
1 
 

平成２４年度第１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 24 年９月 26 日（水）午後１時 30 分 

場所  市庁別館２階 会議室Ｂ 

○出席委員（７名） 

坂本分科会長、浮木副分科会長、山本委員、山田委員、小野寺委員、千葉委員、嶋守委員 

○欠席委員（１名） 

平委員 

○事務局 

梅内市民健康部長、鬼柳市民健康部次長兼国保年金課長、矢羽々介護保険課長、田茂副参事、榊原

主幹、佐藤主幹、岩崎主幹、松村主査、大里主査 

 

司会（佐藤主幹）：それでは定刻となりましたので、只今から平成２４年度第１回地域密着型サービス運

営委員会を開会いたします。本日は全委員８名のうち、平委員１名が欠席となっております。出席委

員は７名となっております。半数以上の出席者となっておりますので、会議が成立していることをご

報告申し上げます。議事の進行は坂本分科会長にお願い致します。それでは坂本分科会長よろしくお

願い致します。 

議長（坂本分科会長）：会議に先立ちまして一言ごあいさつ申し上げます。委員の皆様におかれましては、

お忙しい中お集りいただきありがとうございました。今日は第１回目の地域密着型サービス運営委員

会ということでございまして、審議案件は１つでございまして、地方分権改革に伴う地域密着型サー

ビスに係わる基準条例の制定についてということを皆様にご審議いただきたいと思っております。こ

れまで、国が定めておりました、地域密着型サービスの基準等は、地方分権一括法に基づく、介護保

険法の改正によりまして、市町村が条例で定めることとなりました。本日は条例制定にあたりまして

実施致しました各事業所へのアンケート等を踏まえて作成しました条例案につきまして事務局から説

明を受け、その後皆様からご審議いただいて本日決定していきたいと思いますのでどうぞよろしくお

願いします。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。議事の（１）地方分

権改革に伴う地域密着型サービスに係わる基準条例の制定について事務局から説明を受けたいと思い

ます。松村さん。 

松村主査：はい。介護保険課の松村と申します。失礼ですが、座ってご説明いたします。まず、本題に

入ります前に、本日お配りいたしました、Ａ３判の（１）追加資料「条例案について（現行基準との

比較）」というタイトルの資料ですが、これは、これからご説明申し上げます条例案をＮｏ１から１０

までの国の基準、Ｎo１１から１４までの事業所アンケートの意見、Ｎo１５から１８までの認知症対

応型共同生活介護に係る市の基準の項目ごとに現行基準との比較資料として、概要にまとめたもので

ございます。右側の対象となるサービス欄に丸印が付されているところは、基準の項目に係る条例案

が該当するサービスであることを表しております。また、網掛け部分は、国の基準と異なる基準を定

めるものを示しております。それでは、資料の（１）「地方分権改革に伴う地域密着型サービスに係る

基準条例の制定について」と書かれております資料を中心にご説明いたしますので、そちらの１ペー

ジをお開き下さい。まず、基準条例制定についての概要についてご説明いたします。昨年、国が推進
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している地方分権改革の一環として、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

