
令和４年度第２回朝霞市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画推進会議

次 第

日 時 令和４年８月３０日（火）

午後１時３０分から３時まで

会 場 ゆめぱれす 会議室 梅

１ 開 会

２ 議 題

≪報告事項≫

（１）第８期計画進捗管理（令和３年度）

資料番号１ 第８期朝霞市高齢者福祉計画・介護保険事業計画進捗管理

シート（令和３年度分）

（２）今年度の推進会議スケジュールについて

資料番号２ 高齢者福祉計画及び介護保険事業計画推進会議の

スケジュール（修正版）

≪審議事項≫

（３）計画策定のためのアンケート調査について

※計画策定における国の方向性を踏まえて説明

資料番号３ 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 調査票

資料番号４ 在宅介護実態調査 調査票

資料番号５ 第２号被保険者向けアンケート調査項目（第８期参考）

資料番号６ ニーズ調査及び第２号アンケート 市独自項目（予定）

資料番号７ 朝霞市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定に伴う

アンケート調査について（案）

３ 閉 会



1 市議会議員 朝霞市議会議員 遠藤　光博 えんどう　みつひろ 出

2 市議会議員 朝霞市議会議員 本田　麻希子 ほんだ　まきこ 出

3 学識経験者 東洋大学ライフデザイン学部 高野　龍昭 たかの　たつあき 出

4 医療保険関係者 朝霞地区医師会 稲生　実枝 いなお　みえ 出

5 医療保険関係者 朝霞地区歯科医師会 塩野　篤史 しおの　あつし 出

6 医療保険関係者 朝霞地区薬剤師会 大八木　実 おおやぎ　みのる 欠

7 医療保険関係者 朝霞保健所 高木　剛 たかぎ　たけし 出

8 福祉関係者 朝霞市社会福祉協議会 鳥居　功 とりい　いさお 出

9 福祉関係者
朝霞市民生委員児童委員協議
会　高齢者部会

長井　明美 ながい　あけみ 出

10 福祉関係者 朝霞地区福祉会　朝光苑 田畑　康治 たばた　こうじ 欠

11 福祉関係者
朝霞市地域包括支援セン
ター運営協議会

本田　卓也 ほんだ　たくや 出

12 福祉関係者
朝霞でいきいきネットワーク
（介護予防）

佐々木　一夫 ささき　かずお 出

13 保険料負担事業所関係者 朝霞市商工会 加藤　博康 かとう　ひろやす 欠

14 被保険者 公募 小峰　拓朗 こみね　たくろう 出

15 被保険者 公募 加茂　幸雄 かも　ゆきお 出

16 被保険者 公募 白濵　秀美 しらはま　ひでみ 出

17 被保険者 公募 髙田　ちづ子 たかだ　ちづこ 出

令和４年度第２回朝霞市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画推進会議委員名簿

８月３０日（火）開催

組織 所属 名前 ふりがな 出欠



第８期（令和３から５年度）朝霞市高齢者福祉計画・介護保険事業計画進捗管理シート（令和３年度分） 総合評価とは・・・A＝目標達成、Ｂ＝目標に向かって改善、Ｃ＝横ばいまたは停滞、Ⅾ＝未実施、Ｅ＝評価できず

施策目標Ⅰ　健康づくりと介護予防・生活支援の充実

施策の方向性１　生きがいづくり・社会参加の促進　　　

事業概要 現状と課題 R3 総合評価 委員会等ご意見
最終
方針

目標値 109,000人

実績値 68,768人

目標値 25団体

目標値 24団体

実績値 1,000人

目標値 852人

目標値 200人

実績値 中止

目標値 2,100人

実績値 2,025人

目標値 6,500人

実績値 2,998人

目標値 2,180人

実績値 2,194人

目標値 600人

実績値 583人

目標値 50人

実績値 18人

目標値 2回

実績値 0回

目標値 －

実績値 －

目標値 10団体

実績値 5団体

目標値 27件

実績値 7件

目標値 25件

実績値 18件

施策の方向性２　健康づくりの推進

事業内容等 現状と課題 R3 総合評価 委員会等ご意見
最終
方針

目標値 1,100人

実績値 1,157人

目標値 630人

実績値 564人

目標値 9,711人

実績値 5,929人

目標値 5,300人

実績値 4,713人

目標値 －

実績値 －

高齢者が身近な地域で生きがいづくりに積極的に取り組めるよう、活動に参加しやすい環境づくりを進めるとともに、現役時代の能力等を生かした生活支援の担い手として活躍できる社会参加の基盤整備を進めます。
また、高齢者が自らの経験や能力を生かし、文化・スポーツ活動や生きがいづくり活動を行うことができるよう、関係団体との連携を強化するとともに、高齢者の誰もが気軽に利用できる居場所づくりを進めます。

今後の取組方針 目標指数

健康診査や健康相談、健康教育事業を実施するほか、誰にでも気軽に参加できる体操やウォーキングなどを通じて、人と人とのつながりづくりから、健康づくりを推進するとともに、市全体で健康づくりに対する意識を醸成します。

改善・今後の方向性 目標指数

所管課 施策・事業名

1
老人福祉センターの管理・運営

【P16】
高齢者が健康で生きがいのある生活を送れるよう、個人やグループで活動を行える場の提供や各
種講座の開催等を行います。

休止事業や利用制限を設けたことにより、目標を達成することができなかった
ことから、コロナ禍においても事業実施等ができるよう対策を検討する必要があ
ります。

コロナ禍においても事業が実施できるように、感染防止対策の見直しを図り、事
業運営を行っていきます。

継
続

利用者数（人） Ｂ

2
老人クラブへの助成

【P16】
高齢者の持つ経験・知識を生かしたボランティア活動や友愛活動、生きがい、健康づくり等、様々な
活動を行う老人クラブ・老人クラブ連合会への支援を行います。

老人クラブ等に補助金を交付しているが、加入団体数や新規加入者の増加が
みられないことが課題と捉えています。

現状の周知啓発活動を継続するとともに、社会福祉協議会と新たな啓発活動
等を検討します。

継
続

利用団体数（団体）

Ｃ

会員数（人）

3
高齢者のスポーツ参加への支援

【P17】
健康維持・増進を目的として、市が主催するシニアスポーツフェスティバルや老人クラブ連合会が
主催する高齢者のスポーツ・レクリエーション活動などへの支援を行います。

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、事業を実施することができなかった
ことから、コロナ禍においても実施できるような感染防止対策を検討する必要
があります。

コロナ禍においても事業を実施することができるように、感染防止対策について
社会福祉協議会と検討を図ります。

継
続

シニアスポーツフェス
ティバル参加者数

（人）
Ｃ

4
ミニデイサービス（生きがい活動支援

通所サービス）への支援
【P17】

介護保険の要介護・要支援認定で非該当と判定された方を対象として、ボランティアやＮＰＯが実
施するミニデイサービス事業に対し、施設の賃借料等の一部を補助することで、介護予防や引きこ
もり防止の支援を行います。

コロナ禍において、参加者数が減少した時期もあったが、令和元年度と比較し
て、徐々に参加者数が増加しています。

今後も事業運営費の一部補助を継続し、介護予防や閉じこもり防止の支援を
図ります。

継
続

参加者数（人） Ｃ

5
高齢者地域交流室の運営・活用の

促進
【P17】

高齢者福祉の増進を図ることを目的に設置した、高齢者地域交流室の運営・活用を促進すること
で、高齢者の生きがい活動や交流を進めます。

コロナ禍のため、利用を控える団体があったが、徐々に利用者数に回復の兆し
がみえます。

今後も高齢者福祉の増進を図ることを目的に活動団体に対して、交流室（場
所）の提供や新型コロナウイルス感染防止対策を図るための消毒液等の消耗
品の提供を継続します。

見
直
し

利用者数（人） Ｂ

6
シルバー人材センターへの支援

【P17】
高齢者の能力や経験を活用できる場、機会づくりに向けて、公益社団法人朝霞地区シルバー人材
センターに対し、運営費の一部補助を行います。

加入者数は微増傾向であるため、減少に転じないように周知啓発活動を継続
します。

運営費の一部補助を継続し、窓口や電話等で生きがいや就労に関する相談
を受けた際は、積極的にご案内するよう対応していきます。

継
続

会員数（人） Ｂ

7
シルバーサロンの提供

【P17】
地域の高齢者が個人で自由に利用できる集いの場（シルバーサロン）を提供することで、地域のコ
ミュニティ形成及び介護予防の促進を図ります。

コロナ禍であり、利用者の把握やバンパーゲームや将棋等の管理が難く、従来
どおりの提供ができていない状況であるため、利用者数が減少傾向です。

コロナ禍においても従来どおりの提供ができるように感染防止対策等について、
検討します。

継
続

利用者数（人） Ｃ

地域づくり支援課 8
シニア活動センター事業の推進

【P18】
シニア活動センターでは、シニア世代を対象に、地域活動に関する情報収集や発信、地域活動に
つながる講座等を実施します。

シニアが企業等で培われた知識や経験等を活かし、地域とつながるきっかけ
づくりとした、「地域活動セミナー～あなたも地域デビューしてみませんか」を公
財）いきいき埼玉と共催で実施しました。　
事業内容は、基調講演や、市内で活動するＮＰＯ法人により、各々の活動内容
や市民活動のやりがいや魅力について説明を行いました。

・人生100年時代を見据えて、一人でも多くの方に参加してもらい、地域のおけ
る市民活動等を身近なものとして感じられるような事業内容を企画立案しま
す。また、地域活動の裾野を広げ、新たな活動の担い手づくりを図るため、市
のみならず、社会福祉協議会、埼玉県（南西部地域振興センター）や近隣自
治体との連携を検討していきます。

継
続

地域活動推進事業参
加者数（人）

Ｃ

産業振興課 9
高齢者の就労支援

【P18】
高齢者の就労支援先の確保を目指し、専門機関や関係団体等と連携しながら、地元企業と就労
希望者のマッチング等の取組と併せて、地域とのつながりや外出機会の創出を図ります。

令和３年度における高齢者のための就労支援の取り組みは、新型コロナウイル
ス感染症の拡大により、実施することができませんでした。
今後は、感染状況を注視しつつ、実施の検討を続けていく必要があります。

今後は、埼玉県と連携し、就職のための座談会や、小規模の合同企業面接会
の実施を予定しています。
実施にあたっては、開催時期の新型コロナウイルス感染症の状況を考慮して
実施の可否を判断します。

継
続

就職相談会
回数（回）

E

長寿はつらつ課 10
就労的活動支援コーディネーター

（就労的活動支援員）の配置の検討
【P18】

就労的活動の場を提供できる民間企業・団体等と、就労的活動の取組を実施したい事業等とを
マッチングし、役割がある形で高齢者の社会参加等が推進されるよう、就労的活動支援コーディ
ネーターの配置を検討します。

住民の活動ニーズと地域資源のマッチングを担う生活支援コーディネーターを
配置しており、就労に関する相談等の対応をしていますが、就労に特化した
コーディネーターの配置はしていません。

引き続き産業振興課等と協力して、適所に案内できるよう対応するとともに、
先進市の状況把握や本市における就労的活動支援コーディネーターの配置
又は生活支援コーディネーターとの兼任の必要性等について調査・研究しま
す。

継
続

－ Ｃ

生涯学習・
スポーツ課

11
市民企画講座への支援

【P18】
市民が共有し、ともに学習する必要がある公益性の高い課題を学習主題として学ぶ市内の団体や
サークルが、市民に開かれた講座・学習会を開催する活動に補助を行います。

団体等は、自主的に講座の企画・学習する意欲はあるものの、新型コロナウイ
ルス感染症の影響で中止となった講座等もあり、令和２年度と令和３年度の補
助金交付団体数は減少しています。しかし、実施された講座は、自然環境保
護を学ぶ講座など、様々な分野にわたっており、厳しい状況下であっても学習
活動が継続され、活性化されたものと考えています。

今後も新型コロナウイルスの感染状況等を考慮しながら、団体やサークルの自
主性を尊重し、市民自らの手による学習活動が継続して推進されるよう、相談
体制の充実及び活動支援を行っていきます。

継
続

補助金交付団体数
（団体）

Ｃ

12
あさか学習おとどけ講座の実施

【P19】
まちづくりや税、選挙、市の制度、身近な情報などを、市や企業から市民の学習の場へおとどけする
「あさか学習おとどけ講座」制度の活用促進を図ります。

市が行う「行政メニュー」と事業者が行う「企業メニュー」を提供していますが、
令和３年度は令和２年度と比較し、１/２以下の利用件数にとどまり計画値を大
きく下回りました。しかし、講座の実施後のアンケートでは、「無回答」を除くと、
「満足した」、「やや満足した」という回答が100％という結果となり、利用者から
は好評をいただいています。

利用者からの満足度が高い事業であることから、引き続き、講座のメニュー登
録の増加と内容の充実を図るとともに、利用件数が増加するよう、制度のＰＲ
方法を検討していきます。

継
続

講座利用件数(件) Ｃ

13
生涯学習ボランティアバンク事業の

実施
【P19】

生涯学習ボランティアバンクは、優れた知識や技能を持った市民や団体の皆さんに、講師として登
録いただき、市民の学習意欲に応えるとともに、地域の学びの輪を広げるための登録ボランティア制
度です。「学習したい」と「教えたい」をつなぎ、ボランティア登録者の一層の活躍の場や機会づくりに
向けた活動を促進します。

令和３年度の講師紹介件数は、新型コロナウイルス感染症の影響により、計画
した値には届かなかったものの、令和２年度と比較すると２倍を超えており、市
民の学習意欲が高まっているととらえています。

ボランティアバンクに登録の講師を市民によりわかりやすく情報提供するほか、
様々な分野の講師がボランティアバンクに登録していただけるよう、制度の周
知を図っていきます。

継
続

講師紹介件数（件） Ｃ

所管課 施策・事業名

14
人間ドックの実施

【P20】
生活習慣病の予防や疾病の早期発見、生活習慣の改善及び早期治療により健康管理が図られ、
健康で快適な生活が送れるよう保健事業を実施します。

・国民健康保険においては、被保険者数の減少により、対象者数も減少傾向
です。受診者数は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により一時的に落ち込
みましたが、横ばいの状況です。
・後期高齢者においては、被保険者数は増加していますが、受診者数として
は、新型コロナウイルス感染症の影響により、横ばいの状況です。

データヘルス計画に基づき、国民健康保険被保険者及び後期高齢者の医療
費を分析し、市の健康課題を抽出して、事業につなげて実施し、評価していくと
いうPDCAサイクルに沿って事業を展開していくとともに、受診率の向上を目指
していきます。

継
続

国民健康保険人間
ドック受診者数（人）

Ｃ

後期高齢者人間ドッ
ク受診者数（人）

15
健康診査の実施

【P20】
生活習慣病の予防や早期発見、生活習慣の改善及び健康管理が図られ、健康で快適な生活が
送れるよう保健事業を実施します。

・特定健康診査においては、被保険者数の減少により、対象者数も減少傾向
である。受診者数は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により一時的に落ち
込んだが、感染拡大前の受診者数に戻りつつあります。
・後期高齢者健康診査においては、新型コロナウイルス感染症の影響により、
受診者数がほぼ横ばいとなっています

・データヘルス計画に基づき、国民健康保険被保険者及び後期高齢者の医
療費を分析し、市の健康課題を抽出して、事業につなげて実施し、評価してい
くというPDCAサイクルに沿って事業を展開していくとともに、受診率の向上を目
指していきます。

継
続

特定健康診査受診者
数（人）

Ｃ

後期高齢者健康診査
受診者数（人）

長寿はつらつ課 16
かかりつけの医師・歯科医師・薬剤

師を持つことの意識啓発
【P20】

身近に医療の専門職を持つことは、病気になったときや健康に不安があるときに、すぐに相談がで
き、自身の心身の状態、病歴、生活習慣などを総合的に踏まえた診療を継続的に行えることのほか
に、病状の変化の迅速な把握につながります。また、介護職等ともスムーズな連携を図ることができ
るため、医師会、歯科医師会、薬剤師会と協力し、かかりつけを持つことの重要性について、関係部
署と連携して啓発していきます。

地域ケア会議を通じて、介護支援専門員や他専門職に対して、かかりつけを
持つ効果等についてアドバイスをもらうなど、啓発に努めています。

関係機関や部署と協力し、長寿はつらつ課としてできる啓発等について、検討
します。

継
続

－ Ｃ

長寿はつらつ課

保険年金課



目標値 900人

実績値 41人

目標値 700人

実績値 351人

目標値 150人

実績値 51人

目標値 2事業

実績値 6事業

施策３　フレイル予防と一般介護予防の一体的推進

事業内容等 現状と課題 R3 総合評価 委員会等ご意見
最終
方針

目標値 300人

実績値 292人

目標値 10人

実績値 16人

目標値 －

実績値 －

目標値 －

実績値 －

目標値 46人

実績値 35人

目標値 570人

実績値 550人

目標値 10人

実績値 0人

目標値 －

実績値 －

目標値 80人

実績値 50人

目標値 130人

実績値 0人

目標値 9,600人

実績値 6,487人

目標値 180人

実績値 21人

目標値 －

実績値 ―

目標値 10団体

実績値 0団体

目標値 100％

実績値 67.57％

目標値 63箇所

実績値 70箇所

目標値 －

実績値 －

フレイルを予防するためには、適切な「運動」と「栄養バランス」の取れた食生活、「社会活動への参加」が重要であるため、介護予防の各種取組の中に、それらの視点を踏まえて事業を継続することで、健康寿命の延伸を図り、元気高齢者が増えていくことを目指します。また、高齢者の実態を把握し、必要な支援につなげていきます。

改善・今後の方向性 目標指数

健康づくり課

17
健康相談の実施

【P21】
様々な場所や機会を捉えて、体や心の健康等に関する相談を実施します。

コロナウイルスの影響によりグループ活動を自粛する団体も多く、参加者は減
少しています。

特定の団体にのみ支援する方法ではなく、市内の他の高齢者団体の活動場
所などに出向くかたちで健康相談を実施し、支援の幅を拡大します。

継
続

相談会
参加者数（人）

Ｃ

18
健康教育事業の実施

【P21】
自主グループ等への健康教育、生活習慣病予防教室など、各種健康教育事業を実施します。

・コロナウイルスの影響により、グループ活動を自粛する団体も多く参加者は減
少しています。
・令和３年度は地域包括支援センターや社協、活動団体に携わるスタッフや
市民に向け、圏域ごとにフレイル予防講座を実施しました。

特定のグループへの支援ではなく、主要な圏域団体に対して健康教育を実施
していく事で担い手の育成を含めた健康教育を検討していきます。

継
続

参加者数（人） Ｃ

19
健康あさか普及員による健康づくり

普及活動
【P21】

健康あさか普及員の活動をとおし、幅広い年代層へ健康増進の普及啓発に取り組みます。

・コロナウイルスの影響で定員を設け、完全予約制での実施となったが、２ヶ月
毎にASAKA健康ラウンジを実施し、普及員同士の意見交換や健康に関する
講座を実施し、健康増進への普及啓発を行うことができました。
イベントについては、コロナを理由にが開催できず、普及員主体での活動の場
が提供できませんでした。

新型コロナウイルスの収束の兆しが見えないことから、当面の間は感染症対策
を講じながら事業を実施する必要があります。そのような中でも、社会情勢に
応じて徐々にできる活動を増やし、各種イベントや事業開催の際に普及員ブー
スを設けるなど健康に関する普及活動を実施します。

継
続

相談会
参加者数（人）

Ｃ

長寿はつらつ課 20
（仮称）みんなで参加・生きがい活動

プロジェクトの充実
【P21】

総合事業で実施している各事業と連動しながら、シルバー人材センターや社会福祉協議会など、
様々な団体とも連携して、高齢者の閉じこもり防止や健康の維持・増進、介護予防を推進する中
で、人と人とのつながりづくりを促進し、高齢者の生きがい活動を支援します。
　本事業は、関係部署や各種活動団体と協働しながら、保険者機能強化推進交付金を効果的に
活用して、市全域で生きがいと健康づくりに寄与する活動を目指します。

健康づくり課や保険年金課、リハビリテーション専門職や歯科衛生士会と協力
し、市内の活動団体や市民を対象としたフレイル予防講座を、各圏域及び老
人クラブ連合会において実施し、生きがいと健康づくりを推進しました。

市全体で生きがいや健康づくりの意識が醸成されるよう、効果的な取組を検討
します。

継
続

フレイル予防に関する
新たな取組（事業）

Ｂ

所管課 施策・事業名

21
訪問介護相当サービスの適切な利

用
【P22】

生活援助だけでなく、身体介護もできるホームヘルパーによる訪問介護相当サービスについては、
引き続き適切なサービスの選定・利用が図られるよう進めます。

訪問型サービスＡの普及・拡充により、訪問介護相当サービスから訪問型
サービスＡに移行する利用者が増加し、訪問介護相当サービスの利用は減少
傾向が見られます。
・訪問介護相当サービス…令和4年6月末現在　市内18か所
・訪問型サービスＡ…令和4年6月末現在　市内2か所

引き続き、訪問型サービスＡの普及・拡充を推進し、訪問介護相当サービス
適切な利用が図られるよう努めます。

継
続

利用人数（人） Ｃ

22
訪問型サービスＡの推進

【P22】

掃除や洗濯など、生活援助のみの支援が適する方については、直接的な身体介護を伴わない生
活援助のサービスを提供する、訪問型サービスＡの利用を図るとともに、事業のあり方を見直しま
す。

朝霞市、志木市、新座市の３市合同で、入門的研修を実施し、訪問型サービ
スＡ従事者の養成を図るとともに、研修後、市内の訪問型サービス事業所の
一部の事業所と直接話し合う機会を設けるなど、利用拡充に努めています。
・訪問型サービスＡ：市内2か所

