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      ◎開会の宣告 

○委員長（吉田和子君）  民生常任委員会を開会いたします。 

                                          

○委員長（吉田和子君）  お諮りいたします。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（吉田和子君）  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。 

昨日は、民生常任委員会、現地を視察ということでケアマネージャーの方とも懇談できまして、

大変、尽力をしていただきましてありがとうございました。 

では、次に本日の委員会の日程について事務局長から説明をいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君）  おはようございます。本日は、昨日に引き続きまして所管事務調

査であります。担当課から介護保険制度ということで別紙レジメに書いておりますとおり、５点の

資料が出てございます。これに基づきましてご説明を受けることになります。今日、午後に一応か

かる予定でございますのでよろしくお願いしたいと思います。以上であります。 

○委員長（吉田和子君）  では、これより介護保険制度について、所管事務調査を行います。健

康福祉課からの説明を願います。長沢主査。 

○介護保険Ｇ主査（長沢敏博君）  おはようございます。説明に入る前に皆様の方に資料の訂正

と、差し替えを一部お願いしたいと思います。今、事務局の方で配っていただく形になるかと思い

ます。差し替えにつきましては、資料の４の次に介護保険料改定案という形で紙が１枚入ってござ

います。これにつきましては、お手元の資料に各段階の負担の率を記入しておりませんでした。そ

れを記入したものと差し替えをお願いしたいと思います。続きまして、介護保険計画の案ですが、

これの一部に数字の記入間違いがございました。それで、正誤表をお配りしてございます。ページ

数は 69 ページ、地域支援事業の実施、各年度の事業の目標量。これの平成19 年度、20 年度の数字

の一部に記入誤りがございましたので訂正をお願いしたく、正誤表を配付してございます。よろし

くお願いいたします。 

○委員長（吉田和子君）  それでは、説明の方をお願いいたします。武岡参事。 

○健康福祉課参事(武岡富士男君)  それでは、私の方から説明させていただきます。まず、一番

初めにパンフレットが載っておると思います。よくわかる介護保険ということでこれです。これを

お開きになっていただきたいと思います。お開きになりましたら、高齢者と左側に書いています。

それで今回、介護保険が大きく変わる改正点をですね、このパンフレットが上手くまとめておりま

すので、これを持ちまして説明をさせていただきます。 

 左端の高齢者、赤字で介護や支援が必要な人。これにつきましては、全く今までと申請の方法は

変わりません。そうしまして、次の枠の要介護認定というところでございます。これは認定調査と

受けまして、主治医の意見書、それから介護認定審査会において認定を結果いたします。これは要
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支援から要介護 5 までの判定をいたします。 

 それで、次の枠で仕切ってある、現行と書いてあります、下から非該当から要介護 5 までとなっ

てございます。若干、前にも説明しましたけれど、12 月実績でサービスを受けている人数が、上か

らいきます、要介護 5 で 11 人おります。サービスを受けている方です。要介護 4 が 17 名でござい

ます。要介護3 が 26 名。要介護 2 が 48 名。要介護 1 が 197 名。要支援が164 名。計 463 名がサー

ビスを何らかの形で提供受けてございます。それが次の枠に行きますと、平成18 年 4 月からはどう

なるかと言いますと、要介護 1 の部分でございますが、先ほど 197 名という人数を申し上げました

が、これがこの内の 7 割が今回の法改正で要支援の方に移行していただくと。要介護 1 に残る方は

大きく特徴を言いますと認知症がある方。それから、もしくは何かの疾病がある方。この方々は要

介護 1 に残る可能性がございます。そうしますと要介護が197 名から 60 名ぐらいになるというふう

に実は考えてございます。そして、要支援 2 が 137 名ぐらいになります。それで全体 463 名となる

わけでございます。したがいまして、今まで介護保険のサービスを受けている方は65％が実は要支

援 1 と 2 になる予定でございます。非常にウエイトが大きくなってございます。それで、介護 5 か

ら介護 2 までの方は右の方のピンク、赤字で矢印していますけど、これに関してはほとんど今まで

と全く変わりはございません。サービスを受けられます。 

 それで次の下。支援が必要とされる人、要支援 1 と 2 になった方々、これが俗に言う、介護予防

の対象者となってございます。この方々がどのようなサービスを受けられますと、ピンクの矢印で

右の方に行きますと赤字で要支援1、2 と認定された人と。ここに来ますと、地域包括支援センター

が中心となり、ケアプラン・予防プランを立てますよということでございます。そして、そのまま

真っ直ぐピンクを行きますと新予防給付と書いてございますが、予防給付でございますが、このよ

うなメニューを受けられますよという形になってございます。それで、今までの従来の介護サービ

スと何が違うかと言いますと、一番右側の方で地域密着型サービスと記載してございます。これが

実は 6 つございます。それで介護サービス、今までと何も変わらない方に関しては全部のサービス

のメニューが適用となってございます。それで、上から順番にいきますと夜間対応訪問介護、これ

はヘルパーの派遣でございます。認知症対応型通所介護、これはデイサービスのことを言っており

ます。小規模多機能型居宅介護につきましては、泊まりのケア、日中のケア、そういう訪問のケア

というようなことになってございます。それから、認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

でございます。それから、その下の地域密着型特定施設入居者生活介護、これはケアハウス、有料

老人ホームで30 人未満の施設を指してございます。それから、その下が地域密着型介護老人福祉施

設入居者生活介護、これは特養をイメージしていただければいいと思います。これも30 人未満でご

ざいます。 

 この地域密着型サービス、これが 4 月 1 日から市町村が認定をすることになってございます。し

たがいまして認定でございますから、監査から、指導から、全てのものを市町村の権限に委ねられ

てございます。 

 それで、先ほど言いました要支援 1 と 2 に区分される方々のサービスのメニューはその下でござ

いますが、使えるのは今までも全く同じなのですが地域密着型サービスでは、介護予防認知症通所
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介護、デイサービスでございます。それと小規模多機能居宅介護。それから、介護予防認知症対応

型のグループホームと。この部分で使えますよというふうになってございます。 

 それでまた戻りますが、今、介護が必要としない人でございます。俗に言います虚弱高齢者もし

くは一般の高齢者。この方々が介護予防サービスの対象になる可能性のある人ということを、実は

この生活機能の低下を早期に把握というところの下に 5 つほど書いてございます。これはいろいろ

な形でうちの方で把握をして参ります。と言いますのは、今やっています健診でもって20 項目ぐら

いの特定高齢者にするべき項目が実は増えてきてございます。それで一般の健診で、これは今後、

介護が必要となる高い方々ですよということでまず、一般の健診であぶり出していただくと。そし

て、今度は私どもの方でそれを管理しながら、実は予防サービスを進めていくというようなメニュ

ーでございます。 

 次に、ここに地域包括支援センターとなってございますが、これは市町村で独自に地域包括セン

ターを設置しなさいということになってございます。その中身につきましては、グリーンで書いて

いますけど、総合相談だとか、介護予防だとか、包括・継続マネジメントの実施だとか、高齢者の

虐待防止のための相談や権利擁護と。これらの仕事を、この地域包括センターが担うことになって

ございます。それで、白老町の方につきましても実は、地域包括センターの設置は 3 月 1 日に委嘱

状を交付して、委員 10 名でもって立ち上げる予定でございます。3 月 1 日に辞令を交付する予定で

ございます。それで、この地域包括センターは胆振管内、この辺では市町村が直接設置をするとこ

ろはうちぐらいかなと。苫小牧さんは現在の在宅介護支援センターに 4 箇所か 5 箇所ぐらいに委託

をすると。登別さんも委託です。室蘭さんも委託です。それから、伊達さんも委託。ということで、

この辺近隣では白老町が、市町村が直接設置をするという形になってございます 

 それで、この地域包括センターでいろいろな把握をしましたことを実は、黄色い枠組みになって

ございますが、これはハイリスクアプローチを言いまして虚弱高齢者、国では人口の 5％ぐらいと

いうことで考えてございます。ちなみに白老町で、高齢者人口 5,700 でございますから約 290 名ぐ

らいの方々が対象になるのかなと思ってございます。これは介護や支援が必要となるおそれのある

人ということで、地域支援事業で介護予防サービスを提供して参ります。それで、この矢印をずっ

と辿って行きますとどういうサービスを受けられるかと言うと、介護や支援が必要となるおそれの

ある人についてはずっと行きまして、地域支援事業と書いていますグリーンのメニューを予防とし

て使っていくという形になってございます。 

 戻りまして、その下のブルー。これはポピュレーションアプローチでございますが、一般の高齢

者でございます。この方々については、ここでストップでございます。これにつきましては、どう

いうことかと言いますと、生活支援とか介護予防などのサービスが利用できますよということで、

これは一般の高齢者だから、ほぼ自立に近い形でございますから、白老町で言いますと例えば配食

サービスの提供だとか、それから、各種予防教室の参加だとか、教育の分野に主に取り組んでいく

考えでございます。 

 そういうことで大きくですね、このように衣替えになるということでございます。今までいろい

ろなパンフレットを見ましたけど、これが一番分かりやすく、簡単に書いてございますのでこれを
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もって制度改正につきましては、このように説明を終わらせていただきます。 

 続きまして、制度改正でございますから、次に主な介護報酬の改正（案）比較一覧表となってご

ざいます。これは 3 枚ものでございます。この説明をさせていただきます。よろしいでしょうか。

昨日も実はリハビリさんにお邪魔いたしまして、非常に介護報酬が厳しくなって事業所も大変な状

況だというお話をなさってございました。それで私の方で、実は基準はまだ交付されてございませ

んが、これは答申された金額でございますから、今のところ何も言ってきてございませんのでほぼ

このとおりになるのかなというような考えでございます。 

 それで、まず、認定されますと介護度別に支給減額が決められます。使える範囲ですね。説明を

申し上げますと、これの単位ですが1 単位 10 円でございます。私の方で金額で申し上げます。要支

援で現行、今現在認定されていれば61,500 円がサービスの提供を受ける限度額なのです。それが改

正では要支援1 の方、49,700 円になります。要支援2 になった方は若干上がるのですが104,000 円

となるわけでございます。そして、その横の方に増減を出してございます。改正の要支援の 2 の中

に経過的要介護と書いてございますが、これは実は要支援になっている方でも 9 月末までは現行の

見なし規定で61,500 円。経過措置でございます。9 月 30 日までは61,500 円のサービスの提供を受

けられるということになってございます。それで、今までと変わらない方ですね。要介護 1 から要

介護 5 の方まで。この方々については、限度額については一切変わりございせん。したがいまして、

要支援の 1 と 2、うちで言いますと約 6 割の方が要支援1、2 の方々です。この方々の中でも特に要

支援 1 の方についてはほぼ自立に近い方でございますので、この方々については限度額が改正後は

11,800 円ぐらい下がるような形になってございます。 

 全部説明すると時間かかりますので主なものを説明して参ります。次に居宅介護支援。これはケ

アプランの作成の報酬でございます。事業所が受け取る報酬でございます。現行では要支援から要

介護 5 度まで、一人のプランを作るごとに 8,500 円を実は報酬として受け取ってございました。こ

れが改正後では要支援1 と 2 が 4,000 円でございます。半分以下になるわけでございます。そして、

初回の加算が 1 回ですが 2,500 円いただけるよという形になります。これも先ほど言いました経過

的要介護ということで経過的な措置がございまして、9 月までは従来の 8,500 円をいただけるよう

になってございます。次に要介護 1 から 2 の方。今まで 8,500 円が、1 万円。これはプラスになり

ます。それから、要介護 3 から 5 の方。今まで8,500 円が 13,000 円になります。増減は右に記載の

とおりでございます。ですけど、事業所としては絶対数 6 割が要支援でございますので、というこ

とになります。これはいろいろな加算もありますけど主な基本的な部分を申し上げていますので。 

 次のページ。訪問介護。これはヘルパーのサービス提供でございます。これがどうなるかと言い

ますと、現行では実は 3 つに区分をされております。身体介護、これは 1 時間のサービスで書いて

ございます。1 時間のサービスを提供した場合で比較をしてございます。身体介護でいけば 4,020

円、1 時間提供で報酬を受けられました。生活援助が 2,080 円。乗降介助というのは車でございま

す。これが 1,000 円と。病院の通院、退院ですね。1 回千円でと。これが改正では、要支援１、2

につきましては月単位の報酬に変わってございます。実は今までは30 分～1 時間の単価をずっとも

らっていたのですけど、これはもう定額になりました。1 ヶ月定額です。1 ヶ月につき 12,340 円、
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要支援 1、2 の方。これはですね、国の方では介護予防訪問介護の人、だいたい 1 週間に 1 回程度と。

要支援 1 については。要支援 2 については 1 週間に 2 回程度を想定しているのかなと。というのは

定額でございますから利用者によっては、「俺、毎日来てくれ」と言ったら事業所はお断りすると思

うのです。毎日来てくれと言ったら、ものすごいマイナスになりますので。ですから、事業所はお

そらく 1 週間に 1 回程度、要支援1 は。要支援 2 の方については 1 週間に 2 回程度と。このような

形になります。それで、今までの介護 1 から介護 5 の方についてはほとんど実は変わりございませ

ん。主にこういうふうに、基本部分については変わるということでございます。したがいまして、

ヘルパーが家事援助に入ったのは要支援の方、平均週 2 回ぐらいが入っていたように受け取ってご

ざいます。それが要支援 1 の方は今度は約半分になると、1 回ぐらいになるということでご認識を

いただきたいと思います。 

 次に下がりまして、通所介護。これはデイサービスでございます。これにつきましても実はモデ

ルとしては4時間から6 時間未満のサービス提供をしている事業所の単価を比較させてございます。

要支援、現行では 3,440 円。お一人引き受けることに、来ていただくことに 3,440 円いただいてご

ざいました。これも実は月額単位になりました。要支援 1 が 22,260 円、1 ヶ月で。要支援 2 は 43,530

円という形でございます。備考欄見ていただければわかりますが、要支援 1 の方については週 1 回

利用で単価的には 5,570 円ぐらいになるのかなと。週 2 回では 2,780 円ぐらいになるのかなという

ことでございますので、要支援 2 につきましては記載どおり 43,530 円でございますから、週 1 回利

用の場合は10,880 円。週 2 回で 5,440 円と。このような形になりますよと。それで、下の方に書い

ていますが、これは今度は新予防給付でございますので、例えばアクティブ実施加算だとか、運動

機能向上加算だとか、栄養改善加算だとか、口腔機能向上加算だとか、事業所評価加算だとか、こ

の部分を取り入れれば加算されていくというような形になってございます。それで、従来の介護度

のある方々。要介護 1 と要介護 2 の方。これは実は若干ながら上がってございます。要介護 1 と 2

が 4,380 円。それが記載のとおり、増減でいきますと要介護 1 で 700 円、要介護 2 で 1,500 円増と

なってございます。要介護 3 から要介護 5 までは同じく、現行 6,450 円が増減でいきますとこのよ

うに 230 円だとか、1,030 円、1,830 円と重くなるほどに増加となってございます。それで、主なや

つは加算でございますが、現行では送迎加算。これは片道いくらで加算になっていたのです。これ

は今度、基本の部分に入れられましたので、改正後では送迎加算は無くなってございます。そして、

記載のとおり、あるのはこういう加算でございます。 

 次に裏のページ、4 ページでデイサービスが書いてございます。これもだいたい同じような傾向

でございますので割愛をさせていただきます。 

 一番最後、5 ページの短期入所。ショートステイでございます。これがどうなるかと言いますと、

これも非常に要支援の方については厳しくなってございます。現行 6,790 円いただいていたのが、

要支援 1、2 に分けますと要支援 1 では 1,570 円の報酬減額になります。要支援 2 につきましても

260 円の減額になります。そして、これも9 月末までは経過的介護ということで、5,220 円の経過的

な措置がございます。あと、介護 1 から介護5 までの方については増減はございません。 

 一応、このような主なものでございますが、このように改正をされる予定でございます。したが
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いまして、昨日もお話ありましたが事業所にとっては大変厳しいというようなお話でございます。

私もほとんどの事業所を 2 回ぐらいもう回りましたけど、やはりヘルパー部門、デイサービス、そ

れと居宅介護支援、ケアプラン作成、これにつきましては皆さん、人員を含めてどうするかという

ような、どちらかと言うと今の回数より減るということで事業計画を立てていますので、ちょっと

4 月以降の推移を見なきゃわからないなという部分がありますけど、いずれにしても今までより厳

しい経営状況に置かれるのかなというふうに実は認識してございます。 

 次、資料の 2。1 枚ものでございます。町内介護保険事業所の一覧ということで書いてございます。

一番目としまして居宅介護支援事業、ケアプラン事業所でございます。これは今現在、白老に 6 箇

所ございます。それから、次に訪問介護ヘルパーの事業をやっているところは町内に 5 箇所ござい

ます。それから、訪問看護。これは 1 箇所でございます。それから、訪問リハビリ。これも 1 箇所

でございます。それから、通所介護・デイサービス、4 箇所で。実は、これは定員が 100 人でござ

います。それで現在の稼働率を総じて言いますと 7 割ぐらい稼動しているのかなと。昨日、リハビ

リさんでも30 人定員で 24、5 名毎日来ていますと言っていましたので、ほぼ7 割ぐらいは稼動して

いるのかなという形になってございます。それから、通所リハビリ・デイケア。これは生田さんと

藤田さんの2 箇所でございます。定員40 人となってございます。それから、認知症対応型共同グル

ープホーム。昨日、視察に行きました、どんぐりさん。定員 18 人となってございます。それから、

次の裏のページでございます。福祉用具の貸与のレンタルでございますが、これは町内に 1 箇所ご

ざいます。これは、げんき福祉用具貸与事業所ということで、後藤家具さんが指定を受けています。

手すりだとか、かなり福祉用具のやつは後藤さんが多いです。請求では。それから、次に短期入所・

ショートステイでございます。これは記載のとおり 4 箇所でございます。そして、ご存知のように

寿幸園につきましては、今、空きベッド対応でございますが改築と同時に13 床ぐらいが増える予定

でございます。それから、次に 10 番目に老人福祉施設・特養でございます。これは 2 箇所で定員

100 でございます。それから、老人保健施設。これはさくらでございますが、定員61 名。この状況

でございますが、ほぼ満員。定員は全て埋まっているということでございます。それから、次に療

養医療施設でございますが、白老町では 1 箇所。生田さんがなってございます。あとは介護保険に

関係ございませんが、その他の施設で恵和園、それからケアハウス暖炉さん、それから悠悠さんと

いう、その他の施設でございます。これで白老町の介護保険のサービス提供している施設は以上で

全部網羅されてございます。以上でございます。 

 それでですね、ちょっと先ほど実はケアプランのことでお話をさせていただいたのですが、続け

て説明させていただきますけど。実はうちで包括支援センターを立上げしますよと。それで議員協

議会でもお話させていただきましたが、ケアプランの作成、予防給付にいく分については 4 月から

全てを民間に委託をしますというお話を実はさせていただきました。それがですね、実は今回の改

正で持ちまして非常に厳しい基準が設けられてきました。今までは国の厚生労働省の説明では、民

間委託可能ですという話だったのです。それでうちはやはり事業所のことを考え、または町が直接

やるといっても人員だとかいろいろ揃えなきゃ駄目だから、全部全てを民間委託しますというご説

明を実はさせていただいてきました。今回ですね、国の方で要支援1、2、予防給付のする方々のケ
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アプランについては、実はケアマネージャー一人につき最大、委託する場合は 8 人しか持てません