の関係法律の整備に関する法律、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

律が施行されました。この法律により、介護保険法の改正が行われ、市が指定、指導監督の権限を有

する地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービスの事業に係る、「申請者の法人格の有無に係

る基準」、「地域密着型介護老人福祉施設の入所定員に係る基準」、「人員、設備及び運営に関する基準」

の３つの基準について、改正前は国の法律で定められておりましたが、改正後は平成２４年４月１日

から１年を超えない期間内で、市が条例で定めることになりました。また、上記１から３の基準は項

目ごとに、国の基準に従い定めるもの（従うべき基準）、国の基準を標準として定めるもの（標準）、

国の基準を参酌して定めるもの（参酌すべき基準）、の３つの類型に分類され、条例の制定に当たって

は、これを踏まえて、市の実情に応じた内容を定めることになります。２ページをご覧ください。上

の表は、条例で定める基準及びその主な項目、基準の類型、対象となるサービスを一覧にしたもので

す。上段の１、「申請者の法人格の有無に係る基準」の基準の類型は、国の基準に従うべき基準とされ、

全サービスが対象となっており、２の「入所定員に係る基準」については、従うべき基準、対象サー

ビスは地域密着型介護老人福祉施設のみとなっております。さらに３の「人員、設備及び運営に関す

る基準」は、主な項目ごとに基準の類型や対象となるサービスが異なりますが、従業者とその員数、

居室等の床面積や利用定員については従うべき基準または標準となっており、サービスの適切な利用、

安全確保等に関するものについては、従うべき基準とされており、上記以外の項目は参酌すべき基準

となっております。下段の表は、八戸市における、地域密着型サービスと地域密着型介護予防サービ

スの種類及びその事業所数の一覧です。ご覧のとおり、①定期巡回・随時対応型訪問介護看護、②夜

間対応型訪問介護、⑧複合型サービスの３つのサービスは、事業所はございませんが、今回これらサ

ービスの基準についても他のサービス同様に条例制定するものです。それでは、３ページをお開き下

さい。市では、条例案を作成するに当たり、検討資料の一つとするため、地域密着型サービス及び地

域密着型予防サービスを行っている市内の全５２事業所に対し、今年８月２日から２２日までアンケ

ート調査を実施しました。その結果、すべての事業所から回答があり、表にありますとおり、３つの

サービス種類に関する４件の意見がございました。表の左端に１－１から１－４まで番号がふられて

おりますが、これは、９ページ以降でご説明致します条例案や対応案に関連付けているものでござい

ます。それでは、４ページをご覧下さい。検討資料の２「法改正以前に市が制定した認知症対応型共

同生活介護に係る基準の取扱い」についてでございます。八戸市では、平成１８年に「八戸市指定認

知症対応型共同生活介護の事業の人員、設備及び運営に関する基準」を制定しました。その基準項目

は表にあります４項目で、夜勤者の休憩時間の上限の設定、非常勤の計画作成担当者に対する最低勤

務時間の設定、ユニットごとに配置する夜勤者数の義務付け、計画作成担当者に必要な研修の受講に

おける減算規定の及ぶ範囲についてとなっております。表の左端に２－１から２－４まで番号がふら

れておりますが、これは９ページ以降でご説明致します条例案や対応案に関連付けているものでござ

います。それでは、５ページをお開き下さい。市の条例案についてご説明いたします。１の申請者の

法人格の有無に係る基準についてですが、対象となるサービスは全サービスであり、国の基準は「申

請者は法人である者とする」、基準の類型は従うべき基準であるため条例案は国の基準のとおりとしま

す。２の「入所定員に係る基準」については、対象サービスは地域密着型介護老人福祉施設入所者生

活介護で、国の基準は「入所定員は２９人以下とする」、基準の類型は従うべき基準であるため、条例
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案も国の基準のとおりとします。次に、３の人員、設備及び運営に関する基準については、対象とな

るサービスは全サービスに渡りますが、基準の類型が従うべき基準及び標準の項目については、国の

基準のとおりとします。基準の類型が「参酌すべき基準」の項目については、６ページ以降でご説明

致します３－（１）から３－（５）を国の基準と異なる基準を定めることとし、それ以外は国の基準

のとおりとします。なお、サービス種類ごとの国の基準及びその項目、基準の類型については、事前

に配布しておりました別添資料の「事業の人員、設備及び運営に関する基準条例案」のとおりとなっ

ておりますのでここでの説明は省略させていただきます。それでは、６ページをご覧ください。３－

（１）は居室の定員に関する基準についてです。対象となるサービスは、地域密着型介護老人福祉施

設入所者生活介護で国の基準では居室の定員を１人とするのに対し、条例案は、居室の定員を４人以

下と定めるものであります。国は、要介護高齢者の尊厳保持の観点から介護老人福祉施設の個室化を

図ることとし、この基準を「４人以下」から「１人」とする改正を行いましたが、丸印の２つ目に記

載しているとおり、介護老人福祉施設は、介護保険法上の指定を受ける前に、老人福祉法上の特別養

護老人ホームの認可を県から受けなければなりません。また、特別養護老人ホームの設備及び運営に

関する基準は、「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関係法律の整備に関

する法律」により都道府県が条例で定めることになっております。このことから、県は、特別養護老

人ホームの設備及び運営に関する基準の条例制定に当たり、居室の定員に係る照会を市町村に行った

上で、「４人以下」とする方向で検討しているところです。また、当市は、地域密着型介護老人福祉施

設が現在５事業所ありますが、うち３事業所が居室定員４人以下である多床室を有しておりますが、

居室定員１人のユニット型個室は多床室より利用料が高いため、低所得の利用者に配慮しなければな

らない実情にあること、また、県条例との整合性を図ることから条例案は「４人以下」とするもので

す。それでは、７ページをお開き下さい。３－（２）はサービス提供に関する記録の保存期間に関す

る基準についてです。対象となるサービスは全サービスで国の基準では、事業者はサービスの提供に

関する①から⑤の記録を整備し、その完結の日から２年間保存しなければならないとされております

が、条例案では、①のみを５年間とし、それ以外は２年間保存しなければならないものとします。①

から⑤の記録等については、全サービスを通して共通して整備すべき記録であり、サービスによって

は、これ以外にも整備すべき記録等がございますが、そちらに関しては、事前に配布しておりました

別添資料に記載しておりますので、ここでの説明は省略させていただきます。この条例案を制定する

理由といたしまして、事業者が不適正な介護報酬を受け取ったことが明らかになった場合に、市はそ

の介護報酬の返還請求をすることになります。返還請求の時効は、地方自治法により、事業者が介護

報酬を受け取ってから５年でありますが、サービス提供に関する記録の保存期間についての国の基準

は、２年となっているため、介護報酬の返還請求をするに当たって必要な記録が残っていない場合が

想定されます。そのため、介護報酬の返還請求において、必要不可欠な記録であるサービス提供記録

の保存期間を２年間から５年間に延長するものです。次に、８ページをご覧下さい。３－（３）は非

常災害対策に関する基準についてです。まず表の上段になりますが、対象となるサービスはカッコ内

のサービスを除く全サービスで、国の基準の「事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常

災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定

期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。」については、国の基準のとおりの条例

案とします。次に表の２段目ですが、①から③のサービスを対象とする国の基準の「事業者は上記ア
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に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。」に

