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様式第1号(第5条関係) 

会 議 録 

会 議 の 名 称 第４回 美幌町高齢者保健福祉・介護保険事業推進委員会 

開 催 日 時 
平成２６年１２月８日 (月) 

 
    午後６時３０分 開会 午後７時３５分 閉会 

開 催 場 所 しゃきっとプラザ 集団健診ホール 

出 席 者 氏 名 

平間委員、佐藤委員、中矢委員、森委員、太田委員、照井委員、早川委員、岡

本委員、小西委員、池委員、田中委員、柴田委員、松本委員、平田委員、笹木

委員、油谷委員 

欠 席 者 氏 名  無 

事務局職員職氏

名 

 藤原民生部長、谷川福祉主幹、佐藤健康推進主幹、大場健康推進主査、関介

護保険主査、安達高齢者福祉主査、高橋主事、中村主事、赤川主事、池田主事 

議 題 

 １ 委員長あいさつ 

 ２ 議事 (1)美幌町高齢者保健福祉計画・第６期介護保険事業計画（素案） 

  (2)今後の日程 

 (3)その他 

 ３ その他 

会議の公開又は

非公開の別 
公開 

非 公 開 の 理 由 
(会議を非公開とした場

合) 

  

傍 聴 人 の 数 
(会議を公開した場合) 

０名 

会議資料の名称  第４回美幌町高齢者保健福祉・介護保険事業推進委員会議案・資料 

会議録の作成方

針 

□録音テープを使用した全部記録 

■録音テープを使用した要点記録 

□要点記録 

その他の必要事

項 
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発 言 者 審議内容 (発言内容、審議経過、結論等) 

 

１開会(福祉主幹) 

 

 

 

２委員長あいさつ 

 （平間委員長） 

 

 

 

 

 

３議事 

 （平間委員長） 

 

 

 

(1) 美幌町高齢者

保健福祉計画・第

６期介護保険事業

計画の素案 

 （関主査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただ今より、第４回 美幌町高齢者保健福祉・介護保険事業推進委員会を開

催します。なお、本会議は公開となっておりますので、あらかじめご了承願

います。 

 

皆様こんばんは。このような寒い時期に、また仕事終了後の遅い時間に全

委員お集まりいただきありがとうございます。本日は事務局の方から計画の

素案を皆様に先に配布して確認いただいていると思いますが、事務局から説

明した上で検討していただき、最後に介護保険料についての話もありますの

で、皆様の忌憚のないご意見など、よろしくお願いします。 

 

 

さっそくですが議事に入ります。まず議事（１）の美幌町高齢者保健福祉

計画・第６期介護保険事業計画の素案について事務局より説明願います。 

 

〔別紙資料により事務局説明〕 

 

それでは、事前に配布しておりました素案についてご説明します。 

皆様もお忙しい中、目を通していただいてると思いますが、素案について

ひとつづつではなく、要所要所をかいつまんだ形で説明させていただきます。 

 

 ５頁「計画期間」 本計画は介護保険法第１０７条第１項の規定に基づき、

「平成２７年度から平成２９年度まで」の３カ年を計画期間として定め

ています。 

 

 ６頁「計画の策定体制」 計画の策定にあたって、介護保険法で被保険者等

の意見を十分反映させるため必要な措置を講じることになっており、美

幌町も「高齢者保健福祉・介護保険事業推進委員会」を設置して、計画

について協議をしたことを計画に載せています。 

    なお書以降は、３カ年の計画期間中において、中間評価として実績把

握や分析、評価を行い、必要があると認めるときは、計画の変更や見直

しなどの措置を講じることとなっています。 

 

 ８頁「人口構成」 人口・世帯数の将来推計ですが、表の下※印で記載して

いるとおり、『社会保障・人口問題研究所』の『日本の地域別将来推計

人口』に基づいて数値を記載しています。 

    後ほど第６章で介護保険事業計画がありますが、ここの総人口に基づい

て試算しています。 

 

