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江別市介護保険事業等運営委員会 

 第５回ワーキング部会（要約） 

 

日  時 令和３年１月２７日（水）１８時００分～１９時００分 

場  所 江別市民会館３７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）、田中主査（保

険料収納担当）、佐々木主査（保険料収納担当）、佐々木主任（介護給付係）、山田

主事（介護給付係）（１３名） 

傍 聴 者 ０名 

会議次第 １．開   会 

２．議   事 

 （１）協議事項 

   ・介護保険料の設定について   

   ・江別市高齢者総合計画（案）のパブリックコメント結果について 

３．そ の 他 

４．閉   会 

 

 

▼会議内容 

【【【【開会開会開会開会】】】】        

○浦田会長    

本日はお忙しい中、第５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。 

 

本日の資料を確認させていただきます。次第のほか 

＊【資料１】江別市高齢者総合計画（案） 

＊【資料２】第８期（令和３～令和５年度）介護保険料の設定について 

＊【資料３】江別市高齢者総合計画（案）のパブリックコメント結果について 

＊【参考資料】第８期計画介護保険料月額基準額の試算状況（他市パブコメ公表分） 

となっておりますが、不足等はございませんか。（確認） 

本日は、全委員に出席いただいております。 

 

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。 
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○成田部会長 

それでは、ただいまより、第５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、「介護保険料の設定について」と「江別市高齢者総合計画（案）のパブ

リックコメント結果について」の協議となります。 

なお、本日の協議結果については、来週２月１日（月）開催の第６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「介護保険料の設定について」事務局から説明をお

願いします。 

 

○和田主査 

｢介護保険料の設定について｣ご説明差し上げます。 

資料１をご覧ください。 

こちらは、江別市高齢者総合計画（案）となっておりますが、初めに、パブリックコメント資料

から変更・追加した部分について、ご説明いたします。 

まず、１０１ページから１２６ページでは、介護サービス量の見込みを記載しておりますが、今

年度の実績値の更新により、推計値が変わりましたことから、利用人数及び利用回数の一部を変更

しております。 

続いて、１２８ページから１３１ページまでは、事業費総額の見込みとなります。 

１２８、１２９ページをご覧ください。 

（１）介護サービス給付費等の見込みについて、居宅サービス、地域密着型サービス、施設サー

ビス別に、サービス種類ごとの給付費となっており、１２９ページの一番下に、居宅サービス、地

域密着型サービス、施設サービスごとの給付費の総額を記載しております。 

なお、年度の部分で、令和２２年度の西暦の表記が正しくは２０４０のところ、２０２７となっ

ており、修正させていただきます。 

次に、１３０ページをご覧ください。 

こちらは、地域支援事業費の見込みを記載しております。 

介護予防・日常生活支援総合事業費と包括的支援事業・任意事業費を合わせて、３年間累計で、

１，７５０，４４５千円となっております。 

１３１ページをご覧ください。 

事業費総額の見込みを記載しております。 

事業費総額は、標準給付費と地域支援事業費の合計で、標準給付費は、冒頭に記載のとおり、介 

護サービス給付費総額に、特定入所者介護サービス費等給付額、高額介護サービス費等給付額、高

額医療合算介護サービス費等給付額、審査支払手数料を加えた額となります。 

介護サービス給付費総額は、先ほどご説明いたしました１２８、１２９ページの居宅サービス、

地域密着型サービス、施設サービスを合わせた給付費総額となります。 

事業費総額は、表の一番下に記載しておりますが、令和３年度は１０，９８７，８２２千円、令 

和４年度は１１，３５９，９３８千円、令和５年度は１１，７１９，９６４千円で、３年間累計で、

３４，０６７，７２５千円となっております。 

なお、表の下に、平成２７年度からの事業費総額の推移のグラフを載せております。  

次に、１３３ページをご覧ください。 

 １２月の本委員会でご意見をいただき、保険料算定までの流れがわかるフロー図となっておりま

すことから、パブリックコメント資料に追加したページになります。 

フロー図に基づき、第８期介護保険料月額基準額算定までを簡単にご説明いたします。 

まず、３年間累計の事業費総額３４，０６７，７２５千円に、６５歳以上である第１号被保険者

の負担割合２３％を乗じまして、第１号被保険者負担分相当額は７，８３５，５７６千円となりま

す。 
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ここに、市町村間の保険料基準額の格差を調整する財政調整交付金２０７，５５１千円を加味し、

