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行政報告（町長）＜Ｐ４〜Ｐ６＞

日程第
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報告第１号

専決処分の報告について（車両事故に対する損害賠償の額を定
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めることについて）＜Ｐ６〜Ｐ７＞
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午前１０時００分

開会

ので、議員各位の皆様方の引き続き御指導、
あるいは、御理解をお願いをしておきたいと

◎

開会宣告

○議長（吉田敏男君）

いうふうに思います。

全員の出席でござい

ます。

さて、今臨時会で予定しております案件に
ついて申し上げたいというふうに思います。

ただいまから、平成２４年第２回足寄町議
会臨時会を開会をいたします。

この後、議長のお許しをいただいた後、行
政報告を３件予定してございます。それか
ら、報告案件といたしましては、専決処分に

◎

町長あいさつ

○議長（吉田敏男君）

つきまして２件。それから、議案といたしま

町長安久津勝彦君か

ら、招集のごあいさつがございます。
町長

るわけでありますけれども、この変更に関す

安久津勝彦君。

○町長（安久津勝彦君）

しては、工事請負契約の議決をいただいてい
る件が１件でございます。それから、足寄町

議長のお許しをい

の議会の総合条例制定されたことによりまし

ただきましたので、第２回臨時会招集に際し

て、議決案件となっております第５期の足寄

てのごあいさつを一言申し上げたいというふ

町の高齢者保健福祉計画、さらには、介護保

うに思います。

険事業計画、平成２４年から平成２６年、ま

既に新聞報道で御案内のとおり、道内の下

ず、議決案件となって初めての案件でござい

川町、滝上町、美幌町、そして、我が町足寄

ます。このことを予定をしてございます。そ

町、４町で取り組みを進めておりますカーボ

れから、税条例に関する条例改正の件が１件

ンオフセットの取り組みの関係で、１月１２

でございます。それから、平成２３年度の補

日に足寄町の道東建設工業株式会社さん、こ

正予算につきまして、各会計５件の補正予

れは十勝管内のもう一つの会社と企業体を組

算。この中身につきましては、繰越明許費の

んで工事をやっている現場で、三つの現場で

補正ということで、合計８件の議案となって

カーボンオフセットの移行をするということ

おりますので、御審議賜りますようお願い申

で、移行式をとり行ってまいりました。

し上げまして、簡単でございますけれども招

さらには、１月３１日の日に、これは吸収
源のほうでありますけれども、サッポロビー

集に際してのあいさつとさせていただきま
す。

ルさんと基本協定の締結に至りました。サッ
ポロビールさんとの協定の中身につきまして

◎

開議宣告

は、サッポロライオンというレストランがあ

○議長（吉田敏男君）

るのですけれども、ここで生ビールの中

議を開きます。

ジョッキを飲んでいただくごとに、何がしの
お金が移行されるというようなことで、これ

これから、本日の会

本日の議事日程は、お手元に配付のとおり
です。

は、ビールを飲んだ方々がビールを飲むこと
によって環境活動に参加をすることになる

◎

会議録署名議員の指名

と、そこにつながるということでございま

○議長（吉田敏男君）

す。詳細につきましては、このお金の移行が

名議員の指名を行います。

日程第１

会議録署

整理がつき次第、また改めて行政報告をさせ

会議録署名議員は、足寄町議会総合条例第

ていただきたいというふうに考えているとこ

１７７条の規定によって、５番高道洋子君、

ろでございます。

６番前田秀夫君を指名をいたします。

引き続き、こういった環境活動をしっかり
進めていきたいというふうに考えております
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◎

議運結果報告

○議長（吉田敏男君）

議会運営委員会委員

長から、会議の結果の報告を願います。
議会運営委員会委員長

町長から行政報告の申し出がありました。
これを許します。

高道洋子君。

○議会運営委員会委員長（高道洋子君）

町長
本

安久津勝彦君。

○町長（安久津勝彦君）

議長のお許しをい

日開催されました第２回臨時会に伴う議会運

ただきましたので、３件の行政報告を申し上

営委員会の協議の結果を御報告いたします。

げます。

会期は、本日２０日から２２日までの３日
間であります。

まず、地域の自主性及び自立性を高めるた
めの改革の推進を図るための関係法律の整備

本日は、町長から行政報告を受けた後に、
報告第１号と報告第２号の報告を受けます。

に関する法律などの制定に伴う本町の対応予
定について御報告をいたします。

次に、議案第２号を即決で審議いたしま
す。

地方公共団体の自治事務につきましては、
国が法令で自治事務の実施やその方法を縛

議案第３号につきましては、提案説明を受
け、質疑を行った後、議長を除く１２名の委

る、いわゆる義務づけ・枠づけが多数ありま
す。

員で構成する第５期足寄町高齢者保健福祉計

平成２０年１２月の地方分権推進委員会第

画・介護保険事業計画に関する審査特別委員

２次勧告において、地方自治体の条例制定権

会を設置し、会期中の審査といたします。

を拡充し、法制的な観点からも地方自治体の

議案第４号から議案第９号は後日即決で審
議いたします。

自主性を強化し、政策や制度の問題も含めて
自由度を拡大するとともに、みずからの責任

なお、本日の本会議終了後、議員協議会を
開催いたします。

において条例を制定して行政を実施する仕組
みを構築する必要があるとして、当時の法令

以上で、議会運営委員会の協議結果の報告

による義務づけや枠づけをしている１万５７

を終わらせていただきます。

条項のうち、４,０７６条項が義務づけなど

○議長（吉田敏男君）

の規定が必要のないものとの判断を示しまし

これにて、議会運営

委員会委員長の報告を終わります。

た。
これらの勧告を受けて政府は、平成２１年

◎

会期決定の件

○議長（吉田敏男君）

日程第２

１２月に地方分権改革推進計画、平成２２年
会期決定

６月に地域主権戦略大綱を閣議決定し、その

の件を議題といたします。

後、施設・公物設置管理の基準、協議、同

お諮りをいたします。

意、許可・認可・承認及び計画等の策定及び

本臨時会の会期は、本日から２月２２日ま

その手続の３分野等について、地方自治体の

での３日間にしたいと思います。これに御異

自主性を強化し、自由度の拡大を図るために

議ございませんか。

地域の自主性及び自立性を高めるための改革

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

の推進を図るための関係法令の整備に関する

異議なしと認めま

す。

法律を制定し、平成２３年５月２日に公布し
ました。

したがって、会期は、本日から２月２２日
までの３日間に決定をいたしました。

さらに、市町村への権限移譲とさらなる義
務づけ・枠づけの見直しと条例制定権の拡大
を図るために、地域の自主性及び自立性を高

◎

行政報告

○議長（吉田敏男君）
を行います。

日程第３

めるための改革の推進を図るための関係法律
行政報告

の整備に関する法律を制定をし、平成２３年
８月３０日に公布しました。
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第１次一括法及び第２次一括法の概要は、

均の要介護認定者数を５３８人、施設サービ

別紙のとおりでありますが、平成２４年４月

ス利用者１４１人、居宅サービス利用者２３

１日をもって、公営住宅法や地方公営企業法

６人と見込み、今後３年間の介護給付費を介

の一部の基準が撤廃されることを受け、本年

護報酬の改定、近隣町の介護老人福祉施設入

第１回定例会に足寄町営住宅管理条例、足寄

所者の増加、通所系サービスの利用増、及び

町水道事業の設置等に関する条例及び足寄町

医療と介護・保健・福祉連携システム事業の

病院事業の設置等に関する条例につきまし

推進による新型老人保健施設、小規模多機能

て、必要な条例改正の提案をさせていただく

居宅介護施設、認知症グループホーム施設の

予定をしております。

新設により利用増を見込んだ結果、第４期の

また、介護保険法、水道法、道路法、都市

標準給付費総額見込み額１９億１,３４８万

公園法及び廃棄物の処理及び清掃に関する法

円に対し、３億６,４９４万円増の２２億７,

律等におきましても、一部の法的基準が撤廃

８４３万円と推計をいたしました。

されることから、平成２５年４月１日までに

これらの数値をもとに、介護保険料第４段

都道府県条例や市町村条例で必要な規定を設

階の一部軽減措置を継続をし、また、年金生

ける必要があります。

活者等の急激な保険料の上昇を避けるため、

平成２５年４月１日までに条例改正等の対

新たに第３段階の一部軽減措置を設け、さら

応が必要な項目につきましては、政省令が未

に、介護保険特別給付事業・老人福祉費介護

公布であるなど、地方自治体が条例改正を進

保険助成費として実施している紙おむつの特

める上で必要な情報が不足しているものもあ

別給付分を廃止をし、改めて一般会計におけ

り、密接に関係する北海道条例の改正内容を

る高齢者対策費に移行をして実施することと

踏まえ、本町の条例改正を進めたいと考えて

して、６５歳以上の１号被保険者の次期保険

おり、北海道の条例改正案が本年９月開会予

料を算定した結果、基準保険料月額を現行保

定の第３回北海道議会定例会に提案される予

険料３,７００円より１,２５０円増額し、

定とのことから、本町の改正条例等の提案を

４,９５０円といたしました。

平成２４年１２月議会までに行わせていただ
きたいと考えております。

６５歳以上の１号被保険者の介護保険料
は、第１期から第３期までの９年間据え置

引き続き情報収集に努め、本町の自主性と

き、第４期計画期間の平成２１年度に改定を

自立性を高めるために必要な条例改正等の検

し、第４期計画期間のサービス利用者増によ

討を進めてまいりますので、町議会の皆様の

る給付費の増加には、すべて介護給付費準備

御理解をお願いをし、報告といたします。

基金の取り崩しにより対応してきましたが、

次に、平成２４年度から平成２６年度の３

基金のすべてを取り崩し保険料に充当したこ

年間の第５期足寄町高齢者保健福祉計画・介

とから、平成２４年度以降は現行保険料水準

護保険事業計画について御報告をいたしま

で賄うことが困難なため、保険料の引き上げ

す。

をお願いする結果となりました。

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画

第５期高齢者保健福祉計画・介護保険事業

は、３年を１期として定め、３年ごとに見直

計画については、足寄町議会総合条例に基づ

しを行うことになっていることから、本年度

き、今臨時会に議案として御提案しておりま

は保険料の見直しを含め、足寄町高齢者保健

すが、今後の介護保険財政の運営を考え、よ

福祉推進委員会の御意見をいただき、第５期

り一層、健康づくりや介護予防に努めるとと

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画を作

もに、サービスの質の向上に取り組んでまい

成をいたしました。

りたいと考えておりますので、御審議いただ

計画では、次期事業期間における３カ年平

きますようよろしくお願いを申し上げます。
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なお、この計画に基づく足寄町介護保険条

