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平成 23 年度第４回 八戸市健康福祉審議会 介護・高齢福祉部会 会議録 

日時：平成 23 年 11 月 30 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（16 名） 

 坂本部会長、岸原副部会長、豊田委員、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 

●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）：定刻となりましたので、ただいまから平成 23 年度第４回介護・高齢福祉部

会を開会いたします。本日は全委員出席となっております。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一言御挨拶を申し上げます。委員の皆様方に

おかれましては大変お忙しい中、御出席いただき誠にありがとうございます。今日は全員出席

ということでございます。これから進めてまいりますが、資料を前もって郵送しておりますの

で目を通していただいたと思いますが、１つは地域支援事業について、そして一番大きなこと

になりますが、第５期計画のサービス基盤整備方針及び保険料設定方針の２つの議事について、

これから御審議いただき、第５期計画の案をまとめてまいりたいと思っております。特に、５

期計画に盛り込みますサービス基盤の量をどうするかということと保険料をどうするかという

ことにつきましては大変重要でございますので、皆様一人ひとりの意見も踏まえて次に進めて

まいりたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。それでは、次第に従いまして

議事を進めてまいります。最初に⑴の地域支援事業についてですが、資料が御手元にあるよう

にア、イ、ウの３つに分かれておりますので、まずアとイを関係がありますので一括審議し、

次にウを審議したいと思います。それでは、アの第４期計画の実績、イの第５期計画について

事務局から説明をお願いいたします。長谷川所長。 

事務局（長谷川所長）：それでは、アの第４期計画の実績のうち主な事業や新たに取り組んだ事業

について御説明いたします。１ページを御覧ください。まず、介護予防事業につきまして、こ

れまで介護状態になるおそれの高い高齢者を特定高齢者と呼び、健診のときに基本チェックリ

ストや血液検査を行って特定高齢者を把握しておりましたが、平成 22 年８月に実施要綱の改正

がありました。そこで、特定高齢者の呼び名を２次予防事業対象者と呼ぶことになって、基本

チェックリストだけで把握する方法に改正されました。そこで、当市でも平成 23 年度から把握

方法を変えまして、全高齢者に対して地区別に３年をかけて基本チェックリストを送付するこ

とにいたしました。今年度は約 14,300 人の 65 歳以上の高齢者に送付いたしました。そこで、

片括弧アの特定高齢者の件数が大幅に多くなってきております。次に、飛びまして４ページを

御覧ください。４ページの②一般高齢者施策と書かれておりますが、それもそのときに呼び名
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が変わりまして、１次予防事業と改正されました。記入漏れとなっております。４ページの一

番下にあります地域回想法事業について書かれているところを御覧ください。回想法とは、認

知症予防やケアの１つで高齢者が古い生活道具を見たり、子供の頃の遊びなどの生活を思い出

しながら話していただくことで脳機能の活性化やコミュニケーションが活発になったりするも

のです。認知症の予防だけでなくて高齢者の地域交流にも役立つもので、今後回想法を地域で

展開していくために今年度は回想法を実践できる人材、リーダーを養成いたしました。次に、

５ページにシニアはつらつポイント事業について記載しております。これは、高齢者の介護予

防の一環として高齢者が施設などでボランティア活動をしたときにポイントを付与して、貯ま

ったポイントを商品券等と交換する事業であります。次に、また飛びまして７ページを御覧く

ださい。７ページのご当地健康体操につきましては、21 年度から取り組みましたが、22 年度ま

でで積極的な普及事業としては終了しております。次に、８ページの認知症予防教室とシニア

楽楽運動教室は、健康増進課の保健師が担当しております。９ページから 14 ページの包括的支

援事業につきましては、３年間同じように進めてまいりました。15 ページを御覧ください。15

ページの⑶任意事業のうち 16 ページに記載しております認知症フォーラムにつきまして、平成

22 年度と 23 年度に開催しておりますが、23 年度は近隣の７町村と合同で定住自立圏の中の高

齢者福祉に関する合同研修として開催しております。同じく 16 ページの片括弧エの八戸市あん

しんカード事業は 22 年度からスタートいたしましたが、これは徘徊する高齢者の情報を事前に

登録していただき、保護されたときに身元が早期に分かり自宅に戻れるように安心カードを所

持していただくような事業です。登録情報は警察でも提供しております。次に、17 ページの⑷

の片括弧アの市民後見推進事業は、第５期介護保険事業に関わる国の基本指針にもあります認

知症対策推進の一環でもあり、今年度国から補助を受けてモデル事業として実施している事業

で、今年度は主に市民後見人の養成を委託にて実施しております。次に、21 ページと 22 ペー

ジを御覧ください。養護老人ホーム、ケアハウス、有料老人ホーム等福祉施設サービス等につ

いて記載されております。有料老人ホームにつきましては、第３期に比べ４施設増えておりま

す。簡単ではありますが、以上で第４期計画の実績については終わります。次に、地域支援事

業の第５期計画についても、ポイントのみ御説明いたします。イの第５期計画についてを御覧

ください。第５期計画についての１ページの地域包括支援センターについては、現在直営１箇

所と 12 の在宅介護支援センターで運営しておりますが、第５期においても現体制を継続してい

く予定です。４ページを御覧ください。第４期の実績で御説明いたしました２次予防事業につ

いては、継続して実施していきます。今年度から平成 25 年度までの３年間で、市内の全高齢者

を対象に基本チェックリストを配布、回収する予定になっております。次に、また飛びまして

８ページの１次予防事業のうち地域回想法事業ですが、これは平成 24 年度から地域で展開して

まいります。次に、11 ページからの包括的支援事業も今までどおり継続して取り組んでいく予

定です。15 ページの⑶家族介護支援事業は、高齢者の増加によって年々支給状況が多くなって

くるものと思われます。15 ページの最後にあります認知症フォーラムにつきましては、今年度

は定住自立圏で開催しましたが、来年度は八戸市単独で実施する予定となっております。16 ペ

ージの市民後見人推進事業では、養成された市民後見人のフォローアップ研修や活動支援を今

後行っていく予定となっております。その他の事業につきましても、継続的に行ってまいりま

す。以上ポイントのみ説明させていただきました。以上で、説明を終了させていただきます。 
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議長（坂本部会長）：ありがとうございました。ただいま、アのほうは第４期の実績、23 年度は

