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         第１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 29年 11月 22日（水）    
時 間：午後１時 30分～午後３時６分   

場 所：浦幌町保健福祉センター会議室  
 
１ 委嘱状交付 
【事務局】 
  本日は、お忙しい中ご参集をいただきまして、誠にありがとうございます。 
  お手元に、事前に配布をさせていただきました会議次第に基づき進めて参ります。それでは、会
議に先立ちまして、委嘱状の交付を町長からさせていただきます。 

  本審議会の委嘱につきましては、お手元にあります「浦幌町老人福祉計画・浦幌町介護保険事業
計画策定審議会設置条例」第１条の規定に基づきまして、本策定審議会を設置し、同条例第３条第
２項の規定に基づきまして委嘱するものでございます。 

  委員の任期は、本審議会に諮問する事項の審議が終了しまして、町長に答申した時点で解任され
ることとなります。 

  なお、本日ご案内いたしました方で欠席となりました方がいらっしゃいますが、後日、委嘱状を
交付させていただきます。 

  それでは、皆様の席で交付いたしますので、自席でお待ちください。 
《町長から委嘱状の交付》 

【事務局】 
  本日の会議は、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項の規定に基づきまして、過半数以上の出席がありますので、本会議が成立することをご報告
申し上げます。 

 
２ 町長あいさつ 
【事務局】 
  それでは、会議次第の２、町長からご挨拶申し上げます。 
【町長】 
  皆さんこんにちは。 
  本日は、大変公私共にお忙しい中を当審議会にご出席を賜りまして、誠にありがとうございま
す。 

  また、ただ今、委嘱状を交付させていただきました。皆様には快くお引き受けいただいたという
ことでありまして、今後とも当審議会の運営についてよろしく申し上げます。 

  委員の皆様には、とりわけ介護保険行政に様々な点でこれまでもお力をお貸しいただいているこ
とに感謝とお礼を申し上げたいと思います。 

  今回の新たな老人福祉計画・第７期の介護保険事業計画の策定にあたりましては、策定審議会の
委員として、今後、老人福祉計画及び介護保険事業計画につきましては、老人福祉法及び介護保険
法に両計画を一体として策定することと規定されており、介護保険事業計画では、介護保険事業に
係る保険給付の円滑な給付及び供給体制の確保に関する内容と、老人福祉計画では老人居宅生活支
援事業及び老人福祉施設による事業の供給体制の確保に関する内容について、３年を１期とする計
画を策定することとされています。 

  この計画につきましては、町の最上位計画であります「第３期まちづくり計画」に基づきまし
て、平成 29年度に策定いたしました「第３期浦幌町地域福祉計画」と調和のとれたものであり、ま
た、介護保険被保険者と介護サービス関係者の意見を反映させることが必要でありますことから、
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設置させていただき、計画策定に関し
て皆様のご審議をお願いするものです。 

  また、介護保険制度を振り返りますと、平成 12年度から公的サービスとして制度化されておりま
して、介護などの支援を必要とする高齢者の皆さんを社会全体で支える仕組みとして定着し、これ
まで発展したものであります。 

  この間、介護サービスを必要とする方がまさに右肩上がりに増加しておりまして、浦幌町におけ
る介護給付費の総額は、スタートしました平成 12年度では３億 1,800万円でありましたが、これが
平成 26年度には６億円を超えたという状況になったところです。 
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  また、介護保険料の基準月額にしましても、第１期では 3,200円が、現在の第６期においては
5,550円と上昇しているところであります。 

  介護が必要な方には、介護保険制度によって支えていくことが基本でありますけれども、高齢者
一人ひとりの願いは、介護を必要としない、健康で自立した生活を自宅で送りたい、との思いが強
いものと認識しているところであります。 

  平成 30年度からの老人福祉計画・第７期介護保険事業計画におきましては、その点を十分に検討
しながら、実践していかなければならないものと考えており、ご意見、ご検討をいただければと考
えております。 

  この計画の完成につきましては、来年の３月を予定しております。 
  おおよそ、一月に１回のペースで開催、審議をしていただくことになるだろうと思いますが、何
卒よろしくお願い申し上げまして、簡単ではありますが、開会にあたっての挨拶をさせていただき
ます。どうぞよろしくお願いします。 

 
３ 自己紹介 
【事務局】 
  それでは、会議次第の３、自己紹介に移らせていただきます。 
  初めての審議会でございますので、まず、最初に委員の皆様から自己紹介をいただきまして、引
き続き、事務局の自己紹介を行いたいと存じます。 

  では、大変恐縮でございますけれども、お名前と簡単で結構でございますので、自己紹介をよろ
しくお願いいたします。 

《委員と事務局の自己紹介》 
４ 会長、副会長の互選について 
【事務局】 
  続きまして、会議次第の４、会長、副会長の互選についてでございますけれども、本計画策定審
議会設置条例第５条の規定に基づきまして、会長１名、副会長１名を委員の互選によりまして決定
させていただきます。 

  なお、互選された会長が本審議会の議長となりますので、会長が決まるまでは、仮議長として町
長が進めさせていただきますので、委員の皆様にはご了承願います。 

 それでは、町長、お願いいたします。 
【町長】 
  それでは、早速、会議次第にのっとりまして会長・副会長の互選に入りたいと思います。 
  会長の互選について、まず、お諮りをいただきたいと思います。委員の皆様からご意見を賜りた
いと思いますが、いかがいたしましょうか。 

【委員】 
指名推薦がよろしいかと思います。 

【町長】 
  会長の互選について、委員から指名推薦はどうかとのご意見を賜りました。そのように取り計ら
ってよろしいでしょうか。 

《全委員により承認》 
  異論が無いようですので、指名推薦で互選したいと思います。委員、指名していただけますか。 
【委員】 
  会長に、上村委員を推薦したいところであります。 
【町長】 
  ただいま、委員から指名推薦として会長を上村委員にお願いしたいとの事でした。よろしいでし
ょうか。 

《全委員により承認》 
  それでは、皆様異論が無いということなので、上村委員に会長をお願い申し上げたいと思いま
す。 

  次に副会長の互選に入りたいと思います。皆様から互選についてご意見はありませんでしょう
か。 

【委員】 
  会長の指名推薦でよろしいかと思います。 
【町長】 
  ほかに、ご意見ございませんか。 

《全委員により承認》 
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【町長】 
  それでは、委員のほうから会長の指名で副会長の互選との意見を賜りました。会長どなたか指名
していただけますか。 

【会長】 
  本日、欠席されていますが、この審議会につきましては毎月開かれるということですので、山岸
委員にお願いしたいと思います。 

【町長】 
  只今、会長から、副会長に山岸委員にお願いしたいとの事でしたが、皆様よろしいでしょうか。 

《全委員により承認》 
  それでは、副会長は山岸委員にお願いします。 
 
５ 会長あいさつ 
【町長】 
  それでは、会長から一言ご挨拶を頂きたいと思います。 
【会長】 
  ただいま、会長として推薦をいただきました。上村でございます。どうぞよろしくお願いいたし
ます。 

