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平成 21 年度第 3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 7 月 7 日（火）午後 2時         

場所：八戸市庁 別館 2 階会議室 B 

 

●出席委員（14 名） 

 坂本会長、岸原副会長、田名部委員、山本委員、野村委員、熊坂委員、中津井委員、浮木委員、

岩渕委員、千葉委員、斎藤委員、古舘委員、髙山委員、乗上委員 

●欠席委員（2名） 

 小ヶ口委員、川村委員 

●事務局 

石橋健康福祉部長、貝吹福祉事務所長、池本健康福祉部次長 

【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 

【介護保険課】小笠原保険料 GL、夏坂管理 GL、山地給付事業者 GL、若宮主査、山本主事、 

佐々木主事 

●広域事務組合 

 高橋事務局長、佐藤次長、小林課長補佐 

 

 

 

司  会：それでは定刻を少し過ぎておりますので、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、川村委員が所用のため欠席となっております。また小ヶ口委員が少々遅れてい

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、一言ご挨拶を申し上げます。市役所全体が夏の期間、

クールビズということでありますので、皆ラフな、暑くない格好で、こういう形で進めたいと

思います。 

  委員の皆さまには急なご案内でございましたが、おいでいただきまして、ご出席いただきま

して、誠にありがとうございました。 

今日は、前回行いました 60 の増床を、選定ということでまとめたわけでありますが、あのと

きもお話いたしましように、やくら荘については別枠ですよということを申し上げておりまし

たが、このことで民間移譲を計画しておりますやくら荘の増床について、広域事務組合で民間

移譲を検討するにあたり、やくら荘の民間移譲応募資格等検討懇談会からの提言を踏まえまし

て、安定運営対策として、増床を前提に公募をこれから行うという予定とのことでありまして、

つきましては前回決定いただきました 60 床の増床とは別枠で増床したいと、是非したいという

ことになりますので、皆さまのご意見を承って決定してまいりたいと思いますので、どうぞよ
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ろしくお願い申し上げます。 