現在、行っている入門的研修等を今後も継続して実施し、従事者の養成に努
めることなどにより、引き続き、訪問型サービスＡの普及・拡充を図ります。

継
続

利用人数（人） Ｂ

23
訪問型サービスBの検討・実施

【P22】
ボランティアやＮＰＯ法人などの様々な主体による生活支援の活動である、訪問型サービスＢの実施
に向け、他市の事例等を参考に、具体的な育成支援方法等を検討します。

ボランティアやＮＰＯ法人などが主体として活動する訪問型サービスＢに関して
は、現在、活動参入業者や利用希望者がない状況です。サービスＢに関する
他市の事例を参考に導入方法についてノウハウを獲得し、具体的な実施方法
について検討する必要があります。

今後、市内でのボランティア活動、ＮＰＯ法人等の活動状況等の把握に努め、
サービスＢに関する研修等への参加等、訪問型を含めたサービスＢの活動を
実践している他市の事例を参考とし、サービスＢの拡大に向けた方策など、具
体的な実施方法について検討します。

継
続

－ Ⅾ

24
その他の生活支援サービスの検討

【P22】
配食サービスや移送サービスなど、各種生活支援のサービスや見守り活動などについては、市の高
齢者福祉施策など、他の施策と一体的にその実施のあり方について検討します。

高齢者移送サービスなどの高齢者自立生活支援事業や配食サービスなどの
高齢者安心見守り支援事業など、各種生活支援のサービスや見守り支援の
サービスを展開しています。目標を達成した事業もあるが、目標と乖離する事
業もあります。

類似事業や目標と乖離する事業については、実施方法や普及啓発方法につ
いて検討します。

継
続

－ Ｃ

25
訪問型サービスCの推進

【P23】
理学療法士、作業療法士、管理栄養士、歯科衛生士など、保健・医療の専門職による、利用者の
機能改善のための短期集中の訪問型サービスＣの拡充を図り、自立支援を進めます。

事業対象者と要支援１・２の方を対象に栄養・口腔機能改善を目的とした訪問
型介護予防事業を実施し、要介護状態になることの予防を図りました。

歯科・栄養に関連した介護予防等に関する普及・啓発と自立支援のため、介
護予防把握事業の結果を活用し、短期集中の訪問型サービスＣの拡充を図り
ます。

継
続

利用人数（人） Ｃ

26
通所型介護相当サービスの適切な

利用
【P23】

デイサービスに相当するサービスで、通所介護施設において、日常生活上の基本サービスや、生活
機能向上のための支援を行う通所介護相当サービスについては、適切なサービス選定・利用によ
り、重度化防止が進められるよう支援します。

通所型サービスＡの普及・拡充がなかなか進まず、通所介護相当サービスか
らの移行者がいないためか、利用実績は、目標値を上回る傾向があります。令
和２年度と令和３年度については、新型コロナウイルス感染症の影響により利
用控えがあったものと推測されます。

引き続き、通所型サービスＡの普及・拡充を進めるとともに、課題を分析し、適
切な利用が図られるよう進めていきます。

継
続

利用人数（人） Ｃ

27
通所型サービスＡの推進

【P23】

市が指定した介護事業所で、人員などを緩和した基準による通所型の施設において、運動やレクリ
エーションなどを提供し、利用者の自立を支援します。なお、事業の推進に向け、ニーズ等を見直
し、事業のあり方を検討します。

数年に渡り、実施事業者は1事業者のままで推移しており、新たに新規参入を
希望する事業所は見られません。
通所型サービスＡ：市内１か所

市内事業所の動向等を注視しながら、介護予防・生活支援サービス事業全体
の推進に向け、ニーズ等を見直し、事業のあり方を検討します。

継
続

利用人数（人） Ｃ

28
通所型サービスBの検討・実施

【P23】

ボランティアやＮＰＯ法人など、様々な主体による通いの場での自立支援・介護予防に資する活動
である、通所型サービスＢの実施に向け、他市の事例等を参考に、民間企業などの参入も視野に入
れて、具体的な育成支援方法等を検討します。

ボランティアやＮＰＯ法人などの主体による通いの場としての通所型サービスＢ
に関しては、現在、参入業者や利用希望者も居ない状況である。サービスＢに
関する他市の事例等を参考に導入方法についてノウハウを獲得し、具体的な
実施方法について検討する必要があります。

今後、市内でのボランティア活動、ＮＰＯ法人等の活動状況等の把握に努め、
サービスＢに関する研修等への参加等、通所型サービスＢを含めたサービスＢ
の活動を実践している他市の事例を参考とすることにより、通所型サービスＢの
実施に向けた具体的な方策、支援などについて検討します。

継
続

－ Ⅾ

29
通所型サービスCの推進

【P23】
看護師、理学療法士、健康運動指導士など、保健・医療の専門職による、生活機能改善のための
運動器の機能向上等を行う短期集中の通所型サービスＣの拡充を図り、自立支援を進めます。

事業の実施状況においては、２か所共に、利用は定着してきているものの目標
値である定員に達しないことも時折見受けられる状況である。
通所サービスＣ：市内２か所

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、感染防止対策を徹底し、安全に
十分配慮を行ったうえでの実施を予定しています。
今後においては、コロナ感染拡大等の状況を注視しながら、通所サービスＣの
拡充に向けた取り組みを行い、自立支援を進めていく予定です。

継
続

利用人数（人） Ｃ

30
介護予防把握事業の実施

【P24】

高齢者実態調査の結果を活用し、閉じこもりがちな方など、要支援・要介護状態になる可能性の高
い高齢者や、何らかの支援が必要な方を把握するとともに、介護予防の活動へつなげます。
一人暮らし及び高齢者のみ世帯は優先的に実態を把握し、要介護リスクの高い方を、必要な支援
につなげます。

令和３年度は７５歳以上の市民（要介護認定者及び要支援認定でサービス利
用者を除く）に高齢者実態調査を実施した。郵送数10,588通、回収数7,127
通、有効回収率67.3％。今後、調査結果を基に介護予防事業等へつなげて
いく予定です。

令和４年度は65歳以上75歳までの市民（要介護認定者及び要支援認定で
サービス利用者を除く）に高齢者実態調査を実施予定です。今後、地域包括
支援センターと連携し、高齢者実態調査の結果分析から、必要なサービスの
提供や、見守り支援につなげていく予定です。

継
続

支援者数（人） Ⅾ

31
体操教室等の実施

【P24】

フレイル予防のための体操教室（いきいきトレーニング教室、フレッシュトレーニング教室など）や、健
康指導・栄養改善のためのけんこうサロン（栄養改善指導）を開催し、介護予防の重要性を周知す
るとともに、介護予防の活動に取り組みます。

令和元年度までは自由参加制でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響を
鑑み、令和２年度以降は申し込み制としたことから、従前に比べ、参加者数は
減少傾向にあります。

引き続き、感染予防対策を徹底し、会場が密にならないように配慮を行いつ
つ、感染防止対策を徹底ながら実施します。また、現地に限らない参加方法
について検討します。

継
続

利用人数（人） Ｃ

32
地域介護予防活動の支援

【P24】

地域の住民が主体となって行う介護予防の活動に対し、予防活動を強化するための意識啓発や保
健師などによる健康教育事業、リハビリテーション専門職等による体操指導など、介護予防実践活
動を支援します。
また、住民主体の活動団体に対し、必要に応じて、保健師、看護師、栄養士、歯科衛生士などを派
遣します。

市内５か所の住民主体の活動団体に対し、保健師、看護師などを、各団体の
必要に応じて派遣していたが、令和２年度以降、新型コロナウイルス感染症の
影響により縮小しています。

市内5か所に限らず、市内各所で活動している団体が、効果的。継続的に介
護予防活動が行える仕組みを検討します。

継
続

活動参加者数（人） Ｃ

33
リハビリテーションサービスの提供体

制の構築
【P24】

自立支援と重度化防止の取組を推進するため、介護保険サービスにおいて、高齢者に必要なリハ
ビリテーションが適切なタイミングで提供されるよう、関係機関等と連携して提供体制の構築に努め
ます。

リハビリテーション専門職が地域ケア会議や介護予防事業に、高齢者に必要
な助言や支援を行っていただく体制を整備しています。また、市内のリハビリ
テーション専門職のネットワークを広げるため、日ごろから関わりのあるリハビリ
テーション専門職と打ち合わせを行いました。

現在関わりがあるのは、市内の一部のリハビリテーション専門職であるため、専
門職が主体となってネットワーク会議を開催できるよう支援するとともに、市と専
門職が情報を共有する機会を設け、市内全域でのリハビリテーションサービス
の提供体制について調査・研究します。

継
続

－ Ｃ

34
地域リハビリテーション活動の支援

【P25】

地域住民が行う介護予防の取組を強化するため、リハビリテーション専門職等と協働し、地域ぐるみ
での介護予防活動の拡充を支援します。
また、介護予防等の住民主体の活動団体の活動継続及び活性化を図る目的を兼ね、支援が必要
と判断した団体に対し、一定期間リハビリテーション専門職等の派遣を実施します。

令和元年度から住民主体の活動団体の新規立上・活動継続の支援等を目的
に、リハ職の派遣を開始しましたが、新型コロナ感染症拡大を理由に派遣が行
えませんでした。

コロナ禍により活動を解散・休止する団体もいることから、改めて活動継続支援
等を目的に、リハ職に協力いただける体制を検討します。

継
続

支援団体数（団体） Ｃ

35
一般介護予防事業の評価

【P25】
一般介護予防事業の目標値に対し、その達成状況等の検証を行い、事業の評価を行います。

一般介護予防事業（体操教室）の利用者数において、新型コロナウイルスの影
響により、令和元年度は３月の体操教室を休止、令和２年度においても、８月
以降再開したが、参加者を申し込み制としたことから、当初設定した目標を下
回りました。

引き続き、感染予防対策を徹底し、会場が密にならないように配慮を行いつ
つ、感染防止対策を徹底ながら実施します。また、現地に限らない参加方法
について検討します。

継
続

各事業目標達成率（％） Ｃ

36
新たな地域の活動拠点の把握と活

用
【P25】

体操教室等と連動しながら、高齢者の閉じこもり予防や居場所づくりとして、既存の公共施設だけで
なく、マンション・団地の集会室や民間企業の社会貢献活動として会議室等の利用など、幅広く介
護予防の拠点整備を進めます。

市内のマンション等の集会室や教会、空き店舗、葬祭場など、市民が集って活
動できる拠点が広がっていますが、場所によっては、市や地域包括支援セン
ターが主催の取組のみ利用が可能な場所もあるため、広く市民が使用できる
よう、調整が必要です。

令和４年度から日常生活圏域を６圏域に変更したことも踏まえ、各圏域に、住
民が気軽に集える拠点を整備できるよう、地域包括支援センターや生活支援
コーディネーター、各圏域の協議体と検討していきます。

継
続

拠点数（箇所） Ｂ

保険年金課 37
高齢者の保健事業と介護予防の一

体的な実施
【P26】

KDBシステムによる、後期高齢者の医療・検診・介護レセプトデータ等を活用し、地域の健康課題の
分析や訪問を必要とする対象者等を把握し、地域の医療機関等との連携・課題の共有を行いま
す。また、介護予防の活動など、高齢者が集う通いの場等において、フレイル予防の普及啓発や運
動、栄養、口腔等の健康教育・健康相談を実施します。さらに、高齢者の個人の状況に応じた保健
指導や生活機能向上に向けた支援等の双方の取組を、関係機関と連携して進めます。

・KDBシステムの活用等により、地域の健康課題を分析や訪問対象者等を把
握し、関係課や医師会、地域包括支援センター等の医療福祉関係機関との
情報共有を進めています。
・生活習慣病やフレイル予防について、医療専門職による健康教育・健康相
談を実施したほか、健康状態不明者対策を電話にて実施しました。

・関係課や地域の医療福祉関係機関との連携をさらに進めていきます。
・通いの場は、各圏域の健康課題に対応した健康教育・相談を実施します。
・健康状態不明者対策は、新型コロナウイルス感染症の動向に留意しながら、
できるだけ訪問による健康状態の把握や保健指導等を実施していきます。

継
続

－ Ｂ

長寿はつらつ課



目標値 ―

実績値 ―

施策目標２　安心して暮らすことができる体制の整備

施策１　地域社会からの孤立支援

事業内容等 現状と課題 R3 総合評価 委員会等ご意見
最終
方針

目標値 25団体

実績値 25団体

目標値 1,050人

実績値 1,025人

目標値 ー

実績値 ー

目標値 280人

実績値 250人

目標値 57,500回

実績値 64,360回

目標値 38人

実績値 32人

目標値 4,000回

実績値 3,076回

目標値 18人

実績値 16人

目標値 ー

実績値 ー

目標値 2,200人

実績値 2,202人

目標値 180台

実績値 135台

目標値 335台

実績値 292台

施策２　認知症施策の強化・推進

事業内容等 現状と課題 R3 総合評価 委員会等ご意見
最終
方針

目標値 ー

実績値 ー

目標値 1回

実績値 1回

目標値 ー

実績値 ー

目標値 12回

実績値 12回

目標値 45人

実績値 16人

地域の様々な活動団体、法人などと連携しながら、見守りのネットワークを構築し、併せてアウトリーチ� 支援を拡充するなど、地域ぐるみで高齢者をサポートしていく体制づくりに取り組みます。
また、市独自の各種見守りに関するサービスを周知し、必要な方に必要な見守りが行えるように努めます。なお、効果的な見守り支援に向けて、各種サービスを見直します。

改善・今後の方向性 目標指数

令和７年には、高齢者のうち約５人に１人が認知症といわれる時代となり、認知症施策の強化・推進が必要であるため、「認知症施策推進大綱」を踏まえて施策を実施します。認知症に関する理解を深めるための普及啓発活動や、認知症の予防、重症化の防止に向けた取組を進めるとともに、認知症になっても尊厳と希望を持ちながら、可能な限り住み慣れた地域で安心して、自
分らしく暮らし続けることができるよう、本人、家族、その他の視点からの総合的な支援に向けた取組を推進します。
また、地域における様々なネットワークの中で、認知症の疑いがある高齢者等を早期に発見し、適切な支援へつなげられる体制を拡充します。さらに、若年性認知症 １や高次脳機能障害 ２についても、埼玉県や関係部署と連携しながら、啓発活動や支援ができるように努めます。

改善・今後の方向性 目標指数

長寿はつらつ課 38
一般介護予防事業と他の事業等と

の連携の推進
【P26】

一般介護予防事業を効果的・効率的に実施するために、地域ケア会議や生活支援体制整備事業
などから捉えた地域課題を踏まえて事業の企画を進めます。

地域ケア会議において個別事例の検討を重なることで把握した課題等を整理
し、地域課題等をまとめました。

整理した課題をもとに、効果的な事業展開ができるよう、検討します。
継
続

ー Ｃ

所管課 施策・事業名

39
見守り支援員事業の実施

【P27】

一人暮らし高齢者、高齢者のみの世帯、認知症高齢者等が住み慣れた地域で安心して暮らしてい
くための地域におけるネットワーク化を図ります。
そのため、高齢者を地域で見守る「見守り支援員事業」を再構築し、地域包括支援センターを中心
に、民生委員・児童委員や関係機関と連携して、高齢者の見守りネットワークづくりを推進します。

登録団体等の活用について検討が進んでいないため、活用方法等について登
録団体や民生委員・児童委員及び関係機関と調整を図る必要があります。

高齢者の見守りネットワークについて、高齢者世帯や認知症高齢者等のニー
ズを把握し、本事業の活用について検討します。

継
続

登録団体数（団体）

Ｃ

登録団体構成人数
（人）

40
地域団体等による新たな見守り活動

の支援
【P27】

住民主体の活動の際や、医師会、薬剤師会による関わりや訪問診療時など、既存の見守り事業だ
けでなく、新たな見守り活動の仕組みを検討します。

市内のＮＰＯ法人等が活動時に実施している見守りの取組等について確認をし
ました。

具体的に見守り活動が広がるように、支援方法等について調査・研究します。
継
続

ー Ｃ

41
配食サービスの実施

【P29】

市で契約した事業者が栄養のバランスの取れた昼食をお届けし、その際に利用者の安否確認を行
います。
見守りの際に異常を感じたり、緊急事態と判断した場合は、長寿はつらつ課などで連絡を受け、適
切に対応します。

利用者数は横ばい傾向であるが、利用回数は目標を達成することができまし
た。その背景には、コロナ禍において、外出自粛が求められる時期があり、家族
等からの援助を受けることができなかった方の利用が増加したことが推測され
ます。

１日１食でもバランスの取れた食事を提供しながら見守り支援を行うことで、早
期発見・早期対応に繋げていきます。

継
続

利用者数（人）

Ｂ

利用回数（回）

42
乳酸飲料配付事業の実施

【P28】

市で契約した事業者が、７５歳以上の高齢者世帯に対して、乳酸飲料を直接手渡し、声かけをする
ことにより、安否確認を行います。
見守りの際に異常を感じたり、緊急事態と判断した場合は、長寿はつらつ課などで連絡を受け、適
切に対応します。

利用者数及び利用回数は横ばい傾向であるが、一定の利用があります。
一定の利用があり、今後も需要が見込めるため、目標を達成できるよう周知啓
発に努めます。

継
続

利用者数（人）

Ｃ

利用回数（回）

43

新聞販売店見守り活動の実施
【P28】

新聞販売同業組合と協力して、高齢者の見守り活動を行っています。
見守りの際に異常を感じたり、緊急事態と判断した場合は、長寿はつらつ課などで連絡を受け、適
切に対応します。

利用者数は横ばい傾向であり、目標を達成することはできませんでしたが、市
民に対する事業の普及啓発や新聞販売店に対して改めて協力を依頼する必
要があります。

同事業について掲載されているパンフレットを用いて普及啓発を図り、新聞販
売店に対して、改めて協力を依頼していきます。

継
続

利用者数（人） Ｃ

民間企業による見守り活動の支援
見守り協定を締結している企業による見守り活動を行っています。
企業活動の際に異常を感じたり、緊急事態と判断した場合は、長寿はつらつ課などで連絡を受け、
適切に対応します。

見守り活動に関する協定を締結している企業から情報提供があった際は、速
やかに状況を把握し、必要に応じて訪問しています。また、身体状況や生活状
況に応じて、介護保険制度や高齢者福祉施策などの社会資源の活用につい
て助言しています。

協定を締結している企業による見守りを継続するとともに、新たな企業との締
結を検討し、拡充を目指します。

継
続

ー Ｃ

44

安心見守り連絡カード配付の実施
【P29】

一人暮らしの高齢者に対して、緊急連絡先などの情報が記入された安心見守り連絡カードを配付
し、カードを冷蔵庫等に貼りつけておくことで、緊急時に救急隊員や関係機関に素早く情報が伝わる
ようにします。

目標を達成することはできたが、配付率（対象者数／申込者数）が２０～３０％
台です。

1人でも多くの対象者に申請していただけるよう案内方法の見直しなどについて
検討していきます。

継
続

利用者数（人） A

緊急通報システム事業の実施
【P29】

一人暮らしの高齢者等が急病などで消防署と連絡を取る必要がある場合、ボタンを押すことで通報
できるシステムを設置しています。緊急通報システムは急変のおそれのある脳疾患または心臓疾患
をお持ちの方に、緊急時にボタン一つで通報できる機器を無料で提供しています。

設置台数が減少傾向であるため、市民のニーズや他の自治体が実施している
類似サービス等について、研究する必要があります。

利用者を含めた市民のニーズや他の自治体が実施している類似サービス等に
ついて、情報収集を行い、事業の在り方について検討していきます。

見
直
し

設置台数（台） Ｃ

45
安心見守り通報システム事業の実

施
【P29】

一人暮らしの高齢者等が急病などで消防署と連絡を取る必要がある場合、ボタンを押すことで通報
できるシステムを設置しています。
脳疾患、心臓疾患のない、日常生活に不安を感じる方については、安心見守り通報システムを有
料で提供しています。

緊急通報システム事業と同様に、設置台数が減少傾向であるため、市民の
ニーズや他の自治体が実施している類似サービス等について、研究する必要
があります。

利用者を含めた市民のニーズや他の自治体が実施している類似サービス等に
ついて、情報収集を行い、緊急通報システム事業と合わせて、事業の在り方に
ついて検討していきます。

見
直
し

設置台数（台） Ｃ

所管課 施策・事業名

46
認知症ケアガイドブック（認知症ケア

パス）の活用の促進
【P30】

認知症について、その発症予防、軽度認知障害 ３に関する知識の普及啓発を進め、本人や家族
による早期発見と、適切な対応や相談支援につながるよう、認知症ケアガイドブック（認知症ケアパ
ス）等の活用を促進します。
そのため、公共施設や医療機関、介護機関のほか、金融機関、スーパー、コンビニなどでも配置・
配付ができるように協力体制の構築を進めます。

平成29年4月に作成して以降、内容の変更を行っていないため、掲載内容等
について見直しを図る必要があります。

より市民にとってわかりやすく、手に取ってもらえるように、他の自治体の認知症
ケアガイドブックを参考にしたり、文章の表現方法等について認知症地域推進
員と協力しながら見直しを図ります。

