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江別市介護保険事業等運営委員会 第４回ワーキング部会 議事録（要約） 

 

日  時 令和２年１２月８日（火）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、堀井委員、山谷委員、松岡委員、中曽委員、森田委員（６名） 

欠席委員 （０名） 

事 務 局 浦田課長、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地域支援事業担当主査、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）、田中保険

料収納担当主査、佐々木主任（介護給付係兼企画・指導担当）、山田主事（介護給付

係兼企画・指導担当）（１２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素案について 

３．そ の 他 

４．閉   会 

 

 

▼会議内容 

【開会】  

○浦田会長 

本日はお忙しい中、第４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素案について 

となります。 

なお、本日追加で【参考資料】を机上にお配りしております。  

不足等はございませんか。 

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、これ以降、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、ただいまより、第４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素案についての協議となります。前回は各論の

第４章の施策部分について協議を行いましたが、本日は第５章と第６章を中心に協議を行います。 
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なお、本日の協議結果については、来週１２月１５日（火）開催の第５回委員会において報告し、

今月２５日から、計画案としてパブリックコメントを実施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素案について」事務局か

ら説明をお願いします。 

 

○和田主査 

江別市高齢者総合計画の素案について説明いたします。 

資料をご覧ください。 

こちらは、次期高齢者総合計画の素案となっておりますが、第１章から第４章までは既に協議い

ただいており、本日は、第５章と第６章について協議いただくことになります。 

第５章と第６章の説明の前に、第１章から第４章で、協議後に変更となった部分や委員の皆様か

らの意見等に関係する部分を説明いたします。 

 ２ページをご覧ください。 

（２）他計画との整合につきまして、本市の最上位計画であります「えべつ未来づくりビジョン

＜第６次江別市総合計画＞」についての記載を充実させ、この下に位置づけられている本計画と整

合を図る必要のある個別計画等について、より詳細に記載いたしました。 

 併せて、３ページの計画の位置づけのイメージ図も変更いたしました。 

 次に、７ページをご覧ください。 

第７期計画の総括で、（１）活動指標と計画の推進に向けた指標ですが、実績値で、令和２年度

の欄が空欄となっておりますが、この部分は、パブリックコメント実施後に、より実績に近い数値

を入れる予定でおります。 

２４ページから２６ページをご覧ください。 

江別市の現状把握ということで、高齢者等の状況を記載しております。 

各ページとも、平成２７年度から令和元年度までの記載となっておりましたが、令和２年度の数

値がまとまりましたので、記載いたしました。 

 なお、各ページ上段の説明部分につきまして、現在、事務局において再度文言等の精査をしてお

り、来週の委員会では、精査後の内容で資料とさせていただきたいと思います。 

続いて、３４ページから３６ページをご覧ください。 

 こちらは、計画の基本的な考え方で、各ページ空欄となっておりましたが、推計に基づき数値を

入れております。 

 なお、こちらの説明部分につきましても、来週の委員会では、精査後の内容で資料とさせていた

だきます。 

 続いて、４１ページをご覧ください。 

江別市の目指す地域包括ケアシステムのイメージ図につきまして、委員の皆様から様々なご意見

