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      ◎開会の宣告 

○委員長（吉田和子君）  ただ今から、民生常任委員会を開会いたします。 

                                         

○委員長（吉田和子君）  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でしょう

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。次に、本日の委員会の日程について事務局長から説明いたしま

す。 

○事務局長（上坊寺博之君）  本日の委員会につきましては、所管事務調査としまして、先日の

10 日から引き続きまして介護保険制度について行う予定でございます。担当課から資料2 部出てご

ざいますので、それを先にご説明受けたいと思います。以上であります。 

○委員長（吉田和子君）  それでは、皆さんの手元に書類が乗っていたと思いますが。介護保険

料改定案についてですけれども。じゃあ、担当課から。武岡参事お願いいたします。 

○健康福祉課参事(武岡富士男君)  今、担当の方からの激変緩和措置の保険料のご説明をいたし

ますのでよろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（吉田和子君）  長沢主査。 

○介護保険Ｇ主査（長沢敏博君）  お手元にある資料、2 枚 1 組のものをご説明さしあげます。

10 日に行われました委員会において、1 枚目の介護保険料改定（案）につきましては既に提示済み

のものでございます。2 枚目につきましては激変緩和措置に係る介護保険料を表にまとめたもので

ございます。 

 まず、第 1 段階から第 3 段階及び第 6 段階につきましては、緩和措置の制度はございません。第

4 段階、第 5 段階の方につきましての激変緩和措置という形で。 

 第 4 段階のところを見ていただきたいのですが、一番上に×1.0、これは基準月額に対する割合で

ございまして43,800 円、18 年度から 20 年度までその金額で提示しております。これは前の表と同

じ金額がそこに書かれているわけでございます。で、第 4 段階のうち第 1 段階から来られる方につ

きましては、18 年度につきましては基準月額に対する割合が0.66 を掛け合わせた金額28,900 円が

年額の介護保険料に18 年度はなると。で、第 2 段階から来られる方。これにつきましても同じ掛け

率で 28,900 円。第 3 段階から来られる方につきましては×0.83、36,400 円が年額の介護保険料に

なる形になります。19 年度につきましては掛け率が上がりまして、それぞれ 36,400 円、39,900 円

という形で緩和措置が講じられます。最終年度の平成20 年度につきましては、通常の方と同じよう

に基準月額の1.0 の 43,800 円。3 年目にして始めて基準月額になるという形になります。 

 同じように第 5 段階につきましても、第 1 段階、第 2 段階、第 3 段階及び第 4 段階からそれぞれ

来られる方につきまして、それぞれの率を掛け合わせた金額が表示されてございます。この第 1 段

階から来られる方、第 2 段階から来られる方の考え方なのですが、その年度、その年度、例えば18
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年度において第 4 段階に該当する方が、税制改正が無かったとした場合、どの段階に該当するのか

ということで判断いたします。例えば、第 4 段階の方が、税制改正が無かったら第 2 段階、もしく

は第 3 段階だった場合において激変緩和措置が講じられます。第 2 段階の段階区分といたしまして

は、まず、世帯全員が町民税が非課税であって、なおかつ、ご本人の前年の合計所得金額と課税年

金収入金額の合計が 80 万以下の方が第 2 段階になります。基本的に年金収入が 80 万以下の方がこ

の第 2 段階になろうかと思います。その方がご本人は非課税なのですが、世帯のどなたか、仮にご

主人が課税になりましたということになれば、その方は第 4 段階に自動的に段階が上がります。そ

のために通常であれば第 2 段階の方ですので、その場合において第 4 段階の中の第 2 段階から来ら

れる方につきましては、1 年目は 0.66、2 年目は 0.83 という形で激変緩和措置が講じられるという

ような形になります。19 年度もその年度町民税がどういう段階に該当するのかということを判断い

たしまして、それぞれまた計算し直すという形を、この激変緩和措置で講じていく形になります。

で、最終的に第 3 年度、平成20 年度につきましては、第 4 段階につきましては基準月額3,657 円で

ございまして、第 5 段階につきましては基準月額に 1.25 を掛け合わせた年額 54,800 円に最終的に

は 3 年目でやるという形になります。以上でございます。 

○委員長（吉田和子君）  今、介護保険料改定（案）について説明がありましたけれども、まず、

ここの点で質問とか分からないところがありましたらどうぞ。大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  おぼろげながら分かったんだけど、よく分からないんだわ。それでね、

例えば今まで定率減税が行われなかったとしたら、今の第 2 段階の合計所得金額＋課税年金収入額、

これは今までとしたら120 万だったということの解釈でいいのですか。 

○委員長（吉田和子君）  長沢主査。 

○介護保険Ｇ主査（長沢敏博君）  税制改正に伴って、以前平成17 年度までにつきましては120

万ですね。それで、この改正に伴って 18 年からについては 80 万という形になりますので、今、委

員おっしゃった金額が80 万という形でなったというふうに私も解釈しております。実質、町民税が

課税されるか、されないかというのは当然、収入金額とその他に控除、例えば人的控除とかそうい

う控除があって初めて課税、非課税というのが判断されますので。介護保険料の段階を決める基準

金額という形でうちは実際のところ捉えているのが現状でございます。この金額が超えると課税に

なるとか、課税にならないかという判断ではなく、あくまでも段階を決定するための基準金額が80

万という形で当方は捉えております。 

○委員長（吉田和子君）  大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  今のところは分かりました。ということは、今まで定率減税が改正され

たから 80 万になったと、改正されていなかったら120 万の場合は。ごめん、俺が言いたいのはどれ

だけ上がるかという意味で言いたいのだけど。120 万になったら第2 段階かい。 

○委員長（吉田和子君）  長沢主査。 

○介護保険Ｇ主査（長沢敏博君）  今現在、平成 17 年までの介護保険料の段階が 1 段階から 5

段階ありまして。まず、第 2 段階という方が、世帯全員の方が町民税が非課税でありますよという

方が第 2 段階で。その金額につきましては介護保険料の段階を決定する際には金額は謳われていな
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いのですよ。ただ、税制の中で 120 万という数字が出てくるだけで。要は先ほど言いましたように

控除の関係がございますので、仮に 120 万を超えたとしても、それに伴う控除が多ければ町民税が

非課税になる方が当然いらっしゃいますので、今の介護保険の 5 段階を決める金額で 120 万という

数字はある一定の目安にはなりますけども、それが全てではないわけですね。で、266 万という数

字が年金収入でございまして、それを超える金額をいただいている年金収入者については、ある程

度所得が当然発生してきますので、人的控除とかを控除した後に所得が残る場合は町民税がかかっ

てくる方がいらっしゃいますので、一応、今の 1 から 5 段階の段階を決めるにあたっては 266 万と

いうのが一つの目安だったわけですね。ただ、120 万という数字については、それ以下の方は全く

かからないというふうに基本的にはなるはずなので、120 万を超える方は所得に直すと 0 になりま

すので、ですから、それが一つの目安という形で私どもも捉えていたのは事実でございます。です

から、今度、実際に年金収入の方が収入金額を所得に直した時に 0 になる金額がというのが、大変

申し訳ございませんが税制の方で私も今ちょっとはっきりした数字は調べてきていないのですけど

も、120 万もしくは 125 万くらいだったかと思うのですよ。125 万だったと私も思うので、125 万以

下の方であれば、当然、町民税がかからない。ただ、介護保険の段階を決めるにあたっては80 万と

いう一つの目安がありますので、120 万くらいをいただいている方、80 万を超えてそこまでの方に

ついては基本的には今度の新段階で、6 段階のうちでは第 3 段階に該当するということになるかと

思います。ですから、80 万は一つの基準金額なのです。で、80 万を超える方については第 3 段階に

該当する、80 万以下の方は第 2 段階に該当するということでご理解いただければと思います。 

○委員長（吉田和子君）  大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  そこまではだいたい分かった。それでね、僕が言いたいのは今まで収入

が 120 万ぐらいだった人が第 2 段階だったと。その人たちが定率減税で課税標準が下がったことに

よって上がりますよね、保険税が。その影響力がどの程度まで、80 万から 120 万までの間の人が一

番大変だと思うのです、言えば。上がるわけだから。だから、これからいくと第 4 段階の人で第 2

段階から上がる人、0.66 となっていますよね、激変緩和でね。だいたい、どこら辺に一番集中する

のですか、そこの部分が。 

○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、ご説明すれば良かったのですけども、この料金設定

に対しまして、うちの方でも各 6 段階の人数というのをある程度％に出しております。まず、第 1

段階につきましては全体の3.6％の人数が。これは被保険者、要するに第1 号被保険者数の 3.6％程

度がこの第1 段階に該当するというふうに、うちは保険料算定の段階で出しております。第 2 段階、

この方につきましては 40.9％。第 3 段階、この段階につきましては 3.4％。第 4 段階については全

体で 18.8％なのです。18.8％のうち、第 2 段階から第 4 段階に来る方、これについては0.6％です。

同じく第 3 段階から第 4 段階に来られる方につきましても 0.6％。で、第 1 段階から来られる方に

ついては、うちの方は対象者はいないという形で判断しております。残りの 17.6％が通常の第4 段

階の方。続きまして第5 段階。第 5 段階の方につきましては、全体で27.8％。激変緩和措置の対象

者となります第 1 段階、第 2 段階から来られる方、この方につきましては、どちらも対象者はいな
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いというふうに、うちの方は把握してございます。で、第 3 段階から来られる方、この％が8.7％。