継
続

ー Ｃ

47
認知症予防講演会の実施

【P30】
認知症に関する理解を深めるための講演会を実施し、認知症の知識や予防等について啓発をしま
す。

認知症関係団体や認知症地域支援推進員と共同で事業を実施することがで
きました。

今後も認知症関係団体や認知症地域支援推進員と共同で認知症に関する
理解を深めていただくために講演内容を検討しながら事業を実施していきま
す。

継
続

実施回数（回） A

48
認知症地域支援推進員の活用促

進
【P31】

認知症になってもできる限り住み慣れた地域で暮らし続けられるように、認知症地域支援推進員会
議等において、認知症に関する各種事業を検討し、取組を進めます。

毎月、認知症地域支援推進員連絡会を開催し、認知症事業等の開催方法
等について検討しています。

今後も定期的に認知症地域支援推進員連絡会を開催し、認知症事業等の開
催日時や開催方法等について検討します。

継
続

ー A

49
認知症初期集中支援チーム員会議

の開催
【P31】

認知症の疑いのある高齢者やその家族に、早期に適切な医療や介護サービスを提供できるよう、
支援体制の構築を図ります。

毎月、認知症初期集中支援チーム員会議を開催することができました。
今後は専門職による対象者の自宅訪問等について検討し、更なる早期発見・
早期対応に努めます。

継
続

会議回数（回） A

50
認知症家族介護教室の開催

【P31】
認知症または認知症の疑いのある高齢者及びその家族を対象に、認知症に関する知識の習得、介
護に対する不安及び負担の軽減を目的とした介護教室を開催します。

感染防止対策を図りながら実施することができたが、目標を達成することはで
きませんでした。

コロナ禍においても従来どおりに実施できるように更なる感染防止対策を検討
していきます。

継
続

参加者数（人） Ｃ

長寿はつらつ課

長寿はつらつ課



目標値 60人

実績値 40人

目標値 1,200人

実績値 414人

目標値 8,200人

実績値 7,142人

目標値 ー

実績値 ー

目標値 －

実績値 －

施策３　自立支援及び重度化防止に向けた取組の推進

事業内容等 現状と課題 R3 総合評価 委員会等ご意見
最終
方針

目標値 3回

実績値 2回

目標値 5回

実績値 6回

目標値 12回

実績値 7回

目標値 12回

実績値 10回

目標値 12回

実績値 4回

目標値 100人

実績値 8人

目標値 ー

実績値 ー

目標値 80件

実績値 120件

目標値 －

実績値 －

目標値 5人

実績値 6人

目標値 130人

実績値 128人

目標値 260人

実績値 287人

目標値 120回

実績値 104回

目標値 130人

実績値 118人

目標値 ―

実績値 ―

高齢者が住み慣れた地域で最期まで自分らしく暮らし続けられるよう、専門職と連携を図り、
会議や意見交換の場等を活用して自立支援・重度化防止に向けた取組を推進します。また、在宅生活への支援として、在宅医療と介護の連携体制の整備に努めるとともに、介護者に対する支援の充実を図ります。さらに、高齢者の在宅療養を支援するため、看取りや認知症への対応強化等の観点を踏まえた取組の強化に努めます。

改善・今後の方向性 目標指数

51
認知症介護家族のつどい（知恵袋）

の開催
【P31】

認知症を患っている高齢者家族を対象に、介護に対する不安や負担の軽減などを目的とした介護
者同士の交流の場として「認知症介護家族のつどい（知恵袋）」を開催します。

参加者が集まらず、開催することができなかった月があったため、新たな周知
啓発活動を行う必要がある。

多くの方に参加していただけるように、広報やホームページだけでなく、メール
やツイッター等を活用した周知啓発活動を行います。

継
続

参加者数（人） Ｃ

52
オレンジカフェ（認知症カフェ）の開

催
【P32】

認知症の本人や家族、地域の方が集うサロンである「オレンジカフェ（認知症カフェ）」を圏域ごとに
月１回開催することで、本人と家族への支援を図るとともに、地域の方の認知症への理解を促進し、
認知症の方と家族への支援について充実を図ります。

例年に比べると参加者数は減少しているが、徐々に回復しつつあるため、新た
な事業の周知啓発活動が必要です。

多くの方に参加していただけるように、広報やホームページだけでなく、メール
やツイッター等を活用した周知啓発活動を行います。

継
続

参加者数（人） Ｃ

53
認知症サポーター養成の促進

【P32】

地域に暮らす小・中学生から大人までの幅広い年齢層の方を対象に、認知症に対する正しい知識
と理解の普及啓発を図ることを目的とした、認知症サポーター養成講座を行い、支援者の拡充を図
ります。
また、サポーターになった方を対象に、フォローアップ講座や徘徊高齢者声かけ訓練などを実施し、
地域での支援の強化を進めます。

目標には到底及ばない実績となったが、徐々に参加者の回復傾向がみられる
ため、新たな周知啓発活動が必要です。

新たな啓発活動として、広報やホームページだけでなく、メールやツイッター等
を活用します。

継
続

累計登録者数（人） Ｃ

54
認知症当事者への支援

【P32】
市と地域包括支援センターに認知症地域支援推進員を配置し、当事者目線に立った情報の発信
に努めることで、相談機能の充実を図ります。

市や地域包括支援センターに認知症地域支援推進員を配置し、相談場所の
提供を行っているが、認知症高齢者の増加を見据えた相談場所の拡充等に
ついて検討する必要があります。

認知症関連団体や認知症地域支援推進員等とともに、認知症事業や相談場
所の拡充等について検討します。

継
続

ー Ｃ

55

本人・家族のニーズと認知症サポー
ターを中心とした支援をつなぐ仕組

みの整備
【P32】

認知症サポーターからステップアップを図ったメンバーを中心に、地域の企業や事業者などとの連
携を図りながら、市民レベルで認知症の人やその家族のニーズに合った、具体的な支援につなげる
ことができるチームオレンジの体制を整備します。

一部の事業においては、認知症サポーターステップアップ講座の受講者や認
知症関係団体等の協力を得ながら認知症事業を実施することができている
が、チームオレンジの体制整備について検討することができていません。

チームオレンジの体制整備の構築に向けて、認知症サポーターステップアップ
講座の受講者や認知症関係団体等と意見交換会を行います。

継
続

ー Ⅾ

所管課 施策・事業名

56
在宅医療・介護連携推進会議の

開催
【P33】

在宅医療と介護の連携の推進に向け、地域の実情に合った市の取組の方向性や具体的な事
業について協議するため、各関係団体の代表者が参画する在宅医療・介護連稀有指針会議
を開催します。

定期的に会議を開催し、課題等を共有できました。
一方で、積極的な情報交換や意見交換にはつながらず、行政側で検討した内
容を報告することが多いことが課題です。

令和４年度についても、同様の会議体を継続することで、事業の推進に向けた
協議を行っていきます。関係団体から意見等が集約できる効果的な実施方法
を検討していきます。

継
続

会議開催回数（回） Ｃ

57
多職種合同研修及び意見交換会

の開催
【P33】

医療職と介護職が、双方の職種や役割に対する理解を深めるとともに、地域の実情に合わ
せた連携体制を構築するため、多職種合同研修会を開催します。また、医療職と介護職が
携わる分野における制度や専門知識等を習得するために職種別研修会を開催します。

対面での多職種合同研修及び意見交換会を再開し、職種への理解や顔の見
える関係づくり等に寄与する活動ができつつあります。
また、地域包括ケア支援室・近隣３市とも協同し、研修機会を確保するなどの
取り組みを進めています。

今後は、多職種合同研修及び意見交換会や地域包括ケア支援室・近隣３市
と協同した研修会の定期的な開催を予定します。
多職種合同研修及び意見交換会は、ＡＣＰをテーマとして開催し、次年度以
降の取組につなげていけるよう、意図した開催に努めていきます。

継
続

研修会開催
回数（回）

Ｂ

58
情報共有の体制整備

【P33】

高齢者の医療情報と介護情報が速やかに共有されることで円滑な支援ができるよう、関係
団体の代表者で組織する作業部会にて連携ツール及び連携方法について検討し、具体的な
情報共有の仕組みを構築します。

連携ツールの素案を用いて、市内医療機関及び地域包括支援センターにお
いて、試験的運用を実施しました。運用状況等を精査したところ、一定程度の
効果が確認できたため、次年度、本格的な運用に向けて準備します。

令和３年度の試験的運用を経て、令和４年度前半で、内容の見直しを行い、
連携ツールを確定させたいと考えています。
また、令和４年度下半期からの本格的な運用開始に向けて、直接出向くなどし
て、関係機関への事前調整を積極的に実施します。

継
続

作業部会開催回数
（回）

Ｂ

59
地域包括ケア支援室との連携強

化
【P34】

医療・介護関係者からの在宅医療・介護連携に関する相談支援を行い、朝霞市、和光市、
新座市、志木市の４市に共通する医療と介護の連携に係る課題の解決に向けた取組を実施
していくため、連絡会議などを通じて、地域包括ケア支援室との連携を強化します。

継続的な会議等の実施により、協同での事業実施を検討するなど、地域包括
ケア支援室・近隣市との連携体制は強化されてきています。
一方で、事業の実施を主体としている部分も見られ、課題等の共有は不十分
な状況があるため、今後の課題として検討します。

月１回程度の会議等を継続していきます。また、近隣市との課題の共有等を
図るなかで、協同での事業実施等を検討するなど、より一層の連携強化に努
めます。

継
続

会議開催
回数（回）

Ｃ

60
入退院支援ルールの活用の促進

【P34】

切れ目のない医療と介護の提供体制を構築できるよう、要介護者等の入退院時に病院と在
宅関係者が患者情報を共有するための標準的なルールである「朝霞地区入退院支援ルー
ル」の活用を促進します。

アンケート調査を実施したところ、成功事例の提示などを含めた活用方法につ
いての周知等が必要だと考えます。
会議については、朝霞地区在宅医療・介護連携推進会議を新たに立ち上げ、
入退院支援ルールも含めた朝霞地区の課題等について協議等を行っていき
ます。

今年度、地域包括ケア支援室及び近隣３市と協同し、入退院支援ルールに
関する研修会を開催予定。成功事例等を提示する中で、より広く周知及び活
用に向けた取組を検していく予定にしている。
　また、様々な機会を活用し、普及啓発に務めていけるよう、地域包括ケア支
援室・近隣3市との連携を密にしていく。

継
続

会議開催
回数（回）

Ｃ

61
市民への普及啓発

【P34】
医療と介護が連携することの意義や必要性について、市民講演会やパンフレット等により
市民への意識啓発を図ります。

令和３年度より埼玉県で実施している「ＡＣＰ普及啓発講師人材バンク登録制
度」を活用し、市民向け座談会を開催しました　一方で、医師を活用することに
伴い、頻繁に開催することができない、一度に多くの人数を集める形式がそぐ
わない等の普及啓発に関する課題が残ります。

引き続き「ＡＣＰ普及啓発講師人材バンク登録制度」を活用し、市民に身近な
距離感で普及啓発が行える座談会を開催予定します。
また、より広く普及啓発を行っていくために、外部研究機関の人材育成に関す
るプログラムを活用し、普及啓発が行える実践者を増やしていくことで、より広く
伝達できるよう取り組んでいきます。

継
続

市民講演会
参加者数（人）

Ｃ

62
人生のエンディングを考える機

会の創出
【P34】

自分らしく尊厳を持って、人生の最期を迎えられるように、人生のエンディングについて
考える機会を創出します。人生をよりよく過ごすための活動として、効果的な情報等を提
供できるよう
に、医療などの関係機関と連携して検討・実施していきます。

多職種合同研修及び意見交換会において、ＡＣＰに関する講義を実施すると
ともに、現状に関するグループワークを実施し、ＡＣＰに関する理解が深まった
といった声が聞かれた一方、なかなか実践できていないといった状況が確認さ
れたため、より積極的に実践できるような取り組みが必要だと考えます。

亡くなる時期を連想し、普及しないなどの課題があり、今後は多職種合同研修
及び意見交換会通じて、より早期から実践できるよう、朝霞市におけるＡＣＰの
定義の確立を目指します。
また、より広く、市民や医療・介護関係者に対し、ＡＣＰを普及していけるよう努
めていきます。

拡
充

ー Ｃ

63
自立支援型地域ケア会議の開催

【P35】

地域包括支援センター及び市内の居宅介護支援事業所のケアマネジャーが担当する個別
ケースの支援について、医師、歯科医師、薬剤師、リハビリテーション専門職、管理栄養
士などの専門多職種で構成するアドバイザーから助言をもらうことで、自立支援・重度化
防止に資する支援の視点を養い、ケアマネジャーのアセスメントやケアプラン作成等の資
質向上に努めます。

目標回数以上の事例検討を実施することができ、ケアマネジャーに対し必要
な助言等を実施することができました。
一方で、ケアマネジャーが一方的に助言等を受ける会議形態が、否定的に受
け取られることもあり、効果的な運営とは言い難い点が課題で捉得ています。

今後も、同様の会議体の継続を予定していますが、令和５年度に向けて会議
形態や会議の目的等を専門職と共有し、地域ケア会議のデザインの見直しを
実施します。

継
続

検討事例数（件数） Ｂ

64
他機関等との連携体制の整備

【P35】

高齢者の自立支援・重度化防止の推進に向けて、切れ目のない支援・サービス提供ができ
るよ
う、医療職や介護職、庁内関係部署のほかに、地域の活動団体や自治会・町内会、民生委
員・児童委員等と連携する体制を整備します。

各種事業を通じて、関係機関や地域の活動団体等との連携体制の構築に努
めています。
一例として、活動団体を対象に、コロナ禍における活動再開に向けた支援とし
て、フレイル予防講座を実施しました。

各種事業を通じて、関係機関との連携体制を構築する取組を推進していきま
す。

継
続

ー Ｃ

65
徘徊高齢者等位置検索システム

事業の実施
【P35】

徘徊行動のある認知症高齢者等の家族に対し、徘徊時の位置検索を行う機器の貸与を実施
し、介護する家族の身体的・精神的負担、経済的負担等の軽減に資する支援を行います。
なお、本事業の活用状況を精査し、新たな見守り事業の検討を行います。

目標を達成することはできたが、認知症高齢者の家族等による位置検索実績
がないため、活用状況等について把握する必要があります。

機器の活用状況等についてアンケート調査等を通じた実態把握について検討
します。

見
直
し

利用者数（人） A

66
徘徊高齢者見守りシール配付事

業の実施
【P35】

徘徊行動のある認知症高齢者等の家族に対し、早期発見、保護を目的とするシールを配付
し、介護する家族の身体的・精神的負担、経済的負担等の軽減に資する支援を行います。

安定した需要が見込まれるため、事業を継続する必要があります。
徘徊高齢者見守りシールについて、多くの方に知っていただけるよう周知啓発
活動に努めます。

継
続

累計利用者数（人） Ｂ

67
紙おむつ支給事業の実施

【P36】
在宅で寝たきりまたは重度の認知症の高齢者に対して紙おむつを支給する事業を実施し、
介護する家族の経済的負担等の軽減を図ります。

利用者数は目標を達成することができました。今後も事業を継続し、家族の経
済的負担等の軽減を図る必要があります。

安定した利用があり、事業の目的である家族の経済的負担等の軽減を図るこ
とができているため、事業を継続していきます。

継
続

利用者数（人） A

68
車いすの貸出し

【P36】
ケガなどで一時的に車いすが必要になった高齢者に、２週間を限度に車いすの貸出しを行
います。なお、利用者の利便性を考え、貸出しの場所等の拡充に努めます。

安定した需要はあるが、目標を達成することができなかったため、貸出場所の
拡充等について検討する必要があります。

新たな貸出場所として市内６か所の公民館においても貸し出しが実施できるよ
う関係部署と調整を図ります。

継
続

貸出回数（回） Ｃ

69
ねたきり老人等手当の支給

【P36】
65歳以上の方で、６か月以上寝たきりまたは重度の認知症の状態にある方の経済的負担を
軽減するため、手当を支給します。

利用実績については年度によるバラつきがあるのの、概ね110人前後で安定し
ていることから、事業自体は定着しているものと考えられます。

寝たきりや重度の認知症の状態にある方の経済的負担を軽減するために必要
な事業であり、利用者数も安定していることから、今後も事業を継続的に実施
していきます。

継
続

利用者数（人） Ｃ

70
職場環境の改善に関する普及啓

発
【P36】

介護離職防止の観点から、関係部署と連携した職場環境の改善に関する普及啓発に取り組
みます。

ハラスメントに関する国からの指示事項等を踏まえ、集団指導等で啓発してい
ます。

引き続き、様々な機会を捉えて、啓発に努めます。
継
続

― Ｃ

長寿はつらつ課

長寿はつらつ課



目標値 ―

実績値 ―

施策４　高齢者の権利擁護の推進

事業内容等 現状と課題 R3 総合評価 委員会等ご意見
最終
方針

目標値 40人

実績値 4人

目標値 100件

実績値 71件

目標値 7人

実績値 5人

目標値 60事業所

実績値 35事業所

目標値 ー

実績値 ー

目標値 ー

実績値 ー

目標値 40台

実績値 41台

目標値 ー

実績値 ー

施策５　災害や感染症対策の推進

事業内容等 現状と課題 R3 総合評価 委員会等ご意見
最終
方針

目標値 1回

実績値 1回

目標値 ー

実績値 ー

目標値 3件

実績値 1件

目標値 ー

実績値 ー

目標値 8件

実績値 10件

目標値 3,600人

実績値 3,289人

目標値 ー

実績値 ー

施策６　地域生活支援の推進

事業内容等 現状と課題 R3 総合評価 委員会等ご意見
最終
方針

目標値 2回

実績値 0回

法律の専門職やボランティアなどと連携し、相談体制の強化と、必要に応じて成年後見制度利用に向けた支援を進めます。また、高齢者虐待の早期発見と適切な対応に向けて、地域のネットワークの活用を図るとともに、認知症や虐待に関する知識の普及啓発等を推進します。

改善・今後の方向性 目標指数

感染症予防対策研修会を開催するとともに、防災体制の支援の充実を図るなど、非常時に備えた対策を推進します。
また、感染症予防や災害への対応を効果的に行うため、専門家や市内の関係団体等と連携を図ります。

改善・今後の方向性 目標指数

団塊の世代が75 歳以上となる令和７年と、団塊ジュニア世代が65歳以上となる令和22年の双方を見据え、重度の要介護状態となっても住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される、地域包括ケアシステムの深化・推進に取り組みます。また、高齢者を取り巻く様々な問題に対応する
ため、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えてつながることで、住民一人一人が生きがいをもって生活できる地域をともに創っていく「地域共生社会」の実現を目指します。

改善・今後の方向性 目標指数

71
介護者（ケアラー）の支援

【P36】

介護、看護、日常生活上の支援、その他の援助を行っている方に対して、孤立や離職、学業への
支障などに至らないように、介護サービス等の効果的な活用に努めるとともに、介護者の相談支援
も行います。また、障害・子育てなどの複合的な内容においても、関係部署と連携して支援します。

介護支援専門員等が日ごろの相談業務を通じて生活状況や家族の状況等を
踏まえたサービスが適切に展開されるよう努めています。

地域密着型サービス事業所等を対象に実施する集団指導など、さまざまな機
会をとらえて、ケアラーに関する意識情勢や介護者の相談支援等を行うととも
に、関係部署と連携し、効果的な体制の整備を調査・研究します。

継
続

― Ⅾ

所管課 施策・事業名

72
市民向け講座の開催

【P37】
成年後見制度に関する市民向け講座を開催して、制度の周知を図ります。

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、講座を開催することができなかった
ことから埼玉県司法書士会の協力を得て、個別相談会のみを開催しました。
また、成年後見制度のＤＶＤを作成し、普及啓発を図りました。

自宅で気軽に制度について学んでいただけるように作成したＤＶＤの貸し出しに
ついて、周知啓発を図ります。
また、コロナ禍においても開催できる方法として、パソコンやタブレット等から参
加していただけるようなオンラインによる講座の開催について検討します。

継
続

参加者数
（人）

Ｃ

73
成年後見制度の利用の支援と相談

体制の充実
【P37】

認知症のある方など、判断能力の不十分な方が財産管理や身上監護*を要する場合の相談対応
等については、地域包括支援センターを中心に実施しています。
今後、認知症高齢者等の増加が見込まれることから、相談体制の充実に努めるとともに、成年後見
センターの設置について検討していきます。併せて、市民後見人や法人後見の仕組みの整備に向
けて、国が進める成年後見制度利用促進基本計画の策定についても検討していきます。

地域包括支援センターや関係各課と連携を図りながら相談に応じ、制度の説
明を行うことができました。
今後は、成年後見センター等の設置や市民後見人や法人後見の仕組みの整
備について検討する必要があります。

先進市の事例研究や関係各課と調整を図りながら成年後見センター等の設
置や市民後見人等の仕組みの整備について検討していきます。

継
続

相談件数
（件）

Ｃ

74
身寄りのいない高齢者への支援

【P37】

認知症のある方など、判断能力の不十分な方が財産管理や身上監護を要しているが、身寄りの方
がいない場合に、市長による法定後見の開始の審判の申立てを行うとともに、選任された後見人等
の報酬を助成します。

申立て人数は年度によるバラつきがあるものの、毎年、市長申し立てによる成
年後見制度が必要と認められる方は一定数認められるため、市長申し立てに
よる手続きを継続する必要があります。
また、申し立て者の中には、経済的な余裕がなく、自己の資産から報酬費用を
捻出することが難しい方もいるため、報酬の助成制度の維持も必要な状況で
す。

今後も、認知症などのために判断能力が不十分で親族等の援助が受けられな
い方に対しては、権利擁護のための支援として、市長申し立てによる成年後見
制度の利用を促進し、それに要する報酬等の助成を継続していきます。

継
続

申立者数
（人）

Ｃ

75
虐待防止研修会の開催

【P38】

高齢者虐待についての正しい理解と、虐待の早期発見・早期対応に向けて、介護サービス事業者
を対象とした研修会・講演会などを実施し、広く啓発を行います。また、介護などのサービスや適切
な支援の活用を推進することで、介護者による高齢者虐待を防止します。

高齢者虐待に関する正しい知識を身に着けていただき、虐待の早期発見と早
期予防を目的とした研修会は重要であるため、今後も継続して開催する必要
があると考えます。また、認知症高齢者は虐待の被害に遭う可能性が特に高
いため、市民に向けては認知症サポーター養成講座を開催し、認知症に関す
る正しい理解と権利擁護について普及・啓発を図っている状況です。

