
別記様式（第４条関係）

会 議 録

会 議 の 名 称 令和４年度第１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

開 催 日 時 令和４年４月２８日(木) 午後３時３０分から午後４時４０分

開 催 場 所 ゆめぱれす（朝霞市民会館） 会議室 梅

出 席 者

委員１４名（稲生副委員長、遠藤委員、本田（麻）委員、大八木

委員、高木委員、鳥居委員、髙橋委員、田畑委員、本田（卓）委

員、佐々木委員、小峰委員、加茂委員、白濵委員、髙田委員）

事務局１０名（佐藤部長、大髙課長、増田主幹、長尾補佐、山﨑係長、

荒井係長、泉係長、渡邉主査、吉﨑主任、大久保主事）

会 議 内 容

【議題】

（１）令和４年度主な事業について

（２）今年度の推進会議スケジュールについて

（３）計画策定のためのアンケート調査について

会 議 資 料

○ 会議次第

○【資料１】第８期高齢者福祉計画・介護保険事業計画

≪令和４年度新たに取り組む事業（予定）等について≫

○【資料２】高齢者福祉計画推進会議のスケジュール（案）

○【資料３】第８期高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定時に実施した

アンケート調査

会 議 録 の

作 成 方 針

□電磁的記録から文書に書き起こした全文記録

■電磁的記録から文書に書き起こした要点記録

□要点記録

□電磁的記録での保管（保存年限 年）

電磁的記録から文書に書き起こ

した場合の当該電磁的記録の保

存期間

■会議録の確認後消去

□会議録の確認後 か月

会議録の確認方法 委員長による確認

そ の 他 の

必 要 事 項

○会議公開 傍聴者 0名

審議内容（発言者、発言内容、審議経過、結論等）

１ 開会

２ 佐藤部長 挨拶

３ 議題

（１）第８期朝霞市高齢者福祉計画・介護保険事業計画の概要について

事務局 渡邉主査から【資料番号１】第８期高齢者福祉計画・介護保険事業計画 ≪令和４年度新



たに取り組む事業（予定）等について≫に基づき下記説明を実施。

それでは、資料番号１、≪令和４年度新たに取り組む事業（予定）等について≫。

まず、特別養護老人ホーム朝光苑の昇降機、いわゆるエレベーターの改修について。２台あるエレ

ベーターのうち、昭和６１年の朝光苑開苑時に設置された１台について、耐用年数の超過や、部品供

給の終了時期が迫っていることから、安定的な運行を確保するため、リニューアル工事を行う。

続きまして、介護事業所感染症対策支援金の給付について。市内の介護事業所に対し、衛生用品の

購入やＰＣＲ検査費用等の感染予防対策に要した費用の負担軽減を図るため、各事業所一律２０万円

の市独自の支援金の給付を行う。

続きまして、移動販売事業者支援補助金事業について。移動販売において、販売員や他の買い物客

との交流機会の創出や見守り支援など、高齢者が自立した生活を送ることができるよう、市内で移動

販売を展開する事業者に対する補助事業を行う。なお、補助金は移動販売車一台あたり３０万円とし

ている。

続きまして、高齢者実態調査の実施について。昨年度、市内在住の７５歳以上を対象に実施した同

調査についてですが、今年度は市内在住の６５歳から７５歳までの要支援・要介護認定者を除いた方

を対象に高齢者実態調査を実施し、何らかの支援が必要な方を把握するとともに、介護予防のための

各種取組につなげる想定である。

続きまして、第６圏域を担当する地域包括支援センターの増設について。

地域共生社会の実現を支える、地域包括ケアシステムの確立を進めるために、高齢者人口の増加のみ

ならず、複雑多様化する相談支援に柔軟に対応できるよう、本年４月１日から、地域包括支援センタ

ーの機能強化として、担当圏域を５つから６つに増設し、高齢者支援の更なる充実を図ったところで

ある。

続いて、地域密着型サービス事業所の整備について。本計画に基づき、介護が必要になった高齢者

等が住み慣れた地域で暮らし続けられるように、圏域ごとの整備状況を考慮しながら地域密着型サー

ビスである看護小規模多機能型居宅介護及び定期巡回・随時対応型訪問介護看護を１箇所ずつ整備す

る予定である。

また、今月２０日に公募を開始した。

以上が今年度、新たに取り組む事業になる。

続いて、今年度から廃止、縮減、となる事業について。

まず、高齢者補聴器購入費の助成について説明する。

平成２７年度から実施してきた事業だが、これまでの実績や利用者アンケートの結果等により、事

業期間の延長は行わず、事業を終了する。

続いて、介護保険利用者負担軽減対策費補助金の交付基準変更による補助金の縮減について。

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ものだが、介護サービス利

用料をより公平に負担するため、非課税所得を勘案した基準に変更し、補助金を縮減する。

以下のとおり、委員からの質疑に回答及び委員の意見を聴取。

遠藤委員：第６圏域を担当とする地域包括支援センターの場所を増設したとあったが、具体的な場所

