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平成１５年白老町民生常任委員会会議録 
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◎開会の宣言 

○委員長（近藤 守君） ただ今から、民生常任委員会を開会いたします。本委員会について

は、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） ご異議なしと認めます。よって、委員会条例第１６条の規定により、

委員長によっ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。 

○事務局長（山崎宏一君）  皆さん、おはようございます。今日の日程でございますけども、

皆さんお手元に先般お配りしてございます、介護保険というパンフレットがお渡しになってる

と思いますけども、これを中心に保険料制度についてご説明をいただくことになっております

ので、よろしくお願いいたします。今日は民生常任委員会の方、最終日ということになります

ので、委員会全般取りまとめということにもなりますので、よろしくお願いいたします。以上

でございます。 

○委員長（近藤 守君） 先日の視察、大変ご苦労さまでした。では、これから始めますけど

も、先に健康福祉課長の方から、ご説明をお願いしたいと思います。はい、三戸課長。 

○健康福祉課長（三戸功二君）  今日のテーマが介護保険制度ということになってるかと思い

ます。これまで、前回２回の委員会の中でも、若干この制度触れてる部分ございますけれども、

改めて今日、この介護保険制度の概要についてご説明を申し上げたいと思います。それで、資

料の方ですが、お渡しをしてございます、この介護保険というパンフレットですね。これを中

心に、その中で４ページをお開きいただきたいと思いますけれども、ここに「介護保険制度の

あらまし」ということで、記載がされております。私の方から大枠の説明をさせていただいて、

後細かいことについては担当主幹の方から説明を申し上げたいと思います。 

 ここに、掲げておりますように介護保険というのは、全ての被保険者が納める保険料と、国・

都道府県・市町村からの公費を財源として、介護や支援が必要となった被保険者に介護サービ

スを提供することですよと。そのことにより、被保険者自身とその家族とを支援する仕組みで

す。これが、基本的な介護保険制度の仕組みでございます。その中でも狙いとして、４点ばか

りございますけれども。１点としては、この介護保険制度につきましては、利用者本位の制度

として、自らの選択に基づいたサービス利用が可能となりますよということが、先ず１点ござ

います。二つ目に高齢者介護に関する福祉サービスと医療サービスの総合的・一体的な提供が

可能となると。３点目としては公的機関の他、多様な民間事業者の参入促進が図られ、効率的

で良質なサービス提供が期待できると。四つ目としては社会的入院等の医療費の非効率的な使

用を是正する条件整備を図るよと、こういう狙いもございます。それで保険者、いわゆる運営

主体でございますけども、保険者は市町村ということになってございます。そこに国あるいは

都道府県等が協同で支える重層的な制度ということにも相成ってございます。被保険者でござ

いますけれども、いわゆるこのパンフレットで言えば加入する方ということでございますが、
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先ず、第１号被保険者と第２号被保険者がありますけれども、基本的には先ず第１号被保険者。

６５歳以上の方が加入するということになります。第２号の被保険者につきましては、４０歳

から６４歳まで。この方々が被保険者になりますけれども、これらの保険料の関係について若

干申し上げすと、第１号被保険者の方々につきましては、基本的に介護保険料を納めていただ

くわけですけれども、この徴収方法としては、いわゆる老齢退職年金が月額１万５千円以上の

方。２ヶ月に１回ですから、１回３万円ということになるかと思いますが、そういう方々から

は年金からの特別徴収。いわゆる天引きという形になります。それ以外の方は保険者が普通徴

収という形で保険料を徴収いたします。それから２号保険者ですが、２号保険者につきまして

は、先ほど申し上げましたように４０歳から６４歳までの方ですが、これは医療保険者が医療

保険料に上乗せして徴収するということになっております。それから、サービスが利用できる

方でございますけれども、ここに２つ掲げておりますように、大きくは寝たきりや痴呆などで、

常に介護を必要とする状態。いわゆる要介護状態の方。それから常時の介護までは必要ないが

身支度など日常生活に支援が必要な状態。いわゆる要支援状態の方。大きく分ければ、こうい

うことになります。これを認定するのが、いわゆる認定審査、要介護認定審査を受けることが、

先ず基本的に条件ということになります。第２号被保険者の方につきましては、法の中で定め

ております１５種類の特定疾患というのが決められております。そういう特定疾患が原因で要

介護状態、あるいは要支援状態になった方。これらの方が第２号被保険者の方が受けられるサ

ービスということになります。ですから、あくまでも１５の特定疾患に起因することによる要

介護状態、要支援状態に陥った方と、そういう方々が対象ということになります。それから、

サービス事業者ということになってますが、いわゆるサービスを受けられる内容につきまして

は、これまで２回委員会でご議論いただいておりますけれども、いわゆる在宅サービスと施設

サービスと、こういう内容になってございまして、当然それらのサービスを提供する事業者と

いうものがあるわけです。この辺はまた前回も研修しておりますけれども、この後いろんなご

意見をいただきながら説明になろうかというふうに思います。このサービスと言いますか、介

護保険事業そのものを適切に運営していく上で、介護保険事業計画というものを立てることに

なってございます。これはご案内のとおり、平成１２年からスタートで、全体としては５ヵ年

の計画を立てておりますが、これは法の定めによって、３年ごとに見直しをするということに

なってございまして、白老町におきましては、この１４年度にその見直しを行いました。従っ

て今、１５年度から１９年度までの計画。いわゆる介護保険事業の第２期計画に入っていると

いうことになります。これも３年ごとに見直しがされますんで、平成１７年には、また第２期

計画の見直しを行うというようなことになってございます。あと、この介護保険の全体のこと

についてですが、今５年の計画を立て、３年ごとの見直しを行うということで申し上げました

が、この介護保険事業の制度そのものについては、国の方も平成１２年のスタート以後、５年

をめどに制度全般について必要見直しを行うということになっております。従って今、いろい

ろこの制度についての、これまで１２年からスタートして何年か進んできたそれらの課題等を

踏まえて、国の方もより適切な制度として運用を出来るようにいろいろ今見直しをしている最
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中かなというふうに思います。いずれにしても５年をめどにして、全般的な制度の改正を行う