をいただいた部分になりますが、それらを踏まえ、記載のとおりのイメージ図といたしました。 

 基本目標で掲げておりますとおり、住み慣れた地域で、人生の最期まで暮らしていける体制づく

りを目指すことから、これまでと同様に、住まいを中心に、地域の中で、必要な支援が一体的・包

括的に提供される体制を表す図にしております。 

 現計画のイメージ図から変更した点ですが、医療に歯科医師及び薬剤師を、また、介護にケアマ

ネジャーについて、新たに記載しました。 

 また、新たに盛り込んだ項目としまして、認知症高齢者の増加が見込まれる中、成年後見制度を

利用する方が増加し、その必要性が高まることが予想されることから、成年後見支援センターを入

れることとしました。 

 そのほか、今後、地域における様々な課題を解決していくことがより重要となってくることから、

生活支援体制の整備を入れ、その担い手となる生活支援コーディネーターなどを記載することとい

たしました。 
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 続いて、４５ページをご覧ください。 

江別版「生涯活躍のまち」構想との整合について記載しております。 

本市では、令和２年３月に「江別市生涯活躍のまち形成事業計画」を策定し、具体的な取組とし

て、中高年齢者等の就業、生涯にわたる学習活動や社会的活動への参加の推進、サービス付き高齢

者向け住宅の整備、介護施設等の整備に伴う医療・介護サービスの提供体制の構築などの事業を推

進していくとしております。 

本計画の基本目標との関連性が高いことから、整合・調整を図る必要があり、本計画にこのよう

に記載することといたしました。 

 続いて、６６ページをご覧ください。 

家族等介護者への支援の充実について、市では、高齢者を介護する家族の心身負担軽減のため、

養護する必要のある高齢者について、一時的に養護老人ホームに短期入所していただく事業を実施

していることから、具体的取組に②生活支援短期宿泊事業を追加いたしました。 

 続いて、８１ページをご覧ください。 

消費者被害等の防止につきまして、委員からの意見を踏まえ、６行目以降を変更いたしました。

本市では、「江別市消費者被害防止ネットワーク（消費者安全確保地域協議会）」が設置されてお

りますことから、体制づくりに取り組むとしていたところを、既存の連携機能を活用した、更なる

体制の強化を図るという記載といたしました。 

続いて、８９ページをご覧ください。 

持続可能な介護保険制度の運営で、具体的取組の介護保険サービスの基盤整備について内容を記

載しました。 

 次期計画においては、まず、地域密着型サービスの整備として、看護小規模多機能型居宅介護１

事業所の整備を行う予定です。 

 本市には、今年４月に初めての看護小規模多機能型居宅介護が整備され、現在、２つ目の事業所

を整備しているところでありますが、今後、医療サービスの必要性が高い在宅の要介護者が増える

ことが見込まれるため、次期計画でも整備を行うものです。 

 続いて、９０ページになりますが、介護保険施設の整備として、介護老人福祉施設を５０床整備

する予定です。 

 介護老人福祉施設については、第７期計画期間においても整備しており、一定程度の待機者の解

消が見込まれますが、今年７月１日時点での介護老人福祉施設の待機者は２２５名となっており、

また、推計では令和２年度から令和５年度で、要介護３から５の認定者数が３４７名増加する見込

みとなっております。 

本市においては、令和２２年度に向かって高齢者人口が増加していく推計となっており、新たな

待機者も見込まれることから、次期計画においても一定の整備を行うこととしました。 

続いて、９５ページをご覧ください。 

活動指標の設定ですが、現計画と同様に、計画の進捗状況を把握するための指標を設定する予定

です。 

なお、指標につきましては、第６章でも、計画の推進に向けた指標を設定する予定でおり、これ

ら指標の設定につきましては、来月中に評価部会を開催し、協議いただきたいと考えておりますの

で、よろしくお願いいたします。  

 第１章から第４章までで、変更となった部分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、ご質問ありませんか。 

 

○松岡委員 

資料の８９ページから９０ページになりますが、基盤整備、施設整備についてお伺いします。 



- 4 - 

 

