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平成 23 年度第５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 12 月 21 日（水）午後２時 

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、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、嶋守委員、平委員 

●欠席委員（１名） 

 髙山委員 

●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、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５回介護・高齢福祉部

会を開会いたします。本日は髙山委員は欠席となっております。また、小ヶ口委員は遅れて出

席の予定でございます。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）：それでは、開会に当たりまして御挨拶を申し上げます。前回、4800 円とい

うことで決めて、この範囲の中でやっていきましょうというふうなところまで決めていただい

て、そして、それではどういうサービスを整備しましょうかということで、事務局のほうから

５つのシミュレーション案を出していただきました。それで、全員出席でございましたので、

お一人お一人から御意見を徴しました。それが今回の資料に反映されております。それで、２

つの案をつくっていただきましたので、この案をもとにして御質疑そして御意見をいただいて、

どちらかにまとまればそれでいいんですが、まだ意見をどんどん出していただくということに

なれば、次回１月のときにまとめたいと思います。これは多数決で決めることではないと思っ

ておりますので、皆さんお一人お一人の意見を出していただいて、責任を持って全員で決めて

まいりたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。それでは、第５期計画のサ

ービス基盤整備について、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。座って説明させていただきます。初めに、表

紙が⑴第５期計画のサービス基盤整備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。こちらでは、基本方針、第４回介護・高齢福祉部会基盤整備方針についての委員の皆様

の御意見の要旨、第５期基盤整備の案を示してございます。前回 11 月 30 日に開催いたしまし

た介護・高齢福祉部会において方針案をお示しし、さらにシミュレーション案を５つ提示させ

ていただき、委員の皆様から御意見をいただきまして、それを受けて今回の介護・高齢福祉部

会において案を示した形となってございます。まず、基本方針についてですが、中身について

は前回部会の方針案における特に需要が見込まれるサービスを挙げております。それらのサー

ビスについて、おさらいになりますが、どのようなサービスであるかということを別紙１枚も
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ののサービス種類及びサービス内容に示してございますので御覧ください。ここでは、基本方

