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別記様式（第４条関係）

会 議 録

会 議 の 名 称 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

開 催 日 時 令和４年８月３０日(火) 午後１時３０分から午後３時００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（高野委員長、稲生副委員長、遠藤委員、本田（麻）

委員、塩野委員、高木委員、鳥居委員、長井委員、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、高市係長、渡邉主査、宮崎主任）

会 議 内 容

【議題】

（１）第 8期計画進捗管理（令和 3年度）

（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）

○【資料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）

○【資料３】介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 調査票

〇【資料４】在宅介護実態調査 調査票

〇【資料５】第２号被保険者向けアンケート調査項目（第８期参考）

〇【資料６】ニーズ調査及び第２号アンケート 市独自項目（予定）

〇【資料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）

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
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審議内容（発言者、発言内容、審議経過、結論等）

１ 開会

２ 議題

（１）第８期計画進捗管理（令和３年度）

事務局渡邉主査から、第８期の本編と【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）〉に基づき下記説明を実施。

それでは、第８期計画本編 14 ページについて。第 8期計画においては、「人と人とがつながり、支

え合い、いつまでも笑顔と生きがいをもって暮らしていけるまち 朝霞」という基本理念を掲げてお

り、その基本理念の実現のため、３つの施策目標と１２の施策の方向性に基づき、施策事業の具体的

な取組を行っている。それが本編の１６ページ以降に記載されている。なお、取り組んでいる施策事

業については、長寿はつらつ課をはじめとする各所管が現状分析し、今後の方向性を示した上で、実

績を記載した自己評価を実施してる。

続いて、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）〉について。記載事項について、施策事業ごとに事業概要や現状と課題・目標指数などを列挙

しており、担当課による令和３年度の総合評価を記載している。総合評価は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＝評価できずと表記。

まず、Ａ評価とした主な施策事業は、「１０８番 日常生活圏域の見直し」について、日常生活圏域

を５圏域から６圏域に変更し、新たな受託法人として医療法人循和会を選定する等、計画どおりに令

和４年４月１日からの新しい日常生活圏域を開始できたことから評価をＡとした。令和 4年度からは

圏域変更による業務引き継ぎや市民への周知を実施している。

続いて、「１１７番 介護保険制度説明会の開催」については、令和３年６月に５回、８月に２回の

説明会を実施し、参加人数の目標である２００人を上回る２１９人の方が参加。朝霞市の高齢者福祉

施策や介護保険制度への理解を深めることが出来たとして、評価をＡとした。

次にＢ評価とした主な施策事業として、「５７番 多職種合同研修及び意見交換会の開催」について、

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

制を構築するために開催するものであるが、研修及び意見交換会の実施によって、多職種への理解や

顔の見える関係づくりに寄与する活動が出来つつあり、令和３年度には約２年ぶりとなる対面での意

見交換会を開催することが出来たため評価をＢとした。

続いて「１１２番 要介護認定の適正化の推進」について、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、認定調査の内容について市職員が点検・確認を行うことに加え、他市町村との

比較分析を行うなどして、適切かつ公平な要介護認定の確保を図り、現状として、全ての認定調査の

内容について市職員による点検が行われており、認定調査員への研修機会を設けるなどして、適切な

要介護認定に向けた対応がなされているものとし、評価をＢとした。今後も市職員による点検の継続、

認定調査員への研修機会の充実を図っていく。

続いてＣ評価とした主な施策事業として、「５０番 認知症家族介護教室の開催」について、令和３

年１２月に「快適介護ライフ もしかして認知症 その時のための家族介護教室」と題して、精神科の

医師による認知症への理解を深めるための講義や介護支援専門員による認知症の方への対応方法に

ついて講義をし、講義中にはグループワークを実施するなどして介護者同士の交流を図れたことによ

り、認知症に関する知識の習得だけでなく、介護者自身のリフレッシュにもなったとの意見もあった。

新型コロナウイルス感染症の対策を図りながらの実施となり、参加者数の目標値には届かなかったた
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めＣ評価としたが、コロナ禍においても従来どおり実施できるよう、更なる感染防止対策を検討する。