今後も、高齢者虐待についての正しい理解と、虐待の早期発見・早期対応に
向けて、介護サービス事業者（ケアマネジャーや施設職員）への研修会・講演
会を引き続き実施し、連携を図るとともに、虐待通報ダイヤル等の啓発を進め
ることにより、早期発見・早期対応の体制を構築していきます。

継
続

虐待防止研修参加者
数

（事業者）
Ｂ

76
虐待防止体制の整備

【P38】

介護などのサービスや適切な支援の活用を推進することで、介護者による高齢者虐待を防止しま
す。認知症高齢者が虐待被害に遭う可能性が高いため、認知症サポーター養成講座を併せて開
催します。介護施設従事者等による高齢者虐待の防止を図るため、介護サービス事業者におい
て、虐待防止委員会の開催や指針の整備、研修の実施が国から義務づけられることを見据え、適
切に連携・指導するとともに、各関係機関等との連携、ネットワーク化を進め、高齢者虐待の防止及
び早期発見・早期対応に努めます。

虐待防止に向けた市民向けの認知症サポーター養成講座や介護事業者等
向けの虐待防止研修会を開催しています。
また、今後も早期発見・早期対応に繋がるように同研修会等を通じて、普及啓
発を図り、各種サービスの適切な利用を推進していきます。

認知症等に関する正しい知識を身に着けていただけるよう認知症サポーター
養成講座を開催するとともに、早期発見・早期対応や各関係機関等との連携
を図るために虐待防止研修会を開催していきます。
また、各関係機関等との連携やネットワークの体制整備に向けて、先進事例を
参考に情報共有等に努めます。

継
続

ー Ｃ

77
虐待の発見時の対応

【P38】

高齢者虐待を発見（通報）したときには、地域包括支援センターなどの関係機関と連携し、迅速な
実態調査などを通じて高齢者の安全を確保します。
また、養護者による虐待の場合には、養護者を支援することにより虐待の解消を図ります。

高齢者虐待の発見及び高齢者虐待にに関する通報を受けた際は、地域包括
支援センター等の関係機関と連携し、速やかに実態把握に努め、必要に応じ
て高齢者の安全を確保しています。
また、養護者による虐待の場合には、虐待の解消に向けて、虐待の経緯を把
握し、各種サービスの導入等を検討しています。

今後も関係機関と連携を図りながら虐待者及び被虐待者に適切な対応や支
援を行っていきます。
また、虐待の予防や早期発見・早期対応に向けた各種研修等を開催していき
ます。

継
続

ー Ｂ

地域づくり支援課 78
消費者被害の防止

【P38】

悪質商法や架空請求など、高齢者の消費生活に関する被害を未然に防止するため、消費生活相
談の充実を図るとともに、通話録音装置の貸出しを行います。
また、消費生活センターや関係機関との連携を図るとともに、消費者被害事例などの情報発信に努
めます。

消費生活に関する被害の危機意識が醸成され、通話録音装置の設置件数も
増加傾向にあります。
消費者被害事例等の情報発信についても、広報や市HPで発信するほか、公
共施設において消費者被害の事例のパネル展を実施しています。

引き続き、機会をとらえて、市民の消費生活被害に関する危機意識を醸成す
るとともに、未然に防ぐための支援や情報発信に努めます。

継
続

通話録音装置貸出し
台数（台）

Ａ

長寿はつらつ課 79
権利擁護が必要なケースの早期発

見
【P38】

地域包括支援センターにおける総合相談等をとおして、権利擁護の視点に基づいたスクリーニング
を行うとともに、緊急時だけでなく、平時のうちから支援関係者間で連携し、早期の発見・対応を行
います。

地域包括支援センターによる総合相談や市の窓口で相談を受けた際は、平時
のうちから必要に応じて関係機関と情報共有を図り、対応することができまし
た。

今後も継続して早期対応を図るためには、権利擁護に関する正しい知識や対
応を身に着けておく必要があるため、積極的に研修等に参加します。
また、平時のうちから関係機関と情報共有を図り、先を見越した適切な対応を
実施していきます。

継
続

ー Ａ

所管課 施策・事業名

80
感染症予防対策の支援

【P39】
感染症の正しい理解や組織的な感染症対策の推進のため、介護事業所等を対象に感染症予防
対策研修会を開催するとともに、感染症予防に必要な支援を行います。

介護事業所を対象とした感染症予防対策研修会をリモートで開催した（令和３
年２月１５日）。第６波で猛威を振るったオミクロン株についての情報、対策等に
ついて講義いただきました。

介護事業所について感染症が発生した際等の業務継続計画の策定が義務付
けられることを鑑み、引き続き、研修会を開催する予定です。

継
続

研修会開催回数
（回）

Ａ

81
感染症予防対策を徹底した事業の

実施
【P39】

会議や研修会、協議体や地域活動等の住民主体の取組など、不特定多数の方が集まる、高齢者
福祉及び介護保険の各種事業においては、ＩＣＴ等の効果的な活用も含めた感染症予防対策を徹
底します。

介護事業所を対象とした感染症予防対策研修会や医療職や介護職が参加
する医介連携多職種合同研修会などについては、リモートでの開催としたほ
か、住民向けに実施した介護保険制度説明会等においては、感染症対策を
徹底した上で実施しました。

今後についても、引き続き、ＩＣＴの活用を含めた感染症対策を徹底して各種
事業を実施します。

継
続

ー Ａ

82
家具転倒防止器具等設置費の補

助
【P40】

災害時など有事の際に家具が転倒することを防止するため、６５歳以上の方のみで構成されている
高齢者世帯に対して、家具転倒防止器具等の設置工事の費用の一部を補助します。

目標を達成することはできなかったが、有事の際に備えて、平時のうちから備
えておく本事業は重要であるため、広報やホームページ以外の周知啓発活動
を検討する必要があります。

メール配信サービス、ツイッター及びインスタグラム等を活用した新たな周知
啓発活動を検討していきます。

継
続

利用件数
（件）

Ｃ

83
避難所における介護サービス等の支

援
【P40】

災害時等において、介護を必要とする方が、各避難所の生活に不便が生じないよう援助を行うとと
もに、必要に応じて、介護サービスの提供が行えるように、専門職の支援体制等の整備を行いま
す。

各避難所の生活において、介護やその他の支援を必要とする方が、必要に応
じて介護サービスの提供を受けられるように、ケアマネジャー等の専門職と支
援体制の整備を行う必要があります。そのためには、平時のうちに関係各課と
調整を図り、専門職と体制整備に向けた検討を行う必要があります。

介護等が必要な方が避難所及び福祉避難所で生活をするためには、その方
の情報の把握が必要であるため、各関係機関と連携を図りながら情報収集に
努めます。また、避難先で必要な支援を速やかに受けるためには、専門職との
体制整備も必要であることから、意見交換等を通じて、体制整備に努めます。

継
続

ー Ｃ

84
福祉避難所の拡充

【P40】
高齢者や障害者など、避難所での生活において特別な配慮を必要とする要配慮者を受け入れるた
めの設備や人材が備わった福祉避難所を拡充します。

目標を達成することはできたが、受け入れ可能人数に限りがあるため、今後も
引き続き、関係各課と調整を図りながら拡充に努めます。

今後も関係各課と調整を図りながら新たな福祉避難所の確保に努めます。
継
続

協定件数
（件）

Ａ

85
避難行動要支援者台帳の活用

【P40】

避難行動要支援者に対して、災害発生時の避難行動を迅速に進めるために避難行動要支援
者台帳への登録を推奨します。
また、自治会・町内会や近隣住民との、日頃からのつながりづくりを促進するとともに、消防団、自主
防災組織、民生委員・児童委員、地域包括支援センター等が情報を共有し、支援体制の構築を関
係機関と連携して進めます。

自治会・町内会、民生委員・児童委員等と情報の共有を図り、支援体制の構
築を図ることができました。
しかし、災害発生時に迅速に避難者を支援するためには、台帳登録者の身体
状況等に応じた詳細な支援方法を検討する必要があります。

関係各課や関係機関と調整を図りながら台帳登録者の情報収集に努め、登
録情報の見直しを図ります。

継
続

台帳登録者数
（人）

Ｃ

危機管理室 86
地域との連携の推進

【P40】

災害への対応においては、地域との連携が不可欠であることから、避難訓練等の実施にあたって
は、地域住民の参加が得られるように、普段から地域と密に関わりを持つとともに、有事の際に介護
施設と地域が迅速に協力し合えるように、地域との連携推進を支援します。

市内10か所避難所の開設訓練等を通じて、民生委員や自主防災組織などと
協力して取り組むなど、平時から地域と連携しています。

避難訓練や避難所解説訓練等において、地域の様々な方と連携し、有事の
際には迅速かつ効果的な連携が図れるように努めます。

継
続

ー Ｃ

所管課 施策・事業名

長寿はつらつ課 87
第１層協議体の設置

【P41】

第２層協議体で把握した課題から見える、市全域の地域課題や、つながりづくりを推進するための
取組などを検討・共有するため、地域住民や第２層協議体の代表者等が参加する第１層協議体を
設置します。

この中で、各協議体の代表者に参加を求め、地域課題等を共有し、第１層協
議体の準備会を予定していましたが、コロナを理由に延期となりました。

今後は、令和３年度に延期を第１層協議体の準備会を開催し、第１層協議体
で検討する課題を整理し、内容に則した方を交えた第１層協議体が設置でき
るよう、準備していきます。

継
続

会議開催数
（回）

Ｃ

長寿はつらつ課

長寿はつらつ課



目標値 60回

実績値 54回

目標値 ―

実績値 ―

目標値 ―

実績値 ―

目標値 10件

実績値 41件

目標値 2件

実績値 2件

目標値 30人

実績値 18人

目標値 ―

実績値 ―

目標値 350件

実績値 401件

目標値 110件

実績値 150件

目標値 15人

実績値 5人

目標値 10人

実績値 11人

目標値 16,000人

実績値 15,076人

目標値 ―

実績値 ―

目標値 2人

実績値 1人

目標値 22人

実績値 19人

目標値 2人

実績値 1人

目標値 80人

実績値 58人

目標値 ―

実績値 ―

目標値 238人

実績値 240人

目標値 ―

実績値 ―

施策７　地域包括支援センターの機能の強化

事業内容等 現状と課題 R3 総合評価 委員会等ご意見
最終
方針

目標値 21人

実績値 20人

地域包括ケアシステムを構築する上で中心的な役割を担っている地域包括支援センターの業務は、高齢化の進展を背景に、増加の一途をたどっています。各種業務の質の向上に努めるとともに、今後、相談件数の増加や、高齢者とその周りの人だけでなく、障害者や子どもなど、問題の複雑化・多様化に対応することが求められるため、重層的な支援体制の整備を見据え、地域包
括支援センターの機能強化を図ります。

改善・今後の方向性 目標指数

88
第２層協議体の効果的な活動の支

援
【P41】

日常生活圏域ごとに設置している第２層協議体が、ごみ出し困難者や買い物困難地域等、各地域
で把握した課題に対し、地域ごとに配置している生活支援コーディネーターと協力して、人と人との
つながりづくりを基本に、圏域の特性に応じた助け合いの仕組みの構築を進めます。
また、各圏域において相乗的な効果が得られるように、第１層及び第２層生活支援コーディネー
ターで組織するコーディネーター会議を定期的に開催します。

各圏域の協議体や生活支援コーディネーターの取組状況等を共有するため、
生活支援コーディネーター会議を毎月開催しています。
　第２層協議体の取組については、圏域ごとに進捗や認識に差が生じていま
す。

協議体の活動の目的を再認識するため、生活支援コーディネーターや第２層
協議体を対象とした学習会を開催し、引き続き第２層協議体の効果的な活動
ができるように支援していきます。

継
続

協議体開催数（回）
※圏域合計

Ｃ

89
自治会・町内会との連携の促進

【P42】
協議体活動などを通じて、地域とのつながりづくりの重要性に関する意識の向上を図るとともに、地
域のコミュニティの要である自治会・町内会との連携を進めます。

協議体が地域の課題を把握し、立ち上げに至ったサロン活動等において、自
治会・町内会の協力を経て自治会館や町内会館において活動が始まりまし
た。

自治会・町内会と連携できる取組等を検討します。
継
続

― Ｂ

90
地域助け合い活動の担い手の養成

【P42】
生活支援や介護予防による助け合い活動の普及と、より多くの住民主体の活動が立ち上がるよう
に、地域の助け合い活動の担い手を養成します。

新型コロナ感染症拡大により、市民を広く集めての担い手養成講座は実施でき
ていませんが、代替として、住民主体の活動団体内でより効果的に活動するた
めの担い手となってもらうよう、団体の代表者等を対象としたフレイル予防講座
を開催しました。

コロナ禍における地域の担い手の効果的な活用等について、調査・研究しま
す。

継
続

― Ｂ

91
地域支えあいネット講座の開催

【P42】
地域包括支援センターが把握する市民のニーズに応じて、計画的に地域支えあいネット講座を実
施します。

コロナ禍において、活動機会が減少している方が多いことを鑑み、外でもできる
運動としてノルディック・ウォーク教室の開催や、積極的に自主グループ等の運
営に携わっていただける人材の発掘などに向けた取組を実践することができて
います。

今後も地域ニーズ等に応じた効果的な講座等が開催できるよう、地域包括支
援センターと連携を図っていきます。

継
続

利用件数
（件）

Ｃ

92
地域ケア推進会議の開催

【P42】
自立支援型地域ケア会議などから把握した地域課題を分析し、地域で必要な資源等を検討するた
め、多職種や地域の関係者等で組織する地域ケア推進会議を開催します。

定期的に会議を開始し、令和３年度においては、過去の地域ケア会議等で出
された助言を集約し、ケアマネジャーの業務に活用ができるよう、「ケアマネジ
メントにおける共通の視点について」を作成しました。また、ＡＣＰの普及啓発が
地域課題の１つとして挙がったため、在宅医療・介護連携推進事業との連動に
繋げました。

今後も、年２回程度の会議開催を予定し、自立支援型地域ケア会議を継続す
る中で、地域課題の抽出が行えるよう、意識的に取り組んでいきます。

継
続

利用件数
（件）

Ｃ

93
生活支援員派遣事業

【P42】
介護保険の要介護・要支援認定で非該当（自立）と判定されたが、生活援助が必要な方など、一
定の要件に該当する高齢者への日常生活を支援するため、生活支援員を派遣します。

目標を達成することはできていないが、毎年、安定した需要があります。
　通院時の院内介助などは、介護保険の訪問介護サービスが利用できないた
め、医療機関を受診する際において、必要な事業であると考えます。

安定した需要があり、病院内の移動や諸手続きが困難な方にとって必要な事
業であるため、今後も事業を継続していきます。

継
続

利用者数
（人）

Ｃ

94
家庭ごみ訪問収集事業

【P42】
自らのごみを、ごみ収集所に持ち出すことが困難な世帯に対して、個別に訪問収集を実施します。 必要な世帯に対し、情報提供等を行い、戸別収集の支援につなげています。 今後も必要な世帯に対し、支援が提供できるよう取り組んでいきます。

継
続

― Ｃ

95
高齢者等移送サービスの実施

【P43】
寝たきりまたは常時車いすを利用している高齢者等が、医療機関や介護保険施設等を利用する際
の移送用車両の利用料金を補助することで、経済的負担の軽減を図ります。

寝たきりまたは常時車いすを利用している高齢者等の外出支援として、安定し
た需要があり定着しています。

安定した需要が必要であることから、今後も外出支援の一環として移送サービ
ス事業を継続します。
また、ふらつき等があるため、最寄りのバス停までも歩行が困難な方に対する
支援について、関係各課と調整を図りながら検討します。

継
続

利用件数
（件）

Ａ

96
訪問理美容サービスの実施

【P43】
加齢に伴う身体機能の低下や病気により、理容・美容店に出向くことが困難な６５歳以上の在宅の
方が、自宅で調髪できるように、理容・美容師が訪問する際の出張料金を負担します。

目標を達成することができ、一定の需要があることから、今後も継続して事業
を実施する必要があります。

外出が困難な高齢者の衛生保持ために必要な事業であり、サービスの定着も
認められることから、今後も事業を継続的に実施していていきます。

継
続

利用件数
（件）

Ａ

97
高齢者入浴助成

【P43】
自宅に入浴設備がない高齢者に、公衆浴場で利用できる入浴券を交付し、生活環境の向上を図り
ます。

市内の公衆浴場の状況としては、平成29年12月に1施設が廃業し、現在は1
施設となったため、利用者数等は減少傾向が続いています。
自宅に入浴設備がない高齢者の健康で安らかな生活を営むためには清潔を
保つことも重要であるため、市内に残る公衆浴場の動向や利用状況に注視し
ていく必要があります。

自宅に入浴設備がない高齢者の健康で安らかな生活を営むために清潔を保
つことは重要であることから、市内に残る公衆浴場の動向や利用状況に注視し
つつ、事業を継続していきます。

継
続

利用人数
（人）

Ｃ

98
補聴器購入費助成

【P43】

聴力機能が低下したため、家族等とコミュニケーションを取ることが難しくなっている方を対象に補聴
器購入の費用の一部を助成します。
なお、事業期間（Ｈ２７からＲ２まで）を定めて実施しましたが、期間を１年間延長するとともに、事業
の見直しを行います。

一定の需要があることは見込まれますが、今後の大きな増加が見込めないこ
とから、利用者の意見を参考に事業の見直しを図ります。

毎年10人強、約80人の方々に補助金を交付してきたことから、一定の需要が
あることは見込まれますが、利用者数の推移から、今後の大きな増加は見込
めず、アンケートの結果から、この補助の目的としていた、社会参加の促進につ
ながったとは言い切れなかったことなどから事業を終了します。

廃
止

利用件数
（件）

E

99
バス・鉄道共通カードの交付

【P44】
70歳以上の方に市内循環バス、民間バス、鉄道が利用できるバス・鉄道共通カードを交付すること
で、高齢者の外出へのきっかけづくりとともに、外出を支援します。

カード交付者及びチャージ料振込者の申請率は、約90%であることから事業が
定着し、高齢者への外出支援のきっかけづくりという役割を果たしているものと
考えられます。

実績から外出へのきっかけづくりに活用していただけているため、事業を継続し
ていきます。
しかし、ふらつき等があるため、最寄りのバス停までも歩行が困難な方に対する
支援も重要であることから、関係各課と調整を図りながら検討していきます。

継
続

交付者数
（人）

Ｂ

100
新たな外出支援策についての検討

【P44】

高齢者の効果的な外出支援策については、福祉分野や公共交通分野などの関係部署と連携し、
情報の共有を図りながら、高齢者のニーズに即した、より良い外出支援のあり方について検討を行
います。

バス・鉄道共通カードの交付や高齢者等移送サービスを実施しており、高齢者
や歩行が困難な高齢者への外出支援は安定した需要があり、事業が定着して
いると考えます。
ふらつき等により、最寄りのバス停までも歩行が困難な方もいるため、より良い
外出支援について、関係各課との調整が必要です。

関係各課と調整を図り、まずは各々の事業内容の把握や利用実績などの情
報共有を図ります。

継
続

― Ｂ

101
養護老人ホームへの入所支援

【P44】

環境上の理由（入所措置基準によるもの）及び経済的理由により居宅において養護を受けることが
困難な方に対して、養護老人ホームへ入所してもらい、自立した日常生活を送ることができるように
します。

継続の利用者数は1人で、増加はなかったが、環境上の理由や居宅において
養護を受けることが困難な方においては重要な施策であるため、引き続きいつ
でも対応可能な状態を維持していく必要があります。

継続して1人の利用実績があり、施策を中止してしまうと自立した日常生活が
困難になる恐れがあるため、今後も事業を継続します。
また、様々な理由によって養護を受けることが困難な方に対する速やかな支
援を行うために関係機関との連携体制を維持していきます。

継
続

利用者数
（人）

Ｃ

102
高齢者住宅の提供

【P44】
民間アパートなどに住む高齢者が、老朽化等を理由に転居を求められた際に、住宅の提供または
家賃の一部を助成することで、高齢者の生活の安定を図ります。

高齢者住宅の提供は、一時的に空室が生じることはあるが、長期におよぶこと
はないため、ある程度の目的は達成できています。
住替世帯家賃補助は、実績値が目標値を下回っている状況だが、老朽化等
により転居を求められ、困っている高齢者が新たに発生していないものであるた
め、引き続き事業を継続していきます。

いずれの事業についても、高齢者の生活の安定を図るために必要な事業であ
るため、今後も継続していきます。

継
続

高齢者住宅利用者数
（人）

Ｃ

高齢者住替世帯家賃
補助利用者数

（人）

103
住宅改善費の助成

【P45】

在宅で生活する高齢者が、安全な日常生活を営む上で居室等の改修が必要な場合、介護保険の
住宅改修支給限度額を超えた分の費用に対して、助成します。
また、介護保険で非該当（自立）と判定された方や介護保険未申請の方に対しても、介護予防の必
要性が認められる場合に、改修費用の一部を助成します。

目標を達成することはできなかったが、毎年、安定した需要があり、事業が定
着しています。

介護保険認定非該当若しくは、介護保険制度による住宅改修費助成の支給
限度額（20万円）を超えた人への支援として事業を実施しているが、毎年、安
定した需要があり、事業が定着していることから、今後も、継続して事業を実施
します。

