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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。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。 

[｢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から説明をいたします。 

○事務局主幹（中村英二君） 皆様おはようございます。本日の委員会は本年２月からの継続

調査となっております所管事務調査といたしまして、介護保険制度についてを予定しております。 

○委員長（吉田和子君） これより所管事務調査を行います。前もって書類が皆様の手元に配

られたと思いますけれども、執行部のほうから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） おはようございます。まず資料４点ほど付けてございま

す。１つ目は資料１でございます。それから資料２、資料３、資料４となってございます。順次

説明をさせていただきますけれども、１つずつ区切りますか、全部４番までいきましてから１つ

ずつ決めますか。 

○委員長（吉田和子君） 全体的にずっと流してよろしいです。 

○健康福祉課参事（武岡富士男君） 資料１、２につきましては内潟主幹のほうからご説明申

し上げます。資料３につきましては長澤主幹のほうから説明します。４番目の資料につきまして

は私のほうから説明をさせていただきます。最後にこの介護新聞の内容につきましても長澤主幹

のほうから説明をさせていただきます。それでは１点目の制度改正に伴う予防給付の実績状況等

について順次内潟のほうからご説明申し上げます。 

○委員長（吉田和子君） 内潟主幹。 

○高齢者保健福祉Ｇ主幹（内潟康子君） それでは資料に従いましてご説明申し上げます。１

番目の制度改正に伴う予防給付の実績状況等についてでございます。 

（１）の表にございますのは、要介護（支援）認定者数の３月と４月の比較でございます。介護

給付は要介護１から要介護５までということで、３月の分については要支援１、２の枠はござい

ません。それが４月にどのように１ヶ月のみの実績でございますが、変化した表を記載してござ

います。ここで一番左端にあります経過的要介護というのが、３月までの要支援の認定を受けて

る方の数でございます。この旧要支援という部分が予防給付だったのですが、それが４月に要支

援１、要支援２ということで、前回ご説明申し上げましたように要介護１からのおよそ７割、国

のほうでは６割７割ということで申し上げておりました数が要支援１、２にどのように白老町の

場合に認定されたかという表でございます。増減としましては、経過的要介護３月２５１名であ

ったものが４月に２２１名になりました。これは３０名の減ということですが、要支援１、要支

援２に移行した数が下のほうの表に詳しく（２）のほうで内訳ございますが、介護１から来る部

分と要支援から来る分ということで、４月１月の対象ということでございます。順次これは４月
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以降５月、６月ということでその認定の期間ごとに経過的要介護、旧要支援の方が支援の１、２

に振られていくような形になってまいります。その傾向を１ヶ月だけの表ですがお示しいたしま

した。 

（２）の詳しい内訳でございますが、認定申請時に要支援だった方、これ２３名の方が４月の更

新の対象でした。この方が要支援１になった数が１９名、要支援２になった方が４名ということ

でございます。認定申請時に要介護１、１３名の方がおられましたが、更新認定の結果要支援１

になられた方が６名、それから要支援２になられた方が７名ということでございました。介護１

から要支援２になる割合ということで、たった１ヶ月ではございますが、１ヶ月で言うのは乱暴

なのですが、傾向を見ますと５３．８パーセントということで、６割よりはちょっと低かったか

なという数字になってございます。ただこの内訳として注意しておかなければならないのが、必

ずしも介護１から要支援２と介護１に分かれるわけではございませんで、認定更新の結果で要介

護１から要介護３であるとか要介護２になる方、それから要介護１から要支援１になる方という

ような方で、体調の変化、それから状況の変化で改善もあれば悪化もあるということで、大まか

に国が示していたのと対比させるとこのような形になるということのご報告でございます。 

 続きまして（３）、２ページ目でございます。それによって法改正で４月から大きく変わった

ものといたしまして要支援１と要支援２の訪問介護と通所介護および通所リハビリ、いわゆるデ

イサービス、デイケア、ヘルパーさんの部分が定額制となったことで、皆さんにどのようなサー

ビス利用で変化があったのかということを調べてみた数でございます。訪問サービス、いわゆる

訪問介護、ヘルパーさんの分なのですが、要支援と要支援１を比較し、要介護１と要支援２を比

較してございます。月平均の利用回数なのですけれども、訪問サービスのヘルパーさんの部分と

しましては、要支援の方法改正前は月５．５回でした。それが法改正後要支援１が５．８回と０．

３回増えてございます。同じく法改正前が要介護１だった方は月８回のご利用でしたが、法改正

後要支援２になられた方を比較してみますと、月６．０回ということで、若干減ってございます。  

通所サービスも同じく要支援の方が月６回だったのが、要支援１になって６．４回、若干の増、

それから要介護１については８．８回だった方が６．８回ということで、若干の減ということに

なっています。このことにつきましては、月額になったということで押しなべて１ヶ月だけのこ

となので、断定的には申せませんが、私ども包括支援センターのほうで全件訪問いたしまして、

サービスの状況等確認したときにおいては、週３回要支援でもデイサービスそれから訪問介護を

利用されていた方が、小まめに１回の時間を調整する等をして、自分でできることを見つけてい

くという支援が徹底していたせいもあって、若干の減にはなってございますが、それほど大きな

変化はないというのが感触でございます。 

 （３）の下に参考資料として１８年度の介護予防サービス給付見直しの主な内容ということで、

町民の皆さん、ご利用者の皆さんに説明した表でございますけれども、１ヶ月の限度額が要支援

１で４，９７０単位になりました。これは旧要支援の限度額６，１５０単位からすると若干減っ

てはいるのですけれども、要支援２につきましても要介護１が従前１６，５８０までということ

だったのが１０，４００単位ということで若干ずつ減ってはございますが、その比較の中でも訪
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問介護については月額制ということで、これまで１回何時間まででいくらという単位でございま

した。それが訪問介護につきましては要支援１の方は週１回もしくは週２回の選択をできるとい

うことで、それは時間を何時間使おうとも事業者との調整によって週１回であれば１，２３４単

位月額、週２回であれば２，４６８単位、要支援２の場合には週１回であれば同じく１，２３４

単位、週２回であれば２，４６８単位、要支援２のみ週３回のヘルパーさんの利用が認められて

おります。そういう中で組まれたプランの結果が（３）にある結果の表でございます。同じく通

所介護につきましても、月の定額制になりまして２，２２６単位、それから要支援については４，

３５３単位ということで提供されております。これは通所介護等で考えますと要支援１の場合に

ついては週１回程度の利用、要支援２については週２回程度の利用ということを想定される単位

の設定でございます。このことで週３回使っていた方の調整等も行っておりますが、今のところ

大きな混乱はなく徐々に２回それから１回という形を踏襲しております。１単位１０円というこ

とで、金額に換算するとこれに１０を掛けた費用金額になります。それとデイサービスのほうの

備考で加算がございますが、運動加算については月２２５単位、栄養・口腔加算については月１

００単位、アクティビティ加算というのが月８１単位ということで加算されておりますが、運動

加算をとっている事業所が２箇所、栄養・口腔加算をとっている事業所が１箇所、アクティビテ

ィ加算のみの事業所が２箇所という状況になってございます。 

 続きまして地域包括支援センターの運営状況、資料２のほうに移らせていただいてよろしいで

しょうか。やっと１ヶ月経ちました地域包括支援センターの運営状況についてご報告申し上げま

す。あらあらの１ヶ月の表でございますが、（１）の相談内訳、これは介護保険の相談、それか

ら福祉の相談、医療・保健の相談、これに認知症も医療保険に含めてもよかったのですが、認知

症がどうも増加傾向にあるということで、別計で、本当は医療保険に含めてもいいのですが、別

計で挙げてございます。４月の総相談件数は９１件でした。相談内訳を４つのこの分類にしてみ

ますと、地域包括支援センター、高齢者の相談ですということで銘打っているせいもありまして、

介護保険のサービス利用に関する相談が最も多く、全相談件中７４件で、８１．３パーセントを

占めてございます。 

その他福祉の相談というのは、自立支援、介護認定には至らないのだけれども見守り、それか

ら緊急通報システムのご相談ですとか、自立支援のヘルパーさんだとか、そういう福祉的な相談

が結構ございます。それから医療・保健につきましては、疾病に関するご相談、それから医療機

関に関するご相談ということで、転院の相談であるとかそういうことも含めてご相談を受けてお

ります。あと認知症については４件になってございますが、認知症かどうかわからないのだけれ

ど・・・ということと、それから認知症についての治療についてのご相談だとか、そういったご

相談が４件ございました。 

相談の手段とサービスの種別（２）でございます。表２にお示ししておりますように新規の方、

それから新規でいらっしゃったのだけれどその方が継続して来られた数ということで、表にまと

めてみました。訪問が新規４３件、継続が１３件、合計５６件。来所が新規９件、継続７件で１

６件。電話につきましては新規が１６件、継続３件ということで、トータル新規が６８件、継続
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された方が２３件ということになってございます。この相談件数につきましては、包括支援セン

