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第１回浦幌町地域包括支援センター運営協議会【議 事 録】 

 
開催日：令和３年２月 24日（水）     
時 間：午前９時 00分～午前 10時 37分  
場 所：浦幌町役場 ３階 大会議室   

 
【出席者】 
 委 員：永澤委員(会長）、山田委員(副会長）、山岸明美委員、坂下委員、中川委員、工藤委員、 

上村委員、加藤委員、橋本委員 
事務局：保健福祉課 廣富課長、佐藤高齢者福祉係長、上谷内主事、中村主事 

志賀地域包括支援センター係長、牧野社会福祉士 
【欠席者】 
 委 員：米澤委員、山岸嘉平委員、堀川委員 
 
 
１ 開 会 
【事務局：廣富保健福祉課長】 
  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。 
  それでは、定刻でございますので、只今から「令和２年度第１回浦幌町地域包括支援センター運
営協議会」を開催いたします。 

  なお、北海道では、新型コロナウイルス感染拡大を防止する「集中対策期間」を２月 15日までと
していましたが、国内で緊急事態宣言が発令されている間まで、再延長することを決定し、更に強
い措置を講じるとしている状況から、本日の運営協議会につきましては、新型コロナウイルス感染
症、感染拡大防止対策を講じながら開催いたします。 

  つきましては、委員皆さまにおかれましても、咳エチケットなどの、「うつらない！」そして「う
つさない！」取組みにご協力を賜りますとともに、本協議会の開催時間が概ね１時間を超えました
場合につきましては、一度、休憩をとり、感染防止対策を講じたい、と考えていますので、ご協力
を賜りますよう、お願い申し上げます。 

 
２ 委嘱状の交付 
【事務局：廣富保健福祉課長】 

それでは、お手元の議案書「２ 委嘱状の交付」を行います。 
  この度の委嘱につきましては、ご委嘱させていただいておりました、浦幌町社会福祉協議会事務
局長「佐藤委員」におかれましては、令和２年３月 31日をもって退職されましたことから、後任の
委員として、浦幌町社会福祉協議会事務局長に着任されました「橋本 政明」様に、町長から委嘱
状を交付いたします。 

  なお、後任となる委員の任期につきましては、「浦幌町地域包括支援センター設置条例第 13条第
４項」の規定により、前任者の残任期間と定められておりますので、委嘱期間は、「令和５年３月２
日まで」となります。 

  それでは、これより水澤町長から委嘱状を交付いたしますので、橋本様におかれましては、自席
でお待ち願います。 

≪委嘱状の交付≫ 
 
  それでは、本日の委員の出席状況ですが、米澤委員、山岸嘉平委員、堀川委員は都合がつかず、
欠席の連絡がありました。 

  本日の運営協議会は、委員数 12名中９名の出席です。 
  また、事務局からの出席は、高齢者福祉係長 佐藤、高齢者福祉係主事 上谷内、同じく主事 

中村、地域包括支援センター係長 志賀、社会福祉士 牧野最後にわたくし、保健福祉課長 廣富
でございます、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 
３ 会長あいさつ 
【永澤会長】 
  本日は、大変お忙しい中ご出席いただき、誠にありがとうございます。 

本協議会は、介護保険法の施行において、地域包括支援センターの適切な運営及び公正かつ中立
な運営を確立するため、地方自治法に規定する町長の附属機関として設置されているところです。 
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本日の議題は、令和３年度から３年間の老人福祉計画・第８期介護保険事業計画について、本計
画策定審議会が２月 22日に町長へ答申した内容の報告、本年度の地域包括支援センター運営状況、
事業報告並びに決算見込、また令和３年度へ向けた事業計画及び予算についてご審議いただきま
す。 
委員の皆様におかれましてはご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 
４ 町長あいさつ 
【事務局：廣富保健福祉課長】 
  次に、水澤町長よりご挨拶を申し上げます。 
 
【町長】 
  ただいま、委嘱状を交付させていただきました橋本様におかれましては、公私ともにお忙しい
中、浦幌町地域包括支援センター運営協議会委員をお引き受けいただいたことに改めてお礼申し上
げます。 
また、日頃から町政の執行にあたり、委員の皆様におかれましては、特段のご理解とご支援をい

