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開議 午前 ９時００分 

      ◎「介護保険の地域支援事業について」 

 

○阿部委員長 皆さん、おはようございます。けさはいつになく寒いということで、節分

ということでございますけれども、少しは昼間の気温は高いのでありますけれども、朝晩

まだ寒い日が続くかなと思いますが、また体に気をつけてやっていきたいと思います。本

日は、総務文教厚生常任委員会の所管事務調査ということでございます。また、議長、副

議長におかれましては出席ということでまことにありがとうございます。また、モニター

の皆さんにおかれましても出席していただいたこと、感謝申し上げます。 

 座って進めさせていただきます。ただいまの出席委員は５名であります。 

 ただいまより総務文教厚生常任委員会を開催したいと思います。定足数に達しておりま

すので、開催いたします。 

 では、町長、よろしくお願いします。 

〇水澤町長 それでは、改めて皆さん、おはようございます。けさもテレビ見ていますと

とにかくテレビはトランプさん一色でありまして、マティスさんもきょう日本に来るとい

うことで防衛大臣と首相との懇談を行うということであります。それと、10 日に安倍さん

が訪米されるということで、その後ゴルフ談義をするということでありまして、その会談

がどういう内容になるのかなというふうに大変心配しながら、またいい結果があればいい

なというふうに思って、見ているところであります。また、きょうは恵方巻の日というの

ですか、節分の日で、朝北北西に向かって恵方巻を食べればその年はいいということで私

も食べてきました。去年のような災害の年にならないように今年は願いたいなという意味

を込めて食べさせてもらいました。 

 きょう総務文教厚生常任委員会の介護保険における地域支援事業についての所管事務調

査を行っていただくということであります。どうかよろしくお願いしたいと思います。中

身については、担当のほうから説明させますので、よろしくお願いいたします。 

○阿部委員長 それでは、熊谷保健福祉課長、よろしくお願いいたします。 

〇熊谷保健福祉課長 おはようございます。それでは、本日の所管事務調査の事件であり

ます介護保険の地域支援事業についてご説明させていただきます。 

平成 27 年度の介護保険法の改正によりまして、介護予防と日常生活への支援を切れ目な

く提供する仕組みといたしまして介護予防・日常生活支援総合事業や高齢者が住みなれた

地域で自分らしい暮らしができるよう在宅医療・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が創設されまして、全ての市町村が取り組まなければならない事

業として開始されました。浦幌町は、これらの新しい介護保険制度に対応するため、また

今後進展する超高齢社会において地域を基盤とした高齢者への自立支援に対する総合的な

取り組みがますます必要となることから、これらの地域支援事業を平成 28 年３月より実施

可能な事業から開始しているところでございます。本日は、国が示す介護保険の地域支援
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事業についてご説明を行いながら、浦幌町の現状や現在町が実施しています地域支援事業

の内容をご説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、高齢者福祉係担当の廣富課長補佐よりご説明をいたします。 

○阿部委員長 保健福祉課課長補佐、廣富補佐、お願いします。 

〇廣富保健福祉課長補佐 それでは、私からさきにお手元に配付させていただきました資

料、これに基づきまして、本日パワーポイントを活用させていただきまして説明をさせて

いただきますので、よろしくお願いいたします。また、ノートパソコンを使用する関係で

ございますので、一応座って説明をさせてもらってもよろしいですか。 

○阿部委員長 はい、座ってお願いします。 

〇廣富保健福祉課長補佐 失礼いたします。 

それでは、介護保険の地域支援事業につきましてご説明申し上げます。１から８の順序

でご説明申し上げますが、前半は本町におきます高齢者の人口の現状を推計で示させてい

ただき、また過去の介護給付と、それから認定状況についてご説明申し上げます。３番か

らは介護保険制度の改正の趣旨、本質等を説明させていただきまして、先ほど課長から話

がありましたけれども、介護予防・日常生活支援総合事業、それから生活支援体制整備事

業、それから認知症総合支援事業、最後に在宅医療・介護連携推進事業につきまして順次

ご説明をさせていただきます。 

それでは、１、高齢者等の現状と推計からご説明申し上げます。これ国土交通省が６年

ほど前に発表したグラフになります。日本は、明治維新以降の西暦 1900 年ごろから 100

年で人口が急激にふえ、2004 年にピークになり、１億 2,784 万人に、以降 2100 年までの

100 年で人口が急激に減る世界で初めての国ということになります。高齢化率がどんどん

上がり、生産年齢人口が減っていくことがわかっている中で、今後必要なのは施設なのか、

助け合いのシステムづくりなのか、これを市町村ごとに真剣に話し合う時期に来ていると

言えているところでございます。 

このグラフは、浦幌町の総人口と高齢化率をあらわしています。2000 年から 2010 年ま

での人口等につきましては総務省国勢調査による実績、2015 年以降につきましては浦幌町

人口ビジョンによる推計となります。緑色の棒グラフ、高齢者の人数は 2020 年から徐々に

減少していますが、大きな人数の変動はありません。しかし、青色の棒グラフにつきまし

ては総人口、介護保険制度が開始した2000年の6,846人を100としますと2015年には24％

減少、それから以降は推計になりますけれども、団塊の世代が後期高齢者となると言われ

ている2025年に36％の減、2040年には49％減となります。折れ線グラフは高齢化率です。

全国の高齢化率は水色、北海道の高齢化率は紫、赤は浦幌町の高齢化率になります。この

推計では、今年の 2017 年ごろから高齢化率が４割を超えるというふうに試算されていると

ころです。参考までに今年の１月１日現在、本町の住民基本台帳による高齢化率は 39.1％

となっています。 

さて、本町の人口構成をピラミッドにしまして、2000 年から 2040 年までの５年ごと、
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これを比較させていただきます。まず、この線から上が 65 歳以上の高齢者、それから下の

線までは 15 歳から 64 歳までの生産年齢となります。これが 2005 年、2010 年、2015 年、

2020 年、2025 年、2030 年、2035 年、そして 2040 年となります。2000 年に比べまして 2040

年には全く違う町の姿になります。特に生産年齢の減少は、地域福祉基盤の弱体化につな

がってまいります。 

次は、今度 2000 年から５年ごとに１年を 100％としまして本町の高齢者を５歳階級別に

年齢構成をまとめたものがこちらになります。前期高齢者は青色が 65 歳から 70 歳未満、

茶色が 70 歳以上 75 歳未満、後期高齢者は緑色、これが 75 歳以上 80 歳未満、紫が 80 から

85 歳、水色が 85 歳以上の 90 歳未満、最後にオレンジ色が 90 歳以上になります。前期高

齢者と後期高齢者の比率で申しますと、介護保険制度が始まった 2000 年は前期 58％、後

期が 42％に対しまして、2015 年が前期 44％、後期が 56％となりまして、この時点で 2000

年に対しておおむね前期と後期の割合が逆転します。また、2040 年の推計では前期が３割

で、後期が７割となり、介護度で重度に陥りやすくなる後期高齢者の割合が大幅に増加す

るということで推計されているところでございます。 

この指標は、浦幌の人口の推移を示すものです。積み上げ棒グラフは、年代別人口をあ

らわしています。左側の軸は人口ですが、ゼロの上と下で上部の朱色系が高齢者、下部の

青系が 65 歳未満であらわしています。2010 年以前の値は実績値、2015 年以降の値は推計

値としています。緑色の折れ線グラフにつきましては、生産年齢人口割合、総人口に占め

る 15 歳以上 65 歳未満の人口の割合です。オレンジの折れ線は高齢化率、これは総人口に

占める 65 歳以上の人口の割合をあらわしています。浦幌町では、2025 年に団塊の世代が

75 歳になる年の以降の 2026 年ごろ、ここで生産年齢人口と高齢者人口が逆転することに

なります。生産年齢人口が極端に減少することで少子化も加速すると言われているところ

でございます。 

参考までに十勝管内 18 町村の人口の推移を見てみます。まず、音更町です。生産年齢人

口と、それから高齢化率につきましては離れているといったところを見ていただきたいと

思います。次が士幌町、これもクロスしません。上士幌町、同じくクロスせず、鹿追町、

新得町、清水町、芽室町、中札内村、更別村、大樹町、広尾町、ここから遠くなりますが、

幕別町、こちらにつきましてもクロスはしていません。池田町からですが、2025 年ごろに

本町と同じくクロスするという推計が出ています。豊頃町も同じです。本別町、こちらに

つきましても 2035 年以降にクロスするという推計になっています。足寄町は辛うじてクロ

スはせず、陸別町がクロスするといった推計になっています。これから見えるところにつ

きましては、浦幌町のように生産年齢人口と高齢者人口が 2040 年までに逆転すると推計さ

れた町は十勝管内で５町、この５町が支える人よりも支えられる人が多くなるといったと

ころの推計となってございます。 

この図は、お一人の 65 歳以上の高齢者を生産年齢のうち 20 歳から 64 歳までの人が何人

で支えることになるかをあらわしています。介護保険制度が開始した 2000 年ではお一人を
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2.2 人、2015 年は騎馬戦型で 1.3 人、その 10 年後の 2025 年は肩車型となりまして 1.0 人、

2040 年には分子の高齢者が多くなりまして、生産年齢人口のほうでは支え合えることがで

きなくなり、0.9 人となります。浦幌町は生産年齢の減少によりまして支える側の人口と

支えられる側の人口のバランスが年々厳しい状況に変化していくということがおわかりい

ただけると思います。担い手と需要の不均衡を少しでも改善するためには、第１に介護予

防の効果をこれまで以上に高めて、要支援、要介護リスクをコントロールしまして、重度

化するリスクの高い 75 歳以上になってもできる限り元気に生活を継続できるようにする

こと、つまり支えられる側の数、分子、これをできる限り少なくすることが重要になって

まいります。第２に支える側につきましては、限られた生産年齢人口の中で地域の人的資

源を最大限に有効活用することが極めて重要になってきます。これまで高齢者の支援や地

域のことにはかかわりがないと感じていたような地域住民が支える側に加わっていくとい

う状態をつくっていくことが求められてきます。従来のようないわゆる介護職員に限定せ

ず、幅広い担い手を確保していくことが重要になります。また、分子にいる高齢者につき

ましても元気な人には積極的に分母、担い手側に加わってもらうということで介護予防も

社会参加も生活支援も同時に実現できるような地域での支え合いの仕組みを目指していか

なければなりません。本町の人口と高齢者の現状と推計から見えることは、この浦幌でこ

れから乗り切らなければならない課題とは、それは少子高齢化と人口減少による担い手の

不足ということになります。 

このグラフは、40 歳以上を５歳階級別で全国平均の要介護認定等につきまして受けた方

が占める割合をあらわしています。80 歳以上 84 歳の人口に対しまして３割、85 歳以上の

人口に対して６割の方が要介護認定者となります。80 歳以上の元気な方をふやすことがで

きればいいのですけれども、現在認定を受けている 80 歳以上の方を元気にするといっても、

自然な老化もありますし、無理があります。では、どうすればよいのかとなりますと、少

しでも早い年齢のうちから仕事でもボランティアでも役割を持って、自然と無理なく意識

的に取り組むことが結果として近い将来 80 代以上の認定者を減らすということになって

くると考えます。 

ここで平均寿命と健康寿命を見てみます。高齢者の方は、まずみずから健康寿命を延ば

すということを考えるべきです。健康寿命とは介護も医療も必要としない期間のことをい

います。そして、健康寿命の平均を超えたら平均寿命を延ばすことが目標になります。誰

もが自分が自宅に住めなくなり、病院や介護施設にお世話にはなりたくないはずです。で

きるだけ介護や医療にお世話になる時期を短くしたいのは皆さんの願いだと思います。で

は、そのためにどうしたらいいのか考えなければならないということになります。 

この図は、仮に 74 歳以上の人が 75 歳以上の人を支えるとした場合になります。先ほど

の 65 歳以上のスライドと比較していただきたいと思うのですけれども、2000 年には 6.9

人でみこし型ですけれども、2015 年では 1.3 人が 3.1 人、それから 2025 年で 1.0 人が 2.3

人になりまして、また 2040 年推計で 0.9 人から 1.9 人で、騎馬戦型となります。年齢で区
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切って、担い手側か支える側かではなくて、要は元気か元気でないかということになりま

す。75 歳以上となると要介護となるリスクが高くなるわけでございますので、このリスク

を小さくするためには何か。それは介護予防となります。元気な人が年齢にかかわらず地

域を引っ張る、そして元気な人をどんどんふやしていくということに力を入れていかなけ

ればならないということになります。そのためには、分子、支えられる側は介護予防の効

果をいかに高めることができるか、また分母になる担い手側につきましては限られた人材

を有効に活用することができるかにかかってきます。従前の単純な支える側と支えられる

側の関係を超えて、支えられる側も支える側になり得る住民の支え合いの仕組みづくりが

総合事業における地域づくりの理念になります。 

では、２、介護給付と認定状況について説明いたします。こちらは、厚生労働省の資料

で、介護給付と、それから保険料の推移をグラフ化したものです。市町村は、３年を１期

とする介護保険事業計画を策定し、３年ごとに保険料を設定します。介護保険制度がスタ

ートした 2000 年度には給付総額が 3.6 兆円、全国平均の保険料が 2,911 円、現在 2016 年

度では給付総額は 10 兆円にもなり、保険料 5,514 円で、2000 年度と比較しまして約 2,600

円の増額となっています。これが団塊の世代が後期高齢となる 2025 年度には保険料が

8,164 円になると推計されておりまして、今よりもさらに 2,600 円上昇することが見込ま

れています。現在本町におきましては 5,550 円という形で事業計画を策定しているところ

です。 

このグラフにつきましては、要介護、要支援認定者数と認定率の推移を示すものです。

積み上げ棒グラフは、要介護度の認定者数、折れ線グラフは認定率をあらわしています。

左側のＹ軸は認定者数で、ゼロより下が要支援者数、ゼロより上は要介護者数を示してい

ます。右側のＹ軸は認定率です。要介護の認定者数は、平成 21 年３月末に本町におきまし

て 257 人でしたが、平成 28 年３月で 307 人となっておりまして、約２割増加しているとこ

ろでございます。要支援認定者数につきましては、ほぼ横ばいであり、平均 80 人となって

います。認定率につきましては、平成 21 年３月末で 18.6％が平成 28 年３月末で 19.4％と

なりましたが、平成 27 年３月末のピークが 20.3％で、高齢者のほぼ２割の方が介護、あ

るいは要支援の認定を受けていることになります。 

このグラフは、本町の介護費用額、これの推移となるものです。棒グラフ、下から施設

サービス、居住系サービス、在宅サービスごとの介護費用額、折れ線グラフは第１号被保

険者１人一月当たりの介護費用額をあらわしています。ここでいう施設サービスとは、特

別養護老人ホームなどの介護保険の福祉施設、介護老人保健施設、老健と言われている施

設です。居住系サービスとは、養護老人ホームなどの特定施設入居者の生活介護、それか

らグループホームなど認知症対応型共同生活介護になります。在宅サービスでは訪問介護、

通所介護、それから訪問看護、福祉用具貸与などの在宅で受けるサービスとなっています。

第１号被保険者１人一月当たりの介護費用額につきましては、介護費用総額を第１号被保

険者数で除した金額としています。左側のＹ軸は年間介護費用額で、右側のＹ軸は第１号
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被保険者１人一月当たりの介護費用額になります。平成20年度の費用額が４億9,000万円、

