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江別市介護保険事業等運営委員会 第３回ワーキング部会 議事録（要約） 

 

日  時 令和２年１０月１６日（金）１８時００分～１９時３０分 

場  所 江別市民会館２１号室 

出席委員 成田部会長、山谷委員、松岡委員、中曽委員、森田委員（５名） 

欠席委員 堀井委員（１名） 

事 務 局 浦田介護保険課長、昆参事（企画・指導担当）、阿部参事（地域支援事業担当）、清

水医療助成課長、小田介護給付係長、高松高齢福祉係長兼主査（地域支援事業担

当）、丸山審査相談係長、左川主査（地域支援事業担当）、小林主査（企画・指導担

当）、和田主査（企画・指導担当）、山田主事（介護給付係兼企画・指導担当） 

（１１名） 

傍 聴 者 ０名 

会議次第 １．開   会 

２．議   事 

 （１）協議事項 

    江別市高齢者総合計画の各論（案）について 

３．そ の 他 

４．閉   会 

 

 

▼会議内容 

【開会】  

○浦田課長 

本日はお忙しい中、第３回ワーキング部会にお集まりいただき、ありがとうございます。事務局

の江別市健康福祉部介護保険課長の浦田でございます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

開会の前に、本日の資料を確認させていただきます。 

まず、事前に送付いたしました資料について、 

＊次第 

＊江別市高齢者総合計画の各論（案）について【資料１】 

＊家族介護慰労事業について【資料２】 

となっております。 

なお、本日追加で【資料３】を机上にお配りしております。 

資料１から資料３まで、不足等はございませんか。 

本日、堀井委員より欠席のご連絡を受けております。 

議事に入る前に、皆様へお願いがございます。本日の部会で発言を希望される委員におかれまし

ては、事前に挙手いただきますようお願いいたします。 

挙手いただいた委員のもとに、職員がマイクをお持ちいたしますので、それからご発言いただき

ますようお願い申し上げます。 

それでは、以降、成田部会長の進行により、議事を進めていただきます。 

成田部会長、よろしくお願いいたします。 

 

○成田部会長 

それでは、ただ今より、第３回ワーキング部会を開会いたします。 

本日は、次第のとおり、江別市高齢者総合計画の各論（案）についての協議となり、事務局から
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の説明後に皆様のご意見、ご質問をお伺いいたします。 

なお、本日の協議結果については、来月１１月９日（月）開催の第４回委員会において報告する

こととなります。 

それでは、次第２「議事」の（１）協議事項「江別市高齢者総合計画の各論（案）について」事

務局から説明をお願いします。 

 

