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平成１７年 民生常任委員会会議録 

平成１７年１０月２８日（金曜日） 

   開 会  午前 ９時５８分 

   閉 会  午後 ２時３２分 

 

○議事日程  

 所管事務調査 

  介護保険について 

 

○会議に付した事件  

所管事務調査 

  介護保険について 

 

○出席議員（６名）  

  委員長 鈴 木 宏 征 君   副委員長 土 屋 かづよ 君 

近 藤   守 君        氏 家 裕 治 君 

      谷 内   勉 君        根 本 道 明 君  

 

○欠席議員（０名）  

 

○職務のため出席した事務局職員 

      事 務 局 主 幹       中 村 英 二 君 

      嘱 託 職 員       松 本 美 紀 君 

 

○説明のため出席した者の職氏名 

      健 康 福 祉 課 参 事       武 岡 富士男 君 

      主       幹       内 潟 康 子 君 

      主       査       長 沢 敏 博 君 
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◎開会の宣告 

〇委員長（鈴木宏征君） ちょっと早いのですけれども、ただ今より民生常任委員会を開催い

たします。 

本委員会について、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〕 

〇委員長（鈴木宏征服君） 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、委員長において傍聴を許可いたします。 

 

◎所管事務調査 

〇委員長（鈴木宏征服君） 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） 本日の委員会につきましては、所管事務調査といたしまして、

介護保険についてを予定しております。以上です。 

○委員長(鈴木宏征君) 以前にお配りいたしました、常任委員会所管事務調査という、この、

皆さんお持ちになっていると思いますので、これに基づいて事務局の方から説明をしていただ

きたいと思います。 

まず、前回のですね、全員協議会の中で事務局の方から議員の方に、今年の１０月からと、

来年の４月の動向についてですね、説明があったと思いますけれども、そのことをですね、も

う少し掘り下げて、まず調査をしてみたいと思いますので、そちらの方から事務局の方に説明

を願いたいと思います。よろしくお願いします。 

はい、武岡参事。 

○健康福祉課参事（武岡富士男君） 今委員長の方からありました件についてでございますが、

先般全員協議会で介護保険改正のあらまし、これをご説明させていただいてございます。 

 そういう中で、今日はですね、六つほど簡略にですね、説明をさせていただきたいと。それ

で、もし分からない点があれば、ご質疑等を承りたいと思ってございます。 

 それで、まず資料１というのをお出しいただきたいと思いますが。資料１ですね。 

 それで、まず１番目の上につきましてはこれ、取りまとめたものでございますので、こうい

う形になるのでございますので、もう一つ六つの事業をですね、もう一度簡略に説明をいたし

ます。 

 まず、１ページをお開き願いたいと思いますが、地域支援事業の創設についてという所であ

ります。１番でございます。 

 これにつきましては、新たにですね、市町村が実施する地域支援事業を創設するということ

でございます。 

 一つには、介護予防事業。これは従前の老人保健法の中で定義されたものが、介護保険事業

の方の中でやるということになります。それで、転倒予防教育、栄養改善、口腔ケア、認知症
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予防などでございます。 

 それと、上記の結果を踏まえて、要支援・要介護になるおそれの高い者等を対象とする介護

予防サービスの提供と。これは、新たにですね、すべてがやるというわけではございません。

すでに今まで、やってございますので、その部分が介護予防の事業の中で取り入れられていく

ということでございますので、今のところですね、１８年度の４月１日から新たなメニューを

もってですね、費用をかけてやるというようなことは、今のところですね、既存の事業を少し

レペルアップしていきたいなというふうに考えてございます。 

 なぜかと言いますと、非常にですね、先行き２、３年で介護保険事業が取り巻く環境が変わ

ってきてございます。それで、スタートの時点から極端な事業費がかかるような事業を展開し

ますとですね、非常に保険料に跳ね返ってくるということも考えてございますので、取り合え

ずはですね、よその自治体も見ながら、本当に効果ある事業を進めるためには、取り合えずは

１年目は今までやった事業を継続していくというような考えでございます。 

 次に、②の包括的支援事業。これは介護予防マネジメント、総合相談、支援事業、地域ケア

支援事業となってございます。これもですね、今まではうちは在介という在宅介護センターを

設置してございます。これは基幹型でございます。それが、法律上は残るのですが、この在宅

介護支援センターをうちの方は、取り合えずはお休みしまして、地域包括支援センターを立ち

上げるというような考えでございます。 

 それで、今現在地域型の在宅介護センターが２箇所。これはリハビリセンターさん、どんぐ

りの家、ＮＰＯでございますが。ここに設置してございます。 

 これにつきましては、うちの方では町内２７ｋｍの町でございますから、地区割を持たせま

して３圏域に分けてございますので、それでずっときていますので、それをやはり続けていか

なきゃならんということで、地域型は二つは残す考えでございます。 

 それから次に、地域包括センターの創設ということで、次のページの２ページでございます。

地域包括センターの創設でございます。 

 次のページ、裏のページでございますが、これは全員協議会でもお話が出ましたけど、国の

方では２万から３万の一つの人口を目安に設置をしなさいということでございます。この、２

万から３万で、じゃ５千人だとか６千人の町はしなくていいのかということではございません。 

 目安は２万から３万で１箇所ということで、５千人の町につきましては、やはり設置はしな

きゃならないのです。それは、広域的にやるか、その人口の少ない町で単独に行なうかという

ことはこれ、市町村の判断でございます。 

 従いまして、条件がそれによって多少変わってきます。後ほど説明させていただきます。 

 それで、うちの方は１８年４月１日に包括センターを立ち上げる予定でございます。 

 それで、どのような事業をするかということでございますが、ここに三つほど書いてござい

ます。 

 介護予防事業のマネジメント。それから一つは、被保険者の実態把握と総合的な相談・支援。
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それから、多職種協働による包括的・継続的なマネジメントの支援ということでございます。 

 これも、在宅介護支援センターでやっていた事業がほとんど網羅されてございます。新たに

加わるものは、先般の議会でも出ましたが、権利擁護事業。それから虐待。青年後見人制度。

これらの事業もですね、すべてこの中で、包括センターの中で網羅していくという形になって

ございます。 

 それから次に、設置に当たっての職員体制でございますが、ここに３職種書いてございます。

保健師または経験のある看護師。これ１名、義務付けられてございます。それから主任ケアマ

ネージャー。これ、仮称でございますが、これにつきましては、今、今年度中に札幌で開催さ

れます講習会がございます。それにケアマネの資格を持っている方が受講すれば、この資格が

与えられることになってございます。２月に札幌で開催されますので、うちの方はできるだけ

ケアマネの資格を持っている職員については受講させる予定でございます。 

 それから社会福祉士。これにつきましては、現在在宅介護支援センターには社会福祉士はご

ざいません。１名も配置されてございません。そして、白老町の職員の中でも、本当に数名し

か資格を持ってございません。 

 それで、この前も理事者会議の中では、必要であるということで、配置の要望は私どもはし

てございます。 

 それで、２年間の猶予が実はあるのです。これ、全国にこういうものを設置しなきゃ、この

職種を設置しなきゃだめですから、絶対数足りないのですね。それで、国の方では２年間は猶

予期間がございます。その中で配置を考えてくださいということになってございます。 

 それで、先ほど言いましたように、２万から３万以下の市町村については、この職員体制に

ついてですね、３職種揃わなくてもですね、よろしいということになってございます。ですか

ら、例えば保健師と主任ケアマネージャーだけでもいいということで、２万以上の人口につい

てはこの３職種揃わなきゃだめだというふうになってございます。 

 それから次に、地域密着型サービスの創設についてでございますが、２ページ、３ページに

跨ぎますが、この地域密着型サービスの創設ということは、身近な市町村で提供されることが

適当なサービスの類型として地域密着型サービスを創設しますよということでございます。 

 そのサービスの内容でございますが、これはその下に黒丸で書いてございますが、認知症高

齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護など、この都道府県から市町村に認可の変更が、

変更されます。 

 この変更はですね、当然申請の受理、そして許可。これが市町村になります。今までは都道

府県でございました。これが市町村に指定が変更になることによって、白老町が監査をし、そ

れから、もし不正があれば処分まで、この一連の中でやっていかなきゃならないということで、

これはすべての指導監督権限がすべて市町村にくるということになってございます。 

 そして、②に書いてありますが、当該市町村の被保険者のみがサービス利用可能ということ

で、白老町の方々が利用できるということでございます。 
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 それから次に、④でございますが、地域の実情に応じて弾力な基準・報酬設定ができるとな

ってございます。ですけど、これにつきましてはですね、非常に財政的には苦しいのですが、

もととも介護保険の報酬単価が決まってございますので、あまりにこれの部分だけをですね、

高く設定するのはできないのではなかろうかと。 

 それで、従いまして今の介護保険の基準に合わせた中での単価設定はしていかなきゃだめだ

というように考えてございます。 

 次に、次の裏のページ、見ていただきますが、それじゃどんなサービスの種類になるのかと

いうことでございます。ここに六つほど書いてございますが、①の小規模多機能型居宅介護。

これにつきましてはですね、通いの日中のケアだとか、泊まりの夜間ケア。それから訪問ケア

との３機能をですね、組み合わせたサービスを提供しなさいということになってございます。 

 二つ目には、認知症高齢者グループホームということでございます。それから、認知症高齢

者の専用のデイサービスでごさいます。それから４番目には夜間対応型訪問介護でごさいます。 

それから五つ目としまして、小規模、これは定員３０人未満の介護老人福祉施設。これは特

養でございます。これは３０人未満の介護老人福祉施設でございます。 

 それから、同じく定員３０人未満の介護専用型特定施設でございます。 

 ちなみに、５番、６番につきましてはですね、市町村の介護保険計画に基づきますので、こ

の実際老人福祉施設等がですね、不足しているということであればですね、私どもが認可権限

でございますから、当然この一つひとつできることによってですね、介護給費がかなり上がり

ます。 

ですから、これにつきましては慎重にですね、やはり認可の権限を持ってございますので、

今までも特養を作る場合でしたら、胆振管内の人口割をもって定員割を決めてございますので、

その中で管内としてどうなのだということが問われますので、うちも白老町としてどうなのだ

という見方でですね、申請等を受理していかなきゃ、認可等をしていなければ、非常に後々で

すね、厳しいことになりますので、その辺は慎重にやらざるを得ないというように考えてござ

います。 

 次に４番目になりますが、新予防給付の創設についてということで、４ページをお開きくだ

さい。 

 これはですね、自立支援をより徹底する観点からですね、軽度者に対する保険給付について、

現行の予防給付の対象の範囲を、またサービス内容、マネジメント体制をですね、新たな予防

給付へと編成を行なうということでございます。 

 これが、先ほど申し上げましたとおりですね、大まかにご説明いたしますと、その下の方の

一番下の図を見ていただきますけど、現在うちの方では括弧書きの数字でございますが、要支

援者１の者が２２５名。それからずっといきまして、要介護５が９２名で、合計９２７名の介

護認定者がございます。 

 それで、今回国の方では、括弧して新予防給付と書いてございますが、今までの要支援は要
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支援１そのまま２２５人、そのままでございます。それから、要支援２って次にございますが、

数字は入ってございません。その下に要介護１って３３９人ってなってございます。この中か

ら、国の方では判定、その他いろいろな基準を見直しまして、この方々の７割から８割は要支

援２に移行という方針でございます。 

 それで、ちなみに先ほどもお話がありましたが、手前どもの方で今の介護度１、３３９名の

方々の新予防給付になるべき方々をですね、チェックいたしましたら、白老町でも約７割ぐら

いの方２３７名が、新予防給付要支援２に移行されるというふうに見込んでございます。 

 そうしますと、今までの要支援１の方が２２５人。それから、要支援２の方が２３７人。計

４６２名が新予防給付の対象者となるようになってございます。 

 従いまして、要介護１は３３９人でございますから、その７割が抜けますので、残るのは１

０２名程度というふうになってございます。それから、要介護２から要介護５までは記載のと

おりでございます。 

 それでもう一つ、この要支援１と要支援２の４６２名方々のケアプランですね。サービスを

提供するためのケアプラン。これは、うちの方で在宅介護センターの中で、ケアプランをうち

の方でも事業所で許可をとっていますから、今１１名か１２名ぐらいは、実際は要支援から介

護度５までの方々のプランは作ってございますが、もう９９％が白老町の事業所でケアプラン

を作っていただいてございます。 

 国の方は、これは今回できる、市町村が設置する地域包括センターで全部プランを作りなさ

いと。この意味合いにつきましては、適正なサービス体系を維持するために、市町村が設置す

る包括センターでプランを作成しなさいということになってございます。 

 ただし、委託も可能ということでございますので、私どもの方は、ケアマネージャーさんを

７人も１０人も新たに白老町で抱えてですね、やるわけではございませんので、これはすべて、

うちは現事業所に委託をかけていく考えでございます。そういうふうに考えてございます。 

 国の方では要するに、自立支援を徹底する観点から適正なケアプランをやって、状態を維持

させてほしいという流れからこういうことになってございます。 

 次に、５番目に入りますけど、施設給付の見直しでございます。５ページになると思います

が。 

 これはもうすでにですね、平成１７年１０月から施行されてございます。すでにもう、今年

の今月の月初めからこういう形になってございます。 

 それで、これも俗に言います介護保険施設など、３施設ですか。特養に老健、療養型と。そ

れにおける居住費、食費を保険の対象外とするということでございます。 

 それで、給付範囲の見直しでございますが、特養、老健、療養型の介護保険３施設。ショー

トステイも含みますが、居住費及び食費、それと通所系サービス、デイサービスとデイケアに

おける食費は、保険給付の対象外とするということでございます。 

 ただし、低所得者については負担上限を設け、介護保険から給付を行なう等の配慮を行ない
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ますよというようになってございます。 

 デイサービス、それからデイケアにつきましては、今まで食事の提供加算、昼食を出します

ので、提供加算として３９０円介護報酬からお支払いをしてございました。それをですね、今

後はなくなると。１０月からなくなってございます。 

 従いまして、介護給付費は３９０円、実はうちの方で支払わなくてもいいようになってござ

います。 

 それでちょっと、ちなみにその分の減額がどのぐらいになるかと申し上げますと、実際はこ

れちょっと６月の実績でございますけど、人数はそんなに変わりません。今までデイサービス

とデイケアに通所で通っている方が約２１３名ございます。平均。 

その方々が３９０円で、だいたい月ですね、７．６回ぐらい平均しますとデイサービス、デ

イケアに通っているわけでございます。月平均したら７．６回ぐらい。それに単純計算しまし

て３９０円減りますから、１月当たり６３１千円介護報酬が減額となります。 

 それで、１７年度予算でいきますとどうなるかと言いますと、１０月から２月まででござい

ます。３月は翌年度調べでございますので、５カ月間でデイサービス、デイケアの食事加算が

なくなることで、介護給付費が３，１５０千円ほど減額になります。給付費が減額になります。

そういうことになります。 

 それで、後ほどこの特養だとか老健だとか療養型の、この減額は後ほどちょっとご説明させ

ていただきます。 

 これにつきましては、居住費については要するに多床室だろうがユニット型、これも利用者

負担をいただこうということの改正でございます。 

 それから、食費につきましては、材料費。現行も対象外なのですが、それにプラス調理コス

ト。これも対象外にするということになってございます。 

 そういうことで、今まで加算していたデイサービスでは３９０円を減額するということにな

ってございます。 

 それで、次に利用者の負担の水準ということでございますが、低所得者については所得に応

じた負担限度額を定め、減額分については介護保険から補足的給付を行なうということになっ

てございます。それが特定入所者介護サービスの創設でございます。 

 これにつきましては、すでに私どもの方では９月２０日。先月の９月２０日提出期限で、施

設に入っている方全件に申請をしていただいてございます。 

 それで次のページ、６ページ、ちょっとお開きになっていただきたいと思いますが、これ全

員協議会でもご説明させていただいてございますが、ここに今表を付けてございます。 

 第１段階の方は現行の負担では、特別養護老人ホームに入った場合には、月々２.５万円のご

本人負担がございました。これには今後、１０月１日のもう改正になってございますが、据え

置きでほとんど変わりません。 

 それから次の第２段階。それから第３段階とございますが、これが実は、今まで一つだった
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のです。そして、第３段階が新しく市町村の非課税世帯の関係で分けられたものが第３段階で

