ます。 

「第３章 健康・スポーツ」と「第６章 福祉」の違いとしては、高齢者の中でも、

アクティブシニアとも言われる元気な高齢者をメイン対象としました施策は第３章に位
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置付け、介護予防の取組が必要な方や、介護などの支援が必要な方をターゲットとした

施策を第６章に位置付けることとしています。 

また、次期総合振興計画の特徴として、施策の総合的達成度を図る成果指標を明確に

打ち出しています。「健康・スポーツ」の成果指標としては、健康寿命及びストレスが解

消できていない人の割合、「福祉」の成果指標としては、７５～７９歳の介護認定率及び

介護認定者の維持・軽度化した割合となっております。 

続いて２枚目の左側、青い部分につきまして、先ほど説明した次期総合振興計画の第

３章第１節及び第６章第１節の内容を再掲しています。この内容を詳しく説明すると、

目指す方向性の中で、赤い文字で記した部分が目的、青い文字がそのための目標、言い

換えれば目的を実現するための手段となっております。また、青文字で記した目標を達

成するために行うべき内容が、施策の中で、アンダーラインを引いた部分となります。

さらに、目的の総合的達成度を示す指標として、成果指標をピンク色で示したものであ

る。 

これらの内容を体系的に示すと、資料の右側に記したような形になります。これが、

第８期計画において定める基本目標及び施策展開の基本的な骨組みになるものとして考

えております。この骨組み的な体系に、具体的な肉付けをしていくことが、これからの

作業となるが、その肉付けのあり方を検討するための視点を資料の中央に記載しました。 

１点目は、国の動向であります。昨年末に国の社会保障審議会介護保険部会から「介

護保険制度の見直しに関する意見」が出されたことを踏まえ、今後の介護保険制度の改

正動向を注視する必要がございます。 

また、１億総活躍が提唱されている中での「地域共生社会」の実現や、雇用制度改革

にも、十分留意を図る必要があると考えております。 

さらに、平成２８年に施行された成年後見利用促進法及び現在、国会で継続審査中と

なっている認知症基本法案において、それぞれ、市町村単位での推進計画を策定するこ

とが努力義務化されていることから、第８期計画の一部として、これらの推進計画を盛

り込みたいと考えているところです。 

なお、認知症施策の推進計画については、先ほどご報告した「さいたま市認知症の人

にやさしい地域づくり推進委員会」での議論の内容も踏まえ、検討を進めていくことに

なります。 

検討の視点の２点目は、第７期計画を振り返り、課題を整理することでありまして、

昨年８月の第１回専門分科会において、平成３０年度における第７期計画の取組状況に

ついてご報告差し上げた際に、資料に記載したご意見をいただいているところです。 

ただし、詳細な振り返りが現段階ではできていない状況でもあるため、今後、作業を

進めていきたいと考えていきたいと思っております。ついては、振り返りの方法などに

ついて、ご意見を賜れればと考えています。 
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３点目は市民ニーズ等であります。これについては、後ほどご説明するアンケート調

査に加え、先ほどご報告したＪＡＧＥＳの健康とくらしの調査、在宅介護実態調査及び

来年度実施予定の介護サービス事業所調査等により、集約を図っていきたいと考えてい

るところでございます。 

以上が、第８期計画策定に向けた基本的な方向性でございます。今後、委員各位のご

意見も踏まえ、方向性の詳細な整理及び内容の充実を図っていきたいと思いますので、

活発なご議論をお願いしたいと思います。 

△分科会長：ありがとうございました。それでは、ただ今の説明について、ご意見、ご質

問はありますか。 

□篠﨑委員：資料３のＰ２の一番右側について、基本方針があり、そのあとに、成果指標

が４つ出ております。そのうちの下の２つについてお尋ねしたいんですが、当然に、今

計画を策定すれば、こうした成果指標というものを見て、振り返りをするというのはよ

くわかりますが、１つには、７５歳から７９歳の後期高齢者入ったところぐらいの階層

についての介護認定率が、低下するとそれはよかったっていうそういう評価だろうと思

うんですけれども、おそらく十分議論されてることだと思いますが、介護認定率ってい

うのは、要するに、認定までにいかなくて、認定率が低くなっちゃったらしょうがない

わけであり、世代によっても違うんですが、親の世代はですね、介護してきた立場から

言うと、人が入ってくるっていうことについて、まず抵抗がありますから、やいのやい

の言って、やっと介護認定を受けさせるっていうことが、結構年寄りは、ありますから、

そうすると、一生懸命ですね、現場の方が掘り起こしをやってですね、介護認定度上げ

るとですね、指標ではなんか逆に成績が上がらないみたいなそんな感じにも、なってく

るように、矛盾が生じるのですけど、その辺はどんなご議論されて、こういうことにな

っているのかということ、それから、介護認定者の維持・軽度化した割合について、維

持している、軽度化しているっていう人の割合が高くなったら良いと、話としてはすご

くわかるのですが、どこを捉まえてですね、把握して、それで上昇しているとか、維持

している、軽度化したっていうのは客観的に捉えられる数について、どうやって捉えら

れるのか、その辺は数字が独り歩きすると良くないので教えていただきたいなと思いま

す。 

◎介護保険課：ただ今のご質問の介護認定率の評価に関しまして、認定を受ける人が多く

なると悪くなるのではないかということについて、どのような議論がなされたかという

ご質問があったかと思うのですが。 

□篠﨑委員：そういう暗数っていうのがどうしてもあるのかなという心配をしたのです。 

◎介護保険課：要介護認定を受けて、サービスを利用していただくことについては、市と

してはパンフレット配布等の啓もうをしておりますので、利用者が低くなるよう誘導す

るというのはできないことですので。 
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□花俣委員：よろしいですか。国の介護保険部会に出ておりましたので、そこについては