○和田主査 

 それでは、江別市高齢者総合計画の各論（案）についてご説明させていただきます。 

資料１をご覧ください。 

こちらは、次期計画の各論（案）となっておりますが、第４章の施策部分となります。 

各論は、第４章から第６章までで構成されておりますが、今回、第４章についての協議となりま

すので、ご了承いただきますようお願い申し上げます。 

それでは、１、２ページをご覧ください。 

こちらは、施策の体系化となっており、左から基本理念、基本目標、その達成に向けた６つの計

画目標と１８の施策項目を記載しており、それらに紐付く具体的取組を記載しております。 

 これらの具体的内容につきましては、３ページ以降で記載しておりますが、ここでは、現計画か

ら変更となった部分を説明させていただきます。 

 なお、本日の資料につきまして、文字の位置やページ跨ぎ、語尾の言い回しなどは、これから調

整いたしますので、ご了承願います。 

まず、計画目標１「地域支援体制の推進」につきまして、五つあった施策項目を三つにしており

ますが、これまでの生活支援サービスの充実は、具体的取組の内容を基に、計画目標３又は計画目

標５の方へ移し、また、介護人材の確保と資質向上につきましては、その内容から、計画目標１か

ら計画目標６へ移すとともに、国の指針を踏まえ、業務の効率化に向けた事業者支援を加えました。 

次に、計画目標２「介護予防と健康づくりの推進」につきましては、国が示しております、高齢

者の保健事業と介護予防の一体的実施という施策項目を新たに盛り込みました。 

次に、計画目標３「見守り合い・支え合いの地域づくりの促進」につきましては、地域全体で取

り組むということにより、従来の「見守り・支えあいの地域づくりの促進」から、このように表記

を改めました。 

次に、計画目標４につきましては、従来は「尊厳ある暮らしの確保」で、認知症の関係は施策項

目としていましたが、今後、認知症施策の推進の強化が必要であることを踏まえ、「認知症施策の

推進と尊厳ある暮らしの確保」とし、記載のとおり４つの施策項目といたしました。 

 新たに設定しました計画目標５「安心して暮らすための環境づくり」につきましては、二つの施

策項目とし、災害や感染症対策の推進を盛り込むことにしました。 

最後に、計画目標６「持続可能な介護保険制度の運営」につきましては、介護保険制度の適正な

運営に係るものとなっております。 

 施策の体系化についての説明は、以上になります。 

 続きまして、３ページをお開きください。 

第４章の構成といたしましては、計画目標ごとに第１節から第６節に分け、それぞれの施策につ

いて、その方向性及び具体的取組を記載しております。 

現計画に引き続き地域包括ケアシステムの深化・推進を目指すことから、多くは継続事業となっ

ており、本部会の開催時間にも限りがございますので、新たに盛り込んだ取組を中心に、抜粋して

ご説明させていただきますので、ご了承ください。 

なお、計画目標ごとにご説明させていただき、その後、ご意見ご質問をいただくという流れで進

めさせていただきます。 

それでは、３ページをご覧ください。 

第１節地域支援体制の推進です。 
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（１）地域包括支援センターの運営・評価につきまして、施策の方向性の内容は従来と変わりま

せんが、江別市介護保険事業等運営委員会の設置について記載し、注釈を付けております。 

また、４ページの江別市における地域包括支援センターの機能と役割の図に、一般介護予防事業

を加えました。 

地域包括支援センターは、地域包括ケアシステムの中核拠点であり、アンケート調査で認知度が

下がった結果を踏まえ、さらなる周知拡大を図ることとしております。 

６ページをご覧ください。 

（３）在宅医療の充実及び在宅医療・介護連携を図るための体制の整備につきまして、施策の方

向性の４行目に、認知症の文言を入れております。国の指針においても、在宅医療の充実及び医療

及び介護両方のニーズを併せ持つ認知症等の高齢者の増加への対応強化が示されております。 

施策の体系化と第１節地域支援体制の推進につきましての説明は以上です。 

 

○成田部会長 

  ただいまの説明について、ご意見、ご質問はありませんか。 

  なければ、地域包括支援センターの役割のイメージについてはいかがでしょうか。 

 

○中曽委員 

認知症高齢者家族やすらぎ支援事業を実施するボランティアを養成するために、地域包括支援セ

ンターの方を講師として招き研修を行っていますが、私の母は、地域包括支援センターではなく、

最初から居宅介護支援事業所に対応していただいたので、地域包括支援センターの方と関わること

は少なかったです。 

 

○成田委員 

 一般の方にとっては、地域包括支援センターによる要支援の方に対する介護予防ケアマネジメン

トと、居宅介護支援事業所による要介護の方に対するケアマネジメントの区別がつきにくいと思わ

れますので、松岡委員に地域包括支援センターが実施する介護予防ケアマネジメント以外の業務に

ついてお話しいただいて、理解を深めていければと思います。 

松岡委員お話しいただけますか。 

 

○松岡委員 

 地域包括支援センターに対する相談は、介護保険の申請をしたいという相談が一番多い印象があ

ります。介護保険の申請をしたい理由としては、「認知症を抱えているのでどのように病院に連れ

て行ったらよいか分からない」、「認知症の父母がお風呂に入ることに不安があるので介護保険の

サービスを使ってみたい」、「退院に向けた環境整備をしたいので手すりを付けたりベッドを用意

してほしい」などがありますが、それらに付随して様々な問題も相談されます。 

また、消費者被害についての相談も多いです。警察や市役所から、担当している利用者や近所の

方に周知活動をして欲しいという連絡が来ますので、そういった場合は、担当している利用者や、

地域で行われる出前講話などの参加者に、消費者被害等に気を付けてくださいと内容をお伝えし、

チラシを配ったりしています。 

他には、地域の方からの出前講話の依頼があります。１０分、１５分の短い講話の依頼の場合や、

１時間くらい時間をかけて講話をしてほしいという場合もありますので、ニーズに合わせてお話を

させていただいていますが、分かりやすくクイズ形式にしてほしいなどの要望が増えておりますの

で、分かりやすい講話を心がけています。 

また、虐待や徘徊の相談もあり、警察が保護した徘徊高齢者に関して地域包括支援センターとの

関係性についての問い合わせに対応することもありますし、障害者手帳の申請をしたいがどこに申

請したらよいのか、どのようなサービスが受けられるのかなどの介護保険以外の相談をされること
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もあります。 

その他、生活困窮の相談に対して、生活保護の相談窓口やくらしサポートセンターえべつを紹介

するなど、介護保険サービス事業所だけでなく病院や民生委員など、様々な機関と連携しながら仕

事をしています。 

 

○成田部会長 

地域包括支援センターは、多岐にわたる相談に幅広く対応していることから、各種相談の入口に

なることが多く、また、直接支援をすることもありますが、介護関係以外の多種のサービスの利用

につながるよう、相談窓口のご紹介や、利用に向けた連携対応など、高齢者を広く支えるというイ

メージで認識をいただければよいと思います。 

  他に、ご意見、ご質問はありませんか。 

  なければ、次の第２節について事務局より説明願います。 

 

