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平成２１年度第１回 八戸市健康福祉審議会 介護・高齢福祉部会 

日時：平成２1年 5月 27日（水）１4時００分 
場所：八戸市公会堂文化ホール 1階講義室  

 
● 出席委員（1０名） 
坂本会長、八嶋委員、山本委員、野村委員、熊坂委員、小ヶ口委員、浮木委員、斎藤委員、

乗上委員、川村委員 
● 欠席委員（６名） 
岸原副会長、中津井委員、岩渕委員、千葉委員、古舘委員、髙山委員 

● 事務局 
石橋健康福祉部長、貝吹福祉事務所長、池本次長兼定額給付金･子育て応援特別手当給付室長 
【健康増進課】加賀健康増進課長、鈴木成人保健 GL 
【高齢福祉課】田名部高齢福祉課長、梅内地域包括支援センター所長、長谷川副参事、 

古川高齢福祉 GL、見附主事 
【介護保険課】日山介護保険課長、小笠原保険料 GL、夏坂管理 GL、山地給付事業者 GL、 

山本主事、佐々木主事 

 

 

司会： それでは定刻となりましたので、ただ今から八戸市健康福祉審議会 介護・高齢福祉部

会を開催いたします。なお本日は、岸原委員、中津井委員、岩渕委員、千葉委員、古舘委員、

髙山委員が所用のため欠席となっております。また小ヶ口議員が少々遅れているようでござい

ます。それではただ今より会議に入ります。議事の進行は坂本会長にお願いいたします。それ

では坂本会長よろしくお願いいたします。 

会長： それでは会議に先立ちまして、一言ご挨拶を申しあげます。第４期の計画が４月１日か

らから進んでいるわけでありまして、昨年におきましては、４期の計画を決めるにあたって、

大変委員の皆さんには、ほんとに月１回以上の会議を持ちまして、おかげさまで４期計画は第

１号被保険者を４，８００円の中で抑える形で進むことになりましたし、また２段階の方々の

ところもですね、少し軽減したという形の中で、第４期の計画をスタートさせていただきまし

た。順調にこれを見守りたいとこう思うわけでありますが、今日は皆様にすでにご案内いたし

ておりますように、会議録及び会議資料の公開についてということと、４期計画の中でありま

す特別養護老人ホームの増床で 60 床やるということに決めまして、その分の保険料も決めたわ

けですが、この中身について。それから３番４番は介護予防の支援業務の委託事業者承認及び

今後の部会等の 21 年度のスケジュールというふうなところでございますので、どうぞ皆様よろ

しくお願い申し上げたいと思います。 

それでは平成２１年度第１回目の会議となりますので、まずは事務局の紹介をお願いいたしま

す。石橋部長お願いいたします。 

部長： 委員の皆様には、また１年お世話になりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

４月１日の人事異動によりまして事務局を担当する課長級以上の職員、ずいぶん変動がござい
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ますので改めてご紹介を申し上げます。福祉事務所長 貝吹彰穂でございます。健康福祉部次

