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議 題 

 

（報告事項） 

（１） 第５期高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の進捗状況について 

◇ 平成 25年度の進捗状況について 

（２） 伊達市地域包括支援センター事業報告について 

◇ 平成 25年度の事業報告について 

（協議事項） 

（１） 第6期高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画作成に係る国及び 

北海道の指針について 

（２） 伊達市高齢者福祉アンケートの結果について 

（３） 計画策定のスケジュールについて 

開催日時 平成 26年 10月 27日（木）18：30～ 

場  所 伊達市役所 2階会議室Ａ 

出席者 
伊達市介護保険等運営協議会委員１０名 

所管部課名 福祉部高齢福祉課 

公 開 

非公開 

の 別 

■ 公 開 傍聴者の人数 １人 

□ 非公開 非公開の理由  

【会議の概要】 

１ 開会 

２ 挨拶（福祉部長） 

３ 会長挨拶（坪会長） 

４ 議事 

５ 報告事項（事務局より説明） 

 

（１）第５期高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の進捗状況について 

≪平成 25年度の進捗状況について説明≫ 

  ◎ 人口/被保険者数/要介護認定者数の実績について 

   総人口は、平成 25年度の計画３６，２３１人に対し実数は３６，０１１人で、計

画よりも人口の減少がみられます。 



４０～６４歳の２号被保険者の減少に対し、６５歳以上の１号被保険者は増加し

ており、中でも７５歳以上の人口については計画よりも実数の方が増加傾向にあ

ります。 

被保険者数ですが、平成 25年度の計画２４，０５３人に対し実数は２３，６７４

人で実数の方が下回っておりますが、人口と同じく、７５歳以上の被保険者につい

ては計画よりも実数のほうが多くなっております。 

要介護認定者数は計画より実数が上回っている。 

中でも 75歳以上の認定者数は全体の 86％を占めている。 

このことから75歳以上の被保険者が増加している一方で介護認定を受ける割合が

高くなっていることがわかります。 

 ◎ 介護認定を受けている方の計画と実数について 

   ・訪問介護サービス→計画が実数を下回っていますが、在宅の要介護者の増加に伴い

今後増加が見込まれると考えています。 

   ・通所介護→計画に対し実数は 25％増となっております。 

    介護認定者数の増加や施設入所待機者等の利用により増加につながったと考えら

れます。 

   ・短期入所生活介護 →こちらも計画に対し実数は 13％増となっています。 

    通所介護と同様、施設入所待機者の利用により増加につながったと考えられます。 

   ・介護予防訪問介護→計画より実数が 48％増となっています。 

    投薬管理などが増えたことが主な要因と思われます。 

     ・介護予防短期入所生活介護→計画に対し実数は 22％増となっています。 

     計画人数が少ないことから計画の許容範囲と考えています。 

・福祉用具貸与→計画より実数が 46％増となっています。 

     主に浴室やベットの手摺り、歩行器のレンタルが増えてきています。 

   ・福祉用具販売→計画より実数が 55％増となっています。 

    主に入浴時の介護用品、ポータブルトイレの購入が増えてきています。 

   ・住宅改修→計画より実数が 92％増となっています。 

    主に手摺りや玄関先のスロープなどがあげられ、いずれも要支援の認定者数が 

    増えたことによる増加と思われます。 

≪健やかで自立した生活ができるまちづくり≫ 

  ◎ 生涯を通じた健康づくり（介護予防事業） 

    二次予防事業対象者把握事業→特定健診での基本チェックリストの実施の他、 

平成 25 年度は西浜町と館山下町の方を対象にチェックリストを実施し全体の

13％が二次予防高齢者となっています。 

