
 1

平成 21 年度第 4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 8 月 19 日（水）午後 2時        

場所：八戸市公会堂文化ホール 1階講義室 

 

●出席委員（15 名） 

 坂本会長、岸原副会長、田名部委員、野村委員、熊坂委員、小ヶ口委員、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、川村委員 

●欠席委員（1名） 

 山本委員 

●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、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、 

若宮主査、山本主事、佐々木主事 

 

 

事務局：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、山本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。今年度に入りまして今回が

第 4 回目の介護・高齢福祉部会になります。委員の皆さまにおかれましては、本当にお忙しい

中ご出席いただきまして、誠にありがとうございました。 

今日の案件はご案内のとおり、一つには 20 年度の決算見込みがまとまったということであり

ますので、その状況の説明を受けながら、20 年度ということは 3期計画ということでございま

すので、二つ目にはこの 3 期計画の 18 年、19 年、20 年度の全体のまとめも報告いたしたいと

いうことでございますので、これらの二つの説明を受けていただきと思います。 

第 4 期はもう動き出しているわけでありますが、やはり 3 期計画がどうであったということ

が大事でございますので、そういうことを含めてどうぞ審議にご協力をお願い申し上げます。 

それでは、次第に従って議事を進めてまいります。議事の（1）平成 20 年度八戸市介護保険

事業の概要について、事務局からお願いします。 

事務局：介護保険課の佐々木と申します、よろしくお願いします。まず説明に先立ちまして、皆

さまのお手元にバラの資料が 3部あると思うのですけれども、こちらが議事の（2）方の差し替

えの資料となっております。ページとしましては、2ページ、3ページ、9ページと 10 ページに
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修正が入りましたので、こちらの方に差し替えていただいてご説明を聞いていただければと思