長 池本伸也でございます。健康増進課長 加賀仁志でございます。つづきまして介護保険課

長 日山克之でございます。それから高齢福祉課長 田名部源一でございます。続きまして同

じく高齢福祉課 地域包括支援センター所長 梅内洋子でございます。 

以上で紹介を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。 

会長： はい、ありがとうございます。 

 それでは次第に従いまして議事を進めてまいります。 

 まず次第の（１）会議録及び会議資料の公開について事務局より説明をお願いします。 

事務局： では、会議録及び会議資料の公開についてご説明いたします。  

 資料の２ページ目、下線部分をご覧いただきたいと思いますけれども、今年の４月から会議の

公開に関する取扱いが変わりまして、全庁的に会議録及び会議資料について、ホームページ及

び情報公開コーナーで公開することとされましたので、事務局といたしましては、当会議にお

きましても、会議録及び会議資料について公開したいと思いますので、委員の皆様のご意見を

伺いたいと思います。以上です。 

会長： ただ今の説明に対し、ご質問ご意見等ございますでしょうか。 

いいですか。これはよろしいですね。特段意義がないようですので、それではそのように会議

録を出すというふうなことでですね、お願いします。 

それでは次に、議事の（２）に特別老人ホームの増床について事務局より説明をおねがいしま

す。 

事務局： 私の方から特別養護老人ホームの増床についてご説明いたします。 

１ページ目をご覧ください。市では２２年度の整備・事業開始における特別養護老人ホームの

増床６０床を計画しておりますが、事前に各事業所の増床の意向につきまして調査を実施した

いと考えております。 

それから県・市の事務の流れとありますが、今後７月に県のほうで施設整備方針公表したのち、

８月に事業計画書を提出することになりますけど、場合によっては公表から締切まで１ヶ月に

満たないということが考えられますので、方針が決定された時点で迅速に対応するために、事

前に増床の意向調査を行なうものです。 

1 番下のところをご覧ください。意向調査の対象施設とありますけれども、９事業所を予定し

ております。 

 ２ページをご覧ください。上から３番目のところですけれども、回答期限を６月１５日といた

しまして意向調査の結果につきまして、次回の６月２４日の部会で公表して選定したいと考え

ております。 

３ページですけれども意向調査票ですけれども、まず、増床の意向の設問となっております。

それ以降ですけれども、増床の意向があるという事業所につきましての設問になっております。 

問４ですけれども、仮に増床にあたって県の補助が受けられないということになった場合はど

うしますか、という設問ですけれども、県の補助なしで施設整備しなければならないというこ

ともあるので、そういうことで、県の補助なしでも増床するかどうかの設問になっております。 

以上で説明を終わります。 

会長： 今の４期計画で６０床の増床でいくというふうに決めたわけで、その増床を具体的に進
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める上で、もう既に老人ホームは運営しているところにアンケートを取りたいということで、

これも２月３月でそういう方向を言われていたわけでありますが、具体的にこういうアンケー

トをとりたいということでございます。 

 何かご質問ございますか。よろしいですか。ではこれに従ってやっていただきたいと思います。 

これはあれだね、両方であれなんだね、日山さんところで作ったんだけれども田名部さんのと

ころでやるということだけれど。連携してやらないと。 

 それではですね、次に議事の（３）の介護予防支援業務委託事業者の承認について事務局より

説明をお願いします。 

事務局： それでは説明いたします。まず資料に訂正がありましたので、本日お渡しした右上の

方に四角で囲んで差し替え資料と書いてある一枚ものの資料をご覧ください。 

まず（１）委託事業所ですが、今回ご審議いただくのは、つくし居宅介護支援事業所の介護予

防支援業務委託の承認です。この事業所における給付管理者数、職員に関する事項は（２）（３）

のとおりとなっております。委託事業所数はこの事業所を含めまして５６事業所、委託可能見

込数は８７０件となります。このつくし居宅介護支援事業所は、以前から委託している豊仁会

居宅介護支援事業所から分れて、５月１日より新しく事業を開始している事業所です。本来で

あればご承認をいただいてから、委託するべきところですが、豊仁会居宅からつくし居宅に異

動したケアマネージャーさんが担当していた要支援の方については引き続き担当をお願いして

おりますので、５月１日にさかのぼっての承認をお願いします。説明は以上です。 

会長： これもですね通常の業務委託の継続ということになると思うので、何がご質問ございま

すか。よろしいですか。了承いただきました。ありがとうございます。 

 それではですね、次の議事の（４）部会及び分科会の２１年度スケジュールについて、事務局

より説明をお願いいたします。 

事務局： はい、それでは２１年度のスケジュールについてご説明いたします。 

 まず資料の１ページ目ですけれども、介護・高齢福祉部会は、今年度は年４回、地域密着型サ

ービス運営委員会は年６回、地域包括支援センター運営協議会は年２回を予定しております。 

資料の２ページ目から４ページについては委員の皆様の名簿になっておりますので、よろしく

お願いします。説明は以上です。 

会長： あとはいいですか。田名部さんところは何かありますか。 

事務局： 高齢福祉課の田名部です。皆様には情報提供ということで、お知らせすることがあり

ます。   

会長： ちょっと待ってください。このスケジュールの方、皆さん、日程に入れて出てくれるよ

うにお願いします。 

これでスケジュールはよろしいですね。では、その他で田名部課長。 

事務局： 大変失礼いたしました。情報提供ということで、本日県の高齢福祉保険課介護事業所

グループの方から、先日ある法人が県の幹部に対しまして、特養５０床を新設したいという申

し入れがあったそうでございます。県の方では、市では増床の整備の方を見込んでいることは

知っておりますけれども、新規の整備については伺っていないということでお話されたそうで

すが、ある法人では県の補助金を使わず自主財源で行なうのでお願いしたいというお話があっ

たそうで、県の方では、市の了承は得たのかどうかということを確認しましたら、市の了承は
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得たと言っていたそうですけれども、誰から了承を得たのかは言わなかったそうです。県では

