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平成 23年度 
第 2回八戸市健康福祉審議会  

地域密着型サービス運営委員会 会議録 
 

日 時  平成 23年 9月 28 日（水） 午後 1時 30分 

場 所  八戸市庁 別館 2階 会議室Ｃ 

出席委員  7名 坂本分科会長、浮木副分科会長、山本委員、小ヶ口委員、金谷委員、 

嶋守委員、平委員 

事 務 局  松浦市民健康部長、鬼柳市民健康部次長兼国保年金課長、日山介護保険課長 

 

 

 
●司会  
 定刻となりましたので、只今から、平成 23 年度第 2 回地域密着型サービス運営委員会を
開会いたします。出席委員は半数以上でありますので、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、分科会長に務めていただきます。それでは、坂本分科会長、お願い

いたします。 
 
〔会長挨拶〕 
●坂本会長 
 それでは、会議に先立ちましてひと言、開会にあたってのご挨拶を申し上げたいと思いま

す。今日は、来年度から始まる第 5期の計画におけます、地域密着型サービスの基盤整備の
方針について、意見をお聞きしたい。それからもう一つは、毎回でございますが地域密着型

サービス事業所の指定の更新がありますので、この二つを議題としていきたいと思っており

ます。 
第 5期計画については先月に開催いたしました部会で、事務局のほうから、国の基本方針
の案の説明を受けたところでございます。今日は、さらに地域密着型サービスの現状等につ

いて、今どうなっているかを説明いただいて、その上で委員の皆さんから、第 5期計画にこ
ういう風なものを盛りこんだらどうかというご意見があれば、それを承りたいと思っており

ます。皆様には、どうぞよろしくお願い申し上げまして、開会にあたってのご挨拶にさせて

いただきます。 
 
〔資料に基づき事務局説明〕 

●会長 
 それでは、最初に１番の、第 5期計画における地域密着型サービスの基盤整備方針につい
て、事務局から説明を受けたいと思います。 
●事務局 
 介護保険課の大里と申します。よろしくお願いいたします。座って説明させていただきま
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す。 
 まず、お手元の資料の（１）「第 5 期計画における地域密着型サービス基盤整備方針につ
いて」ですが、こちらの資料については、当市の地域密着型サービスの整備状況や実績等に

ついて、サービスの種類ごとにまとめた資料となっております。 
 1 ページをご覧ください。1 ページ目は、認知症に対応した地域密着型のデイサービスで
ある「認知症対応型通所介護」についての資料となっております。第 4 期計画においては、
通所系サービスは整備が進んでいることから、他の不足しているサービスとのバランスを考

慮し、整備を見込んでいませんでした。現在の整備状況は、事業所数が 6、定員総数が 62
名となっております。保険給付費については、第 3期から第 4期計画期間の決算額を資料と
して載せておりますけれども、平成 22年度の年間 1事業所あたりの給付費は、27,228千円
となっております。高齢者 1人あたりの保険給付額、これはサービスを利用していない人も
含めた65歳以上の1号被保険者全てを対象として、1人あたりの給付額を出したものですが、
平成 23年 3 月分については、当市の給付額は全国平均の約 1.3 倍となっております。利用
状況については、平成 23年 3月分実績で、1人あたりの費用額は、96,104円となっており
ます。1日 1事業所あたりの利用人数は、平成 23年 6月分実績で、8.6人となっております。 
 次、2ページをお開き願います。2ページは「認知症対応型共同生活介護」、グループホー
ムについての資料となっております。第 4 期計画においては、整備が進んでいることから、
他の不足しているサービスとのバランスを考慮し、整備を見込んでいませんでした。現在の

整備状況は、事業所数が 30、ユニット総数が 49、定員総数は 437名となっております。対
象事業所のうち、1ユニット事業所が 14、2ユニット事業所が 13、3ユニット事業所が 3、
となっております。保険給付額については、平成 22 年度の年間 1 ユニットあたりの給付額
は 25,891 千円となっております。高齢者 1 人あたりの保険給付額については、当市の給付
額は、全国平均の約 1.6 倍となっております。利用状況については、利用人数は 439 人、1
人あたりの費用額は 269,298円となっております。 
 次、3ページをお開き願います。3ページから 4ページにかけてが、「小規模多機能型居宅
介護」の資料となっております。小規模多機能は、第 4期計画においては、公募選定により
４カ所の新規整備を見込み、平成 22年度に選定済みとなっております。現在の整備状況は、
平成 23年 9月 1日現在で、事業所数が 6、定員総数は 149名となっており、第 4期計画の
整備分として、事業所数が 4、定員総数が 100人増加する見込みとなっております。第 4期
整備分と合わせますと、事業所数が 10、定員総数は 249名になる見込みとなっております。
日常生活圏域 12 圏域のうち、未整備圏域は 4 圏域ありまして、お手元の資料には網かけし
ておりますが、三八城・根城圏域と、小中野・江陽圏域、是川・中居林圏域、南郷区圏域が