ターの職員が行っております。私ども保健師２名、それから社会福祉士ではありませんが社会福

祉士扱いの職員１名、その３名を主体に行った数でございます。 

次に表３でございます。相談の手段とサービスの種別ということで、相談に来た方がどういう

サービスの内訳につながったかということでございます。相談の内訳は、家庭訪問５６件（全相

談の６１．５パーセント）・来所１６件（同１７．６パーセント）・電話１９件（同２０．９パー

セント）ということでございます。サービスの種別では、新予防給付、いわゆる介護予防ケアマ

ネジメント相談が一番多くて、これは要支援１、２の対応ですね、全９１件中２９件でございま

した。２９件中介護予防ケアプラン作成に至ったものは２７件です。家庭訪問では介護予防マネ

ジメント（新予防給付）の相談が一番多く、全訪問の５６件中２７件でございます。前のほうで

数字が若干違うのは、入院中等で４月中にできなかった方が含まれているせいでございます。こ

の家庭訪問の中ではケアプラン作成に関しての包括支援センターの役割、それから重要事項の説

明というような形で、新予防給付になった方すべてを包括支援センターの職員が訪問してご説明

申し上げております。 

また来所相談につきましては、在宅サービスに関する相談が一番多くて、全来所相談１６件中

５件ということでございました。施設相談というのはどちらかというと包括支援センターに来ら

れる方については少なく、在宅で見たいという方が意外と多いのだなというふうに思いました。 

電話相談では高齢者実態把握調査が一番多く、全電話相談１９件中６件ということになってご

ざいます。６５歳の実態調査の訪問ということで、なるべく訪問させていただこうということで

こちらがアポとるために、ご予約のお電話を差し上げるのですが、６５歳の方というのは結構お

元気な方が多くて、電話で済まされやすい傾向がございます。ただこれにつきましてはなるべく

１度お目にかかってという形で町の職員が実態を把握していくということで、ご協力をお願いし

てはございます。ただ就労中の方も結構いらっしゃるので、訪問の時間とか予約についても夕方

でなければいない方とか意外といるのだなということが感想として持ってございます。 

（３）ですが、介護予防ケアプランの作成については先程申し上げましたように、包括支援セ

ンター業務でありまして、そのうち原案作成を委託している数が以下の表の通り４事業所のほう

にお願いしてございます。これは４月実績の２９件についてでございますが、白老町の地域包括

支援センターとして２件だけ担当させていただき、後は町内の事業所がもともと担当されていた

方を混乱なくそのまま引き受けていただくという形で２７件４月につきましては委託申し上げ

ております。それから介護予防サービスの利用なしという方が４件、施設入所中ですが支援の１

とか２に出た方というのが３件ございました。施設入所の方以外につきましては、介護予防サー

ビスの利用されてない方についても、包括支援センターの職員が全部の方に新たに予防給付にな

った方につきましては、新しいシステムということでご説明申し上げて、実態を基本情報として

把握させていただいております。以上でございます。 

○委員長（吉田和子君） 長澤主幹。 

○介護保険Ｇ主幹（長澤敏博君） それでは資料３のほうを私のほうから説明させていただき
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ます。 

まず資料３の１なのですが、全道の市町村の保険料額についてでございます。今回平成１８年

度から２０年度につきましては第３期という形で、各市町村が介護保険料を設定いたしました。

この平均につきまして、全道の平均につきましては今回３，９１０円という数字が発表されまし

た。これは第２期に比べまして１１．３パーセントの増でございます。保険者数につきましては

全部で１７９、市町村の他広域連合でやっておりますので、実際の市町村数とは合致しておりま

せん。ちなみに全国平均につきましては４，０９０円、これは第２期に比べまして２４．２パー

セントの増ということで、これに比べますと北海道の平均月額及び増加率につきましても全国平

均を下回ってございます。この３，９１０円につきましては今回第６段階という形で、今までは

第５段階という形でございましたが、今回は第６段階になったために、第４段階を平均の月額と

いう形にしてございます。ちなみに第１期第２期につきましては、下に書かれているとおりでご

ざいまして、この平均につきましては第３段階の金額を平均値として出してございます。ちなみ

に白老町におきましては、第２期につきましても第１期につきましても全道平均を下回っている

金額で、第３期につきましても今回後でご説明申し上げますが、全道平均を下回ってございます。 

 続きまして２番の保険料基準額の分布ということで、この１７９保険者につきまして第３期の

一番右のほうを見ていただきたいのですが、１８年度から２０年度につきまして各金額別に見て

ございます。それで白老町の場合につきましては、保険料月額３，５００円から３，９９９円、

保険者数といたしましては第３期７３保険者、割合といたしまして４０．８パーセントのこの欄

に入ります。ですから全道の中で一番多い平均のランクに白老町もランクづけされているという

ことになります。この表の一番下のところに白老町における保険料月額という形で、第１期２，

９９０円、第２期３，２００円、第３期３，６５７円という形で参考として記載させていただい

ております。 

 ３番目といたしまして第２期保険料との比較でございまして、１７９保険者のうち引き上げの

保健者につきましては１１３、第２期と同じ据え置きの保険者につきましては３６、引き下げの

保険者は３０という数字が出ておりまして、白老町につきましては第２期に比べて第３期につき

ましては引き上げ、１１３の保険者に該当しております。ただそのうち１，０００円以上の引き

上げにつきましては６保険者、５００円以上１，０００円未満の保険者が４６という形になりま

して、白老町につきましては４５７円という形になりますので、この２つの内訳以外の中に入っ

てございます。 

 ４番目といたしましては多段階設定の保険者という形で、基本的には６段階の設定でございま

すが、保険者によっては７段階、８段階という設定も可能でございまして、７段階につきまして

は札幌市、小樽市以下記載されている通りでございます。８段階につきましては古平町、鶴居村

という形で保険料が８段階に設定されております。 

各保険者の保険料ということで別添一覧表の通り大きなＡ３の紙に記載されて数字が小さく

て見ずらくて申し訳ございませんが、第３期平成１８年から２０年における全道の介護保険料と

いう形で、これは３月に各市町村が支庁のほうに報告した数字を北海道のほうでまとめたもので
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ございます。各支庁ごとに本庁のほうに報告してございまして、支庁のほうで例えば白老町であ