ございます。 

 そして、第２段階は市町村民税が非課税で、年金収入と所得の合計が８０万円以下の方々が

第２段階でございます。第３段階が市町村民税非課税世帯で、年金収入８０万円を超え、２６

６万円未満の方々の、こういうことで、これが今まで１本でございますが、これが年金額だと

かなんかでわけられました。二つの区分にされております。 

 それで、第２段階については、８０万円以下の方々につきましては、実際には負担は３千円

程度引下げでございます。４万から３．７万円ということで、３千円ほど引下げになってござ

います。 

 次に、新第３段階でございますが、これにつきましては今４万円の負担が５．５万円ですか

ら、負担増は１．５万円になるわけでございます。この方々もすべてが１．５万円上がるわけ

ではございません。先ほど申しましたように、補足的給付がございますので、暫定的にこの方々

については現行と同じぐらいになるのかなというふうに考えてございます。 

 それで、その以外はすべて第４段階ということで、基準費用額になります。ですから、食費

については第１段階が１日３００円、月にして１万円。第２段階も３９０円、第３段階も６１

０円。そして基準費用が１，３８０円と。 

 ですから、第４段階の方については、４．２万円はお支払いをいただくという形になってご

ざいます。 

 それから居住費でございます。これにつきましても同じように、多床室で説明させていただ

きますが、第１段階の方はかかりません。第２段階の方は３２０円で月額１万円。第３段階が

３２０円で月額１万円。それから基準費用が第４段階の方はすべて３２０円の１万円を最低ご

負担いただくということでございます。 

 それで、そういうことでですね、もうすでに、ちょっとお待ちください。 

 それじゃすみません。お配りしました、申し訳ございません。参考資料というのが１枚のも

のがございます。ここにですね、どのぐらい給付費が減るかということを算出してございます

ので、ちょっとお手元の資料。１枚ものでございます。一番最後のページでなってございます。

よろしいでしょうか。 

 それで、上は実際にうちの方で９月の２０日に調査して、すべて申請をしてもらった数でご

ざいます。 

 それで、ちょっと説明しますが、いろいろな計算方法がございますが、(１)２１７名の方、

すいません、第１段階、第２段階、第３段階、第４段階ってございます。これは、今白老町で

住民が介護保険適用になりまして、２１７の方が施設入所なさってございます。 

 その内訳が、第１段階が４０名、で第４段階が３９名と。このような形になってございます。  

 それで、その一番下の(１)１ケ月当たりの減額給付費見込みでございます。２１７名が入所

してございますので、これは第２段階を例にとってやってございますが、１人当たりの減額給
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付費が月２７，０００円で２１７名になります。それで１ケ月５，８５９，０００円の介護給

付が減額になります。 

 そして、白老町の介護給付は出さなくてよろしいわけですね。５，８５９，０００円がだい

たいなります。 

 それから、１人当たりの減額食費です。先ほど言いました、施設の食費です、これは。デイ

サービスとデイケアを除いた施設で２１７名で、２，７９９，３００円１ケ月減額になります。 

 それで、そのトータルが８，６５８，３００円。１ケ月当たり。 

 それと、次に(２)でございます。実は、ご承知だと思いますが、ご本人負担の上限にありま

した、高額介護サービス費支給というのがございます。 

 それで、第２段階該当者のみでございますが、改正前の上限額が、月額ご本人が負担するの

が２４，６００円でございましたが、改正後は１５，０００円、９，６００円の上限が下がっ

てございます。 

 そういうことで、増減見込み額を出しますと、９，６００円この方々は高額医療費が多く支

払いますので、１０６名の方が該当します。それで、１，０１７，６００円。これが、保険者

としては多く支払われる部分でございます。法改正によって多く支払わなきゃならない部分で

ございます。 

 そういうことで、先ほど言いました、施設に支払う介護報酬が月額８，６５８，３００円。

これが給付費から払わなくてもよろしいでございます。それで、先ほど言いました、高額介護

サービスの支給額が１，０１７，６００円ですから、それを差し引きますと７，６４０，７０

０円が介護保険報酬は減額になるわけでございます。 

 それで、５ケ月間でございますから、１０月からもうスタートしますので、２月まで。平成

１７年度予算では、３８，２０３，５００円。これが、介護保険報酬が減額になるわけでござ

います。 

 従いまして、３８，０００千円ですから、５ケ月間で。年度途中ですから。これが５ケ月で

３８，０００千円ですから、１年で直しますと約７、８０，０００千円ぐらい減額になります

ので、施設にとっては非常に厳しい運営になるのかなということでなってございます。 

 そういうことで、施設については法改正で、手前どもの保険者としては改正によって１ケ月

当たり７，６４０千円が支払わなくてもいいという形になってございます。 

 当然このことは町の繰出し金等もですね、これは少なくなりますし、介護保険を担当してい

る予算上はですね、減額になってくるというところでございます。 

 ただし、これは１０月１日の施設改正分だけでこれだけでございます。 

従いまして、これから新たな今いろいろなサービスの費用が、来年の４月１日から変更され

る予定でございます。改定される予定でございます。それにつきましてはまだ具体的なものは

出てきてございませんが、いろいろ情報をとりますと、非常に国の方では、厳しい単価設定を

なさるのではないのかなということがもっぱら謳われてございます。 
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そういうことで、取り合えず今回の１０月改正に伴って、給付の減額見込みをご説明させて

いただきました。 

 次に保険料の改正でございます。７ページ、お開き願いたいと思います。 

 実はこの保険料の改正もですね、介護保険は財政の均等を図る観点からですね、３年に１回

見直しになってございます。これは制度上そういうふうに決められてございます。 

 それで、国の方ではここに書いてございますが、１番改正保険料の設定とございますが、新

第２段階を創設しますよということで、今までは階層は６段階でございましたが、第２段階を

新第２段階、新第３段階ということで、ここの部分を今まで１本のものを二つに分けるという

ことは、下の方に書いてございますが、これも市町村民税非課税世帯で年金収入額と所得の合

計が８０万円以下の方は第２段階ですよと。 

 それから、第３段階については、８０万円から２６６万円の方々が第３段階になっていただ

きますよということで、いきますと、第 1 から第７段階、７区分に分けられるという形になっ

てございます。 

 それで、今白老町の現行保険料の設定等を申し上げますと、第 1 段階から第５段階までとい

うことで、実は五つの区分になってございます。 

 これはですね、今まで保険料の町民の負担等を考えまして、国の言う基準月額の１．７５％

かける部分。この第７段階をうちの方では、外してございました。それで最高、基準額の１．

５％止まりに設定をしてございます。 

 従いまして、今の考えでは、第１段階はそのままに置きまして、私ども、第２段階はやはり

市町村民税の８０万円以下の方と、８０万円を超える方々。この部分をですね、第２段階の部

分をやはり、国と同じ基準にしまして、分けなきゃだめなのかなというように考えてございま

す。 

 そして、新第３段階。うちの方はこれは基準月額が３，２００円でございます。年額３８，

４００円。これが基準になってございます。 

 従いまして、今後うちの方も、第５段階の次に第６段階を設けましてですね、新第７段階の

基準月額の１．７５は、これはカットして、今までどおりの形態でいきたいというふうに、実

は考えてございます。 

 それで、今現在介護保険の計画の見直しを進めているわけでございますが、この保険料の設

定について、民生常任委員会さんにお示しできるのは、３月の上旬ぐらいかなと考えてござい

ます。 

 実は、今介護保険の計画を進めてございますが、国の方で介護報酬の改定が施設分、１０月

改正の分はもう、報酬は発表になっているのですが、それ以外の分野につきましてはですね、

一つもまだ単価が決まってございません。 

 ですから、今やっている作業は、基本的には向こう３ケ年間の各サービスの量ですね。これ

を一生懸命今積算をしてございます。それが決まりまして、その総体の金額が出まして、それ
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を割り返して保険料がいくらになるかなということで、当然量を多く見てしまうと、保険料に

跳ね返ってきます。少なく見てやりますと、保険料は安くなるかもしれないけど、今度は赤字

になっていくということでですね、その辺は慎重にですね、これからうちの方で積算をしまし

て、介護保険計画の委員さんの方々にですね、ご意見をいただきながら、詰めていきたいと。 

 従いまして、議会の皆さまの方には３月の上旬ごろ、ご相談できるのかなと。ご説明できる

のかなというふうに考えてございます。 

 それで、実は徴収方法の見直しで、次の下に丸書きで書いています。これはですね、当然保

険料は、未納の場合は民法上の適用でございますので、税とは違いまして、介護保険は２年間

で処分をしなきゃだめだと。不能欠損になります。 

 そういうことで、今のところ極端な悪い数字じゃございませんけれど、年々実は厳しくなっ

てきてございます。というのは、６５歳以上は第１号被保険者で、手前どもの方で納付書を出

しまして、お金を集めている関係でございまして、月額１５，０００円の年額１８０，０００

円以上の方はですね、特徴と言って、年金から天引きをしていただいています。 

 ところが、月１５，０００円で年額１８０，０００円以下、年金がない方。これにつきまし

ては６５歳の方たちは、自主納付ということで、うちの方が納付書を出して納めていただいて

ございます。 

 そういうことで、１８０，０００円以上の年額年金をもらっている方については、未納はご

ざいません。１００％入ってきます。その、年金が１８０，０００円もらっていない方々の６

５歳以上の方は、ご自分でうちの納付書で納めてもらいますが、この方々がやはり未納になっ

てございます。 

 それで、そういうことで、今度は国の方では、例えば遺族年金とか障害年金をもらっている

方々は対象外でしたのが、この方々も年額１８０，０００円以上もらっている方については、

特徴という形で年金から引いていただくことになってございます。法律が変わります。 

 それと、今申し上げましたが、６５歳到達時に、４月１日で６５歳到達になっていない方々

はですね、年度途中で６５歳になった場合は、すぐ年金から引いてくるわけじゃないのです。

最長、長くて翌年の１０月から、年金から引いてくれるわけでございます。 

 だから、最高長い人で１年半は、白老町の納付書で納めてもらわなきゃだめなのです。１年

半は。 

そしてそれはなぜかと言うと、年金の引いていただける手続きがですね、年１回しかなかっ

たのです。１０月に。 

 これをですね、今回の法改正で年６回ぐらいに複数やっていただけるということでございま

すので、１年半待たなくてもですね、短期間内で年６回ですから、今まで１回でした。それが

６回ですね、年金から引いていただけるようになってございます。 

 従いまして、６５歳で例えば４月１日以降に、実は年金を、介護保険の６５歳以上の第１号

被保険者になった場合には、うちの方ではすぐ年金の方から引いていただけなかったのです。
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最高長い人で１年半かかったわけです。それは手続きが１回しかないからです。 

 これが年６回ですから、かなり短縮されますので、その間の未納者がいなくなるというよう

なことで、手前どもの保険者にとっては、大変いい結果だなというふうに思ってございます。 

 それと、もう一つは、生活保護者の方々については、実は保護費の中に介護保険、白老町で

したら３，０００円なら３，０００円というものを上乗せをして、介護保険料分として保護費

を受け取っています、彼らは。 

 ですから、これがですね、そして受け取って、そして白老町に納めてもらっていたのです。

そして未納はほとんどないのです。私どもも生活保護の支給だとか、連絡をとって納めなさい

と、あなたは余分に出ているのだからということで、もらっていますから、未納というのはほ

とんどないのですけれど、今後はね、直接都道府県が、今うちで言えば胆振支庁が保険者に直

接その分を一括して納めていただけるという形になってきてございます。 

 これは、北海道の方でそれを実施するかしないかはまだ、確実な返事はいただいていません

が、法律的にはそういうふうになってございますので、当然していただけるものと思います。 

 従いまして、その部分の未納がなくなるということで、多少保険料の未納に歯止めをかけて

いただける政策がここに二つぐらい、三つぐらいですね、増えてきたという形になってござい

ます。 

 以上ですね、雑ぱくにご説明しましたので、以上で説明を終わらせていただきます。 

○委員長(鈴木宏征君) はい、ありがとうございました。 

 それではですね、今事務局の方からご説明をいただいたのですが、今ご説明いただいた中で

ですね、何かご質問がありましたらお受けしたいと思います。 

 今１回聞いただけでも、かなり改正が、大きく改正をされている部分がありまして、なかな

か１回聞いただけで分かるかどうかということはあるのですが、今説明を受けた中で何かご質

問ありましたらお受けします。 

はい、氏家委員。 

○委員(氏家裕治君) 氏家です。ちょっとですね、特に聞き漏らした部分があるのかなと思う

のですけれども。 

例えばですね、保険料の改正の部分なのですが、７ページですよね。新第２段階と新第３段

階の部分でですね、年金収入と所得金額の合計が８０万円以下の部分とですね、それから第３

段階の８０万円を超えて２６６万円未満。このですね、この境目のものが何か先ほど８０万円

を越えて２６６万円、それから８０万円以下の部分という部分の、この８０万円というのが一

つの基本、基準になりますけれども、これの上限、一人８０万円という人と、それから８０万

円以下だから８０万円というのは第２段階に入るのか。じゃ、仮に８１万円と２６０万円のそ

の負担割合というかね、それが何か先ほど控除というか、そういうのがあるって言っていまし

たよね。 

○健康福祉課参事（武岡富士男君） はい。 
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○委員(氏家裕治君) その辺の説明をもう１回ちょっとしていただきたいのですけれども。保

険料の。 

○委員長(鈴木宏征君) はい、どうぞ、武岡参事。 

○健康福祉課参事（武岡富士男君） ちょっと説明が悪かったのかと思いますけど、まずです

ね、今まで２６６万円未満までは、市町村民税が非課税世帯で、要するに一つの階層しかなか

ったのです。新第２段階って書いてありますけど、要するに今までの第２段階ですね。これが

一つだったのですよ。 

 それがですね、今度は二つの段階に分けますよ。ですから、８０万円以下のって、１０万円

からでもいいのですが、１０万円から２６６万円までの収入金額と年金で、だいたいこれがで

すね、皆さんだいたい非課税になっていたのですよね。 

 そして、これがですね、なぜ二つに分けたかと言いますと、実は新第２段階と新第３段階で

はまず、同じ非課税世帯なのですが、収入が８０万円で非課税の方と、２６６万円までの方々

が同じでいいのかと、まず一つあるのです。収入がかなり違います。２倍以上違います。 

 ですから、これをまず分けますよと。その中で、保険料の基準月額にかける０．５と０．７

５ですね。ここで差をつけますよということなのです。 

 ですから、例えば８０万円以下といったらかなり少ないですよ、年金では。それから２６６

万円までの方とですね、かなりの開きがある、金額が。それで国の方は、ここで二つ分けます

よということです。 

 そしてこれは、あくまでも国が示した数字でございます。 

 ちょっと言っている意味が分かりませんか。 

○委員(氏家裕治君) 僕の聞きたいのはですね、これ国のあれだからどうしようもないのかも

しれませんけれども、例えば８０万円以下で０．５っていう掛け率になっていますよね。 

それから、仮に８１万円になったらですね、０．７５という掛け率になる。そうですよね。 

○健康福祉課参事（武岡富士男君） そうです。はい。 

○委員(氏家裕治君) すごくその、８０万円から２６６万円ていうですね、幅があまりにもち

ょっと大きいような気がするのですね。 結局さっき２倍と言ったけど、３倍ですよね、はっ

きり言ったらね。 

 だから、この８０万円のこの基準というのが、ちょっとあまりにも曖昧すぎるんじゃないか

なと思う。曖昧といったら変なのですけども。 

 低所得者に対してのですね、負担割合があまりにもこうやっぱり、もう少し上限があって、

上限というか、あっていいような気がするのですけども。その辺については。 

○健康福祉課参事（武岡富士男君） はい、委員長。 

○委員長(鈴木宏征君) はい、武岡参事。 

○健康福祉課参事（武岡富士男君） 今氏家委員のおっしゃいましたことは分かりましたが、

今まではね、要するに２６６万円まで、年金生活者が所得と合わせても、要するに非課税世帯
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でも２６６万円までの方は、もう１本だったのですよね。 

