
様式第２号（第３条関係） 

審 議 会 会 議 録 

会議名称 平成 29年度 第２回伊達市介護保険等運営協議会 

 

 

 

議 題 

 

（報告事項） 

（１） 地域包括ケアシステムと地域包括ケアシステム強化法について 

◇ 「地域包括ケアシステムとは」 

◇ 地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正す

る法律について 

（２） 第７期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画作成指針について 

◇ 国指針の項目に係る新旧対照表 

◇ 第７期高齢者保健計画・介護保険事業（支援）計画作成指針の概要 

（３） 各種調査の実施結果について 

（検討事項） 

◇ 伊達市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（素案）について 

（そ の 他） 

開催日時 平成 29年 11月 24日（金）18：30～ 

場  所 伊達市市民活動センター 交流室３ 

出席者 
伊達市介護保険等運営協議会委員８名 

所管部課名 健康福祉部高齢福祉課 

公 開 

非公開 

の 別 

■ 公 開 傍聴者の人数 ０人 

□ 非公開 非公開の理由  

【会議の概要】 

■ 開会 

■ 挨拶（健康福祉部長） 

■ 会長挨拶 

■ 議事 

１ 報告事項（事務局より説明） 

（１）地域包括ケアシステムと地域包括ケアシステム強化法について 

① 地域包括ケアシステムについて 

 ・地域包括ケアシステム強化法により、第７期計画につきましては地域包括ケアシステ

ムのさらなる推進を実現するための計画となります。 

 ・地域包括ケアシステムとは高齢者が可能な限り住み慣れた地域で生活を継続し、最期



を迎えられるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される仕組

みを言います。これを各地域、自治体で作り上げていくこととなります。 

 ・地域包括ケアシステムの導入の背景といたしまして、社会保障費の増大とマンパワー

の不足がありますが、そのほかに地域医療構想による療養病床の削減や入院期間の短

縮、介護療養型医療施設の廃止や特別養護老人ホームの入所要件が厳格化されたこと

に伴い、医療と介護のニーズを持った高齢者が地域に増えてくることが挙げられます。 

  在宅での受け皿づくりや医療・介護を必要とする人への在宅対応の仕組みづくりが不

可欠となりますので、元気な高齢者が担い手側に加わるあり方や限られた担い手でい

かに生産性の高い支援体制を構築していくかを考えていかなければなりません。 

 ・地域包括ケアシステムにおける５つの要素についてですが、本人の選択と心構えを基

本として、「住まい」「介護予防・生活支援」「医療」「介護」「保健」が連携し在宅生活

を支えていくこととなります。 

 ・自助・互助・共助・公助からみた地域包括ケアシステムについてですが、介護保険制

度は自助や互助だけでは介護保険負担を受け止められなくなった社会状況に対応して

誕生いたしましたが、それは自助や互助を介護保険に置き換えるというものではあり

ません。介護保険制度が始まってから共助である介護保険の活用に重点が置かれ、自

助や互助の重要性が低下してきたと言われております。介護保険制度で高齢者の生活

すべてを支えることはできませんし、民間市場が限定的なこの地域においては、互助

の役割が大きくなることから支え合いの体制づくりが重要となります。 

 

② 地域包括ケアシステム強化法について 

 ・地域包括ケアシステム強化法の施行に伴いまして、平成 30年度介護保険制度の大枠が

固まったことになり、第７期の計画もそれに対応したものとなります。 

・この法案のポイントとしまして、地域包括ケアシステムの深化・推進と介護保険制度

の持続可能性の確保というのが大きなポイントとなっております。地域包括ケアシス

テムの推進につきましては、自立支援や重度化防止・医療介護の連携の推進、地域共

生社会の実現に向けた取組を求められています。 

 ・自立支援・重度化防止に向けた取組みの推進につきましては、地域の課題を分析し、

目標を立て、予防や重症化防止に取組、その効果を公表することとなります。この取

組みの状況や結果に応じて財政的なインセンティブが付与されることとなります。こ

の評価の指標として、要介護状態の維持・改善の度合いや地域ケア会議の開催状況が

挙げられております。この点についても計画に盛り込んでいくこととなりますが、実

績・評価の指標について案が示されており、各自治体の意見が求められております。 

 ・地域共生社会の実現に向けた取組の推進についてですが、高齢者と障害児者が同一の

事業所でサービスを受けやすくすために、介護保険と障害福祉両方の制度に新たに共

生型サービスが位置づけられることとなり、これについても計画に盛り込むこととな



ります。 

  

