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平成１９年白老町民生常任委員会会議録 

 

平成１９年２月８日（木曜日） 

  開 会 午前 ９時５８分 

 閉 会 午後 １時３７分 

 

○調査事項 

 地域包括支援について 

  

○出席委員（７名） 

 委員長  吉 田 和 子 君   副委員長  熊 谷 雅 史 君 

委 員  西 田 裕 子 君         宗 像   脩 君 

大 渕 紀 夫 君         根 本 道 明 君 

議 長  堀 部 登志雄 君 

  

○欠席委員（０名） 

  

○説明のため出席した者の職氏名 

町     民    課    長    五十嵐 則 夫 君 

国  保 ・ 年  金 G 主 査      小  関  雄 司 君 

健   康   福  祉   課   長     山 口 和 雄 君 

健  康   福  祉   参   事     武 岡 富士男 君 

地 域 ・ 障 が い 福 祉 G 主査     上 村 幹 康 君 

病     院     事     務     長       丸 山 伸 也 君 

  

○職務のため出席した者の職氏名 

 事  務  局  主  幹     中 村 英 二 君 

 嘱   託   職  員     松 本 美 紀 君 
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◎開会の宣言 

○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。今日、熊谷副委員長ちょっと遅れますので、よろしく

お願いいたしたいと思います。 

 これより、昨日に引き続き、地域包括支援についての調査を行います。昨日、ある程度説明

を受けた所もありまして、質疑応答を行いましたけれども、また昨日も持ち帰りまして、質疑

応答がありましたら、そのことから始めていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと

思います。行政側で、昨日の時点でまだ説明しておきたいことがありますか。よろしいですか。

なければ、質問があれば質問を受けて、次へ進みたいと思いますけれども。質疑がございます

方、どうぞ。昨日、十分出尽くしましたでしょうか。 

 私一点、三連携ということで、昨日ちょっとお話ししましたけれども、院外ベッドというか、

在宅介護の件でちょっとお伺いしたいと思ったのですが、療養型、病院が今見直ししています

よね。というのは、ワンフロア形式にするので、療養型の方が出なくてはならないという状況

が出てくると思うのですが、そういった中で、在宅で介護をするのに、住宅の問題が出てきて

いるのですね。持ち家の方は、一階、平屋とかいうので、下で診ることができるのですが、公

営住宅とかアパートで住んでいる方、二階とかに住んでいる方が全然歩くことができないとか

車椅子の方を在宅で診るときに、それができないということが結構あるのですね。そういった

ときに、それがすごく今後課題になるのかなと。在宅を進めていくという部分では、もちろん

病院が出て行くとか、いろんな支援体制、ヘルパーさんが行くとかいう、そういう体制はでき

ているのですけど、我が家で介護しやすい環境づくりというのか、そういった部分では、手す

りとか、もちろんそういう在宅の改造はある程度できるのですけれども、住宅が二階だという

ことが。それで、空いている所へ引っ越さなければならないということも出てくるのですけど

も、あえて引越ししてでも欲しいといったときに住宅が無いのですよね。そういったことの対

応は、この三連携の中で、包括してやっていく必要がないのかなと、ちょっと思ったのですが。

その点、どうでしょうか。三連携の中に、在宅で診るということにつなげていくということに

なると、家の方の体制というのが必要になってくるのかなというように思うのですけれども、

その辺はどのように今後対応していかなければならないとお考えでしょうか。武岡参事。 

○健康福祉課参事（武岡富士男君） 包括センターに関わる部分でもございますので、総合的

な相談等もやってございますので、私の方からお答えになるかならないか分かりませんけれど

も、今、委員長おっしゃいましたように、例えば在宅に復帰をしますよと、部屋の中につきま

しては、これは介護保険の住宅改修等々で、手すりだとか、その辺の小額的な修繕はできると

思うのですよ。ただ、今言われましたように、二階に住んでいる方が、例えば公営住宅の四階
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だとか、三階だとか、これが一番良いのは当然出入りの楽な一階が良いというのは、我々とし

ても十分認識持っています。ただし、公営住宅の方は、ご存知のように、非常に入居待ちの方

が多いということで、これらについては私どもとしては、三連携としては住宅の担当方にこう

いう事案があるので、本人に申し込みしていただいて、なるべく早い時期にお願いをしていく

というような流れにしかならないのかなと、実はそう思っております。以上でございます。こ

れは本当に、委員長おっしゃったように、医療だとか介護の病棟だとかから出てきた方々の、

本当に居宅で生活する方の大きな大事な事業とは思いますけれども、非常にそれは住宅も絡み

ますので、厳しいということは我々も認識しております。ただここで、解決策はどうかと言わ

れても、今の所は担当部署に事情を話して、なるべく早いお願いをしていくというようなこと

しかないのかなと、実は思っています、以上です。 

○委員長（吉田和子君） これは、住宅が無いことにはどうしようもないことなのですが、今

新しく今回、申し込みを受け付けている所がありますよね。あそこはそういう方たちが優勢的

になるのかなと、頭の中で誤解していた部分があるのですが、あそこは高齢者向けの住宅とい

うことで、そういう介護をするために優先をするとか、そういった住宅ではありませんという

ように言われたのです。そういうことからいくと、なかなかそういう北海道はどっちかという

と施設指向ということなのですが、今ホテルコストがかかるようになって、年金が中途半端と

言ったら失礼ですけど、10 万くらいの年金で奥さんが働いていると、課税世帯になるとホテル

コストは普通に取られると。そうすると、そっちの方に半分以上の生活費の 20 何万貰ったと

しても、半分以上そっちの持って行かれたとしたら、奥さんの生活が成り立たないと。奥さん

が仕事辞めて、在宅で診るといったときに、そういった弊害がいっぱいあると。せっかく在宅

で看病して何とかしようといったときに弊害が随分あるのだなと、私も思ったのですね。そう

いった部分で、住む所が無いというのが一番大きな弊害だったものですから、今後の対応とし

ては、住宅の優先順位の中に、そういったことが入るような方向性というのも今後必要なのか

なというふうには思ったのですけれども、そういうことで、これ以上はあれだと思うので、今

後の対応として考え方に入れていただければというふうに思います。ほかに、質疑ございます

方、いらっしゃいますか。大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） １、２点。１つは、国保ヘルスアップ事業ですけれど、これは国かど

こかの補助事業ですよね。その財政的な中身が白老の場合どうなっているかということが、ま

ず１つお伺いをしたいと。それからもう１つ、これは山口課長と大分意見が違っているのかも

しれないけれども、この三連携を進める地域包括の状況を進めるということになれば、やっぱ

り地域組織をどうするかというのを。例えば一緒に視察に行ったまちのほとんどがそうなって

いるのですよ。あの組織が良いかどうかというのは別です、僕は。状況が違いますし、北海道

と本州の違いだとか、それから周りの医療状況含めて違いますから。ああいう保健推進委員が

全部良いとは思いません。ただ、私は白老町にあった形、現状にあった形でのそういうものが

無ければ、昨日議論された何故健診をやっても、医療費が下がらないのかというのは、そうい

う所に１つあるのではないかと、これは私がずっと思っていることなのですよ。どんな形かは



 4 

別ですよ。しかし、あれから学ぶものというのは必ず、僕はあると思っているのですよ、地域

組織から。それが無いと、やっぱり官主導だけとは言いません。やってらっしゃることは分か

っていますから。主に官主導でやった場合に、やっぱり行かないのではないかと。本当に健診

だとか、そういうものがきちっと定着して、医療費の減少にまで跳ね返るというのは、やっぱ

り地域組織ではないかと。私はそう思ってずっと質問してきたのですけど、ちょっと考え方の

違う部分もあるのだけれど、私はまだそう思っているのだけど、そこら辺について、この２つ

まず。 

○委員長（吉田和子君） 五十嵐課長。 

○町民課長（五十嵐則夫君） ヘルスアップの関係ですけれども、うちの場合は 18 年度から

手を挙げて事業を進めています。国庫補助の対象ということで、800 万の補助金をいただいて

おります。18 年度予算上は 850 万の予算ということで、50 万を一般財源というふうに持ち出

しを考えていましたけれども、実は 19 年度、今朝ちょっと文書入ったのです。それからする

と、ヘルスアップ事業が縮小の傾向です。昨日ちょっとお話しありました総合健診の話し。20

年度から義務化になりますよというお話しがちょっと出ていたと思いますが、それに移行して

いくような考え方です。まだ、はっきりは文書出て来ていませんけれども、そんな事務連絡が、

今朝ちょっと文書入りました。20 年度からは、多分予算はかなりの縮小になるだろうと。名前

がヘルスアップという事業が残るのかどうかもはっきりまだ見えません。ただ、19 年度予算は、

ちょっとやっぱり補助の助成対象が、補助対象がきつくなるのかなというふうに考えています。

ですから、今 19 年度の予算編成は、とりあえず終わりました。ですから、800 万で当初考え

ていたとおり、予算は組ませていただきましたけれども、実施の段階では少し精査をしていか

なければならないなというふうになります。国が変な話し、鳴り物入りで２、３年前にモデル

事業をやりましたよね。道内も何町村が手を挙げてやっています。我々の方も 18 年度からス

タートした。また、この 19 年度に手を挙げるという所を、厚真あたりは確かそんな話を聞い

ていますけれども、そういう所からすると、変な話し、梯子架けていて外すというは語弊あり

ますけれども、そんな状況にもなり兼ねないのかなと。20 年度からの特定健診という、国保事

業としては義務化になるよということでありますので、そちらの方に移行するような雰囲気で、

今の所は情報もらっています。答えになっているかどうか分かりませんけれども、そんな状況

です。 

○委員長（吉田和子君） 山口課長。 

○健康福祉課長（山口和雄君） 三連携の資料の 11 番、高齢者元気づくり事業をちょっとお

開きになっていただきたいのですが。この中で、進捗状況、囲みの中で健康づくり、介護予防

サポーター要請講座というのを年６回ということで開催しますという、記載をさせていただい

ております。これは、１月 25 日を第一回目にして始めておりますが、１回目は町立病院の猪

原先生に生活要望関係の習慣病の講義をお願いした所なのですが、この後、札幌医大の先生と

かが来まして、講座を持つ形になりました。これはうちの健康づくりの視点、いわゆる健診含

めての推進と、それから介護予防をするということで、それを地域に推進していこうというこ
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とで、サポーターを要請したいという、こういう考え方でございます。従前から議会で言って

おりましたとおり、サークルを中心的にできないのかというお話しをさせておりますが、こう

いった地域にサポーターを作っていこうということで、今年第１回目をやりまして、これも適

正化事業の一環としてやっている部分もありまして、予算の活用もそちらからいただく部分も

あります。そういうことで、今年から、地域の組織化に結びつけば良いのかなというふうに思

っていますが、今回、広報等で周知しまして、自主的にこういうことをお願いしますという中

で、参加をしていただいた方が 39 名ほどおります。当初、うちの方では 20 名程度予定してい

たのですが、倍の人数が集まっております。比較的、今までこういう事業をやりますと、女性

の方ばかりが多かったのですが、男性も比較的目立って出席をしていただいているというよう

な状況でございますので、来年もまた第２回ということで、こういう要請講座を開く中で、最

終的に上手く行けば組織化まで結び付けたいという、そういう支援を町としてもやっていきた

いし、その活動については自主的にお願いしていこうかなというような構想でもおります。そ

ういったことで、着手し、そういう組織化づくりを今後とも進めていきたいというふうに考え

てございます。ですので、いわゆる今回視察等で行った行政主導型の保健推進制度ではなく、

町民が自主的に組織化しながらやっていけるような制度を模索しながら、白老町としては進み

たいなというふうに思っております。 

○委員長（吉田和子君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 始めの方のやつなのですが、結果的には国の予算が減ってくるという