未整備圏域となっております。 
次、4ページをお開き願います。小規模多機能の保険給付額については、平成 22年度の年
間 1事業所あたりの給付額は、45,833千円となっております。高齢者 1人あたりの保険給付
額については、当市の給付額は全国平均の約 1.4倍となっております。利用状況については、
平成 23年 3月分実績で、利用人数は 128人、1事業所あたりの利用人数は 21.3人、1人あ
たりの費用額は、190,570円となっております。小規模多機能については、平成 22年度第 2
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回介護・高齢福祉部会において、出席委員から、「第 5 期計画では小規模が整備されていな
い圏域に整備してはどうか」、という提案意見がございました。 
 次、5ページをお開き願います。5ページは、地域密着型特養施設であります、「地域密着
型介護老人福祉施設入所者生活介護」についてですが、第 4期計画においては、介護老人福
祉施設は不足していることから、公募選定により 1 ヶ所の新規整備を見込み、平成 21 年度
に選定済みとなっております。現在の整備状況は、平成 23年 9月 1日現在で、事業所数は 1、
定員は 29人、第 4期計画の整備分として、事業所数が 1、定員は 29人増加する見込みで、
第 4期整備分を合わせますと、事業所数が 2、定員総数は 58人となる見込みとなっておりま
す。保険給付費については、平成 22年度の年間 1事業所あたりの給付額が、98,671千円と
なっております。高齢者 1人あたりの保険給付額については、当市の給付額は全国平均の約
1.7倍となっております。利用状況については、平成 23年 3月分実績で、利用人数は 29人、
1人あたりの費用額は 317,414円となっております。地域密着型特養については、県が策定
する介護保険事業支援計画により、必要利用定員総数が定められることとなっております。 
 次、6ページをお開き願います。6ページは、「地域密着型特定施設入居者生活介護」につ
いて、これは定員が 29 人以下の介護専用型特定施設に入所してサービスの提供を受けるも
ので、第 4期計画においては、医療療養病床からの転換による整備を行い、新たな整備は見
込んでいませんでした。現在の整備状況は、事業所数が 1、定員は 17人となっております。
保険給付費については、平成 22年度の年間 1事業所あたりの給付費が 39,810千円となって
おります。高齢者 1人あたりの保険給付額については、当市の給付額は全国平均の約 2.9倍
となっております。利用状況については、平成 23年 3月分実績で、利用人数は 17人、1人
あたりの費用額は 224,765円となっております。こちらも地域密着型特養と同様に、県が策
定する計画により、必要利用定員総数が定められることとなっております。 
 次、7ページをお開き願います。7ページは、「夜間対応型訪問介護」について。現在当市
では実施しておりませんが、サービス内容は、「24 時間安心して在宅生活が送れるよう、巡
回や通報システムによる夜間専用の訪問介護のサービスを提供する」というものです。この

事業は、第 3期に 1ヶ所整備を見込んで公募しましたが、申し込みはありませんでした。第
4 期においては、既存の訪問介護のサービスで夜間に対応することとし、整備を見込んでい
ませんでした。 
 次、8 ページをお開き願います。8 ページ以降は、今年 6 月に成立しました、改正介護保
険法により、新たに創設されることとなった 2つの地域密着型サービスについて、国から示
されたものをまとめた資料となっております。まず、「定期巡回・随時対応サービス」につい

て。サービスの概念ですが、日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が密接に連携しなが

ら、短期間の定期巡回型訪問と随時の対応を行うサービスとなっております。サービスの形

態は、1 つの事業所から訪問介護・訪問看護を一体的に提供する、又は、外部の訪問看護事
業所と緊密な連携を図って訪問介護を実施するなどとし、地域密着型サービスとして位置づ