続いて「１２４番 介護事業所に対する実地指導・集団指導の実施」については、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実地指導・事業所指導を行うものであり、令和３年度８月に地域密着型サー

ビス事業所と居宅支援介護事業所を対象に集団指導、１１月から１月にかけて、一部の事業所に実地

指導を行った。新型コロナウイルス感染症の影響により、一部の日程を中止したことから目標値に届

かなかったため評価をＣとした。引き続き、集団指導・運営指導を実施し、適切な事業運営がなされ

るよう指導を行う。

最後にＤ評価とした主な施策事業は、「３０番 介護予防把握事業の実施」について、高齢者実態調

査を行い、支援が必要な方を把握するとともに、要介護リスクの高い方を必要な支援につなげる事業

であるが、新型コロナウイルス感染症の影響により、調査結果を基にした訪問を令和 4年度に先送り

したため、令和３年度の実績は０人だったことから評価をＤとした。なお、今後は、各地域包括支援

センターに訪問を依頼し、順次行って頂く予定であり、また、令和４年度は、要介護認定及び要支援

認定でサービス利用者を除いた６５歳以上から７５歳までの市民に、高齢者実態調査を実施する予定

で、調査結果の分析から必要な支援に繋げていく予定である。

第８期計画進捗管理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。

高野委員長：この総合評価というのは、各担当課が感じた範囲でＡＢＣＤとつけたのか。それと、こ

れはどこかに公開するのか、それとも、この委員会のために作成したものなのか。

事務局：公開については、今回の会議の資料として掲載し、それ以外の方法については今のところ考

えていない。この資料の活用については、今回の会議だけでなく第９期の計画を策定する上

で、各年度の取組状況、そして第８期の計画の期間中の取組状況を精査した上で、計画を策

定すべきだと考えているので、そういう点で活用したい。

遠藤委員：コロナ禍での影響があって、開催自体出来なかったとの説明があったが、事業はお祭りや

行事ではないので、集まれないから仕方がないという話ではなく、今はオンラインでもでき

るし何か工夫をしたのか。もし、コロナがなかったらこの評価は上がっていたのか。

事務局：全体的な話として、コロナに関する代替案に関しては、事業ごとに異なるが、オンラインに

切り替えられるものについてはオンラインに切り替えて実施した。コロナ禍でなければ事業

は進捗したかという事については、第７期の期間中に足りなかったもので、どうしたら達成

できるかというビジョンを掲げた上で第８期の計画を策定したので、コロナがなければ進捗

できた事業も中にはあると考えている。

佐々木委員：認知症施策の強化・推進の№４８、№４９についてＡ評価だが、これはどういう理由で

Ａ評価になっているのか。認知症地域支援推進員を配置したとか、認知症初期集中支援チー

ム員会議を開催したからではＡにはならないと思う。当事者の相談事に関わったとか、そう

いうのがあればＡ評価でいいと思うが、もうすこし見直したほうがいいのではないか。

事務局：№４８、№４９をＡ評価とした件について、№４８は、毎月、地域支援推進員と令和３年度
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の認知症施策について話し合いの場を設けられたことからＡ評価にした。№４９は、月に１