れば３，６５７円という数字なのですが、ちょうどこの表の真ん中あたりの３８というところに

白老町、薄く黒くなっているところに第２期が３，２００円、第３期が３，６５０円という数字

で、これ各支庁のほうで数字的に端数を削った数字をそのまま報告して本庁でやってございまし

て、うちのほうではあくまでも報告は３，６５７円という形で報告しておりまして、この辺の数

字の若干のずれはございますが、円単位の表示のずれでございますので、その辺ご容赦ください。 

一応１７９保険者、順位的に同じ保険料の額が２つ以上あるところはそれぞれの番号でござい

まして、全部で一番右の下に８８位という形で最終的に全道的に一番高い壮瞥町、月額５，３３

４円が北海道で一番高い介護保険料になってございます。それに比べて白老町につきましては先

程お話したとおり全道的な順位でいきますと３８位、だいたい真ん中辺よりちょっと下ぐらいな

のかなという形で、ただパーセンテージにつきましては１４．１パーセントの増ということで、

この３８位の中でいきますと富良野市に次いでパーセンテージ的には高くなっているのかなと

いう形にございます。 

胆振管内を見ますと、白老町につきましてはそれほど高いということではないとは思うのです

が、平均的なところなのかなと。それに伴いまして介護新聞のほうに参考資料という形で皆様の

ほうにお手元にお配りしたものがございます。介護新聞の真ん中あたりに介護保険料全国平均４，

０９０円という形で書かれてございます。これは先程概要で説明した金額でございまして、全国

で一番高いところが沖縄県の与那国町で６，１００円という形で最高額が出ております。逆に最

低が岐阜県の七宗町と読むはずなのですが、ここが２，２００円という形で、格差が３．３倍か

ら２．８倍に縮小したということにはなってはおりますけれども、かなりに格差が出ております。 

都道府県別でいきますとここに書かれているとおり沖縄県が最高で、最低が茨城県、北海道に

つきましては全国の３３位という形になってございます。その左上のほうに介護保険財政安定化

基金という形で書かれておりまして、１３保険者３億３，１００万円という形で見出しが書かれ

ております。これにつきましては赤字が見込まれる保険者への財政安定化基金の貸付け状況が書

かれておりまして、平成１７年度につきましては全部で１３の保険者３億３，１００万円の貸し

出しがあったとのことです。そのうち新規に旭川、留萌、浜頓別、苫小牧の３市１町が平成１７

年度におきまして介護保険への財政安定化基金を借り入れたということになります。１７年度末

で全部でこの表の通り９億３，７９６万４，０００円の貸し出し分がございまして、保険者数と

いたしましては３０保険者が借り入れをしてございます。この保険者の名前をずっと見ていきま

すと、先程お示しした介護保険料の一覧でいきますと、約７割以上８割程度がこの一番右の欄５

３位以降の欄に該当するかと思います。ということは、結局介護保険の給付費を介護保険料及び

国、道、市町村の交付金等でまかなっていくわけなのですが、結局介護保険料の額が今まで低け

ればそれに見合う給付費を払うことができないものですから、この財政安定化基金を借り入れす

ると。新たに第３期において介護給付費を払うとなると、その借り入れした分も含めて介護保険

料に上乗せしていかなければならないということで、この第３期の介護保険料につきましては必

然的に第２期に比べて上がる可能性があると。ですから例えば大変申し訳ない例をとりますと、
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最後の壮瞥町につきましては、第２期４，１８４円、これが第３期５，３３４円と、１ヶ月当た

り１，１５０円、パーセンテージで２７．５パーセントの上昇という形になります。壮瞥町につ

きましては先程の介護新聞でいきますと１，２１０万円の借り入れがあると。この介護保険料の

中にこの財政安定化基金の償還分も入った形で介護保険料を算定しているという形になるかと

思います。ですから白老町につきましては今現在この安定化基金につきましては貸付を受けてお

りません。この第３期につきましても計画上は貸付を受ける予定はございません。平成１６年度

末におきまして基金の残高につきましては３，７００万円の残高がございます。平成１７年度に

つきましてはまだ決算が終わらないので金額的には私のほうでは数字的にはまだ出してはござ

いませんが、３，７００万円を取り崩すということは今のところ考えてございません。ですから

３，７００万円の数字はそのまま残っていくのかなと。この第３期において給付費をいろいろ予

定してございます。その予定している給付費が多少ずれた場合におきましてもこの基金において

取り崩すことによって財政安定化基金の借り入れをしないように努力していきたいと思ってお

ります。資料３につきましては私のほうから以上の通り説明させていただきました。 

○委員長（吉田和子君） 引き続いて資料４、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） 資料３のほうで補足させていただきますけれど。保険者

数１７９でうちより高い市町村は９４市町村というふうになってございます。それから先程から

長澤主幹から一番高いのが８８番の壮瞥さんというお話がありました。実は壮瞥の課長に私連休

前にお会いしたのです。白老町のほうに地域包括支援センターのほうで勉強させて欲しいという

ことで、豊浦町の課長さんと壮瞥さん、その時実は私のほうから壮瞥さん、これ全道１高くなり

ましたねというお話をして、どういう要因があるのですかと、私ども分からないのですというお

話をお聞きしましたら、実は構造的に施設給付が８３ぐらいになっているらしいのです。ですか

ら施設が多くて入所者が多いので全体の給付金の８３パーセントが施設給付だと。白老町はどう

かというと、６２，３ぐらいなのですよ。これは縮みようがないということで非常に今後どのよ

うに運営していっていいのかなということで、非常に日夜頭が痛いと。それで町民の方々全道１

になって議会も含めてどういう反応ですかとお聞きしたのですよ。実は２期からもずっと高いの

で施設給付も圧倒的だということで、意外と苦情とかないのですよねと。町民は鼻から壮瞥は施

設給付は多いのだということであまり質問もないし、問い合わせもないというような状況になっ

てございますので、追加でご報告しておきます。 

 次に資料４の地域密着型のサービスの整備状況についてでございます。資料１で実は４月２６

日に地域包括支援センターの運営協議会で審議してございます。白老町で指定をする、認可をす

るという事業所が出てまいりましたので、事前協議を頂きながら運営協議会にお諮りをいたしま

して、実は承認になったところを今日皆様方にご報告させていただきます。１つ目には地域密着

型で申請者が地元の介護ホームどんぐりの家でございます。代表者、所在は記載のとおりでござ

います。指定を受けようとする施設の名称でございますが、グループホームどんぐりの杜でござ

います。所在地は既存のどんぐりの家さんの隣の番地の萩野３１０番地の１１１でございます。

管理者は倉地英子さんでございます。 
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事業の種類としては、認知症対応型の共同生活介護、これは介護給付の部分でございます。１