よという基準を決めてきたのですよ。それでちょっと、これを見て説明をしますので。実はですね、

ケアプランにかかる費用ということで、居宅介護支援のケアプランございますが、今までは標準件

数、持てる件数は概ね国では 50 件ぐらいと言っていたのです。ですから、持っているところは 60

件も 70 件も持っています。ですけど、だいたい 50 件ぐらいが目安かなと言ってございます。そし

て今回、実はこれに居宅介護支援ということで減算対象を設けてきます、3 段階に。で、標準でい

きますと 39 件まで持ったら、要介護 1、2、3、4、5 となっていますが、これにつきましては 39 件

の時はこの金額で8,500 円上がってございますけど、これは減算になりません。40 人未満であれば。

ところが 40 人から 59 件まで持ちますと、1 万円が 6 千円になります。だけど、うちはそれじゃ採

算合わないから62 以上持たせるよといった場合は 4 千円になります。そういうことで、国では標準

を 40 人未満と。それ以上お持ちになる方はお持ちになってもよろしいですが、報酬は減算していき

ますよという形になって参ってきてございます。それで、要支援1、2、要するにうちが民間に包括

センターを立ち上げて委託するといった場合ですが、実はその中に、どこも減算になるのは嫌です

から、やっぱり40 件未満で持とうと思うのですが、その場合には介護予防の利用者を受け持てるの

は最大 8 人までしますよということを基準に明確化されて参りました。例として書いてありますが、

取扱い件数 40 件未満の最大値としまして、例えば要介護 1 から 5 の方でしたら 39 人持てるのです

が、それにうちが委託をしようとしている予防給付の部、最大 8 人までを持っていただくとしまし

たら 35 件までが介護度のある方を持ちます。それで 8 人までを予防給付持っていまして、最大 43

人という形になろうかなと思います。2 分の 1 に乗じますから。ですから、39 人は持てるのです。

それで 2 分の 1 に乗じますから、予防給付持つのは 8 人増していいわけですから。そういうことで

最大 43 まで持てる形になります。それで、これも経過措置があります。9 月までは今の要支援の方

は何ぼ持ってもいいのです。経過措置でございますので。10 月以降は駄目ですよと言っているとい

うことでございます。 

 それで次のページ開いていただきたいのですが。私の方で実は事業所等を試算しまして 12 月の実

績に基づいて仮の数字を出してございます。事業所は先ほど言いましたように 6 箇所ございます。

そして、要支援、要支援 2。予防給付になるのが今現在、毎月 301 名のケアプランを作成してござ

います。介護給付では 162 名でございます。したがいまして、162 名介護給付の合計を見ますとケ

アマネージャーさん、だいたい1 事業所に一人でいいのです。40 人見ますから。そして、横の方に

今、ケアマネの事業所さんの専任が 9 人おります。それから、兼務が 17 名。合計で 26 名が今、12

月末ではケアプランを携わっている方が、専任と兼務で26 名の方がケアプラン作成に従事してござ

います。 

 それで 3 でございますが。予防給付プラン委託可能数をちょっと試算してございます。介護給付

でいきますと要支援1 が 162 名。要支援 2 になる方が 144 名で合計 301 となっています。現在の40

人を手一杯、今のケアマネに換算しまして持てる件数が事業所では 144 人。黒い枠取っています。

144 人はペナルティも受けなく、うまく持っていただけるなと。受託できない件数。ペナルティに

なってもいいから受けるよというのは別ですけど、8 人以上受けられませんので、この 157 名の方々
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が実はケアプランを作成するケアマネージャーがいないということになります。それで、実は助役

ともいろいろ相談させていただきながら私の方で事業所をもう2、3 回回ってございます。それで私

の方から、実は白老町としては白老町の包括センターで人を抱きかかえるということはやってやれ

ないわけじゃないけど、やはり事業所さんで何とかうまくやっているので、事業所さんでひとつ最

大限協力をいただけないかということで、実は各施設 6 箇所に 2 回回りましてですね、今までのや

り方であったらケアプランを作る事業者は全部赤字になりますと。なると思うのです。そして、社

協さんは嘱託ぐらいの人件費でやってございますが、他の事業者はみんな正規職員でございます。

その方々を維持するためにひとつ何とか協力いただけないかということで、実は各事業所には今、

携わっている方々以外に福祉施設ではケアマネさんが相当数いるのです。リハビリさんにしたって、

実際に今のところ 7 人しかいませんけど、まだ、いろいろな部門で持っている方たくさんいるので

す。社協さんもそうです。それで、何とか兼務でやっていただけないかと。8 人だけ持っていただ

けないかというお話を実はさせていただいてございます。それで何とかですね、今、交渉中でござ

いますが、それでも最終的には 7、80 から 100 人ぐらいはどうしても受け持ちが出来ないのかなと

いうような見通しになってございます。それで町の方で 1 名、やはり抱きかかえる。それから、今

いる職員で10 件ぐらいずつの兼務をさせるという形で何とか乗り切れるなということで、最悪の場

合は白老町で、包括支援センターで嘱託クラスで 1 名のケアマネージャーをやはり確保しなきゃ駄

目だという形でございます。その辺が、だから 7 割以上は委託するけど、溢れた分についてはやは

り白老町の包括センターでプランを作成しなきゃ駄目だというような考えで今のところ進めており

ますので、全面委託というのはちょっと厳しいのかなという状況になってございます。これから再

度ですね、いろいろな事業所を回りまして、出来るだけ民間で受けていただくような方法で進めて

参る考えでございます。あとはですね、1 点だけ非常に、白老町が設置する包括支援センターで予

防給付のケアプランを作成する場合は、実は定員の規定が無いのです。事業所だけに 8 名という基

準を設けている。そして、うちは、例えばですよ、100 名といったら 100 名持ってもいいのです。

それは白老町で包括センターで適正な給付管理をしなさいということですから。50 人だろうが、100

人と持とうがいいのです。それで、だいたいですね、うちの今、ケアプランを作成している担当者

に聞きますとね、昨日も言っていましたけど、新予防のブースはパッケージが決まってくるのです

よ、そんなに無いですから。これについてはですね、うちのケアプランを立てている人間に聞きま

すと、だいたい専門にやるなら 70 件ぐらい持てるのではないかと言うのですね。これは要支援 1、

2 の方ですから。使うメニューは決まっていますから。それで国では 3 ヶ月に 1 回ぐらい訪問すれ

ばいいと言っているのですよ。だけど、今の事業所は月に 1 回は必ず顔を出しているのです、皆さ

ん。それが、町が例えば70 件持ちましてですね、3 ヶ月に 1 回といったらね、町は何やっているん

だというね。最低やっぱり 1 回は顔出さなきゃ駄目だと。そして、プランの作成をしていかなきゃ

ならないということで。非常に包括センターが直接やる場合は人員の定数管理は全然されないとい

うことだけ、ちょっと覚えてください。したがいまして、私どもも苫小牧包括センター、室蘭、登

別包括センター、伊達もそうですが、全部民間で受けるのです。で、どうするのですかと言ったら、

みんなケアマネが足りないと言うのです。それでね、ケアマネさんが非常に不足をするような事態
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にもなるのかなというような状況でございます。ただ、苫小牧辺りも 4 箇所の包括センターを立上

げするわけですが、それから在介の方に全部委託をしてもらおうという頭があったのですね。だか

ら、それが結局 8 人までとなりましたので、包括センターを受けないというところも実はかなりや

っているらしいのですよ。そういうことでですね、状況が変わりましたので、うちは基本どおり民

間に委託を何とかお願いして、最悪、民間で受けられない人員については白老町で最低限の人数を

確保しましてやっていきたいというような考えでおりますので、一部、今までの経過の修正をさせ

ていただきます。以上で私の方の説明を終わらせていただきます。以上でございます。 

○委員長（吉田和子君）  1 時間経ちましたので休憩をしてから、１、２、今、参事の方から説

明あった部分ずつ区切って。いっぺんに全部、最後まで聞いちゃうと質問もいっぱいになっちゃう

と思いますので。１、２の説明を聞いて、休憩をとりまして質疑応答をしてから、今度２、３とい

う説明を受けていきたいというふうに思いますので頭の整理をしながら休憩したいと思います。再

開を 11 時 5 分といたします。 

休   憩      午前 10 時 55 分 

                                          

再   開      午前 11 時 05 分 

○委員長（吉田和子君）  今の説明にありました、１と２の部分ですね。制度改正についてとい

うことと、各施設、サービス提供事業者の状況と報酬等も含めて、それから、ケアプラン関係だと

かいろいろ説明がありましたけれども、それについて質疑応答をしていきたいと思います。質疑の

ございます方どうぞ。 

 私はこれを見ていて、すごく心配したことが一つあったの。昨日、新聞等もちょっと見ましてね、

事業者評価加算というのがありますよね。これは要支援の方々の新介護予防をして、成果が出た所

に加算をしていくというようなことが載っていたのですね。私はこれを読んだ時にちょっと嫌な感

じがしたのですよね。というのは、加算の金額がどのぐらいなのかというのはここに今、出ていま

すけれども、結局はそういう評価をされるということになるとね、それがお金に換算されるという

ことになると、受ける側に対しての何て言うのだろう、無理がかからないのかなって、ちょっとそ

んな心配したのですけど。心配のしすぎでしょうか。その辺はどういうふうに。介護を受ける側が

頑張って認定を一つ繰り上げたと、要支援 2 が 1 になったと。私はその受ける人にご褒美として何

かあげるというなら、まだそれはすごいことだと思うのだけど、事業所にあげるというのは何なの

かなとちょっと思ったのですけど。その辺どのように。武岡参事。 

○健康福祉課参事(武岡富士男君)  このデイサービスの事業加算ですね。これも私、デイサービ

スの方にちょっと何軒かお邪魔しまして、いろいろとお話させてもらったのですが、実はこの事業

所評価加算は今、委員長がおっしゃったように要支援 2 の方が要支援 1 に移行したよ、だから、評

価だよという意味じゃないのです。あくまでも、上のありますアクティブから口腔ケア、これらい

ろいろ、やはりやって、従来のデイと全く同じことをやっていましたら評価になりません。こうい

うものを何か一つ取り入れることによって、その方々が実は状態を維持させているよということで

あれば事業所評価加算が支給されるというような形でございますから。今、特別にですね、何かと
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いう基準があって、今の状態を良くしたから出すんだとか、そんな話ではないと思います。 

○委員長（吉田和子君）  そうしたら、要支援度の維持とか改善の割合が一定以上、だから、い

ろいろな選択的サービスを提供していく中で、やっぱりやり方によってはそれが維持されて、本当

にいい状況が作られているという、そういう評価を受けた場合の加算ということなのですね。これ

は個人が、要支援 2 が 10 人いて、5 人に上がったというようなことが評価の対象の、そういう数字

的な割合ではなくて、そういうふうになった状況を作り上げたというサービスに対しての評価とい

うふうに捉えていいのですか。内潟主幹。 

○健康福祉課主幹（内潟康子君）  事業所評価加算なのですけれども。今、参事がご説明いたし

ましたとおり、原則として各デイ、1 月から 12 月までの期間において利用者の改善割合が一定以上

となった場合に事業所のサービス提供につき加算するということで 100 単位なのですね、事業所評

価加算というのが。で、これについて具体的にどういう評価をするのかということについての細か

い要綱であるとか、実施要領みたいなものがまだ示されていないのですよ。期間的にはこういう形

だとは言っているのですが。先日もケアマネ同士の勉強会の中で、これの具体的な内容というのは、

どの状態がどうなったらという国の例示がまだ示されていないということなのです。 

○委員長（吉田和子君）  そうしたら、やっぱりサービスの状況ばかりではなくて、数値的なも

のももしかしたら出てくる可能性もあるということになりますよね。 

○健康福祉課主幹（内潟康子君）  そういうことになろうかと思います。 

○委員長（吉田和子君）  やっぱり評価というのはデータみたいなものが無いと駄目ですよね。

数値的なデータみたいなものが。だから、そういうものでいくとやっぱり数値的なものだとか、そ

れから、それが介護者に負担をかからないようにするためには事業所の捉え方によってかなり違う

のかなというふうに、自分の中ではちょっと、これは心配な点だなと思ったものですからお聞きし

たのですけど。内潟主幹。 

○健康福祉課主幹（内潟康子君）  国が示しておりますのも、これは今年からということですの

で、当該評価期間の次年度における当該事業所のサービス提供ということで、１年やった上でとい

うことになっていますので。今年についてはまだ発生しないのかなとは思います。 

○委員長（吉田和子君）  わかりました。じゃあ、他に質問のございます方、どうぞ。大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  今の話だけど。月千円ということは、一人につき月千円という意味です

か。デイサービスの場合は。 

○委員長（吉田和子君）  内潟主幹。 

○健康福祉課主幹（内潟康子君）  事業所評価加算というふうになっておりますので、事業所 1

箇所につきではないかというふうに解釈しているのですが。これについては、詳しいこと照会して

みたいと思います。 

○委員長（吉田和子君）  大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  例えば、事業評価で一つの事業所千円でしょ、月。それだったら、また

変な話で。月千円の評価の金額といったら、何か変だよね。 

○委員長（吉田和子君）  武岡参事。 
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○健康福祉課参事(武岡富士男君)  これですね、実はあまり触れなかった部分なのですが。実は

ですね、全てのサービスのメニューについて特定事業所加算の創設というのが全部出てきているの

です。サービスごとにです。私、今ちょっと言いますけど、例えば、居宅介護支援、これはケアマ

ネの部分でも特定事業所加算の創設というのはあるのです。これについてはどういうことかと言っ

たらね、月 5 千円なのですけど、ケアマネに対して 5 千円加算しますよという話なのですが。そし

て、これはいろいろ条件がありましてね、例えば主任の介護支援専門員である管理者を配置してい

るかだとかですね。それから、例えば常勤の専従の介護支援専門員を 3 人以上配置している場合は

出すよだとか。それから、利用者の内、プランを立てる内に例えば中度者、要介護 3 から 5 の占め

る割合が60％以上の事業者に出すよだとか。それから、定期的に研修をしているかとか。それから、

地域包括センターから紹介された支援困難ケースを受諾し、地域包括センターが実施する事例検討

会に参加しているかだとか。それから、介護支援専門員が一人当たり、需要者の平均件数 35 円を越

えていないよだとか。これが実は訪問サービス、ヘルパー、デイとか、そういう基準で皆さん加算

にしてきているのです。この加算のやり方はおそらく事業所で兼務が何人いるだとか、いろいろな

こと出てくるのですね。別々に、サービスの。それらで最終的にもらえるか、もらえないかという

ことなのです。金額的にはですね、ケアマネ一人に 5 千円ですから、たいした金額にはならないの

ですが。そういうことで、各サービスメニューごとに特定加算というのが割りあい付いて回ってご

ざいます。 

○委員長（吉田和子君）  大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  ということは、その事業所が専門化していくための、例えばケアマネさ

んならケアマネさんがきちんとした資格が認められる、何て言うのかな、今の言う看護師さんなん

かきちんと身分的に全国的にどこに行っても保障されているよね、一定限度だけど。で、ヘルパー

さんや看護師さんや、こういう事業所に携わる人たちの専門家になっていくための、それを推すた

めにやっているというような理解なの。 

○委員長（吉田和子君）  武岡参事。 

○健康福祉課参事(武岡富士男君)  基本的にはケアマネさんの場合にとりましては、一面ではそ

ういうことが言えるかもしれないけど、あくまでもいろいろな重度な方を持ちなさいだとか、そう

いうことをやってきているのですよ。だから、あくまでも適正なプランをきちんとやりなさいと。

それをやることによって加算もしてあげますよというような言い方なのですよ。で、一方ですね、

例えば今度訪問介護になりますよね。訪問介護も実は加算あるのです。そして、算定の要件はどう

するのかと言うのはですね、訪問ヘルパーの場合は計画的に外部研修を実施していますかだとか、

事業者に対してです。それから、サービス提供責任者がヘルパーに対して、サービス提供前に文書

でちゃんと伝達しているかだとか。それから、利用者に対する苦情、情報、それもちゃんと文書で

利用者に伝達しているだとか。例えば、ヘルパーの健康診断を定期的にやっているかだとか。それ

から、事業所のヘルパーについて、介護福祉士が３割いるかとかね。それから、サービス提供責任

者が５年以上経験を有している人なのかとかですね。いろいろなですね、こういうことになってい

るのですよ。だから、サービスメニューごとにそうやってなっていますのでね。一つは事業所の質
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を高めると。職員の健康管理、福利厚生から、携わる方々の研修から、そういうことでサービス提

