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①担当部局による説明 

１）施策の目的 

全国的に見ても地域社会において高齢者の単独世帯の増加等により高齢者の生活における不

安が懸念されており、支援を求める声が高まっている。また戸田市も例外ではなく高齢者人口

の増加が見込まれていることから、今後も高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすことがで

きるまちの実現に向け、市民の関心や施策の重要性がさらに高まるものと考えている。また、

介護予防対策の自立を図ることも重要な施策であると考えている。このような状況に対して地

域における安心した暮らしを実現し、まちの活力を高めていくことがまちづくりにおける重要

な課題であり、その中で「高齢者の生活支援の充実」は、「誰もが健康でいきいきと生活できる

まち」という基本目標を実現するための大事な施策と考えている。 

 

２）事務事業の妥当性 

本施策を構成する事務事業は 23 ある。施策と事務事業の関係は目的と手段の関係にあると

いわれるが、この 23 の事業のみで施策の実現を図れるものとは言い切れない。これらを一つ

のきっかけとして高齢者の生活支援をすることで住み慣れた地域でいきいきと充実した生活が

できればと考えている。 

高齢者日常生活支援・介護予防事業、老人福祉施設入所支援事業、在宅要介護高齢者介護支

援金支給事業、軽費老人ホーム管理運営費等、多くの事業において一定のニーズに応える結果

になっているものと考えている。軽費老人ホームについては平成 26 年３月には、「（仮称）と

だ優和の杜特別養護老人ホーム」が完成し、その中にケアハウスがつくられ現在の入居者がこ

の施設へ移動することになっている。また、支援事業全体で考えると高齢者支援サービスの中

にも見直しが必要な内容があることから、財源的にも厳しくなることも鑑み、３年に一度、戸

田市高齢者福祉計画介護保険事業計画の策定に当たり、見直しを図っていきたい。 

 

３）施策の進捗状況 

各事業とも計画に基づき、順調に推移していると考えている。高齢者日常生活支援・介護予

防事業では高齢者食事サービスがあり、平均的に推移している。紙おむつ等支給事業は利用者

が 919 人と前年比で 10％増となっている。前年比で特に増加したものが杖の支給で、20％増

となっている。特に決算ベースで事業費が高いものに、在宅要介護高齢者介護支援金支給事業

がある。この事業は、在宅で、要介護者 65 歳以上で要介護度３以上の人を介護している家族

に対して月額１万５千円を支給するものであるが、年々増加傾向となっており支給額の見直し

または所得の制限を設定する等の改正が必要となると考えている。 

 

４）資源の方向性 

現在の事務事業において一定のニーズに応えていることが見込まれるため、事業展開におけ

る資源の方向性としても現状維持と考えている。しかし、いずれの事業も市民ニーズを意識し

ながら適切な見直しや業務の効率化を図ることを前提に進めていきたい。 

 

５）その他 

高齢者にとって住み慣れた地域で安全で安心して暮らせることが共通の願いと考える。その
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ためには高齢者を生活を脅かす不安から解放し、自立した生活を送るための支援が必要となり、

それには行政による支援とともに地域の支援が必要となる。今後は行政と地域が連携した支援

体制づくりを課題とし、事業展開を図っていく必要がある。今年度から組織改正により長寿福

祉課と介護保険課が一つとなり長寿介護課としてスタートしたので、介護保険の充実、高齢者

の社会参加の促進なども含めて事業展開を進めていきたい。 

 

②委員の質疑 

１）事務事業の妥当性 

■委員 

事務事業が 23 あるということだが、23 という事業数は多いのか、少ないのか。 

 

■担当者 

組織改正により長寿福祉課がスタートしてまだ半年しか経っていない。過去数年間のデータ

を作成してみると、利用頻度がないものもある一方、高齢者の増加に伴って当然どんどん増え

ているものもある。厳しい財政状況の中で、介護支援金を月１万５千円払い続けることが果た

してよいのかどうかなど、行政サイドから見たときに今までやっていたものをそのまま継続し

てもよいのか考える事業もある。敬老祝金事業についても、年々高齢者が増加する中で財政負

担が多くなってきており、見直していく必要が緊急課題としてある。 

 

■委員 

大いに賛成する。過去からの施策や事業はどうしても継続としがちであると思う。将来の長

寿社会を見据え、施策なり何なりドラスティックに大幅に見直していくことをこれから先どん

どん進めていかなければならない。23 事業のうち絞れるものは絞っていく。切るのは大変だと

思うので、何かに転換する。23 の事業の中で絞っていく方向のものがあれば教えてほしい。 

 

