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         第３回 
         浦幌町老人福祉計画 
         浦幌町介護保険事業計画策定審議会【議 事 録】 
 

開催日：平成 30年１月 19日（金）    
時 間：午後１時 30分～午後２時 50分  
場 所：浦幌町保健福祉センター会議室  

 
【出席者】 
 委 員：上村委員(会長）、山岸委員(副会長）、金澤委員、永澤委員、加藤委員、堀川委員、坂下委

員、齊藤委員 
 事務局：保健福祉課 熊谷課長、廣富参事、河上主事、吉村主事補、志賀地域包括支援センター係

長、西垣社会福祉士 
     町 民 課 山本課長、寺澤保険医療係長、石原主事 
【欠席者】 
 委 員：山田委員、神谷委員 
 事務局：牧野社会福祉士 
 
 
【事務局】 

  本日は、公私共にお忙しい中ご出席を賜りまして、誠にありがとうございます。 

  審議会開催に先立ちまして、本日の委員の出席状況ですが、山田委員、神谷委員は都合がつか

ず、欠席の連絡がありました。 

  本日の審議会は、委員数 10名中、出席者８名の出席がありますので、本策定審議会設置条例第７

条第１項の規定に基づき、過半数以上の出席がありましたので、本会議が成立することをご報告申

し上げます。 

  なお、本日の事務局出席状況につきましては、保健福祉課長 熊谷、私、廣富、地域包括支援セ

ンター係長 志賀、主事 河上、主事補 吉村、社会福祉士 西垣、町民課からは課長 山本、保

健医療係長 寺澤、主事 石原が出席しております。 

  それでは、ただ今から第３回浦幌町老人福祉計画・浦幌町介護保険事業計画策定審議会を開催い
たします。 

 
１ 会長あいさつ 
【事務局】 
  では、お手元の策定審議会議案により進めさせていただきます。 
  会議次第１、会長からご挨拶を申し上げます。 
【会長】 
  皆さん、こんにちは。 
  本日は、新年を迎え大変お忙しい中、ご出席賜りまして誠にありがとうございます。 

  本日の議題につきましては、12月 21日に開催した第３回審議会において決定をいただきました、

本計画の基本的な考え方、及び介護保険サービス給付の見込みに基づきまして、「議題(１) 計画の

基本的な考え方と施策の推進について」の中で、「基本目標Ⅰ」から「基本目標Ⅳ」までの具体的な

施策の推進について、「議題(２) 介護保険の給付費と保険料について」では、介護保険料基準月額

の算定方法の説明と、保険料見込額について御審議願います。 

  次に、本計画の推進体制、計画書の構成、最後に今後のスケジュールをご説明いたします。 

  皆様のご意見をいただきながら進めてまいりたいと思います。 
  どうぞ、よろしくお願いいたします。 
 
２ 議題 
 (１) 計画の基本的な考え方と施策の推進について 
【会長】 

  それでは、会議次第の２、「議題(１) 計画の基本的な考え方と施策の推進について」を議題とい

たします。 
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  なお、説明は、それぞれの基本目標を一つずつ行い、委員の皆様に審議願いますので、よろしく

お願いいたします。 

  では、１ページ、「第１節 計画の基本理念と目標」から、「基本目標Ⅰ 社会参加と生きがいづ

くりの推進」についての５ページまでを、事務局から説明をお願いいたします。 

【事務局】 
  それでは、お手元の議案書、「議題(１) 計画の基本的な考え方と施策の推進について」、「第１節
計画の基本理念と目標」、そして「基本目標Ⅰ 社会参加と生きがいづくりの推進」についてご説明
申し上げます。 

 第１節 計画の基本理念と目標 
  １ 基本理念、２ 基本目標 
  これらにつきましては前審議会において決定したところであります。 
  ３ 施策の体系 
  基本理念に基づきまして「基本目標ⅠからⅣ」までを細分化した中での施策の内容についてこの
あとご審議願います。 

  「基本目標Ⅰ 社会参加と生きがいづくりの推進」につきましては３つ、社会活動の促進、生涯
学習等への支援、就労への支援。 

  「基本目標Ⅱ 高齢者が安心して暮らせるまちづくりの推進として、１から４、１、地域包括ケ

アシステムの構築、２、認知症予防と支援策の推進、３、権利擁護の推進、４、安心・安全に暮ら

せる生活環境の整備でございます。 

  「基本目標Ⅲ 介護予防と生活支援の充実」は３つ、１、介護予防・日常生活支援総合事業の推

進、２、高齢者在宅福祉支援サービスの充実、３、家族介護支援サービスの充実でございます。 

  「基本目標Ⅳ 介護サービス等の充実」につきましては７つ、１、居宅サービスの充実、２、地

域密着型サービスの充実、３、施設サービスの充実、４、介護保険サービスの利用の円滑化に向け

た取り組み、５、介護給付等の適正化、６、質の高い介護サービスの提供の推進、最後に７、介護

保険を補完する事業の推進といった構成になっております。 

 第２節 基本目標による施策の推進 
  基本目標Ⅰ 社会参加と生きがいづくりの推進 

  この基本目標につきましては、高齢者が生きがいを持ちながら、様々な機会を通じて支援し合う

ことができるよう、高齢者が主体的に活動、運動、地域貢献、就業等することが必要であり、高齢

者の社会参加の機会の充実に取り組みます。これにより、ボランティア活動を推進して地域住民が

ともに支え合う地域づくりを支援します。 

   １ 社会活動の促進 

    (１) 老人クラブ運営支援事業 

  老人クラブは、今年から市街地区で活動していた１団体が解散したことにより団体数が減少しま

したが、今後につきましては、未組織地区へ立ち上げの支援を実施します。 

    (２) 敬老会実施団体支援事業 

  こちらにつきましては記載のとおりでございます。 

    (３) 世代間交流事業の推進 

  公民館活動や学校教育事業として実施している、交流事業の活動、これにつきましては、厚内公
民館で開催されている「喫茶うさたん」、上浦幌中学校等で総合授業の中で実施しています、地域高
齢者との交流事業、給食事業等を実施しておりますので、これらについて更なる活動の活性化を図
ります。 

    (４) ボランティア団体の育成 

  これにつきましては、ボランティア活動を支援します。 

   ２ 生涯学習等への支援 

    (１) 高齢者学級開設事業 

  寿大学を促進します。 

    (２) 生涯スポーツの充実 

  体力や目的にあった生きがいづくりにつながるよう、スポーツの充実に努めます。また、高齢者
スポーツ大会について実施します。 

    (３) 高齢者等公共施設免除事業 
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  これにつきましても、継続して実施していきます。利用できる公共施設については記載のとおり
です。 

   ３ 就労への支援 

    (１) 高齢者就労センター事業 

  社会福祉協議会との連携により、登録者減少対策を行います。 

    (２) ハローワークとの連携支援 

  町内の求人情報について、閲覧できる体制を構築しております。また、広報誌や町ホームページ

を活用しお知らせしています。また、国が実施している、高齢者雇用対策の活用を支援します。 

    (３) 生活困窮者自立支援事業 

  連携体制を構築し、相談から解決に向けた就労支援相談等を行います。 
  以上が「基本目標Ⅰ 社会参加と生きがいづくりの推進」でございます。 
【会長】 
  ただいま、「第１節 計画の基本理念と目標」、そして、「基本目標Ⅰ 社会参加と生きがいづくり
の推進」について説明がありましたが、何がご質問ありませんか。 