保険料収納必要額は７，６２８，０２５千円となります。 

財政調整交付金５％は、先の委員会でもご説明したところですが、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％を超えて交付されるものです。 

本市におきましては、５％より若干多い割合で交付されており、その分の２０７，５５１千円が

第１号被保険者負担分から軽減されております。 

上記で算出しました保険料収納必要額７，６２８，０２５千円に予定保険料収納率９９．１％、

補正第１号被保険者数１０９，４３０人を加味し、月ベースに換算しまして介護保険料月額基準額

５，８６２円となります。 

なお、補正第１号被保険者数とは、注釈がございますが、各所得段階の被保険者数にそれぞれの

保険料率を乗じ、基準となる第５段階の人数に置き換えると何人分に相当するかを表したものです。 

１３５ページの第１号被保険者の所得段階別月額・年額保険料の表をご覧いただきますと、イメ

ージが付きやすいかと思います。 

次に、１３４ページ、１３５ページをご覧ください。 

こちらは、国から保険料の算定に必要な諸係数が示されたことを受け、パブリックコメント資料

に追加したページになります。 

（３）所得段階別保険料の設定につきましては、被保険者の負担能力に応じた負担を求めるとい

う観点から、国が示す９段階よりも細かい設定とし、第７期に引き続き１３段階とするものです。 

また、国が第７段階と第８段階及び第８段階と第９段階を区分する基準所得金額を引き上げたこ

とを受け、①「基準所得金額の変更」の表に記載のとおり、本市も同様に変更するものです。 

②「保険料率の軽減」につきましては、第６期以降、低所得者の負担軽減のため、第２段階の保

険料率を国が示す標準よりも低く設定しており、第８期についても同様の保険料率とするものです。 

次に、（４）保険料の上昇抑制につきましては、１３３ページにも記載がありますが、月額基準

額を第７期と同額に据え置くための財源について改めて記載しております。 

なお、一行目に概算でとございますが、削除いたします。 

次に、（５）公費による保険料負担軽減につきましては、所得段階が第１段階から第３段階まで

の市民税非課税世帯に属する被保険者の保険料を、消費税を財源とする公費で軽減することを記載

しており、１３５ページの表の、第１段階から第３段階の保険料率、月額・年額保険料の欄の上段

が、公費による軽減後の保険料率と保険料、下段のかっこ書きが、公費による軽減前の保険料率と

保険料になります。 

なお、軽減に係る費用につきましては、国が２分の１、北海道と市が４分の１ずつ負担すること

になっております。 

続いて、資料２をご覧ください。 

第８期（令和３年度～令和５年度）介護保険料の設定について、１２月２５日から１月２５日ま

でパブリックコメントを実施いたしましたが、パブリックコメント時の試算から、変更となりまし

た内容をご説明差し上げます。 

概要の表をご覧ください。 

パブリックコメント案では、第８期介護保険料の概算額は５，８７５円と試算し、介護報酬の改

定及び介護給付費準備基金の活用により、第７期と同じ５，７２０円と設定いたしました。 

最終案では、介護報酬の改定＋０．６７％の反映により、保険料は３３円プラスとなりましたが、

その他の変動要因により、４６円マイナスとなったことから、最終的な保険料基準額はパブリック

コメント案より１３円マイナスの５，８６２円となり、それに介護給付費準備基金を１億９千万円

投入することで、第７期と同じ５，７２０円に設定したいと考えております。 

なお、介護給付費準備基金とは、毎年度の決算によって生じた余剰金の中から、６５歳以上の被

保険者の保険料の余剰金を積み立てるために設置しております。もし、予想を超える急激な介護給
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付費の増加で、予算に不足が生じた場合等は、この基金から不足額を繰り入れることができるとい