二次予防事業の対象となった方には通所型介護予防事業を実施しています。 

内容としては主に運動機能向上プログラムの対象者がほとんどで、北星福祉会館



を利用して介護予防教室を開催していました。 

口腔機能向上プログラムは、大滝区で口腔教室を実施していました。 

Ｈ26 年度から温水プールとトレーニング室を利用した介護予防事業を実施してい

ます。教室を 2回開催しましたが、定員近くの応募があり好評を得ていると 

感じています。 

◎ 安心して生活できる環境づくり 

   ・権利擁護の普及啓発→広報での特集記事や各種相談を実施。 

    Ｈ25年度に西胆振6市町共催で市民後人養成講座を開催し伊達市から13名の方が

受講していました。 

    Ｈ26年 4 月には、室蘭市成年後見センターが開設され、将来的には西胆振 6市町

で広域化するため協議中。実現までにはもうしばらく時間がかかる見込みです。 

    その間、受講修了者のスキルを保つためフォローアップ研修を実施しています。 

   ・高齢者向け住宅の整備（シルバーハウジング） 

    Ｈ26年には駅前団地 2号棟が完成し、全体で 51戸となっています。 

   ・養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホームについては変更なし。 

◎ 自立生活の支援 

    ほぼ計画通りに進んでおります。 

≪自分らしく生き生きと生活できるまちづくり≫ 

  ◎ 社会参加・交流のあるまちづくり 

    介護予防地域住民等支援グループ活動事業 

    西浜町で介護予防教室を行った結果、好評であったため参加した方達がこれからも

続けていきたいと自主的に運営する介護予防ボランティアグループを立ち上げま

した。 

    H25年には山下町で「山下虹の会」、西浜町で「さくらの会」が登録され、それぞ

れ活発に活動しております。 

    また、H26年度には、有珠地区で「仲良しクラブ TON珍 KAN」が新たに登録さ

れております。 

  ◎ 生涯学習・スポーツへの取り組み 

    H26 年度の内容になりますが、介護予防レクリエーションのバリエーションを増

やすため、レク用品を新たに取り揃えました。 

9 月 30 日に総合体育館において内覧会を開催しまして、多くの団体に各用品を体

験していただきました。 

用品を、介護予防支援グループ、施設、老人クラブなど各団体に貸し出しすること

により、介護予防活動を充実させていただきたいと考えております。 

  ◎ 認知症を支えるまちづくり 

    認知症高齢者を支える地域ネットワークの推進 



    全市的な取り組みとして、H25には認知症関連の映画上映を実施。 

    H26では、伊達赤十字病院、ミネルバ病院、地域包括支援センターと連携して、

連合自治会単位で認知症出前講座を開催し、認知症の知識普及啓発に努めてお

ります。 

（２）伊達市地域包括支援センター事業報告について 

≪平成 25年度の事業報告について≫ 

◎ 介護予防マネジメント業務 

   ・要支援認定者数→622人で昨年より 58人増。 

   ・介護予防ケアマネジメント件数 

    4710件で昨年より 285件増。委託件数も居宅介護支援事業者増に伴い 2.17％増。 

◎ 相談事業 

   ・相談件数→総件数 697件で昨年より 68件増。 

    相談内容の内訳については「介護サービスについて」「ケースの相談依頼」につい

て圧倒的に多い状況となっています。 

◎ 包括的・継続的ケアマネジメント 

    ・ケアマネージャー等支援状況件数 

    虐待の疑いの相談からケアマネへの後方支援へ繋がったケースや、成年後見制度の

活用にあたり弁護士や司法書士などと連携をとった相談等もあり、①の連携支援

が増えてます。 

◎ 共通的基盤整備 

    ・ネットワーク構築 

    高齢者虐待対応が圧倒的に増えたが、対応としてはその殆どが疑いのままで終結を

迎えている。相談者はケアマネが大多数で、数が増えた根拠としてはちょっとし

た異変でもすぐに相談していただける体制が整ってきたとも思われる。 

 

６ 協議事項 

 