資料３のＰ２の真ん中の緑、「検討の視点」の「１ 国の動向」の介護予防・健康づくり

の推進とあるように、こういったものに、積極的に取り組めば、おのずと要介護状態に

あるのを、少し先送りにできるだろうというのが、国のスタンスなのです。そうすると

要介護認定率も、申請をする人の数も減るだろうとそういうふうに、市町村はしなさい

と、効果があれば、インセンティブをつけますよというやり方なのです。 

□篠﨑委員：それはよく理解はしていますが、それはそういうものが普及して、みんな知

っていることになっていて、それで理想的に動いているときに初めて出てくることでも、

中間でなかなか簡単に下がったとか上がったとか、言っていることが正しい数字なのか

どうかっていうのはなかなか難しいと思うのですよ。理想としてそういうふうになって、

健康体操とか地域に行ってやるようになったりしてですね、こういう年齢の人が活発に

いろんなことをやるようになってきたと、そういうふうになっているところで初めて低

下したっていうことは、言えるのかもしれないけど、そうでないと理屈づけとして、た

またま下がっただけで、何の要因で下がったのかっていうのは、結構あやしいところが

あるような気がして、必ず指標は作れと言われたわけですが、なかなかこれを、そう簡

単にですね、この計画は実施の計画が５年ぐらいとのことですが、５年ぐらいではそん

なことが起きるのかっていうのについて私は、そんな簡単なもんじゃないよというとこ

ろがあるんですから、やって大丈夫ですかというような、行政としてそういうのを掲げ

るのは格好いいし、国の意向にも沿うだろうけれども、なかなか大変ですよという心配

をしているところです。 

□金子直史委員：県でも７５歳～７９歳の介護認定率は指標で出しています。それは、な

ぜかっていうと、７５歳ぐらいから介護認定率が上がりだすんですね。そこを捉えて、

先ほど出ました介護予防だとか、そういった政策を進めて、ここの介護認定率を落とし

て、その伸びを落とすことで、その後の認定率も落としていくという趣旨なのです。 

□篠﨑委員：７５歳のところをとらえているのはすごくわかるんです。社会に少し出てい

かなくなるような、そういう時期にあたるからここで差がでないように、いろいろとや

ろうというそういう主旨はものすごくいいこととわかっていますが、ただそういうのを

掲げて、結局首絞めるっていうことに、なりかねない数字ではあると思います。本当に

意味がある数字として出てくるのか、なかなか難しいことだと思っています。 

□川越委員：要は、そもそもの指標って何のために出すのかですよね。現状がですね、目

指す姿、地域でこういうのを目指そうよっていうのがあって、そして、今どうなってる

のかを見て、現状を近づけるために施策をいろいろするわけですよ。施策が目指す姿に

近づいたかどうかの確認をするために指標をおく。だから、指標の、７５歳～７９歳の

介護認定率というのは結果なんですよ。様々な取り組みをした結果として出てきた数字

なので、結果でいいか悪いかではなくて、それまでの取り組みがどうだったかをちゃん

と見ないと、その結果だけで判断するのはおかしいんじゃないですかっていうのがご発
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言のご趣旨と思います。なので、本来は健康な方をできるだけ増やしていこうというの

が上位概念にあった上で、そういったことを実現するためにどうするかの中で、認定率

ということを結果として一応見には行くと。ただし、介護認定率の維持・軽度化した割

合というところは、どういうふうなことをやったらどういうふうに変わっていったかっ

ていうことを捉えて、そういうことを繰り返すことで元気な高齢者を増やしていこうよ

というふうに持っていかないと、何か指標だけが出てしまってですね、非常にこう、違

和感をある方は出てくるだろうと。だから、上位の目指すところはここですよっていう

ことを常に強調しておかないと、変な議論になりかねないので、そこだけ留意する必要

があるかなというところです。 

◎高齢福祉課：先ほどの総合振興計画の中で、どういう議論があったかということで、お

手元に答申書という形であるように、有識者の方々と議論いただいた中で、答申として

出されたというところではあるんですけれども、花俣委員からもありました国の介護保

険部会での年末に出ました見直しに関する意見でもちょうど、同じような懸念が書かれ

ていました。例えば、介護認定率などのアウトカム評価については、プロセス評価とと

もに適切に組み合わせながら行うことが必要だと。川越委員がおっしゃったように、何

をやって、結果こうなったのかと、我々も、総合振興計画、第８期計画、様々な行政分

野においてこういう個別の計画っていうのが、今の現状でさいたま市では１００ぐらい

あるんですけれども、今までは、総合振興計画を上位概念と言いながらも、総合振興計

画は総合振興計画、個別計画は個別計画というような形で評価をやってたんですけども、

そこをまずリンクしなさいと、言うことが、総合振興計画の所管する部署から言われて

おります。 

要は、全体がしっかり繋がって、さいたま市の全体の目標を立てていくという中では、

我々も先ほど川越委員おっしゃったように、そのプロセスのそういったところがきちっ

と、数字だけではなくて、言葉を含めて、やっぱり丁寧に説明していかなければいけな

いっていうところは、我々も今後、各施策のローリングをやっていく中では、総合振興

計画についても、具体的な事業レベルになると毎年ローリングしていきますので、一度

作ったら、金科玉条ではないですけれども、そういう計画ではなくて、毎年見直しをや

っていくという事も示されておりますので、その中で、対応してまいりたいと考えてお

ります。 

△分科会長：他に何か。 

□田中委員：基本計画の基本的考え方については、問題ないと思うんですけど、ただ、こ

の中で、当然第７期の検討をされてると思うんですけども、この第３章のスポーツ・健

康というのは、新たに出てきたような言葉ではないかなと思います。第７期では、この

スポーツっていうふうな文字が全然見当たらないですし、突然できたわけであります。

いいことだと思いますし、こういう方向性であるとは、私は賛成といいますかね、いい

方向だと思います。スポーツ、スポーツでも、高齢者のためのスポーツっていうのはど
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ういうものがあるのかと、いわゆる健康体操、或いは１００歳体操っていうような段階