ということになってございます。本当に雑ぱくで、本当の概要でございますけれども、私の方

からは以上申し上げて、詳細について担当主幹の方から説明申し上げます。 

○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、お手元のパンフレットの５ページをお開きにな

っていただきたいと思います。先ほど課長から言いましたとおり、介護保険は助け合いの仕組

みということで、それぞれの保険料の持分というか、保険に対する給付に対する持分というの

は決まっております。それが円グラフの中でございます。先ほど言いました６５歳以上、これ

が１号被保険者ですが、この部分の保険料の平均が１８％になっております。それから、現役

世代ということで、４０歳から６４歳まで、第２号被保険者ですが、これが３２％ということ

で、受給者負担分がこの５割分という形になります。合わせますと５割分。それから、公費負

担分として、国が平均２５％。それから都道府県が１２．５％。市町村が１２．５％と、こう

いう形になります。１号被保険者の平均と国の平均という言い方になっておりますが、これは

その自治体の所得構成。それから年齢者構成で若干の配分があります。その部分で平均という

言い方になってございます。後のものについては、それぞれの割合がはっきり決まっていると

いう形になります。ですから、その計数によっては国が２５％より若干増える部分は逆に言う

と１号被保険者が減るという形での、これの出入りが若干あるということでございます。６５

歳以上の保険料に関してでございますが、白老町として管理してるのは、６５歳以上の方々の

被保険料を管理してると、これが保険となってるわけですが、２号につきましてはそれぞれの

医療保険の保険者が管理してると、こういう形になります。保険料の設定ですが、５段階に分

かれてございます。これは、所得の低い方の軽減措置を含めて５段階という形になります。本

人住民税非課税の方という形が真ん中の薄い緑色のところがこれが基本料金というか、基本料

になります。これが３段階のちょうど真ん中にします。これが基準額かけることの１で基本額。

これが白老町の場合は１２ヶ月で割り返しますと、月額３，２００円と、こういう形になって

いるわけでございます。この基準額に対しまして、軽減されている方。世帯住民税非課税の方

が軽減されております。この軽減されている方が１段階と２段階になります。１段階の方は生

活保護受給者と老齢福祉年金受給者が第１段階で基準額の０．５、半額になります。それから

世帯全員が住民税非課税の方が２段階になりまして、基準額に対して０．７５かける形になり

ます。逆にこの部分を埋めなきゃなりませんので、割増されている方、これは薄いピンク色と

言いますか、その部分になります。これは本人が住民税課税で合計所得金額２００万円未満、

これが４段階で基準額に対して１．２５倍。それから、本人が住民税課税で合計所得金額が２

００万円以上の方が５段階で基準額が１．５倍になるという形です。ですから、基準額中心３

段階を１にしますと、それぞれ半額に最低の部分はなりますし、その分は５段階が１．５倍と、

こういう形になるわけです。米印ですが、市町村の実情に応じ、６段階の設定や基準額に対す

る割合の弾力化を行うことも可能となっているということは、一部でこの部分を６段階でやっ

てるところもあるということです。白老町場合基本的には５段階ですが、自治体の実情によっ
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ては６段階でやってる所もあるということでございます。それから、これについては更に軽減

処置関係は、災害ですとか、そういうものについては、軽減措置があるということでございま

す。 

６ページの方の保険料の納め方でございますが、これは年金から天引きということで、特別

徴収と納付書によって納めていただく普通徴収があるという形になります。年金からの天引き

は、年額１８万円以上の方でないと天引きが出来ないのと、種類が老齢年金になります。例え

ば、障害年金でありますとか、遺族年金については年金からの天引きは出来ません。基本的に

は、そういうことからすると老齢年金が基本になります。それ以外の年金から天引き出来ない

方については普通徴収ということで、納付書によって納めていただくという形になります。そ

の納め忘れに注意ということで書いてありますが、これが介護保険についてのペナルティーの

部分です。１年以上滞納した場合はどうなるかと言いますと、現在給付は本人１割負担であと

９割が国保連通じてお支払いするという形で、サービス受けた場合１割負担になりますが、１

年以上滞納された場合、いったん１０割払っていただいて、窓口申請というかたちで９割戻す

という形になります。更にこの部分が２年続きますと、給付額が本人負担１割から３割の方に

減額になると、こういう形になってございます。それから、４０歳から６４歳までの方の保険

料については、先ほど課長が言いましたとおり、医療保険の方から保険料として一括という形

になります。２号の場合は世帯単位でいきますが、１号者については、６５歳以上については

個々人が納める形になっております。 

次に、介護保険で受けられるサービスということで、７ページと８ページの方に書いてござ

いますが、これは前回お話したのでさらっと行きますが、要支援状態の方については、在宅サ

ービスも施設サービスも受けられる形になりますが、施設サービスに関しては、要介護度が出

なければサービスを受けられない。いわゆる要支援状態だけではサービスを受けられないとい

う形になります。それから、痴呆のグループホームについては、これは在宅のサービスの方に

位置づけられておりますので、一部施設でちょっと預かるから施設サービスかなというふうに

誤解される向きもありますが、基本的には在宅サービスの方に位置づけられてるということで

ご注意をお願いしたいと思います。  

それから、８ページの方にまいりますと、在宅サービスの利用限度額は、それぞれ介護度が

６段階に分かれておりますので、その段階に応じて居宅サービスの利用限度額が決まってると

いうことでございます。それから、施設サービスの形で介護サービスの質の向上ということで、

これから特養に関してはユニットケア、いわゆる個室化が進められていくというふうになって

いくだろうということが書いてございます。  

それから９ページ、１０ページになりますが、サービスを受けるまでの流れでございます。

先ず、介護認定の申請から始まります。利用者が役場の窓口の方に申請をする形になります。

役場の方では申請を受けますと、介護認定という形を行います。介護認定は７９項目からなる

認定調査、これが基本調査という形になりまして、最終的にはコンピューターでかけまして、

これが全国一律共通になってございます。コンピューターによる判定を、そこで行います。そ
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れから、調査の時には７９項目では不十分でございますので、調査員が特記事項という形で７

９項目では調査出来ないものを特記事項というものを書いて、それも一つの資料となります。

それから、主治医の意見書。これは町の方から本人の主治医の意見、かかりつけ医ですけど、

その意見を求めて、その３種類、基本調査のものと、特記事項と主治医意見書の３つを参考に

しながら介護認定審査会によって最終的に審査判定を行うという形になってございます。ここ

で要介護度認定を行って、要介護度を出していくという形になります。要支援１から要支援と

要介護度１から５までについての判定につきましては、原則として申請から３０日以内に本人

に通知する形になります。更にもう一つは非該当という形で本人の所に通知する形になってご

ざいます。  

１０ページの方にまいります。そのあと決まりましたら、居宅介護支援事業者というケアプ

ラン作成事業者というふうになってございますが、これの詳細が１１ページから１２ページに

かけてでございます。認定された方々がサービスを利用する場合に、ケアプランというものを

作成しなければならないという形になります。この作成をする所が居宅介護支援事業者（ケア

プラン作成事業者）という、こういう形になっております。ここで本人の状態でありますとか、

そういうものを抑えまして、本人にどのようなサービスをするのかということを、本人の意向、

あるいは家族の意向を聞きながらサービス計画を作る形になります。それで、両者の合意が得

られて初めてサービスが開始されるということになります。この場合については、最終的に居

宅サービス事業者であります所の介護保険施設ということでの、その計画が行われてサービス

が展開されるという形になります。介護サービス計画については、基本的には作成事業者を通

す形になりますが、自分で直接作ることも出来ます。これは、ただ面倒なのは、自分で作った

場合については、サービス全額いったん立て替えて、そのあとに役場に申請という形になりま

す。ですから、本人に合ったケアプランを作るとなれば、どうしてもケアプランの慣れた所に

作ってもらうのが効果的だということもありますので、その部分については、出来れば居宅支

援事業者、ケアプラン作成事業者を利用する方が適当だろうというふうに思ってます。白老町

の場合は、自分で作ってる方はおりませんで、全部ケアプラン事業者が作成してるという状況

にあります。  

次に、利用者負担の関係で１３ページ、１４ページになりますが、利用者の負担の費用につ

いては、これは原則的には１割になっております。大まかな単価については、パンフレットに

若干書かれております。それから、施設サービスについても大体これ位の費用がかかるという

ことで載せられております。それから、１４ページの方は高額費用の負担や所得の低い方を支

援しますということで、高額介護サービス費と食費の負担ということで出ておりまして、ア、

イ、ウということで出ております。アは老齢福祉年金でありますとか、住民税非課税又は生活

保護受給者の場合については、月々の負担が月額１万５，０００円、１割負担して、なおかつ

１万５，０００円超えた場合にはついては１万５，０００円で、それを超える部分については

高額サービスを支給しますという形になります。イについては、世帯全員非課税の方が２万４，

６００円という形に。それから、それ以外の方が３万７，２００円です。食事も合わせまして、
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それぞれアが３００円、イが５００円、通常の場合ですと７８０円と、こういう形になってご

