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平成 23 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 8 月 24 日（水）午後１時 

場所:八戸市公民館 １階講義室 

 

●出席委員（13 名） 

 坂本部会長、岸原副部会長、豊田委員、山本委員、澁田委員、金谷委員、浮木委員、分枝委員、

斎藤委員、古舘委員、髙山委員、嶋守委員、平委員 

●欠席委員（3名） 

 中村委員、小ヶ口委員、千葉委員 

●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、木村主事 

【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、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２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。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）それでは、会議に先立ちまして、部会長としてご挨拶を申し上げたいと思い

ます。本日は皆様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。もうすで

に皆様に会議のご案内のときに差し上げてありますように、４つ議事がございまして、平成 22

年度の八戸市介護保険事業の概要については、今年は第４期の 終年度ということでございま

すので、大体の決算に近いようなことも出てくるのかなと思っておりますし、２つ目は第５期

の介護保険事業計画、来年度から始まりますが、それに関わる国の基本の指針が出ております

ので、それの説明を受けたいということと、３つ目は第２期の青森県介護給付の適正化計画と

いうことが出ておりますのでその説明と、そして、前回委員の方からご希望のありました資料、

市民アンケートの追加資料を頂きたいということがありましたので、それらについてご審議頂

きたいと思っております。特に第５期の計画につきましては新聞等でご覧になり、皆さんご存

じかとは思いますけれども、６月に改正介護保険法が通っておりますので、それに基づいてど

のようにして行くかということを今年度を掛けて計画を作っていく訳でありますが、本日の議

事で、改正を踏まえた国の基本方針の説明を受けた上で、進めて参りたいとこう思っておりま

す。皆様におかれましては大変お忙しい中恐縮でございますが、第５期も素晴らしい計画を作

っていきたい、こう思っておりますので、宜しくお願い申し上げたいと思います。それでは、

早速ですが次第に従いまして議事を進めて参ります。 初に、（１）平成 22 年度八戸市介護保

険事業の概要について事務局から説明を願います。 

事務局（松村主査）：介護保険課の松村と申します。宜しくお願いいたします。失礼ながら着座に

て説明したいと存じます。始めに表紙が（１）平成 22 年度八戸市介護保険事業の概要について
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となっております資料の１ページをお開きください。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。１ページは高齢者人口についてですが、八戸市の 65 歳以上の高齢者は 23