【委員】 
  社会活動の促進ということで、(１)から(４)までありましたが、(１)と(２)はお金が出ています
ね、(３)と(４)はお金が出ないという理解でよろしいですか。 

【事務局】 
  (１)と(２)につきましては、目標数値等を表した中で金額を提示しておりますので、これにつき
ましては高齢者施策の中の予算として補助金、助成金を交付しております。(３)、(４)につきまし
ては、考え方を示したものでございます。生涯学習等につきましては教育委員会の事業としまし
て、そちらの予算を計上していますので、こちらの計画には記載しておりませんけれども予算につ
いては支出等ございます。 

【委員】 
  例えば、老人クラブの運営支援ですが、別に出すのを否定しているわけではないのですけれど
も、活動に対して支援しているということでしたが、具体的に老人クラブの補助金は何に使われて
いるのですか。 

【事務局】 
  まず、本年 29年度について申し上げます。まずもって、連合会 170万円につきましては、120万
円が「花いっぱい運動」といった形の委託事業としまして、各老人クラブが地域の花壇等の整備を
社会福祉協議会の方と協力していただいて実施しているところでございます。 

  老人クラブ数については、11団体、64万円、これにつきましては、各老人クラブに均等割の補助
金、また、会員数によりまして各老人クラブの運営に係る分の支援として助成金を交付しておりま
す。 

【委員】 
  「花いっぱい運動」のことなどを記載した方がわかりやすいのではないでしょうか。 
【事務局】 
  具体的な活動内容の記載について、との事ですが、事務局と社会福祉協議会で協議して検討させ
ていただきます。 

【委員】 
  実際、「花いっぱい運動」などを行っているのならそれについて記載した方がアピールになるので
はないかと思います。 

  また、(４)の講座や研修会の開催を検討するとありますが具体的に何をやりますという話ではな
いので、何かやりますと書けばよいのではないかと思います。 

【事務局】 
  これにつきましても、現在検討していますという言葉にさせていただいたことにつきましては、
ボランティアの団体等を所管としている社会福祉協議会と今後協議をしながら、どのようにボラン
ティア活動を促進するかを検討しながら開催に向けてやっていきたいと考えておりますので、今回
検討という言葉を選ばせていただいております。 

【委員】 
  この計画は、３年間の計画ですので、いずれどこかでやるのですよね。このまま３年間検討する
という計画になってしまうので、何か具体性があってやっていると書いた方が、３年間の計画とし
てアピールになるのではないかと思います。 

【事務局】 
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  アピールの部分では、委員のおっしゃるとおりですし、我々の方も思っております。ですが、こ
れはボランティア団体さんが例えば講習会や研修会等のボランティア活動で何か困っているかをじ
っくり話し合いながら、その困っている部分が活かされる様な研修内容等と考えておりますので、
現段階としては検討という文言で整理をさせていただきたいと思っています。 

【委員】 
  検討なら検討で良いのですが、検討し何かを行っていく等、前向きなことを書いた方が良いので
はないでしょうか。検討し実行に移す等。 

【事務局】 
  委員のご意見は後ほど事務局の方で検討させていただいた中で、文言等修正させていただきたい
と思います。 

【会長】 
  それでは、一度、次に移らせていただき、後ほどご意見を受け賜りたいと思います。 

  続きまして、「基本目標Ⅱ 高齢者が安心して暮らせるまちづくりの推進」について事務局より説

明お願いします。 

【事務局】 

  それでは、お手元の議案書６ページからご説明申し上げます。 

  基本目標Ⅱ 高齢者が安心して暮らせるまちづくりの推進 

  一人暮らしの高齢者、高齢者のみ世帯、認知症など様々な状態にある高齢者が住み慣れた地域で

暮らすために、関係機関や地域住民の協力による見守り支援体制の充実に取り組みます。 

  また、団塊の世代が 75歳以上となる 2025年に向けて、第７期計画中の取り組みを発展させ、地

域包括支援センターの機能強化を図り、在宅医療・介護連携の推進などを積極的に取り組み、地域

包括ケアシステムを推進します。 

  「１ 地域包括ケアシステムの構築」から７ページ、８ページの中段までにつきましては、第２
回策定審議会で検討いただいた内容でございます。 

   ２ 在宅医療・介護連携の推進 

  高齢者が、できる限り自宅等の住み慣れた場所で療養し、自分らしい生活を続けるために、退院

支援から日常の療養支援、病状の急変時の対応まで、様々な場面で在宅医療と介護がそれぞれの役

割を分担しつつ、連携して、安心して自宅で過ごすことができるよう、医療関係の専門職と介護支

援専門員や介護福祉士などの介護福祉の関係者との連携を強化します。 

  実施する事業につきましては、(１)～(８)の事業でございます。 

   ３ 生活支援体制整備事業の推進 

  この事業は、日常生活の支援及び介護予防に係る体制の整備その他のこれらを促進する事業であ

りまして、提供体制の構築に向けたコーディネート機能の担い手となります、生活支援コーディネ

ーター（地域支え合い推進員）を平成 29年度から浦幌町社会福祉協議会へ委託し１名配置したとこ

ろでございます。 

  次のページ、10ページの絵をご覧ください。浦幌町生活支援コーディネーター・協議体の配置・

構成イメージでございます。大きく楕円で囲ってある部分が第１層として、浦幌町全域をイメージ

としています。現在、赤い部分、第１層コーディネーターを浦幌町社会福祉協議会に１名、第１層

協議体とともに委託してございます。この協議体というものは、介護サービス事業所、町、包括支

援事業所、ボランティア、民間、地縁組織、ＮＰＯ、社協等、多職種の方々に集まってもらい、今

後の高齢者の生活支援に対する部分をコーディネーターが中心となって施策を進めるといった事業

となります。 

  また、今後におきましては青い部分、第２層コーディネーターそれから第３層コーディネーター

の配置を検討いたしますが、地区エリアについての考え方は、本町においては第２層としておりま

す、日常生活圏域、中学校区域等につきましては、ただいま厚内地区の第２層協議体、上浦幌地区

の第２層日常生活圏域でそれぞれの協議体で、地区それぞれの特色がありますので、そこで必要と

する生活支援サービスの構築を進める事業でございます。現在のところは、第１層に係るコーディ

ネーターを配置し活動していただいておりますけれども、今後につきましては、協議体を設置しま

して、さまざまな関係団体と協議を進めてまいりたいと考えております。 

   ４ 認知症予防と支援策の推進 
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  高齢化に伴いまして、認知症高齢者はさらに増加していくことが見込まれています。現在本町に

