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平成 22 年度第 2回 八戸市健康福祉審議会 介護・高齢福祉部会 

日時：平成 23 年 2 月 16 日（水）午後１時 30 分 

場所:八戸市福祉公民館 ２階手話教室 

 

●出席委員（15 名） 

 坂本部会長、田名部委員、山本委員、中村委員、熊坂委員、小ヶ口委員、金谷委員、浮木委員、

分枝委員、千葉委員、斎藤委員、古舘委員、髙山委員、嶋守委員、平委員 

●欠席委員（1名） 

 岸原副部会長 

●事務局 

松浦市民健康部長、工藤福祉部長兼福祉事務所長 

池本福祉部次長兼福祉政策課長 

【高齢福祉課】梅内高齢福祉課長、長谷川地域包括支援センター所長、古川副参事、原主幹、

見附主事 

【介護保険課】日山介護保険課長、小笠原副参事、山地主幹、榊原主幹、松村主査、山本主事、 

吉田主事 

 

事務局（榊原主幹）：それでは、ただいまから平成 22 年度第２回介護・高齢福祉部会を開会いた 

します。本日の出席人員は 15 名で半数以上の出席者でありますので会議が成立しておりますこ 

とをご報告いたします。議長は部会長に務めていただきます。それでは坂本部会長お願いいた 

します。 

議長（坂本部会長）：それでは開会にあたりまして一言ごあいさつを申し上げます。本日は委員の 

皆さまにおかれましては大変お忙しい中おいでいただきまして大変ありがとうございます。今 

日は３つのことの審議をしていただきたいと思っております。１つは小規模多機能型居宅介護 

の選定についてでございます。２つ目は平成 22 年度の決算の見込みについてであります。そし 

て、３つ目は分科会での決議事項についてということでございますのでどうぞ慎重にご審議い 

ただきたいと思います。また、今回が 22 年度の最後の介護・高齢福祉部会となります。これま 

でそれぞれの委員の皆さまにおかれましては熱心にご審議をいただきまして改めて感謝を申し 

上げるところでございます。来年度も皆さまのご協力を賜りまして進めて参りたいとこう思っ 

ておりますのでどうぞよろしくお願い申し上げます。それでは早速議事に入ります。最初に（１） 

番の小規模多機能型居宅介護の選定についてでございますが、１月 21 日に開催されました地域 

密着型サービス運営委員会におきまして公募選定２次審査をおこないました。本日は２次審査 

の結果についてご審議いただき、当部会といたしまして４事業所を選定したいとこう思います。 

それでは２次審査の結果について事務局から説明を願います。 

事務局（山本主事）：介護保険課の山本と申します。よろしくお願いします。資料の１ページとい

いますか一番最初になりますけれども、小規模多機能型居宅介護の公募の選定の結果を報告す

る前に、ページ数はついていないのですけれども一番上のところに平成 22 年度八戸市小規模多

機能型居宅介護の公募選定概要についてということで先に概要の方をご説明させていただきた
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いと思います。地域密着型サービス運営委員会の皆さまには既にご存知かと思いますけれども、