計画の目標でも地域包括ケアの深化や推進に向けて記載があり、地域包括支援センターとしても、

可能な限り在宅生活を維持できるように様々な予防支援や体制整備の活動を行っている状況ですが、

２２ページに記載のとおり、「アンケート調査では、在宅生活継続の意向が高いことから、安心し

て在宅生活を送ることができるよう、多様なサービスが適切に提供される体制の整備が必要です」

といった市内の状況が確認されているほか、国においても訪問診療や在宅での看取りといった姿勢

に基づく在宅医療の必要性に関し、重要と示していることから、看護小規模多機能型居宅介護の整

備については必要性があると思います。 

一方、今回の計画で示されています施設の整備については、過去の計画からも継続的に位置づけ

られていて、実際に整備がされてきていると思います。 

地域包括支援センターの総合相談でも施設入所したいという相談を受けることがありますが、実

際にお話を聞いてみますと、要介護認定がない場合や施設入所とならない要介護３未満の場合があ

り、そういった方達の相談も多い状況です。 

今回の施設整備の内容については、前段の在宅生活の意向が高いという実態調査の結果から見る

と、多少違和感があります。 

先ほどの説明で、施設申込待機者数の情報は把握されていて、今後増加する見込みがあることも

理解できたのですが、そういった待機者数や今後の介護度が高い方達の人数の見込みを合わせて、

将来的なサービスの総量や保険料の動向など多面的に検討された結果としての施設整備だと思いま

すが、どのような見解から計画数値を出されたのか教えてください。 

もう１点は介護人材の不足についてです。 

皆さんご存じだと思いますが、施設整備となると、やはり人材確保ということが、同じように大

事なことだと思います。 

人材確保というのは、非常に難しい課題ではあると思いますが、やはり介護業界で働く立場とし

ては、サービスの需要と供給の問題と同様に、気になるところですので、何かお考えがあれば教え

ていただきたいと思います。 

 

○森田委員 

 今、松岡委員から介護人材の確保について質問があり、今、私も改めて気にかけていることなの

ですが、江別市の介護人材養成支援事業というものがあるかと思います。その事業で今年度から人

材を養成していくというようなことを掲げていたのではないかと思いますが、その事業との関連も

含めて、一緒にお伺いしたいと思います。 

 また、別の話になりますが、今回資料をいただいて内容を確認していた時に、従前の資料とどこ

がどのように変わったのか、変更があった部分を見つけにくかったので、今後については、変更が

ある箇所については、赤字、字体を斜めにする、太字にするなど、分かるようにしていただければ

見やすいと思います。 

  

○和田主査 

 まず、施設整備につきましては、介護老人福祉施設やグループホームに調査をして、介護老人福

祉施設やグループホームの必要性を内部で検討させていただいたのですが、将来の推計では、江別

市は令和２２年に向けて高齢者が年々増加する見込みであり、その中で特別養護老人ホームの待機

者や要介護３から５の認定者数の増加を踏まえた上で、今期は１施設を整備中であることや、今後

の高齢者数の増加見込みをもとに、必要な施設の整備量を推計しています。 

 また、グループホームについては、市内には現在１８か所の事業所があり、そこでの入所者数の

確保の状況について調査をした上で、その結果から、今回はグループホームの整備との結論には至

りませんでした。 
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○浦田課長 

 介護人材につきましては、先ほど森田委員からお話があった介護人材養成支援事業について簡単

に説明します。 

 成田部会長は、事業所において実際に介護人材の受け入れをしていただいているため、この事業

に精通していると思いますので、必要に応じて、後ほど補足していただければと思います。 

 この事業は、令和２年度から令和４年度まで実施する事業なのですが、今年度は３０人程度の方

が事業の説明会に参加しており、そのうち１５人の方に入門的研修を行いました。 

また、そのうち７人が、初任者研修の資格取得及び有給で事業所における実地研修をしており、

研修は１１月で終了しましたが、その後、本人と各事業所の間で就職について話し合い、結果的に

２名が、実地研修をした事業所に就職することになりました。 

 その他の方は、条件面で折り合いがつかないなどの理由で、実地研修を行った事業所での就職に

は至りませんでしたが、他の事業所とマッチングを進めている状況です。 

 介護人材の確保や育成については、基本的には各事業所が進めていかなければならないことでは

ありますが、このコロナ禍で、何か不測の事態が起きると介護サービスの提供が行えなくなると懸

念しています。市としても、この事業は重要で、来年度以降は、少し人数を増やしながら事業を実

施していきたいと考えており、養成人数を増やした形で変更計画を国に提出し、予算についても調

整しているところです。 

 

○松岡委員 

もう一つ質問なのですが、介護保険料について、施設の増加に伴い介護保険料も高くなると考え

ており、何年か前の新聞で、旭川市や函館市では、介護保険料が月額８，０００円を超えるのでは

ないかという記事を読みました。介護保険料が高くなることに対して市民はすごく敏感で、介護保

険料がこんなに増額されるのかという意見があったと思います。これだけの施設を整備した時に、

介護保険料がどのくらい増額されるのか、見込みで構いませんので教えてほしいと思います。 

 