を、平成２２年５月１０日に北海道十勝総合

例の一部を改正する条例を本年第１回定例会

振興局副局長あてに、また、平成２３年２月

に提案する予定でおりますので、御理解をい

２日には北海道建設部長外４名あてに、それ

ただきますようお願い申し上げ、報告といた

ぞれ議会議長の御同行を賜って行っておりま

します。

す。

次に、町道平和稲牛線ほか３路線の道道昇
格についてでございます。

その後、昨年４月１５日に町道の道道昇格
に係る申請書を、十勝総合振興局帯広建設管

利別川改修工事に伴う豊栄橋かけかえにつ

理部を経由し、北海道建設部に提出しており

きましては、平成２１年３月定例会におい

ましたが、このたび２月１日付けで承認の通

て、足寄町利別川河川改修に伴う道路及び架

知がありました。

橋のかけかえ調査特別委員会の調査報告を受

この北海道建設部長の承認を受け、今後北

け、かけかえ箇所につきましては、足寄町農

海道では、本町道を引き継いで、道道茂足寄

業協同組合農産センター前交差点から町道足

原野螺湾足寄停車場線の区域変更の事務手続

寄原野１号線を利用し、国道２４２号、郊南

を経ることにより、道道に昇格させる予定と

１丁目につながるルートと意思決定したとこ

聞いております。

ろであります。

本町といたしましても、沿線の地域住民の

豊栄橋の整備につきましては、平成２２年

方々を対象に、本町道の道道昇格にかかわる

度より事業が開始され、平成２４年度には本

経緯や道への要望内容等について、昨年１２

工事に着手し、下部工に着工する予定であ

月に御説明を申し上げたところであります

り、平成２７年度の完成が計画されておりま

が、引き続き事業化に向けまして御理解と御

す。

協力をお願いするとともに、北海道への本町

豊栄橋に連絡する町道平和稲牛線、足寄原
野１号線、足寄原野線、足寄白糠線、延長１

道の引き継ぎ事務を適切に進め、事業の実施
に支障のないよう努めてまいります。

２.２キロメートルは、町内でも有数の畑作

以上、町道の道道昇格についての御報告と

地帯である平和地区を横断する道路であり、

いたします。

また、この沿線の共栄地区は、足寄町農業協

○議長（吉田敏男君）

同組合農業センターが立地し、平成２４年度

終わります。

これで、行政報告を

には農産物処理加工施設の建設により施設の
拡充が予定されており、農業施設が大規模に

◎

報告第１号

集積する地域であることから、農業を基幹産

○議長（吉田敏男君）

業とする本町としましては、重要な産業振興

９号専決処分の報告について、車両事故に対

道路と位置づけをしております。

する損害賠償の額を定めることについての件

また、豊栄橋完成後は、市街地における交

日程第４

報告第１

を議題といたします。

通事故や災害時には迂回路として防災上重要

本件について、報告を求めます。

な機能を有し、農業・自衛隊関係車両の通行

教育次長

鈴木泉君。

と合わせ、本町の主要な幹線道路となること

○教育次長（鈴木

から、豊栄橋の国道２４２号につながるルー

なりました報告第１号専決処分の報告につい

トでのかけかえと合わせ、北海道に対しまし

て、提案理由の御説明を申し上げます。

泉君）

ただいま議題と

て、道道に昇格をし、道路拡幅や線形改良等

地方自治法第１８０条の第１項の規定によ

の道路改良のほか、橋梁の改築について強く

り、下記のとおり専決処分をしたので、同条

要望してまいりました。

第２項の規定により、これを報告するもので

具体的な活動としまして、要望書の提出

ございます。
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専決処分書、町道南１条１号通、路上にお
ける車両事故に対する損害賠償の額を定める