第 4 段階から来られる方、この方が 6.2％。通常の一般的な第 5 段階の方が 12.9％という形で、合

計で 27.8％。最終の第 6 段階、この方につきましては全体の第 1 号被保険者に対しまして 5.5％と

いう形で把握して保険料の算定にあたっております。それと被保険者数につきましては、18 年度に

つきましては5,967 名。 

○委員長（吉田和子君）  ％の数字出ていますか。もし、出ていれば教えて。 

○介護保険Ｇ主査（長沢敏博君）  第 1 段階 3.6％が 215 名。第 2 段階 40.9％が 2,440 名。第 3

段階 3.4％が 203 名。第 4 段階、全体の18.8％が 1,122 名。第 2 段階からと第 3 段階、それぞれ 0.6％

で 36 名ずつです。通常の第 4 段階の方が17.6％、1,050 名という形になります。第 5 段階、全体で

27.8％、この人数が 1,659 名。第 1 段階、第 2 段階は、該当者はうちの方は把握しておりません。

第 3 段階からの8.7％が 519 名。第 4 段階からの対象者が6.2％、370 名。残りの770 名が純粋の第

5 段階という形です。最後の第 6 段階 5.5％が 328 名。合わせますと5,967 名という、平成18 年度

の分だけの数字でございます。19 年度、20 年度につきましても、それぞれ被保険者数が変わります

ので、その％を掛け合わせた人数でうちの方は保険料を算定しております。以上でございます。 

○委員長（吉田和子君）  今、数値的なものも示していただきましたけれども、他に質問のござ

います方、どうぞ。宗像委員。 

○委員（宗像脩君）  第 4 段階、第5 段階はそのままの方と、第1、第 2、第 3、第 4 から上がっ

てくるというのは分かったのですけども。逆にですね、家庭環境の変化で、去年は第 6 って無いで

すけども、例えば第 6 だったのだけども第 5 だとか下がっていくというケースはあるのか、ないの

か。どうですか。 

○委員長（吉田和子君）  長沢主査。 

○介護保険Ｇ主査（長沢敏博君）  確かに委員がおっしゃるとおり、その年の収入によって課税

だった方が非課税になったというケースは当然ございます。それもうちの方はある程度17 年度の納

付書の発送状況とか、あと国が示している割合とかを総体的に検討いたしまして％を出しています。

実際に今現在、5 段階まで分かれていまして、本人課税で所得金額が 200 万以下の方が第 4 段階な

のです、今。で、200 万を超える方が第 5 段階なのです。その方々が収入が少なくなって、町民税

が非課税になったということになりますと、今度、その方につきましては第 4 段階もしくは第 3 段

階もしくは第 2 段階まで落ちてくるということになります。そういう数字につきましても、全体的

な％の中で実際にじゃあどのぐらいいるのかというのは、当然、個人個人の収入金額ですので、今

のところは当然、人数的には押さえてはおりませんが納付書の発送状況とか、あと第 2 期の保険料

算定にあたっての％の設定とか、そういうものを加味しながら新しい保険料の段階については％を

設定しております。収入金額が当然下がるということで、ある程度年金収入の方が大半を占めてく

る。中には当然65 歳の方で給与収入とか、その他の所得があって課税だった人が非課税になるとい

うことはあるのですが、年金収入の方が、そのライン上の方はいらっしゃるかと思います、それほ

ど人数的にはさほど影響がないのではないかというふうには考えております。 

○委員長（吉田和子君）  宗像委員。 
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○委員（宗像脩君）  分かりました。当初、スタート時点というのは、平成18 年のスタートにあ

たって、お宅はこうですよ、こうですよということでいくと思うのです。去年に比べると、段階が。

上がったと言うのか、下がったと言うのか、数字が変わりますよということは分かったのですけど

も。年度途中でもあると思うのです。それはどういうふうにしますか。変わった時点ですぐ変える

のか。それとも、1 期、2 期、3 期とかってあるのかな。その辺の変更になった場合の対処は。 

○委員長（吉田和子君）  長沢主査。 

○介護保険Ｇ主査（長沢敏博君）  介護保険料の算定にあたって基準日というのがございます。

基準日は毎年 4 月 1 日現在で、1 日現在でその方が前年の所得に対してどうなのかということで判

断いたしますので、年の途中で仮に修正申告とかそういう場合があれば当然、介護保険料というの

はうちの方も決定のし直しを行いますが、前年に比べ収入が下がったから介護保険料を下げてほし

いということになりますと、今のところうちの方の考えとしては減免措置という形では今はとって

おりません。あくまでも基準日は 4 月 1 日ということでありますので、その時点での段階を決定さ

せて、年間の介護保険料というのを賦課させていただいております。 

○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)  私の方から説明します。今、委員おっしゃいましたのは年の

途中で。4 月 1 日の課税は分かりますね。4 月 1 日が課税基準日でございますよと。それで、年の途

中で修正申告をなさったり、所得が大幅に変わったとかという場合はですね、うちの方では税務課

でもって申告し直しますから、課税が修正されれば、その金額をもってですね、残りの納期で調整

して高くしたり、安くしたり、日常的にやってございます。ということで、ご理解ください。 

○委員長（吉田和子君）  よろしいですか。他に。西田議員。 

○委員外議員（西田祐子君）  今、数字をいろいろ教えていただいたのですけれども、この数字

をですね、どうなのでしょうか、全道平均と言うか、近隣市町村と比べましてどういうふうな位置

づけになるのか、一つ教えていただきたいなと思いました。 

 それともう一つはですね、今ほど宗像委員もちょっと聞かれていたのですけれども。例えば 4 月

1 日現在で決められているとかとおっしゃっていましたけども、課税世帯の第 4 段階のところの考

え方なのですけども。例えば、家族の中でお子さんが就職をして課税対象になりましたと。そうし

ましたら上がりますよね。ところが、そのお子さんがまた結婚するなり、また別の所に住むなりし

て、また収入変わりますよね。そういう人たちがここの第 4 段階のところで変わってくるというふ

うに理解してよろしいのでしょうか。お子さんの収入も対象になるということなのですよね。 

○委員長（吉田和子君）  長沢主査。 

○介護保険Ｇ主査（長沢敏博君）  2 つの質問のうち、2 番目の方の質問に対してお答えいたしま

す。介護保険料の算定にあたりましては、まず、世帯として考えるものですから住民票上で同一世

帯の方、全ての方が課税になっているか、なっていないかという判断をいたします。ですから、例

えば、お子様と一緒にお住まいになって、同一世帯になっている方につきましては、そのお子様の

収入が町民税が課税か非課税かということも判断いたします。ですから、ご夫婦世帯もしくはお子

様との一緒の世帯、そういう形でいろいろケースは変わりますが、あくまでも住民票の中で同一世
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帯という形で算定をいたします。 

○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)  今、西田議員のおっしゃいました、全道の町村と比べてどう

なのかと、全国的にどうなのかということだと思いますが。まず、第 1 段階から第 6 段階、これ全

てはちょっと取ってございませんが。例えば、第 2 段階の課税になる割合ですね。うちの方は2,440

名で 40.9％が、要するに町民税非課税の合計所得が 80 万以下の方々ですよと。これが白老町の場

合、突出して高いのです、40.9 ということは。これは全国で数値を出してございます。この数値に

つきまして、18 なのですよ。ですから、白老町はかなり、低い第 2 段階の層が多いということなの

ですよ。これに、圧倒的に40.9 でございますから、他は今度ばらけますから、全体的に対しては低

所得者の方々多い層が多い町だということで、非常に全国的から見ても、やはり保険料には他の高

い方々にも負担をあおるような形になってございます。以上です。 

○委員長（吉田和子君）  よろしいですか。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）  そこでね、今の話なのだけども。さっき、そこまで行かなかったのだけ

ど。要するに定率減税で所得が下がったところに賦課がかかるということになりますから、収納率

の関係で見通しと言うか、やっぱり明らかに収納をするのは困難にならざるを得ないと。収入無い

んだけど、額だけ上がるわけだから。保険料だけ上がるわけですからね。当然、払えない人が出る

という可能性があるのだけど。今すぐ分かれというのではなくて、どういう方向と言うか、どうい

うふうな見通しでいるか。 

○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)  保険料の収納の関係でございますけど。実は計画の中では

98％の収納率を見込んでございます。それで現実的に 16 年度の決算ではどうだった、または 17 年

度ではどうだったか。実際は98 いってございません。97.39 でございます。それで、計画の中で98

を見させていただいたということは、一つには、あまり件数はないのですけど、例えば今回の法改

正でもちまして、俗に言う生活保護者ですね、この方々は生活保護費の中に金額を含まれたのです。

これが今度の法改正でもちまして、これは支給する胆振支庁、北海道が先に天引きをして市町村に

納めますよと。そして、この方々については割かし未納というのはないのですよ。ただ、納期が遅

れて、2 ヶ月遅れとかって。私どもも生活保護の方については、実はもう既にあなたに支給されて

いるのですよと。だから、その月、その月納めてくださいと。2 ヶ月、3 ヶ月遅れるということはお

かしいのですよと。まず、そういうお話はさせていただいて。今現在、生活保護の未納者は本当に

少ないです。遅れている方はいます。それともう一つは、年金で、社会保険庁から納めてくれるの

が圧倒的に多いのですよね。自主納付で自分で納める方は少ないのです。これがですね、例えば年

の途中の 7 月で 65 歳になりましたよと、そうしたら今までは1 年に 1 回だけ、その年はずっと自分

で納めなさいということなのですよ。そして、翌年になって始めて年金から引いてもらえる手続に

なるのです、国の方では。期間が最低で 1 年以上あきますから、長い人では。年金をもらっている

のに。そういう方々を今度は社会保険庁の方で、65 歳に到達したら年複数回やってあげますという

ことで、年 6 回になっています、今度は。長沢の方で補足すると思いますけど、今までは年 1 回の
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年度途中で65 歳以上になった場合は、とにかく投げられていたのです、ずっと1 年間以上。で、翌