継
続

利用者数
（人）

Ｃ

104
住宅確保に向けた情報提供の整備

【P45】
関係部署との連携により、住宅支援に関する情報提供等の拡充を図ることで、住宅確保要配慮者
などへの支援を進めます。

県の無料住宅相談窓口や県営住宅の募集等についてもパンフレットに記載し、
住宅支援に関する情報提供を実施しています。

パンフレットによる情報提供を継続するとともに、関係各課と住宅施策の情報
共有を図り、住まい探しなどでお困りの方に向けた支援方法を検討します。

継
続

― Ｃ

105
高齢者が安心して暮らせる多様な

住まいの確保
【P45】

一人暮らしや高齢者世帯の増加を見据えて、県や近隣市町村との情報連携の強化を図りながら
サービス付き高齢者向け住宅整備事業等と連携し、サービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料
老人ホームなど、高齢者が安心して暮らせる多様な住まいの確保に努めます。また、県が実施する
サービス付き高齢者向け住宅等に対する指導監督に対して協力し、質の確保を図ります。

サービス付き高齢者向け住宅にて入居定員の増があったため計画値を上回り
ました。

住宅型有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅が、多様な介護
ニーズの受け皿となっている状況を踏まえ、これらの入居定員数等調査を継
続し、必要とされる介護サービス量の推計の参考とします。

継
続

入居定員総数
（人）

Ａ

106
住まいと生活の支援の一体的な実

施
【P45】

生活面に困難を抱える高齢者に対して、生活困窮者対策や養護老人ホーム等の現行の取組とも
連携しながら、住まいと生活の支援を一体的に実施します。

住まい探しと生活面に困難を抱える高齢者に対して、住宅施策担当課と生活
支援施策担当課と連携を図りながら、一体的支援を図っています。

今後も継続して、関係各課と連携を図りながら速やかな支援を行うためには、
まずは互いの事業を把握しておく必要があるため、情報共有の場を設けるな
ど、更なる関係構築につながるような仕組みづくりを検討します。

継
続

― Ｃ

所管課 施策・事業名

長寿はつらつ課 107
地域包括支援センターの職員体制

の充実
【P46】

地域包括支援センターが担う業務の増加や複雑・多様化する相談に対応するため、各地域包括支
援センターの職員体制を見直し、専門職（保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員等）の配置
人数を充実させます。

ほとんどの地域包括支援センターで、１名の職員増員を行うことができました。
職員の安定的な確保が課題であるため、必要に応じた取組を検討します。

令和４年度以降も安定的に人材が確保できるよう、受託法人と連携を図って
行きます。

廃
止

３職種の配置基準
（全包括）

Ａ

長寿はつらつ課



目標値 5圏域

実績値 5圏域

目標値 ―

実績値 ―

目標値 52,000件

実績値 62,206件

施策目標Ⅲ　介護保険制度の安定的な運営

施策１　適正な介護サービス提供の維持・確保

事業内容等 現状と課題 R3 総合評価 委員会等ご意見
最終
方針

目標値 22箇所

実績値 22箇所

目標値 4,000件

実績値 3,813件

目標値 48件

実績値 14件

目標値 640件

実績値 685件

目標値 6,000件

実績値 12,852件

目標値 7,800通

実績値 7,741通

目標値 200人

実績値 219人

目標値 32,000冊

実績値 32,000冊

目標値 4回

実績値 3回

目標値 22,000件

実績値 22,208件

施策２　介護保険事業の適切な運営

事業内容等 現状と課題 R3 総合評価 委員会等ご意見
最終
方針

目標値 100.00%

実績値 95.50%

目標値 ―

実績値 ―

目標値 1グループ

実績値 2グループ

目標値 20件

実績値 11件

目標値 30人

実績値 22人

目標値 3件

実績値 5件

目標値 ―

実績値 ―

介護を必要とする高齢者が住み慣れた地域で適切な介護サービスが受けられるよう、質・量ともに適切なサービス提供の維持・確保に努めます。また、団塊の世代が75歳以上となる令和7年と、団塊ジュニア世代が65歳以上となる令和22年の双方を見据え、推計人口等から導かれる介護サービスの需要と共有のバランスを踏まえながら、介護サービス基盤の整備に取り組みます。

改善・今後の方向性 目標指数

介護保険事業の適切な運営を目指し、介護人材の確保に向けた取組の強化に努めるとともに、介護現場における業務の効率化など、介護事業者に対する支援を推進します。

改善・今後の方向性 目標指数

長寿はつらつ課

108
日常生活圏域の見直し

【P46】
高齢者人口が今後も見込まれる中、高齢者が住み慣れた地域で、より迅速かつ適切に支援が受け
られるように、日常生活圏域を見直します。

日常生活圏域を５か所から６か所に見直し、６か所目を担当する地域包括支
援センターの受託法人として、医療法人循和会を選定しました。

次年度以降、新たな受託法人との連携や市民への周知に努めます。
継
続

日常生活圏域数（圏
域）

Ａ

109
基幹型地域包括支援センターの設

置に向けた検討
【P46】

日常生活圏域ごとの地域課題や資源等を共有し、各地域包括支援センターが相互に連携した効
果的な取組につながるよう、地域の基幹となって支援する、基幹型地域包括支援センターの設置を
検討します。

地域包括支援センターの機能強化を段階的に行うことから、令和３年度は基
幹型の設置に向けた検討はできていません。

福祉部に地域共生社会を見据えたワーキンググループを立ち上げ、基幹型地
域包括支援センターを踏まえた包括的支援体制について検討します。

継
続

― Ｃ

110
包括的総合相談の実施

【P47】

地域共生社会の実現に向け、分野を超えた地域の生活課題について総合的に相談に応じるととも
に、8050問題等、一つの家庭に対し、重層的かつ複合的な支援が行えるように機能強化を進める
ことをとおして、重層的支援体制整備事業の取組を検討します。

相談件数の増加に伴い、複合的な問題等を抱える家庭が増加おり、。現在、
地域包括支援センターを中心に、世帯単位で対応してますが、今後、重層的
支援の体制整備に向けた検討を進めていく必要があります。

今後、重層的支援体制の整備について、地域包括支援センターとの連携も従
前どおり実施しつつ検討を進めていきます。

継
続

相談件数
（件）

Ｃ

所管課 施策・事業名

111
地域密着型サービスの整備

【P48】

住み慣れた地域での介護を支援するために、地域密着型サービス事業所を整備します。
第８期計画期間中において、訪問看護と組み合わせて家庭的な環境と地域住民との交流の中で、
日常生活上の支援や機能訓練を行う「看護小規模多機能型居宅介護」と、医療と介護の連携のも
と、２４時間必要なサービスを必要に応じて受けることのできる「定期巡回・随時対応型訪問介護看
護」の整備を図ります。

令和３年度に公募を実施しました。
問い合わせが2件あったものの、応募は0件でした。

令和６年４月１日までにサービス提供を開始するため、内容を調整し、令和４
年度に再公募を実施しました。

地域密着型サービス
事業所総数（箇所）

Ｃ

112
要介護認定の適正化の推進

【P48】

介護給付を必要とする高齢者が適切に介護認定されるよう、すべての認定調査の内容について市
職員が点検、確認を行うとともに、他市町村との比較分析も行い、適切かつ公平な要介護認定の
確保を図ります。
また、認定調査員に対して適切な要介護認定の確保のために、研修機会の充実を図ります。

すべての認定調査の内容について、認定審査にかける前に市職員が点検を
行いました。また、新任の認定調査員に対して、適宜、オンライン等による研修
機会を設けました。

引き続き、認定調査の内容については市職員が点検を実施していきます。ま
た、新任だけでなく既存の認定調査員への研修機会についても充実を図って
いきます。

継
続

確認件数
（件）

B

113
ケアプラン点検の実施

【P49】

介護給付を必要とする高齢者が真に必要とするサービスを、事業者が適切に提供するように促すこ
とで、適切なサービスの確保と費用の効率化を目指します。このために、国の「ケアプラン点検支援
マニュアル」等を活用し、ケアプランの点検強化を行い、ケアマネジメント等の質の向上に取り組みま
す。

令和３年度は、事業者と委託契約を締結し、１２月から３月までケアプラン点検
業を実施しました。点検後は、ケアプランへの反映状況の確認アンケートを実
施しました。

今後もケアプラン点検を継続し、定期的に実施するとともに、新型コロナウイル
スの影響を考慮しつつ、点検件数、対象事業所を昨年度よりも拡大していく予
定です。

確認件数
（件）

Ｃ

114
住宅改修等の点検の実施

【P49】

改修工事を行おうとする高齢者宅の実態確認や工事見積の点検、竣工時の実地調査等を行うこと
で、高齢者の状態に適した住宅改修を推進します。
また、福祉用具購入や貸与の際に、リハビリテーション専門職等が関与し、その必要性や利用状況
等を点検することで、高齢者の状態に応じた必要な福祉用具の利用を進めます。

高齢者の状態に適した住宅改修を実施するため、書面による高齢者宅の実態
確認や工事見積の点検、検査を実施しました。また、高齢者の状態に応じた
必要な福祉用具の利用促進のため、必要性や利用状況等を書面により点検
しました。

引き続き、高齢者の状態に応じた住宅改修や福祉用具の利用が促進されるよ
う書面点検を行うほか、不明瞭な点等については施工業者や担当ケアマネ
ジャー等への聞き取りや現地調査等を実施していきます。

継
続

点検件数
（件）

Ａ

115
医療情報との突合・縦覧点検の実

施
【P49】

介護サービス受給者の後期高齢者医療保険や国民健康保険の入院などの医療情報と介護保険
の給付情報を突合し、給付日数や提供されたサービスの整合性の点検を行い、医療と介護の重複
請求を防止します。
また、介護サービス受給者ごとに複数月にまたがる介護報酬の支払い状況（請求明細内容）を確
認し、提供されたサービスの整合性、算定回数・算定日数等の点検を行い、請求内容等の誤りを早
期に発見し、適切な処置を行う縦覧点検を実施します。

縦覧点検：業者委託が点検を通じて、医療と介護の重複請求の防止、縦覧点
検により請求内容の誤り等を早期に発見することにより、介護給付適正化の推
進を図っています。
国保連縦覧点検：10情報のうち４情報（算定回数、重複請求、居宅、単独）を
確認するため、埼玉県国民健康保険団体連合会により実施しています。
医療情報との突合：国保＋後期（突合区分01・02）を確認するため、埼玉県
国民健康保険団体連合会により実施しています。

給付算定の誤りの発見や疑義照会などを効果的に実施できているため、引き
続き実施を予定しています。

継
続

点検件数
（件）

Ａ

116
介護サービスの給付明細の通知（介

護給付費通知）
【P49】

介護サービス受給者本人や家族に対して、事業者からの介護報酬の請求と給付状況等について
通知することで、受給者や事業者に対して適切なサービスの利用と提供を普及啓発するとともに、
適正なサービスと請求が行われることを推進します。

適切なサービスの利用を促すため、介護サービス受給者へ、年３回、介護給
付通知を送付しました。

引き続き、介護報酬の請求や給付状況等について通知しながら、受給者や事
業者に対して適切なサービスの利用と提供の普及啓発を図り、適正なサービ
スと請求が行われることを推進していきます。

継
続

通知数
（通）

Ａ

117
介護保険制度説明会の開催

【P50】

介護保険制度の正しい理解と活用を促すために、市民向けの説明会を開催し、制度についての普
及啓発を行います。併せて、効果的な制度の活用により、介護を理由とした離職の防止を推進しま
す。

令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み実施せず。
令和3年度は6月に市内5か所で開催したところ、定員を上回る申し込みがあっ
たため８月に２回追加開催しました。

介護保険制度等の活用により仕事と介護の両立を目指し、介護保険制度等
の理解を広げるための説明会等の各種啓発活動を継続します。

継
続

参加人数
（人）

Ａ

118
介護保険制度に関する普及啓発

【P50】
介護保険制度（介護保険料を含む）についてのパンフレットを６５ 歳以上の高齢者がいる全世帯に
配布し、制度の仕組みや介護予防の必要性の理解を啓発します。

第8期計画期間の開始に伴い、介護保険の制度や利用方法等についてのパ
ンフレットを新たに作成、65歳以上の高齢者がいる全世帯に配布しました。

各計画期間の開始に伴い、介護保険の制度や利用方法等についてのパンフ
レットを作成・配布することで、引き続き介護の必要性や制度の理解を広げる
ための普及・啓発に努めます。

継
続

パンフレット発行部数
（冊）

Ａ

119
介護保険料の納付に関する相談の

実施
【P50】

介護保険制度を運営する上で重要な財源となる介護保険料について、被保険者ごとの負担能力に
応じた納付計画を作成し、介護保険料が確実に納付されるように努めます。
また、介護保険料の支払いが困難な方に対する相談支援を行います。

介護保険料の納付が困難、かつ市役所の開庁時間帯での来庁相談が難しい
被保険者を対象に、休日納付相談を開催し、相談支援を行いました。

被保険者ごとの負担能力に応じ、介護保険料が確実に納付されるよう、引き
続き、介護保険料の支払いが困難な方に対する相談支援を行います。

継
続

休日納付相談実施回
数（回）

Ｃ

120
介護保険利用者負担軽減対策費

補助金の交付
【P50】

低所得者を対象に、介護サービスを利用した際の利用料の一部を補助することで、経済的な負担
を軽減し、介護サービスの適切な利用を図ります。

低所得者の経済的な負担を軽減するため、介護サービスを利用した際の利用
料の一部を補助しました。

令和４年６月サービス利用分から、所得区分の算定に非課税年金を含めるこ
ととしたほか、支給段階も３段階から４段階へと変更しました。引き続き、公平
性を勘案しながら、必要とされる補助制度についてきめ細やかな運用を実施て
いきます。

継
続

交付件数
（件）

Ａ

所管課 施策・事業名

121
介護事業所の事業継続の支援

【P51】

介護事業者が適正な報酬を得て、事業の継続性が確保されるよう、各種報酬加算の内容・算定要
件等を事業者に周知します。また、事業者からの届出等に際しては、必要に応じて、上位加算取得
等の助言を行います。併せて、介護サービス事業者において、感染症や災害が発生した場合でも
必要な介護サービスが継続的に提供できるように、業務継続計画の策定、研修・訓練の実施が国
から義務づけられることを見据え、適切に連携・支援します。

介護事業者が適正な報酬を得て、事業の継続性が確保されるよう、情報提供
しました。
併せて、市職員も業務継続計画に関する研修に参加し、その内容を事業者に
情報提供しました。

介護事業者が適正な報酬を得て、事業の継続性が確保されるように、また、
感染症や災害が発生した場合でも必要な介護サービスが継続的に提供できる
ように、引き続き情報提供等を行っていきます。

継
続

処遇改善加算の取得
率（％）

Ｃ

122
介護事業所の業務効率化の支援

【P51】
人材不足が問題となっている介護事業者において、介護助手や介護ロボット、ＩＣＴの導入支援など
を行い、業務の効率化が推進するように支援します。

介護事業者において業務の効率化が推進されるよう、介護事業所に対し、随
時、ＩＣＴを活用した介護報酬制度等の情報提供を行いました。

介護事業者において業務の効率化が推進され、人材不足の問題の解決の一
助となるよう、引き続き、介護事業者に対する情報提供等を実施します。

継
続

― Ｃ

123
事業所間の連携支援

【P51】
介護事業者間の連携を推進するため、事業者集団指導等の機会を活用するほか、地域密着型
サービスを中心に、サービスの種別ごとに情報交換等を行う連携会議の設置を支援します。

現在、市内グループホームの管理者会議と、市内介護保険関連事業者の連
絡協議会があることを把握しています。

事業者間の連携強化が進められるよう、必要に応じ支援していきます。
継
続

連絡会議設置数
（グループ）

Ａ

124
介護事業所に対する実地指導・集

団指導の実施
【P52】

居宅介護支援事業所や地域密着型サービス事業所に対して、利用者の保護と適正な介護保険事
業の運営がなされるよう、各事業所に出向いて検査する実地指導のほか、適切な事業所指導を行
います。
また、サービス提供種別ごとの事業者が必要とする、制度改正や市の施策などの情報提供・説明
等を行う集団指導を行います。

令和３年度は、１１月から１月にかけて、地域密着型サービス事業所　、居宅
介護支援事業所を対象に実地指導を実施しました。また、令和３年８月に、地
域密着型サービス事業所と居宅介護支援事業所を対象に、それぞれ集団指
導を実施しました。

引き続き、集団指導と、運営指導（令和４年度より実地指導が名称変更され
運営指導となった）を実施し、適正な介護保険事業の運営がなされるよう指導
します。

継
続

実地指導件数
（件）

Ｃ

125
介護に関する入門研修の開催

【P52】
介護職種に関心を持つ介護未経験者に対して、介護の業務に携わる上での基本的な知識の研修
を行い、介護分野への参入を促進します。

第７期計画期間中までは朝霞・志木・新座市合同で認定訪問介護員（訪問型
サービスＡ従事者）養成研修を行っていましたが。訪問型サービスＡの提供事
業所数が市内では１か所のみであり、マッチング実績には結び付きづらい状況
なため、研修修了者のステップアップにつながりやすい入門的研修を導入しま
した。

入門的研修の修了者はステップアップ先の生活援助従事者研修・介護職員
初任者研修・実務者研修の内容が一部免除される、広域サービス事業所との
マッチングも考えられる、等の利点があるため、引き続き実施して行きます。

継
続

受講者数
（人）

Ｂ

126
入門的研修修了者と介護事業者と

のマッチング支援
【P52】

介護に関する入門的研修の修了者について、介護施設・介護サービス提供事業者との就労のマッ
チング支援を行い、研修修了者の介護分野への参入を支援することで、介護人材確保に努めま
す。

入門的研修の修了者について、研修終了直後、研修会場にて介護サービス
事業者とのマッチングを実施しました。

入門的研修の修了者はステップアップ先の生活援助従事者研修・介護職員
初任者研修・実務者研修の内容が一部免除される、広域サービス事業所との
マッチングも考えられる、等の利点があるため、引き続き実施し、介護人材確
保に努めます。

継
続

就労件数
（件）

Ａ

127
人材確保のための取組の検討

【P52】
介護施設などでのボランティア活動の参加が推進されるよう、ボランティアポイント制度の導入や人
材確保に向けた取組を検討します。

ボランティアポイント制度の導入や人材確保に向けた取組の検討は実施できま
せんでした。

ボランティアポイント制度の導入や人材確保に向けた取組に向け、先進事例の
調査研究を実施します。

継
続

― E

長寿はつらつ課

長寿はつらつ課



高齢者福祉計画及び介護保険事業計画推進会議のスケジュール（修正版）

令和４年度スケジュール（令和４年４月から令和５年３月まで）

≪意見収集の種類と時期（案）≫

□アンケート調査（１１月初旬～３週間程度）

①介護予防・日常生活圏域ニーズ調査

②第２号被保険者に関するアンケート調査

③在宅生活改善調査

④居所変更実態調査

⑤介護人材実態調査

⑥在宅介護実態調査（１０月から開始予定）

□活動団体ヒアリング調査（１１月～１２月中旬まで）

□市民ワークショップ実施（１月予定）

年度 令和４年度

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
推進会議

コンサル

回数 開催月 内容

第１回 ４月２８日（木）

≪報告≫

・令和４年度主な事業

・今年度会議スケジュール

・計画策定のためのアンケート調査内容

第２回 ８月３０日（火）

≪報告≫

・今年度会議スケジュール（修正）

・第８期計画（令和３年度分）進捗管理

≪審議≫

・アンケート調査案①（対象・内容・実施方法）

第３回 １０月１３日（木）

≪審議≫

・アンケート調査確定②

・ヒアリング調査確定①（対象・内容・実施方法）

第４回
令和５年１月

中旬 or下旬

≪報告≫

・１０月報酬改定内容

≪審議≫

・アンケート調査及びヒアリング調査の速報報告

・上半期事業の取組状況

第５回 ３月下旬

≪報告≫

・アンケート及びヒアリング調査集計結果（報告書）

・次年度会議スケジュール

プロポ・業者選定 アンケート実施契約
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記 入 日 令和 年 月 日

調査票を記入されたのはどなたですか。○をつけてくだ

さい。

１．あて名のご本人が記入

２．ご家族が記入

（あて名のご本人からみた続柄 ）

３．その他

（宛名ラベル）

l 調査票を記入する際は、各項目で該当する数字に○をつけてく

ださい。

l 調査票記入後は、３つ折りにし同封の返信用封筒に入れて、

月 日( )までに投函してください。

（市・町・村） 課

係

圏域

第 ９ 期

【調査票（必須項目＋オプション項目）】

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査

郵送 ・ 訪問
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※ ：必須項目、 ：オプション項目

個人情報の取り扱いについて

個人情報の保護および活用目的は以下のとおりですので、ご確認くだ

さい。

なお、本調査票のご返送をもちまして、下記にご同意いただいたもの

と見なさせていただきます。

【個人情報の保護および活用目的について】

l この調査は，効果的な介護予防政策の立案と効果評価のために行うもので

す。本調査で得られた情報につきましては、市町村による介護保険事業計画

策定の目的以外には利用いたしません。また当該情報については、市町村内

で適切に管理いたします。

l ただし、介護保険事業計画策定時に本調査で得られたデータを活用するにあ

たり、厚生労働省の管理する市町村外のデータベース内に情報を登録し、必

要に応じて集計・分析するなど、個人が識別されない形で利用することがあ

ります。
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問１ あなたのご家族や生活状況について

（１）家族構成をお教えください

１．1人暮らし ２．夫婦2人暮らし(配偶者65歳以上)