をかけたら間に合わずに起こした事故でござ
います。

ことについて、地方自治法第１８０条第１項

なお、双方の運転手及び公用車に同乗して

の規定により、次のとおり専決処分するもの

いた高橋真由美嘱託職員にはけがはありませ

でございます。

んでした。

１、損害賠償額１３万３,４９５円。

事故の原因につきして、公用車の運転手が

２、事故発生の場所、日時等につきまして
は、別紙示談書のとおりでございます。

後方確認及びウインカーを上げなかったこ
と、また、相手車が十分な車間距離を取って

２ページ左側の示談書を御参照願います。

いなかったことが要因と思われます。

本件の交通事故につきましては、上記のと

示談の条件につきましては、過失割合が足

おり、両者協議の結果、示談が成立しました

寄町９５％、田野秀雄氏５％でありまして、

ので、今後、本件に関して、双方とも裁判上

甲乙各自の責任額を相殺することで、その差

または裁判外において一切異議請求の申し立

額として、甲の責任額１３万３,４９５円か

てをしないことを誓約しますということで、

ら乙の責任額６,７７５円を差し引いた１２

示談書を取り交わしました。その日付は平成

万６,７２０円を甲が乙に支払うものでござ

２４年２月８日でございます。

います。

本件交通事故に関します第１次当事者、

以上により、示談が成立いたしましたが、

甲、住所、北海道足寄郡足寄町北１条４丁目

今後このようなことがないように、最善の注

４８番の１、氏名、足寄郡足寄町長安久津勝

意と安全運転の励行の強化に努めてまいりた

彦。運転者住所、足寄郡足寄町西町３丁目１

いと思います。

の３３、氏名ラスカウスキーイアンロン。第

なお、次の３ページに事故発生現場見取図

２当事者、乙、住所、足寄郡足寄町西町９丁

を添付しておりますので、御参照をお願いい

目１１２、有限会社ボディショップクニイ、

たします。

運転者住所、足寄町旭町１丁目３５、氏名、
田野秀雄氏でございます。

以上で、報告第１号専決処分の報告とさせ
ていただきますので、御理解のほどよろしく

事件の概要につきましては、２ページ右側
を御参照願います。

お願い申し上げます。
○議長（吉田敏男君）

平成２３年１２月１６日、午後４時１５分

これにて報告を終わ

ります。

ごろ、足寄町南１条５丁目、町道南１条１号
通上において、足寄町教育委員会生涯学習室

◎報告第２号

ラスカウスキーイアンロン嘱託職員が運転す

○議長（吉田敏男君）

る公用車、帯広５００２、に５６−４０号車

号専決処分の報告について、平成２３年度足

が、町民センター前の駐車場にとめようと左

寄町一般会計補正予算（第１２号）の件を議

折したところ、後方より走行してきた相手

題といたします。

日程第５

車、田野秀雄氏が運転する、帯広４００、さ

本件について、報告を求めます。

４９−７１号車、ボディショップクニイ所有

総務課長

報告第２

渡辺俊一君。

者が公用車の左側ドア後部付近に衝突したも

○総務課長（渡辺俊一君）

のです。

なりました報告第２号専決処分の報告につい

また、相手車田野氏によると、公用車は中

ただいま議題と

て御説明申し上げます。

央線寄りを走行していたため、右折すると思

地方自治法第１８０条第１項の規定によ

い、左側を抜けようとしたところ、ウイン

り、下記のとおり専決処分したので、同条第

カーを出さずに急に左折したため、ブレーキ

２項の規定により、これを報告するものでご
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ざいます。

でございます。

専決処分書、平成２３年度足寄町一般会計
補正予算（第１２号）を地方自治法第１８０

契約変更の目的は、東通改良整備工事でご
ざいます。

条第１項の規定により、別紙のとおり専決処
分する。

契約変更の原因につきましては、契約条項
第１８条及び第１９条に基づく変更でござい

補正予算の内容について申し上げますの
で、５ページをお願いいたします。

ます。工事施工中におきまして、路盤材、運
搬残土、指定地の変更などがございまして変

平成２３年度足寄町一般会計補正予算（第

更となったものでございます。

１２号）。

契約の金額につきましては、変更前が５,

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２

６３８万５,０００円でございます。変更後

６万３,０００円を追加し、歳入歳出予算の

は５,４７１万５,５００円となりまして、１

総額を歳入歳出それぞれ９１億１,５２３万

６６万９,５００円の減額となってございま

円とするものでございます。

す。

補正の内容でございますが、先ほど報告第

契約の相手方につきましては、足寄町南６

１号で報告いたしました車両事故に伴います

条４丁目６２番地、斉藤井出建設株式会社、

機器等修繕料１３万６,０００円、車両事故

代表取締役斉藤和之氏でございます。

賠償金１２万７,０００円の計上と、これの
財源といたしまして車両共済金２６万３,０

工期につきましては、平成２４年３月１６
日で変更はございません。

００円を計上したものでございます。

以上で、提案理由の説明とさせていただき

以上で、報告第２号の説明とさせていただ

ます。御審議のほどよろしくお願い申し上げ

きます。御理解のほどよろしくお願い申し上

ます。

げます。

○議長（吉田敏男君）

○議長（吉田敏男君）

これにて報告を終わ

これをもって、提案

理由の説明を終わります。

ります。

これから、質疑を行います。
質疑はございませんか。
◎議案第２号

○議長（吉田敏男君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

日程第６

議案第２

号東通整備工事請負契約の変更についての件

○議長（吉田敏男君）
す。

を議題といたします。

これで質疑を終わります。

本件について、提案理由の説明を求めま
す。
総務課長

質疑なしと認めま

これから、自由討議を行います。自由討議
ございませんか。

渡辺俊一君。

○総務課長（渡辺俊一君）

（「なし」と呼ぶ者あり）
ただいま議題と

なりました議案第２号東通改良整備工事請負

○議長（吉田敏男君）
わります。

契約の変更について、提案理由の御説明を申
し上げます。

これで自由討議を終

これから、討論を行います。討論はござい
ませんか。

平成２３年１１月１８日議会の議決を得

（「なし」と呼ぶ者あり）

た、工事請負契約の締結、東通改良整備工事

○議長（吉田敏男君）

について、下記のとおり請負変更契約を締結

す。これで討論を終わります。

するため、議会の議決に付すべき契約及び財

討論なしと認めま

これから、議案第２号東通整備工事請負契

産の取得、または、処分に関する条例第２条

約の変更についての件を採決をします。

の規定により、議会の議決をお願いするもの

この表決は、起立によって行います。
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本件は、原案のとおり決定することに賛成
の方は起立願います。

同様の事業として紙おむつ券の町独自助成を

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

般会計に移行し、高齢者対策経費において、
継続していくこととしていること、及び、国

全員の起立です。

の介護報酬の改定状況とさまざまな介護サー

したがって、議案第２号東通整備工事請負

ビス料の増加などの実績や推計を踏まえ、１

契約の変更についての件は、原案のとおり可

号被保険者の基準保険料月額において、保険

決されました。

料の縮減に努めたものの、介護給付費用を現

ここで暫時休憩をいたします。１０時４５
分再開といたします。

行水準の保険料で賄うことができず、現行保
険料３,７００円より１,２５０円増加した

午前１０時３５分

休憩

４ , ９５ ０ 円と 算 定が さ れた こ とで あ りま

午前１０時４５分

再開

す。

○議長（吉田敏男君）

休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

第５期計画の作成に当たり、町民参加によ
り、計画の進行管理と評価を行うために組織
されている足寄町高齢者保健福祉推進委員会

◎

議案第３号

○議長（吉田敏男君）

日程第７

の皆様に、第４期計画が実行された平成２１
議案第３

年度以降、計画最終年の今年２月１６日ま

号第５期足寄町高齢者保健福祉計画・介護保

で、計９回に及ぶ委員会の開催をいただき、

険事業計画（平成２４年度〜平成２６年度）

調査・審議を願い、御意見をいただきなが

についての件を議題といたします。

ら、平成２４年度から平成２６年度までの３

本件について、提案理由の説明を求めま
す。
福祉課長

年間を計画期間とする第５期高齢者保健福祉
計画・介護保険事業計画の作成に対し御尽力

堀井昭治君。

○福祉課長（堀井昭治君）

をいただきました。改めて推進委員の皆様に
ただいま議題と

厚くお礼を申し上げるところでございます。

なりました議案第３号第５期足寄町高齢者保

２月１６日に開催されました推進委員会に

健福祉計画・介護保険事業計画（平成２４年

おいて、第５期計画として全員一致で了承が

度〜平成２６年度）についての提案理由につ

され、具申をいただきましたので、本日の計

いて御説明いたします。

画提案としております。

足寄町議会総合条例第１１条第１項の規定

なお、現在、最終校正の最中にあることか

により、第５期足寄町高齢者保健福祉計画・

ら、本日配付の契約書の一部に字句の軽微の

介護保険事業計画（平成２４年度〜平成２６

修正が行われる予定にあります。大変申しわ

年度）を別冊のとおり定めましたので御提案

けございませんが、御了承いただきますよう

するものであります。

よろしくお願いいたします。

第５期足寄町高齢者保健福祉計画・介護保
険事業計画が第４期の計画から大きく変更と

それでは、計画の全体内容について御説明
をいたします。

なった事項につきましては、町長から行政報
告がされておりますが、介護保険事業計画に

計画書は総論、各論、資料編の３部により
構成されております。

おける第５期計画期間中の介護保険料の設定
におきまして、第１期計画の開始以降、現在

計画書２ページをお願いいたします。順に
御説明とさせていただきます。

まで介護保険特別給付事業として実施してき

まず、第１章、計画の考え方といたしまし

た足寄町独自施策の紙おむつ券助成につい

て、計画策定の趣旨としまして、我が国の高

て、介護保険料の急激な上昇を避けるため、

齢者人口の増加に伴いまして、平成１２年度

介護保険事業による助成を廃止し、改めて一

に介護保険という事業が法律により開始され
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ました。総人口は２００４年をピークに減少