まだあと３か月ほど残っていますが４期の実績ですね。それから、５期計画に地域支援事業を

どう盛り込むかについては、４期と同じようにいきたいという説明でございました。これに対

して、何か御質問、御意見等ございますでしょうか。千葉委員。 

千葉委員：この後の資料の方にもあるのかなと思って見ていましたが、年々前期及び後期の高齢

者が少しずつ増えていくように思われますが、その増加に対応して行われている事業の対象の

数を増やしていっておられるのかどうかということなんですが、中を見ますと年々同じような、

全然増えてなくて、24、25、26 年度とも同じ数しかやらないというようなものがあるかに思い

ますが、対象者が少しずつ拡大していますが、増えるのを十分に反映した形で行われる事業の

対象者数の見込みとか回数とか一部には反映されていますが、中にはあまり反映されていない

ものもあるようですので、その辺のところはどうなのかなと思いましたので、その辺のところ

で何か計画を立てるに当たって、お考えになったことがあれば教えていただきたいと思います。 

事務局（長谷川所長）：年々高齢者が増えていきますので、増やしているものもありますが、中に

は事業に対して参加する皆さんの意向というところで、この数で全部いくとは思ってはいない

ところもありますが、これが多い数としてこの数くらいだろうというところで計画しているも

のもございます。ですので、これが 24、25、26 年度全部同じ数で載っているものもありますが、

まだ２次予防事業等につきましては実績が見込めていないところもございまして、なかなか数

をどのくらい増やしていいかというところが見込めないまま同じ数で最高このくらいというと

ころで出しているものもございます。 

千葉委員：そのとおりまさしく２次予防のところがですね、数がほとんど毎年同じだと思うので

お聞きしたんですが、予想値なので対象が拡大すればもう少し実績としては上がってくる可能

性があると、それには対応するということで考えていっていいんでしょうか。 

事務局（長谷川所長）：今まさに２次予防の把握の方法が変わって、今結果が配布されて２次予防

の通所に通う方々の申込みが来ているところですが、実績がなかなかつかめないところがあり

まして、受けてくれている事業所等には増えていく見込みというところはお知らせしておりま

して、増えてもいいような体制はとってもらっております。 

千葉委員：ありがとうございます。 

議長（坂本部会長）：ほかにございませんか。小ヶ口委員。 

小ヶ口委員：２次予防事業対象者把握事業のところで、チェックリストの実施については、薬剤

師会としても薬局でそういった２次予防事業対象者と疑われている方にはチェックリストを提

示しまして、そういった方を包括のほうに紹介してということをして、お声掛けをしてチェッ

クリストを実施していますが、もう介護保険を受けている方が多かったりとか包括には連絡し

なくてもいいですという方がいらっしゃったりとかするんですが、基本チェックリストは全対

象者に配布をされたということなんですが、そのチェックについてはどういうふうにチェック

していただいて、配布についてはどういうふうに配布されているかということをお聞きしたい

と思います。 

事務局（長谷川所長）：３年かけて全高齢者に配布する予定で、おおよそ３分の１の方に今年度配

布しましたが、事業者に委託をしまして、返信用の封筒を入れて回収しました。 

小ヶ口委員：御自身のチェックということですか。 
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事務局（長谷川所長）：御自身のチェック又は御家族と相談しながらのチェックになっていると思

