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平成 23 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 23 年 6 月 29 日（水）午後１時 30 分 

場所:八戸市公民館 １階講義室 

 

●出席委員（15 名） 

 坂本部会長、岸原副部会長、山本委員、中村委員、澁田委員、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） 

 豊田委員 

●事務局 

松浦市民健康部長、工藤福祉部長兼福祉事務所長 

鬼柳市民健康部次長兼国保年金課長、大石福祉部次長兼障がい福祉課長 

【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、嶋森副参事 

【健康増進課】木村健康増進課長、石藤副参事 

【介護保険課】日山介護保険課長、田茂副参事、山地主幹、榊原主幹、松村主査、大里主査、 

吉田主事 

事務局（榊原主幹）：それでは、定刻となりましたので、只今から平成 23 年度第 1 回介護・高齢

福祉部会を開会いたします。本日の出席委員は、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。ここで、会議に先立ちまして、新たに委員となられ

た方をご紹介いたします。澁田大路委員でございます。また、本日はご都合により欠席されて

おります、豊田美好委員でございます。続きまして、今年度の人事異動に伴い、新たに事務局

の職員となりました課長補佐級以上の職員をご紹介いたします。大石治男福祉部次長兼障がい

福祉課長でございます。鬼柳裕市民健康部次長兼国保年金課長でございます。木村亮子健康増

進課長でございます。嶋森三男高齢福祉課副参事でございます。石藤フキ野健康増進課副参事

でございます。田茂隆一介護保険課副参事でございます。それでは、議長は部会長に務めてい

ただきます。坂本部会長、お願いいたします。 

議長（坂本部会長）：開会にあたりまして、ひと言ご挨拶を申し上げます。本日は委員の皆様にお

かれましては、お忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございました。また、この

たび委員になられました澁田委員にはどうぞよろしくお願いいたします。本日は、今年度の第

1 回目の部会という事で、市民アンケートを行いましたのでそのアンケートと、類似自治体と

の比較についてと、もう一つは平成 23 年度の介護・高齢福祉部会のスケジュールについての、

２つの議事をご審議いただくということでお集まりいただきました。第４期の今年は３年目の

最後の年でございます。第４期計画がどのようになっているかを検証しながら、第５期が平成

24 年度から始まりますので、そのことについて今年度は計画を作りますから、大変忙しいスケ

ジュールになろうかと思います。そういうことで重要な年でもありまして、本年度、事務局か

らお聞きしますと６回程度の会合が予定されてございますので、皆様におかれましては、ぜひ

日程を合わせていただいて、ご審議をよろしくお願い申し上げたいと思います。それでは、市

民の皆様にとってより良い計画ができることを祈念申し上げるとともに、皆様によろしくお願
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い申し上げまして、開会のご挨拶とさせていただきます。それでは、次第に従いまして早速議