から５の部分でございます。それと介護予防認知症対応型共同生活介護、これは要支援１、２の

予防給付の部分でございます。利用者定員は９人で１ユニットということでございます。事業の

開始予定日が１８年１０月１日を予定してございます。３番目に敷地及び建物でございますが、

敷地面積は計の欄で申し上げますと、２，９７４平米でございまして、坪数に直しまして９０１．

２坪でございます。建築延べ面積でございますが、これはデイサービスとグループホーム合築な

ってございますので、グループホームの部分につきましては２８２．７５平米で８５．６８坪で

ございます。デイサービスにつきましては記載の通りでございまして、建物の総面積でいきます

と４３５．９５平米で１３２．１坪でございます。それから４番目の人員及び設備に関する基準

につきましては、記載の通りでございまして、すべて条件をクリアしてございます。 

裏のページに認知症専用型の書いてございます。これ説明します。事業の種類は認知症対応型

通所介護事業、これは認知症専用のデイサービスでございます。これを併設する予定になってご

ざいます。それで申請者は先程言いましたＮＰＯどんぐりの家でございまして、名称は通所介護

どんぐりの杜ということになります。管理者は荒川裕貴さんという方になってございます。これ

認知症の通所介護をやります。利用者定員は１２人ということになってございます。事業開始予

定日も１８年１０月１日でございます。営業日につきましては月曜から土曜、日曜から正月３が

日と３１日は休業日ということになってございます。営業時間につきましては９時３０分から１

６時ということで、サービス提供時間は６時間３０分で、６時間から８時間未満の単位をとって

ございます。それから３番の敷地及び建物でございますが、デイサービスの部分の建物につきま

しては、１５３．２０平米でございまして、４６．４２坪でございます。人員及び設備に関する

基準につきましても、すべてクリアをしてございます。  

建設場所でございますけれども、次の図面をお開き願いたいと思いますが、グリーンで申請地、

白老郡白老町字萩野３１０の１１１と書いてございます。四角く斜めに斜線を引いた部分でござ

います。その左隣に現在のどんぐりの家がございます。このどんぐりの家と申請地の間に空白部

分がございますが、これは道路用地６メートル５０センチが道路用地となってございます。道路

用地を挟んで隣に建てるようになってございます。 

次に裏のページでございますが、これが建物の平面図でございます。すべて平屋建てとなって

ございます。次のページでございますが、見取り図描いてございます。グリーンの部分がデイサ

ービスの部分でございます。それからピンクの部分がグループホームの部分でございます。すべ

てグループホームの居室は６畳間というふうになってございます。国の基準では４．５畳以上あ

ればいいという事になっているのです。それが６畳になってございます。ここの大きな特徴とし

ましては、右側のほうに居室３と居室４となってますね、これは通しの部屋になっているので、

ご夫婦で入れるようになっている部屋が１つ設けられてございます。あとにつきましては先般２

月に視察行きました片側のほうとまったく同じような図面構成になってございます。それにデイ

サービスが併設されるという形になってございます。これにつきましては認知症専用のデイサー

ビスでございます。そういうふうになってございます。  



 10 

実はだいたい概略説明したのですが、ここに先程私事業開始予定日１０月１日を予定していま

すということになってございますが、事前申請は出されているのですが、本申請はまだ実は受付

してございません。と言いますのは、実は国のほうの福祉空間整備等交付金というのがあるので

す。１経費７，０００万円ほどの補助金はあるのですが、実は道補助も入ります。それで４月２

５日の日にやっと意向調査が入ったのですよ。１８年の整備状況報告ですかということで、本当

はすぐに着工して１０月なのですけれども、事前着工なりますので、実は意向調査だけなのです

よ。それでうちのほう問い合わせは山口課長担当ですので、問い合わせしているのですが、かな

りずれ込むのかなということで、この前の新聞見ますと道が道負担分があるのですよ。これが非

常に財政が厳しいと、従って新規に整備する事業者においては、例えば道の交付金が定かでない

のでかなり厳しい状況なので、資金繰りについては十分配慮しながらやってくださいということ

が新聞に載っていましたけれども、実はこれは国の交付金がございますので、義務的に道も出さ

ないと駄目ですから、従ってうちの方要望としては今年の整備計画こうですということは実は申

請してございます。その返事待ちながら建築進めていくというような情況なってございますので、

この福祉空間整備等の交付金が確定しましたらまた議会のほうにお計りして、補正等を考えてご

ざいますので、付けさせていただきます。この地域密着型がグループホームと、認知症専用のデ

イサービスが実は運営協議会に申請しまして、実はこれは申請を許可してございます。 

 続けてお話させていただきますけれども、実はこの他に引き続き連休明けにもう１箇所地域密

着型の整備状況ということで受付をする予定でございましたが、先般先週の月曜日に先方の連休

明けに事前申請を行うということで、私どものほうで取り進めてございました。ところが急遽法

人の都合により保留をさせていただきたいということで実は来ましたので、その報告方々ですね。 

 実は隣町の苫小牧市の道央佐藤病院さん、玄洋会さん、ほぼ土地も物色しまして建設地もほと

んど決まりかけていた、実は先週月曜日に理事長さん自ら来ていただきまして、玄洋会さん最近

非常に手広く身障の部分と介護保険の施設をかなり作りました。グループホームについてはすべ

て満所なのです。ところが実はグループホームで事故ではないのですけれども、ちょっとしたト

ラブルがあったということでですね、今一度初心に帰って管理意識を向上する必要が出てきたと。 

職員教育を徹底しなければ駄目だと、そういうことで今ある施設の従事者含めて再教育を構築

していきたいと。それまでは理事長が新規出店については設立はちょっと見合わせるということ

で、白老に実はグループホーム２ユニット、認知症のデイサービス、それから小規模多機能型、

日中のケアと泊まりのケアと、これを３つを３点セットで実はやらせてほしいということで、私

どももグループホームとデイサービスについては他の事業所もいろいろ来ていますので、ただ多

機能小規模につきましてはあまり手が挙げてないもので、そういうところでもし来ていただける

のであればいいかなと思ったのですけれども。実は保留をということになりましたので、今のと

ころ１８年度中に多機能型のサービスは今のところ地元でやられるところはないのかなという

状況になってございますので、玄洋会さんにおいては当面の間保留ということで、私どもも順次

次の業者がございますので進めますよと。ですから例えば１９年度に繰り下げするだとか２０年

に繰り下げするだとかその辺の理事長さん実はお話はないのですかと念押してございます。新た
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に考えずに、白老さんの計画に基づいて申請をしますので、そういう考えに至って結構でござい

ますということで承認いただいてございますので、玄洋会さんについては中止という形になりま

したので、ご報告させていただきます。以上で私のほうから説明を終わります。 

○委員長（吉田和子君） 送っていただいた資料についての説明が終わりましたけれども、こ

の件について質疑がございましたらどうぞ。 

 熊谷副委員長。 

○副委員長（熊谷雅史君） 言葉なのですけれども分からないので、内潟主幹に聞きたいので

すけれど。資料１の裏側、運動加算、栄養・口腔加算、その下のアクティビティ加算て何ですか。

お願いします。 

○委員長（吉田和子君） 内潟主幹。 

○高齢者保健福祉Ｇ主幹（内潟康子君） アクティビティ加算と申し上げますのは、いわゆる

今まで行われておりましたレクレーション的なもの含めてのデイサービス、従前行われておりま

したリハビリというよりは生活リハビリ的な生活レク的なものを取り入れている部分でござい

ます。 

○副委員長（熊谷雅史君） 分かりました、ありがとうございます。 

○委員長（吉田和子君） 後いいですか。他に質疑のございます方どうぞ。 

 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 資料３の２のところのですね、第３期の全道の介護保険料の説明いた

だいたのですけれども、１番から３８番の白老町に至るまでの各町村の値上げ率とか値下げ率と

か一覧表頂いたのですが、この中で平均して２６番のせたな町とか３４番の羅臼町辺りまでです

ね、増減率がマイナスになっているところも多いのですよね。なぜこういうふうにマイナスにで

きるのかその辺の原因というか、そのようなことはお調べになってもし分かっていらっしゃるの

でしたら教えていただきたいなと思いまして。 

○委員長（吉田和子君） 長澤主幹。 

○介護保険Ｇ主幹（長澤敏博君） いまのご質問につきまして、実質私のほうで調査したとい

うことではございませんが、推測される形でお答えさせていただきます。これにつきましては３

年を１期として介護保険事業計画というものを策定しております。その３年を１期とした介護給

付費の見込み額に応じて介護保険料というのを算定してございます。介護給付費が必然的に下が

れば頂く介護保険料も簡単な言葉で言えば余ってくるという形になるかと思います。その余った

お金を基金のほうに積み立てると。次回の計画その後の３年ですね、今回でいけば第３期平成１

８年から２０年におきます介護給付費を算定するにあたって同じように保険料を算定するわけ

なのですが、この積み立てている基金を取り崩す場合においては介護保険料というのは下がる可

能性が十分考えられます。ですから基金の積み立て残高が多い市町村については前回の第２期の

介護保険料を下回る介護保険料が算定される可能性が考えられるという形に私のほうでは推測

させていただいております。以上でございます。 

○委員長（吉田和子君） 西田委員。 



 12 

○委員（西田祐子君） 今この説明うかがったのですけれども、ずっと町村の名前見ていまし

たらそれほど大きなところじゃなくて小さな町のほうが保険料自体も安く尚且つ増減率も下が

っていると。できればこういう良い所の実態を調べていただいて、参考にできるものであれば是

非参考にさせていただきたいなと思ったのですけれども、いかがでしょうか。 

○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） 西田委員のご意見ですけれど、実は今うちの長澤主幹が

話したように保険料につきましては介護給付全体の見込み量が少なくなれば保険料も少なくて

いいのですけれど。ただ一概に私もそう捉えていますが、見込みがどうだというのがまず１つの

問題ございます。それともう１つは在宅、施設が思ったより伸びなかっただとか、それからもう

１つ大きなのにはこれが本来一番予防給付、要するに介護にならないようなですね、なんか事業

を展開して予防給付やったから利用者が減ったんだとか、もしこういうことがあれば私ども参考

にしたいものですから、この大きく下がっているところにつきましては後程担当者のほうから問

い合わせをさせていただいて、勉強させていただきたいと思いますので、そういうことでご理解

ください。 

○委員長（吉田和子君） よろしいですか。他に質疑のございます方どうぞ。 

 宗像委員。 

○委員（宗像脩君） 資料２ですから内潟主幹にお伺いしますけれども、資料２の裏の相談の

手段とサービスの種別ということで出ていますが、今来所相談では在宅サービスに関する相談が

一番多かったというのですけれども、この在宅サービスいわゆる在宅介護というのですか、その

傾向はここ最近はどうなっているのだろう、その点まず１点。 

○委員長（吉田和子君） 内潟主幹。 

○高齢者保健福祉Ｇ主幹（内潟康子君） 在宅サービスの希望は大変多くなっております。そ

の中身としまして３月まで多かったのは通院乗降介助に対するサービスの希望がとても多かっ

たのです。それが今今度は要支援になりました時に,介護１以上でなければ有償運送サービス等

の規定もございまして、利用できなくなってきているというところの混乱は若干ございました。 

あとは在宅サービスの中でヘルパーさんにお買い物だとか、それから買い物代わりと多いです。 

それとお掃除等の支援をお願いしたいという形にご希望が多いというふうに傾向としては考

えております。 

○委員長（吉田和子君） 宗像委員。 

○委員（宗像脩君） 今お買い物だとかいろいろな在宅サービスがあるわけですけれども、実

際に在宅１７件あったその中で、これは在宅介護では無理だと、こういう施設に行ったらどうだ

とか、そういう極端なケースというのはないのですか。  

○委員長（吉田和子君） 内潟主幹。 

○高齢者保健福祉Ｇ主幹（内潟康子君） 実は在宅の中でも施設が適切化というケースはござ

います。ですけれども、介護されている方、それから独居の方、そういう条件で多少は変わって

まいりますが、基本的には在宅を支える方向で支援は続けております。 
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○委員長（吉田和子君） 宗像委員。 