年３月末現在で 55,074 人となっており、総人口に対する高齢化率は、22.8％と全市民の約５人

に１人の割合となっております。表１は高齢者人口の推移を表し、その下にあります折れ線グ

ラフは、高齢化率の推移を青森県並びに全国と比較しているものです。それでは２ページをお

開きください。２ページは要介護認定状況についてであります。八戸市の認定者は 23 年３月末

現在で 9,160 人となっており、65 歳以上の認定率は 16.0％となっています。表２－１は、各月

末日の認定者数の推移を表し、表２－２では、平成 12 年度末からの認定者数の推移を表してお

ります。それでは３ページをお開きください。３ページは介護サービスの受給状況についてで

あります。認定者のうち実際にサービスを利用されている方は 91.2％となっており、全国及び

県よりも高い割合となっております。表３では、介護サービスの受給者数の状況を、下段のグ

ラフでは介護サービス受給者の要介護別の割合を表しております。それでは、４ページをお開

きください。４ページは介護サービスの利用状況についてであります。表４－１では居宅サー

ビスの種類別利用人数を表しており、22 年度の利用状況は利用率が高い順に通所介護、訪問介

護、福祉用具貸与、通所リハビリとなっております。なお、下段のグラフから通所リハビリの

利用率が年々減少していることが分かります。それでは５ページをお開きください。５ページ

では受給者 1 人当たりの介護度別サービス費用額を表とグラフで表しております。介護度が上

がるにつれ、訪問系サービスの費用額が増加し、逆に通所系サービス費用額が減少しているこ

とが分かります。それでは６ページをお開きください。６ページは居宅サービスにおいて受給

者が１割負担で利用できるサービスの限度額に対して、実際にどのくらいのサービスを利用さ

れたかを介護度別に比率にした対支給限度額比率を表とグラフで表しております。表の４－３

にあります通り、22 年度の八戸市の比率は平均すると 51.0％となっており、要支援２と要介護

４以上で全国及び県平均より高い割合となっております。それでは、７ページをお開きくださ

い。７ページは、地域密着型サービスの利用状況についてであります。地域密着型サービスの

うち、認知症対応型共同生活介護いわゆるグループホームが利用者数、費用額ともに大部分を

占めております。22 年度に公募選定いたしました小規模多機能型居宅介護事業所が開設されま

すと、今後は小規模多機能型居宅サービスの利用者と費用額が増加するものと予想されます。

表５－１は地域密着型サービスの介護度別利用者数を表し、表５－２と下段のグラフはグルー

プホームの介護度別利用者数と費用額の推移を表しております。それでは８ページをお開きく

ださい。８ページは、施設サービスの利用状況についてであります。施設サービスの入所者数

は若干減少した一方で、利用者 1 人当たりの費用額は増加しております。また、要介護４及び

５の重度利用者の割合は、介護老人福祉施設で 81.2％、介護保険施設全体では 69.2％となって

おります。表６－１では、施設別入所者数と費用額並びに 1 人当たりの費用額を表しておりま

す。また、表の６－２では施設別入所者数の推移を表し、入所者の要介護度の状況を下二段に

わたりグラフで表しております。それでは、９ページをお開きください。９ページは、保険給

付費の支出状況についてであります。平成 22 年度の給付費総額は 148 億 5,795 万 8 千円で前

年度と比較しますと、5 億 3,685 万円の増、増減率では 3.7％の増となっており、下段のグラフ

の通り受給者数とともに右肩上がりの状況となっております。それでは、10 ページをお開きく

ださい。10 ページは、上段と下段にそれぞれ福祉用具購入費・住宅改修費の支給状況と 1 人当
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たりの平均支給額をグラフに表しております。中段の円グラフは、福祉用具と住宅改修の種目、

種類別利用状況の割合を表しております。次に 11 ページをご覧ください。11 ページは介護保

険料の収納状況についてであります。表８の通り平成 22 年度の第 1 号被保険者の収納率は

98.0％となっており、前年度と比較すると普通徴収の収納率は低下したものの、全体の収納率

では 0.2％上昇しております。下段のグラフはこれまでの各段階別収納率の推移を表しておりま

す。それでは、12 ページをご覧ください。12 ページは地域支援事業の実施状況についてであ

ります。22 年度は、生活・介護支援サポーター活用事業と介護給付費等適正化事業が新たに加

わりました。特定高齢者の通所型介護予防事業への参加者数は 21 年度に比べ約２倍に増えてお

ります。また、シニア楽楽運動教室、ご当地健康体操事業の縮小と職員の給与費の減少が主な

要因となり、地域支援事業全体の費用額は 21 年度より減少しております。それでは 13 ページ

をお開きください。13 ページは介護保険特別会計の収支であります。表 10－１をご覧くださ

い。22 年度決算見込み額は、歳入が 160 億 813 万 6 千円、歳出は 157 億 801 万 4 千円となっ

ており、歳入歳出差引額は、3 億 12 万 2 千円となっております。また、ここから国や県に返還

する負担金等 1 億 7,165 万 5 千円を差し引いた 1 億 2,846 万 7 千円が 22 年度の実質的収支と

なります。次に 14 ページをご覧ください。14 ページと次の 15 ページは八戸市と青森市、弘前

市、青森県、そして全国とを比較した参考資料になっております。14 ページ中段に示しており

ます認定率でありますが、八戸市はいずれと比較しましても低い認定率となっております。そ

れでは、15 ページをお開きください。15 ページはサービスごとの１ヶ月当たりの給付費総額

と高齢者 1 人当たりの給付費を比較したものとなっております。表の右側の欄外にあります通

り、八戸市の高齢者 1 人当たりの給付費は、通所系サービスで全国平均の約 1.4 倍、グループ

ホームに至っては、全国の約 1.6 倍となっている状況であります。一番下の（５）の表は保険

料の比較を示したものですが、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。以上が介護保険事業の概要として市のホームページに掲載す

る予定の資料であります。続きまして（１）の資料をご覧ください。こちらは八戸市の第４期

事業計画期間における計画と実績との比較資料になっております。１ページは介護度別認定者

数と第 1 号被保険者数の計画と実績との比較であります。上段が計画、中段が実績、下段が計

画と実績との比較となっており平成 22 年度は被保険者数で計画を上回り、認定者数と認定率で

計画を下回っております。２ページをお開きください。２ページは介護給付費の計画と実績と

の比較であります。平成 22 年度の介護給付費の実績は計画より約８億円下回っております。尚、

平成 23 年度の実績については 6 月審査分までの実績を計上しております。３ページをお開きく

ださい。３ページは予防給付費の計画と実績との比較であります。平成 22 年度の予防給付費の

実績は計画より 134 万円下回り、ほぼ計画通りの実績となっております。それでは、４ページ

をお開きください。４ページは次の５ページに亘りまして、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を加えた介護保険事業の総費用の比較となっております。５ページ

