
様式第２号（第３条関係） 

審 議 会 会 議 録 

会議名称 平成 26年度 第 4回伊達市介護保険等運営協議会 

 

 

議 題 

 

（報告事項） 

（１） 伊達市地域包括支援センター事業について 

（協議事項） 

（１） 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 

（２） その他 

日    時 平成 27年 2月 17日(火)  18：30～19：30 

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 8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 0人 

□ 非公開 非公開の理由  

【会議の概要】 

■ 開会 

■ 挨拶（福祉部長） 

■ 会長挨拶（坪会長） 

■ 報告事項 

 

【伊達市地域包括支援センター事業について】 

 

1. 介護予防ケアマネジメント業務 

（1）要支援認定者数 

  ・平成 26年度要支援認定者数の実績見込みは要支援 1が 278名、要支援 2が 346名、

計 624 名。平成 27 年度計画については、要支援 1 が 275 名、要支援 2 が 457 名、

計 732 名、それぞれ伊達市の「要介護認定者数の推移及び見込」からの数字となっ

ています。 

（2）介護予防ケアマネジメント件数 

  ・平成 26年度介護予防ケアマネジメント件数の見込みは、年間総数約 4,860件。平成 



25 年度と比較すると約 3.2%増加し、再委託件数は総数で 13 件増加していますが、

率では減少しています。平成 27年度は約 5,037件を見込み、再委託件数はここ数年

横ばいであるため、498件程度を見込んでいます。 

 

2. 相談事業 

（1）相談件数 

  ・相談件数については今年度よりコンピューターでの一元管理となっています。平成

26 年度実績見込みは 1,314 件と平成 25 年度より 380 件ほど増加しています。平成

27年度は、過去の実績と要支援・要介護認定者数の伸び率（約 17％）等とを合わせ

て推計し、相談内容も要支援認定を受けられた方からのものが圧倒的に多いことから

相談数も同様に伸びるであろうと推測しています。 

  ・ここ数年、認知症に関する相談が増えています。これは認知症連携強化事業に伴う認

知症地域支援推進員の配置や認知症疾患センターとの連携によるものと考えており

ます。また、世間体を気にするなど中々専門病院に繋がらないことも多く、何度も相

談対応にあたるケースも増えているので、今後も増加傾向と予測しています。相談者

は本人・家族が圧倒的に多くなりますが、その他に民生委員や医療機関、居宅介護支

援事業所などがいます。 

 

3. 包括的・継続的ケアマネジメント 

（1）ケアマネジャー等支援状況件数 

  ・これは地域のケアマネジャーに対して個別相談や、困難事例の対応などについて後方

支援を行うものです。主に、連携支援として伊達市のケアマネ連絡会の役員として参

加し、社会資源等を含めての情報提供を行ったり、研修会の企画をしました。また、

平成 26年度の包括主催研修会として「認知症連携パス～支え合い手帳」の説明と普

及啓発、伊達市・認知症疾患医療センターと協同し地域の認知症に関わる専門職の方

たちを対象に勉強会を実施しました。それ以外の項目につきましては、ケアマネジャ

ーの個別相談対応となります。 

 