う内容のものです。 

また、所得段階（１３段階）及び保険料率についても、第７期と同様の設定にしたいと考えてお

ります。 

資料２についての説明は以上になりますが、参考資料は、石狩管内及び道内の主要市の介護保険

料月額基準額の試算状況の一覧で、各市がパブリックコメントで公表している範囲で作成しており

ます。 

石狩管内の状況としましては、江別市同様、基金の活用により第７期の基準額から据え置く予定

の市が多くなっております。 

介護保険料の設定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、ご質問ありませんか。 

（意見なし） 

  それでは、ご意見等はないということですので、原案のまま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、異議はないということで進めさせていただきます。 

  続いて、協議事項の２つ目「江別市高齢者総合計画（案）のパブリックコメント結果について」、 

事務局から説明をお願いします。 

 

○和田主査 

  パブリックコメント結果についてご説明いたします。 

資料３をご覧ください。 

  このたびのパブリックコメントは委員の皆様に協議いただいた江別市高齢者総合計画（案）につ

いて、昨年１２月２５日から今月１月２５日までの３０日間で広く市民からの意見を募集したもの

です。 

２ページに記載がありますとおり、募集結果は、４名の方から１３件の意見がございました。 

なお、意見に対する考え方の区分ですが、Ａは意見を受けて案に反映したもの、Ｂは案に意見の

趣旨が既に盛り込まれているものと考えられるもの、Ｃは案に反映していないが、計画の展開にあ

たって参考等とするもの、Ｄは案に取り入れなかったもの、Ｅはその他の意見、となっております。 

  各意見につきまして、ご説明差し上げます。 

  ３ページの番号１ですが、高齢の母親が所属していた町内のサークルが、コロナ禍で解散してし

まい、気落ちしており、外出の機会が減ってしまったとのことで、市でも実態を把握して、感染症

対策を行った上で、それに代わる催しを企画して欲しいとの意見がありました。 

  市の考え方としましては、新型コロナウイルス感染症の対策により、様々な活動が自粛となって

いる状況を市でも把握しており、高齢者への感染リスクの低減を図ることが最優先である一方、自

粛生活が長引くことでの生活不活発化が招くフレイル（虚弱状態）のリスクが高まることから、今

後、新しい生活様式を基に、正しい感染症対策と合わせた社会参加の機会の確保を進める必要があ

ると考えております。 

今後の社会情勢や地域の実情を注視しながら、高齢者に対する感染症対策とフレイル予防の取組

の実践に向けた普及啓発に努めていくという内容となっております。 

４ページをご覧ください。 

２つ目の意見では、新型コロナウイルス禍で、高齢者の生活様式が大きく変わったとされている。

団塊の世代の後期高齢者入りも近い、これらに対応する取組を入れるべきではないか。 

さらに、この案は前回の計画を単に踏襲したもので、これまでの評価や換言等、ＰＤＣＡが加味



- 5 - 

 