 ９頁「高齢者人口・高齢化率の将来推計」 第１号保険者や保険料にも関係

する高齢者人口の推計人口も、総人口と同様に『社会保障・人口問題研

究所』の資料に基づき推計しています。 

    美幌町の高齢者人口の実数ですが、平成３２年度の６，９８４人がピ

ークだと推計されてます。 

 

 11頁「高齢者の現状」 11～19頁は、先に実施したアンケート調査結果に基

づいた現状についてグラフ等を利用して示している内容になっていま

す。 
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22 頁「基本理念」 計画を進めるうえでのスローガン的な目標・視点とし

て、『高齢者が住み慣れた地域で健やかに、安心して生活できる町の実

現』を示してます。これは、互いに助け合い支えあう、参加と協働の地

域づくり、そして皆さんご承知のとおり今後必要となっていく「地域包

括ケアシステム」の構築を目指し推進していきます。 

 

23 頁「基本方針」 前の委員会でもお諮りしました基本方針ですが、９項

目から 12 項目になりました。変更点として⑧～⑪について、先の委員

会では「⑧地域包括ケアシステムの充実」となっていましたが、基本方

針の全てが地域包括ケアシステムの構築に向けた取組みであることか

ら、「⑧地域包括ケアシステムの充実」の中で示していた今回の⑧～⑪

についてを、そのまま基本方針に設定したものであり、先にお諮りした

内容と大きく変わったものではありませんのでご了承ください。 

 

25頁「施策展開」 25～78頁まで、それぞれの基本方針１２項目について

具体的な展開を示しています。 

 

26 頁「第 1 節 介護保険・高齢者生活支援サービスの充実」 26～35 頁ま

で記載。 

１介護保険サービスの充実（介護保険制度） 

  2高齢者福祉在宅サービスの推進(町独自のサービス) 

  3高齢者生活支援サービスの推進（町独自のサービス) 

  それぞれのサービス内容について具体的に記載していますが、サービ

ス内容の説明については省略いたします。 

 

31 頁「町内の主なサービス別の事業者数」 実際に現在及び今後取り組む

べきサービスについて記載しています。町外事業者が対応しているサー

ビスの数についても表にまとめています。平成 26年 10月時点のため多

少の事業者数の動きはあると思います。 

表の区分欄で、白抜きの部分が５項目ありますが、これは現在、第５

期でサービス提供がありませんが、第６期の計画でもサービスの提供が

見込まれないものになっています。その他の青色の項目については、そ

れぞれ現在も町内に事業所があり、足りない部分は町外の事業所が対応

して住民へのサービス提供がなされています。 

   在宅系の地域密着型「１小規模多機能型居宅介護・２定期巡回随時対

応型訪問介護看護・３夜間対応型訪問介護・４複合型サービス」、施設・

居住系「５地域密着型特定施設入所者生活介護」の５つについて、現在

サービスの提供がなされていません。 

 

32 頁「今後サービス提供体制の整備検討が必要なもの」 後述の第６章介

護保険事業計画の中でも今後のサービス必要量を見込んでいますが、第

６期計画の中でもこの５項目についてはサービス利用量を見込んでい

ません。ただ、全く必要のないサービスと認識しておりませんので、次

期計画以降、検討課題として必要なものであるとして、記載しています。 

   それぞれのサービス内容については記載しているとおりです。 

 

36 頁「第 2 節 健康づくり・疾病予防の推進」36～39 頁に記載。しゃきっ

とプラザ利用促進、健康診査・健康教育・健康相談等の充実を図ろうと

いった内容となっています。 
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40頁「第 3節 地域包括支援センターの機能充実と適正運営」 今後地域包

括ケアシステムの構築など様々な面で地域包括支援センターの力が

益々必要となってくるということから、人員体制や行政との連携強化な

どについて記載しています。 

 

 42 頁「第 4 節 認知症高齢者等対策」 42～47 頁まで記載。主な取り組み

として 43 頁「(2)認知症ケアパスの作成・普及」や「(3)認知症初期支

援体制の充実」等が、国や道からも推進すべきものとして示されており

ます。45 頁「認知症の理解の促進」について、「認知症サポーター養

成講座」の取り組みとして現在美幌町では約 1,700名がサポーターとし

てなっていただいておりますが、益々サポーター養成についても力を入

れていくこと、「びほろ折り梅の会」等のさまざまな組織団体との連携

を取った上で、認知症の理解の促進を進めていきます。 

 