け、保険者が主体となって、圏域ごとにサービスを整備できるようにする、というものです。

サービスの特徴は、介護サービスと看護サービスが連携を図りつつ、「短時間の定期訪問」、

「随時の対応」といった手段を適宜・適切に組み合わせて、1日複数回、「必要なタイミング」
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で「必要な量と内容」のケアを一体的に提供するというものです。サービスの基本コンセプ

トは 5つありまして、①一日複数回の定期訪問と継続的アセスメントを前提としたサービス、 
②短時間ケア等、時間に制約されない柔軟なサービス提供、③「随時の対応」を加えた「安

心」サービス、④24 時間の対応、⑤介護サービスと看護サービスの一体的提供、という 5
つのコンセプトにまとめられています。 
 次、9 ページをお開き願います。サービスの提供圏域のあり方としては、利用者のニーズ
に即応する必要性、また移動時間の短縮が効率的な運営をおこなう上で重要になることから、

30分程度の範囲が適当である、とされ、日常生活圏域内で、各地域及び住民の特性に応じた
きめ細かなニーズ把握とサービスのマネジメントを行うことが求められることから、地域密

着型サービスとされております。事業実施イメージの一例として、これは国の検討会で、事

業モデルのイメージを作るためにシミュレーションを行ったもので、総人口 10 万人単位の
圏域を想定した場合の内容ですが、人口 10 万人に対して、訪問介護の頻回利用者の推計が
225人。これを 5事業所でカバーするとして、1事業所あたりの利用者は 45人。1事業所あ
たりの利用者 45 人に対して、総ケア時間や移動時間を加味して試算された職員数は、常勤
換算で、介護職員 22.8人、看護職員 1.71人、面接相談員 1人、オペレーター常時 1人とい
う積算がなされております。サービスの基準及び報酬については、現在、国の社会保障審議

会で検討中ですが、報酬体系のあり方としては、包括定額払い方式を基本とすべきという方

向で検討されているようです。参考として、当市の訪問介護利用者のうち、夜間・深夜・早

朝利用者の利用率を掲載しておりますが、まず、夜間・深夜・早朝の時間帯については午後

6時から翌朝の 8時までが利用時間帯になっておりまして、平成 23年 6月分について、訪
問介護利用者が 2,150人、そのうち夜間・深夜・早朝利用者が 309人で、利用率は 14.4％と
なっております。 
 次、10 ページをお開き願います。10 ページ以降が、複合型サービスの資料となっており
ます。サービスの概念ですが、小規模多機能型居宅介護と訪問看護の複数のサービスを組み

合わせた複合型事業所を創設し、看護と介護サービスの一体的な提供により医療ニーズの高

い要介護者への支援の充実を図る、というものです。サービスの概要は、小規模多機能型居

宅介護のサービスに加えて、必要に応じて訪問看護を提供できる仕組みとし、ケアマネジャ

ーによるサービスの一元管理により、利用者のニーズに応じた柔軟なサービス提供が可能と

されております。現時点で国から示されている内容ですが、今後変更もあり得るとした上で、 
「複合型サービス事業所として、新たに設定予定の複合型サービス事業所の人員・設備・運

営等の基準を満たした上で、指定を受けることが必要になる。」「複合型サービス事業所の指

定に加え、訪問看護事業所としての指定を併せて受けた事業所である場合、複合型サービス

登録者以外に対する訪問看護を可能とする方向で検討している。」「サービスの事業展開とし

ては、①新たに設定予定の複合型サービス事業所の人員・設備・運営等の基準を満たした上

で、事業所を創設する方法の他、②既存の事業所を改編した上での事業展開が可能である。」 
「複合型サービス事業所の人員・設備・運営等の基準については、現在、検討中であり、利

用対象者は登録制とする方向で検討している。」という状況になっております。 
 次、11ページをお開き願います。こちらは参考として、当市の小規模多機能利用者のうち、
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訪問看護利用者の利用率と、介護度別の利用回数を掲載しておりますが、平成 23 年 6 月分
について、小規模利用者が 108人、そのうち訪問看護利用者が 4人で、利用率は 3.7％とな
っております。 
 続きまして、（１）の添付資料をご覧ください。こちらは参考資料として作成したものです

が、資料の 1 ページ目、「認知症高齢者の日常生活自立度」について、これは当市の要介護
認定者のうち、認知症の割合を日常生活自立度のランクごとに集計したもので、平成 22年 6
月末時点と、平成 23年 6月末時点のデータとを比較しております。 
まず、自立度のランクについてですが、これは主治医意見書や認定調査票の判断基準とし