をお聞かせ願いたい。

山﨑係長：地域包括支援センターの増設については、第８期朝霞市高齢者福祉計画に位置付けた日常

生活圏域の見直しに基づいて行ったものになる。令和３年度に日常生活圏域を５カ所から６カ

所に見直した。理由については場所ごとに高齢者人口のバラつきが生じていて、圏域の分け方



がわかりにくいとの声が市民からあったためである。

新たにできた地域包括支援センターの名称は「あさか中央」、事務所の場所は朝霞市北原１

丁目になる。また、上記の見直しに伴い、ひいらぎの里の担当する地域が変わったことから、

事務所の場所を仲町１丁目に移設している。

小峰委員：地域密着型のサービスの整備について。昨年は応募がなかったが、今年は応募がくるのか。

その辺を考慮して何か工夫をしたのか取組みがあればお聞かせ願いたい。

吉﨑主任：昨年の公募期間は１ヶ月程度と比較的短期間であったことが原因の一つと考えている。今

年度は期間を５ヶ月程度とした。それに加えて、２つのサービス利用が促進されるようにセミ

ナーの開催を５月に予定していて、それらからの参入を期待している。

佐々木委員：移動販売事業者支援事業について。とくしまる以外に新たに参入予定の事業者はあるの

か。また、その際に補助はどの程度行うのか。

山﨑係長：市内で実施している事業所は、コモディイイダ、いなげやと契約しているとくしまるがあ

る。また、とくしまるという形態ではないが、ローソンは直営で移動販売を行っている。市の

予算としては１５０万円の補助金を確保しており、申請内容、企業形態等を加味したうえで補

助金の交付を想定している。

本田（卓）委員：朝光苑の昇降機の改修工事について。どのような経緯で今回の報告事項に上がって

きたのか。

荒井係長：朝光苑の既存エレベーターの改修は市で指定管理している特別養護老人ホームであるこ

と、また規模が大規模で今年度いっぱいの事業であることから報告事項として挙げさせていた

だいた。

本田（麻）委員：第６圏域ができた事項は、民生委員、圏域が変わる地域の事業者にどのように周知

するのか。また、第４圏域に関しては事業所が一つもないという状況になる。その圏域内をカ

バーできるような取り組みをする予定か。

山﨑係長：民生委員については４月２２日の民生委員の総会にてこちらから周知した。５月２５日に

も総会があるため、改めて丁寧に周知する。また、町内会に関しても同日に総会があるため、

周知する。

吉﨑主任：埼玉県指定の事業者が存在していること、また地域密着型サービスの事業者については市

内全域対応できることから、第４圏域住民が直接的に不利益を被ることはない認識である。し

かしながら、本件は第９期計画以降の課題としてとらえていく所存である。

白濱委員：移動販売について。移動販売されてることを存じ上げなかった。本件はどの程度周知して

おり、どの程度利用されているのか。

山﨑係長：周知は冒頭に申し上げたコモディイイダ、いなげや、ローソンに事業所に直接声かけして



いる。並行して市内全域に広く募集する。条件としては一年間実施すること、かつ一週間２回

以上同じ場所で実施することを条件としている。利用実績については申請の際に提出してもら

うこととしているが現段階は把握していない。

稲生副委員長：３ヶ所の事業所で市全体をカバーできるのか。

山﨑係長：移動販売は重複しないよう実施しているものの、事業主の方で展開できる日数が限られて

いる。コモディイイダでは岡、青葉台、溝沼、田島、根岸台、内間木が対象地域となっており、

いなげやは溝沼を対象地域としている。そのため、三原、宮戸はカバーできていない状況であ

る。

そのため、今回補助金を活用してエリア拡大を目指し、課題を解消していく所存である。

高木委員：高齢者の実態調査をするにあたり、今現在どのような手法を想定しているのか、またその

手法を用いて、支援が必要な人をどのように把握するのかお聞かせ願いたい。

吉﨑主任：今年度については６５歳から７５歳までの要支援・要介護を持っていない人にアンケート

郵送する予定。また、アンケートに返送いただけない場合、訪問をすることを想定している。

（２）今年度の推進会議スケジュールについて

事務局 山﨑係長から【資料番号２】高齢者福祉計画推進会議のスケジュール（案）に基づき下記

のとおり説明を実施した。

説明には、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（案）」を

使用する。

まず、委員の皆様には、任期を令和３年７月２０日から令和６年３月３１日までとしお願いしてい

るところだが、本推進会議の主な役割としては、現行計画である第８期計画に位置づく事業の進捗管

理や新たな事業を行う際の内容の説明、また、令和６年度から８年度の３カ年を計画期間とする、第

９期朝霞市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画の案の策定である。

第９期計画の策定においては、令和４年度（今年度）と令和５年度の２か年で取り組むことになる。

資料のとおり、令和４年度の推進会議は５回を予定しており、令和３年度の計画に位置づく事業の進