ことは、今言われたように最終的には 20 年度あたりで、この事業そのものが見えなくなると

いうことなのだね。どういうことなのだろう。課長に言ってもしょうがないだろうけれども、

これだけころころころころ変わるというのは、何なのでしょう。山口課長の方なのだけれど、

我々にも案内来たやつですよね。これは、結果として自主組織ということは、そこで集まった

人たちが、自分達でそういうことを地域でやりましょうというようなことを、５回なら５回に

終わった講座をやって、それを卒業した人たちが、認定書か何か渡して作っていくと。これは

毎年やっていくということですね。こういうことを北海道で、こういう形でやっている所って

ありますか。 

○委員長（吉田和子君） 山口課長。 

○健康福祉課長（山口和雄君） 検証はしていると思いますが、多分ないのではないのかなと

いうふうに思います。講座そのものについては、転倒予防だとか、介護予防の関係でやられて

いる所あるのですが、こういった組織まで想定しながらやっている所は無いのではないのかな

というふうに、今の所は思っています。 

○委員長（吉田和子君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 例えば、１回目出ないで、２回目出て、３回目出ないで４回目出ると

いうことでも良いのですか。 

○委員長（吉田和子君） 山口課長。 

○健康福祉課長（山口和雄君） そこの所は、良としておかなければ、割と出にくいという形
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になります。ただ、項目毎に終了書を総体的に出す形になりますので、実技と伴う部分もあり

ますので、それはきちっとした形で、何回か出た方には終了書という形に整理をさせていただ

きたいというふうに思っています。 

○委員（大渕紀夫君） 分かりました。運用を含めて、ぜひ今後を見たいと思います。 

○委員長（吉田和子君） 五十嵐課長。 

○町民課長（五十嵐則夫君） 大渕委員のヘルスアップの関係ですけれども、正直言って事務

方も何でこうなのだという感覚は持っています。５年間の事業ということでスタートしたので

すよね。言い方が悪いですけれども。ほとんどの町村が多分２年目だと思うのです。白老も申

し分けないですけれども、早い方だと思います。モデル事業には手を挙げられなかったですけ

れども。ですから、２年目入るというときに助成体制を、いわゆる補助対象を縮小していく、

20 年度以降はヘルスアップ事業ももう無くなりますよと言うと、ちょっと語弊ありますけれど

も、そんな通知が来たと。というのは、前段話しありました、総合健診が 21 年度から特定健

診をやらなくてはいけないと。義務づけになりますよと、そういうことを想定したときには、

当然それも考えなくてはいけないと思いのですけれども、国の方も。ですから、生活習慣病を

基本的に予防するなり何なりしようということで、ヘルスアップが始まった。それも当然、特

定健診の中に入れなければならないという項目になりますから、ヘルスアップ事業も当然いわ

ゆる吸収というか、そんなふうになるだろうということを想定は当然できるだろうと思うので

す、国の方も。それが、１年ちょっとで、実はそうなのですみたいな話しになってしまって、

我々の方も戸惑っているというか、何なのという、事務方はそんなふうに感じているし、国の

方にそういうことを言う機会があれば、言わなければならないと思っていますけれども。そん

な状況なので、答えになっていないかと思いますけれど。 

○委員長（吉田和子君） 宗像委員。 

○委員（宗像 脩君） 三連携事業の件に関して、いわゆる各種健康診断、検診。昨日も出ま

したけれども、生活習慣だとかあるいはがん検診、人間ドック、脳ドック、これ全部含めてな

のですけれども、今、町立病院、改修は終わったのですね。それをやることによって健診は高

まるだろうという、そういう期待もあるわけですけれども、まだこの間できたばかりで、結果

も出ませんけれども、これからの見通しとして、例えば今日もそうですけれども、がん検診や

っていますよね、道から来たバスで。今日はどこですか、どこかでやっていますよね。明日は

緑丘ですか。あれを頼りにしないで、私は最終的には全部町立病院でできないのかということ

を頭に入れているのですけども。そのあたりの考え方はどうですか。 

○委員長（吉田和子君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 基本的に病院でできる健診はいろいろあると思うのですが、人

間ドック等については、現行の中では機材もあるし、人員もいるということで十分対応できる

と。ただ、地域に出て行って、例えば各地区に分かれて、いろんな健診を行うだけの人的資源

あるいは機材があるかと言うと、残念ながら今は無いと。ですから、現状では地域へ出て行っ

て、様々な健診を行うというのはまず無理だと。もう１つは、町立病院の生き残り策として、
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これは理事者ともいろいろ話しているのですが、ある程度健診センター的な機能を持っていか

ないと、何回も言っていると思うのですが、医療の提供だけでは生き残っていけないのははっ

きりしていますので、そういった要素もどうやって町立病院の全体の中で盛り込んでいくのか、

検討している正に最中です。何ができるか、あるいは積極的に地域出てくるとなったときに、

１つは医師が確保できるかできないのか。その辺も大きな経営上の問題もありますので、病院

の全体的な将来像、ある程度理事者の方で方向を定めて決めていただかないと、次の手が打て

ないというふうな状況にも実はなっています。ただ、事務方としては、当然宗像委員のおっし

ゃったような方向も含めて、検討はしてございます。 

○委員長（吉田和子君） 宗像委員。 

○委員（宗像 脩君） 確かに今、社台から虎杖浜まで道のがん検診のバスが走ることによっ

て、地域に健康診断が行われるということに、これはそのとおりだと私は思っています。今、

急にあれを止めて全部町立でと言ったってそうはいかないし、もし万が一そうなったとしたら、

現状ではぐっと下がるだろうなというふうに思う。ですから、発展的仮定として今のバスを利

用しながら、謙譲診断というのも一つの方法だなと。昨年、仙台の近辺のいくつかの病院、町

村の実態を勉強してきたのですけども、ものすごく各種健診の率が高いのですよ。なぜこんな

に高いのだろうと思うくらい健康診断率が高いということで、それから比べると白老の場合に

は、数字だけ比較した場合にはかなり低いと。低いということは喜んで良いのか、悲しむべき

なのか。あるいは健康だから自分は普段何でもないからという意識を持っていて行かないのか、

いろいろあると思うのですけども、いずれにしても高齢化社会になってきますと、昨日も言い

ました生活習慣病から始まってそういうものの意識、地域住民の意識、そろそろ健康診断も受

けなければならないという、そういう意識を高めるということが一番大事だと思っている。病

気になってから、何々のがんでも乳がんでも何でもそうですけど、病気になってから手を打つ

のではなくて、なる前に健康診断ということに重点を置いていくべきではないのかなというふ

うに基本的に思うものですから、もっともっと健康診断の体制というのを町として、町立病院

を利用してというか、拡充しながらやっていくべきでないかというふうに、そういうふうに思

うのですけど。どうですか。 

○委員長（吉田和子君） 山口課長。 

○健康福祉課長（山口和雄君） 総体的にお答えしたいと思いますが、先ほど病院の事務長お

答えしたとおり、健診については町立病院を体制として、将来的には進めたいと思いますけれ

ども、ドクターの関係だとかスタッフの関係が当然出てきます。そういったものを見ながら、

協議しながら、どうやっていくかということを進めたいというふうに思っています。ただ、専

門的ないわゆるがん検だとか、そうなるとまたドクターによって違う所もございますので、そ

の辺は総体的に今後検討したいというふうに思っています。そして、健診率を高める、そのと

おりだと思っております。あくまでも、健診をするということは、個々人が健康をつくる上で、

一つのチェック機能を自らやっていただくというのが健診の主旨でございますので、それを高

めるというのは、健診に関心を持っていただくということだろうと思います。そういう意味か
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らしますと、先ほど大渕委員の方からどういうふうに進めるのかということは、進め方の問題

ですけれども、サポーター制度を導入しながら、その人たちに勧誘をしていただくというか、

進めていただこうと、そういうことによって住民自らの連携によって、健診率を高めたいとい

う一つの方法を持っています。そういったことを総体的に今後検討し、検証しながら体制づく

り、あるいはそういったものを進めてまいりたいというふうに考えてございます。 

○委員長（吉田和子君） 年間の健診カレンダーとか個別的なものの連携をどうとるかという

のも含めてやっていくということですよね。ほかに質問がございます方。大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 三連携の問題で、病院の問題出ているのですよね。今、健診のお話し

ありましたけれども、外来がかなり目標値に近づいてきているということが一つと、13 対１が

現実的に２月か３月かちょっとあれでしたけれども、入れるのかどうか。入れることによって、

保険点数が全然変わるということになりますよね。そうすると、今の宗像委員が質問された待

合室が改善した中で、この間たまたま懇談会を持ったときに、検査の方が非常に積極的な提案

をされたのですよ。可能なのは、これぐらい可能ですよという数字まで出されたのですよ。や

っぱり、そういう意欲を今お話しあったようにドクターの問題だとかいろいろあるのでしょう

けれども、その意欲を汲み取っていかないと、それもスピードを上げて早く汲み取るというこ

とが、僕は今大切だと思うのですよ。それは、つながるのは２人でも３人でも５人でも良いの

です。そういうことではなくて、そういう意欲を汲み取る姿勢が病院の中で造成される。13 対

１もそうですよね。外来もそうです。だから、そういうことがされていかないと駄目だと思う

のです。そういうことを前提に話されたのだと思うのだけど、この待合室を活かして、健診の

検査の方々の努力も含めて、医者を駄目だとしたら説得してでも底を上げる。もちろん、将来

のこともあるのだけれども、そういうことが今必要ではないかと思うのだけれども、そこら辺

どうですか。 

○委員長（吉田和子君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） まず、外来患者の状況なのですけれど、ほぼ目標に近づきつつ

