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         第４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２月 23日（金）    
時 間：午後１時 30分～午後２時 20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）、山田委員、金澤委員、永澤委員、加藤委員、堀川委員、坂下委員、齊藤

委員、神谷委員 
 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：山岸委員(副会長） 
 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、副会長は都合がつかず、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９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４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、お忙しい中、第４回ということで最後になりますが、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、１月 19日に開催しました第４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と施策の推進」及び第３回の段階での説明となりましたが「介護保険

の給付費と保険料の考え方」に基づきまして、「議題(１) 第３回策定審議会からの変更につい

て」、「議題(２) 介護保険の給付費と保険料」では、介護保険サービス見込量から算出した「給付

費見込額」、「地域支援事業見込額」について説明しまして、第１号被保険者が負担する介護保険料

を決定していただきます。 

  本審議会は、昨年 11月に町長より諮問された「浦幌町老人福祉計画・第７期介護保険事業計画の

策定、その他の実施に関し必要な調査審議を行い、町長に答申する」となっていますので、最後

に、本計画の策定について決定をいただき、町長に対しまして答申いたします。 

  今回は、本会議最後の開催となりますので、皆様の活発なご意見をいただきながら審議してまい

りたいと思います。 

  どうぞ、よろしくお願いいたします。 
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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） 第３回策定審議会からの変更について」を議題といたし

ます。事務局から説明をお願いします。 

【事務局】 
  それでは、「議題（１）」の説明の前に本日机の上に配布させていただきました。こちら、冊子
になります。これは、現時点の本計画の素案となっています。これにつきまして、全体の議案の審
議にあたりまして、本計画がなければ見えづらい部分もあると存じますので、本日、現時点での計
画書（素案）ということで配布させていただきました。参考までにご覧頂きたいと思います。 

  それでは、「議題（１） 第３回策定審議会からの変更について」をご説明申し上げます。 
  議案書１ページをめくっていただきまして、２ページ以降、３ページから 12ページにつきまして
は、平成 29年度の実績見込としてお示ししました。人数等につきまして変更のあった箇所を赤くさ
せていただきました。変更の理由につきましては、昨年 11月時点での今年度の見込みということで
ご提示させていただきましたので、最新の数字に変更させていただいた内容でございます。 

  それでは、12ページまで省略させていただきます。 

  13ページから「第４章 計画の基本的な考え方と施策の推進」、14ページになります。これにつ

きましては、第３回策定審議会におきまして御審議いただいた内容でございます。14ページの上

「基本目標Ⅰ 社会参加と生きがいづくりの推進」の中で「１ 社会活動の促進」の「(１) 老人

クラブ運営支援事業」につきまして説明させていただきましたが、第３回の審議会におきまして、

委員からのご意見を踏まえまして、この黄色の部分を削除し、下の赤い部分、高齢者の健康と生き

がい対策の中核を担う老人クラブ活動について、老人クラブ連合会が行う花いっぱい運動事業によ

る地域の花壇整備や、各単位クラブの活動に対して、会員の自立した自主活動への支援を目的に、

運営に係る補助金の交付を継続します。 

  また、平成 29年度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、未組織地区へ立ち上げの支援を実施します。といった形で改正をしております。 

  14ページ、中段から下「（４）ボランティア団体の育成」でございますが、こちらも第３回策定審
議会で委員からの意見でございます。ボランティア団体でございますが、「検討する」といった文言
でございましたが、経験に応じた講座や研修会等を開催し、多様なボランティアの人材育成に取り
組みます。という形に変更させていただいております。 

  15ページ「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」でございます。中段から
下「（２） 成年後見制度」でございます。これにつきましても、第３回、委員からご意見をいただ
きました「成年後見制度、市民後見人の育成等について明文化するべき」といったところでこの文
言を追加しまして訂正させていただいたところでございます。 

  次の 16ページ、中段から下「安心・安全に暮らせる生活環境の整備」の中の「災害時における避
難支援体制の充実」についてです。「① 災害時の避難行動要支援者の把握」の中で、これは喫緊の
課題といったところで、「検討する」を「体制整備の構築を目指します」に訂正させていただいてい
るところでございます。 