ついては、国の基準のとおりの条例案とします。また、④から⑥のサービスについてはイの基準はあ

りませんが、条例案にはイの基準を加えることとします。その理由につきましては、東日本大震災を

踏まえ、事業者は、今後の非常災害対策の充実・強化を図るため、日頃から非常災害に関する具体的

計画を地域住民とともに実行する体制の構築に努める必要があると考えます。国の基準では上記④か

ら⑥のサービスについては、上記イの基準はありませんが、当市では、これら多くの事業所で、避難

等の訓練の実施に当たって地域住民の参加が得られるよう連携に努めている状況です。ついては、宿

泊サービスのない訪問系サービスを除く全サービスに上記イの基準を設けるものです。それでは、９

ページをお開き下さい。３－（４）は、勤務体制の確保に関する基準で、検討資料１－１、２－１の

夜勤者の休憩時間の上限の設定への対応に関連する基準となります。市の基準では、夜勤者の勤務時

間に応じて休憩時間の上限を設定しておりますが、設定する休憩時間は、労働基準法で定める時間以

上で市の基準以下と定めております。この基準の制定時の背景ですが、労働基準法では勤務時間に対

し最低限の休憩時間を設定することを義務づけておりますが、休憩時間に上限がないため、休憩時間

をいくらでも多く設定できるとすれば、実質的に夜勤体制をとっているとは言えないと考え、夜勤の

勤務時間帯における休憩時間の上限を定める必要があったものです。現状としては、全グループホー

ムにおいて、夜間及び深夜の休憩時間は基準内に設定されていること、グループホームのみの基準と

なっている状況となっております。この基準を廃止した場合に想定される問題点としては、再び長時

間の休憩時間を設定する事業者がでるのではないか、その結果、利用者の安全確保等サービス低下に

つながるのではないかということが想定されます。１０ページに移りますが、以上のことから、対象

となるサービスを入所系サービスに拡大し、国の基準の勤務体制の確保に条例案の下線部分の「また、

夜間及び深夜の勤務においては、利用者の安全確保及び状態等に随時対応可能な勤務体制となるよう

配慮しなければならない。」を付け加え、夜勤においては、具体的な休憩時間は規定せずに、下線部分

の勤務体制を求める条例案といたしました。これに伴い、市の基準は廃止するものとします。なお、

記載しております条項等につきましては、グループホームの基準を例として挙げたものであり、サー

ビスによっては、国の基準も異なるため、下線部分については、付け加える条項等が変わるものであ

ります。それでは、１１ページをお開き下さい。３－（５）は介護計画の作成に関する基準で、検討

資料の１－１、２－２の非常勤の計画作成担当者に対する最低勤務時間の設定への対応に関連する基

準となります。市の基準では、非常勤の計画作成担当者を配置する場合は、週３０時間以上の勤務時

間を確保するよう基準で定めております。介護計画とは、利用者がサービスを利用するにあたり、援

助の目標や目標を達成するための、具体的サービス内容等が記載されているもので、この介護計画を

作成するのが、計画作成担当者であります。制定時の背景としては、国の基準では、計画作成担当者

の常勤・非常勤は問わず、非常勤の場合は、「利用者の日常の変化を把握するに足る時間の勤務は少な

くとも必要」とされているのみで、具体的な時間数は定められておりませんでした。このため、市の

基準で明確な時間数を設定する必要があったものです。現状としては、全グループホームにおいて、

基準を満たす勤務時間を確保している。グループホームのみの基準となっている。計画作成担当者の

行うべき業務はサービスごとに国の基準において定められており、その業務量は異なるが、業務を適

切に遂行しているかどうかの基準を勤務時間数に求めている状況となっております。この基準を廃止

した場合に想定される問題点といたしましては、計画作成担当者の勤務時間を縮小する事業者がでる
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のではないか。その結果、利用者へのサービス提供の根幹となる計画作成・モニタリングの回数等が

