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平成１９年白老町民生常任委員会会議録 
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(3)高齢者虐待防止ネットワーク会議活動状況 

６． 介護予防事業の実施状況について 
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    ◎開会の宣告 

○委員長（吉田和子君） おはようございます。健康福祉課の介護担当の皆様、今日はどうもお忙

しいところご苦労様です。 

 それでは、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から説明をいたします。 

○事務局主幹（中村英二君） 本日の委員会につきましては、所管事務調査といたしまして、地域

包括支援についてを予定しております。なお、本日の会議が終わり次第、次回２月の予定について

も若干協議させていただくことになっております。以上です。 

○委員長（吉田和子君） それでは、これより所管事務調査を行います。 

執行部からの資料をいただいておりますけれども、それに基づきまして説明をお願いいたします。 

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) おはようございます。介護保険も平成18 年４月の制度改正から、

あと２ヵ月半ぐらいでちょうど１年を経過いたします。制度改正後の介護保険事業の推進や実績状

況、また、新たに創設されました地域支援事業の状況等を大きく６項目に分けてご説明させていた

だきます。事前に提出させていただきました所管事務調査資料に基づいて、１ページから２ページ、

資料１・２は介護保険グループの長澤主幹、３ページから５ページにつきましては、資料３・４は

高齢者保健福祉グループの内潟主幹がご説明させていただきます。私は総括的なことと補足説明を

させていただきますのでよろしくお願いをいたします。それでは、引き続きまして資料の説明をさ

せていただきます。長澤主幹より説明いたします。 

○委員長（吉田和子君） それでは、長澤主幹お願いいたします。 

○介護保険Ｇ主幹（長澤敏博君） おはようございます。長澤です。 

 今、参事の方からご説明ありましたように、私の方につきましては、ページ数でいきますと１ペ

ージと２ページ。資料１と２につきまして、ご説明させていただきます。 

 まず、１ページ、資料の１でございます。項目といたしましては、１・２・３に分かれておりま

して、保険者数の推移、認定者数の推移、それと利用者の人数という形で分けさせていただいてお

ります。 

 まず、１番目の第１号被保険者数の推移でございます。これにつきましては、平成18 年度４月か

ら 12 月までの第１号被保険者数、65 歳以上の方の人数を、前期高齢者 65 歳以上 75 歳未満と、後

期高齢者75 歳以上に分けた数字で記載してございます。４月現在5,946 名だった被保険者数が、12

月末現在6,006 名と、４月と比較しまして60 名、率で約１％の増加となっております。あと、平成
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17 年の 12 月と比較しますと、人数で161 名、率で 2.8％の増加という形になっております。 

 続きまして、２番の要支援を含めます要介護認定者数の推移でございます。この表は同じように

昨年の４月から 12 月までの認定者数の認定度ごとの数字を示したものでございます。18 年の４月

に制度改正がなりまして、要支援１・２という介護度が新たに創設されたため、４月当初につきま

しては、人数的にはかなり少ない数字になってございます。これは、12 月現在、要支援１と２を合

わせた人数が 259 名。それで、経過的要介護という方につきましては、以前の制度でいきますと要

支援の方が経過適用介護に該当いたしまして、この方につきましては、随時、更新の申請が上がっ

てきた時点で新たな介護度に振り分けられる予定でございます。総体的に12 月末現在で 913 名とい

う人数になってございます。これにつきましては、平成 17 年度末と比較いたしますと、29 名の減

少になっております。特に 11 月・12 月という月が人数的に若干落ち込んでございます。これをど

ういう形で減少したのかということを調べましたところ、11 月・12 月でかなりの認定者の方がお亡

くなり、もしくは転出という方がいらっしゃいました。顕著に人数的に出ておりましたために、12

月現在で913 名という少ない人数に減ってございます。 

 ３番目の在宅利用者・施設利用者の人数ということで、これは各月、４月から11 月までの人数を

出してございます。これにつきましては、各事業所からの請求に基づいた数値、これを国民健康保

険団体連合会、国保連というところに請求をいたしました実績に基づいて、うちの方で分析をした

数値でございまして、11 月までの数値しか、うちの方には来ておりませんため 11 月までの数値と

なってございます。これについては各月の認定者の中でご自宅、もしくはグループホームとか特定

施設に入所なさっている方の人数。それと施設、これは介護保険の３施設、特別養護老人ホーム・

老健施設・療養型医療施設、この３施設に入所なさっている方の介護度別の人数を記載してござい

ます。下の方に未利用者数という形で、11 月の数字で 235 名、パーセンテージで 25.2％。これは、

11 月認定者数 932 名のうち、235 名の方が何らかの理由で介護サービスを利用していないという形

の人数と割合になってございます。 

 続きまして、２ページ目をお開きください。２ページ目につきましては、４の介護給付費の推移

という形で数字を記載してございます。これにつきましては、１月支払分までの数値を平成１７年

度と 18 年度の金額を記載してございます。総体的に給付費の合計で平成 17 年度に比べ平成18 年に

つきましては、6,100 万ほど給付費は減少してございます。割合でいきますと、6.5％の減少になっ

てございます。この 6.5％の主な減少の項目といたしまして、その下の方に利用日数・人数等にお

ける増減の主な項目という形で数字を書いてございます。これは、要支援１・２の方と経過的要介

護から介護５までの方に分けさせていただいて、数字的に記入してございます。主に大きな原因と

しましては、やはり、介護報酬の減額、それと施設につきましては、個人負担の増。居住費、食費

の個人負担という形で一昨年ですね、平成 17 年の 10 月から制度が改正になった影響が若干考えら

れるのかなというような形で数字を記載してございます。 

私の方からの説明につきましては、以上で終わらせていただきます。 

○委員長（吉田和子君） 質疑は全部終わってからの方がいいですね。 

続けて説明を願いたいと思います。内潟主幹。 
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○高齢者保健福祉Ｇ主幹（内潟康子君） それでは、続けて３ページ目、４ページ目、５ページ目

をご説明させていただきます。 

５番目として、包括的支援事業の実施状況についてでございます。私どもの担当している、３ペ

ージ・４ページ・５ページは主に４月に設置されました、白老町地域包括支援センターが主体とな

って行っている仕事でございます。まず、地域包括支援センターの相談実績状況を12 月までまとめ

ております。相談種別といたしましては、電話・来所・訪問別をまずくくっております。12 月末現

在で 1,354 件のご相談を受けております。電話がその内 284 件、約２割です。来所される方が 191

人で 14％でした。これらのことを含めまして、あと訪問による相談というのが大部分を占めており

まして、879 名、65％というふうになっております。どうしても高齢者の方ですので、電話や相談

いただいた結果で訪問に行くというのが原則になって、このように訪問の割合が高くなっておりま

す。月別は参考までに、どんな月に多くなるかというようなことでグラフにしてございます。新規・

継続別の相談状況も参考までに12 月までの分で載せております。これは、新規の方が 559 名、約４

割、それに対しまして、継続されていく方が 795 名、約６割という配分になっております。これは、

在宅介護支援センターとして 16 年・17 年の活動状況においても、この比率は同じ傾向でありまし

た。相談の内訳を大きく４つに分けて分類いたしました。４月から12 月までの統計なのですが、介

護保険に関する相談内容というのが全体の1,016 件ということで75％を占めております。福祉の相

談、この福祉の相談というのは、主に介護以外の高齢者福祉に関する相談、それから、一部、身障

福祉サービスとの調整、そういった福祉サービスのご相談が73 件。これは5.4％です。医療・保健

に関する相談といたしましては 151 件、11.2％なのですが、医療・保健の中で特徴的なものは認知

症とはまた別の精神疾患に類するもの、それから、家族の健康に関してくるもの、ご本人の健康に

関するご相談という部分でも、この割合を占めております。あと、認知症について、今年から別枠

でどのくらいいるのだろうかということで統計を取りましたところ、114 件のご相談。全体の 8.4％。

純粋に認知症だけのご相談という形になっております。 

 続きまして、４ページ目になるのですが、包括支援センターのもう一つの業務の大きな部分を占

めております介護予防ケアプランの作成状況でございます。要支援認定者数、先ほどの表にもござ

いました、それに対して、予防サービス、要支援１・２の方。これは、包括支援センターが行うこ

とになっておりますので、一部、委託はしておりますが、利用者さんの方との契約については全数、

私ども包括支援センターの職員が必ず回っております。その結果でサービスの利用に至った方と、

未利用者の状況を記載してございます。要支援認定者、12 月までで259 件ございます。その内、サ

ービス利用になっている、実績としてサービスの提供を行っている方が 156 件です。未利用の方、

103 件おられます。この未利用について、若干の分析をいたしましたが、未利用者について先ほど

特定施設、介護保険の３施設に入っている方が10 名ということだったのですが、その他にケアハウ

スの中にいらっしゃる方、それから、養護老人ホームにいらっしゃる方、そういった方を介護の施

設含めて32 名の方が施設ご利用の中で、ケアハウスでもご利用になれるのですけれども、一応、申

請はしたのだけれども、自分でまだできるという方も含めて、施設利用のため利用しないという方

が 32 名いました。これは全体の約 35％です。あと、主な理由といたしましては、住宅改修である
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とか、福祉用具の購入のみで在宅の訪問介護であるとか、訪問リハであるとか、通所リハであると