  17ページ「基本目標Ⅲ 介護予防と生活支援の充実」につきましては、介護予防・日常生活支援
総合事業の推進の中で通いの場ということを第３回で説明させていただいた内容を下の赤い部分を
追加として、通いの場の定義を追加させていただいたところでございます。 

  18ページからは、「基本目標Ⅳ 介護サービス等の充実」で第７期計画の見込値の変更と第６期の
計画見込が変わったところについて訂正させていただいております。第７期計画の見込値につきま
しては、赤くなっているところが変更点でございますけれども、先月の第３回審議会以降、国から
示されました介護報酬改定率 0.54％を上乗せし、それから消費税率の増率に係る見込額を入れた部
分など、法的な、また、報酬の改定等に伴いまして、第７期計画を第３回審議会以降、今回お示し
する形で変更させていただいたところでございます。この内容につきましては、18ページから 24ペ
ージまで変更内容の理由につきましては同じでございます。 

  25ページをお開き願いたいと思います。「第６章 計画の推進体制について」でございますけれど
も、まずもって、真ん中の「第３節 計画達成のための役割分担」の「分担」につきましては、委
員からのご意見から削除という形をとっております。 

  「第１節 計画の推進体制」でございますけれども、１～３省略、以降４、追加としまして「地
域包括支援センター運営協議会の充実」として、こちらを追加しております。また、「５」としまし
て、「北海道及び近隣市町との連携」について明文化したものを追加しております。 
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  26ページ「第２節 計画の進捗管理」の「適切な進行管理の実施」ということでＰＤＣＡサイク
ルにつきまして、内容を詳しく書き加えたことと、推進進行管理に当たっての具体的な部分、特に
国が策定しております、地域包括ケア「見える化システム」というシステムがございまして、これ
につきましては、毎月の月報、前年度の年報等の実績値が反映されておりまして、他市町村と浦幌
町の違いが見えるといった形のシステムとなっています。これを活用しまして定期的に関係各課に
おきまして、計画の進捗状況を把握しまして評価すると共に、認定率、受給率、それから一人当た
りの給付費等の分析を行うといった管理方法を明文化したところでございます。 

  26ページ下、追加でございます。「２ 介護保険運営協議会の充実」でございます。これにつきま
しては、明文化という形で追加させていただいております。 

  27ページも先ほどと同じ理由で「分担」を削除し、それぞれが適切な役割を担うといった形に文
言を修正させていただいたところです。 

  28ページ、パブリックコメントの実施についてご報告申し上げます。パブリックコメントにつき
ましては、期間、平成 30年１月 22日月曜日から平成 30年２月 15日までの期間実施をしたところ
です。予告につきましては、広報誌「うらほろ」１月号、12月 25日発行にて掲載いたしまして、ま
た、ホームページにて情報を提供し、紙媒体につきましては、役場１階町民課、保健福祉センタ
ー、上浦幌支所におきまして閲覧等できる体制で実施しています。意見等の提出のできる方は記載
のとおり、意見書の提出につきましては、持参または郵送となってございますが、閲覧者は居たも
のの、意見等につきましては０件といった形になりました。ご報告を申し上げます。 

  以上で説明を終わります。 
【会長】 
  ただいま、「議題（１） 第３回策定審議会からの変更について」また、実績見込みについても介
護保険の報酬関係が見えたということで、数字的な訂正がございました。また、最後にパブリック
コメントの実施については、この期間実施したけれども意見がなかったということでございまし
た。特に皆様に審議いただいた中で質疑があった点を事務局の方で今回変更して精査したという内
容ですが、何かご意見ありませんか。 

《質疑なし、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、「議題（２） 介護保険の給付費と保険料について」議題といたします。説明をお願い
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。構成として

