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          ◎開会の宣告 

○委員長（近藤守君） おはようございます。ただ今から民生常任委員会を開会いたします。 

 

○委員長（近藤守君） 本委員会に傍聴を許可することにご異議ありませんか。 

                            ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近藤守君） 異議なしを認めます。よって委員会条例第１６条の規定により委員長

において傍聴を許可いたします。次に本日の委員会の日程について事務局から説明いたします。 

○事務局主幹（中村英二君） おはようございます。先に本委員会の招集の際に日程を送付し

ているかと思いますが、本日の予定、そして、関係ございますので明日以降の日程についても

若干説明をさせていただきたいと思います。内容につきましては介護保険についてということ

で、今回所管事務調査を行いますが、本日午前中につきましては健康福祉課の関係職員の皆様

から説明を受けまして、内容につきましては介護保険の中でも施設サービスを中心に説明を受

けまして、本日施設に関わる施設見学と関係者との懇談ということで、午後１時から竹浦の方

に移動いたしまして、ケアハウス暖炉、引き続きまして北海道リハビリテーションセンターの

デイサービス等の施設を視察して、関係の方と懇談をするという予定で本日は終わります。明

日につきましては本日と同様に午前１０時から介護保険の中でも今度は在宅サービス等につ

いてということで説明をいただきます。午後につきましては社会福祉協議会のデイサービス、

続いて訪問看護ステーションについて、いずれもいきいき４・６の会議室の方で明日の午後説

明を受けることになっております。その後にどんぐりの家の方に移動いたしまして懇談等を予

定いたしております。３日間予定しております最終日、ちょっと間隔が開きますが８月２５日

１０時からこの委員会室の方におきまして介護保険の制度全般についての説明を、再度健康福

祉課の方から説明をいただきまして、午後、委員会のまとめという全日程になっております。

ちょっと長くなりましたが説明を終わらせていただきます。以上です。 

○委員長（近藤守君） これより介護保険について所管事務調査を行います。それでは、執行

部からの説明をお願いします。はい、健康福祉課三戸課長どうぞ。 

○健康福祉課長（三戸功二君） 今日の日程となっております介護保険に関わる施設サービス

等についての説明ということでございます。施設整備の関係だけをですね、今日は日程ですか

ら申し上げますけれども、なかなかその部分だけ申し上げても分かりづらい部分あるのかなと

いう感じします。最終の２５日の日に介護保険制度全般という形になっておりますけれども、

若干触れながらこの施設整備の関係について概略を私の方から説明申し上げて、詳細について

は担当主幹、係長が参っておりますので説明をいただきたいと思います。 

介護保険制度の関係については、まず、基本的なことにつきましては皆さんもうすでにご承

知のことかと思いますけれども、今日、配布させていただいております「みんなでささえる介

護保険」を見ていただいてですね、特に今日のテーマであります施設サービスの関係について
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７ページをちょっとお開きいただきたいと思います。この７ページの中でですね、介護保険で

受けられるサービスとしてどいうものがあるかということをここで記載しております。大きく

分けて在宅サービスと施設サービスということに分かれるわけでございます。その中で今日は

施設サービスについてご説明を申し上げるわけでございますけれども、介護保険で受けられる

サービスの施設サービスの内容としては、大きく分けて三つの施設が対象になってございます。 

その一つにつきましては介護老人福祉施設いわゆる特別養護老人ホームでございます。それ

から二つ目として介護老人保健施設、一般的に老人保健施設と言われているものでございます。

それから、もう１つが介護療養型医療施設、これは病院などの中でですね、看護・介護が手厚

く配置された病院ということになってござまして、この３つの施設が介護保険制度で受けられ

る施設サービスの大枠でございます。これは白老町の中に当てはめるとどういう状況にあるか

ということでちょっと若干申し上げますが、今日、委員会説明の資料で掲げておりますＡ４判

の資料でございますが、これの一番最後７ページをご覧いただきます。２．施設サービスとし

て、それぞれ今申し上げました介護老人福祉施設、それから介護老人保健施設、介護療養型医

療施設ということで三つのそれぞれの施設の実態について記載をいたしております。その中で、

まず介護老人福祉施設、いわゆる特別養護老人ホームでございますが、町内には二つの施設が

ございます。すでにご案内のとおり、一つは白老町立特別養護老人ホーム寿幸園でございます。

それからもう一つは北海道リハビリテーションセンターの特養部と。町内にはこの二つの施設

がございます。それと他に掲げております町外１５施設、これにつきましてはいわゆる町内の

方々が現状において利用されている施設ということで記載をさせていただいております。それ

から、次に介護老人保健施設でございます。これは今、介護老人保健施設については白老町に

おいてはまだ未設置でございます。この件につきましては今、町内の医療法人が１６年度設置

に向けて計画書を提出しているという状況にございまして、これが認められれば１６年度には

開設が見込まれるという状況になってございます。現状においては、ここに掲げております町

外１２の施設を利用して町民の方々が利用されているという状況にございます。それから、介

護療養型医療施設でございますが、町内にはいわゆる指定されている介護療養施設といて生田

医院、この一つがございます。ちなみに病床数は１０床でございます。その他町外１０施設そ

れぞれ利用されていると、そういう状況にございます。 

施設の関係はこの３つだけなものですから、今の状況と言いますか、実態についてはただ今

申し上げたようなことでございますが、これらの施設の関係の今の利用実態等についてですね、

これまでの推移含めて担当主幹の方から説明させていただきたいと思いますので、よろしくお

願いします。 

○委員長（近藤守君） はい、山口主幹。 

○健康福祉課主幹（山口和雄君） それではお手元に配布しております資料に基づいて説明を

加えていきたいというふうに思います。まず、１ページをお開きになっていただきたいという

ふうに思います。介護保険の基本的な考え方と実態をちょっと説明しながらですね、先ほど、
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課長が言いました施設の実態についてをご説明したいというふうに思います。 