針でお示しした特に需要が見込まれるサービスについて示してございますので、本部会におき

ましてサービス基盤整備を検討する際の参考にしていただきたいと思います。資料の⑴第５期

計画のサービス基盤整備についての１ページに戻っていただきたいと思います。丸の２つ目、

第４回介護・高齢福祉部会基盤整備方針についての委員の意見の要旨について、前回の部会で

いただいた基盤整備に対する御意見をまとめたものとなってございます。まず、提示させてい

ただきましたシミュレーション案について、Ａ案が２名、Ｃ案が１名、Ｄ案が１名、Ｃ・Ｄ・

Ｅ案の組み合わせが１名となってございます。次に、小規模多機能型居宅介護が９名、うちニ

ーズの多い圏域に整備してはどうかとの御意見が３名、介護老人福祉施設が５名、地域密着型

介護老人福祉施設が６名、短期入所生活介護が５名、認知症対応型共同生活介護が７名、うち

障がい対応が２名となってございます。次に、認知症対応型通所介護が５名、うち若年対応が

１名、24 時間訪問介護が１名、ＡからＥ案に夜間の看護の対応を含めるが１名となってござい

ます。これら委員の皆様の意見を受けまして丸の３つ目、第５期サービス基盤整備の案につい

て、前回の部会でお示ししたシミュレーション案と同様、全サービス 26 年の９月から整備する

案となっておりますが、案１と案２の２つの案を提示させていただいております。まず、案１

について、基盤整備は小規模多機能型居宅介護３カ所新設、地域密着型介護老人福祉施設１カ

所新設、認知症対応型共同生活介護９床増床、認知症対応型通所介護 10 床増床としており、基

盤整備による保険料上昇額は 16 円、保険料を 4800 円で維持する場合の基金繰り入れが 12 億

4913 万 1152 円、基金残高は 152 万 213 円となってございます。案２について、基盤整備は小

規模多機能型居宅介護２カ所新設、介護老人福祉施設 40 床増床、認知症対応型共同生活介護

18床増床、認知症対応型通所介護 10床増床としており、基盤整備による保険料上昇額は 16円、

保険料を4800円で維持する場合の基金繰り入れは12億 4888万 8265円、基金残高は176万 3100

円となってございます。なお、委員の意見にございました短期入所生活介護につきましては、

第４期計画期間中に 30 床の増床が予定されており、現在 10 床が整備され、残りの 20 床につい

ては今後整備が進むことから基盤整備を見込んでございません。ＡからＥ案に夜間の看護の対

応を含めることについては、現在、医療ニーズの高い利用者も受け入れることができる事業所

の１つとして、小規模多機能型居宅介護が６事業所整備されておりまして、さらに今年度４事

業所の新設を進めてございます。小規模多機能型居宅介護は通いや宿泊、訪問を組み合わせた

24 時間対応という形のサービスのため、夜間の対応とともに利用者の安心が図られるものと思

われます。なお、今年６月の介護保険法等の一部改正によって、これまで医療行為であるため

に介護職員には認められてこなかった、たんの吸引等について、介護福祉士や研修を受けた介

護職員によるサービス提供が平成 24 年度から可能となるため、医療依存度の高い高齢者に対応

する態勢がより整備されていくものと考えられます。補足になりますが、前回の部会で小ヶ口

委員より「八戸だけではなくて広域の部分で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と感じています」との御意見をいただきました。先

ほどお示しした別紙の中において、小規模多機能型居宅介護等の地域密着型サービスは原則と

して八戸市の住民のみが保険給付の対象となっておりますが、地域密着型サービス以外の訪問

介護や通所介護、定員 30 人以上の介護老人福祉施設などは他市町村の住民でもサービス利用が

可能となってございます。２ページにまいります。こちらは、参考になってございますが、サ
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ービス基盤整備後の定員総数について、自然増分と１ページでお示しした案１及び案２の場合