か、そういったことには利用にならないという形の方が 14 名、約 12.5％。それから、一度、申請

をして福祉用具とか購入したのだけれども、具体的には使わないのだけれども、せっかくだから続

けて認定の権利と言うのはちょっとあれなのですけれども、認定だけは受けておきたい、いざとい

う時のためにという方が 17 名おられて、この割合は 18.4％になっております。その他、大きくく

くってしまうのですが、通院乗降介助を元々介護１だった方が利用されていたのですけれども、要

支援１になった時に通院状況介助というサービスが使えなくなりまして、そのために使うことがな

いという方、それから、いざという時に短期入所を利用したいので認定だけは受けておきたいとい

う方、それから、隣町に住んでいるご家族が、心配だから認定を受けさせておきたい。それから、

デイサービスに通わせたいとかということで相談においでになって申請はしたのですけれども、ご

本人はまだその気にならなくてという方も25 名ほどおります。大きく未利用者の方の内訳としては、

このような形の状況にあります。また、このような方たちにつきましては、最初６ヶ月の認定がお

りておりますので、包括支援センターの方で６ヵ月後にまた利用の意思の確認であるとか、現況の

状況を伺いに行くような形を取っております。 

 介護予防ケアプランの作成数ですが、地域包括支援センターが直接ケアプランを作成している数

と、町内の居宅支援事業所、ケアマネージャーさんの事業所に委託している数を載せてございます。

12 月現在で、包括支援センターが直接プランを立てている方が 72 名、町内の事業所さんに委託し

て作成している方が84 名という形で156 名の実績になっております。 

 次に、高齢者虐待防止ネットワーク会議活動状況でございます。高齢者虐待防止ネットワーク会

議を去年の７月 28 日に第１回会議を開催しております。その中で白老町の高齢者虐待防止ネットワ

ークというものについて、虐待に対する対応等のマニュアルを作成してお示ししております。18 年

7 月 29 日には、地元紙２社のほうで会議を取材して、一般の方にも広めていただいております。平

成 18 年９月１日付で民生児童委員さん、それから、町内会長さん、それから、ケアマネージャーさ

ん等に高齢者虐待防止マニュアルを配布して、全町的に見守りの体制をとっていただきたいという

ことでマニュアルを配布させていただいております。また、18 年９月の広報で、全町内会への高齢

者虐待防止のチラシを回覧いたしまして、町民の皆さんへの啓発を実施しております。今後の予定

といたしましては、平成19 年２月７日に高齢者虐待防止の講演会をさせていただく予定です。演題

といたしましては、「高齢者虐待について考える」ということで」、講師は北広島リハビリセンター

特養部四恩園の施設長の三瓶さんという方をお願いしております。 

 あとは、白老町の地域包括支援センターで、この４月から高齢者虐待疑いということで相談を受

けている事例を５件ほど載せてございます。一番目の事例は５月に受け付けておりますが、被虐待

者は 70 代の男性です。擁護者は妻 60 代で、把握された経路は町内会長さんからです。虐待の種類

といたしましてはネグレクト、放任ですね。相談内容と経過につきましては、町内会長さんより情

報をいただきまして、状況を訪問等で経過を追っていたのですが、妻の精神疾患も疑われて、なか

なか介入困難事例として苫小牧保健所の協力、指導を得ながら、町外在住の長男さんに連絡をして

入院、それから、介護保険施設入所という経過をたどっております。現在、身体状況は、ご本人、
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非常に改善されたのですが、本人と家族を含めて在宅復帰のことを調整したのですが、今、また、

外泊のまま家から帰られない状況になって、ちょっと濃厚に今、関わっているケースです。 

 ２番目のケースは６月に相談受付した 60 代の女性の方です。擁護者は 60 代の夫です。把握経路

はお子さんなのですけれども、虐待の種類といたしましては心理的・身体的ということで、ドメス

ティックバイオレンスという相談で来所されたのですが、聞き取り、それから、訪問等をいたしま

したところ、また、この方は通所していたものですから、その施設職員からも状況聞き取り等調査

実施いたしました。ご主人の方とも訪問してお話しましたところ、家族に対して暴力は虐待として

人権侵害になるのだよというようなこととかを指導して、ご主人としては犬も食わない夫婦喧嘩に

役所が介入してくるとは何事だということもあったのですが、虐待防止法というのはそういうこと

ではなくて人権のことであって夫婦の問題だけではないのだというようなことをご説明してお話し

て、定期的にちょっと訪問及び電話等で経過を追っている方です。 

 ３番目の事例は７月にご相談を受けまして、被虐待者は 70 代の女性です。擁護者は 50 代のお子

さんということで、把握経路は子どもと子ども課というふうになっているのですけれども、虐待の

種類としては経済的・身体的なのですけれども、実はこの虐待されているお母さんの家に子供家族

が町外から入居してきまして、その子供家族のお子さんがやはり子ども課の方でネグレクトとして

追求している方で、そこから、このお母さんの虐待が相談されてきたために、子ども課の方の虐待

対応と、うちの高齢者の方の虐待対応と並行して情報交換しながら行っている事例です。両方の状

況を訪問のたびに交換しながら経過を見ております。今、70 代の女性については、別な公住に移す

という方向で調整をしている最中です。 

 ４番目の事例ですが、この方も７月に相談においでになった方で、女性で 70 代です。擁護者は

30 代のお子さんなのですが、把握経路といたしましては、サービス事業所、デイサービスセンター

なのですけれども、それと居宅のケアマネージャーさん、この両方から把握されました。虐待の種

類としては心理的・身体的ということになります。同居のお子さんが介護者なのですけれども、飲

酒による言葉の暴力と、それから、殴る等の事実がケアマネージャーの方に相談されまして、デイ

サービスの時に確かにアザとか殴られた跡があったということで、包括支援センターの方で本人と

面談して支援を継続するところだったのですが、すぐまた入院されてしまいまして、ちょっと重篤

な疾患があるものですから、その後２ヶ月ずっと入退院を繰り返して、また今、入院している状況

です。 

 ５番目の事例は 10 月に相談がありました。被虐待者は同じく 70 代の女性なのですが、擁護者は

80 代の夫です。把握経路としましては、介護保険施設とケアマネージャー両方からです。虐待の種

類としては、これも心理的と身体的という形で。内容は、居宅支援事業所のケアマネージャーと介

護保険施設、両方から報告・相談を受けました。それで、事実確認を行いまして、内容的には、こ

の方が８月に短期入所された時に、その介護施設の職員から排泄介助の際に掃除モップで清拭され

たということで、そのことを抗議した時に不適切な発言を受けた、侮蔑的な言葉を受けたというこ

とでケアマネージャーが８月の利用だったのですが９月末に相談を受けたということです。そのこ

とをケアマネージャーさんが施設側に確認したところ、施設側でもその職員に確認いたしまして、
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事実に近い発言があったと。モップによる清拭については、双方食い違いがあるのですけれども、

不適切な発言については間違いなくしたということがありまして、事実確認を両方、それから、施

設の方に行いまして、結果、文書指導の措置を行っております。今、疑いとして、４月から５件の

事例で虐待に関する相談を受けた内容でございます。 

 続けまして、６番目。５ページなのですけれども、介護予防事業の状況についてでございます。

介護予防事業の状況につきましては、特定高齢者の事業と一般高齢者の事業というふうに分かれて

おります。昨今、新聞報道等でもずいぶん話題になってございますが、特定高齢者把握事業の結果、

国といたしましては、当初、計画の中では高齢者人口の５％を想定しておりました。ですけれども、

実際にやってみますと我がまち白老町の方では、12 月末現在の高齢者人口 5,983 名に対しまして、

生活習慣病検診受診数の総数ですね、40 歳以上の受診数1,628 名に対し、65 歳以上の受診数が847

名です。この 65 歳以上の受診者のうち、生活機能評価を受けた方が 654 名。これは 40 歳以上の生

活習慣病検診に加えてアルブミンですとか、それから、口腔機能、唾液を飲み込む時に詰まらない

かとか、そういう口腔機能の検査と、それから、理学所見含めた運動機能・口腔機能そういったも

のを検査する評価項目なのですが、その検査を受けた方が 654 名。うち、国の基準にしたがって特

定高齢者の候補となった方は 344 名でした。この方たちに基本チェックを行いまして、結果、医師

によって特定高齢者というふうに判定された方は、この年間で18 名だけでした。これは、国の言う

ところの特定高齢者 5,983 名のうちの 18 名ですので、0.31％という結果になってございます。今、

この方たちについて、うちの生活習慣病検診、春と秋と、それから、総合検診という形でやってお

りますが、春の分について９名出ていたのですけれども、その内、３名は残念ながら介護認定の方

に、要支援の方に経過を見て行く中でなっております。あと残りの方については、今、訪問等で徐々

に調査を進めて、それから、サービス利用の意向であるとか進めているところでございます。国の

９月の調査では、全国的には特定高齢者数の発見数 0.2％という形で受けております。それで、特

定高齢者の方は、今、包括支援センターの保健師の方で訪問によって行うという対応をしておりま

す。 

 それでは、一般高齢者介護予防事業の方として、今、取り組み始めているものは表のとおりにな

っておりますが。まず、従前から続けておりました「高齢者元気づくり教室」。これは、事業内容と

いたしましては、身近な地域でボランティアさんと一緒に高齢者の介護予防として認知症、閉じこ

もり予防等の内容で虎杖浜公民館と竹浦公民館を会場に月に２回ずつお集まりいただいて、いろい

ろな認知症の予防の音読であるとか、それから、健康体操をやるというような形で続けております。

12 月までの実施回数、各会場で行った回数は 47 回で、参加延べ数 468 名というふうになっており

ます。これは、三連携の推進事業の中にも位置付けております。 

 次に、「転倒予防教室」です。「転倒予防教室」については、高齢者の転倒骨折を予防するための

運動・栄養・住環境について、学習・実践できるようにしていくというねらいのもとに行われてお

ります。今年につきましては、この転倒予防教室、いきいき４・６で行っております。今まで２年

ぐらいずつ、萩野会場ですとか、いろいろ場所を変えて行ってきております。今年につきましては、

いきいき４・６を会場に６回実施。12 月に一度講演会をやりまして、今日からまた毎週金曜日とい
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うことで教室を行っていきます。それで、参加数約30 名ということで行って参ります。 