の 後にあります総費用額のとおり、平成 22 年度の実績は計画より約９億円下回り、計画内で

の事業運営がなされております。６ページをお開きください。６ページは保険料収納額の計画

と実績との比較であります。中段の太枠部分になります平成 22 年度の保険料必要額及び収納額

の実績では、保険料必要額 29 億 6,158 万円に対し、保険料収納額が 30 億 9,845 万 1 千円と、

収納額が必要額を 1 億 3,687 万 1 千円上回っている状況であります。それでは７ページをお開
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きください。７ページは地域支援事業における計画と実績との比較でありますが、こちらは介

護保険事業の概要についての 12 ページと同様の資料となっておりますので、ここでのご説明は

割愛させていただきたいと思います。以上で議事の（１）平成 22 年度八戸市介護保険事業の概

要についての説明を終わります。 

議長（坂本部会長）はい。ありがとうございました。非常にいい、分かりやすい説明でした。順

調に、赤字ではない黒字になるというふうなことでございますが、ご質問あるいはご意見を承

りたいと思います。何かございますでしょうか。はい、それではどうぞ。 

委員（分枝委員）（１）の資料の８ページの上の施設サービスの利用状況についてですけれども、

ここに、施設サービス利用者は要介護度４，５の重度者の利用を想定しているというふうに書

いております。そして、戻って３ページの資料に介護サービス受給者の要介護度割合の比較の

グラフの施設の部分を見ると、要介護度１，２，３を合計すると 31％はいらっしゃる。この方

針に対し、すぐには改善ということはできないとしても、31％の方々はこの基本方針に合致し

ていない方がまだいらっしゃるという現実だと思います。私の主観だと、施設サービスの受給

者数 1,363 人に 31％掛けると 422 人の枠が単純計算すると出てきます。特養を中心とした施設

サービスだと思うんですけれども、特養のニーズが多くて待機者が多いという。ここが改善さ

れることによって、一部でも待機者が解消という方向に繋がるのではないかなと思いますけれ

ども、これについていかがでしょうか。 

議長（坂本部会長）１，２，３の介護度が実質３割位いるんじゃないかと。30％位いるから４，

５を中心とするという方針とちょっと違うんじゃないかと。現状はそのようになっているとい

うことを踏まえまして、介護度が低い方は一端入所してしまっていますし、待機者が多い現状

においてこの点について何とか圧縮できるかどうか、なにか考えありますか。 

事務局（吉田主事）介護保険課の吉田と申します。お答えします。主に特養を中心としまして決

まりますけども、医療サービスも必要とする方がいらっしゃって、その方が要介護１から３の

中でもいらっしゃるということです。他にも施設の中には介護療養型もございますので、その

転換ができないということでの比率も占めています。要介護１から３の方は医療を必要とする

ということで、これを減らすということに関しては、ちょっと難しいのかなと思います。ただ、

第４期計画の中では、特養について地域密着型小規模特養の新設と他に特養の増床合わせて

100 床増床することになっています。それが達成された場合、まだ入所する方がどういうふう

になるかというところは分からないんですけれども、要介護度４，５の方の割合が増える可能

性もあるかと思います。 

議長（坂本部会長）８ページの表の６－２を見れば、特養だけで言えば 18.8%ですね。説明で要

介護４及び５の重度利用者の割合が、介護老人福祉施設で 81.2％とありました通り、３割では

ないんです。他に、老健とか療養型がありますから。 

委員（分枝委員）それも含めてってことですね。この施設から地域移行ということについて、高

齢者の方と障がい者の方を比較すると、知的障がいの方を例にあげると平成 23 年度で市内の入

所施設 200 人定員が 20 人減りまして 180 人となったんですね。ということは、10％の移行を

しているということですよね。こういう実績もあるということ、障がい者の分野でですね。高

齢者の方はこう単純にはいかないにしても、分野ごとでは努力している分野もあるということ

は、高齢者の皆さんも知っていただきたいなあと私は思います。単純に数字だけの問題ではな
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く、現実的なそういう分野で頑張っているところもあるんだよってことはちょっと知っていた