ざいます。その真ん中の方の下の方に訪問介護の利用者負担の軽減ということで、白老町でも

行ってる状況にあります。現在６％という形になってございます。その下の、介護報酬の加算

によるユニットケアを提供する場合の新型特別養護老人ホームの居宅費負担の軽減ですが、こ

れについては前回の時も若干触れましたけれども、食費の負担が１日３００円の場合について

ということですが、これは居宅の住居費が大体施設によりますけど、４万から５万の間という

ことで、その内の２万円を介護報酬費の方で加算するということですから、これ１日６６単位

を加算していく形になります。それから、イについては１日５００円の食事負担してる人につ

いては１万円の軽減を図ると、こういう形になってございます。これでパンフレットの方は終

わるんですが、きら・老い２１の方で若干補足をさせていただきますと、９ページの方お開き

になっていただきたいんですが。基本的に介護保険事業計画の作成の期限でございますが、こ

れについては第１期と、それから第２期次期計画というふうに真ん中あたりで年数が区切られ

てると思いますが、最初の第１期計画が１２年から５年間でございます。先ほど言いましたと

おり、３年間で見直しということで１５年スタートの第２期計画に入っておりまして、５年間

で作成し、次また３年間で見直しが入って、次期計画が１８年からスタートと、こういう形で

ローリングが組まれてくという形になります。合わせまして介護保険計画と同時に高齢者保健

福祉計画も作る形になります。これは介護保険というのは、基本的には高齢者保健福祉計画の

中に包括されて作る形になっております。ただ、介護保険事業計画が独自色で出すというのは、

保険料を設定するという意味で、この部分が高齢者の保健福祉の方から外れますので、それが

介護保険の高齢者保健福祉計画と違うとこの独自の部分だということで、ご理解をしていただ

ければなというふうに思います。あとは介護のサービスのどういうふうに設定させるのかとか、

確保するのかということは、これは保健福祉計画と同時に作らなければならないと、こういう

形になります。それで、保険料の事業見込みなんですけども、保険料を決定するわけですが、

これが５７ページになります。介護保険の事業費の見込みということで、それまでの前のペー

ジまでに、例えば前回もお話したんですが、ヘルパーは年何回利用するだとか、施設サービス

は何人利用しますよという、こういう形のものが出て来てると、前回お話してきましたけども、

これの積み上げが各年度の事業費の総額という形になります。１５年の今年でありますと、居

宅の総費用額が４億４，５００万円程になりますし、施設の総額でありますと７億３，７００

万円という形で。これが基本的に１９年度まで作る形なんですが、保険料は先ほど言いました

とおり、３年間の設定になります。１５年、１６年、１７年の総額を出して、それで決まる形

になります。１５年から１７年の累計が３４億８，４００万程になると。これを単的に言えば、

先ほど言いました白老町の高齢者人口で割り返すという形になります。そして更に、持分は先

ほど言いました平均１８％ですから、この総額の１８％の額に対して高齢者人数６５歳以上で

割ったものが、基本的には介護保険料という形になります。ただ、先ほど言いました平均とい

うふうに使っておりますが、２番目の保険料の調整交付金見込交付割合というのが出ておりま

す。枠の中に出てきてると思いますが、上から２段目の項目ですが、これが６．１３になって
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おります。基本ベースは国が２０でして、この調整交付が全国で平均しますと５％ということ

で、２５％国の持分というふうになってますが、白老の場合はこの部分の５％が６．１３％分

持つということになりますので、国が２６．１３％分持ってるという形になります。そうしま

すと、国が１．１３％持分が多い形になりますので、この部分については１号被保険者の方か

ら減額されております。ですから、１８％になってるのが、この部分が差し引かれてる部分に

なります。全国平均から見ますと白老町の場合の１号被保険者の持分というのは若干、割合的

には少なくなっているということになっております。これを合わせまして平均化して出してい

く形でございますが、その下の下から２番目。予定保険料の収納率。９８％になってございま

す。これは逆に言いますと、収納率が９８％ですから、高齢者負担からしますと、その部分９

８％の人間で保険料を賄うということになりますので、若干１００で割り返すより高めになり

ます。この部分については、そういう形で見込んでおりまして、平均しますと保険料の基準月

額、やり繰りありますけれども３，２０３円というのが出てくるという形になります。雑ぱく

単純に言うと、保険料の計算はこういう仕組みに成り立っているということで、理解していた

だければなというふうに思っております。 

そんなことで、前回の民生常任委員会の説明資料というのも、ちょっと見ていただきたいん

ですが、５ページになりますが。これが白老町の介護保険料の実態でございまして、平成１４

年度の介護保険料収納率が９７．８９％で、前年１３年度が９７．８２％ですから、ほぼ変わ

っておりません。計画の率が前回の第１期計画が９７．６０でしたので、若干計画より高いと

いう形になります。各階層の５段階になっておりますが、収納率がそれぞれになっております。

ただ５段階１００．３２％になってますが、これは年金から天引きほぼされておりますので、

その分が年度またがって帰すお金が若干出て来ますよという、こういうことでございますので

ご理解をお願いします。  

３番目の保険料基準額の全国・全道の平均というのが出ておりまして、第２期今回の１５年

度からスタートしたものは、白老町３，２０３円で、全国が３，２９３円。全道が３，４３５

円。胆振地区が３，５２４円という形になってございますので、押し並べていくと白老町の介

護保険料は低めに設定されているということでございます。１４年度の保険料月額、これは第

１期の保険料の実績は白老町が２，９９０円で、全国が２，９１１円。全道が３，１５５円。

胆振が３，２４１円ということで、全国は若干高めだったんですが、全道胆振からしますと低

い保険料の設定になっております。  

ちなみに第２期の現在の保険料の最高額が全道では鶴居村が５，９４２円で最低が初山別村

の２，５３４円という形になってございます。第２期計画における各段の階層の割合ですが、

基準となっております第３階層が白老の場合２８．３％になります。１段階、２段階で５割に

なりますので、白老の階層としては低所得階層が多いということが言えると思います。４階層、

５階層でほぼ２０％という形になります。これが白老町の介護保険料の現状でございます。以

上でございます。  

○委員長（近藤 守君） ありがとうございました。ただ今説明ありましたが、この件につい
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ていろいろご質問あろうかと思いますけど、どうぞ。委員の方、お願いいたします。鈴木副委

