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伊達市介護保険等運営協議会委員 10名 
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福祉部高齢福祉課 

 公 開 
 非 公 開 
 の 別 

 ■  公 開  傍聴者の人数 なし 

□  非公開  非公開の理由  

 【会議の概要】 

１．開 会  

２．挨 拶  

３．会長挨拶 

４．協議事項  

 ※事務局より説明 

(1) 第５期計画における北海道の計画作成指針(案)に対する伊達市の考え方について等 

Ⅰ 第５期計画における北海道の計画作成指針(案)に対する伊達市の考え方 

１・介護保険施設及び介護専用居住系サービス利用者割合の目標 

要介護２～５までの要介護認定者数に対する介護保険施設及び介護専用居住系サー 

ビスの利用者割合につて、第４期計画においては、国から参酌すべき標準として 

その割合を 37％以下とする目標値が撤廃され、地域の実情に応じて設定すること 

となった。 

第５期計画期間の介護サービス見込み量を推計するにあたり、第４期計画期間の実績 

を踏まえ、被保険者の現在受けているサービス利用が損なわれることのないよう推計し 

た結果、平成26年度で53.8％となったため、この数値を目標とする。 

２・介護保険施設利用者のうち要介護４以上の者の割合の目標 

     北海道の考え方と同様に平成 26年度 70％以上を目標とするが、低介護度の人が退 

所し、要介護４以上に人が入所しない限り目標値に近づけるのは難しい。 

    第４期計画期間の実績を十分に踏まえ、数値目標が先行して現に提供しているサー 

    ビス利用が損なわれることのないように推計することとする。 

 