だければなあと思います。 

議長（坂本部会長）意見ですね。他にございませんか。 

委員（斉藤委員）４ページの居宅サービスの利用状況についてですけれども、先ほどご説明があ

りましたが、通所リハビリが年々減っているというこの理由をお聞かせいただければと思いま

す。通所介護においても通所リハビリにおいても施設数は多くはなっていない。現状のままだ

と思いますけれども、通所リハビリの方が減少しているというのは何かこれ理由が分かります

でしょうか。 

事務局（松村主査）はい。只今の質問にお答えいたします。４ページ目の表の４－1 をご覧いた

だいていると思いますが、通所リハビリと類似サービスであります通所介護の利用率というも

のが表の４－１から見ますと、平成 20 年度までは、通所介護の利用率がずっと横ばいだったも

のが 21 年度から上昇してきております。このことから、通所リハビリより比較的リーズナブル

な通所介護の方、あと訪問リハビリの方も若干増えておりますので、そちらの方へのプランの

切り替えが進んでいると考えられます。ちなみに、厚生労働省の介護給付実態調査によります

と、通所リハビリの全国の受給者数というのが近年横ばい状態で続いているというふうになっ

ております。 

議長（坂本部会長）よろしいですか。 

委員（斉藤委員）はい、わかりました。 

議長（坂本部会長）他にございませんか。よろしいですか。他にないようですので、了承頂いた

ものとして取り扱います。次に、（２）第５期の介護保険事業計画に係る国の基本指針案につい

て事務局から報告をお願いします。 

事務局（吉田主事）介護保険課の吉田と申します。宜しくお願い致します。座って説明させてい

ただきます。お手元にお配りしている第５期介護保険事業計画に係る国の基本指針案について

ですが、１ページから６ページまでが厚生労働省が平成 23 年７月 11 日に基本指針の案を示し

ましたが、その国の示した基本指針、計画策定のための指針をまとめた資料になっております。

１ページをご覧ください。まず第５期の基本的な考え方といたしまして、第３期計画以降は地

域包括ケアの考え方に基づき中期的な視点で各種取り組みを行っており、引き続き第３期第４

期計画の延長線上に位置付けられる第５期計画の取り組みにあたって、第３期計画策定時に定

めました平成 26 年度第５期計画の 終年度までの目標達成に向けて、基本的な考え方に基づき

継続的且つ確実に取り組むことが重要となっております。第３期計画策定時に定めた目標につ

きましては、別に（２）－資料をお渡ししております。２ページの資料になりますけども、そ

ちらをご覧ください。１ページ目に第３期介護保険事業計画の策定にあたっての基本的な考え

方を示しており、３期先の計画、先ほど申し上げました第５期計画を見据えた目標を設定する

ことになっております。２ページ目に参ります。国ではサービス見込み量等を見込むにあたり

まして、目標値を設定しております。八戸市の第４期介護保険事業計画上でも、目標達成のた

めに将来推計を掲載しております。1 つ目として介護保険３施設及び介護専用型居住サービス

の適正な整備にあたって、要介護２から５に対する介護保険３施設と介護専用型居住系サービ

ス利用者の割合を 37％以下にすることとされております。尚これにつきましては、第５期計画

策定にあたってこの考え方が撤廃となっております。２つ目としまして、介護保険３施設利用
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者の重度者への重点化として、在宅介護が困難な方が多い要介護４と５の重度者を施設利用者