されていないのではないかという意見です。 

市の考え方については、現計画において、団塊の世代が後期高齢者となる２０２５年、さらに団

塊のジュニア世代が６５歳以上となる２０４０年を見据え、「地域包括ケアシステムの深化・推

進」を目標に掲げて、高齢者施策の推進に努めてまいりました。 

また、本計画（案）の策定に当たりましては、現計画で定めた成果指標及び活動指標に基づく評

価を行っているほか、「取組の成果と今後の課題」として現計画期間内の取組に対する評価とその

見直しを行うとともに、国の示す高齢者福祉及び介護保険事業の方向性並びに本市の地域性や実状

を踏まえて策定しております。 

さらに、新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた、新しい生活様式を取り入れた高齢者施策の

実施が必要であるとの認識のもと、施策項目に「災害や感染症対策の推進」を加え、さらに、後期

高齢者に対する重度化防止を効果的に進めることを目的として、｢高齢者の保健事業と介護予防の

一体的実施｣を新たに設定しておりますとの回答案といたしました。 

続いて、５ページの３番目の意見ですが、内容的にいくつかの意見が盛り込まれていますが、こ

れからは、自立支援に向けた取組が必要で、江別市の基本方針として、在宅で安全・安心して長く

暮らせるような体制を作ることではないか。また、これに向けて、介護保険を本人負担で賄える内

容で、市財政・国保費の負担を軽減し、財政負担へ貢献できるのではないか、そのほか、見守り・

介護・医療等で在宅高齢者を支える基本として、高齢者全世帯を把握する方策としてＩＴを活用し

て、少なくても７５歳以上の全世帯に端末機をセット（本人負担）し、市・地域包括支援センター

等の 関係機関とつなげて見守り支援を行うという意見になっております。  

市の考え方としては、本計画（案）では、「江別市に住むすべての高齢者が自分の意思で、自分

が望む生活を送ることができるよう地域全体で認め合い、支え合うまちづくりを目指す｣を基本理

念とし、その実現に向けた取組を進めることとしております。 

また、今後、一人暮らしの高齢者の増加が見込まれることから、様々な関係機関等が協力・連携

しながら地域全体で支え合うまちづくりを目指し、在宅においても、高齢者の自立といつまでも安

全・安心して暮らしていける体制づくりに努めてまいります。 

なお、ＩＴを活用した見守り支援としては、認知症高齢者等が帰宅困難や行方不明となった場合

に、ＧＰＳ機器を活用した位置情報の確認など、既に実施している取組もあることから、今後にお

いても、国が進めているＩＣＴを活用した高齢者への支援に関する情報収集及び普及啓発を行って

まいりますとの回答案としております。 

  続いて、６ページの４番をご覧ください。 

こちらは、生涯活躍のまち事業と連携して活動する取組をすることはどうかという意見となって

おります。 

事業の目的は、「生涯にわたって安心して生活できるまちづくり」であり共通点であるうえに

「つしまグループ」は有力な組織でもあるのでここと連携することは、効果が得やすいと思うので、

推進すべきと思うがどうかという内容となっております。  

市の考え方ですが、本計画（案）において、江別版「生涯活躍のまち」構想及びその具体的な計

画である「江別市生涯活躍のまち形成事業計画」との整合を図っており、その旨、本計画（案）に

も記載しているところであり、その上で、北海道、社会福祉法人日本介護事業団（地域再生推進法

人）及び地域の関係機関などとの連携・協力のもと、地域包括ケアシステムの推進に努めることと

して回答案としております。 

  続いて、５番から７番までは安心して暮らすための環境づくりに関するご意見となっております。 

まず、５番ですが福祉除雪サービスは年金などの所得の多少に関わらず行って欲しいとの意見と

なっております。 

福祉除雪サービスは、公道除雪後に残る住宅間口の置き雪を住宅敷地内の別の場所に移動させ、

市道への出入口を確保するサービスで、このサービスは、自力での除雪が困難な高齢者や障がい者

等のうち、低所得の方を対象に除雪費用の一部を援助することで負担軽減を図ることを目的とした
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事業であるとの説明をもって回答案としております。 