○浦田課長 

５０床の特別養護老人ホームの整備であれば、年間の給付費は約１億２千万円というところです。

これを１人当たりの保険料に換算すると１億円の給付費に対して基準額で月額８０円くらいの影響

なので、月額８０円を多少超えるくらい高くなるかと思います。 

ただ、次期の保険料については、後ほど説明いたしますが、介護保険給付費準備基金の残高が確

保できる見込みのため、据え置くことを考えています。 

２０２５年には月額８，０００円以上になると考えられていた介護保険料は、どこの地域でも言

えることだと思いますが、今のところ、そこまでは上がらないと見込んでいます。 

市としては、必要な施設は整備すると考えていますが、保険料が急激に上がらないように、第９

期、第１０期の保険料を見据えながら、今回の介護老人福祉施設の整備について検討しました。 

今期は８０床が整備され、在宅の待機者はほぼ解消されるのではないかと考えておりますが、今

後３年間を見据えた中では、新たな待機者も増加するということも見込んでおり、また、道の医療

計画との整合による介護療養病床からの転換や介護離職ゼロへの対応なども考慮し、今回は、５０

床の整備を計画に盛り込みました。 

そして、小規模多機能型居宅介護につきましては、医療ニーズの高い方もおり、医療と介護の両

面からサポートする必要性から、看護小規模多機能型居宅介護について１事業所の整備を計画に盛

り込んでいます。 

 

○成田部会長 

 施設整備の部分で待機者数の記載がなかったため、現在どのくらいの方が待機していて、入所し

ていないといった数字があれば説明しやすいのかもしれません。人口動態から利用者が増加するの



- 6 - 

 

は予測できると思いますが、待機者数の見込みがあれば分かりやすいと思います。 

  他に、ご意見、ご質問ありませんか。 

  なければ、次に進もうかと思いますが、いかがでしょうか。 

 

○浦田課長 

 こちらからもお尋ねしたいのですが、介護人材養成支援事業で養成している方が成田部会長の事

業所でも研修していたところですが、いかがでしたか。 

 

○成田部会長 

 私の法人の事業所でも介護人材養成支援事業で養成している方の７名のうち１名を１ヶ月間、受

け入れていました。 

もともと北海道の事業で似たものがあって、その事業を数年利用していました。今回、江別市で

も介護人材養成支援事業を実施するということで受け入れたのですが、まず言えることとしては、

今回の方は介護の仕事に関する経験がない方でしたので、介護の職場についての理解が進んだもの

と考えています。 

そして、その方については、こちらで募集している職種、環境、働き方、給与などの待遇の面で

本人の希望と折り合いがつかなかったので、今回は、雇用まではつながらなかったのですが、介護

の仕事について経験が無い方が介護の仕事に就くための入り口として、この事業は効果的だと思っ

ています。 

どちらかというと、今回はマッチングが上手くいかなかったと思っていますので、より本人の希

望に合った事業所に派遣した方が良いのではないかと思います。 

今回のケースでは、こちらでは長い時間働いてほしいと考えていたのですが、本人はパートで働

きたいと考えていたということで、仕事の内容でマッチしなかったのではなく、給与や待遇面でマ

ッチしなかったという事例なので、そこは、行政の立場というよりは、委託先の派遣会社でマッチ

ングの部分を改善していただいて、事業所に派遣される前の段階で時間的な余裕を持って、本人の

希望に合った派遣先を整理してマッチングできたら良かったのかなと思います。 

次年度に向けては、このような事業所からの意見を踏まえて事業を実施すると、今年よりも多く

の人の就業につながっていくのではないかと思いますし、場合によっては、就業前に事業所の見学

を入れると、働く側にとっても受け入れる側にとっても、マッチングや擦り合わせるための情報を

得ることができるので良かったのかなと個人的には思っています。 

 

○浦田課長 

  貴重なご意見、ありがとうございました。 

  

○成田部会長 

  他に、ご意見、ご質問ありませんか。 

 （なし） 

  なければ、次の第５章、第６章について事務局より説明願います。 

 