して、必要とされる介護福祉関連施設など、

に転じております。しかしながら、高齢者は

必要な整備を図っていく予定にございます。

逆に、高齢化率はふえているという状況にご

２番目に、計画策定の位置づけと構成とい

ざいます。特に平成６７年ころには、一人の

うことでございますが、足寄町高齢者保健福

高齢者を１.３人の生産人口で支えなくては

祉計画、一つ目のこの計画につきましては、

ならないというふうにも推計されておりま

老人福祉法第２０条の８の規定により、高齢

す。

者保健福祉の構築に向けた、町が目指すべき

本町においても同様の傾向が見られ、団塊

長寿社会にふさわしい政策目標とその実現に

の世代が６５歳を超えた、さらに、７５歳を

向けて取り組むべき施策についての計画を定

超える平成２７年には高齢化率が３８％を超

めているものでございます。事業にかかわる

え、また総人口は７,０００人を下回り、国

経費は一般会計の中で措置されております。

と同様、一人の高齢者を１.３人の生産年齢

特に民生費及び衛生費の中において措置され

人口で支えていくような状況になるというふ

ております。

うに推計されております。

もう一つの足寄町介護保険事業計画につき

こうした社会情勢のもと、平成１２年度に

ましては、高齢者保健福祉計画に包含される

介護保険が導入されました。この開始以降１

ものとして、介護保険法第１１７条の規定に

２年が経過し、一定の評価をいただいている

よりまして、地域の要介護者が自立した日常

ところでございますが、団塊の世代が７５歳

生活を営めるよう、介護保険事業計画にかか

を超える平成３７年を見据えた場合、このま

わる保険給付の円滑な実施に向けての計画を

まではこの介護保険がなし行かなくなるとい

定めているものでございます。介護保険事業

うことを踏まえて、国としても、平成２３年

特別会計において予算措置がされておりま

に介護保険の一部改正が行われました。この

す。

改正法の中では、高齢者が地域で自立した生

市町村は、それぞれの計画を３年を１期と

活を営めるよう、医療、介護、予防、住ま

した計画として定めるものとされておりま

い、生活支援、こういったサービスが切れ目

す。さらに、老人福祉法第２０条の８第７項

なく提供される地域包括ケアシステムの実現

及び介護保険法第１１７条第６項により、こ

に向けた取り組みを進めるために必要な事項

の両計画については一体の計画として作成さ

が盛り込まれております。大きく、２４時間

れなければならないとされていることから、

の定期巡回、随時対応サービスといった新た

両計画を一体の計画として平成２４年度から

なサービスが盛り込まれております。

平成２６年度までの３年間の第５期計画とし

特に、足寄町においても、平成２２年度よ

て定めているものでございます。

り、こうした状況を踏まえ、医療と介護、保

次に、４、計画の点検体制。５、計画の作

健、福祉の連携システムの構築を進めており

成体制と住民の意見反映といたしまして、第

ます。これは、町民の皆様が地域でいつまで

５期北海道高齢者保健福祉計画・介護保険事

も安心して生活できるよう、町内医療機関の

業支援計画骨子を基盤として原案を作成し、

役割分担を進めるとともに、仮称でございま

先に御説明いたしました足寄町高齢者保健福

すがソーシャルワークセンターを置いて、情

祉推進委員会でこれまで９回の検討協議をお

報の一元化を図り、本人の心身状況に応じた

願いし、最終年度の平成２３年度において、

保健福祉サービスを提供できるようにする一

５回の審議をお願いしてまいりました。推進

連のシステムであり、平成２４年から平成２

委員会の構成等につきましては、計画書８４

６年度においては、この第５期計画期間の内

ページ、８５ページにかけて御参照願いたい

でこのシステムの一定程度の完成を目指しま

と思います。
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住民の意見反映といたしましては、平成２

み。これが第５期計画期間中の重点的取り組

３年２月から３月にかけ、地域課題の把握に

みとして、七つ取り組みを挙げております。

向け、日常生活圏域ニーズ調査を実施し、計

一つ目に、医療と介護、保健、福祉、連携

画書の策定に反映をしてまいりました。調査

システムの構築を掲げております。住民の保

結果につきましては、９６ページ以降に記載

健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援

をしておりますので御参照願いたいと思いま

するため、地域包括支援センターの機能強化

す。

を図ります。現在、平成２３年度中におい

さらに、平成２３年１２月中旬に計画書素

て、この基盤となるＩＴシステムの推進を

案の概要版を自治会配布するとともに、全体

やっております。具体的には、高齢者のさま

版を福祉課内での閲覧や町ホームページでの

ざまな生活ニーズに対応した包括的なケアを

周知により、平成２４年１月下旬にかけ、町

継続的に提供を行い、住民の方々が安心して

民各位からの御意見をいただきながら、最終

生活を送ることができるよう、町内の医療機

計画書の策定を行ってまいりました。

関、福祉事業者、さらに、行政が連携した社

次に、４ページをお願いします。

会支援システムの整備を図る予定でございま

第２章、基本理念、基本目標、重点的取り

す。これは、高齢者を地域全体で支えるため

組みといたしまして、基本理念といたしまし

に、互いに情報共有を図るためということ

ては、いくつになってもひとりになっても、

で、平成２３年度中にネットワークに進める

安心して暮らせる愛のまち。これは、第１期

整備を図っているところでございます。さら

計画のときから引き続き持っている基本理念

に、それらの総合的調整を行う期間として、

でございます。これに基づきまして、五つの

仮称ソーシャルワークセンターを立ち上げ、

理念を掲げております。

連携システムの全体のマネジメント業務を果

理念の１といたしまして、高齢者の人権尊

たす予定でございます。

重と自立支援。理念２といたしまして、高齢

なお、このソーシャルワークセンターとい

者の社会参加の推進と充実。理念３といたし

う名称につきましては、各位より、片仮名表

まして、生涯現役と健康づくり、介護予防の

記でわかりづらいということで御批評があり

推進・充実。理念４といたしまして、地域で

まして、平成２４年度中に、もう少しわかり

の支え合いの推進・充実。理念５といたしま

やすい表現に変えていく予定としておりま

して、高齢者に優しい町づくりの推進・充実

す。

と掲げております。

この構築に当たりましては、まず一つに、

６ページをお願いいたします。

地域包括支援センターの機能強化による仮称

この基本理念に基づきまして、基本目標を

ソーシャルワークセンターの整備。二つ目

定めております。目標といたしましては、五

に、小規模多機能型居宅介護施設の検討と整

つの目標を定め、各種施策を推進していく予

備の推進。三つ目に、認知症対応型共同生活

定でございます。

介護、グループホームの検討と整備の推進。

目標の１として、高齢者の尊厳を支える町
の実現。目標２として、生き生きと社会参加

四つ目に、高齢者複合住宅の検討と整備の推
進ということで、今後予定しております。

ができる町の実現。目標３として、生涯生き

②といたしまして、高齢者の権利擁護制度

がいを持ち、健康に生活できる町の実現。目

の啓発推進。人生の最後まで個人として尊重

標４として、地域で支え合う継続的ケアので

され、自分らしくありたい。これはだれもが

きる町の実現。目標５といたしまして、すべ

望むところであります。そのために、高齢者

ての町民が支え合う町の実現。これを基本目

の権利・利益を擁護し、高齢者に対する虐待

標といたしまして、８ページ、重点的取り組

の防止やその早期発見のための相談体制を充
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実させ、権利擁護事業等の整備を図っていく

り、在宅介護の社会生活を強固にしていきた

予定でございます。

いというふうに考えております。

③といたしまして、認知症高齢者対策の推

⑦といたしまして、サービスの質の向上、

進・充実。認知症はだれにでも起こりうる脳

高齢者保健福祉サービスモニターの充実を

の病気でございます。これは予防ができると

図ってまいります。

いう認識に立って、若いうちからの予防方法

ページ１１に、足寄町の医療と介護、保

の啓発・普及を図っていきたいというふうに

健、福祉、連携システムの概念図を添付して

考えております。特に高齢者の閉じこもり防

ございます。この概念図につきましては、平

止や知的な活動等を促進し、認知症を早期に

成２２年１２月第４回定例会で報告をいたし

発見し、速やかに対応できるように、介護者

ましてお示ししたものでございます。このと

を含め、地域住民への普及・啓発を図ってい

きに連携システムの概要とソーシャルワーク

き、認知症になっても安心して暮らせる町づ

センターのイメージにつきまして御説明させ

くりに努めていく予定でございます。

ていただいておりますので、省略させていた

④といたしまして、高齢者の積極的な社会

だきたいと思います。

参加。生きがいづくりの推進・充実。高齢者

１３ページをお願いいたします。

の方々が社会の中で生きがいを持ち、常に前

第３章、足寄町の高齢者の現状と将来推

向きに生活できる環境を作り上げていくとと

計。人口の推移につきましては、表のとお

もに、一人でも多くの高齢者が生涯現役で生

り、介護保険の始まった平成１２年には総人

き生きと暮らしていけるような施策の充実に

口８,８７１名。これは国勢調査の数値でご

努める予定でございます。

ざいますが、平成２２年の人口は７,６３０

⑤といたしまして、健康づくり、介護予防

名。平成１２年に高齢化率２６.４％が平成

の推進・充実。高齢者がいつまでも健やかで

２２年には３３.９３％まで増加してきてい

豊かに生活できることを目指し、若年からの

るという状況になっております。人口構造と

健康管理や健康づくりを積極的に進めます。

いたしましては、平成２３年１０月現在、昨

特に、脳血管疾患などの要介護状態をもたら

年１０月現在で、総人口は７,７０５人。６

す疾患の第１次予防に力を入れるとともに、

５歳以上の人口は２,５６０人で３３.２％と

高齢者の健康づくりを積極的に進めてまいり

いう数字になっております。さらに、７５歳

ます。

以上の後期高齢者が１,４０７人で、総人口

１０ページ、⑥介護サービス基盤の整備・

の １ ８ .４ ４％ と いう ふ うに な って お りま

充実。高齢者の方々が介護を必要とする状態

す。参考までに、平成２４年１月末現在の人

になっても、できる限り住み慣れた地域や家

口は７,６７５人、６５歳以上人口が２,５６

庭で自立した生活が継続できるよう、介護

４人、高齢化率３３.４％。７５歳以上１,４

サービス基盤の整備を図ってまいります。特

２９人、１８.６％という数字になっており

に、仮称ソーシャルワークセンターを中心

ます。

に、医療機関やさまざまなサービス事業者と

人口推計値でございますが、団塊の世代の

の連携を積極的に推進し、その人の身体状況

方々が７５歳を超える平成３７年には、人口

にあわせて、常に必要とされる３６５日安心

は５,９５４人程度に減少するというふうに

して生活が送れるような介護基盤の整備を充

見込まれております。このときの６５歳以上

実させていきたいというふうに考えておりま

人口が２,６５７人、高齢化率４４.６％。７

す。将来的には、２４時間対応を視野に入れ

５歳以上人口が１,７２７人、２９％という

た在宅介護支援体制の整備、さらに、医療機

推計値になっております。こういったことを

関と介護サービス事業者との連携の強化を図

踏まえまして、介護保険計画を定めていると
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ころでございます。

不適切な生活習慣によるものと考えられま

１５ページ、人口推計といたしましては、

す。高齢者の健康の維持のためには、若いと

これは、介護保険事業計画を定めるに当た

きからの定期的な健康診断及び身体面の健康

り、また、高齢者福祉計画を定めるに当た

管理とあわせて、生きがいを持った老人クラ

り、必要として調整をされた数値でございま

ブやボランティア活動などの社会参加、趣味

す。平成２４年度の人口が７,４０１人、高

活動など、知的活動そのものが心の健康に重

齢化率３６.２５％。平成２５年が総人口７,

要になってくるものと考えております。

２６６人、６５歳以上人口２,６９９人。平
成２６年が総人口７,１３１人、６５歳以上
２,７１４名、高齢化率３８.６％という数字
に基づきまして計画を作っております。