  先ほど町長よりご挨拶がありましたとおり、この審議会につきましては、浦幌町老人福祉計画・
第７期となる浦幌町介護保険事業計画を策定することが、この審議会の任務となります。みなさま
の力をいただきながら進めてまいりたいと思います。 

  また、昨今、介護保険事業を取り巻く行政については、変貌をきたしているところであります。
先ほど町長からお話のあったとおり、その制度については平成 12年から始まっておりまして、介護
給付について多額な金額を出している事業であります。その向こう３年間の審議をしていこうと思
いますのでよろしくお願いしたいと思います。浦幌町もこれから人口が減少することがあろうとは
思いますが、高齢者の人口は増える一方でございます。そういった面で、この老人福祉計画を通し
て審議会の皆様で審議をして意見答申をしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いを申
しまして、会長の挨拶に代えさせていただきます。これからもお願いいたします。 

【町長】 
  それでは、本審議会の議長を会長へ引き継ぎます。 
 
６ 浦幌町老人福祉計画・浦幌町介護保険事業計画（第７期）策定に係る諮問について 
【会長】 

  それでは、次第の６、浦幌町老人福祉計画・浦幌町介護保険事業計画（第７期）策定に係る諮問

についてです。事務局、お願いします。 

【事務局】 

  町長から会長へ、本策定審議会に附する諮問書をお渡ししたいと存じます。 

【町長】 
  浦幌町老人福祉計画・浦幌町介護保険事業計画について諮問をさせていただきます。どうぞご審
議よろしくお願いします。 

《町長から会長へ諮問書を渡す》 
【事務局】 
  なお、町長につきましては別の公務がございますので、これにて退席とさせていただきます。ご
了承願います。 

《町長退席》 
【会長】 
  それでは、引き続き会議を進めます。 
  議事に入ります前に、事務局から進行に当たりまして、皆様にお願いがあります。事務局、お願
いします。 

【事務局】 
  まず、本審議会に当たりまして皆様にお願いがありますが、この審議会は、議事録を作成するた
め、録音しておりますことから、発言をされる際には、先にお名前を述べてからお願いいたしま
す。 

  なお、本審議会の議事録につきましては、全文筆記にて作成し、町ホームページにて公表するこ
ととなりますので、ご承知おき願います。 

【会長】 
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  事務局からお願いのありましたこのことにつきましては、委員の皆様のご協力とご了承を賜りま
すよう、お願いいたします。 

 
７ 議題 
 (１) 老人福祉計画・介護保険事業計画の策定について 
【会長】 
  それでは、会議次第の７、議題（１）老人福祉計画・介護保険事業計画の策定についてを議題と
いたします。事務局より説明をお願いいたします。 

【事務局】 
  お手元の議案（１）に沿いましてご説明させていただきます。老人福祉計画・介護保険事業計画
の策定について、こちらにつきましては、第６期計画で述べております前段の第１章になります。
こちら第６期計画の第１章、第２章の部分につきまして本日提案させていただきます。 

 １ 計画策定の目的 
  町長からもお話のありましたとおり、この計画につきましては、本町の高齢者 65歳以上の方にな
りますが、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を図ることを目的としています。 
２ 計画策定の背景及び趣旨 

  団塊の世代が 75歳以上となる平成 37年（西暦 2025年）に高齢化が急激に増加することが予想さ
れています。この高齢化は、平成 47年には国民の３人に１人と推計されています。 

  これに対しまして、平成 12年度にスタートした介護保険制度は、支援を必要とする高齢者を社会
全体で支える仕組みとして定着、発展してきました。平成 27年度から 29年度には、「地域包括ケア
システムの構築」を推進するために、「介護予防・日常生活支援総合事業」「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」等の取り組みが本町においてもスタート
しました。 

  こうした中、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される
「地域包括ケアシステム」を浦幌町の地域の実情に応じて深化・推進していくことが重要となりま
す。 

  地域包括ケアシステムの姿とは、下の図をご覧ください。自宅に住んでいて、病気になったら病
院、介護が必要になったら介護のサービス、しかしながら、自宅から老人クラブや自治会、ボラン
ティア等の生活支援、介護予防を受けながらいつでも元気に自宅で暮らす。これが目的でございま
す。 
３ 法令等の根拠 

  老人福祉計画につきましては、老人福祉法に基づきまして、市町村が老人福祉事業の量の目標、
その量の確保のための方策、供給体制の確保に関し必要な事項を定めることとされている法定計画
です。 

  介護保険事業計画につきましては介護保険サービス及び地域支援事業を円滑に実施するための計
画で、サービス提供体制を整えること等を定めるもので、介護保険法において、介護保険の保険者
として位置づけられている市町村に対して、３年を１期とする介護保険事業計画の策定が義務づけ
られている法定計画です。 

  お手元にあります、介護保険第６期計画が今年度で終了となります。そのための新たな７期計画
となります。 
４ 計画の位置付け 

  「浦幌町第３期まちづくり計画」を最上位計画としまして、「第３期浦幌町地域福祉計画」これが
平成 29年３月に策定されております。これらの整合性を測りながら基本的な指針で示された、市町
村計画の作成に関する国から示された事項に留意しながら、計画を策定することになっておりま
す。 
５ 計画期間 

  この計画は、老人福祉法に基づく計画と、介護保険法に基づく３年計画の第７期になります。次
のページの上の表をご覧ください。一番下の黒塗りの部分が、第７期となります。第６期計画が 29
年度で終了。平成 29年度に第７期３ヵ年計画を策定するのが本審議会でございます。 
６ 計画の策定体制と点検体制 

  (１) 計画の策定体制 
  老人福祉計画及び介護保険事業計画は、幅広い関係者の参画により、本町の特性に応じた事業の
展開が期待されるため、行政機関内部だけでなく、保健・医療・福祉関係者及び被保険者代表並び
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に学識経験者等の積極的な参加を得て、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
を設置し検討させていただきます。 

  (２) 住民参加と意見反映 
  先ほどご挨拶をいただきましたが被保険者、地域住民の代表としまして、市街地区区長会会長
様、介護サービスを利用している方のご家族様等が委員に参加していただきまして、策定にあたっ
て審議いただきたいと存じます。 

  また、幅広く住民の意見や意向を計画に反映させるために、パブリックコメントを実施する予定
です。 

  (３) 計画の点検体制 
  本計画を実効性のあるものとするために、進行管理と評価機能を持つ浦幌町介護保険運営協議会
を設置しています。 

  本協議会で評価、審議しまして、計画の実施状況を調査、審議を願うところであります。 
７ 日常生活圏域の設定 

  本町の住民が日常生活を営む地域として、日常生活圏域の設定が必要となります。 
  浦幌町においては、介護及び医療の核となる施設が市街地区に集中していることを考慮し「１圏
域」として事業を推進します。 

