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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協議会を開催いたします。  

（午前１０時０１分）  

                                         

○委員長（ ） 本日は、第５期白老町介護保険事業計画についてでございます。 

まず、初めに担当課より説明をお願いいたします。辻部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 私のほうからこの計画の位置づけをご説明し、後ほど担当参

事のほうから計画の内容をご説明させていただきます。 

介護保険法が平成 12 年４月に施行され、介護サービスが開始されまして、３月でちょうど

12 年を迎えることになります。平成 12 年度以降、老人福祉法に基づきます市町村老人福祉計

画、また、介護保険法に基づきます介護保険事業計画を合わせて高齢者保健福祉計画、合わせ

て介護保険事業計画として本町のほうでは一体的に３年に一度策定してきてございます。この

たび、現在の第４期の計画が平成 23 年度で終了するという形になりますので、第５期の計画を

策定する作業を進めており、その素案がまとまりましたので、きょう、ご説明させていただき

たいと思います。内容については、担当参事のほうからご説明いたします。 

○委員長（ ） 長澤健康福祉課参事。 

○健康福祉課参事（長澤敏博君） 皆さん、おはようございます。 

それでは、白老町高齢者保健福祉計画並びに白老町介護保険事業計画の素案につきまして、

ご説明させていただきます。この計画につきましては、今部長のほうから説明ありましたよう

に、平成 12 年、介護保険法の施行に伴い３年ごとに策定することとなっておりまして、今回が

第５期となっております。今回の素案につきましては、事前に皆様にお示しさせていただきま

したが、内容といたしましては、第１部の総論、第２部の各論の２部構成となっております。

第１部の総論につきましては、計画の趣旨、理念、現状と将来について。第２部の各論には、

第４期の実績と課題、計画目標の考え方など、第５期におけるサービス見込み量などを記載し

ております。まだ素案の段階でありまして、誤字脱字等、多々あると思いますが、その辺はお

許しいただきたいと思います。 

計画内容の素案につきましては、本日お配りしました計画の概要で説明させていただきます。

まず、１の計画期間につきましては、平成 24 年度から平成 26 年度までの３年間であります。 

次に、２番目の計画期間における人口の推計では、住民基本台帳をもとに算出いたしました。

表を見ていただきたいと思いますが、年々、総人口につきましては減少していきます。平成 26

年度につきましては、総人口１万 8,064 人と、平成 23 年に比較すると、やはり、かなり人口減

少が見受けられる予定でございます。ただ、そのかわり 65 歳以上の高齢者人口につきましては、

年々上昇していくことが推計で出ております。この３年間で高齢者につきましては約 500 人増

加する見込みでございます。それに伴いまして、高齢化率も年々上昇いたしまして、平成 26

年では高齢化率 39％を予想しております。 
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次に、３の要介護認定者等の推計なのですが、高齢者人口の増加に伴いまして認定者も増加

する傾向にあり、26 年度におきましては、要介護認定者は 1,358 人と、現在に比べると 180 人

ほど増加する予定でおります。 

４番の期間中における施設等の整備予定でございます。まず、認知症グループホームは地域

密着型サービスといいまして、基本的に町民の方は町内の施設にしか入所できないということ

で、平成 26 年度、最終年度に２ユニット 18 人の認知症グループホームの開設を予定しており

ます。現在、白老町には４施設７ユニット、定員 63 人が整備されております。各施設には待機

者がおりまして、さらに認知症患者がやはり年々増加している傾向にございまして、在宅で暮

らすことが難しくなる方が多くなっていくと予想されております。また、昨年あたりから在宅

で暮らすことが難しくなった高齢者の方がほかの市やまちの有料老人ホームのほうへ入所する

ケースが多くなったということがあります。そのほか、国が推進いたしますサービスつきの高

齢者住宅事業におきまして、今後、サービスつき高齢者住宅が建設されることが予想されます。

この建設にあたりまして、同時に特定施設の指定を取るということも予想されることから、こ

ちらにつきましても平成 26 年度の最終年度に 60 人規模の介護つき有料老人ホームの開設を予

定しております。この概要にありますように、60 人程度の混合型施設ということで、こちらは

認定を受けている方と認定を受けていない方、どちらでも入れるという施設を混合型施設とい

うことになります。第５期の給付費の算定では、白老町の方がこちらのほうの施設に入所する

予定者数を定員の 50％、約半分程度で積算してございます。 

続きまして、５番目の介護保険事業費の推計でございますが、認定者の増加に伴いましてサ

ービス必要量も当然増加いたします。さらに、記載しておりますとおり、介護報酬が平成 24

年度より平均 1.2％上昇するということがこのたび決定されております。国から示されたワー

クシートにより給付費につきましては推計するのですが、これにつきましては、先ほどの認定

者数の増とか、あと、次のページにございます平成 23 年度末、ですから、ことしの３月末にお

きまして、医療の療養病床から 80 床の介護老人保健施設、通称、老健というのですが、そちら

のほうに転換するところがございます。そのため、平成 24 年度分から介護給付費が増額となり

ます。こちらにつきましては、80 床の定員に対しまして、現在、医療で入院している方がいら

っしゃいますので、その方々のうち、約７割程度が白老町民であろうということで事業所との

協議を終わっておりまして、そちらのほうで給付費は算定をしてございます。それで、介護給

付費の一覧でございます。介護給付費総額ということで平成 22 年度の実績、23 年度の見込み

を出しまして、24 年度以降のそれぞれの介護給付費を出してございます。やはり平成 24 年度

対前年比２億 9,500 万円の増額というのは、先ほど言いました療養病床からの転換分、並びに

給付費の増、それと、サービス料の介護報酬の改定ということが予想されますので、この 24

年度は一気に 19.4％の増という形になります。それで、平成 26 年度につきましては、先ほど

ご説明いたしましたグループホームと介護つき有料老人ホーム、特定施設というのですが、そ

ちらのほうの介護給付費が増加されることによりまして約１億 300 万円の増で、5.6％の対前年

比増という形になってございます。 
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続きまして、６番目の地域支援事業費の関係でございますけれども、まず、地域支援事業費