続きまして、２１ページ以降、各論に入っ
ていきたいと思います。
２２ページの表につきましては、計画の全
体の流れといたしまして、左側の基本理念、

１６ページをお願いします。

中ほどの五つの理念、そして、右側にござい

高齢者のいる世帯の状況といたしまして、

ます重点的取り組みの具体的な取り組みとい

総世帯に占める高齢者世帯の割合を示してお

うことで載っております。この体系に基づき

ります。昭和５５年では１９.６％、これが

まして説明させていただきます。

平成７年では３７.７％。平成２２年では４

２３ページ、第１章「高齢者の尊厳を支え

９.６％、１,６５７世帯ということで、おお

る町の実現」といたしまして、権利、擁護、

むね２世帯に１世帯が高齢者世帯となりつつ

施策の充実。一つに、成年後見制度の利用支

あります。

援。成年後見制度とは、認知症高齢者や知的

高齢者世帯の中には、この表にありますよ

障害者、精神障害者などの本人の判断能力が

うに、夫婦のみすべて６５歳以上の世帯。６

十分ではない方を対象として、選任された後

５歳以上で単身の世帯。その他、世帯の中に

見人が本人のかわりに法律行為を行う制度で

６５歳の方々が住まわれているということ

ございます。

に、３区分に分けております。特にこの単身

しかしながら、いまだ成年後見制度の内容

世帯につきましては、昭和１２年のときに３

を理解している方がほとんどいない状況にあ

２３世帯が単身の独居世帯でございました。

ります。そのようなことから、成年後見制度

これが平成２２年には４２４世帯。６５歳以

に対する住民への周知・啓発を図っていく予

上世帯の２５.６％。４世帯に１世帯は単身

定でございます。特に、近々では、町の申し

独居老人世帯という状況になっております。

立て制度というのがございます。そういった

１７ページをお願いいたします。

町の申し立て制度を利用し、経費の助成を行

高齢者の医療の状況について詳細の説明は

う成年後見制度支援事業、この体制を整備し

省略させていただきますが、次ページ、１
８、１９ページにございますように、高齢者
の方々が入院の原因となる疾病について、平

ていきたいというふうに考えております。
（２）に、福祉サービス利用援助事業の普
及・啓発でございます。

成２２年度５月分の診療データを見ますと、

福祉サービス利用援助事業、日常生活支援

循環器系の疾病が最も多く、続いて、新生

事業とも言われます。これは認知症高齢者、

物、消化器系疾患、損傷、中毒、内分泌等に

知的障害者、精神障害者など判断能力が不十

続いております。

分な人に対して、福祉サービスの利用援助を

こういったことで、１９ページ、高齢者の

行うことにより、自立した地域社会生活が送

健康状態といたしましては、主として高血

れることができるよう、その権利を擁護する

圧、虚血性心疾患などの循環器系の疾患の罹

ことを目的としている事業でございます。

患が多く、食生活、喫煙、運動不足といった

（３）高齢者虐待防止ということで、高齢
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者虐待は家庭や施設という隔離された社会で

対応のトイレの整備でございますとか、バリ

行われ、被虐待者である高齢者は世話や介護

アフリーでございますとか、そういったもの

を受けているがために、本人からの訴えがな

を福祉課としても発信していきたいというこ

されにくく、また、家族等におかれまして

とでございます。⑤といたしまして、福祉の

も、そのことが虐待であるということを認識

町づくりの普及・啓発。⑥といたしまして、

しないままに、顕在化しにくい、顕在化して

高齢者・障害者の自立を支援する共生型住ま

いくという状況にございます。そのようなこ

いの支援を行う予定でございます。共生型住

とから、しっかりと本人の意思表示がなけれ

まいといたしましては、平成２０年度にＮＰ

ば、なかなか虐待ということでの支援を導く

Ｏ法人により高齢者と障害者の方々がお互い

ことができません。そういったことで、高齢

に支え合い、自立を支援していく共生型の自

者虐待を防止するために、地域包括支援セン

立支援ハウスが設立されております。

ター、後々のソーシャルワークセンターを窓

（２）といたしまして、安全な暮らしの確

口として住民の周知を図り、情報を集める中

保。一つに防犯・消費者保護の充実。二つ目

で関係機関と連携を保ちながら、高齢者個々

に交通安全の推進。三つ目に防災体制・災害

の人権が尊重されるように努めていきたいと

時要援護者対策の整備を図ってまいります。

いうふうに考えております。

２８ページ、第３章といたしまして、生涯

２５ページ。第２章といたしまして、生き

生きがいを持ち、健康に生活できる町の実現

生きと社会参加ができる町の実現。一つに社

といたしまして、大きく、保健医療サービス

会参加の促進がございます。

の充実、健康づくり施策の充実を行っていく

広報といたしましては、（１）高齢者の生

予定でございます。

きがいづくりに努め、（２）といたしまし

内容といたしましては、特定健診・特定保

て、地域活動促進のための基盤制度を行いた

健指導、こういったものを第４期までの計画

いと思っております。この中といたしまして

に基づく実績を踏まえ、第５期の計画を定め

は、世代間交流の推進。②といたしまして、

ているものでございます。

老人クラブ活動の推進。③といたしまして、

一つに特定健診・保健指導。特定健診診査

２６ページ、高齢者の就労の促進を図ってま

につきましては、町の集団健診及び町内で行

いりたいと思っております。さらに、（３）

われております、医療機関で行われておりま

と行きまして、生涯学習等、生きがい活動等

す健診、または、人間ドック。また、町外で

の推進を図ってまいりたいというふうに考え

行われております人間ドック、ＰＥＴがん検

ております。生涯学習生きがい活動につきま

診において、受診者の希望するところで受診

しては、福祉課のみならず、教育委員会等と

ができるよう体制を行っております。

も、いろいろな事業の中で連携し合いながら

３０ページ。訪問指導ということで、特定

推進していきたいというふうに考えておりま

健康診査の結果、生活習慣改善のため、行動

す。

を変えていただくことが必要な方、適切な医

次、高齢者に優しい町づくりの推進といた

療の継続に困難な支障を来している方、こう

しまして、高齢者のための生活基盤の整備。

いった方々を対象に、老人クラブ等で訪問が

①といたしまして、暮らしやすい住宅の整

必要と思われる人に訪問指導を行い、生活習

備。②といたしまして、積極的に活用できる

慣病や要介護状態を防ぎ、望ましい生活がで

交通移動手段の整備。③といたしまして、高

きるよう支援をしてまいります。

齢者に配慮した公園道路の整備。④といたし

③といたしまして、高齢者インフルエンザ

まして、公共的施設の整備時の配慮。これは

の予防接種。インフルエンザの予防接種を行

公共施設を整備するに当たり、オストメイト

い、高齢者の疾病予防や重症化防止を図って
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まいります。あわせて④番目に、平成２３年

齢者の療養環境がさらに整備されるというふ

度より、２３価肺炎球菌ワクチン、任意の予

うに考えております。

防接種でございますが、これを実施しており

国保病院におきましては、従来どおりの外

ます。これの実施により、高齢者の肺炎の予

来診療、あわせて出張医師による特殊専門外

防及び重症化防止を図っていきたいと思いま

来診療、そして、救急車による搬送、第一次

す。なお、ことしのインフルエンザの発生の

の救急病院でございます。この救急車による

中で感じた一つといたしまして、２３価の肺

搬送は、今まで国保病院と希望される方につ

炎球菌ワクチンを受けたからインフルエンザ

きましては、我妻病院のほうにも搬送がされ

にはかからないだろうという感覚を持った方

ていた状況がございます。平成２４年４月以

もおられるかなと思いますが、それぞれの菌

降、救急車による搬送はすべて国保病院のほ

であるとかウイルスが別なものでございます

うに搬送するということで御了承願うという

ので、２３価肺炎球菌ワクチンを受けたから

ことで周知しているところでございます。

といって、インフルエンザにかからないとい

我妻病院におきましては、病床そのものは

うことはないということを申し添えておきた

なくなるのですけれども、従来どおりの外来

いというふうに思います。

診療、内科、循環器科、小児科、心療内科、

④といたしまして、認知症の対策。厚生労

脳外科の外来診療につきましては、これから

働省が提起する認知症サポーターの一環とし

以降も継続して続けていく予定でございま

て、足寄町でも認知症のサポーター養成講座

す。さらに、高齢者の在宅医療を支える医療

を平成１７年から開催しております。これま

サービスといたしまして、在宅療養支援診療

で４４０名の認知症サポーターが誕生してお

所として、２４時間の訪問診療でございます

ります。また、平成１８年には、認知症サ

とか、訪問介護、こういったものを行ってい

ポーターの講師役のキャラバン・メイト、こ

くという計画を進める予定にございます。

の養成研修を開催し、現在５４名の方がキャ

３、３３ページ。地域リハビリテーション

ラバン・メイトとしてサポーター活動を行っ

の推進ということで、各医療機関で入院中に

ております。

リハビリを受けても、退院後にリハビリが継

また、認知症に対する正確な知識や早期発

続されていないという状況が多くございま

見のための知識の普及・啓発といたしまし

す。このことが閉じこもりの要因になってい

て、かえるネットワーク事業、これを福祉課

ることから、障害のある人や高齢者が足寄町

主催でやってございます。この充実を図って

の中で、地域の人々とともに生き生きとした

まいりたいというふうに考えております。

生活が送られるための地域リハビリテーショ

（２）生活を支える医療の充実といたしま

ンの推進が求められております。そういった

して、町内には３カ所の医療機関があり、内

ことで、出かけるリハビリテーション、こう

科、外科、整形外科、婦人科、精神科の一次

いったものも視野に入れながら、学習会や講

医療になっております。そのほか、歯科医院

演会をこれからも開催していきたいというふ

が３カ所ございます。特に我妻病院におきま

うに思っております。

しては、一般病床２０床、介護医療型病床３

３５ページをお願いします。福祉サービス

０床を合わせた５０床がございました。連携

の充実ということで、今後も住民活動に対す

システムの推進に当たりまして、この５０床

るいろいろな支援を図りながら、高齢社会に

の病床につきまして、平成２４年４月より、

対応した地域づくりを積極的に進め、高齢者

新型老健、正式には、介護療養型老人保健施

が要介護状態にならないための介護予防サー

設５０床に転換されることとなっておりま

ビスや住みなれた社会の中で、地域の中で生

す。これによりまして、医療必要度の高い高

活していくことを支援する、生活支援サービ
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スを引き続き提供していく予定でございま