ただいていることに、重ねてお礼と感謝を申し上げます。 
本日の第 1回浦幌町地域包括支援センター運営協議会の開催にあたり、ごあいさつ申し上げま

す。 
さて、本町では、平成 30年度から３年間とする「老人福祉計画及び第７期介護保険事業計画」が

本年度で終了します。 
この計画は、老人福祉法及び介護保険法により、両計画を一体として、３年を１期とする計画を

策定することとされており、次期、令和３年度から令和５年度の「老人福祉計画・第８期介護保険
事業計画」につきましては、昨年 10月に本計画策定審議会へ諮問し、おととい 22日に答申をいた
だいたところであります。 
答申にあたりましては、高齢者の権利が守られ、住み慣れた地域で安心して暮らすことができる

よう、成年後見制度の積極的な周知啓発や市民後見人の養成など、権利擁護の推進に努められたい
という意見をいただきました。 
浦幌町では、人口における 65歳以上の高齢者が占める割合、高齢化率が本年２月１日現在で

「42.2％」となり、昨年の同時期と比較して 0.6ポイントの増となっています。現時点で要支援及
び要介護認定者は増加傾向にあり、今後の人口の構成を推移すると、地域包括支援センターが担
う、在宅で生活している高齢者に対する、介護予防に資するサービスの提供体制の重要性が、さら
に高まっていくものと考えられているところです。 

  つきましては、本運営協議会は、公正かつ中立性の観点から、客観的に地域包括支援センターの
事業運営について、検討、協議をする場としての役割がございます。 

  委員各位におかれましては、地域包括支援センターの運営が適正に行われますよう、忌憚
きたん

のない
ご意見を頂きたく、よろしくご審議のほど、お願いいたします。 

 
【事務局：廣富保健福祉課長】 
  なお、水澤町長はこの後、他の公務があるため、ここで退席させていただきますのでご了承願い
ます。 

《町長退席》 
 

  それでは、「５ 議題」に入りますが、進行につきましては永澤会長が議長として行いますので、
よろしくお願いいたします。 

 
５ 議 題 
 (１)  浦幌町老人福祉計画・第８期介護保険事業計画の策定に係る報告について 
【永澤会長】 
  それでは、議題「（１）浦幌町老人福祉計画・第８期介護保険事業計画の策定に係る報告につい
て」を議題とします。事務局から説明願います。 

 
【事務局：佐藤高齢者福祉係長】 
  ≪議題（１）について説明≫ 
   
【永澤会長】 
  ただいま事務局より説明がありましたが、意見等ございませんか。 
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【委員】 
  ４ページ下段の「65歳以上の方の所得段階区分の保険料」について、軽減分は公費により負担さ
れますと記載されているが、公費の内容はどういったものになるのですか。 

 
【事務局：廣富保健福祉課長】 
  介護保険制度を持続可能なものとするため、低所得者の方々にも保険料を負担していただく必要  
があるため、公費を投入して低所得者の保険料軽減を行う制度が段階的に設けられ、保険料軽減に
要する費用を、国が２分の１、都道府県が４分の１、残りを町が負担しています。 

 
【永澤会長】 
  ただいま事務局より説明がありましたが、他には意見等はございませんか。 

《全委員承認》 
 
 (２) 浦幌町地域包括支援センターの運営状況等について 
【永澤会長】 
  次に、議題「（２）浦幌町地域包括支援センターの運営状況等について」を議題とします。事務局
から説明願います。 

 
【事務局：佐藤高齢者福祉係長】 

≪議題（２）について説明≫ 
 
【永澤会長】 
  ただいま事務局より説明がありましたが意見等ございませんか。 

《意見なし、全委員承認》 
 

 (３) 令和２年度事業報告及び決算見込について 
【永澤会長】 
  次に議題「（３）令和２年度事業報告及び決算見込について」を議題とします。事務局から説明願
います。 