おいて、認知症と判定されている人数につきましては、約 280名、65歳以上７人に１人、75歳以上

で４人に１人が認知症の判定をされていることになります。 

  認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れたこの浦幌で、安心して暮らし続

けられるように、医療、介護サービス、見守りや日常生活の支援などが包括的に提供される体制を

つくってまいります。そのためには周囲や介護者の認知症に関する理解を促し、認知症予防や早期

対応に取り組み、介護サービスをはじめ地域の人や関係機関との連携を図るなど、認知症にやさし

いまちづくりに取り組みます。 

    (１) 認知症に対する知識の普及・啓発 

  地域全体で認知症高齢者を支えることができるよう、医療機関とも連携を図りながら、認知症に
対する理解を深めるための普及・啓発を推進します。 

     ① 認知症ケアパスの周知 

  認知症の人やその家族に対する支援を効果的に行うために、いつ、どこで、どのような医療・介

護サービスを受けることができるのか、認知症の人の状態に応じた適切なサービス提供の流れを示

す「認知症ケアパス」の周知・広報に努めます。 

     ② 認知症サポーターの養成 

  養成講座を開催し、理解促進を図ります。 

     ③ 認知症高齢者とその家族等の支援 

  地域包括支援センターに認知症地域支援推進員を配置し、相談体制の充実を図ります。 

    (２) 認知症総合支援事業 

  これにつきましては、平成 28年４月から実施しておりますが、認知症またはその恐れのある方や

ご家族に対し、医療機関への受診や介護保険サービスの利用など助言と支援を行ないます。 

  また、地域包括支援センターでの認知症相談、認知症予防の取り組みを充実させ、認知症地域支

援推進員の配置及び認知症初期集中支援チームの充実を図ります。 

  12ページの上の図をご覧ください。左下、認知症地域支援推進員の役割として、医療、介護等の

ネットワークの構築、それから、相談支援、支援体制の構築を行っております。左上囲ってある部

分でございますけれども、認知症初期集中支援チームの主な業務ですが、まず、大江病院にサポー

ト医それから、医療職、福祉職の計３名を委託しておりまして、本町の地域包括支援センターに配

置しました認知症の地域支援推進員とともに、平成 29年度におきましては、６名のケアを進めてい

るところであります。日常の初期集中支援の業務の流れとしましては、まずもって、訪問対象者、

認知症が疑われる方の把握に努め、その方の情報収集、観察、評価を行いまして、初回訪問をしま

して、この初回訪問につきましては、認知症の理解、専門医療機関の利用の説明、介護サービス、

本人関係の心理的サポートを行いまして、専門医を含めたチーム員会議を開催、初期集中支援の実

施を行いまして、本人への助言、身体を整えるケア、生活環境の改善等、その後引き続きモニタリ

ングを実施する事業でございます。 

    (３) 認知症予防の推進 

  これにつきましては、対象者の把握を行うとともに、相談先の周知を図り、早期治療へとつなげ

ます。介護予防教室や認知症予防教室を実施してまいります。 

    (４) 地域・施設との連携 

  これにつきましては、①、②に記載されているとおりでございます。 

    (５) 認知症カフェ・家族の会 

  介護サービス事業者の専門職、地域のボランティア団体などと連携し、推進していきます。 

    (６) 徘徊高齢者等ＳＯＳネットワーク事業 

  この事業につきましては、平成 28年 11月から実施している事業でございますが、万が一、高齢

者等の認知症の方が行方不明になったときに、早期に発見し保護することを目的としておりまし

て、認知症になってもできる限り住み慣れた地域で暮らし続けられるために、認知症の人やご家族

に対し支援を行ないます。 

    (７) 若年性認知症施策の推進 

  若年性認知症の方の相談支援等、総合的にサポートします。 
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   ５ 権利擁護の推進 

  高齢者の権利を守る体制づくりとして、地域で見守る体制を強化するとともに、成年後見制度の

周知徹底を図ります。 

    (１) 高齢者虐待防止対策の推進 

  これにつきましては、①～③でございます。 

    (２) 成年後見制度 

  記載のとおりでございます。 

    (３) 日常生活自立支援事業 

  自立した地域生活が送れるよう社会福祉協議会と連携し、普及啓発を図り相談体制の充実を進め

ます。 

   ６ 安心・安全に暮らせる生活環境の整備 

  これにつきましては、(１)～(５)でございます。(６)以降につきましては、生活環境の整備とし

ての施設基盤整備の目標となります。 

    (６) 養護老人ホーム 

  計上の１施設のみ 

    (７) 認知症高齢者グループホーム 

  ＮＰＯ法人が運営されている２施設、現状維持。 

    (８) 有料老人ホーム 

  同じく、ＮＰＯ法人が運営しています１施設。新たな施設整備は行わないといった計画にしてお

ります。 

    (９) 高齢者等住宅改修費助成事業 

  記載のとおりでございます。 

    (10) 福祉基盤整備の支援 

  介護サービスの提供事業所に対しての支援を継続してまいります。 

  「基本目標Ⅱ 高齢者が安心して暮らせるまちづくりの推進」の説明をさせていただきました。 

  以上です。 

【会長】 

  ただいま、「本目標Ⅱ 高齢者が安心して暮らせるまちづくりの推進」の説明がございましたが、

何かご意見ございませんか。 

  私の方から１点、15ページの(４)災害時における避難支援体制の充実につきまして、①災害時の

避難行動要支援者の把握の部分で、最後に安全確保につながる対策を検討するとなっていますが、

先ほど委員のおっしゃったとおり、これはすでに進めなければいけないことなのです。この３年間

で検討するのではなく、対策を推進しますということになるのではないかと思います。すでに自主

防災組織が浦幌町で何箇所かできているのですから、そのような面から言うとこれについては既に

一部進めていることですから、この３年間で早急に検討するのではなくて、推進しなくてはならな

いと思います。いつ地震が起きるのかわからないわけですし、最近防災について非常に町民に関心

があるのでそのような面で、検討する、検討するといった言葉を羅列させないほうがよいのではな

いかと思います。 

【事務局】 

  災害時における避難行動要支援者についての文言につきましては、会長、皆様方のご意見を賜り

まして、町の方で推進するといった形の文言に訂正させていただきます。 

【会長】 

  他にございませんか。 

【委員】 

  14ページの一番上、(２)成年後見制度についてですが、これについての養成講座を浦幌町では行

っていないのですか。これをやってほしいという要望が多く来ているわけですから、そのあたりは

是非、養成をするといった内容を記載するべきと考えますが。 

【事務局】 
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  成年後見制度につきましては、おっしゃるとおり、市民後見制度等、他町村でも講座等進めてお