○和田主査 

それでは、１４ページをご覧ください。 

第２節介護予防と健康づくりの推進につきまして、新たな施策項目として（３）高齢者の保健事

業と介護予防の一体的実施を盛り込みました。施策の方向性にも記載しておりますが、これまで高

齢者の７５歳以降の保健事業は、市町村等から後期高齢者医療広域連合に実施主体が移るため、保

健事業と介護予防について、異なる実施機関でサービスの提供がされているという課題がありまし

た。 

今後は、医療・介護・健診等のデータを一体的に分析して健康課題を把握し、重症化する可能性

が高い高齢者に対して必要な保健指導を行うとともに、通いの場等への専門職の派遣やサービスの

利用勧奨などを通じて、切れ目のない支援とするよう努めることを記載しております。 

具体的には、①フレイル予防、②後期高齢者への切れ目のない保健事業の提供、③保健事業と介

護予防に係るデータ分析に基づくサービスの利用勧奨の３つの取組を記載しています。 

 なお、フレイルとは、加齢に伴い身体機能や認知機能などが低下することによる虚弱状態のこと

を言いますが、これにつきましては１２ページの施策の方向性のところで注釈があります。 

第２節介護予防と健康づくりの推進につきましての説明は以上です。 

 

○成田部会長 

  ただいまの説明について、ご意見、ご質問はありませんか。 

 

○山谷委員 

 ８ページ①の下から２行目「その人らしい主体的な活動や取組により、「自立」を目指す支援を

行います。」という部分について、高齢者に携わっていますと、この字の「自立」はかなりハード

ルが高いと思いますので、「律」という字を活用すべきではないかと思います。 

一般的に自分で立つ方の「自立」は、何でも一人でやれるというイメージがつきまといますが、

できないところはみんなの力を使って生活していくというような内容であれば、「律」という字の

方が良いのではないかと思います。 

 

○成田部会長 

 これに関して委員の皆様からご意見はありませんか。 

なければ、事務局の意見をいただいてもよろしいですか。 

 

○左川主査 

 確かに山谷委員のご意見のとおり、「じりつ」という言葉に関しては２種類、自ら立つという
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「自立」と自らを律するという「自律」があります。 

それぞれ考え方も異なりますが、現状で国から示されているものは、「自立支援」などのように、

自ら立つ「自立」という言葉で示されているところです。 

江別市の高齢者総合計画ですので、江別市が自らを律する「自律」の概念に舵取りするというの

も一つの考え方ではありますが、現在までの各種事業の取組の中で、自らを律する「自律」に基づ

く事業展開は行っておりませんので、現状としては、自ら立つ「自立」で記載をしているところで

す。 

また今後、こういった自立支援・介護予防・重度化防止の推進を進める中で、委員のご意見のよ

うな「自律」という考え方がされる可能性も含めて、今後の国の動向や市の取組状況などから必要

があれば検討してまいりたいと考えております。 

 

○山谷委員 

 立つ方の「自立」は、非常に分かりやすく、キャッチコピーとしてはいいと思うので、今回の計

画ではそれでいいと思います。 

 

○成田部会長 

  他に、ご意見、ご質問はありませんか。 

なければ、私から質問させてください。 

元々保健センターの業務であったものが、介護の業務に移行したと思いますが、過去に保健セン

ターでもこのような計画を策定していたのでしょうか。 

 

○和田主査 

 保健センターの策定している計画としては、えべつ市民健康づくりプラン２１がありまして、そ

の中で健康づくりに関する内容を盛り込んだものを策定しています。 

現在は、２０１９年度から２０２３年度の期間で計画が策定されており、保健事業と介護予防の

一体的に実施する取組については、保健センターや国保年金課の健診担当等と連携して事業を進め

ていくことになります。 

 

○成田部会長 

 この部分については、えべつ市民健康づくりプラン２１と、ある程度整合性が図られた内容とな

っているということでしょうか。 

 

○和田主査 

  この計画は、本市の関係する他の計画との整合性を図るようにしております。 

 

○成田部会長 

他の事業との連動もあるので、簡単に手を加えにくいのではと思いましたので、他の計画との整

合性を図っているということを確認させていただきました。 

  他に、ご意見、ご質問はありませんか。 

  なければ、次の第３節について事務局より説明願います。 

 

○和田主査 

 それでは、１５ページをご覧ください。 

第３節見守り合い・支え合いの地域づくりの促進です。 

（１）見守り合いと支え合いの醸成では、施策の方向性の４行目に記載がありますとおり、地域

の中で住民同士の互助力によるインフォーマルサービスの整備の重要性を盛り込みました。 
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インフォーマルサービスとは、注釈で記載しておりますが、介護保険制度や行政が提供するサー