捗管理やアンケート調査、ヒアリングなど、市民や医療・介護の専門職などの声を把握するなど、計

画書案を策定するための市の課題整理を予定している。

令和５年度（来年度）は７回の開催を予定しており、進捗管理の状況や、アンケート調査などから

把握した実態や整理した課題などを踏まえ、計画書の骨子や素案、保険料案などを審議し、それらを

反映した計画書案を作成し、パブリック・コメント手続きなどにおいて、広く意見をいただくことを

予定している。

次に、今年度の具体的な会議予定をお伝えする。

まず、本日、第１回会議を開催させていただいているが、７月中旬の第２回目と８月下旬の第３回

目において、アンケート調査やヒアリング調査、進捗管理を行うことを予定している。１１月中旬に

は、１０月に国から示される予定の報酬改定の内容をお示しするほか、上半期の事業の取組状況につ

いても、中間報告を予定している。

今年度最後に当たる第５回目は、令和５年３月下旬に予定させていただき、アンケートやヒアリン

グ調査の集計結果を報告するほか、来年度の会議スケジュールについても、予めお示ししたいと考え



ている。

計画策定までの推進会議のスケジュール（案）の説明は以上である。

以下のとおり、委員からの質疑に回答及び委員の意見を聴取。

小峰委員：令和４年度スケジュールに記載されている「コンサル」の意味をお聞かせ願いたい。

山﨑係長：第 9期の計画策定において、支援してもらうコンサルティング会社になる。プロポーザル

にて業者選定し、アンケート調査等を実施してもらう想定である。

本田（卓）委員：第４回の１０月の報酬改定内容とは何か。処遇改善支援補助金が組み込まれている

件の報酬改定のことか。

吉﨑主任：お見込みのとおり。国により１０月から介護職員の賃金加算の創設が示されており、報告

する想定である。

本田委員：介護従事者向けに月に９,０００円の処遇加算が設けられている。９月までの国の補助金、

１０月からの介護報酬についての説明を補足していただきたい。

吉﨑主任：２月から９月までの処遇改善については国が補助金を支給している。１０月以降は介護報

酬という形で展開される。本市の当計画においても介護保険料や介護給付等で影響が出るので、

このタイミングで報告させていただく。

稲生副委員長：コンサルティング業者は毎年変わっているのか。

山﨑係長：今年度と令和５年度が計画策定期間となる。当期間を通じて支援していただくため、回数

や年度ごとに替わるものではない。

稲生副委員長：市側で適切な判断及び意見を持って業者の選定を期待する。

（３）計画策定のためのアンケート調査について

事務局 荒井係長から【資料番号３】第８期高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定時に基づき下

記のとおり説明を実施した。

計画策定に係る、具体的な各種調査の概要だが、国において、先月開催された全国介護保険・高齢

者保健福祉担当課長会議では、第８期計画作成にあたって実施したアンケート調査を第９期計画作成

にあたっても実施し、調査の実施方法や調査内容を大きく変更する予定はないと示されている。

また、本年夏頃に改めてアンケート調査に関する具体的な説明会が開催される予定である。

つきましては、本市が第８期計画策定時に行った調査をもとに説明をさせていただく。

第８期計画策定の際に、国から示された調査が５種類、市が独自に設定した調査が１種類の合計６

種類のアンケート調査を実施した。

まず、国から示されました、５種類のアンケート調査について説明する。

１点目は介護予防・日常生活圏域ニーズ調査である。



この調査は、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し、地域診断や地域の

抱える課題を特定して、介護予防・日常生活支援総合事業の評価に活用することなどを目的に実施し

ている。調査の対象者は、要介護認定１から５を除く高齢者について、無作為に５，０００人を抽出

して実施した。

次に、２点目の在宅介護実態調査ですが、こちらの調査も、第７期より実施している。

この調査は要介護者の「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の調査となっている。調査の対象者は、施設入所

者や入院している方を除く、要支援・要介護認定者、約６００人以上を対象とし、認定調査時に併せ

て、聞き取り調査を実施した。

次に、１つ飛ばしまして、裏面にある４点目の在宅生活改善調査は、第８期より示された新たな調

査で、在宅において、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の調査となっている。

調査の対象は、３５カ所の居宅介護支援事業者や小規模多機能型居宅介護事業所である。

次に、５点目の居所変更実態調査も、第８期より示された調査で、過去１年間の新規入居・退去の

流れや、退去の理由、医療処置の必要性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の調査となっている。

