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（協議事項） 

（１） 第6期計画における国・北海道の計画作成指針を踏まえた伊達市の 

計画素案のポイントについて 
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出席者 
伊達市介護保険等運営協議会委員７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 協議事項 

 

（１）第 6 期計画における国・北海道の計画作成指針を踏まえた伊達市の計画素案の 

ポイントについて 

■ 日常生活圏域の設定について 

   日常生活圏域とは地理的条件、人口、交通事情、その他社会条件を総合的に勘案し、 

主に地域密着型サービスの量等を見込むために、市町村が独自に設定するものです。 

 第３期から第５期の計画においては、旧大滝村地域を一つの圏域に、旧伊達市地域 

については北側・中央・南側と大まかに３つに分け、合計４つの圏域を日常生活圏域 

と設定しておりましたが、実際には旧伊達市地域の圏域を３つに分けたというところ 



があまり機能できていない状況となっております。北側地区・南側地区については 

サービス事業所も少なく、医療、行政サービスなど生活に必要なほとんどは、街の中 

 心部で済ませている方が大多数である実態となっております。 

  第６期計画の日常生活圏域の設定については、実態を最優先で考え、旧伊達市地域 

 については、一つの圏域で設定することが望ましいと判断し、旧伊達市地域と旧大滝 

 村地域の二つの日常生活圏域と変更することといたしました。 

 