（１）第６期高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画作成に係る国及び北海道の指針につ

いて 

   伊達市の高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画について、協議いただくことにな

りますが、市の計画の基となります、国及び北海道の指針（案）について簡単に

ご説明させていただきます。 

 介護保険事業計画は、介護保険給付の円滑な実施のために策定するものです。指針

や事業計画は介護保険法に基づくもので、市町村介護保険事業計画は、介護保険法

第 117条に基づく計画となっています。 

計画期間は３ヵ年で、今回策定する第６期計画は平成 27 年度から 29 年度までの



計画となりますので、計画には３ヵ年分の介護サービス量や地域支援事業量を見

込んで、65歳以上の方々にご負担いただく介護保険料を設定するものとなります。

また、都道府県（北海道）の計画は、介護保険法第 118 条に基づき策定され、区

域毎のサービス量等を掲載する計画となります。 

  ◎ 市町村計画のポイント 

・「2025年のサービス水準等の推計」で、2025年を見据えた計画の策定。 

・「在宅サービス・施設サービスの方向性の提示」で、「地域包括ケア計画」として、

地域の特徴を踏まえて中長期的な視点をもって方向性を示すというもの。 

・「生活支援サービスの整備」で、これは、高齢者が地域で安心して在宅生活を継続

できるよう、多様な主体による多様なサービスの取組を記載するもの。 

・「医療・介護連携・認知症施策の推進」で、新たに地域支援事業に位置付けられる

医療・介護連携の機能、認知症への早期対応などについて取組方針と施策を示すも

の。 

・「住まい」で、高齢者の住まいに関して、今後どのような方向性で充実させるかを

示すもの。 

  ◎ 介護保険制度の改正 

・改正の背景 

できる限り住み慣れた地域で、最後まで尊厳をもって自分らしい生活を送りなが

ら老いていきたい。これをかなえるための地域の受け入れ体制を整える必要があ

るというものです。 

介護保険を含む社会保障費の増大。このままでは制度の維持が難しく財政的にも

厳しい。 

・改正の概要 

地域包括ケアシステムを構築することが掲げられています。 

サービスは、より効果的かつ重点化して提供するというものです。 

費用負担については、支払い能力のある方には負担を少し増やしていただき、そ

の逆に支払いが難しい方の負担を少し減らすものです。 

◎ 地域包括ケアシステム 

医療や介護などが連携し、高齢者が住み慣れた街で、施設ではなく自分の住まいで

一体的にサービスを提供していこうというシステムが地域包括ケアシステムです。

山下町の駅前公営住宅の周辺地域で、シルバーハウジングに駐在する生活援助員な

ども活用しながら、モデル的に地域包括ケアシステムの構築を始めたところです。

６期計画では、この辺をもっと手厚く進めていくことが求められています。地域包

括ケアシステムの実現のため、様々な施策も求められています。 

医療と介護の連携はもちろんのこと、認知症施策では、認知症初期集中支援チーム

の設置などによる早期対応などにより、認知症でも生活できる環境の実現。 



地域ケア会議では、地域の課題解決のため、医療・介護等の多職種が協働して高齢

者の個別課題の解決。生活支援・介護予防では、さらなる充実が求められています。 

◎ 介護サービスの効率化・重点化 

要支援１・２の方が利用している予防給付サービスのうち訪問介護と通所介護を従

来の介護保険の給付から、市町村の事業へ変更するものです。 

これは平成 27 年度から 29 年度までに移行しなければならないことになっていま

す。従来はサービスの基準や報酬額（事業者の料金）は一律でしたが、これからは

各市町村がサービス内容や報酬額を決めるというものです。 

国は、介護給付から外すことで、今まではサービスを提供することができなかった

事業者やNPO、ボランティアなどを活用することができ、サービスの幅が広がり、

更には費用も抑えられると考えているようです。その他の予防給付サービスについ

ては、従来どおり介護保険の給付として続けられます。 

◎ 特別養護老人ホームの中重度者への重点化 

これまでの入所要件は要介護１以上でしたが、原則要介護３以上でなければ入所で

きないというものです。ただし、要介護１・２の方でも事情によっては入所を認め

るという道も残されています。また、現在入所している要介護１・２の方について

は、継続して入所できるようになっています。 

要介護認定者数の増加に伴い入所希望者も増加していることから、ある程度までの

方は施設ではなく在宅で介護するという考えで、そのために地域包括ケアを充実さ

せていくという方針のようです。 

◎ 費用負担の改正 

・低所得者の１号保険料の軽減強化 

現行の第 1段階から第 3段階までの 4つの段階の乗率を下げるものです。例えば、

現行の第４段階（乗率 1、基準額）の年額は 48,700 円です。第 1 段階は乗率 0.5

ですから半額の 24,300円です。 

これを新第 1段階では、乗率を 0.3まで下げるというものです。 

また、理屈上は乗率を下げることによって市町村の保険料収入は減りますが、こ

の減る部分については、新たに国、北海道、市で負担することになるようです。 

・一定以上所得者の利用者負担の見直し 

介護保険制度開始以来、サービス利用者の自己負担割合を 10%で長らく続けて参

りましたが、一定以上の所得がある方には、自己負担割合を 20%に引き上げまし

ょうというものです。 

一定以上の所得とは、合計所得が 160 万円（年金収入に換算すると年額 280 万円

以上）とされております。 

しかし、年金以外の収入を中心とする場合に、実質的な所得が 280 万円に満たな

いケースや夫婦世帯の場合で世帯としての負担能力が低いケースがあることか



ら、年金収入等とその他の所得との合計が単身で 280 万円、2 人以上世帯で 346

万円未満の場合は、10%の負担とするものです。 

・補足給付の見直し 

これは、介護保険 3 施設の入所者及びショートステイ利用者のうち、低所得者の

方に対して食費と居住費の負担軽減を図っているものです。 

今後は、所得だけではなく預貯金も勘案するというのが主旨でございます。 

また、現在は配偶者と世帯を分けることによって補足給付について有利になる場

合があるのですが、今後は世帯分離しても配偶者が課税されていれば補足給付の

対象から外れてしまうという改正でもあります。 

さらに、非課税年金（遺族年金、障害者年金）についても、今までは収入として

は全くカウントしていませんでしたが、一部勘案することになるというものです。 

 

「北海道の計画作成指針（案）」についてですが、国の指針（案）を踏襲して作成されてお

りますので、説明については割愛させていただきます。 

雑駁ではありますが、以上で国及び北海道の指針についての説明とさせていただきます。 

 