供事業所の質を高めるというのが狙いなのかなと思う。 

○委員（大渕紀夫君）  ということは、いいことなんだ。 

○健康福祉課参事(武岡富士男君)  そうです。ですから、皆さんですね、私も実は加算どうする

と言ったらね、自分のところ整理していかなきゃならない。どれだけクリアされるか。この内３つ

クリアすればいいのかね。全てクリアするのか、まだ何も出ていないのですよ。それで、もらえる

ものはもらうと。自分のところの評価をしてみて、これはあるな、無いなということで。該当する

ものはみんな請求するという形になると思います。だから、レベルアップを図って行くと、事業所

の。 

○委員長（吉田和子君）  今の言ったことの基準を、これからまた明確になってくるのね。 

○健康福祉課参事(武岡富士男君)  そうです。 

○委員長（吉田和子君）  数字的にわかるものはいいですけど。介護福祉士が３人以上とか、そ

ういう数値的なものはいいですけど、他のデータは 1 年経たないと見えてこないものがありますよ

ね。だから、それを全部１年後に評価した上で、１年後までにはさっき内潟主幹がおっしゃったよ

うに明確に出てくるというふうに考えていていいということですね。 

 他にどうぞ。じゃあ、ちょっといいですか。今、皆さん考えていると思いますので。今、そうい

う評価がありましたけど、数字的なものを出せるものはいいと思うのですけれども。今、事業者は

介護サービスを受ける側が選択することが出来るのですけど。グループホームの場合とかで見えな

い部分があるということで、自分達の内容は全部示しなさいということになっていますけど。今、

第３者評価制度というのが出てきていますね。これは努力目標なのか、きちんとしなきゃならない

のかというのはちょっと私もわからないのですけど。道外ではかなりやっている所があると。道内

も 4 月頃から取り入れる所もあるということもあるのですけども。そういう第３者の評価になる方

の資格も結構あるんですけど。で、白老町ではそういったことに対してはどのように考えられてい

るのか。今、ここで質問していいですか。まだ後に出てきますか。これはどんなふうな形で。取り

入れる考えがあるか、ないか。取り入れるにしても資格者がいるのかどうなのかということもある

と思うのですけど、その辺どうなのでしょうか。武岡参事。 

○健康福祉課参事(武岡富士男君)  第３者評価の話しですが、実はこの間も新聞に載っていまし

たけど。これにつきましてはですね、例えばグループホームだとか、介護サービス提供事業所、北

海道にある全部を、実は北海道が資格委員をやって無差別に全部回りますと。そして、その評価委

員を北海道の場合は道がやって、道の認定した事業所については全て回りますよと。それで、評価

をしてインターネット上に全部公表していきますよという制度というふうに私は理解しているので

すけど。北海道がその資格者を何人か雇って、各、回りますよと。そして、サービス提供事業所を

全部回っていって評価していきますということが４月以降からスタートしますよというふうには実

は聞いてございます。それと、もう一方で、例えば地域密着型だとかなんかでは、やはりそこの設

置する事業所がですね、外部評価だとか、運営協議会みたいなことでやはり地元の意見だとか、そ

ういうことを聞いて運営をしなさいよというのも地域密着型では入ってございます。 
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○委員長（吉田和子君）  これをちょっと読んでいたら、厚生労働省が都道府県毎に設けられる

推進機構で事業実施を促していると。グループホームは外部評価として義務付けられているのです

よね。だけど、そういう義務付けも何も無いけれども、でも、それが点数評価になって出るみたい

なのですよね。そうしたら、介護を受ける側はやっぱりその評価のいいところを選べるという一つ

の利点があるというふうになっているのですよ。ということは道がどれだけ人数をやるかわかりま

せんけれども、それが白老町の事業所の、今のところ６箇所ありますけれども、それ全部に入って

きて、その評価が出るといったら、また何年も先になる可能性、もしかしたらいつになるのかわか

らないという話しになりますね。これをね、町独自でそういう評価をするというのはなかなかやっ

ぱり難しいことだと思うのですよ。いろいろなことを依頼することもありますしね。包括支援セン

ターを中心にして、今度は各事業所に依頼したり、お互いに情報交換したりとかいろいろなことで

見えている部分もたくさんありますので、そういうことの心配はないのかなと思いますけれども。

そういう部分では、じゃあ、白老町でそういう評価が出てくるとか、そういうことというのは今は

まだ見込めないというか、ありえない話に近いですね。武岡参事。 

○健康福祉課参事(武岡富士男君)  そうですね。先ほど言ったように、私も新聞でこの間勉強し

たばかりなのですけど。基本的には北海道で要請して、北海道が評価する。それを公表するという

ことが謳われています。おそらくですね、道もこれだけ広いエリアですから支庁管内に置くと思う

のですよ。ですから、これについてはインターネット上公表しますから、１年も２年も経ったもの

を公表なんか出来ないのですよ。ですから、おそらく、支庁単位に何人か要請してぐるっと回らせ

ると。ですから、割かしそんなにかからないのかなと思っています。それと一つに地域密着型、こ

れは市町村が支点になります、今後。グループホームだけは。市町村が指導権限ございますので、

やはりグループホームは、まずはやっぱり地域の方々のご意見を聞いてという、協議会みたいなも

のをこしらえてやれば、今度はそれが外部に評価されて点数が上がるというような。そして、利用

者の目安になると。施設だけでこうやっているんじゃないですよと。やはり、地域を巻き込んで、

そういう委員会みたいなのがあって、いろいろな運営に対して助言をいただきながら運営していま

すよと。そういう評価もされてきますので、おそらく、お金ががばっとかかることでしたら別です

けど、やはりどんぐりさんならどんぐりさんがいまして、その地域の方々、いろいろな協力をして

いる方々の運営機関みたいなのを立ち上げることはそんなにお金かかりませんので、それが外部に

評価として、こんな運営をやっていますよということを評価されるのであれば、私どもとしては、

お金がそんなにかからないものであれば指導はしていきたいというふうに思ってございます。 

○委員長（吉田和子君）  これから今、グループホームのこともちょっとお聞きしようと思って

いたのですけど。許認可が市町村ということで、昨日もちょっとお話出たのですけど、大きな市と

かはかなりの数のグループホームが出てきて、もう許可はしないというそういう方向性を出してい

る市もあるのですけれども。白老町は昨日、伺ったとおり 1 箇所ということで。ましてや認知症の

方の施設ということでやはり自分の思いをきちんと表現できないということでの外部評価の義務付

けがあったと思うのですけども。そういうことから考えると、今後、昨日もちょっとお話が出てい

て、やる可能性はあるのかなというふうに思ったのですけれども、そこだけでは白老町としては今
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後ね、認知症のことも、これは出てきてみないと認知症の人がどのぐらい出てくるかなんて予想は

つきませんから、ただ、白老町としては必要としているのでしょうし、今後まだね。それと同時に、

やろうとしている人たちが外部評価制度とかということをきちんと理解して、そういうものを受け

入れていく形にしないと駄目だと思うのですね。そういう部分では今、申し出てきているところが

あるのかどうなのかということと、やっぱりどれぐらいの数まで白老町としては考えていらっしゃ

るのか。その点を伺いたいと思います。武岡参事。 

○健康福祉課参事(武岡富士男君)  これは午後からになりますが、計画の中に実は盛り込んであ

るのです。それでちょっとですね、今の状況をお話しますと、計画の中ではたくさん盛り込むのは

いいのですが、実は非常に保険料に跳ね返るという点。一人28 万だとかが介護報酬から出ていきま

すので。それで今、委員長がおっしゃいましたように、苫小牧、室蘭、函館、大きな所はもうグル

ープホームは必要ないと。うちはもう手一杯できているということで、実はうちでは昨日行きまし

た、どんぐりさんが通院している人が18 でございます。それで、白老町の住民が他市町村に行って

いる方が相当数いるということなのですよ。それで、4 月 1 日以降は受け皿がなくなるということ

で、どんぐりさんも 3 名待機と言っていましたので。これにつきましてはね、包括センター運営協

議会で意見を集約しながら決定をいただくのですが、うちでは実は計画の中では後期の方で 3 ユニ

ットを見込んでございます。27 名。それは保険料にも跳ね返りますから、ざっくばらんに言います

けど、27 名は後半に持っていっています、最終年度に。計画では。盛り込まなきゃ駄目ですから、

いずれにしても。0 というわけにいきませんので。だけど、保険料の改定額を実は上げさせてもら

うことをこれから説明するのですけど、その中には前倒しになっても何とか今、ご提案させていた

だく保険料で賄えるような考え方を持って 3 ユニットを盛り込んでございます。そういうことでご

理解していただければいいと思います。 

○委員長（吉田和子君）  ちょっと参考にお聞かせいただきたいのですけど。施設の場合は 1 ベ

ッド、大体 13 円保険料に跳ね返ると。1 つベッドが増えると 13 円介護保険料に跳ね返るというふ

うに覚えていた。前はそうだったって。この認知症の場合のグループホーム関係、ユニット式なの

ですけど、だいたい一人どれぐらい保険料に跳ね返るものなのですか。というふうに考えて、押さ

えておいたらいいのでしょうか。基本的なものでいいですけど。すみません、ちょっと休憩します。 

休   憩      午前 11 時 29 分 

                                          

再   開      午前 11 時 30 分 

○委員長（吉田和子君）  その料金に関しては後でいいです。ただ作れ、作れと言うのではなく

て、基本的な料金をきちんとある程度頭の中に入れておいた方がいいのかなと思ったものですから

お伺いしました。じゃあ、他に質問のございます方、どうぞ。大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  包括支援センターの関係で、3 月 1 日にうちは町村直轄で立ち上げると

いうことで。10 人の委員さんを委嘱すると。ここで書いてあるのは、保健師さん、ケアマネさん、

社会福祉士さん。これは全部、町の職員の方ですか。 

○委員長（吉田和子君）  武岡参事。 
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○健康福祉課参事(武岡富士男君)  10 名で組織しまして、介護サービス事業者、それから、医療

保健福祉に関係する団体の関係者というふうになっています。それから、利用者、介護保険の非保

険者の代表の方々。それから、権利擁護だとか、相談等だとか、それを担う関係者ということにな

っています。あと学識経験者と。ですから、今、考えているのはですね、白老町の職員は 1 名しか

入りません。これは健康福祉課長。福祉の分野で健康福祉課長が入るようになる。あと 9 名は全て

民間人。全部、職員で占められれば一番いいのですけど。ところがこれについてはやはり外部の方

を多く入れなさいということですから。例えば、白老でいきますと医師会会長さんだとか、あと保

険者だとか、2 号保険者、1 号保険者、あとは施設の方ということで実は選出しようと考えています。

それで、福祉施設ですから、例えばリハビリさんだとか、社協さんとかいろいろ入りますよね。そ

の場合には要綱の中で例えば、これは決定機関ですから今度は、ですから、この方々が何かの事業

をやりたいよと申請したのに、その委員方が入って論議するのはおかしいからその場合は抜けるの

ですよというようなことを要綱にも書いています。どこの町村もそうなっているのですけど。です

から、我々は事務局になりますけど、町の職員が入るのは 1 名ぐらいと私は考えてございます。 

○委員長（吉田和子君）  大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  そこできちんと議論される。重要なことは全部そこで決定されているわ

けでしょ、今度ね。それはそうしたらね、いや、すみません。僕は一度、国保運営協議会のメンバ

ーでいたのだけど、はっきり言えばほとんど意見無い。こんなこと言っていいのかな。無いのです、

中で。それは事務局提案が通ってくるということはいいことか、悪いことかよく分からないけど、

それはそこでかなり高いレベルの議論がされるというふうになるというふうにはならないのですか。 

○委員長（吉田和子君）  武岡参事。 

○健康福祉課参事(武岡富士男君)  今回の包括支援センター運営協議会の委員につきましてはで

すね、やはり、そこまで踏み込んでもらわなかったら駄目です。例えば、Ａ社とＢ社が白老町にこ

ういうことを作りたいと。だけど、計画には一つしか出来ないんだと。なら、皆さんどうしますか

ということで議論を深めてもらうわけですから。それは我々事務方、町の意向も説明しますし、委

員さんの意見もお聞きして、その中で協議会で決定をいただくということになりますので。なって

もらう方々は非常に大変。ただ、それでも事務局がやはり議会にいろいろ提案をして、条例改正、

いろいろな面であれしますが、やはり議会の同意を得られるようないろいろな案を出すと思うので

す。まるっきり反対方向を向いていてやるようなことはしませんので。やはり、皆さんにご理解を

いただけるような案を出していきますので。その中でですね、やはり地元優先だとか、いろいろあ

ると思うのですけど、そういう形で従来の考え方で取り進めていっていただきたいというふうに実

は考えています。ですから、医師会で入りますけど町立病院の委員長が医師会の会長でございます

ので、当然、町の職員一人だと言っても委員長が両方入っていますので、医師会の会長ということ

で当然この運営協議会にも委嘱をお願いする予定でございますし、本人も了解をいただいています

し、そういう中でやっぱり会長、副会長あたりが見識のある方で、やはり行政にも明るい方々がな

っていただくことによってうまく機能していくのかなというふうには考えています。 

○委員長（吉田和子君）  大渕委員。 
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○委員（大渕紀夫君）  そこのところはもうそれ以上言ってもあれですからね。で、今、この地

域包括センターに役場の職員がさっき言ったように配置されますよね。その人たちは今までの仕事、

もちろん従来の延長線上での仕事もあるでしょうけど、新たな仕事もたくさんかどうか分からない

けど出ますよね。そういうことでの人的なバランスというのかな。労働密度と言うのかな。そうい

うところは、例えば強化されるとか、そういう形になるのか。現在の状況の中で人を動かすだけで

やれるのかね。ここは今、かなり、これからの白老にとっては大切なところだと僕は思うのです。

昨日もありましたように、一つは福祉産業というのは雇用創出含めて、例を挙げれば、グループホ

ームが一つ出来れば少なくとも10 数人の雇用創出が出るわけですよ。それは産業の位置付けにもな

るわけでね。そういうことからいったら、ここはかなり重要な部分だから、やっぱり厚くする必要

があるんじゃないかなと思うのだけど、そこら辺の考えはどうですか。 

○委員長（吉田和子君）  武岡参事。 

○健康福祉課参事(武岡富士男君)  実は昨年の 4 月の人事異動で私、介護保険になったのですけ

ど。その時はこういう事態になりますよということで高齢者保健福祉グループを、実は私の方に入

ってきたわけです。それと元々の介護保険係です。そして、今、大渕委員がおっしゃるように、や

はり、これから高齢者政策については包括センターで新予防給付、いろいろなこと全てを網羅しま

すとボリューム的には非常に今後、逆に増えていくと。対象者も全て。そういうことになると思い

ます。それで今、私どもが理事者と話をしているのはですね、今、うちには事務職の係長が一人お

ります。それと保健師が 2 名います。それと理学療法士が 1 名。この 4 名体制なのです。それで不

足している人数は何かと言うと、社会福祉士が不足しているのです。で、社会福祉士は非常に全国

的に人数がいないものですから、非常に採用が厳しくなってきていると。それで国の方は救済措置

で、包括支援センターに保健師、主任ケアマネ、社会福祉士を置きなさいと。3 点セットになって

いて。これで当初はですね、経過措置は 2 年間ですよ。だけど、2 年間で大学卒業して取れるかと

言ったら、そんなに甘くないと僕らは思っていたのですけど。そうしたら、今度はこの間の何次か

の改正では、その 2 年間が外されまして、当面の間という言葉を使ってきたのですよ。当面の間で

社会福祉士が居なくても、保健師、看護師、いろいろな方で相談業務を 3 年以上やったことがある

か、そういうことであれば当面の間それでよろしいですよというような話になってきたのですよ。

うちの方は今いる体制にプラス社会福祉士を 1 名増何とか出来ないのかということは理事者の方に

常に申し上げておりますし、何とかしていただきたいということで 1 名ぐらいの増をもらってやり

たいと。仕事の中身につきましては、今やっている仕事は全部介護予防の包括事業。で、全部同じ

になりますのでやっていく。ただ、将来的には65 歳以上の健診から何から全て、全部うちの方にな

るのです。その時、今の保健福祉母子グループとの、要するに65 歳以下の方々の色分けで非常に難

しいですから、その辺は内部で協議しまして、どういう形で持っていくかということは今後の課題

になると思います。で、65 歳以上の人間に対しては全て包括支援センターの新予防給付で健診も含

めてやりなさいということなってきているのですよ。ですから、それが町として、包括センターは

町の一部ですから、それが同じ高齢者に要するに保健福祉部門とね、包括センターの介護予防です

が、2 つで同じことをやってもおかしいから、やはり、その辺は線引きをして65 歳以下は今の福祉
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の方でやると。65 歳以上は介護の方でやるというような線引きは、とりあえず今のところは、うち

はお願いをしている、福祉の方に。その中でうちの虚弱だとか特定高齢者になるような人を５％程

度うちの方に回していただくと。それはうちの方で管理をしていくというような形で進めたいとい

うこと。将来的には絶対、高齢者人口上がりますから。絶対、衰退することなく確実に増えていき

ますので、人員のその辺のことも理事者に説明しながら、やはり配置も手厚くして行かなきゃなら

ないというふうには担当としては思ってございます。以上です。 

○委員長（吉田和子君）  大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  うちが市町村の直轄だと。直接やるよと。他の市はほとんどが委託だよ