調査の対象は、２５カ所のサービス付高齢者住宅や住宅型有料老人ホームを含む介護施設等であ

る。６点目の介護人材実態調査は、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、勤続年数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の調査

である。調査の対象は、６３カ所の居所変更実態調査対象施設、通所系、訪問系サービス提供事業所

の職員である。

最後に、市が独自で設定したアンケート調査としまして、表面にある２点目の第２号被保険者に関

するアンケート調査があった。

こちらは、第７期及び第８期計画策定時にも同様の調査を実施しており「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に実施した。

調査の対象者は、介護認定を受けている方を除く４０歳から６４歳について、無作為に５，０００

人を抽出して実施した。

最後に、繰り返しになりますが、国において、本年夏頃にアンケート調査に関する説明会の開催を

予定しており、詳細な情報が示され次第、改めて本会議にて説明させていただく。

以上で、報告事項３「計画策定のためのアンケート調査について」の説明を終了させていただく。

以下のとおり、委員からの質疑に回答及び委員の意見を聴取。

佐々木委員：全体的に回収率が低いかと思われる。アンケートに問題があるのではないか。

荒井係長：アンケート内容については国から示された設問と市独自の設問になる。委員の皆さんの意

見を取り込みながら、定めたものになる。回収率においてはご指摘の通りであるので、第９期策

定の前に、方法やアンケート項目を検討し、より良い策定をしたいと考える。

稲生副委員長：市としては何割ほどの回収率を目指しているのか。

荒井係長：７～８割を目指している。達成するために、方法、設問内容を検討する。



本田（麻）委員：アンケート内容や設問作成の自由度は国から示される方針によって決まる認識であ

る。どのような観点からアンケート内容を作成するのか事前に練り、７月の推進会議で共有する

といった進め方でいいのか。

また、市の独自の設問については、２号の被保険者も含めたニーズのある人にインタビューや実

際に介護をする人の家に訪問するなどの調査方法も選択肢にあると思う。そういった方法を検討

しているか。

山﨑係長：設問作成の自由度は国の方針次第になる。国の方針次第で朝霞市独自の設問をどれほど載

せられるのか変わってくるが、的を絞って設問を設定する予定である。朝霞市の課題は見えてい

るので、その課題にフォーカスして効果的なアンケート調査を実施したい。

独自の設問の内容は練り切れてはいないものの、２号の被保険者向けのアンケートを考えてい

る。アンケート調査だけでなく、地域に出向くヒアリング調査も行っていきたいと考えている。

高田委員：介護が必要とならないような、また認知症にならないような努力を把握するようなアンケ

ートを実施することは可能なのか。

荒井係長：国からに示される方針次第になる。市独自で設けられる場合は設問項目に含め、この場で

報告する。

遠藤委員：以前、地域別の懇談会があったかと思う。身近な声を吸い上げるためにそういった場が今

回もあるといいのではないか。ペット問題や介護する人たちに対してのケアなどする場があれば

いいと思う。確認スケジュールに関しては第２回の７月の会議にてアンケート内容を修正するこ

とは可能なのか。また、第３回の策定にてアンケート内容が確定するという認識か。

山﨑係長：７月中旬に開催される第２回の会議にてアンケートの設問と回答項目を示すことを考えて

おり、８月の下旬の第３回の会議においてアンケート調査の内容を確定する予定である。

小峰委員：事業者からの回答率が低い。市からきちんと回答してもらうように呼びかけていただきた

い。

稲生副委員長：貴重な意見ありがとうございます。

本田（麻）委員：地域で活動している団体に調査をかけたことはあるのか。また調査以外に実際に現

地へ行き、活動の意義や心がけていること、活動の支援についてヒアリングの機会を設ける予定

か。

山﨑係長：前回に関してはヒアリング調査行っている。今回も前回同様ヒアリング調査を行うことを

考えている。

遠藤委員：前回ヒアリング調査をした際に来所するよう地域の活動団体に呼びかけていたかと思う。

団体の活動しているところに直接伺う、団体の活動時間に合わせるなどの配慮をしていただきた

い。



会議録署名人

稲生副委員長：貴重な意見ありがとうございます。

本田（麻）委員：今回選定するコンサルティング会社に関してはいろんな調査方法を知っているとこ

ろ、かつ市の要望や私どもの要望をかなえてくれるところを選んでいただきたい。また、今後開

かれる会議にコンサルティング会社は参加していただけるのか。

山﨑係長：選定にあたっては調整中である。様々な方の意見を聞きながら、アンケート調査に特化し

た業者ではなく、地域福祉に精通した業者を選んでいくことを想定している。また、頂戴した意

見を反映しながら、業者選定計画を策定していく。実際に推進会議にも参加していただき。朝霞

市の環境を把握したうえで計画策定をしてもらいたいと考えている。

７ 閉会