○和田主査 

  第５章介護保険事業の展開について、ご説明いたします。 

なお、第５章の部分ですが、介護サービスの見込量ということで、各ページに表やグラフが記載

されておりまして、その上に説明文を入れております。現在、事務局で内容を精査していますので、

その部分につきましては、来週の委員会で、精査後の内容で資料とさせていただきたいと思います

ので、ご了承いただきますようお願い申し上げます。 

９６ページをご覧ください。 
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 介護サービス給付費等の推計として、現計画と同様に、介護サービス給付費等推計までの流れを

記載しております。 

続いて、９７ページをご覧ください。 

（２）被保険者数の推移と将来見込みですが、令和２年１０月１日現在の６５歳以上人口は３７，

００７人となっています。６５歳から７４歳の前期高齢者が７５歳以上の後期高齢者より多くなっ

ており、令和４年度には、前期高齢者数を後期高齢者数が上回る推計となっております。 

 また、第８期の推計としましては、第１号被保険者である６５歳以上の人口の３年間の累計が第

７期に比べ、５．８％増となっております。 

（３）要介護・要支援認定者数の推移と将来見込みでは、記載のとおり、令和２年９月末での認

定者数は７，２６７人ですが、令和５年度には８，２７０人、令和７年度に８，７７１人、令和２

２年度には、１１，５８０人と推計されています。 

また、第８期の第１号被保険者数の３年間累計は第７期に比べ、１３．４％増と推計され、今後

の各サービスの見込み量も増加傾向と見込んでおります。 

 なお、次期計画では、団塊世代が７５歳以上となる令和７年度に加え、高齢者数がピークを迎え

るとされる、いわゆる団塊ジュニア世代が６５歳以上となる令和２２年度の推計についても記載す

ることが国から示されております。 

 次の９８ページから１２３ページまでは、介護サービス量の見込みということで、各サービスご

との第７期実績値及び第８期計画値、さらに令和７年度と令和２２年度の推計値を記載しておりま

す。この推計値につきましては、国の推計ツールを使用して算出しております。 

 なお、表の右下に記載しておりますが、令和２年度は見込値となっており、現時点では介護保険

事業状況報告の５月から８月までの４か月分の実績を基に推計しておりますが、今後、国において

実績が更新されることに伴い、数値に変更がありますことをご承知願います。 

９８ページから１２３ページにつきまして、数値以外の部分で、現計画から変更となりました内

容についてご説明いたします。 

まず、９８ページですが、これまで、居宅介護支援と介護予防支援について記載しておりました

が、新たに、介護予防ケアマネジメントについて、加えることといたしました。 

介護予防ケアマネジメントは、平成２９度から段階的に介護予防・日常生活支援総合事業サービ

スへ移行され、平成３０年度から完全に介護予防支援から移行しておりますが、介護予防サービス

として、同じページに記載することとしました。 

また、９９ページの訪問介護、１０４ページの通所介護の部分におきましても、介護予防・日常

生活支援総合事業サービスの訪問介護相当サービス、通所介護相当サービスについて、記載するこ

とといたしました。 

これらのページにつきましては、文言や表の記載につきまして、ただいま精査中ですので、来週

の委員会では、精査後の内容で資料とさせていただきたいと思います。 

次に、１２４ページをご覧ください。 

新たに総合事業サービスについて、記載することといたしました。 

資料では、タイトル部分が介護予防・生活支援サービス事業の見込みとなっておりますが、介護

予防・日常生活支援総合事業サービスの見込みへ変更する予定です。 

 また、表の数値につきましても、一部修正がございますので、来週の委員会では、精査後の内容

で資料とさせていただきます。 

 続いて、１２５ページをご覧ください。 

事業費総額の見込みについて、暫定値で記載しておりますが、今年度の実績値の更新による介護

サービス量の変更や、これから介護報酬の改定が示されますことから、数値は変更となります。 

１２６ページをご覧ください。 

財源構成ですが、保険給付費の財源は、基本的に５０％が国及び都道府県並びに市町村の公費負

担、残りの５０％が６５歳以上の第１号被保険者と４０歳から６４歳の第２号被保険者が負担する
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保険料で構成されています。 