減少することで、サービスの質が低下するのではないかということが想定されます。１２ページに移

りますが、以上のことから、対象となるサービスを全サービスに拡大し、国の基準の介護計画の作成

についてこれまでどおり適正に遂行できるよう、条例案の下線部分「事業者は、左記①から⑦に定め

られた計画作成担当者の行うべき業務を十分に遂行するための勤務時間の確保に努めなければならな

い。」という新たな条項を追加した条例案とします。これに伴い、市の基準は廃止するものとします。

なお、記載しております条項等につきましては、グループホームの基準を例として挙げたものであり、

サービスによっては、国の基準も異なるため、下線部分については、条項等が変わるものであります。 

以上が、国の基準と異なる基準を定める条例案の説明となります。それでは、１３ページをお開き下

さい。ここからは検討の結果、国の基準のとおりとするもので、最初に検討資料の１－１、２－３の

ユニットごとに配置する夜勤者数の義務付けへの対応に関連する基準についてであります。市の基準

ではグループホームの夜勤者について、ユニットごとに１人以上の夜勤者を配置することを義務付け

ております。これは、制定時の背景にありますとおり、国の基準では１ユニット９人の利用者に対し

１人の夜勤者を配置、以下２ユニット１８人に対し１人、３ユニット２７人に対し２人の夜勤者を配

置すればよいとされていましたが、これらを同等に扱うのは実情に合わず、特に複数ユニットの事業

所では夜勤者の負担が大きいとして、市の基準を制定したものです。この基準については、平成２４

年の介護保険法の改正により、国の基準もユニットごとに夜間及び深夜の時間帯を通じて 1 以上の介

護従事者に夜間及び深夜の勤務を行わせるために必要な数以上とされたことから、国の基準のとおり

とし、市の基準は、平成２５年３月３１日をもって廃止することといたします。それでは、１４ペー

ジをご覧ください。こちらも、国の基準のとおりとするもので、検討資料の１－１、２－４の計画作

成担当者に必要な研修の受講における減算規定の及ぶ範囲への対応に関連する基準についてでありま

す。市の基準では、計画作成担当者は、受講すべき研修を修了していない場合は、介護報酬が減算さ

れる規定となっております。制定時の背景としては、当時の国の基準が曖昧であったため、基準を明

確にする必要があったものであります。国の基準では、計画作成担当者は厚生労働大臣が定める研修

を修了している者でなければならないとされていることから、対応案としては国の基準のとおりとし

ます。なお、減算規定の及ぶ範囲としては、国の「地域密着型サービスの介護報酬通則」において、

すでに市の基準のとおりに取り扱うよう定められているため、当該基準は、平成２５年３月３１日を

もって廃止することといたします。それでは、１５ページをお開き下さい。ここからは、事業所のア

ンケート調査で出されました意見への対応案についてのご説明となります。まず、検討資料の１－２

運営推進介護の開催回数についてです。これは、認知症対応型共同生活介護に関するもので、意見の

内容は、国の基準において、「地域との連携」の中に運営推進会議をおおむね２月に１回以上開催とあ

りますので、事業者に一任していただき、年４回から６回の幅を持たせるような内容にしてもれえれ

ば助かる事業所も多いのではないでしょうかという意見です。対応案ですが、運営推進会議の設置の

目的は、「事業所が利用者、地域住民の代表者等に対し、提供しているサービス内容等を明らかにする

ことにより、事業所による利用者の抱え込みを防止し、地域に開かれたサービスとすることで、サー

ビスの質の確保を図ること」とされております。その上で、事業所は、サービスの提供回数等の状況

を報告し、運営推進会議による評価をうけるとともに、必要な要望、助言等を聞く機会を「おおむね

２月に１回以上」設けることが求められているものです。この基準は、参酌すべき基準でありますが、
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この会議が広く利用者等の声を採り入れる場として位置づけられ、これを達成するために必要な最低

限度の基準であると考えられることから、国の基準のとおりとします。それでは、１６ページをご覧

ください。検討資料の１－３認知症対応型通所介護の定員についてです。意見の内容は、現在、利用

定員の上限は１０名となっています。厚労省の基準では「１２名以下」とお伺いしております。八戸

市の基準も「１２名以下」とし、上限を１２名としていただければ幸いです。との内容でございます。

こちらの対応案でありますが、そもそも認知症対応型通所介護の利用定員に係る国の基準は、「１２人

以下」となっており、これまでこの基準に代えて市の基準は定められておりません。また、この基準

は、従うべき基準となっているため、条例案は国の基準のとおりとします。なお、認知症対応型通所

介護の整備については、第３期計画において、既存の通所介護及び通所リハビリテーションの定員の

一部を認知症対応型通所介護にシフトして開設することによる１０か所程度の整備を見込んだところ、

既存の事業所からの申請に基づき、「１０人」の事業所が５か所、「１２人」の事業所が１か所の計６

か所の整備となったものです。第４期計画においては、ほかの不足しているサービスとのバランスを

考慮して整備を見込まず、第５期計画においては、後記のとおり新設による１か所１２人の整備を見

込んでおります。第５期計画の審議過程において既存の５か所を１０人から１２人に増員する案も検

討されましたが、委員のご意見を踏まえ、障がい者や若年性認知症への対応など特色あるサービス基

盤の整備も可能とする観点から、１か所１２人の新設による整備を見込む計画となったものです。そ

れでは、１７ページをお開き下さい。これは、小規模多機能型居宅介護に関する意見です。２０１２

年度改正に伴い、小規模多機能の「複合型サービス」が位置づけられました。また、訪問看護ステー

ションの「併設型」も同様に位置づけられました。小規模多機能型のサテライトも新たに認められま

した。是非、八戸市においても実施していただきますようお願いいたします。との内容でございます。

こちらの意見は、複合型サービス等の実施要望であり、直接、基準条例の制定に係る内容ではござい

ません。対応案といたしましては、今年３月に策定いたしました第５期高齢者福祉計画では、小規模

多機能型居宅介護の新設による３か所の整備、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の新設に

よる１か所の整備、認知症対応型共同生活介護の新設又は増床による９床の整備及び認知症対応型通

所介護の新設による１か所の整備を見込む計画となっておりますことから、ご意見のありました、複

合型サービスは、第５期計画では整備を見込んでおりません。最後に、平成２４年９月八戸市議会定

例会の一般質問におきまして、松田議員より「基準条例制定に当たっては、現場の声を取り入れ改善

をして欲しい」旨の要望がありましたのでご報告致します。なお、本日ご審議いただいた、条例案の

内容については、パブリックコメントを実施し、その際は、市民のほか事業所からも意見を求めるこ

とになります。パブリックコメントの結果につきましては、次回の介護高齢福祉部会において最終案

としてご提示致したいと考えております。以上で条例案についての説明を終わります。 

坂本分科会長：はい、御苦労さまでした。それでは、只今、条例案の説明をいただきました。委員の皆

様からご質問あるいはご意見等を出していただきたいと思います。ご質問ご意見等をお願いします。

参酌すべきもの、あるいは従うべきもの、標準、この３つに分かれておりますけども。はい、千葉委

員。 
千葉委員：大変御苦労されて、いろいろお考えいただいて、サービス向上にということでいろんな部分

を足していただいて。大まかには国の基準に合致をしていくのがよろしいかと思うのですが、いくつ

かの点でちょっとご意見を申し上げたいと思います。特に市の条例として参酌すべき基準に対して行
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う部分の、この一覧表でいえば網かけの部分でございますが、居室の定員は確かにこのとおり居室定