ということなのですよね。イメージとしては分かるんだけど、直轄の方がやりやすいとか、有利だ

とかいう、町民の受ける恩恵の部分、これはなかなか言いづらい部分もあるのかもしれないのだけ

ど、そこは民生常任委員共通の認識にしておかないと僕は駄目だと思うのです。直轄の方が極めて

かどうか分からないけど、いいですよというところをちょっと言ってほしいんだわ。 

○委員長（吉田和子君）  武岡参事。 

○健康福祉課参事(武岡富士男君)  包括センターが直轄がいいのか、それとも、民間の施設に委

託したらいいのかと。まず、お金の面でいきます。お金の面でいきますと、包括支援センター、そ

れから包括支援事業については、介護給付費は今の財源から出すわけです。それで上限も決められ

ているのです。最終的には2 年後、3 年後に 3％の運営になると。だから、うちでいきますと、総給

付費が 12 億ちょっとになりますから、その3％ですと 3,600 万ぐらいになるのですよ。それで運営

をしなさいと言うのですよ。当然、その金じゃ運営出来ないんです。苫小牧だとか、室蘭、登別に

つきましては、それを民間に委託しているわけですよね。そうしますと、今言った保健師、主任ケ

アマネ、社会福祉士、この 3 人は絶対必要なのですよ。この 3 点セットで補助を出しているのです

よね、委託費を。この委託費が 4、5 千万出しているのですよ。人件費を、職員ですから。そうしま

すとですね、あそこで 4 箇所ぐらいやっていますから、その金だけでもかなりなのですよ。うちも

委託をしようとしたら出来るのですよ。リハビリさんとか人数揃っていますから。ですけど、やは

り介護保険の将来的に渡って、適正な管理給付をやっていくためには市町村が、保険者がやはりそ

の部分を持っていた方が絶対に指導が行き届くのですよ。そして、よその町に行きますとやはり包

括センターをあちこちに持っていった、在介もあちこちに持っていって民間委託しているとなれば

ですね、なかなか市も投げっぱなしで、だから意見集約が出来ないと。そして、うちの今までのや

り方は常に介護保険の担当でもって、いろいろ苦労されてやってきた経緯がございます。したがい

まして、高齢化率も非常に白老町は全道から見て高い位置にあるのですよ。２万なんぼの人口で高

いのですよ。その中で保険料も中間に抑えて、給付費も全道平均を下回ると。これはやはり適正な

指導があったら。行政指導しているから。だから、出来たと思うのですよ。そして、やはり事業所

との連携を常にしなきゃ駄目なのですね。そういうことで、それを民間にやると、同じ民間ですか

ら。やはり保険者ですから、その辺で意思の疎通が無くて出来ますので私はお金の面から言っても、

町は確かに職員は抱きかかえなきゃ駄目ですけど、民間よりは直営でやった方が絶対に安定的な介

護保険の経営に寄与するというふうに考えています。民間にやりますとね、儲け主義に走りますの
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でね、言葉悪いですけど。やはり、うちが適正な給付管理をすることが、町でもってやるというこ

とでやったわけです。例えば、一つの例を申しますと、生活福祉器具住宅改修なんてあるんです。

これは、うちは今、白老町がチェックしていますから、これはこの方に不要でないのとかというこ

とでやるのですよ。ところがチェック機関が民間に行ってしまいますと、保険者に来るのは請求だ

けですから。その辺のパイプは切れますのでね。うちはほとんど事前に、担当者は大変ですけど相

談に来ていますので。そうしたら、それならやむを得ないでしょうというふうなことで指導を常に

やっていますのでね。やはり、町で責任を持って指導する分野として直営の方が絶対にいいと。私

たちはお金のことを何も考えないんだったら、民間に振った方が一番楽ですよ。何も苦労ないので

すよ。そういうことで理解してください。 

○委員（大渕紀夫君）  分かりました。そこら辺はかなり大切な部分だと僕は思っているのです

よ。そこがきちんとなれば、白老町の高齢者対策というのはやっぱりそこが要だからね。そこのと

ころがきちんとしていれば、私は大丈夫だというふうに思っていますので。そういう点では町が直

接やるということについては極めていいと思っていますので。 

○委員長（吉田和子君）  長沢主査。 

○介護保険Ｇ主査（長沢敏博君）  先ほどのグループホームの 1 ベッド当たりの、保険料に換算

したらいくらぐらいになるかというのを、大よその数字なのですが。1 ヶ月あたりの給付費28 万と

いう形で計算いたしますと、保険料に反映されるのが約 9 円ぐらいになります。1 ヶ月あたり 9 円

ぐらいになると。ただ、昨年の10 月に施設の関係の介護報酬、部屋料、食事料、これが自己負担に

なったことによって、施設の 1 ベッドあたりの保険料に値する金額というのが若干下がっているか

と思うのですよ。それで今日、施設関係の単価表とかちょっと持ち合わせないものですから、今日

はちょっとご報告できないことをお詫びいたします。 

○委員長（吉田和子君）  他にどうでしょうか。じゃあ、少し早いですけど、昼食休憩にいたし

ます。再開を 1 時といたします。説明をいただいても、3 の方も半端になっちゃうと思いますので、

また説明を聞いてから質疑応答ということで、午後からも遠いところ大変ですけどおいでいただき

たいと思います。よろしくお願いいたします。 

休   憩      午前 11 時 49 分 

                                          

再   開      午前 12 時 58 分 

○委員長（吉田和子君）  全員揃いましたので、少し早いのですけども休憩を閉じて委員会を再

開いたします。それでは午前中から引き続きまして、3 番の平成12 年度からのサービス実績等の推

移の説明からお願いしたいと思います。長沢主査。 

○介護保険Ｇ主査（長沢敏博君）  それでは、平成12 年度からのサービス実績等の推移というこ

とでご説明申し上げます。11 ページ渡りまして資料を作成させていただいております。 

 1 番として、第 1 号被保険者数の推移。これにつきましては 65 歳以上の方が該当しております。

平成 12 年度の人数の合計といたしまして 5,142 名。で、65 歳以上 75 歳未満、これが前期高齢者。

75 歳以上の後期高齢者という形で分類をさせていただいております。5,142 名の 12 年度に対しまし
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て、平成16 年度 5,710 名。約 600 名ほど、この5 年間で第 1 号被保険者数が伸びてございます。グ

ラフといたしましては、下に75 歳以上のグラフ、中間に65 歳以上75 歳未満のグラフ。で、一番上

が総体的な人数のグラフとなっております。 

 続きまして 2 ページ目。これは介護認定者の推移でございます。介護認定者の推移につきまして

は、要支援から要介護 5 までの、全部で 6 段階の人数を掲載しております。平成12 年度、全体的で

650 名の認定者に対しまして、平成16 年度 911 名。約 260 名ほどの人数が認定者として増加してご

ざいます。各介護度別のグラフにつきましては下記のとおりとなっておりまして、最近の特徴とい

たしましては要支援の人数が増加の傾向を辿っているということで見受けられます。 

 続きまして、3 ページ目の各サービス実績の推移ということで、これは各サービスごとの平成 12

年度から平成16 年度の実績をこの表にまとめております。まず、訪問介護につきましては、年間の

回数で記載してございまして、平成 12 年度に 15,808 回に対しまして、平成 16 年度 23,943 回とい

う形で各年度ごとの数字を記載してございます。 

 訪問入浴介護につきましても、このとおりとなっておりますが、平成16 年度につきましては103

回と、かなり数字的には伸びてございます。この特徴といたしましては、デイサービス及び施設の

短期入所が出来ない方で在宅で入浴を希望する方、自宅のお風呂ではどうしても入れない方、介護

度の大きい方が主流なのですが、その方が事業者の方で自宅の方に来ていただいて入浴をするとい

う回数が、ここ16 年度以降は回数的には増えてきております。 

 訪問看護につきましては、平成 12 年度から平成 16 年度につきまして、4,700 回辺りから 5,300

回辺りの数字が推移しておりますので、増減率につきましてはそれほどの増減率はないかと思って

おります。 

 訪問リハビリテーション。これにつきましては、平成12 年度につきましては利用はございません

でしたが、平成13 年度以降につきましては毎回300 回以上の利用がされてございます。 

 通所介護。これにつきましてはデイサービスのことでございまして、平成 12 年度につきましては、

制度が発足したのが4 月以降なものですから回数的にはやっぱり少ないのですが、13 年度以降年々

増加の傾向を辿っております。 

 通所リハビリテーション。これにつきましても、6 千回から 7 千回、8 千回の数で推移しておりま

して、増減としてはこの数字的にはそれほど極端な変化はございません。 

 福祉用具の貸与につきましては、年間を通して借りている述べ人数で記載させていただいており

ます。ですから、お一人の方が 1 年間福祉用具を貸与した場合は12 人という計算方式でやっており

ます。そうしまして、ここ2 年、15 年、16 年につきましては、やはり福祉用具をお借りして自立に

向けたサービスを行っているという傾向がこのグラフで計られるかと思います。 

 続きまして、短期入所サービスにつきましては、年々やはり数が増えてきてございまして。特に

平成15 年度、これが約3,900回と数字的にはかなり上昇してございます。短期入所につきましては、

町内の施設の他、近隣の市町村におけます特別養護老人ホーム及び療養施設、老健施設、こういう

所の施設を利用して短期入所を実施している形を取っております。 

 居宅管理指導という項目がございまして、これにつきましては医師及び薬剤師、その他の職種に
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おいてサービスを指導、要するにある一定のサービスを受ける時に医療的な指導とか、そういうも

のをする時にサービス料をいただけるもので。これは町内の施設、医療機関等のお医者様たちが行

っている件数でございまして。これは若干、年々減ってきているのが数字で分かるかと思います。 

 認知症対応型生活介護につきましては、グループホームのことでございまして、平成12 年度、13

年度、14 年度につきましては若干ずつ伸びてきておりますが、平成 15 年度以降、106 名、266 名、

これにつきましても述べ人数という形で記載させておりまして、昨日、視察に行きました、どんぐ

りさんが開設したことに伴う人数の増加がこの表で見て分かるかと思います。 

 特定施設入所者生活介護。これにつきましては、介護付き有料老人ホームのことで、白老町に 1

施設が今、存在してございます。これにつきましては、平成16 年度の末に、年末に開設したもので

すから平成16 年度のみ数字が記載されてございます。 

 居宅介護支援。これはケアプランの作成件数でございます。年々、認定者が伸びることに伴って

件数も年々伸びてきるのが現状でございます。 

 福祉用具の購入。これは福祉用具の貸与、レンタルが出来ないもの、例えば入浴の時に使う椅子

とか、そういうものを個人でお買い求めいただく場合の介護給付費から支給するもので、件数的に

はやはり年々増加してきていおります。ただ、最近の傾向といたしましては、件数的には極端な伸

びはございません。というのは、ある程度、認定された方が福祉用具を購入して一時的に今がピー

クの状態なのかなということで思っております。 

 住宅改修につきましては、これも介護認定を受けた方が自立に向けるために手すりを付けたり、

段差を解消したり、そういう住宅を改修する行為で。年々、やはり増えてきておりまして。ただ、

これもやはり同じように、最近の傾向といたしましては件数的にはそれほど極端な伸びはございま

せん。これもやはりある程度、認定者の方が住宅改修が終わったのではないかという形で考えてお

ります。 

 次のページの 4 ページ目からのグラフなのですが、今の説明した表を基に、訪問看護、訪問介護、

訪問入浴、訪問リハビリ、この訪問サービスの実績をグラフにしたもの。あとは通所サービスの実

績。で、福祉用具の貸与の実績。施設的なもの、グループホームと特定施設の実績。で、短期入所

の実績。居宅管理指導とケアプランの実績。で、福祉用具購入・住宅改修の実績ということでグラ

フを作成しております。 

 8 ページにつきましては、介護保険の 3 施設の人数の実績でございます。これにつきましても年

間の述べ人数で表を作ってございます。平成 12 年度 1,218 名に対しまして、平成 16 年度 1,458 名。

約 200 名が年間入所している方が増加しているという形になります。で、介護度別にいきますと、

やはり要介護 5 の方が一番多く入所しているという形が見て取れます。これは介護老人福祉施設で

すので特別養護老人ホームでございます。要支援の平成 16 年度、12 名というのがございますが、

これは介護保険制度が発足した当時以前から入所している方で、要支援の方につきましては基本的

には入所は出来ないのですが、経過措置という形で平成 16 年度まで 12 名、お一人の方が入所なさ

っていたという経緯がございます。現在につきましては介護度、要介護 1 から 5 までの方しか特別

養護老人ホームには入所しておりません。 
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 続きまして、9 ページの介護老人保健施設。これにつきましては、白老町の施設としましては萩

野にございます老健さくらというところが該当しております。ただ、この16 年度までの実績の中に

は、老健さくらはまだ開設しておりませんので、平成17 年 4 月に開設したためにこの表には入って

おりませんが。平成 17 年に開設した、さくらの人数や約 61 名に対して、白老町の町民さんが今現

在 40 名を超える人数がさくらさんの方に入所しておりますので、老健さくらさんの人数を含めます

と 17 年度以降の数字が大幅に増加しているというのが現状でございます。これにつきましては、介

護度別にいきますと、この施設につきましても要支援の方は入所できないものですから、要介護 1

の方と要介護3 の方が多いというのがグラフ及び表で想定されるかと思っております。 

 続きまして 10 ページでございます。10 ページは療養型の医療施設ということで白老町におきま

しては萩野にございます生田医院さんが10 床のベッドを確保してございます。これにつきましても

年々やはり入所者の数は増えてございます。主に町外の施設を利用している方がやはり多いのが現

状でございます。特に介護度の 5 の方がやはり年々多く、16 年度以降は極端に介護 5 の方が増えて

いるというのが現状でございます。 

 最後の 11 ページにつきましてなのですが、これは介護給付費の推移ということで平成 12 年度か

ら平成 16 年度の金額を千円単位でまとめさせていただいております。一番上から居宅介護サービス

費。これは俗に言う、在宅の方が利用するサービスの合計金額でございます。次の施設介護サービ

ス費。これは介護保険の 3 施設、特養・老健・療養の 3 施設の給付費でございます。次の審査支払

い手数料というのは、介護給付の請求につきましては国民健康保険連合の方で審査をしていただい

ておりますので、その手数料が毎年かかってございます。平成 16 年度の金額が平成 15 年度に比較

して下がっておりますが、これは単価が安くなりまして、それで費用的には落ちておりますが件数

的にはやはり伸びているのが現状でございます。高額介護サービス費につきましては、在宅でも施

設でも介護サービスを使った方がある一定の上限額を超えた場合、その超えた分を高額介護サービ

ス費として、その方に返還する費用でございまして、これにつきましてもやはり年々金額的には伸

びてございます。この平成 17 年 10 月に施設介護サービス費が改正になりまして、この高額介護サ

ービス費の算定の仕方も若干変わってございます。今後におきましても、この高額介護サービス費

は低所得者に対する上限額が引き下がったことによって毎年上昇していくかと考えてございます。

下のグラフにつきましては、それぞれの費用のグラフに表したものでございます。これで私の方の

資料の 3 につきまして、説明を終わらせていただきます。 

○委員長（吉田和子君）  今、平成12 年度からのサービスの実績等の推移。数的とグラフによっ

ての説明がありましたけれども、皆様の方から質問があれば、どうぞ。宗像委員。 

○委員（宗像脩君）  1 ページからずっと最後まで、どの表を見ても、どのグラフを見ても、ほ

とんどが右上がりだという。これはもう始めから予想されていたことですから驚くことはないので

すけれども。じゃあ果たして、こういう方々が増えてきて、いわゆる介護の施設と言いますか、そ

れから施設でなくても訪問介護であれ何であれ、全部右肩上がりで行くのかなという心配があるの

です。例えば具体的に言うと、昨日、どんぐりに行きましたら待機者が 3 名いるんだという具体的

な数字が出てきました。他の施設なんかに聞いても結構あるだろうと。それこそ特養も含めて。そ
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うすると本当に、目の前にしているそういう方々の、いわゆる介護と言いますか、そういうものに