います。 

小ヶ口委員：回収率はどうなっていますか。 

事務局（長谷川所長）：回収率は約 80％です。 

小ヶ口委員：ありがとうございます。 

議長（坂本部会長）：ほかにございませんか。澁田委員。 

澁田委員：どうしても高齢者が増えてくることが現実としてありますので、介護予防ということ

が非常に重要になります。３本柱として、運動、栄養、口腔機能が挙げられておりまして、事

業も第４期でもありますし、第５期でも予定はされていますが、実際非常に少ない数で、実績

としては５期計画でも大幅に増える予測がないんですが、何らかの予防のために多くの人に取

り組んでもらわないと、結果として介護を必要とする高齢者が増えることになりますから、具

体的に何か５期計画でもっと増えるような政策なり方向を検討されているのかどうかお聞きし

たいと思います。 

事務局（長谷川所長）：回収しました方々には、結果アドバイス表というのを全員に送付しており

ます。そして、その方々にはあなたは口腔機能が低下していますので、口腔機能の教室に通い

ましょうということでお勧めをしているところです。ですので、第４期は実績がないんですが、

第５期についてはそういう事業所に行きたいという方も出てくるのではないのかなあと思って

いますし、それも少なければ在宅介護支援センターと協力してお勧めしていくという状況にご

ざいます。 

澁田委員：今、地域によってはあまり多くはないようですが、地域によっては歯科医師会と連携

して口腔機能向上のプログラムを歯科医院でやるところもあって実績が上がっているところも

あるようなんですが、今すぐは難しいかもしれませんがそういうような、つまり介護保険の中

で今後検討がされてきている話は聞いていますが、現時点ではないんですが、市として何か考

えられることはあるんでしょうか。 

事務局（長谷川所長）２次予防事業の通所型介護予防事業というところで、口腔機能の向上とい

うところで委託している事業所が５か所あるんですが、個々に歯科医師との契約をどうするか

ということについては、今後検討してまいりたいと思います。 

澁田委員：できるだけ実績が上がるようなことを検討していただければと思います。 

議長（坂本部会長）：千葉委員。 

千葉委員：青森県のほうの介護予防事業の支援委員会に出させていただいているので、県内の介

護予防事業の行われている状況を見ているんですが、どこでも特に認知症等の部分で言えば、

活発に展開できないということが上がってきていて、問題点をアンケート調査すると、やはり

マンパワーが足りないというようなことで、そういうことを行う人員が割けないということな

んだろうと思うんですね。まあ、いろんな意見が委員の方々から出ていたんですが、やはり直

営で全部抱えてやるとやはり大変なのではないだろうかと。委託で様々の地域資源と言います

か、やっているところにそういう予防事業をお願いしていくほうがより活発なあるいはそうい

う対象者に対しても細やかに対応できるのではないかという意見があったんですね。全部直営

の包括が頑張ってやるんだということになりますと、ほかの仕事もたくさんお持ちになってい

ると思うので、かなりハードワークになるのかなと。そういうことによってなかなか展開が進



 5

まないということであれば、今後のこととして委託をして間口を広げるというようなことも考

えたらどうかなというふうに思います。 

議長（坂本部会長）：意見ですね。 

事務局（長谷川所長）：分かりました。 

議長（坂本部会長）：豊田委員。 

豊田委員：介護予防事業についても介護のほうも介護保険料も高齢者が増えるとともに増えてい

くんですが、今現在介護１、２の辺りが一番人数が多いと思うんですね。おそらく今年度末に

は介護２のほうが１よりも多くなるんじゃないでしょうか。そういう点で介護予防事業という

のは非常に重要で、いかに介護度を１まで行かないようにするかという、ここが一番今喫緊の

課題じゃないかなと思っております。今回、今までの国の特定高齢者施策の成果が出ないとい

うことで今回の２次予防事業として打ち出されていますので、市のほうもこれについては力を

入れてということなのでその中でですね、先ほど歯科医師会のほうからも出ておりましたが、

例えば介護予防事業の中に口腔ケアがあったとすると、歯科医師会とか栄養士とか、それから

予防事業所同士の連携した話し合いとか、そういうことをもう少し密にしていってより効果的

にしていく必要があるんじゃないかなということを読みまして感じております。それで、今年

度市のほうでもシニアはつらつポイント事業、これなども高齢者が高齢者のために自分の力を

ボランティアで生かすということなんですが、それは自分に帰ってくるものだと思いますので、

シニアはつらつポイント事業を受けた人たちだけのものにしないで、この辺りも皆さんの力を

もっといろんなことで連携させたり。そしてもう１つ、認知症のサポーター事業がありますね。

かなりサポーター数は増えていっています。ただ、果たして資格をとられた方がその後どのよ

うに生かされているのか、そのところが重要になってくるんじゃないかなと思っておりました

ので、事業としては１つずついろいろ盛り込まれていますが、それをより深くしていただいて

介護に行かないように、予防事業のほうにぜひぜひ力を入れていただきたいなというのが報告

を受けた実感でございます。よろしくお願いいたします。 

事務局（長谷川所長）：ありがとうございます。 

議長（坂本部会長）：ほかにございませんか。中村委員。 

中村委員：先ほど、２次予防事業の対象者把握事業の中で、高齢者チェックリストの回収率が 80％

台とおっしゃってましたですよね。残り 20％の方、もしかしたら中には本来は事業対象にすべ

き生活機能が低下しているがゆえに回答できていないという可能性もないわけではないと思う

ので、その辺のフォローが大事だと思うんですが、その未回収の方のフォローとかはどんな形

でなさっていますか。 

事務局（長谷川所長）：アドバイス表が 11 月になってから皆さんに届きまして、今そういう予防

事業に通ってみたいとかをいただいている最中です。それで、未回収のところも、私たちもそ

こは気になっているところで、もしかすればこの中に介護予防が必要な人がいるのではないか

ということは認識しておりました。ですので、一旦予防教室に通う方々が落ち着いた時点で、

連絡をとって把握していきたいというふうには考えています。 

議長（坂本部会長）ほかによろしいですか。では、ほかにないようですので実績については御了

解していただき、また地域支援事業の５期計画については、今まで各委員から出ました意見を

計画案の策定に加えて進めていただきたいと思います。それでは、次に、ウの介護予防・日常
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生活支援総合事業について、事務局から説明をお願いします。嶋森副参事。 

事務局（嶋森副参事）：高齢福祉課の嶋森と申します。よろしくお願いいたします。私からは、ウ

の介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）について説明いたします。この事業は本年、

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によって創設された事業

です。中身といたしましては、２次予防事業対象者は、従来の介護予防事業に加え、ヘルパー

やデイサービス等のような予防給付サービス及び配食・見守りサービスを受けることができる

ようになり、要支援１・２の対象者は、従来どおり予防給付としてヘルパーやデイサービスの

サービスを受けるか、総合事業としてサービスを受けるのかを選択することができるようにな

るものです。資料は、厚生労働省からの通知文でございます。この事業を実施するしないは市

町村で判断できるものとなっており、今回は、この資料に基づきまして、本事業の第５期計画

への掲載を判断していただきたいものであります。まず始めに、かがみ文を飛ばして１ページ

を御覧ください。介護予防・日常生活支援総合事業の基本的な考え方でございます。この事業

は、地域支援事業において、要支援者・２次予防事業対象者に対して、介護予防や配食・見守

り等の生活支援サービス等を総合的に提供することができる事業となっております。国の考え

方では、要介護認定において要支援と非該当を行き来するような高齢者に対する総合的なサー

ビスの提供が可能になるとしております。次に２ページを御覧ください。この事業の対象者は、

要支援者及び２次予防事業対象者でございます。対象者につきましては、地域包括支援センタ

ーにおいてサービスの提供内容を判断することとなっております。次に３ページを御覧くださ

い。サービスの内容ですが、総合事業とは、Ａの予防サービスは、①訪問型②通所型のうち市

町村が定めるサービスでございます。Ｂの生活支援サービスは、①配食②定期的な安否確認や

緊急時の対応③介護予防・日常生活支援に資するサービスのうち市町村が定めるサービスとな

っております。Ｃのケアマネジメント、これは対象者にＡ、Ｂの事業を導入する際、それぞれ

の生活実態をアセスメントして自立支援に向けたケアプランが必要となりますが、ケアマネジ

メントはそれを作成する事業でございます。これらＡ、Ｂ、Ｃの全てを総合的に実施する事業

がこの総合事業となっております。予防サービス及び生活支援サービスの実施可能なサービス

の具体例は、４ページの表のとおりとなっております。また、ケアマネジメントについては５

ページのとおりとなっております。６ページから８ページまでの４のサービスの提供方法につ

きましては、実際に事業を行う場合の方法であるため、説明を省略させていただきます。参考

資料として添付しました最後のページを御覧ください。10 月 27 日付けシルバー新報の記事で

ございます。この調査によりますと、全国の政令市、中核市において来年度から本事業を実施

するというところはないとのことであります。また、青森市、弘前市に問い合わせたところ、

事業の詳細な内容が不明なため、まだ検討中であるとのことでした。国ではこの事業のメリッ

トとして、要支援の方が非該当となった場合でもサービスを継続して受けられることとしてお

りますが、八戸市において平成 22 年度中に要支援から非該当となった方は年間 9,652 名の判定

のうち、要支援から非該当となった方は 10 名、新規の申請で非該当者となった方は８名であり

ました。当市の場合は非該当になった方々に対しても、地域包括支援センターや在宅介護支援

センターにおいて引き続き生活をフォローしておりますので、本事業の緊急的な必要性はない

ものと考えております。また、11 月現在、本資料以上の詳しい通知がなく判断材料が乏しいた

め、本事業の実施につきましては、今後真に八戸市に必要なサービスは何なのかということを
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検討していくこととし、今回の第５期計画におきましては介護予防・日常生活支援総合事業を

登載しないこととしたいと考えております。以上でございます。 

議長（坂本部会長）：ただいま、この事業については今後検討していきたい、第５期の計画の中で

は登載しないというふうに事務局は考えているという案でございますが、御意見を承りたいと

思います。いかがでしょうか。小ヶ口委員。 

小ヶ口委員：質問です。４月から開始する予定はまず無理と思いますが、この事業に関してモデ

ル事業とかはしているのでしょうか。 

事務局（嶋森副参事）：この事業は来年度以降の事業となっておりまして、モデル事業というのは

伺っておりません。 

小ヶ口委員：ありがとうございます。 

議長（坂本部会長）：山本委員。 

山本委員：私は今の説明でいいとします。 

議長（坂本部会長）：中村委員。 

中村委員：質問です。判断材料が確かに乏しいとは思いますが、例えば導入した場合のデメリッ

トは何か考えられますか。 

事務局（嶋森副参事）：デメリットとして考えられることは、総合事業となりますと介護保険で行

う予防サービスに比べて規制が甘いと言いますか、基準がないものですから少しサービスの質

が落ちるのではないかという懸念もされております。要支援者につきましては、従来の介護予

防サービスと総合事業を選べるわけですが、そのマネジメントの際に低いほうのサービスを与

えられる可能性があるということがデメリットとして考えられています。 

中村委員：分かりました。 

議長（坂本部会長）：千葉委員。 

千葉委員：要支援から非該当になるのが少ないというのは、ある意味いろんな予防事業等が功を

奏していないということでもありますよね。数が少ないからそうだと今言われましたが、数が

少ないことのほうが問題なのであって、もっと多くの方々が改善をされて非該当になっていた

だかなければいけないということはあるのではないかと思うんですね。現状ではそういうこと

ということなので、６期計画のときには必要なのかも知れませんが、５期計画には盛り込まな

いということは了承できますが、もっと要支援から非該当になり、総合事業を使う人が多くな

るような形で頑張らないといけないなというふうに委員として申し述べます。 

議長（坂本部会長）：ほかにございませんか。それでは、５期計画には盛らないというふうなこと

でよろしいですか。はい。それでは事務局案のとおり進めたいと思います。次に、⑵第５期計

画のサービス基盤整備方針及び保険料設定方針について、事務局から説明をお願いします。吉

田主事。 

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⑵第５期

計画のサービス基盤整備方針及び保険料設定方針についてとなっております資料の１ページを

お開きください。１ページから５ページまでは、第５期計画期間中の各年度における高齢者等

の状況を示しております。まず、１ページですが第４期平成 21 年度から第６期平成 29 年度ま

での推計人口をグラフで表しております。人口推計につきましては、表の下の※印にあります

ように住民基本台帳人口のほか、第５次八戸市総合計画後期推進計画策定委員会報告値等によ
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り推計しております。２ページは、１ページの推計人口を表にしたものになっており、表の下