というのは、平成 18 年の法律改正に伴いまして新たにできた制度でございまして、基本的には

65 歳以上の高齢者を対象にした事業と、あと、介護になる予備軍という方々を対象にした事業、

あと、それぞれ地域にいるケアマネジャーとの相談とか町民の方々からの相談、そういう事業

を一括してやる事業でございまして、介護予防事業と包括的支援事業、介護予防マネジメント、

任意事業というような形で分かれておりまして、まず、１つ目の（１）の介護予防事業の①、

一次予防高齢者施策事業というもので、これは一般的に 65 歳以上の高齢者すべての方を対象に

した事業でございまして、高齢者が主体的に行う事業ということで、それをお手伝いするとい

うことで、現在、元気づくり教室、健康体操、脳の健康教室などを実施しております。続きま

して、②番目の二次予防高齢者施策事業です。こちらにつきましては、介護状態となる可能性

のある高齢者を把握いたしまして、通所型の介護予防や訪問型の介護予防を実施して、生活機

能の維持または向上を目的とした事業を実施している事業でございます。続きまして、（２）の

包括的支援事業という事業の中の①、総合相談支援・権利擁護ということで、こちらにつきま

しては、記載しているとおり各種相談ということで、それによる状況の把握やサービスの提供、

専門的な相談を行いまして、虐待防止や成年後見人制度などを推進していく事業でございます。

こちらにつきましては、やはり年々、地域包括支援センターという名前が町民の方にもいろい

ろ、広報を通じてやっている関係上、相談件数は年々増加している傾向にございます。続きま

して、包括的・継続的ケアマネジメント支援ということで、地域包括支援センターにおります

主任ケアマネジャーが町内の地域のケアマネと困難事例などについて相談や助言を行い、ケア

マネの質の向上に努めていく事業でございます。③の介護予防マネジメントにつきましては、

要支援者、要支援ということになりますと、認定者のうちで軽い認定度合の方を要支援者とい

うわけなのですが、その方々のそれぞれ必要とするサービスを把握して、自立支援のための介

護予防プラン、通称ケアプランというのですが、それを作成いたしまして、事業を実施した後

事業評価をしていくという事業でございます。続きまして、（３）の任意事業でございます。こ

ちらのほうは、家族介護支援事業・成年後見制度利用促進事業・地域自立生活支援事業という

言葉で書かれておりますが、大きく３つに分かれておりまして、一番大きな事業として、調理

が困難な方に栄養バランスのとれた食事を提供する配食サービスを一番大きな事業としてやっ

てございます。（４）の地域支援事業費の推計でございますが、こちらにつきましては、まず、

この地域支援事業費につきましては、先ほど述べました介護給付費の３％以内としなければな

らないということで決まっておりまして、今述べました事業のほか、職員の人件費を含めた形

で予算計上をしてございます。こちらのほうもやはり介護給付費の３％以内ということになり

ますので、24 年度に約 1,200 万円、26 年度に 300 万円ほどの上昇を見込んでございます。 

７番目の第５期の介護保険料の推計でございますけれども、これまでご説明いたしました介

護給付費や地域支援事業費、この費用額に応じまして 65 歳以上の第１号被保険者の保険料を市

町村ごとに決めるわけでございますが、３ページ目です。今回の介護保険料の改正では、低所

得者に対する介護保険料のいわゆる段階の細分化と、あと、65 歳以上の第１号被保険者が負担
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する保険料の負担割合が、現在、介護給付費の負担割合が、20％が 65 歳以上の方が負担するこ

とになっておりますが、今度それが、24 年度から１％増加いたしまして、21％負担ということ

になりました。そのほか、先ほど述べました、介護報酬の平均 1.2％の上昇、それと、療養病

床からの老健への転換というような介護給付費の増加等が見込まれることから、介護保険料も

上昇率は非常に高いものとなりました。ただ、この介護保険料の上昇を抑える目的といたしま

して、各都道府県に設置されている財政安定化基金というのがございます。これは、平成 12

年当時、国と道と各市町村がそれぞれ３分の１ずつ積み立てをいたしまして、都道府県で基金

として積み立てているもの、その一部を今回、平成 24 年度中に各市町村に交付されることとな

りました。この交付された金額をやはり保険料の上昇を抑える目的として、基金の取り崩しと

いうような形で考えてございます。また、現在、白老町におきましても介護給付費の事業基金

というのを積み立ててございます。これにつきましても、やはり取り崩しを予定しておりまし

て、介護保険料の上昇を抑える目的として 24 年から 26 年度の間にそれぞれ使う予定でござい

ます。介護保険料年額ということで表がございます。第４段階の右側のほうに基準段階という

ことで年額５万 7,300 円の段階がございます。こちらが基準段階といたしまして、ご本人が町

民税を課税されていない方で、ただ、世帯の中にどなたか町民税が課税されている方。例えば

ご主人が町民税を課税されていて、奥様が町民税を課税されていない方。こちらの方が第４段

階の基準段階、５万 7,300 円という形で、この方を基準にそれぞれ、第４段階の５万 2,100 円

から第１段階までの２万 8,600 円につきましては、それぞれ減額をしていると。逆に第５段階、

第６段階につきましては、増額をしているということになります。下のほうに米印で基準段階

の月額介護保険料ということで、第５期につきましては１カ月当たり 4,778 円。第４期、平成

21 年から 23 年度までの第４期につきまして、平成 23 年度は 3,797 円と 25.8％、981 円の増額

ということになります。ちなみに先ほどご説明いたしました、財政安定化基金と町の事業基金

を取り崩さないで保険料を算定した場合は、この基準段階 4,778 円から 336 円高い 5,114 円と

いう数字で計算されまして、この安定化基金と事業基金を取り崩すことによって 4,778 円まで

保険料が減額されたというような形になってございます。 

説明は以上で終わらせていただきます。 

○委員長（ ） 御苦労さまです。 

ほかに、追加で説明漏れとかございませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（ ） それでは、委員のほうから質問がありましたら。いかがでしょうか。

広地副委員長。 

○副委員長（広地紀彰君） １点お願いします。今、最後のほうに説明があったように、財政

安定化基金と白老町の介護給付費事業基金の残高を教えていただけますか。 

あと、それと関連して、今回の増加を抑制させる部分で取り崩した金額を合わせて教えてく

ださい。 

○委員長（ ） 長澤健康福祉課参事。 
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○健康福祉課参事（長澤敏博君） まず、財政安定基金ですが、道のほうから交付予定額とい