ビス以外の、地域住民やボランティア団体などが主体となって行う支援サービスのことを言います。 

また、いくつか新たな取組を記載しておりますのでご説明します。 

１６ページをご覧ください。 

④の安否確認電話サービス事業（お元気コール）の実施、⑤民間事業者との連携は、従来から実

施している取組ですが、今回新たに記載することにいたしました。 

ただいまの１６ページに、本日追加でお配りしております資料３に記載の、⑦ごみサポート収集

を追加する予定です。 

これは、ごみステーションに自分でごみを運ぶことが困難な要介護１以上の高齢者等の方を対象

に、戸別にごみを収集するもので、ごみ出しの有無などから安否確認につなげる取組となっており

ます。 

１７ページをご覧ください。 

（２）家族等介護者への支援の充実について記載しております。 

具体的取組の④認知症高齢者等の行方不明時における支援体制の構築は、従来、認知症施策にあ

りましたＳＯＳネットワークシステムについても合わせて記載することとし、取組名の表記も、こ

のように変更いたしました。 

それではここで、資料２をご覧ください。 

江別市では、家族介護支援の一環として「家族介護慰労事業」という事業を実施しているところ

でありますが、現在、本事業の今後の継続について検討しており、この場で委員の皆さまにご意見

等を伺いたく、ご説明させていただきます。 

まず、本事業の概要ですが、本事業は、在宅において要介護４又は５の認定を受けている高齢者

を介護している低所得世帯に対して、在宅介護の慰労として慰労金を支給する事業で、平成１３年

度から実施しております。 

本事業の対象者は、市内に居住する在宅の要介護４又は５の重度要介護高齢者を、無報酬で介護

している方のうち、市民税非課税世帯及び申請日前１年間において介護保険サービスを利用せず、

在宅で介護をしている方を対象としています。 

支給する慰労金は、年額１０万円で、１人の被介護者について２人以上の介護者がいる場合には、

主たる介護者に支給します。 

本事業の支給実績ですが、平成１３年度に２件、平成１９年度から２４年度までが各１件で、平

成２５年度から支給実績はございません。 

本事業の開始当時は、介護保険制度が発足して間もないこともあり、介護保険サービスの内容及

び量が十分とは言えず、介護の大部分を家族が担っていたことから、本事業を実施してきたところ

でありますが、現在では介護保険サービスは充実し、サービス利用計画に基づいて本人に必要なサ

ービスを受けやすい環境が整ってきています。 

他の自治体でも、本事業と同様の事業を実施しておりましたが、家族介護の固定化を招くなどの

理由から、すでに廃止した自治体もございます。 

当市では、本事業について、事業を開始した当時とは社会情勢も変化し、介護保険サービスが充

実している中で、介護保険サービスを利用していないことを支給要件の一つとしている当事業は、

社会全体で要介護者を支えるという介護保険制度の本来の目的に合わないことや、家族介護支援と

して他にも「認知症高齢者家族やすらぎ支援事業」などを実施しており、家族介護者の心理的負担

の軽減に主眼を置いた事業をより充実させていくことが必要であると考えていることから、今後の

継続について検討しているところであります。 

本日、本部会で委員の皆さまからいただいたご意見等を基に、今後の方針について検討したいと

考えておりますので、質疑応答で何かございましたらご発言をお願いいたします。 

第３節見守り合い・支え合いの地域づくりの促進についての説明は以上です。 
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○成田部会長 

  ただいまの説明について、ご意見、ご質問はありませんか。 

 