次の６番は、救急袋は早急に配布して欲しいとのご意見で、救急袋につきましては、市役所や地

域包括支援センターの窓口で配布を行っており、毎年、広報えべつ等に利用勧奨のための記事を掲

載するなど、周知啓発を行っております。 

今後におきましても、必要とする高齢者等の手元に救急袋が行きわたるよう、更なる周知啓発に

努めてまいります。 

続いて、７番はごみサポート収集について、高齢者の安否確認につなげる意味もあるのでしたら

週１回でなく週２回にして欲しいとの意見がありました。 

ごみ出し困難者への支援については、以前からの課題となっておりましたが、令和２年１０月の

収集体制の大幅な見直しにより、ごみサポート収集として開始したもので、戸別収集時にごみの排

出がない場合には、状況に応じて安否確認も実施しているところです。 

  現時点では、人員や車両の確保などの収集体制を整えることが難しく、支援回数を増やすことは

困難な状況にありますのでご理解願います。 

  続いて、８番は高齢者がいきいきと日常生活できるためには、出歩いて多様な活動をすることで

あり、そのためには交通機関の利用が欠かせず、高齢者に対する交通費の助成を具体化して欲しい

との意見がありました。こちらは、１３番の意見と共通の内容となっておりますので、市の考え方

も同様としております。  

市の考え方では、高齢者にとって安全・安心な環境を維持するには、交通費の助成だけではなく、

医療や介護、生活支援サービスなど様々な施策が必要なことから、これら高齢者に対する政策全体

の中で、優先度等を考慮しながら、総合的に判断してまいりたいと考えております。 

  ８ページをご覧ください。 

９番ですが、地域包括支援センターについてのご意見で、高齢者を自宅で介護・看取った経験か

ら、その間の支援センターの存在がどれほど力強かったか。今は、向こう３軒両隣から困りごとが

あれば、連絡、相談できる安心センターとして活用しています。 

  江別市はそこで働く人たちに対して、もっと高く評価し、それにふさわしい待遇を道や国に求め

ていくことが江別市の大きな責任だと思うとの意見になっております。 

  市の考え方としましては、国は、「包括ケアシステムの深化・推進」に向けて、地域包括支援セ

ンターを中核機関と位置付けた高齢者施策の推進を示しています。 

市といたしましても、過去から、地域包括支援センターの総合相談支援などの高齢者支援機能を

「包括ケアシステムの深化・推進」に向けた重要な推進機能として位置付け、事業展開を進めてま

いりました。 

今後におきましても、地域包括支援センターが担う役割と機能を基に、医療・介護・福祉などの

様々な関係機関と連携を図りながら、高齢者がいつまでも自分らしく、安心して住み慣れた地域の

中で暮らし続けられるよう、高齢者施策を推進してまいりますとの回答案としております。 

  続いて、１０番は介護予防や健康づくりの促進のための学習や実践は当然大切だが、もっと幅広

い学習の提供、とりわけコロナ禍とその後の世界、ジェンダー問題、環境問題、農業問題など、時

宜に叶った問題を引き寄せて映像で見せるなどできないかとの意見がありました。 

市の考え方としましては、本計画（案）６９ページからの生きがい・社会参加と協働のまちづく

りの施策項目において、高齢者が生きがいを持って豊かな人生を過ごすため、様々な関係機関によ

り趣味や生涯学習・文化活動等の場を提供することとしており、それらの活動の推進及び情報提供

に努めてまいりますとの回答案といたしました。  

９ページをご覧ください。 

１１番は、意見の趣旨がわかりにくい部分がございますが、認知症の高齢者に関するご意見と把

握しております。 

市の考え方では、本計画（案）の策定に当たっては、現計画に定めた施策の体系の見直しを行っ

ており、現計画で施策項目であった「認知症施策の推進」を本計画（案）では、計画目標に引き上
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げ、「認知症施策の推進と尊厳ある暮らしの確保」と位置付けております。 

また、国が策定した「認知症施策推進大綱」においても、認知症の人が尊厳と希望を持って、認

知症の症状があってもなくても同じ社会をともに生きる、という内容が示され、今後においては、

「共生」と「予防」を両輪とした施策を推進することが掲げられております。 

  本市におきましても、認知症施策の推進は、高齢者の尊厳のある暮らしの確保に向けて重要な事

業であると認識していることから、今後も、高齢者が住み慣れた地域の中で安心して自分らしく暮

らし続けられるように、各種取組を進めてまいりますとの回答案としております。 

  続いて、１０ページの１２番のご意見ですが、介護保険料が高いということで、介護保険料につ

いての内容が中心かと思います。 

市の考え方としましては、介護保険制度は、高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みで、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％を被保