 48 頁「第 5 節 高齢者虐待防止・権利擁護対策」 48～51 頁に記載。51

頁権利擁護事業の促進の主な取り組みで、(4)市民後見人制度の推進に

ついて、現在美幌町では 20 名が平成 24 年に養成研修を受け、平成 26

年にフォローアップ研修を行っております。こういった市民後見人のた

めの研修を継続し、市民後見人の人数を増やしていければと思います。

現在協議中ですが、市民後見人制度も含めた成年後見制度の実施機関を

設置して体制の充実を図っていきたいと考えております。 

 

 52～56頁「第 6節 生きがいづくりの推進」について記載。 

 

 57頁「第 7節 介護予防・日常生活支援総合事業の推進」 これまでの事

業を移行及び見直しのうえ、効果的かつ効率的に地域の実情に応じて住

民などの多様な主体が参画し多様なサービスを充実することで、地域の

支え合い体制づくりを推進し、高齢者を支援する介護保険制度改正によ

る新しい事業＝地域支援事業に位置付けられているものです。 

   介護保険法上、実施については平成 27 年４月１日施行となっていま

すが、円滑な移行のための準備期間が必要な場合は、市町村において条

例を定めたうえで、平成 29 年４月１日までこの事業の実施を猶予する

ことが認められています。 

 

 59頁 介護予防・日常生活支援総合事業の表となっています。 

「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」の 2つの

事業に分かれています。どう変わるかについて、左側に『現行』、右側

に移行後の事業を示しています。 

 現行の『予防訪問介護・予防通所介護』について今まで予防給付事業

でしたが、地域支援事業に移行します。予防給付では専門の事業所が身

体介護・生活支援サービスを行っていましたが、移行後は、専門的な事

業所に限らずＮＰＯやボランティア等の多種多様のサービス提供をし

ていくという制度になっています。現行の予防給付事業だと国で定めら

れた介護報酬というサービス提供料を支払っていましたが、地域支援事

業に移行すると、介護報酬から切り離され、市町村が独自に金額を設定

するという形に変わります。大きく変わるのは、介護報酬という国で定

めた単価から市町村独自の単価設定になることです。それと、今まで専

門的な事業所のみがサービス提供していたのを、より多種多様なサービ

ス提供に変えていくということになっています。 

 もう一方の『一般介護予防事業』ですが、現行の介護予防事業は「一

次予防事業」と「二次予防事業」に分類され、高齢者に対し直接的な介 
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護予防事業、サービス提供という事業展開をしている部分もありました

が、今後の『一般介護予防事業』は、直接的に本人に対するのではなく、

例えば地域のサロン活動をよりよいものにしていくために支援すると

いう、地域活動などへの支援事業が中心となります。 

今説明した高齢者に直接サービス提供する事業としての、二次予防事

業の通所型・訪問型介護予防については、「介護予防・生活支援サービ

ス事業」に移行していきます。 

 

制度が複雑な状況になっていると思われますが、59 頁の表のとおり

の事業の展開になります。 

美幌町については、町内のさまざまなボランティア団体の活動に応じ

て、多様なサービス提供体制を整備する期間をいただきたく、平成 29

年４月１日事業開始を予定しています。ただし、平成 29 年 4 月 1 日ま

での猶予期間（２年間）の間は、従前の制度と新しい制度のサービスが

並行して利用できるため、現在利用のサービスをこれまでどおり利用す

ることができます。 

 

65 頁「第 8節 地域における見守り体制の充実」 65～68頁に記載。現在

実施しているものを含めて、見守り体制の活動の推進について記載して

います。 

 

69 頁「第 9 節 医療と介護の連携」 以前からも医療と介護の連携につい

ては指摘されてきたことではありますが、第６期の計画では具体的な進

め方を記載しています。医療と介護の担当者の意見交換や情報共有を行

うことのできる会議の開催や、医療分野の関係者間のネットワークの強

化を図るように、一歩一歩進んで行ければと思います。 

 