○委員（宗像脩君） もう１点同じところなのですけれども、電話相談の高齢者実態把握調査

という６５歳訪問のところですけれども。これは当然６５歳以上の方が自らがこういう相談かけ

てくるのだと思うのだけれども、先程主幹の話では６５歳というのはまだ元気だからという話も

ありましたけれども、電話でどんな中身、いくつかの例ですけれども、中身どんなものがありま

すか。 

○委員長（吉田和子君） 内潟主幹。 

○高齢者保健福祉Ｇ主幹（内潟康子君） ６５歳訪問というのは２年ほど前から行っておりま

して、６５歳到達したお誕生日の翌月に全６５歳になった方、介護保険の１号保険者になられる

方なのですけれども、その方を全戸訪問しようということで続けている訪問でございます。 

とりあえず介護保険のサービスの中身でありますとか、それから町で行っている保険福祉サー

ビスについてご理解いただくということで、特に今の時期は生活習慣病検診等も行ってございま

すので、そちらのほうのお勧めですとか、いろいろな町の制度ですね、そういったことをご紹介

しながら健康管理、それから介護保険への理解を深めていただくというような形での訪問をさせ

ていただくということで、地域型の在宅介護支援センターと私どものほうで行っている実態調査

把握の訪問という形をとってございます。 

○委員長（吉田和子君） よろしいですか。他。 

 武岡参事。 

○健康福祉課参事（武岡富士男君） 補足させてもらいますけれども。今６５歳到達者の訪問

ですけれども、実は２年前から課のほうとしましては、やはり６５歳になりますとまず１つには

介護保険料の１号被保険者となって、年金かもしくは自分で納付いただく被保険者になられるよ

という、これはすべて介護保険制度を円滑に進めるためには６５歳になった到達点ですべてを訪

問しようと。それで地域割りを実はしてございます。 

社台、白老につきましては包括支援センターがまずやると。それと萩野、北吉原については地

域型の在宅介護支援センター委託していますどんぐりさん、それから竹浦、虎杖浜についてはリ

ハビリセンターさん、これは実は委託してございます。  

予算でも挙げてございますけれど、６５歳の時には是非訪問してくださいと、面会してくださ

いと。それで介護のしおり等々それから今の健康状態、それから介護保険利用するとこういうこ

とになりますよと、そういうＰＲを兼ねながらですね、全戸訪問してくださいということで予算

も実は計上してございますけれども、６５歳訪問については訪問していただくことによって１件

２，５００円の請負でもって、実はやっていただく。包括支援センターは白老から社台を受け持

ってございます。そういうふうで将来的に６５歳のときに全部回っていれば、やはり介護保険の

理解を高めるということで、実はやっている事業でございます。以上追加させていただきます。 

○委員長（吉田和子君） 他に質疑のございます方どうぞ。 

 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 僕の理解がよくできないから、すいません資料１でね、ここでいって
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いる経過的要介護という方は、４月になったら４月で３０人の人が認定し直したよという意味な

のですか。そしてその時に例えば要介護１の人からも要支援に移ったり、要支援１や２に移った

りひょっとしたら要介護３に行ったり、要介護１そのままという人もいるということで、これ全

体でどのくらい動いているのか、そこが僕よく分からないものだから、その点もうちょっとすい

ません。 

○委員長（吉田和子君） 内潟主幹。 

○高齢者保健福祉Ｇ主幹（内潟康子君） まず更新認定で経過的要介護、いま法が変わっての

ことなのですけれども、介護保険というのは一度認定されますとだいたい６ヶ月から長い方で２

年の有効期間がございます。初回の方はだいたい６ヵ月後にもう一度再認定ということで有効期

間がありますので、今回の法改正は４月１日なのですが、その有効期間までは例えば支援の方に

ついては要支援１、２の判定が出るまでは、経過的要介護という形・・・ 

○委員（大渕紀夫君） 今までのやつですね。 

○高齢者保健福祉Ｇ主幹（内潟康子君） その方で最高長いのが来年の３月までの有効期間と

いう形になります。まずこれが１つローリングしていく仕組みでございます。 

○委員（大渕紀夫君） これ２５１人の人がいて、４月に３０人の人を今言ったようにしたと。

だから残っている人は２２１人残っているから、それが３月まで順次なっていくよという理解で

いいの。 

○高齢者保健福祉Ｇ主幹（内潟康子君） はい。 

○委員（大渕紀夫君） そこは分かった。 

○高齢者保健福祉Ｇ主幹（内潟康子君） まずそこが１つです。その移動の状況なのですが、

委員がおっしゃるよう介護１から要支援１にいく割合ですとか、どのくらいの率で動くかは、今

日押さえてきておりません。 

○委員長（吉田和子君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 要するに要介護１の人４月に１２人減っていますよね。要介護１の人

亡くなった人もいるかもしれないよね。だからぼくが言いたいのはここで経過的要介護の方が３

０人動いて、この人は全然要支援でなくなった人もいるし、要支援１に行った人も２に行った人

もいると。要介護１から要支援２に行った人もいるだろうと。要するに全体でどのくらい動いて

いるのかということだけが分かればいい。パーセントじゃなくて。詳しいことじゃなくて。 

○委員長（吉田和子君） 長澤主幹。 

○介護保険Ｇ主幹（長澤敏博君） 実質今大渕委員お話の通り、３月末現在で９４２名の認定

者がいましたので、４月末で９３９名、相対的にはマイナス３名で、要は３月の９４２名がどの

ように動いたのか、さっき委員おっしゃったとおり中には亡くなった方もいらっしゃいますでし

ょうし、転出した方もいらっしゃいますでしょうし、中には転入してきた方、新たに認定を受け

た方、大変今私のほうも手元には資料がないものですから、介護度ごとの３月末と４月末の動き

を調べるとなると若干時間かかるものですから、おいおい資料的にまとめて提出したいと思って

おります。 
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○委員長（吉田和子君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） そんな難しいこと言ってごめんなさい。うんと単純に言えば４月で新

規は０、０ですよね。９４２人から９３９人、介護受けた人３人亡くなったのか、それともまっ

たく介護しなくてもいいというふうになったというふうに理解していいのですか。そういうこと

なの・・・そこがよく分からないのです。例えば３人亡くなれば介護全部受けている人がそれだ

けだったら計算合うよね。そういう意味にとっていいのかということを僕は聞いているのですよ。 

そういう意味なのですよ。こっからまったく要支援１でも２でもない支援いらなくなってしま

った人が３人なのか、ぼくが言っているのはそういうことを単純に聞きたかっただけなの。状況

がどうだとか難しい話ではないの。そういうふうにこの表見てもいいのか、それで間違っていな

いのかということを聞きたかっただけなのです。それだけ。 

○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、転出、死亡ありますので、あります。非該

当もあります。今もです。そういうことでですね、数字はなかなか合わせられないのです。基本

的なことを私申しますと、私は認定審査会については毎回出ているのです。毎週火曜日やってい

るのですけれど。それでですね、大雑把ですよ、だいたいですね、１回の審査会で２６件から２

５件審査するのです。その中で新規というの、毎回５件くらい新規出てきます。それで要支援に

なるのか１､２段階介護になるのか、だいたい５件ぐらい出てきます。それと自立になる方、出

てきたのですけれどこれ該当しないよという方、これは２５件のうちで１件あるか２件ぐらいで

すね。それから介護１から要支援１、２に振り分けられる方、大雑把ですけれど、介護１に残る

方はやっぱり４割ぐらいいるのですよ。国が言ってるのは７割から８割は振り分けるよと言った

けれど、うちはどちらかというと認定審査会の先生方厳しい目で審査していただいていますので、

うちは若干国の基準より低いです。６割くらいはだいたい要介護１から要支援１、２に振り分け

られています。だいたいおおむねですけれども、そういうふうになっています。 

○委員長（吉田和子君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） なぜそのようなことを聞いたかというと、例えば先程壮瞥の話ありま