あるのかなと。外来を毎日ずっと見て歩くと、やはり足の無い、苫小牧に通いきれない、室蘭

に行けない、札幌に行けない、こういう方が増えているのは現実です。ですから、こういう方

に限って言えば、町立病院の存在というのは大きいだろうと。外来患者も増えてくるだろうと。

それと、年齢が上がってくることによって、病院の経営から言うと、一人当たりの単価も徐々

に徐々に上がってきているのは事実です。 

それと、病棟の再編は２月１日から実施しました。人的資源を二階に集中をして、少しでも

赤字幅を圧縮すると。従来ですと、5,400 円ぐらいが１万飛んでちょっと、約倍になると。そ

れくらいの診療報酬が遣いますので、今その体制を取っています。ただ、診療報酬に跳ね返っ

てくるのが新年度からということになります。それで、前にもお話ししましたとおり、夜勤の

96 時間を今実質 60 時間ちょっとに。従来、夜勤にも入っていなかった主任以上の者も、夜勤

に入ってもらうと。それと、准看護師さんの相当大規模な人事異動も行いました。まず、これ

でやれなかったら、この 13 対 1 ができなかった病院はつぶれるのだと、そういう意識を持っ



 9 

てもらうということでやってもらっています。 

それには、先生方にも、実は非常の強力をしてもらっています。一般病床が二階に集中した

ということで、回診時間の順番だとか、午前午後どういうふうに振り分けるとか、ベッドも実

は内科も外科も正直言ってごちゃ混ぜになっています。それはもう分けようがないと、物理的

に分けようがないと、そのことも分かっていただいて、先生方にも十分な理解を得ていただい

てやっています。特に若手の先生方も積極的に、これしかないのだからこれでやろうというこ

とでやっていただいていますので、逆に言えば、もっと早く取り組めば良かったなというよう

な所もあるのですけれども、遅蒔きながらでもとにかく全体的な意識をきちっと持って、スピ

ード感を持ってやらなければと。 

それと、待合室を新しくしたというのは、この効果というのは、単にサービスだけではなく

て、うちの職員の意識向上。やはりお客さんを大事に、患者さんを大事にしないと、自分たち

の収入は増えないのだと。今、新しいやり方で、少しサービスの仕方も変えて、例えばドック

に来られた方もちゃんと既存の臨時職員１名つけて、ここが終わったらはいこちら、そういう

ご案内をしていますし、バリウム終わった後のお茶だとか、そういったサービスもやっていま

すし、例えば新聞一つとっても今まで何も提供していなかったと。待つ間のサービス、それが

全体に見えるようにまずしていこうと。ですから、今回の人間ドックの待合室を造ったことを

きっかけにして、全体的に発展していくように考えていこうと。そうするとサービスの関して

も、私たち看護師は患者さんの看護だけということではなくて、順繰り順繰りサービス業にも

当てていきたいなと思っています。そのことは病院全体の認識として、やっぱりそういう形で

やっていかないと駄目だと。 

もう一つ言われたスピードの問題。確かに今までは公立病院の欠点というのはそこにあった

なとは理解しています。徐々にですけれども少しずつ、お叱りを受けるかもしれませんけども、

遅いですけれども、少しずつ進んでいますので、もう少しスピードをアップできるように事務

長として院長と相談しながらやっていきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） ほかによろしいですか。無ければ、昨日、介護の方の書類をいただ

いておりますけれども、民生常任委員会所管事務調査ということで、地域包括支援について、

介護保険事業の推移及び制度改正後の事業概要資料ということで、先月の 19 日も説明を受け

ましたけれども、その他にまた資料が増えてきております。それで、簡単でよろしいですので、

説明をいただいてから質疑をしたいと思いますので、よろしいでしょうか。武岡参事。 

○健康福祉課参事（武岡富士男君） お手元に、白いやつの７ページの分と手引きがございま

す。手引きは、６ページ、７ページ開いていただきますと、介護給付の対象者、要介護１から

介護５までとか、居宅介護支援事業者の流れを書いてございます。次に、予防給付の対象者、

これは、地域包括センターでやる中身でございます。この流れから事業メニューまで全て書い

てございます。その下が、地域支援事業の介護予防で、これは介護認定を受けていない方々の

サービスの提供の内容等書いてあります。そういうことで、一番最後のページだけ見ていただ

きますと大体流れが分かるようになってございます。以上です。それでは戻りまして、事業概
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要の資料についてご説明します。先ほど委員長がおっしゃいましたように、１月 19 日にダブ

る部分がございますので、その部分は簡単にご説明をさせていただいて、新たな部分だけを説

明させていただきます。 

１ページをお開きください。１ページの被保険者及び要介護認定者数でございますが、これ

は制度が始まった平成 10 年から平成 18 年の２月末までの年度別の実績を記載してございます。

それで、介護認定者数が制度発足当時は 650 から、２月末では 913 名という形になってござい

ます。次の下の居宅介護支援サービス利用実績でございます。これにつきましても、年度別の

実績を 17 年まで掲載してございますので、この流れでどのくらい増えているのかというのは

お分かりになるかと思います。 

続きまして、２ページをお開きください。２ページの施設介護サービスの利用者数でござい

ます。これは介護保険３施設の平成 12 年度から平成 18 年 11 月末現在の入所者数を記載して

ございます。大きくは年度では、あまり変わってきてございませんので、今現在 221 名の方が

施設に入所されているという形でございます。次に４番目の介護給付費の推移でございます。

制度始まったときの 12 年度は、実績で７億 9,800 万弱でございましたが、17 年度では 12 億

3,200 万。それから、先般お話し申し上げましたが、18 年度の見込みでは前年実積を下回る 11

億 7,100 万くらいと。コンマの５%くらい下回るのかという予測を立ててございます。ただし、

３月定例会の予算審議があると思いますが、この中では前年比若干アップした数字になってご

ざいます。これは、第３期の介護保険事業の給付額の数字を用いなければ駄目なのでございま

すので、その数字になります。決算では落ちますけど、そういうことで新年度もプラスの要因

となる提案をしてございますので、よろしくその辺をお願いしたいと思います。 

次、３ページの介護保険料の全道と全国の比較でございます。１期から３期まで記載してご

ざいます。これは、何回も申し上げていますが、白老町は３期の 3,657 円で、全道全国から見

ても実は下回ってございます。全道 179 保険者数中、低い保険料から 82 番目ということで、

中間よりやや低い位置にしてございます。次に６番目、介護サービス費用の全道、全国比較で

ございます。これの数字の集計につきましては、平成 18 年４月から９月の実績によるサービ

ス受給者一人あたりの費用額でございます。これは、実は厚生労働省で介護給付の実態調査月

報というのが出ています。それから、私どもの方で算出した数字でございます。ですから、厚

生労働省、道で順位はこういうのは出してございません。ただ、うちの方でどのくらいの位置

にいるのかということで、実は試算をしてございます。おおむねこれで間違いはないと思いま

すけれど、確かではございませんので、こういう数字を用いて６ヶ月の集計をしたということ

でご理解を願います。これは個人負担分も含んでなっています、１割負担も。それで、白老町

が要支援者、在宅サービス費用でございますが、１万 8,900 円。全道３万 6,900 円でございま

す。1 万 8,000 円くらい安くなってございます。次に要介護、在宅サービス費用が白老町 3 万

5,300 円一人あたり。全道が５万 2,700 円。１万 7,400 円くらい減となってございます。施設

サービスにつきましては、白老町 26 万 1,300 円で、全道 28 万 7,600 円ですから 2 万 6,300 円

の減でございます。そういうことで、在宅と施設計合わせまして、白老町は７万 4,000 円、全
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道レベルで言いますと 15 万 700 円、全国 15 万 300 円でございます。右側に全道と全国に対

する白老町の割合を記載してございます。そういうことで、一つの目安として見ていただけれ

ばと思います。次に、給付費の財源構成でございます。昨年の４月から財源構成が変わってご

ざいますので、従来の要支援の１から要介護５までの介護給付費の財源負担の内訳でございま

す。ちなみに、町の負担でいきますと、12.50％でございます。次に、認定を受けていない方

です。介護状態になる前からの介護予防事業に対しては、このようの介護予防事業でございま

す。町の負担が 12.50、これも同じくなってございます。それから、包括的支援事業、これと

任意事業につきましては、若干市町村の持ち出しが 20.25％ということで、多くなっている状

況でございます。この３つの財源構成でもって、事業を進めるという形になってございます。 

続きまして４ページお開き願いたいと思います。（１）、（２）の予防給付の認定状況でござい

ます。これも先般お話ししていますので、当初要介護１から７、８割の方が要支援２に意向す

るよと介護予防に移行するということになってございましたが、（３）の下の状況を見てもらえ

ば分かりますけど、国が定めました７割から８割の基準、白老町でどうであったかと言います

と、４月から 12 月までの実績で申し上げますと、要介護１、317 名の方が実は更新を終えて

ございます。そのうち要支援１、２に移行された方が記載のとおり 33％ぐらいでございます。

国から８割と言っていました数字から見ると、かなりかけ離れた数字になってきてございます。

そういうことで、記載をさせていただいてございます。 

次の５ページでございます。地域支援事業。これが、なかなか分かりづらいということでご

ざいますので、私の方で次のページお開きになってもらいますと、縦になりますが、まず一つ

には特定高齢者。これは先ほど言いましたように、人口の５％くらいを予定していますという

方々の、国の主な施策です。介護予防事業をやりなさいと。それについては特定高齢者と一般

高齢者に分けなさいということになってございます。それで、次の欄に主な事業項目あります。

これは国が示した事業項目でございます。それで、２本線の横に白老町の実施事業計画という

ことで、全て記載をしてございます。それで、事業内容等はその横でございます。こういう中

身で実施しますよと。直営か委託するのかということを丸で付けてございます。そういうこと

で、介護予防の一番の介護予防事業というのはこういうことで、要支援と要介護になる恐れの

高いものを対象とした介護予防サービスですよということになってございます。 

次に２番目の７ページの真ん中ですが、包括的支援事業ですが、ここに書いてございますが、

地域の高齢者の実態把握だとか、初期相談だとか、いろいろございます。主にこういう概要で

ございます。それで、国で示している事業項目が（１）から（４）。介護予防マネジメント事業

から（４）の包括的・継続マネジメント事業ということでございます。そして、同じく白老町

地域包括センターの実施事業と事業概要を記載してございます。最後、３番目でございますが、

任意事業。これは独自事業でございます。こういうことでやってございます。以上、簡略に説

明申し上げましたのですけど、以上で終わります。 

○委員長（吉田和子君） 今、介護保険事業の推移及び制度改正後の事業概要の説明をいただ

きましたけれども、ここで質疑がございます方。西田委員。 
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○委員（西田裕子君） ３ページの所なのですけれども、ここで介護サービス支援の全道・全

国比較ということで、白老町は非常に安くはなっているのですけれども、反対にこれによって

医療費の高騰というのですか、そういうふうなことが招いているのではないかというふうに、

私自身は何となくそのような感じを持っているのですけれども、本当は安ければ安いほど良い

のですけれども、実際に高齢者の方々に対する巡回を数多くしたりして、やはりこの辺をもう

ちょっとしないと医療費が高くなる。何というのか、見逃してしまうという、早期発見が遅く

なったために結局病院に入ってしまうとか、そんなことにはつながっていかないのか、その辺

をちょっと教えていただければありがたいなと思いますけども。 

○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） 介護サービス費用の全道比較で白老町は正直言いまして