 
【事務局：志賀地域包括支援センター係長】 
  ≪議案４ページから 16ページ「令和２年度事業報告」について説明≫ 

 
【永澤会長】 
  内容が多岐にわたっていますので、分けて意見等を受けさせていただきます。 

４ページ「１ 介護予防・日常生活支援総合事業」から 10ページ「２ 総合相談・支援事業」ま
での間で意見等ございませんか。 

《意見なし》 
 

次に、10ページ「３ 権利擁護」から 13ページ「７ 生活支援体制整備事業」までの間で意見等
ございませんか。 

《意見なし》 
 

次に、14ページ「８ 認知症総合支援事業」から 16ページの「地域包括ケアシステムの姿」図ま
での間で意見等ございませんか。 

《意見なし、全委員承認》 
 

【永澤会長】 
  次に 17ページの「10 令和２年度決算見込」について事務局から説明願います。 
 
【事務局：佐藤高齢者福祉係長】 
  ≪議案 17ページ「令和２年度決算見込」について説明≫ 
   
【永澤会長】 
  ただいま事務局より説明がありましたが意見等ございませんか。 

《意見なし、全委員承認》 
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 (４)  令和３年度事業計画及び予算について 
【永澤会長】 
  次に議題「（４）令和３年度事業計画及び予算について」を議題とします。事務局から説明願いま
す。 

 
【事務局：志賀地域包括支援センター係長】 
  ≪議案 17ページ「令和３年度事業計画」について説明≫ 
 
【事務局：佐藤高齢者福祉係長】 
  ≪議案 18ページ「令和３年度予算」について説明≫ 
 
【永澤会長】 
  ただいま事務局より説明がありましたが、意見等ございませんか。 
 
【委員】 
  事業の予算はどのように決定しているのか。 
  保険料などから決まった歳入があり、その中で決めているのか、歳出を積み上げて予算を作って
いるのですか。 

 
【事務局：廣富保健福祉課長】 
  お渡ししている第８期計画の 96ページをご参照ください。歳出のうち介護予防・日常生活総合支
援事業はこのページのグラフで見ると下段左ですが、65歳以上の方からの１号保険料 23％、40歳か
ら 64歳までの方からの２号保険料 27％、これが半分となり、残りの半分を国、道、町で負担する構
造となっています。  
予算につきましては、上限ありきの計上方法ではなく、まず、事業を行うにあたり必要な経費を

算出し歳出を確定しまして、全体の事業費のうち半分を、国が２分の１、道が４分の１、町が４分
の１負担し、残りを保険料で負担することとなります。 
しかし、介護予防事業など多岐にわたることから、年々予算は膨らんできており、これらで賄い

きれない不足分は町が負担することとして、一般会計繰入金にて賄うこととなっておりますので、
これを歳入に充て、必要な予算を確保し、事業全体をやっていくこととしております。 

【委員】 
私も保険料を払っている側になるのですが、その払った介護保険料の中で介護給付・保険給付に

充てる部分と、地域支援事業に充てる部分は分かれているのですか。また、介護給付費と地域支援
事業分の比率は決まっているものなのですか。 

 
【事務局：廣富保健福祉課長】 
  お渡ししている第８期計画の中でご説明しますと、97ページから 100ページまで、それぞれの介
護サービスの３年間の想定される給付額とその合計、総給付見込額が載っておりますが、これに加
え て、102ページにあります地域支援事業に係る保険料の充当分、これらを含めた給付見込額に対
して保険料を算出しております。つまり、保険料としていただいた部分の一部がこの地域支援事業
に充てられることになります。 
単純に介護給付と地域支援事業が比率で決まっているのではなく、地域支援事業の予算額のう

ち、対象事業費となる部分については国・道の負担分と町の負担分、それと保険料をいただき、そ
こを超える部分については、町の負担となり、一般会計から繰り入れてます。ですので、令和３年
度予算でみますと、総事業費が約 5,600万円ですが、そのうち事業費として対象になるのが約 4,300
万円となりまして、そのうち町の負担金分である約 660万円と、超過した分としての負担が約 1,300
万円ほどになることから、一般会計繰入金としては約 1,960万円となるということになります。 
そのため、介護給付は使う方に対してはすべて賄い、地域支援事業については町の実状に合わせ