から、今度スポーツの分野に入っていくというようなことになった場合に、地域におい

て、今スポーツができるような、公園だとか広場であるとか、そういったところは、や

っぱり考えていかなくちゃならないだろうと。いうようなこともあると思いますので、

この辺の健康とスポーツについて、もっと地域のこともそうですけども、具体的な内容

をある程度考えた上で、どういう方向性に持っていくのかってこともやっぱり考えてい

ただければありがたいなというふうに、思います。 

それから振り返りの面でございますけども先ほども出ましたように、認知症の問題は、

当然取り上げていただけることと思いますけども、この認知症についても、第７期の計

画においては、ほとんど１ページぐらいでもって処理されておりますけども、それにつ

いては地域において、かなり認知症の支援、そういった活動が盛んに行われて、かなり

多くの皆さんに支援をお願いしている段階でございますので、その辺の深化といいます

かね、或いは今後どうしたらいいのか、認知症の認定者っていうのは非常にわかりづら

くて、どの人が認知症なのか、そういう基準も当然今ないわけですよね。基準がないの

に、あの人は認知症だ、この人は認知症じゃないっていうようなことは、非常に難しい

問題もありますし、この辺についてもですね、できるだけ専門の皆さんに、議論してい

ただいて、その認知症に携わる人たちに対して、本当にその人に対して、ためになるの

か、或いは、逆に、迷惑になるのか、そういったことについての指針も、改めて入れて

いただければありがたいなというふうに思います。 

今言った２つの問題について、計画の中に、具体的に、多くの紙面を割いて作ってい

ただければありがたいと思います。よろしくお願いします。 

◎高齢福祉課：ありがとうございます。では、まず前半のスポーツについて少し報告をさ

せていただければと思います。参考資料１の、さいたま市総合振興計画について（答申）

という文書がございます。 

全編は約１７０ページに及ぶ膨大なものになりますので、今回は抜粋したものでござ

います。８２ページをご覧ください。こちらが総合振興計画の現在の答申案ということ

で、健康・スポーツという新しいくくりで、従来は、健康・福祉だった部分が、福祉を

分けて、スポーツと一緒にしたということで、これは総合振興計画を担当している部署

の方から聞いたものですが、１つはやはりさいたま市らしさというところで、サッカー

等のスポーツの分野をこちらの方ですね、位置付けられた内容でございます。その中で、

例えばＰ８１の現状と課題の、２番目、３番目のところに、スポーツを含めた効果及び、

さいたま市はサッカーに代表されますけれども、様々なスポーツが盛んで、市民の方々

にも、たくさんやられているという、また今、市全体としてもですね、スポーツの分野

に力を入れている施策を展開してきているところで、一歩さらに踏み込んで、それが市

民全体の健康に繋がっていくようなところを目指していくべきじゃないかという議論が

あったというように聞いております。そういった中で、今回、健康・スポーツというく



16 

くりに、なったというところでございます。その中の具体的な施策の中で、８２ページ

のところで上から、例えば、２つ目の△、３つ目の△にありますけれども、市民の誰も

がそれぞれの体力や年齢、技術、目的・興味に応じて、生涯にわたって継続的にスポー

ツに親しむことができる機会の提供という言葉ですとか、或いは、その下の△のところ

で、市民が身近な場所で気軽にスポーツに親しむことができる活動場所の提供だとか、

そういったことが今回、総合振興計画に謳われております。そういった視点を踏まえて、

８期計画の中で、これをもう少し具体化したようなことも考えていきたい、或いは８期

計画の中でなくても、スポーツ分野においても当然個別の計画というのがございますの

で、そことの整合を図っていくという必要があります。ただ、健康・スポーツというタ

イトルになってるんですけれども、スポーツは、広い意味での社会参加っていうところ

も、ここの中で、今謳われています。スポーツの関係に関しては以上です。 

□田中委員：それはありがたいです。高齢者のスポーツ、こういうことになってきますと、

これ、現状と課題について、この通りだと思いますし、特に問題にするつもりはないん

ですけど、先ほど言いましたように、環境は伴っていない。そしてそれを何とか、あら

ゆる面から見ていただいて、屋外であるとか、或いは建物の中であるとか、今現状では、

例えば公民館で何やるかって公民館でやるものって言うと、卓球ですかね、或いは、そ

の他、スポーツって言えば、またダンスなどもあるでしょうけど、そういうことでなく

て、やっぱり広場でみんなが自由に、スポーツを楽しめるような環境づくりっていうこ

とは、常に必要なんじゃないかと思いますので、そういった場所、施設が少ないという

感じがありますように、そういった問題の提起をしていただければと思います。今、都

市公園の中で、子供たちの遊園施設はありますけども、このような高齢者に対する遊園

施設っていうのは、そんなにないんですよね。ゲートボール、或いはグラウンド・ゴル

フをやるっていうことはもう盛んになってますから、これもスポーツの一環としてやっ

てることは事実でございます。 

そういうもので、ことを考えて想定してるんであれば、それまでかもしれませんけど

も、もっとやっぱり広く、みんなが参加できるような、そういうスポーツの分野につい

ても検討していただくようなことで、いろいろと専門家のご意見を聞いた上で、提案し

ていただければありがたいなと思います。よろしくお願いします。 

△：分科会長：はい。ありがとうございます。 

◎いきいき長寿推進課：認知症についてのご意見についてご説明します。認知症の計画に

ついては、第７期計画で、３つの重点施策の中の１つに位置づけられております。また

分野別の計画で、７つの基本分野の中で、基本分野４の中の１つに盛り込ませていただ

いております。冒頭で、ご説明しましたように、認知症施策推進計画を策定していく中

で、８期計画と一体的に作っていく、その中で認知症の記載について、もう少し増やし

ていくだとか、基本分野に位置づけるだとか、拡充をしていくかどうかを今後、認知症
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の人にやさしい地域づくり推進委員会やこちらの分科会でもご相談しながら検討してい