平成 26 年度のピークではついに６億円と超えている状況になっています。比例しまして、

第１号被保険者１人一月当たりの費用額も右肩上がりで増加していることがおわかりいた

だけると思います。 

それでは、介護費用額が最も多い平成 26 年度の施設、居住系、在宅の受給者数を見てい

ただきます。こちらが浦幌町の各介護サービス受給者数のグラフになります。棒グラフ、

下の段が黄色の施設系サービス、年間平均 82 人、中段の緑色の居住系サービスは年間平均

64 人、上段、赤の在宅サービスでは年間平均 166 人となります。各サービスを合計しまし

て 312 人が受給されたことになります。本町の介護サービスの受給者数で見えることは、

施設と居住系の受給者数に大きな変動はなく、受給者数の 312 人のうち５割を超える方が

在宅でサービスを受けられているということになります。 

それでは、３、介護保険制度の改正についてです。これは五、六年前から厚労省で示さ

れている図で、地域包括システム、これのイメージになります。制度の改正によりまして

新しく底辺に住民の役割、これが加わっています。老人クラブ、自治会、それからボラン

ティア、ＮＰＯと書かれています。全国一律だった介護保険、底辺に赤く囲まれた部分が

生活支援と、それから介護予防につきましてこれから住民が主役となりまして取り組まな

ければならない図になります。これが市町村ごとに地域の特性に合ったやり方でというこ

とになります。 

このシートにつきましては、平成 27 年 11 月 25 日に議員協議会でご説明申し上げた資料

になりますけれども、介護保険法改正によりまして、地域支援事業の改正前と改正後が一

番わかりやすい表になります。こちらにつきましては、もともとありました予防給付の要

支援１から２の訪問看護、福祉用具、これにつきましての貸与の給付は変わらず、訪問介

護、通所介護、これが地域支援事業に加わりまして、介護予防・日常生活支援総合事業、

本町におきまして平成 28 年３月よりスタートしたところでございます。そして、もともと

ありました地域支援事業にあります介護予防事業、２次予防事業、１次予防事業、これが

地域支援事業のこの総合事業に加わりまして、右側にあります多様化というふうになって

います。また、包括的支援事業の地域包括支援センターの運営につきましては、こちらに

つきましても加わった中に、赤字になります、在宅医療・介護連携推進事業、それから認

知症総合支援事業、生活支援体制整備事業、こちらが充実といった形で新制度として加わ

っているところです。また、任意事業につきましても整理、または統合、充実といった形

で制度上変わっています。こちらにつきましては、財源充当が左に記載のとおり総合事業

につきましては国 25、都道府県と市町村が 12.5％、１号の保険料から 22％、２号保険料

から28％、包括的支援事業、任意事業につきましては、財源構成、国39％、都道府県19.5％、

市町村も同じ、１号保険料から 22％といった財源内訳になっています。 

基本コンセプトとしまして、法改正の基本コンセプトになります。まず、①、新たな担

い手確保による支援、サービス量の拡大は、先ほど高齢者人口等の現状と推計について説
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明したとおり、地域全体の担い手を拡大し、支援体制を強化するとともに、増大する生活

支援ニーズに対応するため、高齢者も新たな担い手として地域活動を進める。②としまし

て、総合事業で変わる専門職の役割ですが、１対１の関係を住民主体の取り組みに対する

側面的な支援に広げまして、専門職の技術や知識をより地域全体に展開するとしています。

③、時間をかけた住民主体の地域づくりのプロセスとしまして、地域の多様な主体で支え

る仕組みをつくることが総合事業の本質でありますので、サービスづくりから地域づくり

としているところです。④、中重度者を支えるための前提は、生活支援の担い手を拡大し

まして、既存の介護人材をより重度の利用者へシフトするとしているところが基本コンセ

プトとして掲げられているところです。 

こちらは、地域づくりの中の介護予防としてコンセプトの転換ですが、高齢者本人の参

加意欲を基本に地域のつながりの中で住民主体の自発的な健康づくりを側面的に支援する

アプローチとして大きく転換させ、こちらのスライドになります、左側の従来の介護予防

では高齢者の状態ごとに１次予防、２次予防、そして給付がそれぞれ仕組み、こちらにな

りますけれども、それぞれに組み立てられていました。真ん中は現在の浦幌町になります

けれども、まだまだ地域にいる比較的お元気な高齢者を中心に徐々に住民主体の小規模な

体操教室やサロンなどを形成していくイメージになります。そして、右側の成熟段階の地

域の状況として、身近な会館などで住民同士の住民活動が始まり、年齢や心身の状況等に

よらずに生きがいを持って生活ができる地域とする、これが地域づくりの中の介護予防と

して目指すイメージとなります。 

これまでの介護保険では、今まで元気で暮らしていた人もやがて介護が必要となったと

きに介護認定を受けて、ケアマネやヘルパーによる支援が始まります。例えば近所のおば

あちゃんが支援されている友達の家に遊びに行きましたら、たまたま訪問介護ヘルパーさ

んの派遣日だった。邪魔になるので、帰ってしまう。また行っても出くわすかもしれない

ので、だんだん遊びに行かなくなり、だんだん疎遠となります。別の日に遊びに行ったら

留守だったので、帰ります。後で聞くと、デイサービスに行っていたことがわかります。

また次の日に行ってもいないかもしれない。だんだん行かなくなり、また疎遠になります。

家族もプロに任せたほうがということで遊びに行かなくなり、疎遠に。結果、何となく専

門職がその方を囲い込んで、地域から孤立する人が出てきています。もちろん全部ではあ

りませんけれども、そのことで住民による地域の助け合いの基盤が崩れてきたという側面

が見られます。市街地と農村部の違いはもちろんありますけれども、これから意識を変え

て、地域の力をもう一度出し合って、支え合っていくというものです。本来介護保険はで

きないところを手伝う、これが介護保険になります。地域包括ケアシステムは、共助たる

介護保険だけで生活を支えるのではなくて、まずは自助、互助という日常の生活を前提に

しながら、みずからの努力や地域の支え合いだけでは支えることが困難な部分を介護保険

や福祉サービスで補うという考え方に立っています。総合事業は、そうした地域包括ケア

システムの基礎に立って設計されています。地域の助け合いのあるところはそのままで、
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ないところは工夫して互助を生み出す、つくり上げる、市町村ごとにというのが総合事業

の基本的な考え方になります。簡単にまとめますと、外に出ない、身体機能が低下する、

記憶も低下、そして認知機能も低下、解決のためには社会参加と交流であり、健康が増進

するということです。とにかく外に出て、人と接していると何となく体を動かし、食事も

気遣ってもらい、そしてお裾分けなどもいただき、新しい医療や介護の制度を知ることで

健康になっていく、つながっていくことがなによりも大切だということでございます。 

さて、４、介護予防・日常生活支援総合事業、以下総合事業と申し上げますけれども、

総合事業について説明申し上げます。総合事業の目的は２つ。１、介護予防として本人の

自発的な参加意欲に基づく継続性のある効果的な介護予防を実施していくことでありまし

て、２、生活支援として地域における自立した日常生活を実現するために地域の多様な主

体によります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ことと整理することができます。文字どおり、介護予防・日常

生活支援総合事業は介護予防と生活支援を総合的に推進する事業ということになります。

そして、介護予防も生活支援にも通いの場が重要な地域の資源になります。通いの場は、

総合事業の主要な目的である介護予防に高い効果を示すことが知られているだけでなく、

取り組みの継続に伴い参加者の生活の場へ変化していくということによって地域の互助を

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潜在的な力を持って

いるまさに総合事業におけるメーンエンジンとして期待されている取り組みになります。 

こちらにつきましては、介護予防・日常生活支援総合事業の構成でございますけれども、

赤字が現在本町において実施している事業になっています。 

こちらにつきましては、訪問型サービスの類型、これにつきましても前回議員協議会の

ほうでご説明申し上げておりましたけれども、こちらが現在浦幌町社会福祉協議会で実施

している訪問介護になりまして、サービスの内容で、こちらになります、老計第 10 号の定

める範囲といったところで旧制度上とサービスの提供の内容につきましては変わってござ

いません。この国が示す基準、従前の訪問介護相当、それから多様なサービス、ＡからＤ

までありますけれども、これはあくまでも国が示している内容でございまして、この区分

がわかりづらいものですから、この老計第 10 号に占める範囲といったところでご説明させ

ていただきます。この老計第 10 号とは、こちらになりますけれども、平成 12 年、介護保

険制度が開始する３月 17 日に厚労省の老人保健福祉局老人福祉計画課長が発出しまして、

現行の訪問介護で提供されるサービスの範囲を定めている通知になります。この表につき

ましては抜粋ですけれども、国は多様なサービスで、前のスライドのとおりサンプルとし

て提示していますけれども、非常にわかりやすいので、この老計を基準にサービス内容で

振り分けて整理しますと、ある程度ＡだのＢだのの類型の考え方が見えてきます。老計第

10 号では、まず身体介護では排せつ、食事、身体清拭や入浴、移動、移乗、服薬などとさ

れており、家事援助では安否確認、掃除、ごみ出し、洗濯、ベッドメイク、一般的な調理、

買い物となっています。サービスの内容は見ていただいたとおり限定的であり、例えば飼
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っているペットの散歩、庭の草取りなどの行為はできないので、必ずしも包括的に生活の