３・介護保険施設のユニット型施設定員の目標 

   施設のユニット化とは10名以内を一つのユニットとして、基本的には個室で、ユニッ 

   ト毎にリビングを配置し、ユニット毎にケアしていくもの。 

   既存の施設では、改修も難しい状況にあるが、北海道で示す、介護保険施設のユニッ 

   ト化の割合～50％以上、特別養護老人ホームのユニット化の割合～70％以上を基本 

としつつ、新たに整備（新築、増改築）を行う介護保険施設及び地域密着型特別養護 

老人ホームは、ユニット化を基本として推進するものとする。 

Ⅱ 「地域包括ケアシステムの構築に向けて重点的に取り組む事項」に対する伊達市の考え方 

・北海道は「認知症支援策の充実」「医療と介護の連携」「地域生活支援体制の整備」

「高齢者のニーズに応じた住まいの確保」の４項目を重点的に取り組む事項とし、 

   地域の実情に応じ選択して取り組むこととしている。 

      伊達市では、伊達赤十字病院が認知症疾患医療センターに指定されているので「認 

知症支援策の充実」について取り組み、今後は医療機関と地域包括支援センター、 

市が情報の共有等連携をしながら認知症高齢者をサポートするシステムを構築して 

いきたいと考えている。 

      また、認知症サポーター養成講座による認知症に対する知識等の普及に努めると 

ともに今年度から開始した認知症高齢者の徘徊に対応するためのネットワークにつ 

いて、さらなる充実を図っていきたい。 

Ⅲ 「施設・事業所アンケート調査」の結果について 

・市内の施設・事業所に向け、現状及びその認識、今後の予定、事業運営上の課題 

などについてアンケートを実施した。 

     居宅系サービスについては、利用希望者に概ねサービスは行きわたっており、訪 

問介護、通所介護とも全体的には横ばいか増加傾向であるという認識。 

今後もサービスについては現状維持という意向が多いが、拡大を検討している事 

業所もある。 

     施設・居住系サービスについては、既に定員を満たしているところが大半であり、

待機者も多く、特別養護老人ホームが不足していると感じている事業所が多くあ 

った。今後の意向については、増床計画を持っているところも少なく、現状維持 

を考えているところがほとんどとなっている。 

その他、居宅介護支援事業所（ケアマネージャー）向けのアンケート調査では、訪 

問介護・訪問看護・通所介護・ショートステイの事業所が不足していると感じてい 

る事業所が多くあった。 

      全体をとおして、事業運営上の課題としましては、職員の確保、介護報酬が低い 

ことがあげられている。 

    これら各事業者の現状と今後の意向を踏まえ、第５期計画を検討する。 

（２）第５期計画における各種推計値の考え方 

 （３）人口、被保険者数、要介護認定者数の推移及び見込み  

    ・人口推計については、平成12年と平成17年の国勢調査の推移を基本に推計。 

総人口及び40～64歳は減少してき、65歳以上は増える見込み。 

・被保険者の推計については、人口推計を踏まえ、過去の被保険者の実勢から推計。 

1号被保険者は毎年210名程度増加。 

・要介護認定者数は、推計した被保険者数に過去の介護度別の認定率を乗じて介護 

度別の認定者数を推計。 

被保険者数の増加により、認定者数は微増となる。 

（４）各種サービス見込量 

（居宅系サービス） 

～過去の実績をもとに推計。 

認定者数の伸びに応じて、サービスの利用も応分の伸びがあるものと思われる。 

    前回も説明したように、新しいサービスの24時間対応の定期巡回、随時対応型のサー 

ビスについては、需要もそれほど見込まれず体制整備も難しいため、見込んでいない。 

（施設・居住系サービス） 

～施設サービスでは、本市内での介護老人福祉施設、介護老人保健施設の第５期計 



画期間内での新規開設はないものと見込む一方で、施設の入所状況が飽和状態に 

あることから、他市町村の施設に入所する住所地特例者が増えると予想されるた 

め、総体的には施設サービス利用者数はわずかに増加するものと見込んだ。 

     居住系サービスでは、第４期計画期間中に特定施設入居者生活介護施設が３ 

施設整備されたため、利用者が増えると見込んだ。 