度、初期集中支援チーム会議を開催し、候補者の中から対象者を選定するための会議を定期

開催できたことからＡ評価としたが、ご指摘のとおり、開催するだけではダメで、本人の意

見を汲み取った上での事業展開や家族支援につなげる方法として、認知症支援をしている団

体と協力して事業を展開するといった検討を進めていかなければならないと感じている。今

年度は、ただ開催するだけでなく、その先を見越して、例えば、若年性認知症の方の社会参

加等についても関係者から意見を頂き、事業に活かしていきたいと考えている。

本田（卓）委員：№３０の介護予防把握事業の実施で、コロナの影響がすごくあると感じられ、コロ

ナフレイルが顕在化していくのはこれからだと思うので、是非、介護予防につながるような

施策を実施して頂きたい。

あと、№５は、総合評価はＢで見直しとなっているが、これはどういう事か。

事務局：№５は、見直しではなく継続の誤りである。

高野委員長：№４８、№４９に関しては、地域支援推進員というのは医療・福祉の専門家が推進員に

なっていて、地域内の医療介護関係者からの相談、認知症本人やご家族からの相談に応じる

ことが意味ある職種で、そういう活動をしなければいけない。まだ第８期で出来ていないと

すれば、第９期計画ではこれを発展させなければいけない。

初期集中支援チームは訪問するのが仕事なのに、会議だけやっていては意味がないので、

現に認知症の初期の段階で困っていて、対応方法が分からずに困っている人達が、他の会議

の場でもあがってきているので、第９期計画では、いち早く訪問体制を整えて、年間何件く

らい訪問するか決めなければいけない。

本田（麻）委員：計画の評価は数値目標をクリアしていればという事で判断しがちだが、実質的な意

味で何が出来たのか、質的な評価が必要で、その質的な評価をどう行ったのか。ちゃんと事

業所や市民に聞き取りをしたり、活動の様子を見に行って判断したのか、どういう方法で質

的な評価をしたのか。

事務局：今回の評価は、基本的には自己評価の部分が大きく、第三者からの聞き取りは行っていない。

それでは自己満足になってしまうので、第９期の計画策定におけるアンケート調査やヒアリ

ング調査、懇談会等を実施し、市民の意見を聞きたいと考えている。

高木委員：自己評価の評価ポイントが分かりづらく、単に数値目標をクリアしているのかどうかだけ

で判断しているものもあると思うが、自己評価でも、どういうところを評価したのか分から

ないと、この評価は違うのではないかという意見も言えないので、今後改善してほしい。

高野委員長：施策３の長寿はつらつ課担当の№２１～２９番までの総合事業に関して、従前相当サー

ビスは使われているけれども、それ以外のサービスＡやサービスＢの実績があまり上がって

いない。一方で次期改正に向かって、総合事業の対象者が要支援だけでなくなるということ

を考えると、受け皿を増やしておかないと遠からず困る時期が来るだろうと思っている。こ

れは保険者だけが頑張っても増えるものではないということも重々承知しているが、訪問型

Ａ・訪問型Ｂ・通所型Ａ・通所型Ｂの評価は低いが、次の改正で現場にとっては厳しい改正
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であっても、ある程度対応できる体制にする必要がある。ここは重要な課題になってくる可