72頁「第 10節 生活支援サービスの基盤整備の推進」 72～73頁記載。 

  それぞれの地域で、いろいろ福祉に関することや介護に関すること等に

ついてコーディネイトする人材を発掘、育成を推進していきます。 

 

74頁「第 11節 地域ケア会議の推進」 現在も開催していますが、個別の

コア的な会議となっており、コア会議から見出された課題を、地域課題

の発見把握に広げ、75 頁の表のような色々なネットワークを通じて、

解決策を見出せる会議の開催まで進めていければと思います。 

 

76頁「第 12節 生活環境の整備」 施策の展開の最後となりますが、冬期

間の生活環境や災害時における避難支援、住環境の充実について記載し

ております。 

 

以上が第５章の展開となります。ここまでが高齢者福祉計画となります。 

 

 

こういった事業の取り組みをふまえた上で、 

『第６章 第６期介護保険事業計画』の策定になっております。 

 

81 頁 事業計画の中では介護サービスの圏域の設定を定めるようになっ

ています。いままでの第１期から第５期までと同様に第６期について

も、美幌町の全体を１ヵ所の日常生活圏域として設定します。 
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 82頁 先ほどの高齢者人口の推計にもありましたが、83頁にあるとおり、

平成 32年度の「6,984人」が美幌町の第１号被保険者である 65歳以上

の人口のピークとなります。逆に 40歳以上 65歳未満の第２号被保険者

は、どんどん減少していき、高齢化率が上がっていく見込みになります。 

 

84、85頁は、65歳以上の 6千何百人のうち要介護認定を受ける方は何割い

るのかを見込んでおります。認定率をカッコ書で書いていますが、65

歳以上の人で認定を受けている人の率になっています。27 年度では

17.4％、29年度では 19％、それ以降も若干上昇していく見込みです。 

 

 86、87 頁ですが、介護認定を受けた人の内、実際に介護サービスを利用す

る人の人数を見込んでいます。現行では概ね介護認定者のうち７割の人

がサービスを利用しています。残りの３割の人は、もし何かサービスが

必要になった場合のために認定を受けている人もいます。これまでの傾

向を鑑みて、27年度以降の推定値も約７割で見込んでおります。 

 

 88 頁以降は、実際に介護サービスを利用している人が、月平均でどれ位そ

れぞれのサービス毎に利用しているかをまとめています。この後も同じ

ような表が出てきますが、この数値が今後の介護保険料を見込むにあた

っての基礎となっております。この数値を、国で示されているワークシ

ートに当てはめて事業費を推計していく形になります。この頁の居宅サ

ービス利用者数、次頁以降の介護予防、地域密着型、施設サービス利用

者数、それぞれの月の平均利用者数に基づき事業費を算定していく流れ

になっています。 

 

 96頁以降は「地域支援事業の現状と見込」について記載しています。 

     地域支援事業は、全体の給付事業とは異なり、国が定めた割合で上限額

が定められており、その上限額までの数値が介護保険料に影響すること

になります。 

美幌町も上限額を超えて地域支援事業を実施していますが、上限額を

超えた事業費については一般財源ということで税金で賄っています。地

域支援事業として様々な事業を行っていますが、全部の事業費を介護保

険料で充てているのではなく、ここが給付事業とは少し違うことになり

ます。 

 

  100、101頁は「適切な事業運営」として、「１保険料の適切な賦課徴収」、

「２介護給付等に要する費用の適正化事業の推進」「３介護サービス情

報の公表」について記載しています。 

   「２適正化事業の推進」とは、(1)要介護認定の適正化、(2)ケアプラン

の点検として、介護支援専門員が作成したプランの記載内容等を十分チ

ェックすることにより、適合していないサービス提供がプラン上にあれ

ば、それを改善していきます。必要のないサービスが提供されるという

ことは、その分必要のない事業費が出てくるということになり、介護保

険料に必要のない部分も影響することになります。以下、(3)縦覧点検、

(4)医療情報との突合を実施し、適正なサービス提供かを十分チェックし

た上で、適正ではないサービス提供を減らしていくことが適正化事業と

なります。これから十分に取り組まなければならない事業として計画に

策定しています。 
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  最後に『第７章 第６期介護保険事業費の見込と保険料』です。 