います。 

  それでは議事の（1）平成 20 年度八戸市介護保険事業の概要について、ご説明をいたします。

ポイントをページに沿ってご説明していきたいと思います。 

  それでは 1ページをお開きください。高齢者の人口についてですけれども、八戸市の 65 歳以

上である高齢者は、21年3月末現在で53,457人となっており、総人口に対する高齢化率は21.9％

と、前年同月比で 0.9 ポイント上昇しております。 

また下のグラフのとおり、高齢化率は全国及び青森県の平均を下回っていますけれども、全

国平均との開きは毎年縮まってきている状況であります。 

それでは 2 ページをご覧ください。認定状況についてです。1 番下の 2 号被保険者も含めた

認定者数は、21 年 3 月末現在で 8,643 人と、前年同月比で 188 人増加しております。また、高

齢者人口に占める第 1号被保険者の認定率は、21 年 3 月末現在で 15.5％、高齢者の 6人に 1人

が認定を受けている状況であります。高齢者人口と認定者数が共に増加しているために、認定

率は横ばいで推移しております。 

それでは 3 ページをご覧ください。八戸市の要介護・要支援の認定を受けた方の内、実際に

サービスを利用した方が何人であったかという資料でありますけれども、20 年の 10 月時点で

認定者は 8,587 人の内、7,841 人がサービスを利用しておりまして、認定者数に占めるサービ

ス利用者の割合、受給率は 91.3％となっております。この割合は、青森県と全国の受給率と比

べましても高い割合であります。また、同じ表の中の三つのサービス区分の構成比をご覧いた

だきたいのですけれども、全国の平均と比べますと、八戸市は地域密着型サービスの利用者が

多く、施設サービスの利用者が少ないという状況が見て取れます。 

それでは 4 ページから 6 ページをご覧ください。4 ページから 6 ページは、居宅サービスに

関する資料となっております。4 ページの下のグラフをご覧いただきたいのですけれども、八

戸市では居宅サービスの内、通所介護、訪問介護、福祉用具貸与、通所リハビリが多く利用さ

れている状況であります。 

5 ページへ行きまして、表 4－2 でございますけれども、これは受給者 1人あたりのサービス

費用額を介護度別に表したものであります。介護度が上がるにつれて費用額も上昇するという

傾向があり、介護度が重いほど多くの介護サービスを必要としているということが分かります。 

それでは 6 ページをご覧ください。居宅サービスは介護度ごとに 1 割負担で利用できるサー

ビスの限度額というものが決められておりますけれども、その限度額に対して実際にどのくら

いのサービスが利用されたのかを表したものが、対支給限度額比率といいます。表の 4－3 にあ

りますとおり、20 年度の八戸市のこの比率は、平均すると 50.3％であります。青森県、全国と

比較しても高い割合となっております。 

それでは 7 ページをご覧ください。7 ページは地域密着型サービスについての状況でありま

す。表 5－1の費用額の構成比ですけれども、認知症対応型共同生活介護、いわゆるグループホ

ームが費用額全体の約 8 割と、大部分を占めております。小規模多機能型居宅介護につきまし

ては、10 月現在、3 事業所がサービスを行っていますが、その後新たに 3 事業所がサービスを

開始しており、第 4 期計画中には 4 施設の整備も見込んでおりますので、今後の利用者の伸び

が見込まれるところであります。 
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それでは 8ページをご覧ください。8ページは施設サービスの状況であります。表 6－2 にあ

りますとおり、20 年度の入居者数は 1,402 人でありまして、前年度から 21 人増えております。

介護老人福祉施設に限っては、入所者数は横ばいでありますけれども、第 4 期計画において増

床が行われるため、入所者数の伸びが見込まれます。 

では 9 ページをご覧ください。9 ページは前のページで説明した三つのサービス等の保険給

付の額が幾らだったかという資料であります。20 年度の給付費総額は、132 億 7,788 万 6 千円

となりまして、前年度から5億 1,185万 5千円の増となりました。増減率は、対前年度比で4.0％

増となっております。下段のグラフのとおり、介護給付費は毎年上昇している状況であります。 

次の 10 ページは、福祉用具購入費及び住宅改修費の内訳を表したものになっております。 

それでは 11 ページをご覧ください。11 ページは、65 歳以上の方の介護保険料について表し

たものですけれども、上段の表 8にありますとおり、２０年度現年度分の収納額は 29 億 6,544

万円ほどになりまして、収納率は 97.7％と、前年度と同率となりました。また、保険料が年金

から差し引かれない普通徴収の方の収納率も、前年度と同率となっております。 

それでは 12 ページの、地域支援事業の実施状況については、高齢福祉課の見附さんにお願い

します。 

事務局：高齢福祉課の見附です、よろしくお願いします。こちらは地域支援事業の実施状況につ

いてですが、ここでは 19 年度と 20 年度の件数と利用額を比較した形で載せています。ここの

詳しい内容については、議事の二つ目の計画と実績の比較の方で説明しますので、ここでの説

明は省略させていただきます。 

事務局：続きまして 13 ページをご覧ください。13 ページは平成 20 年度八戸市介護保険事業の決

算見込みであります。表 10－1 の 20 年度の欄をご覧いただきたいのですけれども、歳入歳出差

引額が 4 億 5,150 万 5 千円の歳入超過となっており、ここから国や県に返還する貰い過ぎた負

担金というものを差し引いたものが、20 年度の実質的収支であります。この実質的収支は、2

億 3,549 万 2 千円のプラスとなっております。 

  表の 10－3 の 20 年度の欄のご覧いただきたいのですけれども、5の基金積立金 3億 7,807 万

3 千円でありますけれども、この中には 21 年度以降の介護報酬 3％アップによる保険料上昇を

抑制するために国から交付された臨時特例交付金 1 億 3,727 万円が含まれており、第 4 期計画

期間で使い切ることが約束されているものであります。 

  以上が八戸市介護保険事業の概要として、市のホームページにも掲載する予定の資料であり

ます。 

  続きまして 15 ページと 16 ページですけれども、こちらは八戸市と青森市、弘前市、青森県、

全国とを比較した資料になっております。15 ページの特徴的なところを申し上げますと、中段

の表の介護度別認定者数でありますけれども、構成比のところで、八戸市は全国と比較して、

要支援 1、2の割合が低く、その分要介護 1の割合が高くなっております。 

  16 ページの給付費の比較をご覧ください。八戸市の太枠の合計欄でありますけれども、高齢

者一人あたりの保険給付費は、八戸市は月に 21,448 円となっており、これは県平均よりは低い

額でありますけれども、全国平均よりは高い額ということになっております。また表の右側の

欄外にありますとおり、八戸市の高齢者一人あたりの給付費は、通所系サービスが全国平均の

1.5 倍、グループホームにいたっては全国の 1.7 倍となっている状況であります。反面、特別
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養護老人ホームの給付は、全国の 0.7 倍という状況であります。1 番下の表は、保険料の比較