うことで金額が約 1,400 万円、この金額が交付される予定でございます。それで、白老町の財

政安定化基金でございますが、現在のところ 7,600 万円ほど残高として残ってございます。そ

のうち、第５期の期間中に取り崩す予定金額が 6,000 万円。この 6,000 万円を取り崩して保険

料の上昇を抑える財源とする予定でございます。 

○委員長（ ） ほかの委員さんはございませんか。大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。 

まず、４期から５期までの保険料の算出根拠というか、ベースとなっているもの。その一覧

表的なものを出してほしいのです。それで、金額はわかるのだけど、なぜこの金額になるのか

というあたりを４期と５期と別々に算出根拠を表にして出してほしいのです。そうしないと、

今の話もそうなのだけど、安定化基金や事業基金を取り崩すのだけど、例えば安定化基金は、

道の分と国の分と町の分とあります。全額何ぼ積み立てられていて、何ぼ取り崩すのか。また、

今問題になっている道の基金をどうするのかとか、いろいろあります。もうちょっと、できれ

ば詳しくわかる資料がほしいと思うのです。基金を取り崩したことによって 336 円下がったと

いうことは結構なのだけど、例えば先ほど 65 歳以上の高齢者の負担割合が 20％から 21％にな

ったと、変わっていますね。それによって４期と５期とどう変わったのか。そういうところが

表か何かにして出してもらわないと理解できないのです、金額だけしか。だから、まず、算出

根拠をきちんと出すことができるかどうか。そこのところ。 

それから、この介護保険の策定委員会というのか、何かありますね。そこでの議論はどのよ

うにされているのか。高いとか安いとか。ここで決めた根拠何かも策定委員会の中でどのよう

な議論がされて、そして、どういうふうにそうなっていったのかというあたりのところが、や

はり金額の問題でいえば、もうちょっと詳しくならないのかなと。それで、先ほどちょっと休

み時間に聞いた、例えばパブリックコメントやって１件あったけれども、だけど、そういう中

身何かも出してくれたほうが、ペーパーで出してくれたほうが。我々は理解するときに、これ

を全部聞いていったら皆さんもたまらないでしょう。だから、そういう根拠。策定委員会の例

えば議事録があるのかどうか。それを我々が見られるのかどうか。というようなところも含め

て、まず、そこら辺の考え方を聞いて、出してもらえるのかどうかということを含めてちょっ

と聞きたいと思います。 

○委員長（ ） 長澤健康福祉課参事。 

○健康福祉課参事（長澤敏博君） 今のお話でいろいろ何点もありました。まず、第４期と第

５期との比較ということで、こちらについては第４期をつくった段階の数値と、第５期、今回

つくった数値というのは一覧で出すことは可能かと思います。今回の素案の 52 ページ以降につ

きましては、今後 24 年度以降に必要なサービス料というのは出してございます。こちらも第４

期のほうでも当然出してございます。そういうものの中で最終的に給付費の比較というような

形で資料はつくりたいと思っております。それで今回、第１号被保険者が、20％が 21％になっ

て１％増加したということで単純計算でいくと、介護保険料にすれば、保険料としたら５％上
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昇するということが試算では出ております。１％上昇するのですが、保険料率でいけば５％上

昇すると。単純計算でいけば、そういうことが計算では出ております。 

あと、策定委員会の中でいろいろ意見等は出たのかどうかということで、策定委員会につき

ましても今まで４回開催いたしました。その中でやはり最終的に高齢者の人口についてはふえ

るであろうということは当然予測される中で、介護保険料を当初策定委員会のほうに出した時

点では、やはり、かなり高いものでございました。当方もその辺をいろいろ考えながら、もう

一度計画の見直し等を行いまして、今回の素案という形になりましたので、その辺につきまし

ても、どういうような意見が出されたとか、そういうようなことも出せるものがあれば出した

いと思います。 

あと、パブリックコメントにつきましては、先週の金曜日に出てきたものですから、うちの

ほうも中身をまだすべて理解した上ではないものですから、まだ回答はしておりません。これ

については、どういう中身なのかということも理解しながら回答していきたいと思っておりま

すので、回答した内容についてはお示しできるかと思っております。 

○委員長（ ） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。例えば、新しい議員さんもいらっしゃるから。24 年が療養

病床から老健に転換するから上がるのだと。その分は 70％算定しているのだと言っていました。

それで、このことによって１ベッド当たりどれぐらいの保険料にはね返るのかとか、そういう

ことを資料として出してほしいのです。そうでないと、こちらは聞いていたら、なるほど、な

るほどと聞いているでしょう。だけど、帰ったら、何もわからないのです。本当に。僕も含め

てそうです。だから、26 年に認知症のグループホーム２ユニット、それから、特定施設、これ

をやることによってどれだけ上がるのかとか、そういう具体的な数値で追っていかないと、説

明聞いただけでは現実的にはなかなかわからないのです。だから、僕が言っているのは、そう

いう根拠を一つ一つ明らかにきちんとできないものかなというふうに思っています。それで、

待機者がいるからそうなのだというふうに言われたけど、例えば 24 年度の待機者、25 年度、

26 年度の待機者はこれだけだから、この施設が必要なのだというような資料をもらわないとわ

からないのです。だから、事前に言っておけばよかったのだけど、そういうもので出せるもの

があったら。早い話が、策定委員会で出しているでしょう、そういうものをみんな、きっと。

人口推計から何からみんな出しているでしょう。策定委員会に出したものをここにも出しても

らえれば、非常に理解が早いし、皆さん方は数字だけ言って、はい、わかったと終われば、質

問なかなかないからいいかもしれないけど、そうではなくて、やっぱり議員がみんな、そうい

うことを理解できるような資料をきちんと、策定委員会に出している資料を出してほしいので

す。それがまず一つです。 

それから、白老では無理かもしれないのだけど、例えば一般会計から繰り入れて下げている

ところも実際ありますね、市町村で。中富良野だとか下げているでしょう。標茶だとか。それ

で、そういうものの状況というのは、どれぐらい押さえているのか。町側で押さえてそういう

ものを参考にしてきちんと考えているか。財政が厳しいからって、何でもかんでもみんな全部
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だめということではなくて、本当に大変なところはやっぱり下げなくてはいけないから。 

それから、今回３段階が２つになった１つというのは、新規でつくったのですね。だから、

８段階になっていると。もっと多いところもありますね。10 段階とかというところもあります

ね。新規にしたことによって保険者がどれぐらいメリット、デメリットではなくてメリットの

ために１段階ふやしたと思うのだけど、このことによってのメリットというのは、どういうと

ころでどういうふうにあるのか。そこら辺はぜひお聞きしたいというふうに思うのですけど。 

○委員長（ ） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 大渕委員がご質問の算出根拠の部分。それは大方のものが別

途配っている計画書の本編のほうに書かれているのです。介護度の高い方がふえていくとか、

あるいは、サービス事業の分。だから、その辺はもし時間が許せば、担当のほうからご説明し

て、そして、その結果としてこれだけの介護保険のサービス額になってくると。そこのところ

をちょっとご説明させていただいたほうがいいかと思うのですけど、どうでしょうか。 

○委員長（ ） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） それは当然、これを見て、僕、読んできました。だから、サービス量

がどれだけふえるかというのは理解しています。ただ、言っているのは、４期と５期を比べて、

なぜ、これだけ上がるのかということがわからないと、ペーパーでわからないと、例えば町民

の皆さんのところへ行ったとき、今はみんな策定中なのだけど、帯広は 4,800 何ぼになるとか

あるでしょう。そういうものも、もし情報であったら、北海道の全体はこうだというようなも

のを出せば、すごく我々、理解しやすいでしょう。町民の皆さんのところへ行ったとき、「何だ、

白老 1,000 円も上がるのか」となるのです、必ずなるから。そのときに他の市町村はこういう

状況ですとか、そういうものを。きっと、出し惜しみではないと思うのだけど、先に出したほ

うがいいのではないですか。そういうものを策定委員会に出した資料も含めて出してもらった

ほうが、後で出すよりいいと思うのです、僕は。それを読んできて、ここでやるのだったら高

いレベルの議論ができると僕は思うのです。 

○委員長（ ） 長澤健康福祉課参事。 

○健康福祉課参事（長澤敏博君） 資料の提出が非常に少なく大変申しわけございません。ま

ず、今大渕委員おっしゃるような、４期と５期の比較というのは、私の頭の中で何とかできそ

うだと思います。 

あと、先ほどの、今回転換される老健、どのぐらいの保険料に影響するのか。また、24 年度

に開設予定のグループホーム、特定施設がどのぐらいの保険料に影響するのか。これは、出す

ことは可能なので資料として出すことはできると思います。ちなみに、国からのワークシート

というのが、こういうもので非常に細かなもので、それの積み重ねで最終的に介護保険料が月

額何ぼになるのかということが出されるわけで、その積み重ねとか回数とかが書かれたものが

先ほどの 52 ページ以降の数字になるということはご理解ください。 

あと、全道の介護保険料の状況というのがなかなか見えていません。いろいろな新聞とかそ

ういう情報でしかうちのほうもなかなか聞き取れないというのが実態としてございます。うち
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のほうもいろいろな会議等で情報公開をしていただいているのですが、なかなか、やっぱり上