■担当者 

在宅要介護高齢者介護支援金支給事業は、月額１万５千円、年間で 18 万円の支給額となり、

事業費は平成 24 年度決算額で約８千８００万円になっている。平成 23 年度では、約８千５０

０万円、平成 22 年度で約８千３００万円になっている。所得制限はかけず、要介護になった方

には全て支給しているので、介護認定の申請が増えるとこの額は右肩上がりに増え、近い将来

１億を超えるのではないかと考えている。敬老祝金も決算ベースで８千万弱になっており、合

わせると１億６千万円近くなる。このような事業は他市町村でも見直しの傾向があるので、戸

田市も遅れることなく見直していかなければならないと考えている。 

居宅介護支援事業に高齢者居宅等整備資金融資事業というものがある。 近の利用者は年に

２件、継続しているのは３件ほどしかない。これは住宅改修する時に限度額 500 万円、それに

伴う利子補給として市が半分を持つものであるが、介護保険制度の中で住宅改修は 20 万円まで

保険制度の中でできるので、そちらの方に移行していくことも一つの方法かと思っている。 

 

■委員 

皆さん必ず歳をとっていく訳で、現在の施策が 30 年後、50 年後に失敗することは避けなけ
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ればならないことを考えると、簡単に切ってよいものかといつも思う。あの補助は利用者が少

ないから切ってしまおうということは極力避けつつ、重点的なものを絞って別なところに振り

向けていくということを考えていく時期ではないかというのを強調したい。 

 

■委員 

戸田市の場合、若い世代が増えているということで高齢化率は他の自治体に比べて高くない

と思うが、現在の高齢化率は何％くらいか。 

 

■担当者 

10 月１日現在で 14.89％となっている。参考までに、平成 24 年度同時期では 14.50％となっ

ている。 

 

■委員 

おそらく今後、この比率は高まっていくが、施設の整備率は東京都全体では約３％と聞くが、

戸田市の場合は何％か。 

 

■担当者 

数字は分からないが、特別養護老人ホームは平成 24 年度まで３箇所だったが、平成 25 年４

月に新たに１か所できた。「（仮称）とだ優和の杜特別養護老人ホーム」は来年３月に完成予定

となっている。県では戸田市の特別養護老人ホームの待機者数について、1,000 人を超えてい

るとしているが、これは各特別養護老人ホームに重複して申請している人も含まれている数字

なので、２年に１回名寄せを行い、その結果、待機者は 205 人となっている。優和の杜では 130

床、レーベンホームは 92 床、合わせると 200 床を超えるので、充足していると考えている。 

 

■委員長 

施策の目的で「高齢者が住みなれた地域で自立した生活を送る」とあるが、そのような生活

を送っている高齢者は、戸田市ではどの程度いるか。 

 

■担当者 

人数は把握していない。昨年、民生委員による見守り訪問を開始した。これは昨年９月から

10 月に、65 歳以上の単身世帯の方及び 65 歳以上を含む高齢者の世帯の方の計 8,700 世帯の

11,597 人を対象とし、民生委員が５地区に分かれて各家庭を訪問し、「見守り訪問を続けてほ

しいか」を調査した。 終的には 8,015 世帯のうち、見守りを希望したのは 2,739 世帯あった。

このような調査を元に、民生委員を通じながら、見守りをしている家庭に対して戸田市でどの

ように暮らしていけるかといったことを追跡調査すれば数字的なものが把握できると思う。 

 

■委員長 

今の話は様々な方策のうちの一つかと思うが、一つの事業が社会に対しどの程度のインパク

トを与えているのか。23 の事業の結果として、住み慣れた地域で自立して暮らしている高齢者

はどのくらいいるのか、また、増えているのか。順調に増えていれば現在の事業構成で特に問
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題ないということ、減っていればどこかに問題があるということになるので、基本事業の充実

強化や新規事業の立案、実施が必要となるのではないか。調査はしていないのか。 

 

■担当者 

高齢者サービスに関する調査はしていないが、戸田市高齢者福祉計画介護保険事業計画では、

３年に１度アンケート調査を行っており、その中に「安心して暮らしているか」といった設問

があるので、今後も続けていければと思っている。 

 

■委員長 

その数字を出してもらいたい。 

 

■担当者 

全世帯行っているわけでなく、抽出した世帯でしかアンケートの対象となっていない。 

 