は、「第１節 介護保険の保険料算定と費用負担」、「第２節 介護保険事業の給付費等見込み」、「第

３節 第１号被保険者保険料の算出」でございます。 

 第１節 介護保険の保険料算定と費用負担 

  １ 介護保険料の算定手順 

  ２ページになります。これにつきましては、前回お示しした手順でございますけれども、下の方

に２つ、点線で囲いました部分を追加してございます。介護保険事業に係る給付費見込み、地域支

援事業に係る必要な費用を算出した後に、第 1号被保険者が負担する割合、右側３ページに記載の

とおりでございます。それから、国から交付されます調整交付金交付割合、介護給付費準備基金の

活用をこの中で取り込み、⑤以降、予定保険料収納率と保険料段階の設定を追加で記載させていた

だいております。 

  ２ 介護保険制度の費用負担構造 

  ３ページ、これにつきましても前回説明させていただいておりますので追加となった部分、上段

の文章の中、下の３行「介護保険給付及び介護予防・日常生活支援総合事業の国負担割合のうち

５％分が調整交付金として交付されますが、所得水準が低く、後期高齢化率が高い市町村には５％

を超えて交付され、超えた分は第１号被保険者全体の負担分から軽減されます。」といった形を追加

させていただいております。これが、財政調整交付金と申しますが、この後に説明いたします。財

源につきましては復習になりますけれども、介護保険給付の財源構成としましては、半分が保険料

となっています。その保険料のうち第１号被保険者 65歳以上の負担する割合は 23％、第２号被保険

者 40歳から 64歳までが 27％、今期第６期と比較しまして 65歳以上の人口が増えたということで

22％から 23％の１ポイントアップ、その差し引いた分が第２号被保険料１％ダウンという形になり
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ます。下の地域支援事業の財源構成でございますが、介護予防・日常生活支援総合事業は介護給付