に高齢化率の推移を示してございます。３ページをお開きください。こちらは保険料の段階ご

との被保険者数の推移について示してございます。第１号被保険者数の推計方法は表２－２の

ところで示してございますが、平成 23 年９月末現在の保険料賦課実数における各区分ごとの人

数構成比を各年度の第１号被保険者の推計人口に乗じて表しております。４ページをお開きく

ださい。こちらは要介護（要支援）認定者数の見込みとなってございます。要介護認定者数の

見込みの推計方法については、まず第１号被保険者数について、平成 23 年９月末被保険者数に

対する平成 23 年９月末認定者の割合を出します。次に、各年度ごとの９月末被保険者数を乗じ

ることによって各年度９月末認定者数を出します。さらに、各年度９月末認定者数に平成 23 年

９月末介護度ごと認定者割合を乗じることによって、各年度９月末介護度ごとの認定者数を出

します。第２号被保険者数については、事業状況報告の平成 23 年９月末時点の各介護度ごとの

第２号被保険者数を平成 24 年９月末から平成 29 年９月末までの認定者数としてございます。

５ページをお開きください。こちらは各サービスごと受給者数の見込みを示してございます。

各サービスごと受給者数の見込みの推計方法については、まず平成 23 年９月末認定者数に対す

る平成 23 年９月審査分サービスごと受給者数合計の割合を出し、各年度ごとの９月末認定者数

を乗じることによって、各年度９月審査分サービスごと受給者数合計を出します。さらに、各

年度９月審査分サービスごと受給者数合計に平成 23 年９月審査分サービスごと受給者数合計

に対する平成 23 年９月審査分サービスごと受給者数割合を乗じることによって各年度９月審

査分各サービスごと受給者数を出してございます。６ページをお開きください。ここでは、７

ページにわたりまして第５期計画における介護保険事業総費用の見込を表してございます。６

ページでは介護給付費及び予防給付費の各サービスごとの費用の見込を、７ページでは介護と

予防を足し、さらに地域支援事業費等を含めた総給付費の見込を表してございます。介護給付

費及び予防給付費の推計方法について、別冊の⑵－資料の表紙をめくった１ページ目を御覧く

ださい。第５期計画における保険給付費の推計結果は３年で515億 2016万 3千円となっており、

第４期計画に比べて 15％の伸びとなってございます。次に、保険給付費の推計方法についてで

すが、サービス種類ごと保険給付費の平成 23 年度の１件当たりの保険給付費に、先ほどお示し

した各サービスごと受給者数の増加率をもとにした各年度の件数を乗じることによって保険給

付費を推計してございます。各サービス種類ごとの保険給付費の推計については、次ページ以

降に掲載してございます。表紙が⑵第５期計画のサービス基盤整備方針及び保険料設定方針に

戻りまして、７ページを御覧ください。ここでは、先ほど別冊で示しました保険給付費に地域

支援事業費を含めて合計が523億 16万 3千円となっておりますが、地域支援事業費については、

現在検討中のため第４期高齢者福祉計画の数値を使用してございます。さらに、現在国におい

て、第４期計画中に介護職員の処遇改善のために措置していた介護職員処遇改善交付金を介護

報酬に組み込む議論があり、それにより介護給付費が２％上昇することが想定されることから

表の下に報酬改定２％分を含んだ場合の総費用額として533億 3056万 6千円を示してございま

す。８ページをお開きください。まず、所得段階別被保険者数の見込について、第５期の各年

度の所得段階別加入者数は３ページで示した数値を使用しており、基準額に対する割合は第４

期計画と同様の割合で示してございます。下の表にまいりまして、所得段階の加重を考慮した

被保険者数について、保険料基準額の算定に当たっては、保険料所得段階ごとの被保険者数の
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加重を考慮した被保険者数によって算定することから、各年度各所得段階ごとの被保険者数に