事を進めてまいります。最初に（１）の「市民アンケート、類似自治体との比較」について、

事務局から報告を受けることといたします。 

事務局（榊原主幹）：介護保険課の榊原と申します。よろしくお願いいたします。それでは、まず、

市民アンケートについてご報告させていただきます。別冊の「介護保険に関するアンケート調

査結果」をご用意願います。本冊子は、委員の皆様方に事前に送付させていただいております

ので、調査の概要をご説明させていただくことでご報告とさせていただきます。それでは、２

ページをお開き願います。まず、「１ 調査目的」についてですが、介護保険の第 1 号被保険者

である 65 歳以上のサービス利用者及び未利用者の生活状況やサービス満足度、保険料負担の意

向等について把握することにより、第５期八戸市高齢者福祉計画策定の基礎資料とすることを

調査目的としております。次に、「２ 対象者数」についてですが、第 1 号被保険者 3,000 人と

いたしました。その内訳は、(１)の一般用としまして、要介護認定を受けていない第 1 号被保

険者が 1,200 人、(２)の受給者用としまして、居宅サービス利用第 1 号被保険者が 1,800 人と

なっております。※印のところですが、(１)の一般用、(２)の受給者用ともに、12 の日常生活

圏域ごとに無作為抽出しております。次に「３ 調査方法」についてですが、アンケート調査

票を郵送し、回答記入後、同封の返信用封筒により返送を依頼いたしました。また、調査は無

記名で行いました。ただし、(１)の一般用のみ、回答いただいた本人の運動機能や活力などの心

身の状況について生活アドバイス表の送付を希望する場合は、名前と住所を記入していただく

こととしております。※印の調査項目についてですが、第５期計画の策定にあたり、国では、

日常生活圏域ごとに必要なサービスの種類・量を見込み、居宅介護・施設介護・地域密着型介

護サービス等の基盤整備や地域支援事業等の構築をどのように進めていくか等を決定すること

が重要であるとし、日常生活圏域ごとに高齢者の要介護リスク等の指標を把握・集計するため

の「日常生活圏域ニーズ調査」の調査項目を昨年 10 月に国が示したところでございます。つき

ましては、(１)の一般用、(２)の受給者用ともに、平成 20 年 1 月に実施しました前回の調査項

目に「日常生活圏域ニーズ調査」の調査項目を適宜組み入れて調査いたしました。次に、「４ 調

査票発送日」ですが、本年２月 28 日に発送いたしました。次に、「５ 回答期限」ですが、本

年３月 18 日までの投函を依頼しております。次に、「６ 回収率」についてですが、一般用、

受給者用合わせて 67.5％となっております。内訳は、(１)の一般用が 70.3％、(２)の受給者用

が 65.6％となっております。なお、記載してございませんが、前回の調査と比較いたしますと、

(１)の一般用は前回より 9.7 ポイント高く、(２)の受給者用は前回より 6.8 ポイント高くなって

おり、一般用、受給者用合わせますと、前回の回収率は 59.5％でしたので、前回より 8.0 ポイ

ント高くなっております。また、回収率につきましては、東日本大震災の影響が懸念されまし

たが、３月１日から３月 10 日までの間で全回収数の７割以上の 1,500 人近くの返送がありまし

た。３ページに参りまして、「７ 調査項目一覧」についてですが、表の一般用の列と受給者用

の列には、各調査項目に係る問の番号と記載ページを表記しております。また、★印のマーク

は、日常生活圏域ニーズ調査項目を表し、また、網掛けとなっているものは、前回調査は無く

今回調査したものを表しています。網掛けの無いものは前回・今回とも調査したものとなって

おります。調査項目の区分としましては、回答者属性、家族・生活の状況、運動・閉じこもり

に関すること、転倒予防に関すること、４ページに参りまして、口腔・栄養に関すること、物
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忘れに関すること、日常生活に関すること、５ページに渡りまして、社会参加に関すること、