等の財源構成と同じ、包括的支援事業・任意事業につきましては第２号被保険者が充当されず、第

１号保険料と公費といった形の財源構成になっております。 

 第２節 介護保険事業の給付費等見込み 

  ４ページをご覧願います。「第２節 介護保険事業の給付費等見込み」でございます。給付費の算

定基礎となる平成 30年度以降の介護報酬改定は、先ほども若干申し上げましたが介護職員の処遇改

善や認知症対応に考慮し、全体的に 0.54％のプラス改定となりまして、この介護報酬の引き上げに

加え、認定者数の増加傾向等を踏まえた上で算出しています。 

  １ 介護サービス給付費見込額 

  給付費につきましては、前回の第３回から全てのサービス見込量が変更となりましたので給付費

についても変更となっております。 

   (１) 居宅サービス（要介護１～５） 

  「(１) 介護サービス給付費等の見込み」でございますけれども、この介護サービスにつきまし

ては、平成 32年度で約２億 13万円、３年間で約５億 6,583万円の費用を見込んでおります。 

   (２) 介護予防サービス（要支援１・２） 

  ５ページ「(２) 介護予防サービス」こちらにつきましては、要支援の方が対象になりますが、

平成 32年度で約 790万円、３年間で約 2,374万円の費用を見込みました。 

   (３) 地域密着型サービス 

  一番下「(３) 地域密着型サービス」につきましては、６ページに表がございますけれども、平

成 32年度では約１億 2,810万円、３年間で約３億 7,104万円の費用を見込みました。 

   (４) 施設サービス 

  ６ページ下「(４) 施設サービス」でございます。平成 32年度では約２億 4,346万円、３年間で

約７億 1,172万円の費用でございます。 

   (５) 総給付費見込額 

  ７ページ「(５) 総給付費見込額」でございます。今説明いたしました「居宅サービス」、「介護

予防サービス」、「地域密着型サービス」、「施設サービス」それぞれの給付見込費を合計してござい

ます。３年間の合計で第６期事業計画より１億 1,545万円、約 6.5％程度減少しまして、約 16億

7,232万円と見込みました。 

   (６) 総給付費の推移 

  この第６期、第７期の比較につきましては下の表になります、総給付費の推移でございます。こ

の下のグラフは平成 24年から平成 32年の見込みまで、過去の給付の実績と第７期の見込みをグラ

フにしたものでございます。平成 24年から平成 26年までは右肩上がりで増加していた総給付費で

すが、平成 26年度から平成 28年度の２ヵ年にかけまして 8.2％減少しました。これにつきまして

は、第２回でお示ししました介護給付費をサービスごとにグラフ化しておりますが、施設と居住系

につきましては、ほぼ横ばいの総給付費でございますが、在宅サービスが平成 26年度から平成 28

年度の間、約 8.2％減少したところでございます。平成 29年度には 3.3％増加する見込みでござい

まして、第７期計画期間においても同様に増加すると見込んでいます。 

  ２ 標準給付費見込額 

  次の８ページ、「２ 標準給付費見込額」でございます。 

   (１) 総給付費 

  総給付費の見込みにつきましてはご説明しましたが、平成 30年８月１日からこの総給付費に対し

まして第１号被保険者のうち一定以上の所得があり、自己負担割合が３割負担に変更となる方がお

りますので、財政影響額を控除しております。また消費税率等の見直しを行う等、平成 31年 10月

以降の介護報酬改定による影響額を見込んで計算をしています。 

   (２) 介護サービス給付費以外の費用 

  「(２) 介護サービス給付費以外の費用」につきましては、先ほどの部分でございます。この表

の標準給付見込額、これが先ほど説明いたしました内容、総給付費から一定以上の負担割合の方の

財政影響額を控除し、平成 31年 10月からの消費税率増加に伴った見込額を計上してございます。
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下の部分につきましては、介護サービス給付費以外の費用を見込んだ金額でございます。３年間で