     また、特別養護老人ホーム、グループホームの待機者が多いことから、その対策 

として第 5期計画期間中にグループホーム１ヶ所、地域密着型の特別 

養護老人ホームを１ヶ所の整備を見込む。 

（５）第１号被保険者の保険料の推計 

・低所得者の保険料軽減対策として、国の方針に基づき、第４期計画では第４段階 

を二つに分け、７段階の設定としたが、第５期計画では、さらに第３段階を二つ 

に分け、８段階の設定とする。 

新しい第３段階は、世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額と合計収入額の 

合計が 120 万以下のものであり、料率は 0.7と設定した。 

      現在の保険料段階別の分布人数をもとに、８段階の分布人数を推計し、これをも 

とに、サービス総見込量に審査支払手数料などを加味し推計した全体の給付費か 

ら割り出したのが現時点で予想される介護保険料（１ヶ月当たりの基準額）とな 

る。 

保険料上昇の対策としては、北海道の財政安定化基金取崩しによる交付金や伊達 

市の介護給付費準備基金からの繰り入れをする。 

現在の推計で、保険料の年額は 49,068 円（月額 4,089 円）となる見込みだが、介 

護報酬の改定分は反映されていないため、最終的には、もう少しあがる見込みで 

あるが、第４期と比較して大幅に上昇する場合には、介護給付費準備基金からさ 

らに繰り入れを行うなど、可能な限りの市民負担の軽減に努める。 

（６） 高齢者保健福祉計画 施策体系等  

   ～高齢者保健福祉計画第５期計画について 

   ＜施策体系＞ 

・高齢者自身が積極的に健康づくりや介護予防ができるような体制づくりを進め、医 

 療・福祉・介護・地域が連携した地域包括ケアシステを推進する。 

高齢者自身が積極的に健康づくりや介護予防ができるような体制づくりとして、 

医療・福祉・介護・地域が連携した地域包括ケアシステを推進する。 

＜施策の展開＞ 

   ～健やかで自立した生活ができるまちづくり 

１・生涯を通じた健康づくり～介護予防の健康づくり 

・二次予防事業対象者把握事業 

     生活機能評価から基本チェックリストのみの把握となり、国も配布など広く高齢 

者に実施するように勧めている。3年間で 65歳以上の高齢者に実施ができるよう 

に検討する。 

２・安心して生活できる環境づくり 

・高齢者が安心して生活できるように、高齢者に対応した住宅設計がなされ、生活 

支援員が見守りをする公営住宅の整備を勧める。 

これまでは大滝地区のみで実施。H24年度には山下町地区の駅前団地でもシルバー 

ハウジングの整備を進めていく。 

多様化したニーズに対応する住宅整備をすすめていく。 

     軽費老人ホームについては、平成 24年度から 50人の施設が開設予定。 

有料老人ホームは平成22年が１ヶ所、23年に１ヶ所開設されている。 

・平成 22年度から行われた、救急医療情報キットの配布については、好評であり、 

今後も継続する。 

・自立生活の支援の大滝地区の支援サービスについては 3年間これまで通りの実施。 

 ・食の自立支援では利用数の著しい増加がある。これは買い物の不自由さも影響し 

ている。アンケートでも買い物が不自由と答える人が多く、商店への送迎や移動 

販売車などを希望している人が多いので、関係機関や事業者などに働きかけ、買 

い物しやすい環境づくりの推進を行う。 



  ～自分らしく生き生きと生活できるまちづくり  

   ○認知症を支えるまちづくり 

    ・認知症に関しては、高齢者の権利擁護や虐待、徘徊等深刻な問題となっている、 

伊達赤十字病院が認知症疾患医療センターに指定されたこともあり、今後、認知 

症の早期発見早期治療、地域の生活支援など、医療機関、地域包括支援センター 

などと連携し、地域支援体制を構築していく。 

  ～ともに支えあうやさしいまちづくり 

○地域包括ケアシステムの整備 

    ・高齢者地域見守り活動（もしかしてネット）を事業者協力により平成 23 年度 8 月 

末にスタートした。現在は福祉系事業者などに広がりを見せており、今後も協力 

参加事業所を増やすと共に、一般市民にも活動を広げていく。 

 

