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平成２４年白老町議会建設厚生常任委員会会議録 

 

平成２４年１０月１７日（水曜日） 

開  会  午後 １時３１分 

閉  会  午後 ４時１９分 

                                         

○会議に付した事件 

 付託審査 

１．陳情第２号 白老町介護保険事業計画（第５期）の整備に関する陳情 

                                         

○出席委員（７名） 

委 員 長 西 田  子 君      副委員長 広 地 紀 彰 君 

委  員 氏 家 裕 治 君      委  員 大 渕 紀 夫 君 

委  員 松 田 謙 吾 君      委  員 吉 谷 一 孝 君 

委  員 及 川   保 君 

                                         

○欠席委員（なし） 

                                         

○説明のため出席した者の職氏名 

     参 考 人    藤 田 英 雄 君 

     参 考 人    武 岡 富士雄 君 

     生 活 福 祉 部 長    須 田 健 一 君 

     健 康 福 祉 課 長    西   幹 雄 君 

     健康福祉課主幹    田 尻 康 子 君 

                                         

○職務のため出席した事務局職員 

     参 事    熊 倉 博 幸 君 

     書      記    小山内   恵 君 
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◎開会の宣告 

○委員長（ 君） ただいまより建設厚生常任委員会を開会いたします。  

（午後 １時３１分）  

                                         

○委員長（ 君） 本日の委員会の日程について事務局から説明いたします。 

熊倉参事どうぞ。 

○事務局参事（熊倉博幸君） 本日は、９月会議において本委員会に審査付託されました陳情

第２号 白老町介護保険事業計画（第５期）の整備に関する陳情書の審査を行うこととなって

おります。陳情書の提出者を参考人としてお呼びしておりますので、まず提出された願意をお

聞きし、その後に担当である生活福祉部より説明等を受ける日程としております。 

○委員長（西田 ） それでは、陳情第２号 白老町介護保険事業計画（第５期）の整備

に関する陳情書を議題に供します。 

これより審査に入ります。 

陳情書を事務局参事より朗読させます。 

○事務局参事（熊倉博幸君） 白老町介護保険事業計画（第５期）の整備に関する陳情書。 

要旨、介護つき有料老人ホーム（特定施設入居生活介護）の整備計画の見直しについて。 

理由、白老町の介護サービス施設等の整備は進んでおり、入居系施設の要介護向けの居室数

は近年増加しておりますが、このたびの第５期整備計画のサービス推計必要量及び供給量は過

去の実績と比較して突出していることから、新たに整備した場合は、居室数の過剰供給が如実

になる。 

加えて、町民の日常生活圏域（医療、介護予防等）の近隣市の施設整備により、圏域内の居

室数が急速に増加した要因などで既に当院の関連施設で私も取締役に就任しています株式会社

創生社「介護付有料老人ホーム悠悠」の入居率低下が現実的となっており、今後は従前のよう

に、町外利用者の入居は極めて厳しくなることを踏まえた場合に、既存事業所や新設事業所の

経営の不安定さといった問題に必ず直面することが危惧されます。 

このことから、３年間の短期動向による整備計画ではなく、中長期的に将来を見据えた人口

規模に見合った整備計画でなければならないことから見直しを求めるものであります。 

以上、白老町議会会議規則第77条の規定により陳情いたします。 

平成24年８月６日。陳情者住所、白老町高砂町３丁目１番26号、氏名、医療法人社団創亮会

藤田内科クリニック理事長藤田英雄。 

以上でございます。 

○委員長（ ） 次に、陳情の参考人としていたしまして、白老町高砂３丁目１番26

号、医療法人社団創亮会藤田内科クリニック藤田英雄理事長、及び武岡富士雄施設関連相談役

の２名を招聘しております。 

参考人の入室をお願いいたします。 

暫時休憩いたします。 
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休憩 午後 １時３４分  

                                         

再開 午後 １時３６分 

○委員長（ ） 休憩前に引き続きまして会議を再開いたします。  

参考人におかれましては、大変お忙しい中、委員会の陳情審査に当たり、参考人として快く

お引き受けいただきまことにありがとうございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

早速、陳情提出者である医療法人社団創亮会藤田内科クリニック理事長藤田英雄様より、陳

情書を提出された願意についてお話をお伺いしたいと思います。  

藤田英雄理事長よろしくお願いいたします。  

○参考人（藤田英雄君） 本日はお忙しい中、この陳情に伴う意見聴取の機会をいただいて本

当にありがとうございます。また、日ごろ介護保険事業所に対しまして、議会及び議員各位か

ら、さまざまな支援及びご協力をいただて深く感謝申し上げるものでございます。 

詳細なことは、うちの施設関連担当者の相談役である武岡のほうから説明させていただきた

いと思います。よろしくお願い申し上げます。  

○委員長（ ） それでは、武岡施設関連相談役のほうからお願いいたします。  

○参考人（武岡富士雄君） それでは、陳情に伴う趣旨等を述べさせていただきます。白老町

は、介護保険制度スタート以来、第１期から第４期までの介護保険事業計画に基づき、サ

ービス提供体制等の確立を図るためにかなりの施設整備が行われてまいりました。今回の

平成24年度から26年度の第５期計画では、急速に進展する高齢化を見据え、地域に地域の

実情に照らし合わせた基盤整備として、必要な事項を盛り込み策定しましたとのことであ

ります。その必要な施設整備は、介護付有料老人ホーム、特定施設１カ所、定員60人。グ

ループホーム、ツーユニット、定員18人の整備でありますが、本当に介護付有料老人ホー

ム、特定施設が必要なのか。地域の実情を照らし合わせた整備なのか、疑問を抱いている

ものであります。 

このことから、平成 24 年７月 11 日に町長と面会し、特定施設入居者介護施設整備計画の再

考についてお願いをしておりましたが、８月１日に回答をいただきました。内容は、今後の認

定者増加見込みなどの数値及び町外施設利用者の状況から、施設整備が必要との抽象的な回答

だったと思います。本当に地域の実情を考えた場合、介護付有料老人ホーム、特定施設１カ所、

定員 60 人の整備が必要なのか。次の４項目について検証いたしました。  

１点目は、町の介護保険対象サービス施設の整備の状況についてであります。２点目は、介

護保険事業計画のサービス推計質量の整合性についてでございます。３点目は、新たに整備さ

れた場合の施設過剰供給の懸念についてでございます。４点目は、住所特例で今後も増加する

町外施設利用者の見込みなどについてでございます。以上のことを見据えて、今回陳情させて

いただきました。  

それでは、お配りさせていただきました資料に基づいてご説明をさせていただきます。町民

の医療、介護予防など、町民の日常生活圏域であります近隣市との比較をあわせてご説明させ

ていただきます。  
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資料の１ページ目でございます。左のほうに白老町から室蘭市まで記載してございます。23

年度の総人口、年度末の人口でございます。65 歳以上の高齢化率を記載してございます。その

横に平成 26 年度末の各市町村の介護保険の推計人口、推計高齢者率を私どもインターネットで

引っ張りまして記載させていただいてございます。  

有料老人ホーム特定施設、今回整備を掲げております有料老人ホームでございますが、平成

23 年度末で白老町では、需要者数１でございます。居室数が 52 ございます。これは手前ども

の医院の関連施設の悠悠でございます。居室１室当たりに対する高齢者の人員割率は 128.7 人

となってございます。苫小牧市は 111.2 人、登別市が 113.9 人、室蘭市が 164．4 人となってご

ざいます。それで、白老町の場合を見ますと、26 年度末の整備状況でございますが、今回の５

期計画で、26 年度末に１棟 60 床を整備するということでございますので、26 年度末では事業

数が２、居室が 112 ふえます。居室に対する人数割合でございますが、62.9 人となることにな

ります。苫小牧市におきましては５期整備計画ございませんので、記載のとおり 124.1 人、登

別市が 125.9 人、これも５期で整備計画はございません。室蘭市は居室数が 274、110.1 人、こ

れは２棟 100 床の整備計画をしてございます。 

続きまして、グループホームでございますが、高齢化人口等は省略いたします。白老町では

23 年度で居室に対する人数割合が 106.3 人、26 年度末で 86.9 人、これは５期整備計画でツー

ユニット 18床の整備を盛り込んでございますのでこのような数字になります。苫小牧は 90.2、

整備計画ございません。登別も 140.9 人、５期計画整備計画なしでございます。室蘭市が５期

整備計画で４ユニット 36 床計画してございます。それでも 139.6 人でございます。  

続きまして、２ページでございます。この老人保健施設は、リハビリさんが医療の療養型か

ら介護に転換してございます。さくらさん、それから町立病院の北こぶしが老人保健施設でご

ざいます。白老町の場合は 23 年度末で事業達成が３で、居室数 192 でございます。これが人口

で割り返しますと 34.9 人に１室となってございます。26 年度末でございますが、５期整備で

はございませんので、36.7 人に多少ふえる予定になってございます。苫小牧、登別、室蘭は整

備計画ございませんので、記載のとおりの高齢者の人数割合となってございます。  

続きまして、下の段でございますが、非常に待機者が多いといわれております特別養護老人

ホームでございます。寿幸園とリハビリさんでございます。白老町は、現在事業数が２で、居

室数が 100 ございます。高齢者の人口で割り返しますと 66.9 人に１室となってございます。右

側のほうにいきますけど、26 年度整備計画ございませんので、このままの数字で 70.4 人とな

るわけでございます。苫小牧も同じように 26 年度末では１棟 100 床を整備する計画になってご

ざいますので、95.9 人となるようになってございます。登別も５期計画で１棟 100 床整備しま

すので、82.5 人となる予定でございます。室蘭市は５期計画１棟 29 床、これは地域密着型で

ございますので、29 人でございますので、これも 131.7 人となるわけでございます。 

ただいまご説明しました、俗にいうに入居系施設サービスの合計を計算してみました。白老

町はただいま説明した４施設で、事業所数は９で居室数が 407 になります。高齢者人口で割り

返しますと 16.5 人に１室となるわけでございます。26 年度に 60 床の当グループホームと 60
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床の有料老人ホームを開設いたします計画でございますので、居室数は 485 に延びまして、人