（２）伊達市高齢者福祉アンケートの結果について 

  ◎ 調査目的 

本調査は第 6 期計画策定にあたり伊達市在住の 65 歳以上 2000 名に郵送でアンケ

ート調査を実施。 

◎ 調査期間 → 5月 2日から 31日です。 

   ◎ 調査内容 → 日常生活圏域ニーズ調査に市独自調査項目を追加。 

   ◎ 分析   → 国立社会保障・人口問題研究所内にある研究班に依頼。 

           分析データは単純集計及び各種クロス集計をしています。 

           分析を基に市独自の分析を行っています。 

   ◎ 回収率 →1357人で 67.9％の回収率でした。（前回同様の回収率） 

   ◎ 回収状況→年齢が高いほど回収率が高く男女差はなし。 

         介護度別では、要支援１の回収率が高いです。 

地区別では有珠地区と大滝区でやや回収率が低下してます。 

保険料段階別では第一段階が最も回収率が低い結果となってます。 

   ◎ アンケート単純集計結果について 

   ・介護予防基本チェックリスト 

    385人が二次予防高齢者に該当。現在運動器と口腔の複合型教室に 31名の方が参

加しています。 

   ◎ アンケート集計結果の分析 

   ・家族や生活状況について 



    独居高齢者は女性の後期高齢者が多く家族などと同居している高齢者は半数近  

    くが高齢者夫婦世帯とみられます。 

    地区別では「市街・長和・大滝区」で独居が多く、「東・中央地区」で家族など     

    と同居している」割合が高いです。 

   ・介護予防、要介護状態について 

    家族や生活状況の質問項目と運動・閉じこもりの質問項目を合わせて分析。 

    運動器の機能低下が要介護状態に大きな影響を与えている可能性が高い。 

    原因別では女性は運動器に問題を抱えていること。男性は脳卒中、心臓病の割合が

高い。このことから要介護状態を防ぐためには女性は運動機能向上、男性は生活

習慣病予防を行うことが重要です。 

   ・閉じこもり 

    外出を控える原因を性別にみると、男性は「病気」「外での楽しみがない」、 

    女性は「足腰などの痛み」が多い理由でした。 

    外出手段を性別でみると男性は「自分で車を運転」「自転車」が多く、女性は 

    バス・タクシーなどを利用する割合が高いです。 

      閉じこもり予防をするには、男性は病気の予防、外で楽しみをみつける。女性は

運動器の機能向上、徒歩圏内で移動できるしくみや送迎が重要です。 

   ・口腔・栄養について 

     定期的に歯科受診していない等から義歯の使用に支障があり、口腔機能が低下し

ている高齢者が多いと考えられます。 

   ・日常生活 

    85 歳以上の女性は様々な活動において自立度が低くなっており、生活面でのリス

クが急激に高まる可能性がみられます。 

   ・社会参加 

    参加していないし、参加したくないと回答する割合が多かったが、年齢別では 

    65～79歳までは「参加していないが参加したい」と回答する割合が比較的高く 

     前期高齢者等は社会参加意欲があると思われる。情緒的サポートは、友人・知人

の割合が高く、手段的割合は家族親族の割合が高い。今後高齢者世帯が増加する        

中で家族が行ってきた生活支援のニーズが高まる可能性があります。 

   ・健康について 

    主体的健康観と経済状況は相対的に良いものと悪いものの割合が拮抗していまし