きたいと思います。 

□関根隆俊委員：第６章の、誰もが長生きして暮らせる地域共生社会の実現、やはり国の

方は、地域の自分の住んでるとこで、生活してもらいたいということなんですけども、

そういう体制がですね、例えば、生活支援、サービスの提供体制の強化とか、そういう

ことが具体的に、例えば地域包括センターとか、そういうことを書き込んでもらわない

と、どういうふうにしたら、長生きして地域で暮らせるのかどうか、非常に、疑問に思

うんです。今は高齢者で、地域で、プラスと言っても、ヘルパーさんが不足して、なか

なか、この住宅に来てくれないというのが現状でございまして、訪問介護は非常に落ち

ているんですね。やはり施設に入らなければ、とても生活できない。共倒れになっちゃ

うんですよ。奥さんが死ぬと、旦那は３年ももたない。そういう現況なんですけども、

この施策について、もう少しちょっと踏み込んだ施策について書けないでしょうか。 

◎いきいき長寿推進課：貴重なご意見ありがとうございます。第７期計画の振り返りの１

つとしまして、今回は、今日、委員として出席いただいてる、ケアマネ協会さん、或い

はサービスを提供する、サービス提供事業者連絡会の皆様のお力をお借りしまして、ま

ず介護が必要な方への支援の一環としまして、いわゆる介護サービス以外の、地域の繋

がりとか、地域の資源を活用した、そういったものを、１つ、ケアプランの中に交えて

提供するという取り組みをしておりますので、まだ、この取り組みにつきましては、今

年の４月から、全圏域で、開始したところでございますけれども、１２月に聴取しまし

た、ケアマネ向けのアンケート結果においては、その地域の繋がりをつけていく、そう

いったケアプランを高齢者の皆様方に提供する際に、介護サービスだけではなく、地域

につながりを持って生活できることは非常によろしいといったようなご意見を多数いた

だいておるところです。また、これまで介護サービスだけのケアプランを作っていたと

いう状況でございましたけれども、より専門的な所見からご助言をいただく、地域ケア

会議というのがあるんですけれども、こちらもですね、今日お越しの、埼玉県地域リハ

ケアサポートセンターの大熊委員をはじめとした方々のお力を借りまして、専門職のご

助言をいただく会議というものを、今年度４月から、全圏域で実施してございます。こ

ちらはですね、ケアマネの意見等々を言いますと、やはり自分たちのケアプランが本来

の高齢者の為になっているかどうかといったことを、しっかりと専門職の皆様からご助

言をいただいて、本人の受診に繋がったといったような、ご意見もいただきまして、少

なからず、前の方には進んでいるのかなというふうに思っております。すなわち、委員

ご指摘の、例えばヘルパーの数が少なくて、サービスの提供できないといったものへの

対応ではございますけれども、例えば身体介護は、ヘルパーにお願いする、それ以外の、

例えば生活支援といったものについては、地域づくりを踏まえた、ケアプランに基づい

て提供していく、そんな取り組みを今開始したところでございます。８期計画におきま
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しても、このケアプランの適正な推進、或いは、生活支援といったものをしっかりと進

めて参り、詳細につきましては、今度とも検討を進めていきたいと考えております。 

□関根隆俊委員：ありがとうございます。ただね、参考資料１の９２ページのところで、

地域包括支援センターを具体的に取り組む必要があるんですよ。この地域包括支援セン

ターについて、この中に言葉が出てこないのはどういうことなのでしょうか。 

◎いきいき長寿推進課：地域包括支援センターの評価といったところにつきましても、７

期計画におきましては、様々な事業を展開しているところでございます。地域包括支援

センターでは、基本的にその総合相談窓口と言われている、高齢者の窓口がありますけ

れども、７期計画は、体制整備事業という事業も、地域包括支援センターはあります。

これはまさに、地域の繋がり、地域の資源を見つけていく、そんな施策を打っていると

ころでございます。こちらのですね、８期計画としましては、地域包括支援センターが、

個々人のご支援、或いは、地域の支援をしっかりできるように、地域包括支援センター

の事業と、体制整備事業、地域を創るという事業を合わせて、一体的に進めていけるよ

うに、８期計画では考えております。 

□関根隆俊委員：お願いします。その部分をやっぱり、重要なところですから、書き込ん

でいただければと思います。 

□大麻委員：誰もがというところですけれども、介護者をケアするということも、とても

大事なところではないかと思うんですけれども、家族で介護されるというところで、介

護疲れで、いろんな意味で、いろんな問題やいろんなことが起きていることについて、

言われていますし、実際に、そこにすごく、介護とか、専門職だけではなくて、本当に

家族の介護疲れや介護ストレスとか、いろんなことがありますし、やっぱ親を支えるた

めに、若い時にやらなければいけないけれども、その中で、財政的に難しいとしても、

やっぱり、介護者支援についても、何かこう、言葉として書かれていないんですけれど

も、そのようなことについても明記していただきたいと思います。 

◎高齢福祉課長：今、皆様の方からいろいろご意見いただきまして、誰もが長生きして暮

らせるという、この部分につきましては、総合振興計画の中でお話をさしていただいて

いるところです。計画につきましても今考えられるところでございますが、私どもとし

ては、その中には対象に入る、８期計画の中で、いろいろな皆様からのご意見を盛り込

みながら、この総合進行計画に沿うようにして、進めていきたいと考えております。 

□澤岡委員：健康・スポーツについてご質問なのですが、成果指標に健康寿命を挙げられ

ているのですが、健康寿命の定義は、いろいろあると思うんですが、一応括弧書きで、

国・県等の統計等とあるわけですが、こちらの健康寿命はどのように定義づけをされて

いますか。 

◎高齢福祉課：具体的の定義の説明が手元にはないのですが、基本的には国や埼玉県の定

義があると思いますので、基本的にそれに沿ったものということで、後ほど詳しい資料
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は追ってお伝えしていきたいと思います。基本的には、行政機関が公表されている定義