支援ができるとは限らない内容となっています。少子高齢化となり、今後一層多様化する

ことが予想されるニーズに対応するにはより柔軟で提供範囲が広い生活支援のサービスや

地域の助け合いの仕組みが必要になってきます。 

先ほどの老計第 10 号を基本に訪問型生活支援の類型をあらわしたのがこちらの表にな

ります。総合事業では、専門職が中重度者の身体介護等に重点化を進めるということを目

指すために基本的には指定訪問介護サービス事業所の業務、現在浦幌町社会福祉協議会に

なりますけれども、軽度者向けの生活支援の比率は減少していく流れを想定しています。

総合事業における生活支援の多様化は、従来の保険給付サービスとほぼ同じ老計第 10 号の

内容のみなしとしている従前相当が中心となっている現状からいかにして老計第 10 号に

定める範囲を超えるサービスを民間市場や地域の助け合い、あるいは住民主体の訪問型Ｂ

へ移行していくかということがポイントになります。もちろん住民やボランティアによる

支援体制や互助の強化はすぐにできるものではありません。長い時間をかけて地域の土壌

の中から形成されるものであるため、その成果を急ぐことは非常に難しいことになります。

また、生活支援を必要とする利用者は指定介護サービス事業者のまさに目の前におりまし

て、その受け皿ができるまでの間は当面生活支援のノウハウを持つ訪問介護指定サービス

事業者が従事者の資格要件等に係る基準を緩和することで、より担い手の裾野を広げる形

でサービスを提供することを目指しまして、訪問型Ａの実施を現在検討しているところで

す。 

こちらの表は、みずほ情報総研株式会社が調査してまとめたものになります。22 種類の

生活行動について困る程度をとても困るを３点から全く困らない零点として、ひとり暮ら

しの方に回答を求めた結果になります。とても困るなどの割合が高かった生活行動は、家

の中の修理、それから電球の交換、部屋の模様がえが 41.7％、掃除、買い物、外出、食事

の準備や片づけ、通院、ごみ出し、薬を飲む、張る、塗る、洗濯の順となっています。困

り事にはちょっとした困り事と言えるものも含まれていますけれども、介護予防の観点か

ら専門職、介護福祉士、ヘルパー等が担っているものが多くあります。 

こちらになります。このグラフは、奈良県中西部にあります大和高田市が調査した介護

予防要支援者の訪問介護を利用している方に占める提供割合をグラフ化したものになりま

す。このグラフでも専門職、介護福祉士、ヘルパーなどが行っている生活支援の上位は掃

除機による掃除が 81.7％、トイレ、床、風呂の掃除、買い物となっています。これから在

宅で暮らす介助が必要な高齢者がふえ、そしてヘルパーなどの専門職がふえることが見込

まれない中で、果たしてこのサービスは専門職でなければならないかということになりま

す。 

こちらは、新たなサービスの担い手を確保するための方策となっておりまして、こちら

がイメージの図になります。現行の訪問型サービス、本町におきましてはホームヘルプセ

ンターうらほろ、運営法人につきましては社会福祉法人の浦幌町社会福祉協議会、町内全



- 11 - 
 

域で平成 27 年度の利用者は 52 人になります。また、こちらに訪問介護事業所としてのラ

ポロ、これは養護老人ホームで、入所者に対する生活介護でございます。 

次に、変わりまして通所型サービスの類型になります。国が示す総合事業のガイドライ

ンには通所型サービスとして通いの場の支援方法として４つの類型が例示されているとこ

ろです。これはあくまでも例示であり、各自治体、保険者で類型を組み合わせまして、新

しいモデルをどのような形で通いの場をつくっていくかを検討していくことになります。

現行で訪問型サービスを実施しているのは、従前の通所介護相当で、うらほろ幸寿会が実

施しているうらほろデイサービスセンターになります。 

それでは、それぞれの類型が持っている特徴と取り組みの難易度などを整理してみたの

がこちらの表になります。従前相当のみなしは、従来の保険給付における通所介護と同様

の内容のサービスでありまして、指定事業所が提供を継続するものです。ただし、総合事

業は多様化するニーズに住民主体も含めた多様なサービスや支援で対応することを目的と

していることから、従前相当のサービスを今後ふやすという方向というよりは、従前相当

以外の支援やサービスをふやしていくことを目指していくということになります。通所型

Ａは、基準緩和型と整理されるとおり通常の通所介護に係る資格要件等を緩和しまして、

自治体独自で設定が可能な類型として例示しているところです。通所型Ａは従前相当の単

価以下に報酬設定を行うことが前提としておりますので、平成 27 年度の報酬改定では介護

予防通所介護の報酬は 20％以上引き下げられていることから、指定事業所に対しましてさ

らに報酬を引き下げた通所介護Ａの提供を想定することは現実とは言えないと考えている

ところです。ただし、介護保険の指定通所の介護サービス事業所以外で行政の委託で通い

の場を展開している団体や法人のある場合、これらを継続的に支援する方法として通所型

Ａは想定されています。通所型Ｃは、専門職によります短期集中型の機能訓練サービスと

して位置づけられている活動で、国のガイドラインでは通所型Ｃとして例示されています。

単に短期集中のプログラムを提供するのではなく、前提として介護予防のケアマネジメン

トを徹底しまして、具体的なゴールを、目標を明確に意識させ、訪問によって利用者の在

宅での生活も把握した上で個別的な短期集中プログラムを検討することで高い効果を示す

とともに、参加者がプログラム終了後にプログラムを支える側として参加を継続し、その

ことが本人の継続的な社会参加となっていかなければならないということになります。続

きまして、通所型Ｂ及び一般介護予防事業は、住民主体の取り組みとしての通いの場につ

いて２種類の例示が示されています。１つは通所型Ｂであり、もう一つは一般介護予防事

業の地域介護予防活動支援事業になります。両者は住民主体の取り組みに対して行政が補

助や助成の形で側面的に支援するという意味で類似しているのですけれども、両者の違い

は対象者のイメージによるものと言えます。通所型Ｂは、従来の介護予防通所介護のイメ

ージに近く、基本チェックリストの対象者、要支援者、こちらが対象のイメージであり、

一方一般介護予防事業は元気な高齢者の通いの場として趣味の会や体操教室などがイメー

ジされているところです。両者は対象者の差と言えますけれども、実際の立ち上げの観点
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から見ると一般介護予防事業には支える側と支えられる側の関係性がほとんどなく、仲間

内での活動のイメージになるのに対しまして、通所型Ｂは対象者が事業対象者や要支援者

のイメージとなるため、運営側と利用者側といった関係性が生じやすく、新規に取り組む

場合は運営のハードルが高くなるという傾向がございます。 

現在通所型のサービスを提供しておりますけれども、社会福祉法人うらほろ幸寿会にな

ります。平成 27 年度の利用者につきましては、157 人が利用されています。 

一般介護予防事業につきましては、このコンセプトに基づき地域づくりを推進するとし

ているところでございます。 

現行の一般介護予防の実施につきましては、現在いきいき元気教室、うらほろ幸寿会に

委託をしております。 

こちらは、昨年 10 月１日から始めました地域まるごと元気アッププログラム、委託先に

つきましては北翔大学と、それからコープさっぽろ、出資しましたＮＰＯ法人ソーシャル

ビジネス推進センターで、町内３カ所で３クール、その１クール 25 名の定員で実施してい

るところで、こちらの写真を見ていただくとおり参加者の高齢者が非常に笑いながら楽し

そうに参加しているというところに現在介護予防を進めているところでございます。こち

らが新聞に掲載された記事になります。 

次が住民主体による介護予防教室なのですが、たくさん町内には住民主体で介護予防等、

集いの場というのを開催されているところです。大まかなところの団体としましては、ふ

まねっとの教室、こちらにつきましてはうらほろふまねっとの会で、こちらの写真の方々

がこちらのサポーターとして講習を受け、毎年更新をしながらこの写真のとおり黄色いシ

ャツの方が参加者の手を引きながらこのふまねっとの事業、歩き方、またはそういったも

のをサポーターとして手伝っているところでございます。見ていただいたとおり、恐らく

65 歳以上の方々が参加いたしまして、それぞれが支える側、支えられる側といったところ

が当てはまるかどうかは別としましても、皆さんでこのふまねっとの会を月２回、各地域

公民館で開催しております。 

次は、こちら吉野ラポール婦人会ですけれども、毎月に１度、第１水曜日に宅配、それ

から第２水曜日に給食会という形で活動されています。20 年になったということで昨年の

２月、勝毎に掲載された記事がこちらになります。この写真につきましては、昨年の 12

月にクリスマス会として吉野公民館で開催されたお食事会、クリスマス会になります。 

これは、昨年 12 月に、これも勝毎の記事になりますけれども、厚内公民館事業として喫

茶うさたんということで１日限りの喫茶店が開催されております。まさに、この赤字で引

いておりますけれども、地域のつながりを築くといったところで小学生等がお菓子やケー

キ、コーヒーなどで喫茶店を開催し、地域の高齢者の方を呼んで、こういった交流を深め

たといったところの記事が載っております。これがまさしく総合事業の目指すところとい

うことになると思われます。 

それでは、続きまして５、生活支援体制整備事業につきまして説明いたします。これは
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包括的支援事業の一つになりますけれども、このスライドは厚生労働省が、国が示した資

料になります。この事業は、総合事業で説明させていただいたように、高齢者の生活支援

の多様なニーズに対しまして地域でどのような支援活動を育むかについてのプロセスづく

りに入らなければならない、これが地域づくりということの資料になります。地域では声

かけなどの日常的なことから住民主体のお食事会、老人クラブ活動、それからお弁当の宅

配、見守りネットワークなどによる安否確認、民間企業による移動販売などがあり、それ

ぞれの事業主体は直接住民のニーズを事業の中で把握しているわけでありまして、また活

動自体に問題も抱えながら実施しています。それぞれ多様な事業主体が参加して、保有す

るニーズや課題を共有する場として協議体を設置し、生活支援コーディネーターが地域の

中に入り込みながらこのさまざまな事業主体の問題点等を整理しながら、そして地域の実

情に合った高齢者の在宅の支援について時間をかけて地域を変えていく事業、これが生活

支援体制整備事業になります。 

こちらにつきましては、コーディネーター、協議体の役割として赤字の２つ、示してい

るところの表になります。コーディネーター、協議体の配置、構成のイメージになります。

こちら第１層、浦幌町全域として仮定させていただきます。浦幌町全域にまず第１層とし

てコーディネーターを配置します。このコーディネーターと協力しながら先ほどの協議体、

これを介護サービス事業所や市町村、地域包括支援センター、ボランティア等の協議体を

構成し、中学校区域、例えば浦幌中学校区域日常生活圏域としまして、第２層のコーディ

ネーターを配置、また上浦幌中学校区域、上地区につきましてもこういった第２層の協議

体に第２層のコーディネーターを配置し、またＮＰＯ等に実施部隊としてコーディネータ

ーの第３層といった配置をする、これがコーディネーターの配置と構成のイメージとなり

ます。コーディネーターは、この図のように生活支援協議体を活用しまして、地域の中に

入り込みながら地域の状況を把握し、助け合いとなる地域の活動や人間関係を理解し、評

価する地域アセスメント業、その上でそれぞれの活動の継続や拡大、改善に向けた相談に

応じた話し合いといったことを生活支援コーディネーターの調整のもと協議体、特に第２

層の協議体で進めていく関係者間のネットワーク化、最終的には、これはスライドのみに

なりますけれども、スライドのほう見ていただきたいと思います。最終的には技術的な支

援や必要に応じて財政的な支援を行うことでその取り組みが地域の資源として組織化され

ていくことを目指していくサービスの開発とマッチング、行政が住民へサービスを押しつ

けるのではなく、住民がやりたいことをみんなで話し合い、問題を解決しながらみんなで

決定する。左上の日常的な関係性や地域での何げなく行われていること、インフォーマル

から上の組織化、正式な団体等やＮＰＯなどによりますよりフォーマルに向けて働きかけ

る主体として協議体や生活支援コーディネーターは位置づけられています。まとめて申し

上げますと、生活支援コーディネーターは、それから協議体は地域全体を巻き込んでいき、

地域資源、人、物、場所、お金、制度をつないでいき、その地域に合わせた住民主体の新

しい介護予防と生活支援活動をつくり出す仕事となります。 
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こちら帯広市のコーディネーターの配置に当たります記事になります。この赤線の部分

にもう少し詳しく書いてあります。 

続きまして、認知症対策につきましてご説明申し上げます。認知症施策推進総合事業、

国の新オレンジプランになります。日本の認知症患者につきましては 462 万人、24 年現在

と推計されておりまして、平成 37 年の 2025 年には約 700 万人、65 歳以上の高齢者が約５

人に１人に達すると見込まれているところです。厚労省は、各府省と認知症施策推進総合

戦略として認知症高齢者等に優しい地域づくりに向けてということで策定されているとこ

ろです。 

では、本町についてはどうだということでグラフにしました。認知症判定状況になりま

す。見ていただいたとおり、65 歳からの人口割で分かれておりますけれども、こちらの 75

歳以上は 4.3 人に１人が認知症として判定される高齢者の数となります。当然年齢が上が

るたびに認定率が上がってくるわけなのですが、最終的に 65 歳以上の高齢者７人に１人が

認知症として判定される率になってまいります。 

こちらにつきましては、グラフにしましたけれども、本町高齢者認知症ランク別という

ランクがありまして、判定者数として判定割合で示しております。判定ランクですけれど

も、左上に書いてあります。２の水色になりますけれども、たびたび道に迷う、金銭管理

などができていたけれども、ミスが目立ち始める、服薬管理ができないなどの症状になり

ます。３は食事や排せつが時間がかかったり、上手にできなくなり、物を拾い始め、徘回、

失禁、または大声を上げるなど一部介護が必要な方、４は先ほどの３と同じ行動が頻繁に

見られ、常に介護を必要とする方、Ｍは譫妄、妄想、自傷等の精神症状、あるいは精神症

状に起因する問題行動が継続する状態となります。見ていただいたとおり、年齢とともに

判定者数、判定割合が急増してまいります。 

段階に応じた認知症対策といたしまして、普及啓発、発症予防、発症の初期、中期、そ

して最終段階として本町の施策を実施しているところであります。普及啓発につきまして

は、広報等による普及啓発、認知症講演会の開催、認知症サポーターの養成講座の実施を

しているところでございます。写真、こちらにつきましては昨年の３月７日に開催しまし

た認知症講演会、認知症について知ろう、それから右側の写真につきましては認知症の人

とともに暮らすまちづくり研修会として、あなたの家族が認知症になったらどうしますか

ということで、どちらとも 50 名を超える参加者をいただいているところでございます。 

こちらの 28 年３月７日に開催しました認知症の講演会でアンケートをとった結果がこ

のスライドになります。まず、予防のために気をつけていることにつきましては運動、外

出など 59％、６割を占めておりまして、非常に運動等への意識が高いとなります。今後知

りたいこととしましては、予防について知りたいが 23％を占めており、認知症予防への意

識度が高いというふうに考えているところです。また、認知症サポーターの養成講座の実

施状況ですけれども、左側が昨年８月に浦幌そばの会で、昨年８月 26 日には一般町民の方、

受講者 52 名の参加をいただいております。10 月 28 日には浦幌町役場の浦幌町管理職員協
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議会で開催、こちらにつきましては 11 月 18 日に浦幌中学校の協力をいただきまして、３

年生の道徳の授業の中で 35 名の生徒の方に授業として認知症サポーター養成の講座を実

施しているところでございます。今後につきましても今年度中に浦幌消防団、それから上

浦幌中央小学校等の認知症サポーター養成講座を実施する予定としているところでござい

ます。 

次に、発症予防でございますけれども、一般介護予防事業等の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を活用、それから介護予防に資する通いの場を開設する予

定でございます。発症初期につきましては、早期診断、早期対応のため認知症疾患医療セ

ンター、十勝管内は大江病院のみになりますけれども、赤字になります認知症総合支援事

業の実施として下記の初期集中支援推進事業、地域支援・ケア向上事業を実施しておりま

す。発症中期、終期につきましては、最終段階につきましては医療、介護等の有機的な連

携の推進や認知症の人の介護者の支援、徘回高齢者等ＳＯＳネットワークの開始、それか

ら認知症カフェの開設というふうに考えて、段階的に認知症対策として実施しているとこ

ろでございます。 

７、認知症総合支援事業につきましてでございますけれども、先ほどの認知症初期集中

支援推進事業につきましては記載のとおりでございますけれども、早期診断、早期対応に

向けた支援体制を構築する認知症初期集中支援チームを昨年 10 月１日に本町において配

置したところでございます。また、認知症の専門医等に対して、大江病院に委託しまして、

この活動マニュアルに基づきまして実施しているところでございます。認知症地域支援・

ケア向上事業につきましては、今年度の４月１日、地域包括支援センターの職員１名を配

置したところでございます。図でご説明いたしますけれども、上の部分、認知症初期集中

支援チームに医療法人社団大江病院等の専門医に委託しまして、浦幌町地域包括支援セン

ターと連携をとりながら町内の高齢者等、初期の段階での認知症の方々に対応していると

ころでございます。また、下の部分、こちらになりますけれども、浦幌町地域包括支援セ

ンターに１名配置したところでございます。本町において設置した段階で、これも勝毎さ

んの掲載になりますが、「認知症支援に十勝方式」として十勝管内の 10 市町村合同でマニ

ュアルを策定し、この初期集中支援チームを検討し、昨年の 10 月１に設置をしたところで

ございます。 

最後になります。８、在宅医療・介護連携推進事業でございますけれども、ご説明申し

上げます。国は、高齢者が 75 歳以上になると慢性疾患による受診、要介護及び認知症の発

症率が高くなり、医療と介護の両方を必要とすることがふえてまいります。医療と介護に

つきましては保険制度が異なることから、高齢者が住みなれた地域で自分らしい暮らしを

続けるためには医療と介護の円滑な連携が必要だとしまして、次のアからクまでの８つの

事業項目を市町村が実施するとした事業でございます。アにつきましては地域の医療、介

護の資源の把握、イにつきましては在宅医療、介護連携の課題の抽出と対応策の検討、ウ、

切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築推進、それからエ、医療、介護関係者の情
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報共有の支援、オ、在宅医療、介護連携に関する相談支援、カ、医療、介護関係者の研修、