合計 18億 6646万６千円といった標準給付費見込額となっております。 

  ３ 地域支援事業費見込額 

  次に「３ 地域支援事業費見込額」でございますけれども、９ページの表になります。平成 30年

から平成 32年の合計額が、１億 4,184万８千円で第６期に比べましてこの３年間で 7,835万円程度

増加することになります。総合事業につきましては平成 28年３月からスタートした部分での事業費

の増加、また平成 28年４月１日からスタートいたしました包括的支援事業費の計上、新しい事業の

事業費の増加に伴う増となります。 

 第３節 第１号被保険者保険料の算出 

  10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 給付費と保険料の関係 

  ２ 第１号被保険者の所得段階区分 

  「２ 第１号被保険者の所得段階区分」につきましては、被保険者及びその世帯の住民税課税状

況や所得に応じまして、９段階に設定されています。 

   (１) 第１号被保険者保険料の段階別保険料率 

  なお、第１段階の保険料率につきましては、低所得者対策により 0.5から 0.45に軽減されて減額

分は公費により負担されます。なお、法の改正等、現在検討されていますけれども、平成 31年度以

降の軽減率は今のところ未定となっています。表にありますとおり、保険料につきましては基準月

額を第５段階の真ん中になります。これがこの後お示しする介護保険料の基準額となりまして第１

段階から第９段階まで所得に応じて保険料率が変わる仕組みになっております。 

   (２) 所得段階別第１号被保険者数と加入者数の推計 

  「(２) 所得段階別第１号被保険者数と加入者数の推計」につきましては、所得段階別加入割合

及び加入者数を推計で人数を計算しています。なお、「(２)」の文章の中で「次のとおし」となって

おりますが、「次のとおり」に訂正お願いいたします。11ページ、推計でお示ししました第１号被保

険者数から現在の所得段階に加入している割合を出しています。下の方で、第１号被保険者数に加

入割合の率を掛けて、下の所得段階別被保険者数といったところに推計で人数を出しています。１

番下につきましては、所得段階別加入割合補正後被保険者数となっておりますけれども、これにつ

きましてはそれぞれの保険料率を掛けた人数に全体を１とすると何人いるかを換算しているところ

でございます。 

  ３ 保険料基準月額の算出 

  11ページ下、「３ 保険料基準月額の算出」は標準給付費見込額と地域支援事業費見込額、さらに

調整交付金見込額等を加えて保険料収納必要額を積算しまして、被保険者数から保険料基準月額を

算出します。介護保険会計は、介護給付費準備基金を設置し、各計画最終年に剰余金が発生した場

合、次期の保険料算定の際に繰り入れることで、第１号被保険者の保険料を低く設定することがで

きます。第６期である平成 27年から平成 29年の計画の中で算出した介護サービス見込量は、高齢

者数の伸びがあったものの、要介護等認定者数が減少したことが影響しまして、特に在宅サービス

利用者の実績が計画よりもかなり低かったというところは、第２章でお示ししていますけれども、

支出である介護報酬の総給付費が低く抑えられ、収入である介護保険料を納めていただいた部分の

中で剰余金が発生し基金に積むことができました。金額につきましては、第６期に取り崩すとした

1,000万円は使わずに、また第６期期間中の本年度末で 4,000万円積み立てることができるとしてい

ます。第７期計画期間中におきましてこの基金を活用し、本年度末の準備基金が 5,000万円となる

見込みの中で、この 5,000万円を保険料の原資として取り崩し、介護保険料の増加を抑制するべき

と考えております。 

  12ページの表、第１号被保険者保険料の算定になります。まず、標準給付費は先ほどまでの見込

額を載せています。地域支援事業も同じです。これらをＡ、ＢとしましてＡとＢを足したものがＣ

となります。第１号被保険者負担分相当額は先ほども申し上げましたが第１号被保険者の負担割合

は 23％になりますので、Ｃにこの 23％を掛けると３年間で４億 6,191万２千円になります。調整交

付金相当額、これが国の示す 25％のうち５％が交付されますので５％の額がＥ、そして調整交付金
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見込額と書いてあるのが５％を超える部分の金額になりまして、現在試算しますとこの交付割合が

