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広域連合長就任にあたりまして一言ごあいさつ申し上げます。

あわら、坂井両市民の皆様におかれましてはますますご健勝にてお過ごしのことと

お慶び申し上げます。

私は、このたび執行されました広域連合長選挙において選任され、５月15日に坂

井地区介護保険広域連合長に就任いたしましたあわら市長の松木幹夫でございます。

広域連合長という要職に選任されましたことは、このうえない喜びであると同時に、

その責任の重大さに身が引き締まる思いでございます。今まで以上に大きな役割を

担うとともに、市民の皆様の信頼に応えるべく、情熱をもって懸命に取り組むこと

を改めてお誓い申し上げるところでございます。

さて、介護保険を取り巻く環境は非常に厳しいものがあります。

ご存知のとおり、平成26年度には、全国で800万人とも言われております「第１

次ベビーブーム世代」いわゆる「団塊の世代」の方々が、すべて老人の仲間入りす

ることになり、世界でも例を見ない「超高齢社会」の到来が確実視されております。

このような状況を背景に国は、「制度の持続可能性」「明るく活力ある超高齢社会

の構築」「社会保障の総合化」を見直しの基本的視点に今回の制度改正を行ったとこ

ろであります。

その内容は、介護保険法の基本理念であります「自立支援」をより徹底する観点

から、軽度者に対する「新たな予防給付」へと再編されたものとなっており、この

「新たな介護予防サービス」や高齢者の生活を総合的に支えていく拠点として「地域

包括支援センター」の設置が義務付けられたところであります。

そこで、この｢地域包括支援センター｣の設置について、広域連合としては、平成

17年度の第３期事業計画策定の中で、構成市をはじめ関係機関とも十分に協議を

行った結果、構成市の方に委託することになり、あわら市に１ヶ所、坂井市に２ヶ

所設置し、４月からスタートしているところでございます。

私としましては、今回の制度改正は余りに大きく、どのような課題が生ずるか懸

念しているところであり、これまで以上に構成市や各関係機関からの情報収集に努

めるとともに十分な協議も行いながら、広域連合の運営に努めて参りたいと考えて

おりますので、市民の皆様のあたたかいご支援、ご協力をよろしくお願い申し上げ

ましてごあいさつといたします。

広域連合長就任の
ごあいさつ

広域連合長

松木　幹夫
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平成18年４月から、要介護状態が軽度の方で、生活機能が改善する可能性のある方を