  ４ページにつきましては、第７期計画策定のポイントということで、本年３月１日全国介護保
険・高齢者福祉担当課長会議の資料を抜粋させていただきました。これについては省略させていた
だきます。 

  以上を持ちまして、議題（１）老人福祉計画・介護保険事業計画の策定についての説明とさせて
いただきます。 

【会長】 
  ただいま、議題（１）老人福祉計画・介護保険事業計画の策定についての説明がありましたが、
ご質問等ありませんか。 

《全委員承認》 
 
 (２) 計画策定のスケジュールについて 
【会長】 
  それでは、会議次第の７、議題（２）計画策定のスケジュールについて、を議題といたします。

事務局より説明をお願いいたします。 
【事務局】 
  議題（２）計画策定のスケジュールについて説明させていただきます。８月から３月までの表と
なっております。左側が策定審議会、右側が事務局の作業等となります。審議会について説明申し
上げますが、本日 11月 22日を第１回策定審議会としまして、記載のとおり、ご意見ご報告を賜る
という内容になっております。 

  その後、12月下旬に第２回目を開催させていただきます。第２回目につきましては人口の推計、
将来、30年から３年間の推計、介護サービスの見込み量、介護給付費及び予防給付費の推計、65歳
以上の第１号被保険者の月額の介護保険料の見込みをご提示申し上げます。また、地域包括ケアの
推進の方法、計画の骨子案の抜粋について審議いただきます。 

  年が明けまして、１月、第３回審議会を開催いたします。この第３回につきましては、本計画の
素案を提示申し上げる予定でございます。そして、１月下旬からパブリックコメントに入ります。 

  その、約１ヵ月後、第４回策定審議会を２月の下旬、パブリックコメントの結果、計画の最終案
ということでご審議願います。それが終わりまして、ご了解いただけた中で決定いたしましたら、
町長に対しまして答申といった形を取らせていただきます。以上でございます。 

【会長】 
  議題の（２）でございますが、事務局から計画策定のスケジュールの説明がありましたが、それ
に対して何か質疑等ありませんか 

《全委員承認》 
 
 (３) 高齢者人口等の現状と推計及び介護給付と認定状況について 
【会長】 
  それでは、会議次第の７、議題（３）高齢者人口等の現状と推計及び介護給付と認定状況につい
て事務局より説明をお願いいたします。 

【事務局】 
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  それでは、議題（３）高齢者人口等の現状と推計及び介護給付と認定状況について説明させてい
ただきます。 

  なお、説明に当たりましては、パワーポイントを使用させていただきますので、恐れ入ります、
会長におかれましては、最初にお座りになった席にお戻り頂きまして、また準備がございますの
で、お時間を少しいただきたいと存じます。よろしくお願いいたします。 

《パワーポイントの準備》 
  それでは、お時間をいただき誠にありがとうございます。お手元の資料の議題（３）について説
明させていただきます。ノートパソコンを使わせていただきますので、座らせていただきます。 
１ 高齢者人口等の現状と推計について 

  これは、国土交通省が６年程前に発表いたしましたグラフになります。日本は明治維新以降の西
暦 1900年から 100年で人口が急激に増えまして、2004年にピークとなり、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なります。高齢化率がどんどん上が
りまして、生産年齢人口が減ってきていることがわかっている中で、今後必要なのは施設なのか、
助け合うシステム作りなのかを市町村ごとに真剣に話し合う時期に来ている。というところであり
ます。 

  このグラフは、浦幌町の総人口と高齢化率を表しています。2000年から 2010年までの人口等につ
いては総務省の国勢調査による実績でございます。2015年以降につきましては浦幌町人口ビジョン
による推計になります。緑色の棒グラフ、高齢者の人口は 2020年から徐々に減少しますが、大きな
人数の変動はありません。しかし、青色の棒グラフ、総人口なのですが、介護保険制度が開始した
2000年ごろに 6,846人、これを 100としますと、2015年には 24％の減少となっています。以降は推
計ですが、団塊の世代が後期高齢となるといわれている 2025年には約 36％の減、2040年には約５
割減という形の推計が出ています。 

  折れ線グラフにつきましては、全国の高齢化率を水色、北海道の高齢化率を紫、浦幌町を赤とし
ておりまして、これが高齢化率、高齢者の人口を総人口で割った率になります。この推計では、今
年の 2017年ごろから高齢化率が４割を超える試算が出ています。参考までに今年の４月１日現在本
町の住民基本台帳上ですけども、高齢化率が 39.9％になっております。 

  右上にスライドのみと、書いてありますけれども、お手元の資料にはありませんので、スライド
の方をご覧ください。これは本町の人口構成をピラミッドにしました。2000年から 2040年まで５年
ごとに比較しています。赤い線なのですが、上が 65歳以上の高齢者、下の線が 15歳から 64歳まで
の生産年齢人口となります。こちら 2000年になりますので、介護保険制度が始まったときになりま
す。このグラフの左側の青い部分が男性、赤い部分が女性になります。見ていただくとおり、子供
の男女がそれぞれ約 100人以上居ます。子供がどんどん増えている状況がわかると思います。ま
た、生産年齢人口 20歳から 24歳が男女共に少ないのですが、これから少しずつ人口が増えてき
て、働き盛りといわれるこの年代がピークの人口となっています。そして、退職年齢 60歳を超える
と、どんどん人口が減るという、おおむね三角形の人口構成となっています。これを踏まえてみて
いただきたいのですが、この後５年ごとに移してまいります。2005年、2010年、2015年、2020
年、2025年、2030年、2035年、2040年、もう一度進めてまいります。2000年からこういった形で
どんどんあがっていき、高齢者増えて生産年齢人口が減る推計になります。2040年これは推計なの
ですが、この人口構成を見ますと先ほどの表では子供は 100人以上男女共に居ました。見ていただ
くとおり、男女共にほぼ 100人居なくなる推計になります。60歳以上で最も多いのが 75歳から 80
歳の男性、女性は 90歳以上がもっと多いという推計になります。2000年に比べて 2040年にはまっ
たく違う町の姿になるのがお分かりになると思います。特に生産年齢人口の減少は地域福祉基盤の
みならず町の弱体化に繋がってまいります。 