 ですから、国の方は逆に言うと、例えば８０万円未満と２６６万円で１本ですから、それを

やはり分けましょうというか、数字をどこで切るかなのですが、８０万円とこれはそうしたら

８１万円と、これは数字が９０万円で切っても９１万円はどうするのだと。７０万円でもと、

こういうふうになるのです。 

 だから、一応の国の基準としては８０万円を境に分けましたということなのです。 

 それでですね、ちょっと委員長よろしいですか、続けて。 

○委員長(鈴木宏征君) どうぞ。 

○健康福祉課参事（武岡富士男君） 私、それでちょっと今のこの説明でですね、ちょっと追

加説明をさせてほしいのですが、実は、決定じゃないのですが、全国の都道府県課長会議の資

料を見ますとですね、またせこれは正式には通達はきてございません。新聞には一部載りまし

たけど。 

 氏家議員が言いましたように、第２段階、第３段階。この方々に、１８年１月１日から国が

これ示していますので、当然市町村もこれにならって改正すると思うのですが、介護負担増の

ですね、極端なことを言いますと、８０万円の方が、例えば第２段階の方が、税法の改正、い

ろいろございますが、それが例えば新第４段階にいったとか、何とかとする場合があるのです

よ。それで、激変緩和措置としての制度を創設するという話を聞いて、実はございます。 

 それで、２年間。１８年度から２年間。激変緩和措置がとられる予定ということでございま

す。 

 そして、保険料の基準額が、実は７５ですね、掛け率。７５から１２５％増額される人がい

た場合は、要するに一つしか上げませんよと。次の段階一つ。二つ飛んでいく場合があるので

すよ。そういう場合は、一つしか上げませんと。 

 それから、２年目の場合になったときは、一つ上げますと。そして、２年間でなだらかに元

に戻していきますよという形。２年目になると、当然上がりますけど、２年間だけは猶予期間

を設けて、１段階づつしか上げませんよと。そのような激変緩和措置もとられる予定でござい

ます。 

○委員長(鈴木宏征君) どうぞ、長沢主査。 

○主査（長沢敏博君） 今の説明で、今度新第２段階、新第３段階に分かれるということで、

考え方といたしましては、現行の第２段階の方、基準額の０．７５年額２８，８００円の方が、

この１８年からの予定では新第２段階、新第３段階に変わる予定で、で、新第２段階の方につ

きましては、現行の基準額０．７５の率が０．５に下がるわけです。 

 この下がる方というのは、先ほど国の方で示している年金収入金額と所得金額の合計が８０

万円以下の方。この方が現行の保険料で比較しますと０．２５下がるという形になります。 

 で、８０万円以上の方につきましては、現行の保険料の段階のままという形になる。 

 で、先ほどうちの参事の方も、じゃこの８０万円がいいのか、９０万円がいいのかというこ
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とになりますと、一応国の示している数字が８０万円という数字で示されているために、こう

いう形になっております。 

 で、あと参事の方からご説明申し上げました、激変緩和につきましては、この１８年からの

税制改正に伴いまして、年金収入によっての方が課税者になる方がいらっしゃいます。この場

合、現行の段階でいきますと、本人が非課税ですので第２段階の方が、本人が課税になること

によって、第４段階若しくは第５段階、第５段階にいく方はほとんどございませんが、第４段

階になる、課税という形になりますので第４段階になります。 

 それで、第２段階から第４段階に、二つの段階が上がることによって、本人の負担が大幅に

増額になることを避けるために、激変緩和措置というのを設けたいという形で全国の介護保険

担当課長会議の中で示されております。 

 ただ、その激変緩和の率等につきましては、まだ具体的には示されていないために、いくら

に減額になるとかということでは、今のところまだ資料としてはお示しすることはできません。

以上でございます。 

○委員長(鈴木宏征君) はい、氏家委員。 

○委員(氏家裕治君) 説明は分かりました。もう１点ですね、白老町の場合は一応第１段階に

属する方が、これこの前の資料もらっている・・・。 

 第１段階、第２段階、新第２段階ですか。そして新第３段階。ここのですね、割合と言った

ら変ですけども、これ前にもらっているこの補足給付の、この。これじゃないですものね。関

係ないですよね。 

 で、この割合で考えるとですね、確かに低所得者、新第２段階に入る部分と新第３段階に分

かれる部分の比率というのはだいたいどのぐらいになるのですか。 

○委員長(鈴木宏征君) はい、武岡参事。 

○健康福祉課参事（武岡富士男君） 現行でいきますと、第１段階２０６名ございます。保険

料ですね。２０６名の方が第１段階でございます。そして、割合でいきますと４％。それから

第２段階、これが３，１１４名、５４％ございます。それから第３段階、１，３６５人、２４％。

次に第４段階、７４４名、１３％でございます。それで第５段階、３１９名、６％になってご

ざいます。 

○委員長(鈴木宏征君) 第２段階は何％でしたっけ。 

○健康福祉課参事（武岡富士男君） ５４％。 

○委員長(鈴木宏征君) 全部でいくらですか。 

○健康福祉課参事（武岡富士男君） 全部で５，７４８になってございます。 

 ですから、今言いましたこの第２段階の３，１１４名の方の５４％割合。この方が第２段階

に残る方については値下がり部分が出てきますよと。それから、第３段階にいく部分について

は今と同じですよということなのです。 

 これはですね、実は主査の方からもお話しましたけど、実は税制改正によりましてですね、
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６５歳以上の方の非課税の基準がちょっと変わってくるのですよね。それに対応したものなの

ですよ。 

 ですから、私税務課でございませんので、詳しいことは言えませんけど、私の認識している

範囲では、今まで一人世帯で１４８万円年金をもらっているといったら、今まで全部非課税な

のですよ。おおまかですよ。一人世帯で１４８万円を超えればですね、町民税が均等割かかっ

てくるような税制の改正になってございます。これは数字は定かではない、概ねこのぐらいの

数字だということで、マスコミ等で言われた数字でございます。ですが、これは１４８万円を

超えたら均等割がかかるよと、年金で。 

 それと、もう一つは、ご夫婦で２人世帯でしたよと。これがですね、実は１，９３６千円を

超えたら、均等割はかかってきますよという、その一つの目安みたいなのです。 

 ですから、今まででしたら、１，９００千円もらっていたら非課税だったのですよ。それが、

今度は税制改正で、老齢者控除だとかいろいろなものがなくなりますので、これらを税率分加

えたら、１，９３６千円を超えたら、今まで所得税、市町村民税がかかっていなかったのだけ

ど、今度はかかる。最低ランク均等割がかかるようになる。 

 独身の場合、１人の場合は、１，４８０千円を超えたらかかってくるラインだということで

ですね、非常に負担等もきつくなるということで、ここで第２段階では８０万円と２６６万円

までのものを二つに第２段階を、非課税世帯を分けたということに考えてございます。 

○委員(氏家裕治君) もう一つ、割合ですね。教えてください。 

○主査（長沢敏博君） で、この第２段階３，１１４名、この方の今後第２段階、第３段階に

なる割合というのがですね、実際のところ私どもの方で収入金額８０万円以下の方の人数とい

うのは、実際のところ今現在抑えていないのが現状なのですよ。 

 それで今、私の方と税務課の方で、ちょっと協力してですね、その人数等についてですね、

とにかく出さなければならないということなもので、その辺の協議を今進めている段階なので

すよ。 

 大変申し訳ありませんが、割合的には今現在ちょっとお知らせすることができません。 

 ただ、話はちょっと別な方向なのですが、先ほどこの１０月から施設の入所者の食事と居住

費の負担額を出すものがございました。 

 それで、あと資料の中にございまして、参考資料の中に、１番後ろに付いている参考資料の

中に、第１段階から第４段階まで、今現在２１７名の方が施設に入所している方のうち、第２

段階の方が１０６名ということで、施設入所者の方に限りましては、およそ５０％の方が第２

段階。この第２段階の決め方につきましても、これは保険料の段階と同じように、８０万円を

境にこの段階を決めてございます。 

 ということになりますと、確かな数字ではないにしても、約５０％の方が第２段階になる可

能性があると。 

 で、今現在介護保険料の第２段階の方につきましても、３，１１４名すべてが新第２段階と
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新第３段階に分かれるとは限らないわけですよね。というのは、先ほどの参事の説明からあり

ましたように、課税になる方もいらっしゃいます。当然第４段階になる方。 

 また、その課税になった方の配偶者につきましては、第２段階から第３段階。新保険料でい

きますと新第４段階になるのですけども、現行の第３段階になる方がいらっしゃいますので、

新保険料の第２段階に残る方につきましては、施設の入所者から判断しますと概ね５０％の方

が新第２段階になる可能性があるということでご説明させていただきます。以上でございます。 

○委員長(鈴木宏征君) 氏家委員、どうぞ。 

○委員(氏家裕治君) じゃ、最後に１点だけ。確かに分かりました。 

 こういった今までのですね、基準月額７５％の部分が低所得者にとってはですね、今半分、

だいたい５０％ぐらいと。それもちょっとはっきりした数字が分かれば教えていただきたいと

思いますけれども、５０％ぐらいの方々が今までよりも負担が少なくなるよと。 

 ただし、食費だとかですね、そういったものの負担が今度逆にですね、かかってくる部分が

出てくる。あ、でもあれですね。第２段階の部分では負担引き下げになってくるから、低所得

者の方々にとってはですね、この改正案というのはね、すごく使いやすいったら変ですけども、

いい方向だと思うのですよね。 

 ただこれ、僕たちもまだまだ勉強不足なところあるのですけども、これから新第４段階、第

５段階に、変な話移られる方も出てきますよね。そういう方にとってはすごく負担が今度大き

くなってくる。 

 この辺の説明がですね、私たちもこう町場でですね、やっぱりできないといけないと思うの

です。 

 ですから、どうやってその低所得者の方々に、この改正保険料の部分だとかですね、それか

ら食費もとられるんだってとか、ああだってっていうのもですね、理解してもらわなきゃいけ

ない部分で、やっぱり今回こういった所管事務調査の中でね、教えていただいたことはすごく

いい勉強になったと思いますし。 

 ただその問題はその、段階が上がることによってですね、どういった町民負担が増えてくる

のかということも、まだまだ勉強していかなきゃいけないと思うのですよね。 

 一応私の聞きたかったことは、ここで分かりましたので。ありがとうございました。 

○委員長(鈴木宏征君) はい、根本委員。 

○委員(根本道明君) ２ページと３ページについて聞きたいのですけども、まず、２年後の猶

予があるということで、２万人以上の市町村はこれからいろいろな保健師とか看護師、あるい

はケアマネージャー、社会福祉士。こういうそのスタッフを揃えなきゃならないっていうふう

なことですが、白老町のまず、体制的に整えれるのかどうなのかということがまず１点と、そ

れから、その次のページの小規模、これ白老町は非常に他の市町村から比べる、対比すると、

福祉は非常に進んだ先進地なのかなっていうふうに捉えております。 

 これは皆さん方の、職員の人方の努力もさることながら、町の政策、そういうふうなことが
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非常に整っているのかなと思うのですが。 

 これは、またこういうふうな小規模施設というのですか、こういうものを整備していかなき

ゃならないという中でですね、他の町村との比較対象と言いますか、見通しっていうのですか。

そういうふうなものが、参事はどのように捉えているのか。もっと具体的にですね、教えてい

ただきたいのですが。その２点について。 

○委員長(鈴木宏征君) はい、武岡参事。 

○健康福祉課参事（武岡富士男君） まず、職員の体制についてでちょっとお答えいたします。  

 職員の体制につきましては、実は私ども介護保険、これが変わる、法改正が明らかになった

ときはですね、全員協議会でご説明させていただきました。その前にですね、実はうちの政策

調整会議、理事者を含めまして、財政課長とかいろいろ入りますけど、政策調整会議で私の方

でご説明して、やはりこの職員体制についてもですね、その中で実は協議をさせていただいて

ございます。 

 それで、保健師、看護師については、既存ではもううちの方には保健師が配属、３名されて

ございます。それから、主任ケアマネージャー。これにつきましては、仮称でございます。ケ

アマネージャーというものは、うちの方に今４名、今配属されています。介護保険係の方に。 

そして、先ほど言いましたように、社会福祉士。これは白老町の職員の中でも、今現在持っ

ている方１名なのです。で、これはですね、やはり簡単にとれる国家試験でございませんで、

本当に少ない人数なのですよ。 

 それで、今一生懸命勉強をやって、頑張っている方も、通信教育だとか何とかで頑張ってい

る方もいるみたいですが、ご承知のように、今年これがそうだということではございませんけ

れど、うちの職員採用では社会福祉主事を若干募集してございます。 

 これが、このためにじゃないですよ。事務職が募集するのなら、プラスこういう資格をもっ

ている方々を、やはり将来必要になってくるのだからということで、総務課の職員係の方では、

一般職の中にですね、プラス社会福祉主事の資格を持っている方を募集かけてございます。 

 その後どうなっているか分かりませんけれど、応募はきているみたいですけど、それはやは

り、厳選にやっていきますから、資格を持っているから優先というわけでもございませんので、

そういうことで職員係の方では、やはり将来的には福祉の方で必要になるかということでやっ

てございます。 

 それでうちの方は、私は、政策会議の中でも、やはり市町村として白老町は根本委員がおっ

しゃったように、非常に先進的にやっているということに高く評価を受けていますので、なる

べく４月から社会福祉士を配置した中でスタートをしたいということは、お願いをしてござい

ます。 

 ただし、人数が人数でございますので、確約はいただいてございませんけど、理事者の方は

それなりに認識をしてございまして、４月からはという約束はいただいてございませんけど、

配置をする予定だということで、将来的に配置していただけるということで考えてございます。 
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 それともう一つですが、地域密着型サービスの種類で、実はですね、これも今の施設は足り

ないのかということ、後実績報告させてもらいますけど、特養の部分を除きましてはですね、

だいたい白老町の町内の中ではほとんど設置されてございます。 

 それで、今回この地域密着型サービスの種類といいますのは、一つには小規模介護老人福祉

施設ってございますが、これはですね、国の方では住み慣れた地域、住み慣れた施設で、やは

り介護保険を使いまして、一生涯そこに見ていただけないかなということは、ご存知のように、

特養だとかなんとかいうのはなかなか定員の関係で許可が新たに出ませんよね。 

 それで、だけど施設入所は大変不足気味だということで、例えばこの５番目の小規模介護老

人福祉施設につきましては、これは今の軽費老人ホーム、ありますね。白老町では恵和園さん

だとか、軽費老人ホーム。有料老人ホーム。これらの中でですね、介護保険は使えないのです

よ、今。 

 それですね、施設整備、ある程度、人員整備。整った場合は、その施設の中で５０あれば２

０を小規模の特設をとって、その中で介護保険を使えるから、一般の特養と同じようなやり方

をやれませんかという考えなのですよ。 

 それからもう一つ、６番目は、例えばケアハウスなんかそうですね。ケアハウスだとか有料

老人ホーム。これがですね、６番目にある、すみません、６番目にある介護専用型特定施設と

いうことで、既存の施設でもって、中には元気で入ってこられたのだけど、やはり介護認定を

受けた方がいるのですよ。既に。だけど、その方が介護保険は使えないわけですね。 

 で、その方々が、施設が整備になって、申請をすることによって、その施設でずっと面倒を

見ていただけませんかと。そういうので６番目の介護専用型特定施設が、そういうために設け

られた制度なのですよ。 

 ですから、今考えられるのは、白老町の場合はケアハウスと有料老人ホームがございますか

ら、その中で介護度が今１、２でなく、３、４になって重くなってきた場合には、そこでです

ね、特養並みの介護保険を使って面倒を見ていただけませんかと。サービスを提供いただけま

せんかということだと思うのです。 

 私どもはそういうふうに考えてございます。ですから、新たにですね、作るということは考

えて、今のところございません。 

○委員長(鈴木宏征君) はい、根本委員。 

○委員(根本道明君) そうしたら、そういう今の小規模の件についてですけれども、今白老町

にこの、そうしたらその対象となる施設っていうのですか。そういうものは、３箇所になりま

すか。３箇所っていうことにならないか、まだ恵和園だとか何とかというのもあるし、まだ増

えるね。５箇所ぐらいに。 

 まずちょっとそれを、だいたい対象となる施設。 

○委員長(鈴木宏征君) はい、武岡参事。 

○健康福祉課参事（武岡富士男君） 老人ホームでは、有料老人ホームでは恵和園さん。それ
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から、ケアハウスでは暖炉さん。あとはみんなとっていますね。 

 藤田さんの悠々は特定とってございます、もう既に。とっているのです。はい。 

 あとはないです。２箇所です、今。はい。 

○委員長(鈴木宏征君) はい、根本委員。 

○委員(根本道明君) それで、その２箇所については、もう実質話し合いはなされているのか

な。その、具体的な話し合いはなされていますか。 

○委員長(鈴木宏征君) はい、武岡参事。 

○健康福祉課参事（武岡富士男君） 実はですね、具体的な話ということでは、その施設でそ

ういう国で目指している特定施設として認定を受けるかは施設の判断だと思うのです。 

 それで、実はですね、道の方では、こういうふうに変わりましたよと。ですから、もしそう

いう方がいまして、該当する人たちが、ね。今、今度は来年の１８年４月から、市町村がそう

いうふうにしますよと。ですから、認可するだとか、申請する場合はこういう形に変わりまし

たということは、道から施設宛に文書は出してございます。 

 そして、これもですね、ちょっと早いかなと思うのですけど、私どもにね、こういう文書を

出しますからと、こういう該当施設には。ということで、道から実は通知が来たのです。それ

で、施設の方にはもう行っているはずなのです。 

 ただ、私どもがちょっと考えている中では、例えばケアハウス暖炉さんについては、当初か

らこういう特浴の浴室だとか、施設整備が伴わないでもうほとんどもうできているというよう

な方で、申請した後人員の配置だけですけど、その辺をクリアすればですね、すぐにも出せる

状態なのかなと。施設側はですね。 

 それと、恵和園さんにつきましては、ご存知のように、相当年数が経ってございます。そし

て、増改築、いろいろなスペースをとらなきゃだめですから、浴槽も普通の浴槽でございます

ので、その辺で施設整備が整えば、恐らく請求はできるのですが、その辺は事業主の判断にな

るの思います。ええ。 

○委員長(鈴木宏征君) はい、根本委員。 

○委員(根本道明君) そっちの方については分かりました。 

 先ほどちょっと聞き漏らしたのですけれども、保健師３名、ケアマネージャー４名、社会福

祉士今１名いるということですが、看護師についてはこれは、保健師と看護師は一緒の捉え方

でいいのかどうなのかということ。 

○委員長(鈴木宏征君) はい、武岡参事。 

○健康福祉課参事（武岡富士男君） 保健師と看護師の関係でございますけど、国の方の法律

では保健師または、または経験のある看護師なのです。ですからうちは、保健師で進めるとい

う考えでございます。 

○委員(根本道明君) いいです。 

○委員長(鈴木宏征君) ちょっとすみません。ちょっと休憩させてください。１０分ぐらい休
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憩にします。 