りまして、本町においても普及啓発を進めていたところでございますが、やはり、保佐人や後見人

となられる方の人材育成につきましても今後進めていかなければならないと思っております。文言

につきましても再度見直をしまして、成年後見制度の普及啓発のみならず、担い手の育成等進めて

いくといった形で訂正させていただきます。 

【会長】 

  これは、30年度から対象者が増えてきていますので、成年後見人制度を利用して町から補助して

いくことになります。 

【委員】 

  30年度から初めて町として支援しているのですか。 

【会長】 

  町として補助するのは 30年度初めてになりますが、既に成年後見制度を利用している方は浦幌町

にいます。そのあたりはどうなのですか。 

【事務局】 

  計画の表を見られた中では、実績値を記載していることから０円となっておりますけれども、制

度上としましては、町長申立ての成年後見制度で後見人が選任され、所得基準がございますけれど

も、そういった方に対する助成金を交付する事業ですから、対象となる方がいらっしゃらなかった

ということでございます。そういった所得基準を設けた中での後見人に対する報酬等の助成をこち

らの制度上で実施しているということでございます。 

【委員】 

今までやった方が助成の対象にならなかったということですね。 

【事務局】 

  実績はありません。 

【会長】 

  よろしいですか、他にございませんか。 

《全委員承認》 

  なければ、次に「基本目標Ⅲ 介護予防と生活支援の充実」について議題にしたいと思います。 

【事務局】 

  基本目標Ⅲ 介護予防と生活支援の充実 

   １ 介護予防・日常生活支援総合事業の推進 

  本町におきましては平成 28年３月から事業を開始しております。事業内容につきましては、介護

予防・生活支援サービス事業、一般介護予防事業からなっておりまして、高齢者が要支援・要介護

状態になることを予防するとともに、要支援・要介護状態になった場合においても、住み慣れた地

域で自立した日常生活を送れるよう支援することを目的としています。 

  この総合事業の２つの目的としましては、図にしております。まず１つ、介護予防それから生活

支援になります。介護予防は、本人の自発的な参加意欲に基づき、継続性のある、効果的な介護予

防を実施していくこと、そして、生活支援は、地域における自立した日常生活を実施するために、

地域の多様な主体による多様な生活支援を地域の中で確保し介護専門職は身体介護を中心とした中

重度支援に重点化を進める。そこに重要となるのが、「通いの場」となります。通いの場は、総合事

業の主要な目的であります、介護予防に高い効果を示すだけではなくて、取組みの継続に伴いまし

て、参加者の生活の場となることにより、地域の互助を生み出す土壌を形成するという意味で生活

支援の多様化につながる存在となっています。通いの場は、総合事業のメインエンジンとして期待

されている取組みとなります。 

    (１) 介護予防・生活支援サービス事業 

  従来の介護予防訪問介護と介護予防通所介護について、介護予防・生活支援サービス事業の中で

実施しています。 

     ① 訪問型サービス 

  従来の訪問型介護事業で、浦幌町社会福祉協議会が実施している事業でございます。 

      イ 訪問型サービスＡ（緩和した基準によるサービス） 
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  本町では現在実施しておりませんけれども、指定事業所の人員・設備・運営基準を緩和し、ヘル

パーまたはボランティアが日常の掃除、洗濯及び家事等の生活支援サービスの提供を行う事業でご

ざいます。 

      ウ 訪問型サービスＢ（住民主体による支援） 

  有償ボランティア等が家事等の生活支援のサービスを提供する事業です。 

      エ 訪問型サービスＣ（短期集中予防サービス） 

  リハビリ職等、専門職が訪問支援を行いまして、概ね６ヶ月で自立に向けたケアを実施する事業

でございます。 

      オ 訪問型サービスＤ（移動支援） 

  移動支援や移送前後の生活支援について、送迎に係る経費の一部を支援する事業でございます。 

     ② 通所型サービス 

  機能訓練や集いの場などを提供するサービスでありまして、また住民主体の地域サロン等につい

て位置付けております。 

      ア 介護予防通所介護相当サービス 

  これにつきましては、現デイサービス事業になります。 

      イ 通所型サービスＡ（緩和した基準によるサービス） 

  指定基準の人員・設備・運営基準を緩和した中で、指定事業者が送迎を含む短時間の通所事業を

実施します。 

      ウ 通所型サービスＢ（住民主体による支援） 

  地域住民等の多様な主体が助け合い、ＮＰＯ法人等に対して支援を継続し、地区公民館等で定期

的に実施される通所活動や地域サロン活動の支援をしてまいります。これは、ＮＰＯ法人ひだまり

様で実施されている事業になります。 

      エ 通所型サービスＣ（短期集中予防サービス） 

  これにつきましては、概ね６ヶ月で通所等により身体機能、生活機能の向上の取組みを実施する

事業でございます。 

     ③ その他生活支援サービス 

  高齢者の栄養管理を行うとともに、配食の際に高齢者の安否確認を行い、見守り活動としても充

実していきます。 

     ④ 介護予防ケアマネジメント 

  利用者の状況をふまえた目標を設定し、利用者本人がそれを理解し、目標の達成に取り組んでい

けるよう、ケアプランを作成します。 

    (２) 一般介護予防事業 

  一般介護予防事業は住民運営の通いの場を充実させ地域づくりを推進するとともに、次のページ

20になります。要介護状態になっても生きがいや役割をもって生活できる地域の実現を目指すこと

を目的として、位置づけるものです。 

     ① 介護予防把握事業 

  閉じこもり等の何らかの支援を要する者を把握しまして、必要な情報がタイムリーに入るような

体制づくりを行ってまいります。 

     ② 介護予防普及啓発事業 

  運動教室や講座を開催する事業で、生活習慣病予防や介護予防、健康に関する正しい知識、転倒

予防等の知識、それから普及事業、健康運動指導士による普及活動を実施する事業でございます。 

     ③ 地域介護予防活動支援事業 

  地域における住民主体の通いの場を充実させるための支援になります。地域でボランティアリー

ダーとして活動できる人材育成、自発的な介護予防に資する活動の育成・支援を行います。 

     ④ 地域リハビリテーション活動支援事業 

  通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等のリハビリテーション

専門職等の関与を促進してまいります。 
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  表につきましては、まず、介護予防普及啓発事業、保健福祉センターで開催しております「いき

いき元気教室」、「地域まるごと元気アッププログラム」、それから地域介護予防活動支援事業として

介護予防ボランティアリーダーの人材育成「ゆる元体操」を実施いたします。地域リハビリテーシ

ョン活動支援事業につきましては、平成 31年頃から専門職の派遣等実施してまいります。 

   ２ 高齢者在宅福祉支援サービスの充実 

  これにつきましては、 

  (１) 軽度生活援助事業から、22ページ、23ページまでの町で実施しています、独自事業でござ

います。 

    (４) 生きがい活動支援通所事業 

  通所者が減少していることから、利用者の増加を目的に普及啓発を行い、平成 30年度において事

業の検証を行いながら、介護予防・日常生活支援総合事業への移行を含めた検討を行います。 

    (５) 通院等支援サービス事業 

  単独では公共交通機関の利用が困難であり、通院等で外出をしなければならない方々に対する移

送サービスでございます。 

    (６) 給食サービス事業 

  「ふれあい給食」、「いたわり給食」の２事業を実施しております。また、「悠ゆうクラブ」や「心

友愛会」など、各地域においてボランティアによる給食サービスが行なわれており、定期的に開催

しているこの活動に対し、引き続き支援するとともに、引きこもり対策や介護予防に資する有効な

集いの場を身近な会館などで開催することができるよう、生活支援コーディネーターと連携しなが

ら事業の拡大を目指します。 

    (７) 緊急通報装置貸与事業 

  現緊急通報装置の貸与事業に加え、一人暮らしの高齢者又は同居している家族がいても、仕事な

どで長時間一人になってしまう高齢者等で、認知症などにより徘徊し行方不明になる恐れのある世

帯に対して、来年度より熱感知式人感センサーを設置し見守ることにより、徘徊等による事故や行

方不明となることを未然に防止する事業を実施してまいります。 

    (８) 福祉有償運送事業 

  引き続き福祉有償運送がより一層安全で安心な輸送サービスが提供できるよう、福祉有償運送運

営協議会の充実を図りながら推進してまいります。 

   ３ 家族介護支援サービスの充実 

  在宅介護者の支援を重点的に、地域住民同士が支え合い、見守り合う地域社会の構築を目指して

まいります。 

  (１)、(２)につきましては、第１回策定審議会において説明している内容でございます。 

    (３) 在宅介護実態調査 

  介護離職をなくしていくために高齢者等の適切な在宅生活の継続と家族等介護者の就労継続の実

現に向けた介護サービスの在り方を検討することを目的に、要支援・要介護認定を受けて、在宅で

いる方を対象として調査を実施いたします。 

  以上、「基本目標Ⅲ 介護予防と生活支援の充実」につきまして説明を終わります。 

【会長】 

  ただいま、「基本目標Ⅲ 介護予防と生活支援の充実」について説明がありましたが、何かご質問

等ございませんか。 

【委員】 

  介護予防という概念は、色々な人の捉え方がありますし、厚生労働省等が示す事業制度の仕組み

に基づいて、全国横並びで浦幌町もこのような取組みという理解はしていますが、最初の目的にも

書いてあるとおり、高齢者が要支援・要介護状態になることを予防するということですけれども、

要支援・要介護状態に陥らないようにやっている色々なサービス、家事支援等がありますが、それ

が要支援・要介護状態に陥らない因果関係はあるのかといつも思っています。これは浦幌町だけの

問題ではありませんが、そのような概念とサービスの提供について今後どうするのでしょうか。実

際、要支援・要介護状態にならない、長く認定を受けていない実例、効果はあるのでしょうか。 

【事務局】 
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  事例等につきましては、私たちの方ではまだ検証しきれていない状態でありますし、例えばサー