ついて行政の方としてはどういうふうに考えているのかなというふうに思うのですがどうでしょう。 

○委員長（吉田和子君）  武岡参事。 

○健康福祉課参事(武岡富士男君)  ご指摘のとおり、高齢化人口が毎年伸びて参っております。

それに伴って被保険者が伸びてきています。それに伴いまして、サービスを提供するのも伸びてき

ています。それで今、施設のこと、どんぐりさんの話もありましたけど、施設入所につきましては

都道府県単位で北海道の場合、道が胆振圏域という形で特養の場合についてはもうこれ以上増やさ

ないというある一定の線が出てございます。ですから、これ以上定員は増やさないと。したがいま

して、その溢れた方々がどこに行くのかと言うと、グループホームが一つの受け皿になっていると。

それともう一つは在宅にいる方もそうですけど、ショートもそういうことで伸びてきていると。そ

れともう一つは療養型、老健施設。これらがやはり総じて定員規模を上回るぐらいになってきてい

ます。うちの方の施設整備としてはどうするのだということなのですが、うちは今、寿幸園でショ

ートが出来ます。それと、もう一つはこれから計画の方でお話しますけど、やはり在宅でどうも受

けられない方、いられない方、どうしても施設を希望する方はやはりグループホームに頼らざるを

得ないのかな、地域密着型に頼らざるを得ないかなというふうに考えてございます。それがどこま

で伸びていくというのは、その時の推移を見ながら適切な整備していかなきゃ駄目だというふうに

は実は考えてございます。以上です。 

○委員長（吉田和子君）  宗像委員。 

○委員（宗像脩君）  だいたいの状況は分かったのですけども。実は介護保険のですね、これも

今朝から見ているのですけど、これが始まった頃、いろいろな巷の話では「俺たちは今、保険は払

うけども、俺たちがその年代になった時に介護というのはあるのだろうか」という話が若い人から

いろいろ出てきました。そうすると今回も、この介護保険料がここに具体的にいくら上がると出て

いますけども、まさに保険料はどんどん上がっていくし。いわゆる、そういった施設は頭打ちと言

いますか、そうなっていくし。自宅でという、居宅介護というのが増えてくるだろうというと、果

たしてね、ここで武岡参事に言ってもしょうがないのかもしれないけど、国の問題もあるのですけ

どね。そういうところで町民にどういうふうにして、それらを説明していけるのかね。その辺りに

ついてはどうですか。 

○委員長（吉田和子君）  武岡参事。 

○健康福祉課参事(武岡富士男君)  これにつきましてはですね、厚生労働省がこういう政策なの

ですが、基本的にはやはり介護保険、当初の自立支援、在宅、住み慣れた地域で、そして元気でい

てくださいと。どちらかと言うと予防重視を積極的に展開するようにという政策になってきてござ

います。それで、まず、我々若い人方、40 歳から 64 歳までの現役の方につきましては各々入って

いる保険から拠出をしていただいてございます。国の方では40 歳という年齢を引き下げしようかと

いうお話もありますけど、今のところまだ40 歳でございますから。将来的にはやはり年齢を引き下

げていって、社会保険だとか、共済だとか、年齢引き下げることも考えられるのかなと。というこ

とでですね、いずれにしても高齢化率が高くなりますから、当然、国の方はやはり安定的な介護保



 ２４ 

険制度を維持するために今回のような法改正をいたしましてやってきていますから。それに合わせ

た計画をもってですね、やっていかなきゃ駄目というふうに思っています。ただ、全道、全国もそ

うなのですけど、市町村会、それから首長さん方、これを総じて今回の改正につけてもいろいろ中

央の方に要望を、町村会を窓口にしてやっていますのでね。その結果がこういうことだということ

は大変厳しいというふうに我々は受け止めております。そういうことで、いずれにしても地方の責

任に、段々その自治体でちゃんと見なさいということになってきていますので、やはり地域格差が

このまま行くとある程度生じてくるのかなという懸念は私ども持ってございます。将来展望として

は、そういうことであくまでも地域で持って、地域で責任を持って守っていくというようなことに

なるのかなというふうに考えています。 

○委員長（吉田和子君）  宗像委員。 

○委員（宗像脩君）  参事のおっしゃるのは分かるのです。別に私は参事を追い詰めようとか、

そういうことでなくて。言いたいのは国の方に言いたいのです。例えば、国民年金のことと同じよ

うなことが言えるのではないだろうかと。国民年金も若い方々は「俺たち今、これをもし払ったと

しても、本当に辞めた時に来るんだろうか」という不安があるというのと、まさに全く同じだと思

うのですよね。今、40、50 代の人たちが、10 年後、20 年後になったら、30 年後になったらどうい

うふうになるのだろうと。「馬鹿くさいわ。」「俺たち、これだけのものを掛けたにしても介護なんて

受けられないんだろうか」と。これは正直な話、そういうことが出てくるんですよね。うちらの年

代ではなくて、もっと若い方々のね。ですから、それらに対して国の方にぶつけたいのですけども、

私たちの立場としてぶつけると言ったって、その場もないですしね。そういう町民の声というのは

間違いなく、別に％をとったわけじゃありませんけど、かなりいるということだけの認識をやっぱ

り町としては押えておく必要があるなというふうに思うのですがどうですか。 

○委員長（吉田和子君）  武岡参事。 

○健康福祉課参事(武岡富士男君)  当然ですね、私どもは俗に言う、２号被保険者と言っていま

すけど、１号被保険者については我々白老町が65 歳以上の方に納付書を出しますから、当然いろい

ろ生の声も聞いていますし、または 40 歳から 64 歳までは働いている職場の所属している保険から

介護保険料をいただいてございますので、私どもは直接でなく、事業者と基金でもってやりとりを

していますから。だけど、現実には今、委員の言ったとおり非常に若い方々は将来の不安というの

は、決して無いというふうには私どもも押さえてございません。ですから、やはり今、我々の出来

ることは、その地域で介護を必要としている方に最低限のサービスを提供をしていくというような

考えで進めてございます。いずれにしてもですね、これは大きな国の政策でございますので、１自

治体でどうのこうのじゃなく、やはり地域で最低限やれることをやっていくという考えで進めたい

と思っております。 

○委員長（吉田和子君）  他に質問のございます方、どうぞ。西田議員。 

○委員外議員（西田祐子君）  １ページ目のところの被保険者数の推移というところなのですけ

ども。これで見ましたら、65 歳から 75 歳未満の方というのはそれほど人数は増えていないのです

よね。120 名近くですけども。75 歳以上の方が約 450 名近く増えていますよね。やはり、こういう
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形で行きますと、これから先もう75 歳以上方はもっとこういう感じで伸びて行くのでしょうか。そ

ういうふうに推計されているのでしょうか。それとも、だいたい、これが頭打ちだという感じなの

でしょうか。その辺をちょっと教えていただければと思うのですけど。 

○委員長（吉田和子君）  長沢主査。 

○介護保険Ｇ主査（長沢敏博君）  今のご質問につきまして、第 3 期の計画を策定するにあたり

まして、平成 26 年度までの被保険者数の推計という形で国から示されたシートを基に作成したもの

がございます。それにより、ご説明申し上げます。まず、算定の基礎となるのは、国勢調査の数値。

今現在、国勢調査の数値というのは平成 12 年と平成７年の数値が出ております。昨年、平成 17 年

に国勢調査をやっておりますが、この結果が出るのがまだ今年の６月頃ということで、この国から

示されたシートの段階では数値が出ていなかったものですから、国勢調査の数値を基にコーホート

法という算定方法を基に作成してございます。今、西田委員のお話にありました75 歳以上の人数及

び 75 歳未満、65 歳から 74 歳の人数につきまして、第 3 期の最終年平成 20 年、この人数につきま

しては、第１号被保険者合計でいきますと 6,233 名という数字を推計してございます。その内、65

歳から 74 歳の方が3,403 名。75 歳以上の方が2,830 名という形で推計してございます。ですから、

65 歳から 74 歳までの前期高齢者につきましても、この３年間でやはり 300 名ほど伸びるというふ

うに推計してございます。75 歳以上の後期高齢者につきましてもやはり300 名ほど伸びるという形

で推計をしてございます。以上でございます。 

○委員長（吉田和子君）  他に質疑のございます方、どうぞ。よろしいですか。 

 さっきの制度で聞くべきだったのかな。この数値を見て、ちょっと思ったのですけど。介護療養

型医療施設というのがありますよね。白老は1 箇所なのですけど。この施策というのは2009 年には

加算を無くして、2011 年度には無くしていくという方向性がありますよね。だから、今回の 18 年

度の見直しでは、この次の見直しでそれの方が引っ掛かるんじゃないかなと思いながら見ていたの

ですけれども。利用者も 479 ですか。この施設のあり様と言うのかな、今後これが無くなっても困

らないということはないと思うのですけど、どうなのでしょう。それはどういう考えでこれから将

来的には無くしていくということなの。これに変わる何かが出てくるからという意味なのだろうか

ね。長沢主査。 

○介護保険Ｇ主査（長沢敏博君）  これにつきましては、介護療養型の施設というのは基本的に

は医療機関の中での療養施設という形になりますので、仮に介護の療養型施設が廃止、もしくは休

止という形を取ったとしましても、そのベッドがそのまま今度医療の方のベッドの方で、医療の方

の給付の方で推移していくという形でうちは受け止めております。ですから、介護の方では給付が

無くなることは無くなるのですが、今度は医療の方の施設という形でベッド数がその分増えていく

という形でうちは認識してございますが。 

○委員長（吉田和子君）  そうですか。今の説明は、やっている施設としては、病院の今度施設

としてやって行けばいいからということなのですが。介護を受ける側としてね、先ほど言っていま

したように、介護施設としては胆振管内は増やさないという意向があると。昨日もちょっと話があ

りましたけど、病院は 3 ヶ月経つと出なきゃならなくなってくると。そういった時に施設が空いて
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いないといった時に、この介護型の療養医療施設に一時的と言うかね、受け入れてもらっていると

いうこともあると思うのですよ。そういった場合に、病院は医療に変わるから困らないのかもしれ

ないけど、介護を受ける側の方の立場でね、10 床とは言えね、その部分が減ってくるというのは。

白老町は10 床ですけど、他はもっとたくさんあるところもあると思うのですよね。全部、保険料に

跳ね返ることなのですけども。このサービスが無くなったら、介護を受ける側の施設も十分ではな

いと。そして、地域密着型が今度できるけれども、それだって人数制限があるでしょうし。まして

地元でなければ駄目だということになってくると、他の方に行って、一時、間に合わせるというわ

けにはちょっといかないところも出てきますよね。これは国でやってきているから、こっち側がい

らないと言って無くするわけではないから、町側としてはこれをこのまま受けて行くというしか方

法が無いものなのかなとちょっと思ったのですけども。内潟主幹。 

○健康福祉課主幹（内潟康子君）  今、医療型の療養施設に入院している場合には６ヶ月経ちま

すと特定医療という名前なのですけれども、ホテルコスト分について医療の必要が、医師が本当に

必要だと認めたもの以外で療養的な入院の仕方をする場合はホテルコスト分が自己負担になります。

で、その部分がベッドを埋めているという形で医療費の方でかかってきているものですから、今度

は現実を見ますと、介護療養型にそこから移ってきている方というのは、例えば胃ろうが付いてい

る方ですとか、気管切開している方、それから在宅酸素の方、それから尿のカテーテルが付いてい

て、そういうストマー、道具を使っての在宅が困難な方という位置付けで介護療養型等を今、利用

されているのですが。そういう方々につきましても、今後については看護じゃなくて介護の範ちゅ

うであるということで、今、在宅に向けての療養指導という形で国は転換をして行こうとしている

というふうに理解しております。それで、現実、前にご相談くださった方のように高齢者世帯で胃

ろうの、昔は鼻からチューブで栄養を入れていたのを、今、ボタンを開けて、そこに栄養を入れる

ということが怖くて出来ないという方が随分いらっしゃるのですけれども、それは病院の方で出来

るようにして帰せば、在宅は可能だという方針で介護療養型というワンクッションを置かない形に

なってきているというふうに。例えば町立病院なんかでも療養型病床を16 床持っているのですけれ

ども、ベッド数がよっぽどひっ迫してこない限りにおいてはお金さえ払っていただいたらと言った

らあれなのですけれども、追い出すような形は取っておりません。 

○委員長（吉田和子君）  わかりました。武岡参事。 

○健康福祉課参事(武岡富士男君)  ですから、今、説明したとおり、介護の方の療養型は実は大

変、一面厳しくなる部分もありますけど。療養型につきましても利用者にとってはもう行く所がな

いと、そして、今、委員長がおっしゃたように介護の方は 6 ヶ月経ったら自宅に帰ってやる、それ

は徹底しますよということなのですね。医療については、医師がもう医療的な行為はいらないです

よと。だけど、どうしてもまだ置いてほしいという場合は、6 ヶ月経ったら診療報酬が下がります

ので、したがってホテルコストと食事料については全額負担をしていただければ、今のところはベ

ッドの余裕が限りは置いていただいている。ただし、利用者の負担は増えることは、確実に増える

ということなのです。 

○委員長（吉田和子君）  わかりました。他にどうでしょうか。ありませんか。 
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 では、4 番目。高齢者保健福祉・介護保険事業計画（第 3 期）についての説明をお願いしたいと

思います。武岡参事。 

○健康福祉課参事(武岡富士男君)  介護保険計画に入る前にちょっと私の方から概要だけをご説

明させていただきます。本計画の作成にあたりましては、9 月から策定委員16 名の皆様に委嘱状を

差し上げまして、精力的に議論をいただきまして、今まで 4 回開催し、意見集約を図りながら、最

終的に 2 月 1 日に最終案となって、この本を取りまとめて製本してございます。最終の委員会を 3

月 1 日に開催し、最後の意見集約を図り、決定する運びとなっております。これは今まで案でござ

います。したがいまして、作成委員会の皆様方には実は章別に 4 回に分けて議論をいただいたので

す。そして、1 日はこの製本はまだ出来ていなかったのです。1 日終わって、全部終わりましてから

2、3 日前に製本したばかりです。だから、策定委員さんの皆さんには月曜日にお送りしようと思っ

てございます。それで、これは一応案でございますので、これから町民の方にはパブリックコメン

トをしまして、それから、関係課がありますので庁舎内で関係課の意見集約を図って、最終的には

3 月 1 日に製本して、案でなく本当の実行計画にしたいというふうに思ってございます。あと、説

明につきましては各々担当者からご説明しますのでよろしくお願いいたします。 

○委員長（吉田和子君）  長沢主査。 

○介護保険Ｇ主査（長沢敏博君）  それでは資料 4。白老町高齢者保健福祉計画・白老町介護保

険事業計画（第 3 期）の案について、ご説明させていただきます。 

 この計画につきましては、大きく 2 つに分かれておりまして、総論と各論という形で 2 つに分け

てございます。目次を見ていただきたいと思います。1 の総論につきましては、全部で 6 つの項目

に分かれておりまして、それぞれ主旨とか位置づけ、そういう形で文書化したもの及び評価したも

のという形でまとめてございます。続きまして、各論につきましては、ページ数でいきますと 31

ページでございます。31 ページにつきましては、この総論に対します具体的な取り組み方法とか、

あと目標量とか、実績とかをまとめたものを各論として記載してございます。 

 まず、総論の方から簡単に概略だけ説明させていただきます。ページ数でいきますと 1 ページか

ら計画の主旨という形で、この計画を作る目的でございます。高齢化に向けてという形での内容か

ら始まりまして、今回策定するものは第 3 期計画になりますという形での文書を記載してございま

す。 

 2 ページ目につきましては、過去からの歩みという形で表に一つにまとめたもので、高齢化率を

中段ほどに書いてございまして、平成 16 年の高齢化率、国の国勢調査の中では 19.5％という形で

書かれておりますが、実際に白老町の今の高齢化率にしまして27％を超えております、今現在。今

後も高齢化率は上昇傾向にあるというふうにうちの方は推定してございます。 

 3 ページの策定の背景につきましては、長寿社会の到来等という形から全部で 4 つの項目に分け

て、それぞれ文書を記載してございます。 

 4 ページ目の計画の性格及び法的位置づけという形で、この計画につきましては介護保険法の中

で謳われているんですよという形をそれぞれ記載してございます。で、6 ページには法的位置づけ

という形で介護保険法の計画と、あと関連法の記載をしてございます。7 ページもそういう形で法
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律関係のものを記載してございます。 

 9 ページの計画の期間というところを見ていただきたいのですが。第 2 期計画までにつきまして

は 5 年度 1 期として 3 年ごとの見直しという形で計画を策定してきております。ただ、今回、介護

保険法が改正になりまして、5 年度 1 期としたものを 3 年を 1 期として策定することという形に改

正されましたために、今回につきましては 18 年度から 20 年度までの 3 年を 1 期とした形で作って

ございます。次期の第4 期につきましては、平成21 年から 23 年の 3 年間を 1 期としますので、そ

の前の年、平成20 年度に見直し作業を行うという形を記載しております。 

 続きまして 10 ページにつきましては、計画の策定体制と策定後の点検体制という形でまとめたも

のでございます。策定体制につきましては、この図のとおり、策定委員会と庁舎内で作っておりま

すプロジェクト会議を基に意見の集約を行い、パブリックコメントを取って、最終的に決定する形

を取ってございます。策定後の点検体制につきましては、推進協議会を設け、毎年進ちょく状況、

要するに例えば回数的なものとか、費用的なものとか、認定者的なもの、先ほど資料 3 で述べまし

た内容について主に報告をしていく形を取りたいと考えております。 

 12 ページにつきましては、高齢化の現状と将来ということで、13 ページには総人口の推移という

形をグラフ化したものをそれぞれ述べて、人口構成の推移とか、過去の人口をまとめたものを記載

してございます。 

 14 ページつきましては、計画対象人口の推移という形で、これも昭和50 年から平成12 年度の主

な年ごとの人口の推移を記載してございます。 

 15 ページの5－3、計画対象人口推計ということで、これはこの第3 期計画の元となります人口の

推移でございまして、先ほども述べましたコーホート法ということで、人口推計によく使う方法の

一つでございまして、それを利用してございます。平成12年度と平成7年の国勢調査の人口を基に、

生存率とか死亡率とかを推計しまして、平成 16 年の実績値 21,486 名の総人口に対しまして第 3 期

の推計人口、平成 20 年 20,105 名という形で推計いたしまして、この計画を策定してございます。

高齢化率につきましては、一番下の方に書いてございまして、平成 16 年につきましては 26.1％な

のですが、第 3 期計画の最終年、これには30％を超えるであろうという形で推計を出してございま

す。今現在、28 に近い 27％なものですから。かなり高齢化率は上がっている状態でございます。 

 16 ページにつきましては、要介護高齢者等の推計という形で、これは認定者数の推計でございま

す。これにつきましても、先ほどの総人口を基に過去の認定者の実績等を推計値を取りまして、平

成 20 年度までの 3 ヵ年の要介護認定者を記載してございます。 

 世帯数の動向。これにつきましては、過去の国勢調査の動向を記載してございます。 

 18 ページ、高齢者のいる世帯。これにつきましても平成 12 年までの国勢調査の数字を記載して

ございます。 

 19 ページからにつきましては、地域社会の変化という形で高齢者の就業状況及び地域活動、学習

活動、それと、ふれあい活動、環境づくりという形で計画の中での、どういうものなのかという形

で記載をさせていただいております。 

 最後の 24 ページなのですが、保健・医療・福祉のネットワークという形で地域社会がありまして、
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その中に保健と福祉と医療、これを連携して目標に向った形をという形でイメージ図を作らせてい