かなり低い位置にあるということ。これが医療費高騰に跳ね返っているのではないかというよ

うな端的なご質問だと思いますけれど、私は実は違うなというふうに、実は認識をしてござい

ます。やはり、医療にかかる方については、治療が必要だということでかかると思うのです。

この介護サービスにつきましては、居宅でいる方々が日常生活において不便なことを訪問だと

かデイサービスで補うのですから、医療とはちょっと別かなという実は考えなのです。それで、

なぜ私ども出した中でこんなになるのだろうかと、実は検証したのです。課でも話し合いした

のです。結論的なものは見えませんけど、こういうことが１つは言えるなということは、一つ

には施設サービス見ていただければ分かりますけれど、白老町が 26 万 1,300 円なのです。全

道が 28 万 7,600 円なのです。これについては、ほぼ間違いないだろうと。特養だとか老健だ

とか介護度の低い方が多いのかなということなのですね。介護度が高い場合、介護保険が高く

なるのですから。これについては、ほぼそういうことが言えるだろうということなのです。そ

れと、在宅サービスの低さでございます。これにつきましては、私どもいろいろ、これだとい

うことはないですけど、おおむねこのようなことも該当になるのではないのかということで、

実は制度できたときに、はじめが肝心という話しではないですけど、できたときにケアマネ、

要するに居宅介護支援事業所があまりになかったと。それで、町が直営の居宅介護プランを立

ち上げました。それで、保健師さん等がケアプランを適正に立てられたと。そのうちにスター

トした後に社協だとかＮＰＯさんとかということで居宅介護のケアマネさんが育ってきたと。

それは、町の職員がほとんど指導した結果だと思うのですよ。それが、適正なケアプランにつ

ながってきたのかなと。それが、今でも継承されているのかなと。一つは、それが大きな要因

ではないのか、実は考えてございます。無駄の無いプランはあまり作らないと。保険者の立場

に立ったプランでないかと。それが一つの要因ではないのかなと。もう一つ考えたのが、元気

なお年よりが多いのではないのかと。これは、そうは行かないのではないかと。根拠付けはち

ょっと乏しいのかなと。実はそう思っています。もう一つは、介護保険料のお話しでもさせて

いただいたのですけど、国が示した第２階層の経営所得者の方の割合の基準が、国が 20％くら

いですと言っているのが、白老町は 46％くらいいるのですよ。それで、ケアマネさんだとかう

ちの地域包括の職員に聞くと、ケアプランに行って不足しているサービス、どんなサービスを
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受けたいかというと、まず何を基準値に決めますと言ったら、最終的には限度額程一杯使って

いないわけですから。自分の利用する負担をまず考えるというのです、利用者。7,000 円まで

ならサービスを選ぶと。だけど、１万も２万もなるとたくさんあるなかから、そうなるとやは

り所得との、低所得者の方々のサービス受ける自己負担の範囲以内で納めているのかなという

ような、実は感じを持っています。それで、一方的に居宅介護支援事業所もサービスを切り捨

てているという、こういう乱暴な考え方にならないだろうと。当然、そうなると我々の方にも

電話は殺到するし、それから議員の皆様たちもそういう声が入ってくるのではないかなという

ことです。適正な初期の立ち上げのとき、適切な処置を講じられたと。それともう一つ、低所

得者階層がいるから、やはり満度お使いにならないで、ある程度自分で出来ることは自分でし

ていると。そういうのがちょっと大きな要因ではないのかなと。これにつきましては、今後サ

ービス提供受けている方々に、５年経ちましたので、そのうち近々でもアンケートをやれば、

ある程度の要因はつかめてくるのかなと。というのは例えば、ケアプラン立ててサービスを利

用する場合、まず自己負担を考えますかとか、適当なサービスはないかとか、このような予防

給付の方にまずやって、介護度ある方、施設は除いて。そうしますと、ある程度浮かび上がっ

てくるのかなと。これを 19 年度では一つやってみたいなということで、実はお話しをしてご

ざいます。そういうことで、医療費とは、これが低いから医療費が高くなるのだというには、

ちょっと結びつきづらいのかなというように、実は思ってございます。以上でございます。 

○委員長（吉田和子君） 山口課長。 

○健康福祉課長（山口和雄君） ちょっと、若干補足させていただく部分あるのですが、医療

費に占める影響がある部分が考えられるのは、療養型の部分なのです。これは、介護保険制度

ができたときに、医療型の療養が介護の療養に変更になりましたと。また、保険点数と介護費

用との報酬の関係で、また医療の方に戻ったという、この出入りがかなりあります。そういっ

た関係からすると、介護の費用が医療に行ったり、総体的なものが療養型については、そうい

う移動の仕方があるというふうに見ることができると思います。もう一つは、昨今言われてい

るのは、医療の療養型が今度は老健の方に移行させるのだという話も出てきています。そうし

ますと、将来的にわたって、それがまた揺れ戻しという形で介護保険の方に影響が出てくるの

かなという部分はあります。そんなことで、介護報酬と医療報酬の狭間の中で、医療機関が行

ったり来たりしているという部分もあるということだけは理解していただくと良いのかなと。

その部分で、移動したことによって医療の費用の方が上がってみたり、介護が若干下がってみ

たり、こういう入り繰りはあると思います。 

○委員長（吉田和子君） ほかに、質疑がございます方、どうぞ。今のことで、ちょっと伺い

たいのですけど、もちろん過剰サービスは無いと見て良いのではないかという、過剰サービス

が結構問題になったことありましたから。そういう面では居宅の方に関しても、そういうきち

っとしたものが基礎となってできあがったのだなというのは分かったのですが、ただその後が

気になりまして、所得に応じて払える部分でサービスを選ぶと。ただ、ケアマネージャーがつ

いていますので、この人にこのサービスをちゃんと提供しないと介護度が上がっていく可能性



 14 

があるという部分に対しては、適切に対応しているのではないかというふうに思うのですけど

も、その点どういう工夫をされているというか、やっぱり払う方はこれ以上払えないというこ

とになってくるのではないかと思うのですけども、そういった面ではどういう。前に介護認定

を受けた方で、軽かったのですけど、やっぱり随時期間を置いて１ヵ月後とか様子を見に行っ

てくれて、介護度が上がっていましたとか、そういうことでこういうサービスをすることにし

ましたということは聞いているのですよね。ですから、すごくそういう目配り、気配りはして

くださっているというのは分かっているのですが、払えない部分でサービスを少し少なくする

とい部分での介護度が上がってしまうという可能性というのはどうなのかなとちょっと思って

いたのですが。武岡参事。 

○健康福祉課参事（武岡富士男君） 従来と全く変わらないと思うのです。介護区分変更、こ

れはケアマネさん、やはり毎月顔を出していますし、プランを立てて毎月お邪魔していますか

ら。ケアマネさんが見た中で、やはり介護区分変わると思った場合は、うちの方に連絡して区

分変更の手続き等まで教えながら、包括の方で介護保険係の方に手続きしてございますので、

これはケアマネさん全部やっていただいていると思います。それと、利用料金の１割負担部分

の自分の負担の生活のサイクルの中で幾らまで、大体皆さん決めてございます。それで、その

中のお客さんが希望しているプランを立てていくと。ですから、どうしても料金的にこの位の

料金しか使えないといった場合、個々のケアマネさんが十分相談に乗って、改善すべきサービ

スを盛り込んで、作っていくということでございますので、極端にそれがその人の居宅介護サ

ービスに著しく低下をするようなプランにはなっていないと、その辺で救われていると、大体

思ってございます。以上です。 

○委員長（吉田和子君） ほかに、質疑ございませんか。無ければ、皆さんのお手元に今日配

布された資料があるのですが、介護予防と生活支援事業条例という、これはお話し伺いますと、

３月の定例会に提出されるということなのですが、一応概要だけ説明をしたいということです

ので、伺っていきたいと思います。武岡参事。 

○健康福祉課参事（武岡富士男君） 実は、急遽ご説明させていただきたいのですが、実は昨

年の４月に介護保険の制度改正がございました。それと、障がい者自立支援法も実は 10 月に

施行になってございます。その関係で、これは１番目の白老町介護予防・生活支援事業条例で

ございます。これは、現在の条例でございます。この中で、第３条の実施する介護予防・生活

支援事業（１）から（７）までございます。これは、白老町の町単独事業というふうに捉えて

ください。この中身を介護制度と障がい者自立支援法を整合性を図りながら、見直しをさせて

いただきたいということを提案申し上げてございます。次に、事業改正案というのがあると思

いますが、（１）号の軽度生活援助事業でございます。これは、ヘルパー等を活用した軽度生活

援助員の派遣でございます。外出支援でございます。現行の負担額が１時間 80 円となってご

ざいます。この事業につきましては、（５）号の移動支援事業に統廃合させていただきたいとい

うことで、これについては廃止をさせていただくということでございます。（２）号の生きがい

活動支援事業でございます。これはデイサービスでございます。これは、自立判定者の方のも
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のでございますが。今現行は一回、利用者負担 300 円でございます。それで今度、名前は、改

正事業名はこのままでございまして、利用者の負担額だけ改正させていただくとことになって

ございます。これが、一回 740 円に改正を、実は考えてございます。金額の下の方に内容書い

てございますが、端的に申しますと、今、要支援、一番程度の軽い方々の実はデイサービスの

通うのは月額単価が２万 2,060 円なのです。それを、週一回の割合で直しますと、一回あたり

5,565 円になるわけでございます。一般の認定を受けている方は、5,506 円の一割負担でござ

います。それを、実は認定を受けていない方につきましては、1.3 割りの 740 円の料金の設定

をさせていただくと。介護認定の方は１割ですけど、予防給付に該当する方々のついては、自

立の方々については 740 円、1.3 割をいただくということでございます。次に、（３）号の生活

管理指導員派遣事業。これはヘルパーの事業でございます。現行、１時間 410 円。改正の金額

も同じく現行どおりでございます。これの根拠につきましても、おおむね月額報酬の 1.3 割り

ということになってございます。これは、金額は変わりません。配食サービス、これは先般４

月に改正いただいています。これも変わりございません。次に、（５）の外出支援サービス事業。

これにつきましては、名前を移働支援事業に改めさせていただきます。それで、料金が現行は

往復 500 円になってございますが、今度は片道町内 150 円、町外 300 円でございます。これは、

対象者はどういう方かと申しますと、実は障がい者の方々はほとんど新たな障害者の方のサー

ビスに移行になりますので、現在介護認定を受けている方で、通院乗降介助はサービス提供認

めてございますので、それ以外のサービス。例えば、入院時、退院時、介護保険で使えないサ

ービス、実はこれを想定してございます。ですが、特殊車両でストレッチャー対応だとか、そ

ういうことを実は考えてございます。これは、介護保険で使えませんので、その使えない部分

をここで網羅したいという考えでございます。それで、町内片道 150 円、利用者負担額が町外

300 円でございますが、これに実はこの他にプラス、利用者は道路運送法８条に基づく許可を

受けている事業所でもって、福祉有償運送の料金は別途取られます。これはサービス提供して

いる事業者にお支払いする、個人が。これは、大体白老で、介護保険の事業所でいきますと、

３事業所が申請してございます。車両台数 44 台登録をしてございます。それで、大体おおむ

ね１キロ 100 円くらいの利用者負担を取ってございます。これが、プラスになるというふうに

理解をしていただければいいと思います。ですから、こういう形で改正をさせていただくと。

それから（６）の民間宅老所利用助成事業というのが、実はございます。これにつきましては、

デイサービスです。昔、介護保険できる前に、民間の方で宅老をやってございました。介護保

険制度ができたときに、介護保険制度になじまない方、該当しない方々がいるのではないだろ

うかという心配でもって、実は助成額４分の１ということでやっていたのですが、制度できま

した後は、全て介護保険に移行になってございますので、これは廃止をさせていただくという

考えでございます。以上、３月定例会でご提案を申し上げる考えでございます。もう一点です

が、資料は出してございませんが、申し訳ございませんが、廃止の条例も実は一点ございます。

これは、白老町在宅介護支援センター設置条例なのですが、これにつきましては、ご承知のと

おり包括支援センターができまして、地域包括センター規則ができてございます。従来の在宅
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介護支援センターの業務内容とか設置の要件は全て包括支援センターに網羅されてございます。