がございますので、それに沿うようにさせていただきます。 

□澤岡委員：よく、多くの自治体では、要介護認定を受けているかいないかで統計をとる

ようなところがありますが、この質問させていただいたのは、やはり今大きな課題とし

て、要介護っていう状態もすごく重要な部分ではあると思うんですが、やはりフレイル

や虚弱化のようなその要介護に至るまでの、プロセスをどう支えていくかということも

すごく重要なのかなというふうに感じています。 

今回これちょっと拝見した限りではその虚弱とかのフレイルの抑止だとか、これも明

記されていないのかなという印象を受けましたし、高齢者の健康・スポーツの分野の一

つの指標を虚弱化の抑止とかそういうところと考えるか、単なる健康寿命っていうとこ

ろで見てしまうと、もしかしたら虚弱化の抑止とか、そういう部分が見えてきにくいの

かなと思います。健康寿命をどのように捉えるのかと質問させていただきましたが、あ

とは、現状と課題のところの上から４つ目について、社会的な健康にもつながるという

のがあります。高齢の方だけに限らず、皆さんが健康づくりの活動に関わるということ

で、ご自身が健康になるだけでなく、地域の結びつきが強まるとか、豊かな生活ができ

るという意味合いでは、もしかしたら成果指標の中にソ―シャルキャピタル的なものっ

ていうのを盛り込んだ方が、いいのかなと、なかなかそれと測るというのは難しいと思

うんですが、どうコミュニティに対する意識が高まったかっていうお話も１つと思いま

すし、健康とかスポーツ活動に関わることで、高齢者自身が、いろんな繋がりが地域の

中で発生したということでも測り取ることができると思います。地域社会の健康にも繋

がるというふうにとらえたときに、それを成果指標として今後どうとらえるのかなって

いう部分も、考えていった方がいいのかなと感じました。 

◎高齢福祉課：貴重なご意見ありがとうございます。先ほどの健康寿命の定義なのですが、

第７期計画の２１ページの健康寿命については、基本的な出し方がありますので、これ

をベースにさせていただき、その上で、基本分野１の、上の四角囲みの説明のところに、

フレイル予防を中心としたということで、資料３のピンクの方でこちらを位置づけた、

そういった部分ですとか、社会参加の話ですとか、介護予防だとかということをトータ

ルでまとめさせていただいております。今回の参考資料でご覧いただきますのは、総合

振興計画全体の、大きなくくりの計画の話になりますので、様々な細かい論点について

はこの８期計画の中に盛り込んでいくようにしたいと考えています。それを、そういっ

たことを積み上げていった結果が、総合振興計画全体の成果指標になっていくのであり

ます。総合振興計画は、答申という形でいただいておりますので、大きな変更点がある

かわからない状況でもありますので、少なくとも、今ご指摘いただいた点につきまして

は、今後の計画検討会の中でまさにこれからご議論をいただきたいと、お願いしたいな

というふうに思っているところです。 
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□大熊委員：澤岡委員からご指摘があった部分について、３００ちょっとぐらい、体操の

住民主体のグループを急激に作ったというか、増えていったというような実績をさいた

ま市は残しておりまして、そこから今、ゴミ出しですとか、生活支援、自主的にやる市

民の方が非常に増えてきていて、地域包括支援センターの方も把握しきれないぐらいで、

かなり進んできたと思いますが、ただ、これをどうつなげていくかっていうのが８期の

課題なのかと思っているところです。私が実感するところで、健康・スポーツを一緒に

まとめているという部分でアクティブシニアの方達も多くいらっしゃるので、８期の中

では福祉と一緒に考えていくのではなく、実際にやってるアクティブシニアの方とつき

合ってると、こんな体操じゃもう、僕はだめだよと、僕は、昔サッカーやっていてとい

うそういうような方がいらっしゃいますし、さいたま市にはたくさんの高齢者の方がや

ってるスポーツ団体が、たくさんありますので、そういうところとどう連携をしていく

のかというのを８期計画で、田中委員がおっしゃったように、会場の問題だとか私も実

感をしています。 

△分科会長：時間の関係もありますけれども、一つは、先ほどから議論を伺っていると、

いわゆるアウトカム評価について、明確にわからないとかっていうのはまずだめと、示

しておきながら、説明がつきませんっていうことになると、質疑が出てしまう。先ほど、

篠﨑委員からのご指摘だったら、７５歳～７９歳の介護認定率が下がるというご利益が、

明確になってない、違うような状態じゃダメでしょという話です。アウトカム評価の示

し方が。 

それから、もう一つは、先ほど、澤岡委員のご指摘でしたけれど、健康だとかそうい

うふうに繋がる概念というのは、国際的な標準を使った方がいいと思うんです。健康と

言ったって、身体的健康だけを考える人なんていないです。そうすると、社会関連指標

とかいろんなものも全部含めて、健康って幅広く捉えるのが国際的な感覚ですから、当

然それに関わるキーワードっていうのも、でてくることになる。そういうことを考える

と、おそらくお示しいただいた、家族介護の方への支援ですとか、イギリスは法律も作

っていますので、そうするとそれを国際に見ると、あっちの方が進んでいるんですね。

概略だろうが何にせよ、フレイルだとか、流行りの言葉ではないですけれども、国際的

標準になってる言葉をいっぱいいれないと、みんなから質問が出ちゃうんですね。この

ことについては、事務局としては、これは概略版ですから、細かいことは別のところで

ご説明申し上げるとなってしまうから、今後、専門分科会だけではなくて、計画検討会

も行われますので、その中でよく議論をして、そういうことをちゃんと網羅できるよう

な形で、それをベースにしてさらに、概要版みたいなものに、どの文言を入れば、概要

版だけ見ても納得してくれるっていうようなことにしないと、結局これ議論は尽きない

と。それは細かく見れば、本冊子に書いてありますということになっちゃうんですけど、

みんなが気になることついては、地域包括支援センターしかり、フレイルしかり、文言
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が出てこないと、扱わないのかという話になってしまうから、今後進めていく中で、そ