口割で 14.5 人、したがいまして 14 人に１室になるということでございます。それから、苫小

牧市は 24.3 人、登別市が 30.1 人、室蘭市が 32.3 人、したがいまして、非常に半分以下の数字

になってございます。このことは、裏を返せば整備計画が本当に進んでいるということがうか

がえるものと思います。例えば、この白老町の居室数 14.5 人に対しまして、有料老人ホーム

60 床、ベッド数 60 これをもしやらなかった場合、未実施の場合は 16.5 人、それでもかなりの

数字下回るようになってございます。それで、ただいま説明いたしましたが、白老町の介護保

険対象サービス施設整備進んでおり、これ以上の整備は居室数の過剰供給になることがうかが

えると思ってございます。 

４ページの２点目でございます。きょう皆様方、介護保険の計画書お持ちでしょうか。65 ペ

ージを開いていただきたいと思います。（４）の居住系施設サービスの特定施設入所生活介護、

この枠の 25 年度の欄を見ていただきますが、サービス推計必要量 47、要介護１が 17、要介護

５までが４であって、合計が 66 となってございますが、これは 47 の訂正になると思っており

ます。これは間違いだと私どもは思っております。そうしまして、合わせて 61 人になるように

なってございます。そういうことで、これにつきましては介護保険の担当のほうから訂正があ

ると思いますが、今回の５期の整備計画ではグループホームと今回の有料老人２件であり、本

当に精査されているのかという疑問を抱くものでございます。 

そういうことで、２点目の特定施設入所者介護施設整備計画の矛盾についてでございます。

今回の整備計画の推計必要供給量は、平成 26 年度の開設年度に突出する人数となっており、過

去のサービス供給量実績と比較しても過剰になる整備計画になっていることから、整合性がな

いものと考えているものでございます。なお、第１期から第４期まで、白老町の実績供給率は

年度平均 4.5 人の増加推移でございます。見ていただきますとわかるように、下の欄、供給量

ですが、22 年度 48 人で増減が 10 人なってございますけれども、これは町の介護保険の担当の

ほうではとらえていると思いますが、特殊な事情があったのかなというふうに私どもは見てご

ざいます。23 年度は 54 人で６人の増加でございます。24 年度は 58 人で４人の増加でございま

す。25 年度は 6１人で３人の増加となってございます。この増減しかないというふうに計画に

なってございます。26 年度の最終年度で、88 人で 27 人の増となってございます。そのことか

ら、年度平均で 4.5 人しかいないのに、27 人に一気にふえるということは、私どもとしては、

本当にどうなのかなというふうに考えてございます。 

続きまして、町外からの入居者についてでございますが、私ども回答をいただいた中で、町

の説明では、整備計画施設と既存施設２棟で定員 110 人になるわけでございますが、町の計画

の推計必要量及び供給量は 88名で残る 24人は町の説明では町外利用者を見込んだ整備計画で、

空室にはならないという見解でございます。現状の入居者動向は、各市町村で整備計画が急速

に進んだ要因などで、町外利用者が激減している状況下にある中で、町外入居者を見込む整備

計画は現状をとらえていないものと考えてございます。なお、当院の関連施設でございます介

護付有料老人ホーム悠悠は、平成 16年 10月の開設でございます。そのときの町内利用者は 33％
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で 17 名でございました。現在は９月末時点で 30 名まで割合を高めてございます。新たに入居

される方はすべて町内者で数年後、本当に何年か後には全員が町内者になると見込んでござい

ます。この状況は、近隣市町村などの一定居室数が増加したことが要因であると私どもはとら

えているのでございます。 

 次に、４点目の町外の施設入居者、住所特例措置についてでございます。町の説明では、平

成 24 年度、24 年３月末で 28 名が町内施設に入居されており、その施設でも待機者がいる状況

とのことであります。このことは、町民の日常生活圏域である苫小牧、登別及び室蘭への医療、

介護予防などのつながりが深い高齢者が多いことなどから、今後も医療機関との関係で、町外

施設入居者、住所特例措置でございますが、増加するものと私どもはとらえております。また、

待機者の調査は、事業所に単なる調査等で紹介しても、待機者がいるとの回答は営業上施設不

評につながらないよう業界のごく自然な回答で、間違いなく空室がある状況でございます。  

居宅介護支援事業所、ケアマネの事業所でございますが、これにつきましては頻繁に空室情

報や入居者紹介などの営業が行われております。入所者の確保に努めているのが事実でござい

ます。町の説明ではどこの施設も満床で、待機者がいるとの説明になってございます。  

最後の５点目でございますが、この５点目につきましては、特定施設入所者介護施設整備の

参考の回答についてですが、記載のとおりでございますので目をとおしていただきたいと思い

ます。そのようなことから、ただいまご説明させていただきましたが、必ずや居室数の過剰供

給が如実になるので陳情いたしたものであります。  

以上で意見聴取の意見といたします。よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げまして、

私の説明を終わらせていただきます。  

以上でございます。  

○委員長（ ） ありがとうございます。  

それでは、これより委員の皆さん方から陳情者の願意に対しまして質疑をお受けしたいと思

います。委員の皆様方、質疑ございませんでしょうか。  

及川委員。  

○委員（及川 保君） 及川です。本日はご苦労さまでございます。  

まちがこの５期の整備計画の説明を既に議会側にされておりまして、１点お聞きしたいこと

は、今いろいろ説明されました。これまたきちっと現在の白老町の状況を把握しなければいけ

ないのですけれども、今説明を受けましたけれども、この５期の計画をつくるに当たって、町

が今運営されている白老町内全体の事業者の皆さんとのきちっとその対応をされたのかどうか

まずお聞きしたいと思います。  

それともう一つ。こういった介護施設に非常に白老は恵まれている状況、他市町村に比べて

非常に福祉に力を入れてきたという部分がありまして、恵まれているのですけれども、今後も

高齢者がふえていくという、私たちは危惧するのです。高齢者がふえていくという、急激にふ

えていくということになれば、それに対応できるのかという状況を心配することが１つ。  

それと、こういった運営施設が整備されることによって、介護保険料というのが実はアップ
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するという表裏の関係にあるはずなのです。そのことを十分理解するのですけれども、今この

説明を受けた中では、現状では十分に余裕があるのだと、５期の整備をすることによって、今

ある施設の運営そのものが非常に危惧されているという状況、今説明を受けたのですけれども、

このあたりの状況が、今説明を受けた段階で本当にそうなのかというのが実は心配される部分

でもあるのです。そのあたりの状況をもう一度説明いただければありがたいと思います。  

○委員長（ ） 藤田理事長。  

○参考人（藤田英雄君） 私としては、医療と介護というのは密接なる関係にありまして、白

老町の住民自体も70％くらいが苫小牧なり室蘭の病院にかかっていると推測しています。大き

な病気になって自宅に帰ることが困難な状況が発生しますよね。多くの場合は関連病院として

もっている老健施設なり、またはケアハウスなりそれなりのグレードにあったところを選ばれ

て、いつも来てくれている先生のそばに施設を選ばれる場合が多いと考えています。 

一方では、白老町における老健施設、急に膨らんでしまったわけなのですけれども、どれだ

けうまく運営できているのかなということ、充足率の問題です。確かに特養に関しては、いつ

も待ち人がいっぱいいるのはわかるのですが、白老町のお年寄りの平均的な年金額はどのよう

なものなのでしょうか。安いほうというか、できるだけ利用費が少ないほうが町民にはフィッ

トしているのではないかと私は考えています。私の社会福祉法人まどかとしてもハウスもって

はおりますけれども、これからはミニ老健みたいなものを考えているところでもあります。や

っぱりマッチングするような形、うちは確かに有料老人ホームではあるのですけれども、料金

は札幌などと比べたらおてんとうさんと番頭さんくらいの差があって、本当のぎりぎりで押さ

えてやらせてもらっているつもりです。これからは、私自身はクラウン団地に住み始めたので

す。開業してから今 21 年なるわけなのですけれども、かつてクラウン団地は、学校の先生と炭

鉱のリタイアした人、両方とも高い年金いただいている人がかなりいたのです。今現況を見て

いれば、それがだんだん片割れになったり、または売家になったりが非常に目につくような状

態。これは別にクラウン団地だけではなく、さまざまなところで売家、売地というのがいっぱ

い見えています。確かに年寄りも、年に 300 人ずつ白老町は人口減っていると思うのですけれ

ども、それは厚生年金額がかつてはかなりピークだった人がだんだんいなくなってくる。平均

的な年金額というのは、いったいどれくらいととらえられているのでしょうか。 

きたこぶしさんも十分満杯にはなっていませんよね。それは、リハビリさんが転院をされた

ことによって急に膨らんだものだから、そこはうまくいかないのかもしれないけれども、さら

に特定施設の場合は一般的にいって料金高めになりますから、うちはもう 10 年たとうとしてい

ますから、何とかかんとかやっていけるかと思うんですけど、やっぱりお年寄りの収入に見合

ったようなものがこれからは供給されていくべきでないかなと思うし。でも、先ほど言ったよ

うに医療と介護福祉は完全にコンバインしている、どこの病院でも動いていますからね。だか

ら大きな病院にかかっている人はやっぱりそのサテライトの施設に入てしまう。そのほうが安

心、同じ先生がまた見てくれるということですよね。だから、白老町全体としてどうあるべき

なのかは、特定施設も含めて、特養はこれ別格です。老健を見たとき、ふえたことも、これは

どうしてだろう。国の施策ですから、国の施策でなるべくその施設経営に、医療から施設のほ
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うに回そうというのは厚生省の強い願望があるのです。一方では、言葉では自宅で戻るように

言っていた老健施設と特養はどこに差異があるのですか。全く厚生省の言っていたことはうそ

であって、自宅へ帰る前のワンクッションとしてそういう老健施設はこれから必要ですと言っ

ていたけれど、今はもうそんなこと一切言わなくなった。全く変です。  

組合保険はもう倒れているし、あんじょうよくやっているのは共済年金、あとは会社でやっ

ている保険も厳しくなっているし、これからの年金というのは、私たちが本当に年寄りになっ

たときに年金額間違いなくかさ減りしてくると思うのです。  

○委員長（ ） 武岡施設関連相談役。  

○参考人（武岡富士雄君） １点目のご回答させていただきたいと思いますが、５期整備計画

の中で、既存の白老の事業所に意見聴取だとか現状把握をされているのかということでござい

ます。これにつきましては、私も藤田には６月から行きましたけれども、院長にいろいろお聞

きしまして、担当者にもお聞きしました。健康福祉課の介護担当のほうからは、既存事業者に

対して一切現状をとらえるための訪問はなかったというふうに聞いてございます。  

これは、私ども町長にお話ししたときにも、事業所にそういう意見聴取もしないで一方的な

やり方ですと。これは文章にも残して伝えてございます。  

それから、２点目の及川委員の心配なさる、高齢者人口がますますふえるのだということで、

整備がなかったら入居するのが困るのではないかというお話でございますが、今院長が話した

ように、今白老町のこのグループホームを除いた３施設、特別養護老人ホーム、それから有料

老人ホーム、それから老健施設、これの垣根はもうないのです。特別養護老人ホームは介護度

３以上の多い方が入っています。それから、先ほど言いましたように老健施設につきましては、

ずっと永久的にいられるようになったのです。有料老人ホームもいられるわけですから、介護

つきですから。そういうことで、もし白老町に本当にこの 60 床整備計画しなかった場合に、将

来にわたって入居者が心配だと、行くところがなくなるのではないかという心配だと思います

が、これは先ほど説明しましたように、入居施設の合計割りましても、苫小牧市が 26 年で 24.3

人に一室になるわけです。白老町は、それがなくても 16.5 人に１人です。その差が８人あるの

です。人口からいきますと。そういうことだと、やはり整備が進み過ぎているし、待機者があ

ふれるようなことはない。現実に私ども悠悠もまだ３人定員が余ってございます。常時 100％

の供給になってございません。先ほど院長も言いましたように町立病院の医療とつながって、

なおかつネームバリューで、町立でやっている老健施設きたこぶしが、私も去年の資料見まし

たけれどもあの入居率です。当然医師もいます。３人も 4 人もいて入居率が低いということは、

確実に利用者がいないのです。だから私は、５期整備計画では、この有料老人ホームをつくら

なくても入居者があふれるような状況にはならないというふうにとらえてございます。 

それと、有料老人ホームは平均 17 万円以上の年金でなければ入れないのです。そうしますと、

その階層が白老町でどのくらいいるかといったら、これは介護保険計画の 71 ページにも書いて

ございますが、町民税の課税状況、保険料の課税状況からいきますと、大体第１段階から第４

段階まで 4,076 人で、57.9％は町民税がかかっていない方です。町民税が課税される方は 2,966
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人で 42.1％です。したがって 42.1％の人が有料老人ホームに入居できる所得の階層だというふ