全体に対して 70％以上とすることとしております。以上で、この資料につきましては説明を終

わります。先ほどの（２）の資料に戻って頂きたいと思います。引き続き１ページ目の基本的

な考え方の下の方になりますけども、重点記載事項について説明いたします。今後認知症を有

する高齢者の数が更に増加すると見込まれることに加えまして、医療ニーズの高い高齢者ある

いは重度の要介護者の増加、単身・高齢者のみ世帯の増加への対応等、課題に対応するため、

地域の実情に応じて認知症支援策の充実、医療との連携、高齢者の居住に係る連携、生活支援

サービスなどの優先的に取り組むべき事項につきまして、計画への位置付けの検討を求めてお

ります。２ページに参ります。２ページは、第５期計画の位置付けについて、第３期計画策定

時の目標の達成と先ほど申し上げました重点記載事項によりまして、計画の記載内容を充実、

強化させていく取り組みをスタートする時点となっております。次に３ページに参ります。こ

ちら３ページから５ページに掛けてですが、計画策定のための基本的な指針について今回改訂

を予定している内容が示されております。３ページ目の基本的事項について、基本的理念が地

域包括ケアシステムの構築、孤立化のおそれのある高齢単身夫婦のみ世帯に対する生活支援の

留意、介護給付等対象サービスの在り方に対する目標としまして、団塊の世代が高齢期を迎え

る、あるいは自らの地域における高齢化のピーク時に目指すべき地域包括ケアシステムを達成

することも念頭におきまして目標を設定するとしております。次のページ、４ページ目に参り

ます。こちらは市町村の介護保険事業計画の策定に関する基本的事項となっております。すで

に実施済みですが、日常生活圏域ニーズ調査の実施による要介護者等の実態の把握、居住に関

する事項を定める計画との調和、基本構想の調和規定の削除、サービス見込みや見込み量確保

のための方策としまして、新しいサービスとして定期巡回・随時対応型訪問介護看護、複合型

サービスの追加、定期巡回・随時対応型訪問介護看護などの公募指定の仕組みの活用、包括的

支援事業の委託に当たっての実施方針の明示、認知症支援策の充実などの重点記載事項の追加、

地域支援事業に要する費用や量の見込み、見込み量確保のための方策として介護予防・日常生

活支援総合事業の追加、地域の自主性及び自立性を高めるため、記載事項について義務記載事

項と任意記載事項に区分分けをしております。下の方、５ページに参りますけども、都道府県

の介護保険事業支援計画の策定に関する基本的事項となっております。始めに、従事者の確保

や資質の向上の為、たんの吸引などを実施する介護職員等の確保又は資質の向上に関する必要

な施策に取り組む、県が策定する高齢者居住安定確保計画との調和、財政安定化基金の取崩し

に関して介護保険に関する事業に要する経費に充てるよう努める、事業内容等の事項を定める、

記載事項について義務記載事項と任意記載事項に区分け等となっております。 後に、その他

としまして、東日本大震災により甚大な被害を受けた自治体の介護保険事業計画の策定につい

て実情に応じた取り扱いを行うことを可能としております。６ページに参ります。こちらは、

第５期における介護療養病床から介護保険施設等への転換分の取扱いとして、介護療養病床の

廃止猶予の期間が平成 29 年度末に延長されることに伴いまして、療養病床に係る４期計画の取

扱いを継続することとしております。下の方７ページをご覧ください。介護サービスの基盤強

化のための介護保険法等の一部を改正する法律の概要について、高齢者が地域で自立した生活

を営めるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが切れ目なく提供される地域包

括ケアシステムの実現に向けた取組みを進めるとしております。この方策について次のページ
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からご説明いたします。８ページをご覧ください。地域包括ケアシステムの実現についてです。