■ 第 6 期計画の重点事項 

１ 介護予防事業の充実 

・高齢者が要介護状態等となることの予防等を目的として行う介護予防は、そもそも介 

護保険を使う必要のない状態が最も望ましい状態であると考えられるため、今後最も 

重要な事業と考えており、地域のあらゆる資源を活用し、様々な取組を進めます。 

２ 在宅生活を支援するサービスの充実 

・日常生活上の支援が必要な高齢者が地域で安心して在宅生活を継続していくため、 

ＮＰＯ、ボランティア等サービス担う事業主体の育成・支援・強化を進め、これらの 

役割を担う生活支援コーディネーター（地域推進員）の平成３０年設置をめざし、養 

成等準備を進めます 

  ・介護予防給付のうち訪問介護と通所介護については、平成２９年４月予定の総合事 

業開始時に合わせて、給付事業から地域支援事業に移行することとし、柔軟なサービ 

ス提供を通じ、軽度の高齢者の多様な生活支援や社会参加のニーズに応えていくこと 

を目指します。 

３ 認知症施策の推進 

・認知症になってもできる限り住み慣れた地域で暮らし続けることができる社会を目 

指した取り組みとして、認知症の方がどのような支援を受ければよいか詳しく、わか 

りやすく解説したガイドブックである認知症ケアパスの作成と普及を進めます。 

  ・認知症の方やその家族等の初期の支援を集中的に行い、自立生活をサポートする認 

知症初期集中支援チームの平成３０年度設置を目指し、準備を進めます。 

 ４ 在宅医療・介護連携の推進 

  ・医療ニーズや介護ニーズを併せ持つ慢性患者、認知症等の高齢者の増加が見込まれ 

ることから、当該高齢者が可能な限り、住み慣れた地域において継続して日常生活を 

営むことができるよう在宅医療と介護連携を推進します。市が主体となり、医療関係 

   者や介護関係者で組織する推進協議会を設置し、今後の方向性を検討します。 

 ５ 介護給付対象サービスの充実 

  ・可能な限り、住み慣れた地域において継続して日常生活を営むことができるよう、指 

   定地域密着型サービス等の充実を図ります。具体的には通いを中心として、利用者 

の様態や希望に応じて、随時訪問や宿泊を組み合わせてサービスを提供することが 



可能な、小規模多機能型居宅介護を１施設整備いたします。この施設の特徴ですが、 

今までのサービスの利用形態だと、複数の介護サービスを利用する際、それぞれの 

サービスで違う事業所へ行くというような形だったのが、小規模多機能型居宅介護で 

は、１つの施設で複数のサービスを利用できるため、利用者の状況に応じて、宿泊 

できるなど、様々な状況に応じることができる施設となっております。 

  ・現在大滝にある特別養護老人ホームですが、伊達の街中へ移転する計画があります。 

   この移転に伴い、定員を 10 名増やすことを予定しています。 

 ６ 介護保険料の改定 

  ・現在、介護保険料の段階は実質８段階としていますが、今回国から示されたのは標 

準９段階となっています。いろいろ検討しましたが、伊達市も国から示された標準９ 

段階を採用することといたしました。また、高所得者の保険料の最大倍率を現行 1.5 

倍から 1.7 倍に引き上げ、低所得者の保険料率は別枠公費による軽減を強化し、 

最低倍率も現行 0.5 倍から 0.3 倍へ引き下げることとしています。別枠公費による軽 

減の費用の内訳としまして、国が２分の１、道が４分の１、市が４分の１を負担して 

軽減を図るという見込みとなっております。 

  ・保険料の標準基準額についてですが、給付額の増加等から年額で６千円程度の値上 

   げを想定しておりますが、国からまだ介護報酬の改定率が示されていないため、国 

から示された時点でさらに上昇する見込みとなっております。 

 

（２）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調査を実施いたしました。 

１ 居宅系サービス 

  ・多くの事業所では、介護員の不足について問題として取り上げておりましたが、サ 

ービス利用につきましては、横ばいか、増加傾向であるとの回答であり、事業縮小等 

を考えている事業所はありませんでした。 

 ２ 施設・地域密着型サービス 

  ・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、不足と感じている事業 

   所が多数ありました。今後の意向として、特別養護老人ホーム増床や新設を考えてい 

   る事業所もあり、地域密着型サービスについては、小規模多機能型居宅介護事業所の 

   新設を計画している事業所がありました。 

 ３ 居宅介護支援事業所（ケアマネジャー） 

  ・移送サービスや小規模多機能型居宅介護事業所が不足しているとの回答がありまし 

た。全体で、事業運営上の課題としては、介護職員の確保、介護報酬が低いことが 

あげられていました。 

 



（３）第６期計画における各種推計値の考え方 

・これまでの５期計画までは、計画期間の３年分を掲載しておりましたが、第６期計 

画では、国・北海道の指針から、2025年(平成 37年度)を見据えた計画づくりを求 

められていることから、本市においても、平成 32・37年度の推計値について掲載 

する考えです。 

１ 人口の推移及び見込み 

・平成 24・25年度については、年度末の伊達市の住民基本台帳データ、平成 26年度 

については、10月末の伊達市の住民基本台帳データを使用しています。平成 27年 

度以降については、伊達市独自の推計データがないため、国立社会保障・人口問題 

研究所のデータ「日本の地域別将来推計人口」を使用しました。表のとおり、総人 

口と 40歳～64歳人口は、減少が続き、65歳以上人口については、増加傾向にあり 

ます。なかでも、後期高齢者人口(75歳以上の方)の増加が、目立っています。 

２ 被保険者数の推移及び見込み 

・平成 24・25年度については、年度末の実績値で、平成 26年度については、10月末 

の報告値となっております。平成 27年度以降については、人口推計値を基に、過去 

の被保険者数の実績から推計しております。第１号被保険者数は、第５期計画最終年 

度の平成 26年度計画値と、第６期計画最終年度の平成 29年度計画値を比較すると、 

約 500名の増加が見込まれます。人口推計と同様、40から 64歳までの第２号被保険 

者数は、減少傾向で、65歳以上の第１号被保険者数は、増加傾向にあります。 

３ 要介護認定者数の推移及び見込み 

・平成 24・25年度については、年度末の実績値で、平成 26年度については、９月末の 

報告値となっております。平成 27年度以降については、推計した被保険者数を基に、 

過去の認定者数の実績から介護度別の認定者数を推計しております。被保険者数の 

増加により、認定者数の増加が見込まれます。 

４ 居宅系サービス 

・過去の実績を参考とし、要介護認定者数の増加に応じて、サービスの利用も応分の 

 伸びがあるものと推計しております。また、特定施設入所者生活介護は、６期計画 

期間中の建設計画はありますが、開設は７期計画期間中の予定であることから、市 

内３施設の定員の７割程度で見込んでおります。 

５ 介護保険施設サービス 

・介護老人福祉施設については、市内移転整備に伴う定員 10名の増と、他市町村の施 

設に入所する、住所地特例者の増加を見込みました。 

６ 地域密着型サービス 

・更なる居宅系サービスの充実を図るため、新たなサービスとして、小規模多機能型居 

宅介護施設（１施設）の整備を見込んでいます。 

 