キ、地域住民への普及啓発、ク、在宅医療、介護連携に関する関係市町村の連携になりま

す。それぞれの事業項目につきましては説明簡単にさせていただきますけれども、ア、地

域医療の介護の資源の把握になりますけれども、この事業は地域の医療機関や介護事業者

等の情報を収集し、リスト、またはマップを作成し、活用する事業になります。次に、イ、

在宅医療、介護連携の課題の抽出と対応策の検討です。この事業は、在宅医療と介護の連

携に関する課題を抽出し、アからクの事業項目の実施に係る検討会議を開催するとした事

業になります。次のウ、切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築推進です。この事

業は、北海道帯広保健所が主導となり、在宅医療と在宅介護が切れ目なく提供される体制

を帯広市内の基幹病院との連携を検討するとしている事業になります。次に、エ、医療、

介護関係者の情報共有の支援です。この事業は、患者や利用者の医療側での情報と介護側

での情報をお互い共有し、在宅での療養生活を支えるための事業になります。オは、在宅

医療、介護連携に関する相談支援です。この事業は、在宅で医療や介護に関する総合相談

に関する窓口を設置するとした事業です。カ、医療、介護関係者の研修です。この事業は、

地域医療、介護関係者が現場レベルでの連携が促進されるよう北海道帯広保健所の支援に

よりオール十勝で研修に取り組むとした事業です。次に、キ、地域住民の普及啓発です。

この事業は、地域住民が在宅での医療や介護について理解し、適切な選択ができるよう、

また終末期ケア、みとりについても普及啓発事業により理解を深めていただく事業になり

ます。最後に、ク、在宅医療、介護連携に関する関係市町村の連携ですけれども、これも

北海道帯広保健所の支援により広域連携型で会議を開催するとしている事業になります。 

お手元にあります説明資料の説明を終わらさせていただきますけれども、介護保険制度

が平成 27 年度に法改正となりまして、本町におきましては平成 28 年３月から開始した総

合事業も今月末で１年となります。２年目からは、この法改正の本質を理解して、時間を

かけて住民を巻き込み、新しい仕組みの基礎づくりを進めなければなりません。特に地域

支援事業の介護予防・日常生活支援総合事業と生活支援体制整備事業につきましては、地

域のさまざまな主体の協力を得ながら推進する事業であり、一定の方法を行政から押しつ

けるやり方では難しい事業になります。この事業が目指す最終的な目的を明確にした上で、

それを住民と共有し、共通の問題意識のもと多様なアイデアと自発的な取り組みを尊重し

つつ、実現するために最良の方法、手段を検討することが重要です。新しい制度のつくり

方でリスクを負うのは住民となります。それも住民がどのぐらい参加するかで自分たちの

制度の質が決まります。こういった議論の過程に住民不在とはあり得ないことになります。

だからこそ、協議体や生活支援コーディネーターに住民主体という柱が当然必要となって

まいります。住民がどのような支援のサービスや活動を必要とするのか、住民はどこまで

役割を担えるのか、このことにつきましては 10 年以上かかるかもしれません。この地道な

やりとりの積み重ねの向こうに新しい制度が初めて生きてくるものと考えているところで

ございます。 
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以上で説明を終わらせていただきます。 

○阿部委員長 懇切な説明をいただきまして、ありがとうございました。余りにもすばら

しい説明だったので、ちょっとここで脳を少し休ませたいと。５分程度休憩をしたいと思

いますが、よろしゅうございますか。 

（「異議なし」の声あり） 

○阿部委員長 それでは、15 分まで休みます。15 分からすぐ始めますので、よろしくお願

いいたします。 

 

午前１０時０７分 休憩 

午前１０時１６分 再開 

 

○阿部委員長 それでは、休憩を解き会議を再開いたします。 

 ボリュームのある説明でございましたので、ちょっと休憩させていただきました。それ

では、ただいまから質疑に入りたいと思います。質問のある方は手を上げていただいて、

よろしくお願いをいたします。 

 河内委員、どうぞ。 

〇河内委員 ただいま先ほど説明を受けたのですけれども、読み取り、聞き取りが悪くて、

ちょっと同じようなことの質問があった場合には、またそういうことでお許し願いたいと

思いますけれども、できるだけそういうことのないような聞き方したいと思います。 

 資料の 17 ページに介護保険制度の改正ということで基本的な考え方が載っているわけ

です。保険者である市町村や都道府県が地域の自主性や主体性に基づき地域の特性に応じ

てつくり上げていくことが必要である、これはこのとおりであるなと思っております。そ

れで、17 ページの下のほうに地域支援事業の全体像ということで、改正前、改正後という

ことでわかりやすく図で示されております。その中で私はこの包括的支援事業ということ

についてお聞きを申し上げたいなと考えております。その中で、この図を見ますと改正前

の包括的支援事業から矢印で改正後のことを抜粋して、ここにピンクのところに書かれて

あります。地域包括支援センターの運営、左記に加え、地域ケア会議の充実というような

ことの下に在宅医療・介護連携推進事業、あと認知症総合支援事業、また生活支援体制整

備事業ということで載っております。この中で確認したいことについてご説明を受けたい

と考えております。この包括的支援事業の中で、地域包括支援センターの運営というよう

なことの中で、地域ケア会議の充実というようなことがここに記載されております。先ほ

ども説明受けました。このことについては以前いただいた 11 月 25 日の横長の資料の中に

も載っておりますので、概念的なものとしては理解はできるわけでございますけれども、

実際に地域ケア会議の充実ということ、またこれに伴う地域ケアシステムの充実というこ

と、同じことですね、地域ケア会議の充実、また伴うマネジメントの充実ということ、こ

れ両方密接に関連してくることだと思うので、このことについてちょっとわかりやすく説
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明受けたいと思います。 

○阿部委員長 包括支援センター係長、志賀さん、どうぞ。 

〇志賀包括支援センター係長 今ご質問にあったことなのですが、地域ケア会議というの

は地域に住まわれる方の個別の方の課題を検討する会議からそのことをもとにして地域の

中でどういうことが必要かということを検討していく会議の種類が変わって展開されてい

くものが地域ケア会議というふうになっています。その中で、まずは私たちのほうでは個

別のことで地域に住んでいらっしゃる方にどのような課題があるかということを、まず小

さな会議体ということで、在宅ケアマネジャーさん方と今会議体を持ってお話を進めてい

るところです。今後そのことをもとにして地域の中で必要なサービスはどのようなことが

あるのか、先ほど言ったような生活支援としてどのようなことを展開させていくとよいの

かということを詰めていきながら地域全体のことを進めていく、政策的なところへ持って

いく会議体ということに今後進めていくことになることを予定しております。 

 以上です。 

○阿部委員長 河内委員、どうぞ。 

〇河内委員 ということは、今地域ケア会議の充実、このことについて今まで以上に個別

の方へ在宅ケアマネジャーとの密な対応ということで考えていると。それを生活支援のそ

ういった政策にマネジメントというか、そういうふうに生かしていきたいということでご

ざいますね。 

 次に、同じくここの包括的支援事業の中の介護予防生活支援ということで……次に、こ

の中で生活支援体制の整備事業ということが載っております。コーディネーターの配置、

協議体の設置ということでうたっておりますが、先ほど課長補佐のほうから地域の実態に

合わせて時間をかけて地域を支えていくのだということでの説明がございました。ひょっ

としたら 10 年かかるかもしれないというような説明があったということで認識しており

ます。その中で共同体として社協、介護関係事業所、そして行政区、地域協議会等、住民

メンバーとして参加していくというようなことがここに記載されておりますが、その中に

行政区ということが載っているわけです。この行政区というのは、私は自分で行政区の単

位での集まりということで考えれば、葬儀や何かでのお手伝いで顔合わすことがある、あ

と総会で顔合わせて、行政区の一連のいろいろな予算の説明やら何やら、役員の交代が、

うちの町は１年交代なのですけれども、この行政区という文言が入っているということは

それらに行政区としても今後このことについてのかかわり合いの中でやはり対応していか

なければならないということで、このことへの、どれほどこの生活支援体制整備事業につ

いて行政区がかかわっていくことが大切なのかというようなことも含めたそういった周知

というのですか、やっぱりそういったものを周知して、醸成していかなければならないと

思うわけですが、そのようなことについてどのように考えていますか。 

○阿部委員長 廣富課長補佐、どうぞ。 

〇廣富保健福祉課長補佐 まずもって、この協議体の行政区の位置づけということのご質
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問だと思われますので、私のほうから説明をさせていただきます。 

 こちら行政区を入れさせていただきましたので、わかりやすく申し上げますと、好事例

といったところでご説明させていただきますが、昨日の勝毎にも大樹町の社会福祉協議会

が高齢者の地図とかマップを作成して、援護が必要な方とか支援が必要な方、それからお

困り事を持っている方々の地図をつくって、その活動を社会福祉協議会に出しまして、一

定程度の報奨といいますか、２万円だったのですが、それをいただいた中で地域の行政区

単位でそういった高齢者を見守る生活支援体制をつくるというイメージで活動されている

市町村がございます。こういった好事例の例で申し上げた中身でいくと大体イメージがで

きるとは思うのですけれども、今現在各行政区との話し合いの中ではこういった福祉に関

する話し合いという、説明とかということを実際個別には行っておりません。ですから、

これから目標としては、例えばですけれども、各行政区で福祉部会的な、そういった役員

等がおりましたら、その方々と協議をしながらその行政区単位で周りのひとり暮らしの高

齢者等に対してどういった生活支援ができるかということを問題点や、それから課題など

をまとめながらそういった醸成を進めてまいっていくというのが目指す姿、それが時間が

かかるのではないかという考え方を持って、実施するとしたところです。ですから、普及

啓発、それから住民の皆様方の意識改革、こういったものがまずもって考え直すといいま

すか、普及啓発進めながらこの生活支援体制整備事業につきまして進めていきたいという

ことの説明をさせていただいたところでございます。 

 以上です。 

○阿部委員長 河内委員、どうぞ。 

〇河内委員 普及啓発ということで、そうあるべきだと思いますが、例えば、先ほども説

明したように、行政区にはそういう福祉的なものに対して対応するような、そういった組

織だとか打ち合わせするような、そういった単位のものもございませんし、そういったも

の醸成するには行政がこのことについて、例えば以前自主防災組織のときにも行政区に赴

いていろいろ説明行った経緯もございますけれども、やはりそういったことも行政として

は行動して、住民に訴えていくという、理解してもらうというような考え方も必要ではな

いかと思うのですけれども、その辺についてはいかがお考えですか。 

○阿部委員長 廣富課長補佐、どうぞ。 

〇廣富保健福祉課長補佐 おっしゃるとおりだと思っているところです。普及啓発と、今

の段階ではやはり町民の方、皆様方のこういった高齢化、人口減少等に対する意識の中で

ある程度はご理解いただいているのかなというふうに思っているのですけれども、今後自

分がこの町で長く住むためにどのような形の支援が必要か、または困っている人がどうい

うふうにいるのかといったところの考え方を地域に根づいて、そしてまた意欲のある方々

に活躍していただくといったところを今後考えていかなければならないというのが前段で

説明させていただいた状況でございます。ですので、そういったところをこの生活支援コ

ーディネーターが地域に出向き、行政区単位でももちろん結構でございますけれども、そ
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ういった活動に側面から支援しながら何とか明確な目標をつくって、そのために活動して

いただくといったものが生活支援コーディネーターの位置づけになりますので、徐々に、

徐々に土台づくりから始めて、意識改革、そういったところ進めながら高齢者が自宅で住

めるような、そんな地域づくりを進めてまいりたいというふうに考えておりますので、ご

理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○阿部委員長 熊谷保健福祉課長、どうぞ。 

〇熊谷保健福祉課長 ただいま廣富補佐から生活支援コーディネーターのお話が出ました

けれども、このコーディネーター事業、平成 29 年度の予算の中でコーディネーター事業費

を組まさせていただいております。生活支援体制整備事業ということで予算書を組まさせ

てもらいまして、その中でコーディネーターの事業を展開していこうというふうに考えて

おりますので、よろしくお願いいたします。 

○阿部委員長 それでは、あとご説明のほうはよろしいですか。 

 それでは、次の質問者、おられましたらお願いします。 

 杉江委員、どうぞ。 

〇杉江委員 私のほうからは、何点かあるのですが、先ほど説明の中でもありましたけれ

ども、うらほろ幸寿会やら社協、それぞれの団体、ＮＰＯもありますが、この事業、説明

聞かせてもらって、社協さん、本当に多分人員足りないなと思いながら、一生懸命担当の

方頑張ってくれているなというふうには思っています。本当に大変な仕事です。そういう

中で、当然行政としてはこういうことの計画というか、主体なのだけれども、でも活動本

体は先ほど言ったそれぞれの団体とかに委ねている面多いですよね。コーディネーターの

育成や何かは直接やっているのでしょうけれども、そういうこと含めて幸寿会やら事業者

がこちらのほうにどんなふうにシフトしていける余裕があると言ったら変だけれども、そ

の辺ちょっと聞かせていただきたいな。現状で先ほども人数言われましたけれども、これ

以上拡大して対応していけるのかどうか、そのあたり専門職の確保ということもちょっと

お聞きしたいのですが、その辺含めてどんな状況になっているか、今後対応するために。 

○阿部委員長 保健福祉課長、熊谷課長、どうぞ。 

〇熊谷保健福祉課長 ただいまの質問でございますけれども、やはり人がいないと事業が

動かないというのが現状でございます。先ほどコーディネーター事業につきましては平成

29 年度の予算の中で組まさせていただいていますというようなお話をさせていただきま

したけれども、今この事業につきましては社会福祉協議会のほうに委託をした上でこの事

業を実施していこうというふうに考えているところでございます。その中身では、社会福

祉協議会の中でコーディネーターという方をお願いいたしまして、その中で生活支援体制

整備事業を実施していくという内容でございます。町としましては、社会福祉協議会にこ

の部分を委託というようなことを今現在考えておりまして、社会福祉協議会につきまして

はコーディネーターとなられる方を、とりあえずマンパワーを確保するというような考え



- 21 - 
 

方でおります。 

 以上です。 

○阿部委員長 杉江委員。 

〇杉江委員 社会福祉協議会の中にコーディネーターを確保するというか、その育成含め

た事業を社会福祉協議会に委託すると、そういう意味ですよね。 

○阿部委員長 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 ただいまおっしゃりましたとおり、生活支援体制事業におけるコー