ただいております。 

 25 ページの重点課題なのですが、第 1 期、第 2 期の基本理念、『笑顔輝く高齢者でいっぱいの「元

気まちしらおい」をめざして・キラ☆老い２１』。これにつきましては、第 1 期と第 2 期と同様な基

本理念を掲げて第3期につきましても進めて行きたいと考えております。26 ページにつきましては、

その基本理念を記載してございます。 

 27 ページの6－3、推進の視点というところで、1 の選択性がある施策展開ということで。この文

章をちょっと読ませていただきますと、「人生 80 年の時代を迎えて、高齢者の年齢の幅は広がり、

生活の価値観、身体の状態、家庭環境などは多様化してきている。高齢者が地域を支える一員とし

て元気に活躍するとともに、身体が不自由になっても地域で自立して生活できるよう、多様なニー

ズに対応できる選択性がある施策の展開を図る」ということで、平成18 年の推計5,939 名の中で介

護保険施設に入っている方 226 名及び在宅での認定者 744 名の他の 4,969 名の自立した高齢者が、

それぞれどういうものを選択できるかというものを図化したものでございます。ですから、例えば

介護保険施設の 226 名の方につきましては、今現在施設に入所している状態でありますので基本的

には介護サービスを受けるという 1 項目しかございませんが、一番上の自立高齢者につきましては、

いろいろなものを選択できるという形で示させていただいております。 

 続きまして 28 ページなのですが、これは、このキラ☆老い２１の実現を目指して、総合的な施策

の推進を図るためのものを社会環境、生活環境、健康環境というものを取り巻いた高齢者を中心と

した施策をそれぞれ掲げたものでございます。 

 29 ページにつきましては、健全な介護保険の財政運営という形で、この計画を作るにあたっては

当然、皆様にご負担をいただくわけですから健全な介護保険の財政運営を図るために努力するとい

う形でのものを記載させていただいております。 

 30 ページにつきましては総論の最後になりますが、重点課題としては地域参加型まちづくりの推

進と、高齢者の積極的な社会参加の促進、総合的で多様な介護サービスの提供という 3 つの項目と

重点課題という形で記載させていただいております。 

 総論につきましては以上のとおり、簡単に説明させていただきまして、続きまして各論の方。こ

れにつきましては、この第 3 期計画の最終的にサービスの回数及び保険料等を算定するにあたって

のものが記載されてございます。重点課題に対する取り組み。総論で記載しましたものにつきまし

ての取り組み方法を5 項目に細分化したものが31 ページに記載されてございます。 

 32 ページにつきましては、介護保険対象サービスの実績ということで、平成 15 年度、16 年度、

第 2 期の実績を数字的にまとめたものでございます。これにつきましては先ほども資料の方で説明

させていただきましたので割愛させていただきます。 

 ページ数でいきますと、次の 45 ページ。介護保険対象外のサービスの実績。これにつきましては

高齢者保健福祉計画の中で盛り込む形のもの、介護保険事業計画ではないわけなのですが、要は介

護保険では対象にならないサービスの実績を平成 15 年度、16 年度という形でそれぞれ項目別に数

字で表したものが45 ページから 48 ページまで記載させていただいております。で、49 ページにつ
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きましても、それぞれ項目ごとの居宅サービスにつきましての項目をそれぞれ文書で実績を記載し

てございます。51 ページについては施設サービスという形での実績でございます。51 ページの下の

方にございます地域福祉というものにつきましては、数字的なものではございませんが実施した項

目をそれぞれ記載してございます。53 ページの就労対策につきましては、高齢者事業団の実績を記

載してございます。54 ページについては、くらしやすい社会環境の整備という形で取り組み事項を

それぞれ文書として表してございます。 

 56 ページにつきましては、各論の施策体制という形で一番左側に基本理念であるキラ☆老い２１

の項目を書いて、施策の柱として 5 つの施策を立てまして、一番右の方に各論の施策内容という形

でそれぞれ項目ごとに記載してございます。その中で57 ページにつきまして、これ以降につきまし

ては、介護保険の対象サービスの整備ということで、この 3 年間、18 年度から 20 年度までの各サ

ービスごとの目標量を推計したものを記載してございます。これにつきましては57 ページのところ

にも書いてございますとおり、国が示しております介護保険事業計画におけるサービス量の見込み

等の算出手順、ワークシートというものがございまして、これにより算出したものを記載してござ

います。これにつきましては、人口につきましては先ほどの国勢調査等の数字を基に、あと認定率

等につきましては過去の実績等を踏まえて、回数等につきましては 15 年度、16 年度の実績を踏ま

えて推計してございます。当然、要介護度別の人数もそれぞれ加味した形で回数的には記載してご

ざいます。ただ、18 年度から新たに制度化されております地域密着型サービス、これにつきまして

は実績が過去ございません。で、一応、当課の方で各事業所の方に意向調査という形でお聞きして

推計値を記載してございます。その分、結局、例えば認知症の通所介護であれば、今まで通所介護

の中に回数として含まれていたものが、今度、地域密着型の認知症対応型通所介護の方に回数が振

り分けになるという形で数字の上限はございますが、総体的に回数的には今現在の実績を踏まえた

形で推計を取っております。 

 訪問介護の目標量という形で平成 20 年度につきましては、23,253 回という形で。で、ページ数

が大変飛んで申し訳ございませんが、66 ページをお開きいただければありがたいのですが。66 ペー

ジに目標量達成のための方策という形で記載させていただいております。これは平成20 年度のサー

ビス目標量に対して、どのように確保するかという方策を記載したものでございます。各サービス

ごとに記載したものでございますので。表的には57 ページ以降記載しておりますが、文書的に平成

20 年度のサービス量が記載されております66 ページで説明させていただきたいと思います。 

 訪問介護につきましては平成 20 年度、23,253 回という推計値を推計しておりまして、これにつ

きましては既存の町内のサービス事業所において、対応が可能でございます。これにつきましては

今後につきましては当方としては質の向上に向けた指導も今後していかなければならないと考えて

おります。 

 ２番目の訪問入浴にこれは当町には事業所はございませんが、町外のサービス事業所が以前から

実施してございます。回数的にも１２１回という形で平成１６年度、平成１７年度の実績とほぼ変

わらない数字で今後も推移していくのではないかというふうに考えておりますので、現在のサービ

ス状況で十分対応していけるのではないかと考えております。 
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訪問介護、通所系サービスで対応できるものについてはそちらの方でも対応していく可能性も十

分秘められておりますが、訪問入浴については今のところ町外の事業者を利用していく形を取って

おります。 

 訪問看護につきましては、20 年度の目標量が4,739 回という形で推計されておりまして、既存の

事業所がございます。当町にございますので、それで十分対応が可能でございます。 

 4 番、訪問リハビリにつきましては20 年度のサービス目標が417 回という形で、町内の事業所で

対応が十分可能と判断しております。 

 5 番目の通所介護。デイサービスが平成 20 年の目標量が 15,085 回という形で、これは既存の町

内のサービス事業所において十分対応が可能になってくるかと思っております。この他、先ほども

言いましたように地域密着型の方でも出て参ります。それを含めた形でも対応が可能かと思ってお

ります。 

 6 番の通所リハビリテーション。これも 20 年度の目標量に対しまして既存のサービス事業所で対

応が可能と考えてございます。 

 7 番目の居宅療養管理指導につきましても、平成20 年度の 204 人につきましては既存の医療機関

等において十分対応が可能と考えてございます。 

 67 ページの短期入所サービスにつきましては、平成 20 年度におきまして目標量 5,220 日と推計

してございます。これにつきましては、短期入所の場合は短期入所の生活介護と、短期入所の療養

介護というものがございまして、それを合わせた数字が 5,220 日という形を取ってございます。町

内には今現在、専用としては 4 床のベッドがございますが、この度、新たに町立の寿幸園が整備さ

れることによって対応が可能と考えております。また、対応が不足する場合においては近隣の施設

等への短期入所という形も今後は考えていかなければならないかとは思っておりますが、一応、今

のところ町内の施設で対応が可能というふうに考えてございます。福祉用具の貸与につきましては、

町内には 1 事業者がございます。ただ、やはり貸与する品物によってはそこの事業所で用意できな

いものというのは当然ございます。ただ、近隣にはそういう事業所がたくさんございます。ですか

ら、ケアマネさんを通じて、その人に一番合ったものをレンタルするという形で今後も今と同じよ

うに推移されると思っております。 

 10 番目の特定施設入所者生活介護。これにつきましては、平成20 年度の目標量29 名と推計され

ております。町内には 52 床の施設がございます。こちらの方につきましては十分対応が可能と考え

ております。 

 2 番目の地域密着型のサービスの充実というもので、これは新たに第 3 期計画の中で設けられた

ものでございまして、指定業務を白老町が今後していく形になります。で、既存のサービスの中で

地域密着型の指定を受けるものについては、白老町が今後、指定業務を行っていくわけなのですが。

これは道との協議もこれからまた随時して行かなければならないわけで、3 月までには指定を行っ

ていこうと今、準備をしている状態でございます。 

 認知症対応型通所介護につきましては、平成20 年度の目標量2,596 回ということで。これは今現

在、実際には通所介護という形でサービスを受けている方が、地域密着型の指定を受けた事業所に
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おいて認知症専用の対応型の通所に通うという形で推計したものでございます。実際に指定や指導

について、今後、事業者といろいろ相談して介護サービスを受ける方の不便にならないように準備

を今後していきたいと考えてございます。 

 小規模多機能居宅介護につきましては、平成20 年度の目標量156 回と推計されております。これ

につきましても、まだ指定作業については今後行うわけなのですが、これについては今のところ話

としては業務に向けて、具体的に私の方で今のところ進めてはおりません。ただ、話としては、こ

れから来れば、それなりにやはり 3 月に向けた形で指導してですね、指定をして行かなければなら

ないのかなというふうに考えてございます。 

 3 番目の認知症対応型共同生活介護。これはグループホームでございまして、平成20 年度のサー

ビス目標量が 41 名という形で推計しております。現在、町内には 2 ユニット、18 名の事業所があ

ります。41 名が必要とするわけですので3 ユニット、27 名の施設の整備を図る必要があるかとうち

の方は考えてございます。計画の中では最終年度の平成 20 年度において、この 41 名という形で推

計をしてございます。これにつきましても、昨日、視察に行かれた時にいろいろお話を受けたかと

思いますが、その時のお話が今後出てくるかと思います。それによってまた、20 年度が 19 年度に

なったりという形で協議会の中でいろいろ協議を進めて行きたいと考えてございます。 

 4 番目の地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護。

これは 29 人以下の介護付きケアハウスと特別養護老人ホームのことなのですが。こちらにつきまし

ては、第 3 期計画では目標量は見込んでおりません。特定施設につきましては、今現在、地域密着

型ではございませんが 1 施設ございます。特別養護老人ホームにつきましても 2 施設ございます。

特別養護老人ホームにつきましては、例えば白老町の方が町外の施設に入所なさった場合において

は、仮に住民票をその施設に移したとしましても保険者は白老町のままで出来るという特例措置が

ございまして、住所を移しても、移さなくても白老町がそのまま保険者という形になりますので、

仮に町外の施設に入所なさっても保険者は白老町のままという形がございます。 

 5 番目の夜間対応型訪問介護。これにつきましても第 3 期計画ではサービス量は見込んでおりま

せん。これだけでのサービスということになりますと、やはり事業者さんの方で採算性とかそうい

うものを考えた中ではちょっと無理なのかなというふうには考えておりまして、うちの方では第 3

期の計画では見込んではおりません。 

 68 ページの施設サービスの充実という形で。1 番目の介護老人福祉施設。特別養護老人ホームな

のですが、現在、町には寿幸園定員 50 名と、北海道リハビリテーションの特養部の定員 50 名、こ

の 2 施設があります。20 年度の目標量131 名ですので、実質100 名に対してまして131 名という形

で、不足分についてはやはり管内の施設を利用していく方向をこれからも続けていきたいと考えて

ございます。 

 2番目の介護老人保健施設。20 年度の目標量につきましては56 名という形で推計しておりまして、

これは既存の町内の施設で対応が可能と考えてございます。 

 3番目の介護療養型医療施設。これは町内には10 床ございます。20年度の目標量につきましては、

34 人という形で、不足分につきましても、やはり特別養護老人ホームと同じように管内の施設利用
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を図っていくという形で考えてございます。 

○委員長（吉田和子君）  内潟主幹からよろしくお願いします。 

○健康福祉課主幹（内潟康子君）  69 ページ、6 番目の地域支援事業の実施についてご説明いた

します。今日、午前中に参事の方から新しい介護保険法のパンフレットの方でご説明ありましたよ

うに、地域包括支援センターの方で新たに地域支援事業というものを創設されております。その主

なものといたしまして、69 ページの縦書きのところで大きく介護予防事業、それから、包括的支援

事業、任意事業、この3 つから地域支援事業というものが成り立ちます。 

 それで、まず、上の表にございます介護予防事業といたしまして国が示しておりますのが、介護

予防特定高齢者施策。これが先ほどご説明いたしました黄色い部分のところの介護や支援が必要と

なるおそれのある人、特定高齢者、ハイリスク高齢者という形で言われております高齢者人口の5％

の見込みということで対象とされる方たちです。また、介護予防事業のもう一つの柱といたしまし

て、介護予防一般高齢者施策ということで、これは一般の元気な高齢者、先ほどの説明で自立した

生活がおくれる人など、全ての地域の高齢者という方々に対する施策に分けてございます。 

 また、包括的支援事業というのは、包括支援センターが中心となって行います、このパンフレッ

トで言うところのグリーンの部分。この事業を行うための方策でございます。介護予防ケアマネジ

メント事業、これが新予防給付、要支援1、2 の方に対するケアプランの作成及び給付管理という部

分になります。原案作成を町内の居宅介護支援事業所の、先ほど 8 人というふうな枠がありますと

いうことでご報告させていただいたのですが、その原案作成はしても、その計画に関する指導・管

理は包括支援センターの方の仕事になりまして、委託したものは全部包括支援センターの方でチェ

ックしてから利用者さんの方にお渡しするという形になる、この事業のことでございます。総合相

談支援・権利擁護事業。これは青年後見制度でありますとか、それから、高齢者の虐待防止の対策、

そういった高齢者を守るための総合相談・支援について包括支援センターが行う事業です。で、包

括的・継続的マネジメント事業というのは、地域のケアマネージャーさん達の困難事例の相談であ

るとか、医療、福祉、なかなか今まで縦割りでうまく連携が取れていなかった部分を包括支援セン

ターが間に入りながらネットワークを作っていくという援助の事業でございます。 

 また、任意事業といたしまして、メニューが国の方で示されているのが介護給付等適正化事業、

家族介護支援制度、その他の事業ということでございますが、町の方で今回、項目立ていたしまし

たのを次ページから簡単にご説明申し上げます。70 ページ目をお開きください。目標量達成のため

の方策ということでございます。地域支援事業の推進ということで、今回、新たに示されました介

護予防の支援が必要な虚弱高齢者を対象とする、生活機能の維持または向上を目的として、先ほど

も申し上げました介護予防の事業を行いますということで。平成 20 年度の地域支援事業の効果は

20％ということで国の目標量と併せて推計をして目標としております。 

 まず、すべての高齢者への取り組み。これが一般高齢者ポピュレーションアプローチという部分

の取り組みでございます。65 歳以上の全ての高齢者を対象に、介護予防のための取り組みが日頃の

生活習慣として定着することを支援するための知識の普及及び啓発ということで、主に健康教育、

講演会、そういったものになります。で、国が今回示しておりますのは新予防給付、要支援 1、2
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の方の通所の予防プログラムのメニューにございますように、高齢者が虚弱な状態に陥らないよう

に、ちょっと言葉として運動器の機能向上という言い方を国はしているのですが、あと栄養の改善、

それから、口腔ケアに関すること、こういったことを柱立ていたしまして介護予防に資する知識の

普及、啓発を実施いたします。 

 また、介護予防事業の実施の記録等を記載するための介護予防手帳を平成20 年から町としては配

付の予定でございます。現在、これは老人健康手帳として一般の基本健康診査の中で、老人保健法

の中で取り組んでいるものを今度、地域支援事業の中で高齢者仕様に、予防プログラム等のことを

記載したものを作成するように位置づけられているものでございます。当面、18 年、19 年につきま

しては、従前の老人保健手帳との移行期ということで取り組む予定でございます。 

 また、個別の相談に応じることによって高齢者の介護予防や生活習慣病予防への取り組みを 40

歳からの健康づくりと継続して支援していくという方向を持っております。 

 また、認知症・うつ等の予防とか、転倒・骨折の予防の予防を目的に地域において介護予防に関

する教室を実施していきます。また、教室の協力者や修了者等による介護予防を目的とした自主グ

ループの育成という形で、地域の中に少しずつそういった芽を育てていきたいという目標を持って、

一般高齢者施策の中に目標としておいております。 

 地域の会館等の身近な場所において、閉じこもりがちな高齢者を対象に地域ボランティアさんと

の共同による介護予防活動やレクリエーションを通じて、自立生活を支援するとともに、介護予防

に資する活動グループの育成・支援を行っていきたいというふうに目標を持っております。 

 また、2 番目として虚弱高齢者への取り組みなのですが、いわゆるハイリスク高齢者の取り組み

でございます。介護予防の支援が必要な虚弱高齢者を対象に生活機能の維持、または向上を目的と

して運動器の機能向上等の介護予防に資する事業を実施いたします。 

 まず、特定高齢者の把握事業ということで65 歳以上の高齢者を対象に基本健康診査での把握。そ

れから、保健師の訪問活動、主治医との連携等によって特定高齢者を把握するための事業を実施し

ます。平成20 年度のサービス目標量は 1 号保険者の概ね5％として目標値を持っております。これ

につきまして、特定高齢者把握事業は 18 年、19 年につきましては、現在、老人保健法で行われて

いる基本健康診査の中で一体的に行われて、その中で 65 歳以上の方について基本チェック項目とい

う項目をもって判定したものを、さらにその中から目的プログラム別の対象により分けるという作

業になります。そのメニューの中で具体的に申し上げますと、(2)にあります運動器の機能向上事業、

それから、低栄養改善指導事業、それから、口腔機能指導事業、認知症・うつ・閉じこもり予防事

業、訪問型介護予防事業というような形でメニュー立てをしております。7 番、8 番、9 番につきま

しては、いわゆる任意事業包括的支援事業の中に組み込んでいる当面の事業として、まず、7 番目

に高齢者の自立支援配食サービス事業ということ。それから、高齢者元気づくり教室。現在、竹浦

と虎杖浜と行っております高齢者元気づくり教室を地域に少しずつ拡大していくような形で実施し

ていきたいというふうに考えております。平成20 年度のサービス目標量は実施箇所数、今の 2 倍の

4 箇所。延べ実施回数 96 回。参加述べ数 1,560 人ということで目標を持っております。9 番目にあ

りますのは高齢者世話付住宅生活援助員等派遣事業で、日の出にありますシルバーハウジングの生
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活援助員の派遣等事業の継続でございます。 