○松岡委員 

 今の説明について、３点発言させてください。 

 まず１点目として、介護度が要介護４または５では、寝たきりの方や認知症の重度の方を想像し

ますが、介護保険のサービスを使わないでそういった方々を介護する家族に焦点を当てた場合には、

介護を頑張っているように思えるのですが、利用者本人に焦点を当てた場合には、例えば寝たきり

の方については、食事、排泄介助は家族の方ができたとしても、自宅で入浴させるというのはなか

なか困難なことだと思います。そうなった時に、ご本人がもともと入浴が嫌いな方でしたらよいの

かもしれませんが、本当は入浴したいと考えている寝たきりの方に対して、例えば、ベッド上で洗

髪したり、体を清拭したり、そのくらいにとどまってしまうということを考えると、本人にとって

適切な介護を受けることができているのかどうかと思いました。 

 次に２点目として、地域包括支援センターは、地域の高齢者に対して、自助や互助による住民同

士の支え合いについて意識を深めてもらうためにフォーラムを開催しているのですが、その中で地

域の方からは、「あそこの家に認知症の父親がいる」ということを知っていたり、「老老介護で父

親が母親を介護して頑張っている」ということなどを知っていたりするのですが、そのことをその

家族から打ち明けてくれないと周囲が手助けすることができないというような話をよく聞いていま

す。そうなった時に、今説明のあった実施状況の中で、家族介護の固定化を招くことや、打ち明け

ることができなくて殻にこもって頑張りすぎてしまうというようなことも考えられると思います。

今は、「困った」「助けて」などを打ち明けることができるような地域づくりが大事になってくる

と思いますので、そういったことを考えると支援の手段が慰労金というのは少し違うのではないか

という思いがありました。 

 次に３点目は、この制度を知っている方がどのくらいいるのだろうかという疑問があります。 

 ケアマネジャーがついていると、福祉のサービスについての情報が提供されて、家族の方が検討

してくれると思いますが、ケアマネジャーがついていない状況で、こういった制度をどのくらいの

方が知っているのかと思います。 

 この３点が私の考えで、今の時代を考えると、お金よりも悩みごとや困りごとを周囲に相談した

り打ち明けたりできる地域づくり、そして、認知症高齢者家族やすらぎ支援事業やかけはしの会の

活動のような家族の精神的負担を軽減するサービスに力を入れていった方が時代に合っているので

はないかと思いました。 

 

○成田部会長 

  今のご意見を聞いて、他に何かご意見はありますか。 

 

○森田委員 

  このような事業があることを初めて知りましたが、平成１３年に開始ということは、介護保険や

成年後見制度がスタートした頃と同時期なのかと思いますので、現在１９年ほど実施している事業

かと思います。 

 この事業についての感想としては、家族介護の固定化を招くという問題点もありますし、見えな

い所での家族での介護という部分では、高齢者虐待なども懸念されるという問題や、８０５０問題

というようなことも言われているところですので、少し不安な部分があると感じています。 

  

○成田部会長 

 森田委員の意見は、見えない介護には不安があると考えていて、このような事業は、無理に残さ

なくてもよいという意見に近いということかと思います。 
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 この意見に関して、ここで賛否について諮った方がよろしいですか。 

 

○高松係長 

本日委員の皆様にご意見をいただきましたが、市といたしましては、松岡委員と森田委員からい

ただいた意見にもありましたように、要介護４、５の方が在宅で介護保険サービスを受けずに、本

当に適切に介護されている状態であるのか、また、介護されているご家族の心理的負担の軽減を図

るという観点から、廃止を含めた検討が必要であると考えているところです。 

この家族介護慰労事業については、今後予定している介護保険事業等運営委員会でも委員の皆様

にご意見を伺いたいと思っておりまして、本日いただいたご意見を今後の参考とさせていただきた

いと考えております。 

 

○成田部会長 

  他に、ご意見、ご質問はありませんか。 

 

○山谷委員 

  質問なのですが、どのようにこの事業の対象者をピックアップしているのでしょうか。自ら申し

出ないと対象とならないのか、誰かが言わなければ分からないのではないでしょうか。 

 

○高松係長 

  現在、市から対象者に連絡はしておりませんので、相談があって申請を受け付けるという状況で

す。 

 

○山谷委員 

  ひょっとしたら、この事業の１０万円で助かる方も潜在的にはいるかもしれないけれども、どの

くらい存在するのかも分からないという状況だということでしょうか。 

 

○浦田課長 

 介護度が４と５の方のうち、介護サービスを全く利用していない方をシステムから抽出すると、

百数十人はいるのですが、その方々は介護サービスは受けていないが入院しているというような状

況です。１年間を通して在宅であり、介護も全く利用していない方は、ここ数年はおりませんでし

た。 

 現在、そのような方はいらっしゃらないので、当然申請もないといった状況です。 

 

○成田部会長 

  私も、看護師の方から聞いたところ、海外であれば入浴する文化がないため、傷が治りにくいと

いうようなことを聞いて、介護度が４、５の方で入浴しないことにはリスクがあると感じているの

で、何かしらの支援を受ける対象者だと考えるべきであると思っています。 

  他に、ご意見、ご質問はありませんか。 

  なければ、私が気になったこととして、社会福祉協議会の様々な事業が記載されているのですが、

福祉用具の貸与は記載されておらず、ケアマネジャーとしては利用しているので、こういった所に

記載していただいて、使用していない車いすや電動ベッド、歩行器の寄附につながればよいと考え

ているので、記載してはどうかという意見です。 

 

○小田係長 

  福祉用具の貸与は、社会福祉協議会の事業ですが、介護保険課にも問い合わせはあります。入院

中の外泊時といった一時的な利用など、まだ介護認定をされていない状況で利用できるサービスが
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ないのかと聞かれることがあり、そういった際には社会福祉協議会でこのような事業を実施してい

るので、在庫があれば借りることができますとご案内しています。 

 介護保険課の窓口にも、高齢者福祉サービスとして、一覧で記載しているパンフレットに記載し

ていますし、同様に給食サービスや福祉除雪サービスも記載していますので、計画に記載するにあ

たって、社会福祉協議会とも調整した上で検討していきたいと考えております。 

 

○成田部会長 

  他に、ご意見、ご質問はありませんか。 

 

○森田委員 

 ⑤の民間事業者との連携という部分ですが、民間事業者と市で協定を締結している具体的な事例

について、参考までに教えてください。 

 