休憩 午前 １１時１５分 

 

再開 午前 １１時２５分 

○委員長(鈴木宏征君) それでは休憩前に引続き委員会を開催いたします。 

どうぞ、谷内委員。 

○委員(谷内 勉君) まず１点目なのですけど、この３項目ですね。地域支援、それと今地域

包括支援センターですね。それともう一つは地域密着型サービスの創設。これについてはあれ

ですね。創設については、１８年の４月１日ということでよろしいのですよね。 

○委員長(鈴木宏征君) はい、武岡参事。 

○健康福祉課参事（武岡富士男君） １８年４月１日からスタートする予定でございます。は

い。 

○委員長(鈴木宏征君) はい、谷内委員。 

○委員(谷内 勉君) 分かりました。 

 それで、ちょっともう一つ確認したいことがあるのですが、この地域密着型サービスの概要

ということの中にですね、２番目として、当該市町村の被保険者のみがサービスの利用可能と

なるという、これ、項目がありますね。 

 それで、その中の地域密着型サービスの種類の中で、この２番、３番についてね、ちょっと

お伺いしたいのですよ。 

 これは認知症の高齢者グループホームと、それと認知症の高齢者専用デイサービスというこ

となのですが、これについてですね、現在、ちょっと認識不足なのですが、現在どのようにや

っていて、今後どういうような体制で進めるか。これについてちょっと伺いたいと思います。 

○委員長(鈴木宏征君) はい、武岡参事。 

○健康福祉課参事（武岡富士男君） まず、原則として当該市町村の被保険者のみがサービス

利用可能ですよと。これは、白老町の住民だけを対象にしなさいと。 

 今の施設はですね、苫小牧からでも室蘭からでも、来ることが可能なのです。空いていれば。

ですけど、これは地域密着型ですから、当然白老町の居住している方々だけを対象とする施設

でございます。そういうことで、入所基準がそうなると思います。はい。この密着型サービス

の種類ですね。白老町の居住している方々のための施設ということで考えていただきます。他

の市町村からは受け入れしないと。この部分については。そういうふうに理解してください。 

 それから、②の認知症高齢者グループホーム。これはですね、今ＮＰＯのどんぐりの家がや

っていますよね。これもですね、どんぐりさんは定員が１８ですね。例えばこれを９人でもや

りたいよというのが出てくれば、どうぞやってくださいということなのです。 

 それから、認知症高齢者専用デイサービス。これ、デイサービスは今うち４箇所ですか。あ

るのですが、認知症、かかっていてもですね、混合でやっているのですよね。それで、ここで
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言っているのは、認知症専門のデイサービスということになるのですよ。 

 で、これはですね、どういうふうに考えるかといったら、非常に、今までそうしたら、認知

症の方々もいますし、認知症にかかっていない方もいるのですよ。だけどそれは、そこの施設

でうまくですね、やっていただいているのですけど、これはもう認知症専用のデイサービスと

いうことですから、認知症の認定されている方々を集めたデイサービスということなのです。 

 これについてはですね、今後認知症、かなり増えてきていますので、一般の施設でやるデイ

サービスとですね、どうしても今後がうまくいかないということになれば考えていかなければ

ならないのですけど、正直言うと今、デイサービスあたりもううち今４箇所ありますけど、非

常にですね、経営的には皆さん非常に今、介護保険の報酬の改正などで非常に厳しい中ですよ。 

 だけど、これをですね、分けてですね、別にどこか作るということはね、今の事業単位では

ちょっと難しいのかなと。新たにですね、その専門で開設をするということであれば、うちの

デイサービスの現状がですね、不足するようであれば、やはり認可をしていかなきゃならない

のかなと思っていますけど。 

 個々で認知症と一般のデイサービスを区分するつもりは、今のところ私どもは考えていない

のですが。そういうことでご理解ください。 

○委員長(鈴木宏征君) はい、谷内委員。 

○委員(谷内 勉君) もう一度確認したいのですけど、先ほどですね、市町村というか、その

地域のあれで、要するに密着型で、そして外部の市町村は受け入れないということで、これは

現在受け入れているのですよね。何人かは。 

 それは、今後はそういうことがなくしていくと。ということの判断でよろしいのですね。 

○委員長(鈴木宏征君) はい、武岡参事。 

○健康福祉課参事（武岡富士男君） ちょっと、まず１番の小規模多機能居宅介護ですね。こ

れは今現在うちにございません。ただ、認知症高齢者グループホームというのはね、これは今

どんぐりさんがございます。 

 ですが、これは、どんぐりさんもほとんど白老町の、１００％白老町の方なのですよ。 

 だけど、これはよその業者が来て設置しますとですね、いろいろなところが空いていればぼ

んぼん入れますから。今後は、もしグループホームを白老町が認可して作る場合は、白老町だ

けに限定させていただくという考えでございます。 

 それから、既存のですね、これ以外の施設。老健だとか特養だとか医療型とかございますか

ら。これについては道指定でございますので、そういう規制はできないのです。 

 ですから、私どもが言うのは、この小規模多機能の新たに出されるものについては、地域密

着型ですから、白老町の住民を対象にして、施設を整備をしていきたいという考えでございま

す。以上です。 

○委員長(鈴木宏征君) はい、谷内委員。 

○委員(谷内 勉君) もう一つちょっと確認したいのですが、認知症でもいろいろな種類があ
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ると思うのですよね。例えば本当のボケだけでもって、何も人に危害を加えないような、そう

いうような認知症もあれば、例えば何と言うのですか。人にこう、危害を加えるような。そう

いう認知症の方もいらっしゃると思うのです。 

 この辺のあれについては非常に難しいと思うのですが、例えばそこの施設で扱うことができ

ない、どこか外部に行かなきゃならないという。そういうような対応についての連携というの

かな。その辺について、どう考えておりますか。 

○委員長(鈴木宏征君) 武岡参事。 

○健康福祉課参事（武岡富士男君） 谷内委員がおっしゃいますようにですね、認知症にもい

ろいろ種類がございまして、まず一つは介護拒否だとか、それから暴言だとか、それから暴力

だとか。いろいろな種類が、パターンが何十種類もあるのです。 

 ですけど、今ですね、介護職員はですね、その方々の状況がどうだということをですね、ケ

アマネさんを通じて全部掌握していますので、今グループホームでですね、うちで扱えないか

らどうだというのはね、ほとんどですね、その方々に合わせた、症例に合わせたですね、対応

をしてございますので、突出しているこの分野のがね、うちは得意ですとかっていうのはない

ですからね。だいたい今のグループホームとかそういう認知症を扱っている方々は、特養を含

めてもそうですけどね、だいたいその介護職員はですね、それなりに勉強していますので、そ

れなりに施設できちんと対応していただけるというふうに思ってございます。 

 ですから、認知症の症状によってですね、分けてですね、専門的な方に持っていくというこ

とはね、これは今のところ国の方も考えてございませんし、それは現場でそれだけの介護職員

が勉強しましてですね、その人に合ったですね、ケアをしていくというふうになってございま

すので、今後もそういう形でいくのではないかと考えてございます。以上です。 

○委員長(鈴木宏征君) はい、近藤委員。 

○委員(近藤 守君) 近藤です。単純なことをちょっと確認したいのですけども、包括支援事

業の中にね、地域支え合い事業というのがあるのですけど、これ、いろいろ考えられるのです

けども、具体的に言うと、どの辺のどの程度のことを指して言っているのかなと、それ１点聞

きたいですが。 

○委員長(鈴木宏征君) はい、武岡参事。 

○健康福祉課参事（武岡富士男君） ちょっと、近藤委員からの出たのですけど、地域支え合

い事業ですね。これですね、実はいろいろなメニューがあるのです。 

 そして、資料３でですね、実はそれと思われるものを抜粋しているのですよ。そして、今で

はね、うちは介護保険の対象外のサービスということで、実は計画に載せているのです。 

 資料３、ちょっと見ていただきたいのですが、ここで出ましたので。 

 まずですね、この中で１ページの②で、ちょっと黒枠とっていますね。健康教育。これとか、

次の２ページの健康相談。それから、５ページの訪問指導ですね。それから、７ページの機能

訓練リハビリ教室。それから、８ページの配食サービス。それから、１０ページの生きがい活
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動支援サービス。これは、自立者のデイサービスの部分でございます。 

 今のメニューがだいたいですね、地域支え合い事業ということで、この他にもいろいろあり

ますけどね、主にこういうことが現在やられているのです、うちの方では。そういうことで。

はい。 

○委員(近藤 守君) はい、分かりました。どっちかというとソフト的な関係が多いのかなと

いうのは分かりました。 

 それとね、ちょっと関連で。先ほど現在ある在宅介護支援センターと、これも残すというお

話なのですけども、これはもともとこれの中にね、道かなんかのあれで載っているのですけど

も、これは、ですから同じ今までの設立した当時のね、その趣旨でもって、そのままずっとい

くということなのか、それとも地域支援センターがね、できたことによって、ある時期にね、

これはなくなるのか。その辺ちょっと確認したいのですけど。 

○委員長(鈴木宏征君) 武岡参事。 

○健康福祉課参事（武岡富士男君） はい。実は、これもですね、いろいろ議論をさせて、理

事者会議でも議論をさせていただいたのですが、基本的には白老町の圏域を考えた場合に、三

つの圏域で一応分けているのですよね。当初から、議会にもご説明していますけど、やはり白

老地区と社台を含めて白老地区と、萩野・北吉原、竹浦・虎杖浜と。この三つを一つの圏域に

して、そしてそこに拠点を設けて、住民が身近なところへ行ってご相談できる。そういうこと

で、一応三つの在宅介護支援センターを設置したのです。 

 そして、今後もですね、やはりうちが包括支援センターを作ったから、地域密着型の二つを

なしにして、白老の本町だけに１箇所あればいいんだという考えはどうかなと。せっかく今ま

で介護保険、平成１２年に始まって、そういう形でなってきて、住民もそれなりに在介の認識

度も高まってきたと。そういう中でですね、当面はというか、今のところはですね、そこの二

つをですね、やめる考えはないということは理事者会議でも一応お話させていただいています。 

 ただですね、これに対します運営費ですね。うちも実は委託料で払っているのです。そして

これはですね、そもそも道の方でもって、補助事業だったのです。そして、人件費補助が実は

２箇所で５，４００千円ぐらい、人件費補助、管理補助ですね。管理費補助。いただいていた

のですよ。 

 それにプラス、うちの方でいろいろな調査物をしてもらうための金額で委託したのですが、

実はその補助事業がですね、来年度から道の方で、なくなるようなお話なのですよ。はい。 

 それで、今道の方もかなりの部分ですね、新聞でご承知だと思いますけど、職員の人件費相

当まで食い込んでいくと。そういうことで、私どもの影響としても、この部分がですね、道補

助が廃止となる予定でございます。 

 それでですね、ある程度相談業務をさせていただいてございますので、何らかの形でですね、

その部分はうちの方で考えていかなきゃならんというふうに思っております。 

 ただ、具体的に金額はどうこうなるということは今申し上げられませんけど、形としては今
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の在宅介護支援センターは、２箇所は当面は残していくという。法律もなくなりませんので、

そういうことで残していくという考えでございます。 

 そして、三つの圏域で介護保険を網羅していくという考えでございます。 

○委員長(鈴木宏征君) あと、ありませんか。 

はい、氏家委員。 

○委員(氏家裕治君) この全体、介護保険制度の改正という部分で見ますとね、この介護予防

事業という部分がありますよね。その介護予防事業というのが本当に、一番大事な部分という

かね、それを占めるんじゃないかなと、僕は思うのですよね。 

 例えば今、谷内委員も言っていましたけども、認知症という部分では、本当に大きな社会問

題にもなるし、また、介護という部分でもね、本当に大変な苦労をされて在宅、またそういっ

た施設での介護があると思うのですよね。 

 で、この認知症予防という部分では、町の取り組みというのはね、どういった現状でおこな

っているのか。それからまた、これからまた、どういった方法で取り組もうとしているのかで

すね、その辺についてちょっとお伺いしたいのですが。 

○委員長(鈴木宏征君) はい、武岡参事。 

○健康福祉課参事（武岡富士男君） 認知症の関係でございますが、新予防の関係でございま

すけども、まだ、新予防でもいろいろなことがありまして、要支援の認定を受けている方々。

これに対してはサービス提供につきましては従来どおり、デイサービスへ通うだとか、その中

でやはりいろいろな方と交流してもらったり、入浴してもらったり、いろいろなことをやって、

施設サービスの中で対応させていただいています。 

 それと、もう一つこの介護予防の中では、要支援、介護認定になる前の方々、恐れのある方。

国で言っているのは、高齢者人口の５％の方々を対象に、予防運動を展開しなさいと、こう言

っているのですよ。認定を受ける前の方。 

 この方々のですね、対応はね、非常に難しくて。基本的には介護申請を受けて、認定をもら

うのですから、自分で使いたいサービスを選ぶのですけどね。それはそれで、本人の自覚もあ

りまして、ケアマネさんに相談して、いろいろなサービス提供は受けれるのですよ。 

 ところが、認定を受ける前の６５歳の高齢者で、その恐れのある方々の５％、人口の。高齢

者人口の。この方々を、予防を進めなさいということなのですよね。 

そして、うちで今やっているのは、健康教室。高齢者クラブとタイアップしたり、地域のボ

ランティアだったり、要するに引きこもり対策ですね。引きこもって家にいて引きこもってい

ないように、外に出てレクレーションだとか、いろいろな体操だとか、いろいろなことをやっ

て、交流して、やりましょうという一つの展開はしてございます。 

 ですから、今後もですね、高齢者クラブだとか、単発的に行なっている部分もかなりありま

すので、それはもう計画的にですね、健康教室等を開いて、地域で介護認定を受けていない方々

で、高齢者の方で、そういう交流を深めながらですね、いろいろなレクレーションだとか、い
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ろいろな体操だとか、そういう方でね、一生懸命地域のボランティアさんと共にですね、そう

いう展開をしていって、認知症のですね、予防にちょっと努めていくという考えはもってござ

います。 

○委員長(鈴木宏征君) はい、氏家委員。 

○委員(氏家裕治君) もう１点。内容的な部分は分かりました。健康教室だとか、高齢者クラ

ブだとかですね、また高齢者大学等々のそういった活発な動きもですね、白老町の場合やって

いるという話も聞きますけども。 

 僕、一番、先ほど今課長言いましたけども、認定を受けるまでの恐れのある人。ここがやっ

ぱり一番大事な部分だと思うのですよね。 

 で、私前にですね、ちょっと詳しくは記憶していないのですけども、例えば、いろいろな施

設でですね、例えば１＋１。たし算、それからかけ算、またわり算。本当に簡単なですね、そ

ういった算数と言われる部分を取り入れてですね、そしてその、昔やった、昔できなかった、

例えば勉強をですね、今やっとやれるとか。それをやったことによって、自分がこう、喜びを

感じるだとかですね。英語教室。簡単な、朝、グッドモーニングから始まってですね、そうい

った英語を学べる喜びだとかですね、英会話。簡単な英会話です、日常的な英会話を楽しむ場

があったりですね。そういったことで、認知症を少しでも防げるんだという、そういう医学的

な事例を踏まえてですね、何か対応されていた施設もちょっと記憶しているのですよね。 

 で、そういった面ではね、白老町としても、やっぱりその認定を受けるまでの恐れのある人

方に、本当にそういった施設での対応が一番大事だと思うのですけども、そういったところで

そういった取り組みやなんかもですね、いろいろな事業所とタイアップしながら、押し進めて

行くことも、一つの白老町にとっては必要なことじゃないのかなと、僕は思って、ずっといた

のですけども、それについてはちょっとどういった。 

○委員長(鈴木宏征君) はい、武岡参事。 

○健康福祉課参事（武岡富士男君） 認知症だけでなくても、例えば筋肉トレーニングだとか、

いろいろなことを言われていますので、新予防の給付の対象とされた方々についての事業展開

は、先ほども申しましたように、既存の事業はそのまま引き継ぎます。そして、新たにですね、

やはりプログラムを組んでいかなきゃならないのかなというふうに考えてございます。 

 それで、うちの方には例えばリハビリテーションだとか、いろいろな施設がございます。そ

れからグループホームもございます。そういう中でですね、事業所の持っている能力を生かし

ながらですね、うちの方で事業展開する場合は、その方々のスタッフなどをね、お願いをした

り、それは当然タダというわけではございませんけど、そういう事業費の中にですね、やはり

今ある既存の施設をですね、有効活用しながらですね、協力したりしながら進めたいというふ

うに考えています。 

 ただ、これからの次年度から事業がスタートしますので、私どもも勉強しながらですね、う

ちの主幹が担当するわけでございますけど、先進地の事例を見ながらですね、今委員がおっし
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ゃいましたような、そういうその、かけ算だとか英語だとか、いろいろなですね、やはり専門