ビスを使った分と使わなかった分でどのような効果が現れるのかを比較するのは難しい状況であり

ます。ただ、言えるのが、やれることをやり過ぎない支援がすごく大事だと思っています。やは

り、少し手伝ってほしいから、なんでも入ってしまうとそこから良い効果ではなく、悪い効果にな

ることがあると思いますので、そこはやはり気をつけて私たちもやっていかなければいけないと思

っております。 

  また、教室活動、「いきいき元気教室」や「地域まるごと元気アッププログラムで」考えますとや

はりリピーターの方が多いのでその方々は、家に閉じこもることなくこのような活動をすることで

今は介護状態に陥っていないといった効果につながっていますし、「地域まるごと元気アッププログ

ラム」はまだ始めたばかりなのですが、例えば、今まで個別の訪問リハビリを受けていた方が良く

なったので「地域まるごと元気アッププログラム」、「まる元」という教室なのですけれども、そち

らの方に向いていった、そうすると個別の訪問リハビリはやめて、介護サービスはいったん終了し

て、介護予防事業に参加することでその方は少し閉じこもりがちでしたが、そこから続けて教室に

つながっている、そして、今まではご家族の送迎が必要だった方はお家が近くなので時々自分で歩

いて帰ることができるようになった、教室のスタッフに対してバレンタインデーの時期に自分で買

物に行き、気持ちを見せた等、小さな効果ではあるのですが介護保険サービスを使わずに介護予防

事業に向けていった、そこから私たちは卒業ということを考え、自力で介護予防ができるようにつ

なげていきたいと思っています。ですが、やはり、数の問題等によりやった、やらない、の比較は

できませんが小さな効果の部分で私たちは効果があると思っています。 

【委員】 

  そういったことがあるのですね。そのような部分も記載した方がよいと思います。具体的にどの

ような効果があるのか等が書かれると、介護支援をやるとこのようなことに有効なのだなとわかる

と思います。掃除や家事の支援によって要介護に陥らない理由がわかりませんでした。事務局の言

われたような具体的な例を書いたら良いと思います。また、効果の検証をする仕組みをつくる必要

があるのではないかと個人的には思います。 

【会長】 

  介護予防は難しいものですよね。 

【委員】 

  なので、介護支援に対してのイメージはたくさんあると思います。具体的に介護予防の策になっ

ていくのか、どのように評価されるのか等がどこにも見えてこないので少しずつ見えたらいいのか

なと思います。 

【事務局】 

  介護予防についての検証、効果の把握は難しいことだと思います。その中で介護予防を行ってい

く中で浦幌町の住民の方々が浦幌町はいくつ歳を取っても住みやすい町だと言ってくれるのが１つ

の検証だと思いますので、その目標に向かって努力していきたいと思います。 

【委員】 

  今なら介護度３だった人が介護度１になったということがあれば嘘だと言われてしまいますが、

浦幌町の人たちが自分のやりたいことをやりながら長く生きていけること、介護度３の人が介護度

４にすぐにならない、そのまま維持された等、そのような評価の策を設けたほうが良いのではない

かと思いますので、浦幌町の取組みについて質問しました。 

【会長】 

  よろしいですか。 

  この計画が終わりましたら 25ページにございました在宅介護実態調査ということで地域包括ケア

システムの構築に向けて介護予防も含めて実態調査をしていただければありがたいと思っていま

す。 

他に何かございませんか。 

《全委員承認》 

  それでは、続きまして「基本目標Ⅳ 介護サービス等の充実」について議題とさせていただきま

す。説明お願いします。 
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【事務局】 

  基本目標Ⅳ 介護サービス等の充実 

  お手元の議案書、26ページ、「基本目標Ⅳ」でございます。介護サービス等の充実につきましてご

説明申し上げます。これにつきましては、第２回策定審議会で検討していただきました内容の構成

等を変えてのご提示となります。介護サービスにつきましては様々なサービスがたくさんあります

ので、居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービスがありますので、この四角の中の部分で

提示したところでございます。 

   １ 居宅サービスの充実 

  27ページ、１から 32ページにつきましては、介護サービスの提供見込みとして前回お示ししまし

たが、赤くなっている部分の人数につきましては、国の制度上の変更等がありまして前回のシステ

ムの推計上の数字から変わった部分でございますので、赤字については前回と違うということでご

説明申し上げます。27ページから 32ページまでは、赤い部分以外は決定いただいたものになりま

す。 

   ２ 地域密着型サービスの充実 

  32ページの２、地域密着型サービスの充実につきましても前回決定をいただいた内容です。 

   ３ 施設サービスの充実 

  次に 34ページ３、施設サービスの充実これにつきましても同じく決定いただいた内容でございま

す 

   ４ 介護保険サービスの利用の円滑化に向けた取組み 

  次に 35ページ「４ 介護保険サービスの利用の円滑化に向けた取組み」も、低所得者の負担軽減

等について決定いただいた内容でございます。 

   ５ 介護給付等の適正化 
  36ページ下の「介護給付等の適正化」でございます。 

    (１) 介護給付等費用適正化計画 

  37ページ「(１) 介護給付等費用適正化計画」は、介護保険制度への信頼を高めるために、ま
た、持続可能な制度構築を図るため、介護給付等の適正化を実施します。 

     ② 個別の事業における現状と課題 

      ア～オ 

  アからオとなっていますけれども、要介護認定の適正化、ケアプランの点検、住宅改修、福祉用

具購入・貸与に関する調査、医療情報との突合、縦覧点検、介護給付費通知でございます。 

   ６ 質の高い介護サービスの提供の推進 

  次のページ、38ページ、質の高い介護サービスの提供の推進でございます。 

    (１) 地域包括支援センターの運営 

  ネットワーク構築実態把握、初期相談対応や、継続的・専門的に権利擁護の観点から対応が必要

な方への支援を行う事業です。 

    (２) 相談体制・ケアマネジメントの充実 

  これにつきましては、記載のとおりでございます。 

    (３) 情報提供の充実 

  これにつきましても、記載のとおりでございます。 

    (４)～(７) 

  これらにつきまして、質の高い介護サービスの提供の推進となっております。 

   ７ 介護保険を補完する事業の推進 

  39ページ７、介護保険を補完する事業の推進でございます。 

    (１) 障がい者ホームヘルプサービス利用者に対する支援 

  次のページ、40ページの内容になります。第７期につきましては、対象となる１名の方が本年度

までいらっしゃいましたが対象者が居なくなります。 

    (２) 社会福祉法人による生計困難者に対する利用者負担支援 

  記載のとおり。 

    (３) 託老的居宅介護サービス事業 
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  これは、本町独自事業なのですけれども、記載のとおりです。 
  以上で、「基本目標Ⅳ」の説明にさせていただきます。 
【会長】 