うに私どもはつかんでございます。ただ、おじいちゃんおばあちゃんが年金なくても子供たち、

家族等で負担をする場合は別なことですけど、うちの入居者を見ている限りでは、ほとんど年

金で賄える方が大方だというふうに思ってございます。 

そういうことで、先ほどの質問にかえさせていただきます。以上です。 

○委員長（ ） 広地副委員長。 

○副委員長（広地紀彰君） 広地です。お忙しい中本当にありがとうございます。日ごろから

老人介護にかかわってご尽力されていることに敬意を表します。 

確認を含めてなのですけれども、こちらの第５期の白老町高齢者保健福祉計画に対しては、

これは議会側にも説明がありましたが、並行した審議会のほうにもお示ししていると思うので

す。それには貴法人のほうからも、施設の代表者も輩出されていると伺っております。そうい

ったあたりで、今回この精緻にお調べになっているこういったデータや実態見通し等について、

審議会の中でどのような議論がなされたのか。概略で結構ですのでお教えください。 

○委員長（ ） 武岡施設関連相談役。 

○参考人（武岡富士雄君） 広地副委員長の質問にご回答を申し上げます。確かに手前どもの

悠悠の伊藤施設長が審議会のメンバーになってございます。私も６月に来ましたから、いろん

なことをお聞きしました。この場で余りその職員とのやりとりはちょっと避けたいと思うので

すが、伊藤施設長が委員に選ばれたのは、施設ではなくケアマネ連絡協議会の事務局をやった

からその団体の中で選ばれたと。悠悠の施設長として人選されたわけではないのです。町では、

要するにケアマネ連絡協議会の、団体の事務局をやっていましたので、それで出されたと。そ

の中でうちの伊藤施設長も、この件につきましては自分のところの話ですから、当然厳しく受

けとめてございます。それでいろいろお話をさせてもらったと、それは担当課の人間だと思い

ます。その中で、とりあえず計画だからというようなお話も実は伺っております。これは、言

った言わないの話になりますので、そんなことで、うちの施設長がかかわったのはそういうこ

とでかかわったということでございます。 

以上です。 

○委員長（ ） 広地副委員長。 

○副委員長（広地紀彰君） １点目については理解しました。２点目です。こちらの第５期の

事業計画の 32 ページの下の表ですけれども、人口に対しての資料については今お示しいただい

た資料で理解することができています。こちら要介護度別のサービス利用人数及び利率という

ことで、こちらは介護度や要支援の支援度別の種類計が出ていますが、こちらのほうで示して

いただいているとおり、１年間で 30 人程度の増加が見込まれています。実態、これ実績で、あ

と今後の計画数値についても、多分これを引用して考えられていると思うのです。なので、こ

ちら側に対して、この要介護度別のサービス利用人数の増に対しての整備の考え方についてど

のような見解をお持ちか教えてください。 

○委員長（ ） 武岡施設関連相談役。 
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○参考人（武岡富士雄君） 私どもは執行機関ではございませんので、これにつきましては、

私どもが計画をどうするこうするというのは、これはまさにこの介護保険計画で、町側が計画

するものだと私は認識しています。 

手前どもの院長がちょっと申しましたけど、私どものケアハウス暖炉、竹浦にあります。定

員が 50 人でございます。これは大体有料老人ホームと変わらないのですが、介護つきではござ

いません。平均 10 万円ぐらいで入居できます。ここは、当初施設を建てたときから、入居者の

方が最後の住みかということで選んで施設に入ってございますので、その方が高齢になりまし

て、介護度が上がってきてどうにもならなくなってきたら、うちのケアハウス暖炉につきまし

ては、施設整備でもう既に特定施設を取れるだけの施設づくりをしています。それで、50 人い

る方が介護度も上がって、それがいつとは申し上げられませんけど、そういう時期が来たら、

うちは特定施設をとって介護つきに切りかえていかなければならんと。ここ一、二年ではなく、

何年かたてば、利用者の介護度がだんだん上がってくれば、利用者が行くところがなくなって

くれば、私どもそういう計画を立てざるを得ないということで、１事業者としてはそのように

考えてございます。 

以上でございます。 

○委員長（ ） 藤田理事長。  

○参考人（藤田英雄君） この件に関しては、胆振支庁さんからも、国の財政が非常に厳しい

ということになっていまして、介護度が上がってくるような状況が明らかになっているのであ

れば、なるべく早く特定施設を進めていただきたいというのは、かなり以前から言われている

のです。 

 実際は、介護度が１点何というレベではとても特定にチェンジしたときに経営がまかり通ら

ないものですから、今弊院として躊躇している。でも、私たちもケアハウス暖炉の話をするた

めに来たのではないのですが、あそこのケアハウスは北側に大きなホールを持っているのです。

最初から、介護が必要となったら北側にある広いスペースをサービスステーションにしてやっ

ていこうと考えて、あの建物は最初からそういうことも織り込み済みでつくった建物です。今

建ててから 11 年たちましたけれども、お風呂は天然温泉、ソーラー電池を使っているのは胆振

管内ではあの建物が初めてだと認識しています。そこまで、先まで考えて私たちはいろいろな

プロプロジェクトを実行してきたし、グループホームもそうだし、認知症が今ものすごい勢い

でふえているから、グループホームをふやさざるを得ないというのはわかるのですが、実際は

圧倒的に強い苫小牧さんなり、何なりにほとんど引っ張っていかれる。 

○委員長（ ） 広地副委員長。 

○副委員長（広地紀彰君） 今質問したのは、この高齢者の人数に対しての考え方で組み立て

ていらしたので、こちら側の介護度の進化に伴ってより施設の充実が必要になってくる面が、

多分これ町側の考え方、そういう考え方で建てると思っているのです。ですから、そこの整合

性を図らなければいけないと思ったので質問したのです。 

確認なのですけれども、暖炉さんの話もありましたけれども、今回事業所が 60 床を第５期で
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整備することになっていました。こちらのほう、施設転用でということも踏まえた形になって

いるということなのですか。今暖炉の転用の話が出たのでそこの確認がしたかったのです。 

○委員長（ ） 武岡施設関連相談役。 

○参考人（武岡富士雄君） ただいまのご質問でございますが、暖炉の話は別におきまして、

それは今のところないです。町の計画は有料老人ホームの 60 床を新たに公募して設置をすると

いうことでございます。 

以上でございます。 

○委員長（ ） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。藤田理事長さんが言われましたように、この問題は、全体

的に見ますとやっぱり国の政策の非常にひずみが地方に来ているなという感じがするのです。

今まで我々要求したのは何かといったら、特別養護老人ホームをたくさんつくってほしいとい

う要望だったわけなのです。老健ではだめだよと。それが今はもう老健だか特養だかわからん

というような格好になって、医療施設を老健に転用してオーケーという話でしょう。そんなば

かな話ないです。僕はやはり国の政策のひずみがここにきているなという気がすごくしている

のです。だから、そういう形で当初のとおり全く同じく考えた場合には、違う打つ手があった

のではないかと思うのだけれども、今の状況、ここ数年で大きくの国の政策が転換したという

ふうに思わざるを得ないと。特に病床を減らす、病院のベッドを減らすということを主に考え

てどうするかとやるものだから、こんなふうになるのかなというふうに思っている。感想とし

て、一つそういうことが今のその状況に非常に大きく反映しているなと。ですから、市町村で

やれる範囲といったら、今言ったようにやることをやらない。本来からいったら町民のために

やられるはずのものが、そういう形にならないということが僕はおかしいなと一つは思ってい

る。ここは言っておかなくてはいけない。市町村でできることとできないことがあるわけです

から、私はここのところはそういうふうに思っています。一つはね。 

もう一つ、やっぱりここで１番こう見て問題だと思うのは、我々もきちっとチェックができ

なかったということについては反省していますけれども、24 前後のベッド数をほかの町村で埋

めるという考え方、これが確かに今武岡相談役からご指摘があるように、白老町がこれになる

と一番多いわけです。一番施設が多くなる、ベッド数が多くなるわけです。しかしそう考える

と、逆に考えるとほかの市町村はうちよりはうんと高いと。だから 24 前後のものを白老町で受

け入れできますよと考えたのかどうかというところのチェックを我々がきちっとしていなかっ

たかということについては、私は反省せざるを得ないなと。ただ、この他市町村から埋めると

い考え方がどうなのかということと、それから 24 というベッドが正確なものなのかどうか。ほ

かの市町村で埋めるという意味のベッド数です。それが正確なものなのかどうかということは

これから検証したいと思うのだけれども、そこら辺が問題かなと思っているのです。ですから、

ここのところを指摘した場合はどんなことになってくるのかなという気がしたものだから、こ

れもし、陳情者さんのほうで考え方があればお伺いしたいというふうに思います。 

○委員長（ ） 武岡施設関連相談役。 
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○参考人（武岡富士雄君） 大渕委員の質問に対しましてですが、私ども、有料老人ホーム、

これらの 60 床整備したら 112 人の定員なるわけです。それで、白老町の 65 ページの介護保険

計画を見ていただきますと、これは要介護者でもって 66 人、26 年度末で、それと予防のほう

で 22 人、合計 88 人しか白老町の方はいませんよと言っているのです、計画では。そして既に

23 年度末では白老町の住民が特例扱いでよその町を利用しているのが、実際でいきますと 20

何名、よその町にいるわけです 20 名弱。そうしますと、その分を抜いても 112 人から 24 人引

いても 88 人といったら、当然、この数字でいきますと一気に白老町の住民を入れるというのは、

この計画上は矛盾してくるわけです。そして、ましてや年度平均４、５人しかふえていないも

のを 26 年で 27 人も有料老人ホーム 17 万円払って、その高い金払って入ってくるような方はこ

れだけの計画でいっても 27 人ふえるよと言っているけれども、それはちょっと、数字的にいか

がかと思ってございます。 

以上です。 

○委員長（ ） 藤田理事長。  

○参考人（藤田英雄君） 医療保険ももう崩壊している状態で、医療の部分を介護保険に政府

は切りかえしようとしています。でも介護保険ももうつぶれかかっている。年金からごっそり

持っていくから確実に介護保険料を徴収することは、お年寄りからは可能ですよね。 

それより１番問題なのは、フリーターで働いている人とか何とか、実際は保険にも入ってい

ない、何もしていない。１番の根本はこの介護保険たるものが、首長が保険者であるというの

は、私は１番おかしいと思うのです。ケアハウスの話をして申しわけないのですが、千葉から

来た人が１人いたのです。千葉のある市で要介護２の認定を受けていたのです。こちらに来て

再認定を受けたら、要支援１か２ではないですかと。違うのです。お金持ちのまち、貧乏なま

ちいろいろある。でもそういうことをなくすためには、保険者は総理大臣であるべきだと思う

のです。人間は等しく、健康で平等な生活をする権利を有していると言っているにもかかわら

ず、町村によって判定がばらばら、これでいいですか。これは憲法違反です。私に言わせたら。 

医療のレベルが東京と北海道は、田舎は違うと。これはもうどうしようもないことであって、

医師自体がもう札幌一極集中、苫小牧でさえも医師は大きな病院でもなかなか来てくれないと

ころもありますよね。非常に矛盾がさまざまな形で生まれている。今回、あれも成り行きによ

って、政策的に療養型病床までできればそちらのほうにシフト転換してほしいといったら、い

きなり移って先生余り数もいないのだけれど無理くり診なくてはいけない、大変だと思います。

だから、保険者を何で総理大臣にしないのだと。私に言わせたら憲法違反。 

○委員長（ ） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 松田です。いろいろお話を聞いたし、日ごろ藤田さんや生田さん、リ

ハビリさん含めて、白老の介護というのは、いうなれば民間が主力になってやってきました。

ただ大事なことは、みんな町民を守ってもらっているわけですから、要は共倒れにならないよ

うな、これから介護政策が一番大事だと思うのです。ですから、町がやるやらない、どこがや

るやらない。これも大事なのだけれど、白老の町民の健康をみんなで守ってもらっているわけ
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ですから。しかも白老町は病院だってあの状況、果たしてこの施設が建てられるかどうか、私