７ 地域支援事業の実績及び見込 

・平成 27年度で、地域包括支援センター職員の増員を予定していること、また、平成 

29年度から、「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」が、市町村事業となるた 



め、その分を見込んだものとしております。 

８ 第１号被保険者保険料 

・保険料は、現在の保険料段階別の分布人数を基に、新たに９段階となる保険料の分布 

人数を推計します。あわせて、各種サービス実績及び見込みから推計した 総給付費、  

地域支援事業費などの総額を推計し、第１号被保険者数の分布人数から割り出したも 

のが、現時点で予想される介護保険料基準額（月額）4,547円となります。 

・第６期の介護保険料は、要介護認定者数の増加に伴い介護サービス量の増加が見込ま 

れることから、現時点で、第５期の介護保険料基準額（月額）4,059円から 488円の 

増額が見込まれております。なお、介護給付費準備基金繰入金のとおり、1億 3千万 

円を繰り入れ、可能な限り市民負担の軽減に努めております。 

・今後、介護報酬の改定率が示されるため、これを反映させたものが最終的な介護保険 

料となります。なお、介護報酬の改定率については、12月中旬に示される予定であ 

りますので、次回の会議では、最終的な保険料をお示しすることができるかと思われ 

ます。 

 

（４）施策の体系 

 １ 基本理念 

  ・第６次総合計画基本構想を踏まえたうえで、第５期計画に引き続き、「住み慣れた地 

域で健やかに安心して自分らしく生活できる地域づくり」を基本理念としておりま 

す。地域包括ケアシステムを構築するため、次の４つの項目である、「介護予防事業 

の充実」、「在宅生活を支援するサービスの充実」、「認知症施策の推進」、「在宅医療・ 

介護の連携推進」を計画の重点とさせていただきました。 

 ２ 基本目標 

■ 基本目標１ 介護予防・健康づくりの推進 

＜基本施策１ 介護予防事業の充実＞ 

・高齢者がより参加しやすい介護予防事業や、住民主体で介護予防活動に取り組める 

事業を記載しております。新たな事業としては、「プール利用型介護予防事業」が 

あり、温水プール・トレーニング室等を利用した介護予防教室を実施いたします。 

また、「地域リハビリテーション活動支援事業」ですが、介護が必要となる原因に 

運動器の機能低下が大きく影響しているため、リハビリテーション専門職等と連携 

して事業に参加してもらうことで、運動機能向上を図り、介護予防の機能強化を行 

ってまいります。 

  ＜基本施策２ 健康づくりと疾病予防の推進＞ 

  ・介護が必要となってくる原因には、運動機能低下の他、心臓病や脳卒中などの生活習 

慣病からなる疾病も影響していることから、主な事業として「第２次健康づくり伊達 

２１の推進」、「生涯学習、スポーツの推進」を載せ、生活習慣病やがんなどの疾病予 



防や、スポーツやレクリエーション活動を高齢者が気軽に楽しめる環境づくりを支援 

していきます。 

 

■ 基本目標２ 高齢者の生きがいづくりの推進 

＜基本施策１ 生きがいづくり・仲間づくりの推進＞ 

・近年、老人クラブ等への参加者が伸び悩んでいるため、老人クラブをはじめとする介 

護予防地域住民支援グループや、自治会で実施する敬老会など、各種活動が活発化し 

ていけるよう支援を行い、介護予防や閉じこもり予防を図っていく内容となっており 

ます。 

＜基本施策２ 社会参加の支援促進＞ 

・アンケートの結果、ボランティア活動や高齢者見守り等の活動に参加してみたいと 

いう意見が多かったことから、経験豊かな高齢者の就労支援やボランティア活動に参 

加しやすくなるような環境づくりを進めてまいります。 

 