の表を示してございます。各サービスごとに第３期計画末と第４期計画末、第５期計画末の定

員総数を表示しており、案１と案２では第５期計画末において自然増分の部分の定員総数に変

更を生じることから網かけで表示してございます。１ページに戻ります。案１と案２の比較に

ついて御説明いたします。１点目として、定員総数の数で比較しますと、案１のほうは小規模

多機能が３カ所で 75 名、地域密着型介護老人福祉施設が１カ所で 29 名、グループホームが９

名、認知のデイサービスが 10 名、合わせて 123 名となっております。案２のほうは小規模多機

能が 50 名、介護老人福祉施設が 40 名、グループホームが 18 名、認知のデーサービスが 10 名、

合わせて 118 名となっており、比べますと案１のほうが５名分多くなってございます。２点目

として、特に需要が見込まれるサービスごとにみますと、小規模多機能については、案１のほ

うが１カ所多く、入所待機者の解消については、介護老人福祉施設のみで比較いたしますと、

案２のほうが多くなっております。さらに認知症対応につきましては、案２のほうが多くなっ

てございます。３点目として、増床・新設についてですが、増床でみますと案２のほうが多く

なっておりますが、新設でみますと案１のほうが２カ所多くなってございます。最後に、12 月

市議会定例会におきまして、第５期計画の基盤整備に関して、２点ほど要望等がありましたの

で、御参考までに御報告いたします。１点目は、デイサービスやデイケア、認知のデイ、ショ

ートステイなどの居宅サービスが不足しているという現場の声を踏まえ、施設サービスよりも

居宅サービスのほうに力を入れた整備となるよう慎重に審議を進めてほしいという要望です。

もう１点は、在宅医療充実のための医療と介護の連携の態勢づくりをさらに進めてほしいとい

う要望です。以上で説明を終わります。 

議長（坂本部会長）：ただいま説明をいただきました。まず、御質問があればいただきたいと思い

ます。豊田委員。 

豊田委員：案１の②地域密着型介護老人福祉施設は新設になりますが、お金がかかるものではな

いのでしょうか。 

議長（坂本部会長）：吉田主事。 

事務局（吉田主事）：地域密着型介護老人福祉施設の新設については、もちろんお金はかかります

が、現在は県のほうから補助金がございまして、現在進めている地域密着型介護老人福祉施設

の新設の整備に当たって、補助金が１床当たり 400 万円出ている形になります。ただ、国ある

いは国から県に対するお金を基金として積み立てているもので補助しているものですから、24

年度以降については、予算上の決定がまだなされていないものですからわかりかねます。現在

は補助が受けられる状況です。 

豊田委員：補助が出るもとでのシミュレーションですね。 

事務局（吉田主事）：補助を勘案してシミュレーションしているわけではありません。 

豊田委員：わかりました。それから、地域密着型介護老人福祉施設は、介護老人福祉施設と特徴

的に異なることがありますか。 

事務局（吉田主事）：違いが２点ほどございます。地域密着型は、指定の権限が八戸市にございま

す。定員についても 29 名以下となります。30 名以上の介護老人福祉施設は県の指定になりま

す。定員と指定権限のところで違いがございます。あと補足で、地域密着型は八戸市に住所を

置かれている方がサービスを使えることになっております。 
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豊田委員：ありがとうございました。 

議長（坂本部会長）：ほかに質問ございませんか。中村委員。 

中村委員：今のことに関連してですが、指定権限と定員以外にサービス内容の違いとかはあるの

でしょうか。 

議長（坂本部会長）：日山課長。 

事務局（日山課長）：地域密着型のほうは、今までやっていない社会福祉法人等が参入する機会は

出ます。それと、特別養護老人ホームは市街化調整区域に設置されているところがありますが、

地域密着型の場合、地域密着性の高いところに設置するというのが大きな違いです。 

中村委員：サービスの中身は変わらないんですね。 

事務局（日山課長）：変わりません。 

議長（坂本部会長）：中村委員よろしいですか。 

中村委員：はい。 

議長（坂本部会長）：ほかに御質問はありませんか。御質問ないようですので、皆さんから意見を

聞いてみて、その上で判断していきたいと思います。皆さんから案１と２のことで意見を承り

たいと思います。前回は分枝委員のほうからいきましたので、今度はこちらからいきます。豊

田委員。 

豊田委員：特養の待機者が多いので、その解消としては 40 床増床のほうがいいのかなあと思いま

すし、今の説明をお聞きすると、新設もそれなりに意味があるのかなあと思うし、非常に難し

くて、②のところでちょっと決めかねておりました。今日結論が出るようであれば同意いたし

ます。 

議長（坂本部会長）：山本委員。 

山本委員：自信を持って言えないんですが、私の結論は案１です。今後増加が見込まれる認知症

対応と入所待機者の解消から言えば案２だとは思うんですが、居宅サービスの充実でいけば案

１のほうがやや上回るのかなあという気がします。それで案１です。 

議長（坂本部会長）：中村委員。 

中村委員：小規模多機能型の需要が多いのであれば案１ではあるのかなとは思うんですが、認知

症のグループホームでは案２のほうがいいのかなと、なかなか究極の選択みたいのがあって、

正直申し上げれば概論としてはわかっているつもりですが、やはり現場のニーズに合わないも

のを考えとして示しても申し訳ないので、ほかの委員の意見をお聞きしてからにしたいと思い

ます。 

議長（坂本部会長）：澁田委員。 

澁田委員：直接我々も携わっているわけではありませんので、どちらもそれぞれの利点があって

の判断とは思いますが、はっきりとどちらがいいかは決めかねる状況ではあります。 

議長（坂本部会長）：小ヶ口委員。 

小ヶ口委員：私はかねてより小規模多機能の地域密着型サービスが進展していくことを望んでい

るんですが、実際民意に即しているかということを考えると、やはり施設志向というのはまだ

あるので案２のほうの部分があるんですが、地域密着型サービスを進めるにおいて先ほど説明

がありましたが、地域密着型サービスは原則として八戸市民のみが給付の対象になるというこ

とで、それもよくわかるんですが、例えば居宅サービスを受けていた方が地域密着型の施設に
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入るといったときに、そこで制限が出てくるということは、継続したサービスが受けられなく