３．夫婦2人暮らし(配偶者64歳以下) ４．息子・娘との2世帯

５．その他

（２）あなたは、普段の生活でどなたかの介護・介助が必要ですか

１．介護・介助は必要ない ２．何らかの介護・介助は必要だが、現在は受けていない

３．現在、何らかの介護を受けている

（介護認定を受けずに家族などの介護を受けている場合も含む）

【（２）において「1．介護・介助は必要ない」以外の方のみ】

①介護・介助が必要になった主な原因はなんですか（いくつでも）

１．脳卒中（脳出血･脳梗塞等）
のうそっちゅう のうしゅっけつ・のうこうそく

２．心臓病 ３．がん（悪性新生物）

４．呼吸器の病気（肺気腫・肺炎等）
はいきしゅ

５．関節の病気（リウマチ等）

６．認知症(アルツハイマー病等)
にんちしょう

７．パーキンソン病 ８．糖 尿 病
とうにょうびょう

９．腎疾患（透析）
じんしっかん

１０．視覚・聴覚障害
しかく ちょうかくしょうがい

１１．骨折・転倒
こっせつ てんとう

１２．脊椎損傷
せきついそんしょう

１３．高齢による衰弱
すいじゃく

１４．その他（ ）

１５．不明

【（２）において「3．現在、何らかの介護を受けている」の方のみ】

②主にどなたの介護、介助を受けていますか（いくつでも）

１．配偶者(夫・妻) ２. 息子 ３．娘

４．子の配偶者 ５．孫 ６．兄弟・姉妹

７．介護サービスのヘルパー ８．その他（ ）
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（３）現在の暮らしの状況を経済的にみてどう感じていますか

１．大変苦しい ２．やや苦しい ３．ふつう

４．ややゆとりがある ５．大変ゆとりがある

（４）お住まいは一戸建て、または集合住宅のどちらですか

１．持家（一戸建て） ２．持家（集合住宅）

３．公営賃貸住宅
こうえいちんたいじゅうたく

４．民間賃貸住宅（一戸建て）
みんかんちんたいじゅうたく

５．民間賃貸住宅（集合住宅）
みんかんちんたいじゅうたく

６．借家

７．その他

問２ からだを動かすことについて

（１）階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか

１．できるし、している ２．できるけどしていない ３．できない

（２）椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか

１．できるし、している ２．できるけどしていない ３．できない

（３）15分位続けて歩いていますか

１．できるし、している ２．できるけどしていない ３．できない

（４）過去1年間に転んだ経験がありますか

１．何度もある ２．１度ある ３．ない
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【（８）で「１．はい」（外出を控えている）の方のみ】

①外出を控えている理由は、次のどれですか（いくつでも）

１．病気 ２．障害(脳卒中の後遺症など)
しょうがい のうそっちゅう こういしょう

３．足腰などの痛み ４．トイレの心配(失禁など)

５．耳の障害（聞こえの問題など） ６．目の障害

７．外での楽しみがない ８．経済的に出られない

９．交通手段がない １０．その他（ ）

（５）転倒に対する不安は大きいですか

１．とても不安である ２．やや不安である ３．あまり不安でない ４．不安でない

（６）週に1回以上は外出していますか

１．ほとんど外出しない ２．週１回 ３．週2～4回 ４．週5回以上

（７）昨年と比べて外出の回数が減っていますか

１．とても減っている ２．減っている

３．あまり減っていない ４．減っていない

（８）外出を控えていますか

１．はい ２．いいえ
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（９）外出する際の移動手段は何ですか（いくつでも）

１．徒歩 ２．自転車 ３．バイク

４．自動車（自分で運転） ５．自動車（人に乗せてもらう） ６．電車

７．路線バス ８．病院や施設のバス ９．車いす

１０．電動車いす（カート） １１．歩行器・シルバーカー

１２．タクシー １３．その他（ ）

問３ 食べることについて

（１）身長・体重

身長 cm 体重 kg

（２）半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか

１．はい ２．いいえ

（３）お茶や汁物等でむせることがありますか

１．はい ２．いいえ

（４）口の渇きが気になりますか

１．はい ２．いいえ

（５）歯磨き（人にやってもらう場合も含む）を毎日していますか

１．はい ２．いいえ
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（６）歯の数と入れ歯の利用状況をお教えください
（成人の歯の総本数は、親知らずを含めて32本です）

１．自分の歯は20本以上、かつ入れ歯を利用 ２．自分の歯は20本以上、入れ歯の利用なし

３．自分の歯は19本以下、かつ入れ歯を利用 ４．自分の歯は19本以下、入れ歯の利用なし

①噛み合わせは良いですか

１．はい ２．いいえ

②【（６）で「１．自分の歯は20本以上、かつ入れ歯を利用」「３．自分の歯は19本以下、

かつ入れ歯を利用」の方のみ】 毎日入れ歯の手入れをしていますか

１．はい ２．いいえ

（７）６か月間で２～３kg以上の体重減少がありましたか

１．はい ２．いいえ

（８）どなたかと食事をともにする機会はありますか

１．毎日ある ２．週に何度かある ３．月に何度かある

４．年に何度かある ５．ほとんどない

問４ 毎日の生活について

（１）物忘れが多いと感じますか

１．はい ２．いいえ

（２）自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか

１．はい ２．いいえ
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（３）今日が何月何日かわからない時がありますか

１．はい ２．いいえ

（４）バスや電車を使って1人で外出していますか（自家用車でも可）

１．できるし、している ２．できるけどしていない ３．できない

（５）自分で食品・日用品の買物をしていますか

１．できるし、している ２．できるけどしていない ３．できない

（６）自分で食事の用意をしていますか

１．できるし、している ２．できるけどしていない ３．できない

（７）自分で請求書の支払いをしていますか

１．できるし、している ２．できるけどしていない ３．できない

（８）自分で預貯金の出し入れをしていますか

１．できるし、している ２．できるけどしていない ３．できない

（９）年金などの書類（役所や病院などに出す書類）が書けますか

１．はい ２．いいえ

（１０）新聞を読んでいますか

１．はい ２．いいえ

（１１）本や雑誌を読んでいますか

１．はい ２．いいえ
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（１２）健康についての記事や番組に関心がありますか

１．はい ２．いいえ

（１３）友人の家を訪ねていますか

１．はい ２．いいえ

（１４）家族や友人の相談にのっていますか

１．はい ２．いいえ

（１５）病人を見舞うことができますか

１．はい ２．いいえ

（１６）若い人に自分から話しかけることがありますか

１．はい ２．いいえ

（１７）趣味はありますか

１．趣味あり （ ）

２．思いつかない

（１８）生きがいはありますか

１．生きがいあり （ ）

２．思いつかない
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問５ 地域での活動について

（１）以下のような会・グループ等にどのくらいの頻度で参加していますか

※① - ⑧それぞれに回答してください

週4回

以上

週2

～3回
週1回

月1

～3回

年に

数回

参加して

いない

① ボランティアのグル

ープ
１ ２ ３ ４ ５ ６

② スポーツ関係のグル

ープやクラブ
１ ２ ３ ４ ５ ６

③ 趣味関係のグループ １ ２ ３ ４ ５ ６

④ 学習・教養サークル １ ２ ３ ４ ５ ６

⑤ （［介護予防のための通い

の場等について各市町

村が使っている名称

（通いの場が何種類か

ある場合は列挙する）

を入れる］など）介

護予防のための通

いの場

１

２ ３ ４ ５ ６

⑥ 老人クラブ １ ２ ３ ４ ５ ６

⑦ 町内会・自治会 １ ２ ３ ４ ５ ６

⑧ 収入のある仕事 １ ２ ３ ４ ５ ６

（２）地域住民の有志によって、健康づくり活動や趣味等のグループ活動を行って、い

きいきした地域づくりを進めるとしたら、あなたはその活動に参加者として参加

してみたいと思いますか

１．是非参加したい ２．参加してもよい ３．参加したくない ４．既に参加している

（３）地域住民の有志によって、健康づくり活動や趣味等のグループ活動を行って、い

きいきした地域づくりを進めるとしたら、あなたはその活動に企画・運営（お世

話役）として参加してみたいと思いますか

１．是非参加したい ２．参加してもよい ３．参加したくない ４．既に参加している

⑤の赤字部分には、調査を実施す

る市町村が推進している介護予防

のための通いの場等について、調

査対象者が回答しやすいよう、各

市町村が使っている名称を入れて

調査します。
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問６
たすけあいについて
あなたとまわりの人の「たすけあい」についておうかがいします

（１）あなたの心配事や愚痴（ぐち）を聞いてくれる人（いくつでも）

１．配偶者 ２．同居の子ども ３．別居の子ども

４．兄弟姉妹・親戚・親・孫 ５．近隣 ６．友人

７．その他（ ） ８．そのような人はいない

（２）反対に、あなたが心配事や愚痴（ぐち）を聞いてあげる人（いくつでも）

１．配偶者 ２．同居の子ども ３．別居の子ども

４．兄弟姉妹・親戚・親・孫 ５．近隣 ６．友人

７．その他（ ） ８．そのような人はいない

（３）あなたが病気で数日間寝込んだときに、看病や世話をしてくれる人（いくつでも）

１．配偶者 ２．同居の子ども ３．別居の子ども

４．兄弟姉妹・親戚・親・孫 ５．近隣 ６．友人

７．その他（ ） ８．そのような人はいない

（４）反対に、看病や世話をしてあげる人（いくつでも）

１．配偶者 ２．同居の子ども ３．別居の子ども

４．兄弟姉妹・親戚・親・孫 ５．近隣 ６．友人

７．その他（ ） ８．そのような人はいない
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（５）家族や友人･知人以外で、何かあったときに相談する相手を教えてください

（いくつでも）

１．自治会・町内会・老人クラブ ２．社会福祉協議会・民生委員

３．ケアマネジャー ４．医師・歯科医師・看護師

５．地域包括支援センター・役所・役場 ６．その他

７．そのような人はいない

（６）友人・知人と会う頻度はどれくらいですか。

１．毎日ある ２．週に何度かある ３．月に何度かある

４．年に何度かある ５．ほとんどない

（７）この１か月間、何人の友人・知人と会いましたか。

同じ人には何度会っても1人と数えることとします。

１．０人（いない） ２．１～２人 ３．３～５人

４．６～９人 ５．１０人以上

（８）よく会う友人・知人はどんな関係の人ですか。（いくつでも）

１．近所・同じ地域の人 ２．幼なじみ ３．学生時代の友人

４．仕事での同僚・元同僚 ５．趣味や関心が同じ友人

６．ボランティア等の活動での友人

７．その他 ８．いない
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問７ 健康について

（１）現在のあなたの健康状態はいかがですか

１．とてもよい ２．まあよい ３．あまりよくない ４．よくない

（２）あなたは、現在どの程度幸せですか
（「とても不幸」を0点、「とても幸せ」を10点として、ご記入ください）

（３）この1か月間、気分が沈んだり、ゆううつな気持ちになったりすることがありま
したか

１．はい ２．いいえ

（４）この1か月間、どうしても物事に対して興味がわかない、あるいは心から楽しめ
ない感じがよくありましたか

１．はい ２．いいえ

（５）お酒は飲みますか

１．ほぼ毎日飲む ２．時々飲む ３．ほとんど飲まない

４．もともと飲まない

（６）タバコは吸っていますか

１．ほぼ毎日吸っている ２．時々吸っている ３．吸っていたがやめた

４．もともと吸っていない
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■■■以上で調査は終了です。ご協力ありがとうございました■■■

（７）現在治療中、または後遺症のある病気はありますか（いくつでも）

１．ない ２．高血圧 ３．脳卒中（脳出血･脳梗塞等）
のうそっちゅう のうしゅっけつ・のうこうそくなど

４．心臓病 ５．糖 尿 病
とうにょうびょう

６．高脂血症（脂質異常）
こうしけっしょう ししついじょう

７．呼吸器の病気（肺炎や気管支炎等） ８．胃腸・肝臓・胆のうの病気

９．腎臓・前立腺の病気
じんぞう ぜんりつせん

10．筋骨格の病気（骨粗しょう症、関節症等）
きんこっかく こつ そ しょう

11．外傷（転倒・骨折等）
がいしょう てんとう こっせつなど

12．がん（悪性新生物） 13．血液・免疫の病気
めんえき

14．うつ病 15．認知症(アルツハイマー病等)
にんちしょう

16．パーキンソン病

17．目の病気 18．耳の病気 19．その他（ ）

問８ 認知症にかかる相談窓口の把握について

（１）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

１．はい ２．いいえ

（２）認知症に関する相談窓口を知っていますか

１．はい ２．いいえ



＜手法Ⅰ：認定調査員による聞き取り調査用＞

1

基本調査項目＋オプション項目 在宅介護実態調査 調査票

被保険者番号〔 〕

【A 票の聞き取りを行った相手の方は、どなたですか】 （複数選択可）

１． 調査対象者本人 ２．主な介護者となっている家族・親族

３． 主な介護者以外の家族・親族 ４．調査対象者のケアマネジャー

５． その他

問１ 世帯類型について、ご回答ください（１つを選択）

１．単身世帯 ２．夫婦のみ世帯 ３．その他

問２ ご家族やご親族の方からの介護は、週にどのくらいありますか（同居していない子どもや親族等からの介

護を含む）（１つを選択）

１．ない

２．家族・親族の介護はあるが、週に１日よりも少ない

３．週に１～２日ある

４．週に３～４日ある

５．ほぼ毎日ある

★ 問３ 主な介護者の方は、どなたですか（１つを選択）

１．配偶者 ２．子 ３．子の配偶者

４．孫 ５．兄弟・姉妹 ６．その他

★ 問４ 主な介護者の方の性別について、ご回答ください（１つを選択）

１．男性 ２．女性

問５ 主な介護者の方の年齢について、ご回答ください（１つを選択）

１．20 歳未満 ２．20 代 ３．30 代

４．40 代 ５．50 代 ６．60 代

７．70 代 ８．80 歳以上 ９．わからない

Ａ票 認定調査員が、概況調査等と並行して記載する項目

問３～問１３へ

問８（裏面）へ

★：オプション項目



＜手法Ⅰ：認定調査員による聞き取り調査用＞

2

★ 問６ 現在、主な介護者の方が行っている介護等について、ご回答ください（複数選択可）

〔身体介護〕

１．日中の排泄 ２．夜間の排泄

３．食事の介助（食べる時） ４．入浴・洗身

５．身だしなみ（洗顔・歯磨き等） ６．衣服の着脱

７．屋内の移乗・移動 ８．外出の付き添い、送迎等

９．服薬 10．認知症状への対応

11．医療面での対応（経管栄養、ストーマ 等）

〔生活援助〕

12．食事の準備（調理等） 13．その他の家事（掃除、洗濯、買い物 等）

14．金銭管理や生活面に必要な諸手続き

〔その他〕

15．その他 16．わからない

問７ ご家族やご親族の中で、ご本人（認定調査対象者）の介護を主な理由として、過去 1年の間に仕事を辞め

た方はいますか（現在働いているかどうかや、現在の勤務形態は問いません）（複数選択可）

１．主な介護者が仕事を辞めた（転職除く） ２．主な介護者以外の家族・親族が仕事を辞めた（転職除く）

３．主な介護者が転職した ４．主な介護者以外の家族・親族が転職した

５．介護のために仕事を辞めた家族・親族はいない ６．わからない

※ 自営業や農林水産業のお仕事を辞めた方を含みます。

● ここから再び、全員に調査してください。

★ 問８ 現在、利用している、「介護保険サービス以外」の支援・サービスについて、ご回答ください（複数選択可）

１．配食 ２．調理 ３．掃除・洗濯

４．買い物（宅配は含まない） ５．ゴミ出し ６．外出同行（通院、買い物など）

７．移送サービス（介護・福祉ﾀｸｼｰ等） ８．見守り、声かけ ９．サロンなどの定期的な通いの場

10．その他 11.利用していない

※総合事業に基づく支援・サービスは、「介護保険サービス」に含めます。

★ 問９ 今後の在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービス（現在利用しているが、さらなる充実が必要と感

じる支援・サービスを含む）について、ご回答ください（複数選択可）

１．配食 ２．調理 ３．掃除・洗濯

４．買い物（宅配は含まない） ５．ゴミ出し ６．外出同行（通院、買い物など）

７．移送サービス（介護・福祉ﾀｸｼｰ等） ８．見守り、声かけ ９．サロンなどの定期的な通いの場

10．その他 11.特になし

※介護保険サービス、介護保険以外の支援・サービスともに含みます。

問 10 現時点での、施設等への入所・入居の検討状況について、ご回答ください（１つを選択）

１．入所・入居は検討していない ２．入所・入居を検討している

３．すでに入所・入居申し込みをしている

※「施設等」とは、特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、特定施設（有料老人ホーム
等）、グループホーム、地域密着型特定施設、地域密着型特別養護老人ホームを指します。
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★ 問 11 ご本人（認定調査対象者）が、現在抱えている傷病について、ご回答ください（複数選択可）

１．脳血管疾患（脳卒中） ２．心疾患（心臓病）

３．悪性新生物（がん） ４．呼吸器疾患

５．腎疾患（透析） ６．筋骨格系疾患（骨粗しょう症、脊柱管狭窄症等）

７．膠原病（関節リウマチ含む） ８．変形性関節疾患

９．認知症 10．パーキンソン病

11．難病（パーキンソン病を除く） 12．糖尿病

13．眼科・耳鼻科疾患（視覚・聴覚障害を伴うもの） １4．その他

15．なし １6．わからない

★ 問 12 ご本人（認定調査対象者）は、現在、訪問診療を利用していますか（１つを選択）

１．利用している ２．利用していない

※訪問歯科診療や居宅療養管理指導等は含みません。

★ 問 13 現在、（住宅改修、福祉用具貸与・購入以外の）介護保険サービスを利用していますか（１つを選択）

１．利用している ２．利用していない

● 問 13 で「２．」を回答した場合は、問 14 も調査してください。

★ 問 14 介護保険サービスを利用していない理由は何ですか（複数選択可）

１．現状では、サービスを利用するほどの状態ではない ２．本人にサービス利用の希望がない

３．家族が介護をするため必要ない ４．以前、利用していたサービスに不満があった

５．利用料を支払うのが難しい ６．利用したいサービスが利用できない、身近にない

７．住宅改修、福祉用具貸与・購入のみを利用するため

８．サービスを受けたいが手続きや利用方法が分からない ９．その他

● 問２で「２．」～「５．」を回答し、さらに「主な介護者」が調査に同席している場合は、「主な介護者」の

方に B票へのご回答・ご記入をお願いしてください。

● 「主な介護者」の方が同席されていない場合は、ご本人（調査対象者の方）にご回答・ご記入をお願

いしてください（ご本人にご回答・ご記入をお願いすることが困難な場合は、無回答で結構です）。
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※主な介護者様、もしくはご本人様にご回答・ご記入（調査票の該当する番号に○）をお願い致します。

問１ 主な介護者の方の現在の勤務形態について、ご回答ください（１つを選択）

１．フルタイムで働いている

２．パートタイムで働いている

３．働いていない

４．主な介護者に確認しないと、わからない

※「パートタイム」とは、「1 週間の所定労働時間が、同一の事業所に雇用される通常の労働者に比べて短い方」が該
当します。いわゆる「アルバイト」、「嘱託」、「契約社員」等の方を含みます。自営業・フリーランス等の場合も、就労
時間・日数等から「フルタイム」・「パートタイム」のいずれかを選択してください。

問２ 問１で「１．」「２．」と回答した方にお伺いします。主な介護者の方は、介護をするにあたって、何か働き方

についての調整等をしていますか（複数選択可）

１．特に行っていない

２．介護のために、「労働時間を調整（残業免除、短時間勤務、遅出・早帰・中抜け等）」しながら、働いている

３．介護のために、「休暇（年休や介護休暇等）」を取りながら、働いている

４．介護のために、「在宅勤務」を利用しながら、働いている

５．介護のために、２～４以外の調整をしながら、働いている

６．主な介護者に確認しないと、わからない

★ 問３ 問１で「１．」「２．」と回答した方にお伺いします。主な介護者の方は、勤め先からどのような支援があ

れば、仕事と介護の両立に効果があると思いますか（３つまで選択可）

１．自営業・フリーランス等のため、勤め先はない ２．介護休業・介護休暇等の制度の充実

３．制度を利用しやすい職場づくり ４．労働時間の柔軟な選択（フレックスタイム制など）

５．働く場所の多様化（在宅勤務・テレワークなど） ６．仕事と介護の両立に関する情報の提供

７．介護に関する相談窓口・相談担当者の設置 ８．介護をしている従業員への経済的な支援

９．その他 10．特にない

11．主な介護者に確認しないと、わからない

問４ 問１で「１．」「２．」と回答した方にお伺いします。主な介護者の方は、今後も働きながら介護を続けていけ

そうですか（１つを選択）

１．問題なく、続けていける ２．問題はあるが、何とか続けていける

３．続けていくのは、やや難しい ４．続けていくのは、かなり難しい

５．主な介護者に確認しないと、わからない

⇒ 皆様、裏面へお進みください

Ｂ票 主な介護者様、もしくはご本人様にご回答・ご記入頂く項目

問２～問５へ

問５（裏面）へ
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● ここから再び、全員の方にお伺いします。