健康に関すること、サービスの満足度と利用意向、６ページに参りまして、ケアマネジャーと

ケアプラン、介護保険料と利用料の負担、必要な施策、そして自由意見となっております。調

査項目数の計は、一般用は 101、受給者用は 40 となっております。7 ページに参りまして、「８ 

主な回答結果」についてですが、(１)の回答者属性の①性別については、一般用、受給者用合わ

せますと、男性が 687 人（33.9％）、女性が 1,318 人（65.1％）となっており、女性の割合が多

くなっております。なお、男女の割合は前回調査もほぼ同じ割合となっております。次に、②

年齢階級別についてですが、一般用、受給者用合わせますと、各年齢階級 18％台から 21％台

となっており、概ね同じ割合となっております。次に、(２)家族・生活の状況の①家族構成につ

いてですが、一般用、受給者用ともに「家族などと同居」と答えた人の割合が最も多くなって

おります。「家族などと同居」と答えた人は、一般用が 691 人（82.0％）、受給者用が 824 人

（69.8％）となっております。８ページに参りまして、「家族などと同居」と答えた人について、

アの本人を含む人数については、一般用、受給者用ともに、「２人」と答えた人の割合が最も多

くなっております。「２人」と答えた人は、一般用が 295 人（42.7％）、受給者用が 280 人（34.0％）

となっております。次に、イの同居している人については、一般用は、「配偶者」と答えた人が

525 人（76.0％）で最も多く、次いで、「息子」257 人（37.2％）、「孫」159 人（23.0％）と続

いております。受給者用は、「息子」と答えた人が 402 人（48.8％）で最も多く、次いで、「配

偶者」367 人（44.5％）、「子どもの配偶者」288 人（35.0％）と続いております。次に、②の

「主にどなたの介護・介助を受けているか」については、受給者用について「娘」と答えた人

が 216 人（18.3％）で最も多く、次いで、「妻」206 人（17.4％）、「息子の妻」197 人（16.7％）

と続いております。なお、記載してございませんが、介護をしている人を性別でみますと、そ

の他不明を除き、男性の割合は 21.4％、女性の割合は 54.2％となっております。次に、③の「現

在の暮らしの状況を経済的にみてどう感じているか」については、一般用、受給者用ともに、

「やや苦しい」と答えた人の割合が最も多くなっております。「やや苦しい」と答えた人は、一

般用が 339 人（40.2％）、受給者用が 495 人（41.9％）となっております。なお、「苦しい」と、

「やや苦しい」を合わせた割合でみますと、一般用は 66.8％と全体の６割以上を占め、受給者

用は 70.3％と全体の７割以上を占めております。次に、(３)サービスの満足度と利用意向の①

介護保険サービスの満足度については、受給者用は 11 種類のサービス全てについて、「満足」

及び「ほぼ満足」を合わせた割合は、「利用したことがない」及び「不明」を除き、全体の５割

以上を占めております。なお、小規模多機能型居宅介護を除く、10 種類のサービスでみますと、

「満足」及び「ほぼ満足」を合わせた割合は、10 種類とも全体の７割以上を占めております。

小規模多機能型居宅介護は、前回調査は無く、今回調査したものですが、「満足」及び「ほぼ満

足」を合わせた割合は、55.1％となっており、「わからない」と答えた人の割合が 33.6％となっ

ております。次に②の「今後、どこで生活することを希望するか」については、一般用、受給

者用ともに、「現在の住居に住み続けたい」と答えた人の割合が最も多くなっております。「現

在の住居に住み続けたい」と答えた人は、一般用が 644 人（76.4％）、受給者用が 807 人（68.3％）

となっております。次に、(４)介護保険料と利用料の負担の①の「八戸市の平成 21 年度から平

成 23 年度までの介護保険料基準額は月額 4,800 円（青森県平均は 4,999 円）ですが、月額いく

らが適当と思うか」については、一般用、受給者用ともに、「4,800 円未満」と答えた人の割合
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が最も多くなっております。「4,800 円未満」と答えた人は、一般用が 595 人（70.6％）、受給