加重係数を乗じ、所得段階の加重を考慮した被保険者数を示してございます。表の下にポツ印

がありますが、第１号被保険者負担割合が第４期では 20％だったものが第５期では 21％になり、

１％増加したことによる保険料上昇分として 252 円が見込まれ、介護報酬改定２％増による保

険料上昇分として 104 円が見込まれます。次に、保険料必要額について、先ほど７ページで示

しました報酬改定２％分を含んだ給付費に第１号被保険者負担割合を乗じた第１号被保険者負

担金額の合計を保険料必要額の合計といたします。一番下の丸の保険料基準月額（自然増分）

において、上の表で示した保険料必要額を加重平均を考慮した第１号被保険者数で割り、さら

に 12 か月で割って、22 年度の保険料収納率を予定収納率として割ると保険料基準月額は 5385

円となりますが、これは財政調整基金を取り崩さない場合の基準月額となります。９ページを

お開きください。まず、報酬改定上昇分２％を含んだ場合の保険料についての表を御覧くださ

い。ここでは、自然増のみの場合と委員の皆様の意見及び事業所からの要望を全て考慮した場

合の保険料の推移と、保険料を 4800 円で据え置くとした場合の財政調整基金からの繰り入れ及

び基金残高について示してございます。まず、自然増のみの場合ですが、保険料は先ほど８ペ

ージでお示しした5385円、保険料を4800円とした場合の基金繰入は12億1659万60円となり、

基金残高は 3406 万 1305 円となります。委員の意見及び事業所からの要望を全て考慮した場合

ですが、これは表の右側に委員の皆様の意見及び事業所からの要望として、以前の部会での委

員の皆様からの意見と当方で把握しております事業所からの要望をもとに基盤整備の案を示し

たもので、基盤整備による保険料上昇額は 41 円、自然増保険料と合わせますと 5426 円、全額

基金繰入を行っても基金繰入後の保険料は 4824 円となります。なお、事業所からの要望につい

ては、サービス基盤整備を考慮する際の参考とするため、現在当方に上がって来ております事

業所からの増床や新設についての要望をもとに記載しております。認知症対応型共同生活介護

については１事業所からの増床要望、通所介護については１事業所からの増床と１事業所から

の新設要望、訪問介護については１事業所からの新設要望、特定施設については１事業所から

の新設要望となってございます。次に、方針（案）についてですが、アンケート調査結果や委

員の皆様の意見等を踏まえ、第３期、第４期計画と同様、給付と負担のバランスのとれた整備

を行うことを念頭に置き、サービス基盤整備については、居宅・地域密着型・施設の各サービ

スとも、第１号被保険者１人当たりの給付費が、概ね全国平均の水準にあること、介護保険料

については、現行の介護保険料が全国的にも高い水準にあることから、介護保険に関するアン

ケート調査結果を踏まえ、特に需要が見込まれるサービスを重点的に整備することで、極力介

護保険料の引き上げを避け、現行水準を維持する方向で検討し、特に需要が見込まれるサービ

スとして、地域包括ケアの推進拠点として期待される地域密着型サービスの小規模多機能型居

宅介護、入所待機者 50 人を解消するためのサービスの介護老人福祉施設、地域密着型介護老人

福祉施設、短期入所生活介護、認知症対応型共同生活介護、今後増加が見込まれる認知症高齢

者に対応するためのサービスの認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護として示し

てございます。10 ページをお開きください。ここでは、保険料の引き上げを行わない場合の第

５期サービス基盤整備のシミュレーション（案）をＡからＥまで５つ示してございます。表の

上の※印、全サービス 26 年の９月から整備についてですが、下の表の基盤整備を行うに当たっ

て、保険料を 4800 円で据え置くために基金を取り崩すと、第５期計画の３年目 26 年度の後半
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半年分から基盤整備を見込まなければならないことを示してございます。この考え方について

は、前ページの委員の皆様の意見及び事業所からの要望を全て考慮した場合にも適用してござ

います。まず、Ａ案について基盤整備は小規模多機能型居宅介護４か所新設、介護老人福祉施

設 20 床増床、短期入所生活介護 10 床増床とし、保険料上昇額は 15 円、基金繰入は 12 億 4785

万 8955 円、基金残高は 279 万 2410 円となります。表の左側の基金繰入Ｃの 23 年度末見込 12

億 5065 万 1365 円については、※印が表の下にありますが、23 年度末基金見込から 23 年度保

険給付費の不足分に充当する 3000 万円を引いた額を提示してございます。整備の考え方につい

ては、未整備圏域に訪問・通い・宿泊を組み合わせた小規模多機能型居宅介護を整備すること

で地域包括ケアの推進拠点としての機能を持たせ、高齢者がより住み慣れた地域で生活を送れ

るようにする。介護老人福祉施設を 20 床整備し、特養待機者 20 人の解消を図る。短期入所生

活介護を特養に 10 床併設し、できるだけ居宅で能力に応じ自立した日常生活を営めるよう、短

期間の入所によって利用者の心身の機能の維持と家族の身体的・精神的負担の軽減を図るとし

てございます。同様に、Ｂ案からＥ案にかけて基盤整備、保険料上昇額、基金の繰入金額等を

提示してございます。基盤整備について、Ｂ案は小規模多機能を３か所及び介護老人福祉施設

を 40 床、短期入所生活介護を 10 床としてございます。Ｃ案では、小規模多機能を３か所、介

護老人福祉施設を 40 床、新たに認知症対応型共同生活介護を９床増床してございます。認知症

対応型共同生活介護の整備の考え方については、今後増加が見込まれる認知症高齢者に対応す

るとともに、入所待機者の軽減にもつながるものと考えられ、ここには記載がありませんが、

40 歳から 64 歳までの第２号被保険者の方が若年性の認知症にかかった場合の対応も含まれて

ございます。Ｄ案では、小規模多機能を２か所、地域密着型介護老人福祉施設を１か所、認知

症対応型共同生活介護を 18 床増床、認知症対応型通所介護を 10 床増床してございます。Ｅ案

では、小規模多機能を２か所、介護老人福祉施設を 40 床、認知症対応型共同生活介護を９床増

床、認知症対応型通所介護を 10 床増床してございます。11 ページをお開きください。ここで

は、参考として各サービスごとの定員１人あるいは１事業所当たりの１年分の保険給付費が保

険料にどのくらいの影響を与えるかについて示してございます。定員１人当たりの保険料影響

額については、大きな違いはありませんが表の右側の例になりますと定員が違うことによって

保険料影響額が違うことが分かります。以上で説明を終わります。 

議長（坂本部会長）：ただいま、方針の説明がありました。特に需要が見込まれるサービスを重点

的に整備したい。また、極力介護保険料の引き上げを避けたい。現行水準は 4800 円ですが、既

に 4800 円そのものが全国平均より高くなっておりますので、4800 円を維持していきたいとい

うことを大前提としてＡからＥまで出されております。そこで、ＡからＥまでの議論に入る前

に基本方針を確認したいと思います。市民アンケートをもとにしますと、これ以上保険料を上

げてほしくないと、現状のままにしてくださいという回答が８割近くもあったわけですが、そ

ういうことも踏まえて事務局の説明があったものだろうと思います。もう１回申し上げます。

ＡからＥまでのどれをどういうふうにするかという議論に入る前に、基本方針として 12 億の基

金がありますが、これを全部出して、そしてサービスを重点的にやって 4800 円も維持していき

たいという事務局の案ですが、これについて皆さんから、もっと上げてもいいとかあるいはも

っと下げてもいいとかというふうなことがあるかと思いますが、基本的には 4800 円を維持して

いきたいということの説明です。これに対して、委員の皆さんからまず伺いたい。基本を決め
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ないとＡからＥのほうに入れませんので。まず、基本を伺いたいと思います。いかがでしょう