  次に、この表は 2000年から５年ごとに高齢者人口を 100％として、本町の高齢者を５歳階級別に
年齢構成をまとめた物になります。前期といわれます 65歳から 70歳未満は青色、茶色が 70歳以上
75歳未満、後期となります。緑色の 75歳以上 80歳未満、紫色が 80歳以上 85歳未満、水色が 85歳
以上 90歳未満、最後にオレンジ色が 90歳以上になります。後期高齢者と前期を比率で申します
と、介護保険が始まった、こちら一番左の 2000年前期の高齢者、これが 58％、後期が 42％という
ことで 65歳から 75歳までが 58％で、75歳以上が 42％となっています。2015年が前期 44％、後期
が 56％となりますので、この時点で 2000年に対しましておおむね前期と後期の割合が逆転すること
になります。 

  また、2040年の推計では、前期が３割で、後期が７割となりまして、介護度が重度に陥りやすく
なる、後期高齢者の割合が大幅に増加することになります。 

  この指標ですが、浦幌町の人口の推計を示したものです。積み上げ棒グラフは年代別人口を表し
ています。左側の軸、人口ですが、０の上が高齢者、下が 65歳未満をあらわしています。2010年以
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前の値は実績値、それから 2015年以降の値は推計値になります。緑色の折れ線グラフにつきまして
は、生産年齢人口割合、生産年齢人口割合とは、総人口に占める 15歳以上 65歳未満の人口の割合
になります。オレンジの折れ線グラフは高齢化率、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。浦幌町は 2025年に団塊の世代が 75歳になるといわれております。2026年ごろには生
産年齢人口と高齢人口が逆転します。ですから、高齢者が増えて働く人が少なくなってしまい逆転
してしまいます。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いうふうにされていま
す。 

  それでは、これもスライドのみですが他の町を見て見ます。十勝町村 18町村のうち人口推計を同
じ表で表しておりますけども、これは音更町の人口推計になります。浦幌町との大きな違いは、も
ちろん人口は大きく違いますけれど、高齢化率の線と、生産年齢人口割合の線がかけ離れていると
いう所にあります。ですから、０から下の方、生産年齢人口が非常に多い、これが音更町になりま
す。士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町も 2040年ごろには少し近づいてきています。また、清水
町、芽室町、こちらにつきましては、帯広市近郊のベッドタウンといったところで非常に離れてい
ます。中札内村、更別村を見ていただきたいのですが、こちらは、０から下の人口が非常に多く、
高齢者は逆に 1,000人前後となっています。宅地分譲により住宅がたくさん建ったというのが原因
だと思われます。つまり、若い方がたくさん住んでいるということになります。それから、大樹
町、広尾町、だんだん近づいてきています。幕別町、東部に入りますけれども、池田町、交わりま
した。池田町は 2025年 6年ぐらいで浦幌町と同じになります。豊頃町も同じです。浦幌町よりも遅
く 2030年ごろです。本別町、推計で 2035年以降に逆転します。そして足寄町はほぼ、高齢者と、
生産年齢人口が同じです。そして陸別町、交わっています。見ていただいたとおり、2025年に池田
町、29年陸別町、30年豊頃町、本別町といった形で、十勝管内では、浦幌町を含めまして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推計になります。 

  この図は、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られ
るかを表であらわしております。介護保険制度が開始した 2000年では、一人を 2.2人で支えていま
す。2015年は、騎馬戦型になります。1.3人。その 10年後の 2025年には、肩車になります。ひと
りの高齢者を生産年齢人口一人で、一対一で支えることになります。2040年になると分子の高齢者
が多くなりまして、生産年齢人口が支えることができなくなり、0.9人になります。浦幌町はこの生
産年齢人口の減少によりまして、支えられる側の人口と支える側の人口のバランスが年々厳しい状
況になる、ということがお分かりいただけると思います。本町の人口と高齢者の現状と推計から見
えることは、この浦幌町でこれから乗り切らなければならない課題は、少子高齢化と人口減少によ
る担い手不足になります。 

  このグラフは 40歳以上を５歳階級別に、全国平均の要介護認定を受けた方が占める割合を示しま
す。80歳から 84歳の人口に対して３割、85歳以上の人口に対しまして６割の方が要介護認定とい
う形になります。80歳以上の元気な方を増やすことができれば良いですが、現在、認定を受けてい
る 80歳以上の方を元気にするといいましても、自然な老化もありますので無理だと思います。で
は、どのようにすればよいのか、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、結果として 80歳になっていたとしても、認定者を減らし
ていくことになるという考え方になります。 

  この表は、日本人の平均寿命と健康寿命になります。平均寿命は、男 80.8歳、女 87歳、女性の
ほうが長生きするということになっています。世界的にも非常に上位です。健康寿命というのは、
お医者さんにもほぼかかっていない、介護サービスを受けていない元気に自宅で暮らしているとい
うものが健康寿命になり、男性は 71歳、女性は 74歳が目標となります。平均寿命と健康寿命の差
は、男性が 9.6年、女性が 12.8年、介護や医療のサービスを受けるのは、男性は、10年くらいが平
均、女性は、12年から 13年、介護や医療のサービスを受けなければならないことになります。そこ
で、高齢者の方はまず、健康寿命を延ばすという考え方になります。健康寿命は先ほど申し上げた
とおり、医療も介護も必要としない期間ですので、これが次に健康寿命の平均を超えましたら平均
寿命を 80歳、90歳と延ばすことが目標になります。だれもが、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、みなさん同じだと思います。 

  では、そのためには、どうすればいいのかを、考えなければなりません。 
  次にこの図は、先ほど、65歳以上の方が１人でしたが、75歳以上の方１人を 74歳以下の方が支
える、とした場合になります。2000年の介護保険が始まったときには、6.9人になります。先ほど
の 65歳以上の高齢者１人を支えるときの人数と比較してみていただけるとお分かりいただけると思
うのですけれども、2015年には、1.3人が 3.1人になります。2025年に一対一でしたが、これが
2.3人になります。2040年では、0.9人が 1.9人で少ないですけれども、騎馬戦型となります。年齢
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で区切って、担い手側か支えられる側かではなく、要は、元気か元気でないかになります。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すから、このリスクを小さくするためには何か
というと、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増やしていくことに力を入れなければならない、ということになります。
そのためには、分子となる、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、分母となる、担い手側、この図では 74歳以下になりますけれども、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越え
て、支えられる側も支える側になりうる、住民の支え合いの仕組みづくりが、これからの浦幌町で
必要な「地域づくり」の理念になります。 
２ 介護給付と認定状況について 

  こちらは、厚生労働省の資料で、介護給付と保険料の推移をグラフ化したものです。市町村は、
３年を一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年度は、給付総額が全国で 3.6兆円、全国平均保険料が 2,911円、現在、2017年度
では、給付総額が 10兆円にもなり、保険料 5,514円で、2000年度と比較し、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者となる、2025年度には、保険料が 8,165円になると推計されて
おり、今よりも更に 2,600円上昇することが見込まれています。 

  このグラフは、要介護（要支援）認定者数と、認定率の推移を示すものです。これは浦幌町の状
況です。積上棒グラフは、要介護度別の認定者数、折れ線グラフは認定率を表しています。認定率
は、第１号被保険者に占める要支援・要介護認定者の割合を意味します。左側の y軸は認定者数
で、０より下は要支援者数、０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。 