＜質疑＞ 

□委員   特定入居者生活介護の人数が平成24年から急激に増えているのはなぜか。 

■事務協  有料老人ホーム２件とケアハウス１件分の入居者の数値である。 

      ケアハウス（50床）が平成24年オープンし、開設した有料老人ホームに 

      空きがあるため、その分も見込んでいる。 

□委員   500人以上増えているのは？ 

■事務局  年間の人数のためである（数が大きくなる）。 

例えば、４月当初から50床満床とした場合、１年間で600人増える計算になる。 

□委員   介護保険料について見込みが示されているが、介護給付費準備基金の取崩し 

をしなかった場合、どのくらいの金額になるのか？ 

■事務局  月額260円程度上がる。 

□委員   財政安定化基金拠出金と財政安定化基金取崩し交付金の違いは？ 

■事務局  財政安定化基金拠出金は、国、道、市でそれぞれ拠出している基金であり、 

介護保険の運営が厳しくなったときに貸付をするためのもの。 

      ５期の計画の中では、拠出すものがなく基金が膨れてきているので、その分 

を保険料の軽減のため、逆に交付を受けるもの。 

□委員   地域密着型特別養護老人ホームとグループホームの整備が見込まれているが、

定員はどのくらいか？ 

■事務局  地域密着型特別養護老人ホームは29名、グループホームは２ユニットで18名 

見込んでいる。 

□委員   特別養護老人ホームは市で運営するのか？ 

■事務局  特別養護老人ホームもグループホームも民間で考えている。 

□委員   特別養護老人ホームの待機者数はどれくらいいるのか？ 

■事務局  特別養護老人ホームは市内に4ヶ所あるが、重複している申込みを除くと、 

153名の待機者がいる。153名の中には施設に入っている人もいる。 

□委員   市内４ヶ所とは具体的に教えて欲しい。 

■事務局  喜楽園、サポートセンターひまわり、大滝では北湯沢リハビリセンター特養 

部とおおたきの杜があり、定員は60名が１ヶ所、50名が3ヶ所の計210名。 

□委員   ひとつの市としては、少なくはない。 

 □委員   予定の特養（地域密着型）はユニット型か？ 

■事務局  そのとおり。10名ごとにユニットを組み、ケアをしていく。 

□委員   地域密着型ということは、伊達市の人しか入れないということか？ 

■事務局  そのとおり。 

□委員   高齢者向け住宅の整備について、大滝区で既に実施しているとのことだが、 

場所はどのこ辺か？ 生活支援員は市が置いているのか、委託しているのか？ 

■事務局  場所は大滝の優徳にあり、クアリゾートの横に公営住宅２棟建。シルバーハ 



ウジングのみの団地となっている。全部で20部屋、うち１部屋はＬＳＡ（生 

活支援）の部屋である。 

      ＬＳＡは隣のクアリゾートを運営する大滝福祉会に委託している。 

□委員   駅前は平成24年に18戸増えるということか？ 

■事務局  そのとおり。公営住宅は平成24年に１棟、平成26年に１棟建ち、シルバーハ 

ウジングによるものはさらに14戸増える。 

□委員   市の公営住宅は、今後すべてそのようになるのか？ 

■事務局  今回は、末永の公営住宅は無くし、駅前にもっていくかたち。 

■事務局  公営住宅については、住宅の供給計画、財政計画の面、人口推計など長いス 

パンでサービス供給量を見込んでいる。 

□委員   市の財政負負担は大きいのか？ 

■事務局  大きい。 

□委員   地域包括ケアシステムについて、国が推進しているとのことだが、市の地域 

包括支援の重点は駅前にあるか？ 

計画には、モデル地区を設けてやろうとしているのか、どのように進めて行く 

のかが見えない。 

□委員   山下地区ではそうした取組みがしやすいかとは思うが、医療との連携を考え 

た場合、市としてまず取組もうとしているのは、認知対策への取組みを中心 

に考えている。民生委員さんを中心とした地域での見守や医療機関、包括支 

援センター、事業所との連携などは、取り組みやすいところではないかと考 

えている。 

 □委員   地域包括支援システムに関していえば、駅前のシルバーハウジングに関連し 

た取組みよりは、認知症の専門医療機関の指定を受けた日赤病院などと連携し 

た認知症対策への取組みを中心に考えていくということであると思うが、市 

長さんの挨拶などを聞いていると、駅前のシルバーハウジングへの取組みを 

核として、地域包括支援に力を入れられていくように思われる。 

       第５期の目玉としては、もっとそちらの取組みを打ち出していくべきではな 

いか？ 

       認知症だけではなく、在宅介護などの面にも目を向け、高齢者を支援してい 

く必要があるのではないか。 
■事務局  そのとおりだと思う。 

地域包括ケアシステムというのは、医療や生活支援や高齢者の住まいの面などへの総 

合的に取組みである。 