て国から示されているもので、下の表に載せておりますけれども、ランクⅠというのは、何

らかの認知症を有するが、日常生活はほぼ自立しているレベル。ランクⅡは、日常生活に支

障を来たすような症状などが多少見られても、誰かが注意していれば自立できるレベル。ラ

ンクⅢは、介護を必要とするレベル。ランクⅣは、常に介護を必要とするレベル。ランクＭ

は、専門医療を必要とするレベル、という区分になっております。上の表に戻りまして、平

成 23年 6月末現在について、認定者総数 9,340人のうち、何らかの認知症を有している人、
これは一番左の欄の下から 4段目にあります、ランクⅠ～Ｍに該当する 8,675人で、割合と
しては 92.9％。介護を必要とするレベルの認知症の人の割合は、ランクⅢ～Ｍに該当する
3,145人で、こちらは認定者のうち 33.7％となっております。いずれも、前年同月と比較し
まして増加している状況となっております。 
●事務局 
 それでは、2 ページをお開き願います。2 ページ以降は、私からご説明させていただきま
す。2ページは、「要介護認定を受けていない第１号被保険者のうち認知症リスクのある者の
推計について」でございます。これは、日常生活圏域ニーズ調査結果で得られる情報につい

て、生活機能が低下していると考えられる対象者の把握等に活用するための「生活支援ソフ

ト」というものを国が配布いたしましたので、そのソフトに組み込まれている認知機能判定

を活用することで、要介護認定を受けていない第 1号被保険者のうち認知症リスクのある者
の推計を行ったもので、第 5期計画の要介護認定者数の推計の参考として考えているもので
ございます。※印の所ですが、日常生活圏域ニーズ調査につきましては、当市では今年 3月
に実施いたしました介護保険に関するアンケート調査の一般用、一般用は要介護認定を受け

ていない第１号被保険者用ですが、この中に日常生活圏域ニーズ調査項目を含めております。 
 次に、１の生活支援ソフトに組み込まれている認知機能の指標及びその評価方法について

ですが、指標はＣＰＳというもので、これは認知機能の障がい程度の指標という意味でござ

います。評価方法は、下の図に示しておりますとおり、設問に対する回答内容により、０レ

ベルの「障がいなし」から６レベルの「最重度の障がいがある」までに判定が可能となって

おります。また、認知症の行動・心理症状がみられるのは、３レベル以上、中等度以上の障

がいがある以上、とされております。 
 それでは、3 ページをお開き願います。２の「ＣＰＳによる評価結果」についてですが、
まず、評価総数は、一般用の回答数 843 人のうち、評価に必要な設問全てを回答した 787
人となっております。次に、回答結果の割合は、「０レベル（障がいなし）」が 77.0％（606
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人）で最も多く、次いで、「１レベル（境界的である）」が、14.1％（111人）、「２レベル（軽
度の障がいがある）」6.7％（53 人）と続いております。そして、「３レベル以上（認知症リ
スクあり）」の割合は 2.2％（17人）となっております。次に、「性・年齢階級別」にみます
と、下の棒グラフのようになっており、男性、女性ともに、年齢階級が上がるにつれて、「０

レベル（障がいなし）」の割合が少なくなり、「１レベル以上（境界的である以上）」の割合が

多くなる傾向が伺えます。また、「３レベル以上（認知症あり）」の割合は、男性計は 1.5％、
女性計は 2.7％となっており、女性計の方の割合が多くなっております。 
 それでは、4 ページをお開き願います。この表は、先ほどの「性・年齢階級別」の棒グラ
フの数値でございます。次に、下のほうの３の「認知症リスクのある者の推計」についてで

ございますが、これは、今年 2 月末現在の介護サービスを受けていない第 1 号被保険者で、
ＣＰＳによる評価結果を用いた簡単な推計となりますが、男性は計 20,448人のうち、1.5％
の 307人。女性は、計 26,753人のうち、2.7％の 722人。合計で 1,000人くらいの認知症リ
スク者がいるのではないかと推定されます。 
 それでは、5ページをお開き願います。「介護保険に関するアンケート調査結果」について
ですが、これまで部会でご報告済みでありますが、サービス基盤整備に関する主なもの、と