まず、白老町の被保険者数と要介護認定者数ですが、１２年度から１４年度までは実態でご

ざいます。それから、１５年度から１７年度までについては、これは推計で出しております。

各年の基本的基準日としては１０月を基準としております。最初に第１号被保険者数というの

は、これは第１号と第２号に分かれまして、６５歳以上が第１号被保険者になります。それか

ら第２号被保険者というのは、４０以上から６４歳までを２号被保険者というふうに分けてご

ざいます。６５歳以上の第１号被保険者、平成１４年には５，３３９人で高齢化率が書いてご

ざいますが２４．２０％でございます。これが平成１７年度第２期の計画３年間に基づいて保

険料を推計しておりますが、これの最終年平成１７年が２７．９４％になるだろうというふう

に推計をしております。その下の要介護認定者数ですが、介護保険のサービスを受けるために

は要介護認定を受けまして、介護度が出なければサービスを受けられないと、こういう形にな

ってございます。このいわゆる軽度から重度のランクを示しているが要介護度という形になり

ます。それで、その内訳は要支援・要介護１～５までの６段階で認定を加える形になります。

自立を含めますと７段階と、こういう形になります。平成１４年度の数でございますが８３０

人、高齢者に占める割合、これは１５．５５という形になります。その下の方にちょっと見て

いただければわかるんですが、これは国、道と比較した場合に白老町の認定者数がどういうふ

うになっているかということですが、白老町の総平均が、６５歳に占める割合が１５．５５％

で、北海道が１４．５７％、全国が１４．１５％ですから、白老町の要介護認定を受けている

人数というのは北海道、それから全国平均から比べると高いという形になります。その下の平

均要介護度ですが、これは先ほど言いました要支援から要介護５の平均が白老の場合は１．９

８、北海道が２．１４、全国が２．２２になりますので白老町は比較的軽い方が認定を受けて

いる方が多いということになろうかというふうに思います。 

それから、３番目の下の枠の方になりますが、施設サービス利用者数及び利用率の関係でご

ざいますが、これも合計を見ていただければわかるんですが、６５歳以上に占める施設の利用

者、平成１４年１０月で合計１７４人ですが、これの平均が３．２６％、いわゆる６５歳以上

の３．２６％が利用しているという形になります。北海道は３．７５％、全国が３％という形

になりますので、全国よりは高いけれども北海道の中では低いという形になります。平均要介

護度が白老の場合は３．１４で、北海道が３．４１、それから全国が３．４８から比べますと

白老の人が、施設利用者については介護度が割りと全国、全道平均よりも低いということは、

割りと軽度の方が施設も利用されていると、こういう形になります。 

続きまして、３ページの方をお開きになっていただきたいんですが、介護保険の給付の実績

です。これは平成１４年度になりますが、施設については給付費額が６億４千万ですか。そし

て見込み給付額というのは、これは計画で作っている給付見込み額が約７億８千万ほどになり

ます。で、この額を見ますと計画に対しての給付額が低いという形になります。そうしますと、

これは計画に対しての施設給付費が低く、逆に居宅の方は明日やりますけれども１３８％にな
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ってますので、１００に対して３８％の増という形です。総体的には計画より若干低めに合計

なっておりますが、施設が少なく居宅が使われていると、計画に対してですね、こういう形の

見方が出来ると思います。ちなみに前年との比較になりますと施設についてはほぼ横ばいにな

ってございます。 

続きまして４ページの方になりますが、先ほど言いました計画に対してどうなのかという問

題と現況の関係でございますが、２番目の施設介護サービスの関係を見ていただければわかる

と思います。平成１４年度までが先ほど言いましたとおり実態でございます。それから平成１

５年度以降については第２期の介護保険事業計画の数値でございます。特 養の介護老人福祉施

設というのは、これは特別養護老人ホームのことを言っておりまして、平成１２年度、１３年

度、１４年度、目標額を下げてきておりますが利用実績は逆に上がっているという形になって

ございます。平成１２年度が利用実績１０６．８人ございましたのが、平成１４年度は１１６．

６人ということで、計画から見ますと１１２．５％になっているということで、１２．５％の

逆に言うと計画に対しては増という形になってございます。 

続きまして介護老人保健施設、いわゆる老人保健施設で中間施設と言われているものですが、

これに関して言いますと目標量が平成１４年度４８．７人に対して利用実績が３３．８人とい

うことで６９．４％です。で、１２年度から１３年度、１４年度比べますと１３年度に伸びま

して、また１４年度に減っているという、こういう形になってございます。 

続きまして介護療養型医療施設でございますが、これは目標量５４．６人、１４年度ですが、

利用実績が２８．７人でございまして５２％という形になってございます。これについては当

初計画でリハビリテーションの診療部が療養型出すんでないかというふうに計画しておりま

したが医療型でそのまま行きましたので、この部分の目算がございます。実質的には２８．７

人ということで達成が５２．６％でございます。利用合計が１７９．１人というのは年間を平

均させております。先ほどは１０月基準日で１７４と言ってますが、その後の変動になります

と１７９．１人ということになってございます。 

で、１５年から１７年度の考え方でございますが、全体的に第１期介護保険事業計画の実績

を見ながら推計をしていってございます。併せまして国から施設の場合については参酌標準と

いう基準が示されておりますので、それを見ながら合わせて作っていく形になります。そうし

ますと平成１５年がほぼ実績の数値を持ってきておりまして、１７年度を見ていただればよろ

しいかと思いますが、介護老人保健施設が４９というふうに伸ばしてます。これは白老町にも

老人保健施設が出来るという見込みで４９人ということで、１６年から見ますと１５人伸ばし

ている形になってございます。もう少し増えるというふうに推計はしておりますが、１７年の

中ぐらいにオープンするだろうということで想定されて作ってございます。ですから、半年分

の人数を平均して加えておりますので、１５人ですから実質的には年間に直すと３０ぐらいを

白老町から見込んでいると、こういう形になります。その部分、一部特養の部分とそれから老

健の部分を若干減らしまして増えていると、こういう形になります。最終的に平成１７年度は
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利用合計が１９５人を想定してございます。国の参酌標準の考え方は合計しますとですね、高