の方も出てもございますので、その辺も勉強しながらですね、事業を組み立てていきたいとい

うふうに考えていますので、ご理解願います。以上です。 

○委員長(鈴木宏征君) はい、氏家委員。 

○委員(氏家裕治君) もう１点だけ。最後に、ちょっと僕今言い忘れたのですけども、白老町

にはいろいろなボランティア団体さんがいらっしゃいます。読み聞かせだとかですね、僕大事

なことだと思うのですよね。 

 そういったボランティアの方々が、活動はしたいのだけども、どうしたらいいのだろうって

いうね。そういった狭間でこう、迷っていてですね、活動が休止していたりですね、いろいろ

なことがこう、見えるのですね。 

 ですから、そういったところをうまくですね、行政がどう関っていくのか。別にそこにお金

を払うこともないですし、そういった方々が、本当にボランティアとして、その読み聞かせっ

ていう部分を使ったりですね、いろいろなものを使ってその施設にこう入っていくっていうこ

ともね、大事なことじゃないかなと僕は思うのですよ。 

 だから、行政側から見るとですね、どうしても何かやるとその負担がかかるだとかですね、

やっぱりそういうのがどうしてもあるものですからね。できないのかもしれないけども。もっ

ともっとそういったボランティアの方々を、うまく活用してですね、そうした新予防の対応と

いう部分ではね、取り組んでいったらいいんじゃないかなと思いますけども。その辺について

は。 

○委員長(鈴木宏征君) はい、武岡参事。 

○健康福祉課参事（武岡富士男君） まさに氏家議員のおっしゃるとおりでございまして、う

ちの方にはボランティアグループがかなり、よその町以上にございまして、ヘルム３９だとか、

いろいろございます。 

 そういうことをですね、私ども新予防給付の中では、今ボランティアで大部分の健康教室で

もボランティアの方にかなり携えていただいてございます。そういう中を踏まえてですね、今

後も事業展開する場合は、いろいろな団体に働きかけ、またお願いをしながらですね、進めて

いきたいということで、やはり汗をかいてですね、費用を少なく。そして効果的な事業をです

ね、新予防のために進めたいというふうに考えていますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。以上でございます。 

○委員長(鈴木宏征君) よろしいですか。 

○委員(氏家裕治君) はい。 

○委員長(鈴木宏征君) ちょっと、１０分前なのですが、事務局がですね４・６から来ていま

すので、ちょっとお昼に時間がかかりますので、ちょっと１０分前なのですが、お昼の休憩に

します。 

休憩 午前 １１時５０分 
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再開 午後 １時００分 

○委員長(鈴木宏征君)  休憩前に引続き委員会を開催いたします。 

谷内委員。 

○委員(谷内 勉君) もう１点だけちょっと確認したいことがあるのだけど、要支援１。それ

と要介護１ってありますけども、今回のあれでですね、できるだけやっぱり見直しをして、支

援体制というのですか。要支援１、要支援２、要介護１の見直しをしてですね、こういうよう

な体制にしたいと。 

 ここではいろいろチェック機能というのはたくさんあると思うのですが、特にどういうとこ

ろに注目というか、重点をおいて、こういう、何て言うのですかね、介護の支援と介護１です

か。この辺りの判断をしたのか。その点だけ、ちょっと１点だけ聞きたいのですが。 

○委員長(鈴木宏征君)  はい、内潟主幹。 

○主幹(内潟康子君) 今度の新しい要支援２に行く分として、一つの基準として挙げられてお

りますのは、認知症の有無なのです。で、機能的には充分持っているのですけど、例えば歩い

たりとか、そういうことはできるのですが、それを組み立てる理解力の方が落ちている。そう

いう認知症の方が１に残るという形で、大きな分け方としてはそれが一番大きな分け方になっ

ております。 

○委員(谷内 勉君) はい、分かりました。 

○委員長(鈴木宏征君)  何か、他にありませんか。 

 すみません。もしなければ、ちょっと私の方から何点かいいですか。 

 一つはですね、３ページなのですが、地域密着型サービスの種類とあるのですけども、これ、

５、６については３０人未満ていう人数の限定はあるのですが、１から４については何人未満

とかっていう、そういう人数の限定はないのですか。 

 はい、武岡参事。 

○健康福祉課参事（武岡富士男君） これもですね、人数の限定はございません。 

○委員長(鈴木宏征君)  ないのですか。 

○健康福祉課参事（武岡富士男君） はい。 

○委員長(鈴木宏征君)  そうしますと、グループホームでも今、どんぐりの家ですか。ツー

ユニットで１８ありますよね。 

 そうしますと、これも全体の介護計画ですか。白老の数があるのですが、もし誰かが９やり

たいとか、８やりたいとかっていう話が、１８ですか。やりたいっていう話になれば、ワンユ

ニットって９ですものね。 

○健康福祉課参事（武岡富士男君） そうです。 

○委員長(鈴木宏征君)  そうしますと、これを認可する、しないっていうのは、白老の全体

の数を考えながら、するとかしないとかという、そういう判断をしていくと。 
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○健康福祉課参事（武岡富士男君） はい。 

○委員長(鈴木宏征君)  ですから、その全体の数に合わせて今現在ある数と、その今計画で

考えている数と、それをこう、比較しながらその数についてはいい、悪いという判断をすると

いうことでいいのでしょうか。 

 はい、武岡参事。 

○健康福祉課参事（武岡富士男君） はい。ちょっと、説明漏れもありますけど、基本的に高

齢者グループホームについてはですね、１ユニット９人ですよね。最低１ユニットになるのか

な、というのは、職種、これに携わる方々の規定がございますのでね。ですから、当然１ユニ

ット単位で考えていかなきゃだめなのかなと。 

 他についてはですね、定員１０人だとか５人でも構わないのかなと。ユニットの場合、従事

する職員がいますのでね。その辺のセット絡みで、報酬の方に跳ね返ってきますので、これに

ついては１ユニット単位でなかろうかなと。 

 まだ具体的にですね、このものにつきましてはね、まだね、最終的な、こういうふうになっ

ていますけど、従事する職員がどうのこうのというのもね、まだ来ていないのですよ。 

 ですから、既存の施設からいってもやはり、そうしたら介護職員が２人でいいのかという話

になってきますので、これはある程度、規則で定めていくと思うのです。 

 ですから、今の１ユニットの職員従事と同じぐらいのことは、やはり言われてくるのかなと

いうことで、恐らく１ユニットタイプでいけるのかなというように思います。 

○委員長(鈴木宏征君)  もう一つ、今ここで４番のですね、夜間対応型訪問介護ってありま

すよね。それと、１番にある通いの日中とか泊まりの夜間ケアだとか、訪問ケアってあります

けれども、この違いっていうのか、夜間対応型っていうふうに言ってしまっているこの中身と

してはどういうサービスなのでしょう。 

 はい、武岡参事。 

○健康福祉課参事（武岡富士男君） ４番の夜間対応型訪問介護ですから、これはホームヘル

プサービスです。 

 現行でもですね、各事業所、早朝それから深夜。これサービス提供しているのですよね。実

際利用する方も、何回かやっている事業所はございますけど、それをですね、３６５日夜間を

やっていただけないかということで。 

 これは、当然需要があれば、既存のホームヘルパーだけでもできるとは思うのですが、そう

いうことで、今までは早朝と深夜、やっていましたけど、これについては夜間専門にやってく

ださいと。というような制度でございます。ホームヘルプサービスです。 

○委員長(鈴木宏征君)  夜間専門にやるのですか。 

○健康福祉課参事（武岡富士男君） ええ。 

○委員長(鈴木宏征君)  そうしたら、１番にある泊まりの夜間ケアというのは、これはショ

ートとかって考えていいのですか。 
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 はい、武岡参事。 

○健康福祉課参事（武岡富士男君） 小規模多機能型というのはですね、これは昼間来ていた

だいたどこかの家で、施設でやりますよと。夜は帰ってもらって、そしてまた、その時は泊ま

りのケアでもいいし、向こうへ行って泊まってやってもいいし、施設で泊めてもいいですよと。

複合的に全部やりなさいと。 

 だから、利用者の立場に立って、昼間だけ来て帰るよと。で、夜中だけ２時間か３時間見て

ほしいって言ったら、それも行って見てあげなさいと。 

 自由に組み立てをできますよということなのですよ。その人の状態にあって、通いの日中ケ

アでもいいし、泊まりのケアでもいいし、夜間でもいいし、訪問でもいいです。そういういろ

いろな３機能を組み合わせて、自由にそのケアをしていただける体制をとってくださいという

ことなのです。 

○委員長(鈴木宏征君)  何か、通いの日中。その最後の訪問ケア等って書いているのだけど

も、何か、どれを見ても何か訪問、要するに在宅訪問ケアですよね。何かここがちょっと、分

かりづらいですよね。多機能にするというのは、何となくデイサービスとホームヘルプサービ

スと、それと何か訪問看護ステーションなのか、後はショートステイなのか。何かそこら辺の。 

○健康福祉課参事（武岡富士男君） はい。ちょっと補足します。 

○委員長(鈴木宏征君)  内潟主幹。 

○主幹(内潟康子君) これもまだ具体的に、本当に具体的な部分は国の方で示してきている部

分があまり見えてきていないのですが、今までの話の整理の中でいきますと、通いの日中ケア 

っていうのは、デイサービス、イメージとしてデイサービス。で、泊まりの夜間ケアというの

は、ナイトケアって言われている、夜のデイサービスみたいなイメージの方が、ショートとい

うよりは、夜だけお預かりするみたいな。ショートになると、１日単位になりますけれども、

こちらの方は泊まりの部分だけ、ナイトケアっていうふうに従前言われていたものをイメージ

していただければ。 

 昼間のデイサービス、夜のデイサービスみたいなイメージの方が近いのかなというふうに思

います。 

 で、残りが訪問ケアっていうことで、お宅に伺って、ヘルパーさんが支援するという、そう

いうような機能を、参事が今申し上げましたように、施設を使ってやるのか、居宅でやるのか

という選択を、組み合わせの仕方を、地域の事情に応じて行なえるというふうな整理で進んで

いるというふうに理解しております。 

○委員長(鈴木宏征君)  はい、分かりました。 

 それと、もう１点なのですか、これは７ページなのですが、一番上に補足給付っていうのが

ありますね。対象者見込数っていうのが。 

 で、先ほどの説明にもあったのですが、補足給付、要するに減免した部分については、減額

した部分については、保険料から還付するというのか、保険から給付するのですね、その。さ
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っきもちょっと、長沢主査に聞いたのですが、だいたい基準額というのが７万７、８千円です

か。第４階層以上の方の基準額というのが、７万８千円ぐらいなのですが、第１段階、第２段

階は、第１が２万５千円ですか。第２が３万７千円、第３段階が５万５千円ですから。これの

差額っていう部分を、保険料でまかなうということになりますよね。 

 そうしますと、その保険料でまかなった場合に、こういう第１、第２、第３の数が増えると

ですね、逆に保険料に跳ね返ってくるという、そういう仕組みになるのかどうかということを

聞きたいのです。 

 はい、長沢主査。 

○主査(長沢敏博君) はい。７ページに書かれております補足給付の対象者見込数、ここでい

きますと第１段階２０名、第２段階１０５名、第３段階３０名という形でなっておりまして、

で、皆さまのお手元の方に、参考資料があるかと思います。で、これが参考資料に同じように

第１段階から第４段階、合計２１７名の方の、この１０月に私の方で補足給付の段階を決定さ

せていただいた人数なのですが、まず補足給付の考えといたしましては、食費と居住費につき

ましては、介護保険の対象外という形で、原則自己負担という形になっております。１０月か

らなりました。 

 ただ、低所得者に対して負担が多くなることにより、入所できなくなる可能性の方もいらっ

しゃるということで、基準費用額に対しましてそれぞれの段階ごとに、負担限度額を決めまし

て、その負担限度額の差額分、要するに、例えば食費であれば１，３８０円の基準費用額に対

しまして、第２段階の食費の負担限度額が３９０円。これ、３９０円というのが個人負担分で

ございます。 

 で、その差し引きの金額９９０円、この分は本来からいけば保険対象外で個人負担なのです

が、低所得者に対してはこの９９０円分を保険者の方から施設の方にお支払いする金額になる

わけです。 

 で、これはさっきの９月の定例会におきまして、補正予算を提出させていただいて、議決し

ていただきましたもので、今まで介護報酬の中でみていた居住費分。それと、同じように食費

でみていた分。そのものが、対象外となったことによって、補足的に施設に支払うという形に

なるものでございます。 

 ですから、今までも介護給付費の中でみていた金額でございます。ですから、この分につい

て改めて保険料に影響するということではございません。以上でございます。 

○委員長(鈴木宏征君)  だいたい分かったのですけども、要するに食費・居住費っていうの

が、これからは保険料の中からは、今までは払っていたのだけど、その払わなくなった。個人

の負担になったということですよね。 

 で、その分と、今言った補足の部分がですね、だいたいチャラと言ったらおかしいのですが、

チャラになるかどうかやってみないと分からないところもあるのですが、そういうふうに考え

ていいのですね、じゃ。 
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 長沢主査。 

○主査(長沢敏博君) はい。考え方としては、今までみていた分、１０月以前の分の中にも当

然食費の分とか居住費に見合う分というのは、介護給付費の中で白老町から各施設の方に支払

いをしておりました。 

 で、今回の１０月改正分からにつきましても、同じように個人の負担限度額との差額分を介

護給付費の中から支払うという形で、考え方としては以前と変わりはございません。ただ金額

的な若干な下がりがあるものですから、参考資料の中に１カ月当たりの減額分給付額という形

で出させていただいております。以上です。 

○委員長(鈴木宏征君)  ちょっと最後なのですが、この参考資料なのですけれども、さっき

ちょっと例として挙げられた話で聞いていたのだけど、なんかこうぴんとこないというのか、

分かりづらかったので、もう一回ちょっと教えてほしいのですが、これ、現在入所している方

が２１７名で第２段階として算定した場合という、そういうことですから、あくまでもこれは

第１もいるし第２もいるし第３もいるし第４まではいますよね。 

 だからそれもばらばらに計算すると、こういう金額になるかどうかというのは分からないと

いうふうに考えていいのですか。 

 はい、長沢主査。 

○主査(長沢敏博君) はい。これはあくまでも第２段階という形で、一番人数の多い方という

形で算定を、(１)につきましては算定をさせていただいております。 

 で、今委員長がおっしゃるとおり、第１段階、第２段階、第３段階、第４段階という方がい

らっしゃいますので、それぞれの食費とか居住費の減額金額というのはそれぞれ違います。 

 ですから、第２段階として算定した場合の金額より若干ですが、１カ月当たりの給付費の減

額見込みは、若干もう少し金額が膨らむのかなという考えではおります。以上です。 

○委員長(鈴木宏征君)  はい、分かりました。あくまでも参考ということですね。はい、分

かりました。 

 はい、どうぞ。武岡参事。 

○健康福祉課参事（武岡富士男君） 今、長沢主査が説明しましたけど、人数的に第２段階が

多いということで、手前どもの方では第１段階から第４段階までは算出してございます。 

 それで計算した場合と、第２段階のその中心的なものをとった場合の差額が、かなり開くよ

ということであれば、１から４まで載せようという話をしたのですけど、そんなに変わらない

と。若干多くなるぐらいだから、金額的に全体としてはこのぐらいという見込みだが、ちょっ

と省かせていただいたと。 

 第４段階出すと、ページ数がもう１枚になって、ものすごい分かりづらくなるので、取り合

えずここが一番妥当じゃないかということで、金額もそう変わらないということで、一つにさ

せていただいたということ、ご理解願います。以上です。 

○委員長(鈴木宏征君)  それと、最後にですね、この５カ月分ですから３８，０００千円ぐ
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らいですか。この減額になるっていったのですが、これが１年間にしますと、７０，０００千