年になって始めて年金から引いてもらえたのです。これを今回は長いじゃないかと、1 年以上も待

たされるのは。だから、年金支給になったら、その後 6 回の基準日を設けて、そこから引きますよ

と。だから、そういう方々が未納がすごく少なくなるということを考えまして、実は98 を設定させ

ていただいています。それともう一つは、未納の方々に対してペナルティ関係も実はあるのです。

これについては主査の方からお話しますけど。そういうことで今まで年金が年 1 回しか基準日で引

いてもらえなかったものが、今度は複数回数で年 6 回引いていただけますと。それで、未納がある

方については放置しておけなくなりますので。年額 18 万円以上もらっている方々ですから。月

15,000 円以上年金をもらっている方は全てそういうふうにしてくれますから。そういうことで若干、

未納になる期間が縮まるということで、そういうことで考えてございます。ですから、今回の改正

で保険者にとっては、そういう外堀を固めてきてくれますので大変ありがたないなというふうには

実は理解しています。 

○委員長（吉田和子君）  長沢主査。 

○介護保険Ｇ主査（長沢敏博君）  今の補足説明をさせていただきます。あと、もう一つ、年金

の関係なのですが。今現在、遺族年金、障害年金、こちらの方をいただいている方の年金からは介

護保険料というのは天引きされておりません。これにつきましては平成 18 年 10 月以降につきまし

て、介護保険料を天引きするということで改正がされる予定でございます。ですから、その方々に

つきましても、今度からは特別徴収者という形になるかと思います。 

 あとペナルティという形で。介護保険料の未納が続きますと、1 年以上未納の方及び1 年半以上、

2 年以上という方々、それぞれ段階によって、ペナルティという言葉を使っていいのかどうか分か

りませんが、そういう措置は講じられます。1 年以上につきましては、介護サービス自体は全ての

方、認定を受けている方はサービスを受けられるのは当然でございまして、サービスを受ける際、

通常一部負担金 1 割でいいところを、まず全額支払っていただきます、事業所の方に。で、その領

収書を持って、町の方に償還払いという形で残りの 9 割を請求に来ていただきます。ですから、ま

ず事業所の方には10 割。仮にサービス1 回千円であれば、千円払うと。通常であれば100 円のとこ

ろを千円払っていただく。それを町の方に請求に来てもらうと。で、1 年半以上の方につきまして

は、当然同じように10割払っていただく。残りの9 割については町の方に請求していただきますが、

その 9 割分についてご相談の上、保険料への充当ということをご相談の上させていただく。2 年以

上滞納した場合においては、通常 1 割負担が 3 割負担に変更になります。これにつきましては、未

納期間によって、いろいろ計算方法がございますので、一概に 2 年以上滞納しているからすぐ 3 割

になるということではないのですが。やはり認定を受けている方ですので、仮にそういう未納の方

がいらっしゃる場合においては、うちの方はあくまでもご相談の上、一括して納めていただくのが

一番なのですが、ご相談の上、分納制約という形でお約束させているというケースも中にはござい

ます。そういうことも申し添えて、補足説明をさせていただきます。 

○委員長（吉田和子君）  大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  生活保護が外れていて、18 万以下の年金の方。だいたい、大まか、どれ
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ぐらいいます。 

○委員長（吉田和子君）  暫時、休憩しますか。 

休   憩      午前 10 時 35 分 

                                           

再   開      午前 10 時 48 分 

○委員長（吉田和子君）  会議を再開いたします。では、長沢主査、答弁をお願いいたします。 

○介護保険Ｇ主査（長沢敏博君）  先ほど、大渕委員の方から聞かれました第 2 段階の普通徴収

の人数的なことなのですが。平成 17 年度の納付書発送の段階での普通徴収の方の人数がおよそ580

名でございます。納付書発送時点での特別徴収も合わせた第 2 段階の割合が 54.2％でございます。

その数字を掛け合わせますと、本当の大よその数字なのですが 310 名ほどの普通徴収という形にな

るかと思います。あと、この他、口座振替の方も 500 名ほどいます。口座振替の方も当然普通徴収

なのですが、納付書で納めていただく方が先ほどの580 名、口座振替の方が500 名ほどいます。で、

口座振替の方の収納率なのですが、98％を超えております。ですから、500 名ほどの 54.2％、270

名ほど口座振替の方で第 2 段階の方がいらっしゃいますが、この方につきましては収納率が非常に

高いため未納ということにはほとんどなっていないものですから、あくまでも納付書で、ご自分で

お支払いただくという形で先ほどの 580 名に対しまして 310 名という大よその数字が想定されるか

と思います。以上でございます。 

○委員長（吉田和子君）  よろしいですか。他に質疑ございますか。では、次に進みたいと思い

ます。10 日の日に健康福祉課から第 3 期白老町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画を含めて説

明がありましたけれども、日程をもう一日、今日かけまして、これらについて検証するということ

になりましたので、委員の皆様は計画書を再読されて今回参加されていると思いますので、考えか

たを整理して質疑等ございましたら受けていきたいと思います。質疑のございます方、どうぞ。宗

像委員。 

○委員（宗像脩君）  あっちにもこっちにも出てくるものですからページ数は言えませんけれど

も。平成15 年は、この項目については一応これだけの回数を目標とするという目標数字が上がって

きます。そして、それが実際にどれだけいったのかということで、その数字も出てくると。そして、

達成率はこう出てくるわけですけれども。例えば、今、私、46 ページ、47 ページを開いているので

すけども。その数字がいいとか、悪いとかということを言っているわけではないのですけども。達

成率がわずか10 何％というところもあるし、かと思うと今、46 ページでは 588.5％という、当初掲

げた数字の約 5 倍以上という、かなり差があるわけですけども。そこで、実際に目標に掲げた数字

と、それから、現実とのギャップ、その辺りについて担当の方ではどういうふうに考えているのか

なと。私の言いたいのは、目標に掲げたのと実際がだいたい、ほぼ 100％前後であれば良しという

ふうには評価したいと思うのですけれども、莫大に 10 何％から何百％まで数字が離れていることに

ついて、ちょっと違和感を感ずるのですけども。そんなことでちょっとそこのところを質問したい

と思います。 

○委員長（吉田和子君）  内潟主幹。 
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○健康福祉課主幹（内潟康子君）  48 ページの訪問指導の実施状況についてのご質問だというふ

うにお答えいたします。47 ページの各種がん検診につきましては、当初見込みとあまり実質的には

変わらないのですけれども、検診率の低迷というのは以前続いておりました。で、中でも乳がん健

診なんかにつきましては 2 年に 1 回に変更になったりということもありまして数字的には減ってお

ります。48 ページにございます達成率 656％とか、介護予防、介護家族訪問につきましては、これ

は当初、高齢者保健福祉計画の保健部門については、いわゆる成人保健の部分の数だけを拾ってお

りましたが、全体の中で在宅介護支援センターにおける訪問も高齢者の保健福祉の訪問であるとい

う考え方に則って、この数字を入れたことで、介護支援センターの数字と、いわゆる老人保健部分

の保健業務を合体させたことによって、このような数字、訪問数実績が非常に高くなったという報

告になってございます。 

○委員長（吉田和子君）  宗像委員。 

○委員（宗像脩君）  そうすると、これはたまたま平成 15 年、16 年のデータですけども。今の

説明からいきますと、じゃあ、これからは、今度18、19 といくわけですけども、だいたい目標と実

績数がほぼ同じくらいになっていくだろうというふうに思うのですが、そういうことでよろしいで

すか。 

○委員長（吉田和子君）  内潟主幹。 

○健康福祉課主幹（内潟康子君）  今後の訪問の組み替えにつきましては、今度の介護保険事業

計画の中では、はっきり65 歳以上と 40 歳から64 歳までを分けてお示しするような形になってござ

います。それで、その数字的な報告は今回、表には付けておりませんが、それも現在までの40 歳か

ら上まで全部ということと分けた形で分かりやすくご報告させていただくようになります。 

○委員長（吉田和子君）  宗像委員。 

○委員（宗像脩君）  話が今度は変わるのですけれども。いろいろな健康福祉課の方の業務が 5

年、10 年前に比べると多岐に渡って広くなってきたということで、町民の方からよく考えてみると、

すごく、それを利用するということはいいことなのですけども、残念ながら、行政の方はそういう

ふうに間口が広くなって業務もやっているのだけれども、一般住民の方がなかなか意識が高まらな

いと言いますか、例えばインフルエンザの予防接種しますよ、何の健康診断しますよと、あれしま

すよとこう言っていても、なかなかそこのところに、行政の考えているところに一般町民がピタッ

と合わさらないというふうに思うのです。というのは、意識が低いということを思うのですが。実

際に担当をしていて、私はそういうふうに感じているのですけども、その辺りはどういうふうにか

んがえていらっしゃるか。で、また、対策はどういうふうに考えていらっしゃるか、意識を高める

ために。その辺りはどうでしょうか。 

○委員長（吉田和子君）  内潟主幹。 

○健康福祉課主幹（内潟康子君）  意識が高いか、低いかを聞いておられるのではないと思うの

ですけれども。私が今、地域支援事業として高齢者の対策の中で、今、委員がご指摘されているよ

うな問題を従来から抱えながら今後どうするのかということでのお答えになると思うのですけれど

も。これまでも健診や何かについて、広報やチラシとかやっていますし、インフルエンザのことに
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ついても周知はしているのですが、そういう一方的な通信じゃなくて、やはり今後につきましては