なったりとか、あとサービスの自由な選択ということが逆にできなくなってしまうのではない

かということが気になりまして、そういった部分で今後広域ということを視野に入れていただ

ければいいのかなあと思います。現時点では案１のほうで考えていました。 

議長（坂本部会長）：金谷委員。 

金谷委員：案１と案２を人数で比較して現在のところ５名分ということになります。そして、案

１のほうは施設を新設しますので、また今後需要が多くなったときに新設したところに増床と

いう可能性を含めると、第１案のほうがいいのかなあと思いました。 

議長（坂本部会長）：浮木委員。 

浮木委員：地域包括ケアの推進拠点となるということで小規模多機能型居宅介護３カ所の新設を

うたっている案１、小規模多機能がない生活圏域への設置であるとかその辺で案１です。それ

から、②の地域密着型特養もなんですが、いわゆる新しい方が参入できるチャンスと言います

か、そういうのがあるので、既存の増床というのではなくて新しい方の参入ということを考え

ますと案１のほうです。 

議長（坂本部会長）：平委員。 

平委員：小規模多機能選定のとき、いろんなプレゼンを聞きながら、熱意をもって参入したい業

者の方々がたくさんいらっしゃって、その中からいくつかしか選べなかったんですが、そうい

うことも踏まえてということと、広域も必要かもしれませんが、やはり家族とか在宅とかいろ

いろ地域と密着した人たちがすぐいるということが住民の安心にもつながっていくのかなあと

いうことがありますので、小規模特養１カ所新設と、それから何かもっと可能性が含まれると

いう感じであれば案１のほうです。 

議長（坂本部会長）：嶋守委員。 

嶋守委員：全体の人数からみれば案１のほうが多いので、また、将来さらに施設が増えると思う

ので、それに対応していくためにはある程度収容する人数の多い施設のほうがいいと思って、

それで案１のほうがいいと思います。 

議長（坂本部会長）：古舘委員。 

古舘委員：小規模多機能３カ所新設と地域密着型サービスが含まれた案１を希望します。 

議長（坂本部会長）：斎藤委員。 

斎藤委員：基本的には案１のほうを考えてまいりたいと思います。在宅サービスに力を入れてい

ければいいのかなと思っております。案１の④認知症対応型通所介護についてですが、これは

小規模多機能が本来認知症の方を多く受け入れる特性があるということで、④に関しては小規

模多機能を３カ所あるいは４カ所にできればその中に統合ができるのかなというふうに考えま

す。それで、できれば八戸市には 50 代、60 代の若年性認知症の方のデイサービスがないので、

高齢者の方と 50 代、60 代の若年性の方が一緒にということではなくて分けて、特性を踏まえ

て、そういうふうな対応というのも必要かもしれません。基本的には案１ということです。 

議長（坂本部会長）：千葉委員。 

千葉委員：いくらでもサービスはあるにこしたことはないと思うとどっちもほしいんですが、基

本的には案１です。理由ですが、１番はやはり地域密着型のサービスを増やしていって、住み

慣れた土地で介護を受けて、たとえ施設に入っても住み慣れた土地から離れないで済むという
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ことです。介護老人福祉施設等では結構遠方までいってしまって、なかなか地域とのつながり