 まだ、これは始めたばかりなのですが、「やさしいヨガ教室」として各地域で元気な高齢者が健康

を維持し続けるための動機づけとして、無理のない運動の紹介ということで身近な場所で参加でき

る教室を増やしていこうということで、１月から３月までの間にいきいき４・６他、町内の６会場、

各地区１回以上ずつ行けるような形を取りまして、高齢者の方でも参加しやすい教室活動を増やし

ていこうということで取り組んでおります。 

 その他には、「健康教育出前講座」として高齢者の介護予防を中心に、今年につきましては健康づ

くりや高齢者福祉・介護保険制度について実施しております。実施会場は町内各会場。それから、

出前講座ですので少数の人数でも行っておりますが、なるべく高齢者クラブ等には声をかけて、私

ども包括支援センターのスタッフをご活用くださいということで、実施回数 12 月までで 13 回実施

しております。延べ参加数が 470 名となっております。出向いて行く教室活動については、主なも

のとして、この４つの教室を継続開催していく形を取っております。 

 主に今後の内容になるのですが介護予防の講演会ということで、生活機能向上の講演会を12 月に

開催しております。これは、生活機能を高めて元気に暮らそうということで、生活機能評価につい

て理解して、介護予防を暮らしに取り入れていくことについての講演です。今、介護予防という言

葉をたくさん使って、「何をどうして行くのだ。高齢者にどうして行くのだ。」ということがたくさ

んありますので、介護予防の講演会をシリーズで３月までの間に、ちょっと回数立て込むのですけ

れどもやって行くという形で。これは、今、健康づくりサポーター事業ということで三連携事業の

中でも取り組んでいる中に、私どもの高齢者分野の事業として位置づけをして一緒にやっていく形

を取っております。サポーター養成の中に位置付けてはいるのですけれども、一般町民の方も広く

聞いていただく講演会として、「生活機能向上」を１回。それから、「認知症予防」の講演会を１回、

「認知症・うつの理解とその対応」ということで３月８日にこれも予定しております。それから、

「地域づくり」ということで、地域の健康づくりネットワークをどういうふうに作っていったらい

いのだろうということが、私どもの「元気づくり教室」、それから、いろいろな健康教室、出前講座

の中で町内会の方からもご相談いただいておりますので、それを形にするための勉強会というよう

な形で講演会を組んでおります。これも３月に実施予定で、サポーター養成事業と三連携の推進事

業の中に位置付けてやっていく形を取っております。あと、「健康づくり」。「一般の高齢者の健康と

介護予防」ということで、高齢者の健康ということ、それから、介護予防による健康づくりの効果

ということを含めまして３月２日に講演会を実施予定しております。一番下にあります、「生活機能

評価リーダー養成講座」なのですが、これは、運動機能と生活機能の基本的事項について、きちん

と学習していただいて、生活機能評価、先ほどの特定高齢者の生活機能評価というものがなぜ必要

かということと、それを高めていくため、維持するための日常的な健康教育とか教室活動に一緒に

同じ視点を持ってやっていけるリーダーを養成して地域で活躍していただくということで、20 名程

度を想定して２日間で１回、でリーダーを養成していくという形の講座を設ける予定でございます。

これは、２月22・23 日の２日間で、これも三連携推進事業の中の「健康づくりサポーター養成講座」

の中の一つの分野として位置付けて開催の予定でございます。この生活機能評価のリーダーにつき
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ましては、講演会全部がそうなのですが、札幌医大の保健医療学部の協力を得まして、トータルの

形で地域の中に何を理解していただくかということと、それから、リーダーを養成していく中で、

これをしばらく続けて、ボランティアセンターの方にリーダーさんを登録して、私どもの健康づく

り教室の中に一緒にお手伝いしていっていただく、それを、地域を広めていくという数年間かけて

の計画の中の始まりとして、計画して今年から着手しているものであります。以上、介護予防事業

と包括的支援事業ということでいろいろいっぺんにご説明いたしましたが、これが私ども包括支援

センターの中の地域支援事業ということでご紹介させていただきます。 

○委員長（吉田和子君） ありがとうございました。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、ご説明しましたが、私の方から補足説明をさせていただき

ます。資料が戻りますが、項目別に私の方の総括のお話を申し上げたいと思います。１ページに戻

りまして被保険者数でございますが、私どもは、ご承知だと思いますけど、第３期の介護保険事業

計画がございます。これとの比較でどうなっているかと申しますと、介護保険の３期の計画では

5,939 人になってございます。したがいまして、67 人、12 月までの実績の方が増加してございます

が、若干上回っておりますが、ほぼ計画どおりになっているという状況でございます。 

 それと、２の認定者の状況でございますが、皆さんご承知のように、昨年の10 月以降から、ここ

でも何回かお話しましたけど、介護１の方が予防給付に移行になるだとかそういういろいろなお話

しましたが、実は介護保険の場合は認定替えというのがございます。毎年年 1 回、1 年で認定替え

がございます。その結果がですね、内訳を申し上げますと、元々要支援１の方、これは経過前です。

法改正の前に要支援１の方ですね。この方々が更新をした結果どうなったかと言いますと、今年の

４月から 192 人の方が実は更新をしてございます、認定の更新ですね。その結果、要支援 1 にその

まま残る方が47.9％ぐらいなのです。約 48％でございます。それから、介護予防給付の要支援２に

行く方が27.6％ぐらいでございます。それから、ここで要支援１から要介護１から４、上に行く方

が実は 20％ほどあるのです。これが 39 名ぐらいなのですが 20％ぐらい行きます。それと、非該当

というのは、これは改善されまして４％ぐらいが要支援から外れる方がございます。そういうこと

で要支援１の方は、元々の経過的な介護の方も 192 人の内訳を見ますとこういう形になりまして、

元々要支援１に残る方は48％ぐらいですよと。要支援２に行く方が27％ぐらいございますと。それ

から、介護１から４に行く方が２割ほどあるという状況になってございます。それから、これが国

で言いました元々の要介護１ですね、この認定者につきましては４月から国の方では要介護１のも

のから７割から８割ぐらいは予防給付の要支援２に移行しますよという方針を立てて、基準も示さ

れておりました。その結果ですね、うちの方では４月から先月まで、実は 317 人更新をしているわ

けでございます。その結果ですね、国の言う７割ぐらいの見込みと大幅に数字が入れ替わりまして

ですね、非常に予防給付に行く方が少ないという実態が実は浮き彫りになってございます。317 人

が更新を終えまして、要支援に移行になった方が23 人で 7.3％でございます。率にしまして。要支

援２に行きました方が 82 人で 25.9％と。合わせまして 33.1％の方が予防給付に行かれたと。国で

は、これを 7 割から８割と見込んでいましたので、うちはその半分以下だという形になりました。

それから、要介護１に残られた方、元々の介護１に残った方は126 人で 39.7％でございます。それ
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から、残りですね、要介護２から５へ、介護度の重い方へ行かれた方が実は86 人おりまして27.1％

という形になってございます。その結果、予防給付プランが、当初は 300 件ぐらい年度末に見込ん

でございました、これが 200 件ぐらい。100 件ぐらいの誤差が出て参ってございます。これは国の

示された、我々が要介護１のものが７割から８割は予防給付に回りますよということを踏まえて計

画いたしましたが、それがうちの方では３割ほどしか予防給付に行かないという結果に基づいたも

のでございます。 

 それと次に介護保険給付費ですね。これのお話をちょっとさせていただきたいと思います。介護保

険給付費は先ほどの説明でも－6.5％ぐらい減になってございますというお話をさせていただきま

した。それでですね、実は私たち、18 年度の見込みを想定してございます。実はですね、介護保険

制度が始まってから実績でございます前年対比でいきますとですね、13 年度では前年比12.3％ぐら

い多くなっているわけでございます。それから、例えば16 年度でも5.8％ぐらい増加してございま

す。17 年度は 10 月に施設給付と通所介護の食事加算の見直しがございましたので、昨年17 年度は

2.7％の上昇にとどまったわけでございます。それで、過去５年間の平均伸び率はだいたい７％ぐら

いで推移していたわけでございます。それがですね、私たちが今、３月末の18 年の見込みを立てて

いますのは、17 年度で比較しますと17 年度の給付費の実績が12 億 3,270 万ぐらいなのです。それ

で、18 年度の見込みとしましては11 億 7,100 万ほど見込んでございます。前年実績でいきますと、

6,100 万ぐらいマイナスと、ダウンします。したがいまして、前年よりの実績から５％ぐらい、初

めて介護保険制度が導入になってから前年実績を下回る結果と、実はなってございます。そういう

ふうに実は見込んでございます。予算に対しましてもですね、ちょっと予算は当初、組み立ていた

しました時に前年比 2.7％増ぐらいで実は計画したわけでございます。そういうことで、計画に対

しては 9,400 万、約 1 億、7.5％ぐらい今の予算上では落ちる形になります。それで、この結果です

ね、一般会計から繰出金をいただくわけでございますが、実は、18 年度予算では１億8,600 万見て

ございます。それが実は給付費が伸びませんので、減額見込みは 1,187 万４千円ぐらい減額する見

込みでございます。ですから、予算から見ると 1,187 万４千円減額する予定でございます。そうい

うことで、初めて前年実績を大幅に下回るような結果に実はなってございます。 

 包括支援事業の介護予防ケアプランの作成状況でございますが、私も何回か民生常任委員会で予

算の説明の中でも介護予防給付のケアプランについては年度末でだいたい 300 件ぐらいというお話

をさせていただいていたわけでございますが、この数字が先ほどご説明しましたように予防給付に

移行される方が少ないということで、年度末ではだいたい 200 件ぐらいの見込みになるという形に

なると思ってございます。 

 それから、次の６番目の介護予防事業の中での、特定高齢者の把握事業でございますが、これは

ですね、国の方では当初から高齢者の５％ぐらいを特定高齢者として抽出するのだということがう

たわれてございますが、実はですね、これは全国的に特定高齢者対象の把握がなかなかできないと

いうことでですね、実はうちの方でも国の示された基準からいきますと 290 名ほど対象となる予定

なのでございますが、先ほど説明したように、それが18 名しか抽出されない。率にして0.3％出て

ございません。それで、全国的にどうなのかと言いますと、実は調べましたら、全国的に低調でご
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ざいまして 9 月末時点でですね、全国で、1,519 市町村で特定高齢者の把握事業を実施していると