地域のいろいろな力をお借りしながら、そういう健康教育的なことを組み立てて行かなければ、本

当に皆さんのご理解は得られないんじゃないかということで。今、地域支援事業の中で一般高齢者

施策という部分で、地域の連絡、それから、地域のボランティアさんの発掘、それから、組織とい

うものがございます。この辺を私ども保健師等だけが頑張るのではなくて、前回、3 連携の中で大

渕委員もご指摘されていましたが、そこの地域に合った協力してくれる方たちの協力を得ながら、

少しずつ地道に広げていくしかないかなというふうに思っております。そういう計画で進みたいと

思っております。 

○委員長（吉田和子君）  宗像委員。 

○委員（宗像脩君）  私自身がそうなのですけども、なかなか少しぐらい具合悪くなっても、風

邪をひいて熱があっても、こんなのはたいしたことないわという、そういうのが強いわけです。だ

けども、そうなる前に町の方で、例えばインフルエンザの予防接種がありますよとか、あるいは結

核検診があります、がん検診がありますとどんどん流れてはいるのです。ですから、もっともっと

関心を高めて、そういう検診を受ける、相談を受ける、それから、いろいろここに出ていますけど、

そういうことをやっていくと本当に心も身体も健康になっていく。本当、今回は時間がありました

から、がっちり読ませてもらったのです。すごいな、すごいなというところが一杯あるわけですけ

ども。残念ながら、先ほど言いましたように私自身の意識が低かったものですから、これを読んで

初めて、こうしなきゃならないなと。だけど、それは私一人だけでなくて、町民みんながそういう

ふうに高まって行かなければ駄目だというふうに思うのですけど。残念ながら、なかなかそこまで

行かないなという、そんな感じですから、私の方で担当の方に、行政の方にお願いしたいことは、

高齢者対策ももちろん大事ですけども、高齢者対策だけでなくて若い人も含めて、そういう健康指

導と言いますか、健康相談と言いますか、そういうものをもっともっとやっていく必要があるなと

いうふうに思ったものですから。その辺りの町民の健康を高めていくという、そういう意味合いか

ら、参事はどのように思っていらっしゃるのか。 

○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、委員のおっしゃいました予防だとか、いろいろなもの

ですが。前回も保健・医療・福祉の 3 連携の政策をお話しました。その中でですね、今後は予防だ

とか、最終的には、究極には医療費の削減までということでですね。あの 3 連携が保健・医療・福

祉の中の形で推進しますので、私ども介護の立場からその部分を一緒に取り組んでいくことにして

ございますので、それにつきましては、やはりＰＲだとかいろいろな町民に、いろいろな働きかけ

をしてまいるように推進会議も立上げしてございますので、その中でよりよい効果が出てくると実

は考えてございます。 

 それともう一つはですね。実は私どもが考えていなければ駄目なのは、特に高齢者の部分を私た

ちが担当してございますから、実は民生委員協議会さんが独居老人 4 百何十世帯だかと回ってござ

います。それが民生委員協議会さんが発表しました統計によりますと、介護について 6 割ぐらいの

方々が何らかの形で分かっているよと。それで、どこにいろいろ相談していいのか分からないとい
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うのが確か約36％とか 37％ぐらいあったように私はちょっと読んだのですが。だから、その部分を

今度どうやって高齢者に、ただ私どもが実は広報出したり、文書を出しても残りの37％ぐらい方が

分からないというのはもう文書ではおそらく無理だろうと。だから、やっぱり訪問で困った時はこ

こに電話ちょうだいねというような方法を今後、私ども、高齢者福祉を担当している者としてやっ

ていきたいというふうに実は考えてございます。いずれにしてもですね、地域包括支援センターと

いうのが 4 月から立上げしますので、その中で特に弱者、独居、この辺を十分に踏まえた展開をし

て参りたいというふうに考えてございますのでご理解いただきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君）  11 時になりましたので、暫時、休憩をいたしたいと思います。再開を

11 時 10 分といたします。 

休   憩      午前 11 時 03 分 

                                           

再   開      午前 11 時 10 分 

○委員長（吉田和子君）  休憩を閉じて委員会を再開いたします。質疑のございます方、どうぞ。

大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  目標が設定されているのですけれども、平成20年になると高齢化率30.9％

の目安ということになっているのですね。施設サービスの関係で老健だけは満たしているのだけど、

介護療養型の部分と特養の部分が他市町村に依存するしかないというような方向づけになっていま

すよね。当然、これは国の方針でキャパが決まっていますから、これ以上ごちゃごちゃ言ってもし

ょうがないのだけど。問題は他の市町村も同じ状況になってくるということですから、そういう意

味で他市町村への受け入れと言うか、管内の施設利用が現実的には可能だというふうに考えられる

かどうか。これが一つです。 

 それともう一つね。当然、各市町村、全部、高齢化率上がってきますよね。この 3 年間なら、3

年間のうちは上がっていくのははっきりしていますよね。で、各市町村は全部、計画を作ってやっ

ているわけですからバッティングしてくるわけです、どんどん、どんどんね。高齢化率が上がる分

だけ。そうすると、白老町で考えれば、方針上の中にきちんと在宅介護をどうするか。それから、

介護保険料を上げないということを考えれば、介護保険を使わないで在宅介護がきちんと出来る体

制をどう取るかというようなところが一番これからたぶん大きな問題になるのではないかと思える

のです。で、これを読ませていただいたのだけど、そういう点で言えば非常によく出来ているので

すけれども、そこら辺がもうちょっと強化した方がいいのかなという気がちょっとしたものですか

ら。決して、けちをつけるわけじゃございません。なかなか良くできているのだけど、やっぱり、

そういうところの視点がどこに入っているのかなというようなことがちょっと思ったものですから、

そこら辺。 

○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)  介護保険 3 施設ですね、これはご承知のように道が認定権限

者ということで。それで管内別の定員枠を設けてございます。それで、うちの方は特養にしても今、

100 床のベッドだということで確かに町外に行っている方もございます。高齢者が段々増えてきま
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すから、当然ニーズ的には高まってくるのかなと、どこの市町村も。それで、キャパが大丈夫かと

いうようなお話なのですけど。これはですね、今のところ、いろいろな所に掛け持ちをやっている

方もいますから、道の方で総定数を決められてございますから、ちょっと非常に厳しいのかなと。

今回の改正では地域密着型ということで特養だとか、軽費老人ホーム、定員 29 名以下の施設を市町

村が認可をするんだよと。だから、その29 人未満の小規模のやつにつきましては市町村が認可権を

持つのだと。そして、市町村の裁量でやりなさいということなのですよね。それで、基本的にはよ

その町村は入れられないよと。白老町の住民だけを対象にしなさいと。今は管内でそういうキャパ

でやっていますけど、これが本当にもう溢れてきてどうにもならないと、入所希望者が多くなって

くれば、事業者が今度は白老町で29 人ぐらいの施設を作りたいと言った場合にですね、当然、保険

料のこともありますけど、それはそれとしてね、これから平成20 年までは何とか凌げるかもしれな

いけど、21 年以降についてはですね、そういう小規模の地域密着型の施設もやはり当然としてニー

ズ的には出てくるのかなというふうに実は考えてございます。 

 それと、もう 1 点の方でございますが。もう 1 点につきましては、今回の介護保険は俗に言う、

住み慣れた地域で自立して介護認定を受けることなく生活していただきたいと。本来の介護保険の

当初の目的にでますよという話でございまして。実はその辺のことにつきましてですね、66 ページ

から謳っているわけでございますが。これにつきましては、やはり介護予防事業ですね。ごめんな

さい、70 ページからですね。やはり地域支援事業がスタートしますので、やはり介護になるおそれ

のある方々、虚弱高齢者、この方々の予防をどうやってやっていくかと。それに大きくかかってく

るのかなと思います。それでうちの方は、計画の中に盛り込んでいますけど、そういうことで引き

こもりにならないようなです。非常にですね、どちらかと言うと年金生活をしていて 65 歳以上の

方々、非常に今の65 歳と言ったら若いですから、その方々を一同に集めて健康教育だとか、いろい

ろな形をですね。どちらかと言うと女性は参加率が高いのですけど、男性の参加率が本当にですね。

レジャーでも個人のレジャーの時代ですから、そういう一同に集めてやるというのが果たして非常

に難しいなというふうに実は考えています。その辺をいろいろな形で、地域、町内会、老人クラブ、

65 歳で老人クラブはまだ入らない方も多いですけど、そういういろいろなことでですね。やはり今

までのやり方で、ただ、やりますから来てくださいじゃおそらく集まらないだろうと。それで、地

域を巻き込んだ中、それから何かのグループを巻き込んだ中、そういう中で十分にこれから検証し

ながら進めて行くという考えを持ってございます。非常に取りかかりについては1、2 年は苦労する

のかなと。同じ 65 歳以上の方々でも、要するに成人病だとか虚弱な方を私どもが選び出してですね、

あなたは予備軍ですよと、だから健康教育しましょうと、これが非常に実はどこの町村も今、頭を

悩ませているのです。それで、私どももいろいろな会議がございまして、この地域密着型をどのよ

うに進めるべきかという、いろいろな団体から研修会をやってございますので、今、職員も結構そ

っちに行かせているのです。ですから、そういう中で白老らしく、白老で取りやすいものを、予算

もどちらかと言うと細かく組んでいませんので、大きく括って組んでございますので、柔軟的に対

応していこうということで当初、1、2 年については白老町に合うよというものについては積極的に

取り組んでいって、そして、早い段階で効果を確かめて、一番合った事業を進めて行くというよう
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な考えでおりますのでその辺でご理解をしていただきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君）  大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  一つは小規模多機能を、この間中身を聞いたらね、ちょっととてもやれ