こちらは５つの視点での取組み、医療との連携強化、介護サービスの充実強化、予防の推進な

ど、７ページで挙げた５つの視点での取組みを包括的、継続的に行うことが必要とされており

ます。９ページに参ります。介護保険事業計画策定に当たりまして日常生活圏域ニーズ調査の

実施により、地域の課題・ニーズの的確な把握をすること。地域の実情を踏まえて記載する新

たな内容として、認知症支援策の充実、在宅医療の推進、高齢者に相応しい住まいの計画的な

整備、見守りや配食などの多様な生活支援サービスが挙げられております。次、10 ページに参

ります。新しく創設されましたサービスとして、24 時間対応の定期巡回・随時対応サービスに

ついてですが、地域密着型サービスとして位置付け、サービス内容は重度者を始めとした要介

護高齢者の在宅生活を支えるため、日中夜間を通じまして訪問介護と訪問看護が密接に連携し

ながら、短時間の定期巡回型訪問と随時の対応を行うこととしております。11 ページに参りま

す。こちらも新しく創設されましたが、複合型サービスについて地域密着型サービスとして位

置付け、小規模多機能型居宅介護と訪問看護など複数の居宅サービスや地域密着型サービスを

組み合わせて提供する複合型サービスを創設しております。利用者は、ニーズに応じて柔軟に、

医療ニーズに対応した小規模多機能型サービス等の提供を受けられるようになっております。

事業者にとりましても柔軟な人員配置が可能になり、ケアの体制が構築しやすくなるという利

点がございます。12 ページに参ります。介護予防・日常生活支援総合事業についてです。市町

村の判断で、要支援者・介護予防事業対象者向けの介護予防・日常生活支援のためのサービス、

こちらを総合的に実施できる制度を創設し、市町村・地域包括支援センターが利用者の状態像

や意向に応じまして、予防給付で対応するのか、介護予防、配食や見守りなどの生活支援、権

利擁護、社会参加、こちらを含めた新たな総合サービスを利用するのかを判断します。13 ペー

ジに参ります。先ほども出てきましたが、介護療養病床の取扱いについてです。平成 24 年３月

31 日までに、老人保健施設や特別養護老人ホームなどの介護施設等に転換し、制度は廃止され

ることになっておりましたが、転換が進まないことから現在存在するものについて６年間転換

期限を延長することとしています。八戸市では、４期計画上で介護療養病床を医療療養病床と

老人保健施設にすべて転換する予定となっておりましたが、現時点で転換病床はございません。

転換期限が延長されたことから、療養病床を持つ各事業所では今後検討されていくものと思わ

れます。次のページに参ります。介護職員等による痰の吸引等の実施についてですが、痰の吸

引などの医療行為が必要な方に対してより安全に提供されるようにするため、介護福祉士など

の介護職員等による痰の吸引等の実施のため、所要の法整備を行うこととしております。所要

の法整備については、15 ページに社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正案が掲載されており

ます。16 ページに参ります。介護福祉士の資格取得方法の見直しの延期についてです。平成 19

年の法律改正で、介護福祉士の資質向上を図る観点から一定の教育課程を経た後に国家試験を

受験する形に資格取得方法を一元化し、平成 24 年度から施行予定となっておりましたが、介護

分野の人材不足等の中で現場職員にとって実務者研修を受講しやすいものに再構成、働きなが

らでも研修を受講できるよう受講支援策の具体化や現場職員への十分な広報をしていくため、

介護福祉士によるたんの吸引等の円滑な施行に向けて一定の準備期間が必要とのことから、施

行を３年間延期しております。17 ページに参りまして、事業者に対する労働法規の遵守の徹底

についてです。介護人材の確保を図るためには事業者による労働環境整備の取組みを推進する
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ことが重要ですが、介護事業を含む社会福祉関係の事業は、全産業と比較して労働基準法等の