ディネーター、そしてコーディネーターの事業につきましては社会福祉協議会のほうに委

託して実施してまいりたいというふうに考えております。 

○阿部委員長 杉江委員、どうぞ。 

〇杉江委員 それで、先ほども説明の中でありましたように、地域でのいろんな会、写真

つきで説明されましたけれども、その辺の人に集まってもらうということが大事ですよね。

もちろん専門職育成も先なのだけれども、それで近ごろ地域の老人クラブにじいさんがい

ないと言ったら変ですけれども、引っ張ってくれる人がいなくなるとだんだん消滅してい

っているという実態あります。老人クラブなんかは社教のほうですよね。社会教育のほう

ですよね。こちらは、福祉関係の仕事ということで、その辺の連携というか、人集めには

そういう成人学級だとか老人クラブだとか大いにかかわるのだろうと思うのです。その辺

の連携は、どんなふうにしてできているのか。地域でとにかく老人クラブに加入しない、

そして引っ張る人がいない、組織が消滅していった。そうすると、先ほども説明あったよ

うに、出てこない人たちの対応もどうやって今しているのかなというふうになってしまう

のですけれども。 

○阿部委員長 廣富課長補佐。 

〇廣富保健福祉課長補佐 老人クラブ、さまざまな高齢者の団体というのは本町において

あるわけでございますけれども、まずもって本日の資料の中で本町の現状等につきまして、

まず浦幌町の老人クラブ連合会の会長の方にこういった説明をさせていただきたいという

部分で申し出をさせていただいているところでございます。今後各老人クラブ、単位団体

ごとに要請があった中、またこちらからお願いした中で進めさせていただいて、身近なと

ころでも老人クラブの会員減少といったところに対する対策としまして、やはり通常の生

活の中での困り事をいかに皆さんで支え合うかということの動きというのは十勝管内でも

活発に動き出しているところでございます。ですから、身近なところで池田町の千代田地

区にあります老連支え合い運動といったところで今活動しておりますけれども、そういっ

たところの生活支援に各単位老人クラブがどういった形でできるのかといったところ、問

題点、困り事、それを一つ一つ聞きながらそれに対しての解決策はどうなのだということ

をこれからそれぞれに協議をしながら、皆様方が求める、またできる範囲でのことを協議

して進めてまいるといった連携をこれから図りたいというふうに思っているところでござ

います。 
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 以上です。 

○阿部委員長 杉江委員、どうぞ。 

〇杉江委員 ありがとうございます。 

 それで、コーディネーターの育成ということも当然なのですが、27 年の 11 月に受けた

説明の中でも専門職の不足ということを言っていますよね。専門職というのは、それこそ

介護士、ケアマネ、ヘルパー、社会福祉士もきっと含めてということになると思うのです

が、これらの方の育成という面ではどんな、これ社会福祉協議会だけでなくて、人員加入

の問題もありますから、どこまでやれるのかということありますけれども、人材育成とい

う面では外部にたくさんそういう人を置くということも考えられますから、その辺の対応、

どうなのでしょう。 

○阿部委員長 熊谷保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 ただいま専門職の人材育成というようなお話がありましたが、専門

職の人材育成につきましてはやはりそれぞれ事業所の単位の中で専門職の人材育成という

のは行われているのではないかなと思います。ただ、なかなか浦幌町におきましては専門

職というような方々、資格を持った方々というのは大変少ないというような内容になって

おりますので、そういうような方々が浦幌町にいて、仕事を長く続けていけるように、そ

ういうような支援ですとか、そういうような形のものは考えていかなければならないと思

っているところでございます。 

○阿部委員長 杉江委員、どうぞ。 

〇杉江委員 今国の支援事業なくなってしまったせいか、ひところ介護士なんかの支援事

業ありましたよね、育成するための。ちょっと途切れていると思うのですが、ご承知のよ

うによその町では短大に、専門に行く方に支援金を随分たくさん出しています。具体的に

は申しませんけれども、十勝管内で。ところが、それを受けた人たちは大半がその町に就

職するという状況になっていますよね。具体的に言えば音更町はそこに短大ありますから、

特にそこに力を入れて、そういうふうに聞いています。具体的な数字は私ちょっと把握し

ていませんけれども、浦幌も、ちょっと話が拡大してしまって申しわけありませんけれど

も、専門職確保、人材育成という面でもその辺のことも現在医師、あるいは保健師、医師

会と保健師だけの補助というか、支援事業になっていますよね。この辺のことも、その町

では何年かそこで就労すれば返さなくてもいいよというような支援までも手伸ばしていま

す。私もぜひ、今定住、人口減少対策で子育てにすごくシフトいっているのですけれども、

先ほどから説明あるように、高齢者が 40％超すよと目の前に見えているわけですから、少

しこっちのほうにもシフトして、専門職の育成のために、これは保健福祉課との協議だけ

では済まないと思うのですが、そういうことも考えていかないとこっちのほうの専門職確

保、先ほど課長のほうから説明いただきましたように、非常に浦幌少ないのだということ

でありますから、ぜひそういう方向でも検討していく必要があるのでないかなと私はこの

事業、現場ですごく一生懸命やってもらっている。その割にはちょっと専門職足りなくて、
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大変なのでないかなというふうに見ていますけれども、この辺についてはちょっと。 

○阿部委員長 鈴木副町長、どうぞ。 

〇鈴木副町長 ただいまのご質問について答えさせていただきたいと思います。 

 介護にかかわらず、専門職の確保という面で全般的にわたってお話をさせていただきた

いと思います。まず、１点、介護について、おっしゃるとおり、大学の就学に当たっての

援助という分が自治体によってはあろうかと思います。ただ、これも実態として大学その

ものが介護の専門課程に就学される方が減ってきていると。この実情があるということで、

いわゆる介護にかかわる課程を存続するのも大変だということもお聞きをしてございます。

そういった中で自治体としてどのようなことができるかといった分はあらゆる面であろう

かなというふうに思っています。ただ、そこの中で果たして就学援助を行うことによって

介護の課程に進まれる方がふえるのかという、そこの部分についてはまだ明らかな部分は

ないかなというふうに思ってございますし、またご指摘のあった自治体については大学そ

のものの存続という分の大きな別な視点もあろうかと思いますので、そういった中ではそ

ういった援助が設けられているのかなというふうに理解してございます。ただ、おっしゃ

るとおり、専門職は介護にかかわらず、あらゆる専門職が実際のところなかなか確保する

というのが難しい状況にございます。ご指摘あった中で、医学にかかわっては町としても

貸し付けを含めた援助を行っているわけでありますけれども、その中でその資金を使用し

ていただくことによって医療の例えば従業をするに当たって浦幌町でという分もあります

けれども、これは拘束することができないものですから、ただある程度浦幌町にお帰りに

なって、就業していただける形には緩和措置はあるわけでありますけれども、そういった

分も含めて今後どういった形が果たして支援としては望ましいのか、時代が変わってきて

ございますので、そういった中ではほかの自治体の事例を見ながら考えていかなければい

けないのかなというふうに思っているところでございます。 

 また、１点、社会福祉協議会の形での専門職の確保という分でお話ございましたけれど

も、これが現在のところの中ではご説明いたしました生活支援体制、この整備事業を行う

ことによって社会福祉協議会そのもののどういった形が望ましくいわゆる事業として行っ

ていくかということもこれは視点が変わってくるのかなと。先ほどの中で生活支援体制に

かかわるコーディネーターの配置をしながら、いわゆる 65 歳以上の方々全てにおいて介護

を要しない形での支援がどういう形でできるかということも考えなければいけないと。い

わゆる予防対策になりますけれども、そういったことも含めて行っていく中では現在の社

会福祉協議会、また幸寿会もありますけれども、定員管理上どういう形が望ましいのかと

いうことについては今後の大きな課題かなというふうに思ってございます。そんな中で浦

幌町としてコーディネーター、これが仮に配置されますとコーディネーターを中心とした、

そして場合によっては行政区の方もご参加の中での協議体という設置の中で浦幌町として

どのような形が望ましいかということを今後これは協議を重ねながらつくり上げていくと

いう状況が今あるということで、そういったことも全体に専門職の定員管理上のことも含
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めまして、その課題をお互いに知恵を出し合いながら浦幌町にとっての事業としてはどの

形が望ましいかということについては検討を重ねてまいりたいと思っているところです。 

○阿部委員長 福原委員、どうぞ。 

〇福原委員 二、三点お聞きいたしたいと思います。 

 まず、私きのう 39 番のまる元生き生き体操というのですか、これを見学してまいりまし

た。非常に皆さん喜んで、笑いながら楽しそうにいろいろと体を動かしたり、ボールを使

ってやっておりました。ちょっと責任者の方とお話をさせていただきました。若い方が３

人来て、指導しておりまして、上浦幌と浦幌、時間を分けて２カ所と。１日に３カ所をや

っておりますということで、いろんなお話を交えながらやっておりまして、大変いいこと

だなと。浦幌町の指導者でなかったのですが、これはＮＰＯ法人のソーシャルビジネス推

進センターと先ほど説明のありましたコープさっぽろと北翔大学が立ち上げた法人という

ことで、十勝のあちこちでもやらせていただいておりますということで、やっている方も

生き生きとしていましたので、受けるほうも本当に元気にやっていましたので、非常にい

い、これはこれで一つの方法かなというふうに見てまいりました。 

 私も具体的なことお伺いしていいのか悪いのかわからないのですが、ボランティアのほ

うの 40 と 41 のことでちょっとお伺いしたいと思います。ふまねっと教室は確かにこのと

おり月２回、３カ所で実施しております。私もこのメンバーの一人で、サポーターも兼ね

ているのですが、なかなか出席できなくて、ほとんど行っていないのが、名前だけという

のが現状です。ただ、皆さん一生懸命頑張ってやっていらっしゃるので、安心して見てい

るという状態でございます。それと、その下の配食サービスというところがありますが、

この配食、給食サービスなのですが、このほかの団体は把握しているのでしょうか。この

吉野ラポールだけですか。 

○阿部委員長 廣富保健福祉課課長補佐。 

〇廣富保健福祉課長補佐 これ昨年記事に載ったといったところで紹介をさせていただい

た関係で載せさせていただいたのですけれども、このほかに町内市街地でも配食サービス、

また高齢者の方々を集めまして、通いの場プラス食事をしながら楽しい場を設けるといっ

たところで何カ所かそういった団体があるということはもちろん把握しておりますし、ま

た配食に当たっては町のほうの一般会計事業の在宅支援総合支援事業の中で行政側としま

してもある程度の側面支援ということで手伝わさせていただいて、活動しているところで

ございます。 

 以上です。 

○阿部委員長 福原委員。 

〇福原委員 町のほうの側面事業ということで、私の把握しているところではあと福祉セ

ンターでやっていますよね。月２回、あれも。それと、光南と、それから宝町の会館でや

っていますよね。やっているのは自発的な行為で私たちもやり始めたのですが、サービス

についての不均衡というのですか、１つの団体には補助金というか、何か年間５万円なら
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５万円いただいて、あとはもらっていないとかと、そういうような実態があるのです。そ

の辺のやり方というのでしょうか、方法というのでしょうか、ボランティアで始めたから、

そういうものは要求しないほうがいいよねと言いながらやっているのですけれども、何か

こうやって写真で見るとすごくこういう派手、派手さは私らはできないのです。予算の範

囲内でやらなければならないので、その辺なんかもどんなふうに、こちらのほうは社会福

祉協議会が窓口ですよね。私たちのほうは町が窓口かな、宝町と光南は。その辺の現状把

握しながらの指導というか、何かそういったものはこれからなされるつもりも何もないで

しょうか。このまんまの状態でずっと進めていかれるのでしょうか。 

○阿部委員長 福原委員、ちょっと個人的なことの形の中のもの言うのは、きちっとした

中でお願いします。プライベートな形の中のではなくて。 

〇福原委員 それでだけれども、これから続けるか、行政におろしていくというのであれ

ばそういったところの整理もしながら、行政におろすのはいいのですけれども、そういう

自発的にやっている団体を全く無視して行政に入っていったりなんかしていくのかなとい

う心配もあるのです。だから、その辺を町の態度で私らも考えなくてはならないなという

ふうに思うのです。個人的というより、保健福祉センターから離れたところでやってくれ

と年寄りの要望があって、始めたことですから、遠いから、行けないからということで、

足も何もないからということで、ですからそういう細かいところの積み重ねからきちっと

見ていかないとせっかくのいろんなことが無駄になってくるのかなというふうにも思うの

です。 

○阿部委員長 おっしゃりたいことわかりますけれども、流れとして…… 

〇福原委員 では、質問を変えます。 

○阿部委員長 いやいや、変えなくて結構です。そのままで結構です。一応その辺の発言

をちょっと考えていただきたいと思います。 

 それでは、先ほどの福原委員の質問に対しまして、廣富課長補佐、お願いします。 

〇廣富保健福祉課長補佐 まずもって、この配食サービスとボランティア団体の方々に対

する現状につきまして、私のほうからご説明させていただきたいと思います。 

 まずもって、やはりボランティア関係の活動ということになりますので、まず自主的に

やっていただいた中で行政側としては何ができるのかな、お手伝いできるかなという側面

支援になると思います。現状ということでご説明申し上げますけれども、保健福祉センタ

ーで実施しております配食サービスと、高齢者の方々に来ていただいて、実施されており

ますけれども、浦幌ボランティアのいちげの会になると思います。それから、このラポー

ル婦人会につきましても吉野公民館等で配食、それから宅配等を実施をされているという

のが、この２つの団体につきましては社会福祉法人の浦幌町社会福祉協議会、こちらのボ

ランティア団体のほうに加盟をされておりまして、先ほど金額は出ておりましたけれども、

活動に対する運営の一部を助成するといったところで交付をされて、活動されているとい

うふうに聞いております。それぞれ宅配でございますので、車で行ったり、高齢者の方々
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の住宅を回って、下浦幌を回ったりなんかしたり、またこちら実績といいますか、書きま