た上限額があるため、上限額までは介護保険料を投入してよいが、足りない分は町が負担するとい
う考え方となっております。 
 

【委員】 
  その上限額とはいくらになるのですか。 
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【事務局：廣富保健福祉課長】 
  国から示される要件や被保険者数などを勘案して計算されますが、例えば令和３年度予算として
は、浦幌町では約 4,300万円が介護保険料を投入できる額と見込んでおります。 

 
【委員】 
  色々な事業や、やりたいことがあると考えますが、上限額が決まっていることで思うようにでき
ない部分もあるのですか。 

 
【事務局：廣富保健福祉課長】 
  実態をお話しすると、思うようにできない部分もありますが、最終的には町の考え方になりま
す。介護保険事業計画に基づき、どう介護予防を進めていくべきか、各町(保険者)で地域の実状を
踏まえながら計画を作成し、介護予防事業を行っています。 

 
【委員】 
  地方交付税が投入されることはあるのですか。 
 
【事務局：廣富保健福祉課長】 
  地方の負担に係る地方交付税については、介護保険特別会計は独立採算制の特別会計となり、そ
の中で介護保険法に基づくサービスの提供をすることとなっていますので、不足している 1,300万
円については、地方交付税等の算定基準からは外れており、町の一般財源を活用して介護保険事業
に投入しています。 

 
【委員】 

地域包括支援センターとしていろいろな事業をしていただいていますが、中でも「地域ケア会議
の開催」のところで、個々のケースに対して課題解決のため検討していると説明がありましたが、
本来的な地域ケア会議としては、個別の課題解決だけでなく、地域課題の発見や政策形成などにつ
いても掘り下げて検討していただきたいと考えています。 
それを進めていくためには、今の地域包括支援センターの職員体制では厳しい。高齢化率が上昇

していく中で、地域包括支援センターの機能を十分に発揮して、重度化予防などに取り組むために
は、国の示している定数よりも充実した体制が必要となると思います。 
以前、３年前にも職員数の話を質問しましたが、その際には「町職員の定数が関係し、増やすこ

とができない」と回答をいただきました。しかし、町として福祉部分にどれだけ力を入れるかとい
う考えによっては、一般財源をつぎ込んででも職員体制を充実させることが必要と思います。 
現段階では二人となってしまっているのですが、これから人員を充実させるために、どのように

考えているのですか。 
 
【事務局：廣富保健福祉課長】 
  介護予防は、高齢者が住み慣れた浦幌町で少しでも長く、自立して生活を営むことができるよう 
に事業を行っており、それに関わる地域包括支援センターの役割は非常に重要であると考えていま
す。現在も、事業報告しましたとおり、高齢者が自立した生活を送られるよう、地域の専門職の
方々からの協力など、地域を巻き込んだ様々な事業を行っています。 
生活支援体制整備といったところでは、平成 29年からは社会福祉法人浦幌町社会福祉協議会に委

託して生活支援コーディネーターを１名配置して、地域の活動に入って進めていただいています
が、これには地域包括支援センターも絡んだ中で、定期的に打ち合わせをしています。また来年度
には、生活支援コーディネーターの配置を増やす予定で、さらに地域での介護予防と生活支援体制
の整備を進めていく考えです。 

  限られた人数で事業を遂行するのは限界がありますが、各法人の専門職・医療職や地域の方々、
生活支援コーディネーターなどと１つのチームとして、一体となり浦幌町の高齢者対策を進めてい
くことが大事であり、積極的に進めていきたいと考えています。 

  職員体制について、具体的に何人体制でいくのかなど、この場ですぐにお答えすることはできま
せんが、地域の核となる地域包括支援センターの職員が非常に大切であるとは考えております。残
念ながら 12月末をもって退職者があり、現在は３人体制から２人体制になっていますが、４月１日
からもう１人採用できる見込みでございまして、４月からまた３人体制で頑張っていくこととなり
ますので、ご理解いただきたいと考えております。 
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【委員】 
  私としては３人でも足りないのではないかと考えておりますので、４人体制くらいのほうが充実
した事業ができるのではと思います。 