るような状況じゃないなという気がはっきりとするのですよね。将来的には分かりません。もう一

つは地域密着型の特定施設ですか、29 名以下。これだって、町が認可するとは言ったって、実際に

町が 50 人の特養をやる時ね、50 人なら少ないから 100 人ぐらいいないと採算ベース合わないよと

言っていたのが29 人以下じゃなきゃ駄目よということを国で言ってくるわけですよね。そして、許

可はしなさい、どうぞやりなさいということなのだけど。現実的に言えば、採算ベースに合うかど

うかと言えば、50 人だって難しいと町が言っているにもかかわらず、29 人以下でやりなさいよとい

うね。そういうところが極めて矛盾しているのだと思うのです。この小規模多機能だって。聞いた

時はすごく良かったんだよ。これは乗れるなと思ったら、実際に中身を聞いたら、だぶったら駄目

だよなんて言ったら全然話にならないとなっちゃうでしょ。だから、ここら辺ね、もうちょっと国

にものを申せるような仕組みってないのかなって、実情に合った形で。だから、参酌標準を緩めて

150 にするというのならいいのだけど、小規模多機能で乗り切れというのは、市町村に早い話が全

部権限移譲するみたく見えるけども、やれよということでしょ。ここら辺が一つ、町としてものを

申せるというふうにならないのかということが一つ。 

 もう一つは 2 番目の部分。例えば、僕も今まで何度も言ってきましたけども、これだけ高齢者が

30％を超えますとね、まだ今、20 いくつだけど。保健師さんだけで、僕は対応というのはもう無理

だと思います、はっきり言って。一所懸命頑張っているのだけどね。物理的にやっぱり無理ですよ。

そうなればね、さっき、僕は何を言いたかったと言うと、在宅で介護出来る仕組み・システムをど

うやって作るかということなのですよ。それは、保健師さんがローラーかけるだけではもういかな

いですよ。そこで出てくるのはボランティアなのだけど。ところが、そのボランティアという言葉

が日本で言えば全然違うボランティアの意味になっていてね、ボランティアという言葉を使えばみ

んないいように思っちゃっているけど。僕はどうもそこが違うような気がして、どうもならないん

だわ。だから、本当に在宅介護で30％の高齢者がそれぞれ、見たり、見合ったり、または本当のボ

ランティア、例えばきちんとヘルパーの資格を持っている人で勤めないけれどもやれるという、町

内会にそういうグループがあるとか。そういうもうちょっとレベルの高い人の部分でのボランティ

アや組織づくりを考えないと30％以上になったら、もう乗り切れないだろうと私はそう思っている

のです。そこら辺の議論がされているかどうか。いいです、そんな難しいことでないですから。た

だ、これは常任委員会ですからね。そういう意味でちょっとそこら辺。 

○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)  1 点目のことにお答えします。1 点目については、まさに地域

の責任でもって認可して運営をしなさいということなのですね。今の改正した介護報酬で事業者が

成り立つのかと言ったら、大渕委員言いましたように非常に厳しいと。まして、定員30 人以下の規

模については経営的にかなり厳しいと。それで、当然30 人以下ですから施設整備もきちんとしなき

ゃ駄目だというようなことでございます。厚生労働省についてはそういうことで改正したわけでご
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ざいます。ただ、これについては 3 年毎の見直しをやりますので、私どもはやはり首長含めてです

ね、今から担当者に聞きますと、北海道の事業所は成り立たないよというような声も切実になって

いるというような声も聞いていますので、国の方にも道としても働きかけて行くと。また、私ども

もいろいろな協議会にも入ってございますので、そちらの方もやはり実情をよくお話しまして、そ

れからまた町村会、当然、首長さん方の会もございますので、それは国に今後、今の制度改正の部

分で不都合なところは取りまとめして、おそらく中央の方にそういう展開にはなっていくのではな

いのかなと、実はそう思ってございます。 

 それからもう 1 点の方の在宅介護のシステム。当然、高齢者が 30％を目の前にしてございます。

平成 20 年ぐらいになったら、おそらく超えてくるのかなということで。私どもも今、健康づくり教

室、何地区かやってございます。それを見ますとですね、やはり大渕委員のおっしゃいますとおり

にボランティアに支えられているのです。で、その方はもう何年も前から熱心にやってきていただ

いています。そういう組織をやはり早く作る。そして、私どもは常日頃、今、2 箇所でしかやって

ございません、竹浦、虎杖浜。これを最低、各地区に 1 箇所ぐらいずつやっていこうと。そして、

今、やっていただいている地区につきましてはね、毎回ボランティアが積極的に出てきてくれるの

です。それで、お金もたいしたかかっていないのです、実は。自分方が毎月 500 円とか、千円出し

て、何か体操をやったり、海岸に散歩に行ったりしてやっていって、その中で漬物を持ち寄って食

べて、軽い食事をしたりしてやっているのですよ。それがやはり各地域に最低限作っていこうとい

うことで実は担当係の方とはですね、実はこの事業はやはりボランティアさんが5、6 人グループに

なってもらってと。全部、女性です、ほとんど。ですから、そういう団体を育てていってやりまし

ょうということで、まず、手っ取り早く新予防の事業を展開するのはこれが一番だということで実

は思ってございますので、そのような方向性を持ってですね、やはり社会福祉協議会にもボランテ

ィアサークルがございますし、そういう中からリストアップしながらですね、私どもが早くこうい

う形で、この地域で実はこういうものを展開したいんだと。だから、ボランティアに登録になって

いる方が地域を離れてもいいから何かこういうことに参画していただけないかということを訴えな

がらですね、なるべく早い時期に社台から虎杖浜まで最低 1 箇所ぐらいずつを作りまして、そこか

ら根を生やして行こうという考えでおりますので、そういうことでご理解をしていただきたいと思

います。 

○委員長（吉田和子君）  他にどうぞ。西田委員。 

○委員外議員（西田祐子君）  このキラ☆老い２１の全体を読ませていただいてですね、今、大

渕委員の質問されたことにも関わってはくるのですけども。どうしても、在宅介護ということにな

ると情報の共有というのが必要になってきますよね。ちょっと申し上げないのですけど、最近、2

つくらい、ちょっと感じていたのですけど。1 つは、ある高齢夫婦の方でお一人が介護を受けてい

る、もう一人の方は要支援だと。そういう中で結局、役場の方の健康福祉課の方では情報を把握し

ているのですけれども、通所介護と言うのですか、どんぐりさんとか、例えばああいうような民間

の方にお願いして、そちらの方から支援に来ていただいている、そちらの方では家族の細かいとこ

とまで情報が行っているのかどうなのかということなのですよね。それによって、結局その家族に
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とって何が必要なのか。どういう援助が必要なのかという情報ですよね。それが、これからやっぱ

り在宅介護が増えてくる中で一番大事になってくるのではないかなと思うのですけども。その辺は

どうなのでしょうかと思いまして。 

○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、具体的に情報の共有ということで、高齢者夫婦で具体的

に要支援と介護度をもらっている方と。実はいろいろなサービス提供事業所を利用されているとい

うことでございますので。まずですね、介護認定を受けましたら必ずサービスを使う場合はその方

一人に対してケアマネージャーさんという方が付くわけです。その方々は当然、自宅にお伺いして、

サービスを提供する場合はその事業所の重要事項を説明して、それと利用者契約も実はします。そ

の中には定められた規定がずっと載ってございまして。その中でですね、当然ケアマネージャーさ

んは自分がずっと関わるわけでございますから、いち早く本人の状況は何を望んでいるのか、また

家族構成はどうなのか、いろいろなものを実はケアマネさんは持っていると思います。そういうこ

とでサービスを提供していくと。当然、提供するに当っては本人の収入面もございますから、限度

額手一杯使えばこのぐらいの料金になりますよということでメニューをいろいろ出しましてやって

ございますので。要するに認定をもらって、サービスを使う場合はケアマネージャーさんが中心的

な役割を実は果たしていただいてございます。ですから、当然、家族環境も全て含めて何を一番必

要としているかということをまずいち早く掴んでいただいて、サービスに結び付けるということで

ございます。 

 それともう一つは、私たちの方で今、在宅介護支援センター、4 月からは地域包括支援センター

を立上げしますので。例えば、その中でも今、支援が非常に困難だというものにつきましてですね、

包括支援センターを立ち上げる、ここがそういういろいろ難題を打開する事例をアドバイスするだ

とか、通常やっている場合はいいですけど、そうでない場合は情報の共有も私どもで図ってまいり

たいというふうに実は思っていますので、その辺で理解していただきたいと思います。ですから、

ケアマネさんが全てその家庭の情報だとかいろいろなものを全部掌握していますよというふうに理

解していただけると。 

○委員長（吉田和子君）  西田委員。 

○委員外議員（西田祐子君）  ケアマネージャーさんが情報を全部共有出来ているということな

のですけども。はっきり言って、大変申し訳ないのですけども、こういう事例があったのですよね。

ご主人の方が介護 2 から 4 に変わったと。で、特別養護老人ホームの申し込みをしましたと。とこ

ろが介護 2 から 4 に変わったという情報を健康福祉課の方では持っていますし、ご家族の方も分か

っていたのですね。ところが肝心の寿幸園の方には介護認定が変わりましたよという情報が行って

いなかったのですよ。残っていた家族の方も老人ホームの方までに情報を渡さなきゃいけないとい

うことも意識していないとか、分からなかったのですね。そして、いつまで経っても入園できない

ということがあったものですから。先ほどもちょっと宗像委員も質問されていましたけど。３割ち

ょっと、4 割近い人たちがあんまりよく分かっていないんじゃないのという部分でね。それで情報

の共有というのはいったいどの辺まで。これから先、こういう立派なものを作ってくださるので、
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内容は素晴らしいのですけども、これをその人たちにきちんと伝えられる方法、そういうものを全

体として考えていらっしゃるのかなということなのですよね。 

○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)  具体的な例でお話いただいたのですけど。実は介護認定が年