は大変心配があるのですが、ですから、一番大事なことは共倒れにならないような、よく話し

合って、そしてそういうことが私は一番大事だと思うのです。難しい話を抜きにして。 

今いろいろな状況を聞くと、確かに苫小牧、室蘭、登別よりは、白老が再三言われているよ

うに進んでいる。こういうことからいくと、やはり十分に話し合って、そして、今もどちらか

というと、個人経営者に白老の健康を任せているというか、保たれているのです。そういうこ

とを含めると、充分に話し合ってやっていただきたいなと。まず大きく言うとそう思います。

そう感じました。 

○委員長（ ） 武岡相談役。 

○参考人（武岡富士雄君） 松田委員、大変我々事業所を評価していただきありがたく思って

ございます。正直言って私どもは、何が何でも町の介護保険計画に対していろんなクレームを

つけているわけではございません。と言いますのは、私ども先ほど述べたようなことで、白老

町はよその町より進んでいる。このことは裏を返せば、入居率が低くなれば、必ずや地元の事

業者が経営的も大変なってくると。そのことで白老町が整備するのではなく、白老町の計画で

は、介護つき有料老人ホーム 60 床を公募してやるのですよということなのです。この公募する

ということは、事業主としては私どももそうですけれども、町の介護保険計画の中で位置づけ

して公募しますよと。白老町というのは、利用者が見込まれるのだなということで公募してく

る事業者はそう思うのです。ところがこの数値を見ていただきますと、初めから地元 30 人、町

外 30 人の利用を見込んで過去の実績からいってもそんなに急激に１、２年で埋まるような数字

ではないと思うのです。そうなれば、私どもは、町が誘致して事業者が来るのですから、当然

来た事業者は経営的にも大変になるし、町の介護保険計画で出てきたけれど、なかなか入居率

が高まらないと。それは計画をした行政的な責任も生じてくるのではないのかなというふうに

実は思っておりますので、そういうことで、私どもは単に自分のところの有料老人ホームを守

るためにやっているようなことではないように理解をしていただきたいと思います。 

以上です。 

○委員長（ ） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。私も１点だけ確認をさせていただきたいのです。説明があ

ったとおり、私たちも町立病院のきたこぶしなどを見てみますと、入居率を見て、希望と現実

が全然違う状況があります。先ほど説明があったとおり、白老町全体のその施設利用ベッド数、

それが、例えば 23 年度で 407 居室があるというところを見て、藤田理事長も先ほど言われまし

たけれども、使用目的を変えることによって、例えば介護度が上がることにも対応できるのだ

と。町全体の、例えば藤田さんだけではなくて、さくらさんにしてもどこにしても、そういっ

た使用目的を変更することによって、町全体をちゃんと把握できる、何というか支えることが

できる施設だということで現状は考えていらっしゃるかどうか。そこの確認だけ１点ちょっと

させていただきたい。 

○委員長（ ） 武岡施設関連相談役。 
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○参考人（武岡富士雄君） 氏家委員の言われるとおり、まさしく特養それから老健、それか

ら有料という垣根がなくなってきているのです、この３施設全体で見れば、私は絶対ある程度

利用者が入居に困るようなことにはならないというふうに実は思っております。 

以上でございます。 

○委員長（ ） ほかに質問ございませんでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質問がないようでございます。 

それでは、参考人の藤田英雄理事長、また武岡施設関連相談役、ご退席をお願いいたします。

本日はどうもありがとうございました。 

暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ２時３４分  

                                         

再開 午後 ２時３６分 

○委員長（ ） 休憩前に引き続きまして会議を再開いたします。  

本陳情の担当である生活福祉部の皆さんに説明員としてお越しいただきました。本陳情につ

いて意見を求めます。 

須田生活福祉部長どうぞ。 

○生活福祉部長（須田健一君） それでは、私のほうから今回の陳情に関しまして町の考え方

をご説明させていただきたいと思います。まず、陳情に上がっている件につきましては、第５

期計画の中の、特定施設のことについて陳情が出ているということでございますが、町として

人口が減少していく中で、高齢者人口が 32 年ころをピークにふえ続けていくと。その後、人口

は緩やかに減少していくのですが、75 歳以上の後期高齢者が前期高齢者よりも増加していくと

いう状況の中で、現在、高齢化率は 35.2％という状況になってございます。さらに 13 年後の

平成 37 年度では、高齢化率が約 47％になるのではないかという予測をしているところでござ

います。したがって、２人に１人は 65 歳以上になるというような超高齢化社会を迎えていくと

いうようなことを考えてございます。それに伴って、介護認定者につきましても平成 23 年度末

に約 1,201 人、37 年度については 500 人ほど増加していくのではないかというような見込みを

立ててございます。こうした状況を踏まえる中で、本町の町民が、特定施設に入居される方が

年々ふえ続け、町内にある特定施設では、１つでは対応できなくなっていくのではないかとい

うことで考えてございます。その中で、当然町内の状況として、認定者や独居の世帯が非常に

多いということの中で、高齢者夫婦世帯の高齢化等に伴う在宅生活の困難性の増大が見込まれ

るというようなことを含めて、第５期計画で 60 床の特定施設を見込んでいるものでございます。 

この施設については、この第５期計画の中で進めていく必要があるということで、陳情者の

ほうから町のほうにもお話がありまして、同じく８月１日かと思いますが、改めてこの問題に

つきまして陳情者のほうにこのようなご回答をしているという状況でございます。 

○委員長（ ） 説明は以上でよろしいでしょうか。 
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では、町側に対する質問を受けたいと思います。質問のございます方はどうぞ。 

及川委員。 

○委員（及川 保君） １点だけお聞きしたいのですけど、この第５次の計画を策定するに当

たって、これ大きく経営にかかわることだと思うのですけれども、審議する段階で、町内で現

在運営されている方々の状況もきちっと把握したのかどうか。把握してこの策定をしたのかど

うか、その点だけお聞きしたいと思います。 

○委員長（ ） 西健康福祉課長。 

○健康福祉課長（西 幹雄君） 実は、この策定委員につきましては、保健医療の分野から田

辺院長ほか２名の有識者、それから、福祉部門からは社協の今野会長だとかリハビリの堂前常

務、それから、学識経験者から西沢会長ほか２名の 10 名で策定しております。その策定委員の

中には、実は悠悠の施設長も入ってございますので、この案件については、その関連する施設

長も入っておりますので、十分その認識の中でこういう施設ができることも踏まえた中での計

画が策定されたということになっております。 

以上です。 

○委員長（ ） 及川委員。 

○委員（及川 保君） そういう答弁になるのだろうと思ったのですけれども、先ほど陳情者

の願意をいろいろお聞きしたところ、確かに当該施設の者が委員になっているのだけども、ち

ょっとその辺ははっきりわからないのですけれども、白老町ケアマネジャー連絡協議会の事務

局という立場で委員となっているのだよと。これはその施設の者が入っていることは認めたの

ですけれども、このことをちょっと解せないなという部分があったものだからお聞きしたとこ

ろ、実は参加はしているけれども、そういう立場での参加だったものだから、全体の運営その

ものの含めての意見としては出せなかったような話はしていたのです。 

今課長がおっしゃったような、今回の陳情者は悠悠ですね。介護つき有料老人ホームの整備

計画についてですから、その意見としては出せなかったという言い方をしていましたので、そ

のあたり再度お聞きします。 

○委員長（ ） 西健康福祉課長。 

○健康福祉課長（西 幹雄君） 及川委員から言われた件ですけれども、これはあくまでも町

民の高齢化並びにそれに伴ってどのような生活をしていくか、その生活する上で必要な施設で

あるのかないのかということを踏まえて委員さんも考えられたと思うのです。その中にたまた

まその委員さんもいらっしゃったと思うのですけれども、そういう中で、委員さんもこれにつ

いて必要な施設だろうという意見でもって、その今ある施設がどうのこうのという、町民のた

めの施設で、今回 60 床が計画に盛り込まれたということについては、それはそういう事情があ

ってのことだろうという判断の中で、そういう考えで計画にのったというふうに考えています。 

○委員長（ ） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。こちらの第５次の計画について私たちも１回説明を受けて

いるのですけれども、私もいろいろな介護に携わる人たちだとか、病院の関係者の人たちとお
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話しする機会がありまして、国の考え方自体が特養だとか有料老人ホームだとか介護つき老人

ホームだとか、そういった垣根がどんどんなくなってきているのが現状であって、きたこぶし

などを見ていても、ああいった利用率低下だとかそういったものを見た中で、白老町にある既

存の施設のベッド数が、そういった使用目的等々の変更、介護度が上がっていくでしょうと。

これからの何年かでもって介護度が上がっていく、そういった人たちの対応ができるようにな

るには、全体のベッド数で考えたら既存の施設だけでも十分対応していけるのではないか。 

ほかの苫小牧だとか室蘭だとか、そういったところの事業所などを見ていても、白老町より

まだまだ人数的に足りないぐらいの中で、白老町は先ほども説明受けてはいるのですけれども、

進んでいる。その介護保険料とかそういったものに勘案されるだとか、長期的にはそういった

その一つの課題はとらえているとしても、26 年度でそういった施設が本当に必要になってくる

のか。既存の施設の中でそういった対応が取っていけないのかどうかということが、その審議

会の中で話し合われたのかどうか。これは、町民の側としてはあるから安心なのです。将来的

に、新しい施設はいっぱいになったけれども、ほかの施設は空室がどんどんふえてきています

よと。経営が成り立たなくなってきたと。撤退しましたというようなことになったら、これは

町民にとっては最悪の状態です。そこまでの審議がされたのかどうか。そこだけ確認だけさせ

てもらいたいです。 

○委員長（ ） 須田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（須田健一君） 審議されたかどうかについては課長のほうから答弁していた

だこうと思ってございますが、まず現在の、今特定施設、介護有料老人ホームについて、他の

介護老人保健施設の問題、当然その施設入所の条件とかの緩和になって、いろいろやりますと

今の施設規模の対応の中で間に合うのではないかというお考えがあろうかということだと思う

のですが、その中で、現状として町内の施設の状況なのですが、私どものほうで９月末で押さ

えているものについては、当然悠悠さん、介護つき有料老人ホーム、この特定施設については

今 52 床のうち 50 床埋まっているということで、２床はあいてございます。そのほか介護老人

保健施設であれば、そよ風の里さんで５床ほど、80 人のうち５床ほどあいていると。きたこぶ

しさんで 29 人に対して 25 人ということで、ここで４床ほどということです。ですから、必ず

しも施設が満床になっているということではないですが、基本的には、ほぼ満床に近いような

状態で利用されているという現状を踏まえますと、これから高齢化に向けて当然必要な、認定

者も増加していく中では、そのほかに白老町外の施設へ行かれている方の状況等踏まえると、

やはり町としてはあってしかるべき施設ではないかということで考えている状況でございます。 

その辺の議論についてされたかどうかは課長のほうから。 

○委員長（ ） 田尻健康福祉課主幹。 

○健康福祉課主幹（田尻康子君） 策定委員会は５回開催しておりまして、今回の計画に盛り

込みますグループホームツーユニット 18 人定員、特定施設 60 床の部分をご説明した中では、

特にご意見はございませんでした。ただ、介護保険料の部分についてはどうなのだろうという

お話はありましたが、施設の部分については特に質問等はございませんでした。 
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○委員長（ ） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 松田です。先ほど陳情者の話も聞きました。この町に住んでいる我々