4. 共通的基盤整備 

（1）ネットワーク構築等 

  ・地域におけるネットワーク構築業務について、平成 26年度は西胆振地域包括支援セ           

ンター連絡会や、伊達市・室蘭市・登別市の包括主任ケアマネの定例会、西胆振在宅

ケア連絡会幹事として研修会の企画や運営を行い、各専門職とのネットワーク構築に

努めました。平成 27年度も同様の活動を継続していく計画としています。 

  ・地域住民への啓発活動について、平成 26年度は老人クラブや長生大学、地区社協に

対しての出前講座を開催し、商店会等へは認知症の方が徘徊した場合などの連絡を含



めた「もしかしてネット」の説明などを実施しました。出前講座の主な内容としては 

   「介護保険制度について」「サービス利用までの流れ」「成年後見制度」「遺言書の作 

成について」などをお話ししました。平成 27年度も同様の活動をしていく計画とし

ています。 

  ・高齢者虐待について、平成 26 年度は 11 ケース対応しました。そのうち疑いのみで

終結となったケースもあります。担当ケアマネジャーが付いているケースが多く、そ

の後のマネジメント後方支援へ繋げたものもあります。最近は認知症を患っている夫

が、健常である妻に対して暴力を振るっているケースが増えており、養護者による虐

待ではなくともそれに準じた対応を行うことが多い状況となっています。相談・通報

者は圧倒的に担当ケアマネジャーが多く、次いで同居ではない家族となっています。

平成 27年度につきましては、例年と同等の件数を見込んでいるので、スタッフ全員

が迅速に対応できるよう高齢者虐待対応研修に参加する予定となっています。 

  ・権利擁護用務は、主に今後の財産管理について成年後見制度利用に向けての相談とな

っています。弁護士からの助言を受けつつ支援にあたったケースもありました。件数

は 4件で平成 27年度も同等と考えています。 

  ・認知症対応連携業務について、当センターには認知症地域支援推進員を配置していま

す。市内に 2 箇所ある認知症疾患医療センターや市の高齢者福祉係と連携し、認知

症に関する相談対応や早期発見・早期治療に繋げる役割、サービス利用に結びつける

などの支援を行っています。平成 26年度は主に、連合自治会単位での「認知症出前

講座」を実施しました。他に個別ケース会議や、院外薬局の薬剤師等を対象とした認

知症サポーター養成講座を 2回開催しました。平成 27年度につきましても、同様の

活動を実施していきますが、主に認知症連携支え合い手帳の普及啓発や利用状況の評

価等に力を入れていきたいと考えています。 

 

5. 人員体制 

（1）人員体制 

  ・平成 26年度につきましては、ケアプラン作成や介護予防マネジメントに時間がとら

れ、ほかの業務に手が回らない状況であったことから、介護支援専門員を 1 名増員

しました。平成 27 年度につきましては、伊達市の高齢者人口が 12,000 人を突破す

る見込みとなり、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員といった 3 職種につい

て 2 名ずつ配置しなければならない基準となっています。また、増え続けている高

齢者虐待など困難ケースに対応していくためにも、保健師 1 名の増員が必要な状況

です。 

 

 

 



■  協議事項 

 

【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】 

 

1. 第 1号被保険者の保険料率の推計 

（1）総給付費 

  ・平成 27 年 1 月 11 日の財務大臣と厚生労働大臣の折衝により、介護報酬改定率を全

体で 2.27%引き下げることで決定され、その後、各サービスの改定率が示されること

となっていましたが、平成 27 年 1 月 23 日に受けた北海道からの通知では、厚生労

働省からサービス毎に改定率を示す予定がなく、すべてのサービスにおいて 2.27%

引き下げて作業を進めるようにとの指示を受けました。このことから、各サービスに

おいて、前回お示しした給付費から、基本的に 2.27%引き下げた給付費としています。

最終的に、第 6 期計画での総給付費は、95 億 3,719 円となり、前回お示しした総給

付費から約 1億 9千万円の減額となっています。 

 

（2）第 1号被保険者数 

  ・第 1 号被保険者数につきまして、65 歳以上人口を記載していたため数字を置き換え

ました。65歳以上人口と第 1号被保険者数の違いについてですが、65歳以上人口と

は住民基本台帳に登録されている人数のことで、第 1 号被保険者数とはこの人数か

ら、適用除外施設入所者数等を除いた数となっています。また、所得段階別加入者割

合ですが、第 1段階と第 2段階の集計に誤りがあったため修正しています。 

 

（3）第 1号被保険者保険料 

  ・介護報酬のマイナス改定に伴い、総給付費が前回よりも減額となったことから、保険

料についても影響があり減額となっています。基準額の月額が、前回の 4,529円から

136円下がって 4,393円となり、年額は前回の 54,300円から 1,600円下がり 52,700

円となりました。 

 

（4）所得段階別保険料額 

  ・基準額の変更に伴い、第 1段階から第 9段階までの保険料額が変更となっています。

また、消費税増税見送りに伴う低所得者保険料の軽減が見送られたことについて、既

にお伺いして説明していますが改めて、確認させていただきます。まず、第 1 段階

の方につきましては、本来の料率 50％で年額 26,300 円となりますが、平成 27・28

年度については、別枠公費により 45％までの減額となり年額 23,700円、平成 29年

度は 30％までの減額となり年額 15,800円となります。第 2段階の方については、本

来の料率 75％で年額 39,500円。平成 27・28年度は、別枠公費による減額はなく、



平成 29年度は別枠公費により 50％までの減額となり年額 26,400円となります。第

3 段階の方については、本来の料率 75％で年額 39,500 円。平成 27・28年度は別枠

公費による減額はなく、平成 29 年度は別枠公費により 70％まで減額となり年額

36,900円となります。平成 29年度の軽減が手厚くなっていますが、この部分が消費

税増税による別枠公費負担分となっています。 

 