（２）第７期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画作成指針について 

 ・国の指針については、市町村介護保険事業計画の作成に関する基本的事項が定められ

ておりますが、第７期計画では市町村賃貸住宅供給促進計画や生涯活躍のまち形成事

業計画との調和を図ることが新たに設けられております。 

・基本的記載事項については、自立支援や要介護状態の重度化防止、給付費の適正化に

ついて新たに設けられており、具体的な取り組みと目標設定を行っていくこととなり

ます。 

・任意記載事項については、地域ケア会議の推進や都道府県が行う事業者の指定への関

与、人材の確保及び資質の向上が新たに設けられております。 

 

意見質疑等 

委 員「平成 37年を見込んでとあるが、病床機能の再編との絡みについては具体的にどの

ように考えているのだろうか。今まで医療としてやっていたものを在宅医療へシ

フトせざるを得ない状況となるため、それをカバーしていけるのだろうか。」 

事務局「国からは市町村別に示されている数値があるため、この数値を踏まえて推計して

いる。平成 37年まで在宅医療への対応の猶予があるが、まだここまでしか示され

ていない状況である。」 

委 員「都道府県が行う事業所の指定の関与について計画には載せないのだろうか」 

事務局「指定の関与について具体的には素案の中には載せていない。」 

委 員「施設が在宅医療を受け入れるにあたり、施設基準等はあるのだろうか。医療産業

としてもいろいろと動きがある中で、療養型から在宅医療へとシフトしてきたと

きに、療養型として入所者を受け入れられない施設も出てくることが予想される。

伊達市では特にそれが問題になってくるのではないだろうか。」 

事務局「はっきりとはまだ分からない状況である。看取り等をできる施設は増えてきては

いるが、市内施設への調査はまだできていない。」 

委 員「伊達市内での施設の入所状況はどうなのだろうか。」 

事務局「伊達市では重複している方が多く、医療行為を受けている方を受け入れることの

できない施設もあるため、入所申込みから約１ヶ月程度で入所できている。」 

 