が心配するのは、この第５次計画をやることによって、また、こちらが引っ込んだらこちらが

出るとか、こういうことになるのが一番私は心配だと思っているのです。人口がどんどん、高

齢化率は確かに上がっていくのだけれども、人口が減少していく。 

それから、白老のまちというのは、もともと約 50％が白老に移住してきた方なのです。この

方々が今高齢を迎えている。私見ている範囲では、片方亡くなると片方は今度子供のところに

行くのです、札幌なり。ことしも何人も知っています。片方が亡くなると子供のところに行く

傾向がすごく強い。こういうことからいくと、必ずしも高齢化率に比例してふえていくのかと

いうことが非常に私は不安に思っているし、いずれにしても、第５次やるにしても、よその方

がやるかまちが直接やるのかまだわかりませんが、やるにしても、恐らくそれがたたき台だと

思うが、例えば恵和園だって古いし、ああいうところがたくさんあって、新しいところにみん

な集中すると、恵和園は借金がないからいいけれども、藤田さんあたりはものすごい借金があ

ると思うのです。だからあのような陳情も出ていると私は心の中で思っているのですけれども、

結果的にはそういう現象になることが果たしていいのか。この辺をきちんと見極めた上で、や

っぱり陳情者の意見も一理あるなと私は先ほど聞いていたのですが。その辺十分、いずれにし

ろ白老の町民を守ってきたのは個人の業者さんなのです。ですから、その辺も十分配慮してや

るべきだなと。藤田がいいとかそのような意味で言っているのではないです。たたき台みたい

に片方やれば、片方引っ込んでいくようなやり方だけはしないような方策できちっとやってほ

しいと。これだけ私は思います。 

○委員長（ ） 須田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（須田健一君） その辺、今松田委員おっしゃったとおり、先駆者としてこの

事業に取り組んできて、当然陳情者の方のご心配というのはあろうかと思っています。 

私どものほうでも陳情者の方とお話しさせていただいた中では、やはり決して経営がどうな

のかということではなく、やはりこれからにおいてこの二つの施設では、当然お互いにやって

いけるということの中で、計画やる段階でのアンケート調査も、在宅を希望される方が 75％と

いうようなことで、基本はご自分の家庭で最後の余生送りたいのだという方が大多数になると

いうことで、そういう背景の中で白老町の方は独居も多いということになると、必ずしもその

在宅の希望がかなえられるのかといったら、かなえられないということになろうかと思います。

そうなりますと、そういう方のためにも施設は必要になるのではないかと。 

ですから、確かに苫小牧、登別、できた施設に入ることは可能ではございますが、できれば

住みなれた地域で、白老で施設にどうしても入らなければいけない方については、その中で選

択肢が広がるのではないかと。また、今回いろいろお話も聞いた中では、やはり低料金で利用

していただけるような、そういう施設もできるということで聞いてもございますし、そういっ

た中では、利用者の皆様の選択肢としてもやはり複数あったほうがサービスの向上にもつなが

るとか、いろんな面でよろしいのではないかなということも一つはあるということです。 
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ですから、基本的な考え方としては、将来不足してくるのですという中で、計画では 60 床の

うち実際町民の方の利用というのはそのうちの半分を見込んでいるということですから、あと

の半分は町外の方だとかいろいろな方になろうかというふうには思ってございますが、できる

だけそういった中で町民に利用しやすい施設。こういうものを目指しながら町としては考えて、

今回の計画も委員会のご意見等も聞いた中で、当然必要だということの中で進めてきていると

いう状況ということでご理解いただきたいと思ってございます。 

○委員長（ ） 西健康福祉課長。 

○健康福祉課長（西 幹雄君） 若干補足をさせていただきますと、悠悠さんができたときは、

町民とそれから町外の人は半々で、今度予定している施設についてもそうなのですけれども、

悠悠さんについてはだんだんやはり町民の方の比率がふえてきていると。今 50 人入っているう

ちの全部で 26 人、50％くらい、これが、今回３名ほど町民が入ってきているのです。というこ

とは、だんだん地元の施設に入ってくる。町外の方は当然町外で施設できるので町外のほうに

移られる方もいるので、比率としては町民の方がふえていくということは見込まれていますし、

今 60 床ということで見込んでいるのは、町民は 30 人なのですけど、でもこれについても高齢

化、在宅でいたいのだけれども、在宅で生活できない人はその町内にある施設に入りたいと。

その中で受け入れるキャパシティーがある中で、十分知り合いも多いところで住んでもらうこ

とが、やはり今までご苦労して白老町を守ってくれた人への恩返しといいますか、そういう施

設はやっぱり確保しておかないと、将来には大変なことになるのかなという思いでこの計画を

つくっている次第であります。 

○委員長（ ） 田尻主幹。 

○健康福祉課主幹（田尻康子君） 私からもちょっと補足させていただきます。この近隣の白

老町含めてほかの市のところを参考に、高齢化率と認定化率調べております。それで、白老町

は 23 年度末でいきますと高齢化率 35％、認定者率 18％なのです。参考ですが、室蘭市ですと

高齢化率 30％ぐらいです。認定化率 14.6％。登別が高齢化率 28.3％、認定化率 15.6％。苫小

牧が高齢化率 21.3％、認定化率 15.9％ということで、これから介護保険計画は３年に１度見直

ししまして、26 年度では白老町は高齢化率 39％、認定化率 19.3％という予定でおります。実

際に 24 年度、毎月実績を見ているのですが、今の認定化率 18％は変わりないのですが、大体

利用率が 23 年度末で 75％だったのが今大体 80％ぐらいになっております。介護サービスの利

用者の率になります。今お伝えしたように、ほかのまちに比べましたら、先立って、うちの場

合は高齢化率の高さとそれに伴う認定化率の進行です。それに伴うサービス利用者の数がふえ

ているのが実情でございます。 

そのために、特に特定施設に入所できる、入所するという傾向の方が、後期高齢者 75 歳以上

の方がどうも傾向的に高いです。白老町が平成 32 年度あたりに前期高齢者から後期高齢者の数

がふえていく傾向にあるのです。そうしますと、皆さんはご存じかと思うのですが、白老町の

特徴といたしまして、お一人で暮らす方、それから老老介護で見ていらっしゃる方が、将来不

安と考えたときに、介護まで受けるまでではないですよといったときに、どこに入りたいか。
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１人で暮らし不安だと言ったときに、そのためには介護つき有料老人ホームを今回考えて計画

に入れたという経緯がございます。先ほど部長もお伝えしたように、少しでも料金が低いとこ

ろができるというお話もございまして、１つの建物の中に、特定施設の基準というのは部屋の

平米数、特に基準がございません。そういったところで、例えば６畳ある中で、平米数を少な

くして、小さくして低料金に抑えるという考え方もございまして、その中で幅をもたせるやり

方というのもお聞きしております。ということで、白老町の町民の方が入りやすいために計画

に入れたという経緯がございます。  

○委員長（ ） 松田委員。  

○委員（松田謙吾君） よくわかるのです。朝一番最近行きあうのは移送サービスだよね。あ

の方々も入院しなければならない方々も結構いるのです。知っている人だっている。でもやっ

ぱり所得の問題です。白老の所得が前回新聞で出ていたように 300 万円以下が 90％なんていっ

ている数字を見ると、なかなかこう入れない、施設にも入れない方がたくさんいるのだと思う。

言うなれば、その方々が在宅でやるしかないから、少なくても移送サービス車に乗って介護施

設に行っているのだと思う。ここも問題だし、それから、町立病院私はおとといずっと回って

みたのだけれど、日曜日だからさきおとといか。あの施設見たときに、第一に白老だってあの

病院ができるかどうか、私はすごく感じた。病院が存続できるかどうか。それからもう一つは、

今老健やっている、病院が存続しなければ老健でもするしかないなとこの間感じてきたのだけ

れども、その辺も含めてやっぱりきちっとしたものの考え方でやるべきだなと感じたのです。  

ですから、余り事は急がないほうがいい。ことはきちっと、きちっともう少しいろいろな方

の町民の意見もあるだろうし、あの病院の現状も頭に入れながら、これから白老の介護という

ものを考えていくべきだと思う。それから、朝行きあう移送サービスの車の多さ、ああいうこ

とも含めると、やはり我々が感じる介護のあり方というのは、今までの考えもちょっと変えな

ければだめだなと。先ほど言ったように低所得者です。低所得者でなく 300 万円以下の所得が

90％、幾ら立派な施設に行っても、ほんの一部しか入れなくなるような、これからなってくる

ような気がしてならないのです。その辺も十分含めて、にらんでやってほしいと思うのです。  

○委員長（ ） 須田生活福祉部長。  

○生活福祉部長（須田健一君） 今松田委員おっしゃったとおり、そのことについては当然の

ことだと思います。ただ近々の状況として、やはり今そういう施設、町外に出られた方もおり

ますので、町内施設では入らず町外出られているという方もおりますので、やはりそういう方

も必要だということであれば、やはりそういった方はどうするのかと、町外出ていったままで

いいのかということを考えますと、やはり近々としてこの計画の中では特定施設、これは今当

然つくっておくべきではないのかなというふうに。必ず 52 床では足りないのだということの中

では、進めるべきだという考え方も一つあるということです。  

その中で、基本的にまたもう一つは、介護保険料もそうなのですが、地域特例で白老町の方

が苫小牧の施設に入っても、基本的には介護保険料としては白老町でみていかなければならな

い、その方を一生白老町でみていかなければならないということであれば、あえてできれば遠
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くへ行きたくないというお気持ちを考えたりしますと、やはり身近に入れる施設、今言ったと

おり低額所得者が多いということであれば、やはりそういった施設もできるだけ低額で利用で

きる施設でなければだめなのかなということで、これから当然、これは許認可は道のほうにな

りますので、基本的には、町はそういう白老町で事業をやりたいというところをきちっとその

中で一番町が考えているような事業者さんを公募により選択してご推薦するという形になろう

かと思いますが、その辺でしっかりそういうことを見定めた上で選定するということが大事か

なというふうに考えてございますので、そういうことでご理解をいただきたいということです。 

○委員長（ ） 大渕委員。  

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。我々もこの計画書の説明を受けて、「わかりましたよ」と言

っているわけです。そのことは十分承知しています。そういう中で陳情出てきたということな

のです。今の説明によると、半分ぐらいの方が町外からと、こういう状況だと。結果として、

具体的に低料金というのはどれぐらいなのかということはわからないのだけれども、陳情者の

話で言えば今 17 万円ぐらいだよと。17 万円といえば、私の年金 17 万円いかないのだよ。現実

問題としては入れないのです。ということは、入れる人は極めて少ないということです。同時

に、今度その低料金というのは、今幾ら頑張っても、苫小牧私の知っている者がやったところ

でも、幾ら頑張っても、本当に利益を度外視しても 13 万円以下なんて絶対ならないと言うので

す。現実問題。低料金というのは 17 万円から 16 万円でも低料金だし 15 万円でも低料金です。 

僕は、実際にその施設がある今松田委員が言ったエルテルハイムだとか竹浦、あそこは軽費

老人ホームです。現実的には介護度２とかの方が入っています。現実には入っている。出した

らどうにもならないから入っているのか、実態はどちらなのかわからない。現実的にはそうい

う状況で、外から来る人、白老町外から来る人は半分だとしたら、例えば、これをつくるとい

うこと自体はわかった。しかし１年間なら１年間様子を見ましょうと。本当に町外にいる白老

の人が、この施設をつくったらこれくらいの値段だったら入りますというようなことがわかる

とか、確認なんかできないけれど、わかるとか。町外の人が入るかどうかというのは、これか

ら施設つくるわけだから、ほかのところもそれもわからないという状況であれば、少なくても

白老町の人がもう少し入るぐらい、例えば１年間なら１年間もうちょっと様子を見るというこ

とが不可能なのかどうか。いやいや、計画というのは、つくったからどうでもこうでもやらな

ければいけないよということになるのかどうか。それに対して整合性をつけるのが、現状はも

うちょっと認識してやるのかということで、そういう余裕はないのかなというふうに思うので

す。そうでないと、先ほど松田委員が言ったように悔いが残ってしまったら、町立病院との関

係ではかなり僕は大きいと思うのだ。現実的に町外の人が入りたくて、白老町出身の町外にい

る人が入りたくて、あいているのだから来ればいいのだと思うのです。実際に空いているのだ

から、しかし実際にはそうはならないということであれば、そういうことも含めて考えてみる

ことが必要ではないかと思うのです。つくるということについては、我々は承認しているわけ

だから、何もしないけれどそういう余裕はないのかなというふうに思うのだけど。 

○委員長（ ） 須田生活福祉部長。 
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○生活福祉部長（須田健一君） 今大渕委員からお話のあったことですが、計画に特定施設な