○高松係長 

 実際に連携している企業は、コープさっぽろ、郵便局、北海道新聞の販売所、セブンイレブンな

どで、見守りの協定を締結させていただいております。過去にあった例としては、コープさっぽろ

の配食サービスを利用されている方へ食事を配達した際に、以前に配達したものが宅配ボックスに

入ったままになっており本人と連絡がつかないという状況についてコープさっぽろから市に情報を

提供していただき、その後、市で安否確認を行ったという事例があります。 

 

○成田部会長 

  他に、ご意見、ご質問はありませんか。 

  なければ、次の第４節について事務局より説明願います。 

 

○和田主査 

それでは、２３ページをご覧ください。 

第４節認知症施策の推進と尊厳ある暮らしの確保です。 

今後更なる高齢化の進展に伴い、認知症の人がますます増えていくことが見込まれ、国の指針に

おいても、認知症施策推進大綱を踏まえ、｢共生｣と「予防」の取組を進めていくことが重要とされ

ています。 

（１）認知症の人の社会参加を支え合う地域づくりでは、具体的取組としまして、大きく分けて

①認知症の人の家族への支援、２４ページ中ほどの②認知症の人やその家族を見守り合い、支え合

う地域づくりの推進、といたしました。 

２６ページをご覧ください。 

（２）認知症の予防と備えの実践では、具体的取組としまして、大きく分けて①早期発見・早期

対応と支援体制の構築、２７ページの②認知症に対する「備え」の実践といたしました。 

２８ページをご覧ください。 

（３）成年後見制度の推進ですが、従来は具体的取組に位置づけておりましたが、今後、認知症

高齢者等の増加が見込まれ、需要が高まることが想定されることから施策項目といたしました。 

具体的取組としまして、①成年後見制度の広報・啓発、②成年後見制度の利用に関する相談の実

施、③市民後見人の育成・活用、次のページに続きまして、④権利擁護支援の体制整備、⑤成年後

見制度利用に関する各種支援制度の実施といたしました。 

第４節認知症施策の推進と尊厳ある暮らしの確保についての説明は以上です。 

 

○成田部会長 

  ただいまの説明について、ご意見、ご質問はありませんか。 
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○森田委員 

 （３）の成年後見制度の推進、②の成年後見制度の利用に関する相談の実施の真ん中辺りに「成

年後見支援センターでは」という部分があり、センターでの利用案内を記載しております。  

その中で、最後の方に「手続支援」という記載があるのですが、障がいのあるお子さんの生活や

高齢者であっても身寄りがない方の支援をする任意後見とのマッチング機能も、成年後見制度の利

用促進計画で捉えているということもありますので、手続支援の後に「と援助者との調整」といっ

た文言を加筆できればと思います。 

それから、最後に⑥として、「成年後見制度における意思決定支援の推進」という部分を、新た

に設けていただければと思っています。これは、身寄りがない方の入院や医療に関する意思決定が

困難な方への支援に関するガイドラインにおいて出てくるのですが、成年後見人と医療機関との連

携や身寄りのない方への生活支援のあり方など、施策として協議することが求められている部分で

ありますし、今後１人暮らしの高齢者が多くなって、認知症の方が自らの意思に基づいた日常生活

や社会生活を送ることを目指しているという部分もありますので、意思決定支援の推進という項目

を付け加えていただけるとより支援範囲が広くなると考えています。 

 

○成田部会長 

  森田委員よりご意見をいただきました。 

 １点目は、２８ページの②に「手続支援と援助者との調整」といった文言を加筆するということ

ですが、他の委員の皆様はいかがでしょうか。 

 事務局もいかがでしょうか。 

 

○高松係長 

 森田委員のおっしゃる「援助者」というのは、後見人や保佐人など、いわゆる後見人等という方

かと思いますが、もしよろしければ、「援助者」という部分を「後見人等候補者」などという表現

にさせていただいてもよろしいですか。 

 つまり「後見人等候補者との調整」といった文言にさせていただいてもよろしいですか。 

 

○森田委員 

 よろしいです。 

 

○成田部会長 

  それでは、事務局で検討していただくということでお願いします。 

  ２つ目は、⑥として「成年後見制度における意思決定支援の推進」という部分を、新たに設けて

いただきたいということでした。 

 分かりづらい部分ではないかと思うのですが、日本の後見制度は、他の国と比較して、意思決定

について本人の決定権を取り上げ過ぎだという指摘があります。 

 それで、物事について指摘をする時に、後見人が勝手に何でも決めないようにしなければならな

いといった世界的な流れもあるので、この意思決定支援について組み込まれているものが増えてい

るのではと思っています。 

 森田委員は、そのことを踏まえて意見されたものだと思います。だからといって、全てをここに

記載すべきかということは迷うところではありますが、今の話を聞く中で事務局から何か意見があ

ればお願いします。 

  