を示したものでありますけれども、全国と青森県の改定率が第 4 期に上昇している中で、八戸

市は据え置くことができております。 

  以上で議事の（1）についての説明を終わります。 

会 長：ただ今、20 年度の介護保険事業の概要の説明をしていただきました。そういうことで 20

年度は終わったということでありますが、何かご質問、ご意見等ございますでしょうか。岩渕

委員。 

委 員：4 点お聞きしたいのですが、一つは 4 ページ。有料老人ホームというのが、4－1 の一番

下にありますけれども、これによると 100 人となっていますけれども、その有料老人ホームは、

住宅型とも書いていないと思うのですけれども、実際有料老人ホームに入っている人、住宅型

も含めて有料老人ホームに入っている人の実態というのはどうなっているのかということをお

伺いしたいと思います。特に私びっくりしたのが、うちのケアマネが有料老人ホームにふさわ

しい人をお願いしたら、お断りされました。なぜかというと介護度が低すぎる、つまり介護度

の重い人を有料老人ホームが、いうなれば集めているというような状況を見れば、実際何かあ

ったときにそういう災害の方も大丈夫なのかなというような状況も少し気にしております。 

  それから二つ目は、13 ページの内容を、10－3 の一番下に諸支出金といって金額が、2 億円

というかなり高い金額が諸支出金となっていて、この内容がどういうものが諸支出金になって

いるのかということをお伺いしたいと思います。 

  3 点目は、収納率、保険料の収納率の方です。介護保険のそれが、1年滞ると、1年半滞ると、

2 年滞るというような、そういうペナルティが課せられておりますが、市として第 2 段階の人

と思いますけれども、その人数を教えていただきたい。 

  そして第 4 点目は、特養等においては補足給付という、いわば所得の低い人に対してホテル

コスト、それから給食費が減免になっていますけれども、その状況。それから社会福祉法人が

低所得者に対して、法人の持ち出しで減免しております。うちも年間約 40 万円くらいの減免が、

法人持ち出しがありますけれども、市全体で、その状況はどういうふうになっているのかをお

伺いしたいと思います。以上です。 

会 長：4 点ですね。まず、どなたか。有料老人ホームの現状と、諸支出金というけれども額が

大きいのではないかということ。これはどういう意味かということですね。それから 3番目が、

介護保険を滞納している人の人数。それから最後 4番目が、減免を特養はやっているけれども、

市全体としてはどのくらいの額になるのかという 4点の質問です。 

事務局：まず 2 点目の諸支出金についてお答えいたします。この諸支出金というのは、国や県か

らいただいている介護給付に係る負担金を、まず前年度に概算でいただいているのですけれど

も、それを精算して多く貰った分というものが発生しますので、それを返還するときにここの

科目で予算措置をして返還している状況です。書いてある額は、その全体のボリュームに対し

ては少ないのですけれども、元のボリュームが大きいのでこのくらいの 2 億円という額になっ

ております。 

委 員：はい、わかりました。 

会 長：2番がＯＫで、あとは。1番は。3点目、どうぞ。 

事務局：3 点目についてお答えさせていただきます。介護保険課の小笠原です。ご質問の 3 点目
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の、保険料の未納者の人数でございますが、20 年度末現在介護保険料未納者の人数で、1 年未