員４人以下にするということは、低所得者にとっては、都会地ならいざ知らず八戸のようなこう言っ

てはなんですが、田舎の方にとっては低所得者も多いわけでございますので、大変よろしいことかな

と思います。それから保存についても、５年間と言うのは、他の、例えば医療保険などでは、５年は

当たり前のことでございますので、そこに倣うということについても、賛成を致します。それ以下の

ところなのですが、非常時災害対策のところについてでございます。地域の方々の訓練等の参加、そ

れは、災害時に地域の方々にいろいろとご協力をいただこうというのが主旨なわけですが、今ここで、

東日本大震災の例があがっておりますが、実は、サービス提供している側からするとこれは逆でござ

いまして、地域の方々の支援に我々の方が回ったと、地域に住んでいる高齢者の方々等の支援にむし

ろ施設側の方がだいぶいろいろとご協力を申し上げたのではないかと思います。こういったような介

護施設、特に入所系を含んだ施設サービスというのはある意味、地域の拠点になり得るわけです。地

域の中で、弱者の方々がたくさんおられるわけでございまして、その方々の支援あるいは援助といっ

たようなところにたいぶ力をどの事業所も発揮されたのではないかと思っています。一般の方々、周

りの地域の住民の方々は、ここにある施設どころじゃなかった、自分のところで精一杯だったわけで、

非常に概念的にこういうことをどこでも出るのですが、実際の場面ではあまり役に立たないのではな

いか、と思います。それともう一つ申し上げたいのは、これは施設にお願いする話では実はなくて、

市のほうが町内会なり何なりに、こういった場合の会合について、そこの施設への協力をしてくれと

か、そういう体制を地区社協等でくみ上げるとかいったようなところが、先にあるべき問題だろうと

思います。そういうことなしに、施設にのみ、おまえのところがやればいいんだというのは、ちょっ

と施設側としても過重なことになるのではないかというふうに考えるわけで、これはやはり市側の方

としても、その町内等に居られる地域住民の中の弱者対策の問題と同時に同じレベルでそこにある施

設等のそういった場合の支援だとかいうことをまず計画をしていただいた上で、その上で施設側と町

内の様々の関係の方々と話し合いをしていくということだと思うのです。これだけ、施設側にだけに

こういう条例だから、これをつけたのだから、これは施設がやらないのが悪いというような形で施設

にだけ押し付けられている印象が非常に強くありますので、やはりこれは市の方としてはもっとテコ

入れをしていただいた上で、これをすると言うことであろうかなと思います。実際には、だんだん都

会化してきて、周りとの関係性も薄れてきている昨今の中で、これをどの程度施設側に条例という形

で規定をして施設の義務のようにするというのはいかがなものかと思います。その辺のところはもう

一回飲み込んでいただいて考えていただきたいと。それから、８番の勤務体制の確保のところなので

すが、これについてですが、従来から私はこの夜勤の考え方のところにちょっとよく分からないと思

っているのは、１６時間勤務というのは二日間勤務なんです。二日間を８時間ずつ二日分働くのであ

って、ですから今までの市の基準の中身はどういうことなのかがはっきりしなかったんです。１６時

間連続勤務はしているけれども二日間の勤務時間をやっているので、一日あたりの勤務数は８時間で、

そこは労働法からいけば、１時間以上の休憩６０分以上の休憩をとることになっているわけで、８時

間と８時間の間に休憩時間を入れるのは、これは勤務をしていないということになるのだと思うんで

す。勤務として扱ってない。１６時間連続して勤務をするということは、勤務時間が１６時間で休憩

時間が、という話ではないのだと思うんです、労働上は。ですから前の基準の中身がこういう話だと

合致していないかなと。むしろ休憩時間にどういう対応をしなければならないのか。あるいは、連続
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した勤務の場合には、そこの勤務の間に時間を空けないとかそういう形だったのかなと思っていまし