ころは、82％はもうやっているわけでございます。それから、全く手をつけていない未実施が 319

市町村、実はあります。17.4％でございます。それで、その結果ですね、実施市町村で特定高齢者

の決定数ですが、率で申しますと、うちが先ほど0.3 と申しましたが、実は全国平均が0.21％。非

常に低い数字で１％にも満たないというような結果に実はなってございます。このようなことから

ですね、国では今、生活機能評価基本チェックリストというのがあるのですが、この見直しをする

ということで今後ですね、大幅に見直しされてくるのかなとそういうふうに実は捉えてございます。

そのようなことから、先ほど内潟主幹が説明しましたが、特定高齢者が特定できないためになかな

かこの方々の予防事業が進まないと。したがいまして、先ほど説明した一般高齢者の介護予防事業

を実はうちの方で中心的に今、重点的に進めてございます。これにつきましては、ご承知のように

三連携の中でも予防は大事な位置づけと取ってございますので、三連携の中の事業にもうちの方に

組み込んでございますので、介護の方の担当としては予防事業の展開することによって、ひいて言

えば、状態の維持になりますし、それから、三連携の目的の医療費の抑制、状態の維持ができまし

たら医療費の抑制になります。そういうことからですね、一般高齢者向けの事業に実は重点的に取

り組んでいるところでございます。雑駁でございますが、以上、補足説明をさせていただきます。 

○委員長（吉田和子君） ありがとうございました。今、説明を受けましたけれども、質疑に入り

たいと思います。今、説明を受けてですので分からない点、もうちょっと深めてとか、それからま

たいろいろな方面からの質問を受けていきたいと思います。 

質疑のあります方、どうぞ。西田委員。 

○委員（西田祐子君） どうもありがとうございました。今、６番の介護予防事業の状況について

ということで、特定高齢者の方が18 名ということなのですけれども、これをした時の把握した状況

で、認定された方々が非常に少ないというふうにおっしゃいましたけども、じゃあ、どのような状

態になったら認定されるとか、されないとか、その辺のことをもうちょっと詳しく教えていただけ

ればと思います。 

○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） 特定高齢者把握についての流れをご説明申し上げます。 

特定高齢者と言いますのは、従前、虚弱な状態と言われていたのですが、まず、健診で特定高齢

者を抽出するというのが国の一つの方法でございます。その健診というのが、18 年・19 年について

は、今、老人保健法の中で行われている生活習慣病健診のうち65 歳以上の方を対象に、先ほどちょ

っと申し上げました理学検査、要するに骨格ですとか、膝痛だとか、腰痛だとかと言った部分を含

めましての理学検査と、栄養部分で貧血・低栄養がないかということで血液検査の一種なのですが

アルブミン検査というものを行います。それと、ＢＭＩと言いまして体重と身長と体脂肪率の検査、

それから、口腔機能ということで嚥下のテスト、このようなものをまず生活習慣病健診に付加して

実施しております。それが、生活機能評価の健診上乗せ項目という形になっております。それも義

務ではありませんので、受けますか、受けませんかということをまず聞くものですから、先ほどの

全員が全員受けていないという形になります。「私はいいです。」という方が、先ほどの65 歳以上の
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受診 847 名に対して、生活機能評価を受診したのが 654 名という約 200 名の差がこの差です。この

健診の方は母子青年グループの方で今、老人保健の健診を担当しているものですから、感覚的にど

うかということを聞いて、なるべく勧めてもらっているのですけれども、やっぱり60 代の方だとま

だまだ若いということで「いらない、いらない。」というふうに勧めても言われるということがござ

いました。そういう形で健診を受けていただいて、最終的に健診を担当されたドクターが国の基準

に基づいて、アルブミン値、それから、ＢＭＩの指数、それから、嚥下テストの結果を総体的に見

まして、特定高齢者か、そうではないかという形に判定をいただく形になっております。それで、

私たち保健師がある程度の基準に沿って抽出して、この項目いくつ、いくつ付いたら特定高齢者と

していいよというような形にはなっていないものですから、どうしても先生の判断がということに

なって、町内の先生たちにもお願いしているのですが国の基準というものもありまして、なかなか

特定高齢者の発見に至らないというようなことになってございます。加えて、先ほど参事の方から

ご説明ありましたが、生活機能評価の網目をもうちょっと大きくして、いっぱい特定高齢者予備軍

をフォローする形にするということを国は検討する予定だというふうに伺っております。 

○委員長（吉田和子君） 他にどうぞ。宗像委員。 

○委員（宗像脩君） １ページについて、２つほどお伺いしたいと思います。介護保険が始まった

当初、いわゆる介護の認定で「あなたは介護１ですよ。２ですよ。」とかってそういう判定が下され

た時によく私たちが耳にしたのは、自分で自分を評価して、「俺は確か、介護２になるのだけども、

判定の結果は１になった。」とかということでトラブルがあったということを聞いたことがあるので

す。今回、要支援１だとか、２だとかが生まれてきたわけですけども、かつて判定に対するトラブ

ルがあったということと同じことで、今回そういうことに対する申し立てというのがあるのか、な

いのかというその辺の実例があったら教えていただきたいというのが一つ。 

 ２つ目ですけども、同じ１ページの中の、いわゆる在宅施設利用者の件なのですけれども、未利

用者というのがかなり４分の１ほど、ずっと数字を見ると４分の１ほどいるのですけど、その方々

の実態と言いますか、４分の１もいて、例えば極端に言うと要介護５の方も結構いるわけですよね。

そういった未利用者はどういうふうになっているのだろうと。それに対する行政としての指導と言

いますか、そういうことも含めてその辺の実態をちょっと教えていただきたいと思います。 

○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) 介護認定のことでございますけど、実は先ほどご説明しました

ように例えば、私どもは非常に心配したのです、法改正で介護１の方が予防給付に８割ぐらい移行

しますよということで非常にトラブルができるのかなと心配しましたが、実は結果ですね、うちの

介護１の認定者は予防給付に回る方が８割、７割いなくてですね33％しかいなかったわけです。そ

して、この方々についてはですね、やはり適正な審査の結果、予防給付に付いていかれる方だと。

と言いますのは、認知症も何もない、それで、予防給付の指導を受けるのに耐えられるというよう

な判定をしましたので、別段ですね、認定の変更をしまして本人に通知も行きます、それとうちの

方から、介護１から予防給付に回った場合、要支援１になった場合ですね、必ずうちの包括のケア

マネが説明に行きます。そういう結果ですね、大きく不服申し立てだとかそういうのは今のところ
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ございません。そのような結果になってございます。 

○委員長（吉田和子君） 長澤主幹。 

○介護保険Ｇ主幹（長澤敏博君） ２点目の未利用者の実態でございます。これにつきましては、

まず、期限が切れる２ヶ月前にうちの方から申請を上げていただく形で通知を差し上げます。通知

を差し上げた方の中で申請が上がってきまして、申請を受理いたしまして介護認定審査会にかけま

して介護度が決まると。その中には未利用者、要するに軽度の方であれば何らかの、先ほど内潟主

幹の方からお話があった介護予防の方でいけば、ある程度保障のためにとか、別なサービスを利用

するために以前やっていたとか、あと入院なさっている方、そういう方がいらっしゃいますので、

実際に利用していない方というのは主に入院とか、在宅にいても、とりあえずご家族の介護の中で

サービスを受けなくても生活できるというような方がほとんどではないかと思います。それから、

介護５とか４の重度の方につきましては、先ほども言いましたような医療施設への入院とか、在宅

の中でもご家族の中で介護をそのままやってサービスを利用していないという方も中には若干いる

ということも聞いてございます。以上でございます。 

○委員長（吉田和子君） 宗像委員。 

○委員（宗像脩君） だいたい分かったのですが。その未利用者の中でですね、いわゆる本人も家

族も皆が納得と言いますか、その中でいいですよというのであれば、私もそれはいいと思う。とこ

ろが、本人は行きたい、家族は行くなとか、その逆もあるかと思いますし、それから、お金の問題

もあると思います。やっぱり、そういうものもあると思うのです。ですから、そういうことが出た

場合の、いわゆる行政として指導と言いますか、なかなか難しいと思うのです、その辺はね。そう

いう事例もやっぱりあるだろうなと思うのですよ。その辺りについてはどうですか。 

○委員長（吉田和子君） 長澤主幹。 

○介護保険Ｇ主幹（長澤敏博君） 今、宗像委員がおっしゃるような事例というのは、具体的にう

ちの方に特に相談ということでは私自身は聞いておりませんが、ケアマネージャーさんをとおして

うちの保健師なりに相談があった場合においては、うちの保健師がお宅に訪問したり電話でご相談

したり、やっぱりそれなりの解決策というのを見つけた中でサービスの受給、もしくはサービスを

受けないという結論に至っているかと思っております。ただ、100％未利用者全員の分を把握してい

るかということになりますと、やっぱり把握できないというところも中には出てきているかと思い

ます。やはり、相談があったものについては、保健師なりそういう者の対応で結論まで至っている

というふうには確認をしております。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。熊谷副委員長。 

○副委員長（熊谷雅史君） 地域包括支援センターの数値、それから、中身、今、各委員も聞いて

いましたけれども、従前、この制度が行われる前には地域にありましたよね、こういう機能を持っ

た別な形のやつがありましたよね。そういうところの移行・連携というのはうまくいったのですか。

言っている意味わかりますか。 

○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） 今、熊谷委員がおっしゃるのは在宅介護支援センターの