  ただいま、「基本目標Ⅳ 介護サービス等の充実」ということで、以前の協議会で示していただい

た内容ですが今回、平成 30、31、32年の見込みで赤くなっている部分が変更となりまして、そのほ

かの部分は前回決定したものになりますが、何かご質問等ございませんか。 

《全委員承認》 

  よろしいですか、それでは「基本目標ⅠからⅣ」をあわせて何がございませんか。 

《全委員承認》 

 
 (２) 介護保険の給付費と保険料について 
【会長】 
  それでは、次の「議題２ 介護保険の給付費と保険料について」に移りたいと思います。それで
はよろしくお願いします。 

【事務局】 
  それでは、「議題(２) 介護保険の給付費と保険料について」ご説明申し上げます。 

 第１節 介護保険の保険料算定と費用負担 

  １ 介護保険料の算定の流れ 

  ２ページ、「介護保険料の算定の流れ」をお伝えしたいと思います。 

   ① 被保険者数の推計 

  被保険者数の推計については前回説明した将来人口の推計を行っております。 

   ② 要支援・要介護認定者数 

  これにつきましても、決定させていただいた推計を見込んでおります。 

   ③ 施設・居住系サービスの見込量 

  先ほどの介護サービス等の充実からの給付費見込額を算出します。 

   ④ 在宅サービス等の見込量 

  これにつきましても、先ほど決定をいただいた内容の介護サービス等の充実から給付費見込額を

算出します。 

   ⑤ 地域支援事業に必要な費用 

  記載の事業、総合事業、地域包括支援センターの運営・任意事業、社会保障充実分の在宅医療・

介護連携推進事業、生活支援体制整備事業、認知症総合支援事業、地域ケア会議等の事業費を積み

上げるものでございます。 

   ⑥ 第１号被保険者保険料の基準月額の算出 

  そして、介護保険事業としてかかる費用すべてを網羅しました中で一番下、「⑥ 第１号被保険者

の保険料の基準月額」を算出することになります。 

  ２ 介護保険制度の費用負担構造 

  次のページ３、まずもって「介護保険制度の費用負担構造」についてご説明申し上げます。 

  介護保険の財政の財源は、65歳以上の第１号保険料、40歳～64歳の第２号保険料、国、北海道、

町の負担金によって構成されています。 

  介護保険サービスを利用しましたら、全体の費用の１割または、所得に応じ２割・３割の方もい

らっしゃいますけれども、自己負担から残った分を保険者である町が介護サービス事業者に対して

支払います。 

  町が支払う費用を介護給付費と申しますけれども、この財源は、半分を国、道、町の公費になり

ます。残りの半分を被保険者が納める介護保険料で負担しています。 

  下の円グラフをご覧願います。まずもって上の円グラフ、介護保険の財源構成でございますけれ

ども、居宅、地域密着型サービス、施設サービスがこちらの円グラフの負担割合、財源の構成にな

ります。居宅、地域密着型サービスは、国が 25％、北海道と浦幌町が 12.5％で計 50％、残りの

50％が保険料でまかなわれています。 

  また、下の地域支援事業が「基本目標Ⅲ 介護予防と生活支援の充実」の中であった訪問介護予

防事業、介護予防、通所介護予防サービスの事業費、それから一般介護予防事業これが元気教室、



 13 / 18  

まる元等の事業にかかる経費になる部分でございます。左側の円グラフは同じく半分が 50％で内訳

は国が 25、北海道、浦幌町が 12.5％で計 50％、保険料につきましては、１号が 23％、２号が 27％

となっています。 

  また、右側の円グラフ包括的支援事業・任意事業と記載しているものにつきましては、内訳は包

括支援センターの運営費、家族介護支援のサービス、成年後見制度の助成、認知症総合支援事業、

在宅医療・介護連携推進事業、生活支援体制整備事業等にかかる事業費になりましてこれは、公費

負担が 77％、国は 38.5％、北海道が 19.25、浦幌町も同じ率で計 77％を負担しています。残り 23％

を 65歳以上の１号保険料でまかなっております。 

 第２節 介護保険事業の給付費等見込み 

  次のページ４ページからは、「第２節 介護保険事業の給付費等見込み」についてお示しいたしま

す。 

  介護保険事業を運営するために必要となる費用は、介護給付費、介護予防給付費、地域支援事業

にかかる費用などから構成されます。かつ、サービス量の見込みにつきましては先ほどまで審議し

決定いただきました見込み量に基づき、給付費がいくらかかるのかといったところを算出いたしま

す。 

  １ 介護サービス給付費見込額 

   (１) 居宅サービス（要介護１～５） 

  この費用は、計画期間中延べると、ということで人数を計上いたしましたので、３年間で５億

5,672万８千円。 

   (２) 介護予防サービス（要支援１・２） 

  各サービスの合計、３年間で 2,569万９千円。 

   (３) 地域密着型サービス 

  ３年間合計で３億 5,618万４千円でございます。 

   (４) 施設サービス 

  ３年間合計で７億 317万３千円。 

   (５) 総給付費見込額 

  これをすべて足しますと、「(５) 総給付費見込額」ですけれども、３年間で 16億 4,178万４千

円といった給付費用が必要となります。 

  ２ 標準給付費見込額 

  ７ページ、「２ 標準給付費見込額」でございますけれども、これは先ほどの総給付費に特定入所

者介護サービス費等の給付額、高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費、国保連に支払

います審査支払手数料等を見込んだ中の合計額 18億 1,537万 2,184円になります。 

  ３ 地域支援事業費見込額 

  地域支援事業でございますけれども、総合事業等にかかる事業費の見込額、３年間で１億 4,184

万８千円でございます。 

 第３節 第１号被保険者保険料の算出 

  次のページ、８ページ、「第３節 第１号被保険者保険料の算出」になります。 

  １ 介護保険料の算出 

   (１)～(２) 

  (２)に記載のとおり、平成 30年度介護報酬改定は、介護職員の処遇改善や認知症対応に考慮しま

して、全体的に 0.54％の引き上げとなります。これにつきましては、認定者数の増加傾向等を踏ま

えたうえで、３年間の合計で本町における介護保険計画につきましては 19億 5,722万 184円と見込

まれています。これは、先ほどの標準給付費見込額、地域支援事業費の見込額を合計した金額にな

ります。これが総額です。この 20億弱に対しまして、保険料の算出をこれから行います。 

   (３) 第１号被保険者の所得段階区分 

  本町では、低所得者に対する保険料の軽減を図ることを目的に、所得段階を９段階に分けて保険

料を徴収しております。段階につきましては９段階、率につきましては月額基準額に対する率を１
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段階では０．５、９段階になりますと１．７という形になります。この所得区分によって階層ごと