ういう文章を作っていただければと思います。 

いろいろご質問等あると思いますけれども、今後の計画検討会で、より議論を深めて

参りたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。一旦この議題１につい

ては、以上で終わりにします。 

（議事２ 高齢者保健福祉計画等策定のためのアンケート調査（介護予防・日常生活圏域

ニーズ調査）について） 

△分科会長：議題２に入らさせていただきたいと思います。議題の２、高齢者保健福祉計

画等策定のためのアンケート調査（介護予防・日常生活圏域ニーズ調査）についてお願

いします。 

◎高齢福祉課：資料４－１及び４－２を使って説明します。資料４－１は調査の概要でご

ざいます。まず、こちらの調査は、介護予防・日常生活圏域ニーズ調査というもので、

全国の各市町村で実施するものでございます。この計画の策定に合わせて行うこととさ

れております。全国的な共通ルールというのが、１（１）共通事項になります。まず、

国からこういうアンケートをしてくださいと、案で示されますので、それに基づいて実

施するものでございます。 

対象者の設定ですが、要介護 1～５以外の高齢者で、一般高齢者、要支援及びサービス

事業対象者が対象となっております。項目としては、全国共通で聞く必須項目と、オプ

ション項目、市町村の裁量で決める項目になります。必須項目・オプション項目につい

ては、全市町村で調査し、国のシステムに登録することで、他市比較、経年比較が可能

となります。オプション項目については採用する、しないか、部分的に採用する、ある

いは独自項目については市町村の裁量で設定できます。その上でさいたま市の実施方法

は、対象者については、無作為抽出により５，０００人とします。目標回収率６０％と

ありますが、第７期、前回がこれぐらいの回収率でございました。 

先ほど少しご説明しましたが、厚生労働省から提出された項目と今回行いますＪＡＧ

ＥＳの健康とくらしの調査の２つは、健康とくらしの調査の方が項目の網羅をしている

ことから、さいたま市としては、それを踏まえた調査項目の設定を考えています。 

裏面をご覧ください。３番目の実施方針といたしまして、前回との相違点につきまし

ては、健康とくらしの調査の実施に伴いまして、そこでオプション項目についても、ほ

ぼ網羅されておりますので、オプション項目はニ－ズ調査については、最低限のものに

限って行うとします。その代わりに、せっかくの機会でございますので、政策に関する

項目を市独自項目として、オプション項目については、必須項目や市の独自項目とかと

クロス集計を行うことで、今後の政策に生きるようなものを設問としたいと考えていま

す。全体の設問数としましては、前回と同程度で１００問、現時点で１０１問となって

おります。先ほどもありましたが、今回調査と、可能な限りでＪＡＧＥＳ調査の結果を
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活用していきます。対象者の抽出についてはＪＡＧＥＳの対象者と今回のニーズ調査の

対象者はかぶらないようにしております。 

４番目の市の独自項目ということで、今回こういった項目を聞いていきたいと考えて

おります。初めに、認知症に関する項目につきましては、市町村認知症施策推進計画の

策定のための基礎資料はさせていただきたく、認知症に関する設問をさせていただいて

おります。こちらにつきましては、資料４－２の、１１ページ。認知症についての項目

を設けています。 

続きまして、成年後見利用制度について、こちらも成年後見制度利用促進計画を策定

し、８期に盛り込むため、いくつか項目を設けさせていただいています。資料４－２、

調査票の１２ページから１３ページにかけてございます。 

続きまして、資料の１３ページから１６ページぐらいにかけて、市が独自で行ってい

る、在宅高齢者支援や見守りに関する事業について、新たに設けたいと思っております。

これについては前回の分科会の中でも、非常に似たような事業が多いのでは、というご

意見いただいたところでありますし、今後高齢者人口がかなり増えていく中で、選択と

集中という言葉がありますけれども、その限られた財源の中で、どのような事業をやっ

ていくかべきかということを検討するため、１３ページから１６ページの内容を設けた

いと考えております。 

それから、移動手段に関することで、これは高齢者の移動の関係で、非常に市民の方々

から、わたしの提案などでも、非常に要望があります。市議会の中でも言われているの

で、この点につきましては調査票の３ページ、問２のＱ８から４ページ全般にかけまし

て、設けております。その他、調査票の１７ページから１８ページ、特に１７ページの

部分が少し、例えばスマートフォンや携帯電話について、高齢者の社会参加というとこ

ろを考えていく中で、ＩＣＴの活用というところも視野に入れていくことで設けており、

調査票１８ページの方では、介護保険制度の全般的なニーズを把握するため設けている

ものです。  

今ご覧いただいてます形が調査票となりまして、各項目には前回からの有無と項目の

区分を明記しております。それぞれが国から示された必須項目、オプション項目、市独

自項目、前回から聞いているか、ということを整理させていただいておりますので、あ

わせてご覧いただければと思います。 

△分科会長：はい、ありがとうございました。続きまして、ご質問ご意見等ございません

でしょうか。 

□若杉委員：かかりつけの歯科医がありますかの項目はありますが、身体医師については

ないようです。もう一つは、健康について、市の健診についてどの程度受けているか内

科疾患を含めたかかりつけ医についての項目の記載がないというふうに思います。それ

とあともう一つが、検診を受けているか。項目は増えるので、煩雑になってしまいます

が、ご検討いただければ。 
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◎高齢福祉課：今いただいた内容については、まだ数問程度でしたら追加の余地はありま