 - 14 - 

ことというふうに受け止めてよろしいでしょうか。在宅介護支援センター地域型、町内に２箇所ご

ざいます。どんぐりの家とリハビリセンターさん。ここにつきましては、今年度も継続して地域型

支援センターとして総合相談事業でありますとか、従来の利用はそのまま行っております。なおか

つ、町内の含めて居宅介護支援事業所さんとの関係についてもおっしゃっているのかなと思うので

すが、そちらの方につきましても担当ケアマネさんの方と利用者さん、それから、介護認定の申請

手続き、在宅介護支援センター地域型の方でも受けておりますので、そういった中での調整は続け

ておりますし、包括支援センターの役割として地域ケア会議、これを毎月継続して行っております。

そういう中での連携・調整という形で、せっかくの機能ですからネットワークを組んで行っている

関係であります。 

○委員長（吉田和子君） 熊谷副委員長。 

○副委員長（熊谷雅史君） そのとおりだと思うのです。ただ、地域包括支援センターの役割とい

うのは指導・監督の部分も許可されたはずなのですよね。それで、実は高齢者予防のところでちょ

っと気になっているところが事例としてあって、これはやっぱり施設の内部で行われた虐待も加味

されているのかなという部分はちょっと気になったなと思ったのです。これを読ませてもらった時。

そういうところで先ほど聞いた指導・連携と言うのかな、うまくいっているかということを聞いて

いるのですよ。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) 指導と連携でございますが、地域型の在宅介護につきましては、

うちも基幹型の在宅介護支援センター持っています。条例上は残っているのです。これはですね、

この地域型は別にして、うちの基幹型の在宅介護、白老町が持っているものについては、今、条例

を実は近々廃止をしようと思っています。それで、地域包括がそのまま衣替えでございます。そし

て、地域型の在宅介護２つ、今、説明した。これをどうするという問題ですが、これは今後ですね、

元々介護保険は３圏域に分けて利便性を図ろうという目的がございます。これは壊したくないと。

それで、地域包括と何らかの形で連携して関わりの持てる在宅介護に衣替えしていこうというふう

に実は今、検討してございます。それで、やっている中身は全く今までと同じで、当然うちは包括

としてやはり指導もしますし、例えば包括支援センターとして、この虐待の介護保険施設に対して

はうちが文書を出しているのです、白老町として。そういうふうに徹底してやってございます。そ

ういうことで今後もですね、今の基幹型は先ほど言いましたように、何とか地域包括の方で衣替え

をしていこうと。それから、地域型の在宅介護も包括の連携を視野に入れて、ちょっと衣替えして

いこうということでですね、今、各自治体の動向を見ながら整理をさせていただきますので、今し

ばらくお待ち願いと思いますので。連携そのものは包括が指導してやってございます。以上でござ

います。 

○委員長（吉田和子君） 熊谷副委員長。 

○副委員長（熊谷雅史君） 僕はね、担当課を責めているのではないのですよ。非常にレベルが高

いのですよ、うちは、そういう意味では。今、いろいろな報道機関でも、いろいろな部分の施設の

対応の問題でいろいろクローズアップされている部分というのがあると思うのですよね。だから、
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そういう部分の中でやはり、そして、町民の方がこのサービスを受けているわけですから、だから、

その部分で不利益が出ないようにきちんとやっぱり指導監督も含めて、うまくやっていただきたい

ということなのですよ。数字的に見ても制度改定の中で介護報酬等々の数字もありますけれども。

見込みが今年は落ち込みそうだというのはわかるのですけれども、その辺の機能がきちんとしたか

ら囲い込みもなくきちんとした適正なサービスが提供されているのではないかなという評価の部分

もあるのかなというふうに思っているのです。その辺はどう思いますか。 

○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) 当然ながら、予防給付については包括の方で半分以上、実はケ

アプランを立てていただいています。これはですね、適正な機能のプランを実は作ってございます。

それと、民間に委託している部分が84 件ぐらいございます。だから、半分です。これもうちの方で

全部チェックをしてございます。そして、３ヶ月に１回評価もしてございます。その結果ですね、

適正なサービスの提供になっているということですね。これがですね、予防給付のみならず介護給

付においてもその乗降介助についてもそうでございます。そういう中で従来からわりかし、うちの

事業所さんについてはレベルが高いです。そういう結果ですね、過剰なサービスがなく、本当に適

正されているのではないかなと実は思ってございます。それでですね、よく大渕委員から質問が出

るのですが、全国と比べてどうなのだと、道内と比べてどうなのだと、介護給付費は。その辺です

ね、実は朝、資料をちょっと作ったのですが、数字を押さえてきましたので、それを長澤主幹の方

から全国と北海道と白老町と比較してどうなのかとその辺の数字をちょっとお話させていただきた

いと思います。 

○委員長（吉田和子君） 長澤主幹。 

○介護保険Ｇ主幹（長澤敏博君） 今、参事からお話がありました、サービス利用者一人当たりの

費用額、これにつきましては介護給付費とご本人の負担分という形で、俗に言う10 割分という形で

の費用額を算定してございます。全国平均でまず数字を述べさせていただきます。これは介護予防

と介護給付費に分かれておりまして、介護予防というのは要支援１・２の方でございます。介護予

防につきましては、10 月審査分という形ですので９月実績分。これにつきまして全国平均でいきま

すと、要支援１・２の方の平均でいきますと３万 7,300 円。これが全道平均でいきますと３万 8,200

円。白老町の９月実績分、これにつきましてはお一人当たり２万 4,400 円という数字になってござ

います。 

 続きまして、介護給付費。経過的要介護から介護５までの方。こちらの費用額でございますが、

全国平均でいきますとお一人当たり 15 万 6,600 円。これは施設給付費等が入ってございますので、

介護予防とは金額的にはかなり違うというふうにご認識ください。全道平均でいきますと、これも

全国平均とほぼ変わりません。15 万 6,000 円でございます。これが白老町でいきますと、７万9,200

円。約半分の金額になってございます。間違いがないかどうか、ちょっともう一度だけ。ごめんな

さい、たぶん間違いないと思ってございますが。そうですね、７万 9,200 円という形で白老町は平

均お一人様の費用額がこのように出てございます。 

○健康福祉課参事(武岡富士男君) 今後は増えていくと思います、施設が出来てきますから。 
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○委員長（吉田和子君） 施設入居者も少ないというふうに判断していいのかな、割合的には。北

海道は多いのですけど。 

ここで暫時、休憩をいたしたいと思います。再開を20 分といたします。 

休   憩      午前 １１時１３分 

                                           

再   開      午前 １１時２３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。 

引き続き、質疑のございます方、どうぞ。大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 休憩中にちょっと話したのですけど、もう一歩ちょっとなかなか見えてこ

ないと言うか、全体像がちょっとまだ僕自身が掴めていないのです。それで、さっきもちょっと言

いましたけど、職場の方で極めて新たな資料を作るとかというのではなくて、参事が総括的な発言

をしてくださいましたけども、そういう部分や今の部分を含めてもうちょっと、これの基礎資料で

も結構ですから、そういうものを出していただけないだろうかと。次、だいぶ時間ありますよね。

新たに作るとかって、そういう煩雑なことを要求しようとは思いません。必要であれば、午後から

もやるのであればね、もうちょっとこちらから要求できる、こういうものが欲しいとかというもの

がプラスであればね、どうしても我々が欲しいというものは作っていただかなければ駄目だから、

そんなところまでね。たくさんとは言わないから、もうちょっと見えるようなものが一つはいただ

きたいなと思う。 

 それと、本当に勉強不足で申し訳ないのだけど、例えば特定高齢者の問題なのだけれども、定義

と何とためにやって、これが５％でなかったらどうなって、この18 人の人はいったいどうなるのか

とかね。何でこんなことをやるのかとかを含めて、最後までどういうふうな行き着きになるのかな

という辺りをそれぞれ。この虐待の問題一つ取っただけでも、かなりいろいろあるでしょ。白老で

こんなにあるのだなと僕は思ったのだけど。バラバラ事件が札幌でもあるぐらいだから、あっても

不思議でもないかもしれないのだけど。もうちょっと一歩踏み込んだ形で我々が全体的にこれを理

解できるようなものがないかなと。パンフレットでも何でもいいのですけど、ないかなと。虐待の

関係なら、虐待の関係を含めてだよ。そして、そこで何を目指しているのか、最後はね。例えば、

さっき言った最後の部分、生活機能評価リーダー要請講座、この部分でどれぐらいの組織をどうや

って作って、どれぐらいまで行くのかというような辺りも含めて。一つひとつ聞くのもいいのです

けど、何かそういうことが総体的にわかるようなことにというのはならないものでしょうか。 

○委員長（吉田和子君） 今、大渕委員から資料をこういうことでというお話がありましたけれど

も、実は２月７・８日で包括的な支援センターということで三連携の連携をどう取っていくかとい

うことの所管をやりたいと思っているのですよ。ということは、今日、聞いた数字的なものがそれ

に繋がっていけるというようなね、そういう所管にしていければなと今、思っていたのです。先ほ

どもちょっと休憩中に言いましたけど、介護の給付費がこれだけ少ないのに白老町は全道でも医療

費がかなり高いと。そのギャップはいったい何なのだろうと。じゃあ、それを三連携の中でどう勉

強して、研究して、活かしていくべきなのかとかそういうことに繋げていくためには、もうちょっ
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と具体的な資料があると話が見えてきて具体的になってくるのではないかなというふうに思ったの

ですけれども、そういうことも含めて、参事お考えがありましたらお願いします。武岡参事。 

○健康福祉課参事(武岡富士男君) 実はですね、元々の制度はおわかりだと思うのですが、あとの

分の新予防給付に移行した後の地域密着型だとかいろいろある、これらの辺の資料をわかりやすく

ですね、例えば特定高齢者の把握事業とはどういうことなのかとか、それから、いろいろあります

けど。これはですね、作って作れないことはないですから、ちょっとお時間をいただければ資料は

ある程度見やすくコンパクトにまとめて差し上げることはできると思います。 

 それでですね、基本的には、例えば地域支援事業というのは、元々あるそういう事業が、その中

には介護予防事業ですよと、一つには。それから、もう一つは包括的支援事業という中では３つも

４つもあるのです。それを分けて、どういうことをやっていくのかということの資料は作れます。

ですから、その中で権利擁護だとか虐待のネットワーク作るだとかいろいろございますので。予防

重視型システムに転換しますよと言ってから、地域支援事業を創設しますと。その中では介護予防

事業と、もう一つは包括支援事業のふた手に分けますよということでございますので、その辺のわ

かりやすい資料は作れますのでね。どんな事業をやるのかというのはね。わざわざ打っていくのは

大変ですから、いろいろな資料ありますから、それをコピーしてタイトルつけてお渡しするように

いたします。 

○委員長（吉田和子君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大変すみません。わかった。あのカラーのやつで説明受けたのですね。受