それでは、次第にしたがって議事を進めてまいります。次第 1の（1）やくら荘の増床につい

て、事務局より説明をいただきたいと思います。 

最初に、今日は広域事務組合から、やくら荘の所管は広域事務組合でございますので、佐藤

次長がいらしておりますので、説明をお願いいたします。 

事 務 局：それではお手元の資料の中で、右方上に八戸広域事務局総務課と表示してあります資

料をご覧ください。特別養護老人ホームやくら荘の増床についてでございますけれども、1 の

民間移譲ですが、やくら荘につきましては、昭和 50 年 4 月に地域の先導的な立場を担って開園

しております。その後、福祉制度の変遷等を過ぎまして、官民の適切な役割分担によるサービ

スのより一層の向上と、効率的・効果的運用を主旨とする行財政改革を目指す観点から、平成

19 年 10 月の広域市町村長会議において民間移譲するという方向が示され、現在のその準備に

入ってございます。 

  2 のやくら荘民間移譲応募資格等検討懇談会でございますが、やくら荘を民間移譲するにあ

たりまして、移譲に関する応募資格、条件等について有識者、関係者のご意見をお聞きすると

ともに、利用者家族や地域代表者の声を反映させることを目的としまして懇談会を設立し、平

成 21 年 3 月に提言を受けてございます。 

  提言につきましては、後ほどご説明申し上げますが、内容としては、応募資格、それから改

築移転の範囲、名称の継続、移譲先の選定方法、安定運営対策とされておりまして、特に安定

運営対策では、やくら荘の入所者定員及び短期入所者定員の増床を検討することとなっており

ます。 

  次に 3 の増床の必要性でございますが、やくら荘は建物及び設備の老朽化が進んでございま

して、また構造上デイサービス、ショートステイ等のサービス提供が困難でございますから、

今後も事業を継続し、サービスを拡充していくためには、改築が必要な状態にございます。こ

のような中で、移譲後の永続的で安定した施設運営を行おうとするためには、入所者定員の一

般的に安定運営の目安とされる 70 床以上まで増床することが重要であると考えてございます。

また、募集要項にこの増床に関する項目を設けることで、円滑な民間移譲を図りたいと考えて

おります。 

このようなことから、平成 21 年 6 月には八戸市あてに、広域管理者からこの提言に関する配

慮をいただくよう依頼をしております。 

次に、2ページから 4ページにかけましては、やくら荘の現状でございます。2ページはやく

ら荘の施設概要でございまして、提供サービスといたしましては、特別養護老人ホームの他に

老人短期入所施設でございますが、空きベッドがあるという形ではなくて、現状ではこういう

短期のサービスの提供は困難という状況でございます。 

入所定員は 54 人、入所内訳としては八戸市が 32 人で、その他三戸町が 5人、五戸町が 2人、

その他となっております。建物本棟につきましては、鉄筋コンクリート造の平屋建てとなって

おります。 

3 ページにまいりまして、やくら荘の見取図でございます。建物の左側が居室 6 人部屋の多

床室でございます。それから右のところが、厨房、それから機能回復訓練室及び事務室となっ

ております。 
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4 ページはいわゆる敷地、それから建物全体の見取図ということであります。北側が馬渕川

で、下の方に県道が通ってございます。通路を含みました敷地になっておりまして、この状況

のまま改築するのは困難であろうと認識してございます。 

次に 5ページ以降になりますが、やくら荘民間移譲応募資格等検討懇談会提言でございます。

まず初めに基本的な考え方としまして、やくら荘は利用者にとりまして終の住処であり、民間

移譲後のサービスの低下させることなく、安定した運営を行うことが求められている。それか

ら利用者の要介護度が比較的高く、経管栄養の方も多いという状況であるとことから、運営を

引き継ぐ事業者が同様の施設の運営について十分な経験を有していることが重要であるほか、

地域の状況についても明るいことが望ましいこと。やくら荘の建物は老朽化が進んでいるため、

いずれ改築が不可避と考えられるが、改築移転の場所については、地域への影響及び利便性を

考慮する必要がある。また、改築によるユニット化に伴い、料金が大幅増となることから、引

き続き多床室の利用を希望する者への配慮が要請されるということ。それから移譲先の選定方

法としては、事業の運営方針や将来構想等について、関係者が評価できるような方針が適当だ

とのことであります。 

次に提言事項でございますが、1 応募者の資格として 3 点ほどでございます。（1）入居者定

員 50 床以上の特別養護老人ホームを、概ね 10 年以上にわたり良好に運営していること。（2）

八戸広域圏内に特別養護老人ホームを有すること。（3）改築の際には、多床室の利用希望に対

応できること。 

2 番目、改築移転の範囲としましては、移転場所は生活圏域である館地区内とし、現在地周

辺が望ましい。 

3 名称の継続は、移譲時には現在の名称を継続使用することを希望する。 

4 移譲先の選定方法としましては、選考委員による総合評価の方式が適当である。 

5 の安定運営対策としては、やくら荘の入居者定員及び短期入所者定員の増床を検討するこ

ととなっております。 

また、やくら荘の家族の会の方の代表の要望事項も検討することとなっております。参考ま

でに 7 ページが、そのやくら荘の家族の会の要望事項でありまして、入所者が安定して生活で

きるよう、これまで同様の介護を続けていける事業者へお願いしたい。また、改築した場合の

利用者負担増について、現在入居している方、特に生活保護を受けている方が困らないように、

それの事前調整、それから多床室の入居者について配慮をすること。また、介護をしてくださ

る方が一斉に変わってしまうと入所者が不安がるため、なるべく現在の職員の継続勤務をお願

いしたい。4 として、入所者が移動する場合、紛失の無いよう、入所者の貴重品をしっかり管

理していただきたい。5 としまして、伝染性の病気に対する予防衛生管理を徹底してほしい、

ということが述べられてございます。 

会  長：ただ今、やくら荘を所管します広域事務組合からの説明でございました。移譲に関す

ることでございました。増床に関することにつきましては田名部課長のほうからお願いします。 

事 務 局：高齢福祉課の田名部です。よろしくお願いします。6月 24 日の介護高齢福祉部会にお

きまして、22 年度の 60 床増床ということで、20 床ずつ 3 施設の方に、市の方針として増床認

めましょうということで決定いただきました。それに基きまして、光葉園さん、瑞光園さん、

えんぶり物語さんの方に 20 床ずつの増床の確認をいたしたところでございます。その結果、光
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葉園さんの方が 20 床ではなく、15 の増床でいいですよという話をいただいてございます。そ