齢者に対して３．２％の施設の人数にしなさいというふうに作られてございます。白老の場合、

平成１７年の最終年度におきましては３．４１％になります。国の基準が３．２０で白老が３．

４１ですから、実質的には０．２ポイントほど多い形にはなってございますが、これは国の参

酌標準、補正係数というのがありまして後期高齢者の多い場合は補正することが出来ますので、

国の参酌標準を補正しますと３．４％になります。ですから、白老町が３．４１ですから、ほ

ぼ国と同じような形での、最終的には施設利用者になろうかというふうに思っております。 

それでもう一つパンフレットの方、若干戻りさせていただきたいんですが、パンフレットの

１３ページお開きになっていただきたいと思います。で、この中で利用者の負担は費用の１割

ですと大見出しに書いてございまして、その下の施設サービスの部分が書いてあります。これ

は施設利用した場合に大体どのぐらいの費用がかかるかということのパンフレットでござい

ますが、標準的な職員というのは入所者３に対して職員が１ですよという、これが一つの基準

になってます。この基準が守られない場合、単価は減額されますので、一つこれが基準的な職

員数と利用者の環境割合だというふうに押さえていただきたいと思います。 

その下に特別養護老人ホーム（従来型）とそれから括弧して小規模生活単位型というふうに

分かれてございます。従来型というのは、いわゆる大部屋の考え方でございまして、寿幸園が、

今、６人部屋、リハビリが基本的に４人部屋になっておりますので、これは基本的には従来型

になります。これの日額が６７７円から９５９円というのは介護度１～５までの単価それぞれ

になります。ですから幅があるということです。重度になればなるほど単価は高いという形に

なります。食費が７８０円ということで、これを合計しますと月額４万４千円から５万３千円

の範ちゅうで大体一人の個人負担がかかると、こういう形です。 

それから、その下の小規模生活単位型ですが、これの考え方がですね、ページ数で言います

と８ページの方になります。この中で介護サービス質の向上の取組として、特別養護老人ホー

ムにおいて、ユニットケアが進められていますということで、居室のある図形が書いてあると

思いますが全部個室になっております。それがユニットケアですのでね、１０人一つとしてこ

ういうようなグループ化をしていきます。そういう形で作っていくのが一つの基準として出て

きておりまして、今後は特養についてはこの形態で全部建設されるというふうに言われており

ます。ですから、従来型は今後は建たない形にはなろうかと思います。一部補助金としてはま

だここ数年間は残ると思いますけれども、将来的に全部ユニット型になっていくだろうという

ふうに思っております。それで１３ページに戻りまして、これが小規模生活単位型というふう

に言われているものでございます。従来型に比べて単価が高いという形になりまして、これが

４万８千円～５万３千円の間という形です。 

それから、老人保健施設が特養より若干単価高めでございまして、月額４万９千円から５万

５千円。それから、療養型と言われているものが、これが一番単価的には高いんですが４万６

千円～６万円と、こういうふうになってございます。基本的には加算額もその他にかかります
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ので若干違ってきますけれども、こういう基本的な料金設定がされているということでござい

ます。で、特養については小規模のユニット型につきましては、個室料と言いますか、住宅の

コスト代、ホテルコストと言うふうに言われてますけれども、これがかかるというふうに言わ

れてございます。こんなことで施設の方の説明を簡単ですが終わらせていただきたいというふ

うに思います。 

○委員長（近藤守君） 今、説明がございましたけども、各委員の方、何か質問ありましたら

どうぞ。どんなことでも結構ですので聞いていただければと思います。はい、鈴木副委員長。

○副委員長（鈴木宏征君） 各施設の待機状況と言うんですか、そういうのがわかりましたら

ちょっとお願いします。 

○委員長（近藤守君） どうぞ、山口主幹。 

○健康福祉課主幹（山口和雄君） 町内の特養のですね、待機状況でございますが、これは平

成１４年の１２月にとっている数値でございますけれども、寿幸園で４８人、リハビリで６６

人ということで合計１１４人になります。一部重複している人もおりますので、この部分を精

査しますと８８人という形になります。ちなみに、ちょっと解説加えますと特養におきまして

は従前申し込み順というふうに基本的には措置時代についてはやられてたと思いますが、今後、

入所判定というものを加えまして、これは今日リハビリさんに行ったときに聞かれればよろし

いかと思いますが、要介護度の重度でありますとか、独居だとか、同居の問題だとか、そうい

ったものを加味しながらですね、点数の高い者から優先的に入れていくという制度に導入され

ますので、これはまだ実際やられておりませんが、もうそろそろ入ると思います。そうしまし

て、各施設で精査をかけてございます。で、実質的にはですね、安全のためと言うか、老後の

ために早めに申し込んだらいいだろうということで、従前申し込みが多かったのが、これが精

査されてきますと、実質的に申し込みが、先にやられてる全道的な規模では入所待機者が減っ

ているというふうに言われてございますので、この制度が導入されますと白老においても若干

待機者は減っていくんでないのかなというふうに予想されてございますので、リハビリ行 

ったときにこの辺参考にされるとよろしいかというふうに思います。以上です。 

○委員長（近藤守君） はい、鈴木副委員長。 

○副委員長（鈴木宏征君） 他の施設ではないんですか。老健とか、あとは療養型ですか。 

○委員長（近藤守君） はい、山口主幹。 

○健康福祉課主幹（山口和雄君） これは個人契約が基本になってます、介護保険。他の施設

についてはうちの方では押さえてございません。 

○委員長（近藤守君）  鈴木副委員長いいですか。 

○副委員長（鈴木宏征君） はい、いいです。 

○委員長（近藤守君） 谷内委員。 

○委員（谷内勉君） 私の母親が登別の方に今、こういうことで入院しているわけですよ。そ

れで、今言った白老町の待機の状態とかそういうあれじゃなくて、やっぱり介護の方と言うか



８ 

在宅介護の最初を見てもらってたんですが、それはやはり、何と言うのかな、少し呆けがきて

状況が悪くなったと、今度は病院に入院してもらおうということで登別の方に今現在入院して

いるんですが、この辺の、今言いましたように金額的なものと、向こうの登別市と白老町の金

額的なものとか、そういうつながりは今、どうなっているか、その辺についてちょっと聞きた

いんですけど。 

○委員長（近藤守君） はい、山口主幹。 

○健康福祉課主幹（山口和雄君） 金額につきましてはですね、介護報酬、これは国で基準が

決められておりますので、介護報酬額は全国一律でございます。ただ、地域によって地域加算

というのが、例えば札幌ですとか、東京の大都市については介護報酬に１てん何ぼというふう

に掛けるふうになってます。これも国の基準の決め方です。ですから、介護保険の費用につい

ては全国一律というふうに解釈をしていただいて結構だというふうに思います。 

○委員長（近藤守君） よろしいですか。 

○委員（谷内勉君） はい。いいです。 

○委員長（近藤守君） あと。では、私の方から一つだけ聞きたいんですけど。先ほど介護保

険の給付実績の中でね、在宅サービスと施設サービスの見込み給付額とのあれが、かなり差が

あるんですけども、そのことについては何かもくろみと言ったらおかしいですけどね、何 か考

えがあってやっているのか、たまたまこうなっているのかだけお聞きしたいんですが。はい、

山口主幹。 

○健康福祉課主幹（山口和雄君） 介護保険は基本的に町でコントロールするということはま

ずございません。サービスに関しては。施設の想定の総量規制だけは全国的にありますけれど

も、在宅サービスについては基本的に届出制度でサービスが展開出来る形になりますので、こ

れをやっては駄目だとかいうものについてはですね、町では介入いたしませんので、そういう

形ではサービスが増えているというのが実態です。そうしますと、サービス事業者が増えてい

る問題もありますけれども、基本的には想定以上に、最初にアンケートを作ってですね、最初

に計画は作られているんですが、アンケート以上に実質的に使っている人が多いという、在宅

に関しては。そういう形になろうかというふうに思うんでね。ですから、逆に言うと介護保険

が使いやすい制度で展開されているために、利用が逆に言うと多くなっている可能性が高いと

いうふうに言えるというふうに思います。 

○委員長（近藤守君） じゃあ、白老町としては非常にいいことですよね。そういうことです

よね。在宅ですからね。 

○健康福祉課主幹（山口和雄君） そうですね。わりと施設の利用が全国的に見ますと、全国

平均にほぼ近い数値なんですね。在宅に関してもどちらかと言うと全国平均に近い形なんです

よ、白老町の場合。ただ、施設では特養が極端に高くて、他の２施設の利用がちょっと少ない

というアンバランスがあるにしても、施設総体としては全国平均になってきますので。そうす

ると、国の考え方、在宅重視しましょうという考え方からすると、それに近いものが白老町と
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してはあるというふうに言えると思います。 