  要介護認定率は、平成 22年３月末に 278人でしたが、平成 29年３月末で 300人となり、約８パ
ーセント増加しています。 

  要支援認定者数については、平成 27年度までほぼ横ばいであり、平均 80人となっていますが、
平成 28年３月からスタートした介護予防・日常生活支援総合事業により、要支援認定者数は減少し
ています。 

  認定率につきましては、平成 27年３月末まで約 20％となりましたが、以降、減少している状況で
あり、要支援認定者数が減少したことが要因と考えています。 

  このグラフは、浦幌町の介護費用額の推移になります。町長の挨拶にもありましたけども、一番
飛び出しているのが平成 26年の６億円になります。本町の介護費用額の推計ですけれども、棒グラ
フは下から施設サービス、居住系サービス、在宅サービスごとに上に上がっていきます。折れ線グ
ラフは 65歳以上の第１号被保険者１人１月あたり介護費用額を表しています。平成 21年から右肩
上がりで平成 26年度がピークになっています。ここでいう施設サービスとは、特別養護老人ホーム
はまなす園などの介護老人福祉施設であり、本町にはありませんが介護老人保健施設などで、居住
系サービスとは、養護老人ホームラポロなどの特定施設入居者生活介護、ＮＰＯ法人オーディナリ
ーサーヴァンツが運営するグループホームなどの認知症対応型共同生活介護など、在宅サービスと
は、浦幌町社会福祉協議会が運営する訪問介護、認知症対応型通所介護、うらほろ幸寿会の通所介
護（デイサービス）、また訪問看護、福祉用具貸与など、在宅で受けるサービスとなっています。65
歳以上の第１号被保険者１人、１月あたり介護費用額は、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号被保険者１人１月あた
り介護費用額です。平成 21年度の費用額が４億９千万円、平成 26年度のピークでは、ついに、６
億円を超えてしまっています。 

  比例して、第１号被保険者１人１月あたりの費用額も、右肩上がりで増加しています。しかしな
がら、平成 27年４月から介護保険法の改正によりまして、サービス事業所へ支払われる、介護報酬
が大幅に減額となり、また、介護サービスの利用者の減少、特に、通所介護の利用者が減少したこ
とによりまして、介護費用総額及び１人１月あたりの介護費用額が減少して右肩下がりとなってお
ります。 

  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・在宅受給者数を見ていただきま
す。 

  棒グラフ、下段で黄色の施設サービスでは、年間平均 82人、中段緑色の居住系サービスでは、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、各サービスを合計しまして 312
人がサービスを受け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 312人の内、５割を超える方が、在宅でサ
ービスを受けられていることになります。 
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  以上を持ちまして、議題（３）高齢者人口等の現状と推計及び介護給付と認定状況について説明
を終わらせていただきます。 
会長におかれましては、会長席にお戻りいただきますよう、お願い申し上げます。 

【会長】 
 議題（３）高齢者人口等の現状と推計及び介護給付と認定状況について説明がありました。何がご
ざいませんでしょうか。 

《全委員により承認》 
 

 (４) 第６期計画の実績に係る計画対比について 
【会長】 
  それでは、会議次第の議題（４）第６期計画の実績に係る計画対比について、を議題といたしま
す。事務局より説明をお願いいたします。 

【事務局】 
  議題（４）第６期計画の実績に係る計画対比になります。お手元の第６期計画、薄黄色冊子の計
画が３年前に策定されたものになります。平成 27年から平成 29年度までの実績として計上できる
ものすべてを計画対比ということでこれから説明させていただきます。 

  ご説明申し上げます前に、先に送付させていただいたお手元の議案書につきまして、送付後に、
人口、被保険者数の状況等で、図表などを追加させていただきましたので、本日差し替えをさせて
いただきます。 

  委員の皆様には、御一読いただいた中での差し替えとなりますこと、お詫び申し上げます。 
  それでは、議題(４)第６期計画の実績に係る計画対比についてご説明いたします。 
１ 高齢者及び要支援・要介護認定者の計画対比について 

  (１) 総人口と被保険者数 
   ① 国勢調査による人口及び高齢化率 
  浦幌町の国勢調査による平成 27年の総人口は 4,919人、65歳以上の高齢者は 1,861人、うち 75
歳以上は 1,033人となります。高齢化率は上昇傾向にあり、37.8％になります。こちら国勢調査と
いうことでありまして、先ほどのスライドに付きましては、住民基本台帳上での人口になりますの
で、高齢化率に差が出ていまが、住民基本台帳上では４割という形になります。下のグラフを見て
いただくとおり年々減少しています。高齢化率も右肩上がりとなっております。 

   ② 被保険者数の計画対比 
  第６期計画では、総人口を平成 27年度と平成 29年度の差 171名を減という形の計画になってお
ります。また 65歳以上の高齢者は、20名の増。実績は、計画と比較しまして、総人口及び 40歳～
64歳の第２号被保険者が減少しているのに対して、75歳以上の後期高齢者が増加したことにより、
65歳以上の高齢者が増加しています。 

  また、高齢化率については年々増加しており、平成 29年度において４割を超えています。 
 (２) 要介護・要支援認定者数 
  ① 要介護等認定者の出現数 
  実績は、計画と比較しまして、要介護３以上の認定者が減少していますが、平成 28年３月から介
護予防・日常生活支援総合事業の開始により事業対象者が増えました。また、事業対象者を含めた
認定率についても 20.40％から 17.84％に減少しました。 

  27年度から 29年度の表になります。下のグラフが先ほどの表をグラフにしました。左側が認定者
数、右側が認定率になります。平成 24年度に 392人から平成 26年度まで増加し 401名、平成 26年
度から減少しまして、平成 29年度で 364名が認定されています。認定率も同じく、平成 26年度か
ら平成 29年度に向かって減りまして、認定率は 18.6％になります。参考までに 65歳以上の人口に
本町におけます第２号認定者数は現在６名認定されているところであります。 

  ② 要介護等認定者の男女・年齢階級別の状況 
  こちらにつきましては事前配布しました資料に付け加えたグラフになります。データを拾ってい
るうちに男女の差と年齢階層が全国の先ほどスライドにありました認定率と浦幌町の特徴が大幅に
違うため、これを付け加えたところです。下のグラフを見ていただきたいと思います。まず、グラ
フの見方ですが、左側が認定者数、右側が認定率になります。左から行きますと、65歳から 69歳の
男女、70歳から 74歳の５歳階級別で男女といった形で 90歳以上の男女まで棒グラフにしていま
す。左側の 65歳から 74歳までが認定率が２％前後ということになっています。人数も上に書いて
ありますとおりほぼ一桁ですけれども、これが 75歳から 79歳では 10％となります。80歳から 84
歳となりますと男性と女性の差が大きくなります。男性 22名、女性 48名が認定されています。認
定者数が 85歳になりますと男性 29名、女性が 77名、90歳以上になりますと男性 19名、女性 92名