状況にございます。

す。

⑦といたしまして、緊急通報装置システ

（１）といたしまして、生活支援サービス

ム。おおむね６５歳以上のひとり暮らしの高

の充実といたしまして、１２項目のサービス

齢者、または、身体障害者のいる世帯等に、

を実施しております。一つに、外出支援サー

急病や災害時等の緊急時に迅速かつ適切な対

ビス。社会福祉協議会によります移送サービ

応を図るため、緊急通報装置を設置しており

スでございます。②といたしまして、日常生

ます。平成２２年度末で１０８世帯に端末機

活支援事業。ホームヘルパーさんの支援によ

を設置しております。

るものでございます。③といたしまして、除

３８ページ。福祉電話の貸し付けというこ

雪サービス。除雪サービスにつきましては、

とで、おおむね６５歳以上の一人暮らしの高

６５歳以上のひとり暮らし高齢者及び高齢夫

齢者及び身体障害者等で、緊急手段の連絡の

婦世帯、障害者世帯を対象に、外出するため

手段が必要と認められる方々の世帯に電話の

の通路でございますとか、火災・事故防止の

貸与をしております。現在、保有１４台のう

ために必要な部分の除雪サービスを行ってお

ち、４台の貸し付けを行っております。

ります。一つには、建設業協会による除雪ボ

⑨といたしまして、食の自立支援サービ

ランティアがされております。また、地域自

ス。一つに配食サービス。これは、御自宅ま

治会による除雪支援というものも行われてお

で食事を、昼食を届けるサービスでございま

ります。その他、そういったボランティアで

す。イといたしまして、給食サービス。これ

間に合わない部分につきましては、町建設

はボランティアさんの協力をいただきまし

課、車両課による個人道路の除雪の支援を

て、老人憩いの家の中で、週１回、火曜日に

行っているところでございます。④といたし

お集まりいただいた方に給食のサービスをい

まして、住宅改修支援事業。これは、住宅の

たしております。目的といたしましては、バ

改修そのものではなくて、高齢者が住んでい

ランスの取れた食事の提供だけではなくて、

る住宅の改造・新築を行う際に、どのような

サロン的な機能を果たした中で、ひとり暮ら

改修を行えば住みやすい住宅となるか。こう

しの高齢者等が健康で生きがいのある生活を

いった整備を受けて、知識のある方、建築の

送るための必要なサービスを行っているとい

方、保健師、または、リハビリ技師等によ

うことでございます。

り、チームを設置いたしまして、技術的・専

⑩といたしまして、生活管理指導・短期宿

門的なアドバイスを行う、こういった支援シ

泊事業ということで、自立の判定を受けてい

ステムになっております。

る高齢者、一人暮らしの高齢者が一時的に養

３７ページ。訪問理美容サービスでござい

護を必要とする場合に、特別養護老人ホーム

ます。なかなか利用者は少ないのでございま

の空きベッドを利用した短期間の宿泊によ

すが、民間の理容室と協定しながら、地域の

り、生活習慣の指導を行う。通称ショートス

ほうに出向いていただき、家庭の中で理容・

テイというふうに表現されている部分でござ

美容サービスを行ってもらうことになってお

います。

ります。

１１番目に、高齢者・障害者等通院支援事

⑥といたしまして、安心電話サービス。ボ

業。市街地に居住している移動手段を持たな

ランティアさんによりまして、利用者との協

い高齢者及び障害者等に対し、町内医療機関

議により定めた曜日・時間帯に、週２回電話

への通院等を支援し、経済的負担の軽減と移

をかけて、それぞれ安否の確認をするという

動手段の確保を図るものとして実施しており

ことにして進めております。なかなかボラン

ます。足寄タクシーさんの車を利用いたしま

ティアさんの数が確保できず、拡大が難しい

して、本人には１回１００円の利用料をいた
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だきながら、残りは町からの助成ということ

ます。足寄町の中にはございません。４２

で車を運転しております。

ページにございますように、現在、足寄町の

１２番目といたしまして、これがことし、

住民といたしましては、新得町の養護老人

平成２４年度以降に向けて新たに追加した施

ホームに二人、本別町の養護老人ホームに三

策でございます。介護用品（紙おむつ）の支

人の入所措置がされております。

給でございます。従来、平成２３年度まで

②といたしまして、軽費老人ホーム（Ａ

は、介護保険市町村特別給付事業ということ

型・Ｂ型）。これは６０歳以上の方で、家庭

で実施をしてきました。これを介護保険者の

環境等の理由によって、居宅生活が困難な方

みで支援するのではなく、町全体で支えてい

が低額な料金で入る施設でございます。足寄

くという形で方法を変更しております。平成

町にはございません。

２４年度から一般会計の中でこの計画を行っ
ていく予定にございます。

三つ目には、ケアハウス、介護利用型軽費
老人ホーム。６０歳以上の方々が身体機能の

４０ページの上のほうにございますよう

低下等のために、独立して生活するには不安

に、このサービスは介護保険スタートの平成

が認められるという場合に、ケアハウスによ

１２年から進めております。大体、年間件数

り、低額な料金で生活ができる施設でござい

として、１,５００から１,６００件ぐらいの

ます。現在、平成２２年度末でございます

利用件数がございます。金額にいたしまして

が、７０人の定員に対して、６９人の方々が

７００万円前後。この実績につきましては、

入居しております。

介護保険事業におかれている実績数値でござ

４３ページをお願いします。３番といたし

います。平成２４年度以降の数値につきまし

まして、地域支援事業の充実として三つの事

ては、一般会計で行う事業予定料を示してお

業を掲げております。一つには、（１）介護

ります。

予防事業。これは一般の高齢者を対象とし

次に、（２）生きがい活動支援事業の充実
といたしまして、四つの事業を掲げておりま
す。

た、要介護状態にならないようにするための
介護予防事業でございます。
４４ページの下のほうです。（２）包括的

一つに、認知症の予防介護事業。二つに、

支援事業。地域包括ケアの中核拠点として、

地域住民グループの支援事業。三つ目に、生

包括的支援事業を一括して行うため、地域包

きがい活動支援通所事業。この生きがい活動

括支援センターを設置しております。その役

通所事業につきましては、生きがいデイサー

割と機能を強化し、仮称ソーシャルワークセ

ビスといたしまして、大誉地地区、芽登地

ンターを組織的に位置づけ、包括的支援事業

区、螺湾地区の寿の家で、おおむね週２回、

のマネジメントを担っていきたいというふう

生きがいデイサービスを開催しております。

に考えております。

四つ目に、各種祝い金等に関する事業。敬老

４５ページの下のほうです。（３）家族介

祝い金でございますとか、敬老会の開催費の

護等支援事業。要介護者の方が自宅におられ

交付金でございます。

るということは、それを介護される家族の方

次に、施設サービスの確保といたしまし

がおられます。こういった介護をされる方々

て、町内外でいろいろなサービスが展開され

の費用、それから、知識、こういったものを

ております。

支援するために、家族介護教室、介護講座、

一つに、養護老人ホーム。６５歳以上の

家族介護交流事業、介護用品の支給などを継

方々で、体が弱く、環境上の理由で、また

続して行い、地域支援事業に取り組んでいき

は、経済的な理由により、自宅で居住するこ

たいというふうに考えております。

とが困難な方が入所措置される施設でござい

これまでは、一般会計予算による各種事業
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の説明でございました。４６ページ以降、第