違反の割合が高く、事業者による労働環境整備の取組みを推進するため、新たに労働基準法等

に違反して罰金刑を受けている者について指定拒否等を行うこととしています。18 ページに参

ります。情報公表制度の見直しについてです。介護サービス情報公表制度について事業者の負

担を軽減し、利用者にとって分かりやすくするという観点から調査の義務付けの廃止や手数料

によらずに運営できる仕組み、事務等の効率化、公表方法の工夫や情報の充実を図ることとし

ております。19 ページに参ります。有料老人ホームの利用者保護規定についてです。有料老人

ホーム及びグループホームへの入居後一定期間の契約解除の場合に、家賃、サービス費用など

の実費相当額を除いて、前払金を全額返還する契約を締結することを義務付け、家賃、介護等

のサービス費用、敷金のみを受領可能とし、権利金等を受領しないことを事業者に義務付ける

こととしております。20 ページに参ります。サービス付き高齢者住宅と介護保険の連携イメー

ジについてです。日常生活や介護に不安を抱く高齢単身・夫婦のみ世帯が特別養護老人ホーム

などの施設への入所ではなく、住み慣れた地域で安心して暮らすことを可能とするように新た

に創設されるサービス付き高齢者住宅、こちらに 24 時間対応の定期巡回・随時対応サービスな

どの介護サービスを組み合わせた仕組みの普及を図ることとしております。21 ページに参りま

して、認知症対策の推進についてです。親族等による成年後見の困難な方が増加するものと見

込まれ、介護サービス利用計画の支援などを中心として、成年後見の担い手として市民の役割

が強まると考えられることから、市町村は市民後見人を育成し、その活用を図ることなどによ

って権利擁護を推進することとしております。また、国、地方公共団体は、認知症の予防、診

断及び治療並びに認知症である方の心身の特性に応じた介護方法に関する調査研究に努めるこ

ととしております。22 ページに参りまして、地域ニーズに応じた事業者の指定として、定期巡

回・随時対応サービス、小規模多機能等の普及のため事業者が日常生活圏域内で一体的にサー

ビスを提供し、移動コストの縮減や圏域内での利用者の確実な確保を図ることが必要としてお

ります。このため、市町村の判断によりまして、公募を通じた選考を行い、定期巡回・随時対

応サービス等について事業者指定を行えるようにすることと、定期巡回・随時対応サービス等

の普及のため必要がある場合に、市町村と都道府県が協議をして居宅サービスの指定を行える

ようにすることとしております。23 ページに参ります。保険者による主体的な取組みの推進と

して、地域包括ケア実現のため、保険者が主体となって地域密着型サービス等を整備していく

必要があることから、地域密着型サービス等の介護報酬について、厚生労働大臣の認可によら

ず市町村独自の判断で全国一律の介護報酬を上回る報酬を設定可能とし、介護報酬の上限につ

いては厚生労働大臣が定めることとしております。次に、指定事務の簡素化についてです。地

域密着型サービス等の事業所の指定は市町村ごとに行いますが、市町村の判断により、事業所

が所在地以外の市町村からも指定を受ける際の事務手続きを簡素化し、両方の市町村長の合意

がある場合には、所在地の市町村長の同意を不要としております。地域包括支援センターの機

能強化については、規定が新設されまして、地域包括支援センターは介護サービス事業者、医

療機関、民生委員、ボランティア等の関係者との連携に努めなければならないということと、

市町村は委託型の地域包括支援センター等に対して、包括的支援事業の実施に当たっての運営

方針を明示することとしております。24 ページに参ります。こちらは、保険料の上昇の緩和に

ついてです。財政安定化基金は都道府県に設置されておりまして、介護保険財政に不足が生じ
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ることとなった場合に市町村に貸付・交付される仕組みになっております。しかし、残高が大

きいところから本来の目的に支障をきたさないための必要な見込み額を残しまして、財政安定

化基金の余裕分を第１号保険料の上昇の緩和等に活用することとしております。市町村準備基

金の取り崩しについては、保険料の余剰分を積み立てております財政調整基金の一部を取り崩

すことによって、１号保険料の軽減に活用することとしております。25 ページに参ります。指

定法人制度の廃止についてです。福祉医療機構交付金の廃止により指定法人が行う業務の規定

を廃止しております。続きまして 26 ページに参ります。地域の自主性及び自立性を高めるため

の改革の推進を図るための改正についてですが、地域主権戦略大綱に基づき指定居宅サービス

事業者等の指定事務等の権限移譲、あるいは介護保険事業計画の記載事項の一部を努力義務と

すること、サービス事業者の法人格の要件や地域密着型サービス等の入所定員に係る基準を条

例に委任することとしております。 後になりますが、27 ページに参ります。今年度第５期計

画を策定するに当たりまして、施設整備や保険料設定をする上での今後公表される事項につい

て、いくつか掲載しております。１番目が繰り返しになりますけれども、財政安定化基金取り

崩しについてです。現在、県には 40 億円ほどの基金があり、市町村に配分する額は約２億円が

想定されております。取り崩し額の提示については、時期は未定となっております。国が取り

崩す分につきましては、現在活用方法が検討されております。２番目が介護保険料の算定諸係

数についてです。こちらは介護保険料を設定する上で必要となる事項になりまして、１つ目が

第２号被保険者 40 才以上から 64 才以下の負担割合が何%になるかというところです。介護費

用を利用者が１割払いまして、９割八戸市が払うことになりますが、その９割払う市の負担が

公費、国の負担ですとか県の負担といった公費が 50％、残りの 50％が保険料となっておりま

す。その 50％のうち第４期では第２号被保険者 40 才以上 64 才以下の負担割合が 30％、残り

の 20％が第１号被保険者 65 才以上の方の保険料で賄っております。これは第２号被保険者と

第１号被保険者の人数の割合において決まっておりますが、５期では第２号が 29％、１号が

21％となる見込みです。１％違いますと保険料必要額が３年で約５億円違いますので、ここの

負担割合がどうなるのかというところが大きく影響しております。２つ目の基準所得金額は、

保険料の第５段階と第６段階を区分する金額で、第１から３段階の被保険者が基準額よりも軽

減される総額と第５、６段階の被保険者が基準額よりも多く負担する総額が同額で相殺される

よう設定することとなります。 後に介護報酬についてですが、５期については現在審議中と

なっておりますが、現在の４期計画中では３％の増額改定に伴い、保険料上昇分を抑えるため

介護従事者処遇改善臨時特例交付金の交付が約 1 億 3 千万円ありましたけれども、５期ではこ

の交付金がないということでその分が保険料に跳ね返ってくることが想定されております。以

上で説明を終わります。 

議長（坂本部会長）只今第５期の介護保険事業に関わる国の基本指針の説明を頂きました。お聞

きの通り指針は出ましたけれども、細かいところは審議中ということもありまして。それから、

これを受けて青森県がどういう方針を出すかっていうことであります。近々、県の方針が出る

ようでございますので、今日は説明を受けたということで、今ここで議論していても方向が変

わる可能性もあります。まず、県の方針にも基づいてやらないといけないと思いますので、今

日のところはこれの説明を受けたということで、次回以降の会議の中で、個別に今度は進めて

いかなければならないことがあります。今日は、第５期計画の基本指針の説明を受けたという
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ことでよろしいでしょうか。では、次回以降に県の方針と合わせて検討していきたいとこう思