けました。それでね、白老の状況がどうなのかということを含めて、それは資料に入れなくていい

けど、それを白老の状況に含めてそれぞれがどうなっているかということを我々がきちんと聞いて

理解できれば、そこがだいたいわかるね。 

○委員長（吉田和子君） 熊谷副委員長。 

○副委員長（熊谷雅史君） 支援事業の方は、そういうことで２つに分けているということを僕も

だいたい大枠で理解はしているつもりなのですよね。それで新たにね、変な話ですけど、小規模多

機能だとかいろいろな部分のところも町認可でできるよというスタイルで、これも担保されていま

すよね。だけど、実際のところ、こういう事業体を見て、今、制度が始まってあと２ヶ月あまりで

１年経つ訳ですけども、これは担保としてあるのだろうけども、将来的には必要になってくる可能

性はあるのだろうけど、現状のものにはやっぱり今は必要ないですよね、変な話。要するに、小学

校区だとか中学校区で僕は置くべきだと思っているのです、小規模多機能。それによって、変な話

ですけども、予防を受けられる方の掌握も含めて、介護度が進展していくわけですから、その状況

もかなり把握出来るのかなと思って、このシステムいいなと僕は思ってしまうのです。だけど、今

の状況では、この状況を見て、保健師さんがこういう対応をしているのを見るとかなり掌握されて

いるなと。だから、余計な施設も、余計なコストもかける必要はないわけですから。ただ、状況的

にボリュームが大きくなったら受け入れするところを作らなくてはいけないけれども。そういう状

況ということで判断して構わないですよね。どうでしょうか。 

○委員長（吉田和子君） 武岡参事。 



 - 18 - 

○健康福祉課参事(武岡富士男君) 今の熊谷委員のお話でございますけど、確かに白老町の規模で

いきますと、今、不足しているのはグループホームが不足しているだろうと。それと先ほど言いま

した小規模多機能。これはですね、なかなか事業所さんが運営に乗り出しづらいと。これは実態な

のですよ。というのは、そこに登録させるわけですね。だから、萩野なら萩野地区で25 名の方を登

録させますと。そして、月額報酬いただきますと、早い話が。それで、泊まるのは何回来てもフリ

ーでいいですよと言ったら、ところが採算合わないのです、今の状態なら。それで今、現実に札幌

だとか函館で何箇所かやっているところに聞いたら、都会はもう泊まるのが多くて大変な話だと言

うのですよね。それでですね、まず、うちは認知症のデイサービスに来て、そのまま泊まれるので

すから、同じスタッフの手でということを国は言っているのですけど、うちは寿幸園もできますし、

ショートもできる体制ありますから、その辺でですね、小規模多機能は今のところはちょっとかな

り難しいかなという判断を実はしてございます。足りないものについてはやっぱり整備していかな

ければということで、今、不足しているのはグループホームが不足しているのかなというような考

えを実は持ってございます。 

○委員長（吉田和子君） 他にどうぞ。長澤主幹。 

○介護保険Ｇ主幹（長澤敏博君） 先ほど大渕委員の方からお話がありました費用額。これにつき

まして、私の方も先ほど今朝出した数字ということで口頭でしかお話できませんでした。これにつ

きまして、私の方で全国・全道・白老町の費用の内容という形をなるべく作りたいと思います。た

だ、やっぱり資料的にどこまで掌握できるかというのがちょっと今、不明なものですから、町の平

均というのはすぐ出せる形にはなっております。そういう形で、先ほど委員長からお話がありまし

た２月７日という期限までにですね、私の方でできる範囲のものを作成してお渡ししたいと思って

おりますのでご了解ください。以上です。 

○委員長（吉田和子君） ２月７日になっていますけども、８日もありますので。２週間程度しか

ありませんけれども、ぜひともよろしくお願いしたいと思います。 

他にどうでしょうか。大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 具体的なことを何点か。例えば、特定高齢者18 名。ごめんなさい、あまり

勉強していなくて。これは決定されたら、どういうふうになるのですか。 

○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） 健診から発見されましたら、介護予防事業の中で通所型

の介護予防事業と訪問型の介護予防事業というふうに国の流れの中ではございます。それで、要支

援１・２の予防給付の方と同じ形で予防サービスを受けることによって状態を改善もしくは維持す

るという形になります。その項目というのが、先ほどちょっと申し上げました運動機能の向上、そ

れから、栄養の改善、それから、口腔機能の向上、それから、閉じこもり・うつ予防・認知症予防

という大きくは４つのくくりに事業メニューがあります。その中で閉じこもり・認知症・うつ予防

という部分では通所という形になじまない部分がありますので、訪問を主体に行うという形になっ

ております。いわゆるデイサービスのような通所の形態については、デイサービスだけに限らず、

例えば「元気づくり教室」の中に持ってくることも可能なわけです、通所という形の事業で。苫小
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牧あたりとも話をしていた時に、比較的老いを自覚していないレベルの方で、要するに運動機能が

若干落ちているというような形とかになった場合に、非常に言葉は悪いのですが、みんなで一緒に

チーパッパのそういう教室には行きたくないという方が結構多いという形になっておりまして、積

極的に健康づくりされるという方は、いろいろな教室をやっても出て来られる方というのは同じ方

がおりまして、メニュー的には、国はこのような形で運動器、栄養改善、それから、口腔機能、口

腔機能というのはよく高齢者は肺炎とか義歯が合わないとか、それから嚥下困難で肺炎をおこすと

かそういった問題が医療費に繋がるという国の考え方もありまして、運動器については膝痛だとか

腰痛だとかが医療費の中で、転倒の問題ですとかが大きいということがこの取り組みの裏づけにな

っているというふうには、去年までの公共の資料の中には出ておりました。それを具体的に落とし

込んでどういうふうに展開するかということについては、私どもの方で幾分ある教室活動の中に位

置付けていくことも検討しておりましたけれども、結局はこのように数字が出ないということで今、

訪問による指導で内容について分析している最中です。あと、ご利用者の意向の方と含めて。 

○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、国が５％という意味は、そういう運動機能が増せば病院に

行く人たちが少なくなるから、そういうために５％のものを出して運動機能を回復することによっ

て病院に行かなくてもいいと。それで医療費を下げようという国の考えですね、まず、一つは。基

本的な考えは。そこはわかった。それは、方針としては極めていいことだと。それを決定するのは

医者なのだけど、0.3 とか 0.2 しか出ないということは、医療費は下がらないということだねとい

うことはさ、聞きたいことは何かと言うと、例えばこの人たちは要支援１でも２でもないわけだか

ら、今、内潟主幹が言われたように「元気づくり教室」はいいけれども、デイサービスとかは行け

ないよね。そうしたら、医者が判断していながら、やれるのはその範囲しかやれないというのは非

常に矛盾しているような気がするのですよ。例えば飲み込み、嚥下と言うのですか。飲み込んで間

違って変な飲み込み方するものだから肺に入って肺炎になってやばいとなるわけでしょう。だから、

そういう飲み込み指導をやるわけでしょ。それをまさか一人ひとり 18 人を保健師さんが訪問してや

るという・・・。この人たちは一定限度、要支援 1 でも２でもないわけだから、そういうことでの

受け皿というのはないのですか。 

○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、大渕委員おっしゃいましたように、この特定高齢者の定義

は厚生労働省が、要するに健康な老人をたくさん作ろうと、介護保険の認定を受けないようにさせ

ようと、言葉は悪いのですけど。したがって、65 歳以上の方々については老人保健事業の中の基本

健康診査というのは全国的に自治体でやらなければ駄目ですから、これを受けた中から65 歳以上の

人口の５％ぐらいはだいたい想定されるだろうと。その方々に状態の維持をしていただこうと。そ

して、改善をしていただこうと。したがって、介護保険の認定を受けないような老人を作っていこ

うというのがそもそもの発端なのですよ。それで、あくまでも老人健康診査のチェック項目は医者

なのです。一部委託料払って１件何ぼでやっているわけです。医者がやるのです。医者がチェック

して、先ほども言いましたように、この人は特定高齢者ですよということで来ますから、その方々
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に対して、次の２つ目のサービスですね。これにつきましては、各自治体、地域包括支援センター

が要するに通所介護だとか、訪問介護だとかいろいろなことを、メニュー立てをしてサービスを提

供していきなさいと。その代わり自己負担もいただきますよということなのですよ。ですから、う

ちの方では要するに介護保険以外のサービスありますね、自己負担１割でやっていたもの、そうい

うことに全部。だから、メニュー立てをした。例えば、栄養改善される方は配食サービスやります

と、これは500 円いただきますと。それから、デイサービスに通った方は１回何ぼいただきますと、

そういうことでうちの方では今の条例で介護保険以外の、要するに予防的な形については料金をい

ただくシステムになっています。そして、これは、介護保険上では今回の新しい制度からですけど、

市町村で自由にお金を利用者負担率は決めてもよろしいですという形になっています。それで、基

本的な考えとしては、介護保険でサービスを受けても１割負担は原則なのですよね。ですから、認

定を受けていない方、予防のために１割でいいのかという議論もありますし、それじゃあ認定を受

けている人よりちょっと多くしてもらって２割負担の方がいいのではないのかとそういう議論があ

るのですよね。そういうことでですね、予防と言えども参加する場合は負担金はいただきますよと、

利用者負担はいただきます、そういうシステムなのです。 

○委員長（吉田和子君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） わかりますよ、それは。例えば、10 割かかる分の２割払えというのはさ、