市の意向で整備を行なうので市と協議するように伝えたということで、情報提供が入っており

ます。 

ただ４期計画では新規の整備計画は入っていない計画になっておりますので、一応情報提供と

いうことで皆様にお知らせしておきます。以上でございます。 

会長： 情報提供ですけれども、今ちょうどこの会議、ここで担当でございますから、改めてこ

こで議題にして、我々の委員会としての姿勢を示したいと思います。   

結局部長にお願いしたからといって、良いとも悪いとも言えないですよね。結局県に出した理

事長さんが、市の部長とか福祉事務所長とかに了解取ったんだよと仮に名前を出したとしても、

この会で決めないと良いとか悪いとかはできないわけで、ですから当然思い出していただきた

いのですが、新規で作るか増床でいくかショートステイはどうするか、というふうなことを何

回も意見を出した結果の結果でですね、今回は５０床特養ということも何とか解消するべきだ

ということで１００準備したら県から１００はダメよと言われて、４０減で６０床の増床なら

なんとかいいんじゃないかということで、それで６０にして、ただ新設は１２の生活圏域の中

で、無い所に小規模特養２９の特養を新設で、それにショートを１０で地域密着型をくっつけ

て、残り４ヶ所小規模多機能のものを含めて、そうやって決めた経緯があるわけでして、今、

田名部課長さんからの情報提供っていうことからいくと、全然計画を無視した形で、ただ出し

て補助金なしでやるからということだとすると、どこでもやりたいという人がたくさん出てき

て、その結果どうなるかというと支払いに出てくるわけでして、建てるのはお金が無くても、

それから病院でもそうですけど、結局保険給付をお願いしたいということになるわけですから、

全額自前でっていうことじゃないわけですので、従ってそうなると、なんのために４期計画を

立てたかというのがまったく狂ってくることになるわけですが、そういうことを含めて委員の

皆様、今の田名部課長さんからのこの情報提供を新たに議題として、改めて審議したいと思い

ます。これは皆さんから意見をいただきたいと思います。どなたか、八嶋委員どうですか。 

八嶋委員： これは受けるわけにはいかないな。もっと時間をおいて。  

会長： 時間というか、ここでやっていかないとまずいと思うので、岩渕さんに代わって斎藤さ

んだな。 

斎藤委員： はい。今、坂本会長それから田名部課長がさっきおっしゃったとおりでですね、審

議会、それから八戸市において第４期計画っていうことで話し合ってきたわけですから、県の

方に直接、やりたいということ、八戸市を通していないってことは、これはやはり我々の今ま

で話してきたことがですね、ちょっと外されるという格好にもなりますし、きちんとした市、

審議会の意見を踏まえて計画をしてきたわけですから、これについては新しく５０床というの

は認めるべきではないと思います。 

会長： これは次の計画だよね。八嶋さんもそういうことだね。 

八嶋委員： そういうことが我々の立場とすると良いと思います。 

斎藤委員： 私たちのこの審議会が何のためにあるのかということになりますので。 

会長： では八嶋委員もそのとおりで。野村委員。 

野村委員： 念のための確認なんですが、この審議会の位置付けというか権利というか、どれぐ

らいの法的な力があるのかと思いまして、みんなで話し合って良いところに折り合いつけてや
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っていきましょうというなのか、それともかなり規制もかけられるぐらいの強い仕切りみたい