険者が負担する保険料で構成されております。 

また、負担能力に応じた負担を求めるという観点から、所得段階別に保険料を設定しております。 

本計画（案）では、保険料の設定に当たり、介護保険給付費準備基金を活用することで、保険料

の上昇抑制に努めておりますとの回答案としております。  

 次の１３番の交通費の助成についての意見は、８番と共通する意見となっておりますので、市の

考え方も同様の回答案としております。 

  これらの寄せられたご意見につきまして、本計画（案）への反映状況は記載のとおりとなってお

りますが、本日皆様からご意見等がございましたらいただきたいと思います。 

また、意見の公開につきましては、個人を特定せずに市ホームページでの公開を予定しておりま

す。 

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。 

  なければ、私の方からご提案ですが、７番のごみサポート収集についての回答部分で、人員や車

両のことについて触れていますが、６５ページの④と⑤にある安否確認や、６７ページの③やすら

ぎ支援事業等がありますので、ごみ出しの中だけで、必ずしも見守りを増やしていくという考えで

はない表現もあるのかなと、違うものを提案できるような回答もあるのではと思いました。 

 

○和田主査 

  ご意見の内容は、ごみサポート収集ではなく安否確認についての内容ですので、ただいまの成田

部会長からご提案がありましたが、事務局としましても、現在取り組んでいる他の事業について回

答案に記載してもよいかと考えておりますが、この部会の中で皆様からの意見をいただきたいと思

います。 

 

○成田部会長 

  皆さん、いかがですか。 

 

○中曽委員 

見守り・安否確認は、配食サービスやデイサービス、やすらぎ支援事業でも一人暮らしの方のと

ころへも行っており、ごみ出しに絞って回答する必要はないかと感じました。 

 

○成田部会長  

  他の方は、ご意見等ありませんか。 

 （意見なし） 
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なければ、私の意見を踏まえて、回答案を少し修正いただいてよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

  それでは、事務局よろしいでしょうか。 

 

○和田主査 

  はい、ただいまの意見を基に、回答案を一部修正させていただきます。 

 

○山谷委員 

３ページの１番について、サークル活動ができていないということですが、実施できている活動

について、どこでどのように工夫してやっているのか私を含めて知らない人が多いので、今、集ま

ることができない、活動できないという状況の中で、安全に活動している事例を基に各サークル等

に対して啓発してはどうかと思います。 

ただ、町内で集まる活動ですと、参加のメンバーはほぼ顔見知りですので、例えば開始時間が 

１０時からでも時間より早く集まって話をしていたり、終わった後も行動していることもあり、現

場で感染対策をしていても、そういった活動の前後の行動についても予防しない限り安全面は確保

できないのではと個人的には思います。サークルに来る楽しみとしては、人との繋がり、やはり顔

を合わせることが大事ですし、普段からの対策を含めて主な内容を選んで宣伝したらいいかと思い

ます。 

 

○成田部会長  

  具体的に追加・修正等の部分ではいかがですか。 

 

○山谷委員 

中核となるのは地域包括支援センターだと思いますので、情報を集約して、各地区のサークル等

に対して、こういう風に活動したらどうかという案の提示を検討するというのはどうでしょうか。 

 

○成田部会長  

  松岡委員、どうですか。 

 

○松岡委員 

  地域包括支援センターでは、最近、高齢者クラブなどで活動を続けている団体を訪問し、活動内

容や感染症対策について見学させてもらう機会があり、文京台地区センターでカーリンコンをして

いる団体へ２か月くらい行っています。見学に行った団体では、感染症対策について取り組んでお

り、検温や手洗いなどを徹底しているほか、競技中は窓を全開にして暖房も全開で暖かくして行っ

ています。また、一人ひとりの座席や順番待ちの場所などが決められており、かなり気を遣って活

動されています。 

  ただ、冬期間は換気という点で、寒さで風邪を引いて体調を崩すこともあるので、春先くらいま

では活動を休止しようという高齢者クラブもあります。各団体において、クラブ同士、会長同士で

意見交換をしながら感染症対策を考えて、自分達は何ができるか、できないかというところで判断

して活動されていると思って今は見ています。 

 

○成田部会長  

  地域包括支援センターが関わってはどうかという山谷委員の意見がありましたが、どうですか。 

 