 次期計画における負担割合は、現計画と同じく、第１号被保険者が２３％、第２号被保険者が２

７％と定められています。 

また、国の負担分には、財政調整交付金が５％相当含まれており、その割合は、各市町村の状況

によって変動し、第１号被保険者に占める７５歳以上の方の割合が高い市町村や第１号被保険者の

所得水準が低い市町村には、第１号保険料が高くなり過ぎないように５％を超えて交付されます。 

１２７ページをご覧ください。 

第８期介護保険料基準額（月額）の試算を記載しております。 

現時点での概算となっておりますが、第１号被保険者の保険料で賄う必要がある介護サービス費

用は第７期比１９．４％増の累計約３３９億円と見込まれます。 

 主な増加要因としましては、記載のとおり、高齢化の進展に伴う要介護認定者数の増加、介護保

険サービスの充実による利用量の増加、施設整備による介護施設・事業所の増加となっております。 

 現時点での保険料概算額は５，９００円程度となり、保険料額の確定は、今後の介護報酬の改定

内容等により決定されることとなります。 

 なお、最終的な保険料の設定に当たりましては、介護給付費準備基金の一部を活用することで、

保険料の上昇抑制を図り、第７期保険料と同程度の水準とする予定です。 

 １２８ページをご覧ください。 

第８期計画の第１号被保険者の所得段階別月額・年額保険料について、月額基準額は、先ほど申

し上げましたとおり、介護給付費準備基金の活用により、第７期と同程度まで抑制する予定であり

ます。 

所得段階と各段階の保険料率につきましては、今月初旬に国から示された保険料の算定に必要な

諸係数を基に、令和３年１月の税制改正による影響も踏まえながら今後検討が必要になりますこと

から、本日の資料では「未定」とさせていただいております。 

なお、パブリックコメントまでには一定の方向性をお示しできればと考えております。 

本日机上配布いたしました参考資料は、今年度の所得段階別保険料の表となっておりますので、

ご参照ください。 

 １２９ページからは、計画の推進に向けてということで、計画の推進に向けた指標の設定、１３

０ページからは、計画の推進体制について記載しております。 

 指標の設定は、評価部会に諮りながら、今後、決めていくことになります。 

 計画の推進体制では、庁内外関係機関との連携・調整を図ることや、国が示すＰＤＣＡサイクル

に基づく進捗管理及び評価について記載しております。  

なお、１３１ページの（４）令和７（２０２５）年度及び令和２２（２０４０）年度の推計につ

いて、表の一番下の認知症高齢者数につきましては、現在推計中ですので、来週の委員会資料では

数値が入る予定です。 

 説明は以上です。 

なお、本日の資料につきまして、事務局において精査中の部分が多くございますが、来週の委員

会では、精査後の内容で資料とさせていただきたいと思いますので、ご了承いただきますようお願

い申し上げます。 

 

○成田部会長 

 ただいまの説明について、ご意見、ご質問ありませんか。 

 なければ、私から、先ほど質問があった施設の部分で、質問したいことがあります。 

待機者数の推計値を出されていたと思いますが、待機者数の見込みについては公表できないもの

なのでしょうか。 

先ほどは、待機している方がこのくらい存在していて、今回は、概算額では保険料が１８０円増

額となり、その内の８０円が施設整備に起因するということを説明していただいたのだと思います。 
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それで、９７ページの推計で、要介護３以上の方の数が令和５年度までに３００人以上増加する

予測値となっていたので、この方達が特別養護老人ホームに入所する対象と考えると、入所しなけ

ればならない多くの方が入所したくても入所できない状況になってしまい、５０床の整備で足りる

のだろうかと思います。 

一方、介護保険サービスを利用していない方は、保険料が上がることに抵抗感があると思います

ので、待機者について数字で示すものがあれば説明しやすいと思うのですが、事務局としてはいか

がでしょうか。 

 