者用が 699 人（59.2％）となっております。なお、「4,800 円未満」と「4,800 円」を合わせた

割合でみますと、一般用は 85.3％、受給者用は 80.5％と、ともに全体の８割以上を占めており

ます。９ページに参りまして、②の「介護保険サービス量（施設整備など）と介護保険料との

関係についてどのように思うか」については、一般用、受給者用ともに、「介護保険サービス量

（施設整備など）、介護保険料ともに、現在と同程度でよい」と答えた人の割合が最も多くなっ

ております。「介護保険サービス量（施設整備など）、介護保険料ともに、現在と同程度でよい」

と答えた人は、一般用が 378 人（44.8％）、受給者用が 628 人（53.2％）となっております。 

 次に、③の「介護サービスの利用料（利用者の原則１割負担）についてどのように思うか」に

ついては、受給者用について「適当である」と答えた人が 636 人（53.9％）で最も多くなって

おります。次に、(５)今後の施策として、「介護保険制度の今後の施策についてどのようなこと

が必要と思うか」については、一般用は、「公正・公平な要介護度の認定」と答えた人が 429

人（50.9％）で最も多く、次いで、「特別養護老人ホームなどの介護保険が適用となる入所施設

の増設」300 人（35.6％）、「介護保険料の負担軽減」250 人（29.7％）と続いております。受

給者用は、「特別養護老人ホームなどの介護保険が適用となる入所施設の増設」と答えた人が

527 人（44.6％）で最も多く、次いで、「介護保険料の負担軽減」407 人（34.5％）、「公正・公

平な要介護度の認定」395 人（33.4％）と続いております。次に、(６)要介護リスクに関する状

況については、一般用について、運動・閉じこもり・転倒予防などに関する調査項目の回答内

容から、要介護リスクの分析等を行い、より精度の高い認定者数の推計を行うなどとするもの

でございますが、その分析方法等は、現在、国から示されておりません。今後、第５期計画策

定のためのテキストの中で示される予定となっておりますので、示され次第、分析等を行い後

日ご報告させていただく予定でございます。以上で、市民アンケートについてのご報告を終わ

ります。 

事務局（吉田主事）：続きまして、類似自治体比較についてご説明申し上げます。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。１ページから、類似自治体調査結果概要になって

おります。市民アンケートと同じく、基礎資料とするためのもので、類似自治体を比較して八

戸市の状況を把握するためのものでございます。八戸市を合わせて 25 市比較いたしました。２

ページをお開き下さい。このページでは、一番左に八戸市を持ってきて、右に行くに従って北

から順に市を並べております。青森市、弘前市、盛岡市、といった形になっております。平成

23 年３月 31 日現在の人口及び第 1 号被保険者数と、要介護（要支援）認定者数を比較してお

ります。高齢化率及び認定率、ともに低い方から順位を付けておりますが、八戸市は人口に対

する高齢化率が 25 市の中で 16 位、第 1 号被保険者数に対する要介護（要支援）の認定を受け

ている人の割合が 25 市の中で 13 位となっております。次のページをお開き下さい。ここでは、

介護保険の保険給付費に対して５％を基準に国が交付する普通調整交付金の算定要件となって

おります、第 1 号被保険者に対する 75 歳以上の後期高齢者の割合、高齢者の所得段階別の分布

状況を比較しております。熊谷市については、広域市町村圏組合が保険者となっておりますの

で、熊谷市単独での係数は記載しておりません。後期高齢者加入割合補正係数および所得段階

別加入割合補正係数ともに数値の高いほうから順位を付けております。八戸市は、後期高齢者

加入割合補正係数が 24 市の中で 13 位、所得段階別加入割合補正係数が 24 市の中で 20 位で、
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後期高齢者の割合が全国平均より低くなっておりますが、所得割合は全国平均より低くなって