○委員長（近藤守君） はい、わかりました。はい、谷内委員。 

○委員（谷内勉君） ちょっと聞きたいんですが、介護１とか２とかってありますね。これの

認定についてなんですが、これはおそらく一定な基準があってですね、それに沿ってやってい

ると思うんですが。この辺のとこについてですね、ちょっとわからないんで教えてもらいたい

んですが。１はこれぐらいの程度で、例えば５はどのぐらいの程度だとか、その辺のところを

ちょっと聞きたいんですが。 

○委員長（近藤守君） はい、山口主幹。 

○健康福祉課主幹（山口和雄君） この辺についても最終の時に、介護保険の制度の説明の中

で行おうと思ってたんですが、簡単に言いますとですね、要支援状態と要介護とに分かれます。

要支援というのは、予防的な給付の仕方というふうに言われてます。で、介護度についたもの

については、これは介護度を完全にお世話する必要があるものというふうに言ってて、それを

５段階に分けているという形になります。ですから、大ざっぱに言いますと要支援というのは、

大体その辺歩けます、自分で。ほぼ自立状態ですが、ちょっとこれを手助けすることによって

介護度まで行かなくても済むような人を、大体要支援状態というふうに言えます。それから、

要介護度が出る場合については大体家の中で閉じ込もりに近い状態と言うか、行動範囲がかな

り家の中の範ちゅうに含まれてきます。で、その中でも要介護度１というのは杖歩行がある程

度、自立歩行が出来るものという形になります。それから２のところは寝たり起きたりの状態

になります。３になりますとちょっと寝たきりの度合いの方が多くなるのかなという感じです。

それから４、５についてはほぼ差はないんですけど、大体寝たきり状態。そんなような形で重

度化していくという形になろうかというふうに思います。  

ただ、これもアウトラインでありまして、実質的に介護認定を出すときは７９項目の調査項

目と、それから主治医意見書に基づくものとの資料と、それから調査員の特記事項の３点を元

にして総合的に判断を加えていくものでございます。７９項目に関しましては全国一律のコン

ピューターで統計的に処理されているものがありますので、７９項目を入れますと国の基準に

基づいて、これもランクと言うか要支援・要介護度１～５まで、それから、いわゆる介護保険

に該当しない非該当までの判定がされます。プラスコンピュータ判断されたものと、それから

主治医意見書と調査員の特記事項に基づいて認定審査会が総体的に判断を加えて、最終的に介

護度が出されるというものでございます。  

ちなみに説明資料の中の２ページ目ですね、一次判定と二次判定というふうになってます。

で、一次判定というのは先ほど言いましたとおり、コンピューターで単純判断をしたものが一

次判定。それから二次判定というのは認定審査会で最終的に出されてた介護度が二次判定とい

う形になります。で、真ん中の線は同一に一次判定と二次判定がいっしょの場合でございます。

それから、その他に分かれましてですね、例えば自立の方を見ていただければ、一番上段です

ね。これも介護度のコンピューター判断で一次判定は自立というふうになったものが、二次判
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定になりますと４人ほどが要支援の方に動いてますよという、こういう形です。逆に要介護度

１で５６５人のものが、一次判定と二次判定が同一で２２名のものが一次判定上は要介護度１

になったのが要支援に二次判定ではなっていると。逆に右の方に範ちゅうに入ってきますと逆

に介護度が上がったもの、１から要介護度２に８７人もの変更を加えてますよという、こうい

う形です。ちなみに判定変更者数というのが総体的に１，５０９人受けまして、２４８人の者

を変更加えているということになりますので、１６．４３％ほどが二次判定、最終的には変更

を加えているという形になってます。これが１４年度の実績でございますので参考にさせてい

ただければというふうに思います。 

○委員長（近藤守君） はい、鈴木副委員長。 

○副委員長（鈴木宏征君） 先ほどの説明で平成１６年度の建設予定の老健の話がちょっと出

ておりましたが、何床計画しているのかということと、その計画が今度サービスが提供されま

すと、平成１７年度の推計ではですね、老健施設の利用者が１５名ほど多くなっておりますが、

これによってですね、保険料とかの影響が出てくるのかどうかということをお聞きしたいんで

すが。 

○委員長（近藤守君） はい、三戸健康福祉課長。 

○健康福祉課長（三戸功二君） １６年度建設を目指しております介護老人保健施設、この病

床数のご質問でございますが、今回、計画書を提出しておりますのは８３床でございます。こ

の８３床というのは、東胆振広域医療圏の残数というのが８３床になってございまして、この

残床８３全てを白老町の今回建設する生田医院でございますが、そこの位置づけということが

東胆振圏域の中で承認をされて。基本的にはですね、８３床なんですが、白老町の今回見直し

をいたしました介護老人保健事業の中のですね、目標数というのは６８床なんです。６８床で

すから、あとの１５床、いわゆる白老町の計画上から行けばですね、１５床分オーバーするこ

とになりますが、今回８３床白老町全枠位置づけされてきた経過についてはですね、この１５

床分についてはいわゆる東胆振全体の広域医療ですよと。そういう位置づけの中で承認をされ

ているということでございますので、ご理解いただきたいと思います。  

それと、今回推計しております利用者数と、この８３床との兼ね合いの関係でございますけ

れども、先ほど山口主幹の方からもご説明申し上げたかと思いますが、いずれにしても１６年

度建設ということで今目指しておりますが、実際の開設して軌道に乗っていくのは１７年度と

いう形になろうかなというふうに思っております。ただ、いずれにしてもですね、その時点で

全床、全部埋まるという形になればですね、今の計画上からは保険料の関係で若干ですね、ち

ょっと課題と言いますか、そういう部分が出てくるかなというふうには思っておりますけれど

も。今の推計のあれと開設時期との兼ね合いから行けばですね、そう大きな返りにはならない

のかなと、そんなふうに思っております。ということは、まず、１７年度においては、また次

の見直しという形が出てまいりますので、実質、今回の計画上のところでですね、いわゆる重

複してくるのは１年弱と言いますか、その程度の話かなというふうに思ってますので、いずれ
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にしても１６年度老健施設が承認されて設置がされますと８３床ということになりますから、