（３）各種調査結果の実施結果について 

① ニーズ調査に関する分析結果について 

・第７期計画を策定するための基礎資料として、２つの調査を行いました。国が作成し

た、実施目的や方法、調査項目が明記された手引きを基に作成しています。 

 ・この調査は、地域の実情に合わせて、医療・介護・生活支援、認知症施策の推進とい



った地域の支え合いの体制づくりを推進する「地域包括システムの構築」に向けて、「介

護予防」に焦点を当てた目的、対象、調査内容となっています。集計や分析について

は、国立社会保障・人口問題研究所に協力を依頼し行いました。 

・調査結果を分析した結果、有意差はないものの、地区毎に結果の特徴が異なることが

わかりました。例えば、家族構成をみますと、必ずしも高齢化率の高い地区に「独居

高齢者」や「高齢者夫婦世帯」が多いとは言えない結果となりました。健康づくり活

動や趣味等のグループ活動への参加意欲についても、「参加者」、「企画・運営者」とし

ての参加意欲の度合いに差がみられました。 

・これらの結果より、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられるために必要な生活支

援や生きがいづくりの検討や内容の検討には、地区毎に現状や特徴をふまえていく必

要があるとわかりました。 

・「互助」で行うことができる生活支援を検討するために、地域のたすけあい状況、生活

支援ニーズの分析を行いました。この設問は、「地域で生活する上での生活支援ニーズ」

と「地域の支え合いの中でできる支援」を問う設問の選択肢を同一にしてそれぞれの

回答率を合わせて載せたものです。 

・この結果をもとに、生活支援のニーズが高い上に地域での支え合いでできる支援とし

て回答されたニーズであれば「互助」での支援を検討し、「互助」として難しいと思わ

れる支援については、公的サービスの創出を検討していきたいと考えています。また、

この結果についても地区毎で再度分析して地域住民と検討していく必要があると思わ

れます。 

・今後生活する住まいについて問う設問について、H26 年度に実施したアンケートと選

択肢を同一にして、比較をしました。一番多い回答は、前回同様「現在の住居に住み

つづけたい」で 70.4％となりました。高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けるための

体制づくりや地域づくりが求められていると考えられます。 

・高齢者が地域で暮らし続けるためには、先ほどご説明しました、生活支援だけではな

く、医療や介護などの基盤整備が重要です。特に、今後増え続ける高齢者の特徴とし

て、医療と介護の双方のニーズを持つことがあげられます。医療と介護の連携はこれ

までも重要とされてきましたが、より一層スムーズな連携が求められると考えます。 

・先日、開催された計画策定検討会意見として、「住み慣れた自宅等で住み続けられるた

めの支援や地域づくりが求められる」とありますが、新しく作成する伊達市総合計画

の中で市の方向性としては、「コンパクトな街づくり」を進めると表現していると思う。

離れている自宅等で住み続けられる支援と考えた時に、伊達市総合計画との整合性が

保つことができないのではないか。表現の仕方をもう少し見直した方がいい。との意

見がありましたので、再度、事務局で文言について検討したいと考えております。 

・認知症高齢者の数は、2012 年時点の推計値は全国で 462 万人、高齢者の７人に１人が

認知症といわれており、この数は今後も増加する推計となっています。また、伊達市



においてもこの推計は同様であると考えられています。 

・伊達市には、認知症疾患医療センターが２か所あり、鑑別診断はもちろん、地域で生

活を続けるための支援体制が比較的充実しています。これらの社会資源が効果的に活

用されるために、地域包括支援センターや認知症疾患医療センターと密接な連携を図

りながら、認知症施策の充実に取り組む必要があると考えています。 

 

③  在宅介護実態調査について 

・この調査は、ニーズ調査の「地域包括ケアシステム構築」の観点に加え、「介護離職を

なくす」ための介護サービスの在り方を調査することを目的に実施しました。 

・今回の調査では、国の示す分析に望ましいサンプル数よりも大幅に少ないサンプル数

となったため、市全体を反映する結果ではなく、参考程度の資料となりました。 

 ・調査結果としては、調査対象者の介護者のうち 80.9％が現在就労していませんでした。

また、介護のために離職をした家族や親族はいないと答えた人は 91.8％でした。この

ことから、伊達市において介護離職はあまり多くないと思われます。 

 ・この調査を実施し介護離職者の有無のほかに、伊達市の介護保険サービス利用の特徴

がわかりました。介護保険認定を受けているにもかかわらずサービスを利用していな

い方が約２割おり、この理由として 52.4％の方が「現状では、サービスを利用するほ

どの状態ではない」と答えたことです。 

・介護保険認定を受ける場合には介護保険サービスの利用希望が前提であり、サービス

利用の希望のない方へは、必要となった時に介護保険認定申請をするような体制を今

一度整えることが必要と思われます。これは、本人・家族の希望に加えて、ケアマネ

ジャーやサービス提供事業者の協力や支援技術の向上が重要と思われます。 

 

意見質疑等 

委 員「介護離職は少ないと言うが、今後老老介護が当たり前になりそうな地域情勢であ

る。若い人が増えてくれればいいが、伊達の現状では難しい。平成 37年に向け不

安がある中で、介護離職はあまり多くないというだけでは済まないと思う。」 

事務局「今回の調査については、サンプルが少ない状況であり、200人いれば有意性がある

ところ約半分程度の回答しか得られていないところである。その中で 90％以上の

方が介護離職はないという回答だったため、現状として介護離職は多くないとい

うことで判断した。次回のアンケートの際はサンプルを多く取れるようにした

い。」 

 