おります。次のページをお開き下さい。ここでは、平成 21 年度の保険給付費に対する、高齢者

一人当たりの給付費と、第４期保険料の基準月額を比較しております。給付費及び保険料とも

に数値の低い方から順位を付けております。八戸市は、高齢者一人当たりの保険給付費が 25

市の中で 21 位、保険料基準月額が 25 市の中で 22 位と、ともに高くなっております。次のペ

ージをお開き下さい。このページでは施設及び居住系サービスの施設数及び総定員数を比較し

ております。施設と居住系サービス定員の合計人数を、高齢者人口 1,000 人当たりに対する定

員数で比較しますと、八戸市は 25 市の中で 12 位となっております。サービスごとでは、特養

が 23 位、老健が 8 位、療養型が 6 位、グループホームが 6 位、介護専用型特定施設が 12 位と

なっております。以上で類似自治体比較についての説明を終わります。 

議長（坂本部会長）：ただいま、市民アンケートについての説明と、類似自治体の比較についてご

説明をいただきました。なにかご質問、あるいはご意見等ございますでしょうか。 

委員（中村委員）：アンケートの関係で伺いたいのですが、見落としていたり聞き逃していたら申

し訳ないのですが、前回調査はいつ行われたのでしょうか。 

事務局（榊原主幹）：はい。前回の調査は、平成 20 年 1 月に実施いたしました。 

委員（中村委員）：はい。それと、回答者の属性のところですが、3,000 人規模のアンケートを行

って、非常に回収率が高く本当に手間がかかったと思います。アンケートの分析で大事だと思

うのは、回答者の属性と、実際の社会構成との差を見ながら回答を見ていくことが非常に大事

だと思います。例えば全体で見ても、女性のほうの回答が多いだとか、年齢構成でみても一般

用と受給者用合わせると、各年齢構成でほぼ似たような割合で回答がありますが、例えば一般

用ですと 85 歳以上の回答の割合が少ないですよね。この範囲で言えば比較的若い方の回答が多

く、そうすると健康状態を尋ねる中では、どちらかというと一般的に考えれば「良い」という

回答が多いことになるのだろうと予想されます。それから、受給者用をみますと 85 歳以上と比

較的高齢の方の回答が多いので、その辺も見ながらもっと分析していかなければならないと思

っています。それと、同じように家族構成です。家族と同居している方と一人暮らしの方とで

は、一般的な話ですが心のありようもまた少し違うのかと思います。その辺も回答に反映され

る可能性もあると思うので、この数字そのものが全く社会の鏡みたいな形になることはないと

思うので、もし資料があれば、実際の八戸の 65 歳以上の方の年齢構成のパーセンテージ、それ

から同居の方と単身世帯の方の割合、受給されている方の同じような年齢構成、それを照らし

てみながら数字を見ていくと、また違うものが見えてくるのかなと思いました。その資料がも

しあれば今日いただければと思いますが、無ければまたいずれの日にでもお願いします。 

事務局（榊原主幹）：はい。本日は用意しておりませんので、後ほど調べたうえでご報告いたした

いと思います。よろしくお願いいたします。 

議長（坂本部会長）：今のは意見と言いますか、要望でございますので。他に、ご質問、ご意見等

ございませんか。アンケートをこのように行いましたということと、類似都市の中で八戸市が

何番目ぐらいに入っているかということでございましたので、よろしいでしょうか。 

委員（中村委員）：同じように資料があればなのですが、介護保険料の設定について「月額 4,800

円未満が良い」という回答が多かったと思いますが、65 歳以上の方の収入、働いている方はほ

とんどいないと書いてありましたが、年金も含めてどのくらいの収入があるのかというのも、
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介護保険料を考えていく中では負担感に関わるものだと思いますので、その数字もあれば、で

きれば年代階級別とか、検討材料となると思いますので、それも資料としてあればいいと思い

ます。 

事務局（榊原主幹）：同じように本日は資料が手元にございませんので、後ほどご報告させていた

だきたいと思います。よろしくお願いします。 

議長（坂本部会長）：他に無ければ了承いただいてよろしいでしょうか。では、報告について了承

いただいたものとします。次の議事に参ります。（２）の「平成 23 年度介護・高齢福祉部会ス

ケジュール」について事務局から説明をお願いします。 

事務局（吉田主事）：ご説明させていただきます。議事の（２）平成 23 年度介護・高齢福祉部会

スケジュールについてご説明します。スケジュールは１ページになっております。今年度は事

業計画策定年度でありますので、介護・高齢福祉部会を年６回、地域密着型サービス運営委員

会を年２回、地域包括支援センター運営協議会を年１回予定しております。流れといたしまし

ては、国から示される基本指針をもとに、第５期計画の基本的な考え方についてご説明し、第

５期計画におけるサービス基盤整備方針及び介護保険料の設定についてご議論いただきたいと

考えております。最後は、来年２月に計画を策定したいと考えておりますので、よろしくお願

い申し上げます。以上です。 

議長（坂本部会長）：今年度の会合の日程がこのように予定されておりますので、委員におかれま

しては是非ご出席いただきたいと思います。あとは、何かございますでしょうか。スケジュー

ルについてはよろしいでしょうか。是非、皆さん日にちが決まっておりますので、それに合わ

せていただきたいと思います。それでは、以上で本日の議事は終了いたしました。最後に事務

局から連絡事項がありましたらお願いいたします。 

事務局（日山課長）はい。介護保険課の日山でございます。次回の介護・高齢福祉部会でござい

ますが、日時は８月 24 日水曜日、午後１時 30 分から、場所はこの会場を予定しております。

後日、文書でご案内差し上げますので、よろしくお願いいたします。本日はお忙しい中、ご審

議いただきまして誠にありがとうございました。 

事務局（榊原主幹）：それでは、これをもちまして第１回介護・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。 

  