 10 / 15  

といった形で非常に女性の認定者数が増えてきます。これは女性の人口が多いための人数の差なの
ですが、認定率からしますと 80歳から男性 15％、女性 25％、85歳の男女で言えば男性 33％、女性
は 10人に５人の５割が認定されます。90歳以上になると、男性 19名ですから、90歳以上の半分の
方が認定されて、女性は８割以上です。 

 ２ 介護保険事業の計画対比について 
  (１) 総人口と被保険者数 
  先ほども申し上げました施設系サービス、居住系サービス、それから在宅サービスとして分けて
おります。施設系サービスとは、特別養護老人ホームなど、居住系サービスとは、養護老人ホーム
ラポロなど、また在宅サービスとは、訪問介護、通所介護、など在宅で受けるサービスでございま
す。利用者数につきましては計画に対して実績、こちら人数に書いてあるとおりすべてのサービス
において計画対比は少なくなっております。 

  (２) 施設系サービス 
  こちらは特別養護老人ホーム、老健等の計画に対しまして、少なかったことになります。 
  (３) 地域密着型サービス 
   ① 地域密着型サービス給付 
  地域密着型サービスは認知症対応型通所介護、真ん中の認知症対応型共同生活介護、その下の地
域密着型特定施設入居者生活介護の３つになります。計画に対しましてすべて少なかったというこ
とになります。 

   ② 地域密着型介護予防サービス 
  対象は要支援１・２の方です。これについては、実績はございません。 
  (４) 在宅サービス 
   ① 介護給付サービス 
  この表は要介護１から５の方で計画は 42ページから 49ページをまとめたものです。まず上か
ら、訪問通所系サービスの訪問介護、ホームヘルプサービスです。訪問入浴介護、訪問看護、居宅
療養管理指導、デイサービス、デイケアになります。このサービスですが、一番上の訪問介護と下
から二番目の通所介護、デイサービス、こちらが計画に対しまして５割から６割という実績になっ
ています。大幅な減少です。次に、真ん中の短期入所系についてです。これにつきまして、短期入
所生活介護はほぼ計画とおり。一番下、その他のサービスとしましては福祉用具貸与、計画同数。
特定福祉用具購入は７％、住宅改修も７％、居宅介護支援は 83％となりまして、計画よりも少なく
なっています。 

   ② 介護予防給付サービス 
  計画では 51ページから 56ページをまとめたものになります。こちらのサービスは、訪問通所系
サービス、一番上の訪問ヘルプサービス、それから、デイサービス、先ほどと同じく、３割と６割
といった計画対比となっております。短期入所系はありません、その他のサービスは、介護予防福
祉用具貸与が 250％、福祉用具購入と住宅改修は減。一番下の介護予防支援については 160％という
計画対比になっています。ここまでご説明しました、人数については１月あたりの利用者数を記載
しておりますので、利用者数×12というのが年間の利用者数になります。 

  (５) 地域支援事業サービス 
  この地域支援事業とは、市町村すべてが行う事業として介護予防事業、包括的支援事業、任意事
業等であり、高齢者が要支援、要介護状態に陥らないようにするための事業です。包括的支援事業
は、地域包括支援センター等運営、介護予防ケアマネジメント、高齢者の総合相談などの相談援
助、ほかに地域のネットワーク作り、これらを行っている事業です。次に任意事業は、成年後見制
度や家族介護等の支援等を行っている事業になります。 

   ① 介護予防事業の対象者把握事業 
  これは、総合健診受診時や寿大学などで、基本チェックリストという生活機能評価を実施しまし
て、高齢者の介護予防対象者の把握を行っております。実績は表のとおりで、27年度 21％ですが 28
年度は先ほどから申し上げました、総合事業を 28年３月から実施していますので、こちらに移行し
ているため実績は０になります。 

   ② 通所型介護予防事業 
  本日もこの保健福祉センターで開催しておりますけれども、いきいき元気教室が開催されていま
す。これは要支援、要介護状態に陥らないように開催している事業でございます。平成 27年度で、
実人員は計画よりも多いのですが、延べ人数に関しては欠席者が多いことから 44％。28年度も実人
員は増えておりますけれども、欠席者が多かったということになります。 

   ③ 訪問型介護予防事業 
  実績は、ございませんでした。 
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   ④ 介護予防普及啓発事業 
  これは、要支援・要介護状態に陥らないよう、老人クラブや寿大学などで介護予防の意識向上を
図る事業です。また、成年後見制度の講習会を開催しています。記載のとおり回数につきましては
２回開催しています。 

   ⑤ 介護予防ケアマネジメント事業 
  平成 27年度に 33件と計画よりも少ないのですが、28年度は０件。これも先ほど申し上げたとお
り総合事業を実施したことから移行しています。 

   ⑥ 総合相談事業 
  高齢者が住み慣れた地域で、安心してその人らしい生活を継続することを目的に、包括的、総合
的に支援しています。計画に対しまして、６割から７割の実績でございます。 

   ⑦ 包括的継続的ケアマネジメント事業 
  実績はございませんでした。 
   ⑧ 権利擁護事業 
  実績はございませんでした。 
   ⑨家族介護支援特別事業 
  本町では、要介護高齢者を現に居宅において介護する家族等の支援のため次の事業を実施してい
ます。 

    ア 介護用品券の交付 
  要介護３・４・５と認定された高齢者を在宅において介護する家族であって、同居する家族全員
の住民税が非課税の場合に、四半期ごとに３万円分の介護用品との引き換え券を交付しています。
年間 12万円、月額１万円になります。計画の現状、実績については表のとおりです。 

    イ 家族介護慰労金の支給 
  要介護４・５と認定された高齢者を在宅において介護する家族であって、過去１年間に当該高齢
者が居宅介護サービス（居住系サービスを除く）以外の介護サービスを利用していない場合に、年
額５万円の慰労金を支給しています 

  (６) 高額介護サービス費等 
  こちらにつきましては、記載のとおりですが、介護サービスを利用したときの利用者負担が一定
額を超えた場合に、世帯で利用した介護サービスの利用者負担額の合算額が超えた場合に支給して
います。また、21年度からこの介護サービス利用者負担額、また、世帯で払った医療費これが一定
額を超えた場合に高額医療合算サービス費が支給されています。実績につきましては表のとおりで
ございます。 

  (７) 特定入所者介護サービス費等 
  これは、利用者が負担することになっている居住費、食費これらを利用者及び世帯者が所得状況
などに応じまして、一定額を超えた場合に特定入所者介護サービス費として給付しています。金額
は見ていただくとおり、計画を超えて 3,000万、3,500万となっています。 