■ 基本目標３ 安心して暮らせるための環境づくりの推進 

＜基本施策１ 在宅生活を支援するサービスの充実＞ 

・多くの高齢者が在宅での生活を望んでいることから、在宅生活をできるだけ長く続 

けられるよう、５期計画に引き続き各事業を充実させてまいります。「日常生活用具 

給付事業」は５期計画でも記載されておりますが、対象となる用具が現在、火災警報 

器・電磁調理器・自動消火器の３品目となっており、今までの実績のほとんどが火災 

警報器となっております。平成 23 年 6 月までに、寝室へ火災警報器を設置すること 

が条例で義務化されたことにより、平成 24 年度まで実績はそれなりにありましたが、 

平成 25 年度以降、実績がほとんどない状態となっております。現在、火災警報器の 

価格も下がって、３千円程度で購入できるため、購入費を助成する必要性もなくなっ 

ていますので、平成 27 年度からは、火災警報器に替えて、「自動消火機能付きガス 

調理器」を新たな品目に加えることによって、高齢者の火災事故の防止に努めてまい 

ります。また、「生活支援コーディネーターの配置に向けた基盤整備」を、新たな事 

業として記載しており、ボランティア等の担い手の養成やサービス開発等を行う生活 

支援コーディネーターの配置に向け、準備を進めてまいります。 

＜基本施策２ 認知症施策の推進＞ 

・近年、認知症高齢者の相談件数が増加しており、早急に支援策が必要となっているた 

め、認知症についての知識普及啓発をはじめ、関連医療機関とも連携を取り、早期か 

ら認知症の方とその家族を支えるための事業を記載しております。 

新たな取り組みとして、「認知症ケアパス」といってどのように支援を受ければ良い 

かを記載したガイドブックの作成や、認知症の方の病歴等の情報を各関係機関で共有 

するための「支え合い連携手帳」の普及、また、認知症の方やその家族における初期 



の支援を集中的に行う、多職種からなる「認知症初期集中支援チーム」の設置に向け、 

取り組んでまいります。 

＜基本施策３ 在宅医療・介護の連携推進＞ 

・今後、在宅生活の高齢者が増えていきますと、自宅で診療を受ける訪問診療のニーズ 

が高まってくることが、アンケートの結果から予想されました。これからは在宅での 

医療サービス、介護サービスを個別に行うのではなく、医療機関と連携を図り、一体 

的に医療・介護サービスを提供することが必要になってくることから、「在宅医療・ 

介護連携推進協議会」を設置し、今後の方向性を検討してまいります。 

＜基本施策４ 地域包括支援センターの機能強化＞ 

・地域包括支援センターは、医療・介護・福祉サービスを適切にコーディネートする地 

域包括ケアシステムの中核となる機関であることから、地域包括支援センターの業務 

量に応じた適切な人員配置などを行い、地域包括支援センターの機能強化を図ってま 

いります。また、地域包括支援センターが主体となって、地域ケア会議を開催し、個 

別ケースに対し多職種が共同して支援するとともに、地域が抱える課題を掘り起し、 

関係者全員で認識を共有してまいります。 

＜基本施策５ 安心して生活できる住環境の整備＞ 

・身体機能の低下等により、在宅生活が困難になってきた高齢者が安心して暮らせる 

よう、相談時において、高齢者向け住宅などの情報を提供し、住まいの確保に努めて 

まいります。主な事業には、養護老人ホーム、ケアハウス、有料老人ホームなど、介 

護保険施設以外の施設を記載しております。 

＜基本施策６ 家族介護者支援の充実＞ 

・近年、高齢者のみ世帯が増加したことで、老々介護の割合が高くなっており、介護者 

である家族の介護負担が重くなってきているため、家族介護者を心身ともに支えてい 

く必要があります。主な事業では、引き続き、家族介護者を対象とした交流会や介護 

教室の開催、介護用品の支給事業等を実施してまいります。新たな事業としては、「介 

護マークの普及促進」を載せており、介護しやすい環境づくりを目指してまいります。 

＜基本施策７ 権利擁護の推進＞ 

・認知症等で判断能力が低下した高齢者が、介護事業所などと契約ができず、介護サ 

ービスが受けられないなどの問題で、成年後見制度を必要とするケースが増加してお 

ります。また、虐待や詐欺の被害者となる高齢者も増加しているため、関係機関と連 

携を図りながら、早期発見や迅速な対応など、支援体制を強化してまいります。主な 