がるということで情報はいただけないというのが現状としてございます。うちのほうで押さえ

てあるものについては、参考資料というような形でお示しすることはできるかと思いますので、

今ちょっと手持ちにないものですから、その辺は改めてご説明をしたいと思っております。 

あと、先ほどの一般会計からの繰り出しということになりますと、やはり今すぐどうという

ことには当然ならないものですから、その辺につきましては、検討する価値はあるかと思いま

すが、財政的なものも含めまして、ご返事は今できないということをご了承ください。 

グループホーム、特定施設のほうはちょっと出していないのですが、今回の転換型の大よそ

の数字は出してございます。先ほど 80 床のうち 70％ですので 56 人、56 人が入所することによ

って総体的に給付費と地域支援事業費を合わせると年間２億 2,000 万円ほどの費用が出ます。

それに対する介護保険料なのですが、月額に直しますと 554 円。そういう形で上昇分が出ると

いうことです。ですから、554 円ですから、76 人のベッドで割るということになると、１ベッ

ド当たり７円 30 銭という数字でうちは予想を立ててございます。そのほか、先ほどの 26 年度

分のグループホーム、特定施設、こちらのほうについては、ちょっと今数字は出しておりませ

んが、費用的にいきますと、グループ、特定施設、それぞれ年間の給付費が、当然、入所者の

介護度にもよりますが、１カ所当たりおよそ 5,000 万円から 6,000 万円。そうすると、グルー

プホーム、特定施設合わせて１億から１億 2,000 万円。それに地域支援事業費が入りますので、

１億 2,000 万円以上の数字が入ります。それの 21％の被保険者数で割ると、というような感じ

なので、やっぱりそちらも数字的には出てくるかと思います。数字はちょっと今出せませんけ

れども、そういう形で。先ほど２億 2,000 万円で 554 円ですので、およそ単純に半分といくと

250 円前後になるであろうと予想は立つのかなということになります。 

○委員長（ ） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。 

 そうなったら、例えば僕らが非常に興味を持つのは、それでは、白老町に施設をつくらない

でほかのところにとにかくみんな入ってもらうというふうにしたら、もちろん使う人は非常に

不便です、だけど、施設をつくることによって介護保険料にはね返るでしょう。それをやらな

いで、登別と苫小牧に全部入ってもらったら、白老町の介護保険料というのは下がる仕組みに

はならないのでしょうか、入院したら。そこら辺までやらないとわからないから。 

○委員長（ ） 長澤健康福祉課参事。 

○健康福祉課参事（長澤敏博君） 介護保険の３施設といいまして、特別養護老人ホーム、先

ほどの介護老人保健施設、それと、介護の療養病床といいまして、病院の中に介護がベッドの

ある病院がございます。これはかなり減ってきてございますが、この３施設につきましては、

そこに仮に入所した場合、住所を移した場合であっても、介護給付費は白老町の被保険者にな

りますので、白老町が給付費を払うということになります。ですから、単純に白老町にそうい

う施設ができれば、町民の方が多く入るということは予想されますので、介護保険料への影響

というのは出てまいります。ただ、町外のそういう施設に入ったといたしましても、介護保険
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料への影響はやはり白老町が介護給付費を支払う以上は影響が出てまいります。ただ、入所の

数が先ほどの人数に比較すると若干それぞれ施設というのは満床のところがありますので、な

かなか入りづらいというところもありますので、すべての方がすんなり入れるということには

ならないので、３年間全体で見ている、今回、計画の中で見ている給付費に比較すると、給付

費は下がって、介護保険料も下がっていくかと思いますが、決して白老町の中に施設がなくて

も、町外の施設に入っている場合であっても、介護給付費は白老町のほうで支払うという制度

でございますので、最近は、先ほど有料法人ホーム等につきましても、住所を移しても制度名

で住所地特例制度と言いまして、白老町の町民が町外のそういう施設に入所して住民票も一緒

に移すという場合であっても、やはり施設のある市町村にそういう方々がたくさん来ると、そ

の施設のある市町村が大変ですので、住民票を移すのですけども、その施設の住所であれば、

以前いた住所のところが介護保険給付費の支払いをするという制度がございますので、白老町

の町民の方が近隣の市町村のそういう施設に住民票ごと移した場合であっても、白老町が介護

給付費を支払うということになりますので。町内にできた場合と町外の施設に入るのでは、や

はり介護給付費にはいろいろあるかと思います。ただ、やはりまったくゼロにはならないとい

うようなことになるかと思います。 

○委員長（ ） それでは、暫時休憩いたします。 

休憩 午前１０時４４分 

                                         

再開 午前１０時５６分 

○委員長（ ） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

委員さん方で質問ございませんか。特にございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（ ） なければ、私のほうから１つ質問させていただきます。 

こちらのほうの計画の 69 ページにあります、第５期介護保険料額、大体の算定基準というも

のに対して、先ほど大渕委員のほうから根拠というものを示してほしいということでしたけれ

ども、私はこの保険料を大体第１段階から第６段階までのこの方々の大ざっぱな人数、何名く

らいずついらっしゃるのか。 

それともう１つです。この保険料の上げた段階で基準、特に第６段階、この方々は、なぜ、

これほど高くなっているのかということと、それから、生活保護の世帯の方々、一体どの程度

把握していらっしゃるのか。その辺お教え願いたいと思います。 

長澤健康福祉課参事。 

○健康福祉課参事（長澤敏博君） まず、段階別の人数でございますが、24 年度から 26 年度、

それぞれ人数は違いまして、24 年度の数字を今述べさせていただきます。第１段階につきまし

ては、3.6％、245 人。第２段階が 24.1％、1,629 人。３の１段階が 8.5％、575 人。３の２段

階が 7.6％、515 人。４の１段階が 14.1％、956 人。４の２段階が 8.7％、590 人。第５段階が

25.2％、1,709 人。第６段階が 8.2％、544 人。合計で 6,773 人となっております。 
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第６段階がなぜ高いのかということで、基準段階が４の２で 1.0％、4,778 円の 12 カ月分と