したよね、一番高いって。施設があってね、壮瞥の人がものすごく施設に入っていなかったら介

護保険料上がらないよね。他から行ったとしても上がらないでしょ、お金もらうのだから。だか

ら壮瞥それで納得しているということは、壮瞥の人口比で言えば施設に入っている人ものすごく

多いというふうにならないとそうならないよね。だからそういう意味で壮瞥の町民の人達が納得

するというのちょっと分かるような気もするのだけれども、施設偏重主義にはならないのかな

と・・・それで今この話を聞いた。 

○委員長（吉田和子君） 長澤主幹。 

○介護保険Ｇ主幹（長澤敏博君） 介護保険制度の中に今３施設、介護保険施設、老人保健施

設、療養型の医療施設という形で３施設があります。この３施設につきましては、住民票を例え

ば白老町から苫小牧市にある特別養護老人ホームに住民票移した場合であっても、本来からいけ

ば住民票のあるところが保険者になるわけなのですが、住所地特例制度というのがございまして、
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白老から苫小牧に移した場合はあくまでも保険者は白老町のままという形になりまして、給付費

も白老町が払うという制度がございます。 

ただ推測ではございますが、壮瞥町さんにつきましては、平成１２年以前から入っている方、

この旧措置者という方なのですが、もっとそれ以前から町民として住民票をそこに置いている方、

要するに町内にある施設にもともと入っている方が、給付費でいけば先程うちの参事がお話した

白老町６２、３パーセントなのですが、壮瞥町の場合は８０パーセントと。要するに認定者に占

める割合、施設に入っている割合が非常に高いというふうに推測されます。白老町の場合は４月

現在で９３９名なのですが、この３施設に入っている人数は、２２０から２５０の間で推移して

いるわけなので、単純に１，０００まではいかないのですけれども、２０何パーセントという形

で施設入所者という形で。その中には当然白老町に住民票があればその施設に住民票がある住所

地特例制度というのが何人も含まれています。 

今後につきましてもそういう形でそういう施設に住民票を移した方については、住所地特例者

という形になります。先程委員ご質問あった単純に９４２人が９３９人に３人減ったと。この３

人減った理由というのは、要は今まで介護度持っていた方がこの４月中に認定審査会において介

護度が仮に変わったとしても認定者としての数は変わらないわけですよね。ですから、介護１だ

った人が要支援２になったとしても人数的には変わらないわけですよね。簡単に３人減ったとい

うことになれば、死亡、転出、これが一番白老町の場合多いのですよ。特に死亡が６５歳以上の

方で認定を受けている方の死亡というのが、月によっても偏りますが多いです。転出というのも

やっぱりあります。逆に転入という形で認定者の方が白老町に転入してくるというのは、３月に

おきましては私いなかったのですけれども、通常は施設に入る方、例えば先程の３施設ではなく

特定施設に入る方で住民票を移して認定者という方は白老町が保険者になるわけですから、そう

いう転出、死亡のマイナス要因と転入のプラス要因を比較すると、マイナス要因が３月に比べて

４月が多かったと推測されます。以上でございます。 

○委員長（吉田和子君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） わかりました。もう１つ。今回保険料が改定になったね。「さくら」さ

んができたでしょ。「さくら」さんの定数で前に僕の１期目位の記憶では１ベットできると２８

円だか３５円だか保険料オンされるよと、白老町の町民入った場合だよ。他から来た分について

は今まったく関係ないでしょ。だいたいね、｢さくら｣ができて保険料に跳ね返っている分ていう

のがだいたいどの程度か分かりますか。施設ができるのはすごく良くて町民的にはいいのだけれ

ども、必ずそれは保険料に跳ね返りますでしょ。施設作れば作るほど跳ね返るわけだから、他か

ら入らなければいいのだけれども、白老町民が入れば必ず保険料上がるのだから。そこら辺がき

ちっと分かってやっていかないと保険料との関係見えてこないような気がするのです。あそこに

町外の人どれくらい入っているかは知らないけれど。 

○委員長（吉田和子君） 調べていますので、暫時休憩をしたいと思います。 

休  憩  午前１１時１３分 
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再  開  午前１１時２０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。先程の答弁をお願いします。

長澤主幹。 

○介護保険Ｇ主幹（長澤敏博君）  先程の施設に１人入所することによって保険料にどのく

らいの影響があるかということで。まず昨年の１０月に介護保険の施設報酬が改正なりました。

食事代、部屋代が個人負担という形になりましたことによって、介護報酬自体は若干下がってご

ざいます。それで１００パーセントの数字は今出せないのですがおおよその金額で出させていた

だきますと、各施設で１人入所することによっておおよそ保険料に影響する金額がだいたい１０

円から１２、３円。この金額が１月当たりの金額なのですが、この金額が影響なるかというふう

に考えてございます。以上でございます。 

○委員（大渕紀夫君） わかりました。 

○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。 

 根本委員。 

○委員（根本道明君） 最後のグループホームの件で聞きたいのですけれども。以前に１８名

残っていますよと。ここでどんぐりがすることによって９になりますよね。残り９で、それで先

程道央佐藤病院の申請が１８名というふうにうかがったのですが、そこら辺変更になったのかど

うなのか。 

○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） 今の白老町にあるグループホームは２ユニットの定員１

８名でございます。それで第３期の計画では１８年から２０年までどうなっているかと、今後３

ユニット２７名を認可していきますよということでございます。 

それで、どんぐりさんはもともと私ども計画を作る段階で、実は今までにご相談来られたとか

話があった地元の業者さんについてはすべて意向調査をしています。今後計画はどのような計画

をお持ちですかと。それは第３期介護保険計画にも反映をしなければ駄目ですということで、全

件意向調整してございます。 

それから白老町外の業者さんにつきましては今まで課に問い合わせだとかお話があったとこ

ろについては、相談に来られたところにはその方々にもどういう計画をお持ちですかということ

を、実は全部意向調査してございます。それで第３期白老町にとって必用な整備状況を取りまと

めてしてございます。事前審査については順番にやらさせていただいているということでござい

ます。 

ですから今余談でございますけれども、どんぐりさんが９人の１ユニット実は申し込みで認可

をする予定でございます。今の待機はどうなっているかということでございますが、実は４月２

６日運営協議会を開催する前日に私訪問しまして、今どのくらいの受付になっているのと聞いた

ら、５人から６人が待っている状態ですというようなお話をさせていただいてございます。 

従って町としては道央佐藤病院、玄洋会さんがグループホーム延期なさいました、保留しまし

たけれど、次に今年度やるか来年度になるか分かりませんけれども、その辺を内部調査しまして
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ですね、グループホームやりたいというところ他にも来ています、地元からもあります。その辺