問５ 現在の生活を継続していくにあたって、主な介護者の方が不安に感じる介護等について、ご回答ください

（現状で行っているか否かは問いません）（３つまで選択可）

〔身体介護〕

１．日中の排泄 ２．夜間の排泄

３．食事の介助（食べる時） ４．入浴・洗身

５．身だしなみ（洗顔・歯磨き等） ６．衣服の着脱

７．屋内の移乗・移動 ８．外出の付き添い、送迎等

９．服薬 10．認知症状への対応

11．医療面での対応（経管栄養、ストーマ 等）

〔生活援助〕

12．食事の準備（調理等） 13．その他の家事（掃除、洗濯、買い物 等）

14．金銭管理や生活面に必要な諸手続き

〔その他〕

15．その他 16．不安に感じていることは、特にない

17．主な介護者に確認しないと、わからない

アンケートは以上です。ご協力ありがとうございました。



令和３年度から３年間の高齢者福祉と介護保険の

事業計画のためのアンケート調査

☆ご回答に際してのお願い

■ボールペンまたは鉛筆でご記入ください。

■この調査は、あて名のご本人がお答えください。

■設問には、令和２年２月１日現在の状況でお答えください。

■回答は、「あてはまる項目の番号を○で囲っていただくもの」と、「ご意見を記入して

いただくもの」の２種類があります。「その他（ ）」に○をつけた場合

は、なるべく具体的に内容をご記入ください。

■ご回答いただいた調査票は、２月１９日（水）までに同封の返信用封筒(切手不
要)に入れて投函してください。

■本調査の実施・分析は朝霞市より、株式会社ぎょうせいに委託しています。

■ご不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。

〔問い合わせ先〕

〒351－8501 朝霞市本町１-１-１

朝霞市福祉部長寿はつらつ課

電 話 （048）463－1111（代表）

（内線２６２９、２６３５、２６３６）

第２号被保険者（４０歳～６４歳まで）向けアンケート調査

ご協力のお願い

平素から、本市の高齢者福祉及び介護保険事業にご理解ご協力を賜り、厚くお礼

申し上げます。

本市では、いつまでも住み慣れた地域で、安心して暮らすことができる朝霞市の

実現を目指して、第８期（令和３年度～令和５年度）高齢者福祉計画・介護保険事

業計画を策定いたします。このアンケート調査は、４０歳から６４歳までの方を対

象に、現在及び将来の介護ニーズなどを把握・検討し、計画策定の基礎資料とする

ためのものです。

つきましては、アンケート調査の趣旨をご理解いただき、ご協力くださるようお

願い申し上げます。

なお、このアンケート調査をお願いする方は、令和２年１月１日現在の住民基本

台帳に基づき、満４０歳以上６４歳以下の方を対象に無作為に選ばせていただきま

した。

調査の結果は統計的に処理いたしますので、ご回答いただいた方にご迷惑をおか

けすることはございません。

令和２年２月

朝 霞 市

アンケートは全部で

４７項目です！

アンケートの回答にご協

力ください。よろしくお願

いします！

第８期策定時（参考）



-1-

【問１ あなたについて】

（１）あなたの性別をお答えください。（〇は１つ）

（２）令和２年１月１日現在のあなたの年齢をお答えください。（〇は１つ）

（３）家族構成についてお答えください。（〇は１つ）

≪（３）で「３．夫婦と未婚の子ども」と回答した方のみ≫

①同居している未婚の子どもの年代はどれですか。（いくつでも）

【問２ あなたの生活状況について】

（１）お住まいはどの圏域ですか。（○は１つ）

１．男性

２．女性

３．その他

１．４０歳から４４歳

２．４５歳から４９歳

３．５０歳から５４歳

４．５５歳から５９歳

５．６０歳から６４歳

１．1人暮らし

２．夫婦のみ

３．夫婦と未婚の子ども ⇒次の①へ

４．夫婦と子ども夫婦（二世代）

５．夫婦と親と子ども（三世代）

６．親と自分

７．兄弟・姉妹

８．その他（ ）

１．乳幼児

２．小中学生

３．高校生

４．その他

１．第１圏域（地域包括支援センター内間木苑圏域）

朝志ヶ丘１～４丁目、北原１～２丁目、西原１～２丁目、宮戸１～４丁目、大字宮戸、

浜崎１～４丁目、大字浜崎２～６７８、田島１～２丁目、大字上内間木、大字下内間木

２．第２圏域（地域包括支援センターつつじの郷圏域）

東弁財１～３丁目、西弁財１～２丁目、三原１～５丁目、泉水１～３丁目、膝折町３丁目２～

７、膝折町４丁目１２～１３、膝折町４丁目１５～２２、大字溝沼３６５～８１１、

大字浜崎７０３～７２４

３．第３圏域（地域包括支援センターモーニングパーク圏域）

本町１～３丁目、溝沼１～７丁目、大字溝沼８４０～１２２０

４．第４圏域（地域包括支援センターひいらぎの里圏域）

岡１～３丁目、大字岡、仲町１～２丁目、根岸台１～８丁目、大字根岸、大字台、

大字溝沼１２７０～１３３３

５．第５圏域（地域包括支援センター朝光苑圏域）

青葉台１丁目、栄町１～５丁目、幸町１～３丁目、膝折町１～２丁目、膝折町３丁目１、膝折

町４丁目１～１１、膝折町４丁目１４、膝折町５丁目、大字溝沼１９８３
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（２）お住まいは次のうちどれですか。（○は１つ）

（３）お仕事は次のうちどれですか。（〇は１つ）

（４）月１回以上、定期的に地域の人との交流はありますか。（○は１つ）

≪（４）で「１０．交流していない」と回答した方のみ≫

①地域の人と交流をするために、あなたにとって必要なことはなんですか。（いくつでも）

（５）日頃、どのようなことに生きがいを感じていますか。（いくつでも）

（６）健康診断を受けていますか。（○は１つ）

（７）かかりつけの医師・歯科医師はいますか。また、かかりつけ薬局はありますか。

（いくつでも）

１．持家（一戸建て）

２．持家（集合住宅）

３．公営賃貸住宅

４．民間賃貸住宅（一戸建て）

５．民間賃貸住宅（集合住宅）

６．借家（親族などが所有するもの）

７．その他（ ）

１．正社員

２．非正規社員

３．自営業

４．家事専業

５．休職中

６．無職

７．その他（ ）

１．運動・スポーツ

２．趣味・娯楽活動

３．ボランティア活動

４．旅行

５．町内会・自治会

６．子どもに関する行事（習い事・発表会など）

７．PTAなどの学校の活動

８．保育園・幼稚園の保護者活動

９．その他（ ）

１０．交流していない ⇒次の①へ

１．きっかけ

２．時間

３．お金

４．情報

５．魅力的な交流の機会や場所

６．そもそも人との交流は好まない

７．その他（ ）

１．仕事

２．近所付き合い

３．家族との団らん

４．友人との交流

５．運動・スポーツ

６．地域の活動（町内会・サークル活動など）

７．趣味・娯楽

８．その他（ ）

９．特にない

１．毎年受けている

２．２～３年に一度は受けている

３．受けたことがない

１．かかりつけ医がいる

２．かかりつけ歯科医がいる

３．かかりつけ薬局がある

４．いない・ない
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（８）お薬手帳は１冊にまとめていますか。（○は１つ）

【問３ あなたが介護や介助（サポート）をする場合について】

（１）現在、誰かの介護や介助をしていますか。（○は１つ）

※同居の有無に関わらず

≪（１）において「１．している」と回答した方のみ≫

①介護や介助をしている相手はどなたですか。（いくつでも）

②介護や介助をしている相手は介護保険サービスを利用していますか。（いくつでも）

③介護や介助をしている相手はどこにお住まいですか。（いくつでも）

④今後の介護や介助のことについて誰かに相談していますか。（いくつでも）

⑤現在、介護や介助をしているなかで、負担や心配に感じていることは何ですか。

（いくつでも）

１．１冊にまとめている

２．２冊以上持っている

３．持っていない

４．お薬手帳を知らない

１．している ⇒次の①へ ２．していない ⇒問４へ

１．親

２．祖父母

３．配偶者

４．兄弟・姉妹

５．子

６．その他（ ）

１．介護保険サービスを利用している

２．介護保険サービスは利用していない

３．介護保険サービスの利用方法が分からない

４．その他（ ）

１．市内（同居）

２．市内（別居）

３．市外

４．県外

１．家族・親族

２．友人・知人

３．近所の人、ボランティアの人など

４．介護・介助が必要な本人

５．ケアマネジャー

６．地域包括支援センター

７．市役所

８．保健センター

９．介護サービス事業者

１０．医師

１１．病院のソーシャルワーカー

１２．民生委員

１３．勤務先

１４．その他（ ）

１５．誰にも相談していない

１．身体介護（入浴・排泄・衣服の着脱など）

２．生活援助（掃除・洗濯・買い物など）

３．病気（現在や今後の体調・服薬の管理）

４．認知症状への対応

５．経済面（生活費や税金などの支払い）

６．人付き合い（家族との関わりを含む）

７．調理（食事の準備）

８．食事の介助

９．仕事（仕事と介護の両立）

１０．外出の付き添いや送迎

１１．その他（ ）

１２．負担に感じていることは特にない
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⑥介護や介助をするにあたって、働き方について何か調整などをしていますか。（○は１つ）

【問４ 将来、あなたが介護をする立場になった場合について】

（１）この先の介護について不安に思うことは何ですか。（いくつでも）

（２）仕事と介護の両立をするために、どのような支援があれば効果的だと思いますか。

（いくつでも）

【問５ 将来、あなたに介護が必要となった場合について】

（１）介護が必要になった場合、どのような介護を希望しますか。（○は１つ）

≪（１）において「１．自宅で家族にしてもらいたい」または、「２．介護サービスを利用

し、自宅で暮らしたい」と回答した方のみ≫

①自宅で介護を受けたい理由は何ですか。（いくつでも）

１．経済的なこと

２．自分の健康のこと

３．介護を受けている方の状態が悪くなること

４．介護を受けている方以外の家族の健康のこと

５．介護を受けている方との関係

６．介護を受けている方以外の家族との関係

７．仕事との両立

８．子育てとの両立

９．ケアマネジャーやサービス提供者との関係

１０．その他（ ）

１．介護休業・介護休暇などの制度の充実

２．制度を利用しやすい職場づくり

３．仕事と介護の両立に関する情報の提供

４．介護に関する相談窓口・相談担当者の設置

５．経済的な支援

６．その他（ ）

７．特にない

１．自宅で家族にしてもらいたい

２．介護サービスを利用し、自宅で暮らしたい

３．施設に入所したい ⇒次の②へ

４．その他（ ）

⇒次の①へ

⇒次の①へ

１．住み慣れた自宅で生活を続けたい

２．施設で他人の世話になるのは嫌だ

３．他人との共同生活はしたくない

４．施設に入るだけの金銭的余裕がない

５．施設では自由な生活ができない

６．在宅で十分な介護が受けられる

７．どんな施設があるか分からない

８．その他（ ）

１．特に行っていない

２．介護のために、「労働時間を調整（残業免除、短時間勤務、遅出・早帰・中抜けなど）」しながら、働いている

３．介護のために、「休暇（有休や介護休暇など）」を取りながら、働いている

４．介護のために、「在宅勤務」を利用しながら、働いている

５．介護のために、上記以外の調整をしながら、働いている

６．働いていない

７．介護のために退職をした



-5-

≪（１）において「３．施設に入所したい」と回答した方のみ≫

②施設を利用したい理由は何ですか。（いくつでも）

（２）介護が必要になった場合、どのようなことが心配ですか。（いくつでも）

【問６ たすけあいについて】

（１）あなたの心配事や愚痴（ぐち）を聞いてくれる人はいますか。（いくつでも）

（２）反対に、あなたが心配事や愚痴（ぐち）を聞いてあげる人はいますか。（いくつでも）

（３）あなたが病気で数日間寝込んだときに、看病や世話をしてくれる人はいますか。（い

くつでも）

１．専門的な介護を受けられる

２．緊急時の対応などに安心感がある

３．自宅で受けられる介護サービスに不安がある

４．自宅の構造に問題があり、在宅では難しい

５．家族に迷惑をかけたくない

６．家族では十分な介護が見込めない

７．家族は介護をする気がない

８．家族がいない

９．その他（ ）

１．経済的なこと

２．お金の管理のこと

３．介護をする方との関係が悪くなること

４．介護を担ってくれる相手がいない

５．自分に合う介護サービスがない

６．介護を受ける場所

７．家族の健康

８．家族との関係

９．近隣との付き合い

１０．その他（ ）

１．配偶者

２．親

３．同居の子ども

４．別居の子ども

５．兄弟・姉妹、親戚

６．近隣の人

７．友人・知人

８．その他（ ）

９．そのような人はいない

１．配偶者

２．親

３．同居の子ども

４．別居の子ども

５．兄弟・姉妹、親戚

６．近隣の人

７．友人・知人

８．その他（ ）

９．そのような人はいない

１．配偶者

２．親

３．同居の子ども

４．別居の子ども

５．兄弟・姉妹、親戚

６．近隣の人

７．友人・知人

８．その他（ ）

９．そのような人はいない
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（４）反対に、あなたが看病や世話をしてあげる人はいますか。（いくつでも）

（５）家族や友人・知人以外で、何かあったときに相談する相手（機関）はいますか。

（いくつでも）

（６）仕事以外で友人・知人と会う頻度はどれくらいですか。（〇は１つ）

【問７ 認知症について】

（１）認知症は誰にでも起こりうることですが、あなたは認知症の方と接したことはありま

すか。（いくつでも）

（２）認知症に関する相談窓口を知っていますか。（いくつでも）

（３）認知症に対する取組として必要だと思われることはありますか。（いくつでも）

１．配偶者

２．親

３．同居の子ども

４．別居の子ども

５．兄弟・姉妹、親戚

６．近隣の人

７．友人・知人

８．その他（ ）

９．そのような人はいない

１．自治会・町内会

２．老人クラブ

３．社会福祉協議会

４．民生委員

５．ケアマネジャー

６．医療機関や薬局

７．地域包括支援センター

８．市役所

９．その他（ ）

１０．そのような人はいない

１．毎日ある

２．週に何度かある

３．月に何度かある

４．年に何度かある

５．ほとんどない

１．定期的にボランティアとして接している

２．会話をしたことがある

３．あいさつをする程度

４．家族に認知症の方がいる（同居の有無を問わない）

５．その他（ ）

６．接したことはない

１．地域包括支援センター

（認知症地域支援推進員含む）

２．市役所

３．「認知症の人と家族の会」などによる電話

相談窓口

４．地域の認知症高齢者と家族の情報交換の場

（オレンジカフェなど）

５．地域の認知症サポーター

６．その他（ ）

７．知らない

１．相談機関の充実

２．認知症の予防方法の普及

３．認知症の人への介護方法などの普及

４．認知症高齢者と家族の情報交換の場（オレンジカフェなど）

５．認知症になっても地域で暮らし続けるため、社会全体で気づき・見守りができるような仕組み

６．認知症高齢者向けの介護などのサービスの充実

７．認知症高齢者向けのボランティアの育成（認知症サポーター）

８．その他（ ）
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（４）市の認知症に対する取組を知っていますか。（いくつでも）

【問８ 地域包括支援センターについて】

地域包括支援センターとは・・・

介護・福祉・医療の専門職員が日常生活上の相談に応じて福祉サービスや介護保険サービ

スなどの紹介をしたり、介護予防教室などを開催している相談機関で、市内には現在５か

所の地域包括支援センターがあります。

（１）地域包括支援センターを知っていますか。（〇は１つ）

【問９ 成年後見制度について】

成年後見制度とは・・・

認知症や知的障害、精神障害により判断能力が不十分になった方について、本人の権利を

守る援助者を家庭裁判所が選任し、法律的に支援する制度です。

（１）成年後見制度について、知っている内容があれば教えてください。（いくつでも）

（２）あなたは、将来成年後見制度を利用したいと思いますか。（○は１つ）

１．認知症サポーター養成講座

２．徘徊高齢者等見守りシールの配付
はいかい

３．徘徊高齢者声かけ訓練

４．認知症家族介護教室

５．認知症介護家族のつどい「知恵袋」

６．認知症簡易チェックサイト「これって認知症？」

７．認知症高齢者と家族の情報交換の場

（オレンジカフェなど）

８．認知症ガイドブック（ケアパス）の配置

９．その他（ ）

１０．知らない

１．相談や介護予防教室などでセンターを利用したことがある

２．センターを利用したことはないが、事業内容を知っている

３．事業内容は知らないが、センターがあることは知っている

４．事業内容は知っているが、センターがあることを知らなかった

５．知らない

１．本人の判断能力が不十分な方に対する制度

２．本人に代わって、医療や介護などの手配や契約手続きなどを後見人等が行う制度

３．家庭裁判所が後見人等を選任する制度

４．高齢者や障害者であっても特別視をしないという考え方

５．本人の意思や自己決定を尊重し、現有能力を活用する考え方

６．本人の心身・生活の状況に配慮して行わなければならない考え方

７．不動産や預貯金などの財産の管理

８．悪徳商法などからの被害の防止

９．成年後見制度の名前だけは聞いたことがある

１０．その他（ ）

１１．知らない

１．利用したい

２．利用したくない

３．分からない
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【問１０ 防災について】

（１）避難準備情報などの防災情報をどのような方法で把握していますか。（いくつでも）

【問１１ 介護保険や高齢者福祉の支援について】

介護保険制度は・・・

介護が必要になっても高齢者が地域で安心して暮らしていけることを目指すとともに、い

つまでも自立した生活を送れるよう支援するものです。

（１）介護保険制度について、知っている内容があれば教えてください。（いくつでも）

（２）携帯電話やスマートフォン、パソコンを日常的に使用していますか。（いくつでも）

≪（２）において「使用している」と回答した方のみ≫

①どのようなことに活用していますか。（いくつでも）

１．近所の人からの声かけ

２．消防団からの声かけ

３．防災無線

４．市からの情報発信（メール配信サービス、ホームページなど）

５．テレビやラジオ

６．その他（ ）

７．情報の把握ができない

１．介護が必要な状態になっても高齢者が地域で安心して暮らしていけるための制度

２．いつまでも、自立した生活を送れるようにする制度

３．介護保険制度の財源は、４０歳以上の方の保険料と公費となっている

４．介護サービスを利用するためには、申請が必要となる

５．介護認定審査により要介護度が決定されて、介護度に応じ、介護サービスが利用できる

６．ホームヘルパーなどの訪問介護や、特別養護老人ホームなどの介護施設など介護サービスの

利用にあたっては、ケアマネジャー等によるケアプランが必要となる

７．高齢者が介護の状態となることの予防を進めるために、各種予防事業を実施している

８．高齢者の総合相談窓口である地域包括支援センター事業を行っている

９．認知症施策や成年後見の各種事業を実施している

１０．その他（ ）

１１．知らない

１．携帯電話を使用している ⇒次の①へ

２．スマートフォンを使用している⇒次の①へ

３．パソコンを使用している ⇒次の①へ

４．使用していない・持っていない

５．持っているが使い方が分からない

１．買い物（インターネットショッピング）

２．ゲーム

３．ソーシャルネットワークサービス

（Twitter、Facebook、LINEなど）

４．情報収集・発信（インターネットニュース等）

５．電話・メール

６．見守り

７．その他（ ）
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（３）市のイベントや取組（高齢者福祉、介護保険）などの情報は主にどこから入手してい

ますか。（いくつでも）

生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）とは・・・

市では、人と人とのつながりを進め、助け合い、支え合う仕組みをつくり、支える人、支え

られる人をつなぐ取り組みを行う、生活支援コーディネーターを、市と、5か所の地域包括

支援センターに配置しています。

具体的には、住民主体の活動を支援し、活動に参加する人を増やし、地域に暮らす人と人と

の顔の見える関係づくりをすすめています。

（４）生活支援コーディネーターを知っていますか。（○は１つ）

市では地域のつながりや助け合い活動を普及するために、協議体を開催しています。

（５）協議体の主な取組を知っていますか。（いくつでも）

（６）高齢者にとって、住みやすい生活環境を整備するために、今後どのような支援が必要

だと思いますか。（○は3つまで）

１．市役所・保健センターなどの窓口

２．地域包括支援センター

３．市の広報紙

４．市が発行するパンフレット類

５．民生委員

６．市のホームページ

７．ソーシャルネットワークサービス

（Twitter・Facebook・LINEなど）

８．友人・知人

９．ケアマネジャー・ホームヘルパーなど

１０．その他（ ）

１１．入手していない

１．関わりを持ったことがある

２．名前だけは聞いたことがある

３．名前を聞いたことがあり、相談してみたい

４．始めて聞いたが、相談したいと思った

５．その他（ ）

６．知らない

１．住民主体で助け合いを検討している

２．市内５つの圏域に設置している

３．地域包括支援センターに配置している

生活支援コーディネーターと協力して

取り組んでいる

４．その他（ ）

５．知らない

１．緊急時の支援

２．買い物や各種手続きの代行

３．家事の援助

４．高齢者の就労支援

５．外出の支援

６．健康づくりの支援

７．住まいの確保

８．健康増進や教養向上のための支援

９．介護や寝たきりの状態などになることの

予防のための支援

１０．ボランティア・地域活動の支援や参加促進

１１．その他（ ）

■■■以上で調査は終了です。ご協力ありがとうございました。■■■



日常生活圏域ニーズ調査・２号被保険者向けアンケート調査項目

テーマ・項目 質問 選択肢 理由

1 在宅医療・介護連携推進事業

人生の最終段階（６５歳以上の高齢期）
において、ご自身やご家族の最期など
を、元気なうちから考えることについて、
どのように思いますか。（複数選択可）

①日頃から考える必要がある
②大事なことだとは思うが、あまり考えたくない
③縁起が悪
④考える必要はない
⑤周囲の人が考えればよい
⑥きっかけがない
⑦考えると落ち込みそう
⑧漠然とした怖さがある
⑨最期を想像できない
⑩何をすればよいかわからない

ACPの周知度については、概ね知られていないことが予測されるため、事前に考える
ことの印象について現状を把握することで、今後の事業展開における参考にしていき
たい。また、今後新たな定義を提示した際の評価としても同様の項目が活用できるた
め。

2 在宅医療・介護連携推進事業
あなたや家族が介護を必要とする状態と
なった場合に、どのような生活を希望し
ますか。（回答は１つ）

①現在の住まいで家族の介護を中心に受けながら生活したい
②現在の住まいで介護保険などの公的サービスを利用しなが
ら生活したい
③特別養護老人ホームなどの介護施設に入所したい
④サービス付き高齢者向け住宅などの住まいに入居したい
⑤病院などの医療機関に入院したい
⑥わからない
⑦その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