含まれてございます。ですから、これは廃止をさせていただくと。ただし、問題になるのが、

地域型が２ヶ所あります。民間でやっています。リハビリさん、どんぐりさんが設置していま

す。これの役目というか、制度につきましては、在宅介護支援センターの条例は廃止しますが、

地域包括センター規則の中に、その機能を盛り込むようにしてございます。プラス、包括との

連携を図るというような文面を入れまして、地域包括センター規則の中で整理をさせていただ

くという考えでございます。従いまして、在宅介護支援センター設置条例については、４月１

日で廃止の提案をさせていただきたいというふうに思ってございますので、ご理解をお願いい

たします。以上です。 

○委員長（吉田和子君） 何か、お聞きしておきたいことがありましたら、どうぞ。後は、3

月定例会で質疑があればそこでうかがってもらいたいというふうに思います。今、介護の報告

をいただきましたけれども、この後、障がい者の福祉計画があるのですが、町民課と病院は退

席してよろしいですか。町民課は協議会の方で、あとでまた連絡いたしますので、一旦ここで

町立病院と町民課の方はありがとうございました。退席いただいて。暫時休憩します。 

 

休 憩 午前 １１時０７分 

再 開 午前 １１時１５分 

 

○委員長（吉田和子君） 再開いたします。それでは、前に、民生常任委員会で障がい者の自

立支援法が変わりまして、説明を受けたことがあるのですが、今回は白老町の障がい福祉計画

の概要ができあがったということで、説明を受けたいと思います。山口課長。 

○健康福祉課長（山口和雄君） それでは、ご説明させていただきますが、障がい福祉計画は、

現在進行形の施策を数値目標を定めた計画だということでご承知願いたいと思います。改めて

事業を起こすとか、そういう話しではなくて、23 年までどういう数値目標でこの事業を進めて

いくかということでございますので、その辺よろしくお願いいたしたいと思います。従いまし

て、今回提示させていただきましたのは、本編の部分であります障がい福祉計画案とそれを簡

単にまとめた概要という形で二つお示しをさせていただいております。ただ、概要については、

本当に本編が読みますと長いものですから、簡単にポイントだけをまとめていっているという

ことでございます。それともう一つは、障がい者のこの計画につきましては、地域の自立支援

協議会の中で論議をさせていただきまして、取りまとまったということでございますので、そ

ういうこともお含め願いたいと思います。それから今後、パブリックコメントを求める中で、

交互してご意見を聞きながら、最終的には３月取りまとめということにしていくものでござい

ますので、合わせましてご承知願いたいと思います。 

それでは、白老町の障がい福祉計画の概要に基づいてお話しをさせていただきます。まず、

計画策定の趣旨でございますが、これはご承知のとおり、障がい者自立支援法が成立いたしま

して、その中でこの自立支援に基づく計画を作りなさいということで、計画を作るということ
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でございます。 

２番目の計画の位置づけでございますが、これは従前白老町には、白老町障がい者福祉計画

というのがございます。これの関係を整理させていただきますということなのですが、先にあ

ります障がい者福祉計画は、障がい者基本計画基本法に基づくものだということなのです。今

回の計画については、障がい者自立支援法ということで、法律が違った中で成立を加えるとい

うものです。その関係を示しているのが、コンパクトに図でまとめましたが、本編の方の２ペ

ージをお開きになっていただきますと、図で一目分かるようになってございます。一番左側が

図の中で出てきておりますが、白老町障がい者福祉計画でございます。その一部の中に障がい

福祉計画が入りますよという形になります。これは、その横に書いてあります高齢者保健福祉

計画と介護保険事業計画と同じような性格を持つという形になります。高齢者保健福祉計画は、

老人福祉法に基づくものですし、介護保険は介護保険法に基づくものだと。その具体的な数値

目標をしているのが、介護保険事業計画は老人福祉法の中に一部を取り込みながら数値目標を

設定しますよという、そういった主旨でございますので、障がい者もそういう二つの法律にま

たがってできているものだということでご承知願いたいと思います。 

３番目は、計画の期間でございますが、３年間を１期として考えます。これは、介護保険と

同じでございます。18 年からスタートして、20 年ということになります。今ある障がい者福

祉計画の方は、もう 17 年からスタートを切りまして、５ヵ年計画で作ってございます。21 年

までということで作られておりますが、１期計画の中で整合性をとりながら進んできておりま

すが、次期２期目につきましては、一体的に作成をしていきたいというふうに考えてございま

す。従いまして、障がい者福祉計画 21 年までになっていますが、１年間前倒しで一体的に今

後作っていきたいというふうに思っております。その作業は 20 年度に見直し作業を進めたい

と思います。そういったことで、進んでいきたいなというふうに思います。 

４番目は、計画の策定体制でございますが、自立支援協議会の方でやっていますよというこ

とです。進捗も合わせまして自立支援協議会の方で行なっていきたいということでございます。 

次のページの２番目でございますが、障がい者の状況につきましては、記載のとおりでござ

います。身体障害者につきましては、17 年度において 1,632 名。それから、知的障がい者につ

いては 168 名。それから、精神障がい者については、手帳交付が 65 名となっていますが、通

院医療費公費の患者の交付者につきましては、416 人でございますので、手帳はもらっていな

いけれども、精神障がい者の方は、在宅でこれだけいるということでございますので、比較的

人数的には多いのかなというふうには思っております。それから、障がい者の福祉サービスの

利用状況につきましては、本編の６ページから８ページまでに記載されておりますので、参考

にしていただきたいというふうに思います。 

それから、７番目の計画の基本理念。これは、障がい者福祉計画と同一の基本理念に基づい

て行いますということでございます。ですから、この辺が一体的になっていくものというふう

に思ってございます。 

８番目の、計画の基本的な考え方については３点ございまして、自己決定・自己選択の尊重。
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いわゆる障がい者が自らのサービスを自ら選んで決定しながらサービスを使うのだというのが

一つでございます。それから、２番目に、３障がいに関する制度の一元化ということで、３障

がいを一体的に行っていきますということです。それから、３番目は新たな課題に対応したサ

ービス基盤の整備ということで考えてございます。 

９番目、基本計画、平成 23 年度の将来像でございますが、計画的には３年間なのですが、

最終目標を 23 年。いわゆる新体系に移行する計画期間５年間という形になっていますので、

その最終年度にどういう移行をしていって、どういう人数になるのかということを将来像とし

て記載をしております。施設入所者の入所の地域移行でございますが、17 年の 10 月 1 日現在

入所者は 49 名おります。23 年には 47 名にするというふうに目標を定めるということと合わ

せまして、23 年度までに地域に移行する障がい者、新たに施設入所者数を含めますと、7 名分

を地域に障がい者を移行させたいというふうに考えてございます。（２）番目の入院中の精神障

がい者の地域生活移行でございますが、道の実態調査に基づきますと、寛解等退院可能なもの

を含めると５人というふうになっています。いわゆる寛解というのは、精神科の病院に入院し

ている社会的入院、平たく言えば。それが、白老町の場合３名いるということでございますの

で、それを含めると、退院可能なものが２名で、会わせて５名という抑えになっています。そ

の方たちを平成 23 年度までに地域に移行したいというにが目標になってございます。昨日、

精神障がい者入院 80 名と申しましたが、そのうち３名退院しておりますので、77 名というこ

とで抑えてございます。医療費の関係で若干申し上げますと、長期入院の比率が、大体全道平

均が 0.24％でございます。白老町の場合が、0.36％ですので、0.1％多いと。ですから、1,000

人に一人多いという形になりますので、白老町の人口が２万 1,000 人になりますので、21 倍と

いう形になりますと、長期入院者が全道平均からすると 21 人多いという算出になります。長

期入院者の医療費でございますので、ひと月 40 万ほど等勘案していきますと、かなりの額が

年間多くなっているという、これも医療費を引き上げる一つの要因かなというふうには抑えて

ございます。次に、（３）番目の福祉施設利用者の一般就労への移行でございますが、23 年度

までに福祉施設を退所し、一般就労する障がい者を４人として、想定をかけてございます。 

10 番目以降が、障がい福祉サービス必要量の見込みということで、訪問系、居宅介護から始

まりまして、次のページ、日中系、いわゆる従前言われたデイサービスのものでありますとか、

それから今使われている通所授産施設が新体形の方に移行しますと、名称変更なっていきます

ので、そういった方々を想定した人数になってございます。それと、（３）番目は居宅系サービ

スでございますので、グループホーム、ケアホーム、施設入所者という形になってございます。

18 年度、ゼロが多いという部分については、まだ体系が終わっていませんので、旧体系のまま

でございますのでゼロと。23 年度は新体系に全部変わりますので、人数がここに記載している

形になります。これは、施設の移行年度含めて考慮しながら、この数字を出してございます。 

それから、11 番目の地域生活支援事業でございますが、これは先般白老町、これだけの事業

をやりますよということで、お話しをさせていただいたものでございますが、目標量をこのよ

うに定めてございます。ただ、いかんせん新しい事業もありますので、この辺については目標
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量と利用実績というものが出てきたときには、かなり乖離していくが場合もあろうかと思いま