た。それは今廃止して、新たな基準と言うことなので、むしろすっきりして良かったと思います。た

だ条例案では、後の方にわざわざ夜勤および深夜勤務においては云々というのをお付けいただくわけ

ですが、これは、国の基準の利用者が安心して日常生活を送ることができるよう継続性を重視したサ

ービスの提供の中に夜勤帯の時間も当然として含まれている話ではないかと思うんです。あえて二重

に下位条項を重ねるようにここに言わなくてもこの中の読み込みで十分に夜勤帯はちゃんとするんだ

よ、それはつまり休憩時間がたくさんとっていれば継続したサービスにはならないわけですから、こ

こに付け足す理由はないように思います。必要性があまり感じられない。ですからこのままここは国

の基準通りで、国の基準の解釈といいますか、読み方として、安心して日常生活を送る継続性という

ことであれば、２４時間対応ということが当然ベースだということで、条文にするほどの話ではない

のかなと考えております。最後の介護計画の質の話は、今の非常勤の方々の問題ということであれば、

大変納得できる話になります。ただここに、介護計画担当者の行うべき業務を遂行するための勤務時

間、これは何を以って判断をなさるのでしょうか。つまり、当然、いろんな方々がいて、計画を立て

るのに難しい方々もいるし、簡単な方々が多い場合もある。同じ事業所でも、入っている方々、通っ

てきている方々が変われば、時間数も変わる。それを何の物差しを以って合致してるのかしてないの

かということのご判断になるのか、というところがすごく難しいような気がして、大変曖昧でもちろ

ん不満も出るところでしょうし、証明することができないことになるのではないかと思います。また

実際には常勤の場合は、作成に当たる時間以外の時間は、利用されている方々のサービスに付いてい

るんです。ですから計画時間をがっちりと作られるということは、サービスをしている側の方にまわ

っている時間が減るということでもある。同じ方がやっているわけですから。ということは、サービ

スの計画をしっかりして、時間を確定するからサービスの質が上がるということも言えなくなる。そ

こに時間が取られれば、実際にサービスについている時間が減るんです。実は介護保険上はご存知の

ように、あまり裕福な財源をいただいておりませんので、一人の方が二役も三役もやっている状況の

中にあって、その時その時でサービスの時間が計画の作成の時間とを都合しながら、うまくバランス

をとっているのが、どこの事業所も現状だと思います。ですから、はっきりとこの時間を取らねばな

らない、計画をきちんと立てなければならないということの質なら分かるのですが、量として決める

というのはとても難しいのだろうと思うんです。何時間だったらいいっていう話、何が何時間だと言

う話にならないので、その場合に今度はじゃあ現場につく時間が減るということは、ある意味机にば

っかりかじりついていて、現場に来ないからという話になれば、それはそれでサービスの質も落ちる

ということも出てくると思います。もともとの市の基準の非常勤の作成担当者を配置する場合には、

というのは大変良い文章だったかなと思うので、むしろこの⑧で「事業者は、左記①～⑦に定められ

た計画作成担当者の行うべき業務を十分に遂行するための」の部分を、むしろ前の「非常勤の計画作

成担当者を配置する場合には」と、具体的に今までのものを活かされたほうがいいように思いました。

実際に事業を行っている現場からすれば、そこに計画作成担当者の時間をがっちり決められるという

ことは、ある意味、他の実際に利用者のそばで行うサービスのために人を増やさなきゃいけないとい

うことも出てくると思うんです。安易にそういう基準を作るのであれば、市の独特の基準であれば、

市の独特の加算を付けていただかないと人を雇えない。お金に関連するような負担を強いるような基

準は、事業者側の方にあまり理解を得られないのかなというふうに感じます。意見は以上です。 
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坂本分科会長：今、千葉委員のほうから意見をいただきました。皆さんの方から。他にご意見ございま

せんか。後でまとめて意見に対してということにしましょうか。山本委員。 
山本委員：一つ質問ですけど、事業者アンケートの中で、運営推進会議を概ね２月に１回以上、これを

年に４～６回、これは事業者にとっては負担だということでしょうか。またその現状というのは市の

方でもちろん把握なさっているとは思うのですが、その辺お聞きしたいなと思います。 
坂本分科会長：これは質問ですか。 
山本委員：はい。 
坂本分科会長：現実はどうなってますか。負担になってますか。という質問。佐藤主幹。 
佐藤主幹：事務局の給付事業者グループ佐藤と申します。よろしくお願い致します。この件に関しまし

ては、まず事業者の負担になっているかどうかというところでは、実際のところ年６回、全事業所で

開催されております。負担というところはやはり事業所によって違うと思います。やはり、会議内容

を工夫されていろいろな行事とぶつけて実施されている事業所もあれば、参加するメンバーに民生委

員とか、町内会長ですとかご家族ですとかとういうところで、メンバーの日程調整することに苦慮さ

れている事業所もあります。そのような実情の中で、やはり負担がないかどうかということになれば

ないとは言い切れないものはあるかとは思いますが、ただし、主旨というところに代えさせていただ

きますと資料にもございましたように、あくまでも抱え込みを防止する、利用者様、まわりまわって

事業者様のためのものであるということ、また、これから希薄になるかもしれないというお話があり

ましたとおり、このような地域との関係を築くためにも必要なものと、風通しのいいサービス提供事

業所であってほしいということもありまして、このような形にということになっております。概ねと

いうところの解釈になりますと、この言葉、アンケートにお答えする形になりますと、もともとここ

はないということではないと、ただし、こちらが解釈するにあたりましては、そのような主旨からも、

開催できない理由が天災ですとかインフルエンザ等々の感染症の蔓延といったやむを得ない事情があ

る場合に、開催回数の変更が想定されるものであり、単に事業所の都合で回数を減らすものであって

はいけないと考える主旨から、原則として２月に１回ということで年６回と考えておりました。また、

ちょっと余談になりますけれども、６回の裏付けといたしましては、グループホームと小規模多機能

型居宅介護に関しまして、第三者機関がサービスの質を維持するために評価するという外部評価とい

うものがございまして、これを定める県とか国の方の、地域密着型サービス外部評価実施要領という

ものがございまして、外部評価は原則として１年に１回は評価を受けるものとされておりまして、そ

の評価には相当な費用が伴います。そのことに関して、ただし、一定の要件を満たすことにより評価

を受けるのは、２年に１回でよいという条件がありまして、そういうことも含めまして、年間６回と

いうところを目安に事業所さんの方も目標を達成されているのかなということがございます。このよ

うな説明でよろしかったでしょうか。 
坂本分科会長：よろしゅうございますか。質問はよろしいですか。 
山本委員：はい。  
坂本分科会長：意見はよろしいですか。 
山本委員：はい。 
千葉委員：今の件でちょっと聞きたいのですけれども。運営推進会議を６回やっているところは、外部