員長。 

○副委員長（鈴木宏征君）  人数と金額、もしわかれば教えてください。平成１４年度の１号

被保険者の人数の５，３３９人というのは表に載ってたんですが、２号のもし人数わかれば。

４０から６５歳の人数わかれば教えてください。保険料が、調定額が今１億７，８５０万５，

１５０円なんですが、これもし１号、２号とわかれば教えてほしいのですが。  

○委員長（近藤 守君）  山口主幹。  

○健康福祉課主幹（山口和雄君）  先ほど言いましたとおり、２号に関しては白老町で管理し

ておりませんので、基本的には抑えてございません。住基上では４０から６４歳というのは出

てきますけども、正確にはうちの方では資料的には持って来ておりません。それから、調定額

の１億７，８００万円はこれは全て１号被保険者でありまして、２号の方は基本的にはうちの

方で管理しておりませんので、調定はしないという形になります。ちなみに２号につきまして

は、社会保険の支払い基金の方にうちの方から給付総額に対する１級目は３３％ですから、３

３％分は請求すると、こういう形になっております。ちなみに同じように国に対しても道に対

してもその部分については、割合に応じて請求を起こしてるということでございます。 

○副委員長（鈴木宏征君）  １号被保険者の保険料だけで１億７，８００というふうに考える

んですね。わかりました。これはちょっとわかるかどうかなんですが、全く無かったのかもし

れないんだけれども、要するに今、町の負担というのが１２．５％ありますよね。単純に考え

ると１４年度の給付額が１０億６，２百何十万ですね。それの１２．５％というふうに考えて

よろしいんですか。 

○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） そういうことです。 

○副委員長（鈴木宏征君）  それで、介護保険になって、町の負担がこういうふうに出て来た

んですが、介護保険前なんですけども、これは福祉サービスというのか、介護保険でない状況

で福祉の各事業提供してましたけども、こういう中では町の負担というのはどの位だったかと

いうのはわかりますでしょうか。  

○委員長（近藤 守君）  山口主幹。  

○健康福祉課主幹（山口和雄君）  正確的には抑えておりません。ただ、介護保険ご存知のと

おり医療系と福祉系が出てくるわけですね。福祉系は通常の場合、町の持ち出しが４分の１で

ございます。そうすると、２５％の持ち出しですから、これが１２．５％の方に減額になって

るというふうに考えてもらっても結構だと思います。それから、医療の方が確か８．２５が町

村の持ち出し分だと思いますので、逆に言うとこの部分が１２．５％になってるから町の持ち

出しが増えているという形になってございます。大体相殺していくと、どうなっているかとい

うと、これは正確にはそういう意味からして、ちょっと抑えきれていません。１１年度のベー

スでいきますと、当初試算した段階では、若干介護保険の導入で町の持分が減るというふうな

抑えは出来ておりましたが、それが正確に実態上どうなってるかということは抑えてございま
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せん。 

○副委員長（鈴木宏征君）  はい、わかりました。大体１０億の１２．５％で今、計算したら

１億３，０００万円位、町の持ち出しになってるんですね。  

○委員長（近藤 守君）  よろしいですか。谷内委員。 

○委員（谷内 勉君）  要介護認定の件についてなんですが、この時は今言ったコンピュータ

ーによる７９項目があってチェックしますと。そのあと、今言ったケアプラン作成事業者。要

するに、その人が実際に面接をしながらやりますと。それとあと、もう一つは医師の診断。こ

ういうことになった場合に、今言ったケアプラン作成者は資格か何かあって、一般的なある程

度資格を持って、その人らに実際あたるのか、その辺どうなってますでしょうか。  

○委員長（近藤 守君）  山口主幹。  

○健康福祉課主幹（山口和雄君）  調査に関しては、白老町の職員が臨時職含めてやってござ

います。それについては、各研修・講習受けまして道のですね。それで資格が一応調査員とい

うこの認定が出てくる形で、始めて調査することが出来ます。それから、ケアマネージャーに

ついて言えば、町から委託する調査項目。例えば、遠方に居て白老町の職員が実際調査出来ま

せんので委託かけますが、この部分についてはケアマネージャーの資格のある者に委託をかけ

るという形になります。それについては国の一応の資格という形になりますので、それを持っ

てないと調査が出来ない形になります。  

○委員長（近藤 守君）  よろしいですか。 

○委員（谷内 勉君） はい、よろしいです。  

○委員長（近藤 守君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 要介護認定の１１ページと１２ページにわたっての所なんですけども。

要介護認定を受けて、在宅サービス事業者までの流れの中で、先ほど説明してもらったんです

が、ちょっと私説明聞き逃した部分だと思って、もう一度聞かせていただきます。いったん全

額を負担し事後的に９割分が保険から払い戻されますとなってますけども、このいったん全額

を負担するということは、在宅サービスを受けた料金というか、その金額なんでしょうか。 

○委員長（近藤 守君）  山口主幹。  

○健康福祉課主幹（山口和雄君）  これにつきましては、自分で直接ケアプランを作った場合

のみでございます。ですから、白老町では実態がありません。白老町の場合はケアプラン事業

所が本人がケアプラン事業所を選択して、ケアプランを本人の意向とサービス事業者を調整し

ながらケアマネージャーが計画を作るという形になります。この費用の９割が保険者からの給

付額になります。ですから、計画については本人負担額がないんですね。そういうことになり

ます。ですから、調整機関がケアマネージャーというものになっておりますので。ですから、

本人が直接作って役場に計画を提出し、サービスを利用した場合については、いったん本人が

全額立て替えて役場から９割を戻すという、こういうシステムになってますが、基本的には今

の所事例としては無い状況でございますので、システム的にはそういうふうになってると、い

うことでご理解をしていただきたいなと思います。  



１１ 

○委員長（近藤 守君）  何か、ご質問ございませんか。鈴木副委員長。  

○副委員長（鈴木宏征君）  先ほど、収納率なんですが、９８％ですから２％滞納してますけ

れども、その２％の滞納の内訳と言うんですか、第１段階から第５段階までありますが、そう

いうもの出ておりますか。もし、なければあとで資料をいただきたいと思うんですが。 

○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）  各階層の保険料の収納率関係ですが、第１段階が９４．６

３％。それから第２段階。 

○副委員長（鈴木宏征君）  これですね。  

○健康福祉課主幹（山口和雄君）  そうです。それになってます。それから不納欠損状況です

が、全体的に見ますとおよそ３１名になります。１４年度の不納欠損が総額で２２万２，９７

２円。内訳は３１名でございまして、内容ですが、生活困窮理由が２２名。１６万５，０２５

円。それから、死亡６名。３万６，３７５円。それから、転出３名。２万１，５７５円という

内訳になってございます。 

○副委員長（鈴木宏征君）  死亡何人でしたっけ。  

○健康福祉課主幹（山口和雄君） 死亡６人です。  

○委員長（近藤 守君）  鈴木副委員長。  

○副委員長（鈴木宏征君）  やはり、これで見ても第１段階の生活苦の方の滞納がやはり多い

というふうに考えていいのかと思うんですが。先ほど高額費用負担ですか。所得の低い方を支

援しますの中で。この方々の月々の１割負担の上限額を決めて、１万５，０００円ですか。食

事については３００円という負担があるんですが、この部分があってもやはりあれなんですね。

これは給付受ければなんですが、受けてるか受けてないかというよりも、未だこの人達がわか

らない部分なんですが、やはりどうしても生活困窮者の人がじゃ今度払ってないから、もし受

けようとしてもペナルティーがくるというふうなことになってしまうんですが、ここら辺は効

率がこうですから、だからってどうだっていう話じゃないんですが、実態としては、そういう

ことだというふうに抑えてよろしいのかどうか。  

○委員長（近藤 守君）  山口主幹、どうぞ。  

○健康福祉課主幹（山口和雄君） ちなみに１段階の収納率が９４．６％になっておりますが、

１段階の階層は生活保護者と、それから老齢福祉年金者でございます。ちなみに、この９４．

６３％のほぼ全てと解釈しておりますが、生活保護者の滞納だろうというふうに思っておりま

す。ですから、この辺についても胆振支庁の生活保護担当者と協議しながら、当然介護保険料

については生活保護に上乗せされて介護保険料が出ておりますので、納めないこと事態に問題

を生じております。そういうことからしまして、胆振支庁の生活保護担当者と協議しながら、

この辺については限りなく１００％目指して納めていただくような形を、方策を取っていきた

いなというふうに思っております。老齢福祉年金者については、ほぼうちの方で抑えますと１

０人前後になっているのかなということでございますので、あとは生活保護者でございますか

ら、生活保護対策になろうかというふうに思っております。  
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○委員長（近藤 守君）  はい、鈴木副委員長。  