○松岡委員 

  地域包括支援センターでは、訪問した団体へ感染予防の話をさせてもらったり、通いの場のポス
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ターをセンターの中に掲示して、通いの場への周知活動をしているところです。 

 

○成田部会長   

  それでは、地域包括支援センターが関わっていいのではないかと、何か回答案に入れ込んだ方が

いいでしょうか。 

 

○松岡委員 

  相談を受けましたら、このように対策しながらどうですかと一緒に考えることはできますので、

回答案に入れることもできると思います。ただし、心配な点としては、このように対策をすれば大

丈夫だと言われてやったのに体調を崩した人が出てしまった、という場合が懸念されますので、関

わり方については検討が必要かと思います。 

 

○成田部会長  

  具体的になると難しい面があるかと思いますが、事務局から何かありますか。 

 

○左川主査 

  山谷委員のご意見は、行政側でも感じていることで、コロナ禍における通いの場への活動支援で

は、地域包括支援センターとしての立場は勿論ですが、生活支援体制整備事業にて配置しておりま

す第１層生活支援コーディネーターと合わせて第２層生活支援コーディネーターという立場から、

地域の通いの場の再開に向けた通いの場の交流会を開催しているところです。 

現在、市内の４つの地域包括支援センターのうち２圏域で開催したところですが、実際に活動し

ている通いの場と活動休止している通いの場の交流の機会を通じて、横の連携を強めながら感染予

防や活動の工夫等の意見交換を行っており、また、今後どういった活動や対策が必要となるのかに

ついても意見交換されております。 

市では、様々な機会を通じて周知活動を行っており、取組のご紹介にもなりますが、コロナ禍の

フレイル予防として、江別リハビリ専門職団体ＥＰＯＳにご協力いただき、高齢者の自粛生活にお

ける身体の機能の低下を防ぐためのリーフレットを作成しております。昨年６月に引き続き、今年

１月に第２号を発行しており、テーマを「コロナ禍における高齢者のこころとからだ」と設定した

健康づくりにスポットを当て、併せて社会参加や交流の機会、人との繋がりについてを啓発する内

容となっております。 

今回ご紹介したリーフレットは、広報えべつ２月号でも周知していることに加えて、広く自治会

や高齢者クラブ等の市内の団体の方へも周知を行っております。今後も正しい感染症対策と併せて、

予防の取組について様々な機会を通じて周知・啓発に努めてまいりたいと考えています。 

 

○成田部会長   

  山谷委員、松岡委員、いかがでしょうか。 

事務局の方で、そのような考えでの回答案ということですので、修正等はなくてもよろしいでし

ょうか。感染症のことですので、医療の面から、堀井委員からご意見等はございませんか。 

 

○堀井委員  

市の考え方の部分で、高齢者に対する正しい感染症対策とフレイル予防の取組に焦点を当てて考

えていたのですが、フレイル予防については、リーフレット等による周知活動を行っているという

具体的な取組について伺えてよかったと思います。 

正しい感染症対策について、新型コロナウイルスについて以前より分かってきており、三密を避

けることや物に付着したウイルスが手などを介して目や口等から侵入してくるのを予防するための

手洗い等の対策が必要となります。そういったことを実践するという内容があってもいいのではな
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いか。   

ただ、そこまで必要としないのであれば記載しなくてもいいと思います。 

 

○成田部会長  

私が考えたのは、これは介護保険の計画ですので、感染症対策についてはそこまで具体的に記載

しなくてもいいのかと思います。新型コロナウイルス感染症対策に係る担当部局での取組や計画が

あれば、感染症に関してはこういうところで取り組んでおり、そこを活用しながら（それを実施し

た上で）、介護保険でフレイル対策に取り組みますという表記の方がいいのではないかと思います。 

介護保険の計画の中で、全て答えるのではなく、感染症対策について何か事業があれば、その説

明を入れるというのはどうでしょうか。 

 