に保険料を徴収するといった制度になっています。 

  ９ページ、緑の表でございますけれども、この所得段階別に第１号被保険者数と加入者数を推計

した人数になります。第１号被保険者数につきましては、３年間で 5,825人、各年度の人数は記載

のとおりです。この人数に対して、所得段階の加入割合を推計し、この率をかけまして下の所得段

階別被保険者数を算出したところでございます。３年間で第１段階から第９段階の人数は記載のと

おりでございます。この人数の方々が第１号被保険者の保険料を支払う人数となっております。 

   (４) 保険料基準月額の算出 

  次のページ、10ページ、「(４) 保険料基準月額の算出」でございますが、先ほどの 19億 5,722

万 184円これが介護保険事業にかかる総額でございます。この総額に対しまして、第１号被保険者

の負担割合 23％をこの金額にかけますと、４億 5,016万円になります。この金額を先ほどの人数で

割るといった計算になります。先に下の表を説明いたしますが、介護保険料基準額の主要としてこ

の表に記載のとおり第６期、現在の月額基準保険料は 5,550円、第７期事業計画につきましては現

段階で 5,400円として 150円の減額を見込んでおります。また、この要因となるものが下の準備基

金の影響額の部分に 156円、626円、差額 470円と計上してございますけれども、平成 27年からの

３年間、第６期事業計画におきまして基金から取り崩して介護保険料にかかる部分の貯金をおろし

て保険料に充当するという考え方でございまして、第６期計画では１千万円ありましたので、それ

を取り崩して投じることによって保険料が月額から 156円引かれ安くなる構造になっています。 

  介護保険料基準月額は、今後、国が示す介護報酬の改定等により、変更となる場合がありますが

第７期事業計画におきましては、現在のところ 5,200万円の基金残高を見込んでおりまして、この

うち４千万円を充当し繰り入れることによって、お一人の介護保険料月額 626円を減じた 5,400円

という考え方を現在しているところでございます。最終的に確定する基準月額の算定部分につきま

しては、第４回、次回の本審議会におきまして第６期と第７期の保険料の変更状況、各給付費の変

更状況等を審議会にご提示いたしまして、詳細について説明いたしますので、本日はこの基本的な

考え方として、第６期に積みました基金から充当して、次期７期の介護保険料基準月額を 150円減

とする「5,400円」程度となる見込みで進めて参ります。 

  なお、介護保険料基準月額は、今後、国が示す介護報酬の改定等により、変更となる場合があり
ますので、先に申し上げておきます。 

  以上です。 
【会長】 
  ただいま、介護保険料、介護給付費について説明がございましたけれども、何かございません
か。 

  事務局、介護報酬の改定のわかる時期は２月上旬でわかりますか。 
【事務局】 
  現在のところ、２月の上旬ではなく、中旬または下旬という情報もございます。ただ、今の段階
ではっきりと申し上げることのできる情報はありませんので、決まった段階で決定させていただき
ます。 

【会長】 
  ただいま、説明のあったとおり、今まで保険料は 5,550円でしたが、基金があり、今後の給付見
込も横ばいという計算の中で 5,550円から 5,400円に第１号被保険者の基準月額に設定すると示さ
れています。多少動く場合はございますけれども、5,400円といった計算でした。 

  帯広市では、介護保険料が伸びると聞いていたのですが、本町は基金があって下がるのはわかり
ますが、相対的に介護給付というのは浦幌町ではそれほど伸びないのかなと思っていますが、それ
こそ、さきほど介護保険の説明をされている中では、それほど今の事業で伸びていかないのかな
と、この３年間で地域密着型ができ、託老も増設されて、総合支援事業で何か新しいことがあれば
この給付も伸びていくわけですが、今のところはそのようなこともないようですから、5,400円で落
ち着くのかなと思います。 

  皆様からありませんか。 
【委員】 
  相対的に人口減少が進んでくるので、サービスを受ける人も減るので全体的に費用は落ちるかな
と思います。ですが、負担者がもっと減るのではないかと思うので、そのあたりの見通しとして
5,400円で良いと思います。ポイントはそこの部分だと思います。 
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【事務局】 
  ただいまのご質問ですが、介護保険の財源構成の部分でお示ししました円グラフを見ていただき
たいのですが、第６期につきましては、第１号被保険者が 65歳以上の人口が 22％です。第２号被保
険者、40歳から 64歳の方が 28％ということで全国的な人口比率で円グラフの中の 50％を計上する
ということになります。ですので、先ほど委員のおっしゃった内容の中で納める２号の方が減ると
なりますと第１号被保険料の負担割合率が上がっていくというのが、この介護保険の財源構成にな
りますので、今後 2025年以降、団塊の世代が高齢者になっていく年以降は、少しずつ減るだろうと
いった推計に全国的になっておりますけれども、本町においては 32年度位が高齢者の人口ピークで
その後は第１回本審議会においてパワーポイントでお示ししたとおり、だんだん本町の高齢者人口
も減ってくるという構造になっておりますので、今後 10年先等どのような形になるのかは不明であ
りますけれども、そのような構造になっているということにつきまして説明させていただきます。 

【会長】 
  これについて、よろしいですか。 

《全委員承認》 

 (３) 計画の推進体制について 

  それでは、次に「計画の推進体制」から、最後の「計画のスケジュールについて」まで、まとめ

て事務局より説明お願いします。 

【事務局】 

  それでは、「議題(３) 計画の推進体制」から「議題(５) 計画策定のスケジュール」まで説明さ

せていただきます。 

 第１節 計画の推進体制 

  ２ページ、「計画の推進体制」です。 

  まずもって、この計画は、基本理念にある「ともに支え みんなで創る いつまでも暮らせるま

ちづくり」の実現に向け、地域包括ケアシステムの深化・推進をしていくために、社会参加の促進

と生きがいづくり等、安心・安全な暮らしの介護予防と生活支援及び介護サービス等の充実など総

合的に取り組む方針を示すものでございます。本計画及び介護保険事業の円滑な推進に向け、体制

の整備をはじめとする推進基盤の充実を図ります。 

  １ 相談体制・情報提供の充実 

  高齢者や家族などが、様々な事柄について地域包括支援センターを地域の総合相談窓口として、

積極的に周知を図るとともに、相談機能の連携の強化を図ります。特に、介護保険制度は法の改正

によりこれは３年に１度改正がありますが、変更されることが多いことから、町民にわかりやすい

形で周知を図っていきます。 

  ２ 保健医療福祉の連携 

  地域に根ざした健康づくりや生きがいづくりの活動を促進するため、関係機関や団体などとの連

携を強化し、地域における主体的で継続的な保健・福祉活動の展開を促進します。 

  ３ 庁内連携の充実 

  高齢者の保健・福祉事業を所管する保健福祉課においては、今後とも、高齢者福祉サービスの充

実を図るため連携体制をより強化します。 

  また、保健・福祉だけでなく、高齢者の生涯学習活動事業を実施している教育委員会などをはじ

め、雇用・就業機会の確保、住宅や都市基盤の整備、災害時における対策・支援等を、高齢者施策

に直接関連しないと思われる関係課であっても、必要に応じてその連携の強化に努めます。 

 第２節 計画の進捗管理 

  計画の進行状況を把握し進行を管理することが重要でありますので、「第１節」に掲げます、推進

体制のもと、高齢者保健福祉･介護保険の各事業における毎年の実行状況を整理し、計画の進行状況

の点検や評価を行います。 

 第３節 計画達成のための役割分担 

  次のページ「４ 計画達成のための役割分担」でございます。 

  町民や事業者、関係機関などが自助･共助の視点から、連携により計画を推進していくことが求め

られます。 

  １ 浦幌町の役割 
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  介護サービス事業者、保健･医療･福祉の関係機関等高齢者の福祉事業が町民にとって有効に機能

するよう運営していきます。 

  また、ボランティアの育成町民等の多様な主体的が活動するための支援、地域包括支援センター

が中心となって地域におけるネットワークづくりの支援に取り組んでいきます。 

  ２ 町民・地域の役割 

  自分の健康は自分で守るという健康意識のさらなる高揚や、自立意識の再確認、介護保険サービ

スの適正な利用等、町民一人ひとりの取組が期待されます。 

  また、認知症や高齢者虐待を正しく理解し、見守り、支えることが期待されています。地域が主

体的に取り組む活動が活発に展開されるよう支援に努め、またより多くの町民がボランティア活動

に参加するよう支援を図ります。 

  ３ 事業者の役割 

  さらに、行政や地域、事業者･関係機関間の連携をいっそう強化し、高齢者の視点に立った効果的

な事業展開を進めていくことを役割としています。 

  「議題(３) 計画の推進体制について」終わります。 

 