認知症への取組みについては、対象者も増えていることから、重点的に取組みたいと 

考えているが、認知症対策が地域包括ケアではなく、医療、介護、住まいの整備、生 

活支援サービスが連携したものが地域包括ケアシステムであるが、表現がうまく出来 

ていない部分はある。   

そのあたりを中心にもっと考えていく必要はあると思う。 

□委員   高齢者の安全、安心に暮らすための地域づくりの根幹になるのは、地域包括 

ケアだと思う。 

24 時間巡回型のサービスは、伊達ですぐに実施するのは難しいようだが、す 

ぐにではなくても、３ヵ年の計画の中ではどのあたりまでやれるのかを示し 

ては？ 

全地区では無理でもモデル地区をして指定して取組むなど方法はあるのでは？ 

□委員   資料の「健やかで自立した生活ができるまちづくり」の運動機能向上プログ 

ラムの対象者が少ないようだがなぜか？ 

 ■事務局  運動機能向上プログラムは、基本チェックリストに基づき、運動機能の低下 

見られる高齢者に対して、週１回、３ヵ月程度事業所（湘南、プライムそう 

べつ）に通ってもらい高齢者向けの体操などの運動を行う。 

対象者には保健師が訪問し、参加を勧めるが、利用を希望する人がなかなか 

いないのが現状。 

□委員   栄養改善プログラムも口腔機能向上プログラムも同じことだと思うが、平成 



24 年度以降の人数は増えている。何か考えはあるのか？ 

 ■事務局  今後はもっと広く呼びかけていくこととし、多くの方に利用してもらいたい 

いと考えている。 

 □委員   緊急通報サービスについては、民間で行っているものが何社かあると 

思うが、それとの違いは？ 

■事務局  主に警備会社が行っているものだと思うが、こちらは市が助成を行い、低料 

金で利用できる。 

       通報は富士通系列の川崎にある委託会社へ繋がる。 

登録者のデータに基づき、登録員（あらかじめ登録している家族やご近所の 

方、民生委員の方等）に会社から連絡を入れ、その方が駆けつける 

ことになる。場合によっては、救急車を手配する場合もある。 

        相談を希望する場合は、川崎で待機している保健師が対応する。 

□委員   会社はいろいろあり、個人で利用されている方もいるようだ。 

 ■事務局  市で行っているものは、自己負担が一割で月額370円となっている。 

       契約をすると自宅に電話機の大きいようなものが設置される。「緊急」と 

「相談」と書かれた大きなボタンがついている。 

       体調が悪いとき、普通の電話だと手元が狂ってうまく操作できなくても、こ 

ちらはボタンが大きいので、叩くように押してもスピーカーでそのまま通話 

できる。 

       民間で行われているもの中には、センサーが反応して異常を検知するシステ 

ム等いろいろあるようだ。 

□委員   オペレーターが札幌あたりで対応しているもの比べると少し（距離的に）抵 

抗感がる。 

 ■事務局  オペレーターが常駐している場所が、たまたま川崎というだけで、場所は問 

題ではなく、オペレーターの対応など質の方が重要だと思う。 

       市で委託している会社では研修等をうけ、経験を積んだオペレーターが対応 

していると認識している。 

 □委員   登録者数が増えれば、市の支出も大きいのでは。 

 ■事務局  主に利用される方は、独り暮らしの高齢者で、近くに家族がいない方である。 

命に係る問題でもあり、利用が高齢者自身や遠方の家族の安心につながって 

いると考えている。 

□委員   緊急通報の実績で何か顕著なものはあるか？ 

 ■事務局  毎月（委託会社から）報告書、通報の都度ＦＡＸが送られてくる。 

       夜中の対応が多く、救急搬送に繋がっているケースも多い。 

 ■事務局  今後の予定として、介護報酬については年内には国から示されると思うが、 

それによって保険料は変わってくる。 

今後は本日ご指摘いただいた内容を踏まえて、計画を修正していく。 

       例えば、地域密着型の特養については、待機者が多いようであれば、計画を 

少し前倒しするなども考えられる。 

       高齢者保健福祉計画でもいろいろとご意見をいただいたが、地域包括ケアシ 

ステムについては、具体的なものがあまり見えない面もあり、それに繋がる 

ような取組等を検討したい。 

       二次予防事業への取組みでは、運動機能向上プログラムなどはもう少し使わ 

れやすい方法などを考えていきたい。 

       平成24年を検討期間として、25、26年辺りでは、地域支援事業の経費的な面 

を膨らませることも考えられる。 

それらを踏まえ、修正箇所は何ヵ所か出させていただきたい。 

       文言の整理なども行い、次回には完成版に近いものをお示ししたい。 

 

５．その他    次回第3回の協議会の開催日の調整。 

 

６・閉会  

 

 
 