   先ほども申し上げましたが、毎月の利用者数を基本にそれぞれの事業費

が算定されて介護保険料を決定します。 

 

105頁「保険給付の財源構成」 今現在の保険給付費の財源は、50％を公費

負担として国、道、町が負担し、残りの 50％を被保険者に介護保険料で

納めていただくという財源構成となっています。この割合は、全国ベー

スの人数比率で決定し、第１号被保険者(65歳以上)、第２号被保険者(40

歳～64歳)の割合も全国ベースの人数比率で決定しています。 

 

 第５期については、第１号(65 歳以上)保険料が２１％、第２号(40～64

歳)保険料が２９％です。 

第６期については、65歳以上の人口割合が上昇しているため、第１号保

険料が２２％(＋１％)、第２号保険料が２８％(△１％)となっています。 

１％負担割合が増えるということは、今までどおりの事業費で組んだと

しても、この１％分が必ず介護保険料が値上がりすることになります。 

 

  106 頁「地域支援事業の財源構成」 こちらの第１号保険料、第２号保険

料の負担割合についても保険給付費と同様に、第１号保険料が２２％、

第２号保険料が２８％となっています。 

 

  107頁「所得段階区分」 108頁に表を示していますが、上段の青色の表が

今現在の所得区分に応じた段階となっています。一番上が国で示した標

準段階です。美幌町では、国の政令に基づき特例の第４段階を設け第４

段階を２つに区分しているため、標準段階より１つ多い７段階で設定し

ています。 

 

第６期では、下段のオレンジ色の表になりますが、段階が変更になりま

す。現行の第１段階、第２段階が統合され「新第１段階」に、第３段階

が「新第２段階」､｢新第３段階｣に、美幌町の特例第４段階が「新第４段

階」に、第５段階は「新第５段階」に、第６、７段階は町民税課税世帯

（高所得者層）ですが、４つに分割されることとなり、現行の標準６段

階から「標準９段階」に変わるものです。 

 

 制度改正として所得段階が多段階化されたこと以外に、もう 1 つ低所

得者層に対して更に公費を投入して、負担割合を軽減する改正もなされ

ています。108頁の下段の表の黄色で表示されている部分です。新第１段

階は現行の負担割合では、保険料基準額に対し０．５の割合が「０．３」

となり、差額の０．２分は公費（一般財源＝税金）で負担することにな

ります。新第２、３段階についてもそれぞれ新たな公費負担によって軽

減される内容の制度改正になります。 

 

美幌町でも、今回の国の改正の標準の段階に合わせた形で所得階層区分

を設定する予定です。今回のいろいろな制度改正について、国から省令

や政令等の正式通知が当初では出される予定でしたが、未だ正式通知が

無い状況であります。そのためこの負担割合が大きく変更することはな

いと思いますが、今後の状況によってはこちらで示している基準額への

負担割合や公費負担の軽減割合などの変更がありえるかもしれません

が、おそらくこのままであると思われます。 
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（平間委員長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事務局） 

 

 

 

（平間委員長） 

 

 

（事務局） 

 

 

   

110頁 介護保険料の算定方法について記載しています。 

(1)今後３年間で見込まれる利用件数に対する介護給付費・事業費を算定

し、(2)第１号保険者の負担相当分(22％)を見込みます。 

(3)(4)は第 1号保険者の介護保険料の抑制策になるのですが、 

(3)「調整交付金増額見込額」基本的に、国から事業費に対して下限５％

を交付することになっています。ただし、それぞれの市町村によって高

齢者の割合の差異や所得段階で低所得者層の割合が多かったりと地域格

差があるため、一律５％ではそれぞれの市町村で不公平が出るため、高

齢者の割合や所得階層のそれぞれの割合等が加味されて、基準５％を上

回る交付になっており、美幌町も同様に５％を超えた金額が交付されて

います。そこで、国から基準５％以上の金額がどれ位増額されるのかが

(3)になります。 

  (4)基金の活用額ですが、美幌町のこれまでの介護保険事業での剰余金等

が介護保険基金として積み立てられていますが、その基金を使って更に

保険料を納めていただく方の負担を抑制しようというものです。 

  (5)それらに、(6)今後の保険料収納率を加味し、(7)最終的に被保険者数

で割かえしたものが１人当たりの保険料基準額となります。 

 