次期計画上においては当然それに見合った計画という作り方をしていかざるを得ないのかな

と、そんなふうに思っております。 

○委員長（近藤守君） あと、どなたか。よろしいですか。保険料で白老町は３，２０３円で

すよね、平均。これは全国的、全道的、いろいろここに出ているんですけれども、ランク的に

いくとどのぐらいの、中間なんですか、それとも上の方なんですか。保険料額というのは。は

い、山口主幹。 

○健康福祉課主幹（山口和雄君） 全道の位置づけでございますが、全道で北海道の場合２０

３保険者数。これは広域連合含めますので２０３保険者数になります。その内高い方から数え

ますと１３２番目です。ですから、若干北海道では平均から低い方に属すると思います。 

○委員長（近藤守君） どうぞ、鈴木副委員長。 

○副委員長（鈴木宏征君） 続けて聞けば良かったんだけども、待機している人が重複を抜か

すと８８という数字があったんですが、この８８の状況と言うんですか、病院に入っていると

か在宅だとか、他の施設に入っているとかという、そういうものというのは取っておりますで

しょうか。 

○委員長（近藤守君） はい、山口主幹。 

○健康福祉課主幹（山口和雄君） 資料的には今日は持ってきておりませんが、すべて押さえ

ております。それで、最終的に８８人のうち施設でありますとか、そういうものを除きますと、

施設入所に必要な方というふうに当方で押さえておりますのは３８人程度だというふうに押

さえてございます。 

○副委員長（鈴木宏征君） 今のやつは８８人いるんだけども・・・。 

○健康福祉課主幹（山口和雄君） 施設必要者というふうに、いわゆる施設に、例えば一般病

院利用してて、まず、この方については特養の利用がないだろうだとか、それから当分入る意

志がないよという方ですね。介護度低い方については空きが来てもなかなか一回パスされる方、

先ほど言いましたとおり何かあった時に利用したいよという、施設利用したいよというのがあ

って、とりあえず申し込んでおこうかという人もおりますので、そういう人達を外していくと

大体３８人程度になるのかなというふうには押さえております。 

○委員長（近藤守君） はい、鈴木副委員長。 

○副委員長（鈴木宏征君） 今、寿幸園の民営化、建て替えの話が出てきてて、先ほどの話の

中では今後建て替えについては個室化と言うんですか、今みたいな在来の形では難しいと。こ

れを見ますと、個室化になると利用料が高くなりますよね。これは全体の利用料が高くなるん

ですよね。そうすると個人の負担も増えるんだけども、全体の、何と言うんですか、保険から

支払われる利用料も高くなると。これを見ると大した高くならないようですから、保険料に影

響がというのはないのかもしれませんけれども、ここら辺はどうなんでしょうか。どういうふ

うに考えてますか。 
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○委員長（近藤守君） はい、山口主幹。 

○健康福祉課主幹（山口和雄君） １３ページお開き願いたいと思います。パンフレットの方

の１３ページですが。先ほどもお話しましたけれども、ユニットについてはホテルコスト代と

いうのが取られます。これは完全自己負担になります。これは保険から出ません。一つには表

の下の米印の方に月額４万～５万円、水準は施設によって異なりますというふうになってます。

ですから、４万～５万の間に基本的は個室料というか、ホテルコスト代がかかるというふうに

思います。ですから、先ほど言いました小規模生活単位型の４万８千円～５万３千円にこの部

分を足すという形になります。そうすると、自己負担はおよそ９万～１０万の間に行くだろう

と言われております。ちなみに北海道の場合、ユニットケアを申請してみたのが虻田の幸楽園

だったと思うんですが、月額１万５千円のホテルコスト代が出てきております。あそこも従前

ちょっと建てる時にこの基準を満たしているかどうかというのがありますので、それで道で認

めたのが今、月額１万５千円だったと思います。ですから、ほぼ５万円平均に１万５千円足し

ますと、今、６万５千円が一つになっていると思いますが、これから基準が合致しますと先ほ

ど言いましたとおり１０万円程度になる可能性があるということでございます。 

○委員長（近藤守君） はい、鈴木副委員長。 

○副委員長（鈴木宏征君） もう一回確認なんですが、どうしてもユニットケアでなればなら

ないということなのか、それともそれに近い、今、６人なり４人なりなんですが、２人とか、

そういう単位の中で作るという形になれば、今言ったようにホテル個室代と言うんですか、そ

ういうものもかかりませんし、今の、これが小規模というふうに言われるのかわかりませんけ

ども、そういう自己負担４万８千円～５万３千円なんですが、このぐらいで済むんじゃないか

と思うんですが、どうしても個室でないと駄目だという話になっているのかどうか、ちょっと

ここで確認したいんですが。 

○委員長（近藤守君） はい、山口主幹。 

○健康福祉課主幹（山口和雄君） 先ほど、建設する場合は補助金の絡みがございますから、

補助金の基本的な考え方は現在は２通り認めております。従来型と個室型のユニットケア型と

に分かれてございます。ただ、その形態が、従来型がどこまでの何年度までに補助金が継続さ

れるかというのは定かでございません。基本的には国の考え方としてはユニット型に移行させ

るという考え方、これは痴呆老人が増えていることもありますので、その部分のケアでユニッ

ト型が有効だというふうに言われております。そういうことの考え方からしますと、プライベ 

ートの問題も含めてユニット型に移行していくだろうということが推測されます。ただ、これ

がスピード的にどのくらいかというのはちょっと今のところ押さえることが出来ませんが、そ

ういう形態にはなっているということです。 

○委員長（近藤守君） 一つ確認したいんですけどね。今のとちょっと絡むんですけども、以

前、経過措置という形でね、要するに６人部屋、４人部屋のそのまま継続していいというお話

なんですけれども、経過措置というのは期限があるんですか、ないんですか。はい、山口主幹。 
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○健康福祉課主幹（山口和雄君） 期限ございません。というのはですね、寿幸園６人型とい

う６人一部屋になってますが、これの基準が４人に変わったのがですね、寿幸園４６年経って

いますけども４８年には４人にもう変わっているんですね。それから見ると新基準に動かしな

さいというのは基本的な考え方あるでしょうけれども、既存のもの建ってしまうとそのものが

建て替えになるまではですね、その基準が適用されていくという考え方が一つの考え方になり

ますので、ですから、それは基準がないと。ただ、建て替えの時はあくまでも新基準で行って

くださいと、こういう形になると思います。 

○委員長（近藤守君） あと、他に委員の方、何かございませんか。はい、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 今の鈴木副委員長の話のまた続きになるのかもしれませんけども、僕、