れで、さきほどやくら荘さんの方から、広域事務組合の方から説明ありましたように、広域事

務組合では民間移譲応募資格の関係で、要綱をつくるときに増床を前提として盛り込みたいと

いう希望がございまして、前回、無かった場合は古い方から順次、また増床というふうな考え

もございまして、その結果広域さんの方で、70 床への希望があるということでございます。こ

の増床につきまして、県の方に、実現に向けて強く要望してまいりたいと考えております。先

の部会で決定しました 60 床の中で、残り 5床をやくら荘の増床分とするよう県の方に要望して

いきたいと思っております。残りの 70 床、今やくら荘は定員 54 名でございますので、5 床を

やくら荘の増床分として認めていただいて、やくら荘の希望分 70 床までを確保するためには、

残りの 11 床分、この部分をさらに県に働きかけしていきたいと考えております。光葉園さんの

5 床分プラス残り 11 床、計 16 床をやくら荘さんの増床として何とかお願いしたいということ

で、県の方に要望してまいりたいと考えておりますので、ご審議の程よろしくお願いいたしま

す。 

なお、3になりまして、その他の施設の増床につきましては、残りの 54 床以下の施設の増床

につきましては、第 5 期高齢者福祉計画策定の際に検討させていただいきたいと考えておりま

す。それでは以上でございます。よろしくお願いいたします。 

会  長：ただ今、やくら荘の所管の広域事務組合からは、やくら荘の増床を、建て替え時に一

緒にやって、民間移譲するにあたって増床をお願いしたいというお話と、田名部課長さんの方

からは、光葉園さんが 5床戻してきたので、これを割り振りなりながら、したがってあと 11 床

ということになりますね。11 床を是非お願いすると、ちょうど 70 になるということなので、

そういうことで、この部会で決めていただければという趣旨でございました。これに対して、

委員の皆さまからご質問、あるいはご意見等を承りたいと思います。いかがでしょう。何かご

ざいますでしょうか。 

委  員：二つほどありますけど、光葉園さんが 15 床というのは、70 床が必要だといっていた

中でも、これだと 69 床になりますよね。それでも 69 床でよいと言っているのかということと。

もう一つは、やくら荘が増床した 22 年度にきちんと建て替えるようにするというのは決まって

いるのでしょうか。 

事 務 局：光葉園さんの方は現 54 名の施設でございますけれども、15 名の定員 69 名でよろしい

ということは確認してございます。 

  それから、今のこの増床については、22 年度に行うというようなことではございません。今、

要綱の方をこれから、広域さんの方でつくって募集を今年度かけるにあたって、増床を前提と

したいということでございます。この間決まりました 60 床のうちの 5床分をやくら荘さんの方

に割り振っていただいて、今後の増床 11 ですね、追加分を県の方にこれから要望していきたい

ということでございます。 

委  員：確認したいのですけれども、じゃあ、22 年度に増床がされるというのは 55 床という

事でしょうか。 

事 務 局：今のところそういう考えでございます。 

委  員：そうすると、このようになった場合、公募がいつころになって、でき上がるのが大体

どれくらいのいつころを目安ということをもう 1回。 
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会  長：はい、予定を。 