○和田主査 

 特別養護老人ホームの待機者数は、令和２年７月１日時点では２２５名であり、そのうち、在宅

の待機者が５９名です。 

毎年４月、７月、１０月、１月に待機者数を調査していますが、数値が急激に伸びている状況で

はありません。 

ただ、先ほども説明しましたが、要介護３から５の方が、将来、増加していく見込みになってい

て、当市の場合、令和２２年で高齢者数及び７５歳以上の後期高齢者の人口がピークになる推計に

なっていますので、そこを見据えながらサービス量を推計して、現在の待機者数の軽減も含めた上

で算出しているという状況です。 

 

○成田部会長 

 施設の整備について何か質問された時に、情報として、待機者や人口の状況も説明ができると良

いのではということで質問しました。 

 施設の整備数については、５０床では少ないのかもしれません。 

要介護３から５の方の推計値が３００人増加するところに施設の整備は５０床しかないので大丈

夫なのかという考え方もあるので、何か事務局で検討している事項があると思います。 

委員の方の中では老人ホームについて詳しくない方もいらっしゃるとは思いますが、通常は５０

床より８０床とか１００床の方が効率よく事業所が運営できるので、規模が大きい方が良いという

考え方もあります。将来を見通したら、大きい規模を建てておいて事業者の運営を安定させるとい

う考え方もあるでしょうし、今回の５０床は見送って次の期に１００床増やした方が効率的という

考え方もあるのかなとも思うので、この５０床というので良いのだろうかと思っていますが、何か

理由があるのでしょうか。 

本委員会でもこのような質問があると思うので、部会の中でも協議した方が良いかと思います。 

 

○浦田課長 

 今回の５０床という数字は、新規の整備のほか、例えば、既存の事業所の中で増床するというこ

とを含めての５０床という意味で記載しております。このことから、必ずしも新規の事業所という

条件での公募は今のところ考えてはいません。 

そこで、５０床が良いのか何床が良いのかという部分はなかなか難しいところではあったのです

が、今期、８０床の大きな施設ができるということで、次の３年間の中では５０床程度というとこ

ろが適切ではないかということで、今回の計画では５０床としています。 

 

○成田部会長 

 他に、ご意見、ご質問ありませんか。 

 

○堀井委員 

 第５章のグラフの見方なのですが、第７期の実績値というのは、もう既に結果の数値として見て

よろしいのでしょうか。 
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現在の第７期の計画値に対して実績値はどのような推移なのか個人的に興味があったので質問し

ました。 

 第７期は実績値となっていて、第８期は計画値となっていますので、第７期の計画値と実績との

比較がないのだろうかという疑問でした。 

今ここで議論するべきなのかどうかは分からないのですが、よろしくお願いします。 

 

○和田主査 

 第７期の実績値についてですが、平成３０年度と令和元年度は実績値で、令和２年度は、４か月

の実績値をもとに算出した令和２年度の見込み値になっています。 

現計画の計画値と実績値との比較については、ワーキング部会では協議していないのですが、評

価部会で報告し、その後の委員会でも報告していました。 

 

○堀井委員 

 了解しました。 

 

○成田部会長 

 他に、ご意見、ご質問ありませんか。 

（なし） 

それでは、他になければ、江別市高齢者総合計画の素案について、必要な修正等を加えて、委員

会への提出資料としてよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

  それでは、次第の３その他について、各委員から何かございますか。 

 （なし） 

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 

 確認ですが、先ほども説明しましたとおり、保険料につきましては、５，７２０円として今期と

同額で据え置くこととして、計画案を作成しているのですが、こちらについてはよろしいでしょう

か。 

 

○成田部会長 

 皆さん、いかがでしょうか。 

（異議なし） 

 

○浦田課長 

 それでは、そのようにさせていただきます。 

 

○成田部会長 

  他に、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素案として、１２月１５日（火）開

催の委員会において、報告させていただきます。 

なお、１２月１５日（火）の委員会は１８時から、場所は、市民会館小ホールとなります。開催の

案内では、市民会館３７号となっておりましたが、変更となりますので、ご留意ください。 
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○成田部会長 

 これで、第４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。 

 