２ 検討事項 

○伊達市高齢者保険福祉計画・介護保険事業計画（素案）について 

・基本指針では、第６期計画以降の市町村介護保険事業計画は「地域包括ケア計画」と



位置づけ２０２５年度（平成 37 年度）まで各計画時間を通じて地域包括ケアシステム

を段階的に構築することが求められています。 

 ・第７期計画は第６期計画で目指した目標や具体的な施策を踏まえ、地域包括ケアシス

テムの着実な構築に向けた取り組みを進めて行くために、第７期計画の位置づけを明

らかにすることが求められております。 

・今回の７期計画では、北海道医療計画の一部として作成される「地域医療構想」を踏

まえた地域包括ケアシステムを確立する視点が必要とされています。そのためには、

計画作成の見直しサイクルを一致させること、協議の場を持つことが必要とされてい

ます。 

・伊達市においては、伊達市総合計画を上位計画として整合性を図り、地域福祉計画・

障がい福祉計画・健康増進計画・住生活基本計画などの関係計画、指針と調和を保つ

とともに北海道介護保険事業支援計画及び北海道医療計画と整合性を図ることが必要

となりますので、計画の位置づけとしました。中でも伊達市住生活基本計画との調和

については、第６期計画にはなく、第７期計画の新設部分となります。 

・第７期計画は、平成 30 年度から 32 年度までの計画となります。3 ヵ年分の介護サー

ビス量や地域支援事業量を見込みまして、65 歳以上の方々に負担して頂く保険料を設

定するものになります。 

・日常生活圏域の設定については、第６期計画の中で実態を最優先で考え４つの圏域か

ら、旧伊達市、旧大滝村の二つの圏域に変更いたしました。第７期計画についても、

地理的条件や介護給付等対象サービスを提供するための施設整備などの状況を勘案し

まして、伊達市圏域、大滝圏域で設定いたしました。 

・計画策定及び進行管理、被保険者及び介護者の意見反映として、国の指針では、PDCA

サイクルの推進は、地域の課題を分析し、地域の実状に則して高齢者の自立支援や重

度化防止の取り組みに関する目標を計画に記載し、実績評価や評価結果の公表を行う

こととしています。こちらは、７期計画での新設となっております。 

 ・伊達市の高齢者の現状について、総人口は年々減少していく中で６５歳以上の人口は

年々増加しております。H28 年度末で高齢化率は 34.6％となっており、平成 37 年度

には 39.6％になると見込んでおります。 

・一人暮らし高齢者や高齢者のみ世帯が年々増加しており、今後も増加して行くものと

思われます。 

 ・第６期計画の実績としては、人口、認定者、事業費ともに多少のばらつきはあります

がほぼ見込みどおりとなりました。 

・要支援、要介護認定者の推計について、H28 年度までは実績値、H29 年度は見込み数、

H30 年度以降は、H25.3 の国立社会保障・人口問題研究所の推計データを使用してい

ます。 

・厚労省提供のデータと比較した結果、こちらの推計データが伊達市の実状に合ってい



るためこちらを使用しています。こちらの推計では、H32 年度には 65 歳以上の高齢化

率は 38.2％となり認定率は 17.3％とし、H37 年度には高齢化率は 39.6％で認定率は

19.9％と見込んでおります。 

・庁内計画策定検討会議の中で伊達市総合計画では、国立社会保障・人口問題研究所の

推計をさらに伊達市の現状に合うように推計しているため、総合計画と整合性を保っ

た方が良いという意見がありましたので、見直しが必要と考えております。 

・共生型サービスは、法改正により、地域共生社会の実現に向けた取り組みの推進とし

て、高齢者と障がい児、者が同一の事業所でサービスを受けやすくするため、介護保

険と障がい福祉両方の制度に新たに位置付けることとされているものになります。 

・介護従事者の確保と資質向上、適正化計画は第７期計画での新設となります。 

・介護サービスの見込み数、介護サービス事業費、地域支援事業費の見込みをのせてい