円か８０，０００千円ぐらいになりますよね。 

 そしてその部分が、施設として収入減になるという話をされたのですが、これはもう全く保

険からも出ないし、個人からも出ない、そういう金額になってしまうものなのかって、もう１

回ちょっと確認したいのですが。 

 はい、長沢主査。 

○主査(長沢敏博君) ええ。今委員長がおっしゃるとおり、この度１０月から、介護報酬が改

定になりまして、基本的に介護報酬自体も施設に入る金額自体も減っております。 

 で、当然食費と居住費についても、金額的にも下がっているのが現状でございます。 

 概ね施設として、これも特別養護老人ホームの多床室に入所した場合における、施設として

の今までの、基本的な介護報酬または食費という形で算定した結果としましては、介護度別に

もよる、一人当たり１カ月当たり金額として約３万５、６千円。はい。施設としては下がる見

込みとして私どもは捉えております。 

○委員長(鈴木宏征君)  そんなに下がるの。 

○主査(長沢敏博君) はい。以上でございます。 

○委員長(鈴木宏征君)  はい、分かりました。施設は大変ですね。そうですか。分かりまし

た。 

 他に何かありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(鈴木宏征君)  分かりました。それでは、資料１ですか。資料１で説明いただきま

した項目につきまして、これで質問を終わらせていただきまして、資料２、資料３の説明をお

願いしたいと思います。 

 はい、武岡参事。 

○健康福祉課参事（武岡富士男君） それでは資料２の方の説明をさせていただきます。２と

３でございます。初めに資料２の方を説明させていただきます。 

 これにつきましては、主に１５年と１６年度の手前どもの計画に対します実績を主に、記載

をさせていただいてございます。これはすべて、サービスごとに出していただきますので、ま

ず１ページ目から説明しますと、居宅介護サービスということで、これは訪問介護サービスで

ございます。ホームヘルプのことでございます。 

 それで、これは全部読みますと時間がかかりますので、まず中に書いている文言につきまし

ては、傾向を書いてございます。従いまして、下の方に目標の率と達成率をグラフにしてござ

います。 

 それで、その下に１５年、１６年の年間目標と年間利用と、達成率を書いてございます。 

 ですから、従いまして、このすべてのものについては私、下の達成率で説明させていただき

ます。 
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 それで、ヘルプサービスにつきましては、１５年度年間目標量２６，２９６回。それと、１

６年度も２７，５３４回。利用実績につきましては、１５年度、１６年度、記載のとおりでご

ざいまして、この年間の目標達成率１５年度では９７．６％。それから１６年度８７．０％と

なってございます。 

 それと、下の表ですが、これはすべてこの表に同じように作ってございますので、これはこ

のホームヘルプサービスを受けた介護度別の利用者の利用率を出してございます。 

 そして、これは平成１６年１０月って書いてございますが、１０月の１カ月の統計でござい

ます。と言いますと、介護保険ではいろいろなデーターを出す場合、国もそうなのですが、１

０月を中間標準月としていますので、その関係で１０月を出してございます。 

 従いまして、ホームヘルプサービスの方は、全体で４９９人の利用者がいまして、中で認定

を受けている方が４９９人で、利用した人数が２４５人でございます。認定を受けている方が

全体４９９人います。それで、利用した方が２４５人。 

それで、一番利用しているのが、要支援の方。これが１３３人中７２人が利用しているとい

うことで、５４．１％というふうになっています。あと順次記載のとおりでございます。 

 それで、この訪問介護サービス事業所につきましては、町内に現在４事業所がございまして、

サービス利用に充分対応できる状況にあるというふうに考えてございます。 

 次に裏のページ、２ページでございます。訪問入浴でございます。 

 これにつきましては、１５年度、１６年度の年間目標各１２回づつ掲げてございます。年間

の利用実績が、１５年度が１７回。それで、目標達成率が１４１．７％。それから１６年度は

１０３回。８５８．０％ということでございます。 

 それで、下の表でございますが、全体で４９９人中、利用者は３人でございます。それで、

どんな方が利用されているか、３人の内訳ですが、介護度４と５の方が１人と２名でいます。 

 従いまして、この訪問入浴につきましては、実は白老町に事業所はございません。やってい

る事業所はございません。 

それで、当然受ける方は介護度４から５の方でございます。そうしますとうちで、要介護の

方が、認定を受けている方が２５人。それから要介護５が１３人なのです。この方々が主に利

用されるかなと、在宅でいる方です。 

そういうことで、実はこれ、白老町に事業所がないということでございますので、実は室蘭

の業者がこちらに来てございます。業者名はおそらくコムスンだと思います。 

それで、車両で、入浴をできる車両が来まして、最低看護師１名。それと看護職員２名。最

低３名が必要なのです。現実的に聞きましたら４名ぐらい来ているらしいのです。車を運転す

る方も。 

それで、実は１回入浴させて、どのぐらいの報酬になるかといったら、実は１２，５００円

なのです。ですから、白老町の地域で、例えば当然改良車両になりますので、かなりの車両代

がかかりますし、そして看護師、看護職員で最低３名体制でやって、利用の頻度からいくと、
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ちょっと白老単独での事業者はなかなか育たないのかなということで、これは当然室蘭・登別・

苫小牧と、中にありますので、この方々がうちの胆振管内を網羅しているというのが現状でご

ざいます。以上でございます。 

次に、訪問看護です。１５年、１６年度の目標量は記載のとおりでございまして、達成率で

申し上げますと、１５年度が７０．９％。１６年が６１．１％となっています。 

それで、介護別の利用率でございますが、要介護４の方が４０．０％ということで、一番高

くなってございます。これは当然、要介護度の高いほど利用率が高くなってございます。 

それで、訪問看護サービス事業所は、現在町内に二つの事業所がございます。利用率からい

っても、サービスに対しては充分に対応できる状況にあるというふうに考えてございます。 

次、４ページに入ります。訪問リハビリテーションでございます。これも１５年、１６年度

目標量４３８回、４６０回に対しまして、達成率でいきますと８６．８％と７５．４％。介護

度別の利用者で見ますと、要介護度４の方が１２．０％で一番多くなってございます。 

 この訪問リハビリテーションにつきましては、白老町に現在対応しているのは生田医院さん

が１３年４月から町内でただ１事業所サービスを開始してございます。 

 従いまして、この利用率からいきましても、今現在一つの事業所で充分こなしていただける

ふうに考えてございます。 

 次に、通所介護。５ページ。デイサービスでございます。これにつきましては、１５年度、

１６年度目標量に対しまして、目標達成率が１５年度は１１６．１％。それから１６年度では

達成率が１２２．７％。 

 それで、介護度別の利用者で申し上げますと、一番多いのが要介護度３。これが２４人で６

４．９％となっています。あとは記載のとおりでございまして、この通所介護、デイサービス

につきましては、現在過去からの利用者の人数が増大しまして、現在４事業所で、白老町で事

業展開してございます。 

 従いまして、定員の枠からいきますと、事業所でとっている定員の枠からいきますと、まだ

充分に対応できる状況にございますので、この事業所の数等々につきましても、だいたい不足

している状況ではないというふうに捉えてございます。 

 次のページ、通所リハビリテーション。これはデイケアということでございます。これが１

５年度、１６年度の目標量に対しまして、目標達成率では８９．６％、１６年度では７４．２％

でございます。 

 下の欄にいきまして、表にいきまして、これは一番要介護度４が８人で３２．０％と。一番

多いウエイトを占めてございます。 

 白老町には現在通所リハビリテーション事業所は、２事業所があり、サービス利用について

は充分対応できる状況になっているというように考えてございます。 

 次、７ページの７番目の福祉用具。これは貸与でございますが、これレンタルでございます。 

 これにつきましては、１５年度、１６年度、年間目標量が１，３４１，３３２単位。１６年
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度も１，４０４，４９５単位となってございます。それで、目標達成率でいきますと、１６５．

４％と１７７．２％でございます。 

 そして、これはですね、１単位１０円でございますので、例えば１６年度の年間利用の金額

で申し上げますと、２４，８８４千円になります。１単位が１０円でございますので。ですか

ら１５年度でいくと、２２，１９０千円ぐらいになるわけでございます。 

 これが、目標量に対しまして、かなり倍近く利用されているということでございます。 

 それで、介護度別を見ますと、これは要介護度２の方が約５０．０％ご利用になっていると

いうことでございます。 

 これにつきましてはですね、要介護度別のサービス量のすべてですね、利用人数が１６６人

ということで、すごく多くなっていますし、要介護度の重い人の利用率がどちらかといったら

高くなっているということで、要介護度１から要介護度４ぐらいまでが、ちょっと多くなって

いるのかなというふうに考えてございます。 

 これは、例えばベットだとか、それから杖だとか、いろいろな福祉用具のレンタルでござい

ます。 

 次、８ページでございます。居宅療養管理指導。これ、ちょっと初めに申し上げますが、こ

れ医師とか歯科医師が訪問にてやっているサービスでございます。医師、歯科医師でございま

す。 

 それで、１５年度と１６年度が目標量につきましては記載のとおり、４９件と５０件でござ

います。 

 年間利用実績で見ますと、１５年度が３７８件で、目標達成率７７１．４％。それから１６

年度も２５３件で５０６．０％という形で、大幅に伸びてございます。 

 それで、要介護度別の利用人数でございますが、これも、要介護度５の方が、重い方がどち

らかというと多く使われている、ということは、医師が訪問でございますので、通院に出てい

ない方の治療管理指導ということでございます。 

 これにつきましては、医療機関、やっているのは今、生田さんと藤田さんがやってございま

す。それで、今のところですね、目標率かなり年間利用件数もございますが、今のところ事業

所から、医院からは、もうこれ以上できないだとか、そういう話はきてございませんので、二

つの事業所があれば、今のところだいたい訪問居宅の療養管理指導はやっていけるのかなとい

うふうに捉えてございます。 

 次に短期入所サービスでございます。これがショートステイでございます。 

 これが、１５年度と１６年度の目標量は記載のとおりで、目標達成率でいきますと、１５年

度が１５３．４％、１６年度が１１４．２％でございます。 

 要介護度別の利用者でございますが、これにつきましては、要介護度５の方が３８．５％。

それから、要介護度３の方が２７．０％ということで、要介護度が重くなるほどショートステ

イを利用されている方が多いというように理解をしてございます。 
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 これにつきましてもですね、今現在、寿幸園も今度は１０床ですか、ショートステイをやり

ますし、この近隣を合わせましてですね、ショートステイも受け入れが困っている状況ではな

いというふうに考えてございます。 

 次に痴呆となっていますが認知症ですね、本当は。すみません。痴呆対応型共同生活介護と。

これ実はグループホームでございます。それと、特定施設入所者生活介護でございますよね。

これにつきましては、介護付有料老人ホーム悠々でございます。そのような施設でございます。 

 これにつきましては、実は平成１５年度、１６年度ですから、利用目標量は９人、９人とい

う年間目標は立ててございました。ところが、実際は目標達成率は９７．８％。それから１６

年度は２４６．７％と。これにつきましては、ＮＰＯどんぐりの家が、実は１８名、今現在入

っていますので、１６年度からは１８名。１７年度では１８名、今現在１８名いますので。 

そういうことで、これは目標率達成とともに延びてございます。 

 それから、特定施設入所者生活介護。これはいろいろなところがございますけど、白老町で

限って申しますと、悠々が、今定員５０名でございます。藤田さんの悠々が。 

 それで、今その中で、これは白老町住民だけが入所している場合は２７名でございます。白

老町の住民が２７名入院しています。その方々に、介護報酬として保険者から支払ってござい

ます。 

 そして、これにつきましては、特定施設。それから認知症の対応型共同生活介護、グループ

ホームにつきましては、今のところ胆振管内含めますとですね、入りたいけど入所がなかなか

空きがないというような状況にはないというふうに、どこかここかの施設に入れるというよう

な状況になってございます。 

 次に１１ページの施設サービスです。これは、介護老人福祉施設。これは特別養護老人ホー

ムでございます。 

 これは、１５年度、１６年度、目標量１１８人。同じでございます、１６年度も。そして、

利用実績も、１２１人で同じでございます。達成率１０２．５％。両年度とも同じでございま

す。 

 それで、その中の要介護度別のサービスの利用人数でございます。下の表でございますが、

これは当然要介護度５と要介護度４の方がほとんどでございまして、あと記載のとおりで要支

援も０．８％いますが、１人いますが、あとは記載のとおりで、重度の方が多くなっているよ

うな状況でございます。 

 次のページ、介護老人保健施設。老人保健施設でございます。これは、白老で申し上げます

と、生田医院のさくらでございます。そういう施設でございます。 

 １５年度は目標量３３人に対して利用実績が３３．５人で、目標達成率が１０１．５％でご

ざいます。それから１６年度も、３４人に対して利用実績３３．７人。９９．１％でございま

す。 

 それから、要介護度別の利用人数でございますが、要介護度１が３２．４％で一番多くなっ
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てございます。 

それと、町内に介護老人保健施設はなくて、この計画したときは実はなかったのです。その

後ですね、ほとんど利用者は町外の施設を利用していたのですが、１７年４月にさくらが開設

しましたので、今現在白老町に一つの施設がございます。 

それで、生田さんのこの老人保健施設は、実は定員６１名でございます。で、現在入所され

ているのが３３名でございます。この３３名のうちに、白老町の住民の方が、実は３２人入所

してございます。１名は、登別の方が入所してございます。ですから、１００％近い方が白老

町の住民の方だというふうになってございます。 

 これにつきましては、まだ定員の空きがございますので、今のところ、この施設で充分なの

かなというように考えてございます。 

 次に、介護療養型医療施設。この医療型療養施設の認可を受けているのは、白老では生田医

院さんだけでございます。 

 それで、１５年度、１６年度の目標量、お互い３２人、３３人に対しまして、利用実績は同

じく３７．３人。１６年度は３９．２人。達成率も同じく１１６．６％、１１８．８％となっ

てございます。 

 それで、要介護度別の利用人数でございますが、やはりこれも、要介護度４と要介護度５の

方が大きくウエイトを占めてございます。 

 全体としては、重度になるほど利用人数が多くなる傾向となってございます。 

 次に１４ページでございます。ここでは、介護給付費の推移でございます。 

 それで、１５年度、いろいろ居宅介護から施設介護、いろいろ書いていますけど、合計で申

し上げますと、介護事業計画では当初の１５年度の計画では、合計でいきますと給付費を１，

１２２，０００千円を見込んでございました。ところが、決算で申し上げますと、１，１３５，

０００千円ほどでございます。 

 それで、目標に対しまして増減率でございますが、１．１％増になってございます。 

 それから、１６年度はどうかと言いますと、計画では１，１５３，０００千円を計画してご

ざいました。それで、決算でいきますと１，２００，０００千円でございます。４６，８００

千円ほど、実は増になってございまして、増減率で申し上げますと４．１％となってございま

す。 

 これが、１５年度、１６年度の給付費の推移でございます。 

 続きまして、１５ページでございます。介護認定者の推移でございます。これは、介護の認

定を受けた方々でございますが、これは１４年度から１７年度の９月までの分でございます。 

 １４・１５・１６は年間で、認可した方です。１７年度については、９月までの６カ月分で

ございます。 

 それで、要支援から申し上げますと、要支援でいきますと、１５年度で１５３人が、１７年

９月現在で２４３人になってございます。中は年齢別でやってございます。 
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そして、第２号被保険者とは６５歳以下の方でございます。 