か。分枝委員。 

分枝委員：アンケートの結果は、確かにほとんどの方が上げないでほしい、それは事実だと思い

ます。しかし、ある高齢者の方に聞いたら、アンケートの結果は分かりますが、もし自分たち

の家族で介護が必要になった場合、サービスを利用することができないという環境が続くわけ

ですよね、サービスを受ける方には。そうなると 4800 円は高い安いというあれじゃなく、サー

ビスは欲しいというニーズもあるんじゃないかと。アンケートの取り方もですね、4800 円が高

いと、ただし介護が必要になった場合でも、同じく 4800 円が高いでしょうかという確認と言い

いますか、ここまでやっぱりアンケートの取り方もですね、丁寧にするべきなのかなというこ

とを私は感じました、意見として。アンケートで 80％の方々っていうことで、そこだけで現状

をとらえちゃうとちょっと危険じゃないかなと私は思います。 

議長（坂本部会長）：ほかに意見はございませんか。中村委員。 

中村委員：基金の繰り入れの状況ですが、これまでも基金を取り崩して繰り入れてという経過は

あるんでしょうか。 

事務局（吉田主事）：４期計画の期間中につきましては、21 年度、22 年度ともに基金の繰り入れ

は行っておりません。 

中村委員：影響の見通しが立ち難いかもしれませんが、一般会計とは違って緊急時の災害対応と

かやるような会計ではないと思うので、余力の部分に対する見方はまた一般会計とは違うと思

うんですが、懸念として残るのはやっぱり貯金を空にして大丈夫なのかなということと、それ

からいわゆる６期の辺りから団塊の世代の方が高齢者世代に入ってくると言われますよね。そ

のときに、ある程度基金の余力と言いますか、そういうのがないと、ともすると急激な６期か

らの介護保険料のアップ、かなり幅も大きいアップにならないかというちょっと懸念があるん

ですが、その辺基金を空にしても大丈夫なのかというところと、また、次の次の話になります

が、６期への影響が大きくならないかということで何かお考えがあれば。 

事務局（日山課長）今、たまたま 12 億５千万円の基金があるわけでございますが、基金がないの

が普通なんです。基金を残さないで使うのが普通の介護保険計画でございます。でありますの

で、４期計画は認定率が上がらなかったのが大きな要因になるんですが、これを使い切って６

期を迎えるというのがスタンダードなやり方です。過去にも八戸市が借金をしていた時期もご

ざいます。ご心配も分かりますが、基本は基金がないということです。 

議長（坂本部会長）：千葉委員。 

千葉委員：今の介護保険料の徴収の仕方は、このように７段階で平均が 4800 円ということですよ

ね。社会保障と税の一体改革のところの中身を見ていますと、介護保険料で徴収の仕方が、将

来的にはなのかすぐなのか分からないですが、総報酬制に変わる。つまり、健康保険等と同じ

徴収の仕方になるような話も出ていたんですが、そうなりますとこの辺の今の 4800 円云々の考

え方がだいぶ変わってきちゃうかなあと思っていましたが、その辺りはまあどうなるかよく分

からないので、ちょっと見込的に聞いておきたいんですが。 

事務局（日山課長）：今、千葉委員がおっしゃったとおりですね、社会保障と税のところが変わら

なければ、６期計画はどこの自治体も立てられない状態になります。5000 円がまず限界だと言

われていますが、ちまたでは 6000 円近くの保険料額もございます。要するに、基金を持ってい
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ないとそういう状態になります。なので、６期計画の政府の方針はどこの政権がとってもそれ

はやらなければならないことだと思っていますので、ここは選択と集中で基盤整備をしてです

ね、4800 円をキープしたいなというのが事務局の考えです。これはもう日本の社会保障そのも

のがだめになるんでですね、ここはもう自治体としても各自治体声を挙げてですね、社会保障

制度の改革はしていただきたいと思っています。希望的観測です。 

議長（坂本部会長）：７段階を八戸は採っていますので、７段階の人たちは４段階の人の２倍払っ

ていますので、それで成り立っているということも考えないといけないと思います。ですから、

前々から言っていますとおり給付と負担をどうするか、これが悩ましいわけです。サービスが

増えれば増えるほど負担が増えていきますので。負担をどこまでにするのかという。負担が少

ないというと供給ができないということもあるし、全部整備すれば４段階の人が 5000 円、6000

円となっていいのということがあります。日山課長。 

事務局（日山課長）：八戸市の場合、所得の高い方は２倍になっておりますが、基本は 1.5 倍なん

です。相当高いと思います。ですので、高所得の方にも負担がかかっているというのが八戸市

の現状でございます。でありますので、基金が 12 億５千万円ございますので、これは上手に取

り崩して上げない方向で、繰り返しますが議論していただければと思います。 

議長（坂本部会長）：ほかにありませんか。 

千葉委員：どこの自治体の話をしても、日本全国この基金を取り崩して５期を乗り越えようとい

うのが今の方針のようなので、６期以降はそういった意味で新たな改革を基本的には行わなけ

ればならないだろうということのようですから、残してもしょうがないというものはあるかと

思います。６期以降のことは、おそらく今課長がお話したように先行きどうなるかは日本全国

とも同じ立場にあるということで、空になったからじゃあできなくなるのかって言ったらそれ

もまた違うのだろうなと思いますし、じゃあそこの時点で残っていたらどうなのかと言うとそ

れもどうなのかということだと思うので、基金を全額取り崩して使い切るという形で、保険料

を現状の 4800 円から上げないというのが、今までの基金を使って基盤整備をできることはやっ

ておくというのが方針としては提案されているとおりでいいのではないかなと私は思います。 

議長（坂本部会長）：ほかにございませんか。なければ、基本方針は 12 億の基金を全部取り崩す。

その上で、重点的に基盤整備をしていく。4800円を維持していくということでよろしいですか。

はい。それでは、出席者全員の総意でそういうふうにしたいと思います。それでは、ただいま

方針が決まりましたので、その上に立ってシミュレーションをしたようでありますので、基盤

整備の内容について保険料の引き上げを行わないという中で、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅの５つが示

されています。これから、各委員からこの５つのパターンの意見を求めていきたいと思います。

Ａがいい、Ｂがいい、Ｃがいい、あるいはＡのこれとＢのこれとＤのこれをとりまぜてやった

らどうだろうというふうなことで結構でございます。今日全員出席しておりますので、皆様か

ら意見をとりまとめて、今日できなければ次回に今日出た意見をとりまとめて、次回に５つを

２つか３つに絞って、それを検討していったときに、4800 円を 12 億使った場合どうするかと

いうふうなことをしていきたいと思いますので、全員から意見を求めていきたいと思います。

思っていることは全部申し上げていただきたいと思います。それでは、分枝さんのほうから。 

分枝委員：私が見て感じたことは、特養の増床というのは地域密着型特養、ミニ特養とも言いま

すが、そちらのほうが現実的なニーズというのは多いんじゃないかなというふうに感じますの
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で、現在の 50 人定員の施設よりも地域密着型を増やす方向があるべき姿じゃないかと。国の方