推計されております。この方々に対する介護

４章から、地域で支え合う継続的ケアのでき

サービス、これを行うために必要な介護保険

る町の実現ということで、介護保険事業とし

料というものを定めているところでございま

てのサービス内容についての説明をさせてい

す。

ただきます。

この方々の、利用者の内容についての説明

一つに、介護保険サービスの充実。住みな

が、③施設における利用者数の推計というこ

れた地域でいつまでも暮らし続けるというこ

とでございます。本町の施設サービス利用者

とを可能とするために、いろいろなサービス

は平成２３年度末利用者見込み数１４７名に

が行われております。その中で、第５期の

対して、今後３年間では減少していくだろう

サービス事業を推計するに当たり、一つ目

という傾向で、見込みとしております。これ

に、要介護認定者の現状と将来推計というこ

は、今後、町内でグループホーム及び小規模

とを行っております。表の１５ページには、

多機能型居宅介護施設を整備すること、こう

要介護度別の身体状況をおおむねあらわした

いうことにより、他町の施設入所者がこれら

表でございます。体の状況とその介護に要す

のサービスを利用するということで、在宅に

る時間、こういったものを総合的に判定し

移行していただける部分が結構あるのではな

て、それぞれの方々が要支援１から要介護度

いかなということで推計しております。

５、このどこに区分されるかということを認
定審査会で審査しております。

数といたしましては、特別養護老人ホー
ム、これは足寄町もしくは近隣町村の特別養

要介護認定者等の推移におきましては、４

護老人ホームに入所されている方々の数字で

７ページの表のとおり、１６表のとおり、平

ございます。老人保健施設、これは我妻病院

成１２年度のときは、要支援、要介護１から

で新たに始まります新型老健への入所が見込

５までの方々で、２８９名の介護認定がされ

まれております。そういったことで、平成２

ております。現在、平成２３年度末の予定で

３年から平成２４年にかけて数字がふえてご

ございますが、見込み数値でございます。平

ざいます。介護療養型医療施設、これは逆

成２３年度末におきましては、４８９名とい

に、今まで我妻病院で行われておりました介

う方々が要介護支援、もしくは、要介護の認

護療養病床、これがなくなりまして、新型老

定を受けております。

健に移るということで、平成２４年度以降、

②といたしまして、要介護認定者の推計で

数が減っております。

ございます。この中には、総人口に占める認

次に４９ページ。居宅サービス対象者の推

定者の割合を示しております。表のとおり、

計ということでございます。推計といたしま

８０歳から８４歳の方々のうち、要介護認定

しては、⑤にございますように、利用者数と

者があらわれてくる出現率、これは２５％の

いたしましては、おおむね標準的な居宅サー

割合で要介護認定がされている状況になって

ビスの利用者が平成２６年には２３７名、認

います。さらに、８５歳以上になりますと、

知症対応型の共同生活介護につきましては、

この出現率が約６０％になっている状況にご

現在９名から２０名にふえていくだろうとい

ざいます。

うふうに推計しております。これは、今後、

４８ページをお願いします。こういった背
景をもとに、要介護認定者数を推計しており

グループホームがつくられるという予測で、
ふえる予測をしております。

ます。平成２４年におきましては、おおむね

５０ページ、介護保険サービスの充実とい

５１７人の要支援から要介護５までの認定者

うことで、まず、施設サービス。介護老人福

数になろうかなというふうに推計されており

祉施設、特別養護老人ホームでございます。

ます。平成２６年には５５８名ということで

現在、足寄町の特別養護老人ホームに定員５
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６名、近くの近隣町の特別養護老人ホーム、

エといたしまして、訪問リハビリテーショ

大きくは、陸別町、上士幌町でございます。

ン。オといたしまして、居宅療養管理指導。

近隣町の特別養護老人ホームに３３名の方々

カといたしまして、通所介護。これはデイ

が入所されております。先ほど述べました、

サービスでございます。平成２０年度までは

今後、施設が整備される小規模多機能施設、

町直営でやってございました。平成２１年度

グループホーム等の整備により、こういった

から足寄町社会福祉協議会に移行いたしまし

方々が一定程度、足寄町に戻ってくるのでは

て実施しております。

ないかなというふうに想定をしているところ
でございます。

５４ページをお願いいたします。通所リハ
ビリテーションということで、町内の民間病

次に、イ、介護老人保健施設。これは平成

院の中でリハビリテーションが行われており

２４年４月から開始されます介護療養型老人

ます。これからも今まで同様の、実績と同じ

保健施設、新型老健に、我妻病院の転換が図

ような数値で伸びていくというふうに思って

られることから、その利用増を見込んで推計

おります。

をしております。

クといたしまして、短期入所生活介護、

次に、ウ、介護療養型医療施設。これにつ
きましては、我妻病院の介護療養型病床がな
くなるということで、減少を見込んでおりま
す。

ショートステイでございます。この実施であ
ります。
ケといたしまして、特定施設入所者生活介
護。

②といたしまして、居宅介護、介護予防

コといたしまして、福祉用具の貸与。これ

サービス。これは１９種類のサービス提供を

は自宅で住まわれる中で必要とされる、車い

行っております。一つに、訪問介護、ホーム

すでございますとか特殊寝台車、ベッド、ト

ヘルプサービス。５２ページ、二つ目には、

イレ等を借りるサービスでございます。

訪問入浴。これは平成２０年度まで、社会福

サといたしまして、福祉用具の購入費の支

祉協議会により実施されておりました。平成

給でございます。腰かけ便座でございますと

２１年度以降、サービスはストップしており

か、おふろに入るときの補助用具などの購入

ます。なかなか利用者が少ないということ

費の支給を行うものでございます。

と、経費が膨大でなかなか行う側のほうとし

シといたしまして、住宅改修費の支給でご

て、事業として成り立たない部分がございま

ざいます。これは、在宅で生活するに当たり

して、デイサービスセンターへの社会福祉協

必要とされる手すりでございますとか、段差

議会の移行とともに、そちらの施設を利用し

の解消、そういったものを工事費の改修事業

ていただくということで趣旨としておりま

費を支給するものでございます。

す。

スといたしまして、居宅介護の支援でござ

ウといたしまして、訪問看護事業。現在

います。これは介護予防に伴うものと、介護

は、北海道在宅ケア事業団の訪問看護ステー

認定に伴うサービス計画、ケアプラン、こう

ション及び町内医療機関等によりサービスが

いったものを作成し、サービス事業者と連絡

提供されております。なかなか足寄町の利用

調整・相談・援助を行うサービスでございま

者は低調でございます。これはステーション

す。

そのものが本別町にございます。足寄町はサ

次に、地域密着型としてもいろいろなサー

ブステーションということで常駐はしており

ビスがされておりまして、セといたしまし

ません。そういったことからなかなか低調な

て、認知症対応型通所介護、デイサービスで

のかなということで、これから利用の増に努

ございます。現在、ＮＰＯ法人により、認知

めていきたいというふうに考えております。

症専用のデイサービス事業が開始されており
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ます。

スを賄うための介護保険料につきましての説

ソといたしまして、認知症対応型の共同生

明が、５９ページの下側、（３）介護保険の

活介護、グループホームでございます。これ

事業費・第１号被保険者の保険料の設定とい

もＮＰＯ法人により実施されております。

うことでなっております。推計に当たりまし

タといたしまして、小規模多機能型居宅介

ては、費用の推計は、サービスの種別、要介

護施設。平成２４年度中に整備を予定してお

護度別の１日１回当たりの平均給付費の実

りまして、平成２５年度からのサービス提供

績、または、費用と年度の量とを乗じて、平

を見込んだ推計としております。

成２４年度の国の介護方針の改定率、こう

５８ページ。チといたしまして、定期巡

いったものを考慮した中で積算をしていると

回・随時対応型訪問介護看護事業でございま

ころでございます。３年間の総給付につきま

す。介護保険法の改正により、平成２４年度

しては、２２億７,６４０万６,０００円とな

に新たに創設された地域密着型のサービスで

り、居宅系地域密着型サービス費というの

ございます。これにつきましてはまだ足寄町

は、８億３,７８９万２,０００円等々となり

では実施されておりませんが、今後、足寄町

まして、この施設サービスが総費用の約５４

内で唯一訪問介護を提供している足寄町社会

％を占めているということで押さえていただ

福祉協議会と協議・連携を図りながら、平成

きたいというふうに思います。

２６年度のサービス開始に向けて準備を進め
ていきたいというふうに考えております。

６０ページ以降、各サービスにおける給付
費の量、または、費用について説明しており

ツといたしまして、高額介護サービス費の

ます。この合計で、６１ページの一番右下に

支給でございます。１カ月の介護保険サービ

ございますように、このサービスの給付費、

スの自己負担額が一定額を超えた場合、高額

その合計、３年間の合計が２２億７,６００

介護サービス費として助成される制度でござ

万円という数字になっているということで御

います。

承知いただきたいと思います。

テといたしまして、特定入所者介護サービ
ス費支給でございます。

次に６２ページ。この必要とされる介護給
費用を賄うための保険料の推計をしておりま

次に、③番目、５９ページです。市町村特

す。

別給付ということでございます。３９ページ

まず、一つに、第１号被保険者の所得段階

でも説明いたしました。市町村特別給付事業

別の人数の推計をしております。まず、介護

といたしまして、６５歳以上の第１号被保険

保険の被保険者は６５歳以上の第１号被保険

者からいただく保険料を財源といたしまし

者と４０歳以上６４歳までの第２号被保険者

て、今まで、介護用品、紙おむつの支給を特

となっております。第２号被保険者の保険料

別給付として介護保険の中で行っておりまし

につきましては、全国共通の方法で、それぞ

た。これまでの介護保険料の状況等を見きわ

れ医療保険でございますとか、社会保険、こ

めながら、この介護特別給付があることに

ういった中から、保険料と合わせて納入させ

よって、介護保険料の上昇を防ぐということ

ていただいております。

を含めて、この事業を廃止いたしまして、一

第１号の被保険者介護保険料につきまして

般会計のほうの事業に移行したということで

は、国の求める負担割合に基づきまして、直

ございます。

接、町のほうで徴収しているという状況に

④番目に、保健福祉事業ということでござ

なっております。

います。特に足寄町では、今回、この事業は
行わないということで進めております。

国としては、平成２３年６月に、社会保
障・税の一体改革成案におきまして、介護保

これまで述べたいろいろな介護保険サービ

険の費用負担の能力に応じた負担の要素強化

― 20 ―

の方向性が示されております。そういったも

から借り入れを行っている状況がございま

のを踏まえ、足寄町の第５期介護保険料の算

す。この金額が平成２３年度の決算ベース

定に当たりましては、今まで、第４期まで導

で、借入金が８４９万８,０００円。平成２

入しておりました住民税非課税世帯で、本人

４年度の借り入れ見込み額、今のところ、ま

が住民税非課税の方、これにつきましては、

だ未定でございますが、約１,４００万円ほ

第４段階でございますけれども、所得金額８

どということで、トータル２,２００万円ほ

０万円以下の世帯を８３％とする介護保険料

どを借り入れしている状況になるかなと思い

の弾力化、これが実施されております。これ

ます。平成２４年度末です。これを第５期の

の引き続きの実施とともに、第３段階にござ

介護保険料で返済をしていかなければならな

います、住民税の非課税世帯におきまして

いという計画も盛り込まれております。そう

も、年金収入が８０万円をラインに決めまし

いったことを試算した結果、これまで月額

て、軽減状況をつくるということにしており

３,７００円としておりました第１号被保険

ます。

者の保険料が、１,２５０円増加いたしまし

保険給付費の負担割合といたしましては、
一つに、第１号被保険者が全体の２１％を賄

て、４,９５０円となる状況になっておりま
す。

うというふうにされております。第２号の被

これから３年間のサービスの利用の増、今

保険者が２９％の負担をするとなっておりま

後、高齢者、要介護者認定がふえていくとい

す。この第１号、第２号の被保険者で５０％

うこと、さらには、今後もまた介護報酬が改

の総額を負担するということに決められてお

定されていくということ、そういうことを踏

ります。残り５０％につきましては、国が２

まえながら、この介護保険料の上昇というの

５％、都道府県が１２.５％、市町村が１２.