いう形で年間５万 7,300 円という形になります。第６段階の方につきましては、本人が町民税

を課税されている方で年間の合計所得金額が 190 万円以上と。第４期につきましては、これが

200 万円以上の方だったのですが、こちらが 190 万円以上の方に国のほうから示されたことに

よって先ほどの人数、544 人という数字が出ております。それで、1.5 倍というのは、基準段階

に対しまして第５段階、第６段階が 1.5 倍という形で、他市町村ではこの上にもっと段階をふ

やしているところもございます。結局、1.5 倍の上が 1.75 倍とか２倍までやっているところも

ほかの市町村にはございます。うちのほうもその段階を検討いたしました。多段階、もっとふ

やすことができないのかという多段階を考えましたが、この 554 人の６段階の人数のうち、か

なりの高額所得者がどのぐらいいるのかということで所得情報をうちのほうで調べた結果、そ

んなにいらっしゃらなかったのです。それで、仮に６段階の上、７段階を１段階ふやしたとし

ても保険料への影響はさほどないものですから、この第６段階までにとどめました。第３段階

につきましては、通常 0.75 という段階が第４期で計算されていたわけで、今回、３の１段階が

つけ加わりました。これは国のほうで示されております、年金収入が、合計所得金額が 120 万

円以上か、以下で分けるべきではないかということで今回新たに 120 万円未満の方を対象に新

たな段階を設置いたしまして、0.75 を 0.7 の率でこちらのほうは軽減をさせていただいており

ます。ちょっと委員長の質問とはかけ離れますけれども、そういうことで全部で８段階になっ

たということになります。 

生活保護の方については第１段階のほうにすべて集約されておりまして、こちらのほうは生

活保護費とは別に介護保険料というのは支給されます。それで、当然、生活保護の方でも年金

を受給している方もいらっしゃいます。そういう方々は年金のほうから天引きされる方もいら

っしゃいますが、介護保険料は生活保護費とは別に支給されております。以上です。 

○委員長（ ） ご説明ありがとうございました。今の大体わかったのですけれども、

そうしましたら、第６段階の基準額 1.5 倍になるという方々が 554 人、かなりの方々ですね。

これは先ほどの説明の中で、これよりも高い市町村もあると言っていますけれども、実際に白

老のまちに住んでいると、やっぱりお隣の市のことが気になるのです。お隣の市と比べてどう

なのかということが。苫小牧市とか登別市とか、札幌市とか。やはり白老町に住んでいて高額

の収入を得ている方々というのは、こんなに高くて不便なのだったら、苫小牧の子供のところ

に行こうかとか、札幌にマンション買って行ってしまおうかとか、非常に高額の所得の方々が

逃げていってしまうような状況にならないのかなと。実際に保険料というのは、白老町はいろ

いろ税金とかふえてきていますけれども、やはりその辺をどうしても、実際に納めている方々

というのは近隣とどうしても比較してしまうというのですか、そこの部分は、実際はそこまで

調べて、調査して、それに遜色ないような数字なのかどうなのかということをちょっとお伺い

してみたいと思いますけれども。 

長澤健康福祉課参事。 

○健康福祉課参事（長澤敏博君） まず、保険料の段階なのですが、この平成 21 年から 23 年
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度までの第４期につきまして、国のほうで示している段階以上の段階を設定しているところは

道内でもかなりございます。ちなみにお隣の苫小牧市さんであれば９段階設定という形になっ

てございます。ですから、うちでいう６段階以上の段階をもっと設けております。それで、隣

の登別市さんにつきましても８段階に設定してございます。ただ、今回の第５期につきまして

は、まだそういう情報が当方では収集できておりませんので、どういう段階にするかというの

はちょっとまだご返答はできません。札幌市につきましても９段階設定ということで、うちで

いくと最高 1.5 倍なのですが、９段階でいくと２倍とか、2.25 倍とか、そういう方々がそうい

う段階で保険料を算定していると思われます。苫小牧の保険料とかというのが、ちょっと今段

階別の保険料というのは、うちのほうで押さえていないものですから返答できません。ちなみ

に、この第４期の保険料につきましては、苫小牧市さんは今現在 3,934 円なのです。ですから、

うちより若干高いのです。うちが 3,797 円ですので若干高いのです。今後どうなるかというこ

とがちょっとまだ情報収集できていないのですが、多分いろいろ第４期において前倒しと言い

まして、第５期で予定しているものを第４期中にいろいろ施設整備をやっているようですので、

第５期についてもやはり上昇はするのではなかろうかと思っております。額的にはちょっと不

明であります。それで、登別市さんにつきましては、今現在、介護保険料は 3,300 円です。非

常に安いです。今後、第５期が仮に上昇したとしても、どのぐらいになるかというと、うちよ

りはかなり安いのではなかろうかと思います。札幌市が現在 4,130 円です。札幌市がたしか上

昇させるというふうに聞いておりますが、正確な数字がまだ出ておりません。旭川市につきま

しては、情報といたしましては、かなり上昇するということで聞いてございます。旭川市が現

在 4,650 円です。それをさらに上昇させるということで、金額はかなり上がるような情報です。

ちょっと今数字は出ませんが、5,000 円を境にというような情報が、たしか来ていたような気

がします。新聞報道ですが、そういうことで聞いてございます。苫小牧が今現在 3,934 円です。

白老が平成 23 年度、3,797 円です。 

○委員長（ ） こういうものを聞かせていただきまして、やはりこういう資料とい

うのは出していただいたほうがいいと思うのです。先ほど大渕委員も言っていましたけれども、

実際に高い高いと言われて、一体どの程度高いのだろうと。やはりこういう身近なところの数

字を見せていただくことによって、自分たちが負担しなければならないという理解もいただけ

るのではないかと思うのです。そういう意味においては、先ほどの保険料をいただく人数の方々

の部分、そういう部分も含めてもうちょっと資料がほしいと感じました。 

 長澤健康福祉課参事。 

○健康福祉課参事（長澤敏博君） 資料のほう、うちのほうで思いつく資料につきましては、

言われたことも含めて整理して提出したいと思います。 

 それで、先ほどの保険料の関係なのですが、第４期の全国平均が今 4,160 円です。全道の平

均が 3,984 円です。国のほうの情報によりますと、これは当然全国の数値が出ておりませんの

であくまでも予想ということですが、5,000 円前後になるであろうと、4,160 円が。そういう情

報は流れてきておりますので、白老町についてもややそれに近い数字になるということになり
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ます。全道、全国の平均は以上のとおりでございます。 

○委員長（ ） 御苦労さまです。 

 ほかの委員さん、質問ございませんか。大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 総合支援事業を白老町は導入する考えがあるかどうか。それが１つ。 

それから、厚労省がやれと言っている、日常生活圏域のニーズ調査というのをやれと言って

きているみたいだけど、これは、白老はやっているかどうか。この２つをどういう状況か。 

○委員長（ ） 長澤健康福祉課参事。 

○健康福祉課参事（長澤敏博君） まず、総合支援事業ですが、計画の中にも書いてございま

すが、24 年度では実施しておりません。計画の素案の 71 ページの地域支援事業の推進の、上

から４行目に介護予防日常生活支援総合事業ということで、これについては、24 年度はとりあ

えず実施する予定は今のところありません。25 年度以降については、実施市町村が多分少ない

であろうということも踏まえて、その辺はやっぱり 24 年度中に検討期間ということで 25 年度

以降どうするかということを 24 年度中に検討していきたいと考えてございます。 

それで、２点目の日常圏域ニーズ調査なのですが、厚労省のほうで任意の調査でよろしいで

すということだったものですから、本来でいけば、65 歳以上の方々を対象に調査をしなければ

ならなかったのですが、当方といたしましては、サービス利用者へのアンケート調査をやりま

した。それにつきまして、いろいろな情報を得ることができましたので、白老町としてはこの

日常圏域ニーズ調査というのは実施しておりません。厚労省の必須ではなかったものですから、

白老町としては実施してございません。 

以上でございます。 

○委員長（ ） ほかの委員さん、ご質問ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（ ） それでは、私のほうから質問させていただきます。今の 71 ページの