それはある意味で言えばいいと思うのです。いいと思うと言ったらおかしいけど、要支援１・２の

場合は１割だから２割払うと、それはいい。ただ、それで本人がちゃんと自覚して、自分が健康に

なりたいということなのだからと言ってしまえばそれで終わるけども、勝 手に医者が認定して、「お

前、健康でかかるなと。だけど、お金はもらうから健康だから来いよ。」と、そういうふうに受け止

められてしまったら全然駄目だよね。何かそういうふうに、紙一重のところをね。すごい自覚があ

る人はいいですよ。そうでなければ、さっき主幹が言ったように、「そんなものは俺、受けないよ。」

というのが出てくるのは当たり前だよ。メリットが少なかったらそうなるのだよ。そんなのわざわ

ざ自分のお金で出て行ってだよ、お金取られて、そして、あなた健康だから良かったねとこうはな

らないと思うのだ。だから、この18 人の人たちが受けるメリットというのはもうちょっとないもの

なの。そのことによって、介護保険料も上がらない、病院代も減ればいいわけだからさ。そういう

ふうに考えたら、何かちょっと矛盾しているような気がするのだけど違いますか。 

○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) 抽出するまでは、認定まではわかりましたよね。それで、その

後です、扱いね。正直言いますと、例えばこれは糖尿病患者も同じなのです、成人病の病気で今、

町の方でいろいろ指導していますよね。皆さんが素直に聞いていただいたら改善になるのですよ。

そして、今、80 代だとか 70 代の後半でしたら、ある程度聞いていただけるのですけど、ご存知の

ように、これから団塊の世代も出てきますけど、65 歳ぐらいで特に病気じゃなく疑いがあるよと、

このまま放置すると介護度に行っちゃうよと、状態維持できなくなるよという方を抽出しているわ

けですから。この方々がいろいろなメニューを持って行って参加をしてください、改善をしてくだ

さいということは非常に至難な業でございます。これはもう非常に個々の個人プレーが多いですか



 - 21 - 

ら。今の70 代後半の老人の方については、わりかし皆で一緒の所で来てもいいのですが、団体に慣

れていますけど。そういうことで非常に難しいなということです。それで、これをオール無料にし

て、医療費の抑制になるのだから、すなわち介護保険の抑制になるから無料にしてやろうよと言っ

た場合にですね、今の認定者との差が出ると。ですから、これは最低限、今の認定者と同じぐらい

の利用負担はいただかなければ駄目だと。むしろ、それ以上いかなければ駄目だと。そして、国の

方ではこの財源構成についてはちゃんと給付費の３％以内で運営しなさいと、ちゃんと財源構成は

できているのです。その代わり本人から負担は取ってもいいですよと。そして、取った分だと補助

対象で全体の給付費の３％までは使っていいですよと、そういうシステムになっているのです。だ

から、予防にたくさん力を入れても全体枠の３％超えたら駄目なのですよ。一生懸命やれば増えて

いきますから当然。ですから、３％以内で組み立てをしていかなければ駄目だという形になってい

ます。そういうことでございます。だから、これからはですね、介護認定を受けている方について

はいいのですが、自覚して認定を受けるわけですから、やはり改善をしたいということで臨むので

すから。ただ、予防給付については、まず、把握事業からもう厚生労働省からつまずいてきたとい

うことですね。理想論はいいのですよ。ですけど、現実とかなりかけ離れたと。これがですね、ど

のように修正をされてくるかということで、今、論議されると思いますので。今、我々に入ってい

るのは、基本チェックリストは厳しいのではないのかと、だから、それを緩めたらどうだとかと。

ただ、そんな問題じゃないと思うのですよね。ですから、特定高齢者を把握して、認定して、その

後の予防をどうしていくのかということに少し重きを置いて、どこの自治体もちょっと動きづらい

のではないのかなと。まさに三連携も同じなのです。健診をやって医療費抑制なんて、これと全く

同じなのですよ。厚生労働省は全てですね、身障の自立支援法もそうですけど、みんなこれになっ

てきたのですよ。ですから、要するに病気になる前にストップさせる、介護認定になる前にストッ

プさせる、健康な状態で続けさせろということなのですけどね。 

○委員（大渕紀夫君） ちゃんとお金くれればいいけれども、自治体でそれをやれと言うのならど

うにもならないね。 

○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） 今の特定高齢者、私も最初、後期高齢者のことかと思っていろいろなも

のを調べたのだけど無くて、そうしたら新聞でちょっと気づいたのがあったので見ていたのですけ

ど。やっぱり、さっき言ったようにチェック機能が。内潟主幹がおっしゃったようにチェック機能

はね、決められてきたことは、白老町独自とか各自治体独自でこういう方法ではなくて、もっとこ

ういった方がいいのではないかと言ってもそれは取り入れられないという話をしていましたよね、

決められているということで。このチェック機能でやっていったら介護認定に似てくるということ

でチェック機能は見直すということがあるのですけれども。この中で私がすごく気になっているの

は、受ける、受けないはもちろん個々の考え方があるのですが、生活習慣病健診受診者数の中でし

か対応していないと。これに来る人というのは意識があるから、健康管理をわりとしている人だと

思うのですよね。来ていない人の把握をどうするかということが一つ。もし、やっていくのであれ

ば、自治体として町独自としてもこの問題というのは大きな問題なのかなと思っているのと、それ
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から、さっき、ずっと、今、説明を聞いていて思ったのですけど、風邪をひいたりなんかして病院

にかかることありますよね。これは三連携になると思うのですけど。そういった中で、「あなた、こ

ういうのがあるのですけど受けていますか。」ということをお医者さんの口からも言っていただいて

ね、風邪をひいて来た時にちょっとそういう、チェックは見たらそんなにたいしたものではない、

たいしたものではないと言ったらおかしいけど、問診的なものとちょっとしたことでわかるのです

よね。だから、そういうことも一緒に受けてみませんかという宣伝と言ったらおかしいですけど、

それはやっぱり介護予防をしていくということは大事なことだと思いますので、そういったことへ

も含めていく、三連携の中での一つの項目として捉えていったらもっと効率的になるのかなと。そ

れがいいかどうかはわからないです。そこの仕組みでできるかどうかはわからないですけど、そう

いったことも一つ可能なのかなということをちょっと思いながら聞いていたです。それが１点。 

 それから、もう一つ。虐待の方なのですが、虐待のネットワークのあれもずっと見させていただ

いて、各施設からも代表の方が出ているのですが、私、ここのところはわりと介護を受けている方

はヘルパーさんだとか、そういった方がもし行っていればわりと見つける可能性があると。ただ、

まだ介護認定はされていないし、家族によってはあまり家のことは出したくないということで認定

さえ受けないで家族で見ながら、それで介護をきちんとしていればいいのですけど、それが暴力に

繋がっていることが見えていない部分をどう引き出すのかというのが１点とね。それから、施設の

さっきちょっと出ていましたけども。施設の代表者が出ていますけど、施設のことはなるべく出し

たくないのではないかというふうに思うのですね。それで、施設によっては外部評価委員と言うの

ですか、そういったところを設けているところがあるのですが、これは義務化になっていないはず

なのですよね。だから、そういった部分での施設の虐待の状況を把握する方法というのはね、施設

代表者だけではちょっと見えないのではないかということがすごく気になっている点なのです。そ

のことをどういうふうに今後ね、対応されていくのかなということが１点と。 

 それから、生活機能評価リーダーというのは、何の資格も無くても、このリーダー研修を受けた

ら、それに対応できるというか、なれるのかな。そうしたら、このことが拡大していくとね、三連

携の中でも町民の関わりというのはすごく大きいのですよね。こういうことを受けた町民がいろい

ろな面に、これはもちろん健康づくりのためのものなのですが、健康づくりは健診も全部入ります

よね。そういったことで、これを受けた町民が地域の健康推進委員ような形のものになって健診を

受けましょうとか、地域でそのことを活性化させていくためのものもできるのかどうなのかね。そ

ういた点はどうなのでしょうね。繋がっていくのか、どうなのか。繋がっていけるのか、どうなの

か。それは三連携の中で聞いた方がいいのかな。このリーダーというのはすごく魅力あるものだな

とちょっと思ったのです。これが成功したら、もっともっと白老の健康づくりというのは進むので

はないかなとちょっと思ったものですから、その辺含めてどうでしょうか。 

内潟主幹。 

○高齢者保健福祉Ｇ主幹（内潟康子君） まず、特定高齢者の把握の方法のこと、１点なのですが。

健診以外の把握というのも、先ほど説明の中にはちょっと漏れていたのですけれども。私たち、普

段の高齢者の65 歳訪問ですとか、地域のいろいろな相談事例の中から特定高齢者になりそうだなと
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いう方は健診の方に別枠で勧めて、文書も入れて受ける形は引っ張っていっています。件数は 10

件に満たない件数なのですが、それも入れております。ただ、やはり最終的に、健診を受けないま

でも主治医の生活機能評価という部分でご判断をいただかないと決定できないものですから、そう

いう形にはしているのですがこれもなかなか、はっきりとした数字ではないのですが６件だったと

思うのですが、勧奨通知とかを入れてやりましたがなった方はいなかったのですよ。そういう形を

今後は少しずつ広げていかなければならないとは思っております。健診しか方法がないではござい

ませんので追加してご説明申し上げます。 

 生活機能リーダー養成につきましては、三連携事業の中で国保の方の補助金で私どもの方で一緒

にやっていく事業なのですけれども。これは初めての試みなのですけれども、ただ健康のボランテ

ィアと言っても、一つの技術と言うか、きちんとわかってポイントを押さえて提供していけるもの

を、資格も何も無いのですけれども認定することでより一層地域の中で活躍していただけるのでは

ないかということでこの部分を特化して、国保の方では２年間の養成事業なのですが、それを地域

支援事業として継続して年間20 名ぐらいずつ、もし、これが５年間やれれば100 人になるわけです

から、その方たちに健康体操の部分ですとか一緒に行っていただいて、私たちがいつも行くという

よりはその方たちと作っていく地域の健康教室と言いますか、健康クラブ的なものが増えていって

くれれば、これが本当の身近な部分での行ける場所という形で、デイサービスしか行くところがな

いのではなくて健康のために自分が出向ける場所というものを作る形に将来的に持っていければな

というふうに思っております。三連携事業の中で「元気づくり教室」だけを私どもの方であげてい

るのですが、20 年に１地区拡大、本当に遅々たる歩みなのですが２年ごとに１地区ずつやれる地区

を拡大したいと考えておりますので、それに合わせた形で検討していければというふうに思ってお

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) ちょっと答弁もれがございますので私の方から。施設の虐待の