能性もあると思っているので、頑張って頂きたいというのが１つ。もう１つは、一方で訪問

型Ｃは数値目標を見ると頑張っているので、Ｃ（評価）というよりもかなりＢ（評価）に近

いと思う。このサービスＣというのは、医療・福祉の専門家が短期間訪問して機能改善を目

指すものだが、実際に機能改善を果たせたかどうかというのが本当の指標ではあるものの、

とはいえ、今まで実績が上がっていなかったところからかなり実績が上がってきているの

で、ここはもう少し自己評価を高めてもいいと思う。ただ訪問型のＡ・Ｂをもっと活性化さ

せないと、国の制度改革の動きからすると、将来的に困ることになるというのが気になった。

それと№１１２の要介護認定のところで、これはＢ（評価）になっていますが、これは訪問

調査の適正化のことを基本的に言っていると思うが、それに関してしっかりやっているが、

一方で認定審査会の委員の人の研修等はどうか。委員の人達が適正に審査できているのかど

うかということに関しては、国・県はさほど強調していないが割と重要で、そういう研修等

を今後しっかりとやって頂く必要がある。要介護認定において不服につながるケースはほと

んどないが、現場で見ていると、少し認定の基準が違うとか、そういう事が散見されるので、

調査員の問題ではなく審査会の問題だと思うので、要介護認定というのは介護保険の入口の

ところでとても重要で、検討をお願いしたい。

佐々木委員：№４６の認知症ケアガイドブックについて、平成２９年のものと中身がほとんど変わっ

ていない。最初に作ったものは平成２９年４月と日付が入っていますが、改定版は日付が入

っていない。認知症の施策や取り巻く状況は毎年変わっていくので、改定されたガイドブッ

クにも日付を入れてほしかった。それとガイドブックを作る時は、行政だけでなく当事者や

介護家族や支援している人も入れて作っていくべきだと思う。

高野委員長：認知症ケアパスは、平成２９年に作成し、委員のご指摘の通り、あまり変わっていない

と思うが、その間に朝霞市は認知症医療に対応する機関が新しくできたり無くなっているか

もしれないし、認知症の医療や介護に関する常識もこの５年で結構変わって、相当進んでい

たり介護サービスの種別も変わってきているので、ブラッシュアップは必要である。

認知症の人は今すごく増えている状況ですので、次作り直す機会があれば、是非、ご指摘

のところを活かしてほしい。

（２）今年度の推進会議スケジュールについて

事務局荒井係長から、【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

ル修正版に基づき下記のとおり説明を実施した。

令和４年４月２８日に開催した「第１回推進会議」で配布したスケジュールとの変更点について。

開催時期について、当初は４月、７月、８月、１１月、３月の計５回を予定していたが、４月、８

月、１０月、１月、３月に変更する。変更理由は、7月中旬に予定していた第２回は国が示す各種調

査等に関する説明会が今月３日に開催されたことにより、国の方向性やアンケート調査案等を示すこ

とが困難であったことから本日開催となった。次に８月下旬に予定していた第３回は、本日開催して

いる第２回でアンケート調査案について、委員から意見を頂戴し、その意見を踏まえたアンケート内

容とヒアリング内容を実施内容として対象者・対象団体・ヒアリング内容等を示すために、１０月に

変更した。次に１１月中旬に予定していた第４回は、１０月に国から示される予定の報酬改定の内容
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を示すほか、アンケート調査及びヒアリング調査の速報を報告するとともに、今年度上半期における

事業の取組状況について審議するため、来年１月中旬もしくは下旬とした。最後に、来年３月下旬に

予定していた第５回の開催日及び報告内容については変更はない。

今年度の推進会議スケジュールについての説明は以上である。

委員からの質疑に回答及び委員の意見を聴取。

（特になし）

（３）計画策定のためのアンケート調査について

事務局山﨑係長から、【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）に基づき、下記のとおり説明を実施した。

まず第９期介護保険事業計画作成に向けた方針について、介護保険事業及び介護給付の円滑な実施

を確保するための基本方針と、第９期の介護保険事業計画に向けたアンケート調査の実施、この２点

が本来８月の説明会の中で示される予定だったが、この度の説明会ではアンケート調査のみの説明だ

った。

資料番号７は、第９期計画を作成するにあたって実施を検討している６種類のアンケート調査で、

まず計画策定においては、介護保険法１１７条第５項において、市町村は日常生活圏域ごとにおける

被保険者の心身の状況、そのおかれる環境、その他の事情を正確に把握した上で、これらの事情を勘

案して市町村の介護保険事業計画を策定するようにということが記載されており、国から実施を義務

付けられているアンケート調査として、２種類が示されている。１つ目が介護予防日常圏域ニーズ調

査で、地域の要支援者・総合事業対象者・一般高齢者の地域課題を把握するために実施するもの、２

つ目が在宅介護実態調査で、高齢者の在宅生活の継続と介護者の就労継続の実現に向けた介護サービ

スのあり方を検討するために実施が位置づけられている。これらは共に市民を対象にしたものであ

る。

次に任意の調査について３種類示されていて、１つ目の在宅生活改善調査は、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

ることを目的に行う調査である。２つ目は居所変更実態調査で、これは過去１年間の新規入居・退去

の流れや退去の理由等を把握し、住み慣れた住まい等で暮らし続けるために必要な機能などを検討す

るために行うものである。３つ目は介護人材実態調査で、介護人材の実態を把握して、介護人材の確

保に向けて必要な取組等を検討するために行うもので、これら３つはサービス事業者に対して行うも

のである。以上５つが国から示されたアンケート調査である。これに加えて、６つ目に市が独自で設

定したアンケートとして、４０歳から６４歳までの方を対象とした第２号被保険者向け調査を実施し

たいと考えている。

次に、資料番号３について、介護予防日常生活圏域ニーズ調査の国から示された全６４問で構成さ

れている。内容としては運動器の機能低下や、低栄養の傾向、口腔機能の低下、閉じこもり等、様々

なリスクの発生状況の把握、またボランティア等への参加の頻度や助け合いの状況等、社会資源の把

握のために項目が設定されている。

次に、資料番号４ 在宅介護実態調査では、対象が介護を受けている本人と介護をしている方に対

して設問が構成されていて、本人向けが１４問、介護者向けが５問、合計１９問のアンケート調査と
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なっており、高齢者の適切な在宅生活の継続と、介護者の就労の継続実現に向けたサービスのあり方