満の方は 668 人、1 年以上 2 年未満の方は 1,539 人。あと介護保険料は 2 年で時効になります

が、一部納付とか時効延長になっている方もいますので、2年を超えて未納の方は 65 人いらっ

しゃいます。合計では 2,272 人になります。これが未納者の数。 

  次に 4 点目の、いわゆるホテルコストといわれる部分で、食費と扶助費の軽減部分ですが、

介護保険の給付という中では特定入所者介護サービス費という名前で実施されておりますが、

この認定者になっている認定者数は、20 年度末現在で 1,830 人でございます。 

  次に社会福祉法人が軽減している事業でございますが、これは現在 30 事業所で軽減を受けて

いる方がいらっしゃいますが、その事業所で軽減している合計金額は約 300 万円でございます。

その内、八戸市の方で補助を出している金額は、56 万 7,000 円となっております。以上でござ

います。 

委 員：はい、わかりました。ありがとうございます。 

会 長：1番、有料老人ホームの状況。 

事務局：その 1 番の有料老人ホームの数とか、今そこに入っている方の介護度別に何人かという

情報は、こちらでは把握していない状況でありまして、今すぐにはお答えできない状況です。 

委 員：ここにある有料老人ホーム等となっている人数は、どういう方たちが対象になっている

のか。100 人と出ていますけれども。 

事務局：特定施設にあたる方です。 

委 員：なるほど。住宅型は把握していないということ。 

事務局：そうです。 

委 員：これは、非常にこれからいろんな課題が起こり得る、本当に倒産しているところも、八

戸市ではないでしょうけれども、そういうところもあるというし、そういう介護度を目いっぱ

い使っていて、かなり介護保険の保険料に依存しているという状況もあると聞きますし、とに

かく実態を把握しておくというのが大切ではないのかなと。5,000 人くらいいますか、在宅サ

ービスを利用している人が。その内何％くらいの方が有料老人ホームに入っているのか。ちな

みに、うちのケアマネ事業所では、約 5％の人が有料老人ホームに入居している。そういう、

例えばケアマネなんかは実態を分かっているわけです。自分の担当者は、何人が有料老人ホー

ムに入っているか。ということで、そんなに調べなくても、ケアマネから情報をもらえれば、

ここの有料老人ホーム等の中にきちんとした、あるていど正確な数字が入ってくるのではない

かなというふうに思いました。無ければよろしいです。今後一つ検討してみてください。ここ

の中に書かれるのであれば、お願いします。 

会 長：今のは少し前にも出ていましたので、この有料老人ホームは。ここからの規制が無いも

のだから、非常に心配だという意見が、前の会議でもありましたはずですので、改めて情報が

出ていますので、1回まとめてみてください。 

  他にありませんか。 

委 員：同じく介護保険料の収納率のところについてお伺いしたいのですが、第 1 段階及び第 7

段階はともかくとして、2 から 6 段階までのところは、年々収納率が下降している。全体の合

計にしても 16 年度と 20 年度では 6％ちょっとが、年間でどんどんと下がりつつあるというこ

とについて、やはりこのまま下がっていくと大変だとは思うのですが、今後どのような、これ
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らについての、現在もおやりになっているとは思うのですけれども、今までと同じような対応