今回部会の方でご審議ということでしたので地域包括支援センター運営協議会の委員の皆さま

にもご理解いただきたいということで最初に概要の方をご説明させていただきたいと思います。

地域密着型サービス運営委員会の委員の皆さまにおかれましては繰り返しになりますけれども

どうかご理解をいただきたいと思います。一番最初のところですけれども公募内容、平成 21 年

３月に作成した計画にもとづいて小規模多機能型居宅介護を４箇所公募するということで、計

画にもとづいて 22 年度にスタートいたしました。そして、募集圏域といたしましては田面木・

館・豊崎から大館・東地区及び南郷区まで８圏域を募集圏域といたしまして公募をいたしまし

て、公募条件等は特に法人格を有していれば良いということになっております。それと、選定

方法ですけれども２段階方式になっていまして１次審査と２次審査がありまして１次審査の方

が客観的な判断基準により審査内容の項目について事務局で審査を行いました。例えば半径 500

メートル以内で世帯数が何世帯以上あるとか客観的な項目にもとづいて審査を事務局の方でお

こないました。先ほど坂本会長のほうからもお話がありましたが、１月 21 日に地域密着型サー

ビス運営委員会の委員の皆様方に応募法人のプレゼンテーションとヒアリングにもとづいて点

数をつけていただいて２次審査をおこないまして、今日その集計結果を報告するというかたち

になっております。そして点数の高い順から４箇所を選定するということで進めてまいりまし

た。これまでの流れですけれども、昨年の６月 13 日にまず八戸市健康福祉審議会で小規模多機

能型居宅介護の概要を説明したところです。そして、７月 16 日の地域密着型サービス運営委員

会においてどういうかたちで公募するかというところで要綱等をご審議いただきまして、御了

承いただいて７月から法人の募集をいたしました。それで、８月 20 日に説明会をおこないまし

て最終的に 20 法人の申し込みがございました。そして、11 月 12 日に１次審査の結果を事務局

の方でご報告いたしまして２次審査の方法を委員の皆さまにご説明いたしました。プレゼンテ

ーションの対象は 11 法人であり、先月１月 21 日の地域密着型サービス運営委員会においてプ

レゼンテーションをおこないました。そして、本日２月 16 日の介護・高齢福祉部会で選定法人

をご報告するという形で今日まで至っております。以上が概要になります。では、資料の１ペ

ージをお開き願います。１ページが総括表になっておりまして、２ページから５ページが設置

場所になっています。６ページ以降は点数の具体的な内訳となっております。主に１ページの

ところを使ってご説明したいと思います。このような形で２次審査をおこないましたけれども、

まず地域密着型サービス運営委員会の皆様におかれましては、１月 21 日の前に大量の資料を２

週間前位からお読みになり５時間近くのプレゼンを熱心に審査いただいて本当に感謝申し上げ

ます。どうもありがとうございます。１ページの集計結果ですけれども、１次審査と２次審査

の合計点数に基づいて点数が決まっていまして、上位４法人ということで１番目が 95.9 点の社

会福祉法人寿栄会、２番目が 95.4 点同伸会、３番目が 94.5 点の東幸会、４番目が 89.9 点の友

の会、ということで選定されております。八戸市は 12 圏域にわかれていますけれども、どこに

小規模多機能型居宅介護施設が整備されているかというと１ページの下のところの資料になり

ます。字が小さいですけれども具体的に事業所名が入っているところが既に小規模多機能型居

宅介護を始めている事業所になります。そして黒く丸で囲んである３・４・７・９というとこ

ろが今回上位の４法人になります。事業所名はまだ決まっていないので、友の会・東幸会・寿

栄会・同伸会ということで入っており、来年度から順次事業開始するという見込みになってお
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ります。そして、１ページの下の右側のところに第４期の日常生活圏域を１から 12 まで書いて