が切れてしまうということや、それから、やはり大規模施設ではなく小さな施設の中で施設シ

ョックを出さずに、そういう分散した形で地域にもっていこうというのが一方での国の方針と

言いますか、それに合致していると思います。ですから、これから先はそういう方向なのかな

あということを考えると、やはり地域密着型の施設を新設することがいいだろうなと思います。

それから、認知症対応型共同生活介護いわゆるグループホームですが、私はもういらないんじ

ゃないかなと、実はゼロでもいいかなというふうに思っております。すでに十分な全国に誇る

密度、数で青森県にはグループホームは存在していますし、実際には、認知症対応型のグルー

プホームのはずなんですが、認知症の症状とかいうのは非常に軽い方々で、ほぼ年をとられて

いていろんな物忘れをしている程度の方々で、本来であれば、そういう方々は小規模多機能な

りあるいは高齢者住居、あるいは重度の身体的な「ＡＤＬ（日常生活動作）」の落ちている方々

であればそういった介護老人福祉施設といったようなところで処遇されていて、真に認知症の

症状のかなり中等度くらいの方々を本当はお世話しなければならないグループホームが、実は

そういう方々をみていないということがあります。そのために認知症の方々を、例えば入院施

設から退院させる場所がないとかいうような難しい問題が出てきていることから考えると、そ

ういったような真に本当の役割を果たすべき認知症対応のグループホームを、役割を果たして

いない状況でただただ増やすというよりは、機能していない理由である認知症ではなく身体的

な介護を必要としている人たちをみる施設という側を強化して、いくらかでも認知症対応型グ

ループホームの人たちが真に認知症をきちんとみていただくことでいいのかなというふうに思

うので、そういった意味では小規模多機能を３カ所にし、そして地域密着型の介護老人福祉施

設をつくりということで、あまりグループホームを増やすのはどうかなと。大胆に言えばこれ

はゼロでもいいのかなというふうに思っております。それから、認知症対応型通所介護の 10 床

増床ですが、この案をみると２床を５施設、現在ある施設に振り向けるような形でプランが提

示されていますが、本来的にはユーザーが選べるように数そのものを増やす新設のほうが、現

在のところにただただ振り分けてばらまくということよりはいいのかなというふうに思います

し、私も斎藤委員と同じように若年認知症の問題もやはりどこかで面倒を見てくれる人がいな

いといけないということがあるので、そういった特色のある通所介護を増やすということで、

選択するメニューが増えるというふうに思います。ですから、２床掛ける５施設ではなくて、

10 床の新設という形でプランを出したほうがいいのではないかなというふうに思います。以上

です。 

議長（坂本部会長）：要望を付して案１というふうなことですね。 

千葉委員：はい。 

議長（坂本部会長）：分枝委員。 

分枝委員：いろいろ皆さんの意見をお聞きして考えた第３案の１つとして、案１の①、②と案２

の③を組み合わせる第３案もいうのもあるんじゃないかなと。これを合計すると 122 名になり

ます。そして、認知症の通所介護については、斎藤委員と同様で小規模多機能で十分対応でき

るのではないかなというふうに思います。また、グループホームに関しては、以前私が申し上

げた高齢の障がい者の受け入れ先がないと、現実的に。そして、私たちの入所施設にも市内の

施設にも知的障がいを持ちながら、また、身体障がいの施設に認知症を持ちながら入所の施設
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にいらっしゃる方、そして、我々障がい者のケアを専門とするスタッフも認知症のところまで