どうしても納得行かないと言ったら変なんですけども、例えばユニット型にした場合に、今の

在来型の基準４万～５万ぐらいの値段から一気に１０万くらいまで上がりますよね。そうなる

と、なかなかこういった施設サービスを利用出来る方も限られてくるのかなと。それはし 

ょうがないんじゃないのと言われれば、そうなのかもしれませんけども、何か国の施策と言う

かね、そこにもう一点何か入れてもらわなければなかなか本当に老人介護という部分ではね、

本当に何か物足りない、ただ上物が出来てそこに費用負担を重ねて入れる人だけ入ってくださ

いというようなね、なんか形にしか聞こえてこないんですけども、その辺については。町とし

ての考えとしてはね、しょうがないのかもしれませんけども、どういった考えを持っているか

ちょっと聞かせていただきたいなと思うんですが。 

○委員長（近藤守君） はい、山口主幹。 

○健康福祉課主幹（山口和雄君） ホテルコスト代についても、これは低所得者の場合軽減措

置があるというふうに言われております。これが実際的にどのぐらいになっているのかという

のは、今、うちの方では押さえてませんけれども、大体この基準でいきますと、４万～５万の

間というふうに言われてますが、低所得者の場合大体１万負担程度で終わるのではないかとい

うふうに・・・。ですから、ホテルコストについても低所得者対策が施されているということ

です。全額的な免除というのは基本的に介護保険の場合そういう考え持ってませんから、それ

はないと思いますが、金額的には私、今、正確には押さえてませんけども、所得に応じての軽

減措置があるということでございます。ですから、一概に同一という考え方はないということ

です。それは、例えば現制度におきましてもですね、所得に応じての高額、これも総体的で一

番最後にやろうと思っていたんですが、高額サービス費というのがありますが、これもランク

が設けられております。非課税、課税、それから生活保護、老齢福祉年金者と、これも区分と

言うか区分けしておりますので、その部分については、そういう配慮というのは制度的に全体

的にされているということでございます。 

○委員長（近藤守君） はい、議長どうぞ。 

○議長（堀部登志雄君） 特別養護老人ホームの関係なんですけどね。これは施設も老朽化し

てて建て替えもしなきゃ駄目だという中で、今までの方向としては民営化するというようなこ
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とも出てますよね。そうした中で現時点でですね、その辺の話がどこまで進んできているのか。

それと民営化された後の状況、例えば施設はこういう、先ほどから出ている従来型にするのか

ユニット型にするのか。定員は決まってますから。どういうような形のものが、民営化するに

しても公設にするにしても考えられているのかね、その辺の関係については特に議員の皆さん

も新しくなっている中で、私自身もその辺がどんなものが出来て、どういう形で民営化になる

のかというような。そして、いつ頃目途に計画されているのかというのが、何となく定かでな

い部分があるものですから、その辺についてちょっと現時点でわかっている範囲で、わかって

いると言うか、計画されていることについてちょっとご説明願えればありがたいなと思うんで

すが。 

○委員長（近藤守君） はい、三戸健康福祉課長。 

○健康福祉課長（三戸功二君） 寿幸園の件でございますけれども、新しい議員さんおいでで

すから、これまでの経過よくおわかりになっていない部分あろうかと思いますが、いずれにし

ても寿幸園は今の老朽化あるいは狭隘化、あるいは今後の運営、そういう総体的なことを考え

た時にですね、いわゆる民間委譲という方向は町として決定をしております。  

それで、民間委譲に向けてのいろんな手続きが必要になってまいると思いますが、いずれに

しても一番はそこへ入っておられる方々の生活環境の向上を図るということを第一にしてで

すね、早期に施設の整備を図っていきたいということでございますが。その民間委譲にあたっ

てですね、やはりクリアしていかなければ駄目な問題として、一つは今、申し上げました生活

環境の改善を早期に図っていくということは大前提でございますが、そこに今、現実に働いて

いる職員の方々の処遇問題含めてですね、合意を得る必要があるだろうということで。いわゆ

る職員労働組合を通じてですね、この民営化のことについていろいろご協議をしているという

段階でございまして。残念ながら何度かそういう協議進めてまいっておりますけれども、現段

階においては最終的にまだ合意まで至っていないというのが現状でございます。  

いずれにしても今回新しく町長が変わられましたので、その中でも町長の方の考え方として

ですね、早急にこの問題については組合の方にも真摯に話し合いをさせてもらってですね、委

譲に向けての課題解消に進めてまいりたいということの説明は先の議会でもあったかと思い

ますけれども。現状としては今、そういう状況しかないんですね。確かに、これは当初の予定

からすれば平成１５年の４月から民営化スタートというようなスケジュールを組んでいろい

ろ進めてきたということは事実でございまして、それからすればちょっと若干と言いますか、

相当遅れているという状況になろうかと思ってますが、いずれにしても関係する皆さん方の共

通の理解認識の元にこういうものというのは進めていく必要があるだろうということで、これ

からもそういうことの解消と言いますか、合意に向けての話し合いを町長中心にして進めてい

く必要があるだろうなと、そんなふうに思ってます。  

それと、最終的にそれが合意されて民間委譲という、民間委譲に際しては議会の議決等もい

ろいろ出てきますけれども、そういうものが事務的なものとして全て整理されたということを
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仮定してですね、当然、当面の課題とする老朽化、狭隘化の解消を図っていく施設整備という