対象に自立した生活を支援するためのサービスが始まりました。

要支援・要介護状態区分が７つの区分になり、要支援１および要支援２となった方が予

防給付（介護予防サービス）の対象となります。

新しい区分での要支援・要介護認定については、更新申請や平成18年4月以降に新規申

請する方から適用されます。現在、要支援・要介護認定を受けている方は、認定の有効期

間内は現在の区分となります。

介護予防サービスが始まりました。

fl § x “ ˇ Ł ‰fl § x “ ˇ Ł ‰

平成18年4月から、介護保険サービスの体系や介護報酬が変わりました。

これにともない、サービスの利用方法や利用者負担の額が変わりました。

平成18年4月以降、介護保険で住宅を改修するには、改修工事の前に申請が必要になり

ます。改修内容の確認をさせていただいてから改修工事をしていただくことになります。

事前に申請することなく改修をされた場合には、介護保険からの給付の対象とはなりませ

んのでご注意ください。

平成18年4月以降、介護保険で福祉用具の購入費の支給を受けるためには、県の指定を

受けた特定福祉用具販売事業者で購入していただく必要があります。指定事業者にて購入

後、申請してください。

介護保険サービスを利用するときの手続きが変わりました。

住宅改修を行うには改修前に申請が必要です。

福祉用具の購入は指定事業者での購入となりました。

上記以外にも介護報酬等の変更があります。
詳しくは、坂井地区介護保険広域連合　介護保険課（�72-3305）へお尋ねください。



保険料は3年ごとに見直され、平成18～20年度は、「年

額保険料基準額46,800円」をもとに所得額に応じた負担

になるよう6段階の保険料に分かれます。

平成18年度の保険料は、平成17年1月から12月までの

本人の所得状況、世帯員の住民税の課税状況が確定する

6月以降にお知らせすることになっています。（普通徴収

の方は7月10日、特別徴収の方は8月3日に発送させていただきました。）

65歳以上の介護保険料は、皆さんが受ける介護サービス費用をまかなう大切な財源となり、介護が必要と

なったときに誰もが安心してサービスが受けられるように社会全体で介護保険制度を支えていきましょう。

＊Q & A＊

4

。介護保
険は、介護の負担を社会全体で連携して支
えあう社会保険制度です。どうぞご理解く
ださい。

Q1

?

?

介護サービスを利用するつも

りがないので、介護保険料を

納めなくてもいいの？

普通徴収の方は年額46，800円を年8回に
分けて納めていただきますので、1回あた
りの金額が5,850円になります。

特別徴収の方は、保険料の年額を年金の支払い月の
年6回に分けて差し引かれます。ですから、2ヶ月分の
保険料を納めていただきますので、7,800円になります。

Q2
保険料が月3,900円となって

いるのに、1回あたりの金額

が5,850円と高いのはなぜ？
※第4段階の例

新たに65歳になる方（第1号被保険者）に
ついては、誕生月の月始めに広域連合より
郵送で保険証を送付しますので個別に手続

きする必要はありません（誕生日が月の初日の方は前
月始めになります）。
また、40歳から65歳未満の方（第2号被保険者）は、
要介護・要支援認定を受けた場合を除き原則として保
険証は交付されません。

Q3
新たに65歳になりますが介

護保険の被保険者になる手

続きが必要ですか？また、保

険証は交付されるのですか？

国民健康保険税では65歳未満の方（第2
号被保険者）の介護保険料を医療費相当分
と合算して徴収していますが、世帯に年度

途中で65歳に到達する人がいる場合、介護保険料はあ
らかじめ65歳に到達する月の前月までの分で算出され
ていますので、二重にはなっておりません。

Q4
国民健康保険でも介護保険

料を納めているのにまた通

知書が来たのですが？

年金から天引きされる方は、4月1日現在に65
歳以上で、年額18万円以上となる老齢退職年
金、遺族年金、障害年金を4月の年金支給時に受

給されている方となっています。
年金からの天引きが開始されるのは、年一回、10月からと
なっています。年度途中に転入された方や65歳になられた方は、
翌年9月までは、ご自分で納めていただく普通徴収になります。
この社会保険庁や共済組合など、年金保険者の受給者台帳
に登録されている内容と、住民登録の内容で、住所などが異
なる場合は、他人の年金から天引きするのを防ぐため、普通
徴収となることがあります。

Q5
私は年金をもらっているの

に、普通徴収の通知書が来

たのですが？

A2

A1

A3

A4

A5

?

?

?
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介護保険のサービスには、「在宅サービス」、「施

設サービス」、「地域密着型サービス」があります。

今回は、「在宅サービス」について紹介します。

要支援１～２・要介護１～５に認定された方が利用できます。利用者負担は要介護度により１ヵ月の利用限度額

が決まっています。上限額を超えた部分は自己負担となります。

※介護保険サービスの紹介は、以前にも掲載がありましたが、連
載予定が1回で休止していたこと、制度改正があったことなど
の理由により、再度掲載します。

ホームヘルパーに自宅を訪問してもらい、 ・入浴やトイレにいくのに手を貸して欲しい
身の回りの世話などを受けます。 ・洗濯や掃除などが十分にできない

簡易浴槽をつんだ入浴車などで訪問して ・ひとりでお風呂に入れない
もらい、自宅で入浴の介助を受けます。 ・自宅のお風呂に入れるのがたいへん

看護師などに自宅を訪問してもらい、 ・床ずれの手当てをしてほしい
手当てなどを受けます。 ・点滴の管理などをしてほしい

理学療法士や作業療法士などに自宅を ・自宅でリハビリを続けていきたい
訪問してもらい、リハビリテーション ・自分や家族ではリハビリが行えない
を受けます。

日帰りでデイサービスセンターなどに ・外出をして人との交流を持ちたい
通い、食事、入浴などの介護サービス ・家族の介護の負担を軽くしたい
やリハビリテーションなどが受けられます。