を検討するものである。なお、先程説明した事業所向けのアンケートについて、国の方から具体的な

内容は示されていないが、原則、国から示された内容に基づいて、市の方でも実施を予定している。

次に資料番号５ 第２号保険者向けアンケートについて、内容は、現在、検討中であり、今配布し

たものは第８期策定時に実施したものを参考のため配布している。構成としては、属性や本人の日常

生活状況、将来介護を受ける・する立場になった時に必要と感じるサービス・希望、助け合いの取組

状況等、４７問で構成されている。

最後に、資料番号６について、これは第９期の計画策定に向けて、国で示されているアンケート以

外で、市のビジョンを描いた上で、市独自のアンケート項目を検討しているもので、長寿はつらつ課

それぞれの係やコンサルティング会社から示された案となっている。資料番号６は４枚で構成されて

いますが、２枚目は市で検討したもの、下２枚はコンサルティング会社からの案である。まず、項目

番号１について、現在、在宅・介護連携推進事業において、ＡＣＰ（アドバンス・ケア・プランニン

グ）、いわゆる人生会議とも言われているが、これを今後啓発し、市民に取り組んで頂く為に、事前

に市民が今後の将来像を考える印象について現状を把握することで、どのような視点で取り組むこと

が必要か検討するために設定したいと考えている。また項目番号２０ 興味を持っている内容の項目

としていますが、現在実施している一般介護予防事業に加えて、他にも受け皿として考えるために、

どのようなサービスが市民から求められているのかを把握し、市民のニーズに即した参加しやすい介

護予防事業の展開を調査・検討するために設定したいと考えている。

アンケート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

高野委員長：少し整理すると、資料番号 7にある国が示したアンケート調査のⅠとⅡに関しては、中

身まで議論ができる状態で、Ⅲ・Ⅳ・Ⅴに関しては、まだ元となる調査票が出来ていないの

で、今日は議論出来ないと思う。Ⅵに関しては、調査をしてもいいかもしれないね、という

項目が、資料番号６に載っているという理解でよろしいか。

また、資料番号 7のⅠ・Ⅱについて、調査対象や人数は国の基準があって出しているものな

のか、それとも朝霞市の方で考えたものか、どちらか。

事務局：調査対象についてはⅠもⅡも国から示されているもので、人数に関しては、国から統計的ア

ンケートの効果的な数値を見込むためには６００人程の回答が±５％の正確度になると国

から示されているので、前回の調査時の返信率等も加味して、今回アンケートを実施する人

数を市の方で設定した。

本田（麻）委員：調査をして、こういう支援が必要だというニーズが出てくるであろうと仮説の元に

調査を行っていると思うが、一方で、担当課が気付いていない事は、質問項目に入らないの

で、ニーズとして挙がってこない可能性がある。それをヒアリング調査でということだが、

そのヒアリング調査も当事者ではなく事業者になるということだと、埋もれいているニーズ

を把握できるのだろうかという感じがして、そこをどうカバーするのかというのが１つと、

あとヤングケアラーの問題が、これだけ言われている中で、ヤングケアラーを拾える項目が

ないので、家族の介護の状況がもっと丁寧に把握できる調査が必要だったのではないかと感

じるが、いかがか。

あと、第２号被保険者の方に向けては、そもそも「介護について知っていますか」という辺
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りから聞かないと、届いていない情報がいっぱいあり、その年代は昼間に地域にいないので、