ものが出てくると思います。ただ、これについてはですね、一応、今、私ども道あたりから聞

いている中ではですね、新しく運営母体が変わりますから、最低１年以上の運営状況を見てと

いうことになろうかなというふうに思ってます。その後にいわゆる国の補助をもらっての施設

整備計画ということになるかと思いますけれども。今、民営化に際して町の方でもいろいろ今

まで民間の法人とのぜひ取り組んでみたいという所を含めてですね、最終的に４法人からです

ね、民間に際しての希望が寄せられておりまして、その形態につきましてはですね、４法人と

もいわゆるユニット化で整備をしたいというふうに来ております。ただ、この辺も今までいろ

いろ意見交換させていただいてきた時期からすればちょっとずれてきておりますのでね、今も

まだそういう同じ考え方なのかどうなのかにつきましてはですね、一方で内部的なそういう協

議を進めながらですね、また、法人側の方にも今の状況等について再確認していく必要がある

のかなと。そんなふうに思っております。 

○委員長（近藤守君） はい、議長。 

○議長（堀部登志雄君） 民間に委託してから、前に２年間とかって言ったけど１年間の実績

がなければ次の設備どうのこうの云々とかという話あったんですけど、それは１年間でよろし

いんですか。 

○委員長（近藤守君） はい、三戸健康福祉課長。 

○健康福祉課長（三戸功二君） 私どもが今、聞いている中では最低１年間というふうに聞い

ておりますので、いい方に解釈して１年間という捉え方をしておりますけれども。やはり一番

はですね、やはり受けれられる法人が社会的にどの程度の信用を得ている法人なのか、その辺

もやっぱりいろいろ関係してくるのかなとは思いますけども。少なくても最低１年間以上とい

うふうに私どもは捉えております。 

○委員長（近藤守君） よろしいですか。 

○議長（堀部登志雄君） はい、いいです。 

○委員長（近藤守君） はい、中出委員どうぞ。 

○委員（中出正君） 介護の認定、これらについてね、ある病院から退院する仮定で認定をさ

れるものか、それともその後において申請して認定されるものか。それが一つと。それから、

退院後において再発と言うかな、そういうような場合になって再発するくらいだから以前より

悪くなったと、こういうような内容の中で申請も含めましてね、どういうような内容を指導し

ているものか、そこら辺ちょっと聞きたいです。 

○委員長（近藤守君） はい、山口主幹どうぞ。 

○健康福祉課主幹（山口和雄君） 認定する申請時期ですが、入院している場合に基本的に在

宅に戻るというのであればですね、入院中に退院の目処が立った時に申請するのが妥当だろう

というふうに思います。ということは、退院した時点には例えば住宅の改修整備が必要で手摺

りをつける必要があるだとか、段差を解消した方がいいよということであればですね、退院前
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に全部整備をかけてしまった方がいいだろうというふうに思いますので、それは病院サイドか

らもうちの方によくあるのは、退院前に大体ケースワーカーさんいるだとかですね、医療相談

室がある場合についての病院についてはですね、大体ほぼ退院前にうちの方にご相談されてい

るという形態でございます。それから、再発した場合の取扱いですが、介護認定の有効機関と

いうのは基本的に６カ月になってます。で、その途中で変化があった場合については、区分変

更申請というのがいつでも出来る形になってございますので、その時点で変更申請が出来ると

いう形にはなってございます。以上です。 

○委員長（近藤守君） よろしいですか。ほか、何かございませんか。土屋委員、何かござい

ませんか。はい、土屋委員。 

○委員（土屋かづよ君） 実際に第１号、第２号という形で、年齢で区分けされているわけな

んですけども、白老町の場合、今後において、今、この表から、資料からいたしますと相当数

高齢化が加速しているという状況が見えるわけなんです。で、このまま推移していった場合に

果たして、この認定率ですね。１ページの資料にありますけれども、１ページの２の高齢者に

占める要介護度別認定率、これが白老町１．９８、北海道が２．１４、全国で２．２２となっ

ていますけども、これは現在出している数値なんですけれども、今後３年なり平成１７年度ま

での数値でいって、大体ほとんどこれに見合う、ここに書かれている資料のとおりになるのか。

さらにまたこれがもっと加速されるのかということがちょっと私自身不安と言うか、あります

ね。ちょっと話はずれますけれども、例えば、今回の日本製紙がいろいろリストラなりを始め

ますよね。その段階で現在白老町におられる方々の収入が、例えば家族含めて１千人とします、

その中でほとんど保険料納めている方々がこちらからいなくなったとしたら、その部分に見合

うだけの収入というのは見込めないわけですよね。それに対してもっと率が上がるんじゃない

かなと思うんですけれども、町としてはまだそこまでは算定はしてませんでしょうか。 

○委員長（近藤守君） はい、山口主幹。 

○健康福祉課主幹（山口和雄君） この問題も最終日にご説明しようかなと思ってたんですが、

介護保険料の絡みですね、いわゆる人口総体の変動に伴って介護保険料がどうなるかというご

質問だというふうに思いますが。基本的にはこの計画については３年間についての保険料につ

いては変更しないつもりでおりますし、その後については見直しが入りますから、当然、その

中で状態の変化を捉えていくという、こういう形になるかと思います。  

ただ、４０歳から６４歳の人口減に伴っての保険料の変動というのは、白老町としては、町

自体としてはない。それは何故かと言うと、パンフレットの方の５ページをお開きになってい

ただきたいんですが、保険料の考え方はこういう形になっているんですね。介護保険の保険料

の割合というのは、例えば１００円集めるところをどういうふうになるかと言うと、公費で５

０％、５０円見ますということです。その内訳は国が２５円で都道府県が１２．５円で白老町

が１２．５円ですよと、こういう形です。それから、その他の半分を被保険者で賄いますとい

う形になります。で、白老町で住んでいる６５歳以上の保険料が１８％ここでいただきますと
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いう形になります。  

ですから、１８円を６５歳以上の白老町の被保険者で賄うということです。ちなみにその下

の４０歳から６４歳はどうかと言いますと、これは全国の４０歳から６４歳までの方で３２円

を賄うということなんです。ということは白老町の場合で１００円使うとしますと、その内の

保険料は６５歳で１８％、他の３２％は全国の方からいただきますよと、こういう形です。で

すから、そのかかった費用というのは社会保険の支払基金というのがあるんですが、そちらの

方に請求をする形になるんです。３２％分を。ですから、白老の人口で割り返すわけではない

んです。全国の４０歳から６４歳までの方にその分を、応分の負担をいただこうという形にな

ります。  

ですから、ちょっとわかりにくいですが、６５歳以上は白老の方を対象としますが、４０歳

から６４歳は全国で集金をして全国に配分をするという形になります。ですから、例えば１自

治体で高齢者が高いとことか、そういう不均衡が生じますよね、人口構成比。それを全国でな

らして、そういうふうな平均化をしていこうというのが介護保険でございますので、ですから、

先ほど言いましたことで例えば６４歳以下の人口に変動があったとしても６５歳以上の推計

がそれほど狂ってないとすれば、保険料は人口構成によって影響を受けることはまずないとい

う形になります。保険料のあくまでの変更というのはサービスを使う料によってですね、かな

り変動を受けますけれども、人口によってはそれほど変更、こういう場合については受けない

というふうにご理解をしていただきたいと思います。 

○委員長（近藤守君） はい、土屋委員。 

○委員（土屋かづよ君） 資料の５ページですね。ここに介護保険料状況が出ているんですけ

れども、最高額が鶴居村で最低額が初山別村となってます。これは人口の比率なんですか。保

険料を納入されている方の。 

○委員長（近藤守君） 山口主幹。 

○健康福祉課主幹（山口和雄君） これはサービスのものをどういうふうに使うかというふう

になろうかというふうに思います。例えば鶴居村は昨年度から赤字で報道されておりまして、

非常に問題と言うか、話題になっている所ですが、これはここまでいったというのは施設利用

者が多いという形です。ですから、その詳しい状況はうちの方で聞いてませんけれども、基本

的に国の考え方というのは高齢者人口の３．２％というのが基本的な考え方だとすればですね、

それ以上の利用、例えば高齢者人口に占める割合が、施設の利用が高くなればなるほどですね、

保険料というのは、これは基本的に単価高いですから、それに対して上がるという形になろう

かというふうに思います。ちなみにうちの資料でいきますとですね、例えば３ページになりま

すが、計画に対する給付実績ということで構成割合というのが出ていると思います。１の計画

に対する給付実績（１４年度）という表ですが、その中で構成割合というのが出てますが、在

宅サービスが３８．９％、それから施設サービスが６１．１％で、これで合計１００％になっ

ていると思います。で、この割合が施設の方が高くなればなるほどですね、給付費というのは
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実質的に上がりますので、給付費が上がるということは、これで基本的には６５歳の１８％を