どがあるから、必ずこれが実際にこれから公募して事業者さん選定していく中で、まずはそう

いう町が望む施設ができる事業者さんなのかどうかということをやはり的確に判断をしていか

なければならないということで、この公募について選定委員会も役場だけではなく、役場以外

の方も入っていただいた中で選定作業を今進めようと考えてございますので、そうした中で本

当に必要な施設なのかどうかということの見きわめ、その中では、望む施設がなければ、やは

り計画としては延期というかそういうことはあるかもしれません。ただ、町の責任として、や

はり本当に町として必要、利用者が本当に望む施設になるのかということをきちっと見きわめ

るという中です。今複数社、道内にそのような事業をされている方、いろいろと問い合わせが

きている中では、今大渕委員から、幾ら低料金にしても 13 万円くらいにしかならないという話

なのですが、我々のほうで聞いているのは、場合によっては 10 万円以下になることもあるのだ

よというようなお話も聞いてございます。ただ、それは本当にどうなのかということはきちっ

と町のほうで、選定委員会の中でも把握をしなければいけないだろうし、それがうそなのか事

実なのか、そういうことは実際に進んでいく中で、言っていたことと違うのかということもあ

りますので、そこを十分、きちっと聞いたり見たりですとか、実際にほとんどがいろんなとこ

ろで運営されていますので、そういう施設を我々が見て、実際にサービスはどうなのだろうか

ということも確認しながら決めていかなければというふうに考えてございます。そういった事

業者の中では、これが特定事業者だけが来ているということであれば何ですけど、複数社さん

来て、町の計画に基づいて、当然、事前に特定施設があることもご承知の中で、キャパシティ

ーとして十分やっていけるというようなことは、それぞれまたお聞きしていますので、そうい

った中では、どれだけ低料金が可能になるのかはこれから事業者公募で選定して推薦する中で

見きわめて町が決定していきたいというふうに考えていますので、それにそぐわなくても決め

ていくかといったら、そうではないというふうには考えてございますので、きちっとそういう

面でそういうふさわしい施設だという判断ができなければ、やはり推薦しないということも必

要かなという形では、多少幅を持ちながら今進めているという状況となっていますので、その

辺もご理解いただきたいと思います。 

○委員長（ ） 大渕議員。 

○委員（大渕紀夫君） 言っていることはよくわかります。現実的に町民としては、入居金額

は安いほうがいいと。ただ、今既存のものは 17 万円なら 17 万円で下げることができないとし

たら、今度そことの関係が出てくる。だからいいというふうになるかどうか、僕は下げたほう

がいいと思うけど、現実問題として、今言ったようにキャパが同じで両方運営するとなったら

やっぱりそういう部分の考慮が必要です。当然、近隣でもうここに出張所をつくったところも

あると。これは現実的にありますよね。それはうわさとしてどうなるかといったらもうはっき

りしている。そんなことは、やるために来ているということなのだ。だから、僕が言っている

のは、そういうところがどういうことを言っているのか知らないけれども、もちろん近いほう

が病院にお医者さんもいるしきちっとしていいのだろうけれども、私が言っているのは、そう
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いうことを充分考慮するということでいえば、見きわめをきちっとする必要があるし、慌てて

やる必要はない。なぜか、白老町外の人が半分入ってもらわなければ埋まらないのであれば、

僕は少しぐらい、ちょっとくらい遅らせても、そこは見きわめをきっちりして、必要だからつ

くるべきだというのはわかるけれども、それはそれとして、全員が入るからなんとか早くつく

ってくれというなら話は違うけれど、入る人は半分しかいない、予定ないよという中で考える

としたら、それが７割５分になってからつくっても、何も町民が困らないわけです。町民が困

らないということが大前提であれば、ほかの人が入ったら、そこに入る町民の人が今度はその

人たちが出ていかなければ入られないわけだから、現実的に今余っていないかといったら、ま

だ入れるところがあるわけだから、私はそういうことも含めて考えたほうがいいのではないか

ということを言っているわけです。今の状況を見るとこの介護保険計画が出たらもう動いてい

る。問い合わせがくるということは、グループホームを含めて全部動いている。俺たちのとこ

ろにも来るのです。だからなおそういうことを、半分しか町民が埋まらないのであれば、もう

ちょっとゆっくり考えてもいいのではないかという意味なのです。そこはぜひそうしてほしい

と思います。 

○委員長（ ） 須田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（須田健一君） 大渕委員がおっしゃることもあろうかと思いますが、当然、

計画を進めていく中で、そこの見きわめ、これは非常に大事だと思ってございます。ですから、

そういう見きわめは当然町側としてもきちっとしていきたいということになろうかと思います。

ただ、計画を立てた時点での、先ほども言ったとおり、何が何でも進めていくのかということ

で、その時間的なものもちょっと見てのよろしいのではないかというご意見かとは思いますが、

基本的には計画の期間というのは定められてございますので、北海道との兼ね合いだとかいろ

んな問題等もございますし、策定委員会の中で進めていくということの中でいけば、そういう

計画を変更するということならば、またそれなりの必要性がないのだというのであれば当然そ

れは見送るべきだと思いますし、現時点としては必要な施設ということでいけば、実際に進め

ていく中で判断させていただくということになろうかなというふうに考えてございます。 

○委員長（ ） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。この計画が 26 年度というふうになっているでしょう。確か

に人口統計から見ると 26 年度までに 65 歳以上の高齢者が 300 人ほどふえくると。でも、その

人たちがすべて施設というか、介護度のアップした施設を使いたいかというと、町民意識調査

等を見ていると、在宅で頑張っていきたいだとか、在宅でという業者さんも結構多いでしょう。

率から見ると。そうなると、認知症のグループホームやなんかは今でも多分足りないというこ

とで、そういった施設ができるというのはわかるのです。今ある現存の施設と、それから、小

規模多機能の 24 時間介護などを含めて在宅で見ていくというものが、今後のやっぱりこう、介

護のあり方とか施設のあり方で必要になってくるのかと思ったりするのです。白老町全体の福

祉計画の中でもそういった概念みたいなものがありますね。それを考えたときに、今大渕委員

や松田委員が言うように、26 年に本当に 20 何人も一気に利用者がふえるという考え方を持っ
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て進めているわけです。その推移をきちんと見ていったほうがいいような気がするのです。今

まで４人とか５人しか利用者さんがふえていない状況で、一気に 20 何人という、僕はその辺が

既存の介護施設等に影響を及ぼさなければいいなと思うのです。 

計画は、そういった中で必要なのだというものがあるとすれば、その人口だとか利用者さん

の推移というのを見た上で、それを実行に移すということもやぶさかではないのではないか。

早急に手を打って、逆にやっぱりだめだったというのではなくて、やはり人口推移だとか、利

用者数の推移、それから認定者さんの推移だとかも把握した中で、経過を把握した中で、やっ

ぱりこのとおり進めていかなければいけないというのであれば実行に移す。それが計画の中で

あっていいのかなと思うのです。あなた方今見えない数字、今まで突出した数字がドンと出て

いて 26 年度につくらなければいけないという、どうも僕、将来的な不安というのがあるのです。 

○委員長（ ） 西健康福祉課長。 

○健康福祉課長（西 幹雄君） この特定施設については、確かに今町内には悠悠さん１つだ

けでございますけれども、実は町民の特定施設に入っている人数でございますけれども、21 年

度は 36 名だったのです。ところが 22 年度になると 48 名、そして、23 年度になると今 54 人と。

計画で 24 年度は 58 名ということで、現実に今現在特定施設に入っているのは 58 床になってい

るということで、特に 21 年度から 22 年度、それから、その年に大幅にふえているのですけれ

ども、町外の施設しかなかったものですから、そのふえた方はほとんど町外に出られていると。

町外の施設も今聞くところによると満床になっているということで、今数字が極端に伸びてい

ないというのは、入りたくても入れない施設があるという現実があるわけです。それで、町内

にも当然、例えば特養施設に入りたいと希望されている方もいらっしゃるのですけれども、そ

の中でも内容を見ると１とか２という人も将来入りたいと。当然重度の４とか５でないと入れ

ない施設です。特養は。ところが、特養は両施設 120 人弱申し込みあるのですけど、その介護

度から見ると４、５で在宅というのは 10 名くらいです。だから、そういう人は当然特養に入っ

ているけど、今１とか２という人ももう特養に申し込んでいるのですけど、これは将来、先に

申し込んでおくと早く入れるかという意識もあろうかと思うのですけれども、介護度がふえて

いかないと特養のほうに入れない。でも年齢が重なっていく。でも１、２持っていると、特定

施設というのはそういう面では介護度なくても入れますし、介護度がある程度重い人も入れる

という形になれば１人で生活している人、それも２年３年、それから夫婦で生活していて１人

が認知症になったら、どうしてもそういう中での生活に不安を覚えれば、そういう施設に入る

人もふえている実態もあるので、やはりこの施設については、今期計画で建設していくことに

よって、そういうあふれた方の吸収にもなるし今悩んで入れないという方も当然いらっしゃる

だろうから、そういう方も基本的には施設もできることによって、安定した生活ができるのか

というふうに考えております。 

○委員長（ ） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 言っていることはわかる。さっきから言っていることは同じことなの

だけども、ただそういった全体の中で施設がうまく稼働していくのであればいいのです。今西
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課長が言ったとおり。でも、最終的に数字を見誤ったり、利用者の数を見誤ったりということ