地域支援事業の推進ということで、24 年度中に検討すると。そして、25 年度以降どうするかと

いうことなのですけれども、実際にずっとこれをキラ✩老い 21 の３年間の計画を見ていきます

と、施設をつくったりする内容はこうやって織り込まれてはいるのですけれども、非常に団塊

の世代の方々が高齢化してくる、そういう中において、やはり要介護、要支援状態になる前の

健康な高齢者を、85 歳で健康で自立するようにと書いてはいるのですけれども、実際にそれを

させるためにはここのところをきちんとやらなかったらそういう状態にはならないだろうなと、

私はそういうふうに読んだのです。もし、それが本当の最終目的であるならば、やはりここの

ところをきちんとやっていかなければいけないのではないかなと。例えば、この間、今設立し

ているわらびとかありますね。ああいうところとか社会福祉協議会とか、そういうところでま

だ全然介護を必要としていない、反対にお世話する立場の人たちをどうして健康のまま高齢化

させるか。それが結局は、介護保険使わなくていいし、施設もいらなくて済むということだと

思うのですけど、この辺は検討するとは言っていますけれど、もうそちら側のほうの担当側で

はどういうような、ざっくばらんというか、ぼやっとでも結構ですから、そういう考え方がち
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ょっとあったら。 

 辻生活福祉部長、お願いします。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 介護の認定を受けていない 65 歳以上の方の健康づくりとか、

あるいは生きがい対策とか、そういう介護以外の高齢者福祉、あるいは保健予防事業という関

係かと思います。健康づくりという部分では、３連携推進事業ということで議会のほうにも方

針を説明し、また、特に国保に加入している方についてのヘルスアップ事業とか、あるいは特

定健診という健康診断を受けていない方に対してより多く受けていただくと、そういう部分で

やはり健康に気をつけていただき、日常生活を十分きちんとした形で送っていただくと、そう

いう部分は数値目標、受診率とか受診者数の目標設定をしてやってきていると。どちらかとい

うと、今のご質問については、健康づくり、健康をどうやって維持して日常生活を送っていた

だくのかと、そういう部分でのお話かと思いますので、現在そういうような対応で、23 年度か

らヘルスアップ事業取り組んでいますので、引き続き 24 年度についても生活習慣病の予防と特

定健診の未受診者の対策、一応具体的な事業としてはそういうもので取り組んでいるというこ

とでございます。 

○委員長（ ） 長澤健康福祉課参事。 

○健康福祉課参事（長澤敏博君） 委員長おっしゃるとおり、健康で高齢者になるのが一番と

いうのは、私もそのとおりだと思っております。その中で今現在健康な方が将来的にも介護の

認定を受けないためにはどうしたらいいかということが地域支援事業の一つだと思っておりま

すので、地域包括支援センターのほうでやれる事業というのは、今現在もやっている事業、こ

れをさらに充実させる形がいいのか、また新たな事業として取り組むべき事業があるのか、そ

の辺をやはり検討していかなければならないと思っております。当然、費用的なものというの

は地域支援事業費の中で、費用的な面というのは問題ないと思います。特別な事業とはならな

い、費用がかかる事業という形ではないということになりますので、費用的な面はクリアされ

るかと思います。あと、その他のいろいろなクリアしなければならないものも含めまして、や

はり 24 年度中にどういうものが今の高齢者の方に必要なのかというのを検討させていただい

て、展開していく事業があれば早急に展開していきたいというふうに考えてございます。 

○委員長（ ） 私先ほど言いましたのは、高齢者の方々の健康もそうなのですけれ

ども、日常生活です。やはり日常生活の不便さがどうしても社会的入院だとかそういうものを

生んできたと思うのです。そして、何よりも自宅で暮らせるというのが介護保険の最初の特徴

だったと思うのです。施設に入るのではなくて、自宅で老後を過ごせる。やはりそのための支

援策というものが、これをずっと見てきましたら、例えば家事何かを指導するだとか、できる

ようにするとか書いていますけど、高齢者の方々が、家事が、支援、指導してもらったからっ

て段々よくなるわけではなくて、段々だめになってくるのです。その辺をどういうふうに考え

ていらっしゃるのかなと。やはり、これは介護保険なのですけど、白老町全体として、まち全

体として取り組んでいく部分も。私はよくわからないのですけど、何か変だなと思いながらこ

れを読んだのですけれども、私の疑問はおかしいでしょうか。 
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 長澤健康福祉課参事。 

○健康福祉課参事（長澤敏博君） 疑問というのはわかります。ただ、制度の中での形という

のもご理解ください。それで先ほど言いました、名前上がりましたので私も名前を述べさせて

いただきますが、わらびさんとか、そういうところでの要は介護保険制度でできないもの、そ

ういうお手伝いをするところというのは、白老町にもできたということも含めまして、そうい

うものを利用することも非常に高齢者にとってはいいことだと。金額がかかるということもあ

りますが、そういうことも含めて、やはり高齢者の方が在宅で暮らすためにはどうしたらいい

のかということも高齢者個々の状況をいろいろ把握した上で、そういうところとの協議、そう

いうところとの相談、そういうことを地域包括支援センターが中心となってやっていって、在

宅で暮らせるような方策を検討するというのは非常に重要なことだと思っておりますので、今

後もそういう形でやっていきたいと思っております。 

○委員長（ ） ほかにご意見。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。今回、素案をつくるにあたって、この保健福祉計画の設定

目標、71 ページにも一般高齢者介護の予防事業の実施目標とあります。先ほど委員長も言われ

たとおり、僕もやっぱり予防というところが一番大事な部分だと思うのです。そこの目標とい

うのが、例えば 22 年度実績と 26 年度の目標という形で出ていますけれども、今までやってき

たこと、例えば元気づくり教室だとかいろいろ項目がありますけれども、現場の声を反映され

た目標設定になっているのかどうかということがすごく疑問なのです。ということは、実際も

う、例えば脳の健康教室一つとってみても、22 年度実績が１カ所で、23 年度から２カ所にふえ

ています、実際に。それで、昨年の暮れからこの実績を見てみると、今までは６月からスター

トして、半年間の 11 月で終わって卒業式を迎えていたものが、12 月にはまた特別なそういっ

た取り組みをやってみたり、１月に入ってからもやっていたりします。そういった現場の取り

組みの状況がこの目標設定の中に反映されていないような気がする。ほかの事業はどうなのか。

健康づくり教室にしてもただ数字をなめたような形にしか僕には見えないのだけれども、現場

の声が果たしてこの目標設定に反映されているのかどうか。ここが一番大事なような気がする

のです。実際もうやられていて、現場は現場で課題意識を持ちながら、これからどうやった取

り組みをしていこうかということが現場では取り組まれているはずなのに、それが目標設定の

中で反映されていないということになると、先ほど委員長も言われたとおり、介護予防という

のが一番大事なのだといったところの第５期の福祉計画、介護保険事業の第５期の計画の素案

というのがぼやけてしまうような気がしてならないのだけれども、その辺についての考え方だ

け聞いておきたいと思います。 

○委員長（ ） 長澤健康福祉課参事。 

○健康福祉課参事（長澤敏博君） 現場の声ということで、実際にこれに携わっている職員と

の協議というのは当然やってございます。それで、それぞれの事業の中で担当職員なり、臨時

職員、嘱託職員を含めた形でやってございまして、やはり回数的なものを含めた中で今の体制

での限界、これにかなり今きている状態が地域包括支援センターとしての体制でございます。
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そういう中でやはり今後、それでは、26 年度で極端に目標数値を掲げると、やはりそれに向か