  この基準額が 108 頁では第５段階になります。今現在の美幌町の基準額

は「月額 3,700 円」ですが、これにそれぞれの負担割合をかけたものが

所得階層の保険料になっております。 

   現在、実際の基準額を算定中ですが、111頁に記載のとおり、今回平成

２７年４月に介護報酬の改定が予定されており、介護報酬の介護サービ

スの単価が定められることになりますが、未だ国から改定率が確定され

ていないため、正確な事業費が見込めない状況となっています。 

   そのため、現段階では正式なものはお示しできませんが、今後改定率

が示された段階で、基金取崩し等もみながら最終的に決定します。 

 

    ここまで説明しました 111 頁までの部分を、今後実施しますパブリッ

クコメントの中でお示しする形になります。雑ぱくな説明で申し訳あり

ませんでしたが、以上で終わらせていただきます。 

 

 

  ありがとうございました。なかなか分かりにくい難しい制度となってい

ると思いますが、大変分かりやすい説明をしていただいたと思います。今の

説明の中で質問などありませんか。 

  

 無いようですので、私の方からお聞きします。 

 59頁の新しい総合事業について、美幌町では平成 29年４月までの２年間は

猶予期間として現行の制度で行うとのことですが、お金に関しては今までと

同じように国から給付されるのか。 

 

 平成 29年４月までの猶予期間においても、現行の制度で事業の展開をして、

これまで通りの財源構成で国から交付金等をいただく形になり、変わりはあ

りません。 

 

 もう１つ聞きたいのですが、１号被保険者の基準額の話がありましたが、

２号被保険者の保険料についての国等の情報はありませんか。 

 

 ２号被保険者は総額方式といって、現在、社会保険や国民健康保険等の各

保険者に配分していますが、今の配分する額は人数割で行っていますが、こ 
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（平間委員長） 

 

（森委員） 

 

 

 

（事務局） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（小西委員） 

 

 

 

 

（事務局） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（平間委員長） 

 

 

 

 

 

れを総額報酬に切り替えるという話もあります。総額報酬だと所得に応じて

配分されることになり、社会保険の方は給与が高いためその分増額が見込ま

れるという話が国では出ているようですが、未定です。ただ、そういう制度

に切り替わる可能性はあります。 

 

ありがとうございました。他に何かご意見ご質問のある方はいませんか。 

 

 31 頁の表の下方にある「介護療養型医療施設」「地域密着型特定施設入所

者生活介護」はどこにあるのか。また備考欄の「町外施設（住所地特例）」

とは何か。また、「地域密着型介護福祉施設サービス」とは。 

  

 まず、「介護療養型医療施設」は北見の病院等で、美幌町から北見市の病

院に入院され療養型のサービスを使っている方は、保険者は美幌町になるた

め、北見の施設でサービスを使っても支払は美幌町となります。それが「住

所地特例」といっております。 

 もう１つの「特定施設入所者生活介護」は、有料老人ホーム等で概ね北見

市の施設になっております。 

 「地域密着型介護福祉施設サービス」については、現在特養緑の苑が 100

床で運営していますが、その内 70床を個室、30床を多床室で事業展開してい

ます。現在の予定ですが、多床室 30 床の内 10 床を個室化することになり、

多床室が 20 床になると、個室が 80 床に変わります。制度的な話で変わるの

ですが、「29 床」以下の特別養護老人ホームは、「地域密着型」の施設に制

度上名称が変わることになります。 

 特養緑の苑は１００床のままですが、制度上多床室 20床分が地域密着型へ

名前が変わります。新たな施設が設置される訳ではありません。詳細は 93頁

に説明を載せています。 

 一番下の「地域密着型特定施設入所者生活介護」は、29 床以下の有料老人

ホームやケアハウス等で、北見市等で設置されています。 

 今後の必要性ということで委員から意見がありましたので記載していま

す。 

 