出てこられないので、関心が低く、２０年後くらいには必要になるとは言っても、まだ危機感

が薄いので、そういうことを考えるきっかけにしてもらいたいので、そういうことを入れては

どうか。

事務局：１点目のヒアリングに関しては、資料番号３～６で示したものは、ヒアリング調査とは別の

もので、あくまで事業所の実態把握のためにメール等を活用して実施するアンケート調査を想

定している。ヒアリング調査については、原則は市内で活動している団体や市民が集まってい

る公民館等に出向いて実施したいと考えていて、資料 7のⅢ～Ⅴとは別のものになる。

３点目の２号のアンケート調査については、ご指摘のとおり、介護というイメージができない

と実感しているので、設問の作りこみや表現の仕方について課内でも調整し、コンサルティン

グ会社から、他市で工夫されているような実例なども聞きながら、作成していけたらと考えて

いる。

２点目のヤングケアラーについて、現段階でこちらで示しているものが全てではないので、

本日配布した意見書の方に、９月９日期限で意見を頂ければと考えている。

高野委員長：ヤングケアラーに関しては、全国的に見て、埼玉県は最先端を行っている県ということ

になっている。対策や条例作りとか、県としてはそういう体制を作っているので、市町村もち

ゃんとしなければいけないと思った。

在宅介護実態調査の対象者 600 人をどのように選ぶ予定か。毎回誰が回答するのか、高齢者

１人暮らしや夫婦２人暮らしで、２人とも要介護・要支援だと、ケアマネが話を聞いて記入す

るのか等の話になるので、まずは選び方から確認しておきたい。

事務局：在宅介護実態調査については、既に認定を受けている方が対象になるので、その方が更新す

るタイミングで、訪問調査員が伺うので、その際に聞き取りをしながら調査するので、そのタ

イミングに合う人達が対象となる。

高野委員長：資料３で必須項目＋オプションとあって、色分けしているのはどういうことか。

事務局：今日は国から示されているものをそのまま配っているので、実際に市民の方に配布する際に

はこの表記はしないというのが１点と、黒塗りと白塗りの違いは、国が示しているアンケート

調査は、見える化システムといって、国が基本的な統計データを集めて比較・分析に使えるシ

ステムを全国的に展開していて、そこで他市町村と比較できる設問を、原則、必須項目とし、

オプションについては、現段階では比較は出来ないが、いずれ比較できるように国が調整しつ

つ、また、ニーズを把握する上では、国がこういう展望を把握しておく必要があるのではない

かというところで位置付けられているのが黒塗りになっているオプションである。

市町村では白塗りの必須項目は必ずしなければいけないといわれていて、オプション項目に

ついては、各市町村の状況を鑑みて選択できるということになっていて、こちらも実際配布す

る際には、表紙も中身も色分けしない。現段階でオプションと必須の違いが分かるように、今

回はこのような形で配布した。

高野委員長：資料４の在宅調査では、どれが必須でどれがオプションが分からないが。
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事務局：資料 4については、※印が付いているのがオプションの項目、付いていないのが必須の項目