って無理をしなければならない。現体制の中で無理をしていかなければならないということに

なりますと、ほかの事業等に及ぼす影響も十分考えられるものですから、26 年度の目標という

のは 22 年度実績及び 23 年度で開設した脳の健康教室も含めた形での目標数値にしてございま

す。決して、これを 100％という形では、私は職員と話してございません。より、これを超え

る数値になるように努力はいたしますが、やはり目標という形での数値は、この現段階での体

制等を考えた上でこの数値にさせていただいているのが現状でございます。 

○委員長（ ） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 言うことはすごくよくわかるのです。ただ、例えば、これからの職員

の配置、福祉のあり方、超高齢化を迎えるであろう白老町の将来的な展望を考えたときに、議

会もそうだけれども、やはり担当課からも積極的に人材の掘り起しだとか、人材の育成、そう

いったところに取り組んでいかなかったら、この介護保険事業計画というものがただの計画に

終わってしまうような気がしてならないのです。だから、今参事の言われたとおり、これから

大事なこの分野をどうやって人材育成して、足りないところをどうやって補っていくのかとい

うところを、あくまでも目標なのだけれども、それを到達することによってどういった結果が

出てくるのかということも考えながら、やはりこれは行政間でしっかりやりとりしなければい

けないし、けんかをするところはけんかをしていかなければならない。どこに重きを置いてい

くのかということもやはり大事な部分だと思うので、そこだけやはり逃げないでいただきたい。 

○委員長（ ） 長澤健康福祉課参事。 

○健康福祉課参事（長澤敏博君） 氏家委員おっしゃることは私も十分承知しております。そ

れで、職員がという形も一つなのですが、ここにも書いているとおり地域ボランティアという

ことも利用すること、それには育成も大事だということも十分承知しております。そういう方々

をある程度任せることによって、職員の業務量がほかのところにいくということも十分考えら

れますので、その辺も含めて今後やはり目標達成以上のものを検討していきたいというふうに

考えております。体制的なものというのは、現課のほうからはいろいろ言うことは言わせてい

ただくつもりでおりますので、その辺はご理解ください。 

○委員長（ ） ほかの委員さんはご意見ありませんか。松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 先ほど、介護に１億円繰り入れて 80 何円と聞いてびっくりしたのです

が、やはり 49 ページを見てもわかるとおり、先ほどから委員長もみんな言っているのだけど、

１億円、介護のこちらに入れると 80 何円だけど、これはいろいろな施設とか健康増進のための

いろいろなものに１億円かけたらものすごい効果が出ると思うのです。例えばパークゴルフで

もいいし、ゲートボールだっていいし、水泳だっていいし、こういうところに思い切って１億

円ぐらいかけるようなことをすると、そのほうが私はずっと効果があるような気がするのだけ

ど、どうなのでしょうか。私はそのほうが効果あると思います。先ほど１億円繰り入れて 80

何円とかと言うから。 

○委員長（ ） 辻生活福祉部長。 
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○生活福祉部長（辻 昌秀君） 冒頭、高齢化率、高齢者がこれだけふえるのだと、そういう

ご説明をしました。これは３年間サイドなのですけれども、一応国勢調査の人口何かも段々出

てきているので、５年先とか 10 年先とかそういう見通しもある程度機械的な計算では出てきま

す。そういう部分では、今 65 歳以上と一くくりなのですけど、実際はあと５年、10 年先にな

ると 65 歳から 74 歳よりも、75 歳以上のいわゆる後期高齢者という方が非常にふえてくると。

そういう面では介護保険サービスの重みというのは出てくると思うのですけれども。また、い

ろいろな町の行政サービスもやはり高齢化というのを、福祉だけではない、いろいろな住環境

の公営住宅とかそういうことを含めて取り組んでいかなくてはならないのかなと、そういうふ

うに考えています。現在、総合計画を検討する中でやはりこの高齢化というのを一つのいろい

ろな分野の課題ということで、それが直接、それでは、具体的な施設でどうするかというのは

ちょっと、それは具体的な実施計画になってしまうのですけれども、考え方としては、そうい

う高齢化というのは相当意識してやっていかなくてはならないというふうに考えています。そ

れで、ある財源をそれでは何に有効に使うかという、そういう優先順位とか選択肢、それは松

田委員おっしゃるように、効果的にやはり投入していくと。今ここで具体的に福祉と結びつけ

て何だという答弁はできませんけれども、考え方としてはそういう方向になるかと思います。 

○委員長（ ） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 先般、あそこのゲートボール、あれに議長杯というのがあって行った

のだけど、40 人来たうちの 30 人が苫小牧と室蘭の人でした。白老の人は 10 人です。だから、

ああいうのだって。白老の人 10 人しかいない。昔は 70 人も 80 人もいたそうだけど、結果的に

はやはりああいう施設から、やりたいと言ったってできないのです。１週間に１回とかしか。

やると言ったって満員なのです。いっぱいなのです、スケジュールが。だから、ああいうのだ

って、もう少しそういう高齢者に優先させるとか。例えば、ここで高齢者にかかわる福祉施策

とあるでしょう。これに道路の環境とかあります。これだって、今の道路環境知っていますか。

それこそ、この間、大渕委員も言っていたけど、歩いてみましたか、道路環境。まちの中。あ

れでは年寄り、腰折ったり、腕折ったりするのです。結局、腰折ったら次から寝たきりで結果

的には介護になってしまう。だから、そういうことに少し視点を変えるべきです、これからは。

そうやらないともっともっとふえていくわけだから。視点を変えて、そういうふうに少し金を

使っていかないと。私は、効果はものすごくあると思います、そちらのほうが。ましてや 85

歳まで元気でと言っているわけです。女の人は 90 歳まで寿命延びるのです。だから、やはりそ

ういうことに先ほども言ったけども、インフラ整備、水道、下水道とか、こういうところに金

かけて大体終わったのです。やはりこれからは年寄りにかけるしかないのです、高齢者に。高

齢者にかけるしかない。だから、そういうことをこれからやはり考えていくべきだと思います。

あと、何ぼ言ったからといって、書いたら忘れるし、正直言って。私も大分、これを居間に置

いて１週間ぐらいずっと見ました。だけど、何ぼ言ったってすぐ忘れてしまう、我々も。だけ

ど、大事なことは、今言ったように、高齢者にお金を少し、スポーツとか環境とか、そういう

ものにお金をかけていくべきだなと思うのです。それしかないです、元気で暮らしていくには。 
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○委員長（ ） 及川委員。 