針にも確かに書いておりますので、そういう部分でもここはしっかりポイントとして押さえる

べきではないかなと思います。それと小規模多機能は、地域密着型の花形で中心的施設であろ

うかと思います。そういう意味でも４か所とか３か所とか２か所まで増やすというのも、これ

は大変良いことなんですが、まだ 12 圏域にまんべんなくという意見はありますが、そういう考

え方よりも私はニーズの多いところに、先ほど選択と集中という言葉がありましたが、まさに

そうだと思いますので、その点も考えて箇所数だけではなくそういう部分も検討するべき要素

ではないかなというふうに考えております。あと、認知症に関してもこれは本当に若年性の方々

も増えておりますし、私の分野である障がい者の分野でも認知症の重い方も一般の高齢者と比

べれば数は多くはないと思います。でも、着実に知的障がいと認知症を重複した障がい、精神

障がいの方々の認知症も増えていますので、そういう意味でも障がいを持った高齢者の受け皿

としてグループホームは大きな役割を担えるんじゃないかなというふうに考えております。 

千葉委員：私も分枝委員と同意見なのは、地域密着型特養がこれから先にははっきり示されてい

て、あまり大きな施設に集中しないというように確か国のほうも方向転換をされて、24 時間地

域密着型というサービスが今後の主流になると。小規模特養を組み込んだ形で地域内での住み

慣れた場所で生活をしていくことということがあるように思いますので、経済的なこともいろ

いろあるかと思いますが、現在ある特養施設にさらに増床してまた大きくしますということよ

りは、地域密着型の小規模特養にいくべきだろうなと思います。それから、小規模多機能の生

活圏という考え方は従来から大都市圏の話で、サンダルで歩いて通えるところにという話がも

との生活圏でございますので、八戸のような地方都市においては生活圏の考え方というのは果

たしてどこまで現実的なのかと、車で行くわけですから、少々ちょっと難があるのがもともと

のベースだと思っています。そういったようなことからすれば、12 の生活圏の中に必ずしも１

つを整備しなければならないというような整備方針は、もう少々訂正がそろそろいるのかなと

いうふうに思っていますので、必ずしも残りの未整備地区に整備をしなければならないという

ことでなくてもいいのかなと、むしろニーズのあるところに同じ生活圏で２つでも３つでもと

いうことの道があってもいいかなというふうに思いますし、施設型のほうの整備をすると費用

がだいぶかかる。当初の数よりは整備計画を少し減らしても仕方がないかなあというふうに思

っています。また、障がい者と高齢者が入れる小規模多機能もプラン化されてきているようで

すし、今プランになっているのは訪問看護と小規模多機能の複合型とか、やはり従来だけの小

規模多機能のスタイルではなくて、特殊な機能を持ったところを整備するという考え方もある

のかなというふうには思います。私は認知症が専門なものですから、ここ 30 年は増え続ける認

知症対策を考えますと、そういった施設整備あるいは福祉施設の整備といったようなところに

基盤をもうちょっと増やしたほうがいいと思いますし、これも従来のところをただ増床すると

いうよりは、通う選択肢が増えるという意味では新設で対応してサービスの幅を広げるのがい

いのかなと思いますし、障がい者等が入るような、障がい者が高齢になった場合にどちらも対

応できるようなグループホーム、そういったようなものもないですし、若年認知症の方でも対

応している通所サービスがないといったようなことから、そういう現在穴になっている部分を

やっぱり整備をしておくということを考えていいのかなというふうに思います。 

斎藤委員：千葉委員がほとんどお話をしてしまいましたが、前回もお話しましたとおりケアマネ
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ージャーの立場から言いますと、やはり在宅サービスの充実、それから家庭介護をしていらっ

しゃる方の介護力になるべく沿うような支援体制にもっていくべきだと思います。自然増で入

所傾向というのは５期も６期も７期も同じだと思います。入所させたいという気持ちは、在宅

で介護している人たちが少なくなっていく中では必要だと思いますが、それに歯止めをかけて

いくサービスの充実も必要だと思いますので、そういう点からいくと八戸市が推進する地域密

着型の小規模多機能、通い・泊まり・訪問ということを中心にして、小規模の特性は 25 人定員

の方に寄り添ってサービスをするという意味では、非常に継続されるサービスかなと思ってお

りますので、小規模の推進と 24 時間の在宅サービスが可能なショートステイの増床を要求して

いきたいと思います。 

古舘委員：シミュレーション案のＣのところに賛同したい。待機者もさることながら、一番考え

られるのは認知症対応、ここには９床増床とありますが、これらを含めて私の考えはＣです。 

髙山委員：細かい内容はよく分かりませんが、いずれ案が絞られれば私はそれに従います。 

嶋守委員：市内全体でどういう人が介護が必要か、そういうことを分析、把握して、例えば 24 時

間訪問介護とか短期の入所介護とか、そういう各家庭、世帯に密着したような介護というのが

必要じゃないかと思います。 

議長（坂本部会長）：それをこの中から選んでくださいということですね。 

嶋守委員：はい。 

平委員：介護保険とか介護の内容のことについての市民の皆さんの関心が、この頃だんだん大き

くなってきているんだなというのを感じます。やっぱり周りの皆さんが一生懸命老老介護しな

がらですが、本当に一生懸命頑張っているんだけど、ちょっとしたときにショートステイとか、

ちょっと頼みたいところで頼めないというのが、満杯というのがあるんですね。ショートステ

イのところの充実と、私だったらＡということと、小規模多機能型というところを充実させて

いってほしいなと思います。 

浮木委員：地域密着型の小規模多機能型居宅介護に関しては、未整備地区に対して整備していっ

たほうがいいのではないかという辺りを考慮して、小規模多機能型居宅介護とか地域密着型介

護老人福祉施設 29 床です。これは新規の方の参入もできると思いますし、公募ということにも

なると思います。イメージとしてはＤという形。あと認知症のほうの対応が問題となる。課題

はあろうかと思います。イメージとしてはＤということです。 

金谷委員：私は病院に勤務しておりましたので、病院を退院する時点はまだ体力が十分につかな

い状態で退院なさいますので、その方が安心して家庭で療養できる、地域で療養できる環境づ

くりを考えていただきたいと思います。強い痛みがあったり、夜間の不安とかそういうふうな

ことが解消されて、自宅で暮らせるような環境づくりというふうなところから考えていただき

たいと思うんですが、今のところだと夜間の看護のところがどこの施設でも十分ではないわけ

なので、今ある５つの案の中に、夜間の看護なり介護なりが充実されるような内容にしていた

だきたいなというふうに考えます。以上です。 

小ヶ口委員：皆さんからいろんな立場からサービスをこういうようにしたらという御意見があり

ます。市民アンケート調査がありましたが、アンケートというのは市民の方が詳しい内容を知

っているわけではないので、なかなか本当のニーズが出て来ないのかなと思います。介護保険

が始まりまして 10 年以上経ちましたが、最近ちょっと矛盾を感じていることは、例えば通所介
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護、介護保険というのは利用者本人が選べるというのが最大のメリットであったはずなんです