○副委員長（鈴木宏征君）  今のお話ですと、僕は生活保護者に対する介護保険料の支払いに

ついては、直接道の方から入るのではなくて、１回本人に渡って本人から支払うという、そう

いうシステムなってるわけですか。それもまたあれですね。もらってしまって、払わなかった

らそれきりということですね。わかりました。何かそういう方法にはならないものなんですか

ね。直接払う。 

○委員長（近藤 守君）  山口主幹、どうぞ。  

○健康福祉課主幹（山口和雄君）  北海道の姿勢にもよると思うんですが、方的には生活保護

者については、いわゆる福祉事務所で徴収をかけていただける形にはなってるんです。ただ、

道の考え方としては、生活保護者については現金で支給するというのは、法的に基本になって

おりますので、その部分事前的に差し引くということ事態に、生活保護法上の疑義があるから

出来ないんだという、こういう話をしているわけです。ただ、うちの方としても、この状態が

もう収納率の低下につながってるとなれば、それは道の方にもやっぱり要請をしていかなきゃ

ならないなということで、それは会議があるごとに、どうにかならないのかという話はしてお

りますが、一応道の見解としては、そういう見解になっていると、こういう形で今推移してお

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）  勉強会も兼ねてるので、もう１回教えてください。今、第１段階

ですが、次の第２段階というのは、白老としては１番４７％ですから多いんですよね。そうし

ますと、第２段階でみますと世帯全員が住民税の非課税の世帯だということなんですが、ここ

もきっと年金については、これ住民税非課税の場合は所得がいくら以下というのはわかります

か。老齢福祉年金の受給者。かなりやっぱり１段階と２段階の差があるんでしたか。所得。老

齢福祉年金といったら年間どの位もらうんですか。  

○健康福祉課主幹（山口和雄君）  老齢福祉年金については、年間３７、８万程度だろうと思

います。国民年金の５年年金とほぼ同じ額になろうか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）  また何回も申し訳ないんですが、今の収納率で見ますと、第２段

階も９５．４９％なんですが、ここがかなり人数的に多い所なんで、この部分の影響かなりあ

るんですが、ここの滞納者の数といったら、さっきは第１段階で３１名でしたか。第２段階と

いうのは、どの位かわかりますか。  

○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） ２段階の滞納者およそ１１５人から６人程度。 

○副委員長（鈴木宏征君）  金額なんてわかりますか。１１５名の金額。  

○委員長（近藤 守君）  山口主幹、どうぞ。  

○健康福祉課主幹（山口和雄君）  それぞれの階層ごとの調定額を、ちょっと今正確に抑えて

おりませんので、出てきません。  
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○委員長（近藤 守君） 暫時、休憩に入りたいと思います。１０分から再開いたしますので、

よろしくお願いいたします。  

休憩 午前１１時００分  

  

再開 午前１１時１１分  

○委員長（近藤 守君） 会議を再開いたします。質問のある方は、どうぞ。鈴木副委員長、

どうぞ。 

○副委員長（鈴木宏征君）  介護保険料なんですが、一応今回の計画は１９年まですよね。そ

れで、１９年までの計画が全部整備された時点で今の３，２何十円ですか、あれの金額という

のは様子見てみないと判らない部分あるんだけれども、計画の中では増額しないと駄目だとか

何とかいう、そういうところまで計画の中で考えはあるんですか。サービス業もこういうふう

に伸びるとありますよね。伸びるためには、こういう施設も必要だ、人も増えてくるわけです

から、伸びるということは給付額が増えるということですよね。一般的に考えれば。そうしま

すと、給付額の全体の額が出てくると、今の介護保険料の金額では、間に合わないのかという

ことも計算もきっと成されてると思いますが、そこら辺ちょっと教えていただきたいなと。 

○委員長（近藤 守君） 山口主幹、どうぞ。  

○健康福祉課主幹（山口和雄君）  きら・老いの５７ページをお開きになっていただきたいん

ですが、この中で１５年、１６年、１７年、それから１８年、１９年度まで入れておりますが、

保険料というのはあくまでも３年間で決めるという形のなりますので、３年間のベースで作ら

れている形になります。居宅サービス総費用と施設サービスの総費用、この額の出し方という

のは、あくまでもサービスをどの程度使うかということで推計を立てる形になります。例えば、

４９ページ、ちょっと戻っていただきたいんですが、訪問介護の目標量というのが出ていると

思います。これは１５年度から始まって計画が１９年度の５年間ですから、１９年度まで作っ

ております。サービスの推計必要量というのが出されております。サービスの供給量というの

も出されております。今のところ、サービスについては、充分供給も出来るだろうということ

で、供給率は１００％になっている形になってます。これはどういう形で１５年度、１６年度、

１７年度出してるかというと、その下１３年度実績に対する伸び率というのが出ておりますが、

１５年度は３６％、１６年度は４２．２％、１７年度は４７．７％ということです。利用者数

の伸び率と利用希望の伸び率というのが出ております、下の方に。これは実績に対してどれ位

伸びてるかという、棒の引っ張り方が単純に伸び率が３０．９％という、こういう形になって

ます。その下に希望者の伸び率というのが出ております。現在３回使ってるんだけども、４回

使いたいとか。これは全てアンケートに基づいて行われております。実際に１３年１０月段階

で介護サービスを使ってる人全てに対して、アンケートを取っておりまして、これが利用、次

どの程度使いたいかということをアンケート取ってるわけです。これの形が利用希望率４％と

いう形です。伸び率を合わせまして出していってるのが、１３年度実績に対する伸び率という

ことで、合計しますと３６％という形になっております。これを各年度全部出しまして、各サ
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ービスごと、全てこのやり方をやっております。ですから、例えば施設についても同じような