まだ十分いっていないこと、よって、必要なサービス提供がされていないという現実なんです

ね。65 歳の方々が増えてきていますので、そういう意味で障がい者向けのグループホームもつ

くるという意味で２ユニットという考え方もあってもいいんじゃないかなと。そうしないとい

つまでも、以前私が申し上げたように高齢になった障がい者の受け入れ先、サービスがないと

いう、これはいつになっても解消されない。私は障がい分野に関わる者として、それと保護者

の皆さんからのニーズを常に受けています。そういう立場から強くこれは申し上げたい。目的

とはちょっと異なると思うかもしれませんが、私は障がい者だって一般市民です。障がい者だ

ったら障がい者施設にいなさいという考え方じゃなくその人に合った、認知症を持ったら、高

齢化したら認知症のサービスを受ける権利はあるはずです。そういう意味でも２ユニットにし

ていけば、障がい者向けのユニットというのも１つでもつくれるんじゃないかなと私はそう考

えます。どっちかと言うと案１になるんですが、第３案のような意見としてもですね、参考意

見程度になるかと思うんですが、お考えいただければと思います。 

議長（坂本部会長）：基本はどちらかと言うと案１で、そして意見を言ったという。 

分枝委員：そうですね。ぜひ私の立場からは、認知症対策の中で障がい者の高齢化対策を具現化

していただきたいということです。 

議長（坂本部会長）：岸原副部会長。 

岸原副部会長：案１と案２の違いはどこかと言うと、結局案２のほうは施設で生活する方の数が

多いということだと思います。私の考えでは以前の部会でお話しましたが、自分の立場からは

かなり重度の認知症であり、かなり重度の介護が必要だということで在宅が非常に困難な方が

多いと。そういう方をどうするかということでやはり施設は必要だという考えなんですが、そ

ういう意味でいくと、案１と比べると案２のほうが長期入所できるような環境が少しは整うの

かなと思いますが、先ほど市議会のほうからも、これからショートステイとかデイサービス、

デイケアのいわゆる居宅サービスについても十分考慮したほうがいいのではないかというふう

なご意見があったということなんですが、そういうことを考えると在宅バランスとしては、ど

ちらかと言うと案１のほうがバランスがとれているのかなということで、案１でいいのではな

いかと思っています。 

議長（坂本部会長）：ただいま、皆さんから、悩ましいところですが、どちらもそれなりの特色が

ありますが、案１を支持するという方が、意見を述べられた方々は全員です。ただ、１案だけ

れども、こういうふうに変形させていただければなあという参考意見を付してというふうな方

がお二人ですね。そういう中で、豊田委員、中村委員、澁田委員はどっちも大事だから皆さん

の意見を聞いてからということですが、どちらでもいい、案１なら案１でもよろしいというこ

とでしょうか。そこのところの確認をとりたいと思います。中村委員。 

中村委員：千葉委員にちょっとお話を伺ってもよろしいでしょうか。 

議長（坂本部会長）：はい。 

中村委員：私も一番悩ましかったのは、先ほど申し上げましたが、③の認知症対応のグループホ

ームのところなんですが、千葉委員にお教え願いたいんですが、今の認知症対応型のグループ

ホームだと量的にも十分で、むしろ量的にも十分な上に認知症対応型のグループホームとして

は機能していないという御指摘ですが。 
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千葉委員：私自身が認知症の仕事をさせていただいて、認知症対応型のグループホームを有して