いうことで、3 つ再掲したものでございます。まず、１の「今後、どこで生活することを希
望しますか。」についてですが、一般用・受給者用ともに、「現在の住居に住み続けたい」と

いう回答が最も多くなっております。次に、２の「介護保険サービスに要する費用の約 5分
の 1が、65歳以上の方に納めていただく介護保険料で賄われています。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いますか。」についてですが、

一般用・受給者用ともに、「介護保険サービス量、介護保険料ともに、現在と同程度でよい」

という回答が最も多くなっております。次に、３の「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いますか。」についてですが、この問いは 3 つまでの複数回答とな
っております。一般用・受給者用ともに上位 3つの回答は、「公正・公平な要介護度の認定」、
それから、「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」、それから、

「介護保険料の負担軽減」となっております。また、地域密着型サービスに関してというこ

とで、回答内容の上から 2つ目の、「訪問介護や訪問看護などの訪問サービスの充実」から、
5 つ目の「認知症対応型共同生活介護（グループホーム）や小規模多機能型居宅介護などの
地域密着型サービスの充実」までの 4つのサービスについて、受給者用の回答結果をみます
と、前回調査の回答割合と比べて増加しているポイントが一番高いのは、「地域密着型サービ

スの充実」で 6.2ポイントとなっております。以上で、（１）についてのご説明を終わります。 
●会長 
 ただいま、事務局から説明をいただきました。特にこの介護保険に関するアンケートをみ

ますと、そういう意見も出ているということをふまえながら、第 5期計画は、これから地域
密着型サービスを八戸としてどういうふうにしていくか、基盤整備方針について、委員の皆

さんから何かあればご意見を出していただきたいと思います。説明いただいた中で、意見と

して出ていたものもあります。小規模多機能型の居宅介護を選定した時に、12の圏域でまだ
無い所があるので、そこを優先してやってはどうかという意見がこの間出たところですが、
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あの時のことも思い出しながら皆さんのほうから承りたいと思います。山本さんからご意見

ありますか。 
●山本委員 
 これは多分、私からの意見で、小規模多機能の空白の地域を出来れば早期に解消というこ

とが一番です。それぞれの自宅なり地域で介護対応というか暮らしたいという声が大きいの

で、これが一番早期に求められる件かと思います。それから一つ、市の方にお聞きしたいの

ですが、八戸の夜間対応型訪問介護、これは確かに職員確保などいろんな意味で難しいとは

思うのですが、八戸と同様の規模の都市で、どのぐらい整備されているのか、他県の実態も

ちょっとお聞きしたいのですが。 
●事務局 
 はい、資料に該当するところがありましたので、お答えします。内容がもしかすると 2年
3 年ぐらい前のものとなってしまうかもしれないのですが、夜間対応型の訪問介護を提供さ
れている市町村というのは、21市町村ということで全体の 1.3％というデータがあるそうで
して、サービス提供実績があるというのはいずれも人口規模が大きい区市に限定されている

という実態があるということで、都市型のサービスであるという特徴があるということだそ

うです。 
●会長 
 では、小ヶ口委員からどうぞ。 
●小ヶ口委員 
 質問と意見とあります。新設の今回からのサービスがありまして、これは地域密着型サー

ビスになりますので、市の対応というか、サービスの理解という部分が大事になってくると

思います。まずは定期巡回・随時対応サービスですが、こちらは私もまだ完全に理解してい

ない部分もあるのですが、八戸市の場合、人口密集地はいいのですが、密集していない部分

をどのようにカバーするのかという部分とか、それと、圏域を人口単位で想定されていると

いうことなので、圏域のところを今後どのようにみていくかという部分と、サービス事業所

をどのように選定していくか、指定になるのか、公募するのか、そういう部分をどのように

考えているかお聞きしたいのと、あと、複合型サービスのところで、山本委員がおっしゃっ

たように、地域によっては地域密着型ではなくて、小規模多機能が整備されていない地区が

あるので、そういう地区は複合型サービスをどのように進めていくお考えなのか、お聞きし

たいと思います。 
●会長 
 意見は後でお聞きします。質問事項を先にお願いします。 
●事務局 
 地域の定期巡回・随時対応サービスが新設されたのですが、先日介護保険課長会がありま

して、青森市の課長のほうからこの話が出たんですよ。私も同じような意見だったのですけ

れども、先ほど説明しましたように、24時間型のホームヘルプサービス事業所が無い状態で
す。待機時間が長くて、事業として回らないんですよ。やはり大都市型のサービスであると