すが、そういう場合であっても利用を逐次、延ばしていきたいなというふうに思います。逆に

言いますと、目標にあわせて利用をあわせるのではなくて、利用にあわせて最終的に次期の計

画で目標量を手直ししていきたいというふうに考えてございます。 

12 番目の障がい福祉サービス等の見込み量の確保のための方策でございますが、ご承知のと

おり白老町、民間の事業者含めて、基盤整備がほぼ揃っている状況にありますので、新たな基

盤整備というものは、ほとんど考えなくて良いのかなというふうに思っております。ただ、③

番目の居住系サービスについてお話をさせていただいておりますが、居住系サービスのついて

は、ほぼ充足している状況があります。ただ、精神障がい者に対するサービス、これが用意さ

れていないことから、次期計画に向けて、関係団体と協議しながら検討していきたいというこ

とで、精神障がい者のグループホームのあり方を、これについては見当を加えたいというふう

に思っています。先ほど、精神障がい者の病院からの退院が５名、地域に受け入れるという目

標を定めておりますが、この受け皿をどうやって作っていくかという形になりますので、グル

ープホームを検討していく必要があるのではないかというふうに思っています。ただ、これも

一概に知的障がい者と違いまして、医療機関との協力がないとグループホームの維持が非常に

困難でございますので、その辺含めての検討になってくるのかなというふうに思います。です

から、非常に難しい課題であるという認識のもとに作業を進めたいというふうに考えておりま

す。 

最後になりますけど、６ページでございます。計画の推進でございますが、先ほど言いまし

たとおり、地域自立支援協議会、既に立ち上げておりまして、この中で計画。あるいは施策の

進め方。それから、進捗状況の点検等々、一括で行っていきたいというふうに思います。さら

に、協議会の中につきましては、専門部会を設けまして、具体的に困難事例等含めて検討をし

ていきたいというふうに思っています。この部分が、地域包括的な色彩を持って進みたいとい

うふうに思ってございます。ちなみに、精神障がい者のことを若干、この問題はかなりのこれ

からの課題になるのではないかというふうに押さえておりまして、東胆振圏域、いわゆる苫小

牧を中心とした、東胆振圏域におきましても、圏域の自立促進支援協議会。これは、精神障が

い者を在宅の方に戻すと。いわゆる、入院しているものを在宅に戻すということで、３病院、

東胆振圏域あります、緑ヶ丘、植苗、佐藤病院と、こういう形で三病院ありますが、そのドク

ター含め、委員らのスタッフと行政側スタッフ、あるいは場合によっては施設等々含めながら、

そういったことで個別に協議して地域に戻す作業を、この機関で具体的に進めていくというの

が立ち上がっておりますので、その中でなお東胆振圏域としては具体的に進んでいきたいとい

うふうな所でございます。以上、簡単でございますが、ご説明を終わらせていただきます。 

○委員長（吉田和子君） 今、資料の説明、概要の説明が終わりましたけれども、今までやっ

てきたことの、数字的なものが入ったわけですということですので、何か質疑があれば受けた

いと思いますけれども、質問がございます方、どうぞ。大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 良く分からないです。良く分からないで聞きますけどすいません。と
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いうのは、障がい者自立支援法そのものが地域でどう具体化するかという中身になっているの

だと思うのだけど、はっきりしているのは施設に入っているものを地域に出していくという方

向付けですよね。それは先ほど、課長も言われたように、その趣旨というのは医療費の抑制だ

とか、そういうことになっているということなのですか。地域に出していくというのは、法律

だから仕方がないと言えば、仕方がないのだけど、そのことによって障がい者がプラスになる

のかマイナスになるのか。大きな意味で言っても、施設に入っていらっしゃるよりも、地域に

出た方が障がい者として、例えばノーマライゼーションとして生活すれば良いとか、そういう

基本的な理念と、今の医療情勢やそういうものとの係わり合いというのは、地域がそれを受け

入れるという。さっき、例えば障がい者のグループホーム、精神障がい者の。それは、地域で

受け入れられるような中身で整備されているものなら良いのだけども、そうでないとしたら、

必ずそこに無理がくる。そういうこととの係わり合いというのは、どういうことになっている

のですか。ちょっとよく分からないで聞いていますからすいません。 

○委員長（吉田和子君） 山口課長。 

○健康福祉課長（山口和雄君） 自立支援法の趣旨というのは、最初に厚生労働省が編集して

パンフレットで行っていると思いますが、何点かあるのですね。大きな所は地域で障がい者を

支えましょうと、いわゆるノーマライゼーションの思想ですよね。障がいがあっても一般的に

健常者と変わらない生活をして良いのではないかと、それが普通の社会ではないかという抑え

方が一点。それからもう一つは、厚生労働省がはっきり認めるのは、財政的なものが維持でき

なくなってきているというのも一つの主眼で課題となっておりますので、制度を維持させるの

は、どうやって維持させるのかということの趣旨もあると。だから、二つの二面性を持って、

自立支援法ができあがっているということも事実でございます。従いまして、そのバランスを

考えながら、地域でどうやって進めていくかという問題にもなろうかというふうに思います。

医療費も精神障がい者の入院患者が多いということも、それは医療費の長期入院者がほとんど

になりますので、かなりウエート的にはかかってきているのも事実なのです。そういうものも、

いわゆる白老で言いますと、道の調査に基づくと先ほど言いましたとおり明らかに社会的入院

になっているのが３名いますよと。77 名のうち３名いるよということですので、それは地域に

受け皿ができたときには、地域に戻すことによって、いわゆる３名分の医療費は整理できると

いう側面と、もう地域でそういう人は、普通の健常者と暮らしても良いのではないかという思

想の中で地域に戻しても良いのではないかと、そういう二面性を持つということになります。

ただ、先般言いましたとおり、精神障がい者の難しい所は、地域にいかに理解してもらえるか

という部分と、障がいの程度と言いますか、病気の治り具合によってはかなり個人差のばらつ

きがあると思うのです。そうしますと、医療のバックアップなしには、この部分ができない部

分と、グループホームによっては人によって障がいの程度と言った方が良いのかもしれません

けども、その方たちを一つのグループホームにまとめることが良いのかどうなのかが。あるい

は、男女をまとめて良いのかどうなのか含めて、相当慎重にこの部分については検討しないと

なかなか地域に受け皿を作ると言っても、そう簡単な話しではないのではないかなという思い
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でもおります。そうしますと、先ほど行った５名の方々、本当にどの程度、どうなのかという

ことが、現時点での情報提供というものが無いということについては、広く施策的にはなかな

か展開できない部分もある難しさもありますので、その辺は先ほどの協議会、いわゆる東胆振

圏域の協議会の中で、どういうふうな話しでこれからの課題として地域に戻すために協議をし

ていけなければならないのか、非常に難しい面を持っているという部分はあります。そんなこ

とで、なかなか進む部分と理念的には分かっているのだけど進まない部分とが、障がい者の部

分については出てくるのかなというふうに思ってございます。 

○委員長（吉田和子君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 私が何人か、入院されている精神障がい者の家族に方とお付き合いが

あるのですけど、現実的にはやっぱり何度も退院しても戻ると。それは、精神障がい者の、結

果的には施設ではなくて、入院になるのですよね。一定限度のお金を出して、介護保険みたい

のがあって施設があって入所するのなら良いのだけど、そうではないものだから、そこに矛盾

がすごくあるように聞いているのだけど、そこら辺はそういうことなのですか。 

○委員長（吉田和子君） 山口課長。 

○健康福祉課長（山口和雄君） 先ほどお話ししていますが、精神障がいの地域の受け皿とい

うのは、施設的にはいわゆるグループホーム的なものしかない。あとは治療で医療機関になる

のですね。そうしますと、精神的な医療機関は、地域に戻すために段階踏むために院内の敷地

内にグループホームを設置するのです。いわゆる医療スタッフがすぐに会議をできるような形

で、院内の敷地内に病棟から離して、グループホームを造って、そこで生活できるかどうかを

検証すると言うか、やってみるという形になります。その手順を踏まないで、果たして地域で

グループホームを造ってどうなのかという部分もありますし、その辺の所はもっと慎重に検討

しないと、一概に白老町、目標はこう理念的には定めていますけども、なかなか具体的な事例

になると難しい面も出てくるのかなという思いでおります。ただ、やはり精神障がい者であっ

ても、十分地域で生活できる人はおりますし、ご承知のとおり多くの方々が地域で生活してい

るのも事実ですから、必要以上に過敏にならないで、そういうことも必要だと。その辺の所、

地域の方々にも理解してもらわないと障がい者が地域で生活できるという部分ではハンディキ

ャップを背負いますので、その所も含めまして推進していかなければならない。ただ、どうし

ても今まで精神障がい者、地域から公にしないで、どうしても陰に隠れていることもあります

ので、やっぱりオープンな論議と言いますか、そういったことも含めてやっていかなければな

らないのかなということで、この部分が福祉の分野、今までどちらかというと福祉の分野とい

うよりも、医療の分野というふうに捉えた要素がかなり強い所でございますので、福祉の分野

で精神障がい者をどういうふうに位置づけながら、どういうふうに捉え施策を打っていくかと

いうのが、今までそういうことの整理も不十分でしたので、政策的にはかなり遅れていると。

障がい者の中でもほぼ手付かずの状態できているというのも、そういう理由によるものですの

で、今後そういうことも含めながら、かなり検討を加える必要があるのではないかということ

で、施策を進めて行きたいというふうに考えています。 
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○委員長（吉田和子君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） ということは、そういう認識が我々はもちろんなのだけど、町民全体

がそういう認識になっていかないと受け入れはできない、現実的には。現実問題として見たと

き。理念では分かるし、否定する何者でもないし、否定はできない。だけど、現実問題として、

私が聞いている場合、退院してきて一定限度の時間が経つとやっぱりもとに戻って、ときたま

出てしまうと。突発的に出ると。そういうことが外で出たら、もうそれで違った目で見られて

しまうという、そういうのが現実的なものとしてありますよね。だから、我々自身がこういう

ことに対する認識が極めて、議員含めて弱い。それはもう福祉関係に携わっている人含めて、

町全体、国全体がそういう認識が極めて弱いという所が、かなり大きな問題になるのではない

か。どちらが先かという意味ではなくて、きちっとした啓蒙がされないと、なかなか。普通の

身体障がい者の人たちは、知的障がい者の人たちが受け入れだって、かなり抵抗感ありますか

ら、現実問題として。法律で決まっていたって、実際にやっていない事業所がかなりあるわけ

ですから、何％受け入れなさいと言っても。ですから、そういう我々自身の頭もこれを見てほ

とんど分からないような、そんな状況はやっぱりまずいのかなというふうに思うのだけど。そ

ういうことなのですかね。 

○委員長（吉田和子君） 山口課長。 

○健康福祉課長（山口和雄君） 議員のおっしゃるとおりだと思います。ただ、障がいでも病

名によって、かなり違うのですよね。ですから、議員のおっしゃっている事例というのは、一

つの障がい事例であって、それが全部の精神障がい者に当てはまるという、それは当てはまら

ないのですよ。たまたまその人がそうだという事例でありますから。ですから、そういうこと

で、その人が全部精神障がい者の症例に当たるかと、その辺の理解もやっぱりしてもらわない

とならないのかなと。一般的に我々だって、精神障がい者、うつになるだとか、それも一つに

は精神障がいですから、一般の人だってそういうふうになるという危険性も、今も広く当たり

前の時代ですので、ストレス社会と言われた中で。そういった理解も必要になってくると思い

ます。ですから、そういうことも含めて、課題はかなり。いわゆる広報のあり方だとか、そう

いったことを含めて、かなりの課題を背負って、精神障がい者については対応していかなけれ

ばならないというふうに思っています。ですから、一番難しい課題が精神障がい者の部類かと

思っています。今でもどちらかと言うと偏見的要素が一番強いのが、普通の障がい者に比べる

と、精神障がい者。そしたまた、本人、家族から見ると一番、ことば的には問題があるかもし

れない、負い目だとか引き目だとか感じている部分も精神障がい者の部分はあると思いますの

で、その部分も家族含めて、どういうふうに払拭していくかというのが、非常に課題的には重

いものがあるのかなというふうには思っています。そんなことで、まず地域の方々の理解も必

要ですし、実際に社会的入院していて生活できる方いるわけですから、その部分の施策を展開

するためにも理解を求めていかなければならないのかなというふうに思っています。 

○委員長（吉田和子君） 西田委員。 

○委員（西田裕子君） 私も今の同じようなのがあるのですね。現実的に精神障がいの方と一
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緒に働いたこともありますし、知り合いの中に何人かもいますし、個人的にお付き合いさせて