いることもありまして、これは八戸だけという話ではなくて全国的に、認知症対応型のグルー

プホームをつくったときにこれしかなかったがために、認知症であるか否かにかかわらずと言

ってもいいんですが、そういう施設的な対応と言いますか、あずかってもらえるというところ

という形でかなり普及をしてしまったということで、厳密な意味で認知症対応をきちんとでき

ているかというと、もちろん、ちゃんと認知症のケア専門士をしっかり置いてとか、あるいは

認知症の研修をしっかりと受けさせてやっているような施設もないことはないんですが、大半

の場合には普通にお世話をしているという、いわゆる一般高齢者の介護状態の方をお世話して

いるという形になっています。ですから、分枝委員のほうからも話がありましたように、真に

認知症で必要な人たちの施設というふうになっていただくためには、認知症の程度がさほどひ

どくない方々をみる施設のほうの整備が必要なんだろうと。それで、現在の認知症対応型グル

ープホームを真にもとの役割として機能させていくことのほうが筋道なのかなというふうに思

っています。 

中村委員：今、比較的軽い方も御利用なさっていて、本当に必要な方のためにグループホームと

しての機能を回復しなければならないんだということもよく分かるんですが、その本当の役割

を果たすことを目指すとしてですが、それでも量的に今は十分ないしは切迫していないという

状況になるんでしょうか。 

千葉委員：要するに、認知症の方々がいく場所はなくて切迫しています。その理由は、認知症対

応型グループホームのところに真にそういう方々が入るべきスペースがない、そうじゃない方

に占められている、よって、そうじゃない方々が住めるようなもの、現在は国土交通省及び厚

生労働省等では高齢者のサービス付き住宅、「サ付き住宅」と呼ばれているようですが、いわゆ

る老人ホームであったり高専賃と呼ばれているアパートとか、食事と見守り付きのアパートと

いうのを一生懸命進めていくという施策になっていて、たぶんグループホームの中でかなり軽

度の人たちはそちらに移れるんじゃないかというようなことがありますので、全体需要からす

ると本当は切迫していないんじゃないかなと私は思っています。それともう１つなんですが、

小規模多機能のほうでも通所で面倒を見てるからという話があるんですが、実は認知症がやや

重いとものの見事にみんな断られるんです。手間隙がかかるためとか専門的な対応ができない

からと言ってですね。認知症の方々の面倒を見ていただけないというのがあって、おっしゃっ

ていただいているほど現在の高齢者の介護の中の通所は認知症にきちんと対応されているわけ

ではないだろうと思います。だからこそ、特別に認知症対応型通所介護というのが普通の一般

通所介護とは別にできあがっているのだと思いますので、それはそれとして、専門性としてや

はり普通の高齢者の通所介護とは別なんだという認識にあるべきだろうというふうに私は思い

ます。 

中村委員：勉強になりました。 

議長（坂本部会長）：専門的な立場からのことですので、現状を批判しているのではなくて。本来

あるべき姿はということです。澁田委員。 

澁田委員：専門的な認知症への対応ということになりますと、具体的にちょっと教えていただき

たいんですが、どういうサービス内容が必要になりますか。 

千葉委員：一言で言うにはなかなか難しい御質問をいただいているんですが、本来的には認知症
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の方々一人一人のあるべき姿と言いますか、本来のその人らしさを尊重しながら対応していく

ということが言われておりますし、いわゆるセンター方式と呼ばれている、アセスメントをし

ながらそれに対してのケアマネジメントをきちんとつくっていく、それから対応にしてみても

その人その人一人一人の選択肢を重要視しながら。いきなりスイッチが切り替わるように認知

症になるわけではありませんので、じわじわと進んでいくものに対して、本人の不安も吸収し

ながらやっていくとか、そういったような専門的な知識、技能を身につけたスタッフが専門的

なケアを行うということが、認知症のいわゆる「ＢＰＳＤ（認知症の行動・心理症状）」と言わ

れているいろいろな、徘徊であるとか暴力暴言であるとかそういった介護を困難にするような

認知症状を軽減することができるというふうに言われておりますし、実際に様々な施設でそう

いうような工夫をされていると思います。 

澁田委員：分かりました。 

議長（坂本部会長）：それでは今、案１がいいか案２がいいかということの意見を求めております

ので、そういう中で豊田委員はいかがでしょうか。 

豊田委員：いろいろとお話を聞いてみて、案１のほうです。 

議長（坂本部会長）：中村委員。 

中村委員：案１、案２の中でグループホームのところが一番気になっておりましたので、今の千

葉委員のお話で十分分かりましたので、より地域密着性の高い案１のほうがいいと思います。 

議長（坂本部会長）：澁田委員。 

澁田委員：地域密着型のほうにより対応できるということで案１です。 

議長（坂本部会長）：それでは、出席委員全員、悩ましいんだけれどもどっちかに決めなければい

けませんので、それであれば満場一致で案１ということですが、千葉委員、分枝委員のほうか

ら案１でいいんだけれども、もう少し案１をもとにベット数は変えないで③と④のところの変

形型を検討できないかという意見が出ておりますので、それらについては事務局に検討させる

ことでよろしいですか。小ヶ口委員。 

小ヶ口委員：障がい者も受けられる部分ですとか、若年性の認知症の方が受けられる通所介護そ

ういった意見が付せられたんですが、その部分は、新設をするとかといった場合にどの程度受

け入れてもらえると言いますか、どういった施設を選ぶかというところはどの程度市のほうで

は権限をもっていらっしゃるのか、今から募集するのかわからないんですが、そういう意識を

もった施設の方だといいと思うんですが。 

議長（坂本部会長）：公募になりますので。 

小ヶ口委員：公募した段階で市のほうでそういったことをしっかりやってくれるところを選んで

いただけるということですか。 

議長（坂本部会長）：今までもそうですから。応募してきた方々に、先ほど平委員が言っていまし

たが、例えば小規模多機能の場合、応募してきた方が一生懸命プレゼンしてくださって、その

熱意を感じたということですから、認知症対応型のものでもそういったようなことはできると。

分枝委員。 

分枝委員：小規模多機能に関しては、今現在国のほうでは障がい者も受け入れを認めているんで

すね。ただし、最終的には各市の判断に委ねるということも入っているので、ぜひ３カ所に関

しては、できれば今の 10 カ所でも障がい者を受け入れるような要素をもっていただくというの
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をこの場で、せめて行政の立場からお願いするか、最低でも新しくできる３カ所に関しては障