やり方をしておりますが、それに基づいての累計額が５７ページの総費用額になるという形な

わけです。ですから、逆に言うと、この目標量より上回って使われますと、保険については赤

字になります。逆に下回りますと、黒字というかたちの中で、その年度の会計が終わるという

形になります。ですから、あくまでも無いサービスを無造作に使うというとう想定でやってる

のではなくて、あくまでも実績主義に基づいて、どうなのかということを推計してやってると

いう、こういう形です。例えば、施設サービスにつきましては、白老町で老健が今、建てられ

るという形になっておりますが、その部分の見方も織り込んでおりますが、それは最低的に３

０人程度使うだろうということで織り込まれてるということは、前回お話したとおりです。そ

れ以上、３床計画されておりますが、その内白老が３０以上の人数が使うとなれば、これは計

画的から外れますので、赤字になる公算が強いと、こういう形になります。それを繰り返して

３年間の中で見直しをかけまして、また次回見直す時にアンケートを取りながら、実績に基づ

いて同じような作業、手順を組んで推計を作っていくという形になります。推計の上乗せがこ

ういう形で総額になってきて、それを人数等で割り返してくと保険料が出ると、こういう形に

なります。  

○委員長（近藤 守君） はい、鈴木副委員長。 

○副委員長（鈴木宏征君） そうしますと単純に言えば、一応３年間ですから平成１７年まで

は今の保険料で間に合うという考え方の中で、先ず決めたというふうに考えて良いんですか。

それは想定ですから、あくまでも実績があるわけですけども。  

○委員長（近藤 守君） 山口主幹。 

○健康福祉課主幹（山口和雄君） ですから、最終的に３年間でこの計画どおりいけば、プラ

マイ０という、あくまでもその試算でいってるとうことです。ですから、黒字を出そうとか赤

字を出そうとかいうんではなくて、あくまでも０の試算です。  

○委員長（近藤 守君）  はい、鈴木副委員長。  

○副委員長（鈴木宏征君）  未だ決算が出てないんで、平成１４年度の。この間、何かの報告

の中で平成１４年度の保険料と、それから町の分として保険者が払った分ですか。負担として

払った分が何千万か黒字になったという話がちらっと出たと思うんでしたが、そうでしたでし

ょうか。課長から聞いたような。  

○委員長（近藤 守君） 三戸課長、どうぞ。  

○健康福祉課長（三戸功二君） 先般の議会で補正予算出させていただいておりますけども、

１４年度決算に基づいて、いわゆる剰余金とするものが１，５１０万７，７６５円。これから

一部償還金の部分が支出の部分がございまして、それが２８万３，８７８円。これを差し引い

た１，４８２万３，８８７円。これが実質剰余金ということで、積立金に積み立てさせていた

だきますよと、そういう補正を申し上げたとおりです。  

○委員長（近藤 守君） 何かございませんか。はい、谷内委員。 

○委員（谷内 勉君）  １４ページ、これについて。高額費用負担や所得の低い方を支援しま
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すという、このことなんですが、今１段階、２段階とうことでア、イ、ウとありますけども、

これの基準となるものは、要するに申請しなかったらというのは、これ例えば自主申請という

ようなことになるんですか。  

○委員長（近藤 守君） 山口主幹。 

○健康福祉課主幹（山口和雄君）  勿論これは申請主義ですから、本人申請という形になりま

すが、ただ白老の場合、最初に介護保険料発生した、高額サービス費が発生した場合について

は、本人に通知を出しております。初回については。それで、制度的に承知を願って、あとに

ついてはご案内はしておりませんが、逐次やっていただくと、こういう形を取っております。  

○委員（谷内 勉君）  そうすると、そういう申請をしなければ、要するに例えば食事でも、

２段階にあたる人が７８０円払ってると。これ申請しなかったらこのまま行くという、そうい

うような形になるわけですね。 

○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）  食費については、ちょっとまた考え方違いまして、今の高

額介護サービス費の取り扱い方を先ほど言いまして、今回食費につきましては施設入所者です

から、全て施設入所者の利用状況になるわけですね。１日３００円でありますとか、１日５０

０円というのは、これは施設に入所して食事代を払って初めて発生する形になります。この部

分につきましては、事前申請になりますので、施設に入所した人については、うちの方では１

年１年で審査する形になりますので、その部分については事前に施設の方にお願いして、申請

書を取りまとめて出していただく形になります。それから、年度途中で施設の方に入られた方

については、施設さんの方で気を使いながらうちの方に申請する形になってございます。とい

うのは、うちの方で最終的に入所を何時したのかというのは、正式に抑えられない部分もある

もんですから、それで施設さんと協力しながら申請を出していただくと、こういう形になって

おりまして、大体漏れの無い形で今のところは、いっているとは思っております。ただ、年に

数件は漏れる形にはなろうかというふうには思いますが、それもおわかり次第さかのぼりなが

ら処理をしていると、こういう状況でございます。 

○委員長（近藤 守君） はい、谷内委員。 

○委員（谷内 勉君）  申請する年度変わりとか何とか、それは例えば今言った、何月という

か決まってるんですよね。それは何時になりますか。 

○委員長（近藤 守君） 山口主幹。 

○健康福祉課主幹（山口和雄君） ６月になります。 

○委員長（近藤 守君）  よろしいですか。はい、谷内委員。  

○委員（谷内 勉君）  ということは、要するに今言った施設の入所しますよね。そしたら、

そこの証明書が無ければ駄目だということになりますか。 

○委員長（近藤 守君） 山口主幹、どうぞ。  

○健康福祉課主幹（山口和雄君）  申請書出していただく形なんです。その資格があるかどう

かという要件はうちの方で審査をするという、こういう形です。ですから、アというのは老齢
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福祉年金の受給者であったり、世帯全員が住民税の非課税世帯、若しくは生活保護ですので、

それは申請をしていただく形になりまして、うちでこの辺該当していれば、証明書というか証

書を発行する形です。老人受給者証だとか、四角い紙のカード使ったら老人医療使えますよと

いう、こういうのありますよね。あれと同じような形です。ですから、Ｂ６サイズの、この方

については標準負担減額申請書という形にはなるんですけども、言い方にすれば食事代に関し

ては。それの資格者証を出す形なんです。それを病院の方にやれば、この方については１日３

００円ということで本人に３００円の請求が行って、残りの部分については介護保険料の報酬

の方で請求がされると、こういう形ですね。ですから、介護保険の保険者証が１割出すのと同

じで、もう１つ違う食事に対する証明書を出す形になります。それで、病院側は本人に３００

円を請求したり、５００円を請求したり、７８０円を請求したり、残りについては社会保険料

の方で請求を起こすと、こういう形です。 

○委員（谷内 勉君） はい、わかりました。  

○委員長（近藤 守君）  はい、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 先ほどの鈴木副委員長の介護保険の５年計画の中での３年で見直しを

するという、その話についてお話したいですけども、先ほどいろんな説明を受けた中で、１４

年から１７年までの３年間の中で、例えば各目標的には全部１００％という中で、消化してい

く目標で計画立てられると思いますし、また基本料というのはその中では３，２００円という

ものが決められると思いますけども、その１４年からの３年間で例えば、あくまで目標ですか

ら１００％じゃなくて、例えば利用者が多かったり、また少なかったりと、その繰り返しの中

で多分３年間推移していくと思うんです。その中でもっての見直し。その中で結局はプラスマ

イナスの中で、それを考慮して次の３年間たらおかしいですけど、料金を設定してくという形。

そういう考えで理解しておいてよろしいですか。  

○委員長（近藤 守君） 山口主幹、どうぞ。  

○健康福祉課主幹（山口和雄君）  例えば、今回の計画は１５年から１７年の３年間ですけれ

ども、この会計年度の黒字になったり、赤字になった場合どうするかという形だと思うんです。

例えば、この３年間で赤字になった場合については、次の次期計画にその赤字分を上乗せして

保険料で徴収するという形になります。黒字になった場合についてはどうなるかというと、逆

に基金という形で積んで、赤字になった時に補てんする形態にするのか、それとはもう一つ、

保険料を減額して先にやってしまうのかという、２通りのやり方ありますが、白老町の場合は

基金に積んで置いといて、不足の事態で赤字になった時にそれを埋めるという形を今のところ

とってるということです。そうしますと、それをすることによって保険料の急激な値上げであ

りますとか、保険料の下げというのを防いで、なだらかな保険料の上げたり下げたりに活用し

ていきたいというふうに考えて、基金という形の中で整理をさせていただいてると、こういう

実態です。  

○委員長（近藤 守君）  氏家委員、よろしいですか。どうぞ。  

○委員（氏家裕治君）  それともう一つお伺いしておきたいんですけども、生活保護世帯に介
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護保険料というのが、生活保護の支給の時に上乗せして支給されていると。それは、各市町村