に 1 回だとか、初めてやる場合は6 ヶ月で認定替えがございます。それで、介護4、5 をいただいて

いる方については、状態が安定していれば24 ヶ月の更新時期というふうになってございます。通常

は 1 年に 1 回更新するわけでございます。それが、医師だとか、ご本人が今、介護度 1 もらってい

るのだけど、ちょっと悪くなったので変更の場合もございます。それで今、具体的に言えないです

けど、当然ですね、私どもは医療機関から医師の診察が来まして、それを審査会で審議するわけで

ございますから、医師の方にはほとんど、この方は申請して介護 2 から 4 になりましたよとか通知

出すのです。それから、ご本人さんにも通知出すのです。それ以外はですね、その方々が実は寿幸

園に申し込んでいたとか、そこまではやっぱりプライバシーの情報とかいろいろございますので、

そこはご本人と医療機関は出しますけどね、診察をして診断書を書いた、それ以外の方については

私どもは実は情報を外部に、この方は 3 から 4 になったということを医療機関含めて全てにやると

いうのは、実は仕組みになっていないのです。ですから、やはり、その辺を施設の入所判定の一つ

の材料にもなりますので、その辺は施設で、申し込んだ家族と診断書を書いた医療機関が結果をほ

しいということを備考欄に書いてくるのです。その場合はうちの方で出します。それ以外には今の

法律では出せないことになっているのです。ですから、一つの方法としては私どもも家族の方が特

養だとか、何かに申し込んでいる場合については、私どもが分かった場合は家族に対してやはり申

し込んでいるところにも介護度が変わったよということをご連絡くださいということは、わかれば

私の方で便宜を図っていこうというふうに実は考えてございます。そういうことでご理解ください。

今のところは全ての施設から全部情報を、白老町の介護度の情報を流すというふうには出来ないと

いうことで理解ください。 

○委員長（吉田和子君）  私の方から何点か伺いたいと思いますけどよろしいでしょうか。地域

包括支援センターが 4 月からスタートするわけなのですけども、高齢者の虐待防止のための手法と

いうのは同時スタートできるような状況づくりが今、出来ているのかどうなのかということが 1 点

と。 

 それから、もう1 点。反対の場合の対応というのは、どういうふうに白老町ではされているのか。

というのは、私も介護ヘルパーの講習に行ったことがあるのですが、やっぱり相手はいろいろな方

で 1 対 1 で接することが多いのですね。施設は何人かいらっしゃって、部屋にも何人かいらっしゃ

いますけれども。介護者への虐待というのが今、言われているのですよね、反対に。で、そういっ

た場合の受け皿とか、それから、相談体制だとか、そういったものは出来ているのかどうなのか。

その辺をちょっと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)  高齢者の虐待でございます。それで、まず、包括支援センタ

ーを立上げしたその中に一つの大きな事業として位置づけられてございます。その中でですね、今、

委員長がおっしゃったようにいつからスタートするのだということで。私どもはまず、4 月 1 日か



 １８ 

ら相談業務は実はスタートさせようと思ってございます。実は 2 月かそこらにですね、北海道が虐

待に関するマニュアルを発行してございます。それを私ども当面は活用させていただきながら、や

はり、いつまでも道のマニュアルを頼っているわけにはございませんので、白老らしさを生かした、

白老の地域に合った虐待マニュアルを早急にやはり作らなきゃ駄目だと。北海道の虐待マニュアル

はですね、非常に全て出来ているのです、うまく。ですから、新たに作らなくても、このとおりや

ればいいのかなと。ただですね、問題としてはやはり地域版となればですね、どこどこの医療機関

だとか、どこどこの警察だとか、早く言えば竹浦派出所だとかそういう言葉でやらなきゃ駄目です

から。それはうちの方でですね、やっぱりこれを参考にしながら白老版を作っていきたいというふ

うに。4 月 1 日からじゃないですけど、4 月以降取り組みたいと思っています。それともう一つはや

はり、マニュアルを作ると同時にネットワークづくり、これもやはりやっていかなきゃ駄目だとい

うことで、これについては施設だとかいろいろ関係機関だとか入ってきますね。これにつきまして

は 4 月以降取り組んでまいる考えでございますので、そういうことでご理解ください。 

 介護者が虐待された。反対の場合ですね。これもですね、作る時に一緒にですね、今、ご指摘の

ことも含めてですね、反対の場合のマニュアルも作成して一括でやっていきたいと。そして、提言

がなかなか、虐待の場合は幅が広くていろいろなケースがありますので。やはり、介護する方とさ

れる方の両方のものをできれば、どういうふうな形になるか分かりませんけど、そういう形で進め

たいというような気持ちでおりますのでご理解ください。 

○委員長（吉田和子君）  高齢者虐待については、やっぱり専門性の部分も必要になってくるの

ではないかなというふうに思うのですよ。そういった場合の体制づくりも必要になってくるのだと

いうふうに思うのですね。やっぱり専門性というのは精神的な部分ももちろん出てくるでしょうし。

心理的な部分の手当てと言うのかな、そういうものも必要になってくると思うのですが、そういう

部分のネットワークづくりの中に相談体制と同時にね、そういう手当てが出来る体制づくりも必要

になってくるのではないかなと思うのです。 

 もう 1 点。今、反対の介護者の虐待なのですが。これはやっぱり相手がいろいろな状況にあると

いうことで一概にそれが虐待になるのか、どうなのか分からないのですけど。一番多く見られると

いうのはもちろん触るとか、それも相手は意識がない場合もあると思うのですけど。でも、触られ

る方にすれば、かなりやっぱり精神的に参ると、そういう部分もあると思うのですね。ただ、一番

問題視しなきゃならないのは利用者側の意識と態度と言うのかな。ケアプランが作られているので

すけれども、やっぱり事業者を選べるということがありますよね。すると、ここまでしか出来ない

というものを、これ以上やってほしいという要求があった時に、それに答えざるを得ないという。

虐待ではないのですけど、そういうことでの狭間で悩む方が多いということなのですよね。切れな

いですよね、行っている側は。毎度、変えているとこれ一つやってあげたらという思いと、それを

やらないことによる相手の反発と言うのかな、そういったことに対して、問題は結構上がってきて

いるんじゃないかと思うのです。もう12 年から実施していますから。そういった部分ではどういう

対応をして、今後それがどういう計画の中に生かされていっているのかということがちょっとね。

ここの部分にはちょっと無いのかなと思ったのですけども、どうなのでしょうか。武岡参事。 
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○健康福祉課参事(武岡富士男君)  反対の場合ですけど。基本的にはですね、実は介護認定の審

査をする時にそれらしき項目はあるのですよ。介護認定する方に、まず、介護の抵抗がありますか

とかという、そういう項目も実はあるのです。介護の抵抗があるかとか、幻覚が激しいだとか、そ

ういう調査欄の中にですね、医師の診断の中にもそれもあるのです。当然、介護の抵抗ありますよ

と。それから、調査の中では例えば汚い話ですけど、排尿をどこでもしますよとか、それから、い

ろいろなことあるのですよ、投げるだとかって。そういうものを事細かく実は書くのですよ。そし

て、そういうものは外部には出ませんけど、実は審査会の中で全てそれを審査するわけですよ。そ

れはこの方が 1 年後に審査した場合は、そういういろいろな特殊な事情がありますよということは

全て意見書の中に全部含まれているのです。ですから、その方々が、施設に入所している方々とか、

何とかということは当然うちの方では施設の方々、またはケアマネさんが来た場合は事業所の依頼

をちゃんといただけば、この人はこういう特徴があるというのはお見せしているのです。ですから、

初めてのケースは、認定が変わった場合は、よく調査員の書いたものだとか、医師の診断というの

は介護を提供する側のケアマネさんは全てそれは把握しているはずなのです。それを持っていって、

頭に入れながら対応をしていってもらうということに実はなってございます。そういうことでご理

解をお願いしたいということで。あと、もし、答弁漏れがあれば。 

○委員長（吉田和子君）  内潟主幹。 

○健康福祉課主幹（内潟康子君）  今、だいたい参事が答えたように、介護される側の虐待とか

抵抗とかというのも確かにあります。あと、ケアマネージャーさんが家族との調整で困難になって

いるという事例も、そんなに多くはないのですが年間数件ございます。そういう時に、今までは在

宅介護支援センターという形でケアマネージャーさんと同行訪問してアセスメントを、ケアマネー

ジャーさんが一方的に見ている部分を分析して、ほぐして解決に向っていくというような対応をと

っております。 

○委員長（吉田和子君）  今後は主任ケアマネージャーの存在のというのはかなり大きな位置を、

こういう場合には大きな位置を占めてくるのかなというふうには思うのですけれども。 

 もうあと１点伺ってよろしいでしょうか。福祉有償運送の関係なのですが。これは49 ページにも

ありますけれども。これはちょっといろいろなデータを見ていましたら、今、中途の狭間にあると

いう話がちょっとあったのですね。セダン特区という形のものがあって、一般車両の送迎に関して

はセダン特区のあれを取らなければいけないということで。構造改革特区という、そういうものが

あってね。今、10 月までには道路運送法が改正されるということも受けながら、ただ、4 月からは

一般車両は送迎が出来ないということで社会福祉協議会とか、いろいろな施設、有償送迎やってい

るところの地域が出来なくなるという話がありますよね、半年間は。そういったことで市町村によ

っては国に特区の申請をしていない所もあるという話もあったのですが。白老町としては、そうい

う特区の申請をしているのかどうなのか。そして、今、半年間の対応というのは今後どうされるの

か。で、半年経ったら本当に自由に有償の送迎が出来るような形になっていくのかどうなのか。こ

れはタクシー会社との絡みもあると思うのですが。白老町はタクシー会社は 1 箇所なのですけれど

も。そういうタクシー会社の希望だとか、そういうことも含めて白老町の現状、それから、今後の
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対応というのはどのようになるのかというのが1 点。 