■委員長 

無作為抽出か。統計学的に問題ないと思うがどうか。 

 

■担当者 

 正しい数値にならないと思う。今ある資料は、介護保険制度を利用している人に限った内容

になってしまう。 

 

■委員長 

全世帯にしっかり調査するとなると時間とコストがかかる。そのため、予算の範囲内でサン

プリング調査をする。取ったサンプルの中の属性を統計的に見て問題がなければ有意な結果が

得られているはずなので、数字が出せないということにはならないのではないか。 

 

■担当者 

出せないということでなく、私が長寿介護課にきて半年しか経っていないので、（以前の所属

の）介護保険担当の立場でしか申し上げることができなかったので、市全体に関しては今後、

考えていきたい。 

 

■委員 

多くのアンケート調査を行っており、データも部内で蓄積されていると思うので、そのよう

なものを利用するということが大事ではないか。また、アンケート調査はコンサルタントに委

託し、かなりの費用をかけたと思うが、今後もそのようなアンケート調査を定点観測として継

続していくのか。また、結果をどのように分析し、どのように利用しているのか。他部署にも

同じ質問をしたが、外部委託に対し、どこまで許容するのか。総費用に対し、どのレベルまで

として歯止めをかけているのか。 

 

■担当者 
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国の法律に基づいて行っている調査については、やらざるを得ない。福祉部内でもいくつも

調査を行っているが、トータルでどうかという視点での分析は欠けていたと思う。全体をまと

めていくセクションにおいて、少なくとも部単位で方向性や方針をしっかり打ち出していく必

要があると考えている。 

 

■委員 

外部委託費用の歯止めについてはいかがか。 

 

■担当者 

調査は委託業者が行うものであり、その金額が妥当かどうかについては、契約担当と相談し

ながらやっていくしかないのが現実と考える。他市町村から調査費用の情報を収集するくらい

が、現状では精一杯と考えている。 

 

■委員 

その考え方を続けていくと歯止めがないように思うがいかがか。 

 

■担当者 

もちろんそのような情報収集をしながら、例えば蕨市で５００万円の費用で実施したものが、

戸田市では６００万円かかるとなると金額的に差が開くのはおかしいのではないかとなる。個

人的には、計画が多すぎて製本もやたらと多いと感じる。職員でも計画を読みきっている人は

一人もいないであろう｡刷り上げたら終わりというのが現実だと思う。部署間で調整し、１本の

調査で行えれば経費が抑えられる。契約担当や経営企画課等の部署で計画や調査を取りまとめ

ていく案を出していく必要があるのではと思っている｡ 

 

■委員長 

ぜひとも実行していただきたい。情報が共有されていないのはもったいない。職員の政策能

力次第で、どこにどのような調査を委託するのか、市としての狙いを明確にした上で外部機関

に委託していかないと困る。福祉部門だけではないが、データを読み取る力や政策能力が重要

である。 

 

■副委員長 

全体での理解を進めるために、定義を解説してほしい。施策の目的には「在宅福祉サービス

の充実」、主な取組には「高齢者福祉サービスの充実」と記載されているが、ここでの「充実」

とはどのように定義されているのか。また、どのような状態になれば「充実」なのか。 

また、在宅福祉サービスを支えるために、手段としてケースワーク体制を整えるとあるが、こ

こでいう「充実」とは、何をもって充実なのか。人を増やせばいいのか。我々のイメージと違

うといけないので、何をもって「充実」と定義するのか教えてほしい。 

 

■担当者 

在宅の方の立場から、高齢者の施策で充実感があるかどうかは個人差がある。市では、高齢
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者の要望に応えていくことが「充実」につながると考えているが、在宅で介護等を行っている

身内の方が必要とするサービスがある程度充足されれば満たされていると考えられるのではな

いか。「充実」というよりは「充足」の意味合いが強い。 

ケースワーク体制については、地域包括支援センターが高齢者の総合的相談窓口になってい

る。戸田市には、直営の地域包括支援センター、福祉保健センター、民間の包括支援センター

の３箇所ある。高齢者サービスへの対応として、悩み相談、介護相談、成年後見の相談などに

当たっている。これを充実させるということになると、国の定義で、高齢者 6,400 人当たり１

箇所、地域包括センターを設けることとなっており、現在戸田市の高齢者人口が 19,000 人なの

で、今後はもう１か所用意し、ケースワークの充実を整えていく。相談だけでなく見守りもし

てほしいという要請があれば、家庭訪問も実際行っている。 

 