のですね、事前協議に入らせていただくというような考えを持ってございますことを、まずご報

告したいと思います。以上です。 

○委員長（吉田和子君） よろしいですか。他に質疑のございます方どうぞ。 

 あとその他全般で介護保険制度のことでお聞きしたいことがあれば。 

 私のほうから１点よろしいでしょうか。先程資料１の説明の中で施設関係のことでいろいろな

サービスの中で栄養・口腔衛生の関係が１箇所と確か言われたのですが、これ今後１７年の１０

月にスタートしたと思うのですが、食事管理ということで介護保険施設が栄養士とかそれに該当

する立場の人が栄養のケア計画書を作るということになりましたよね。これは栄養士等がいない

と駄目なのですよね。形としては栄養スクリーニングというのですか、栄養状態の判定をして、

それからケアマネージメント書を作成して、その原案の栄養ケア計画書を作成し、そして医師と

か他職種、歯科医師とか口腔のほう入っていると思うのですけど、それから要介護とか職員、栄

養管理士とかによるカンファレンスを行って、会議を行って栄養ケア計画書ができるということ

になっているのですが、１箇所ということは、今白老には施設が他にもありますよね。他のほう

の施設の対応というのはどうなっているのかなということを１点と。 

それから成年後見人制度、先程認知症がかなり増えてきているということと同時に、成年後見

人制度、前に社会福祉協議会で社会福祉士の方が何人かを受け持ってやっているというお話だっ

たのですが、ほとんどやっぱり後見人は親族が受け持っているところが多いのですよね。ただ社

会福祉士が３パーセントぐらい担当しているということで、この福祉士の担当分野が増えてくる

のかなというふうに思うのですが、今の現状の中で対応できるのかどうなのか、その点伺いたい

と思うのです。 

内潟主幹。 

○高齢者保健福祉Ｇ主幹（内潟康子君） 栄養加算のことについてのことなのですが、今委員

おっしゃったのは去年の１０月からは施設入所者の栄養のことなのですが、こちらの栄養加算と

申し上げますのは、通所介護デイサービスの中で予防給付の中で同じような形で栄養士がケアプ

ランを作成いたします。その対象となる方につきましても、基本項目の２５項目の国の示してい

る基準がございまして、そこに該当してくる方をスクリーニング今生活習慣病検診等で行ってお

りますが、その中で対象となってくる方、普段私達の保険活動の中でフォローされてる方でこの

事業に結びつく方、も ちろん包括支援センターで全件訪問いたしておりますが、そのときにもス

クリーニングの２５項目行っておりますので、そこで必要と認められた方に対して同じように栄

養アセスメントという形と、課題を抽出して行うのですが、いかんせん栄養士がデイサービスに

配置されているところが十分おりませんで、今栄養加算を取り入れようとしているのはリハビリ

センターさんだけなのです。その中でも４月については体制が整いませんで、また国のマニュア

ルが出たのが４月に入ってからだったものですから、それに準じて行える内容を広げていきたい

というふうには考えておりますが、今対応できるのは１箇所だけという形になっております。 

 成年後見人制度のことについてなのですが、成年後見人制度、先日もケアマネの勉強会でもや
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ったのですけれども、これは包括支援センターのほうで成年後見人制度について広く周知してい

くということを今年度については制度そのものを皆さんにご理解いただくということを目標に

講演会等を行おうというふうに検討してございます。今現在社会福祉協議会で権利擁護事業等に

ついて行っておりますが、身障の方それから認知症の方ということで対象になっておりますが、

今認知症の関係でご議論になっている方はいらっしゃらないというふうに聞いております。また

成年後見人制度につきまして包括支援センターとそれから居宅支援事業所のほうで４月から１

例取り組んでおりますが、まだ完全に契約にまでは至っていない状況がございます。順次制度の

活用については検討して、制度そのものについての理解をしていただくように、進めていきたい

というふうに今年度は思っております。 

○委員長（吉田和子君） 今２回目のときに聞こうと思ったのですよ。施設は全部栄養士さん

がいないと駄目なのですよね。施設の場合は整っているのではないかなと。それで今後通所者も

対象になるということで、きっと栄養士さんが足りないだろうと。そういった問題を解決するた

めに、包括支援センターとして何か栄養士さんがあちこち受け持つということはできないのかな。 

その辺のこと分からないのだけれども、白老町にいる栄養士さんをなんだかの形で今後介護予

防ということを重点的に見ていった時に、食の部分というのはすごく大事だと思うのですね。で

すからそういう部分でいくと、この計画というか、きちっと持つということがすごく大事になっ

てくるのかなと。その為の栄養士さんというのはきっと不足しているのだろうなと思ったので、

今後包括支援センターとしてそのできないところの通所施設に対してどのような指導していく

というわけではないですけれども、お互い相談をしながら何か良い形を見つけていかなければい

けないのかなと思っているのですけれども、その対象者の方がどのくらいいるのか分かりません

けれども、そういうのも含めて今後どうされるのかなということをお聞きしたかったのですよ。 

そういうことで足りないということでしたので、足りないのであれば何か方法を今後考えてい

かなければいけないのかなというのが１点と。 

それから後見人制度はよく分かったのですが、なぜ後見人制度を伺ったかというと、認知症と

か介護の重度になってくると、認知にはなっていないけれどよく現状わかってない方もいらっし

ゃって、私何回か言っていますけれども、虐待防止ということでネットワーク作りは包括支援セ

ンター中で今後計画していくとは思うのですけれども、その進捗状況、どの辺まで今行かれてい

るのか、これからネットワークづくりということになるとかなり大きなことのネットワークづく

りになると思いますのでね、そういった面で時間ももう少しかかるのだろうなと思っています。 

包括支援センターができてスタートしたばかりですから、それから今度１つ２つと手を付けて

いくと思うのですけれども、どのような形でいつごろそのようなネットワークづくりが、作りな

がらいろいろな情報はもちろん得ていくと思うのです。できないからできないということではな

いと思うのですけれども、その辺でどのように捉えられているのか、その２点伺いたいと思いま

す。 

内潟主幹。 

○高齢者保健福祉Ｇ主幹（内潟康子君） 栄養士さんの配置のことについてなのですが、これ
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はサービス事業所として基準で配置しなければならない部分、例えばデイサービスの事業所であ

ればデイサービスを行うために必要なスタッフとして配置しなければならないので、町が派遣す

るとか、そういう形には予防給付の中ではなり得ないというふうにまず１点。 

特定高齢者の部分で町が行う分については町の栄養士を活用した形で、入っていきたいなとい

うふうには思っております。ただいま今年度始まってどれくらいの数が出てくるのか皆目見当が

つかない状態でございますので、それを見極めながら行う形、それから国のマニュアルがやっと

示されましたので、それを見ますとかなり事細かに記載するようになってございます。またその

評価も３ヶ月から６ヶ月に１度ある一定程度の基準に従っておこなわなければならなくなって

おりますので、今年度については慎重にやる方について検討しながら進めていきたいというふう

に思っております。 

虐待ネットワークについてのことなのですが、このことにつきましては今現在まず町のほうで

要綱を作成している最中でございます。このことにつきましてはなるべく早くに対応したいとい

うふうに考えておりまして、５月中に要綱を完成させて、一度早い時期に協議会の形を作りたい

というふうに思っております。今多方面から資料を取り寄せて、白老町に合ったやり方というこ

とで、苫小牧警察署のほうからも協力のお申し出もあります。 

○委員長（吉田和子君） 他に質疑のございます方。ありませんか。 

 武岡参事。 

○健康福祉課参事（武岡富士男君） 今の虐待防止ネットワークづくりについて今順次作業を

進めてございます。今委員長がおっしゃったように、単なる小さな組織にはならないのです。従

って情報も得なければなりませんから、当然地元の施設、その従事する方々、それから町内会、

また民生委員さん、かなりの幅広い協力委員がいなかったらだめだということで、その辺の仕組

みを今検討して順次作ってございますので、そう２ヶ月３ヶ月かからなくても何とか６月ぐらい

の時点では立ち上げをしたいなと。その間の虐待防止につきましては、私どものほうに非常に児

童ばかりではなく高齢者の部分について実はあるのです。私はこんなに出てくるのかなと思った

のですが、実はそれが虐待なのかどうなのかといったら、その方々にとっては普通かもしれない

けれども、専門家だとかいろいろな方、また知り合いの方見るとちょっと異常だと、介護放棄で

はないかとか、そういうこともありますのでね、定義づけは非常に難しいのですけれども、そう

いうケースも順次包括のほうでないからしないのではなく、現実に取り組んでございますので、

その辺を１つご理解していただきたいと。 

 もう１つは社会福祉士については、国の基準では包括に置きなさいというふうになっています。

うちのほうについては実は今いないのです。１８年度の今年の職員採用のときにお願いをしたの

ですけれども、いい人材がいなくて見送りになったのですけれど。実は国のほうも基準としては

いいのですけれども、要するに保険師さんだとか、相談業務に３年間従事していれば必須条件じ

ゃないです、置かなくても当面の間はいいですよと言っている。ですけど町が直営の包括センタ

ーに社会福祉士がいないということは、当面はいいのですけれども、来年に向けては町でも新た

に３月末に社会福祉士を受かった方が２名ございます。そういう方にお願いして、既存にもまだ
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１人いますので、全体の人数の中で３人いますので、その辺理事者に何とか早く専門職を置いて