日帰りで介護老人保健施設や病院・診 ・専門の施設でリハビリを受けたい
療所に通い、必要なリハビリテーショ ・家族の介護の負担を軽くしたい
ンなどが受けられます。

施設に宿泊しながら、介護やリハビリ ・家族の病気などで一時的に家庭で介護できない
テーションなどが受けられます。 ・しばらく施設に入ってリハビリを受けたい

医師、歯科医師、薬剤師、管理 ・自宅で療養するときの指導をしてほしい
栄養士などに訪問してもらい、
療養上の管理･指導を受けられます。

自宅等での日常生活の自立を助ける ・歩行器を使って自分で歩きたい
用具が借りられます。



このたび、当広域連合議会の議長にご推挙いただきましたことは身に余る光栄であり、責任の重さ

に身の引き締まる思いでございます。

さて、介護保険法施行後６年が経過し、今回、大きな改正がございました。その改正をふまえ、当

広域連合でも第３期の介護保険事業計画が策定され、今年はその初年度にあたります。

時を同じくして旧坂井郡４町が合併し、めでたく坂井市が誕生いたしました。その結果、広域連合

の構成も１市４町から２市に変更され、同時に、削減された議員定数12名をもって新しい広域連合

議会も組織されたところでございます。このように大きな節目を迎え、議会の責務にはますます大き

なものがございます。

ところで、広域連合に対しては、ややもすると縁遠い印象をお持ちの方がおられるかもしれません。

しかし、広域連合は介護保険事業計画や保険料の決定のほか、介護認定業務や介護事業所関連事務な

ど市民生活と深い関わりがございます。また、地域密着型介護制度が創設されるなど、広域連合と構

成市との連携がより強く求められる状況でもございます。

以上のことを念頭におきながら、私たち議員一同は直接12万坂井地区市民の皆さまのために努力

をいたしてまいる所存でございます。皆さまのご指導を賜りますようお願い申し上げます。

広域連合議会

議長就任のごあいさつ

議長

橋本　達也
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第２１回広域連合議会臨時会が６月９日（金）にあわら市議場で開催されました。

本議会は、坂井郡の合併により当広域連合の規約が改正され、構成団体も「あわら市」、「坂井市」

の２市となり、両市より新たに選出された１２名の議員が出席しました。

議長には橋本達也氏（あわら市）、副議長に西岡紀夫氏（坂井市）、広域連合監査委員に木下恒則氏

（坂井市）が選任されたほか、議会運営委員６名も選任されました。

また、広域連合議会会議規則に関する発議１件、広域連合介護保険条例の一部を改正する条例など

専決処分２件が原案のとおり可決、承認されました。

新しい議員の皆さんは次のとおりです。（敬称略）

【あわら市】 大下　重一　　牧田　孝男　　宮崎　　修　　橋本　達也

【坂 井 市】 藤澤　寛司　　東野　栄治　　伊藤　聖一　　永井　純一

畑野麻美子　　田中千賀子　　西岡　紀夫　　木下　恒則

議会運営委員に選出された議員は次の皆さんです。（◎委員長　○副委員長）

◎東野　栄治（坂井市） ○宮崎　　修（あわら市） 大下　重一（あわら市）

永井　純一（坂井市） 畑野　麻美子（坂井市） 田中　千賀子（坂井市）
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第22回広域連合議会定例会が７月26日（水）にあわら市議場で開催され、平成18年度一般会計補