いうことで、これは青森市ではやらない。おそらく公募しても手を挙げるところが無いので
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はないかと思っているので、小規模多機能で対応できるのであれば、そのほうが良いのかな

と思いますが、それを議論していただくのがこの場なので、こちらから球出しする訳にはい

かないので、そのように思っています。 
 それから複合型サービスですが、さっき説明した中にもありますが、小規模多機能を使い

ながらホームヘルプを使っていらっしゃる方が少ないんですね。ですので小規模多機能をま

ず整備したいと思うんですね。その上で必要であれば訪問看護をつける、という形になると

は思います。実際問題のところは、どうしても厚生労働省は大都市型で考えてしまうので、

そういうのがあると思います。 
●小ヶ口委員 
 事業所は公募される予定ですか。 
●事務局 
 これからの議論になりますが、来年度からの介護保険のいろんな改正とかありましたけれ

ども、これから公募選定をやって下さいよ、という意見です。八戸市の場合、国の意見より

も先にやっております。誰にでも見える化した形でやりたいとは思いますけれども、それも

この運営委員会で審議していただければと思います。 
●小ヶ口委員 
 大都市型ということで、スタートで、用意ドンで始めるのはなかなか難しいと考えており

ましたので、小規模多機能のほうの整備を早くやっていただければ良いのかなと思います。 
●金谷委員 
 夜間対応型訪問介護というのは非常に難しいと思うのですが、事業者が経営していけない

というのもわかりますけれども、もしやっていたとしても、介護する人の研修とかがきちん

と確立していないと、日中であれば管理者が指導とか管理ができますが、夜間というのは非

常に信頼関係が特に難しいので、難しい業務内容になっていくのではないかと思っています。

介護者の育成環境をどうやって整えていくかというあたりも考えていかなければいけないの

ではないかと思います。とても必要なことだけれども、介護する人のレベルがきちんとして

いかないと、いろんなことが問題になってくるのかなという不安もあります。以上です。 
●嶋守委員 
 介護の負担金は、もう少し利用者の実態に合ったような保険料にして、八戸は保険料が高

いんじゃないのかと感じます。 
●会長 
 保険料をもう少し下げても良いということですね。 
●嶋守委員 
 はい。そうするとなかなか、使いたくてももったいないとか、そういう事情のある世帯と

いうか家庭もあると思うんで、把握をきちんとして、そういう人に合った様な保険料の負担

を設定しても良いんじゃないかと思います。 
●会長 
 1段階から7段階まで設定しているわけですから、そういうので7段階までということで、
5段階を 6段階へ、7段階へと工夫はしているんですけど、さらに、ということですか。 
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●嶋守委員 
 実際に高齢者は増えているから、年金だと利用したくても利用できない部分もあるのかな

と。 
●会長 
 保険料のことですか、利用料のことですか。 
●嶋守委員 
 保険料です。 
●会長 
 保険料ですね。 
●事務局 
 高齢者が増えれば増えるほど保険料は上がるんですよ。いろいろな基盤整備をしなければ

ならないですので、そこの保険料がどんどんこれから増えますので、今で 5万 5千人ですけ
れども、第 5期計画中に 6万人を超える予定になっております。ですので、保険料が増える
側に行きます。サービスの提供が必要であればですね。保険料を下げて供給を増やすという

わけにはいかないのです。ただ、利用者負担は 1割負担などございますので、それは低所得
者対策もしております。先ほど説明したとおり地域密着型に限っても全国平均を全部上回る

サービスを提供しております。その他居宅のほうも含めると、八戸市の場合全国平均よりも

高齢化率は低いんですよ。なのに、全国の保険料の平均が 4,160 円で、八戸市が 4,800 円。
なので、アンケート結果にもありましたとおり、なるべく保険料を上げない形で適切なサー

ビスを、良い保険というのは保険料が安くてサービスが良い、ということで、委員の皆様に

もご審議していただければと思います。 
●会長 
 あとはよろしいですか。では平さん。 
●平委員 
 はい。小規模に限らず、段々保険料が上がってきて大変だと。私も町内で保健推進委員を

しているのですが、年代も高くなってきていて、ほのぼの交流とか、少しずつそういうのに

行かないように運動を採り入れたり、いろいろ町内で出来ることはやっていて、この間も脳

外科の先生に来ていただいて、認知症の講座をやったら 1時間ぐらいみんなよく聞いていま
した。かかるから負担、負担ではなくて、やっぱり予防とかも広めていくことと、この間小