 ３ 介護保険を補完する事業の計画対比について 
  介護保険では、給付という事業の対象とならない部分を町が独自に実施しております。 
  (１) 障がい者ホームヘルプサービス利用者 
  若いころから施策によりまして、ホームヘルプサービスを利用している方で、この方が 65歳以上
となって介護保険適用になるわけですが、この方を引き続き生計中心者の所得税が非課税の方を対
象に支給しています。13ページ上の表になります。１人いらっしゃいます。27年度に単独事業とし
てお一人。28年度から北海道の補助金をいただき、補助対象として１人移行しています。 

  (２) 託老的居宅介護サービス事業 
  この事業は、家族が特別な事情によりまして、介護ができなくなってしまった。また、集団生活
の適応が困難でかつ、常に介護者が必要なとき。あるいは、緊急時やむを得ないないときに、上に
書いております、託老デイサービス、ショートステイ等を受けることができる事業であります。 

  こちらにつきましては、社会福祉法人うらほろ幸寿会、社会福祉法人浦幌町社会福祉協議会及び
ＮＰＯ法人オーディナリーサーヴァンツに委託しています。 

  次に 14ページをお開きください。実績はこのとおりでございます。 
  (３) 介護用福祉用具購入費助成事業 
  介護保険法の規定で定められた福祉用具貸与サービス対象品目については、購入しても給付の対
象となりません。それらを購入した場合に助成する事業で、平成 27年度に１人、28年度は０人、今
年度は今のところ０人でございます。 

  (４) 高齢者等住宅改修費助成事業 
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  介護保険の給付限度額を超える住宅改修や、要支援・要介護認定を受けていない方であって、障
がい等により日常生活に支障をきたしている方に対して、住宅改修を実施する事業で、50万円を限
度に助成を行っています。 

  15ページになります。実績は 27年度１名、28年度０名、29年度も０となっています。 
  (５) 要援護者交通費助成事業 
  要介護３・４・５と認定された方が介護タクシーを利用した場合、利用額の 1/2を助成する事業
です。平成 27年度は３名、28年度は２名となっております。 

 ４ 高齢者福祉事業等の計画対比について 
  (１) 高齢者在宅福祉支援事業 
  この事業は、在宅の高齢者に対しまして、健全で安定した日常生活の確保を図ることを目的とし
て実施しています。 

   ① 軽度生活援助事業 
  高齢者の安否の確認、外出時の付き添い、除雪サービス等の日常生活上軽易な援助を行うサービ
スであり、社会福祉法人浦幌町社会福祉協議会に委託し実施しています。計画に対しての表でござ
いますが、すべてのサービスが計画に対して増加しています。 

   ② 生活管理指導員派遣事業 
  基本的な生活習慣及び対人関係の構築等の支援、指導等を社会福祉法人浦幌町社会福祉協議会に
委託し実施しています。 

  次のページ、16ページ、実績はございません。 
   ③ 生活管理指導短期宿泊事業 
  生活習慣等の指導及び体調の調整が必要と判断されたときに、社会福祉法人うらほろ幸寿会に委
託し実施しています。ここで訂正がございます。③の宿泊事業につきまして、平成 27年度の実績が
事業者数、計画１、実績が０となっていますが、大変失礼いたしました。実績１で 100％に訂正お願
いします。実利用者は 27年度０、28年度１名いらっしゃいました。 

   ④ 生きがい活動支援通所事業 
  上浦幌公民館生きがい活動室において、日常生活訓練、趣味活動、入浴及び給食の提供を行なっ
ており、社会福祉法人うらほろ幸寿会に委託し実施しています。実績は、表のとおりでございま
す。実人員は増加傾向にありますが、欠席される方が多いとの実績になっています。 

   ⑤ 外出支援サービス事業 
  外出支援サービス事業は、常時の介護が必要で、身体上の理由で公共交通機関や一般車両を利用
することができない方を、医療機関及び商店街等移送を行う事業であり、社会福祉法人うらほろ幸
寿会及び社会福祉法人浦幌町社会福祉協議会に 27年、28年委託し実施しています。これにつきまし
ては、17ページ上の実績になりますけれども、29年度から要援護者交通費助成事業を統合し「通院
等支援サービス事業」に移行し社会福祉法人浦幌町社会福祉協議会に委託し実施しています。実績
につきましては、表のとおりになりますが、利用については、計画よりも少なくなっています。 

   ⑥ 給食サービス事業 
  町内の仕出屋で調製された弁当を宅配し、その際に利用者の安否を確認する「ふれあい給食」事
業と、退院直後など食事の仕度が困難な方を対象に「いたわり給食」事業を実施しており、実績の
表ですけれども、ふれあいは計画よりも増えています。いたわりは、27年度２名いらっしゃいまし
たが、28年度は０といった利用実績になっています。 

   ⑦ 緊急通報装置貸与事業 
  高齢者又は高齢者のみの世帯で、緊急時における通報が容易にできるよう、電話機や火災報知機
などのセンサーを一式として貸与するサービスです。 

  次のページ 18ページ、実績につきましては、計画対比、ほぼ同一でございます。 
  (２) 高齢者福祉基盤整備事業 
  これにつきましては、福祉施設の基盤整備でございます。 
   ① 養護老人ホーム 
  こちら、１施設で、入所定員は 50人となっています。 
   ② 高齢者グループホーム 
  ＮＰＯ法人オーディナリーサーヴァンツ、寿町にある「いと小さき者たちの家」及び住吉町にあ
ります「五つのパンと二匹の魚」以上定員合計 18名でございます。 

   ③ 有料老人ホーム 
  これにつきましては、オーディナリーサーヴァンツが開設する地域密着型特定施設入所者生活介
護事業者の「グループリビン麦」の１事業所で、10名の入所定員となっています。 

   ④ 老人保護措置 



 13 / 15  

  これにつきましては 19ページ。実績につきましては、施設に入所されている高齢者の被保険者に
つきましては表のとおりでございまして、養護老人ホームが 27年で 45名、28年度も同人数となっ
ております。 

   ⑤ 福祉有償運送 
  この事業につきましては、ＮＰＯ法人オーディナリーサーヴァンツと社会福祉法人豊頃町社会福
祉協議会が、27年、28年の２ヵ年実施いたしましたけれども、平成 29年３月末に社会福祉法人豊
頃町社会福祉協議会が本町での運送事業から撤退したことにより、社会福祉法人浦幌町社会福祉協
議会が平成 29年度より運送事業を始めたところです。実績につきましては、事業所数でございます
ので 100％です。 

  (３) その他の高齢者福祉施策等 
   ① 高齢者就労センター事業 
  登録者数、延べ就業者数は表のとおりでございます。 
   ② 老人クラブ 
  表の下段、単位クラブ数でございます。平成 27年度計画 13団体、実績 12団体にひとつ減となっ
ています。それから 29年度計画 13団体、実績 11団体で当初に比べまして２団体が解散となってお
ります。 