 (４) 老人福祉計画・第７期介護保険事業計画の構成について 

  続きまして、「議題(４) 老人福祉計画・第７期介護保険事業計画の構成について」ご説明いたし

ます。この表は第６期計画が左側、第７期計画が真ん中、それから備考欄といった構成になってお

りまして、第６期計画の構成に対して、次期、第７期の計画の構成の違いについて表したもので

す。 

 第１章 計画策定にあたって 

  本計画策定に係る趣旨・目的・根拠・位置付け・期間・策定体制と点検体制について明確化し、

平成 29年度に改正された、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法

律について説明しています。 

 第２章 高齢者等を取り巻く状況 

  高齢者等の人口、世帯、要介護等認定者数の推移を示し、各サービス等について第６期計画で見

込んだ計画値と実績値を比較し検証を行い、第７期計画の見込量算定の基礎としています。 

 第３章 将来推計 

  次のページ、「第３章」、第７期計画期間である平成 30から 32年度と平成 37年度の人口・高齢化

率要支援・要介護認定者数を推計しています。 

 第４章 計画の基本的な考え方と施策の推進 

  本日決定させていただきました、本町の高齢者福祉施策における基本理念を基に４つの基本目標

を掲げ、それぞれの目標ごとに具体的な考え方と推進する施策を明文化しています。 

  また、第６期計画の実績を検証し第７期計画期間である平成 30から 32年度と平成 37年度の各サ

ービス利用者数を推計しています。 

 第５章 介護保険の給付費と保険料 

  介護保険の保険料算定手順と費用負担の構造を説明し、第４章で推計した各サービスの利用者数

を基に介護保険の給付費を計算しています。 

  また、介護保険料を負担する第１号被保険者の所得段階区分ごとに加入者数を推計し、保険料基

準月額を算出しています。 

 第６章 計画の推進体制 

  先ほど説明いたしました、本計画の基本理念にある目標を実現するために、推進体制の充実、進

捗管理及び役割分担を明文化しています。 

  最後のページ、資料につきましては、用語解説等をつける予定でございます。 

  以上で「議題 (４)」を終わります。 

 

 (５) 計画策定のスケジュールについて 
  本日１月 15日、第３回策定審議会を開催しているところですが、１月 22日、来週の月曜日から
パブリックコメントの実施、２月に入りまして２月 15日、パブリックコメントの終了、その終了
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後、第４回本策定審議会を開催し、パブリックコメントの結果、第１号被保険者の介護保険料の決
定について、本日の基本的な考え方を元に分析した結果、最終的な介護保険料をお示ししたいと考
えております。計画最終案の決定をいただきまして、本審議会として決定に基づき、町長に対して
答申を行います。この答申を元に、右側２月の下旬、浦幌町地域包括支援センター運営協議会を２
月 26日に、浦幌町介護保険運営協議会を同じく 26日に開催する予定でございます。そして、介護
保険運営協議会で決定されましたら、印刷製本等行い、町議会議員等に説明をし、町議会第１回定
例会におきまして介護保険条例一部改正等を行い、公表をするというようなスケジュールになって
おります。 

  以上でございます。 
【会長】 

  ただいま、「計画の推進体制について」、「議題(４) 老人福祉計画・第７期介護保険事業計画の構

成について」、そして「計画策定のスケジュールについて」説明がありましたが、何かご質問等ござ

いませんか。 

【委員】 
  復習で申し訳ないのですけれども、この計画は最終的に誰が責任を持ってやるのですか、役場で
すか。 

【事務局】 
  この計画の内容についてですか。 
【委員】 
  全体の計画の推進についてです。 
【事務局】 
  「議案 (３)」４ページ、町の役割といったところで本計画は、行政が中心となって進めていき
ますけれども、町民や事業者、関係機関等、自助・共助の観点からといった文言が記載されており
ますので、基本的には町が介護保険者として事業を実施してまいりますけれども、これは町がや
る、行政がやるという部分だけではできない事業でありますので、様々な機関や町民の方々、皆様
方の意見を聞きながら、みんなで一緒にやっていくというのが介護保険事業計画だと私は考えてお
ります。 

【委員】 
  事務局が言うのは筋が通った話だと思いますが、ここに役割分担が書いてありますけれども、そ
もそも、この計画というのは浦幌町の介護保険事業をやる上で、役割や何をやるのかを決めるとい
うのが謳い文句として出てくると思うのですが、ここで役割分担という言葉が出てきています。こ
こに書いてあることについては我々事業者としても、もっともなことだと思いますが、これが役割
だと町から言われるのは少し違うように思います。町が進めて、事業所や町民に期待するものなの
か、あなたも責任を持ってやりなさいと義務感を持たせるのか、そのあたりの感覚なのです。これ
で言うと、すごく義務感を負わせるようなニュアンスで読めます。 

【事務局】 
  確かに、役割分担という言葉に対して引っかかる部分はおっしゃる内容だと思います。本計画に
つきまして、初めて役割分担をイメージしたところであります。 

  まず、この役割分担について掲載しようという基本的な考え方は、本町の最上位計画である第３
期まちづくり計画におきまして行政、地域住民等の役割について明文化されている部分がありま
す。役割分担は、行政がこれをやりましょうということではなくて、町民と一緒に、行政は情報を
提供してみんなでやりましょうという考え方が基本でありますので、その部分について本計画に載
せるべきだと判断して、役割分担という言葉は別にしましても、こういった文言等を明文化させて
いただいたところですので、ご理解いただきたいと思います。 

【委員】 
  理解しにくいです。 
  先ほども言ったとおり、役割分担と書かれるとすごく義務付けられた印象を受けます。ここに書
いてあることはもっともだと思います。最近は、自助、共助といった言葉が出てきているのです
が、役割分担という言葉が良いと思えません。もう少し良い言葉がないのかなと思います。 

【会長】 
  分担という部分を外すことはできないのですか。 
【委員】 
  計画達成のためのそれぞれの役割といったものならわかります。 
【事務局】 
  ご意見いただきました「分担」、これにつきましては削除する方向で検討をさせていただきます。 
【会長】 
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  それでは、全体を通して何かご意見等ございませんか。なければ、その他に入りたいと思います
がよろしいですか。 

《全委員承認》 

３ その他 
  それでは、次回の策定審議会の日程関係について事務局より説明お願いします。 
【事務局】 
  それでは、先ほどスケジュールでご説明いたしましたが第４回本審議会の開催につきましては、
２月２３日金曜日、午後１時 30分から本会議室にて開催させていただきたいと思います。公私とも
にお忙しいとは思いますけれどもご出席賜りますようお願い申し上げます。 

  なお、来週月曜日 22日から本計画のパブリックコメントを実施いたしますけれども、このパブリ
ックコメントに係る部分につきまして委員皆様におかれましても同じ計画素案をお示しするために
後日郵送させていただきますのでご覧いただきたいと思います。また、今回説明しました議事およ
び後日送付する素案の中で確認事項等ありましたら事務局にご連絡いただきますようお願い申し上
げます。 

【会長】 

  それでは、審議会につきましては、パブリックコメントが終了したあとに開催し、その後、浦幌

町地域包括支援センター運営協議会、浦幌町介護保険運営協議会が開催される予定となっていま

す。 

  それでは、よろしいですか。 

《全委員承認》 

  では、議案がすべて終わりました。次回、２月 23日にございますのでよろしくお願いいたしま
す。今日はありがとうございました。 