というか、そういった部分での対応ではなくて、あくまで道の意思決定なんだというか、そこ

の決定がなければ何も出来ない。となると、道の方でもってしっかりした対応が取ってもらわ

なければ、いくらこっちで議論してもしょうがないという話になりますよね。であれば、議会

の方からまた本当にこういった厳しい情勢の中ですから、議会としても、行政としてもしっか

り訴えていかなきゃいけない。議論してるだけでなくて民生常任委員会として、しっかりそう

いった立場を明確にして、生活保護世帯の一生活収入源として、こういった介護保険料として

支払われてるというのはまずいというか、そういったものをしっかり明確にして、訴えていき

たいなと思うんですけども、その辺について行政としても、やっぱりこれからまたそういった

面に向けて、多分道との折衝もやると思いますけれども、やっぱり議会としてもやっていかな

きゃならないと思うんですよね。それについては、例えば町長初め、しっかりした対応取って

いった場合に、皆さんに関わって来ることですので、そういった部分では本当に良い勉強にな

ったなと、ここで議論して、ここで例えば結論出して、出来るものであれば議論出来るんです

けど、これはあくまで道対応でということになれば、強い意志でもってやっぱり道に対応して

いかなきゃと思いました。今回のこういう勉強会がなければ、私も初めてこういった立場の中

で、こういうこと考えなきゃいけないというか、良い勉強になったと思います。以上です。 

○委員長（近藤 守君）  土屋委員、どうぞ。  

○委員（土屋かづよ君） 白老町における、きら・老い２１の５３ページなんですけれども、

痴呆対応型協同生活介護・特定施設入所者生活介護の目標という形で、平成１５年度は一応９

人という形で出てますね。人数はいいんですけども、例えば今後高齢化社会というのがどんど

んやっぱり加速していくわけなんです。その中において、単身の痴呆を持った方が出ないとも

限りませんよね。そういう時の認定の仕方というか、それは万全なんですか。７０項目その他

に特記でありましたけれども、果たして例えば痴呆というのは２４時間の間のほんの一部の時

間帯の痴呆と全ておってる時間帯の痴呆といろいろ難しい部分あると思うんです。その際の認

定というのは万全な体制で出来るんでしょうか。  

○委員長（近藤 守君）  山口主幹、どうぞ。  

○健康福祉課主幹（山口和雄君）  万全で出来るかと言えば、万全だとしかお答えようがない

です。例えば、介護認定は何で行うかというと、介護の手間というのが一つの基準になるわけ

です。介護の手間というのはどういうことかというと、介護をその人がされているかかどうか

という形なんです。だから、逆に言うと痴呆があっても無くても同じことなんですが、その人

が痴呆の度合いに応じて、どの程度の介護の手間を受ける必要があるかというのが参酌になる

んです。考え方としては。ですから、痴呆でも軽度の人というのは、自分で生活出来る能力の

ある人は、これは反映されません。また、痴呆があってやっぱり介護の手間が必要だよという

ことであれば、この人については当然反映されるという形になります。痴呆が重度になれば、

どういう所に反映されてくるかというと、当然失禁、尿が自分で世話出来なくて、失禁状態で

すよとか、そういう身体的な部分に出て来るわけです。重度になればなるほど。これについて
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は、介護の手間が出て来ますので、この分については当然反映されます。７９項目の中にも入

っております。ご心配の所は軽度なんだけども、その部分が介護の手間にかからないのはどう

なのかというと、これは判定からは介護の手間から考えるとなりませんので、そういう程度の

方の痴呆については反映されないという形になろうかという。ですから、ケースバイケースで、

痴呆の状態がどの程度で介護にどの程度その痴呆が影響を与えるかによってのものになります

ので、その部分については介護認定の中での項目としては、当然のことながら反映されている

というふうに言うこと出来ます。ですから、万全かと言われれば、万全だというふうにしかお

答えようがないということです。  

○委員長（近藤 守君）  土屋委員、どうぞ。  

○委員（土屋かづよ君） 仮に単身者の場合のみとする場合、じゃあその介護認定を申請する

ことが出来ないという状況に陥った場合、そういう場合はどういう機関で判定をする基準とい

うんでしょうか。案外自分で判断出来ない部分ありますよね。出来なくなるということが想定

されますよね。そういう時には、どういう形で対策を取られるのかということなんです。  

○委員長（近藤 守君）  山口主幹、どうぞ。  

○健康福祉課主幹（山口和雄君）  痴呆が進んで申請出来ない人の対応をどうするのかという

と、介護保険前の段階の話ですから、それは介護保険と違った形での対応考えざるを得ないと

思うんです。これは、介護保険はあくまでも申請が起こって来てどうなるかというのが、介護

保険の状況ですので、その部分です。ですから、前の手続きをどうするかというとなると、そ

れはまた違う時点でのお話になると思いますが。ですから、その辺の申請が出来るか出来ない

かというのは、あくまでも地域の人の力も借りないと、この人は本当に介護保険のサービスを

受けた方がいいのかどうなのか、普段から地域の人が見てて、やっぱりそれは地域の中で必要

だよということで、行政に相談していただく形になるんではないかと思います。ですから、行

政でなくても、その介護保険のサービス事業者でありますとか、それから在宅介護支援センタ

ーというのがリハビリに置いてありますし、いきいき４６の方にもありますので、その入り口

でどうしてくのかという論議になると思いますので、その辺は相談からスタートと、こういう

話になると思います。それであとは認定でどうするかということになると本人が訴えられるか

訴えられないかというのは、当然本人に聞きながらやりますけれども、身内で見てれば当然身

内の意見も聞きます。それから、あくまでもその状況を補足する必要があるよということであ

れば、必要に応じては部外者にも聞くという形にはなろうかというふうに思います。  

○委員（土屋かづよ君）  はい、わかりました。ありがとうございます。  

○委員長（近藤 守君） あと、どなたか。はい、中出委員、どうぞ。 

○委員（中出 正君）  介護保険料の状況という中で、最高額鶴居村の５，９４０円と最低の

初山別村。これ、内容がどういうふうにして、倍も負担するような仕組みになってるのか。 

○委員長（近藤 守君）  山口主幹、どうぞ。  

○健康福祉課主幹（山口和雄君）  詳細はわかりませんが、考えられることはサービスの内容

が、提供が違うんだろうというふうに思います。鶴居村の方は、よく去年あたり最高になりま
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して、赤字になりますということで、話題になりましてですね。報道にも出ておりますから、