   ③ 敬老会実施団体 
  記載のとおりでございます。 
   ④ 敬老祝金の贈呈 
  本町では、年齢 88歳及び 100歳に達した方に対して敬老祝金を贈呈しています。実績につきまし
ては表のとおりとなっております。 

   ⑤ 家族介護初任者研修講習受講支援 
  家族介護の経験を生かして、現在高齢者を介護しているか、過去に介護していた家族が介護職員
初任者研修を受講した場合に受講料の２分の１を助成しています。実績についてはありません。 
  最後のページ 21ページになります。 
 ５ 介護保険料基準月額の推移について 
  65歳以上の方が負担する第１号被保険者保険料は、市町村ごとに本計画で定めなければなりませ
ん。３年を一期としますので、この計画の中でご説明します。介護給付費、介護予防給付費、地域
支援事業費等の総額、簡単に申し上げますと平成 26年の総額６億円の 22パーセント分を、第１号
被保険者保険料で負担するために必要な額を保険料基準月額として決定されることになります。 

  本町の介護保険料基準月額の推移は、次の図表のとおりです。 
  第１期スタート時、3,200円、それから右肩上がりに増加しておりまして、現在第６期、本年度ま
で 5,550円となっています。非常に長くご説明し、大変失礼いたしましたが、ご審議の程よろしく
お願いいたします。 

【会長】 
  ただいま、議題(４)第６期計画の実績に係る計画対比について事務局より説明がありましたが、
何かございませんか。 

《全委員により承認》 
 
８ その他 
【会長】 
  それでは、最後に、会議次第の８その他について議題といたします。 
  事務局、よろしくお願いします。 
【事務局】 
  それでは、その他でございます。 
  次回の審議会の開催についてでありますが、先ほどスケジュールによりご説明したところであり
ますが、第２回の本審議会を来月 12月 21日木曜日に開催をさせて頂きたいと考えております。 

  年末であり、公私共にお忙しいとは存じますが、御出席賜りますよう、お願い申し上げます。 
  また、今回配布しました議案書等の中で、何かわからないことなどありましたら、随時事務局へ
ご連絡いただければと思いますので、よろしくお願いします。 

  以上でございます。 
【会長】 
  委員から何かございませんか。 
【委員】 
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  この審議会の究極の目的というのは、介護保険料をどのようにするか決まるということで理解し
てよいですか。 

【事務局】 
  今後、サービス事業等のサービスを受ける量の見込みを最初に立てます。そこに対しまして、総
給付費６億円が積算されます。そのためのサービス見込み量の推計を審議会委員に次回、審議して
いただき、了解を得ましたら、保険料の見込みを提示します。ですから、単純に料金だけではな
く、様々なサービスの利用見込み量や高齢者に対する施策には、何が必要かを皆様方に意見をいた
だきまして、計画書を作りますので、料金の見込みだけではなく、様々な部分でご意見を賜りたい
と思います。 

【委員】 
  最終的には保険料が決まるということですよね、その前に積算として、それぞれのサービスにど
れだけの需要があって、どれだけの供給ができて、どれだけの経費がかかるかを積み上げていくと
いうことですよね、そこで何を考えているのかというと、最後に第６期計画との対比を説明してい
ただいたけれども、見ていると、お金の方はそれほど減額になっていないし、増えている部分もあ
りますが、計画人数が低い値の実績になっています。そこで、計画に比べて、実際の実績は低く出
ているということは、需要が減ってきているため、かかる経費もおのずと減るのではないかと推測
します。 

【会長】 
  当然 27、28、29年のサービスの推計でこれだけの経費が必要なため、22％の介護保険料を得るた
めに、この３年間の間は、5,550円を標準としなければなりません。27、28年、サービス給付は落
ちているということは、計画に対して多く保険料をもらっているので、残高が出できます。そのお
金を元にして、30年から 31、32年を推計してサービス給付をするため、残高も含めて介護保険料が
設定されます。 

【事務局】 
  会長がご説明したとおり、26年度６億、これが増えるであろうと計画しています。上がるという
給付費に対して、介護保険料をいただいています。ですが、サービス量が減少したため、６期の
5,550円に対して、若干、下げる事ができるのではないかというのが今の見込みです。ただ、22％と
申し上げましたけれども、第７期は高齢者が増えるとのことですから、22％ではなく、23％と国か
ら言われています。ですから、高齢者が負担する分が１％増えるとどうなるか、いまだ不確定なこ
とがありますので、今の段階で保険料がいくらかは申し上げられないのですが、ただ今委員がおっ
しゃったとおり、６期の部分を見据えて７期の介護保険料を決めなければなりませんので、ご理解
を賜りますよう、お願いいたします。 

【委員】 
  我々は、何を元に何に関して議論しているのかを明確にするために説明していただきたいです。 
【事務局】 
  次回の会議で審議する、見込みに関しての資料を分かりやすく作成します。 
【委員】 
  もうひとつあるのですが、介護を担う人たちが不足している事態がありますが、それについての
議論はしないのですか。 

【事務局】 
  この計画に載せるものについては、現在、私たちの方でも検討中です。もちろん、介護職の確保
対策が必要だと考えています。この計画では、具体的な確保対策について、どのような助成をする
かなどについては本計画には載せるべきではないと考えておりますので、実際に現場等の話を聞き
ながら、今後、確保対策について考えていきたいと思います。しかしながら、介護の現場だけでは
なく、商店を含めた中小企業は、町全体で人材が不足しているため、雇用対策として労政担当とも
協議しながら確保対策を考えていきたいということで考えているところでありますが、介護人材確
保対策に特化した施策を本介護保険事業計画に掲載する考えは、今のところありませんので、ご理
解願います。 

【委員】 
  仕事はあるけれども、働く人が居ないということで、まちづくり計画など、さらに大きい世界の
中で考えなければいけない話だとは思いますが、介護をやる側として、死活問題なので本計画では
別な話ですが、考えていただきたいと思います。 

【事務局】 
  今後、２回、３回と審議会がありますが、その時も様々な意見をいただき、本計画とは別になり
ますが考えていきたいと思います。 
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【会長】 
  他にございませんか。 
  無いようですので、終わりにさせていただきます。 
  次回が 12月 21日木曜日ですので、万障お繰り合わせの中、出席を賜りたいと思います。これか
ら雪も降り寒くなってまいりますので、体調には十分お気をつけください。先ほど委員からの話に
ついては、介護現場では重大な問題ですが、今回の審議会に関しては、この老人福祉、介護保険事
業に関して審議していきたいと思います。簡単ではありますが閉会の言葉に変えさせていただきま
す。 

  今日は、ありがとうございました。 