事 務 局：今、年度の話がはっきり出ていませんでしたけれども、22 年度の増床に原則的に難し

い、間に合わないということですので、今はもし第 4期の話であれば、23 年度中というふうな

ことになろうかと思います。逆算しますと、うちの方もそれに合わせてスケジュール等の調整

をして臨むという、23 年度にサービス提供を開始するというのが、多分前提になろうかと考え

ております。 

委  員：23 年度中。 

会  長：4期計画中にやりたいということです。 

委  員：もう 1 回確認しますけれども、私は、光葉園さんは 70 とか 80 とか、切れ目を良くし

たいという要望があったはずです。それが、69 というのはちょっと解せない感じがあって、そ

の点は大丈夫なのですよね。 

会  長：これですね、私も確認しました。そして光葉園さんの話では、園長から直接、やはり

あそこは 54 持っているので、できれば 70 とか 80 にしたいということです。70 か 80 なので、

54 持っているので、16 もしくは 26 は欲しいということなのです。でも 26 ということは、現実

に無理なわけですよね、20 なものですから。だから 16 欲しいのだけれども、あの方の経営方

針で一つ減らしたいというようです。あの方の方針。そこを何回も確認しました。直接聞きま

した。あの方の方針ですので。 

委  員：前にそういう要望があったものですから。 

会  長：ですから、半端にしたくないので、できたら 15 か 25 欲しいということだったのです、

あの方は。でも 25 は現実無理なので、であれば 15 で、70 に近い方の 69 にしたいというのが

ご本人の意向です。そこが私も心配だったので、会長として確認取りました。 

委  員：県の計画の場合は、県の第 4次計画、それはもう決まっているわけですね、県全体の。 

会  長：その説明はできるの。 

委  員：今この資料を見たけれども。 

会  長：田名部課長。 

事 務 局：別紙 1、別紙 2 というのがお手元に配られていると思いますけれども、これにつきま

しては、21 年 7 月 1 日付けで青森県の健康福祉部長から各市町村あてに文書が届いてございま

す。それが平成 22 年度健康福祉関係施設整備方針となってございます。Ⅰの基本的な考え方に

つきましては、本県の極めて厳しい財政事情を踏まえ云々ということでなってございます。緊

急性が認められたときに、選定して検討しますということです。1 から 6 までが基本的な考え

方を示しております。 

  Ⅱといたしまして整備方針、これは高齢福祉保険課所管ということで、（1）特別養護老人ホ

ームの改築になってございます。①として特別養護老人ホームについて、老朽化の程度が著し

く緊急性の高いものについて、改築整備を検討する。②といたしまして、特別養護老人ホーム

の改築整備にあたっては、個室ユニットケア型施設の整備を優先するが、低所得者の入所に配

慮するため、多床室も認めることとし、多床室の割合は増床数の 50％以下とするとなってござ

います。（2）といたしまして、特別養護老人ホーム及び老人保健施設の増床についてでござい

ます。①として、法人の安定した運営を図るため、法人の意向及び市町村のニーズを踏まえな

がら、増床整備を検討する。②といたしまして、増床整備にあたっては、個室ユニットケア型
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施設の整備を優先するが、低所得者の入所に配慮するため、多床室も検討する。③でございま