になる。

高野委員長：これ以外に朝霞市独自の項目を入れることは２つの調査に関して可能か。

事務局：可能である。資料番号６にある朝霞市独自の項目を追加したいと考えている。

佐々木委員：もし仮に全てオプションを外すと、しょうもないものになってしまうので、是非、オプ

ションも全部含め、プラス朝霞市独自の項目を入れてほしい。それと、在宅介護実態調査の中

の認知症というのは総称であって病名ではないので、○○他とか、そういう言葉で書いた方が

いい。認知症というのは高血圧から来るものもあるし、色んな要因があるので、その辺を分類

できるよう書いてほしい。他の病気についてもだが、漠然とした病名ではなく、詳しく入れた

方が分かりやすいと思う。

稲生委員：２つの調査は同じような項目があるが、それを１つにまとめるとかは出来ないか。

書けない人の代理で書く場合もあると思うので、重なる部分を少しでもまとめた方が、回答

する方としては、同じ調査を２回、３回しているという風にならなくていいと思う。いくら調

査員が来るとしても同席したら同じ事を答えたなと思ったり、本人が言えないので代わりに答

えたら、その人は同じ質問を２回答えることになるので、まとめられるものはまとめた方がい

いと感じた。丁寧に答えようと思っても、質問事項が多いと煩雑になるので、少しでもまとめ

られるとアンケートの回収率が上がると思う。

本田（麻）委員：資料３の問４「毎日の生活について」だが、たくさん項目があるが、これを調査し

て、できないことが多いと要注意というか、できない人がいっぱいいるなという把握の仕方に

するのか、例えば「友人の家を訪ねていますか」、「病人を見舞うことができますか」と 2つ聞

く理由は何か。

事務局：まだ我々の方でも精査できておらず、国から示されたものをそのまま示している状態だが、

国のアンケート調査のマニュアルを見ると、日常生活圏域ニーズ調査になるので、ご自身が住

まわれている圏域の中で、日常、最低限生活する上で必要とされるであろう項目ができている

かどうかを把握した上で、それ以外の項目とクロス集計することによって、その地域のニーズ

を把握するために実施するものと、国から示されているが、委員の指摘のとおり、重複する部

分等精査した上で、検討していきたい。

本田（麻）委員：ニーズ調査とすると、できるけどしていないとか、そういう書き方があってもいい

のではないか。「趣味はありますか」で、あるけど、その場所に行けないとか、やりたいこと

はあるけど仲間がいないとか、そういう事も含めてニーズ調査だと思うので、ある・なしでは

ない選択肢を入れてもいいと思った。

あと、高齢者の方はスマートフォン等を上手く使いこなせないというのが問題になっている

が、そういうのを入れてはどうか。新聞・雑誌は大切な媒体だが、一方でスマートフォンやイ

ンターネットを使う人も年代が上がってきて、今は８０代でも相当な割合の人が使えている一

方で、使えていない人は全く使えていないので、そういう項目を入れてもいいと思った。
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稲生委員：資料６の包括支援事業をご存じですかというアンケートの項目で、「知らない」と答える