 それで、実際には１７年度で申し上げますと、１６年度と比較した場合２７人ぐらい増にな

ってございます。そういう見方でいきますと、要介護１から要介護５までございまして、合計

で申し上げますと、１４年度では８４２人の方がいました。それが１５年度では８９２人、５．

９％ぐらい伸びてございます。 

 それから１６年度では９１１人でございまして、これも前年に比較して２．１％増となって

ございます。 

 １７年度、９月末で９４９人ございまして、これも４．１％ぐらいの増となってございます。 

 以上、雑ぱくにご説明したけど、以上これで説明を終わります。 

 それから、次、委員長の方から資料３ということでございましたが、先ほど実は、自立支援

の方々の介護予防事業ってどういうものをやるのかということで、近藤委員の方から話があり

まして、私ども、保険対象外の中で先ほど言いました、健康教育だとか、先ほど全部説明した

これらが、新予防給付に当てはまるということで、ピックアップさせていただきましたので、

これは先ほどの説明でよろしいのかなと思いますが、よろしいでしょうか。もう一度しますか。 

○委員長(鈴木宏征君) いや、いいのですけど。８ページの老人福祉サービスの部分あります

ね。これちょっと、ここからちょっと説明。この部分、この前までは今、先ほどの近藤委員の

方で、これからの予防給付というのですか。の部分になると説明があったのですが、その老人

福祉サービスの中でも配食サービスですか、これ。４番。これはさっきの新予防給付になると。 

 その他は今までどおりのサービスですよね。町の単独サービスっていうのか。 

○健康福祉課参事（武岡富士男君） そうです、はい。 

○委員長(鈴木宏征君) これもちょっと、ここの部分だけ説明してもらえますか。傾向という

のか。 

○健康福祉課参事（武岡富士男君） はい。それじゃ、続けてご説明させていただきます。 

○委員長(鈴木宏征君) ８ページ。 

○健康福祉課参事（武岡富士男君） ８ページからですね。はい。 

 それじゃ、続けて８ページの２の老人福祉サービスということでございます。居宅サービス

のこれ移送サービスでございますが、車椅子を使用している人を対象にですね、施設の入退所、

病院の入退院及び通院時の移送を、社会福祉協議会に委託して実施してございます。 

 １６年度の実績回数は延３２５回でございます。 

 それから次に、電話安否サービスでございます。これは、独居高齢者を対象にですね、社会

福祉協議会に委託している電話による安否の確認と、悩み事、心配事の相談に対応してござい

ます。 

 １６年度の対象者数は、月平均３８人で、実施回数は年間６３７回やってございます。 

 これは、電話安否サービス、これはボランティアによってやっていただいてございます。そ

れで、年間６３７回やってございます。 
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 それから次、緊急通報システムでございます。これは、虚弱高齢者を対象として緊急時に相

談と対応、それと若しくは消防との緊急通報と。で、社会福祉協議会にこれも委託しまして、

直結させてございます。 

 そして緊急時の場合は、消防に社会福祉協議会が、営業時間外は消防の方に、夜間も含めて

通報するようなシステムになってございます。 

 これが、１６年度の対象世帯は１２５世帯でございます。に設置してございます。 

 次に配食サービス。配食サービスは、これは一人で食事、それから栄養のばらつき、いろい

ろある方々に対して、栄養の面からお弁当を届けた方がいいということでやってございまして、

これにつきましては１６年度実績は利用人員が８１人で、延配食回数は１３，３０１回となっ

てございます。 

 次にこれは、生活管理指導員派遣事業でございます。これは、外出援助・食事・食材の確保、

あと修繕等、いろいろなことですね。一人で在宅してございますので、そういう援助を社会福

祉法人とＮＰＯ法人に委託して実施している事業でございます。 

 これはヘルパーの派遣でございまして、１６年度の利用実人員は１９名で、延４１２時間提

供してございます。 

 次に、介護教室開設事業。これも、年２回ですね、社会福祉協議会に委託して、在宅介護の

講習会を実施してございます。 

 １６年度の実施回数は２回で、参加者は３３人でございます。 

 これ、私は担当が違うのですが、記載のとおりですが町内循環バス。これにつきましては、

平成１６年度の延利用者数は６４，５３２人でございます。 

 次に、家族介護慰労事業。これは私の方で所管していますが、介護度、これは確か４と５。

重度の方で、１年間に介護保険を１回も使っていない方。それで、在宅で家族が介護をしてい

る方に対して、年額１００，０００円を支給してございます。 

 １６年度では１名の方が対象で、１００，０００円を助成してございます。 

 次に、高齢者世話付住宅生活援助員等派遣事業でございます。これは、シルバーハウジング

でございます。ここに１０戸、現在設置をしてございます。 

 それで、社協に委託をしましてですね、この方々の生活援助。それから安否の確認。それか

ら、緊急時の対応等を実施してございます。 

 次に、老人温泉入浴。これは、１６年度で事業を終了しています。無料温泉入浴券でござい

ます。 

 次に１０番目、⑩でございます。長寿祝金支給。これは７５歳以上から９５歳まで５歳単位、

これは違うな。前のものですね。すみません。 

 それでですね、長寿祝金支給でございます。これは、２段目に平成１７年度からとなってい

ますね。これは１６年度からです。そうですね。 

○主幹(内潟康子君) 今度はい、そうです。１６年度からです。 
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○健康福祉課参事（武岡富士男君） １６年度から７７歳、８８歳、９９歳ということで、１

００歳以上は毎年理事者が記念品を持って贈呈してございます。 

 平成１６年度の受給者数は３３３人でございます。 

 次、敬老会。敬老会は、町内会連合会において実施をしていただいてございますが、各町内

会で１６年度において、参加者は 3，２９１人でございます。 

 それから、民間福祉事業所。これは、町内には介護ホームどんぐりの家と友愛しらおい、こ

れＮＰＯ法人がございまして、介護保険事業として、訪問介護・通所介護等を実施し、地域に

根ざした福祉活動を展開を図っているということでございます。 

 住宅改修。これは町の単独事業でございまして、元気まちすこやか住まい助成事業として、

満６５歳以上の方で、実はこれは、住宅の改築です。 

段差改装、それから浴槽の改装、それからトイレの改装。そういうことで、実は所得制限が

ございますが、実はうちの方で単独事業で実施してございまして、平成１６年度の利用件数は

２件で、上限が５０万円でございますので、２件で１００万円の助成をしてございます。 

次に、生きがい活動支援サービス。これにつきましては、デイサービスでございます。そし

て、自立と判定された方に対しまして、デイサービスに来ていただいて、やっていただくと。

これは、実際は１６年度は１名の利用にとどまってございます。 

これは、リハビリさんと社協さんと、それからどんぐりさんと友愛さん。この４箇所にです

ね、自立で通いたい方々についてはうちの方で助成をしてございます。 

○委員長(鈴木宏征君) いや、あとは。 

○健康福祉課参事（武岡富士男君） これはいいですね。 

○委員長(鈴木宏征君) いいです。はい。 

○健康福祉課参事（武岡富士男君） そういうことで、ちょっと、私の担当と福祉の担当と両

方ございますので。そういうことでご理解を願いたいと思います。 

 以上で雑ぱくですが、説明を終わらさせていただきます。 

○委員長(鈴木宏征君) それでは資料２、資料３の説明をしていただきましたけれども、この

資料２、３につきまして何か質問がございましたらお受けいたしたいと思います。 

 はい、根本委員。 

○委員(根本道明君) 質問じゃないのですけども、７ページのですね、用具貸付。これが１７

７％というふうな伸びなのですけれども、実態を見ましたらですね、何かこう、果たしてそこ

までの用具が必要なのかなっていうふうな人方までに提供がなされている、これやはり、業者

が入っているから何かこう、営業的なね、あれでもってやっている懸念が非常にあるのですよ

ね。見受けられるのですよ。 

 金額的には２０，０００千円、２５，０００千円ぐらいなのですけど、ここら辺のチェック

体系というかな。本当に必要な人のところに行き届いているのか、それともベットなどという

のもですね、果たしてその人にそのベットが適しているのかどうなのかっていうふうな人にで
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もね、何かこう、無理やりこう、ベットは１割負担なのだからいいですよっていうような感じ

の中で、やられているっていうのがちょっと、僕気が付いたものですから。そういうふうなこ

とが助長していけば、根幹からね、この介護保険というものは崩れていくような気がするので

すよね。その最初の精神から。 

 だから、そこら辺のね、体制というかな。そこら辺をもっと強化をやってほしいというふう

なことと、もちろんそのケアマネがやはりそこには介在するわけなのだけれども、そのケアマ

ネの人の、その、例えば建築一つにとってもね、何かそのケアマネの人がちょっと何か、そっ

ちの方は福祉の方にはあれなのだけれども、その建物のことについてはちょっと、うといなっ

ていうふうなね、そういうふうな。だけどもケアマネの言っていることが一番あれだからとい

うことでね、そうやってやっているのもあるし、そこら辺のちょっとチェックの見直しってい

うかな。それも必要でないかと思うのですけど。そこら辺について。 

○委員長(鈴木宏征君) はい、武岡参事。 

○健康福祉課参事（武岡富士男君） 補足はうちの内潟主幹の方からします。 

 今の根本委員がおっしゃったようにですね、実はこれ、確か根本委員におきましては前決算

委員会か何かでもこういう質問をなさっているのかなというふうに、ちょっと読みましたけれ

ども。 

実はですね、この要支援で１６人ですよね。利用している方が。それから要介護で８１人利

用しているわけですね。要介護１ですね。実は、この、先ほど言いましたように、新制度では

要介護１の方が８１人いますけど、これが新予防給付になって要支援２になりますから、これ

５６人が要支援２になるわけですね。 

 そういうことで、要支援１と要支援２、要支援が今１６ですから、５６ですから、実際は７

２人ぐらいが、実は新予防給付の対象になるわけでございます。 

 それで今回は、福祉用具につきましてはそれなりに利用者が必要ということで、申請をして

レンタルしていると思うのですが、私ども今度はこの新予防になった場合には、評価をしなき

ゃだめなのです。３カ月後。 

 レンタルして、結果、これが本当にこの人の自立に、状態を維持するのに必要なものなのか。

その辺で一つ、適正なレンタルの指導が一つはできるのかなというように考えてございます。 

 それで、あとにつきましてはですね、住宅改修だとか、その辺につきましては、担当の方か

らちょっと、ご説明させていただきます。 

○委員長(鈴木宏征君) 内潟主幹。 

○主幹(内潟康子君) 現在の福祉用具の貸与につきましては、確かに増加傾向もありまして、

私どもの基幹型在宅介護支援センターの役割の中に、ケアプラン指導というのがあります。 

 それで、これまでも年に１回、町内の居宅支援事業所の作成しているケアプランを、一定月

決めまして、今年につきましては９月のケアプランを回収いたしまして、提出させていただい

て、それを一応私どもの方で適切なプラン、それから適切なサービスの提供が行なわれている
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かということを、一応全件チェックして、各事業所、各ケアマネにお返しするという形を例年

とっております。 

 で、その中で、実態の把握という部分では、直接利用者の方のそばにいて見るわけではござ

いませんので、ペーパー上のことですが、その中で私的できる項目については、厳密に不適切

な例があった場合、指導の対象というふうにしてございます。 

 今後につきましては、参事の方からも申し上げましたように、要支援の部分につきましては、

一括して包括支援センターがアセスメント、管理、評価というものを行ないますので、全部目

を通して、不適切なものは指導していくという形に、より一層厳しくなろうかと思います。以

上です。 

○委員長(鈴木宏征君)  はい、長沢主査。 

○主査(長沢敏博君) 住宅改修の件につきましてなのですが、今の介護保険制度の中では、住

宅改修につきましては、住宅改修が終わった後の申請、事後申請という制度なものですから、

当然申請が上がってきた時点でその工事、住宅改修工事は終わっております。 

 で、その住宅改修の申請書を見て、またケアマネージャーのその住宅改修が必要な理由書を

添付していただき、それぞれあと完成写真と図面等、それを把握しまして、現在給付処理をし

ております。 

 で、この１８年の４月から、事後申請が今度事前協議制に変更になります。変更になること

によって、工事の改修前に、今まで上がってきております申請書関係、意見書、それと図面。

あとその他必要書類を事前に協議させていただいて、今私どもでやっております審査を事前に

やって、でまた、うちの方の保健師の方も一緒に立ち合っていただいて、この介護者に対する

住宅改修が本当に適切なものなのかどうかという判断をするということで、新年度、１８年４

月１日からそういう制度が改正になる予定でおります。以上です。 

○委員長(鈴木宏征君) はい、根本委員。 

○委員(根本道明君) 住宅改修についてなのだけどもね、こういうケースがあるのだよね。 

 介護保険を使って住宅改修をしましたよと。そして、何カ月もしないうちに施設に入るわけ

ですよね。そうしたなら、何でそこで３０万円も５０万円もかけたのですかと。ね。 

 在宅介護をさせるために、住宅改修をしているにも関らず、施設にそういうふうに行っちゃ

うっていうふうにね。だから、そこら辺がこう、相反する部分もあるのだよね。 

 それともう一つね、こういう事例があったよ。杖。これは１カ月３００円ですよと。多分そ

んなものだと思うよね。３００円ですよって。そして貸し出しをしている。そうしたら１年間

では３，６００円になるわけですよね。 

 そして今度、その杖が当然そういうふうにして借りたならば、３年も４年も借りるわけです

よね。リースでね。 

 そうしたら何万円にもなるわけです。５年使ったら相当なるでしょう。 

 で、その杖の値段がいくらなのですかって、よく調べてみたら３，０００円かそんなものな



 44 

のですよね。そうしたら買った方がいいのです、杖やなんかっていうのは。こんなリースなん

てさせないでね。買わせてあげた方が、買って与えた方がいいし、あるいは本当に体に自分が

使う消耗品というか、体の一部なのだから、その人が自分で買うというかね。 

 そういうふうに、歯の浮いたような福祉っていうのも、これもいかがなものかなって私、思

うのですよね。 

 それと、そういうようなことがあったものだから、そこら辺についてね、ちょっと考え方っ

ていうかな。 

○委員長(鈴木宏征君)  長沢主査。 

○主査(長沢敏博君) まず、住宅改修の件につきまして、基本的に在宅にいる方が自立に向か

って必要な住宅改修、例えば手すりの取り付けとか、スロープの取り付け。そういう形で申請

が、工事が終わって申請が上がってくると。それが大前提なわけです。 

 中には当然、体調が悪くなり入院なさる方、若しくは施設に入る方。そういう方はいらっし

ゃいます。 

 で、そういう方が、じゃなぜ事前にそういうことが対応できなかったのかということになり

ますと、やっぱり私どもの方でも、事後申請という形のために、どうしても終わった後の申請

なものですから、対応ができない。遅くなるというのが、今現在の現実でございます。 

 今後につきましてはですね、先ほども言いましたように、事前協議制になるものですから、

今現在のこの方の状況、当然認定の台帳、介護台帳というのがございますので、この方の状況

等を把握しながら、ケアマネさんとの協議も当然必要になってまいりますし、そういう形で事

前協議制になることによって、そういうケースが１００％なくなるとは言い切れないかもしれ

ませんが、件数的にはかなり減ってくるかと思っております。はい。 

○委員長(鈴木宏征君) 内潟主幹。 

○主幹(内潟康子君) 先ほどの杖の問題なのですが、単純なステッキ的な杖については介護保

険の補助の対象にならないので、むしろ、はいそうです。ロフストランドとかスクラッチタイ

プのものでしたら、なります。 

 それで、そういうものにつきましては、例えば５，０００円ぐらいから委員のおっしゃると

おりありますので、短期間、転倒やなんかによって、短期間の使用の場合は、レンタルを薦め

ていますが、実は私どもの方でも相談されました折には、私どもの方に相談された折には、購

入の方を、長い目で見た場合に、本人に合わせて切ったりとかいうこともできますので、そち

らの方を薦めているということにはなりますが、意外と苫小牧・室蘭の方で出たついでに薦め

られてっていう部分についての指導が、なかなかうまくいっていない現状がございます。 

 町内のケアマネ等につきましては、その辺の選択について、きっちりと指導はしてはござい

ます。以上です。 

○委員長(鈴木宏征君) よろしいですか。 

○委員(根本道明君) いいです。 
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○委員長(鈴木宏征君) 他に、何かありませんでしょうか。 

 もしなければ、ちょっと私からいいですか。 

 一番最後の方の、１４ページなのですけれども。１５年度、１６年度の実績、載っているの

ですけども、これで見ますと、１５年度は１２，０００千円。１６年度は４６，０００千円で

すか。計画をオーバーしていますよね。 

 で、この部分というのは、基金の積立だとか、そういうところを取り崩して整理はしている

のだと思うのですが、現在のその基金の残高というのですか。どのぐらいになっているか、も

しなければいいのですが、だいたい。あ、そうですか、はい。 

 それで、ちょっと１７年もですね、この数字からこう見ていきますと、かなりオーバーして

いくんじゃないかというような見通しは立てているんじゃないかと思うのですよ。 

 そうしますと、この数字を見ても、今ちょうど保健福祉計画ですか。の見直し、介護福祉計

画、保健計画ですか。それも含めてやっていますよね。そういう部分から見ると、やはり、あ

と今新しい要望だとかいろいろなものも出てきますし、保険料の話になっちゃうのですけども、

保険料はですね、やはり上げていかなければ対応ができないというような見方にもなるんじゃ

ないかと思うのですが、もしそこら辺ちょっと、担当として考えているところがあればですね、

教えていただきたいなと思うのですが。  

はい、長沢主査。 

○主査(長沢敏博君) 委員長からお話がありました、まず基金の残高につきましては、はっき

りした金額、大変申し訳ございません。手元にないものですから、おおまかで３０，０００千

円ちょっと、今現在ございます。 

 で、これにつきましては当然、この平成１７年度において、介護給付費が予算より延びた場

合において、取り崩しという形になります。 

 で、今現在、この平成１７年度の介護給付費につきましては、まだ当然年度が終わっており

ませんので、最終的な数字というのは出ておりませんが、やはり例年どおり、金額的には延び

ております。 

 で、一つの要因といたしまして、予算を算定するに当たってはこの、介護保険計画に基いた

金額で算定いたします。で、介護保険計画で見ていなかった、計画に盛り込んでおりませんで

した介護老人保健施設。これが１７年の４月に開設になっております。 

 この分の給付費が、必然的に上がってくるという形で、見ております。 

 ただ、この１０月からの、先ほど午前中にご説明いたしました、施設給付費の減少分との差

し引きがですね、なかなか今実際に数字的に出てくるのが結局２カ月くらい遅れてからでない

と実際の数字というのが出てこないものですから、数字がつかめない状態が今出ているもので

す。 

 本来からいけばこの１２月の議会の方に、補正予算という形で減額するもの、増やすものと

いう形で提案させていただく形にはなるかと思うのですけども、ただ、今お話したとおり、最
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終的な数字というか、見込みがなかなかつかめない状態が今、推移しているものですから。そ