でいろいろな介護施設にしわ寄せがいったときに、うちはもう経営無理だと言って 50 床なり

60 床なりの施設が撤退したときのこと考えたときには、これは僕たちに大きな責任が出てくる

わけです。５期の計画段階でこういった話をしているわけだから。確かに議会では当初の計画

を通しましたけれども、でも今こういったいろいろな疑問が起きてきているときに、このいろ

いろな疑問が起きてきているときにしっかりみんな 1 回見直すことも大事なことだし、もう一

度例えば町内のそういった施設関係、それから町外の施設関係も含めて、もう一度調査をして

みるだとか、早急に手を打つのではなくて、もう一度考えてみるということも僕は必要なこと

だと思うのでうす。やってしまったらもう遅いのです。はっきり言って。遅いというか、いい

ほうに進んでくれればいいのだけれども、もしそれが白老町にとってデメリットになるような

方向にいくのであれば、それが１番怖いのです。だからこういった場だからもう一度お互いに

そういったものをちゃんと認識していかないと、町民が不利益をこうむるような状況になって

しまうと一番困ることなのです。それだけなのです。 

○委員長（ ） 田尻健康福祉課主幹。 

○健康福祉課主幹（田尻康子君） 今白老町にある既存の施設の状況なのですけれども、白老

町の施設、いろいろなタイプの種類がございまして、介護つき有料老人ホーム悠悠さんを筆頭

に、老健施設さくらさん、そよ風の里さん、きたこぶしさん、それから特養施設２カ所です。

あとグループホーム、この今言ったところが介護保険計画の中に、介護給付費に直接影響して

くるということで、計画に入れるかどうかという検討をする施設なのです。それぞれみんな役

割がございまして、まずイメージ的に、一人になってちょっと不安だとか、介護するのは大変

で、どこかちょっと介護までいくわけではないのだけれども施設に入りたい、例えば介護つき

有料老人ホームと言われるような介護サービスができる施設がこの介護つき有料老人ホームな

のです。例えば恵和園さんみたいな軽費老人ホームですとか、ケアハウスさんみたいなところ

は介護サービスができない、認定者の方も中にはいらっしゃると思うのですが、そういう方の

サービスはどこで受けるかというと、外の居宅サービスを受けていただく形になるのです。そ

こで、施設自体で重度化する、例えば介護度４、５になった方につきましては、次はどこへ行

きましょうかというと、例えばその間に入院する場合もございます。脳疾患だとか、心不全だ

とかいろいろな形で一度入院しまして、認定者であればどこへ行くかといいますと、次の行き

場が老健施設になるのです。老健施設というのはお医者様がいらっしゃって、必ずお医者様が

１名いなければならないという決まりがございます。あと、看護師さんが大体８名以上という

ことになります。利用者さん３人に１人介護職員ということになっておりまして、そこが中間

施設といわれましてれ、そこに理学療法士さんもいらっしゃるのです。そこでリハビリも兼ね

て、ある程度改善しましたら大体３カ月を目安にご自宅に戻るということになるのです。ただ、

町内調べますと、介護度４、５の方も大体３分の１の方がいらっしゃるというふうにお聞きし

ております。どうしてかというと、そこで医療行為ができる。特養に入る必要があるのではな

いかというお話もあるかと思うのですが、特養の特徴といいますか、特養になりますとお医者
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さんがいらっしゃらないのです。看護師さんが常勤はしていますが、そこでメリット的には老

健施設というのは医療行為が、介護行為の中にも医療費の部分も含まれておりまして、医療行

為ができるというメリットがございます。ということで、そういう流れにいく特徴がそれぞれ

ございます。グループホームは、皆様ご存じのように認知症疾患の方、この方たちがほかの施

設認知症が徘回だとかなかなかそのほかの施設でできないという場合につきましては、認知症

グループホームに入るという流れでございます。ということで、既存の町内にあるさまざまな

タイプの施設では、今十分入居、ほぼ満床の状態でございます。若干、老健でいえば、入院し

ていて若干その部屋数が空いているとはいっていても、また老健施設に戻るという可能性があ

るというふうにお聞きしておりますし、特養はご存じのように 100 床あるうちほぼ満床でござ

います。また待機者も先ほど課長もお話ししていたとおり 120 名ほどいる中で、ほとんどの方

は入院者、入院ほかの施設に入っている方で、特養の特性としましては介護度４、５の重い方、

そしてなおかつご自宅で、まず自宅にいらっしゃって介護のかかる方が優先順位として入るわ

けです。特養の場合、経過医療だとか医療行為の部分について受けられる方は限度がございま

して、寿幸園でいきますと６名ぐらい。リハビリさんでしたら大体 20 名くらいとお聞きしてお

ります。ということで、なかなかその特養に入られる方も限界がございまして、待機者の中で

やはり老健の受け皿、老健に入るにほうがいいという方もございます。そういういろいろなこ

とを考えた中で、今回確かにほかの施設も考えたのです。となったときには介護保険料の部分

も考慮しなければいけない。今回の自然増の中で介護保険料が増額した部分と医療の介護保険

部分から転換した老健施設 80 床の部分で影響ございまして、介護保険料が 550 円上がっており

ます。今回介護保険料の納付書を発付した中で 100 件以上のお問い合わせがございました。今

まで例年になく、なかなか悲痛な言葉をお聞きしております。集団自殺したいだとか何かいろ

んなお話を聞いております。ということで、施設は必要であると踏まえておりまして、その中

でやはり介護保険料に反映せず、できるだけ介護つき、内部でサービスができるところでとい

うふうに考えたときには、この特定施設である介護つき有料老人ホームを盛り込んでおります。 

また、料金ですけれども、部屋数が多ければ多いほどやはりコスト安になる。それは恐らく

そうだと思うのです。建物の側は同じく建てても部屋数が多ければコスト安になるということ

で、60 床以上は必要ないと踏まえました。将来、今 60 床のうち半数を見ておりますけれども、

将来的に、これから後期高齢者の人数がふえるということを考えたときには、60 床まではいか

なくても今これからどんどんふえていくだろうというふうに踏まえて計画に入れております。 

以上です。 

○委員長（ ） 広地副委員長。 

○副委員長（広地紀彰君） 広地です。今の説明でも大体わかりました。一応確認なのですけ

れども、このグループホームと第５期の整備計画、事業計画の 64 ページ、65 ページにあるの

ですけども、グループホームと特定施設入居生活介護、これのサービスの推計必要量なのです。

これ恐らくサービスの供給量に見合わせた部分もあって、ちょっと極端に 26 年度ふえている形

になっているのです。これちょっと奇異な感じがしたのですけれども、実際には待機者が相当
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数いるという部分もあるという話を今ちょっとあらあら伺いまして、理解できました。 

ただ、今の時点でわかればでいいのですけれども、このグループホームと特定施設の待機者、

これ 22 年度となっているのです、実績で。23 年度だとか暫定値があれば教えてほしいのです。 

○委員長（ ） 田尻健康福祉課主幹。 

○健康福祉課主幹（田尻康子君） 計画書に 22 年度を入れている理由なのですけれども、計画

をたてる時期が去年８月の時点だったのです。というのは、計画を立てる際に国からワークシ

ートというものを８月ぐらいに配信されまして、大体３回くらいにわたって国に報告すること

になってございます。その関係で、まだ 23 年度は実績が途中だということがございまして、や

はり実績がちゃんとわかっているというのが 22 年度、これは平均値でございます。これをまず

もとにしておりまして、高齢者数と認定者数と合わせて推計を出している数字でございます。 

待機者の関係なのですけれども、まずグループホームですが、当時平成 23 年の３月に、認知

症疾患のある方の認定調査、認定申請が上がりまして、その方の主治医意見書を求めるのです。

その主治医意見書の中に病歴が書かれている欄がございまして、そこに認知症疾患の方が 230

名ほどございました。現在も、23 年度実績で、主治医意見書で認知症疾患と言われる方が 400

件ほどございます。ということで、今後認知症疾患についての必要性、グループホームの必要

性というのはあるというふうに踏まえております。 

あとは特定施設の介護つきのほうなのですけれども、当時計画を策定している途中では、実

は待機者ということは調べておりません。ただ、当時満床であるということと、先ほど課長も

お伝えしたように、白老町の方が 21 年度後半から 22 年度にかけて、相当数の方が町外の特定

施設のほうに入所されているという経緯がございました。そういうことで、こちらはやはり住

所地特例という制度の中で、ほかの町の施設に入ったとしても白老町としては介護給付費、そ

れと介護保険料の部分について面倒を見なければということがございます。ということであれ

ば、町民のことを考えたときに、わざわざ町外のところを利用されるよりは、町内にあるとい

うことで、実際に白老町の方が町外の施設に入られている実情を踏まえまして、計画に入れた

という経緯がございます。町内に施設があるということであれば、町民の方が通いやすいとか、

地元にお知り合いがいるとか、知らない環境のところに行かれるよりは町内にあるほうがよろ

しいかということで計画に入れたという経緯がございます。 

特定施設ですけれども、これは居宅サービスのくくりになりまして、数字的に実績ちょっと

押さえておりませんが、ただ人数的に今現在、23 年度末で特定施設 54 名になっております。 

以上です。 

○委員長（ ） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 今現実的に老健施設で３カ月たちますよね、そうすると実態としては

どうなのですか。例えば、特養の場合だったら、入院必要だったら退院して入院して、ここあ

きますね。また退院するときに退院するよとなりますね。老健の場合は三つあるのだけれども、

その老健は実際に今田尻主幹がおっしゃったように医療行為ができるから、みんなそこに入院

というか入りたいのです。現実的に３カ月たって退院させられないのならそちらにいたほうが
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よほど安全なのです。我々もそう思うのです。だから当然そうなるのは当たり前なのです。や

っているほうは囲い込みをやるから絶対ほかに出さないわけです。だから入院は自分のところ

でやってまた元に戻すということをやるわけです。１回入ったら絶対出られないと思うのだ。

現実的なところ、そこら辺はどういうふうになっておりますか。 

○委員長（ ） 田尻主幹。 

○健康福祉課主幹（田尻康子君） 今３カ所老健施設ございます。ただ、３カ所のうち医療施

設を抱えているところは２カ所、１カ所は入院施設がない診療所というところです。 

大渕委員がおっしゃるとおり、２カ所につきましては恐らくはあり得ることだと思うのです。

老健施設に入りながら医療入院するということは、要するに老健施設で医療費を持たなければ

いけないです。そういう仕組みがございまして１度退所するのです。退所させて入院をすると

いう、退院しましたら恐らく流れ的に、おっしゃるとおり、それがご本人のなれているところ

に入るということもございますから、あとは医療の併設していないところは、やはり同じよう

に退院しましてなれているところに戻るのが現状だと思います。 

また、何らかの事情で、家族が町内にいらっしゃらなくて町外にということであれば、町外

の施設に入るということはあるかと思うのですが、大抵はやはりなれた施設に戻るということ

が現状にあることと思います。 

○委員長（ ） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） ということは、ほとんど老健に入った場合は動かないというような認

識でいいね。現実的には動かないと。その人は動かないと。何を言いたいかといったら、そう

いうふうに固定された後は、特養同じように、特養はもちろん出入りはするけれども、済みま

せんお願いしますというふうに、現実的には実態だと押さえて、実態はそういうことですね。

なぜそのように言うかといったら、施設をつくるというのは、実際これはさっき藤田先生が言

っていたけれども、国の制度がそのようになっているからおかしいのです。絶対出せばそのよ

うにはならないのです。やらないからそのようになるのです。はっきりしているのです。そう

いう中で町が苦心してこのようなことをやるというのは、本当に大変だというのはよくわかる

のだけれど、逆に言えばそういうふうになっている中で、ここを見誤ったら大変なことになる

よということを言っているのだと思うのです。彼は。そこのところは、やっぱり時間が必要で

あれば、確実に白老の方がこの 27 人という、26 人で３人から 27 人というのが戻ってくるかど

うか、戻ってきてほしいのだけれど、そういうことでは、なるべく確実な形でやれるような方

法を考えてほしいと。それが固まらないのなら、もう少しゆっくりやっていいのではないかと

いう意見だから、そこはわかっておいてください。 

○委員長（ ） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 先ほど松田委員が言ったことがすごく頭に残っていて、町内に住んで

いたから町内の施設に入りたいという人は確かにいるのです。でも、息子さんたちのところに

帰っている人もたくさんいることは僕だって知っています。そういった統計をちゃんと取って

いるかどうか。そういった推計をちゃんと取って計画にちゃんと盛り込んでいるのだったらい
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いかもしれないけれども、相当数います。そういったものも含めて考えて、実際自分たちが今