５％を超え、平成 30年度には 8.77％、平成 31年度は 8.46％、平成 32年度は 8.24％が国から交付

される見込みといたしまして、この率をかけた金額が記載している金額でございます。そして、先

ほどご説明いたしました介護給付費準備基金取崩額の 5,000万円を投じますと、これを差し引いた

中で保険料収納必要額となりますが、Ｉ、これはＤの第１号被保険者負担分相当額 23％分と国から

交付される５％の調整交付金相当額を足しまして、そこから５％を超える調整交付金見込額、及び

Ｈの基金取崩額を差し引きますと、３年間で３億 4,482万５千円という金額が算出されます。この

金額が保険料で賄わなければならない金額となります。次に保険料の収納率がございますので、現

在の実績を基に 99％の収納率となりますと、この３億 4,482万円を 99％で除しまして、それから所

得段階加入割合補正後の被保険者数で割りますと、年間保険料基準額として６万 4,800円が必要に

なります。この６万 4,800円を 12ヶ月で割りますと、一人当たりの月額 5,400円という数字が算出

されます。 

  なお、下の内訳でございますけれども、月額 5,400円の各サービス等の費用に係る基準額の割合

でございますけれども、第６期計画の基準月額が 1番下にありますとおり 5,550円、第７期、ただ

いまお示ししました 5,400円でございますが、まずもって一番上の総給付費、在宅サービス、居住

系サービス、施設サービス、これらを割合で示しますと記載のとおりでございまして、６期と７期

を比較しますと在宅サービスは実績が下がりました部分を踏まえた中で１月当たり 25円の減、居住

系サービスにつきましては、介護サービスの報酬等の増がありましたので 21円の増、施設サービス

は横並びとなります。 

  また、介護サービス給付費以外、高額介護サービス費等は 628円と第６期よりも 190円というこ

とで所得による軽減措置の部分で増えたという形の計上になります。 

  また、地域支援事業につきましては、第６期に比べ 293円増加をしましたけれども、これも第６

期計画期間中の途中からスタートしました介護予防・日常生活支援総合事業また包括的支援事業の

新たな事業を始めたことによる増額となります。それから０円は省きまして、保険料収納必要額、

月額になりますが、これは基金を投じる前の額になります。第６期事業計画では 5,706円、第７期

につきましては 6,183円として介護報酬等、介護サービスの見込みといったものを踏まえますと第

６期よりも 477円増加するという計算になります。 

  そして、下から２行目、準備基金取崩額でございますけれども第６期につきましては１千万円を

取り込み、156円を 5,706円から差し引いた中で 5,550円を設定してございます。第７期につきまし

ては、5,000万円を投じることによって、6,183円から 783円軽減できることになります。そうしま

すと、6,183円から 783円を差し引きますと、月額の基準額が 5,400円ということになります。 

  ４ 所得段階別保険料一覧 

  13ページ「４ 所得段階別保険料一覧」でございますけれども、この基準月額の 5,400円を第１

段階から第９段階まで計算しますと、表の右側、７期の月額と年額になりますけれども、第１段階

では 2,700円、第６期に比べまして 70円の減、年額で申し上げますと 800円の減になります。真ん

中の５段階 1.0％の保険料率は 5,550円から 5,400円になりますので 150円の減、年額につきまして

は 1,800円の減となります。第９段階につきましては 1.7掛けの割合になりますので、月額につき

ましては 9,180円、年額で比べますと第６期と第７期の差額は 3,100円の減という形になります。 

  参考としまして 14ページに掲載しております、「十勝管内介護保険料基準額（月額）の推移につ

いて」でございます。帯広市から浦幌町まで 19市町村の第１期から第６期までの実績、それから第

７期計画の２月１日現在の金額を掲載しております。浦幌町第６期計画、平成 27年度から平成 29

年度までの３カ年につきましては 5,550円で、十勝管内では上から５番目となっております。第７

期、今現在としましては、他の 17市町村は第６期よりも第７期の保険料が上がるという推計が出て

います。下がるとしたのは、浦幌町と豊頃町の２町でございまして、下がり幅としては十勝管内で

トップになります。しかしながら、第６期では上から５番目の管内平均の 5,018円を超えた 5,550

円の保険料でございましたけれども、先ほども説明した基金を取り崩すことによりまして、管内平

均の 5,466円、本町は 5,400円となりますと、おおよそ管内平均の額となります。また、順位とし
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ては上から 13番目になります。こちらは参考ということで提示させていただきました。以上で説明