関係で、施設の責任者がメンバーになってございます。この主旨はですね、一つには早期発見とい

うのが片方ではあるのです。そして、もう一つはですね、こういうことはやっぱり啓蒙しなければ

駄目だということで、施設さんには、発見する部分では施設長さんですから、やっちゃ駄目なのだ

よ、起こっては駄目なのだよという一つの研修をする中で施設長さんを入れてもらったということ

なのです。 

 それとですね、なかなか施設では発見しづらいと言いますけど、ご家族の方が行きましたりです

ね、そういう中でかなりの部分も、今、施設であまり隠すそうとしても外部から漏れますし、それ

から、もしくはうちが今やろうしているのは、施設の職員、従事者を研修させようと。そして、施

設介護に燃えている方々が、自分のところの施設をやはり、吉田委員長言いましたように、押さえ

ようとではなく、やっぱり改善していっていただくというような、その辺の教育もやっぱりしてい

かなければ駄目だということで、とりあえずは施設代表の方を一応メンバーに入れているわけでご

ざいます。そういうことで研修の機会を増やしていくために施設に協力をいただくということで増

やしているとそういう側面を持っているということでございます。 
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○委員長（吉田和子君） 虐待のネットワークについては全道で初ですとのことで、他の自治体か

らかなりどういうふうにやっているのだろうということで注目をされると思いますので、積極的に

いろいろな面で関わっていただければなというふうに思います。 

 他に質疑のございます方。西田委員。 

○委員（西田祐子君） 特定高齢者把握事業の状況について、もう一度なのですけれども。実はで

すね、お医者さんの方が指定するということなのですけど、例えば高齢者の方々が食事のことで結

局食べられないからどうのこうのと言って体調を悪くしたりとか、また、病院にかかるとか、また、

それからですね、ボケとか痴呆という言葉はちょっとおかしいのかもしれないですけど、脳の萎縮

があって実際に病院に入院するとかそういうようなことが実際にあります。でも、実際には、その

人たちはこの特定高齢者の人数の18 名の中に入っていないのですよね。その辺が非常に高額医療に

なっているのではないかなと思うのですよ。家族としても絶対におかしいなと思うのですけれども、

介護が必要ではないですけれども、そういう指導のためにね、例えば１割負担、２割負担というの

は非常に家族としてもありがたいし、本人もありがたいのですよね。その辺をもうちょっと、先ほ

どから聞いていたら、国の基準がそういうふうになっているというのでね、もし、できることであ

れば、そういうようなところをもうちょっとやってもらいたいというふうにね。やはり、関係機関

と言うのですか、そういうところにぜひお願いしていただきたいなと。そうではないと、白老町の

高額医療が下がっていかないのではないかなと、極端なことを言ってしまえばですよ。本当はそっ

ちの方でやってもらえば、こんなふうに病気になって入院しなくてもよかったのに、検査しに行か

なくてもよかったのにというのが何回か感じられたものですから、ぜひお願いしたいなと思うので

すけれども。 

○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) 特定高齢者ですけど、これは先ほど言いましたように、吉田委

員長も言いましたように、病院で風邪をひいた中で委託料を払ってございます。１件何ぼでござい

ますから。当然、病院に来院される方については、受けていないということになれば、医者は委託

料をもらいますので、１件何ぼで払いますので、それでやっていただいている。だけど、結果とし

ては、このぐらいの数字しかいっていないということでございます。それと今、西田委員のおっし

ゃいましたことは、まさにそういう認定を受ける前の方々ですね、そのような方で介護認定に至ら

ないけどそういう方がいるという場合にはですね、ここで引っ掛かっていただければ指導ができる

のですが、ここにも来ないということがございますので、これにつきましてはですね、うちの方で

は今、地域の民生委員さんだとかいろいろな方にお願いをしてですね、町内会長さんも含めて地域

でそういうことがあれば認定を受けなくても、地域包括支援センターの方では介護のご相談をして

いますのでね、地域包括支援センターを紹介していただいて、そういうＰＲは今後も努めていきた

いと。おかしいと思ったら、まず相談に来てくださいと。そのために地域包括支援センターがござ

いますということでですね、それも含めてＰＲしていきたいというふうに思っています。 

○委員長（吉田和子君） 時間になりましたけれども、まだ質疑があるようでしたら午後からもし

ようと思いますけれどもどうでしょうか。質疑はありませんか。あとはまた７日にちょっと詳しい
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資料をいただいた時に質疑応答も。私たちも今日のいただいた資料でまた少し勉強しまして、７日

にまたお願いするようになると思います。そういうことで一応、所管の方の説明終わりましたので、

その後また委員会で打ち合わせしますので、これで一旦終わりたいと思います。今日はどうもあり

がとうございました。また、よろしくお願いいたします。 

休   憩      午後 ０時０３分 

                                           

再   開      午後 ０時０４分 

○委員長（吉田和子君） 次期委員会をどのようにするかということで。今、皆さんのところに資

料を配っていただきましたが、７日と８日に委員会を予定しています。そこで、今日、介護の方の

平成 18 年４月からスタートした進捗状況、それから、結果について報告をいただきましたけれども。

包括的支援ということで、７日・８日は町民課が事務局になっています。三連携は18 年１月からス

タートしておりますけれども、お渡ししました資料 13 項目について、かなりいろいろなことを今、

進めているのだそうです。それで、その進捗状況を伺いまして、三連携を含めた包括的な支援が今

後どうあるべきかということを７日に一応予定をしていて、やりたいというふうに思っているので

すが皆さんの方から何かありましたらお伺いしたいと思いますけれども。担当課長とちょっとお話

しまして、一覧の表を作ってくださるそうです。それをいただいて、関連する課４課、町民課、健

康福祉課、介護も一緒に含めて、あと病院と、連携するところに参加をしていただきまして、私た

ちは施設研修もしてきておりますのでね、それを含めていろいろな意見を言ったりとか、所管をし

ていきたいなというふうに思っているのですが、その他に何かこんなものはどうだということがあ

りましたら。大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） この 13 項目は大項目で、具体的にはもちろんなっているのだろうと思うの

だけど、具体的に保健・医療・福祉・施策個別事業一覧というのがあるのですよ。後で出たもので

す。だぶっているものもかなりあるのだけど、18 年度の予算がついて、新規だとかどうだとかと全

部書いていてね。どこまで進めているかというのを、これちょっと今、見たらね、13 項目以上ある

のですよ。だから、だぶっているはいいから、だぶっていないものについてはこれの進捗状況をき

ちんと出してもらう。これは具体的に何をやると。町立病院の検診体制の充実だとか、町立病院の

受診者数の改善だとか、そういうのが具体的に出ているのです。外来患者日平均 167 人とか。それ

がどのようになっているかというのをね、具体的なものを全部出してもらう。これをやらないと具

体的にどこまでいっているということははっきりわかりませんから。数値目標できちんとやった方

がいいと思います。 

○委員長（吉田和子君） この 11 ページのところとかでしょ、三連携の。 

○委員（大渕紀夫君） 一番最後にもらったものの最後に付いているのだよ。後でくれたもの。こ

れは何かの資料だから、後で付いているのだけど普通のものには付いていないと思う。 

○委員長（吉田和子君） わかりました。それについての進捗状況もまとめてお願いしますという

ことで担当課の方に言っておきます。その資料を持って課長の方にお話しておきます。 

 それで、今日の介護の説明があった部分の資料の提供がまたあれば、そのことについても連携し
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ながら、連携するものは結構あると思いますのでそれも触れていきたいと思っております。 

 それから、話の中で委員会協議会もちょっと出てくる可能性もあります。後期高齢者の保険制度

の 20 年４月というのが 19 年度からちょっと変わってくるものもあるのだそうです。そのこともち

ょっと委員会協議会でお話したいというふうに言っていました。 

 それと、山口健康福祉課長とお話しましたら、障がい者の自立支援法の12 月にかなり変わってき

ているものもあるらしいのですね。それと同時に障がい者の支援計画を作るということになってい

ますよね、３月までに。それの進捗状況含めて、これは包括に含まれてきますので、こういった説

明をもし資料が揃えばやっていただくようになるかもしれませんので、状況的には７・８まで使う

ような形になると思います、今の状況の中では。そういったことで進めたいというふうに思ってい

ますけれども、その他何か皆さんの方から。 

○委員（大渕紀夫君） 資料なのですけどね。なるべく親切に出してほしいと言ってください。出

し惜しみしないでね、どっちみち後で要求するのではなくて、初めからやっぱり資料をいただいた

方が。もちろん、もらっていて失念している部分もございますから、そこは反省しながらですけど。

後で出すのではなくて、なるべく先に出してほしいと言ってください。若干、余分な資料でも出し

ていただいた方が理解度進みますのでお願いします。 

○委員長（吉田和子君） 今回の資料もちょっと、私も見て、これだけかなと思ったのですけど。

だから、前の説明を全部開けて見てみたのです、これを見るために。 

○委員（大渕紀夫君） これを作っている資料があるはずなのですよ。それが出るとすごくわかる

のですよ。そう思います。 

○委員長（吉田和子君） あと他にありませんか。無ければ、そういったことも含めて担当課にお

願いをしたいと思っております。そういうことで次回は７日10 時からということになっております

ので、よろしくお願いしたいと思います。無ければ、以上で終わりたいと思います。 

                                           

     ○閉会の宣告 

○委員長（吉田和子君） 本日の委員会をこれで終了いたします。本日はどうもご苦労様でした。 

 

（閉会 午後０時１１分） 