います。次に、（３）の第２期青森県介護給付適正化計画について事務局から報告をいただきま

す。 

事務局（吉田主事）はい、宜しくお願い致します。座って説明させていただきます。第２期青森

県介護給付適正化計画についてご説明いたします。まず、１ページ目をご覧ください。介護給

付適正化の必要性についてですが、介護給付の適正化をはかることによりまして、利用者に対

する適切な介護サービスを確保すること、不適切な給付や不正なサービス提供が防止されるこ

とによって、制度の信頼感を高めると共に給付費や保険料を抑制することを通じて、持続可能

な介護保険制度の構築に資するものとなっております。次に、介護給付適正化計画策定のねら

いについてです。都道府県と各保険者が一体となって戦略的に取り組んでいくことを目的とし

て、県におきまして青森県介護給付適正化計画を平成 20 年３月に策定し、平成 20 年度から 22

年度まで適正化事業の推進に取組んできております。引き続きこれまでの実施状況等を踏まえ、

より効率的、効果的な取組みを継続していくため平成 23 年度から平成 26 年度までの期間で第

２期青森県介護給付適正化計画が策定されました。10 ページに参ります。10 ページから 11 ペ

ージに掛けてですが、保険者が実施すべき適正化事業及び今後の目標についてです。計画では

要介護認定の適正化、ケアプランの点検、住宅改修等の点検、11 ページでは、縦覧点検・医療

情報との突合、介護給付費通知、この主要５事業を確実に実施継続することを求めております。

更に、主要５事業に加えて給付実績の活用による過誤調整の実施についても求められており、

八戸市では福祉用具の貸与について活用している状況です。次に、今後の実施目標についてで

すけれども、主要５事業の実施を確実に継続しつつも様々な地域の事情を抱える保険者の事情

を踏まえて効果的と思われる取組みを優先した目標を設定するとしております。この中身につ

いてですが、15 ページになります。介護給付適正化事業実施予定及び実施目標について、各市

町村ごとに掲載されております。八戸市は、青森、弘前の下になりますけれども、主要５事業

と主要５事業以外の事業について、平成 23 年度から実施することとしておりまして、介護給付

の適正化を今後とも進めていく予定です。以上で説明を終わります。 

議長（坂本部会長）只今、青森県が作成しております介護給付の適正化計画の説明がございまし

た。その通りだろうと思いますが、よろしいでしょうか。では、引き続き適正化に努めていた

だきたい、こう思います。次に、（４）の市民アンケートについて事務局から報告をお願いしま

す。 

事務局（榊原主幹）それでは、（４）市民アンケートについて（追加資料）についてご報告いたし

ます。前回の部会におきまして、市民アンケートの調査結果についてご報告させていただいた

際に、中村委員より回答者の属性と家族構成について、当市の状況との差を見ながらアンケー

ト結果を見ていくことが大事であるとのご意見を頂き、当市の状況に関する資料のご要望がご

ざいました。また、年金収入の状況に関する資料のご要望がございました。つきましては、こ

れらについて１ページから８ページまでにわたりまして、左側にはアンケート結果、右側には

当市の状況を配置しておりますので、ご参考に資して下さるようお願い致します。以上で、ご

報告を終わります。 

議長（坂本部会長）アンケートの方は前回の会議で、資料を出してほしいということでございま

したので、これは必要に応じて皆さんご覧いただければと思います。それでよろしいでしょう
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か。はい、それではないようですので、この報告を了解して本日の議事はこれで終わりたいと

思います。事務局から連絡をお願いします。 

事務局（日山課長）はい、どうもお疲れ様でございました。次回の第３回介護・高齢福祉部会の

日程でございますが、日時は 10 月の 19 日水曜日午後１時から、場所は市庁別館２階会議室Ｃ

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、宜しくお願い致します。 

事務局（榊原主幹）それでは、これをもちまして第２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。 

 