 それから、防災関係なのですが。グループホームで火災があってということがあったのを受けて、

この計画の中では防災・救急というのは町内にもいろいろな防災の自主防災組織があって、それぞ

れ独居世帯だとかを掌握をして対応していくという形はある程度出来上がっているのですが。各施

設の、高齢者も入っているが施設が白老も増えましたよね。そういった施設と近隣の地域との助け

合いと言うのですか、救助するために、火災が起きた時にその町内等と近隣に住んでいる方とどう

いう関わりを持っているのかとか。それから、避難訓練だとか。そういった時に町内の地域の方も

加わってもらうとか。そういったことの計画性みたいなものは無いのかどうなのか。これは地域に

家のないところもありますよね。軽費老人ホームになりますけども。そこは周りにあまり家無いで

すよね。で、ちょっと離れていますから、地域の助けも得られないという状況もちょっとあります

よね。そういった場合の対応のあり方というのはどのようになっているのか。ここに施設関係のが

ちょっと書かれていないものですから伺いたいなと思ったのですけれども。武岡参事。 

○健康福祉課参事(武岡富士男君)  輸送サービスの特区の関係でございます。現実に実は担当し

ているのは山口課長の方の分野でございます。それでですね、白老町に今、言いましたように営業

車やっている白交さん。私、実は委員になっているのです。それで、その委員の中で知り得たこと

なのですが。まず、一つ目に言いました、10 月からは法改正もございます。その狭間の 4 月から 10

月までどうするのだということで。実は白老町も特区に向けて、普通乗用車のセダンを使って送迎

出来る、基本的には営業車の半額以下の料金ということになっているのです。それでですね、実は

室蘭の運輸局からも課長さんが来まして、委員が確か 7、8 名で 12 月前にやって、白老町も特区を

申請するということで聞いてございます。特区もおそらく 4 月に間に合うように健康福祉課の山口

課長の方で間違いなく進めるものだというふうに実は認識してございます。そういうことで会議の

中では申請も、車両も何十台も出てきていましたので、それは 4 月に向けて精力的に取り組んでい

るというふうに実は理解してございます。おそらく、そうなるのではないかというふうに思ってご

ざいます。 

 それと防災の関係でございます。グループホームの火災がありまして、これについては新聞で見

る限りはグループホームにある所在地の消防署の方については一斉に立ち入りをやって点検をやる

ということになっていますが、まだ私は、直接確認はしてございませんけど、おそらく、そういう

指示が来ていますのでやられたのではないかなというふうに実は思ってございます。あとから、後

ほど確認は取っておきます。それともう一つは防災訓練、施設の。これは消防の方で指導いたしま

して、4・6 もそうなのですけど、大きな施設だとかは年に何回か来まして、町立病院でも防災訓練

やってございますし、寿幸園でもやってございます。だから、おそらく特養だとか、施設について

は年 1 回とかという形で実は自分のところで消防に来ていただいてやっていると思います。ただで

すね、今、委員長がおっしゃいました地域を巻き込んでということまではですね、ちょっとまだそ

の辺の掌握はしてございませんので。そういうことをちょっと調べさせていただきたいと思います。

施設ではやっていると思います。 

○委員長（吉田和子君）  ただ調査すると言っていますが、これは消防の話なのですけど、スプ
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リンクラーは各施設きちんとされているのか。それから、行政の指導の進めによって自主的な防災、

消火機能を備え付けているだとか。特別にね、スプリンクラーとはまた別にそういうものを取り付

けているのかということがありますのでね。やっぱり災害が起きた時に一番動けない人たちがいる

所ということだと思いますので、先ほど言いましたように地域が、消防がちゃんと行っていて準備

してやる訓練とはまた違って、火事というのは誰もいない夜中とか、皆さんがすぐ集えない時とい

うことが多いと思いますのでね。まして、夜は職員も少ないと思いますしね。そういった意味では

地域の力を借りるということはすごく大きな問題になってくるのではないかなというふうに考えて

いますのでね。この火事があったことを受けて他市町村もかなり地域の力を借りようということで、

地域を交えた取り組みということも進めているというころもちょっと情報としてもらいましたので

ね。そういうことを含めて、今後のこの計画に入れる、入れないは別としてもね、そのことがやっ

ぱり今後の計画の中には必要なことだろうなというふうには思います。答弁はいいです。 

 他に質問のございます方、どうぞ。熊谷副委員長、どうぞ。 

○副委員長（熊谷雅史君）  計画の段階の中で大きな 3 期の目玉は、4 月からの改正法の中の地

域密着型のサービスの部分だと思うのです。それで地域包括センターの話も委員長の方からるる出

ていましたけれども。近々にね、4 月にすぐ、指定サービスの業者が選定されるということは、こ

の計画から見るとないのかなとは思うのですが。残念なことに昨年、北海道で指定をしたある 3 施

設で不正があったということもありまして、今回、指定をする場合に対しても、監査指導というこ

とも道と同じような権限が与えられるわけですよね。だから、そういう実施要綱並びにマニュアル、

これも作らなくちゃいけないとは思うのです。これは策定委員会の人たちも巻き込んでやろうとは

思うのでしょうけれども、ぜひとも、それも早めに作ってほしいなというのが 1 点。 

 それから、地域包括支援センターという意義の中で、道の指定業者であろうと、僕の考え方はね、

やはり白老町が保険者であるということでうちの町からも町民から集めた保険料、それからわが町

の財源もその中に入っているわけですから、ある程度利用者、要するに我が町民ですよね、利用者

に対しての居宅事業者がきちんと対応しているかというような点検の機関も僕は必要ではないかな

と思うのですよ。それは考え方ですから、答弁いただけるかどうかは別としてですね、そういう考

え方で進んでいただきたいなと思うのです。それについて、ご答弁あればお願いします。 

○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)  道指定の部分については、道が引き続き監査権限も指導権限

も持ってございます。それから、地域密着型につきましては、まさに白老町が認定をしまして、指

導、監査、これは当然、1 年に 1 回やりなさいとかということで法令、その他基準で示されますの

でそのとおりに進めて行きたいと思います。 

 それともう一つは、目玉が地域密着型ということで、今回の実は目標に入っていないというよう

なお話でございますが、前段の方には。実は、その辺の含みも持たせまして保険料まで算定してご

ざいます。多少、前倒しになってもその中で収まるような含みを持たせてございます。それで、4

月 1 日から、今、名乗りを上げてすぐスタートするとかは実はございません。ただですね、業者に

は意向調査をしてございます。そして、これらはですね、地域包括センターに、3 月 1 日に実は運
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営協議会を立上げいたします。これは10 名の人数で運営協議会を立ち上げます。全て、今度は運営

協議会の審議を経て、公正中立な立場でやっていただくということで、実はもう委員10 人も決めさ

せていただきまして、利用者代表、介護代表、それから施設、医療機関ですね、そういう方々の10

名で構成させて 3 月１日に辞令を交付させていただきます。その中で新規参入だとか、当然、白老

町の介護保険料にも跳ね返りますし、そういうことを全て業者の選択までお願いをさせていただく

というふうになってございますので。これからは運営協議会を中心にいろいろな問題は審議をして

いただきたいということで、私どももそういう形で活用していきたいというふうに思っております

ので、その辺でご理解をください。以上です。 

○委員長（吉田和子君）  よろしいですか。大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  さっき、ちょっと一部聞いたのですけどね。これ全体を見て、3 連携と

の関わり合いが当然出てくるし、中にも謳ってありますよね。それで、いろいろな協議会、運営委

員会、審議会等々を作られていくのだけれども、保健・福祉・医療と言うか、この場合は高齢者の

福祉の部分だけど、全局を把握できる体制、民間、それから官、問わずね。高齢者の実態を掴むと

いうことで言えば、僕は今までね、介護保険が出来る前までの、その後もあったのかな、高齢者サ

ービス調整チーム、非常に僕は、あれは大きな役割を果たしたし、いい組織だったと。今、機能し

ているのかどうか、ちょっと僕は分からないのだけれども。官民問わず全局把握できるような仕組

み、システムがないと全体としてのこの計画が町民の中に浸透し、進むというふうにならないと思

うのですよ。僕はいつもこういう計画を見て、何でもそうなのですけどね、そういう仕組み、シス

テムが作られているところは進むのだけど、そういうものが作られていない、仕組み、システムが

ないところというのは作っただけなのですよ、はっきり言えば。計画は作るためにあるというよう

なものにしかならないような気がしてどうにもならないんだ。それで、高齢者サービス調整チーム

というのはちょっと意味が違うというのはよく分かっています。違うのだけれども、ああいう的な

もの、全局把握して、全体が分かって、どこでも推し進めていける仕組み、システムというのは作

れないものなのかなというふうに思うのですよ。今、これなんかは民間との関わりが極めて大きい

し、地域包括センターができれば官が指導する部分もぐっと出来るわけでしょ。許可権者は町だか

らということで、町はあれも作るということになるわけでしょ。だから、そういうことが全体的に

見渡して、全局で指導出来るような仕組み、システムになるのかどうかというところがちょっと知

りたいのさ。 

○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)  非常に難しい質問でございます。私どもがこの計画を作りま

した中におきましては、当然やはり民間の事業者、またはいろいろな機関との連携は必要だなとい

うふうには実は認識してございます。一番思うのは、やはり今回町が作成しました 3 連携、この部

分で私ども介護グループが予防給付とかは非常に大きな位置を占めるというのは実は思っているの

です。それで私たちは、3 連携の中に私たちも入ってございますので、その中で介護としてやれる

部分、予防給付だとか、そういう部分を実は 3 連携の中で取り組んで行くという位置づけしてござ

います。それとですね、それでなく、まだ大きくということにつきましてね、今の段階ではもうと
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にかく正直言いまして、3 連携をどう結びつけていかにやって行くかということで頭が一杯でござ

いますので、次のステップとしてそういう大きなものはあるけど、とりあえずは 3 連携の中での一

つの介護保険のグループとしてどういうような位置づけをしていくかということを真剣に模索して

参りたいと。方向づけもある程度決まってございますので、着実に新予防給付を徹底しながら連携

を図っていきたいというふうに考えてございますので、その辺でご理解ください。 

○委員（大渕紀夫君）  はい、分かりました。 

○委員長（吉田和子君）  よろしいですか。他に質問のございます方、どうぞ。では、昼食の休

憩に入りたいと思います。 

休   憩      午前 11 時 59 分 

                                          

再   開      午後  1 時 00 分 

○委員長（吉田和子君）  休憩を閉じて、委員会を再開します。所管事務調査の説明も終わって、

質疑応答も終わったのですが、所管事務調査のまとめを行いたいと思います。委員の皆様からまと

めについてのご意見を伺いたいと思うのですが。その前に今回、所管事務調査として取り上げたの

ですが、今回でこれを終えていいのかどうなのか、まず、先にその辺を伺いたいと思うのですが。

継続審査にして、この計画、改正がされてから、4 月 1 日から実施されるということなのですが、

それを受けて、状況を判断して、継続にしておいて 6 月ぐらいの報告でもいいんじゃないかという

こともあるのですけれども、皆さんのご意見を伺いたいと思います。どうでしょうか。大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  介護保険制度についてという非常に広い中身なんだよね。だから、3 月