○高松係長 

 国が策定した成年後見制度の利用促進基本計画の中でも、成年後見制度における意思決定支援の
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推進ということが今後取り組むべき重要な施策として定められております。 

 江別市といたしましても、成年後見制度における意思決定支援は重要なことと捉えております。 

ただ、現在この分野については、具体的な取り組みの検討が十分ではない状況ですので、今回の

高齢者総合計画の中では、①から⑤までの基本的な部分を記載させていただき、成年後見制度にお

ける意思決定支援につきましては、個別の成年後見制度利用促進基本計画で記載したいと考えてお

ります。 

 

○森田委員 

 今後、市で成年後見制度利用促進基本計画の策定を予定しており、そちらに意思決定支援につい

て記載したいということであれば異論はありません。 

 

○成田部会長 

  他に、ご意見、ご質問はありませんか。 

  なければ、次の第５節について事務局より説明願います。 

 

○和田主査 

それでは、３１ページをご覧ください。 

第５節安心して暮らすための環境づくりです。 

現計画では、計画目標４の尊厳ある暮らしの確保の中に、高齢者の住まいの安定的な確保、安

全・安心なまちづくりの推進として位置づけておりましたが、新たな計画目標とし、多様な住まい

の確保のほか、環境整備や日常生活をサポートする各種サービスについて具体的取組として記載し

ております。 

３２ページをご覧ください。 

高齢者向け住宅の情報提供の部分に、江別市内のサービス付き高齢者向け住宅・有料老人ホーム

の施設数及び入居定員総数を記載しておりますが、今回国の指針で、計画への記載が示されている

もので、今後有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅が増加することが想定され、必要に応

じてその利用状況等を踏まえながら、サービス量を見込むこととされております。 

また、３４ページの具体的取組の⑧救急袋（きゅうきゅうたい）の配布の後ろに、本日追加でお

配りしました資料３に記載のとおり、⑨ごみサポート収集、⑩家庭系廃棄物処理手数料の減免につ

いて記載する予定です。 

 ３５ページをご覧ください。 

国の指針及び新型コロナウイルス感染症の流行も踏まえ、災害や感染症対策の推進を施策項目と

いたしました。安心して暮らすためには、災害や感染症に備えることが重要であり、災害時におけ

る高齢者等の要配慮者への支援体制の整備や、感染症の拡大に備えて関係機関との連携体制の構築

について記載しております。 

感染症対策に係る具体的取組といたしましては、高齢者の感染症対策の推進、介護事業所等の感

染症対策の推進といたしました。 

第５節安心して暮らすための環境づくりについての説明は以上です。 

 

○成田部会長 

  ただいまの説明について、ご意見、ご質問はありませんか。 

  なければ、次の第６節について事務局より説明願います。 

 

○和田主査 

それでは、３７ページをご覧ください。 

第６節持続可能な介護保険制度の運営です。 
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現計画と同様に、①介護保険サービスの基盤整備として、次期計画期間内に整備する内容を記載

する予定です。 

 また、３８ページに記載しておりますが、④災害・感染症対策に係る体制整備について、こちら

にも記載することとしました。 

３９ページをご覧ください。 

（２）介護人材の確保と資質向上及び業務の効率化に向けた事業者支援について記載しておりま

す。 

少子高齢化の進展に伴い、介護サービスを必要とする高齢者が増加する一方、介護サービスを提

供する担い手不足が課題となっています。 

将来的に安定したサービス提供をするためには、人材の確保と資質の向上が必要であることから、

国や道などと連携しながら取組を進めていくこととしております。 

 なお、具体的取組③の業務の効率化及び質の向上に向けた事業者支援では、介護サービスの担い

手の確保が課題となる中で、サービスの質を確保することが重要であることから、介護現場におけ

る業務の効率化及び質の向上についての取組を記載しております。 

最後４０ページからは、現計画と同様に、国が示す介護給付適正化主要５事業について記載して

おります。 

 次期計画から、国から交付される財政調整交付金の算定に当たって、主要５事業の取組状況を勘

案することとされ、本市においては、全て実施することとしております。 

 第６節持続可能な介護保険制度の運営についての説明は以上です。 

説明の前段でお伝えしましたとおり、多くが継続事業となっており、それらの説明につきまして

は割愛させていただきます。 

 

○成田部会長 

  ただいまの説明について、ご意見、ご質問はありませんか。 

  なければ、私から質問させてください。 

訪問介護の人材が一番不足しているということが全国的に言われており、例えば通所介護や特別

養護老人ホームでは介護職員は無資格者でもサービスを提供できるのですが、訪問介護員だけは有

資格者以外はサービスを提供できないということになっています。平成２６年の介護保険制度の改

正で市町村に実施が義務付けられた介護予防・日常生活支援総合事業（以下「総合事業」という）

において、無資格者でもサービスを提供できるというようなことはあるのでしょうか。もしあれば、

無資格から始めるような施策を盛り込むことができるのではないかと思っているのですがいかがで

しょうか。 

 私の事業所では、無資格の職員に資格取得を促しても、資格取得に必要な時間が長時間であった

り家庭の事情もあるため、資格を取得したいが取得できないという方がいます。訪問介護のサービ

スの提供においては、有資格者が不足しておりサービスの供給量を確保できないということがあり、

総合事業でこの課題を検討する術はないのだろうかと思いましたので発言させていただきました。 

 