正予算（第１号）など２議案が原案のとおり可決されました。

また、空席となっていた広域連合収入役に坂井市助役の小林正明氏が選任されました。

一般質問の内容は次のとおりです。

改定介護保険法で大きな特徴の一
つに、地域における高齢者の生活を
総合的に支えていくための拠点とし
て「地域包括支援センター」が４月
に創設されました。
センターの役割は、地域支援事業
のうち「包括的支援事業」などを担
当します。具体的には①介護予防事
業や新予防給付のケアプラン作成な
どの介護予防マネジメント、②介護
保険外のサービスをふくむ、高齢者
家族に対する虐待の防止、早期発見
などの権利擁護事業、③支援困難
ケースへの対応など四つの事業を一
体的に実施する拠点として設置され
ました。
さて、包括支援センターでは、要
支援１と要支援２のケアプランの作
成をおこないます。
この介護予防作成プラン作成は、

包括支援センターの社会福祉士、保
健師、主任ケアマネジャーの方３人
と今までの委託先（ケアプラン作成
事業所）のケアマネジャーが担当し
ます。
ところが、４月の改定でケアプラ
ン作成の報酬が、これまで８千５百
円の半分以下の月４千円となりまし
た。委託料は、さらに切り下げられ
てわずかな金額になります。これで
は、事業所は人件費すらでません。
すでに、事業所の中に「軽度の人は
お断り」というところがでてきてい
ます。
さらに、委託先のケマネジャーに
ついては、今年10月のからは「ケア
マネジャー１人あたり８件」という
制限がつけられます。
現在、センターはあわら、三国、

丸岡に設置され、坂井、春江には相
談窓口が設けられています。すなわ
ち、あわら市に１ヶ所、坂井市に
２ヶ所ということになります。この
状況でケアプランがまかなえるのか
どうかです。坂井市でも要支援２は
４月から６月までに152人でした。
要支援１、２はこれから増えてき、
ケアプラン難民がでてくることが予
想されます。センターの設置箇所は
人口「２～３万人」に１ヶ所が基
本です。地域の高齢者の様子を把握
して活動するという、本来の目的に
照らして考えると、坂井地区広域連
合の場合、最低５ヶ所は必要と考え
ますが、連合当局の今後の「地域包
括支援センター」あり方とセンター
の増設について答弁を求めます。

松木広域連合長
地域包括支援センターの主な事

業は、介護予防ケアマネジメント
（ケアプランの作成・評価等）、総
合相談、権利擁護、虐待の早期発
見・防止、ケアマネジメントの後方
支援等がございます。
特に、ご指摘のケアプラン作成

業務について、坂井地区の３つの
地域包括支援センターの現職員体
制でまかなえるのかどうかといった
点、今後増えてくる「要支援１・
２」に該当する人がケアプラン難民
にならないように、本来の目的に照
らして考えた場合、広域連合では
５ヶ所必要と考えるが、今後の地
域包括支援センターのあり方と増
設についてどのような考えなのかと
いうことについてですが、このこと
については地域包括支援センター運
営協議会でも検討課題となってお
ります。
第３期事業計画では、「要支援

１･２」の該当者数を1,340人とし
ておりましたが、現状での介護１か
ら要支援２に移行する割合をみて
みますと、国が目標としている60
～70％の数値にはほど遠く、県内
各保険者の状況をみると50％程度
になるものと予想をしております。

このような状況で「要支援１･
２」の該当者数を予想いたします
と、すでに認定を受けておられる方
の中から約840名、新規で申請さ
れる方から約360名の合わせて
1,200名ほどになると思われます。
この人達を３ヶ所の地域包括支援
センターで担当することになるわけ
ですが、ケアプランの作成だけでな
く冒頭に申し上げましたその他の業
務にも綿密な対応と多大な労力が
必要になってまいります。
このことを受けて、国ではケアプ

ランの委託について委託件数の上
限等に係る経過措置（介護支援専
門員１人当り８件を上限とする規
定）を講じていた指定居宅介護支
援事業者について、７月19日付け
で厚生労働省より、地域包括支援
センターの担当職員が新制度に習
熟していないことに加え、年度途中
における職員の採用や予算措置が
困難な面があることや、各自治体
における地域包括支援センターの体
制整備の実情等を踏まえて経過措
置期間を19年３月末まで延長する
ことについて通知があったところで
ございます。
これをうけまして、地域包括支