を終わります。 

【会長】 

  ただいま、事務局のほうから「介護保険の給付費と保険料について」説明がございましたが、何

かご意見ございませんか。 

  いずれにしましても、第６期の計画の中で給付が伸びなかったということも含めて、介護給付金

の準備基金が 5,000万円あるということで、その分が落ちるので、12ページにありますように 627

円下がるので、本来は、この基金がなければ 6,127円くらいの介護保険料になるのですが、その分

で介護保険料が減額、第６期から比べると 150円減ると、月額 5,400円という提示がございまし

た。 

【委員】 

  今回下げられるということは、町民にとって良い事だと思うのですが、この 5,000万円は３カ年

計画で取り崩さなければいけないのですか。６千円くらいが本来の保険料ですが、今回取り崩して

３年後空っぽの状態で保険料が６千円くらいになったときに町民の皆さんはどうしてこんなに上げ

るのという話になるのではないかと思いますが、いかがでしょう。 

【事務局】 

  委員のお話はごもっともでございまして、これにつきましては内部でも色々と議論させていただ

きました。おっしゃるとおり、第８期に向けてどうなるかといった部分は、我々介護保険を運営し

ている側としましては、慎重にならざるを得ないところではありますが、介護給付費を見込んだ中

で、来年度からの３年間、これにつきましてはこの見込量でいけるという判断をさせていただきま

した。100％使うとなりますと第８期につきましては基金が０となりますが、第６期でこの介護保険

の中で基金を積んだ 5,000万円、これにつきましては、この３年間でいただいた保険料、保険事業

ですので、やはりいただいた保険料は次期に還元する原資として使うべきだ、と判断いたしまし

た。ですからこの３年間で積むことができるとした部分は全て使った中で、介護保険料を極力抑制

するという判断をしたところでございますので、ご理解をいただきたいと思います。以上です。 

【会長】 

  この次の第８期に影響しないように 5,000万円ではなくて、3,000万円基金を崩して若干上げてお

いて、第８期でも若干上がるのであれば、一気に 1,000円も上がるようなことはなくて、今 200円

でも 300円でも上げておいて、450円でも上げておけば 2,000万円でも間違いなく残るだろう、第８

期には影響しないだろう、という考え方だと思いますが、標準給付費見込額を見ていると 32年度は

これほど伸びないのではないかと思いますが、これは数字上現れていますので、この数字で来ない

といけないと思いますし、そうすると第６期が取りすぎたのかということも言えるでしょうし、こ

れは非常に難しいところだと思います。おそらく、この７期でも足りなかったら逆にお金を借りな

ければいけないですし、この会計はあくまでも会計が赤字になれば道の基金を借りてやらなくては

いけなくなり、第８期には、その借金まで返さなければいけなくなり、莫大に増えることになりま

すが、ただいま説明した中身がございますので、６期で余ったものは第７期で基金として全部活用

した中で、やりたいということですのでよろしいですか。 

【委員】 

  そのあたりは検討されていると思いますが、実際厳しくなるかもしれないです。人口推移も極端

に減らす計画になっていませんし、お年寄りも増えるとは思いますが、介護施設が増えるわけでも

ないですし、金額的に算定される数字は、それほど変わらないのではないでしょうか。在宅の部分

がどれほど増えてくるかわからないですし、それほど変わらないのかなとは思います。ただし、

6,180円というのが裸で出てきているわけですし、5,000万全てを取り崩して 5,400円にしたわけ

で、なかった場合 6,180円になるわけです。 

【会長】 

  これは、３年間のスタンスで、それぞれ考えてもらったほうがいいと思います。やはり、早い段

階で基金を崩し、皆さんに還元したほうが良いと思います。ただ、総合事業については包括ケアシ

ステムが構築されると伸びてこなければいけないと思います。特にそちらのほうに力を入れていた
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だきたいと思います。また施設サービスにつきましては、これ以上建物が増えることもないです

し、横ばいだと思います。 

  他にありませんか。 

  それでは、皆様「議題(２)」までよろしいでしょうか。 

《全委員承認》 

 

 (３) 浦幌町老人福祉計画・第７期介護保険事業計画（案）策定に係る答申について 
【会長】 

  それでは、最後の議題でございますが「浦幌町老人福祉計画・第７期介護保険事業計画（案）策

定に係る答申について」に入りたいと思います。答申案について事務局より示しますので少々お待

ちください。 

《議題(３)を配布》 

  それでは、「議題(３) 浦幌町老人福祉計画・第７期介護保険事業計画（案）策定に係る答申につ

いて」でございますが、開会の挨拶の中で申し上げましたが、町長から本審議会へ諮問された「浦

幌町老人福祉計画・第７期介護保険事業計画の策定、その他の実施に関し必要な調査審議を行い、

町長に答申する」となっております。 

  これから、委員皆様と本計画の策定に関する決定と、答申書に付する事項について、お諮りいた

します。 

  まず、本計画の決定についてお諮りします。 

  本計画は、本町の高齢者が住み慣れたこの浦幌で、安心して暮らすことができるように、高齢者
に関する施策を総合的、かつ計画的に推進するとともに、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実
施と介護予防の推進を図ることを目的に、平成 30年度から平成 32年度までの３年間を一期とす
る、法定計画です。お手元にある、本計画書につきまして、本審議会として決定してよろしいかお
諮りします。 

  よろしいですか。 

《全委員承認による決定》 

 