の仕方では下がっていっているので、下がるのを止めるためにお考えになっている、あるいは

対策を講じていることがあれば教えていただきと思います。 

事務局：健康福祉部の小笠原と申します。ただ今のご質問でございますが、介護保険制度におい

ては、特別徴収といいまして、年金からの引き去りが実施されておりますので、全体ではある

程度の収納率は維持されておりますが、どうしても普通徴収の方は、保険料の額にすると 1 割

くらいの方がこの普通徴収の額になりますが、ここの部分については全国的にも収納率が毎年

下がってきております。これについては、当然文書による実施の他に、個別に電話催告したり、

あとは自宅を訪問したりして、徴収のお願いはもちろんして歩いてはいますが、その部分につ

いてはこれからも強化はしてまいりたいと思います。さらにこの全国的な部分ですので、去年

の 7 月に、このことについては国の厚生労働省の方からも、通知というか技術的指導といいま

すか、そういう部分で通知がありまして、今後やはり収納率向上に向けた対策が必要であろう

ということで、口座振替は、八戸の場合は特別徴収があるものですからどうしても口座振替の

率が少ないものですから、なるべくこの普通徴収の方の口座振替の加入の促進をこれから強化

してまいりたいと思いますし、後は現在税の方でやっているような、滞納処分といわれる、い

わゆる悪質な滞納者に対する財産の差し押さえ等については、現在介護保険については高齢者

が対象ということもありますし、保険料が 2 年で時効ということになりますので、額そのもの

も高額にならいということもありまして、実際実施している自治体が少ないところであります

が、今後はやはりそれなりの収入があって納付能力があるのに払わないような方に対しては、

この滞納処分ということも検討していかなければならいと思っております。そのことについて

は、収納課さんの方とも何か状況を聞いて、介護保険料についても必要な場合は実施していく

ように検討していきたいと思っているところです。以上でございます。 

委 員：はい、分かりました。払いたくても払えないという人と、払わないもので済むなら払わ

ないという方と、種別によっては対応が違うのかと思いますが、やはり年金年額 18 万円未満の

方々がどうしてもということになりますと、かなり生活的にも逼迫をされている方々が払いた

くても払えないといったような状況もあるのかと思うので、個別にそれらに対する支援の仕方

というのもやはりはっきりしなければならないだろうと思うし、その個々のケースの整理をし

て対応していただきたいと思います。なにしろ 20 年度は減ったとはいえ、未納 1,345 万円です

か、ここの滞納繰越のところにあるのはこれでいいのですよね。この辺のところの滞納もどん

どん増えていくというのは、やはりその分だけ負担が多くなってくるといいますか、運営も厳

しくなってくると思うので、ぜひその辺も頑張っていただきたいと思います。 

会 長：他にございませんか。では、無いようですので、20 年度の会計の状況報告を終わりたい

と思います。 

  それでは次に、議事の（2）第 3期計画と実績の比較検証について、事務局から説明をお願い

します。 

事務局：議事の（2）についてご説明いたします。18 年度から 20 年度の第 3期計画期間、トータ

ルの決算状況についてご説明します。それでは 1 ページをご覧ください。1 ページは第 3 期計

画期間における認定者数と被保険者数の計画値と実績の値を比較したものであります。上段が

計画の値、中段が実績の値、下段が実績から計画を差し引いた比較の値であります。下段の比
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較の表を見ていただきたいのですけれども、3 年間を通して被保険者数は見込みよりも多くな

っていますが、認定者数は見込みよりも少ない結果となりました。よって認定率も計画より低

く抑えられております。認定者が少なかった要因としましては、要支援 1、2 の認定者が見込み

よりも伸びなかったことが挙げられます。このこともあって、次の 2 ページ、3 ページをご覧

いただきたいのですけれども、こちらは差し替えの資料の方をご覧いただきたいと思います。2

ページが介護給付費の額なのですけれども、こちらの 2 ページの介護給付が計画よりプラス、

多かったというのに対して、3 ページの予防給付、こちらが計画より大幅なマイナスとなって

いるということが、先ほどご説明した要支援 1、2 の認定者が大幅に少なかったことによると考

えております。 

  それでは 4ページと 5ページをご覧ください。4ページ、5ページは、前のページでご説明し

た介護給費と予防給付費、これに地域支援事業費と財政安定化基金に係る経費を足した、介護

保険事業の総支出になっております。5 ページの実績から計画の値を差し引いた比較の表をご

覧いただきたいと思います。一番下の総費用額の第 3期合計がマイナス 21 億 7,857 万 4 千円と

なっておりまして、この分の支出が当初計画よりも少なくて済んだということになっておりま

す。費用が少なくて済んだ要因としましては、先ほども述べましたとおり、要支援 1、2 の方の

予防給費が計画よりも大幅に少なかった、伸びなかったということが挙げられます。 

  それでは 6ページと 7ページをご覧ください。6ページ、7ページは保険料に関する資料であ

ります。6 ページは保険料の賦課額、実際に収納した額ではなくて、こちらで賦課した額の資

料です。結果としましては、第 3 期は計画よりも 1 億 5,403 万円多くなっております。これは

計画に対して 1.7％の増でありますので、ほぼ見込みどおりの賦課額でありました。 

それでは 7 ページをご覧ください。7 ページは保険料の収納に関する資料になります。上段

の表が計画でありますけれども、保険給付費と地域支援事業費の第 1 号被保険者負担分、財政

安定化基金への拠出金と同基金からの借入償還金を合計した保険料必要額はトータルで 84 億

7,153 万 3 千円と見込んでおりました。これを被保険者数で割りまして、第 3 期の保険料基準

額を月額 4,800 円とさせていただいておりました。 

次に中段の表が実績でありまして、保険料必要額はトータル 78 億 9,736 万 9 千円で、計画よ

りも5億7,416万4千円少なくなっております。これに対して実際の保険料収納額は86億3,726

万 5 千円となりまして、第 2 期からの繰越金等を調整いたしますと、9 億 1,112 万 6,000 円の

黒字という結果になりました。これを保険料基準額で見てみますと 507 円のマイナス、月額

4,293 円で済んだということになります。 

21 年度からの第 4期計画では、基金の積立を取り崩すことにより、保険料を据え置くという

ことができておりまして、さらに今後の給付費の増加というものに備えるためにも、この第 3

期計画で黒字を確保できたということは良かったと考えております。 

それでは次の 8ページから 10 ページの地域支援事業に係る計画と実績の比較については、高

齢福祉課の担当からご説明いたします。 

事務局：それでは資料 8 ページからの地域支援事業の計画と実績の比較についてご説明いたしま

す。まず 8 ページ、これは計画値になりますので、見たままです。差し替えの資料の方になり

ますけれども、9 ページは実績になります。少し戻っていただきますけれども、先ほどの介護

保険事業の概要について、こちらの 12 ページを並べて見ていただくと分かるかと思うのですけ
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れども、件数とあるところで数値が違っているところがあると思います。これは介護保険事業