したけれども、年に１回、会員で十勝館内の観光施設を訪問しながら高齢者の方々のひき

こもりを、なるべく出ていただいて、皆さんの集いの場に顔を出していただいたり、また

は安否確認をひっくるめてやりたいというふうに活動されているというふうに聞いてござ

います。また、後から出ました宝町会館と、それから光南会館につきましては、それぞれ

ボランティア団体さんということで活動していただいているところでございますので、こ

ちらにつきましては町のほうで弁当１食につきまして 300 円を予算計上させていただきな

がら、ここ数年間実施をしていただいているところでございます。介護保険法につきまし

ても特に口に入れる食事等については基本的には自費で賄って材料から何からしなければ

ならないというのは本来の基本でございますけれども、そういった形でボランティアの

方々に協力していただいている部分につきまして町として支援できるのはそういった形で

しているといったところでございます。いずれにしましても、活動の中で私どものほうで

全く説明しないとか、そういうことではなく、活動に当たっていろいろな問題点とかあり

ましたら幾らでもお話を聞きながら活動のほうで側面的な支援をしてまいりますので、そ

の５万円とか 300 円という中身ではなく、そういった形で私どもは対応してまいっている

つもりでおりますし、今後も進めてまいりますということでございます。 

 以上です。 

○阿部委員長 福原委員、どうぞ。 

〇福原委員 自主的にしろ、頼まれてやっているにしろ、ボランティアの精神というもの

は変わらないと思うのです。それで、何か格差のないやり方ができないのかなとずっと思

って、ふまねっとの会もそうですよね。窓口が社会福祉協議会ということでいろいろとい

ろんな意味で、一番先にネットを買ったのは町の保健福祉課のほうから補助というか、買

っていただいて、それで始まったことなのですけれども、現状は本当にだんだん会員もふ

えていっているということで、なかなか元気にやっていらして、こういったふまねっとの

教室も自主的にやっているから、いいようなものですけれども、何か福祉のほうの中身で

取り上げていただけないのかなといつも思っているのですけれども、全くそういう気配は

見られないというか、せっかく住民がやっているのだからというような感じなのかなと。

こういうふまねっとの会みたいのはよその町ではちゃんと保健福祉課のほうで取り上げて、

福祉の運動の一環としていろいろな地区でやっているのが現状なのですが、これらあたり

はどんなふうにお考えでしょうか。 

○阿部委員長 保健福祉課、廣富課長補佐。 

〇廣富保健福祉課長補佐 ふまねっとの会のことでのお話だと思います。うらほろふまね

っとの会につきましては、先ほど若干写真等でご説明いたしましたけれども、この団体に

つきましても浦幌町社会福祉協議会から活動に係る助成金ということで交付されて、実施

をされているところでございます。町のほうはボランティアでやっているから、知らない

ということではなくて、今後会長さんとも交流を深め……交流といいますか、お話を聞き
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ながらやっているわけでございますけれども、今現在吉野、それから本町、それから厚内

公民館で活動されて、月２回ということでやっているところに対しまして、この会につき

ましては今後上浦幌地区でもふまねっとの会を進めてまいりたいという話を聞いてござい

ます。そういった状況の中で、先ほども何度も申し上げますが、行政側でどのような側面

支援ができるかということをふまねっとの会の方々、会員含めましてお話をしながら、拡

大に向けた部分については側面支援をしたいというふうに考えてございます。 

 以上です。 

〇福原委員 わかりました。町のほうでも指導をいただきながらこういうものをやってい

くということわかりました。 

（何事か声あり） 

○阿部委員長 済みません。 

 福原委員。 

〇福原委員 町のほうでもご指導いただきながらこういうことをやっていただいていける

ということを確認させていただきました。 

 それと、きのう生き生きまる元体操に行ってきたのですけれども、先日もいろいろな方

からお話を聞いていたのですが、町に、43 のところに協同組合とかとありますよね。民間

移動販売車という車の絵描いてあるところあります。それと、協同組合というところがこ

この下にあります。この民間移動販売車というのが浦幌町の場合は地域密着型ではなく、

よそにお金が流出しているようなところが多々見られると。先日もある団体とは話しして

いましたけれども、ぜひとも地元購買というか、そういったものでなるべく皆さん方も協

力してほしいという話がありました。きのう生き生きまる元体操のところ行ってきました

ら、ほかの個人の方が上のところで一生懸命歩いて、１日万歩計をつけながら歩いて、記

録をして、そして何キロまで歩いたらハマナスカードのスタンプがもらえるのだというこ

とで、何キロか歩いたら幾つかもらえるのでしょうけれども、その前にはただ行って、沖

縄まで行ったよ、東京まで行ったよと、そういう達成感を味わって、皆さんそれぞれ満足

していたようですが、そうではなくて、異業種交流というわけではないのですけれども、

こういう体操しながら地域の貢献を、ハマナスカードのポイントを上げながらまた地元に

還元していくというその全体的な町の方針として、地元に還元するような、歩いている方

はいいのですけれども、そのほかに何かサービスというか、地域のボランティアにサービ

ス券みたいな、よそで発行していると思うのですけれども、池田あたりもやっていますよ

ね。30 分 100 円とか 200 円とかと、そういうサービス券を組み込みながら地域にも還元し

て、ボランティアをやった人にも何とか達成感みたいなものを植えつけながらいろんなこ

とを地域でやっていただけるというような方法は具体的にはとれるようなことは考えてい

るかどうか、ちょっとお聞きしておきたいと思います。 

○阿部委員長 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 ただいまボランティアのポイントというようなお話も出ましたけれ
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ども、それぞれ各町によってはいろんな方法でボランティアに対しての支援ですとかボラ

ンティア活動に対しての対応ですとかしているかとは思います。浦幌町もこれからそれぞ

れ生活支援体制整備事業も含めながらあらゆる協議体ですとか、うちの場合、コーディネ

ーターもおりますので、その中でいろんな事業、組み立てれるものは組み立てれると、組

み立てていくというような考え方で検討してまいりたいというふうに考えておりますので、

よろしくお願いいたします。 

○阿部委員長 福原委員。 

〇福原委員 今課長の話でしたらそういうあれも、いつか一般質問もしたことがあると思

うのですが、なかなかボランティアにそういう目的はなじまないというか、何かそういう

話はあっても断ち切れになっているのが浦幌町ではないかと思います。本当に民間力を意

欲ある住民に充実させるような状態に持っていくためにはやはりいろんな手法が必要だと

思うので、ぜひともいろんな意味で幅広く考えていっていただきたいということです。 

 それと、もう一点、自発的に地域活動しない方の対応ということで、何回か私団体とい

うか、お誘いするのですが、なかなか出てきてくれないということで、本当に 50 メートル

も離れていないのですが、なかなかそこまでも来れないという方が結構いらっしゃって、

どうしてかなと思ったら、やっぱり 90 近くになるとなかなか出づらいということで、周り

に子どもさんもいらっしゃるということで、なかなか活動をしなくても必要性がないとい

うか、そういう方もかなりいると思うのですが、そういう方の現状把握というのでしょう

か、外出しない、活動しない方の現状把握みたいのはされているでしょうか。 

○阿部委員長 包括支援センター係長、志賀さん、どうぞ。 

〇志賀包括支援センター係長 把握のほうなのですが、私たちのほうで高齢者の方を回り

まして、お一人お一人お話ししたことがあるのですが、そのときに地域の中でどのような

困り事があるかというところを、ちょっと今データとしては出てこないのですけれども、

そういう中で記録として残っていますので、そのときの記録を参考にしながら今ある教室

にお誘いしたりとか、そういうのをやっています。ただ、なかなか皆さん、やはり集団で

活動して楽しいという方もいれば、個別でお話しすることが楽しいという方もおりますの

で、一律に今やっている介護保険サービスだったりとか教室だったりとか、そういうとこ

ろにその方、その方によって向くところとそうではないところとあるのかなということも

考えています。そういう中でやはり今後どのような形が地域に根差していくのか、地域ご

とで例えばちょっとした集まりが必要なのか、そういうことも含め、これから地域の方々

と話しながら検討していきたいというふうには考えております。 

 以上です。 

○阿部委員長 福原委員、よろしいですか。数字が要りますか。 

（「いや、いいです」の声あり） 

○阿部委員長 それでは、次の方に行きます。 

 差間委員、どうぞ。 
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○差間委員 認知症の支援ということでお聞きしたいと思います。 

 資料の 58 ページです。大江病院との間で認知症初期集中支援チームをつくるというふう

になっているのですけれども、ちょっとお聞きしにくいのですけれども、往診している町

民という方は現在この記事によるといないようには書いてあるのですけれども、その状況

どうなっているのでしょうか。 

○阿部委員長 志賀包括支援センター係長、どうぞ。 

〇志賀包括支援センター係長 この認知症初期集中支援チームというのは、57 ページにも

ありますとおり、ここでは往診ということではなく、チームを組む、大江病院の相談員、

看護師、地域包括支援センターの保健師がチームを組みまして、初期、まだ受診していな

い方、専門病院にかかっていない方、専門病院にかかられたけれども、介護保険を受けて

はいるけれども、サービスにつながっていかない方、そういう方を対象としてその方々の

ところに訪問しまして、継続して、初期なので、６カ月間集中した訪問支援を行うという

のがこの初期集中支援チームとなっています。この支援チームの中にサポート医という専

門の先生が必要になりますので、これを大江病院の理事長先生のほうにお願いしまして、

チーム員会議としてこの方をどのように支援していき、今後地域でどのような形でこの方

を支えていけるのかということで、認知症初期集中支援チームということでこの 10 月から

動いています。それがこの新聞の記事になっています初期集中支援チーム十勝で、10 市町

村、それぞれの町でのチームなのですが、連携をとりながらマニュアルをつくってやって

いくということになりました。この半年ですので、まだ始まって、10 月からで、まだ数カ

月ですので、今年度半年間ということで一応３名の方について支援をするということを、

最初の年なので、マニュアルをつくったときに他町と足並みをそろえながらやっていくと

いうことになりまして、現在支援をしております。あと、往診についてなのですが、往診

についてはちょっとまた別な、この支援事業とは違いまして、地域にいらっしゃる方で認

知症のために明らかに認知症状がありながらもなかなか受診につながらない方とか、あと

ご家族がいてもなかなか受診ができない方、そういう方々に大江病院のほうで、先ほど説

明しましたように、認知症疾患医療センターという役割もありますので、先生と先ほど言

った相談員、看護師が来て、私たちと一緒にそこのお宅に訪問して、往診、診察を受ける

ということも事業としてではなく、それは個人が病院へかかれないから、往診するという

形でやっています。それはケース・バイ・ケースですので、そのときに必要な方がいまし

たら、地域包括支援センターのほうから大江病院の窓口の方にご相談しまして、それで往

診が必要があるのか、受診のために何かできないのかということを相談した上で実施して

いくことになっております。 

 以上です。 

○阿部委員長 差間委員、どうぞ。 

○差間委員 聞き方がちょっとおかしかったのですけれども、そうすると認知症疾患医療

センターとしてのこの大江病院、こちらとタイアップしてやっていくということでよろし
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いですね。この記事によりますと、ちょっと字小さくて、読みにくかったのですが、９町

村で３名、帯広市で 20 件、この方たちがこの記事の段階では認知症初期集中支援チームと

して対応しているというふうに理解してよろしいのでしょうか。 

○阿部委員長 廣富保健福祉課長補佐。 

〇廣富保健福祉課長補佐 先ほどのスライドの部分での新聞記事ということで確認だった

と思いますが、９町村で各３名の方ということです。先ほど係長が説明したとおり、本町

におきましても３名ということでございます。小さくて、見づらいと思います。そういっ

た形で対応しまして、先ほど係長から説明したとおりで、現在３名の方を支援していると

いった状況です。 

○阿部委員長 差間委員。 

○差間委員 わかりました。 

 もう一件、認知症の患者はもちろん大変なのでしょうけれども、介護度の増した家族を

持った家庭とか、この認知症に関してもやはり家族の方が大変な思いをしているというこ

とは現状としてあると思うのですけれども、そういった方に対する支援、これ行政として

できる支援として１点だけ。障害者手帳という感じで認知症がある程度進むというのです

か、ある程度の期間認知症の治療を受け、認定されて、期間たった方に手帳を発行すると

いうようなことで、ちょっとこれ質問内容が外れてしまうかもしれませんけれども、そう

いった支援はしているのでしょうか。 

○阿部委員長 志賀包括支援センター係長。 

〇志賀包括支援センター係長 認知症ということで、精神保健手帳という方、対象、障害

者手帳が該当する場合もあるのですが、そこは医療機関での判断になるので、詳しく私も

現状、今認知症の方がその手帳を何人受けられているかというのはちょっと把握していな

いので、そこは何も言えないのですが、ただ認知症ということで診断を受けたり、何かご

家族の方で認知症と思われるような状況になった場合は私たち地域包括支援センターのと

ころに、まず病院もそうですし、自発的に保健福祉センターのほうに来て、ご相談される

方がいますので、そこでほとんどの方が介護保険の申請をしていただきまして、介護保険

サービスの利用に向けて私たちのほうは進めていっています。 

○阿部委員長 差間委員。 

○差間委員 やはり家族の方たちは大変な思いをしているのです。介護度が増すとやはり

家族の方も仕事休んで対応しなければならない。それ認知症に関しても同じことですので、

経済的な側面からのサポートも含めて行政として行うということで、ぜひ障害者手帳につ

いても考慮に入れて、対応していただければというふうに、これ質問と言っていいのでし

ょうか。要望したいのですけれども。 

○阿部委員長 熊谷保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 先ほど志賀係長のほうからもお話がありましたが、認知症と、それ