 サフランの会では現在託老所と町から委託を受けてやすらぎ支援事業を実

施していますが、新制度では 59頁の新しい総合事業の中の介護報酬支給対象

となるのか。今までは介護保険外のサービスで実施していたが。また、地域

のミニデイサービスも対象となるのか。 

 

 どういう形で実施するか今後の課題となりますが、地域支援事業も大きく

３つに分かれていて、新しい「総合事業」「包括的支援事業」「任意事業」

があり、今話のありましたやすらぎ支援事業は「任意事業」で今までも実施

しており、この制度は今までと同様となります。ミニデイサービス等につい

ては、今後その体制についてどういった形で進めるのか、介護報酬ではなく

町の決める単価で支払う形に制度が変わりますので、金額等も含めて今後２

年間で体制整備を進めていきたいと考えています。 

 各実施ボランティア団体があっての話であり、制度改正になったから町か

ら一方的にとはならないため、お願いの仕方などもありますが、進めていき

たいと思います。 

 

 他に何かご意見のある方はいませんか。いずれにしても今の質問について

は、これからの２年間でじっくり進めていくということですね。 

 それでは、次の議事に進みます。（２）今後の日程について、お願いしま

す。 
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(2)今後の日程につ

いて 

（関主査） 

 

 

 

 

（平間委員長） 

 

（３）その他 

（民生部長） 

 

 

 

 

 

 

 

（平間委員長） 

 

（事務局） 

 

 

４その他 

（平間委員長） 

 

(佐藤副委員長) 

 

 

（事務局） 

 

(佐藤副委員長) 

 

 

 

（事務局） 

 

 

（平間委員長） 

 

 

５閉会 

（福祉主幹） 

  

今後、本日の委員会終了後に、この素案の形でパブリックコメントを 12月

中旬以降に１ヶ月間実施し、住民の意見を伺いたいと思います。 

パブリックコメントが終了した時点で、２月以降になると思いますが、計

画に関する部分についての最終的な委員会を開催し、それを踏まえて３月議

会等に報告するような流れになっています。２月以降に再度お集まりいただ

き策定することになりますので、よろしくお願いいたします。 

 

(３)その他について、事務局から何かありますか。 

 

 保険料の話をさせていただきます。まだ国から介護報酬の改定率や調整交

付金等の財源等が決まっていない状況のため、正式な発表ができない状態で

すが、まず料金の決め方として現在の基金 5,200 万円は次の３年間で充当す

る形で、保険料を安くすることを考えております。 

 今財源等が確定していませんが、第５段階の基準額は現行よりも月額で 300

円程度上がる見込みとなっています。 

 ただし、今後３年間で施設整備等で状況が変われば、必要と認めるときに

は計画の変更もあり得ると考えております。 

 

 現在の保険料よりも上がるのは年金収入の人には辛いですね。 

 

 基準額の上昇であり、制度改正により低所得者へは負担軽減、高所得者へ

それに応じた負担割合で、極め細やかな９段階となっております。 

 

 

 他に何かありませんか。 

 

 この素案をパブリックコメントに出すということなので、この中で小さな

ことでも訂正してほしいところは事務局へ伝えればよいのか。 

 

 よろしくお願いします。 

 

 詳細は把握していないのですが９月町議会定例会の一般質問の中で、これ

これこういったことを委員会に諮って、第６期計画に反映させるといった具

体的な内容の答弁をされていることはなかったのでしょうか？ 

 

 保険料を示す時期等の質問はあったが、計画に具体的に盛り込む等の答弁

はしておりません。 

 

 その他、皆さん他に何かありませんか。無いようですので議事をお返しし

ます。 

 

 それでは以上をもちまして第４回美幌町高齢者保健福祉・介護保険事業推

進委員会を閉会いたします。本日はありがとうございました。 

 

 

〔午後７時３５分終了〕 

 