援センターでは慣れない業務に取り
組んでおり、今後とも指定居宅介
護支援事業者には引き続きケアプ
ラン作成の委託を促すことで、地
域包括支援センター職員の負担を
軽減したいと考えております。
本来の地域に密着したきめ細か

な地域包括支援センターの業務を
推進していくことを考えますと、現
センターの職員を増員して充実させ
対応していくか、またはブランチと
なっている所をセンターとして増設
するのか、いずれも職員の確保（委
託を含め）が最重要課題となって
おり、構成市と協議を始めている
ところであります。
また、こうした増設等の取り扱

いの解釈については、国・県と十
分確認を取りながら対応してまいり
たいと考えております。

介護予防プラン（ケアプラ
ン）難民がでないように、地
域包括支援センターのあ
り方とセンター増設を求
める。 畑野 麻美子 議員
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要介護等認定者数の状況（平成18年6月末日現在）

要介護1

要支援1

要支援2

要介護3

 要支援１ 65 146 211
 要支援２ 36 116 152
 要介護１ 317 918 1,235
 要介護２ 157 458 615
 要介護３ 145 464 609
 要介護４ 160 427 587
 要介護５ 111 361 472
 　計 991 2,890 3,881

要介護2

要介護4

要介護5

0 20 40 60 80 100（％）

坂井市

あわら市

あわら市 坂井市 計
（人）

32％ 16％ 16％ 15％ 12％

5％ 4％

31％ 16％ 15％ 16％ 11％7％

4％

編集・発行／坂井地区介護保険広域連合 〒919-0526 福井県坂井市坂井町上兵庫40-15 TEL 0776-72-3305
FAX 0776-72-3306 E-mail:info@kouiki.sakai.fukui.jp URL http://www.kouiki.sakai.fukui.jp

６月23日（金）、介護保険モニターの方々が

坂井市の「長寿園」と「ガーデンハイツ春江」

の両施設を見学しました。今後のモニター活

動の参考にと、施設職員の方からの説明に熱

心に耳を傾けていました。

編集後記

３月の異動により広報担当となりま
した。よりよい誌面づくりに励みたい
と思いますので、よろしくお願いいた
します。
広域連合に来てふと思うことがあり

ました。昔と比べて日本人の寿命は延
びましたが、その分、寿命の中におけ
る健康寿命の比率はどうなのでしょう。
老若男女、生きていればけがもしま

すし、病気も患います。
でもやっぱり健康が一番ですね。体

には気を配りましょう。

広域連合では、介護保険制度の適正で円滑な運営を図
るために広域連合長の諮問機関として、介護保険運営協
議会を設置しています。
協議会は、サービスの実施状況など保険給付の内容を
はじめ、これらに関する苦情・相談及び保険料や利用料
に関することなどについて審議を行うことを目的として
います。
委員は、関係機関団体、学識経験者のほか、皆さんの
意見を幅広くお聞きするため、一般公募による住民代表
などで構成されています。
介護保険や福祉行政に関心のある方のご応募をお待ち
しています。

○ 募集人員 ５人
○ 委嘱期間 平成18年12月14日から２年
○ 応募資格 あわら市、坂井市に居住されている方で、年３

回程度の協議会の会議に参加できる方。年齢、
性別は問いません。

○ 応募方法 「高齢者福祉及び介護保険制度に関する意見、
考え方について」の小論文（原稿用紙400字詰２
枚）を同封のうえ、広域連合総務課まで郵送し
てください。

○ 応募締切 平成18年10月31日（火）まで
○ 問合せ先 坂井地区介護保険広域連合総務課

平成18年5月に配布いたしました介護保険ガイド

ブックについて、記載誤りがございました。正しくは

下記のとおりです。関係者の方々には、大変ご迷惑を

おかけしました。深くお詫び申し上げます。

■ガイドブック（17ページ）
通所介護施設グリーンヒルホーム　電話番号 82-9977（誤）→ 82-8877（正）

サービス名 事業所名称 予防給付実施の有無
誤 正

訪問看護 宮崎病院 ○ （空白）
短期入所療養介護 宮崎病院 ○ （空白）