が、例えば通所介護１つとってみても、通所介護に早朝から深夜まで預かってほしいというニ

ーズがあったとして、そういうところを受けてくれるような通所介護の施設がないとか、何か

に特化したような施設がないような気が最近してまして、基本的に私はこの中ではＡの案なん

ですが、②の介護老人福祉施設は増床ではなくて地域密着型の介護老人福祉施設を入れた形で

のＡでいってはどうかなと思います。やはり小規模多機能型居宅介護という施設が、今後の在

宅介護の要になっていくのではないかなということと、複合型に移行するところを考えても小

規模多機能が重要になってくると思います。皆さんの御意見のとおり、未整備地区に必ず１つ

ずつということではなくてもいいと思います。今回、第５期計画ですが、今後第６期計画とか

を見据えた場合に基盤がだんだんに脆弱になってくると思うので、小規模多機能、地域密着型

ということももちろん重要ではあると思うんですが、広域の部分で例えば八戸だけではなくて、

サービスを近隣の町村とも使えるようにするということも、考えていってもいいのではないか

なと最近感じています。八戸市でもすごく南に住んでいる方とか、町村とかの境に住んでいる

方とかも地域密着型だったら隣の町でもいいのかなと思う場合も。やはり八戸市民ということ

で八戸市のサービスしか受けられないということがあるので、そういった部分で今後は広域と

いうことも考えていってはいかがかなと感じています。 

渋田委員：高齢者が増えるのは間違いないことで、いろいろなサービスが求められることではあ

ると思うんですが、限られた予算の中でどうやっていくかという現実の問題がありますので、

正直なところこの表の先ほどの説明だけではどれがどうでどれが一番良いのかというのは分か

らないところがあるんですが、アンケートなり現場の声を集めてサービスを受ける方々に満足

してもらえる形を作っていかなければいけないんだと思います。正直なところ、今期初めて参

加したものですから、具体的にこの中からどれが一番良いということはちょっと分からない状

態ではありますが、そういう意味ではよく知っている方々で検討していただければありがたい

なと思っています。 

中村委員：専門の方であれば、施設やサービスの名称を御覧になってだいたいそれぞれの姿が思

い浮かぶかも知れないですが、私は率直に言って思い浮かばないんですが、そういう意味では

一覧的に整理する意味でこの１枚に収めるのが比較的には見やすいと思いますが、もうちょっ

とそれぞれの施設なりサービスを整備したら八戸市の姿はどうなるのかということをイメージ

できるような資料が専門外のものとすれば欲しかったと思っています。この中から１つという

のはそういう意味で選び難いですが、知人とかの話を聞きますと、家族の認知症ということに

深刻に向き合うような世代に私たちもなってきてとそういう声を聞きます。ですから、この中

のどの施設ということは指名できませんが、認知症の対策というものを柱の１つにした基盤整

備であればなということは思っています。 

山本委員：私、以前この部会で小規模多機能型について意見を述べました。それからいけばＡ案

なんですが、特に小規模多機能型は地域包括ケアの推進拠点になるし、実際使い勝手がいいと

いうことは裏返せば、そういう高齢者を介護しているお世話している家族の負担の軽減にもつ

ながるからということもあるんですが、ただ増加がさらに今後見込まれている認知症関連です

ね。Ａ案だけに突出しないで、Ｃ、Ｄ、Ｅの組み合わせかなという気はします。ともかく、今

日は年金とか消費税とか私たちの暮らしを考えれば、介護保険料の基準額が現行のまま据え置
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かれたというのが全会一致で了承されたというのが、私は一番良かったと思います。 

豊田委員：意見集約されてきているようですが、今日出席して基金は残さなくてもいいというこ

とをお聞きしたことで、かなり今まで持っていた自分の考え方と違ってきました。これから私

も高齢に入るわけですが、人数が増えてくるときに基金がなくてもいいのかということを一番

心配していたものですから、でも今日それは解消されました。この中で、正直言って私ども現

場に携わっていない者にとっては、施設自体がいろんな種類があるものですから、一般には分

からないですね。介護をなさっている家族でも分からないと思います。今日もある方に、ケア

ハウスに入所させているんだけど、介護度が進んでいる。それで、違うほうへ移ってくれとい

うのは何事かということで問題にしているわけですよね。この問題についても、やはり現場を

見に行ってらっしゃる方たちが今本当に何を必要としているかということ、今お聞きしてみる

と小規模ということ、地域密着型、それから認知症についてはそういう意味ではまだ十分にな

っていないようなので、それが必要だなということは思いますので、あとは現場を歩いている

方たちがやっぱりこれが必要なんだと意見を出していただいたほうが、私ども１つ１つの施設

について分かっていないので、これがいくつと言われても、ちょっと検討しかねるというのが

正直な話でございます。今日は本当に勉強になってありがとうございました。 

岸原委員：私のところは入院と医療を担っていますので、感じることは通所できる方はいいんで

すよ。あるいは在宅に帰れる方、在宅で介護してくれる方がいるところは、入院した後在宅サ

ービスを受ける、そういうことができる人、あるいは通所サービスを受けられる人はいいんで

す。ほとんどは老人世帯あるいは２人とも認知症、認認介護ですね。そういう患者もたくさん

見てますとですね、やっぱり在宅介護が難しいという方が相当いらっしゃる。そうなるとどう

しても施設ではないかと。訪問系サービスにしても通所系サービスにしてもですね、やっぱり

無理があるんだろうと。そういう方々に日々しょっちゅう接していますので、どこか施設を探

すんですがほとんどいっぱいで、なかなか次のところに送れないですね。認知症の方とか老老

世帯が増えてきて、しかも老人２人だけ、しかも認認介護だという方の数が増えてくる。今現

在も増えている。そういう方も施設がないだけに、結局訪問系のサービスなんかやっているん

ですが、薬なんかもちゃんと飲んでいるんだろうかと、１か月分出すんですが、どこにいって

るんだろうかと。治療費代とかもちゃんとやっているんだろうか、非常に不安になることがた

くさんある。そういう意味で、やはりショートステイなりあるいは施設で生活をせざるを得な

いという方がこれから増えていくんだろうと。そういうことでですね、まだ待機者がたくさん

いるということがありますので、そういう施設サービスというものをこれからはやはり増やし

ていく必要があるのかなと、現実はですね。まあ 40 年後ぐらいになると減るかも知れませんが、

当面の間はそういう基盤整備というのは必要があるんじゃないかという感じです。まあ、どの

案がいいということは分かりませんが、ショートステイも必要であろうし、そういう在宅では

無理な方が生活できる場という整備が必要になってくるのではないかと思います。 

議長（坂本部会長）：ただいま、委員の皆さんからそれぞれ、ＡからＥまでの中でこれ、あるいは

そうではなくてこういう施設があればいいんじゃないかということを言っていただいたわけで

ありますが、そういう中で全部やれればいいわけですが、もう１回繰り返しますが 4800 円、12

億を入れた上での 4800 円でありますから、そういう中では 16 人同じ気持ちを抱いているかと

思います。山本委員が言うように上げない方向で 12 億入れるわけですから、そういう中で確認
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できたというのが方針だろうと思っていますので、事務局のほうでは、皆さんから出た意見を

集約して、ＡからＥまでは全て必要なことなんですが、もっと整理してですね、次回に２つか

３つくらいまで、５つを３つくらいに絞って出していただきたいと思います。時期的なことで

すが、１月には決めて２月に議会に出さなければいけないということです。議会で決めないと

できませんので。４月１日からということですからね。そういうことになると、なかなか皆さ

んもいろいろ迷っているようでありますから、12 月中にもう１回やっていきたいと思いますの

で、その辺事務局のほうで対応していただきいと思います。その中でまた事務局で３つくらい

に、３つにこだわりませんが、皆さんから同意していただいたものでないとですね。多数決で

決めるというのはなじまないだろうと思いますので、何回か意見を出してお互い納得した上で

決めていかなければならないだろうと思いますので、そういうふうにもっていきたいと思いま

すので、よろしくお願いしたいと思います。今日は、皆さんから意見を言っていただいたとい

うことで、まず大きい方針が決まりましたので、あとは各論でやっていきたいと思います。今

日予定したのは以上のことでありますので、計画案の策定作業を進めていただきたいと思いま

す。それでは、これで終わりますのであとは事務局から、今のことを踏まえてお願いします。 

事務局（日山課長）：大変お疲れ様でございました。次回の日程についてでございますが、当初は

来年１月 18 日を予定しておりました。しかしながら、議事のとおり、今年 12 月 21 日水曜日午

後１時半からで次の部会いかがでしょうか。 

議長（坂本部会長）：いかがですか。はい、２時からということでお願いします。 

事務局（日山課長）：はい。会場は市公民館の講義室を予定しております。後ほど御案内差し上げ

ますのでよろしくお願いいたします。 

事務局（榊原主幹）：それでは、これをもちまして第４回介護・高齢福祉部会を閉会いたします。 