いただいている方もいらっしゃいます。そういう方々と、例えばテレビなんかで報道される障

がい者が、やはりごっちゃにされているというか、普通の社会人の中でも良い人が悪い人はい

るように、犯罪者がいるように、精神障がい者の中にもそういう人とそうでない人がいるのだ

という、どうもその辺が腫れ物に触る状態というのですか、あると思うのですよね。やはり、

その辺を地域社会で受け入れていく中で、本当にこの人は犯罪歴があるのか無いのかとか、そ

ういうことも本当は公表したら難しいのかもしれないですけども、きちっと犯罪歴があるとか

という方々に対してはきちっと公表するとか何とかいうことが何にもないと全部一括りにそう

いう人たちとごっちゃにされてしまって、なかなか受け入れてもらえないのではないかなとい

う懸念を感じるのですけど、その辺はどのように感じていらっしゃいますでしょうか。 

○委員長（吉田和子君） 山口課長。 

○健康福祉課長（山口和雄君） その事例というのは病歴とか性癖とか、そういういわゆる人

格的な部分だとか、人格未発達な部分だとかいろいろあると思います。また、その事例とこの、

いわゆるここで言う所の精神障がい者という取り扱い、若干違うような気もします。その辺の

所は、刑事的な方での整理というのは必要だとは思いますけども、障がい者の方で情報をどう

するこうするという話しではないような気もします。ですから、いろんな精神障がいも定義的

に広く取りすぎると、その部分も入ってきますけれども、そこまで広げることが果たしてどう

なのかなというふうな思いはしています。ここでいう所の精神障がい者、うつであるとか、て

んかんであるとか、それから統合失調症であるとか、アルコール中毒症であるとか、そういっ

た定義の中で整理する必要があるのかなという、てんかん含めて。そういう事例に関しては、

また違う方策をどういうふうにやっていくのかということは、また刑法的なものも絡んでどう

しいくかというのは整理する必要はあると思いますが、ここで言う所の精神障がい者の対応と

いうのはその部分だということで、あまりそこまで広げてしまうと施策的にはなかなか打ちに

くいという部分も出てきますので、その辺の整理は必要なのかなというふうには思っています。 

○委員長（吉田和子君） 西田委員。 

○委員（西田裕子君） 私もその辺をきちっと説明していただいた方が地域の人たちに受け入

れていただけるのではないかなと思っていますので、ぜひそういう方向で何とか地域の方で受

け入れていただけるような、そういうふうな形でしていただければありがたいなと思っていま

す。 

○委員長（吉田和子君） ほかにございませんか。今の件に関わってなのですが、今現在白老

町でも、公費負担患者を入れると 416 名いるということで、元々地域で生活をしていた方がた

またま病状を発生して通院をしているとか入院をされるという場合があると思うのですが、た

またま地域でしっかり受け入れ体制を作っていこうということなのですけれども、すごく難し

い部分がありまして、もし親がいて受け入れるという部分ではまだ親の責任もありますし、た

だ病院から出る場合は、病院のケースワーカーがいて、必ず定期的にその方の検証というか、

状況がどうかというのはケアマネージャーと同じように通ってきてくれるということもあるの
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ですが、ただ受け入れる側の方として、もし公営住宅で一人で入るとなったときに、この間ち

ょっとあったのですけれど、受け入れる体制作りが住宅課を含めてすごいのですね、資料的な

ものだとか、あれもう少し何とかしないと、かなり期間かかりますよね。もちろん、手間隙を

かけなければならないことだと思うのです。地域が納得して受け入れなければならないという

部分もあるのですよ。だから、受け入れる地域の周りの近所の方がそれを理解しているかとい

うことまで含まれているのですよ。そういったことになると、すごく大事だなと思ったのです

よね。さっき西田委員がおっしゃったように、偏見もやっぱり持ちますし、不安も持ちますし、

罪を犯すとか犯さないとかではなくて、全然知識無い人が多いですから、そういった部分での

手続き上の問題、地域への説明の問題、すごく微妙だし難しいし、かといって自立させていき

なさいということですので、これはやっぱり先ほど言っていましたように、病院との連携をと

れる体制ができてきているというふうに言っていましたから、今度地域との連携をどのように

具体的に進めていくのかということやっていかないと、なかなかこれは難しいのかなと、ちょ

っと思って聞いて。ケースワーカーも大丈夫だと言ったら、そのことばを信じる以外ないでし

ょうし、お医者さんが大丈夫だと言えば信じて、地域が受け入れるということになるのですよ

ね。何か一つ起きたら、それはストップしてしまう状態になってしまいますので、受け入れる

行政側の責任もすごく大きなものになってくるのかなと思っているのですけれども。そういっ

た点で、今後何を具体的にやっていこうと思っているのか、連携と地域の受け入れる側の状況

づくりというのか、そこら辺はどういうふうに今後やっていくのでしょうか。本当に人数的に

は何人という形のものですけれども、地域を巻き込むということになると、大きな問題になる

のかなというふうに思うのですけれども、その辺どうでしょう。山口課長。 

○健康福祉課長（山口和雄君） 正直言いまして、全く手探り状態です。ですから、今まで一

番遅れている部分だなという認識ではいるのです。例えば、障がい者の家族会でありますとか、

当人のものもありますが、構成見ると家族会も高齢化してきていますし、そのわりには構成メ

ンバーも少ないですね、会に入っている方が。そうしますと、精神障がい者の団体であっても、

全体的な地域での障がい者がどうなっているかということが、まだ押さえられていないという

ことと、ニーズもなかなか抑えられていないという部分もあるのです。そうしますと、じゃあ

どういう形で、どういうふうにやっていくのかということになると思います。今まで、精神障

がい者の部分というのは、医療費含めて道で全部やっております、基本的には。ただ、個別問

題が発生すると、保健師が対応したりしてやってきていますけれども、全体的にはそういうも

のについては、道で今までやってきておりますので、各自治体がそれだけの対応策を持ってい

なかったというのも事実です。今回、改めて３障がいを自立含めて進めるときに、計画の中に 

盛りなさいと。町の方で抑えられないときは道の方で調査しますということででてきた数字が

この数字でございますので、これからの課題だと思っております。１期の中では、こういうよ

うな方向で、検討としか具体的には書けなかったというのは事実です。ですから、ここで２年

ぐらいかけながら、本当に受け入れ側の論議であるとか、団体でありますとか、いわゆる論議

をして本当にどうするのかということを探っていく状態から施策を作っていこうと思っていま
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す。ですから、１期では精神障がい者のものは不十分でありますけれども、期を高めるごとに、

いわゆる年数を高めるごとに施策を充実させたいなという思いでもおりますので、年数的には

かなりかかっていく部分もあるのかなと思いながらも、一歩一歩前進させる必要があるなとい

うふうには、今担当レベルでは考えています。そんなことで、一つご理解をしていきたいなと

いう所でございます。 

○委員長（吉田和子君） 一つの方法として、先ほど言った家族会があるけれども、それもな

かなか皆さんが入ってくるということではないのですけれども、成人病の健診だとかいろんな

ことでサポート体制を作っていくということになっていくと、こういった部分でのサポート体

制も健常者がそういう人たちに関わっていく、回りからサポートできるサポート体制みたいな

ものも今後立ち上げていける、そういうことも必要なのかなというように思っているのですけ

ども、その辺どうでしょう。 

○健康福祉課長（山口和雄君） 構想では簡単にこうやったらいい、ああやったらいいと出来

るのですよ。ただ、そこまで持っていくのに時間を要するのだろうなと思いながら。ですから、

地域住民の方がそこまで理解してくれて、いかにそこを作るかという、理解してもらうまでに

相当な時間を要するのが、精神障がい者の問題なのかなという思いではおります。ですから、

そこの所は一歩一歩理解してもらうようなものを進めないと、なかなかそこまで行き着けない

という。これの難しさが精神障がい者の部分はあるのではないのかなというふうに思っていま

す。ですから、時間はかかりますけれども、ようやっと頭出しというか、半歩でも踏み出して

いますので、その辺の所も大事にしながら進めていきたいなというふうには思っています。 

○委員長（吉田和子君） ほかにどうでしょうか。それでは、白老町障がい者福祉計画の概要

については以上で終わりたいと思います。お昼の休憩に入るのですが、この後町民課の方の関

係で委員会協議会が入っております。それと、総括的なまとめもありますので、先に総括的な

まとめをしてから委員会協議会ということになりますので、休憩とって午後からでいいですね。

昼食は用意しておりません。午前中でもしかして終わるかもしれないと思っていましたので。

午後１時からまた委員会を再開したいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。暫

時休憩します。 

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、委員会を再開したいと思います。地域包括支援とい

うことで、各担当課からの説明をいただきましたけれども、これらの調査について何か、まだ

こういうことをやったら良いのではないかということがありましたら。これで大体よろしいで

しょうか。ほかに無ければ、これより所管事務調査のまとめを行いたいと思います。各委員さ

んからのご意見があれば伺いたいと思います。今回は最初に介護保険の４月に変わった所があ

るということで、その後の説明を受けましたけれども、三連携の進捗状況の報告、全面的なも

の、13 の事業について報告をいただきましたけれども、この進捗状況についての報告と、介護
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保険制度の制度改正になってからの変更の部分、それからルール説明がありましたけれども、

そういった中で必要事項、広告した方が良いということがあれば、それをお聞きして報告した

いと思っています。それから、障がい者自立支援法の、これは計画ができるということの説明

ですので、これは必要がないのかなというふうに思うのですけど、その辺を含めてご意見を伺

いたいと思います。こういった報告はぜひしておくようにということがあれば、それも含めて

お願いしたいと思います。 

○副委員長（熊谷雅史君） 報告のとき、三連携のやつ、13 項目あげたやつ、こんなことを言

った方が良いのだろうか。かなり進んでいるから、評価をしてあげた方が良いかなと。最後、

大渕委員が聞いていた来年の意向どうするのだということ、20 年度からの総合健診の中にせっ

かく取り組んだヘルスアップ事業が縮小されるということも、せっかく現課が一生懸命頑張っ

ているのに、良い兆しが見えてきたのにもったいないなということを書いた方がいいと思いま

すけれども。今回はすごい。17 年に計画出ていて、いろんなことで我々も質疑してきたけれど

も、こんなに早く各部署が連携できているとは。どういうことなのでしょう。 

○委員長（吉田和子君） きちっとした担当課での連絡協議会みたいな形で、それがきちっと

なされて、それを中心にやってきたということもある。大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 一つは今言われたように、評価は評価としてきちっとすべきだと思い