  生活支援コーディネーターだけでなく、第８期では就労的支援コーディネーターの配置なども予
定されていると思いますが、そういった様々な方をまとめる位置として地域包括支援センターが中
心となって在宅介護について進めていかなければならないと思います。職員の方はケアマネジメン
トの業務もそれぞれあるかと思いますし、いきいき元気教室の新規開拓なども考えていただきたい
というところも考えると、やはり今以上に充実した仕事ができる体制にしていただきたいと思いま
す。 

 
【事務局：廣富保健福祉課長】 
  地域包括支援センターの充実という思いは、事務局としても同じく大切なことであると考えてい
ます。限られた人員でできることとしましては、介護予防事業の委託なども含めまして、皆さま方
のご協力を頂きながら進めていきたいとも考えておりますが、地域包括支援センターが核となって
いかなければならないというところはその通りだと思っています。 
また高齢者施策としては、地域包括支援センターと高齢者福祉係として、専門職と事務職でチー

ムとして連携しながら進めていきたいと考えております。 
頂きましたご意見につきましては、貴重な意見としまして、今後に向けて検討していきたいと考

えていますので、ご理解いただきたいと思います。 
 
【委員】 
  浦幌町は地域包括支援センターが行政内の機関として設置されていますが、他自治体では民間に
委託しているケースも見受けられます。 

  行政が主体となるのでしょうがない部分があると思いますが、地域おこし協力隊などを活用して
一部の業務を委託する等の考えはありませんか。 

 
【事務局：廣富保健福祉課長】 
  各自治体直営の地域包括支援センターとなりますと、十勝 19市町村の中では帯広市・音更町が外
部法人に委託しまして、開設しております。 

  外部に委託するとなると、地域をエリア分けして運営することになるかと思いますが、地域の高
齢者がすぐに相談しやすい体制となると、委託より直営がいいかと考えておりますので、委託する
考えは現時点ではありません。 

  地域おこし協力隊については、福祉分野での募集は行っていないのですが、現状のコロナ禍にお
いて、リモート会議や公民館事業などで、在宅の状態で交流ができるように協力していただいてい
るところです。また、社会福祉協議会で行っている地域での座談会にも協力していただいていると
ころです。 

 
【委員】 
  認知症ガイドの成年後見制度のところに、助成制度の事を記載してはどうでしょうか。 
 
【事務局：志賀地域包括支援センター係長】 
  助成制度につきましては、詳細な内容等書ききれない部分もあり、認知症ガイドには載せていま
せんでした。記載の仕方を含めて、検討していきたいと思います。 

 
【事務局：廣富保健福祉課長】 
  補足になりますが、成年後見制度につきましては、まず相談に来ていただくことを第一に考えて
おりますので、認知症ガイドを見てご相談に来ていただき、そこで説明させていただければと考え
ております。 

 
【永澤会長】 
  そのほか、何か意見等ございませんか。 

《全委員承認》 
 

６ その他 
【永澤会長】 
  それでは、「６ その他」ですが、事務局より何かありますか。 
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【事務局：佐藤高齢者福祉係長】 
  今回説明させていただきました老人福祉計画・第８期介護保険事業計画ですが、今現在、最終的
に決定されたものを基に製本し、完成次第、地域包括支援センター運営協議会委員の皆様に送付さ
せていただきたいと考えています。 

  送付の際には、改めて連絡差し上げますので、よろしくお願いいたします。 
 
【永澤会長】 
  それでは、委員の皆様から何かありますか。 

《なし、全委員承認》 
 
  ないようですので、これで本日の会議を終了させていただきます。 
 
７ 閉 会 
  以上をもちまして、地域包括支援センター運営協議会を終了させていただきます。 
  今後、計画に沿って事業を進めていただけたらと思います。 

委員の皆様におかれましては、それぞれの立場で事業の進行状況等、確認していただければと思
います。 
本日は皆様ありがとうございました。 