いますけれども、ここで下線を引いている生活圏域があります。５は三八城・根城、６は小中

野・江陽、８は是川・中居林、12 は南郷区、これらは小規模多機能型居宅介護がまだ整備され

ていない圏域ということで記載されております。今回の選定によって、１ページ下に書いてあ

りますけれども、第３期で５圏域６事業所、第４期で４圏域４事業所ということで８圏域 10 事

業所が来年度までに整備される見込みになっております。ということで、１ページが総括表の

ような形になっておりまして、２ページ以降は具体的な設置場所となっております。２ページ

をお開き願います。２ページは柏崎・吹上圏域の寿栄会ですけれども、整備場所は八戸市では

医療福祉事業を田向地区の方でということで進めてまいりまして寿栄会さんもこちらの方で建

設する見込みとなっておりますが、丸で囲んでいるところが整備予定地区で千葉幼稚園あたり

になっております。３ページをご覧いただきたいと思います。３ページが同伸会さんですけれ

ども、こちらは非常に人口が密集している地域になっていまして世帯数が多いですけれども、

真中左あたりの新井田・大館のあたりのところに整備がされる見込みとなっております。４ペ

ージをお開き願います。４ページは東幸会さん白山台圏域というところですけれども、白山台

より市内の中心街に近いということで、上のところで丸がついている横に星型みたいなマーク

がついていますけれどもそこは市立図書館になっています。図書館に近くから行けるところに

整備がされることになっております。次に、５ページをお開き願います。横でご覧いただきた

いと思いますが、国道 104 号で主要地方道八戸、三沢線と 104 号が交差するところがあると思

いますけれども、そのあたりに整備がされる見込みとなっております。以上が整備予定の場所

となっております。６ページからそれ以降のページは、具体的な審査の点数となっております。

点数のつけ方といたしましては、それぞれ８名の委員さんが各項目に点数をつけていただきま

して、この合計点という形だけではなくて合計点のうちの一番高い点と一番低い点を１つずつ

除いた合計点の平均点を出しております。すべて同じような形で 11 ページまで集計をいたして

おります。以上で資料のご説明を終ります。 

議長（坂本部会長）：はい、ご苦労様でした。ただいま山本さんの方から具体的に４箇所選定した

根拠と説明をいただきましたが、なにか委員の皆さんご質問等ございますでしょうか。よ 

ろしいですか。 

委 員：はい。 

議長（坂本部会長）質問がないようでありますので、それでは今事務局から説明のありました通  

 り点数の高い順に寿栄会、同伸会、東幸会、友の会の４事業所を選定することにご異議ござい

ませんか。 

委 員：はい。 

議長（坂本部会長）：はい、それでは全員一致でご異議なしということでありますので寿栄会、同

伸会、東幸会、友の会の４事業所を選定することに決定いたしました。ありがとうございまし

た。特に地域密着型サービス運営委員会の委員の皆さんは、12 時 50 分から６時近くまで本当に

ご苦労様でございました。第４期計画がこれで４箇所決まったわけですが、次の第５期計画も

またいずれ出てくると思いますので、委員の皆さまを中心としてその熱い気持ちがあるうちに

これだけは次回に向かってこういうふうなことをしたらいかがですかという提案等がもしあれ

ば今承っておいた方が事務局の方もまた第５期に向かっていけるかなと思っていましたがいか
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がでしょう。 