■委員 

直営でやっている施設もあるが、長期的に維持更新にどのくらいお金がかかるか、長期の資

金計画は作っているか。 

 

■担当者 

長寿福祉課には直営の施設はない。市民医療センターが担当している介護老人保健施設が直

営であるが、この施設は、特別養護老人ホームに入る前に状態の悪い方が介護老人保健施設に

入り、良くなり在宅に戻り生活していただきたいというのが目的になっている。60 床あり、採

算を考え 100 床の増築計画を行っている。 

 

■委員 

新しい建物を建てると、20 年、30 年と長期的にお金がかかるので、長期計画を立てた上で維

持更新をしていただきたい。ファシリティマネジメントの担当部署があるので、そこで検討さ

れるとは思う。 

後期高齢者医療広域連合納付金は、平成 28 年度に急激に事業費がはね上がっているが、理由

は何か。 

 

■担当者 

戸田市として新たな施設建設は考えていない。指定管理の形を継続していくことになってい

る。土地代で 10 億円、建物で 10 億円、さらに人件費等を考えていくと膨大な金額になる。収

益が入るのは３年後からとなるので、市で実施は困難である。民間にお願いしていくことが今

後の方向性と考える。ご指摘いただいた計画額は 108 億となっているが、この時点で後期高齢

者に該当する方が増えるという試算に基づき、事業費が増えることとなっている。 

 

２）施策の進捗状況 

■委員長 

担当部局は施策の進捗について「Ｂ」と判定されているが、ここでいう「予定」とは何か、

「実績」は何か。 
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■担当者 

「予定」は過去２～３年の数字を参考にし、これまでの利用者の数、額、利用時間等を算出

し、それを基に「予定通り」と判断している。 

 

■委員長 

総合的判断ということだが、その１つ１つの情報を教えてもらえないか。 

 

■担当者 

高齢者の食事サービスについては、平成 22 年利用者：1,615 人、23 年度：1,633 人、24 年度：

1,648 人、「23 年度－24 年度対比」は 100.9％で、0.9％増。在宅高齢者紙おむつ支給事業は、

平成 22 年度：5,915 人、23 年度：6,066 人、24 年度：6,837 人、「23 年度－24 年度比」が 112.7％。

高齢者訪問理美容サービスは、平成 22 年度：191 件、23 年度：173 件、24 年度：180 件、「23

年度－24 年度対比」104.6％である。当然、前年対比で下がったり上がったりする傾向のある

サービスもある。 

 

■委員長 

１つ１つの事業の活動量ではなく、施策のレベルで予定どおり進んでいるのかどうかを確認

したい。個々の事業が進んでいても、成果が施策の効果として現れない場合もある。施策評価

ではそのような観点でＡＢＣ判定をつけることになると思うが、全体で見た場合、「予定どおり」

と判定した根拠はどこにあるのか。結局、住み慣れた地域で安心して自立して暮らしている高

齢者がどのくらいいるのかということで判断するしかないと思うが、何かこの点に関してある

か。 

 

■副委員長 

例えば、「見守りの体制が組めた」という場合、「民生委員や社会協議福祉協議会の見守りシ

ステムに参加してくれる方がどれくらいいて、実際どれくらい訪問しているか」等、体制をど

のように充実したのかを測る情報が必要となる。国の基準で地域包括支援センターを増やして

いくのは、今後の進行予定であるので、「訪問すべき人がどのくらいいて、それに対し直営のケ

ースワーカーがどれくらいいて、どれくらいまわっているか、カバー率はどれくらいか」が分

かると、「在宅支援の充実」の状況が見えてくると思う。本施策の施策評価シートの「指標」で

は、「緊急連絡通報ボタンを押す」という「困った事象」の発生を増やすという論理で設計され

ているが、その意図は何か。本施策を評価するに当たり、ニーズをどれだけカバーするかが一

定のチェックポイントになるかと思ったが、緊急連絡通報のボタンを押した人の数をもって測

定するものとなっているのが疑問である。 

また、高齢者がＰＣやスマートフォンをもっているとは限らないのに、あえてウエブサイト

上で啓発するとした理由は何か。 

 

■担当者 

この施策だけで補っている訳ではない。地域包括支援センターと介護保険制度の中で、平成

18 年度から実施している事業である。地域包括支援センター３事業所については、高齢者相談



 8

件数・訪問件数を集計し、ケースワーク会議を開いている。施策 20「介護保険サービスの充実」

の方の施策評価シートで説明したこともあるが、施策 22 の施策評価シートでは説明していな

い。 

 