大体わかるんですけども、施設利用者が多いというのが一つの問題点として出て来ております。

初山別の方は内の方で実態は抑えておりませんが、単的に言うと施設利用者が少ないのではな

いのかなというふうに言うことが出来ます。ですから、その自治体の中に入ってみないと、ち

ょっと保険料がそういうことで、総体の利用量で決まってきますんで、そこは中に入り込まな

いと詳細についてはわからないと、こういうことです。  

○委員長（近藤 守君）  よろしいですか。初山別村の人達は元気なんですかね。 

○委員（氏家裕治君）  常にそういった働き手が、大なり小なり働き手がしっかり出てる。大

した収入源にはなってないのかもしれませんけども、そういった遊ぶような施設もありません

し、あまり無いですし、そういった老人の方と言ったら語幣あるかもしれませんけれども、お

年よりの方々が、常に動く場所があるというのが一つの健康管理になってるんじゃないかなと。

そう思います。 

○委員長（近藤 守君） はい、わかりました。委員の皆さん、よろしいですか。鈴木副委員

長どうぞ。  

○副委員長（鈴木宏征君） 本人が申請されてから、一応サービスや何か受けるのも、この表

を見ますと、利用者が窓口に申請して、申請してからいろんな調査があって、要介護認定にな

るんですが、大体これ見ますと、原則としては３０日以内に認定結果を通知をされるというふ

うにされてるんですが、よく入院患者さんで、何日に退院しなさいと。そういうことで、なか

なかこのとおりやってたら介護は受けられないというような部分もよく話は聞くんですが、そ

こら辺で認定取ってる方は良いんでしょうけれども、新たに認定受けてという場合だと思うん

ですけども。そういう場合は、暫定的な介護の提供というようなやり方というんですか。あく

までも認定審査を受けないと、どの位か要介護は出て来ないんで、だけども退院したらこの方

にはそういうサービスがどう見ても、調査したら必要だということがあった場合の、何かそう

いう措置というのがあるのかどうか、ちょっとお聞きしたい。  

○委員長（近藤 守君）  山口主幹、どうぞ。  

○健康福祉課主幹（山口和雄君） 介護保険は申請日その日から使えます。制度的に。ただし、

要介護度が審査判定しますけども、介護度が出ない場合、いわゆる非該当なり、自立になった

場合は、その部分の受けたサービスは全額負担と。それを承知していただければ、その日から

使えると、こういうことです。 

○委員長（近藤 守君） 私の方から一つなんですけど、今生田さんで老健施設を申請中で、

その部分に含まれる何名かの方は介護保険料の中に入ってると聞いたんですけども。もう一つ、

藤田クリニックでも、有料老人ホームの計画があるんですけども、これはもし完成して、介護

保険がやはりある程度使われると思うんですけども、その場合には保険料には跳ね返りとか何

とかというのは影響あるんですか。はい、山口主幹。 

○健康福祉課主幹（山口和雄君）  保険料の跳ね返りは、おおいに影響あると思います。とい

うのは何故かと言いますと、有料老人ホームの位置づけというのは、基本的に介護保険の指定
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を取る形になると思います。施設自身で。それが、パンフレットでいう７ページになりますが、

在宅サービスの中のその他で、有料老人ホームでの介護というのがあります。これは特定施設

で指定を取れば、全てこれは白老町の保険者というふうになることが推定されますので。と言

いますのは、施設でありますと白老町から他の施設へ行けば、出身者ということでうちの方で

保険料をみる形になるわけです。逆に言うとよそから白老町の施設に入って来た場合はよその

町の人が全部みます。こういう形になります。この在宅というのは、住民票を動かせば、そこ

の保険者が介護保険の給付をみるとう形になりますから、例えば、有料老人ホームを建てまし

て、白老町以外の方が５０床建てて、白老町の３名で、後が４７名他から入って来たとすれば、

新たに４７名分の負担を白老町としてはみていかなければならないと。こういう形ですから、

そうしますとかなりの影響は出るというふうに思います。 

○委員長（近藤 守君） わかりました。あと、どなたかご意見ございませんか。はい、どう

ぞ。鈴木副委員長。 

○副委員長（鈴木宏征君）  どんぐりの家に行った時に、今痴呆のグループホームを１ユニッ

ト９人ですか、やってるという話を聞いたんですが、あれはここの計画の中にある痴呆の９名

でありますよね。あれというふうに考えて、先ほどの中のああいう痴呆のグループホームは、

在宅サービス。ここにも書いてある在宅サービスなんだというお話してたんですが、そういう

ふうに考えてよろしいんでしょうか。 

○委員長（近藤 守君）  山口主幹、どうぞ。  

○健康福祉課主幹（山口和雄君） 構いません。そういう形です。ちなみにきら・老いの５３

ページになりますが。（１０）で痴呆対応型共同型生活介護。これがグループホームで、どんぐ

りでやろうというのがこれです。それから、特定施設入所者生活介護というのは、有料老人ホ

ームでありますとか、ケアハウスで指定を取れば、これのサービスが提供出来るという形にな

ります。ちなみに白老町での計画での見込みというのは、グループホームについては９人。そ

れから特定施設については３人を見込んでるという形になりますので、これ以上人数が多くな

ると、計画上狂いを生じますので、影響を受けるということになります。  

○委員長（近藤 守君）  鈴木副委員長。  

○副委員長（鈴木宏征君） あそこに行ったらもう１ユニット考えてると、１８人というんで

すか。やってみてという話をしてました。そうすると、もう一つ作っちゃうと、この計画から

ははみ出た数字になっちゃうという、そういうふうに考えて。はい、わかりました。  

○委員長（近藤 守君） 他に質問ございませんか。なければ午前中の所管事務調査を終了し

たいと思いますが、よろしいでございますか。では、執行部のみなさん、どうもありがとうご

ざいました。  

休憩 午前１１時４７分  

  

再開 午後 １時００分  

○委員長（近藤 守君） 休憩前に引き続き、委員会を再開します。午後は去る１１、１２日
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に各施設を訪問し、研修をしてきました。そのことを含めまして、今日の介護保険制度に関す

る説明の内容等々を委員会報告としてまとめますので、皆さんのご意見をちょうだいしてまと

めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。どのような形で進めたらよろしいでしょ

うか。 

○事務局長（山崎宏一君）  まとめ方なんですけども、それぞれ各委員会では違う部分もある

んですけども、基本的には正副委員長で最終的にまとめていただくと。このまとめの時間は、

特に今までの日程の中で所管事務としてやってきたことで、特に正副委員長の方で報告書を作

りますが、そこに特にこういうものに触れていただきたい、こういうものを表現していただき

たいということがあれば、ここで特記事項を申していただて、それを踏まえて正副委員長の方

で作成するというのが、大体他の委員会もそういうやり方でやっております。ですから、ここ

で特に今までの日程の中でというか、項目の中でこのことだけは報告すべきだとか、触れてお

きたいというのがあれば出していただいて、それをどう表現するかは別にしまして、それを踏

まえて報告書を作るということになろうかと思います。以上です。  

○副委員長（鈴木宏征君） まとめ方としては今勉強したというのか、現場から聞いた現状と、

それとこれからの計画ですか。それと課題とか、そういうもの聞きましたよね。そういうもの

を、現状はこうですよと。今後については、こういうことについて考えながら進めてほしいと

か、滞納部分ありましたけども、ああいう滞納の整理についても、こういう方向でやっていた

だきたいとかって、そういう書き方になっていくわけなんですか。  

○事務局長（山崎宏一君）  今回の日程見ますと、施設も伺ってますよね。ですから、そうい

う施設の状況、現状。それと、施設での課題もあるかもしれません。私実際行ってませんので

わかりませんが、施設での課題を持っている部分があるのかもしれません。そういうことで、

今回ケアハウス暖炉ですか、リハビリ、特養、デイサービス等ということになっております。

それと介護保険に関わる部分がありますので。そういう施設なんかの概要と言いましょうか、

現状と言うんでしょうか、そういうものを含めて施設の課題なんかも特にあれば、そういうも

のを触れてもよろしいんじゃないかなと。あと、今おっしゃったように、介護保険の制度的な

ものですけれども、現状と、さっきいろんな３年間見直しするとか、５年計画でとか、いろい

ろ話出てましたけども、そういう部分で特に触れておいた方が良い部分があったら、その辺に

なろうかなと思いますけども。 

○委員長（近藤 守君） それで、以前討論的にいろいろ意見を出し合う段階で、記録を取ら

ないで自由にトークで出して、それをまとめて、また再開するという方が良いような気がする

んですよ。以前も前やった記憶があるもんですから。そういう形でいったん休憩します。そし

て自由に出して、ある程度まとまったら始めるという形にしたいなと思いますけど。  

休憩 午後 １時０６分  

  

再開 午後 １時５７分 

○委員長（近藤 守君） 休憩前に引き続き、委員会を再開します。今、皆様からいろいろご
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意見が出まして、それを踏まえて所管事務調査をまとめたいなと、報告書をまとめたいなと思

います。そこで、最後になりますけども、何かその他に皆さんから、こういうことをというこ

とがありましたら。じゃ、よろしいですか。以上をもちまして民生常任委員会を閉じたいと思

います。今日はどうもご苦労さまでした。 

（閉会 午後 １時５８分）  

 