委員（浮木委員）：今回の公募では応募条件を付けずに広く公募して新規法人も参入できるように

しましたが、結果的には大型法人が選定されましたので、もちろん安心して任せられることも

ありますが、次回はさらに緩和して、小規模な法人でも熱意があり有望であるならば選定され

るような形の公募条件を検討してはどうでしょうか。また、すでに複数の小規模多機能を整備

している法人は公募から外してはどうかと思います。今回で４か所整備が決まり、10 か所整備

されることになったのですが、まだ空いている圏域がありますので、次の小規模多機能の募集

圏域については、小規模が整備されていない圏域を募集圏域として考えてはどうかと思います。

ただ、柏崎・吹上地区は小規模が整備されていますが、田向を含む吹上地区に２か所整備され

て、柏崎地区には整備されていませんし、まちなかに位置している圏域でありますので、柏崎

地区は別に考えることも必要かと思います。 

議長（坂本部会長）：今日はそれを審議する場ではございませんのでご意見だけですね、はい。そ 

れに対して回答うんぬんではありませんから。熱いあの６時間かけてやったあの思いを、今の 

うちに言っておかないと。 

委員（山本委員）：わたしもちょっと気になっているのですが、結果的に今回選定された４事業所

はどれも社会福祉法人になったのですが、点数みてもわかる通り株式会社とか学校法人いずれ

もこの事業に取り組む熱意を感じました。ということで、５期計画では今のところ整備されて

いない圏域があるわけですから、是非このまだ整備されていないところにという思いがありま

す。もうひとつ、12 圏域を第４期で区分けしているのですが柏崎・吹上の地区の中に医療事業、

それから福祉事業が進んでいる田向地区を入れているというのがなんかちょっと区分け区割り

の部分で考えてもいいのではないかという思いはしました。以上です。 

議長（坂本部会長）：はい、あとなにかございませんか。だいたい今のようなことですかね皆さん

ね。今、委員の皆さんからそういうふうな意見が出ていたのでその辺は次回の時に参考にして

その時はその時でまた選定方法というのをまた新たに作ると思いますので一応今のところで意

見ということで聞いておきたいとこう思います。それでは、次の（２）番の平成 22 年度決算見

込について事務局から報告を受けることといたします。はい、吉田さん。 

事務局（吉田主事）：介護保険課の吉田と申します。よろしくお願いいたします。表紙が（２）平 

成 22 年度決算見込についてとなっております。資料 1 ページをお開きください。第４期計画期 

間は、平成 21 年度から平成 23 年度までの３年間となっております。平成 21 年８月 18 日開催 

の第１回介護・高齢福祉部会では主に平成 21 年度の計画と実績との比較について説明させてい 

ただきました。23 年度は実績がない状況でありますことから、平成 22 年度の計画と実績との 

比較が主なご説明となるものでございます。１ページは認定者数と被保険者数についてであり 

ます。上段の表が計画、中段の表が実績、下段の表が計画と９月末の実績との比較となってお 

ります。第２号被保険者を含めた認定者数の合計は、計画 9,711 人に対し実績 9,097 人となっ 

ており計画より 614 人少なくなっております。介護度別では、要介護１が計画より特に下まわ

っております。次に第 1 号被保険者数ですが、計画 54,620 人に対し実績 54,861 人となってお 

り、計画より 241 人多くなっております。次に認定率ですが、認定者数の合計が計画より少な 

く、第１号被保険者数が計画より多かったことから計画17.8％に対し実績16.6％となっており、

計画より 1.2 ポイント低くなっております。なお、認定率は平成 21 年度の認定率より 0.2 ポイ
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ント高くなっております。 