の概要の方には分かりやすく件数、人数だったりとか、開催の回数、パンフレットでしたら配

布した部数という形で書いてあります。計画と実績の比較の方は、計画に合わせまして全て人

数、延べ人数ということで件数の方が載っていますので、数値が違っている部分もあります。 

  それでは 9 ページ、実績の方の説明をしたいと思います。こちらの一番上、特定高齢者把握

事業の中の生活機能評価ですが、19 年度までは基本健診の中で実施していましたけれども、20

年度より介護予防事業として加わりましたので、20 年度から新たに費用額の方が発生していま

す。 

  少し下に行きまして、通所型介護予防事業の中の体力アップ支援事業、こちらは南郷区で行

っているものですけれども、20 年度は対象者が増加したということで、18 年、19 年度に比べ

て費用額は大幅に増加しています。 

  次に真ん中より少し下になりますけれども、包括的支援事業の中の包括的・継続的マネジメ

ント事業についてですが、こちらの 20 年度の費用額が 18 年、19 年度に比べて大幅に減少して

おりますけれども、これは 19 年度までこの部分に含まれていた非常勤職員の人件費を、20 年

度から包括的支援事業事務費の方に計上したため少なくなっております。ちなみに、この包括

的・継続的マネジメント事業の件数ですけれども、これは居宅のケアマネさん達を対象者に行

っている研修会の参加人数となっていますので、費用額の減少とは連動していません。 

  次に 10 ページをご覧ください。こちらも差し替え資料と書いたものになりますけれども、

100％イコール計画値となっていますので、100％を超えている部分は計画値を上回っている。

逆に 100％に満たない部分は、計画値を下回っているということになります。皆増、皆減と書

いた部分は脚注に書いてあるとおりです。 

  数値の方は、ご覧いただいているとおりですので、細かい説明は省略させていただきますけ

れども、全体的に費用額については多くの部分で計画値を下回っているということがお分かり

いただけると思います。地域支援事業についての説明は以上です。 

事務局：以上で、議事の（2）についての説明を終わります。 

会 長：ただ今第 3 期の、18 年、19 年、20 年トータルでどうであったかという計画と実績を比

較した報告がありました。黒字であったということであります。これを次の 4 期計画の方に使

わせていただいて、4,800 円は上げないということで、据え置いてやっているわけであります

が、何かご質問等ございますでしょうか。 

委 員：結果とすると 4,293 円で第 3 期は終わったということで、黒字であったと。預金の額が

幾らなのか、結果として現在預金は幾らあるのか。 

事務局：20 年度末現在の基金残高ですけれども、およそ 6億 7,800 万円となっております。 

委 員：ここの数字は、どこに載っているのですか。 

事務局：これは資料には載せておりませんでした。 

会 長：保険料を決めるときに出ていたと思います。 

委 員：保険料を決めるときには、まだ予測でしかできなかったわけですよね。 

事務局：計画作成のときは、まだ見込みということで。 

委 員：実態はどうであったかということがあって。 

事務局：ほとんど変わっておりません。 



 9

会 長：他にございませんか。よろしいですか。なかなか保険料を決めるということは、結果的

には 500 円くらい多かったのかということですが、ただその要因は人数を予測したら実際に使

う人が少なかったという、こういうことで結果的にこうなったことでありまして、この逆であ

ると何でそうしなかったのだというふうなことにもなるので、大変これは難しい部分がありま

す。ですから、そういう意味では 4 期計画、5 期計画の方でこの繰越金を使っていこうという

ふうなことで保険料を決めてあったわけでありますので、そういうことでご理解を賜りたいと

いうふうに思います。 

事務局：どうも皆さまお疲れ様でございました。次回の部会でございますが、日時は来年の 2 月

17 日です。えんぶりが始まる日ですけれども、今度もどうぞよろしくお願いいたします。会場

はまだ決めておりません。追ってお知らせいたしますので、よろしくお願いいたします。本日

は本当にお忙しい中、会議に出席していただきましてありがとうございました。 

事務局：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。ありがとうございました。 

   

 

 