から障害者手帳、精神保健手帳というのは直接なつながり方はそれはないと思います。認
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知症になられる原因というか、認知症と、それから精神障がいをお持ちの方、重なってい

るという方はおられるかと思いますけれども、認知症から認定された方が精神保健手帳を

受給できるというようなものではございませんので、そういう中ではやはり認知症という

ような認定を受けた方につきましては介護保険制度の中でいろいろな支援がありますので、

そちらのほうで支援をしていくというふうな方法が進む方向だと思います。認知症と認定

された方が精神保健手帳を、仮にそちらのほうも受給されたということになると、それは

障がい者の制度のほうも該当されるかと思いますけれども、そのところはやはり認知症だ

けの介護認定ということになると、障がい者というような扱い方にはなってこないのかな

というふうに思います。 

○阿部委員長 差間委員、どうぞ。 

○差間委員 くどいのですけれども、一言だけ。 

 障害者手帳を支給されるということで、介護保険料、ほかに税制的な面でもいろいろ家

族にとって有利な条件になるということですから、認知症が認定されて、ある程度の期間

を経過しますとこれ発行されるはずですから、ぜひその点を確認していただいて、ひとつ

対応をよろしくお願いいたします。 

○阿部委員長 熊谷保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 今差間委員のほうからそういうお話がありましたので、こちらのほ

うでもちょっと調査するところは調査させていただきます。ただ、精神保健手帳交付され

るという方につきましては、やはり医者がそれなりの精神的疾患があるというふうな、そ

ういうような診断をもとに手帳というものは発行されるというふうな内容になっておりま

すので、認知症を認定されたということでの障がい者、精神保健手帳の発行ではないとい

うことはご理解いただきたいなと思います。 

○阿部委員長 あとよろしいですか。 

（「要望ということでよろしいです」の声あり） 

○阿部委員長 杉江委員、どうぞ。 

〇杉江委員 再度お聞きしたいのですが、先ほども説明ありましたように、国も 2014 年か

ら 10 兆円超す費用がかかっていると。浦幌町もご承知のように介護保険会計で 100 億

8,000 万円を超す状況になってきているという中では、包括支援事業というのは予防的に、

地域でそういう経費を減らしていくための予防的な対応だと思うのです。具体的に包括事

業のための事業移行をするのですけれども、実際に費用が通所とか訪問介護とかでの、例

えば同じ入浴を、通所で入浴した、それから訪問でお世話したという中での点数の違いと

いうか、料金の違いってあるのですか。その辺の違いもちょっと知りたいと思うのですが、

細かいことで申しわけない。 

○阿部委員長 志賀包括支援センター係長。 

〇志賀包括支援センター係長 ただいまの質問なのですが、訪問と通所で受けているサー

ビスが同じ部分と違う部分がありまして、ここでいう総合事業、日常生活支援事業を対象
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とするのは現在の要支援１、要支援２という方が対象になってきます。ですので、例えば

通所で入浴された、訪問で入浴された、どちらも訪問サービスと通所サービスの料金の中

に含まれていますので、特に料金の違いはないです。ただ、訪問へ行くときの目的という

ところがありまして、お風呂をどうしてそこの訪問でしなければいけないのか。例えば出

入りが必要だから、介助が必要なのか、体が洗えないから、どうなのか、そういうところ

を細かくアセスメントという課題の抽出を行って、ヘルパーさんにそこの部分を依頼する

という形になります。それは、１時間幾らという単位が決まっていた訪問支援の中で展開

されることになります。あと、デイサービスのほうも理由は同じかもしれませんが、自宅

でお風呂入りづらい方がデイサービス等でお風呂に入ることになるのですが、そこでは１

日通所の単位って決まっていますので、その通所の単位の中で１日の利用の中で含まれる

ことになります。あと、介護保険サービスとなりますと、また単位数が加算という形で、

入浴されると、通所に入浴すると加算されることもありますが、要支援の介護予防と呼ば

れる方々は含まれた料金ということになっています。 

○阿部委員長 福原委員、どうぞ。 

〇福原委員 14 ページというのですか、14 番のところの浦幌町の介護費用額の推移という

ことで、28 年２月サービスの提供分までということで、27 年度は介護費用が少し下がって

きています。これは、どういった関係でこの費用が下がったのか、原因は把握しています

か。それと、１カ月分なのか、その辺なんかもちょっとお知らせいただきたいと思います。 

○阿部委員長 廣富保健福祉課長補佐。 

〇廣富保健福祉課長補佐 ただいまの質問ですが、平成 26 年度が６億円ということで、平

成 27 年度で下がっているのは何だろうかという話だと思われますけれども、下に、これ小

さくて申しわけないのですが、平成 28 年２月サービス分までということの集計になってお

りまして、この後２月、３月サービス提供分等が加わります。ですので、ほぼ 26 年度と横

ばいの介護給付費で、27 年度は 26 年度と横ばいということで考えておりまして、給付総

額については上がっていないというところで判断しておりますが、本日の会議資料の中に

はこの集計分は厚生労働省の資料から引っ張ってきた関係から、この分が入っていないと

いったところで誤解を招いたと思います。その点につきましてはおわび申し上げます。 

 以上です。 

○阿部委員長 福原委員。 

〇福原委員 いろいろと町のほうも知恵を絞りながらいかに費用をかけないようにという

か、結局これ個人の負担もあると思うのです。だから、その辺なんかの、国の指導のもと

にやっていらして大変でしょうけれども、まだまだ国の発言というか、聞いていましたら

介護というか、そっちのほうをてこ入れすると。国の全体的な費用が非常に増大してきて

いるのでというような感じでこの間の国会中継も聞いていたのですが、その辺なんかも、

浦幌町も先取りというわけでもありませんけれども、国に振り回せられないような取り組

みというのでしょうか、私は全体的に見て、介護とか認知とかって、よろしいのですけれ
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ども、ふだんの生活の中で年寄りが生き生きとして生活できるような場というのでしょう

か、もちろんここにたくさんありますけれども、生産性のあるような何かそういったもの

はできないのかなと昔から考えていたのですけれども、本当にいまだに答えが見つからな

いということで、その辺なんかも何か考えていく必要がないかなというふうに思っている

のですが、その辺の考え方についてはどのようにお考えでしょうか。 

○阿部委員長 熊谷保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 ただいまの福原委員の質問ですけれども、生産性のあるということ

は高齢者の雇用のことを言っているのでしょうか。 

○阿部委員長 福原委員、どうぞ。 

〇福原委員 雇用という縛りではなくて、精神的な生産性もあると思うのです。体操して、

元気になったから、帰ったというのではなくて、何かができないのかなと思って、元気な

人は 80 でも 90 でもいろんなことやっていますよね。そういうふうな町の方針として、雇

用ではなくても何かできないのかなと本当に勝手なことを申しますけれども。 

○阿部委員長 廣富保健福祉課長補佐。 

〇廣富保健福祉課長補佐 私のほうで説明した内容の中で一番私が言いたかったのは、行

政、国が全国一律の保険サービスをつくって、それでそういったサービスを提供してきた、

これが 2000 年から続けてまいったところで、福原委員のおっしゃっていた部分の 12 ペー

ジですか、国の示している介護給付費がどんどん上がっていくといった状況で国が考えた

ところは、やはり全国一律ではなく市町村それぞれにいろんな実情があった中で、生活ス

タイルも違えば、高齢者の、それから近所づき合いもみんな違うだろうといったところで、

各保険者、浦幌町が一番高齢者が長く自分の自宅に住めるような、そういった体制を考え

なさいというのが今回の大幅な改正の趣旨でありますので、ですから雇用云々ということ

言うよりも、あくまでも介護予防は総合事業の２つ大きく、介護予防と、それから生活支

援といったところでご説明申し上げましたけれども、24 ページ、介護予防はあくまでも自

発的な参加意欲で自分で目標を持って、歩けるようになりたい、それから孫を抱きたい、

そういったことに自分の体になるように自分で努力すると、そういった参加意欲を引き出

すような、これが介護保険法の改正に伴いました私どもの考え方でございますので、です

からそういった参加意欲等を引き出すような施策を我々これから生活支援コーディネータ

ー、または高齢者の方々と話ししながら自発的に参加できる場を提供するということを考

えていくということが説明している内容の本質でございます。 

 以上です。 

○阿部委員長 ほかにご質問なければ、私のほうからちょっと１点。 

 総括的なことなのですけれども、地域民生委員との今回の地域支援事業についてのかか

わりというのはどのようになっているか、もし簡単にわかればちょっとあれしていただき

たいのですけれども。 

 熊谷保健福祉課長。 



- 34 - 
 

〇熊谷保健福祉課長 ただいま民生委員と、それから地域支援事業のかかわりというよう

なお話の質問だったとは思いますが、先ほど来からこの新しい地域支援事業についてはま

ず地域づくりと、そして住民が主体となって行っていく事業で、高齢者を地域全体が支え

ていくというような内容の大まかな説明をさせていただきましたけれども、その中で民生

委員におかれましてはその地域、地域の中にそれぞれ担当の地区を設けて入っていっても

らっておりますので、その中ではやはりその担当地区の中で困り事を持っている高齢者で

すとか、そういう方々の情報というのはその地区の民生委員の方々がお持ちですので、そ

ういうような方々とともに地域づくりを行っていくことができるような、そういう体制と

いうのはこれから民生委員さんとともども検討していかなければならないと考えておりま

す。 

○阿部委員長 今のは、民生委員の方でもそういう話をするということでよろしいですね。

していくということでね。 

（「そうです」の声あり） 

○阿部委員長 ほかになければ、この際ですので…… 

（「いいですか」の声あり） 

○阿部委員長 端的にお願いします。 

 杉江委員、どうぞ。 

〇杉江委員 先ほどちょっと質問落としましたので、説明の中でコーディネーター育成の

ための予算措置、29 年度、確保したいということでありましたけれども、これは育成のた

めの費用なのか、コーディネーターにもそれぞれ日当というか、そういうものも配慮して、

そういう予算措置するということなのか、ちょっと内容細かくというか、簡単でいいです。 

○阿部委員長 熊谷保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 先ほど言いましたけれども、社会福祉協議会のほうにコーディネー

ターを委託するというような内容でございますので、コーディネーターを運営する事業と

してその事業経費を委託するというような内容でございますので、そこでコーディネータ

ーを育成するとかというような内容でございません。コーディネーターがそこで活動する

運営経費等についての委託ということで考えております。 

○阿部委員長 もう出尽くしたかなと。一応この際でございますので、議長、副議長、も

し何かお気づきの点あったら。 

（「ありません」の声あり） 

○阿部委員長 よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○阿部委員長 それでは、皆さんのご質問が大体終わったと思いますので、ここで暫時休

憩をさせていただきたいと思います。暫時休憩します。 

 

午前１１時３０分 休憩 
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午前１１時３８分 再開 

 

○阿部委員長 休憩を解き会議を再開いたします。 

 一応質疑は終わらせていただきました。この後でございますけれども、これより本件に

ついて先ほどの質疑に対しまして問題点及び課題の抽出をしていきたいと思います。問題

点及び課題の抽出については、自由討議で行おうと思いますが、これに異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○阿部委員長 異議なしと認めます。 

 よって、これより自由討議に入ります。先ほど質疑させていただいた中で何点か皆さん

から納得のいかないこともあったのかなと思いますけれども、その中で課題が出て、皆さ

んから課題だなと思われたことは述べていただいて、今後の所見のほうにさせていただき

たいと思います。よろしくお願いいたします。質疑に対してお答えいただいたこと、ほど

ほどのメモでよろしいですが、述べていただければこちらでまた再度取りまとめの参考と

させていただきます。 

 福原委員、どうぞ。 

〇福原委員 最後に、私も何とかいろいろやることは結構なのですけれども、一律ではな

く、各町村で考えていきなさいという今後の国の方針が非常に大きなものであろうと。地

域の介護や何か、高齢者に対するあったものを考えて、これからやっていきなさいと、国

のほうの方針はそういうふうなものになりますよということであっただろうと私は想像と

いうか、国でもこのごろそういうこと言っていますので、そういったものを頭に置いてこ

ういう内容を多分してくれているのではないかなというふうに思っていますが、具体的な

ものはできないと思います。それでもやはりそういう経費の増大というのでしょうか、10

兆円もかかるようなことのないような介護給付、介護受けていたら何か悪いことしている

ような状態にだんだん国の方針に乗ってやっていたら思われるようなところも見受けられ

ますので、そうではなくて、介護というのは必要だということで、地域に合ったものを見

つけながらということで今から取り組んでいかないと、国でぽいと３年後か何かに投げら

れてもなかなかできないと思うのです。それで、今からちゃんと考えて、我々町民も覚悟

をしながら介護とか認定とかというものに向かい合っていかなくてはならないのではない

かなというふうに思っております。高齢化は、絶対これ避けられるものではないのです。

それで、健康な年寄りを一人でも多くつくっていきましょうというか、考えましょうとい

うことでやっていかなければならないというふうに私は思っております。だから、私今回

のいろんな話し合いの中で、これを言ってしまうと何もこの事業がならなくなるかなと思

って、最後まで元気で、体操に行くぐらいはいいのですが、自宅で在宅で亡くなるのが理

想的かなというふうに思っております。少々乱暴かもしれませんけれども、病院にもなる

べく行かないように、それからこういう施設の介護とかなんとか、そういったものもなる

べく我が身に例えればかからないように、でも病気になったらどうなるのかなという一抹
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の不安はあります。でも、なるべく自分で自分の体は始末したいなというふうに思ってい