はやむを得ないものかなというふうに考え

５％を賄うというふうにされております。こ

て、推進委員さんの御理解もいただいたとこ

の中で、国民健康保険等と違うのは、町の１

ろでございます。

２ .５ ％ とい う 上限 が 定め ら れて お りま し
て、仮に介護保険が赤字になったからといっ
て、町から赤字補てんをすることはできない
ということになっております。

６４ページにつきましては、総給付費の推
計となっております。
６６ページをお願いいたします。ここで所
得段階別の介護保険料の推計値を載せており

次、６３ページ。第１号の保険料率の推計

ます。月額保険料につきましては、この表の

でございます。平成２４年度の介護報酬の改

一番右側が月額の保険料に当たる額でござい

定による本町での影響額、給付費ベースで

ます。基準額となるのが、第４段階の下側の

２,１６９万２,０００円と見込まれて、これ

ほう、表から下から３番目、年間必要とされ

がすべて介護保険料の負担になっておりま

る金額が５万９,４００円。月額に直します

す。今まで、平成２３年度第４期までの計画

と ４ ,９ ５ ０円 と いう こ とに な って お りま

の中で、６５歳以上の皆様方々からいただい

す。それで、第１段階から第２段階、第３段

た保険料、これを一定程度積み上げまして、

階、第４段階、第５段階、第６段階というこ

介護給付費準備基金ということで、介護保険

とで、それぞれの方々の所得状況によりまし

の財政不足のときに賄うように利用されてき

て、段階が決定される仕組みとなっておりま

ました。この基金が平成２３年度末でほぼ使

す。

い果たして、ゼロ円になる予定でございま

次に６８ページでございます。今まで述べ

す。さらに、平成２１年度から平成２３年度

てきました介護サービス、この円滑な提供体

までの介護保険料の中で負担不足分が生じる

制の確立ということで、制度の周知及び事業

ということで、既に北海道の財政安定化基金

者情報の提供をしていきたいなというふうに
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考えております。現在、ソーシャルワークセ

携しながら、さらなるサービスに努めていき

ンター、地域包括支援センターの中で、１１

たいというふうに考えております。あわせ

月に発行いたしました「ＡＳＨＯＲＯＴＴ

て、町内外の事業所とも連携しながら、いろ

Ｅ」という情報誌がございます。この中で、

いろなサービスに、情報共有に努めていきた

これからもこういった情報を多く流していく

いというふうに考えております。

予定でございます。一つに、どういうサービ

少し飛ばさせていただきます。７９ページ

スがあるのか。どういう方々がそのサービス

以降に資料編がついてございます。８０ペー

に該当するのか。さらには、そういったこと

ジ、８２ページにつきましては、足寄町の概

でどういった料金がかかるのか。こういった

要ということで省略させていただきます。

ことを住民の皆様に周知していきたいという
ふうに考えております。

２番目に、計画の作成体制ということで、
さきに述べました足寄町高齢者保健福祉推進

また、そのサービスを展開するに当たり必

委員会について述べております。８４ページ

要なのが、（２）にあります、事業者の参入

に推進委員会の規則がございます。８５ペー

の促進を図るということが第一条件かなとい

ジにそれぞれの委員さんの名簿が載ってござ

うふうに考えております。

います。この方々の御尽力をいただきまし

足寄町の中ではまだまだ介護保険サービス
を事業として行われる事業者は少ない状況に

て、今回のこの計画書が作成されておりま
す。

ございます。また、過疎地、それから、面積

次に、８６ページ以降９５ページまで、高

が広大、道路が長いということ、そういった

齢者保健福祉サービスの一覧表ということ

不利益条件が重なりまして、新たな、新規の

で、これまで述べてきました高齢者等に対す

事業者がなかなか参入できない状況になるの

るいろいろなサービス内容、これを一覧にし

かなというふうに思っております。そういっ

たものでございます。これの担当と項目数の

たことで、これからも社会福祉協議会を中心

みをここに書いてございます。一つには、保

にしながら、ボランティアさん等も育成しな

健サービスの実施。二つ目には、福祉サービ

がら、促進を図っていきたいというふうに考

スとしての生活支援サービスの実施、介護予

えております。

防・生きがい活動支援サービスの実施。最後

次に、７４ページをお願いします。

に、介護保険サービスの実施ということで載

また、地域の中で高齢者を支援するという

せております。

町を実現していくことも非常に重要なことと

９６ページ以降、日常生活圏域ニーズ調

いうふうに考えております。一つに、相談窓

査、平成２２年度に実施いたしました調査で

口の充実ということで、先ほど来、述べてお

ございます。調査の概要につきましては、町

りますソーシャルワークセンター、これの早

内に住所のある６５歳以上の高齢者から介護

い整備を図っていきたいというふうに考えて

保健施設入所者及び住所地特例者を除いた

おります。平成１８年１１月に現在の庁舎に

方々、この方々を無作為で抽出いたしまし

移転した際に、福祉課が一つの部屋として同

て、１,２５３名の方々からアンケート結果

じフロアになりました。この中で、福祉、介

の回答をいただきました。回答といたしまし

護保険、保健推進、居宅介護支援事業所、地

ては、１,１６６名の回答をいただき、回答

域包括支援センター、これらが一つのフロア

率９３.１％という形になっております。い

になったということで、連携したサービスが

ろいろ御意見をいただいた内容につきまして

行われているというふうに考えております。

は、また、アンケートの結果につきまして

さらにこれを発展しながら、ソーシャルワー

は、この表のとおりでございます。この表を

クセンターということで、情報を共有し、連

参考にいたしながら、今回の高齢者保健福祉
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計画・介護保険事業計画をまとめさせていた

したがって、本件については、議長を除く

だき、推進委員会の皆様の御意見をいただき

１２人の委員で構成する、第５期足寄町高齢

ながらまとめたということでございます。

者保健福祉計画・介護保険事業計画に関する

以上で、計画内容についての御説明とさせ

審査特別委員会を設置し、これに付託して、

ていただきます。今後、さらなる介護予防な

会期中の休憩中に審査することに決定をいた

どに努めるとともに、介護サービスの質の向

しました。

上に取り組み、本計画の基本理念に掲げる、

暫時休憩をいたします。休憩中に特別委員

いくつになっても、ひとりになっても、安心

会を開催し、正副委員長の互選をお願いをい

して暮らせる愛のまちを目指し、平成２４年

たします。

度以降において、この計画に沿って着実な実

午後

１時０２分

休憩

行を図っていくこととしておりますので、御

午後

１時０７分

再開

理解を賜り、御審議いただきますよう、よろ

○議長（吉田敏男君）

しくお願い申し上げます。ありがとうござい

再開をいたします。

ました。

休憩を閉じ、会議を

諸般の報告をします。

○議長（吉田敏男君）

これをもって、提案

理由の説明を終わります。

第５期足寄町高齢者保健福祉計画・介護保
険事業計画に関する審査特別委員会の正副委

ここで、昼食のため暫時休憩をいたしま
す。１時再開といたします。

員長の互選が行われ、その結果の報告が議長
の手元に参りましたので報告をいたします。

午前１１時５５分

休憩

午後

再開

君、以上のとおりです。

休憩を閉じ、会議を

お諮りをいたします。

○議長（吉田敏男君）

１時００分

再開をいたします。

委員長に榊原深雪君、副委員長に熊澤芳潔

本日は、これで散会したいと思います。御

午前中に、第５期足寄町高齢者保健福祉計

異議ございませんか。

画・介護保険事業計画の提案理由の説明を終

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

えております。それに対する、これから質疑

○議長（吉田敏男君）

を行いたいと存じます。

す。

質疑はございませんか。

したがって、本日はこれで散会することに

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

異議なしと認めま

決定をいたしました。

質疑なしと認めま

す。

本日はこれで散会をいたします。次回の会
議は、２月２１日、午前１０時より開会をい

これで質疑を終わります。

たします。

お諮りをいたします。

大変御苦労様です。

本件につきましては、総合条例第１１条第
２項の規定により、議長を除く１２人の委員
で構成する、第５期足寄町高齢者保健福祉計
画・介護保険事業計画に関する審査特別委員
会を設置し、これに付託して、会期中の休憩
中に審査することにしたいと思います。
これに御異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

異議なしと認めま

す。
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午後

１時０８分

散会