○堀井委員  

何か１つ記載があってもとよいのではと思ったのですが、介護保険の計画なのでそこまで踏み込

んでは必要ないのかなと思いました。 

ただ、フレイル予防については、高齢者に直接影響するところなので、先ほどお伝えしたとおり

具体例を交えて、ここでも周知活動として盛り込んではどうかと思います。 

 

○成田部会長  

それでは、フレイル予防に関しては、このままの内容でよろしいでしょうか。 

感染症の部分はどうでしょうか。 

 

○堀井委員  

専門的になりますので、介護保険の計画のここでの記載は必要ないかと思います。 

今、コロナ禍のこの時期に計画策定が当たったということで、この先３年後までの内容に反映さ

せるかとなると、そこまでは踏み込まなくてもよいかと思います。 

 

○成田部会長  

事務局、いかがでしょうか。 

 

○左川主査 

先ほどご紹介しましたリーフレットの中でも感染症対策について触れております。保健センター

で行った新型コロナウイルス感染症対策についての講演の中で、感染ルートとして咳や鼻水、排便

時にウイルスが排出されるということで、顔などの粘膜を守ること、またウイルスが手を媒介して

感染することなどを掲載しており、感染症対策についてもご紹介しております。回答の内容につい

ては、庁内の中で行っている感染症の取組との連携についても少し触れさせていただく内容で検討

したいと思います。 

 

○成田部会長  

感染症は介護というよりどちらかと言うと医療であるということについて、少し触れておいても

いいかと思います。 

他にご意見はございませんか。全体に対してのご意見もあらためていかがでしょうか。 

 

○松岡委員 

６ページの５番の福祉除雪についての質問ですが、所得に応じてというのはわかりますが、中に

は大きな病気を抱えて医療費の負担や、病院に行くタクシー代が嵩むなどの場合ですとか、また夫

婦で、例えば奥さんが施設に入所してご主人が奥さんの年金だけでは施設の費用を賄えない場合、
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ご主人の年金から出している場合など、課税世帯でも除雪に困っている世帯が結構いるのかなと思

いますので、今後、検討の余地や特例的に相談を受けてもらえる措置はないでしょうか。 

回答案の修正ではなく、質問ということで発言させていただきました。 

 

○成田部会長  

事務局、いかがでしょうか。 

 

○高松係長 

  福祉除雪サービス事業は、ご承知いただいているとおり、所得が低い非課税世帯の除雪費用にか

かる経済的負担を軽減することを目的とした事業となっています。 

一定の所得がある課税世帯の方でも、施設費用や医療費等の負担はあるかと思いますが、個々の

ケースにおいて所得以外の収支を基に判断していくことは基準が明確にならず、難しいと考えます。 

 

○成田部会長  

それでは、回答案の修正ではなく、意見ということでよろしいでしょうか。 

松岡委員、事務局、よろしいですか。 

（異議なし） 

それでは、意見ということでお願いします。他にはいかがでしょうか。 

 

○浦田課長 

  ごみ出しサポートについては修正がありますが、このパブリックコメントは今月２５日が期限で

したので、内容に変更はございませんが、軽微な言葉遣いなどについて、必要な部分は成田部会長

と調整させていただき、２月１日（月）の委員会の資料とさせていただいと思いますが、皆様、ご

了承いただけますでしょうか。 

 

○成田部会長  

委員の皆さん、最後は私に一任いただくということで、よろしいでしょうか。 

（異議なし）  

それでは、パブリックコメントについて必要な修正を行っていただき、細かい部分は私の方に一

任いただきましたのでご了承願います。 

  最後にその他ですが、各委員から何かございますか。 

（意見なし） 

  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 

  本日の協議結果につきましては、先日の評価部会での協議内容と併せて、２月１日（月）の委員

会において、報告させていただきます。  

なお、２月１日（月）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。 

計画策定も大詰めを迎えており、次回２月１日の委員会が実質、最後の委員会と考えており、ワー

キング部会におきましても、本日が最後の部会となる予定です。 

  委員の皆様には、このような状況の中、ご出席いただき、貴重なご意見をいただきまして、誠に

ありがとうございました。 

   

○成田部会長 

 これで、第５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。 