すが、増床に要する費用は自主財源とするということになってございます。 

次いで資料の別紙 2 の方をお開き願いたいと思います。今年度の福祉関係の提出期限等が載

ってございますが、増床あるいは改築の計画があるところは、7月 24 日までに、地域県民局の

方にうちの方で提出する。意見書等を受けてですね、整備計画等を受けてやらなければならな

いということになってございまして、これにつきましては、増床計画、今回の 22 年度の増床の

3施設に対しては 7月 17 日までにということで、事務文書を流してございます。 

また改築につきましては、設置してから 20 年を経過した施設の方に、改築の計画があるかど

うかということを伺っております。これらを 24 日に地域県民局に提出いたしまして、さらに県

内の方の、全部が県に上がってくるのが 7月 31 日。それらを見て 22 年度の整備計画を、県で

さらに発表するという段取りになってございます。 

それから、今のやくら荘の計画も、当初の第 4 期には載っていない部分でございますので、

これにつきましても要望は強力にしていきたいなと思っておりますけれども、この 4 期計画の

部分の追加ということになるものですから、この辺、県の方に上げて、何とかお願いしていく

という方向になろうかと思います。以上でございます。 

会  長：これは私も今初めて見ましたが、7 月 1 日付けで県がいよいよこれを出したというこ

とですから、八戸市の場合は 60 床の増床の 3箇所についてはこれで、この日付けどおりでいい

と思いますが、やくら荘を今やっているのは、60 床以外のことなので、別枠でこれから出すと

いうことになりますので、強力にやはり、改築と合わせて、やくら荘は 20 年以上経っています

ので、これと合わせてやってもらわないといけないという考えですね。 

委  員：そうしますと、改築部分は 50 床ありますよと、だけれども増床部分は 20 床しかない。

その部分については、自己資金でやってくれと。 

会  長：そうです。そういうことです、県の方で。 

それから、やくら荘の件については、改築で行く方がいいと思うのですよ、もう古いので。

だから、改築に対しても特段の配慮を頼むということは、11 お願いしますというだけではなく

て、やはり市としてもぜひこれ重点的にお願いしますという、市長からいろいろお願いすると

いう格好は取らなければいけないだろうなと思っています、追加なので。60 床はもう計画の中

に入っているのでいいのです。 

委  員：それで、うちの方も便宜はいただいのですけれども、増床の 20。最後のところで、県

の状況によっては変更があるかもしれませんという一文が載っています。 

事 務 局：県の方では、31 日に取りまとめして発表するわけですけれども、それまで確定しまし

たとわかり得ない部分もあるのですが。それで、あくまで増床については、自主財源でという

ことでございますので、おそらく大丈夫かなというのが、私どもの考えでございます。補助金

が云々、県の財政支出云々というのが載っていないので、自主財源ということでございますの

で、そういう考えでおります。 

委  員：そうすると、今までは県の財政というか、市の財政でやっていて、そっちの方もない

ということですか。 

会  長：県が出さないと、市も出さないでしょうから。 

事 務 局：極めて厳しい状況でございますので、おそらく市の方も無理かと思っております。 
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会  長：他にございませんか。 

委  員：確認なのですけれども、そうすると 60 床のうち 55 床なのですけれども、5 床分とい

うのは結局、八戸市は 55 床でいいですよということになるのですか。 

会  長：ですから、5床をやくら荘に。 

委  員：22 年には達成できないのだけれども、23 年のときには達成すると。そうすると 5床分

は一応、22 年度のサービスとしては減っているということですね。 

会  長：これは 4期計画でやっていますので、23 年度までの 60 床ですから。23 年度までの 60

床。 

委  員：5床に対しての何も援助は無いわけでしょう。 

会  長：ないです。ですから、今 22 年度にやりますが、これは 22 年度でやるか 23 年度でやる

かという 2カ年にわたってと書いてあります。23 年度までには全部 60 床は埋まる計算です。 

委  員：だから、71 で県にお願いをするのですよねということを確認したいということだと思

います。60 で出すのを今 55 になっている。では 55 で出すのかという話で、そうではなくて 71

にして出すのだということです。そういうことです。 

会  長：60 で今まで決めていたのですけれども、内部の関係で五つ余ったのです。元々これ余

る余らないに関係なく、やくら荘は別枠でやろうとしていたので、そうでないと普通は、76 で

出すのを 71 になったと。 

  他にございませんか。よろしいですか、それでは異論がなければ、これは満場一致というこ

とで、やくら荘の増床対策を今言いましたように、60 から 11 増やして、71 として市は県に出

すと。その内のやくら荘は 16 を確保しますということで。それから、特別 11 足すのですから、

市としてもやくら荘に対してはプラスで行くのでぜひお願いしたいという改築の方にも回して

もらえるように、特段の配慮をしてもらうということを含んでお願いしたいということで、皆

さん、最終確認よろしいですか。 

委  員：異議なし。 

会  長：では、そのように取り計らいます。 

  以上で本日の議事は全部終了します。最後に事務局から次回の日程をお願いします。 

事 務 局：次回の介護・高齢福祉部会でございますけれども、日時は 8月 19 日水曜日午後 2時か

ら、場所は本日と同じく市庁別館 2 階会議室を予定しております。後日ご通知差し上げますの

で、よろしくお願いいたします。 

  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。

本日はどうもありがとうございました。 

 

 

 

 