○左川主査 

 江別市では、総合事業を平成２９年度から開始しており、その前段から生活支援体制整備協議体

の中で、総合事業内の市独自のサービスについて検討をしてきたところです。 

 平成２８年１２月に総合事業の開始に当たっての介護事業所向けの説明会を実施しており、そこ

で事業者向けのアンケートを実施させていただき、例えば専門的な話になると、総合事業の訪問・

通所サービスにおける、基準緩和型、住民主体型、短期集中型のほか、訪問サービスについては、

移動支援型という、訪問の４種、通所の３種のサービスの実施の意向や興味があるかを確認する調

査を行いました。 

 その後、アンケートの意向調査で興味があると回答した事業者に集まっていただき意見交換を実
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施しましたが、実際に市独自の総合事業内の４種の訪問サービスを実施する意向のある事業者はお

りませんでした。例えば、総合事業内の４種の訪問サービスのうち、基準緩和型訪問サービスの中

で、生活援助等の部分に関しては、一部無資格者等でも対応できる部分はあろうかと思います。現

在はまだ検討が不十分ではありますが、基準緩和型訪問サービスを実施する事業所があれば検討の

余地はあると考えます。 

 

○成田部会長 

 人材を増やすという部分で資格が支障になるということであれば、そういった部分を緩和してあ

げるのもどうかと思いましたので、発言させていただきました。 

 

○左川主査 

 江別市としましては、訪問サービスの分野で人材の確保が厳しいという状況も把握しているとこ

ろですので、今後、こういった総合事業の基準緩和型の訪問サービスを担っていただける事業所が

出てきた場合には検討させていただき、利用者にとってのサービス提供体制が充実されるように体

制を整えてまいりたいと考えております。 

 

○成田部会長 

  他に、ご意見、ご質問はありませんか。 

  なければ、全体を通してご意見、ご質問はありませんか。 

 

○松岡委員 

  ３５ページの避難行動要支援者避難支援制度について質問させてください。 

  地域の方と互助の話をした時に、時々この制度の話が出てくるのですが、実際どの辺りまで想定

しているものなのでしょうか。 

地域住民から、困っている高齢者に対してどこまで避難のお手伝いをしたらよいのだろうかとい

う悩みのような話を耳にすることがあります。 

 一昨年の地震の時は、安否確認などで訪問することはできたのですが、実際に避難しなければな

らなくなった時に、登録している方々を全員避難させなければならないのかというような話も聞い

たことがあるものですから、この制度についてもう少し詳しく話を聞かせていただければと思いま

す。 

 

○昆参事 

 避難行動要支援者避難支援制度に登録された方について、いざ災害が起きた時に、どの範囲の

方々を避難させたらよいのかというご質問かと思いますが、こちらにつきましては、当市の別部署

で所管していることですので、この場でこの範囲まで避難させることができれば大丈夫ということ

をお答えすることはできかねます。 

 趣旨を考えると、現在登録されている方を全て避難させることができればよいのではないかと思

いますが、災害の程度や内容による部分もありますので、所管にも確認して、お答えできる範囲で

報告したいと思います。 

 

○成田部会長 

  他に、ご意見、ご質問はありませんか。 

  なければ、江別市高齢者総合計画の各論（案）について、必要な修正等を加えて委員会に提出す

ることとし、事務局には準備をお願いしたいと思います。 

 なお、家族介護慰労事業につきましては、来月の本委員会においても事務局から説明をいただき

ながらご意見をいただき、本日の意見と併せて検討をお願いしたいと考えております。 
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 また、本日協議した各論（案）につきましては、委員会に提出する前に追加や修正等の必要性が

生じた場合には、部会長と事務局で協議した上で、それも含めて部会からの提案として委員会に提

出させていただくこととしたいと考えますがよろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

 それでは、そのようにさせていただくことといたします。  

  次に、次第３その他について、各委員から何かございますか。 

  なければ、事務局から連絡事項等をお願いします。 

 

○浦田課長 

 本日の協議結果を反映させた内容を江別市高齢者総合計画の各論（案）として、１１月９日

（月）開催の委員会において報告させていただきます。 

１１月９日（月）の委員会は１８時から、場所は市民会館３７号となります。これまでの小ホー

ルから変更となりますのでご留意願います。 

 

○成田部会長 

 これで、第３回ワーキング部会を終了いたします。 

本日はありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 