人口で、端的に言うと割るということですから、そうすると保険料は上がるという形になりま

す。ですから、このバランスの関係でいくと在宅が多ければ多いほど、保険料というのは下が

る傾向を示すという形になるのが一般的です。ですから、鶴居村に関しては施設利用が多いが

ために保険料がかなり上がったというふうに考えられるというふうに思います。 

○委員長（近藤守君） よろしいですか。 

○委員（土屋かづよ君） はい、わかりました。 

○委員長（近藤守君） あと、どなたか、ご意見。はい、鈴木副委員長。 

○副委員長（鈴木宏征君） 高齢者保健福祉計画でしたか、あれの計画年度と今の介護保険の

中にもそれをのって計画を進めていると思うんですが、現状と今後ですね、今、介護保険やっ

ていて課題と言うのか、今の現状の中で何が多いとか、何が少ないとかという、そういう問題

点というのがあって、今後はやっぱりこうあるべきだと言うんですか、こうしなければならな

いとか、そういう考え方が何か担当者として持っていたら教えていただきたいと思います。 

○委員長（近藤守君） はい、山口主幹。 

○健康福祉課主幹（山口和雄君） 後で皆様に、ちょっと今日持っていただくようにお頼みし

なかったものですからあれだったんですけれども。この中でですね、介護保険事業計画の中で

将来的な展望ということで、このサービスの問題ということで個々のサービスの部分に全部触

れていっているんですね。それで一番の課題となるのは、いわゆる短期入所生活介護、ショー

トステイです。これについては、急激に利用が伸びております。例えば、説明資料の中で目標

量という項目がありまして、これは在宅ですから明日お話すればいい話なんですけども、４ペ

ージになりますが、その中で居宅介護サービスの個々の項目が出ております。短期入所という

のが中段辺りに出てきていると思うんですが、これが目標量に対して利用実績が１４年が２，

４３８で１４７．５％に達しております。こう見ますと実は白老の短期入所利用施設というの

はリハビリの４床、寿幸園の空きベッド利用ですから、空きベッド利用というのは定かではな

いわけですね。計画的に使おうと思えば使えないベッドです。そうしますと現段階で言って半

分以上、５割、６割ぐらいが今、苫小牧に依存しております。で、そうしますと白老の短期入

所のベッド数を確保しなければ、この数字が今後伸びていきますので対応しきれないという問

題が出てくると思います。ですから、これも先ほど寿幸園の改築問題も併せて話題になってま

すけれども、これは改築時点に是非とも短期入所のベッド数を確保しなければ、なかなか計画

的にうまく利用されていかないという課題が残るというふうに思ってます。今のところ、これ

が最大の課題になるんでないかなというふうに、介護保険に関しては思います。 

○委員長（近藤守君） 他、何かお聞きしたいことございませんか。はい、鈴木副委員長どう

ぞ。 

○副委員長（鈴木宏征君） さっき、ちらっと出たリハビリの部分で、療養型が今は身障の療

養ですか、何か療養病室ってあるんだけど違うんですよね。介護型じゃないんですよね。それ
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が介護型に変換されるような話もちらっとしてたんですが、そこら辺の計画で、今、そちらの

方にですね、町の方に全部をそれに転換するのか、その中の何ベッドぐらいを介護型の療養型

にするとかっていう、そういうお話が出ているのかどうかということをちょっとお聞きしたい

んですが。 

○委員長（近藤守君） はい、山口主幹どうぞ。 

○健康福祉課主幹（山口和雄君） ちょっと誤解をあったかもしれませんが、最初の計画を作

る時に各病院さんにも意向を聞いているんですね。介護保険の計画を作るために、当然ベッド

数によっては医療の方から介護に移るという問題がありますから。その時点では介護の方に移

行させたいような話もあったんですが、基準等の問題がどうもクリア出来なかったようでござ

いまして、介護関係には移行しないよという話になりました。そういうことで、それが今も続

いていると思いますので、基本的にはその考え方はないと思います。ですから、従前どおり医

療型の継続という考え方だろうと思います。 

○委員長（近藤守君） はい、谷内委員。 

○委員（谷内勉君） ちょっとお伺いしたいんですが、今、お話に出たショートステイが非常

に伸びていると、多くなっているということと、もう一つは１ページの中段にありますけども、

要支援という人が１３０人ということで全国的、北海道に比べても非常に多いんですよね。と

いうことは、今後やはりこういうような形を取っていけば、ショートステイだとかこれを含め

てですね、いろいろを今言ったベッド数が必要になるんでないかということが考えられるんで

すけども、この辺についてどうでしょうか。 

○委員長（近藤守君） はい、山口主幹。 

○健康福祉課主幹（山口和雄君） ショートステイの利用の見込みにつきましてはですね、こ

れは４ページの方ですね。お手元の資料の４ページ。平成１７年度の３カ年の部分の数値を書

いておりますが、１７年度では２，７５９日、平成１４年度の実績が２，４３８日ですから、

ほぼ３００日、３年間で伸びるだろうというふうに思っております。ですから、３００日です

から毎日１人すれば、１年３６５ですから１人分が完全に不足を起こすんでないかなというふ

うに思っております。そういうことからすると、先ほど言ったとおり課題というものが生じて

きておりますので、その辺は当面、ただ寿幸園の改築と言ってもなかなかすぐという解決に至

りませんので、当面は苫小牧を利用する形になろうかなというふうに思います。 

○委員長（近藤守君） いいですね。それでですね、今日ちょっと１１時半から他の会議が入

っておりますので、今日の部分はこれまでにして、もし、足りない部分は明日またございます

ので、やりたいなと思いますのでご了解いただきたいなと思います。役場の職員の方どうもあ

りがとうございました。午後、一緒によろしくお願いいたします。 

 

                                                          （閉会  午前１１時２２分） 

 

 