規模も業者がよく知られていないとか、利用が少ないとか新聞に出たようなところもあるし、

保険料のこともありますが、生活が大変だとか、ちょっと厳しい人だったら、意外といろん

な人にとってもお金のことも考えないといけないんだろうけれども、私もいろいろやってみ

て、お金があろうがなかろうが、お家があろうが家族があろうが、病気になるときはなるの

で、その時はある程度負担してもいいから、きちんとサービスを受けられるようにしてほし

いことと、それから私の友達の高齢者の人は、週に 1回とか 2回とか行っているのですけど、
80歳を過ぎると急激に体調が悪くなって、老々介護で共倒れになっているところが出てきて
います。この小規模と話は違うかもしれませんが、そういうところの受け入れ態勢も必要に

なってきているのではないかと思います。介護負担のお金のことも、自分が努力できること
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は努力をしていくとか、やっていかなければ大変じゃないかと思います。 
●会長 
 はい。では浮木さん。 
●副会長 
 生活圏域が今 12で、第 4期が 12になっていますが、変更はないですか。12のままで考
えていますか。 
●事務局 
 これは、高齢福祉部会のほうの議題になるとは思いますが、今の 4期から、10から 12に
増えたわけで、1万人から 2万人のところということで、今は合った形にはなっております。
圏域を変えるか変えないかに関しては、部会のほうで議論を頂ければと思います。 
●副会長 
 それから小規模多機能の設置は山本さんもおっしゃっていたけれども、無いところにとい

うので、前回話が出ていたので、それは賛成をいたします。それと、すでに大型の社会福祉

法人で小規模多機能をやっているところが、例えばまた公募した場合、立候補してくれば、

前回は財政力等々総合的に判断して大規模法人がみんな決まったんだろうと、みなさんいろ

いろ検討した結果でしょうけれども、そのへんですね、大規模法人で小規模やっているとこ

ろをどういう公募選定にするのか考慮すれば、そういう点をひとつちょっと加味すればいい

のかな、という感じ方をしております。また、生活圏域 12 のままであれば、いわゆる人口
等の基準はありますけれども、実態で高齢者の情報とかで設置していくこともまた可能かも

しれない。基本的には昨年意見のあった、5 期計画では小規模が設置されていない圏域に整
備していけばいいのかな、以上です。 
●事務局 
 今お話のあった件に関して、計画の場合、いろいろな数を計画の中に入れるとありますけ

れど、公募選定の作り方、募集要項の作り方の中で、社会福祉法人で既に小規模多機能をや

っているところは抜けて下さいよ、要するに公募選定の一つの考え方として、新規の参入を

促しましょう、というのがあったんですが結果からいくと、小規模を社会福祉法人が 4つと
ってしまったということがありました。これはご意見として伺って、計画と次の公募選定の

段階でいろいろご議論していただければいいなと思っております。 
●会長 
 よろしいですか。皆さんから意見をいただきました。ではそれらを活かして次に進めたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。 
 それでは、次に（２）の、地域密着型サービス事業所の指定更新について、事務局から説

明お願いします。 
●事務局 
 はい。介護保険課の大里と申します。続きまして、議事の（２）、「地域密着型サービス事

業所の指定更新」についてご報告いたします。指定更新については、介護保険法上、事業所

は 6年に 1回指定更新をしなければならないということが定められておりまして、お手元の
資料にありますとおり、「グループホーム市川」について書類等を審査した結果、問題になる
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事項はありませんでしたので、平成 23年 9月 16日に指定更新を行いました。以上で報告を
終わります。 
●会長 
 指定更新を行った、これは 6年に 1回というのが義務付けられておりますので、今、報告
をいただいた通りでよろしゅうございますか。はい。ありがとうございます。では了承する

ということで進めたいと思います。以上で今日の議事は終わります。 
●事務局 
 はい。それでは、これをもちまして、平成 23 年度第 2 回地域密着型サービス運営委員会
を閉会いたします。お疲れ様でした。 
 次回は、第 3回目の介護・高齢福祉部会となります。日時は、10月 19日水曜日の午後 1
時からでございます。後日改めて、文書でご通知差し上げますので、どうぞよろしくお願い

いたします。 
 
 