るのですが、長生きなところが悪ではなくて、いいというふうな社会の風習になっていっ

てくれればなというふうに、欲張りですね、言っていることが矛盾していますけれども、

そんなふうに考えております。 

○阿部委員長 河内委員、どうぞ。 

〇河内委員 私考えていることの半分ぐらいしか質疑できなかったというのはちょっと反

省も含めてあったのですけれども、あとこの横長の資料の中の７ページに非常に今回の

我々が考えていかなければならないことの改正の基本的な考え方ということの中に、横長

の資料にわかりやすく大きな字で書いてあることを見て、要するに１対１からサービス提

供は１対多ということと、あと専門的なサービスについては専門職がサービスを提供する

が、住民の支え合いでできることは住民やボランティアなどが担うという地域づくりを行

うと。地域の中でお互いさまの自発的な取り組みということ、これもそのとおりでありま

して、高齢者自身の担い手としての社会参加、支えられるから支え合う関係への変化、あ

と介護予防の効果ということで、全国一律だったサービス提供の内容のルールを一部市町

村がやはり地域の実情に合わせて定めていくということで、サービスづくりではなく地域

づくりなのだよということ、本当にここに抜粋してわかりやすく書いてあるのです。これ

らを進めていくには、私が質問した内容ともかぶるわけですけれども、当然行政区という

ことでの、今までとは同じ行政区のあり方ということではなく、やはり新しい方向へ進む

のだということを相当本気で思って、町も対応していただきたいと。でなければ、単にき

れいな理想的な文を羅列しただけの非常に概念的なものに終わってしまうということで、

10 年をかけてこれを進めていく気持ちでやるのだとしても、一歩一歩は確実に何かを具体

的に行政側としても必要なものはやはりやっていただきたいという気持ちがあるわけでご

ざいます。 

 それと、先ほど福原委員から、私も以前一般質問でさせていただいた経緯もございます

けれども、やはりボランティアの方、また健康に関するそういうものをポイントとしてそ

れぞれ非常に小さなご褒美ではあるけれども、住民がそれに参加することによってそうい

ったもののポイントが加算されるというような、これマイレージ方式ということで、各町

村で試みられているのですけれども、あのときの町長答弁としては考えていないというこ

とで終わってしまって、今取り入れられたコンピューターによるそういったもののデータ

があるので、そういったものの個別への対応ということで介護予防とか医療費の削減をし

ていくということでございますけれども、このことについては私も確認したいと思います

が、そういったことの受診率も私は目標はあるけれども、それほど上がってきていない、

ずっと同じ受診率で定まっているということを考えると、やはり住民のそういった意識と

いうものは自然にいろんなところから変えていかなければならない。その一つのくくりと

してそういったボランティアとか健康に対してそういったポイント的な対価を、それは

微々たるものであってもいいのですけれども、それが少しためることが喜びとなることが
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また１対１から１対多になっていくというような、また自分の予防も増進していけるとい

ったような新しい発想に基づいて、やはりもっと政策的に踏み込んでこのことを実現して

いただきたいと私も思います。そのことを強く所管の中で思うことでございます。載せて

いただきたい。 

 以上です。 

○阿部委員長 今河内委員の言われたことは７、８、９ぐらいの中で大体いろんなことで

出ているなという感じはします。あと、これをまた参考にしながら、発言もしていただき

ながらと思いますけれども、ほかにそのこと、また違うことにつきましてでもありました

らお受けしたいなと思います。発言していただかないことにはなかなか所見にも載せられ

ない部分もございますので、よろしくお願いいたします。 

 杉江委員、どうぞ。 

〇杉江委員 今河内委員のほうからもお話ありましたように、マイレージ制度の導入は以

前にも町長はボランティアの精神にそぐわないような答弁だったのです。そうは言ったけ

れども、今こういう介護に対する考え方も変わってきている、状況も変わってきていると

いう中ではそういうことの導入に向けてやっぱり提案していってもいいと思うし、それか

ら次に私が質疑した中でも複数あったのですが、理事者のほうの答弁として周りの町村の

状況を見てからとか、そういう答弁も複数ありました。特に専門職の育成については、答

弁が大学に、その部門に入学する人が少ないからという言いわけで、本当に直接的な浦幌

はどうするかという答弁ではなかったのです。ですから、その辺のことについても人材育

成は必要だろうということもこの調査でしっかりと提案していったらいいと思うし、ちょ

っとは理事者、担当者の見解というよりも、担当者は私は本当にすばらしい、一生懸命仕

事はしてくれていると思っていますけれども、その辺のことやっぱりぜひ盛り込んでいっ

たらいいのでないかと思います。 

○阿部委員長 簡単に言うと、就学支援というか、勉強する人に対する支援ということで

すよね。 

 差間委員はどうですか。 

○差間委員 介護保険、医療制度に関しましては、国のほうが１歩も２歩も後ろ向きに歩

いている今の状況の中ではやっぱりこの 16 ページの図、重度な要介護状態となっても住み

なれた地域で暮らしたい、自分らしい暮らしを続けることができるように、この部分が大

きなコンセプトになっているのは事実であります。やはりそこら辺に自治体として向かっ

ていくためには本当に家族も含めてこれは大変な状況になることは予想できると思います。

その中で少しでも重度な介護者になるのをおくらせることができるよう、地域がこの介護、

医療制度に向かって関心を持って進むことができるような社会になれるよう、やはり自治

体としても一番大きな責務である住民福祉の向上、これはとっても大変なことですから、

このことを含んで、このことを考えながら進んでいってほしいと思います。具体的にちょ

っと私も質問、最後に要望と言ったのですけれども、認知症と認定されて 10 カ月過ぎます
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と、障害者手帳が発行されるのはこれは確かなことです。そこら辺も含めて、これは町道

民税、それから介護保険料、全てのいろんな面に家族が、本人も含めて、状態が変わって

くることで大きく家族に対する援護になることは確かですから、そこら辺のことも、これ

は本当に大まかな大局的な考え方ではないのですけれども、そこら辺も含めてより介護を

要する要介護の面が上がった人を支える家族、認知症の方を抱えた家族のために自治体が

突き進んでいってくれればいいなと思います。 

 済みません。以上です。 

○阿部委員長 福原委員、どうぞ。 

〇福原委員 いろいろ説明を伺った中で行政区という言葉が何回か出てきました。このこ

ともやはり報告の中でこれからは行政区に具体的に入っていって、普及啓発をこの介護保

険のことについてやっていくというようなお話があったと思います。このことをしっかり

と報告の中にも書いておいて、それと委員長が聞いたような民生委員の役割、そういった

こともはっきりと書いていっていただきたいというふうに思っております。 

 それと、ほかの町村のことを言ったら申しわけないのですが、浦幌は民生委員の名前は

年に１回、新年号というのですか、新しい号の中には出てきますが、ホームページに全部

住所から電話番号から名前から出ている町村があるのです。何で浦幌そこまで秘密裏にし

なければならないのかなと。私もちょっとこの地区の民生委員誰かなと思って、調べよう

と思ったら、浦幌は、広報見れば後からわかるのですけれども、すぐにわかるような状態

によそではできているのに、浦幌はなぜできないのかなと、そこら辺なんかも、広報には

書かなくてもいいのですけれども、そういう疑問はずっと持っていました。 

○阿部委員長 民生委員の方の所在ですね。わかりました。 

 杉江委員、どうぞ。 

〇杉江委員 総体的なことなのですけれども、この事業そのものは 27 年の 11 月にも説明

を受けて、27 年４月１日からこの事業に変更されたのですけれども、日常生活支援総合事

業は 29 年４月から行うというふうに言っているのです。それから、30 年４月からは包括

的支援事業を行う。32 年にはこれを達成しなければならないという言葉でしたか、成果を

出さなければならないということになっていて、とりあえずは私たちも 32 年に向けてしっ

かりこれを見守るというか、今後も調査していかなければならないということは間違いな

いので、小まめに、制度変わったのだし、成果が出るか、国がこのままだとかかる経費を

この包括支援事業によって５％、６％の削減するために地域で努力しなさいという事業で

すよね。ですから、その辺のことを我々もしっかりと事業の進捗状況を見守っていこうと

いうことで、大切かなというふうに思います。 

○阿部委員長 福原委員、どうぞ。 

〇福原委員 介護保険事業計画というのが平成 29 年度で３年の最終年度で、見直される年

なのです。私たちが今こうやって勉強させていただいたいろいろ重立ったことをこの制度

の中に取り組んでいけるように考えてほしいというか、せっかく勉強して、いろんな意見
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を出したのですから、そのメンバーは何十人かいるのでしょうけれども、そういったもの

を取り組んでいってほしいということで、要請というのでしょうか、９人ですね、メンバ

ー、でやっていますので、福祉計画の策定審議委員会委員というふうになっていますので、

この中に取り組んでいってほしいということを町のほうに報告というか、抽出しながら、

国の制度を見ながらやっていくのかな。よくわからないのですけれども、本当に 29 年度中

にこれ入りますよね、策定。どの程度町側で取り上げていただけるかわかりませんけれど

も、立派なものつくりますので。 

○阿部委員長 ほかにご意見ございませんか。もうよろしいですか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 それでは、委員のほうからの意見がないので、出席していただいています

議長、副議長、何かありましたら。 

〇田村議長 では、みんなそれぞれ委員の方…… 

〇河内委員 よろしいですか。 

〇田村議長 はい、真剣に考えていただいたので。だけれども、実際的にやっぱり大事な

ことはその当事者でなかったら物はわからないと。言うはやすく行うはかたしということ

あるということは、これはすべからくして一番地域づくり、地域のお世話するとかなんと

かと言いますけれども、そういう中ではそんな甘いものでもないし、大変なことだなと、

ご苦労だなというふうに思いますけれども、そういう経験を積んだ中に自分の置かれた立

場というのはよく理解をしながら、やっぱりお互いに力を合わせてやっていかなければい

けないなとつくづく感じさせていただきました。 

○阿部委員長 ありがとうございます。 

 副議長、どうですか。 

 副議長、お願いします。 

〇森副議長 それぞれ皆さんと同じ、委員の方と同じ意見になるのですけれども、あと６

年、７年しますと 65 歳以上１人に対しまして、以下の方が一人で支えていくというような

時代になって、本当に浦幌町も高齢化が加速に進んでいくというような状態というような

説明をいただきました。また、これ法の改正に伴いまして、今まで、今度サービスづくり

からではなく、地域づくりというような説明を十分いただいたわけでございます。そのた

めにも、委員の中から出ていましたのですけれども、やっぱり専門職の確保、これは私も

十分にこれ必要だというふうに思います。理事者側の方からも答弁がありましたように、

これはぜひ確保をすることを十分に考えて、検討していただきたいなというふうに思って

おります。 

 以上でございます。 

○阿部委員長 ありがとうございます。 

 暫時休憩します。 
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午後 ０時０２分 休憩 

午後 ０時０３分 再開 

 

○阿部委員長 休憩を解き会議を始めます。 

 今出していただいたご意見等につきまして、各委員から出されたご意見につきまして今

取りまとめをさせていただくわけですけれども、皆さんに出していただいたことこちらの

ほうで取りまとめして、私ちょっと細かく書いていないものですから、あれなのですけれ

ども、出していただいたことを所見並びに今回の所管事務調査の報告書とさせていただき

たいのですけれども、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○阿部委員長 それから、この件につきましては一応私に委任されるということ、プラス、

それから…… 

（何事か声あり） 

○阿部委員長 さきにこういう質問するという中身の中にありました。それに対する皆さ

んご意見をいただいたのだろうと思います。一応…… 

（何事か声あり） 

○阿部委員長 暫時休憩します。 

 

午後 ０時０４分 休憩 

午後 ０時０７分 再開 

 

○阿部委員長 それでは、休憩を解き会議を続けます。 

 申しわけありません。私ちょっと全員の方のやつが全部とっていなかったものですから、

先ほど出された意見に異議がなければ、私に一任させていただきたいと思います。また、

後日報告書を作成いたします。その中で各位にファクス並びに文書を送りたいと思います。

それを一連確認していただきまして、よしということになれば、次回の常任委員会に提出

させていただきたいと思います。それがなければ、それでよろしければ次回の今後の事後

研修はやらないということで報告書とさせていただきたいのですが、よろしいでしょうか。 

 杉江委員、どうぞ。 

〇杉江委員 いつまでにまとまって委員のほうに逆に送付されるのですか。予定。 

○阿部委員長 日にちにつきましては、４日、５日程度見てください。 

（「来週いないですよ、みんな」の声あり） 

○阿部委員長 来週。 

（何事か声あり） 

○阿部委員長 申しわけありません。 

（何事か声あり） 
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（「13 ぐらいまでにできますと」の声あり） 

○阿部委員長 済みません。それでは、まとめた報告書につきましては 13 日までに…… 

（「ごろ」の声あり） 

○阿部委員長 13 日ごろに各委員のほうに送付させていただきたいと思います。 

（何事か声あり） 

○阿部委員長 15 日は議運がありますので、そのときにまた再度確認ということでさせて

いただきたいと思います。そういうことでよろしいでしょうか。13 日までに確認、皆さん

のところへ13日ごろまでに送ると。最終確認が15日ということでお願いしたいのですが。 

（「異議なし」の声あり） 

○阿部委員長 一応事後研修はしないということでございますので。 

 以上で本日の所管事務調査を終了させていただきたいと思いますが、異議ございません

か。 

（「異議なし」の声あり） 

（「その他」の声あり） 

○阿部委員長 失礼いたしました。まだその他がありました。申しわけありません。調査

については、以上とさせていただきます。 

 ３番のその他に行きたいと思います。その他、皆さん、ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 議長、副議長、よろしいですか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 事務局のほうから何かあれば。よろしいですか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 それでは、以上にて本日の総務文教厚生常任委員会所管事務調査、介護保

険の地域支援事業についてということで終わらせていただきます。 

 長時間にわたり審議していただきまして、まことにありがとうございました。私に報告

書を一任されたということでございますので、心して報告をつくりたいと思います。よろ

しくお願いします。どうもありがとうございました。 

閉議 午後 ０時１０分 