○委員（及川 保君） これだけ大変な、この介護保険というのは、こうやって改めて聞くと

大変な事業だというふうに思うのですけれども。ただ、皆さん、各委員がおっしゃっているよ

うに、今後雪だるま式に、例えば団塊の世代が前期高齢者に入っていくわけです。もう入って

いるのかな。人口推計見ていても 65 歳以上、これだけでも 7,000 人くらいおるわけです。我々

もその中に入っているのだけれども。こういったときに介護保険というのは、もう今のシステ

ムでは立ち行かなくなるのではないかなと想像しているのです。今も大変なわけですから。だ

から、今松田委員もおっしゃったように、やはり予防だと思うのです。だって、元気なお年寄

りはいっぱいいるのです、実は。90 歳になっても介護の世話にならない、介護保険の世話にな

らないお年寄りもいっぱいいるわけです。そういった人たちのことを思うと、これはやはり元

気で、とにかく家で元気にしていくことが一番大事だということになれば、やはり予防なので

す。今言ったようにスポーツでもいい、何かやはり楽しみを。ぼけないで、正式な委員会でぼ

けないでとか言ったらまたあれなのだけれども、やはりぼけないで体を動かせて何とかでも一

人で生活できる、二人いれば一番いいのだけれども、二人で生活できる状況をつくっていく、

そこにやはり力を入れないと。何か後ろ向き、後ろ向きでとにかく大変になるなというだけの

仕組みを今一生懸命、参事含めて部長以下一生懸命頑張っているのだけれども、やはりそこに

目を向けるとなると、昔からうちで言われているような、議会の中でも議論されているような

３連携、やはりそこはなかなかうまくいかない、せっかく町立病院があっても機能が福祉と関

連づけられていかないということに、本当にみんなそうだと思うのだけれども、ジレンマを感

じるのです。だから、そこを何とか少しでも元気なお年寄りを、我々も含めてなっていく。参

事も部長もそろそろそういう状況になっていくわけだから、何とか現役のときにそういったま

ちづくりをしていけるようなシステムをつくっていきたいと思うのだけれども、一緒に考えて

頑張っていきましょう。大変な状況になるというのはもう目に見えているのだもの。その辺の

考え方をちょっとお聞きしておきます。 

○委員長（ ） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 介護予防という観点、または、高齢者の生きがいという部分

でいろいろな事業をやはり考えていかなければならないと、そういうご質問の趣旨かと思いま

す。戸田町長もやはり元気なお年寄りは外に出ていただいて、いろいろな活動をしていただい

て、そして、そうした中でやはり少しでも介護予防にもつながると、結果として、そういう考

え方を持っています。そういう面ではいろいろな組み立て、そういうことをしていかなくては

ならないのかなということで、とりあえず介護計画の関連では脳の教室とか健康体操とかそう

いうような部分、そういうようなものも入れていますけれども、それ以外の部分でも文化とか

スポーツとかいろいろな分野がありますので、そういう部分ではやはり、年齢的には一応 65

歳という区切りがあるとすれば、そういう方々が参画できるいろいろな行事とかそういうもの

はやはりやっていかなければならないとそういうふうに考えております。 

○委員長（ ） ほかの委員さん、ございませんか。 
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私のほうから１つ。今ほど、松田委員のほうからちょっとレクリエーションの話があったの

ですけれども、前にポロトのところで、たしかウォーキングした後、保健師さん方が血圧を測

ったり、何かそういう事業をやったような気がしたのですけれども、あのときはたしか 65 歳以

上の対象ではなくて、参加される方みんなだったような気がするのです。それで、私もここで

は 65 歳以上対象になっていますけれども、現実問題として、やはり 50 代ぐらいからそういう

ものに関心を持てるような環境づくりというのですか、そういうような事業としてそういうこ

とも必要なのではないかなと１つ思ったのと。 

２つ目に、65 歳以上の何の教室かわかりませんけど、森野の体験館で何かの教室をやったこ

とがあって、たしか高齢の方々が車も運転できないのにどうやって行ったらいいのだと聞かれ

たようなことがあったのです。あれは私の勘違いかどうかわかりませんけれども、現実問題と

して、やはり 65 歳くらいから高齢者ならいいのですけど、70 歳以上過ぎてしまうと本当に足

がなくなってしまう中で、いかにそういうところに通って元気に何かできるようなことという

のは、レクリエーションでも何でも結構なのですけれども、やはりそういうものというのは生

活環境課の中のグループだけで完結できる問題ではないと思うのです。やはりいろいろな、例

えば都市整備課とか産業経済課だとか病院だとか、すべての省庁の総合的なものがなければ、

これからはやっていけないのではないかと思うのです。先ほども言いましたけど、道路はどう

するのだとかという問題から始まって、やはりそういうようなことを考えていかないと、やは

りこの高齢化率でいったら、平成 26 年に 39％になるのです。つまり、４割の人が高齢です。

ということは、まち全体で取り組んでいかなくてはいけないのではないかなと。それぞれの課

とか部とかの壁を乗り越えてすべてで考えていかなくてはいけないのではないかなと思うので

すけど、その辺はどうなのでしょうか。町側としてそういう体制づくりができるのかどうなの

か。その辺お伺いしてみたいと思います。 

辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 先ほどちょっと具体的な例としてウォーキングの行事とかそ

ういう幾つかのお話がありました。１つの事例として取り組んでいるものをご紹介しますけれ

ども、高齢化対策というよりは健康づくりの事業として、萩の里のウォーキングとかそういう

ものは健康福祉課の健康づくりの事業として、ノルディックウォーキングとか民間のボランテ

ィアの方々、健康づくり推進員の方と連携して実はやっています。その中で先ほどご質問のあ

った、足の確保をどうするかという部分でも福祉バスを利用しながら、実際、萩の里出発だっ

たら、萩の里へ戻ってきてと。そういう送迎の足も組み合わせしてやっている、そういうよう

な事業もございます。そういう部分ではご質問ありましたように、本当に足の確保をどうする

のかと、こういう行事をやったときに。そういうことを含めていろいろな行事、これは健康福

祉課だけではなくて、いろいろな課で高齢者の方も参加する部分を持っていますので、そうい

う足の確保も含めてやはり考えていかなくてはならないかと、そういうふうには考えます。ち

ょっと私の所管以外の部分について具体的な例は答えられませんけれども、教育委員会とかそ

ういう部分でもやっておりますので。先ほど言った高齢化対策としては非常に視点としては大
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事な部分ですから、そういうような部分は違う部署でもやはりそういう視点の中で、いろいろ

な行事の組み立てをする際考えるようにというような話はしていきたと思います。 

○委員長（ ） ほかの委員さんはありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（ ） それでは、本日の建設厚生常任委員会協議会を終了いたします。  

（午前１１時４３分）  