2. パブリックコメントについて 

（1）パブリックコメントの結果 

  ・パブリックコメントは、当初平成 27 年 1 月 14 日から平成 27 年 2 月 12 日の 30 日

間を予定していましたが、介護保険料の決定が大幅に遅れたため、平成 27年 1月 29

日から平成 27年 2月 12日の 15日間と期間を短縮して行いました。この間に 2名の

市民（1 個人・1 団体）から 15 件の意見をいただきましたので、主なものについて

ご説明します。 

  ・「介護予防に自ら取り組むための意識改革の必要性について」「安全面や効率面からの

地域包括ケアシステム推進に関する疑問」「費用の安い高齢者の住まいの確保」これ

らの意見に対しましては、「介護予防の必要性の広報に取り組むこと」「急速な高齢化

に対応するための地域包括ケアシステムを推進すること」「小規模多機能型居宅介護

の整備を進めていること」と回答しております。 

  ・「要支援の方のサービスが一部市町村事業となることへの不安や要望」「高齢者の社会

参加への提案」「地域ケア会議の今後について」「地域包括ケアシステム確立に向けて

の医療・介護事業者に対する危惧」「介護保険料の段階等と軽減対象について」など

の意見に対しましては、「高齢化が進む地域の実状を鑑み、体制づくり、地域づくり

を進めること」「地域の課題共有と解決のため地域ケア会議を今後開催すること」「地

域の医療と介護の力を結集して、地域包括ケアシステム確立を進めること」「介護保

険料の段階等については、計画案のとおりとすること」と回答しています。 

・その他の説明は割愛しますが、今後計画や事業を進めるに当たって、貴重な意見をい

ただいたと思っています。なお、意見を受けまして計画へ反映させた部分はありませ

ん。意見全体を通じて、変わりゆく介護保険制度と高齢化社会の行く末に不安をお持

ちの方が多くいらっしゃるのだと実感しました。この公募結果につきましては、近日

中に公表する運びとなっています。 

 

■その他（意見・質疑・応答） 

 

委 員：「権利擁護業務の中で金銭管理の問題が出てくると思われるが、地域包括支援セン

ターではどのように対応し、また人員は足りているのか。」 

包 括：「金銭管理の相談につきましては、社会福祉士が対応します。金銭を直接管理する



のではなく、公的な制度を活用していくよう勧めています。人員について足りてい

るとは言い切れないが、トラブルの原因になりやすい分野であることから、民生委

員などに任せるよりは、地域包括支援センターに相談していただきたい。」 

 

委 員：「金銭管理の相談に来るのは、本人と家族とどちらが多いのか。」 

包 括：「本人からの相談が多いです。」 

委 員：「まだ理解力のある本人から相談がきているのなら、公的な制度の話も理解できる

と思われるので、もっと活用したほうがいい。」 

 

委 員：「介護保険料率が年度ごとに違うとわかりにくい。」 

事務局：「当初は消費税が 10％になる前提ですべての年度に別枠公費負担分を反映させる予

定でしたが、消費税増税延期に伴い、予定通りとはいかず平成 29年度のみ保険料

が下がるという状況にあります。」 

 

委 員：「今後の実施までのスケジュールはどのようになっているのか。」 

事務局：「まず、みなさんの承認をもってこの計画案を成立させていただきました。今後は

2月末からの議会に条例案として提出し、可決、成立をもって 4月から実施という

流れになっています。」 

 

委 員：「このような協議会等が、市町村や事業ごとにたくさんあり、重複した内容が多い

ため、内容を絞り効率的に開催していただけると助かる。」 

事務局：「その問題については市としても懸念していました。この計画にも医療・介護連携

推進協議会や生活支援コーディネーターを設置する協議会などがあり、依頼する委

員さんも限られてきます。市としてはできる限り効率的に開催していけるよう努め

ます。」 

 

■閉会 19：30 

 

 

 

 

 

 

 