 次、72 ページに地域支援体制の構築ということで、白老町全域を日常生活圏域といたしまして設

定して、地域包括支援センターを設置いたします。地域包括支援センターにつきましては、先ほど

らい、ご説明申し上げた 3 職種が地域における相談、それから、先ほど申し上げた介護予防、新予

防給付のケアマネジメントを実施いたします。次の 3 点について、先ほどご説明したように総合相

談支援・権利擁護。それから、包括的・継続的ケアマネジメントの支援。介護予防マネジメントと

いう 3 本の大きな仕事が入っております。 

 73 ページ以降の介護保険対象外サービス事業の整備につきましては、従前、老人保健法及び老人

福祉法の中で行っていた事業の整理という形で載せてございます。老人保健サービスとしては健康

づくりの推進。老人保健事業の推進、この中では昨日、ご説明ありました 3 連携の中での保健師等

が取り組む事業も記載してございます。また、2 番目の老人福祉サービスといたしましては、既存

の事業の継続の部分と施設サービスの部分ということで記載してございます。3 番目に地域福祉全

体のことを記載してございます。福祉意識の醸成。地域活動の促進。社会福祉協議会の機能強化。

ボランティア活動の促進。というような項目立てで従前行ってきたことを継続して行っていくとい

う目標を持っております。 

 また、4 番目のスポーツ・レクリエーション・文化活動につきましても、継続して前計画から基

づいてスポーツ・レクリエーション活動の推進、文化活動の推進ということで進めて参ります。  

 また、5 番目の就労対策といたしましては就労の支援ということで、これも前計画からの継続し

て行う事項を記載してございます。 

 また、バリアフリーのまちづくりにつきましても、高齢者や障害者に配慮したまちづくり、高齢

者が住みやすい住宅づくり、安全・安心な生活環境づくりということで、防火・防災対策の充実、

防犯対策等のことを記載してございます。以上でございます。 

○委員長（吉田和子君）  長沢主査。 

○介護保険Ｇ主査（長沢敏博君）  今、私と内潟の方で説明したものを今度、介護費用という形

で説明させていただきます。 

○委員長（吉田和子君）  休憩挟んでよろしいですね。じゃあ、休憩に入りたいと思います。再

開を 2 時 35 分といたします。 

休   憩    午後 2 時 24 分 

                                           

再   開    午後 2 時 36 分 

○委員長（吉田和子君）  時間になりましたので、休憩を閉じて委員会を再開いたします。長沢

主査、引き続き説明をお願いいたします。 

○介護保険Ｇ主査（長沢敏博君）  はい。それでは、計画案の 65 ページをお開きください。65

ページにつきましては介護保険の事業費の見込みという形で、1 番として介護費用、2 番として保険

料という形で表を作成してございます。先ほど、私の方で説明した各サービスごとの回数をそれぞ

れの利用人数及び単価、そういうものを積み重ねたものが、それぞれ居宅サービス総費用から、最
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後の算定対象審査手数料という項目までが記載してございます。18 年度につきましては総事業費12

億 6,600 万。19 年度 12 億 7,600 万。20 年度 13 億 1,600 万。3 年間の合計で 38 億 5,884 万 8 千円

という、これが標準給付費の見込み額でございます。それにこの度、18 年度から、先ほど内潟の方

から説明がありました地域支援事業、これが介護保険料の算定にあたっても費用として算出されま

すので、これが 2 番目の保険料のところの上から 2 行目、地域支援事業費見込額。その上につきま

しては、先ほどの 1 に記載されております標準給付費見込額を記載しております。 

 で、2 番目に地域支援事業費見込額。3 年間で 9,024 万 4 千円。合わせますと39 億約 5 千万の費

用に対しまして。それぞれ財源内訳といたしまして、国とか道とか町とか、または支払基金からと

いう負担割合がございまして、これはこの表には記載されておりませんが、財政調整交付割合とい

う形で 7.31 という数字を記載してございます。これは法律的には国が負担するもので、基本としま

しては 5％でございます。ただ、後期高齢者が多い場合とか、あと所得段階で低所得者が多い場合、

これにつきましては割合が高くなってございます。そういう形で白老町の場合、保険料を算定する

場合、これもワークシートがございまして、数字を入れて自動的に算定された割合が7.31％という

数字でございます。その7.31％を各 18 年度から 20 年度、それぞれ調整交付金見込額という数字を

記載してございます。これが3 年間で 2 億 8,208 万円という形でございます。 

 続きまして、財政安定化基金拠出金。これにつきましては、介護保険財政が仮に赤字になった場

合とか、そういう場合において借り入れする時のための拠出金として道の方に毎年一定金額を支払

う形になっております。これは率といたしましては0.1％になってございます。 

 そういう道とか、国とかの負担分を差し引いて最終的に保険料収納必要額というのが 6 億 6,513

万 8 千円という形が第 1 号被保険者の方に負担していただく 3 年間の介護保険料に対する給付費に

なります。 

 で、予定保険料収納率につきましては98％という形で見込んでございます。これにつきましては、

今現在、年金受給者の方で特別徴収という形を取っておりますが、この10 月からまたそれが改正さ

れまして、今度、年金の種類が遺族年金・障害者年金、こういう方々が受給しております年金から

も介護保険料を天引きするという制度が出て参ります。また、特別徴収の回数は今まで年 1 回しか

基準日がなくて、例えば去年の 4 月 2 日以降に 65 歳になった方が年金から引かれるのが今年の 10

月まで約 1 年半、自分で納めなければならない状態だったのですが、この10 月から、それを複数回

にしようという形で今、制度が改正される予定でございます。ですから、仮に 7 月とか 8 月に誕生

日を迎えた方は翌年の10 月まで年金から引かれなかったのですが、この 10 月以降は12 月もしくは

2 月から年金から引かれる形になりまして、収納率がそれだけ上がっていくのではなかろうかとい

うことで、実際にこの16 年度の収納率よりは若干高めの98％という収納率を見込んでございます。

そういうことで各年度の被保険者数等をいろいろ計算した結果、保険料基準月額、これが 3,657 円

という数字で算定されました。これにつきましては、この計画の後ろに案という形で皆様の方に横

長の資料を付けさせていただいております。現行介護保険料、今現在の第 2 期の介護保険料の年額

で示してございます。今は第 1 段階から第 5 段階に分かれておりまして、第 3 段階が基準月額とい

う形になっております。現在の基準月額につきましては 3,203 円でございます。改定予定介護保険
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料という形で段階が第 1 段階から第 6 段階に 1 段階増えました。これは低所得者の方に対する措置

でございまして、改定の方の第 2 段階の方につきましては、まず、条件といたしましては世帯全員

の方が、町民税が非課税の世帯で、なおかつ、前年の合計所得と課税年金収入額の合計が 80 万円以

下の方。この方は段階としましては第 2 段階なのですが、基準月額の掛け率としましては第 1 段階

と同じ 0.5 という形で。実際に今現在、28,800 円の方が、この3,657 円を年額に直しました21,900

円ということで、実質年額としては6,900 円下がる形になります。段階の割合なのですが、平成17

年の納付書の発送の段階で、第 2 段階の方が54.2％いらっしゃいます。で、一応、国の方でも平均

的な割合を示しております。これは国が第2 段階は 36.9％という形で数字を示してきておりまして、

実際に白老町との差が、かなり白老町の方が高くなってございます。説明があっち行ったり、こっ

ち行ったりして申し訳ありません。改訂の予定保険料の各段階の割合ですね。これを％で示したも

のがございますので。第 1 段階が 3.6％。第 2 段階が 40.9％。第 3 段階が3.4％。第 4 段階が 18.8％。

第 5 段階が 27.8％。最後の第 6 段階が 5.5％。こういう形で当方は介護保険の保険料を算定するに

あたって、このような割合を出してございます。国が示している新しい段階の％につきましては、

第 1 段階が 2.6％。第 2 段階が 18％。第 3 段階が9％。第 4 段階が30.5％。第 5 段階が 28.6％。第

6 段階が 11.3％。予想という形で数字を出してきております。こういうことから白老町の場合にお

きましては、第 2 段階の割合が非常に高くなっているために介護保険料につきまして押し上げてい

る要因の一つと考えてございます。 

○委員長（吉田和子君）  武岡参事。 

○健康福祉課参事(武岡富士男君)  本来なら助役が朝から来て説明するのですけど、急きょ札幌

の道庁の方に出張しましたので。私の方から介護保険料、今、3,650 円ということでお話させてい

ただきましたが。これにつきましては、第 1 回 3 月定例会において条例を改正させていただきたい

という提案をさせていただきたいというふうに実は考えてございます。それで、本来、助役の方か

ら皆様方にご説明申し上げる予定でございましたが、変わりまして私の方から今回の介護保険料改

正の主な要因を 6 つほどご説明をさせていただきたいというふうに思っています。 

 実は保険料に一番関わる高齢化率につきましてはですね、北海道の平均高齢化が21.1％でござい

ます。白老町は 27.3％で、全道 198 市町村中上位から 98 番目に位置してございます。2 点目には、

認定者の数につきましては平成16 年度末911 人に対して、平成17 年 11 月現在 949 人で 4.2％の増

加となっております。今後につきましても、この状況が推移されるというふうに考えてございます。

次、3 点目といたしましては、介護給付費につきましては、給付費全体の約 6 割が施設給付でござ

います。今後においても同水準で推移されると考えてございます。したがいまして、給付費全体に

おきましても増加するものと見込んでおります。次に 4 点目としましては、介護保険料につきまし

ては、第 2 期における介護保険料は全道平均では 3,435 円でございました。当町は 3,200 円となっ

ており中間より若干低い位置でありましたが、改正案の第 3 期の保険料におきましては、ほぼ中間

に位置するものと考えてございます。これは事前に道の方が13 日の日に全道の介護保険料を中間値

で発表するということになってございます。それで、事前に問い合わせたところ、だいたい、うち

の 3,650 円はどのぐらいの位置に来ますかということをお聞きしましたら、中間に位置するという
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ことを実は伺ってございます。それと先ほども説明しましたが、介護保険料の各段階割合で申し上

げますと、全世帯が町民税非課税の第 2 段階の割合が当町の場合は54.2％でございます。国が示し

た 36.9％を多く上回っておりますことから、全体の保険料を押し上げているような状況下にござい

ます。それと 6 つ目でございますが、本介護保険改正計画につきましては、策定委員会の意見集約

を実は行ってございます。2 月 1 日に開催されました、本計画の最終的な取りまとめにおきまして、

保険料改正の議論をいただいてございます。委員の皆様から介護保険の安定的な運営を行うために、

今回の改正案に対して策定委員の全員が必要であるというような意見をいただいております。以上

の要因から、今回の改正案の保険料となったわけでございます。そういうことで第 1 回定例会に条

例を提案したいと考えてございますので、よろしくご理解のほどをお願い申し上げたいということ

でございます。 

○委員長（吉田和子君）  料金の説明をいただきました。休憩前に説明をいただきまして、質疑

をしておりませんので、質疑がございましたら、まず、受けて行きたいなというふうに思いますが。

高齢者保健福祉介護保険事業計画第 3 期についての説明をいただきましたので。あと、今、最後に

料金改正についての話もありました。大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  介護保険事業計画なのですけどね。昨日もらって、確かに目を通す時間

は若干はあったのだけれども。ちょっと今日、説明して、今日、意見徴収というのはね、ちょっと

無理があるのではないかと私は思うのです。もちろん町側は、この計画がどうだとかと言うのでは

なくて、議会の意見集約をするのであれば、もうちょっとやっぱり時間があってやるべきだと思う

のですよ。そうでないと、これは向こう 3 年間の計画ですから、やっぱり我々が今日、聞いたこと

でね、「はい、納得しました。」「了解しました。」ということにはならないのではないかと僕は思う

のです。事前に出されて、どれだけ読むかということはもちろんあります、はっきり言って。ただ、

説明を受けた後の時間が一定限度必要ではないかと。これを読んで理解出来るのと、説明を受けて

理解するのとは全く違います。ですから、そういう意味からおいてね、あと 1 回やれというのはち

ょっと心苦しいから、そこら辺はちょっと何とも言えないのですけれども。出来ればやっぱり、そ

うでないと今の今で意見ありませんかと言われてもですね。どういう意見が出るかと言ったら、「こ

れ何ですか。」という意見なのですよ。こうすべきだという意見は出ないのですよ。議会というとこ

ろはやっぱりそういうことじゃ駄目だと思うのです、僕は。審議を尽くすという意味で言えば。こ

れでわからないところを聞いて終わるという中身のものだったら、3 年間の計画を僕らがそんなに

簡単に了承していいかって僕はなると思うのだけど、いかがでしょうかね。 

○委員長（吉田和子君）  他の委員さん、どうでしょうか。どうしますか、もう 1 日日程を取っ

ていただきますか。料金改定については 3 月の定例会で出されますよね。この計画は議会の議決は

いらないですから、議員協議会で説明ということはないですよね。これは民生常任委員会で所管し

ていますので、民生で揉んだものが一つの議会の意見として集約されていくということになると思

うのです。今、委員さん方、皆さん、勉強不足もありますし、もちろん今、説明を受けたばかりで

すので、頭の中もまだぐちゃぐちゃになっているかなというふうには思います。これを作るために

本当に何日も何日もかけて作ったものですから。私たちが今、1 時間ぐらい聞いたものの中で頭を
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整理して、これに対していろいろな要望だとか、いろいろな意見とかを述べるというのはなかなか、

やっぱり私も厳しい。私も今、質問しようと思うのは「じゃあ、これはどうなのですか。」という感

じのもので。「じゃあ、これは実際に出来るのですか。」というようなぐらいのことしかちょっとま

とまっていませんのでね。本当は今日で終われるかなというふうに思って。ただ、継続審議になる

のかなと。これから、包括支援センターもできて、いろいろな内容的なものをやっていかなきゃな

らないものもあるので継続になるのかなというふうな。これはこちら側のことなのですが。そんな

こともちょっと考えてもいるのですけれども。この計画は 4 月 1 日スタートですね。じゃあ、それ

までには、こちらとしては早めに。4 月 1 日に出されるのですから、今月中に出来ればやった方が

いいということですね。じゃあ、どうでしょうか。担当課の方には、また、もう一日やるというこ

とになるとご足労願わなきゃならないのですが。その分、委員の方もしっかり勉強をして、いろい

ろな意見を持って参加をしたいと思いますので。もう一日、時間を作っていただくことでお願いし

たいと思うのですが。委員の皆さんはそれでよろしいでしょうか。もし、担当課がいいということ

であれば。もう一日、日程を取りたいというふうに思うのですが。 

○委員（大渕紀夫君）  私はそういうふうにしていただきたいと思います。こちらの方の仕事が

遅れたりね、負担がかかるということであれば、それは審議の仕方はいろいろあると思うのですよ。

ただ、我々がこれを少なくても説明を受けて、議会がわかったということを、まして本会議でそう

いうことが一般質問でしか出ないとなれば、ここで議論されていることですから、これは議会とし

ての全体の意見になりますからね。やっぱり、そこら辺は納得する、しないは別にしてね、一定限

度のそういう条件を満たした上で議論をして結論を出すべきだと私は思います。 

○委員長（吉田和子君）  そういうことでもう一日、日程を取っていただくということでよろし

いでしょうか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（吉田和子君）  武岡参事。 

○健康福祉課参事(武岡富士男君)  今のご意見はもっともだというふうに実は思ってございます。

それで、私どもの立場から申し上げますと、実は、この計画については 3 年 3 年で見直しをやって

いる。毎回そうなのですが、正直言いまして、総論の部分については第 1 期、第 2 期と大幅に変え

てはございません。状況の変化を捉えて変えてございます。それで、後半の部分になりましたけど、

ページ数でいきますと50 ページぐらいからありますサービスの目標量、これが保険料へのはね返り

が一番大きいです。実はこれもですね、今回、毎回そうなのですが、法改正等がございまして、こ

の計画をするのには前段では全然出来ないことです。後半、1 月になってから集中的にやらざるを

得ないと。今回も 1 月 26 日に実は報酬が発表されたのです。国の方はそれまで一切何もない。です

から、出来るものを全部枠組みから取っておいて、最後、1 月 26 日に国で示された報酬を全部入れ

ていくのです、パソコンに。そして、作るものですから。ですから、当然、今、委員さんから言わ

れましたように 1 月 26 日にやりまして、私ども 2 月 1 日にすぐ策定委員会を開催しまして、その数

字を入れましてどうですかと。そして、皆さんには 3 月 1 日に製本したものを見せて、パブリック

コメント、庁舎内のプロジェクト会議を積んだものを 3 月 1 日に実はそこで、4 回に分けてやって
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いますから、そこで皆さんに前回 2 月 1 日でほぼ内容的には認めていただいたのです。それを 3 月