の増えた分と減った分の差し引きを今、これからまた詰めていきたいというふうに考えている

次第です。 

 で、保険料の関係なのですが、これは国の方で出したおおまかな推移という形で、すみませ

ん、ちょっと資料を見させていただきます。 

 国の方でしめした数字、平均的な今現在の全国的な、平均的な介護保険料としまして、月額

３，３００円程度を基本としまして、このままの、現行制度のままでいきますと、将来的には、

今度第３期になりますと、３，３００円が４，３００円くらいに推移するであろうと。月額で

いきますと１，０００円くらいですね。 

 ただ、それをこれから１８年から始まる予防給付と、そういうものをやることによって、今

４，３００円が３，９００円程度に下がるのではないだろうかと。これはあくまでも、国の方

で示している数字なものですから、現行の３，３００円から３，９００円になるであろうとい

う数字が出ておりまして、本当に荒い試算なのですが、６００円程度月額で上がるのではない

だろうかと。 

 ただ、うちとしましても、じゃこの今現在基準額が３，２００円でございます。で、これが

３，２００円が６００円上がると３，８００円という数字に、単純になるわけなのですが、や

はりこれからうちの方は計画の策定委員さんの方との協議もあります。 

 でまた、先ほど実績、１５年、１６年の実績が各サービスごとに出ております。で、今後１

８年から２０年までのサービス料の把握。あと、新しい制度によるサービスの見込み。あと、

施設関係の見込み。こういうものを精査いたしまして、保険料につきましては今後決めていき

たいという考えでおります。以上でございます。 

○委員長(鈴木宏征君) それはあれですか。１８年度からですから、今作成している計画の中

でね、保険料とか量とか決まっていくわけですよね。 

 そうしますと、さっき言っていたのは何か、国からの単価とか、そういうものもまだ示され

ていないという話もされていましたので、非常にこう、何というのか、短期間にハードにやら

なければ出てこない話ですよね。 

 だからやっぱり、対象になるのは平成１８年の４月からっていうことになりますよね。 

 ただそれ、払ってもらうのに、また納付書とか何とかっていう話になると、もう本当は今年

度いっぱいというのか、年度中にそういうものが分かって、そして４月からこういう金額にな

るからという、そういう作業に入らないと、なかなか大変な話になりますよね。担当としては。 

 そこら辺、どういうふうにスケジュールとして考えているのか。 

 長沢主査。 

○主査(長沢敏博君) 委員長が今おっしゃるとおりでございます。で、うちの方としましても、

国の方からのそういう単価的なものという、介護報酬的なものというのが全く出ていないのが

現状でございます。 
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 まぁ、施設関係は出ましたが、在宅介護のサービス報酬等については、まだ今出ていないの

が現状で。で、うちとしては作業できるものとしてはサービス料の見込量を出しておけば、あ

る程度国の単価等が出た時点で、総体的な給付費、費用額ですね。そういうものを出して、保

険料をいくらにするのかというのを、出したいと思っております。 

 ですから、今現在作業を進めているのは、今後のサービス料の見込みを早急に、協議しなが

ら出していきたいというふうに考えております。 

 で、道とかの情報によりますと、なかなか単価的にも出てこないでしょうと。ただ、予算も

当然各全道、全国の市町村もあるから、なるべく早くとは言っているのですが、その情報もま

だ定かではございません。 

 で、うちの方としましても当然、介護保険料の改定に伴いまして、議会の方に提案させてい

ただくこともございますので、私どももスケジュール的には大変厳しいスケジュールで今やっ

ております。 

 ただ、やれるものについては順次、作業を進めているという段階で、現在はやっております。

以上でございます。 

○委員長(鈴木宏征君) 分かりました。それと、最後にですね、ちょっと話として聞いたので

すが、今、町が単独でやられている、さっき課長が説明された老人福祉サービスの中で、配食

サービスとかこう、生きがい活動支援サービスとか。こういうものは、保健事業としてやられ

るという形になるのですが、何か国の方の制度の改正でですね、今のサービス体系ではできな

いっていうのか、何か、移送サービスがですね、何かこう、陸運局の許可がなければ今後でき

ないとかですね。そういう流れに今なっているようなのですが、そこら辺の対応としては、町

の方でどういうふうに考えているのでしょうか。 

 はい、武岡参事。 

○健康福祉課参事（武岡富士男君） 今民間でやっています、ふれあいだとか何とかというこ

とで、有料のボランティア的に低額でやってございます。 

 それがですね、実は陸運法の関係でですね、今までの状態ではできないということでござい

まして、これにつきましてはですね、まず介護移送のガイドラインというのが、国から示され

たのですよ。 

 そして、実は担当は山口課長の方なのですけど、私も多少は覚えていますので、ご説明させ

てもらいますけど、まず、できないということじゃないのですよ。 

○委員長(鈴木宏征君) ああ、そうなのですか。 

○健康福祉課参事（武岡富士男君） それで、まず白老町で運営協議会をまずこしらえなきゃ

だめなのですよ。運営協議会というのを。 

 これは、福祉の関係者または営業ナンバー、ここでは白交さんですね。そういういろいろな

その業種をですね、集めた中で運営協議会を設置するのです。まず。 

 そうしまして、福祉の輸送の必要性の論議をしていただくと。で、その中で、設置単価、例
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えば苫小牧に行くなら概ねですね、営業車の半分ぐらいとは言われているのですけど、その中

のメンバーの委員会の中で結論を出していただくと。 

 それが、各福祉事業者、社協だとかどんぐりさんだとかいろいろありますね。その方々が、

車を指定して、この車とこの車と。そして、目的はこういうことだということをですね、まず

その白老町が設置する協議会にまず申請してもらうと。そして陸運局に申請ということですね。 

 これをですね、本来はもう少し早くですね、同じ健康福祉課ですけど、担当が違うものです

から、やるべき今準備を進めていますのでね。４月に間に合わないというようなことでなくで

すね。もう近々ですね、運営協議会を立ち上げて、その中で論議して、そして業者も困ってい

ますので。そして申請をするという形になると思います。 

○委員長(鈴木宏征君) そうですか。ちょっとほら、今おっしゃったように、どんぐりだとか

ＮＰＯの友愛ですとか、いろいろなところでそういうサービスを展開していますよね。 

 で、それで今の、来年の４月からなのですか、これ。 

○健康福祉課参事（武岡富士男君） そうです。 

○委員長(鈴木宏征君) ああ、そういう法改正でそれができなくなるという心配も、かなり聞

こえてきているので、これどういうふうに進めていっているのかなというようなことを今、ち

ょっと心配したものですから。 

 それじゃ、今そういう運営協議会ですか。そういうものを作って、設立して、そこで協議を

すると。で、町としては、今その方向としては、そういう運営協議会の中でそういう審議をし

てもらってですね、そういう方にはできる方向というのか、やれる方向で進めたいという、そ

ういうことでよろしいのでしょうか。 

 はい、武岡参事。 

○健康福祉課参事（武岡富士男君） はい。私の方にもですね、各、介護保険を担当している

ものですから、すべての事業所やっていますので、そういうお話がございまして、やはりこれ

早く進めなきゃだめだということで、実はお話を進めてございます。 

 それで、うちの方はですね、この事業が、介護保険上は１回の通院代、１回１，０００円、

１００単位１，０００円なのですよね。ですけど、有償でもかなりやられている部分があるの

ですよ。 

 ですから、これはやはりきちんとした陸運局許可をとらなきゃだめだということで、町の方

はやらないということでなく、進めなきゃだめだということで、考えで、やってございますの

で。時間的にはですね、ここに今、陸運局に申請しても３カ月か４カ月だとかかかるような状

況でございませんので、協議会ができて、事業所が申請して、それを陸運局に出せば、そんな

今からやっても３月３１日まで許可は出るような形でやられると思います。 

 そういうことで、うちの方は必要ということでやる予定でございます。 

○委員長(鈴木宏征君) 分かりました。 

 他、何かありませんでしょうか。 
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 はい、氏家委員。 

○委員(氏家裕治君) ずっと今この資料１から２にかけての説明をずっと受けさせてもらい

ましてね、国の流れというのが、やっぱりどうしても介護予防、そっちの方に流れていくって

いうのも、もうこれから明確になってきていると思いますし、確かにまだまだ国の方の単価的

な問題なんかもまだ決まっていなかったり、まだまだ未知数な部分たくさんあると思うのです

けども、まず、それはそれとしてね、でも、それが決まってからどうのこうの。いや、今まで

話を聞いていても、いろいろな例えばボランティア活動を通していろいろやるというのも、話

に出ていましたけどもね。 

 もっともっとこう、内容を充実させて、取り組んでいく姿勢というのはね、決まるが決まる

まいが、流れ的には今、世の中というのはそういう形の中でもって国が流れていっているとい

うのは現実なのでね。 

そういったところ白老町として、本当に充実させていかなきゃいけないなって考えるのです

よね。 

 その中にはね、多分この介護っていう問題については、今の例えば学校教育に、例えばどう

いった形で取り組まれていったりですね、そういった、福祉課ですから、教育委員会とのそう

いった連携だとかですね、学校教育の中での取り組みだとか、高校の部分だとかですね。僕ね、

逆にそういったいろいろな、ちょっと言葉では僕、ちょっとうまくは言えないのだけども、そ

ういったいろいろな連携の中で、この介護っていうものをこう、下から見ないとですね、上の

中でもう出来上がったものに対してこうしなきゃいけない、ああしなきゃいけないっていう議

論が何か最近多いような気がするのですよね。 

 ですから本当に、これから少子高齢化が進んでいって、こういった介護用具を、介護保険だ

とかいろいろな部分が高齢化社会の中でもって生まれてくるのは現実ですしね。 

 もっともっとそういう教育の段階で、連携をとってですね、やっていくことも僕は必要じゃ

ないのかなって。それがどういう形なのかは僕もなかなかうまくは言えないのですけどね。そ

の辺についての考え方っていうのは、いかがなのでしょうか。 

○委員長(鈴木宏征君) はい、武岡参事。 

○健康福祉課参事（武岡富士男君） 非常に難しい質問でございまして、実は氏家委員のよう

な、行政として国の制度が決まっているのだから、もう少しスピードを上げてということでご

ざいますけど、私どももね、決してやっていないということではなく、新予防給付につきまし

てはですね、やはり、対象者が介護認定を受けている方々についてはやはり、専門性のある事

業所がやはりやらなきゃだめなのです。 

 正にこの新予防というのは、状態を維持させて、まして認定を受けていない方々も今度含む

わけです。 

 そしてこの方々というのは、非常に、６５歳ということで、そういう将来介護に恐れのある

方々をまずリストアップするのが一つの問題だと。 
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 それとやはり、今の高齢者６５歳といったら非常に若いです。それはそうしたら６５歳以上

を全部対象にできるのかというと、なかなか難しいと。 

 それでやはり、７０代の高齢者クラブに所属する方々の中の、やはり日常生活が不規則で、

そういういろいろな方をピックアップしてやっていかなきゃならないのが一つでございます。 

 それで、ボランティアだとか、学校教育だとかの中ではですね、非常にボランティアについ

てはうちも、先ほど読み聞かせもあったですけど、もうすでにうちの方は使っているわけなの

です。 

 それと、学校で言えば、例えば白老東高だとか何とかのいろいろなボランティア実践教育、

学校の授業の中で、カリキュラムの中でもう、いきいき４・６に来ましてですね、社協とタイ

アップしたりしてやっているわけですよ。 

 だから、その辺をですね、いかに今度はうちのいう介護の方に結び付けていくかという、一

つは大きな課題だというふうには捉えている。 

 従いまして、地域で支えていただけるような介護制度。そして、ましてや自立でございます

から、専門性も要しますし、まだそういうボランティアの方々のお願いする部分も非常に多い

と思うのですよ。 

 そういうことですね、複合的にいろいろな形で皆さんに地域で支えてもらっていく介護予防

を一つ、目掛けてですね、実践をしていきたいというふうに考えていますので。ちょっと答え

になったかならないか分かりませんけど、非常に難しい問題で。 

 いずれにしても、今から準備も進めていますし、そういうことで時間も本当に、もう１１月

でございますから、準備は内部的には進めてございます。 

 そういうことで、なかなか具体的な、本当にこの部分はどうしろという部分がですね、まだ

本当に見えてきていないのですよ。大枠だけばーっと発表しまして、私どももインターネット

やいろいろなことで全道都道府県課長会議の資料とか、しょっちゅう見ているのですけど、な

かなか社会保障審議会で今議論していますとかということで、今見ていますと２月下旬だとか

２月上旬だっていう話がもうすごいのですよ。衆議院もあったせいもあるのですけど、いずれ

にしても、制度は４月１日から始まるわけですから、来年の。 

 そういうことで、なるべく形に分かるように早くですね、町民の方にも周知しなきゃだめだ

し。また、議会にもご説明しなきゃだめなものですから、なるべく早め早めに対応していきた

いというように考えてございます。 

 答弁になったかならないか分かりませんけど、そういうことでご理解を願いたいと思います。 

○委員長(鈴木宏征君) はい、氏家委員。 

○委員(氏家裕治君) 僕もですね、今説明を受けているのは、今回の新しくできる介護保険の

ですね、いろいろな説明を受けているわけですから、それに対して質問するのが一番いいのか

も、質問というかね。それが一番いいのかもしれないけども、何かこう、断片的に見るとです

ね、絵に書いた餅をですね、皆さんでこう噛み砕きながらですね、何か説明を受けているよう
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なね、気がしてならない部分があるのですよね。 

 ですから、本当に一つの町づくりっていう一つの観点から考えたときにね、そういったもの

の本当に今参事が言われたとおり、いろいろな部分との連携を視野に入れながらね、こういっ

た施策に取り組んでいかないとね。白老町としての施策として取り組んでいかないと、他はこ

うやったから、そうしたらうちもこうだとかですね。いろいろな地域性があると思うのですよ

ね。 

 特に、白老町の場合は高校が二つあってですね。それから中学生という部分、中学校という

部分がね。今現在四つありますけどもね。 

 そういった部分で本当に、高齢者の方々との結び付きだとかですね、こういった核家族化し

た、こういった世の中ですから、そういった部分をやっぱりもっともっとこう、密接にこう、

していかないとですね、この介護っていう、介護保険だとか介護だとかっていう高齢化社会に

向けての取り組み方が、だんだんこう、うわべだけのですね、議論になっていきそうな気がし

てならないものですから。その辺については白老町として取り組んでいることもよく分かりま

すし、その辺の内容をもっと充実していくことが、やっぱりより多い、より良いこういう介護

予防につながっていくんじゃないのかなと思いますのでね。 

 その辺を視野に入れて、政策の中で取り組んでいただきたいなと思います。 

○委員長(鈴木宏征君) あと、ありませんでしょうか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(鈴木宏征君) ありませんか。はい。 

 それでは、午前中から長い間、また予算の時期もありまして、何か忙しいところ対応してい

ただきましてありがとうございます。 

 じゃ、これで説明と調査を、事務局を入れた、そちらを入れた調査を終わりたいと思います。

どうもありがとうございました。 

 休憩します。 

休憩 午後 ２時３０分 

 

再開 午後 ２時３２分 

○委員長(鈴木宏征君) 一応午前中からの委員会を終わりましたけれども、このまた、当面に

つきましてですね、どのようにしたらよろしいかということなのですか、今までのとおりです

ね、委員長・副委員長にお任せいただいて、そして一応まとめさせていただいて、それを委員

の方に見ていただいて、最終的に報告するという、そういう形でよろしいですか。 

            〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(鈴木宏征君) それでは、委員長・副委員長でまとめさせていただきまして、後で委

員さんに見てもらいたいと思います。 
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◎散会の宣告 

○委員長(鈴木宏征君) もし特になければこれで民生常任委員会を終了したいと思います。ど

うもご苦労さまでした。 

（午後２時３２分） 