な機能をもった組織なのか、その辺ちょっと不勉強のまま１年間委員をやってきてしまったん

ですが、その辺はどうなのでしょうね。 

会長： 石橋部長。 

部長： 市で設置している附属機関でございまして、当然、市の方向を決定していただくという

ことでございますので、外部的にもそれなりにですね、当然対県という立場で申し上げまして

も、いずれにしましても市の意見を尊重していただきたいということで、この場ですべて議論

していただいて、その結果に基づいて県の方にお願いをするなり、方向性を話しているのでご

ざいますから、ある程度の強制力は持っていただかないとですね、せっかくここでお話してい

ただいたことが、全然活かされないということになってはいけないというふうには感じており

ます。 

野村委員： 質問を受けてですね、みんなで意見を出し合って積み上げてきているものがあるん

であれば、新規に新しくやりたいっていう場合は、そこを通すのが道理でしょうから、もし増

床に関する意向があるものでしたら、今後その新規で運営したいとか、相談とか問い合わせを

上手く誘導して、こっちに引っ張ってこれるような形を作っていきながら、もしそういう意向

があるんであれば、どうぞお気軽に相談いただいてルールに則って事業を進めてくださいとい

うことをご案内するというか、そういうのでいいと思います。今は無理という事で。 

会長： 小ヶ口委員。 

小ヶ口委員： この６０床増床ということで、増床というかそういう噂といいますか、そういう

情報が先に流れたことによって、やはり新規でできるんじゃないかっていうこと、誤解を生ん

だ部分があるんじゃないかなと思うので、そういった所に認識を深めていただくってことが大

事なことだと思いますし、現状では待機者が多いっていうことで特養を希望されている方が確

かに多いっていうことは、問題があると思うので、そういう新設してほしいという思いも実際

あると思います。但し今回の第４期計画では、そういったきちんとしたデータをもとに６０床

増床ということを計画しての保険料を算出したわけですので、今期計画中の新規っていうのは

認められないと思いますし、次回の第５期の所で検討していくということで進めていただきた

いと思います。 

会長： そうですね。浮木委員。 

浮木委員： 前年度の第４期計画決めて、いわゆる新設っていう話はなかったので、いわゆる次

期計画においてそのような議論するのであれば、次期計画においてしていただきたいと思いま

す。決めたいわゆる増床というスタイルで進めていただければと思います。 

会長： 乗上委員。 

乗上委員： 私も皆さんと同様に、せっかく長い時間こうやって話し合いしたのですから、これ

は今このままで新規の時は５期計画の方にしていただければいいなと思います。 

会長： 山本委員。 

山本委員： 私も同じなんですけれども、公式なテーブルの中で議論を進めてきたなかで、田名

部課長からご報告があった件については意図がちょっと見えないんですけれども、今後改めま

して仕切り直ししていただくということで、その結論っていうのは出ているような気がするん

ですけれども。 
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熊坂委員： 皆さん言っているとおりだと思います。ちょっと切り口を変えると、すでに県の方

に問い合わせしているわけです。例えば、どういうことを考えてそういうことになったのかっ

ていうことは、１回は聞くべきではないかという気はするんですね。それは委員会として公聴

会でもなんでもいいんでですね、どういうことでどうだったんだという、大勢の前で１回聞い

て、それでこれから協力していけるのか、最終的には、結局はお金の財源の問題が絡んできて

いるんで、ですから全部が全部、フィルターをかけるんじゃなく、次また協力してやっていけ

るかどうかだとかですね、そういう向こうのいろいろな思惑や意向も聞いてもいいのではない

かなという気がします。 

会長： いずれにしろ今回は無理ですね。 

熊坂委員： はい。 

会長： 斎藤委員は先ほど言いましたね。川村委員。 

川村委員： 皆さんのおっしゃるのと同じなんですけれども、やはり今言ったような、今回は無

理っていうか、今回はそれが通らないんだという話、今後であれば第５期だっていう話を、こ

の業者にきちんと説明するっていうか、そこを納得してもらうっていうことを上手くやれば今

後に活かせるのかなっていう気がします。 

会長： 今日出席委員の皆さん全員揃って、今回の４期計画では無理ですよと、やるとすれば５

期計画の中で検討の課題でしょうと。熊坂委員の方からもそれで良いんだけれども、提出って

いうか、県の方に問い合わせている方については、事情も聞きながらということでですね、そ

れであれば我々が事情を聞くってことよりも、今の結論を部長の方で、県からお聞きしてです

ね、市から了解を取ったという話をしたっていうことですから、であればその辺の事情も聞い

てですね、我々の意向を県に対しても、本人に対しても提出者さんに対しても無理ですよとい

うことを、今日改めて議題にして、そういうふうにして全員無理っていうことになったので、

やるとすれば５期ですよ、ただ５期で最優先であなたの方っていうことではなくて、５期計画

では新たに新規をいくつやるかっていうことを我々が決めて、その中で今度は公募ということ

になりますので、今のようにやると公募なしで先に言った方が勝ちっていうことになると、こ

れはまた別な問題が出てきますので、保険者は八戸市ですので、そういうことでですね説明を

して、協力いただくということで、協力いただけないとしても、これはできないわけですから、

市が認めないとならないはずですから、そういうことで事務局から説明するということで熊坂

委員いいですよね。 

熊坂委員： はい。 

野村委員： ちなみにひとつ質問なんですが、今回４期目だということで、過去こう積み上げて

きたものがあると思うんですけれども、過去にもこういう例とかは、たまにアクシデントみた

いな感じであったりもするんですか。珍しいケースになるんでしょうかね。 

会長： 普通は市の方に打診するとかで、くるんだけれどもね。市を飛び越えていくこと自体が

ありえないです。 

野村委員： ありがとうございました。 

会長： そういう意味で、今回は無理ですっていうことでご理解いただきたいと思います。他に

ございませんでしょうか。事務局はよろしいですか。 

 なければ以上で本日の議事は終了いたします。次の日程ですね。 
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事務局： それでは次回の介護・高齢福祉部会ですが、日時は６月２４日水曜日午後２時から場

所は本日と同様に公会堂文化ホール１階講義室を予定しております。後日改めましてご連絡を

差し上げたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 本日は委員の皆様、お忙しい中熱心な審議をいただきまして誠にありがとうございました。 

司会： それではこれをもちまして八戸市健康福祉審議会 介護・高齢福祉部会を閉会いたしま

す。引き続き地域密着型サービス運営委員会を開催いたしますので、これより会場設営に入り

ます。運営委員会の委員の皆様には、１時 45 分まで休憩とさせていただきます。そのほかの皆

さんに関してはお帰りになってくださって結構です。本日はありがとうございました。 

 

 