事業として、社会福祉協議会で実施している「日常生活自立支援事業」や「成年後見 

制度」の普及と利用促進を進めてまいります。また、３番目の項目の「成年後見セン

ターの共同設置」ですが、今年度から室蘭市成年後見支援センターが開設されまして、

市民後見人の養成や登録を行っております。現在は室蘭市単独での運営ですが、西胆

振６市町による平成 28 年度の共同設置に向けて、協議を行っております。 



＜基本施策８ 高齢者を地域で支える体制づくり＞ 

・核家族化が進み、隣人同士などの近所付き合い、地域コミュニティーが希薄化しつ 

つある中、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯の方の安否確認、日常の見守り活動 

の支援体制についての充実を図り、地域全体で支え合っていく必要があります。また、 

災害時において、避難行動要支援者を円滑安全に避難させるための体制を構築してま 

いります。主な事業として、「民生委員等と連携した高齢者世帯の見守り支援」、「Ｌ 

ＳＡによる地域見守り事業の実施」、「災害時の援護体制の推進」を載せております。 

特に、ＬＳＡによる地域見守り事業につきましては、駅前団地シルバーハウジングに 

配置されたＬＳＡが、駅前団地の入居者だけではなく、山下町地区の高齢者に対し安 

否確認や相談などのサービスを提供するものとなっております。 

 

（４）その他 

意見・質疑・応答 

 

委 員：「在宅医療・介護連携推進協議会についてですが、伊達市内ではメインとなってく 

     くる日赤病院等、関係機関がバラバラでは意味がなく、なるべくなら病院側とも 

     同時に連携を取っていく良いチャンスだと思うので、できるだけ早い実現をし、 

医師会 へも声をかけていただければと思います。」 

事務局：「在宅医療との介護連携についてですが、現在、高齢者が増え続けているのが現状 

     でありますが、なるべく施設ではなく、自宅で生活が続けられるよう環境を整え、 

自宅でも適切な医療や介護を受けてくらしていくというのが最大のテーマとなっ 

ております。具体としての内容はまだお答えすることはできませんが、今後あら 

ゆる関係機関と連携し、在宅での適切な医療と介護の提供を目指していきたいと 

考えております。」 

 

委 員：「生活支援コーディネーターとは、どういった方々を対象にして、推進員を構成し 

     ていく考えなのか、概略等でも構わないので、教えていただきたい。」 

事務局：「生活支援コーディネーターについてはまだしっかりとした概略等はできておりま 

     せん。国からは、今後、要支援者の通所介護、訪問介護等の地域支援事業の移行 

に伴い、地域の実情に応じて市町村が効果的かつ効率的に柔軟な事業を組み立て 

られるようになるため、市町村がボランティアやＮＰＯ法人等をも導入していろ 

いろな事業を行ってくださいという内容なので、こういったＮＰＯ法人等の育成 

やサービス利用者へのアドバイス等を行う方というイメージですが、具体的な内 

容については平成 27 年度以降協議していかないといけません。」 

 

委 員：「認知症初期集中支援チームについても同じような内容だろうか？」 



事務局：「認知症初期集中支援チームについては、国からは、医療職と介護職を専属で配置 

     し、認知症の初期状態が疑われるような家へ訪問し、家族も含め初期段階の支援 

     を手厚く組織していくものとされております。」 

 

委 員：「小規模多機能型居宅介護事業所について詳しく説明を受けたいのだが？」 

事務局：「まず地域密着型サービスであるため、伊達市在住の方しかサービスを受けること 

     ができません。内容として、今までの形態であればデイサービスやショートステ 

     イの利用をするのに、別々の施設へ行かなければなりませんが、小規模多機能型 

     居宅介護事業所は、１つにまとまっているため、利用者のその時の状況に応じて 

     対応できる施設となっています。この小規模多機能型はこういった施設を活用し 

てなるべく施設に入所するのではなく、在宅での生活をしてほしいという考えで、 

「住まい」に近い位置づけで整備するものとしております。 

 

閉 会 19：40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