1 日に町長の方に出来たということでご報告を委員会として申し上げると、策定委員会として。そ

うしまして、1 日にやりまして、ちょうど民生常任委員会で 9 日、10 日でございましたので、あわ

くって製本をしまして。ですから、実はですね、この介護保険計画は私どもも早くやりたいのです

よ。夏場あたりから。ところがそういう作業にかかれないと。毎回、2 月か、早くて 1 月の末なの

です、国が示すのが。ですから、これはですね、今後 3 年後ですけど、いつになっても3 年後ごと、

１月の末。そういうふうになるかなと思います。それで一応、今回につきましては、やはり、これ

だけの資料でございますし、制度改正もございます。だから、皆さん方が時間を取っていただける

のでしたら、私どももさらにご質問あることにお答えして、やはり議員さんの皆さんに、委員会の

方に納得していただいた計画書にしたいと思いますので。一応、私どもは 3 月 1 日に最終的な策定

委員会を開きますので、その前にどうか一つもう一回ご議論をいただきたいと思っていますので、

よろしくお願いいたします。 

○委員長（吉田和子君）  大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  今、僕が言ったのはね、皆さん方が作ったのが遅いとかって言っている

意味では全然ございませんからね。もう一つはやっぱり、うちらはうちらとして11 月に委員会が変

わっているのですよ。だから、僕なんかは民生かなりやっていなかったですから、今、見たばかり

なようなものなのです。予備知識もあまり無いからね。だから、そういう意味で言えば、そちら側

が作ったのが遅いとかそんなことじゃなくて、こっちがきちんと勉強しなくちゃいけないという意

味で言ったんですから、そこは理解してください。 

○委員長（吉田和子君）  そうですね。質問にしても、もうちょっと、いろいろな内容的なもの

にもっと加われるような質問も出て来なければならないというふうに考えておりますので。日程等

は後で私たちの方で諮らせていただきまして、何日間か出しまして都合のいい時に。長沢主査。 

○介護保険Ｇ主査（長沢敏博君）  介護認定審査会が毎週火曜日、これで開催されまして、この

制度改正に伴う形で、今、認定の審査会の方も段々3 月までに件数的にもかなり詰まってくる形に

なりまして、ほとんど毎週という形で、毎週火曜日に介護認定審査会が行われることが予想されま

すものですから、できれば火曜日を避けて日程を調整していただければ大変助かります。 

○委員長（吉田和子君）  今、事務局長の方から16 日以外は日程を取れないということなのです

が。16 日ですと、土日挟んで十分読んだり、いろいろな資料を見たりする時間は取れると思います

ので。それでは、16 日の 10 時からでよろしいですか。16 日に聞いた説明も消えない内にしっかり

やりたいと思いますので。2 月 16 日にもう一日、委員会を設けまして、しっかりまた議論をしてい

きたいというふうに。私たちもそれまで勉強して参加したいと思いますのでよろしくお願いしたい

と思います。 

 申し訳ありません。先ほどいただいて、説明をいただいて今日は終わりたいというふうに思いま

すので。地域密着型サービスの資料をいただきましたので、これの説明を受けてから16 日に臨みた

いと思います。武岡参事。 

○健康福祉課参事(武岡富士男君)  資料 5 の前に地域密着型サービスですね。その他にもう一つ、
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配食サービスの利用者負担の見直しがあるのですが、どちらを先に。 

○委員長（吉田和子君）  先にもう個別の説明がありましたのでね、そこに密着型がありました

ので先にこちらをやっていただいてからお願いいたします。 

○健康福祉課参事(武岡富士男君)  地域密着型サービスで(1)で書いていますけど、小規模多機能

型居宅介護。これについてですね、お話をさせていただきます。これにつきましてですね、これに

書いています、通い・泊まり・訪問のケアを組み合わせて提供するサービスの類型として創設され

てございます。国で示している案でございますが、点線で囲ってあります部分、これにつきまして

若干説明しますが。1 事業所当たりの登録定員を 25 名以下にしなさいと。通いの日中当たり定員、

概ね 15 名以下。泊まりの日中当たりの定員、概ね 9 名以下ということになってございます。それで、

人員の配置はどうなるかと、事業所の。管理者、これは常勤 1 名。この方については施設内の他の

業務と兼務はいいですよと。可能ですよということを言ってございます。それから、介護・看護職

員を置きなさいということで。デイなのですが、日中、通いの利用者 3 人に対して 1 名必要でござ

いますよと。ですから、15 人デイサービスに来れば 5 人は必要ですよと。それと、訪問介護対応と

いうことで、これは日中 1 名置きなさいと。それから、夜間。泊まりですが、夜間の訪問介護。泊

まりの場合は概ね 9 名以下としてございますが、泊まりと夜間の訪問介護対応のために 2 名置きな

さいと。1 名は宿直者、1 名は訪問看護。2 名は最低必要、置きなさいということでございます。そ

れから、介護支援専門員 1 名。事業所内の他の業務との兼務も可能ですよということを言っていま

す。その他にこの点線の上にいきますが、下から 4 行目ですが。この事業をやるためには地域に開

かれた事業運営を確保するため、利用者の家族や地域の関係者等を含め意見交換・運営の点検のた

めの「運営推進会議（仮称）」の設置や管理者への研修受講の義務付け、外部評価等の実施などを定

めなさいということになってございます。それで、報酬を見ますと。下の方に書いていますが。要

支援 1 の方が登録して利用すると月単位ですが44,690 円。そして、要支援 2 が記載のとおりでござ

いまして、要介護 5 の方、一番重い方で月額 281,200 円ということで。こういうふうにある程度の

基準が定められてございますので、当初、この発表をする前にうちの事業所でも 1 箇所やりたいと

いうことで、いろいろ研究をなさったみたいでございますが、こういう結果が最終的に出てきた中

ではもう少し様子を見るというようなお話になってございます。これが当初、一番期待された地域

密着型のサービスの一つでございます。それで、特に今回これだけを追加で説明させていただきま

した。 

○委員長（吉田和子君）  これ特に聞いておきたいことがありましたらどうぞ。よろしいですか。

失礼しました、私、資料 5 を抜かしていましたね。配食サービス事業の移行及び利用者負担額の見

直しについてということで説明を願いたいと思います。武岡参事。 

○健康福祉課参事(武岡富士男君)  実は配食サービスの事業の移行と、それから利用者負担の見

直しについてご提案をさせていただきます。まず、移行理由でございますが、配食サービスは今、

白老町の介護予防・生活支援事業により実施してまいりました。これは道の地域支え合い事業の補

助金をいただきながら、実はやってございました。今回の介護保険の制度の改正で、これは地域支

援事業の介護予防サービスの事業として包括支援事業に移行し、栄養改善事業として実施するもの
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という規定がありますので、そちらの方に実は移行をさせたいということでございます。それで、

うちの方の介護予防と生活支援事業、これは条例が実はあるのですが。いろいろな横だしの部分、

上乗せの部分の同じ条例になってございます。それで、今回は10 月に障害者自立法の改正がござい

ますので、その辺の整合性を図るために白老町介護予防と生活支援事業の条例の全面改正が必要と

なってまいります。そういうことで今回は配食サービスの利用者負担額の一部だけの改正を行いた

いと。それで、障害者自立支援法が出来た段階でいきがい活動支援事業だとか、生活管理指導員派

遣事業だとか、外出支援サービス事業と、これは身障と高齢者が一緒になっているのです。それと

身障と高齢者で利用料金も変わったら困りますから、自立支援法がはっきりした段階同じぐらいの

金額で、やはり高齢者と身障ということで条例は複数持たないで 1 本にしようということで改正を

10 月以降に考えてございます。とりあえず今回は配食サービスの金額だけ一部改正をさせていただ

きたいということでございます。 

 そして、2 番目でございますが。利用者負担額の見直しの理由でございますが、4 つほど挙げてご

ざいます。1 つ目に法改正で介護保険の施設・通所系が食費が保険の給付の対象外となってござい

ます。2 つ目ですが、そのことから、デイサービスでございます通所系サービスの提供事業所は食

費の値上げを実は実施してございます。そういうことから配食サービスについても同程度の負担額

と改正したいということでございます。3 つ目には、現行においては食材料費相当額を負担してい

ただいておりましたが、今後は調理コスト相当分の一部だけでも負担を願うこととするということ

で、見直しの理由に掲げてございます。それと 4 点目には介護保険制度の安定的な維持する観点か

ら利用者負担の適正化、公平性を図ることとしております。 

 3 番目の改正案でございますが、今現在、利用者負担額 400 円でございます。それを実は 4 月 1

日から 500 円にさせていただきたいと。100 円の値上げを考えております。 

 4 番目に改正前の経費の状況でございます。16 年度では財源区分で見ていただきますが、負担金

は 1 食 400 円。これは収入で利用者負担の負担金でございます。道補助が 1 食当り 288 円いただい

てございました。一般財源で 166 円を見ておりました。1 食当り委託料の中で 854 円ほどかかって

ございます。それで17 年度はどうかと、1 食当り 863 円となってございます。それで、財源区分で

いきますと負担金は、利用者の負担金 400 円ですから 600 万ほど入ってございます。道補助は 278

円で 461 万入ってございます。町の一般財源が 3,037,600 円、1 食当り 185 円となっています。こ

れは 300 万から 100 万ぐらい伸びてございますが、配食の数が伸びたと。数量が伸びたことと配食

日数が伸びたことによって負担が増えているのでございます。 

 次のページでございますが、改正後の経費状況です。介護保険に移行した場合でございます。実

はこれは歳入で利用者負担を500 円で 17,030 食を見てございます。これも介護予防サービス事業と

包括支援事業に実は分かれます。そして、委託料につきましては 1 食当り 860 円で算出をしてござ

います。それで、財源区分で見ていただきますと負担金というのは 8,515,000 円。これは利用者の

負担金でございます。そして、国・道の負担が介護予防サービスと包括支援事業では金額が違いま

すが、予防サービスが 2 割、包括支援事業が 8 割に計算してございます。それで、合計でいきます

と国と道の財源区分でいきますと 3,370,000 ぐらい、国・道の負担でございます。支払基金が 38



 ４３ 

万ほどの負担になります。財政調整交付金で61,400 円。1 号保険料で 1,164,920 円の負担となりま

す。したがいまして町は12.5％の負担でございますから1,146,300 円ぐらいの負担となります。だ

から、町は介護保険に移行することによって、今まで 300 万ぐらい出したものが、これだけ一般財

源は減る形になります。その代わり、介護保険の給付費の中からこれだけ出て行くという形になり

ますので、その辺をご理解願いたいと思います。それで、介護予防サービスと包括支援事業の 1 食

当りの単価を計算させてございます、右側の方に。 

 近隣市の比較状況でございますが、次のページを見てください。改正にあたりまして、室蘭、苫

小牧、登別の状況を実は把握してございます。すみません、その前に町内のデイサービスの利用料

金ですね。食事を出していますから、それで実は昨年の10 月、調理コストが利用者負担になりまし

て、実は 6 箇所ある事業所が全部値上げをしてございます。社協さんについては、今まで 400 円で

ございましたが 4 月から 500 円の食事代をいただくことになってございます。それで、リハビリさ

んは昨年の10 月から 500 円に値上げをしてございます。それから、通所介護どんぐりさんは今まで

取っていなかったのですが、450 円に 10 月から改正してございます。それから、友愛すずらんさん

も 10 月から 450 円を利用者からいただいてございます。藤田内科クリニック、変更前は実は無料で

したが 10 月以降500 円を利用者からいただいています。そして、生田さんは500 円。その他に日用

品等 120 円をいただいてございます。食事代としては 500 円いただいています。これが町内の通所

系サービスの食事代の1 食当りの単価でございます。利用者負担額でございます。 

 続きまして、近隣市の状況でございます。室蘭市におきましては委託先は全て民間でございます。

それで昼食と夕食を配達してございます。そして、利用者負担額ですが昼食は 400 円、夕食は 50

円。1 食単価を委託しているのは昼食代 900 円、夕食で 1,015 円。自治体負担が記載のとおり 500

円と 515 円でございます。そして、実は配食の上限を設定してございます。80 食と 100 食。それで

今の現在の配食でございますが、60 食と 80 食で、まだ若干余裕があるような状態でございます。

そして、配食日数でございますが、昼食は 365 日、夕食は年末・年始休んでございます。それで、

利用者は夕食か昼食どれかを選択するになっています。2 食は配達してございません。それから、

苫小牧社協は夕食のみでございまして、利用者負担が400 円。1 食単価 780 円で、自治体負担が380

円。上限を 320 食としておりまして、現在 270 食を配達してございます。そして、日曜日は休みと

いうことで。社会福祉協議会に市から委託しまして、社協さんは全て再委託をしてございます。老

人福祉施設に 7 箇所、知的障害者施設に 2 箇所、それで間に合わなくて仕出組合さんにも委託をし

てございます。これは社協から再委託でございます。で、登別市。夕食、利用者負担額 650 円。1

食単価は 1,600 円。自治体負担 950 円。それから上限を 64 食として、今現在一日当り 55 食を配達

しています。それで、土曜・日曜・祝日休みで、備考欄に書いていますが一人週 2 回しか取れない

のです。毎日やっていないのです。だから、週 4 回なのですよ。月・火・水・木で分けてやってい

るのですね。その週 2 回だけの提供ですと。それで登別市さんの 1 食単価 1,600 円。これは社協さ

んに委託しているのですがものすごい金額なのです、これ。うちの倍なのです。それで、私どもち

ょっと登別社協、私、社協に出向した時も知っていますし、ちょっと電話かけて、その辺をちょっ

と聞いたのですが、委託ですから 1,600 円いただいていると。実質 1,600 円の弁当ですかと言った
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ら、いや、実はそんなにかかっていないと。それで、市の方からその辺でやっているから今のとこ

ろ市の方にお返しするつもりもないし、1,600 円ぐらいの単価でいただいていますというような形

でございます。だから、登別市さんの方は社協自体が非常に潤っているというような状況でないか

なと思います。それで白老町ですが、うちは全部社協に委託してございます。利用者負担、今、改

正前では 400 円。それを 500 円にさせていただきたいと。1 食単価はだいたい 863 円でございまし

て、うちの負担が 463 円となっています。これは道補助も全部合わせていますけど 463 円でござい

ます。そして、配食上限はなしでございます、今のところは。それで 1 日当り 46 食やって、うちの

方は 365 日配食しています。ただし、12 月の正月休み、31 日から 5 日までは家族等で誰も準備が出

来ない方については希望を取りまして、実は配達してございます。今年も26 食です。約半分あるの

です。私ども、10 食ぐらいかなと思ったのですけど、やはり26 食ぐらい希望があります。それで、

とりあえずは白老町の場合は、飴谷町長になりましてから 365 日を続けているということでござい

ます。そういうことから今回 3 月定例会に 100 円の値上げ改正の条例提案をさせていただきますの

でよろしくお願いをしたいと思います。以上で説明を終わらせていただきます。 

○委員長（吉田和子君）  ありがとうございました。これも全て含めて、次のときに質疑応答を

していきたいと思います。でも、ぜひ聞いておきたいことが、もし、ありましたら。宗像委員。 

○委員（宗像脩君）  この間新聞にちょっと出て、何新聞だったか忘れたけど、ちょっと出たの

ですけども。白老の介護施設と、いわゆる交通会社との関係で。名前も言うと確か友愛。友愛の、

いわゆる介護でない普通の人と言ったらおかしいけども、それを車で送り迎えしているという話が

出ましたね。新聞にちょっと出たのです。そのことについて何かあるのかなと思って。話がどう進

んでいるのか。どういうふうにもめているのか。その辺りをちょっと。 

○委員長（吉田和子君）  武岡参事。 

○健康福祉課参事(武岡富士男君)  輸送サービスの関係ですけど、これは山口課長の方が所管し

ているのですけど。それで今ですね、福祉有償サービスですね、これを今、実は町の方に事業所が

申請をしてございます。そういうことで、おそらく認可になってくるのではないかなと実は思うの

ですが。今は厚生労働省側では福祉的な弱者、身障者、それから介護保険が認定されている方々に

ついてはボランティアと言うか、有償ボランティアでやってもいいのではないのかなというような、

実は曖昧な回答でずっとやってきたのです。ところが陸運法では、これは営業ナンバーでございま

せんから基本的に陸運局は駄目だよと。これは10 月から法改正で有償やってもいいですよという話

になるのです。それで 4 月 1 日から白老町でも登録台数がかなりになると思いますけど、申請をし

てやれるようになるのです。ただし、やはり無秩序に何でもやっていいのかという話じゃないので

す。やはり障害者手帳をお持ちの方。それから、一人で通常の交通に乗れない方。ですから、介護

保険のある程度の介護度をもらっている方々という方々をお運びになる場合については、お名前も

出しましたので、そこの営業をなさっているところは、担当者は、私どもはそこの分野、福祉の弱

者の、そういうふうな方は私は何も言いませんと、何も。ただし、一般の元気な高齢者まで安く運

ぶというのはいかがですかと、そういう意見は実は出ていたのです。そのことが前回の新聞に載っ

たのかなと思います。今後はですね、元気な高齢者をお金をもってなんぼ許可をもらいましても、
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運びましたら、今度は陸運局で黙っていませんので。取り消しになりますので。その辺は今より厳

しくなるのかなと、実はそう思っています。以上でございます。 

○委員長（吉田和子君）  よろしいですか。他にありませんか。よろしいですか。 

                                           

     ○閉会の宣告 

○委員長（吉田和子君）  本日はこの程度に留め、2 月 16 日 10 時から委員会をもう一度開きま

すのでよろしくお願いいたします。 

 

（閉会 午後 3 時 37 分） 