２ページをお開きください。２ページは介護給付費についてであります。上段の表が計画、 

中段の表が実績、下段の表が計画と実績との比較となっております。平成 22 年度については、

現在 12 月末時点まで実績がございます。22 年度残りの３ヵ月分の見込につきましては、４月か

ら 12 月までの各月の一番大きい実績を１ヵ月分としそれを３倍にして３ヵ月分の見込み値を出

し、４月から 12 月までの実績値と足して今年度の決算見込としております。平成 22 年度の合

計で、計画 144 億 6,609 万円に対し決算見込み 138 億 1,562 万 1 千円となっており計画より６

億 5,046 万９千円の減、率にしまして約 4.5 パーセントの減となっております。減となっている

主なサービスは、居宅サービスの通所介護及び通所リハビリテーション・短期入所生活介護、地

域密着型サービスの地域密着型介護老人福祉施設、施設サービスの介護老人保健施設となってお

ります。 

３ページをお開きください。３ページは予防給付費についてでございます。上段の表は計画、

中段の表は実績、下段の表が計画と実績との比較となっております。平成 22 年度については、

介護給付費と同様に４月から 12 月までの実績と３ヵ月分の見込を足して決算見込としておりま

す。平成 22 年度の合計で、計画４億 9,791 万４千円に対し決算見込５億 264 万８千円となって

おります。計画より 473 万４千円の増、率にしまして約 1.0 パーセントの増となっております。

増になっている主なサービスは、介護予防サービスの通所介護となっております。 

４ページをお開きください。４ページは、５ページにわたりまして先ほどご説明した介護給付

費と予防給付費に地域支援事業費・財政安定化基金に係る費用を加えた介護保険事業の総費用と

なっております。平成 22 年度は、合計で計画 159 億 6,773 万７千円に対し決算見込約 152 億

9,575 万円となっております。 

５ページをお開きください。実績から計画を差し引いた比較の表がございますが、平成 22 年

度は合計で計画より６億 7,198 万６千円の減、率にしまして約 4.2 パーセントの減となっており

ます。減となっている主なサービスは、居宅サービスの通所リハビリテーション・短期入所生活

介護、地域密着型サービスの地域密着型介護老人福祉施設、施設サービスの介護老人保健施設と

なっております。 

６ページをお開きください。22 年度の給付費見込についてですが、給付費の総額は 152 億

9,575 万円となる見込でありまして計画よりも６億 7,198 万６千円、4.2 パーセント少なくなる

見通しであります。ですが対前年度で比較しますと約８億円のプラス、5.3 パーセントの増とな

っております。次に、22 年度介護保険事業収支の見込、第１号被保険者の保険料収入が余るの

かあるいは余らないのかというところですけれども、22 年度は約 2,000 万円の黒字となる見込

です。この部分が余剰金ということになります。なお、これは現時点での見込であり今後残りの

3 ヵ月分の給付費が確定することによりまして黒字幅が減少あるいは基金からの取り崩しも想

定されます。来年度につきまして、地域密着型小規模特養、小規模多機能型居宅介護施設等の整

備が進むにつれ給付費が増えることが見込まれることから、基金の取り崩しが見込まれます。説

明は以上です。 

議長（坂本部会長）：はい、ありがとうございました。堅実に今運営されているということでござ 

いますが、ただいまの報告に対してご質問ございませんか。 

委員（中村委員）：今基金とはどの位あるのですか。 
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議長（坂本部会長）：はい、吉田さん。 

事務局（吉田主事）：現在 9 億 8,000 万円ほどございます。 

議長（坂本部会長）：他にございませんか。よろしいですか。では質問ないようでございますので 

この報告を了承して次の議事にうつります。（３）番分科会の決議事項について、去る１月 26 

日開催の地域包括支援センター運営協議会において１件の決議事項がありましたので報告いた 

します。決議事項について事務局から説明を願います。 

事務局（見附主事）：高齢福祉課の見附と申します。よろしくお願いいたします。１月 26 日行わ 

れました第２回八戸市地域包括支援センター運営協議会での決議事項をご報告いたします。 

（３）分科会の決議事項について、次の１ページをご覧ください。介護予防支援業務の委託事 

業者についてご審議いただき、一番上に委託事業所とありますご覧の４事業所への業務委託を

ご承認をいただきました。今日現在で委託事業所数は 68、委託可能見込みは 1,029 件となって

おります。報告は以上です。 

議長（坂本部会長）：ただいまの説明についてご質問ございませんか。よろしいですか。はい、で 

は質問ないようですのでこの議決事項を了承したいと思います。最後にその他ですが、委員の 

皆様方からなにかございますでしょうか。では、委員の皆様の方からはないようでございます 

ので、以上で本日の議事はすべて終了いたしました。 

事務局（榊原主幹）：坂本部会長ありがとうございました。ここで、本日は今年度最後の介護・高 

齢福祉部会となりますことから松浦市民健康部長より委員の皆さまへお礼のご挨拶がございま 

す。松浦部長お願いいたします。 

事務局（松浦部長）：市民健康部長の松浦でございます。一言ご挨拶を申し上げます。今年度この 

会議であります介護・高齢福祉部会、分科会でやりました地域密着型サービス運営委員会とか 

地域包括支援センター運営協議会、合わせて８回開催させていただきました。それぞれの会議 

におきましては、委員の皆様は大変熱心にしかも長時間な会議が多く大変ご苦労をかけたと思 

っております。今年度は第 4 期計画の２年目にあたっているわけでございます。先ほど説明も 

いたしましたけれども給付費の規模もですね、ほぼ計画通り計画内で収まっているということ 

で順調な推移といいますかそういうことでございます。ただ実際は大変な伸び率です。大きな 

伸び率を示している介護事業となっています。年度が変わりますと 23 年度に入りますけれども、 

今度は次の第５期の計画に向けての計画策定に入るわけでございます。そのなかには介護保険 

料につきましても色々決定するという重要な時になるわけでございます。その計画策定に向け

まして事務局のほうでは、今年度中に市民アンケートを実施する予定で今準備を進めておりま

す。それらを基にして次期の計画を策定という段取りをしたいと考えております。委員の皆様

におかれましては今後も、介護保険行政及び高齢者福祉行政につきましてご尽力を賜りますよ

うお願い申し上げまして、今年度最後の会議のご挨拶といたします。ありがとうございました。 

事務局（榊原主幹）：それではこれをもちまして介護・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。 

 

 