ます。そういう点で言えば、病院から始まって、今日も病院の事務長の答弁を聞いていても、

受身な所がある。やっていること、例えば２月１日からやったと。これは 13 対１にしたとい

うのは、やっぱり医療体制で言ったらものすごいものですよね。ものすごい増額になるのです

よ。端なものではない、これ。だから、そういう評価とか、外来がやっぱり増えてきているの

ですよね。167 人に対して 163 人まで来ている。まだマイナス４人なのだけど。それと、健診

なんかの後押しをしてやらないと、森田さんが言っていたように自分たちの努力で２千万位増

やそうと思ったら増やせるのだという話しがあったけれども、そういう後押しを議会は議会と

して、そこの部分で、現時点での部分で、やっぱりきちっと評価してあげると。国保ヘルスア

ップ事業から始まって、この 13 項目全部とは言わないけれども、評価はできるのではないか

と。ただ、僕はやっぱり今回の所管事務調査の中で感じたのは、なぜ医療費が下がらないのか

という分析が弱いと。そういう分析をきちっとしないと対応策は作れないのですよ。これだけ

では下がらないと思う、医療費は。この 13 項目を幾らやっても下がらない。なぜかというあ

たりの分析がしっかりされて、その結果が出てこないと駄目。だから、これも取り組んだ、今

度は逆に 13 項目もあるものだから、これも取り組んだあれも取り組んだというふうになって、

総花的になっているでしょう。地域住民を巻き込まないと駄目だと、講習はやって 39 人は来

たよと。ああいうものがきちっと活かされない限り、医療費というのは下がらないのではない

かと、近頃思うようになったのです。だから、医療費が下がらないのはどうしてか、介護保険

料が全国平均の半分なのはどうしてか、そういう分析をしっかりやって、科学的にきちっと結

果を出すと。それに基づいて仕事をやると、役場の職員の皆様方は。そういうふうにしておか

ないと、部署が変わったら俺は関係ないとなる。そういうふうにならないように、きちっとし
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た分析と結果を残していくという、それでちょっと意地悪な質問したのです。今までこんなに

頑張ったのに、どうして今までの積み上げがなくてここから始まるのかと、今までの積み上げ

は何だったのですかと、すごく意地悪な質問したのだけど、僕はそういうことを言いたかった、

実を言えば。だから、そこはきちっと指摘を、上がった部分だけではなくて、下がった良い部

分もある、介護保険で。言っていたように、皆さんも聞いていない、僕も聞いていないのだけ

ど、実際に不満も来ていないのだから、議員の所に。だけど半分なのだから。だから、その良

い方の分析だってちゃんとしないと駄目だと僕は思う。両方そういう形で、きちっと分析して、

それはやっぱり我々も意見を述べるけれども、ちゃんと報告を議会にしてもらえるような、そ

ういうことが必要ではないのかなと、僕はそういう考え方を持ちました。 

○委員長（吉田和子君） 分析量がちょっと足りなかったですよね。５番目だけの議題だけ取

り上げて。だから、健診しなくて良いのかなと。健診結果じゃないと言われたら、健診しなく

て良いのかなと。今まで健診を上げると言っていたのに、何だったのかなと思って聞いていた

のですけれど。きちっとした分析をして、きちっとした結果を出さないと、次の手立て間違っ

たら、次の健診をしなくて良いのだなと結論出してしまって、それに力を入れられると、私は

しっぺ返しというか、結果出てくると思う。やっぱり、上がっているという良い結果も出てい

る所もあるわけですから、それはやっぱり重要視しなければならないと思います。あと、多重

受診が少なかったというのは、これはやっぱり以外だった。議長。 

○議長（堀部登志雄君） 医療費が減らないという原因で、何となく医者にかかるという人が

多くて減らないのかなという感じはしていたのだけど。予防医療というのだけど。どうも答弁

聞いていても、例えば後半に出た精神障がい者とか、障がい者の医療費が予防的にできない医

療費というのですか、どうも我々は分からないのだけど、目に付かないで来ている部分もある

のではないかなと思って。だから、予防医療にすれば医療費が減るという、確かに減るのだけ

れども、そんなに大幅に減るのではなく、大幅に減らさなければならない部分がどこか他にあ

るような感じもしないでもないから、大渕委員が言ったように、原因がどこに一番かかってい

るのかという、きちっと調べて、そして対応していかないと、大きい原因がそこにあるのに、

小さい原因の所で一生懸命やっているような感覚も何となくしたような気もした。そういった

面では原因をきちっと、何がこうなるのかという原因を突き止めるのも大事だなと思った。そ

れが、大体国保の方にも影響してくるわけですから。それともう一つ、病院の三連携の事業の

関係で、総合相談業務。この総合相談業務がものすごく、今一人ですね。一人ですごく過密に

なっているような状況で、この辺はこれだけ感じたということは、これだけ需要があるという

ことだから、この辺はもうちょっと力入れて。ここにも書いてありますが、増員までいかない

だろうけでも、スタッフの充実が求められるということで、今後のスケジュールにも書いてあ

りますけども、この辺は十分考えてやらないと。この間も聞きましたけれども、パンクしそう

ですね、一人で。これだけ、数多くの所に対応する毎月 50 件も 60 件もあるとなると大変な業

務だなと思って、この辺もうちょっと何か力入れて、スタッフのことも考えてやらないと駄目

なのかなという感じは受けた。 
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○委員長（吉田和子君） かなり、介護の担当の保健師さんだとか来てくれているのです。病

院にも来て相談室で話ししているのも見たことあるのですけれど、どんどんそういう連携を取

っているというのはすごく大事なこと。訪問看護ステーションがあると、またちょっと動き的

には楽になるのかなというのは、ちょっと思ったのですけど。今回の委員会では言いませんで

したけど。 

○議長（堀部登志雄君） 大事なことだから、十分こっちの方向で力入れてやっていけば良い

のではないかと思うのだけど。 

○委員長（吉田和子君） 熊谷副委員長。 

○副委員長（熊谷雅史君） 今、議長の言ったとおりなのです。ケースワーカーというのは、

療病、病身連携の最たるものなのです。こっちのヘルスアップの方では事務長レベル、施設長

レベルと言っているでしょう。そうではないです。やっぱりこの形が一番つながりやすい。た

だ、ドクター同士のつながりも必要なのですけども、患者とか町民だとかという部分では、こ

れが一番安心安全の要になるのかなと思います。その辺も踏まえて意見作った方が良いかと思

います。 

○委員長（吉田和子君） 誰か言いましたよね。相談窓口を他の白老町の病院にも設けてもら

ってと。ここは、町立病院とリハビリしかないと言っていましたよね。ケースワーカーという

形で。専門でなくてもある程度分かる状態の人がいれば、そういった方を一人ずつ置いてもら

いたいということは、今後の希望として必要になってくる。そういう人たちが連携とれると、

白老町全体として連携のとれるきっかけ作りにもなるのかなと、ちょっと思うのですけども。

なかなか病院と病院の連携はとっていないという状況でしたから。ほかにどうでしょうか。大

渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 病院の問題に典型的に現われているのだけど、全ての点で行政に求め

られているのは、スピードだと思うのですよ。例えば今、議長が言われた精神障がい者の入院

の関係ですけど、入院している方は 77 名。77 名といったら、調べようと思ったら、すぐ調べ

られるでしょう。そういうことをスピード上げてやらなければ駄目なのです。今、自治体に求

められているのは何かと言ったら、今後の課題だとか、今後検討しますだとかというのは駄目

なのですよ。やれるものはやる、やれないものはやらないとはっきりすると。それは次にすぐ

結論出すと。それは、どなたが悪いという意味ではない。そういう仕事しないと、こういうも

のでも、僕は駄目だと思うのです。ですから、そういうことをどこかで記述をしていただきた

いと。やっぱり、そういうことを議会側として言っていく必要があるというふうに思いますの

で。ついでに言わせてもらえば、書くのかどうか分かりませんけれども、障がい者福祉計画、

やっぱりこれは町民の認識不足、我々含めた認識不足があまりにも大きすぎて、我々と状況と

の乖離がありすぎる。僕は、ほとんど知らないと言って良いようなものです、はっきり言って。

ですから、これはやっぱり町民に対する啓蒙を含めて、議員から始まって町をリードする人た

ちが、この意識を皆さん持っていただけるにはどうすれば良いかという研究をしなければ駄目

ではないかなと思う。そういう意識になっている方が、あまりにも少なすぎるのではないかと
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いう気がすごくする。 

○委員長（吉田和子君） 白老町の手帳交付者が 65 人になっているけど、公費負担患者が 416

人いるという。416 人いるということは、２％いるということですよね。それから、先ほど言

いましたように、入院患者をなるべく地域で受けると言っても、80 人の人が入院していると。

1 ヶ月 40 万の医療費がかかるという話しがありましたよね。80 人で１ヶ月 40 万ですから、480

万になります、一人で。それの 80 倍ですから、単純に計算してもすごい金額になる。１年入

院しているというのはあまりないと思うのです。たいてい３ヶ月単位くらいだと思う。入院し

ている人は入院していると思うのですけど、わりと出たり入ったりという人もいるのですよ。

一回入ると３ヶ月以上は必ず置かれるのです。状況良くなって、家に帰ったりしながら、状況

見て返すという半年はかかるという可能性もあるのですよね。 

○委員（大渕紀夫君） さっき言ったように、施設はないから、グループホーム以外はない。

精神障がい者のグループホームというのはほとんど無いから、家から離れるということは入院

意外無いのですよ。 

○委員長（吉田和子君） これに 80 人抜いても、３百何十人の人が通院している可能性もあ

るということですから、その通院の医療費だってそんなに安くはない。分からないで言ってい

るのですけど、精神障がいの治療というのはそんなに無い。薬とか、そういったものが多いの

ではないかと思うのですよ。だから、通院も薬、かなり多いのではないかなというふうな気が

するのですよね。根本委員。 

○委員（根本道明君） 例えば、精神障がいで、65 才になって、高齢者でしょう。そしたら、

痴呆症になるでしょう。痴呆症の方とラップする部分ある。やっていること、動作だとか、そ

ういうふうなものが。精神障がいの人方が、こっちに行くのか、どうなのだろうか。 

○委員長（吉田和子君） 認知症はレントゲンを取って、医者が判定すると。脳の働きを見て、

それで認知症と判断すると思うのです。精神的なものは違う。暫時休憩します。 

休憩 午後 １時２０分 

  

再開 午後 １時３５分 

○委員長（吉田和子君） 再開いたします。障がい者支援の計画の方については、ことばをき

ちっと選びながら、報告できる部分はどうなのかという、まとめた時点で皆さんに見ていただ

いて、その上で精査をしながら、まとめたいというふうに思いますので、よろしくお願いした

いと思います。ほかに何かありますでしょうか。無いようでしたら、副委員長と相談して、で

き上がりましたら、早めにでき上がらせまして、皆さんに見ていただいて、大変これは大きな

課題をいっぱい含んだ広い、すごく莫大な量があるような気がするのですが、そういうことを

しっかりまとめて、前向きな報告書になればというふうに思って、副委員長と相談をして作り

たいと思いますので、ぜひ皆さんの意見を取り入れていきたいとやっていきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。まとめに関しては、よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長（吉田和子君） それでは、まとめはそのように取り扱いをしたいと思います。これ

をもって民生常任委員会の所管事務調査を閉会させていただきたいと思います。大変、ご苦労

様でした。 

（午後 １時３７分） 