た。主観的健康観を保険料段階別に比較すると、第 1 段階は主観的健康観が悪い

傾向にありました。また、処方薬の種類数や通院頻度も保険料段階が低くなるほ

どよくない傾向にあり、実際の健康状態にも比例していると考えられます。 

   ・その他 

    住まいや認知症の項目で、市独自調査項目なっています。 



    主観的な幸福度は 8 点が多く、また住まいは持家が多く、今後も現在の住宅に住

み続けたいと回答する割合が高かったことから、生活に対する満足度が高く 

    生活を維持したいと考えている高齢者が多いことが考えられます。 

    逆に在宅生活をあきらめる理由では、認知症やＡＤＬの低下による割合が高く、 

    独居のみでみると「調理」「電話対応」などＩＡＤＬの割合も高く日常的な生活支

援が重要であると考えられます。 

    施設の選択理由では、「利用料金」が重要視されており、現在の住まいに暮らし続

けられるよう個人ごとの必要性に応じたサービスの利用が望まれます。 

   ・認知症について 

    認知度は比較的に高かったですが、情報源はテレビ等が多く偏った知識である可能

性もありました。一方で在宅生活をあきらめる理由では、半数以上が認知症によ

ると回答していることから、認知症の正しい知識を普及することや社会資源等に

ついても情報提供していく必要がある。また、認知症の相談先では、医療機関が

最も多く早期対応するためには医療機関との連携が重要です。 

（３）計画策定のスケジュールについて 

    ◎平成 26年 11月 28日  第２回運営協議会   

・指針を踏まえた市の考え      

              ・人口、被保険者数の推移と見込み 

              ・サービスの実績及び費用の推移 

              ・１号被保険者保険料の推移 

   ◎平成 26年 12月 26日   第３回運営協議会  

 ・計画素案の検討 

   ◎平成 27年 1月   パブリックコメントの実施（１月中旬から２月中旬までを予定） 

   ◎平成 27年 2月      第４回運営協議会（2月中旬の予定） 

   ◎平成 27年 3月   ・計画策定 ・議会報告 ・保険料改定（条例改正） 

   ◎平成 27年 4月以降 ・公表   ・北海道への提出 

質疑なし 

（３） その他 

  質疑なし 

 

７ その他 

質疑 

委員 「介護認定の主治医意見書について、受診されている所に依頼をされているが作成し

ていて専門外の記載に困る部分があるが今のやりかたでいいのか？」 

事務局「申請時に申請理由を確認するようにしています。認知症の関係であれば専門医を勧

めたり、足腰等については整形にお願いするように勧めています。新規申請の方



には説明できますが、更新申請は事業所からの代理申請が多く、普段通われてい

る病院や本人や家族が信頼している医者にお願いするためこういった状況になっ

ています。」 

委員 「専門のＤｒの方がいい場合は問い合わせをしてお願いした方がいいのか」 

事務局「病院からも電話などがあり、専門の所に通院されているので、そちらにお願いして

くださいなどといった依頼はあります。 

委員 「申請者に迷惑が掛からないように専門医がいい場合は紹介するようにした方が 

     いいと思うのでお願いします。」 

事務局「わかりました。」 

■ 閉会 

   ・19：40  

 

 

 

 