ます。こちらは、厚労省から出ています「見える化システム」を利用して推計を出し

ています。このシステムは H28 年度までの実績値から推計して H37 年度までの見込み

を出していますが、H27 から H28 年度のサービス量の伸びが上がったサービスについ

ては、以降の推計が過剰になることから調整して、見込んでおります。 

・国の指針の中で、医療計画との整合性に係るサービスの見込み量について、療養病床

が廃止される H35 年度末までに、国では療養病床の患者や一般病床の一部の患者が平

成 37 年度までに外来診療、在宅医療及び介護施設での対応がどの程度必要になるのか

を市町村別に推計しておりますので、伊達市においても、国から示された見込み量を

反映させることになります。 

・介護サービスが受けられず、家族が介護のために離職せざるを得ない方、特養への入

所が必要であるにもかかわらず、自宅で待機している方を解消する「介護離職ゼロ」

分のサービス見込み量が国から示されていますので、計画に反映させることになりま

す。 

・伊達市の事業費は、平成 27 年度には 30 億円を超え、28 年度には 31 億６千９百万円

となっています。これから６５歳以上の人口が増えて行く中で特に介護が必要となる

７５歳以上の後期高齢者のサービスの伸びを考え推計を出していくことになります。 

・H32 年度では、３５億４千７百万円と見込み、H37 年度には３９億２千７百万となる

と見込んでいます。サービス事業費については、最終的な保険料の確定の元となるも

のですので、まだ、精査は必要と考えています。１２月の素案の時までは変更になっ

てくると思います。 

・保険料段階は制度の改正がありませんので、第６期と同じく９段階になります。 

・第１号被保険者の負担割合は現行の２２％から２３％としており、予定保険料収納率

は９７．５％と見込んでおります。 

・現時点では、介護報酬の改定がまだ示されていませんが、国では消費税率 10％引き上

げ時において、市民税非課税世帯全体を対象とした、さらなる負担軽減を実施するこ



ととしておりますので、今後、国の方針に基づきまして保険料の軽減の強化を行う予

定です。 

 

意見質疑等 

委 員「現実問題として伊達地域がもう少しで 65歳以上が約 40％となる。地域として助け

合いながら介護等をしていかなければいけない中で 65歳以上の人がメインで関わ

っていかなければいけなくなってくる。地域として 65歳以上からではなく、もっ

と若いときから理解力や能力を鍛えていくような取り組みを行政として行ってい

かなければならない。在宅医療を行うにしても、今の医療のレベルを下げる訳に

はいかないので在宅医療の質を高めていく体制整備の充実も必要となってくるた

め検討していただきたい。」 

委 員「具体的にどういった組織を構築していくかが見えてこないとわからない。各関係

機関が一つとなり地域の人たちが協力し合えるような体制案を市から提案できる

よう検討していただきたい」 

事務局「大きく２つあり、介護と医療を連携して行う在宅医療・介護連携推進事業と生き

生きと支え合って暮らせる地域づくりの推進を目的とした生活支援体制整備事業

を考えている。」 

委 員「伊達地区は高齢者が増えるので、介護の担い手をどう確保していくかが問題にな

る。地域での支え合いがこれまで以上に大切になってくるので、市が地域に愛情

をいかに植えつけることができるかが大切になってくる。」 

事務局「市で平成 28年度に支え合いの関係で各地域７ヶ所に説明会を行ったが、まだまだ

関心が低く合計で 100 人も集まらなかった。先進的な町の資料を見てもそう簡単

にできることではないので、地道に何度でも地域の方たちとの話し合いの場を設

けていきたいと考えている。地域包括ケアシステムは地域づくりのことであり、

10年・20年と見込んでいる市町村もあるので根気よく取り組んでいきたいと考え

ている。」 

以上 

 

■ 閉会  19：45  

 

 