いただくというようなことを、私のほうから順次働きかけていく予定でございますので、ご理解

していただきたいと思います。 

 それともう１つ最後にお願いでございますが、計画の変更を実はさせていただきたいというこ

とで。何の計画かというと、今まで言っています要支援１と２の予防ケアプランの作成でござい

ます。この件に関して議会等でできるだけ今の民間の事業所に委託をしてやっていきますよとい

うことで、再三議会でも申し上げてございます。それで平成１８年の予算のところで説明しまし

たが、当初の予算の説明では実は予防給付、要支援１、２のケアプランをたてなければ駄目な方

が３００人ぐらいいますよと。それで民間に２００ぐらい委託しますよと。包括支援センター、

町が残り１００名ぐらいを計画していきますということで予算審議で議決を頂いてございます。

それが実は３月の末に取り扱い基準が明確化にされましてですね、今まで国は委託いいですよと

言ったけれど、ケアマネージャーに８人しか持たせられませんよということが予算の段階ですよ。 

３月の末に更に基準がもう１つ盛り込まれまして、うちは２００人を事業所のケアマネージャ

ーの資格持っている兼務でやってもらうということで、事業所も全部そういうことでやっていた

だくということになったのですが、その兼務の方々は８名持っていただこうと思ったのですが、

その兼務の人は料金換算にしますと。意味分かりますか。兼務で８人持って、例えば０．１人区

しか見ませんよと。兼務者が５人いました。それは要するに業務で料金換算にしなさいと。とい

うことは、兼務で８人持っていれば１日２時間ケアマネになりますよと言ったら、４人で１人区

なのですよ。分かりますね。そういうことでケアマネの人数がグーンと減るわけなのですよ。そ

れで各事業所と再打ち合わせした結果、２００ぐらい実は今まで委託できたのですけれども、こ

れが１００ぐらいしか事業所で受けられないと。包括センターで残り２００をしなければならな

いと。国は適正な介護給付プランをたてるのに基本的には包括直轄でやりなさいということで、

いろいろな条件を付してきているのですよ。最後だんだんだんだんきつくなってきて、兼務ケア

マネは０．１人区だけど、料金換算して８人しか持たされませんということですので、非常に事

業所も４，０００円の報酬ではできませんので、当然事業所も縮小しなければならないというこ

とで、包括が直接ですね、ケアマネを探しまして、包括で将来的には事業所の兼務で、専任は８

人持てますのだけれども、兼務となるとなかなか難しくなってきますので、最終的には包括で直

接ケアプランをすべてたてなければ駄目だというような状況になってございますので、６月の補

正のもケアマネの賃金、車両等々をですね、予算を補正をさせていただきます。当然委託の報酬

が減りまして持ち出しのやつ入れ替えになりますので、その辺のことを当初からですと変更させ

ていただきます。委託が少なくなって包括でケアプラン件数が倍ぐらいになるということでご理

解いただきたいと思います。以上でございます。 

○委員長（吉田和子君） 虐待防止はネットワーク出来て児童のほうは見えてきたという部分

ありましたので、やりながらそういう組織体制ができるといいなというふうに思います。 

 他に何かありませんか。よろしいですか。ここで暫時休憩をいたします。健康福祉課の職員の

皆さん今日はありがとうございます。あとまとめをしたいと思います。 
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休  憩  午前１１時４３分 

                                            

再  開  午前１１時４５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。介護保険制度については前

回報告しないで継続調査にしてきましたけれども、６月定例会が来月になりましたけれども、介

護保険制度については今回報告をするべきかなというふうに思うのですが、皆さんの考えを伺い

たいと思います。 

 これで介護保険制度については終わりということですので、報告をしたいと思いますけれども、

委員の皆様からまとめについて御意見を伺いたいと思います。こういった点は報告するべきでは

ないかとか、そういう点がありましたら伺いたいと思います。 

 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫子君） 前回の状況あまり僕が記憶していないのだけれども、白老町として

は包括支援センター含めて結構がんばってやっているなというふうにこの部分について言えば

思っているのです。ですから表現は別にしてやっぱりきちっと議会として評価すべきところは評

価してあげたほうがいいのではないかというふうに思います。言葉の使い方はうまく浮かびませ

んけれどもうちが直轄で包括支援センターをやっているということ含めて、僕は評価すべき部分

だと思っていますから。丸投げまったくしてないという意味で言えばね、そういう点が１つと。 

 ただ非常に国の制度がめまぐるしく変わるためにそれを町民が理解する前にどんどん変わっ

ていくのですよ。我々自体が理解する前に制度が変わってしまっているというのが実態だと思う

のですよね。そういうことについては一定の苦言を書くべきではないかと、書いたからといって

どうなるものでもないかもしれないけれども、きちっと残すべきものは議会として残すと、そう

いう部分が必要かな。具体的にこういうふうに書いて欲しいとはなかなか言えないけれども、僕

が感じているのはその２点感じていました。 

○委員長（吉田和子君） 評価するということでは先程６５歳になった方には全員にあたって

介護保険の理解をしていただくように今勧めているといわれたことと、この制度が変わることで

認定を受ける方全員にまたあたろうとしているというこの部分は他の市町村やっているかどう

かわかりませんけれども、積極的に介護者が困らないようにしようと努力されていることは、こ

の評価の中に入ってくるのかなと思っていました。 

それとサービスがある程度、もっともっとどんどん増やせばいいのかもしれないですけれども、

町民が要求しているある程度のサービスは維持しながら赤字を出さないでいるという、借り入れ

しないで済んでいるということも、料金にきっと計画的なものが反映されていますよね。持った

はいいけどサービスが使われないでお金がマイナスになったりだとか、赤字になったりだとかが

ないということが、計画をきちっと立てるときにしっかりといろいろな情報を得てやっているの

かなとは思ったのですけれど。あるという評価は何点か含めてしたいなというふうには思ってい

ました。 

 あと他にどうでしょうか。根本委員。 
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○委員（根本道明君） 今大渕委員の言っていた国の政策が猫の目のように変わるというふう

な部分なのですけれども、まったくその通りだと思うのですよね。それでその部分で誰がどの部

分が被害者になるかといったら、そのしわ寄せというのは施設、そしてそれを利用している利用

者なのですね。一番かわいそうな部分はね。つまり今まで例えば１週間に３回行けたものが今度

１週間に１回しか行けなくなるとか、そういう風な人がたが非常に多くなるということなのです

よね。そこら辺は苦言といいましたけれども、それでどうなるということではなく、やはりそう

いうふうなところは国に対してきちっとおかしいというふうなことは出して残しておくべきだ

と僕も思います。 

○委員長（吉田和子君） 他にどうでしょうか。ありませんか。 

 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 私も２人の全委員のご意見に賛成ですし、２月のときにも一度まとめ

た意見の中で介護保険の安定化が必要であるというふうに委員の皆さんとそれから町職員のほ

うの説明にもありましたので、やはりその辺の介護保険は先程めまぐるしくといいましたけれど

も、きちっとした安定化したものにして欲しいということに付け加えていただけたらいいと思っ

ています。 

○委員長（吉田和子君） 他にございませんか。ないですか。なければ今委員の皆様から出さ

れた意見を参考にして委員会の報告の作成については正副委員長にご一任いただきたいと思い

ますけれど、よろしいでしょうか。 

［「はい」と呼ぶものあり］ 

○委員長（吉田和子君） それではそのように取り扱いいたします。 

 昨日の委員会でこれからの町立病院の最終的には大きな結論を出さなければならないという

ことで、その前段として出すべき情報，資料等作るためのものが必要だろうということで、その

予算編成、予算補正も必要だろうということで、病院事務長からの病院側からの説明は聞きまし

たけれども、やはり理事者がどういう考えでいるかということで、助役の考えを伺いたいという

ことで、今日始まったとき一番にやっていただこうと思ったのですが、公務が入っているという

ことですので、改めてもう一度そういう時間を設けたいと思うのですが、改めて委員会を組むと

いうことになるのですけどそれでよろしいですか。いつがいいですか。３１日の臨時議会のあと

にその時間を設けたいということで、これから助役にお話してみますけれども、それでよければ

３１日の臨時議会の終了後に委員会を設けたいと思います。それでよろしでしょうか。 

［「はい」と呼ぶものあり］ 

○委員長（吉田和子君） そういうことで以上で委員会を終了いたしたいと思います。どうも

ご苦労様でした。 

（午前１１時５４分） 