評価は２年に一度でいいというか、そのために年６回やるのだと。これは、他の所から聞かれるので、
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どう答えたらいいかいつも困るので、ついでに教えていただければと思うのですが、抱え込みを防止

するためにというか、ならないためにということと運営推進会議の開催ということが、どうもよく分

からないのですが、運営推進会議をやれば、抱え込み等にならない、あるいは抱え込みというのは何

を指しているのかですね、その辺のところというのはいろんな会で問題、話題になるのですが、どう

いうふうな解釈を我々はしていればいいのでしょうか。 
坂本分科会長：佐藤主幹。 
佐藤主幹：それでは、今のご質問にお答えさせていただきます。こちらがとらえる抱え込みという問題

になりますと、やはり施設の中だけで職員・利用者がそういう環境の中で、日々生活を連続させてい

くということはやはり、新しいヒントが得られなかったり、職員であっても利用者であっても、出会

いがなかったり、というところを懸念するところでありまして、そういうところで外部の方が入るこ

とにより、新しい発想や出会いによる利用者の見られなかった表情、また、そういうことを期待する

ことでありまして、こういうことで捉えればよろしいでしょうか。 
千葉委員：事業者が思っている意味とだいぶ違うんです。要するに、透明性・公開性の問題をお話しさ

れているのですけど、要するに一定のグループ企業が全部自分の所のサービスを回していくというこ

とを従来抱え込みという言葉を使っていたので。 
佐藤主幹：確かにそれもございます。 
千葉委員：それってここの運営推進会議が何とかできる話ではないので、抱え込みの意味がもし違うの

であれば、抱え込みという言葉をお使いにならないで、透明性・公開性のより一層の進展のためにと

か、そういう言葉にしたほうが、事業者側のほうでちょっと誤解を恐らくする言葉になっているんだ

と思います。今のでよく分かりました。ありがとうございます。 
佐藤主幹：貴重なご意見ありがとうございます。 
坂本分科会長：では、山田委員。初めに質問ありますか。 
山田委員：質問が一点。６ページです。居室の定員ですけれども、国の基準は１名ということで、一応、

認められれば２名という形を４名以下というふうに変えるということなのですが、これの下の方の理

由の一つとして、低所得者の利用者に配慮しなければならない、というふうなことが書かれてありま

すけれども、実際問題、利用者の負担する額、４人部屋と、例えば２人部屋、１人部屋というように、

どの程度負担に差が出るのでしょうか。この差額というのは、どういうふうになっているのでしょう

か。差がないのであれば、低所得者云々というのは出て来ないと思うんです。 
坂本分科会長：松村主査。 
松村主査：ただいまのご質問にお答えします。多床室４人部屋と１人部屋とでは、そもそも利用料金が

違います。食費に関しても１食当たりの料金も変わってきますし、居住費、こちらの方も多床室とユ

ニット型では変わってきますので、その辺で利用者負担の差が出てくるということになります。よろ

しいでしょうか。 
山田委員：はい。 
坂本分科会長：ご意見は。 
山田委員：さっき千葉委員の方でお話しましたので特にはないです。 
坂本分科会長：事務局には質問を先に答えていただいて、後で全委員の方からの要望、意見、例えば千

葉委員の方から４点ぐらい出ていますが、まとめて考え方を答えていただきたい。では、小野寺委員
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お願いします。質問はありますか。 
小野寺委員：質問はありません。 
坂本分科会長：ではご意見。 
小野寺委員：はい、述べさせていただきます。私も介護計画の作成のところの、計画作成担当者が行う

べき業務を十分に遂行できるという一文のところがですね、現場の業務を行いながらケアを実際に行

いながら計画も立てているというところで、十分にというのは、どういうふうなイメージなのかな、

具体的なイメージがわかないなというふうに感じました。あともう一つですが、アンケートの中で、

今回のこの条例案についてというところには直接関係しないかもしれませんが、複合型サービスの実

施の要望があったと思うのですけれども、今、医療機関を退院されて自宅になかなか帰れないとか医

療依存度が高い、または、地域での看取りが重要だといわれている中で、複合型サービスというのは、

これから需要が高まっていくのではないのかなというふうに感じていました。ただ、第５期では、整

備を見込まないということでしたが、ぜひこれから検討していただきたいサービスだなというふうに

感じております。以上です。 
坂本分科会長：ご意見は１点ですね。では、嶋守委員。 
嶋守委員：意見はないのですが、質問したいのですが。 
坂本分科会長：どうぞ。 
嶋守委員：８ページ、非常災害対策、定期巡回・随時対応型訪問介護看護とありますけども、この定期

巡回というのはどういった内容なのか、具体的に。 
坂本分科会長：松村主査。 
松村主査：定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスの内容ということでよろしいでしょうか。 
嶋守委員：はい。 
松村主査：利用者が地域で自立した生活を営むことができるように、事業所のほうで定期的に巡回致し

まして、また、随時利用者からの通報があれば、居宅を訪問して、入浴、排泄、食事やその他生活上

の介護、緊急時の対応、随時、通報があれば、事業所からお宅の方へ訪問して、介護サービスを行う

というふうなサービスとなっております。 
嶋守委員：定期的に避難・救出その他必要な訓練を行わなければならないとあるのだが、定期的な訓練

救出訓練というのは月１回やっているのですか。 
松村主査：定期的な避難訓練につきましては、その事業所でそれぞれ１カ月に１回とか２カ月に１回で

すとか、あと、消防法の関係もございますので、こちらのほうで定められた避難訓練とか消防訓練を

実施していることになります。 
坂本分科会長：嶋守委員が言っているのは、定期巡回ということからいってどうなのということだよね。 
千葉委員：２４時間対応型サービスと呼んでいるものですよね。大体は行く日と時間を決めてサービス