  それでは、次に、答申書に付する事項について、お諮りします。 

  一点目は、高齢化が一段と進む本町において、「地域包括ケアシステム」の深化・推進を進めると

ともに、身近な地域会館などで、介護予防事業を積極的に展開し、高齢者が、医療も介護も必要と

しない健康寿命の延伸を目指したまちづくりを進めていただきたい。 

  二点目は、地域包括ケアシステムの深化・推進には、中核機関である「地域包括支援センター」

の機能強化が不可欠であり、高齢者の様々な相談を適切、かつ迅速に対応できる体制を、本計画期

間中に検討されたい。前にもお話のあった通り地域包括支援センターの職員の体制、これについて

は課長の方から高齢者福祉係が手伝いをして行う、ということでございますが、地域包括支援セン

ターの職員の充実を計っていただきたいという内容でございます。 

  また、三点目については、介護保険制度の持続可能性を高め、介護サービスの量的確保と、質の

向上に努められたい。 

  四点目につきましては、本計画期間中の介護保険料について、第１号被保険者の負担軽減を図る

ため、第６期計画期間中における介護給付費準備基金を全額活用し、「５，４００円」が適当である

と判断する。 

  以上、４点の答申をしたいと考えておりますが、ご意見ありませんか。 

  さらにこのようなことも付け加えてくれということはありませんか。 

【委員】 

  第１回でも会長が言った介護職の担い手がいない、といった部分の言及はしないのでしょうか。 

【会長】 

  事務局の方からは、総合的な雇用対策の中でやるという話がありましたが、介護福祉士の資格を

取るために学校に行き年間 12、13万円のお金を払って勉強しなければいけない問題もありますし、

施設としても、町が力を入れてくれることによって我々が助かる部分もありますし、いかがでしょ

う。 
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【事務局】 
  計画書の 82ページの「(７) 介護人材の確保及び資質の向上」ということで、計画書の中に人材
確保に関して記載させていただいております。サービスを行う事業所に限らず浦幌町におきまして
は、１次産業、２次産業等の雇用者が不足しています。農業、林業また建設業等の産業の担い手が
不足しているということも含めまして、町全体で雇用の確保を考えていかなければならないと考え
ております。こちらに書いてありますけれども、「今後、介護人材養成学校や介護サービス事業者と
連携し、現場の意見を聞きながら、外国人労働者の受け入れや介護サービスの資質向上に資する研
修会等の開催を含めて、介護職員の確保及び資質の向上に努めていきます。」と記載させていただい
ておりますので、浦幌町全体で雇用について考えさせていただきたいということでご理解いただき
たいと思います。 

【会長】 
  ただいま、82ページについて説明がありましたが、相対の中で意見の中に入れるより、私のほう
から答申の際に、事業所でもＮＰＯも含めて、これらについて悩んでいるところだとお願いしたい
と思いますが、事業所の責任というものもありますので、私としても意見の中に入れない方が良い
かと思います。 

  意見の中には入れないで、私のほうから、委員からこのような話が合ったということで伝えさせ
ていただきたいと思いますがよろしいでしょうか。 

 

《全委員承認》 

 
  それでは、この意見で答申するということで決定させていただいてよろしいでしょうか。 
 

《全委員承認により決定》 

 
３ その他 
  それでは、全て終わりましたので「３ その他」についてお願いします。 
【事務局】 
  それでは、お手元の議案書の会議次第の１番下にございます「その他」でございます。これにつ
いて説明いたします。 

 (１) 今後のスケジュール 
  「(１) 今後のスケジュール」になりますが、この後、午後４時から、先ほど決定いただきまし
た答申書を町長へ会長から手渡します。月曜日 26日でございますけれども、地域包括支援センター
運営協議会で報告させていただきます。同じ 26日午後３時から介護保険運営協議会において審議を
し、現在の本計画の案を決定いただく、といったスケジュールでございます。 

  なお、地域包括支援センター運営協議会及び介護保険運営協議会の委員になられる方が本審議会
の中にもいらっしゃいます。本日お渡しした計画書の案を大変恐縮ではありますけれども、当日に
持参していただきますよう、よろしくお願いいたします。その後、介護保険運営協議会で決定され
た本計画を町議会に対しまして介護保険条例の一部改正として３月５日から開催されます町議会定
例会に提出いたします。それから、本計画につきましては、現在お手元に配布しましたとおりこの
案で進めさせていただきますども、この後の介護保険運営協議会等で審議された中で意見等を踏ま
え変更もあり得ます。本審議会の委員の皆様におかれましては、軽微な部分での変更があった場合
については、変更決定を事務局に一任していただきたいと存じます。 

  それから、この計画書につきましては、現在ペーパーで綴じてございますけれども、最終決定い
たしましたら印刷をしまして冊子にします。この冊子が出来次第、委員の皆様にお配りしたいと考
えておりますので、少々お時間をいただきます。 

  最後になりますが、本審議会委員の任期につきましては、本審議会設置条例第４条の規定に基づ
きまして、町長に答申した時点で解任される、としておりますので、本日で任期が満了となりま
す。委員の皆様には、昨年 11月から本日の第４回審議会まで慎重に御審議いただき、本計画の策定
に御尽力いただきましたこと、心よりお礼申し上げます。今後とも本町の保健福祉行政の推進につ
きましてご協力を賜りますよう、お願い申し上げまして、お礼に代えさせていただきます。誠にあ
りがとうございました。 

【会長】 

  昨年から４回に渡りまして御審議いただきましてありがとうございます。各委員の意見を踏まえ

ながら修正をさせていただいたところでございます。福祉行政につきましては皆様それぞれ携わっ
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ている方々でございますので、今後ともよろしく申し上げまして閉会の挨拶に代えさせていただき

たいと思います。本当に長い時間ありがとうございました。 