はじき出した数字と現状はどうなっているかというものを確かめる期間というのは、僕は必要

な気がするのです。それだけです。 

○委員長（ ） 私の方から一つお伺いしたいのですけれども、まず先ほどの説明の

中で、白老町の高齢化率、認定率ともに高いというふうにおっしゃいましたけれども、私は率

の問題ではなくて人数の問題かなと思うのです。近隣市町の人口を見ますと、確かに高齢者率

とか認定率は低いと思います。でも実際には苫小牧市さんは 17 万人都市ですし、１％上がれば

ものすごい数だと思うのです。だから、実際に私たちにいただける資料があるのであれば、高

齢化率ではなくて高齢者の人数。その中で実際に認定している人数。本当にこの近隣市町でこ

れだけ必要なのだというものがちゃんと調べられているのか。当然調べられると思います。 

二つ目に、それでもなおかつ苫小牧や登別や室蘭が大型施設を、今みたいに白老町がこうい

うものに対して余りふやしていないというのはどうしてふやさなくていいのかということも調

べられているのかどうなのかということです。当然たくさんいるわけですから、それをどうや

ってカバーされているのか。本当のことを言って、正直言って施設はないほうがいいと思うの

です。在宅でやるべきだという国の方針ですから、それがつくらなくていいような形でもし賄

われているのであれば、そういうような現状を調査されていらっしゃるのか。それをお伺いし

てみたいと思います。 

それと、65 歳以上の方の白老町内の年収別の人口。認定を受けている方々の年収。そういう

ものもきちっと調べられているのかなと。今安い金額で 10 万円くらいというふうなお話ありま

したけれども、私が今 65 歳以上になって入るとしたら、10 万円だったら入れないのです。正

直言いましてそれほど年金をもらえるか。得に女性ですから少ない。そういうふうなことを考

えたときに、本当にこれ 10 万円だとして、13 万円だとして入れる人数というのは一体白老町

にどれだけいて、その方々は将来的に白老町で最後まで住まわれる可能性が高いのか、それと

も先ほど氏家委員がおっしゃっていましたけれども、息子さんとか娘さんのところへ行く、そ

ういう調査をどれだけされているのか。その辺お伺いしてみたいと思います。 

田尻健康福祉課主幹。 

○健康福祉課主幹（田尻康子君） ご質問の中で、近隣の高齢者数の状況でございますが、ま

ず第４期、23 年度末の時点で、例えば苫小牧市さんでいけば高齢者数が３万 7,000 人ほどいら

っしゃいます。それに対しまして、今回の第５期計画の中で、26 年度末で高齢者数が４万 2,187

人というふうに苫小牧市さんで推計されておりまして、それに見合う施設の必要量としまして、

苫小牧市さんでいけば介護保険施設が第５期整備も含めまして、介護保険３施設といわれる特

養と老健施設と療養型施設、これら 1,076 人入れる必要量出しております。特定施設のほうは

443、実際あの計画は 355 という形で出ております。白老町はそれと比較しますと高齢者人口が

23 年度で 6,694 人、26 年度で 7,040 人というふうに推計いたしておりまして、白老町でいけば

介護保険の３施設が 292、それから特定施設が 112 というふうに入れております。登別市と室

蘭市も出しておりますけれども、高齢者数を見たところ、やはりあの施設はまだ足りないとい
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うふうに考えております。施設量がまだ足りないというふうに踏まえております。若干です。 

○委員長（ ） 今の説明を聞いたら、苫小牧市だとかのほうがあふれる人数が多い

というふうに単純に聞こえたのですけれども、それなのに白老町のほうは必要だというのはち

ょっと理解できなかったのです。人数的にいって白老町のほうがもともと高齢者数少ないし、

認定者数も少ないのだから。 

田尻健康福祉課主幹。 

○健康福祉課主幹（田尻康子君） 苫小牧市は、白老町と比較しますと、高齢者数が確かに人

数的にいえば白老町では多いはずなのですが、それに見合う施設の数が苫小牧市のほうが少な

いというふうに見ております。高齢者数が苫小牧市でいけば第５期のほうでは、高齢者人口が

４万 2,187人に対して、施設の計画で見ている部分が介護保険３施設でいけば 1,076人入れる。

収容定員数からいけば 1,076 人です。特定施設といわれるのが 355 人ですので、苫小牧市のほ

うで見ればまだ足りないというふうに見ます。私の言い方ちょっと反対だったかもしれません。

申しわけございません。 

白老町は、それに比べますと高齢者数が今第５期のほうでは 7,042 人、26 年度で推計してい

る数字ですけれども、それに対しまして施設はここで出しています介護保険施設３施設が 292

人定員です。そして特定施設が 112 人定員いうふうに出しております。要するに室蘭市も登別

市も高齢者数は白老町より人口が多い分多いわけなのですが、計画で出している施設の数がま

だ少ないというふうには、こちらから見ればそういうふうに思っております。 

○委員長（ ） 西健康福祉課長。 

○健康福祉課長（西 幹雄君） 若干補足させていただきますけれども、先ほども言いました

ように苫小牧、登別、室蘭の施設が少ないというのは、先ほど言いましたが、認定者数、人数

は多いのですが認定者数が少ないという中で、まだその既存の施設の中で対応できる施設しか

なかったのですけれども、第５期でそこら辺の高齢化率、認定率も上がってきたので、今回室

蘭市でも登別市でも苫小牧市でも施設整備計画は盛り込んでございます。これからは他市も当

然高齢化が進んできますので、他市についてはこれ以上に施設を建設していくことになろうか

と思います。現在はまだまだ高齢化率が低いから、施設数は人口に比較して少ないということ

でございます。 

以上です。 

○委員長（ 子君） では、先ほどの 65 歳以上の年収別の人口とか認定者数の年収とか、

そういうものは調べていらっしゃらないのですね。 

それともう一つ、今西課長の説明につきまして、田尻主幹の説明を聞きまして、ということ

は、今後ほかの町村も認定者数がふえてくるということは、どんどんそういう施設をつくる計

画を立てていくということになったら、当然競争になるのではないかなというふうに単純に聞

こえたのですけれども、違うのですか。室蘭市とか苫小牧市とか登別市とか、認定者数がふえ

てくるから当然建ててくるといったときに、そうしたら白老町も建てるとなったら、競争が起

こってくるのではないかなというふうにちょっと聞こえたのですけれども。 
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西健康福祉課長。 

○健康福祉課長（西 幹雄君） 大変言葉足らずのところありまして、当然それはそれぞれの

施設、建設されるというのはそれぞれの市の認定者がふえていくことに対応しての施設整備で

ございますので、基本はその住まれている方のための施設建設ということですので、ですから、

競争するだとかそういうことではなくて、あくまでもその市で必要な施設だということで計画

に盛り込んだということでございますので、競争だとかそういうことではございません。 

○委員長（ ） 先ほど白老町で建てたら、ほかの町村からの人数も予定していると

言いましたね、でもほかの町村も建てるわけだから、そうしたら、建てたらそれぞれ自分の町

村に行ってしまうということになったら、白老に来ないのでは。いつだれが来るのと非常に疑

問なのですけれども。 

西健康福祉課長。 

○健康福祉課長（西 幹雄君） 現実的に、まだ希望した施設にすべてが入れている状況では

ないのです。他市にしても、苫小牧市、室蘭市、登別市にしても。登別市は人口が多い割には

施設が少ない状況でございます。室蘭市にしても、人口の割には施設数が少ないということで、

当然それには施設が第５期でも計画されていますけれども、今後もそういう計画はつくられて

いくと思うのですけれども、それはその認定者率、高齢化率に合わせて整備されてきますので、

どれだけできるかどうかというのは他市の状況もあるので正確には把握できないのですけれど

も、高齢化が進むことによって認定者もふえていく、それによって当然独居の人で生活ができ

ない人はそういう施設に入って生活されるということについては間違いございませんので、当

然そういう計画がつくられていくだろうということは想定されるということです。 

○委員長（ ） 田尻健康福祉課主幹。 

○健康福祉課主幹（田尻康子君） 先ほどご質問がありました所得の関係でございますけれど

も、第５期のうち 26 年度目安でご説明させていただきますと、計画書 71 ページをご覧いただ

けますでしょうか。上のほうの段階別の人数を入れておりますが、26 年度は 7,042 人、第１号

被保険者、65 歳以上の方の目安として、その中の内訳としまして、所得ですけれども、ここで

いう第１段階というのは、基本的に生活保護の方になります。その方たちが 255 人。 

○委員長（ ） 済みません、安いところ関係ないでしょう。これは有料老人ホーム

の話をしていますので、第５期、第６期が年収幾らなのか。そういうようなことをきちっと端

的に説明してください。お願いします。 

田尻健康福祉課主幹。 

○健康福祉課主幹（田尻康子君） 大体、特定施設に入っている段階としましたら、ここで言

いますと４の１段階以上、４の１段階以上といいますと、要するに世帯で課税の方がいらっし

ゃる段階のランクなのです。こちらのほうでは４の１段階以上の方が特定施設に入れるという

所得の層かというふうに踏まえておりまして、人数的にいきますと 3,960 人になります。パー

セントでいけば全体の 56.2％の方が介護つき有料老人ホームの特定施設のほうに入れるかと

思います。 
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○委員長（ ） 課税世帯が幾らどうのこうのではなくて、第４の１段階と２段階と

いうのは年収お幾らなのですか。 

田尻健康福祉課主幹。 

○健康福祉課主幹（田尻康子君） 年収に直すのはちょっと難しいところがございまして、所

得でいきますと年額 80 万円以上の方です。所得といいますと、確定申告した後の収入から基礎

控除だとかいろいろ控除した、除いた金額を所得といいますけれども、80 万以上。これ収入に

直すとそれぞれの方のはっきりしたところは出せないものですから、ちょっとお答えすること

は難しいかと思います。 

○委員長（ ） 第４の１段階の方が、年収、所得 80 万円以上ということでいいので

すね。そこだけ聞きたかったのです。きちっと。では、資料いただけますか。 

西健康福祉課長。 

○健康福祉課長（西 幹雄君） ここに記載されているのは、あくまでも課税所得ということ

で、また世帯だとか世帯人数において収入があれなので個別にはなかなか出せないというのが

実態なのです。ですから課税所得で出しているということなので、そこは理解していただきた

いと思います。 

○委員長（ ） 須田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（須田健一君） 税的にはちょっと知識がありますので、お話しさせていただ

ければ。それぞれ給与所得者、事業所得者がいまして、収入というのがありまして、それぞれ

違いますけど、給与所得者の場合には給与収入から所得控除というものがされて、所得といわ

れるものがそこで出るということ。事業所得の方については収入から費用を引いたら所得とい

うものが出るのです。そこから、なお社会保険料の控除だとか医療費の控除だとか扶養控除だ

とか配偶者の控除だとか基礎控除を引いて、残ったものが課税所得ということです。そこの課

税所得のところが 80 万円以上の方が特定施設の対象になるということですので、そこからそれ

ぞれ申告者によって、所得控除だとかいろんな条件が違ってきますので、収入をそこから導き

出すのは難しいということです。ですから 1,000 万円あっても経費がずっとかかると 80 万円し

か課税所得ないという方も実際はいらっしゃるのです。200 万円しか収入ないけど費用が全然

かかっていないから 80 万円出るという人もいますので、それだけ収入によってばらつきはある

ということです。ただ、対象としては課税所得ですので、そういう見方をしていただければと

いうふうに思います。 

○委員長（ ） わかりました。 

ほかご質問ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ご質問ないようでございますので、担当部の退席を求めます。 

暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ４時１５分  

                                         



 32 

再開 午後 ４時１９分 

○委員長（ ） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。  

本日の委員会はこれまでといたしたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（ 君） それでは、本日の建設厚生常任委員会をこれで終了させていただき

ます。  

（午後 ４時１９分）  