の議会の時に、もう 1 本ならもう 1 本ね、所管事務調査をやるということを考えながら、介護保険

については今、委員長が言ったようにもうちょっと見極めが必要かなと。というのは、4 月 1 日ス

タートだからね、もちろん4、5 やって、どこまで分かるかというのはもちろんあるのだけどさ。あ

るのだけれども、少なくとももうちょっと制度の行く末を見守ると言うか、白老町の中での状況を

正確に把握すると言うか、そういうことは必要だとは思います。だから、今回そういうことで言え

ば、継続にして、介護保険だけというわけにきっと行かないでしょうから、3 月なら 3 月にもう 1

本やると。介護保険は従の形で制度の移行を見ながら審議し、かつ、もう 1 本の所管事務調査をや

るというようなことであれば、僕は継続調査でも構わないというふうに思います。 

○委員長（吉田和子君）  他にどうでしょうか。熊谷副委員長どうでしょうか。 

○副委員長（熊谷雅史君）  今回は所管の主たるものは、今、大渕委員が言ったように介護保険

制度という大きなスパンの中での所管なので、考え方としてはやっぱり継続審査という形がいいの

かなというふうには思います。ただ、今回の 3 期分の、要するに総論のところね、各論ではなくて、

きら☆老いの。改定部分の考え方と、こういう制度改革の中で、こういう事業の展開を進めて行か

なくちゃいけないという考え方については非常によくまとまっているなというふうな部分があるの

で、変な話ですけど、中間報告と言ったら悪いのですけども、その部分で一つ、きら☆老いだけは

切った方がいいのかなという部分はあるのかなと思うのですけどもね。ただ、今、大渕委員がおっ

しゃった、もう 1 本 3 月というのは、この介護保険絡みの中で何かの所管ということだったら、何
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か逆に言うと何をテーマにしたらいいのかなというのがちょっと見えてこないような気がするので

すけども。反問権ではないのですけど、その辺のところをもし、大渕委員の考えがあったら聞きた

いな思います。以上です。 

○委員長（吉田和子君）  大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  介護保険については、そのとおり。もう 1 本というのはですね、たぶん

3 月 31 日付で病院の関係のあれが出ると思うのですよ、分析結果。これはね、出たらすぐやった方

が僕はいいと思っています。他のところがやれるわけはないのだけれども。病院運営審議会がやる

かもしれませんけれども。それはね、僕は今までの状況を議会で聞いている範囲で言えば、それを

出たらという答弁がかなりあるのですよ、今までね。今、分析やっていますからという答弁がかな

りあるわけよ。それはね、出たら僕はやっぱりすぐやった方が。時期の問題がありますからね、こ

れは。だから、それはやっても介護保険とは矛盾しないのではないかなという考え方を持っていま

す。 

○委員長（吉田和子君）  介護保険から離れた所管を持っていいんじゃないかという意味ですよ

ね。介護保険の中のものということではなかったですよね。別の所管を持つべきでないかというこ

とですよね。 

○委員（大渕紀夫君）  そういう意味です。介護保険が主じゃなくて、主を病院にして、従を介

護保険でつめるというような格好ですね。 

○委員長（吉田和子君）  他の委員さん、どうでしょうか。熊谷委員。 

○副委員長（熊谷雅史君）  大渕委員の考え方はよく分かりました。まさにそのとおりかなと今、

感じました。なぜかと言うと、この質疑の中でやっぱり 3 連携の意味合いの中での、この計画が果

たす役割というのも担当課としては認識していますので、その辺から言うとやっぱり 3 連携の一つ

の核である町立病院の、要するに一種の区切りのデータが出るということですから、それについて

やっぱり議論と精査をすべきかなというふうに思いますので、そういう形で進めた方がいいのかな

というふうに思います。 

○委員長（吉田和子君）  他にどうでしょうか。中間報告ということになると、きら☆老い２１

も入りますけど、介護保険制度は行政がやるような形になっちゃうのかなとちょっと思ったのです

よね。それに対して意見とか何とかというのは出ましたけども、実施されてからの方がいろいろな

ものを付け加えて言えるのかなというふうには思うのですけども。こういう改正があったけども、

こういう点はこうだったとか、こういう問題点があったとかというのは、やっぱり実施されて見え

てくる部分もあるのかなというふうにはちょっと思うのですけど。中間報告となると、こういう計

画とこういう計画が出ましたという形のものになるのかどうなのか。それに付帯意見を付けて、な

おかつ、また継続審査にして、それにまた意見を付け加えてやるというふうになるのか、その辺が

ちょっと。だから、継続審査にするのであれば中間報告はしないで、6 月の時にある程度、その経

過を見て全部、こういう改正があったけれども、こういう部分はこうだったということを含めてや

った方がいいのかなというふうにはちょっと思ったのですけどもどうでしょうか。大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  僕はどっちでもいいと言ったら怒られちゃうのだけど。ただ局長ね、こ
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れは町の計画が 3 月 31 日に計画決定になるでしょ。うまく言えないけど。それで、そういうことに

対して、ここで議論したら、やっぱり中間報告した方がいいという場合もあるよね。ないですか。

そういうことが全然関係なかったら僕は今、委員長が言ったことでいいと思うのだけどさ。副委員

長言っているのは、これが４月から動くのを議会が議論しておいて何も言わないのは、何かやっぱ

り町側だって、議論してもらったのに何も言わないなんてというふうになるからということを言っ

ているんじゃないかと僕は思ったんだ、副委員長が言ったのはだよ。だから、港なんか、よくそう

やってやるんだよね。中間報告で港の場合は。だから、全然関係なくていいのかな。 

○事務局長（上坊寺博之君）  港の場合はちょっと長いですよね。長いと言うか、常設みたいに

なっちゃっているのだけど。その中で節々、予算がこういうふうに要求されましたとかって、そう

いうものは他の委員さんに、報告というのは委員会が議員に対して、そのやった事柄を知らせるこ

とですから。それは報道になって出てくる場合もありますから。ただ、それが予算審議する段階で

ね、当初予算、今回みたいなことで予算が説明受けたものを中間報告して、予算の審議に資すると

か、そういう部分は考えられるのかなと思うのですよね。ただ、これは執行権の段階によって、例

えばそこでどうしても報告しておくべき事由があればですね、それは中間報告一向に構わないと思

いますけど。ただ、今回やって、また 6 月にまとめて報告すると言ったら、時期的なスパンで考え

た時にどうしても中間報告する必要性があるのかどうか。その辺があればね、しても構わないかな

という気はしますけど。だから、港の場合とはまたちょっと違うかなという気がするんですよね。

たぶん、港の場合は節々でやっているのは予算に関連して、その当初予算だとか、補正予算だとか

に関係する時に主に中間報告なんかをして、議員にお知らせというのが主かなという気がするので

すよね。ですから、今、あえて、しなきゃならないという、その部分があるのであれば、それはす

るべきだと思いますし、これが 6 月まで一緒にしても違和感無ければいいのかなという気がするの

ですけどね。ただ、今回、報告しちゃうと中間報告というより結果報告みたいになりそうな感じが

しないでもないかという気がするのですけど。 

○委員（大渕紀夫君）  分かりました。計画との整合性が取れれば、6 月でいいんじゃない。 

○事務局長（上坊寺博之君）  例えば、さっき言った、課税状況との確認も含めたりしてね。 

○委員長（吉田和子君）  計画数値的なものが表されているのですけど、私も聞いていて確実性

のあるものなのか、これから申告なのになと思って聞いていたところもちょっとあったのですよね。

それから、要介護から要支援に移行する時の問題点とかが現実に見えてくるんだと思うのですよね。

そういう部分を全部含めてくると、で、介護予防の状態がどういうふうに各施設が揃ってきている

のかということも含めて、こういう改正があったけども、こういう問題点がやっぱり見えてくると。

そういう具体的な報告が出来た方がいいのかなというふうにちょっと思っていたのですけども、ど

うでしょうか。他にご意見どうでしょう。今回、介護保険料に関してと、それから、さっき、いた

だきました配食サービスの関係については提出されてくると思うのです、3 月に。やっぱり、そう

いうのを踏まえると、そのことに関しての報告というのはこちらがやるのもまたおかしなことなの

だろうと思いますしね。だから、そういうふうになってくると、いろいろなものを絡めて 6 月にき

ちんとした方がいいかなというふうに思ったのですけども。そういうことでよろしいですか。じゃ
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あ今回は、この説明を受けていますので、これが実施される時点で運営委員協議会も設けられると

いうことでしたので、そういう方たちとの懇談も設けたり出来るか分からないですけど、必要であ

ればお話を聞いたり、こちら側の意向も伝えたりだとかをしながら、そういうのを含めて、見なが

ら、スタートをしてどうだったのかということを含めて、その上で報告をしていきたいなというふ

うに思いますけれども、それ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）  じゃあ、そういうことで今回は介護保険制度については継続審査をさ

せていただくということで了解していただきたいと思います。じゃあ、まとめないのでまとめの意

見はない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）  それから昨日、配られたと思いますけれども、もう 1 点の環境基本計

画についての所管の一応まとめを出しておきましたので、何かご意見がありましたら局長の方でも

よろしいですし、私の方でもよろしいですので、訂正分、付け加える部分がありましたら申し出て

いただきたいというふうに思います。意見とか修正する部分がありましたら、22 日まで提出をお願

いしたいと思います。 

                                           

     ○閉会の宣告 

○委員長（吉田和子君）   これをもって、本日の民生常任委員会の所管事務調査を閉会いたし

ます。 

 

（閉会 午後 1 時 15 分） 