すので検討いたします。 

□田中委員：個人情報についてちょっと聞きたいんですけど。表紙の方の四角の中に書い

てありますけども、それと、上の方に本人が、書いてください。封筒にある、名前で書

いてください。名前というのが、封筒に、あて名の人が書いてくださいということです

ね、あて名の人が記入できない場合には、その人の立場に立って記入してください。そ

れと、個人情報の問題ですから、これは当然のことなんですけども、内容と、表示、封

筒の表書きと、わかるんですか。一致するんですか。返送された場合には。 

◎高齢福祉課：封筒の宛名の方と、その中の記入者の方は、こちらで、分かるかどうかと

いうことですね。 

□田中委員：はい、無記名に等しいのか、或いは記名式に等しいのか。 

◎高齢福祉課：整理番号というのは、調査票に記載させていただいてきておりますので、

結果として、どの方から返信があったということは、わかるんですけれども、処理にお

いては、個人情報の部分は伏せて分析をいたしますので、その部分においては個人情報

や、この方がこういうことを答えたという特定はできないように処理をさせていただき

たくものです。到達状況の確認というところでの個人の紐付けはありますが、処理上で

は、無記名に近いものとなっています。 

□田中委員：要するに記名式と同じですから、わかるわけね。事務局としてはね。当然、

個人情報の方で、この資料についての確認っていうのはこれ以外にも、消去するとか或

いは、廃棄するとか、そういうような対応を取っていくわけですよね。 

◎高齢福祉課：分析終わった段階でそういった対応を取らせていただきます。 

□田中委員：はい、よろしくお願いします。 

△分科会長：それでは何か他に。 

□花俣委員：一点修正をお願いしたい箇所がありまして、市独自項目の問９の４－２にな

りますが、後見人等に身上監護という表記がありますが、これは実際基本法が成立して

促進法が成立したあと、基本計画の中では、監護は保護という文言に、変更されていま

すので、今、まだ身上監護という言葉は、議論があるんですけれども、身上保護で一冊

本が出てるくらいなので、身上保護というふうに、変更されていますので。 

□澤岡委員：細かいところなんですが、４ページの、市独自項目の問２のＱ１５ですがこ

れってあてはまるものすべてに○をしてくださいということ、他の質問がいくつでもっ

てあるので、ここだけ当てはまるものに○していただいとあって、私、社会調査士でも

あるので気になりまして、 

それから、あとちょっと何点かありまして、これちょっと私が見落としてるだけかも

しれないんですけど、家族構成については、同居家族についての質問はあるのですが、

別居子の有無については質問されてないようにちょっと見たところ感じたのですが、別

居の子どもは、わりと高齢者の生活を考える上では別居の子供がいるかいないかでわり
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と高齢者の社会調査では結構、別居子の有無とか、別居子がどこ住んでいるか距離的に

どのくらいの距離に住んでいるかによって、介護のサービスの選択にも大きな影響があ

って、お聞きして無いようであれば、聞くことを検討された方がいいのかなと思いまし

た。 

それから、８ページの、これも社会調査でやると、ご質問の電話が多かったりするん

ですが、あなたは現在収入のある仕事をしていますか、という場合、シニアの場合、収

入の種類が多岐にわたって、それこそ有償ボランティア的な地域の支え合いで、１時間

ワンコイン、５００円で何かやってますというそれからシルバー人材センターもありま

すし、それから企業での有償ボランティアやそれから、不動産管理という、自分で不動

産を持って、駐車場を貸してますよというような、それも就業とするのかとか、シニア

の収入のある仕事って就業とするのか、どのようにとらえるか難しかったので、この調

査で何を伺いたいかいうことをしっかり考えながら、例えば、括弧書きで何とかですっ

て示してしておかないと、回答がバラっととれて、そこから何をクロス集計して分析す

るのかということも、やっぱりボランティアな的なものから企業に就業まで含んだもの

でいいのか、そこをすごく気を付けて行った方がいいのかと感じました。 

それからあと、１１ページの、問８－Ｑ１で、認知症の症状がある又は家族に認知症

の症状がある人がいますかという設問で、これ、家族に限定されているんですが、わり

といろんな方にインタビューさせていただくと、身近なところに認知症の方がいるかっ

ていうところが、結構ご自身の、認知症の方との関わりについて影響があったりするの

で、家族に限定するという理由がちょっとあれば教えていただきたいということと、最

後に、人との繋がりを研究してる中で、インターネットを介した繋がりで、シニアにこ

ういったスマホ、タブレット利用というところの調査をしているんですが、結構高齢の

人になる、男性７５歳以上で、スマホや携帯電話はそんなに使っていないけれど、パソ

コンで非常にこういろんな情報を得ているっていう人が増えておりまして、そして、逆

に団塊世代より若い世代で女性になってくると、パソコンは使ったことないけれど、ス

マホでいろんな情報を得ているっていうことで、スマートフォンや携帯に限定してしま

うと、パソコン使ってますかとか、ちょっとパソコンに関する項目を、そこの利用って

いうことをしっかりいれないと、ちょっと片手落ちな印象です。 

△分科会長：学生を教えているとそうですね、我々の世代だと、スマホよりパソコンで、

若い学生はそんなパソコンなんて使いませんみたいな、スマホでレポートも送ってくる

ぐらいで、そういう感じなので、気を付けないといけないですね。金子委員どうぞ。 

□金子直史委員：ちょっと戻っちゃうのですが、第８期計画の案の基本的方向性のところ

の、検討の視点の２、第７期計画の振り返りということで、介護人材の確保について非

常に重要だと考えます。さいたま市の第７期の人材確保と言いますと、基本的には量と

いうより、質の確保ということで、研修を充実させたりしているようですが、第８期に

向けて、質も重要でありますが、もちろん、量の部分も、ぜひ、我々県も、市町村の皆
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様方と連携して一緒にやっていく、第８期計画の中で、量の確保に向けてやっていけれ