がい者も受け入れますよというふうな何か特徴と言うんですか、それも必要ではないのかなと

私は思っています。 

議長（坂本部会長）：要望ですね。 

分枝委員：はい。 

議長（坂本部会長）：日山課長。 

事務局（日山課長）：制度上は 65 歳を過ぎた障がい者を全く排除しておりません。要するに、介

護度が出れば精神障がいであろうが知的障がいであろうが自閉症の方であろうが、全く介護施

設は排除する何者もございません。要は、自立支援法のほうのサービスだけでいくと決めつけ

ないで、介護の認定を受けてくださればですね。最初からうまくいくとは思いませんが、チャ

ンスを介護施設に与えないと、いつまでたっても高齢化した障がい者ということが出るので。

原則として排除はしておりません。その中で、私のところは自閉症に強いですとかそういうプ

レゼンテーションはありうるのかなとは思っています。 

分枝委員：今の意見は 65 歳以上の高齢者ということですが、私が言っているのは 65 歳以下も含

めての障がい者ということです。これは、原形は富山の共生型サービスに近づけるためのもの

かなと私たちは想像しているんですけれどもね。そういう意味で、高齢の方々と障がいの方々

が、１つのデイサービスの中で共生型で共に支え合ってサービスを利用するという富山方式で

すね。そういう形を八戸にも持ち込むべきではないかなと。新たな発想でですね。今までと同

じようなものをつくるんではなく新たなニーズ、そういう意味で私は高齢者と障がい者だけで

なく、一般の 65 歳以下の障がい者も一緒に受け入れるような拠点って言うんですか、地域には

高齢者も障がい者もいらっしゃいます。そして、サンダル履きで通えるような施設ができれば、

本当に近くに施設があれば、障がい者も通いたいというニーズはあるはずですので、そういう

意味でそういう新たなサービス、新たなコンセプトの施設づくりというのも考えていただきた

いなあと私は思います。 

議長（坂本部会長）：日山課長。 

事務局（日山課長）：私も富山に行って見たことがあります。あれは児童福祉法と自立支援法、そ

れから介護保険法それぞれの法律でもって認めてサービスを合体したもので、法律横断型にな

ります。こういう目線はこれから必要になってくるとは思いますが、今この高齢者福祉計画の

中に載せるということはちょっと難しいのかなと。自立支援法の障がい者福祉の問題がありま

すし、それから、子どものほうの児童福祉法のほうの問題がありますので、今後の課題として

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：たぶん分枝委員がお話になっているのは、まだ形がはっきり出てきていないので注目

しているところですが、小規模多機能のサービスに障がい者をみることができる、介護保険だ

けでなくて障がいサービスと合体できるという話なんだろうと思うんですね。ですから、まだ

はっきりしていないので、今すぐにここでどうこうという話にならないんですが、今後そうい

うもののサービス、複合型のサービスが出てくると思われるので、そういったある程度特色の

あるサービスについては 10 件も整備するなら１件ぐらいはあってもいいんじゃないかなとい

うように思うという話でいいのかなと思うんですが、今後にそういうのが出てきたら柔軟に対
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応していただきたいということで。 

議長（坂本部会長）：私どもがこの健康福祉審議会の介護・高齢福祉部会として、今決めなければ

いけないのは、第５期の保険料と、保険料は 4,800 円と決めました、そして、それをもとにし

たサービスの基盤整備をどうするかということで５つあったわけですが、意見をもとに２つに

絞ったのがこれで、それで、皆さんの総意で案１ということになりましたので、案１をもとに

して、先ほど要望があったのを検討が可能かどうかということですね。そこのところを次回出

していただきたいと。そういうことでよろしいですか。はい。それでは、今日は案１というこ

とで満場一致で決定です。ただし、要望がありますので、そこを検討しながら案１でいくとい

うことでお願いいたします。以上で議事を終わります。事務局のほうからお願いします。 

事務局（日山課長）：お疲れ様でした。今の認知のデイについては、定員が 12 人ですので 12 人の

新設も含めて検討させていただきたいと思います。それでは、次回の第６回介護・高齢福祉部

会の日程についてお知らせいたします。日時は来年１月 18 日水曜日午後１時 30 分から、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５回介護・高齢福祉部会を閉会いたします。 