人が出た場合、前回の調査では包括支援センターを「知らない」と答えた人が 90%近くいたと

いう話を聞いて驚いたが、これを「知らない」と答えたら、その後はどうするのか。

事務局：前回、前々回と計画を策定する上で、包括支援センターの周知度については５割の方が知ら

ないという回答した。今まで地域包括支援センターの周知については、市のホームページやリ

ーフレット、あとは市が行う制度の説明会等で周知はしてきたが、やはり今回の９期策定の上

でも、知らないという数値が変わらず多いものであれば、今までの周知の方法だけでは広がっ

ていかないと改めて認識した上で、新たな周知方法の検討を行うが、まずは第８期の時に包括

支援センターの認知度を確認したので、その後、圏域を６つに分けたり、包括支援センターの

数を６か所にしたり、仕組みを変更してきたので、その後どのように認知されたか確認した上

で、今後の周知の方法を検討する材料になればと思っている。

高野委員長：在宅介護実態調査の問７「現在抱えている傷病」について、身体的な病気がほとんどだ

が、例えば、歯科口腔の病気についても選択肢はあるべきだと思うし、別の会議では、高齢期

で認知症以外の精神疾患、うつとか統合失調症等で困っている方の報告があるので、そういう

のは当然必要だと思う。

それと、資料番号６のコンサルタント会社が示した他の市町村例で、１３番は外国人の介護

職員にそもそも不安があることを前提とした設問項目で、すごく失礼である。全国的に厚労省

等の調査を見ると、実は外国人の介護職員の評判は全国的にはとてもいいので、バランス良く、

「積極的に介護を受けたい」とか「とても期待している」とか、そういう選択肢の中で、「不

安がある」という選択肢でなければ、下手をすると差別的な調査になってしまって、あらぬ批

判も受けかねないので、外国人人材をどう活用するか、受け手側のイメージや意向を聞いてお

くのは大事なことで、質問としてはとても重要だが、中身を検討してほしい。

あと現場の方はＩＣＴ、ＤＸ、介護ロボット等を使った介護が、この先発展するとどう思う

かという項目があってもいいと。そのポイントが高かったから低かったから、その先どうする

かという話が次に出てくるが、そういうことを今のうちに聞いてもいいのかなと思った。

本田（卓）委員：私は総合事業を検討している側ですが、そもそも総合事業の受け皿がこういう質問

を色々しても、サービスＡとか訪問では１事業所しかなくて通所はない。ここに書かれている

みんなが集まってとイメージしているものは、サロンのようなものだと思うが、それは一般介

護のレベルであって、いわゆる総合事業のターゲットにしている方達のものではない。その部

分をこれから構築していく段階だと思うので、設問項目は多くなければいけないし、ニーズは

早くとって、一般事業者は私どももそうですが、サービスＡでやってくれと言われても、報酬

を下げてまで誰かがやらなければいけない意義や意味を見出すことが難しい状況である。なの

で、市としてこういうところに重点を置いて、サービスＡをこのような形で行っていくとか、

現場の実感としては一般業務のレベルではそこそこの活動があると思うが、介護保険を利用さ

れている方との隔たりがすごく大きいと感じている。また地域に元気に戻って行けるというサ

ービスの受け皿となるのが、本来、総合事業の意図だと思うので、制度そのものに対しては私

も思うところがあるが、形としてはそういうものを作っていかなければいけなくて、サロン的

なものがたくさんできてもしょうがないと思うので、質問しながら、その先にサービスＡやサ

ービスＣ等を必ず設定していくんだと強く思いながら、アンケートを作っていかなければいけ

ないと思った。
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事務局：今委員がおっしゃられた点は、まさに朝霞市の問題点だと思うので、今の意見を踏まえなが

ら検討していきたい。

高野委員長：例えば要支援や要介護１程度の人に、「専門職による介護サービスではなく、一般企業

の従業員やボランティアさんに介護を受けたいと思いますか」とか、例えばそういう質問があ

ってもいいのではないかということか。訪問・通所型Ｃ 等のサービスがもっと必要だが、そ

ういう質問があってもいいということかと思う。一番委員が懸念されているのは、サービスＢ

がこれから増えなければいけないのに、そもそも増えていないという話がある一方で、軽度の

人が資格を持ったヘルパーやデイサービスに行って、そこに必ず看護師がいる、機能訓練指導

員がいるサービスではなく、サロンとか、他市の例で言えば、昼間暇にしているカラオケ屋さ

んが通所型のＡをやっているのですが、そういうサービスを使いたいかどうか、そんな調査が

あってもいいのではないかということか。

本田（卓）委員：介護保険事業所で行われている現行相当で行われているサービスはフルスペックな

ので、そうではないところを現行事業所にやれと言っても、報酬面で腰は当然重くなるので、

高齢者の数は増えてくるので、違った視点から違った事業者が、ここに限定したものでサービ

スを行うことがあってもいいと思う。その部分は市が強くリードしていかないと、自分達は自

分達のやり方でやってきてしまっているので、新しいことをやれといわれても難しいので、そ

ういう切り口で行政の方が中心になってリードしていかないと発展していかないと思う。

高野委員長：どういう質問にするかは事務局とコンサルティング会社で考えて、フルスペックではな

いサービスが、今後制度改革の議論の中では重視されていく中で、実際に高齢者がそういうこ

とを期待しているかどうか、そういう意見は聞いておかないといけないというご指摘だと思う

ので、検討願いたい。

本田（麻）委員：今のはすごく大事なことで、今の話は介護を受ける側のニーズがあるかという話だ

が、朝霞のもうひとつの課題は、担い手がいないというところで、同年代の人達に聞いても、

例えばボランティアをやってみたいと思っても、誰にどうアクセスしたらいいかわからない。

社協のボランティアに参加するにも説明会が平日で行けないと。そう考えると、被保険者の方

に担い手側になる意欲を聞いてもいいと思う。そういう人が多かったら、どう組織化して担い

手に育てていくかということを考えて、市民活動を活発にするにはどうしたらいいか、担い手

を掘り起こす努力はどうするかということだと思うので、そういうのを入れてもいいと思う。

高野委員長：第２号被保険者だけでなく、日常生活圏域ニーズ調査は元気な高齢者も含んでいるので、

そこでも「ボランティアやってみたいと思いますか」とか、「訪問型ＡやＢで地域貢献してみ

たいですか」とか、そういう話は聞いてもいいのではないか。もしかしたら朝霞市には希望し

ている人がたくさんいるのにＡやＢが少ないとなると、それは別に行政の問題ではなく、地域

全体の問題だと思うので、計画の中で取り組んでいくという視点も出てくるのではないか。

３ 閉会