ばという、お願いになります。 

□川越委員：全体としての絡んだ話なんですけれども、例えば、今回ニーズ調査とかです

ね、６５歳以上の人口で約３０万人ぐらいですよね、３０万人ぐらいいて、ＪＡＧＥＳ

調査と合わせて１万４，０００人配布をして、回収が６割としても、かなり割合的に非

常に低いって調査ではあるんです。ただ、当然制約があって仕方がないんですよね。そ

うなってきた時に全体像がこれで見るかってそれはなかなか難しい。で、一方で在宅の

生活の継続性を確保しようとする中で、在宅生活が困難になってきたという方がどれぐ

らいいるかというのは、把握できるかというと実は認定データとかを使うと要支援・要

介護者についてはわかるんです。認定データ、給付データを使えばどこに所在している

というのがわかるわけだから、在宅でずっといた方が２年後には特養に入ってるとかい

うのがどれぐらいいるのかが分かるわけです。なので、何の把握をしたいのかを考えた

上で、それをどの手段で把握するかという順番で、ものを考えていかなければいけない。

ニーズ調査でわかるのは、具体的になんであるのか、詳しいところは、こういうニーズ

調査でわかるんですけども、全体のボリューム感とか、どの項目から低下をしていくの

かとかいうところは、実は全数調査があるわけですよね。要支援・要介護者については

です。ただ、認定データの分析を行うというのは並行して行っておかないといけない、

全体像の把握と個別の要因をきちっと押さえて、この２つは分けて、議論をして、方法

論をわけて整理をして、両方セットで議論しないと、計画策定上、一部のデータだけで

云々だけば十分とは言い切れ無い。 

◎高齢福祉課：貴重なご意見ありがとうございます。いただいたご意見について回答させ

ていただきたい。若杉委員からのご意見についてかかりつけのお話につきまして、こち

らかかりつけ医の内容は、ＪＡＧＥＳ調査の項目に入っていたというところがあります。

検討させていただきます。あと、いくつかご指摘いただいた、文言の関係は幾つか当然

直させていただきたいと思います。あと、認知症に関する項目については、国からの必

須項目となっているため、この部分については変更がなかなか難しいところがあります。

国から示されている設問の意図としましては、家族を含めて、認知症に関する相談体制

を地域ごとに整備していくことが求められて行く中で、相談窓口の認知度について、関

係者と住民の属性の把握を目的としているというのが国からの説明にありますので、こ

の点については了解いただきまして、それ以外の部分については、調整を図りながらで

すね、特に収入のある仕事という内容については、内部でも議論があったところではあ

ります。 

◎介護保険課：給付のデータ等の調査に関しては、技術的な問題があるのですが。 

□川越委員：やっていただくのではなくて、一緒にやれる状況さえ作っていただければ一

緒に調査しますよということです。ｃｓｖとかで、毎月出されています、そのデータを
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分析すればできるので、来年度の計画策定に使える要素がすごくありますので、一緒に

できることをお考えていただけたらありがたいという趣旨になります。 

△分科会長：ぜひやってもらったらいいと思いますね。他にご意見は。 

□大麻委員：８・９ページのボランティア活動についてそのボランティアっていうのは、

社会的には有償のボランティアについては、これを読む限りではどう考えたらいいのか

なというふうに、思いました。例えばうちの、有償のボランティアっていうような形で、

介護保険でできないような、支援について、やらせていただいているっていうところが

ありまして、このような質問があると、どこに○をしたらいいのか、具体的に分からな

いし、どのように答えればいいのかなと。ボランティアは一般的には無償でやることに

なっていますし、そのように、判断できればいいのですが、それができないとか、でき

づらいとかということでございまして、ちょっと検討していただければと思います。 

◎高齢福祉課：そうですね、この項目については、前回３年前と同じ設問をさせていただ

いているところがあるので、できれば同じ内容で経年比較をやっていきたいというのが

ありますが、前回の結果を、比較がどこまで重要かというところを精査させていただけ

ればと思います。 

△分科会長：それでは、今回出されましたご意見の反映につきましては、本来であれば、

分科会長の私にご一任いただきたいところですが、ご意見が多くあったので１度、事務

局の方から委員の方へ、照会いただいて作り上げた方が、誤りはないかなとおもったん

ですけれど、事務局としては大変ですよね。 

◎高齢福祉課：その場合、非常に短期間での照会になっていしますことをご了解いただけ

ればというところがあるんですけれども、ちょっとこの後のスケジュールというところ

もございますので。 

△分科会長：それでは今頂戴したご意見については、私が責任をもって反映させていただ

きたいと思いますので、私にご一任いただけますでしょうか。 

□各委員：了。 

△分科会長：はい、ありがとうございます。それでは以上で、本日予定しておりました議

題がすべて終了しましたので、進行を事務局にお返しします。 

○事務局：長時間にわたりご議論をいただき、ありがとうございました。 

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

務局が作成し、後日、分科会長にご確認をいただいた上で、会議資料とともに、市ホー

ムページに掲載させていただきたいと存じます。よろしいでしょうか。 

□各委員：了。 

○事務局： ありがとうございます。そのようにさせていただきます。 

本日の報酬につきましては、１月中を目途に、指定の口座にお振込みをさせていただ

きます。よろしくお願いいたします。 
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なお、臨時委員の皆様には、口座振込にかかる用紙とマイナンバーにかかる用紙を机

上に配布していますので、別途、ご提出をお願いいたします。 

次回の日程につきましては、３月中旬から下旬の開催を予定しております。お手元に

日程調整の用紙を配布させていただきました。本日ご記入いただける方におかれまして

は、ご記入の上、机上に置いていただければと存じます。本日ご記入ができない方にお

かれましては、用紙に記載の期日までに、所定の方法にてご連絡くださいますよう、お

願い申し上げます。本日欠席の委員も含めまして、日程が決まり次第、メール又は郵送

にてご案内申し上げます。 

以上を持ちまして、令和元年度第２回さいたま市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科

会を閉会いたします。 

（閉会）