第８期アンケートから継続

3 生活支援体制整備事業
地域で生活する上でお困りごとはありま
すか？（複数回答可）

①買い物
②移動
etc

具体的な困りごとを把握することで、第２層協議体への課題提供や、内容に応じて市
全体での対応が必要なことを把握し、事業と連動していく。

※今回のアンケートは圏域ごとに色分けをしたアンケート調査用紙とするため、圏域
ごとの状況を整理することが可能であるため。

4 生活支援体制整備事業
地域生活支援コーディネーターを知って
いますか？

①知っているし、相談したことがある
②知っているが、相談したこと（したくは）ない
③知らないが、相談したい内容はありそう
④知らないし、今後相談の予定もない

生活支援体制整備事業の推進や、地域の活動団体等を活性化することにおいて、生
活支援コーディネーターとの連携は重要であるため、認知度を確認する。
第８期作成時において、７割の方が「知らない」と答えており、８期中の取組での認知
度の変化の確認、効果が現れていないようであれば取り組み方の転換等が必要であ
るため、認知度の把握は必須と考えるため。

5 生活支援体制整備事業

住民が主体的に地域の資源把握や課題
検討のために打ち合わせをしている「和
（なごみ）の会」を知っていますか？
（圏域ごとに協議体名で確認する）

①知っている
②知らない

生活支援体制整備事業の推進や、地域の助け合いの活動を広めるうえで、協議体と
の連携は重要であるため、まずは地域に知ってもらうことが重要であるため。
第８期作成時において、９割の方が「知らない」と答えており、８期中の取組での認知
度の変化の確認、効果が現れていないようであれば取り組み方の転換等が必要であ
るため、認知度の把握は必須と考えるため。



テーマ・項目 質問 選択肢 理由

6 包括的支援事業
（地域包括支援センター）

高齢者等の相談窓口や介護予防の支援
などを行う地域包括支援センター内間木
苑を知っていますか？
（圏域ごとにセンター名で確認する）

①知っているし、利用したことがある
②知っているが、利用したこと（したくは）ない
③知らないが、相談したい内容はありそう
④知らないし、今後相談の予定もない

第８期アンケートから継続

7 包括的支援事業
（地域包括支援センター）

どのようなときに地域包括支援センター
に相談している（したい）ですか？

①困ったことが起きてから
②情報を収集するときから
③介護を予防したいときから
etc

センターの活用について、困りごとは起きてひどくなってからではなく、事前にまたは
困りごととならないような対応が必要であることから、市民の相談に対する考え方を把
握し、回答状況に応じては、各事業等で事前の相談を促すなどの取組につなげるた
め。

8 包括的支援事業
（地域包括支援センター）

何かあったときに相談する相手を教えて
ください。

①自治会・町内会
②老人クラブ
③社会福祉協議会
④民生委員
⑤ケアマネジャー
⑥医師・歯科医師・看護師・薬剤師
⑦地域包括支援センター
⑧市役所
⑨その他（　　　　　　　）
⑩そのような人はいない

第８期アンケートから継続

9 老人クラブ加入者数の減少
（新たな生きがいづくり）

1.加入していない理由

1.①活動内容を知らない
　②活動内容が生活スタイルに合わない
　③付き合いが面倒である
　④自分の趣味に没頭したい
　⑤興味がない

10年以上に渡って老人クラブ加入者は減少傾向である。各老人クラブでは、カラオ
ケ、グラウンドゴルフ及び輪投げなどの事業を実施しており、各老人クラブが加入する
老人クラブ連合会でも、スポーツ大会やカラオケ大会など、様々な事業を実施してい
るが、加入者数が減少傾向にあるため、加入者が増えない背景を把握する必要があ
る。



テーマ・項目 質問 選択肢 理由

10
見守り支援事業
（カード、緊急、安心、彩夏ちゃ
ん）

1.地域の高齢者の生活に関心があるか
2.緊急時に備えて、ボタン一つで119番
通報ができるサービスは必要か（現在提
供しているサービス）

1.①関心はある（対応や問合せ方法がわからない）
　②関心はある（おせっかいだと思う）
　③関心はある（地域とのつながりがない）
　④地域の高齢者に関心がない

2.①非常時に備えて必要
　②家族や知人が異変を察知できるサービスが必要
　③不要（自分で携帯（固定）電話で119番通報するため）
　④不要（自分で家族や知人に支援を要請するため）
　⑤不要（自分で自治会・町内会に支援を要請するため）

平成27年度から実施している「彩夏ちゃん見守り支援員事業」は、新たな動きがなく、
実質活動していない。また、緊急（安心見守り）通報システムにおいては、類似サービ
スが台頭してきているためか、減少傾向にあるため、見守りサービスについて研究す
る必要がある。まずは、市民ニーズを把握し、見直しを含めて、事業の妥当性や継続
性について検討する必要がある。

11

1.外出しない（できない）理由
2.現在使用している主な移動手段

※1.は移動できない人を対象
　 2は移動できる人を対象

1.①近隣のバス停まで歩くことができない
　②近隣のバス停まで歩く際の支援者がいない
　③外出が面倒である。（外出する理由がない）
　④健康面に不安がある。

2.①電車・バス
　②タクシー
　③自転車
　④自家用車
　⑤徒歩
　⑥家族や知人による送迎

12

3.外出の主な目的
4.外出支援と介護予防を目的とした事業
（支援）のニーズを把握

3.は移動できる人を対象
4.はすべての人を対象

3.①買い物
　②余暇活動（ウォーキング、映画など）
　③家族や知人との交流
　④趣味
　⑤就労
　⑥通院

4.①電車・バスの運賃助成
　②タクシーの運賃助成
　③通いの場の提供（目的づくり）
　④バス停付近に休憩所（ベンチ）の設置
　⑤外出支援事業は必要ない

13 徘徊高齢者等位置検索システ
ム事業（介護者支援）

1.認知症等を患っている両親等の居場
所は気になるか。
2.認知症を患っている両親との連絡方法

1.①心配していない（両親と疎遠である）
　②非常に心配である
　③緊急時は、警察や消防から連絡が来ると思うので心配して
いない

2.①携帯（固定）電話で連絡を取り合っている
　②LINEやメールで連絡を取り合っている
　③定期的な訪問を行っている
　④まったく気にならないため、連絡は取りあっていない

徘徊高齢者等位置検索システムの年間利用者数は、５人程度の状況が続いている。
一方で、徘徊高齢者等見守りシール配付事業は例年約30人程度から新規申請があ
る。そのため、家族介護者支援として、ニーズを把握し、事業内容について、見直しを
含めた検討をする必要がある。

高齢者の移動支援
（足の確保）

路線バス（市内循環バスを含む）のバス停に行く際、ふらつき等があり、歩行に対する
不安がある方の割合やそういった方の移動方法を把握し、今後の事業展開について
検討する。



テーマ・項目 質問 選択肢 理由

14 成年後見制度
（権利擁護）

1.意思判断能力を失った場合、金銭管理
や各種契約手続きを任せられる親族等
はいるか。
2.意思判断能力を失った時に備えている
ことはあるか。

1.①いる（親族）
　②いる（友人）
　③いる（弁護士や司法書士等）
　④いない

2.①家族や知人に相談している
　②家族や知人に相談していないが、信頼している
　③家族や知人に一任している
　②備えていない

高齢者人口の増加に伴い、認知症高齢者も増加することが予想される。ついては、認
知症の進行により、意思判断能力を失った時に対する意識や現在実践していることを
把握することで、成年後見センターや中核機関を整備する必要性について検討する。

15 防災体制
（個別避難・福祉避難所）

1.発災時に頼ることができる存在
2.発災時に備えて実践していること

1.①近所に家族や知人がいる
　②遠方に家族や知人がいる
　③自分で何とかできる
　④いない

2.①近所の避難場所を把握している
　②非常食や防災用品を常備している
　③近所の方と調整を図っている
　④支援者を確保している
　⑤不安がないため、何も実践していない
　⑥不安はあるが、相談者がいない

有事の際に備えた意識や実践していること及び家族や知人との関係性を把握するこ
とで、自治体が行うべき支援方法について検討する。

16 理想の介護形態
あなたが要介護状態になった時に、どの
ような対応を希望しますか。

①医療機関に入院したい。
②介護施設に入所したい。
③自宅で生活し介護施設に通所したい。
④自宅で生活し介護サービスも自宅で受けたい。
⑤何もしたくない/受けたくない。

要介護状態になった時に、どのような介護形態を望むのかを探る。

17 移動支援と介護保険料

あなたが要介護状態になった時に、ボラ
ンティア団体が有償で自家用車などを用
いて通院や日常品の買い物に限り送迎
を行うサービスについて、利用を希望し
ますか。

①利用したい。
②利用したくない。
③どちらでもよい。

移動支援（訪問型サービスD）を希望するかを探る。

18 オンライン会議ツールの使用に
ついて

1.スマートフォンやタブレット端末を使用
していますか。
2.ZOOMを使用していますか。

1.①日常的に使用している。
　②（1回以上）使用したことはある。
　③使用したことはない。
　④わからない。
2.①日常的に使用している。
　②（1回以上）使用したことはある。
　③使用したことはない。
　④わからない。

ZOOMやスマホ等の通信機器を使用できるかを把握し、介護事業のデジタル化の可
能性を探る。

19 介護保険料と介護保険サービス
について

介護サービスが充実すると、介護保険料
は高くなる傾向があります。保険料の金
額とサービスの充実について、あなたの
考えに近いものはどれですか。

①介護サービスが充実するなら介護保険料が高くなってもやむ
を得ない。
②介護サービスが充実しなくても介護保険料は安いほうがい
い。
③どちらでもよい。
④わからない。

介護保険料と介護保険サービスについて増額されてもサービスの充実をとりたいかを
探る。

20 理想の一般介護予防内容
あなたが興味のあるものを〇つ選んでく
ださい。

①麻雀　②将棋　③囲碁　④鬼ごっこ等の２者ゲーム　⑤楽器
演奏　⑥合唱　⑦サッカー　⑧テニス　⑨ラクビー
⑩野球　⑪キックベース　⑫パズル等　⑬テレビゲーム
⑭カードゲーム　⑮料理　⑯お酒　⑰よさこい　

一般介護予防について、どんなサービスが求められているかを探る。



朝霞市　介護予防・日常生活圏域ニーズ調査独自項目の検討

施策目標Ⅰ　健康づくりと介護予防・生活支援の充実

1

健康づくりについて
参加を希望する健康づくり活動について １　グラウンドゴルフ

２　ウォーキング
３　料理教室
４　マシントレーニング
５　プール
６　体操教室
７　その他
８　特になし

現在、市が実施している健康づくりに対するニーズを
確認することで、拡充すべき施策や見直すべき施策を
把握し、より市民が関心をもつ健康づくりの展開に繋
げていく。また、その他に記載頂いた意見などを参考
に、新たな健康づくりの展開を検討する。

兵庫県
三木市

2

介護予防について
介護予防の取組として、どのようなことに興味
がありますか。既に取り組んでいる方について
は、新たに取り組みたい事項を教えてください
（複数回答）

１　自宅で手軽にできる運動や健康づくり
２　地域の集いの場への参加や体操グループへの参加
３　転倒予防のための運動
４　トレーニングマシンを使った運動
５　バランスのよい食事をとるための栄養に関する講
　　座への参加
６　自分で食事を続けられるよう、口や歯の手入れに
　　関する講座や教室への参加
７　認知症をテーマにした講演会への参加
８　介護予防をテーマにした講演会への参加
９　支援を必要としている方や介護施設等へのボラン
　　ティア活動
10　その他（　　　）

介護予防への取組・ニーズを確認することで、今後の
施策展開を検討するための基礎資料とする。
合わせて通所型サービスBの需要（ニーズ）を確認す
る。

埼玉県
川越市

3
からだを動かすことについて
市主催の介護予防教室などに参加したことはあ
りますか

１　はい
２　いいえ

埼玉県
富士見市

4

からだを動かすことについて
（上記の質問で、「はい（参加したことがあ
る）」の方のみ）
参加したことにより、成果や効果はありますか
（複数回答）

１　通院回数が減った
２　薬を飲む量が減った
３　体力が向上した
４　家でも体操などをするようになった
５　外出の回数が増えた
６　仲間が増えた
７　気持ちが前向きになった
８　成果は感じなかった
９　わからない
10　その他（　　　）

埼玉県
富士見市

5

毎日の生活について
あなたは、日常生活を送る中で「生きがい」を
感じていますか

１　常に感じている
２　ときどき感じている
３　あまり感じていない
４　ほとんど感じていない

埼玉県
川越市

参考
市区町村

№ 選定理由

介護予防教室への参加による副次的効果（６や７）を
確認することで、介護予防教室が身体の健康のみなら
ず心の健康づくりにも寄与していること、さらに心の
健康が本人の生きがいへとつながっていることなどを
検証することで、介護予防教室の重要性及び充実化の
必要性を確認する。

質問 選択肢
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朝霞市　介護予防・日常生活圏域ニーズ調査独自項目の検討

参考
市区町村

№ 選定理由質問 選択肢

施策目標Ⅱ　安心して暮らすことができる体制の整備

6
見守りについて
安否確認のために、自宅に見守り機能がある機
器を設置するサービスについて、どう思います
か

１　興味がある
２　興味がない
３　どちらともいえない

茨城県
古河市

7

見守りについて
（上記質問において「１　興味がある」の方の
み）
安否確認のサービスを利用するにあたり、自己
負担がかかる場合でも利用しますか

１　利用する
２　利用しない
３　どちらともいえない
４　その他（　　　）

茨城県
古河市

8

災害時の対応について
災害時の不安について

１　防災用品や非常食を常備していない
２　安全な場所まで自力で避難できるかわからない
３　災害に関する情報が入手できるかわからない
４　地域の危険な箇所がわからない
５　健康面に不安がある
　　（治療の必要な持病がある、服薬など）
６　どこ（誰）に助けをもとめてよいかわからない
　　 (身近に頼れる人がいない）
７　地域の避難場所がどこなのか知らない
８　その他
９　不安は特にない
10　無回答

頻発・激甚化する災害対応の強化を図るための施策を
検討するための基礎資料とする。

大阪府
摂津市

9

認知症について
希望する認知症支援 １　相談窓口や病院、介護サービスなどの情報が簡

　　単に収集できる仕組み（例：介護相談）
２　介護の方法、コミュニケーション方法などの研
　　修会
　　（例：介護教室・認知症サポーター養成講座）
３　家族交流など、介護する家族の精神的負担を軽
　　減できる場（例：認知症家族の会）
４　電球交換や草ひきなど、在宅生活を支えるサー
　　ビス
５　認知症の方が社会参加できる場（例：サロン・
　　認知症カフェ）
６　道に迷うなどした場合に早期発見できるための
　　ネットワーク
　　（例：認知症高齢者等SOSネットワーク）
７　孤独防止や安否確認のための定期的な訪問活動
　　（例：見守りネットワーク）
８　認知症の専門医の紹介、受診に向けた支援
９　虐待、成年後見制度の相談窓口
10　その他　　11　特にない

認知症支援を推進するための拡充施策を検討するため
の基礎資料とする。

兵庫県
三木市

見守りの関する高齢者一般施設の展開を検討するため
の基礎資料とする。

2 / 4 ページ



朝霞市　介護予防・日常生活圏域ニーズ調査独自項目の検討

参考
市区町村

№ 選定理由質問 選択肢

10

在宅医療について
今後、「在宅医療」や「在宅介護」が進むため
には、どのようなことが必要だと思いますか
（複数回答）

１　市民向けの在宅医療・在宅介護についての
　　情報提供
２　相談窓口の充実
３　在宅医療・介護に関わる専門家同士の連携
４　家族の負担を軽減するためのデイサービスや
　　ショートステイなどの拡充
５　２４時間いつでも診てもらえる体制
６　病状が悪化したときにいつでも入院できる
　　医療体制の整備
７　高齢者が安心して住める住居の整備
８　介護休暇など現場の理解とサポート体制の
　　充実
９　その他（　　　）
10　わからない

在宅医療・介護連携を推進するための拡充施策を検討
するための基礎資料とする。

埼玉県
川越市

11

地域について
近所の人やボランティアに、金銭を支払って手
助けをしてもらいたいことはありますか

近所の人が困っている時に、あなたが週１、２
回程度、金銭をもらって支援できることはあり
ますか

１　安否確認や声かけ
２　急に病気になった時の看病
３　庭掃除や植木の手入れ
４　買物
５　車の運転
６　通院や薬をもらいに行くこと
７　家の掃除や洗濯
８　家具の移動、簡単な大工仕事など
９　家族の介護や世話
10　ゴミ出し
11　話し相手
12　食事のしたく
13　電球交換
14　公的な書類の代筆や官公庁などへの手続き
15　外出の時のつきそい
16　郵便物を読むことや書くこと
17　布団の上げ下ろし
18　請求書の支払いや預貯金の出し入れ
19　その他
20　特に必要がない
21　近所の人のお世話になりたくない
22　無回答

訪問型サービスBの需要（ニーズ）を把握し、今後の
施策検討の基礎資料とする。

兵庫県
高砂市

3 / 4 ページ



朝霞市　介護予防・日常生活圏域ニーズ調査独自項目の検討

参考
市区町村

№ 選定理由質問 選択肢

施策目標Ⅲ　介護保険制度の安定的な運営

12

介護保険について
介護サービスが充実すると、介護保険料は高く
なる傾向があります
保険料の金額とサービスの充実の関係につい
て、あなたの考えに近いものはどれですか

１　介護サービスが充実するなら介護保険料が高く
　　なってもやむを得ない
２　介護サービスが充実しなくても介護保険料は安
　　いほうがよい
３　その他
４　わからない
５　無回答

今後も増加が予想される介護保険料に対する市民の考
えたを確認したうえで、今後の介護サービス等のあり
方を検討するための基礎資料とする。

兵庫県
高砂市

13
市の介護施策等について
外国人の介護職員についてあなたは不安を感じ
ますか

１　不安がある
２　少し不安がある
３　不安がない

埼玉県
越谷市

14
市の介護施策等について
（上記の質問で「不安がない」以外の方のみ
どのような不安がありますか

１　言葉の壁（意思疎通の難しさ）
２　ケアの質
３　文化の違い
４　その他

埼玉県
越谷市

介護職員の不足等により、今後外国人労働者の増加も
予想される中、市民意識を把握しておくことで、今後
の施策展開を検討するうえでの基礎資料とする。

4 / 4 ページ



朝霞市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定に伴うアンケート調査について（案）

●国が示したアンケート調査（全５種類）

Ⅰ 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査

Ⅱ 在宅介護実態調査

Ⅲ 在宅生活改善調査

Ⅳ 居所変更実態調査

Ⅴ 介護人材実態調査

【市が独自で設定したアンケート調査（全１種類）】

Ⅵ 第２号被保険者向け調査

目 的

要介護状態になる前の高齢者のリスクや社会参加状況を把握すること

で、地域診断に活用し、地域の抱える課題を特定するため

介護予防・日常生活支援総合事業の評価に活用するため

調査対象
要介護認定（１～５）を除く高齢者（要支援者・総合事業対象者・そ

の他一般高齢者） 無作為抽出４，８００人（各圏域８００人）

目 的
「要介護者の在宅生活の継続」と「介護者の就労の継続」の２つの基

本的な視点に基づき、サービス提供体制の構築方針の根拠とするため

調査対象
要支援・要介護認定者（施設入所者や入院している者を除く）

認定調査対象者６００人

目 的
現在のサービス利用では、生活の維持が難しくなっている利用者の実

態を把握し、地域に不足する介護サービス等を検討するため

調査対象
居宅介護支援事業所（２９）、小規模多機能型居宅介護（２）、看護小

規模多機能型居宅介護 ※ケアマネジャー全員を対象

目 的

過去１年間の新規入居・退去の流れや、退去の理由などを把握するこ

とで、住み慣れた住まい等で暮らし続けるために必要な機能等を検討

するため

調査対象 介護施設系サービス（特養、グループホームなど）（２７）

目 的

介護人材の実態を把握することにより、性別・年齢別・資格有無別な

どの詳細な分析を行い、介護人材の確保に向けて必要な取組等を検討

するため

調査対象
Ⅳの居所変更実態調査対象施設、通所系、訪問系サービス（８５）

※訪問系の職員票は、事業所に所属する介護職員全員分を送付

目 的
「今後の介護の在り方」や「現在、親等を介護している実情」などを

把握し、今後の施策を検討するため

調査対象
４０歳から６４歳までの方（介護認定を受けている方は除く）

無作為抽出１，２００人（各圏域２００人）

介
護
保
険
法
第
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７
条
第
５
項
に
規
定
す
る
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査

※
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進捗管理シート及びアンケートに対する意見【9月 9 日(金)17 時締切】（委員名： ）

議題 意見等

（１）

事務番号１０９ 期間型地域包括支援センターの設置に向けた検討【P46】

高齢者だけでなく、障害や子供、困窮など、複合的な相談への対応が必要になっていることから、重層的支援体制整

備事業を進めていく必要があると考えています。

（３）

例２）

資料４ 第２号被保険者アンケート調査に新規設問を追加

設 問：協議体に参加を希望しますか？

選択肢：１．希望する ２．希望しない ３．分からない



注１）例を参考に、本日の議題番号・意見等を記入してください。

注２）欄の過不足については、お手数ですが、コピーもしくは、様式を問いませんので、ご対応をお願いします。

【提出方法】-
・郵 送：〒３５１－８５０１ 朝霞市本町１－１－１ 朝霞市長寿はつらつ課 渡邉・宮﨑 ０４８－４８３－４５２０

・ＦＡＸ：０４８－４５１－１４０３（長寿はつらつ課直通） ・メール：tyoju_haturatu@city.asaka.lg.jp