■副委員長 

あえてそれらのデータを使わないのはなぜか。 

 

■担当者 

４月から組織が統合されたため、それ以前のデータについては、施策評価シートには反映さ

れていない。 

 

■担当者 

平成 22 年度に設定した目標が残ってしまったため、このようになっている。 

 

３）資源の方向性 

■委員 

平成 24、25 年度は同じぐらいだったものが、平成 26 年度以降、急激に事業費が増えている

事業がいくつかある。厳しい財政状況の中、この勢いで伸びていくことに不安はないのか。例

えば、広域連合負担金業務は、平成 24 年度は２億８千万円だったのが、平成 26 年度は６億円、

平成 27 年度は６億８千万円、28 年度７億６千万円と、２割近い伸びをしている。このままい

くと 10 年後はもっと大きな金額になる気がする。後期高齢者医療特別会計の繰出金についても

１億４千万円だったのが２億円になっているが、この伸びが続いていくと財政的に心配になる。

 

■担当者 

医療費については、増えていく方向性はずっと変わっていない。団塊の世代が後期高齢者に

なった時にはもっと大きくなる予測を立てている。後期高齢者に移行する高齢者が増えていく

ので、それに伴いこのような数字となっている。 

 

■委員 

歳入は伸びない状況の中で、どこを減らすか、やりくりが必要となるが、どうか。 

 

■担当者 

後期高齢者制度は公費で国が５割を負担している。各保険者は４割を負担している。自己負

担は１割である。その中で市が負担するのが医療費に応じた１／１０の設定に従って払うこと

になる。今の制度設計の中では、このようになってしまう。今、見直しをしたいと出ているが、

継続している状況にあるのでおそらくしばらくはこのままではないか。国民会議で今後新たな

制度がつくられていくのか、しばらくは今の制度が継続するのではないかと予測はしている。

 

■委員 

急激な伸びの予算を作るのは、財政担当部署は了解したということか。 
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■担当者 

広域連合に加盟している市としては、それに基づき請求されるので、請求額は決まってしま

う。国民健康保険の方は、もっと大変である。どこかで全体の見直しが行われるのではないか

とは思っている。現段階では、現制度が続くことを想定し、財政課に予算要求している。 

 

■委員 

高齢者日常生活支援介護予防事業の事後評価シートで、平成 26 年度以降、常勤職員を３人と

することとなっている。一方、軽費老人ホーム管理運営事業では、平成 26 年度以降は、常勤職

員が０人となっているが、関係はあるのか。 

 

■担当者 

高齢者日常生活支援介護予防事業の平成２５年度までの常勤職員が０人というのは入力ミス

であり、これまでも３人でやってきている。 

 

■担当者 

平成 26 年度予算、27 年度以降については今年度末を以て軽費老人ホームは廃止と決まって

いるので、平成 26 年度からは職員がその場にはいなくなる。事後処理で１名という形になって

いる。金額もシートを作成した今年８月の段階では、施設を解体する予定で解体費を計上して

いるが、解体しないことになったため、この金額についても訂正がある。 

 

■委員 

記載ミスがあったということだが、納得がいかない。 

 

■担当者 

軽費老人ホームについてはミスではなく、８月時点から変更されたということである。 

 

４）その他 

■委員 

支援等の存在などの情報をタイムリーに高齢者に提供できているか。高齢者保健福祉総合情

報事業のところをみると、事業手法が「Ｃ」となっており、既存のシステムが古いという記載

があるが、ぜひ情報を家族や本人によりよく伝えていただきたい。 

 

■担当者 

平成 26 年度政策予算ヒアリングがあり、次年度予算要求として新しいシステムの予算要求を

しているところである。財政で予算が付けば改正される。 

 

■委員 

市長が変われば政策等も変わるということはあるが、４月に組織変更があり、部長や次長が

変わる中、組織が変われば福祉部も変わるのか、現状維持か。 
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■担当者 

高齢者人口が大きく増える中、やめる事業はほとんどないが、利用頻度や時代の状況に応じ

て新しい事業も考えていかなければならない。議員から、「高齢者にタブレット支給をしては」

という話も出ている。今後、高齢者をどのように支援していくのかという観点からは把握して

いかなければならないので、たとえトップが替わったとしても福祉部の将来的ビジョン・方針

の基本は変わらない。 

  