を契約して訪問介護に行くのですが、そうではなくて、連絡があればいつでも対応しますよという。

ですから出かけていって訪問介護をするヘルパーの話で、もっと使いやすいヘルパーのかたち、下の

方は夜間やりますよみたいなもので、普通の訪問介護よりももっと重度な人の訪問介護というか、頻

繁に行く人のことです。施設に入所している人の話ではないんです。 
坂本分科会長：よろしいですか。 
嶋守委員：はい。 
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坂本分科会長：各委員から質問そしてご意見を賜りました。質問は終わりましたので、それでは千葉委

員、小野寺委員の方から意見が出ておりますので、それについて、事務局で今答えられるのかどうか。

答えられないとすれば、次はパブリックコメントやるわけでしょ。その時までに意見の対応をまとめ

ておかなければ駄目だから。そうすると何日か後に委員の方々に、千葉委員、小野寺委員から出た意

見に対して、担当課としては、これに対してはこういうことですというのをペーパーで送ってもらっ

て示していただいた上で、これでいきますから御了解いただきたいとやるのか、ここのところはこう

いうふうに表現を変えますというふうなことになるのかだと思うんだよね。 
千葉委員：今答えを求めようとは思っていません。ご検討いただきたいというお願いですので。 
坂本分科会長：小野寺委員もいいですか。 
小野寺委員：はい。 
坂本分科会長：それでは、委員の皆様から今すぐということではなくて意見を検討してみてというふう

なことでございますので、それであれば検討した上で、皆さんの方に文書で出していただきたいと思

います。千葉委員。 
千葉委員：恐らくいろんなところからいろいろ言われそうだなと思うところを一応申し上げたつもりな

ので、事業者協会等の中からも出てきそうな部分なので、文言等をもうちょっと見直ししていただい

たり、考え方をもうちょっと定義していただいて。ある意味８番なんかはどうやって監査するんだ、

という話の方が大変で、これはする側の方が大変になりそうだなと逆に思うので、この辺も加味して

いただければと思います。最後お願いみたいなものですが、最後の１８番の計画作成担当者の研修の

件ですが、市の基準を廃止ということですが、現在でも計画作成担当者の研修は、そんなに頻繁にた

くさん行われてはいないように思うんです。都会だと隣の区でやってるとか、チャンスは毎月のよう

にあるんですよ。ところが、田舎になりますと、ここでだめだとどこへ行くんだと、それぐらいやっ

てないんです。ですから、急な離職があっても半年も空いちゃうとか、下手すれば今やったばかりだ

から来年しかやらないという話になっているはずです。ですから、そのためにこの項目がついていた

ので、それこそ従うべき基準の中にありますように、当該基準に従う範囲内で地域の実情に応じてと

いう、その地域の実情はやっぱり開催回数だと思うのです。ですから、この辺のところは直近のもの

を受けることとしないと、作成者が辞めたら事業を継続させないという話になるので、解釈になるの

でしたら事業者の方にもよく聞かせておいていただきたいし、現在は確かにみんな何とかかんとかや

っと全部そろうようになったのですけど、その人たちでも当然半休も取ることもあれば、何らかの事

情でお辞めになることもあるし、怪我をすることもあるわけで、急な離職はどうしてもやむを得ない

と思うのです。今までも、じゃあそのために、作成担当者を２名作りたいから、サブを出したいと言

っても、いや１施設１名でと言ってきたんですよ、研修を受け付ける側は。ですから、予備は無いん

です、みんな。そこのところを地域事情ということで、ここでだめだったら、受けに行くのに岩手県

に受けに行かなきゃいけなくなるんですよね。そういう話を加味していただきたいと思います。これ

は解釈のところで教えていただければ、すぐにバッサリしないというのであれば、各事業所もほっと

するんですけど。 
坂本分科会長：松村主査。 
松村主査：今の千葉委員の件ですが、現在は八戸市といいますか、国の方でも、市の基準と同じように

計画作成担当者の急な離職等の後に研修の機会がなくて、事業所の責によらない場合については、次
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の研修の機会を得るまでの間は、減算規定を適用させておりませんので、これについては国の基準の

とおりになりますので、特に今回この市の基準を廃止したからといって、この規定がなくなるという

ものではございません。 
千葉委員：ぜひ、各事業所の方によく説明を。これがなくなったらどうなるのだろうと大騒ぎになりそ

うな事なのでよろしくお願いします。 
坂本分科会長：佐藤主幹。 
佐藤主幹：大変貴重なご意見ありがとうございました。先ほどのようなお答えで、ご返事差し上げるよ

うな形になると思いますのでよろしくお願いします。ちょっと前に戻りますけど、補足させていただ

きたいことがございます。運営推進会議の抱え込みの件、先ほど申し上げた話はもちろんですけど、

新規参入の事業所が相次いでいる中でそういうことが懸念されています。ですので、貴重なご意見も

含めながら、また、こちらのほうで、先ほど申し上げたことも含めながら、今後この件については検

討して参りたいと思います。 
坂本分科会長：それでは、他にございませんか。ないようですので、後で意見に対しての回答といいま

すか考え方は出していただくということで、この場では、事務局の原案どおり了承したいと思います

が、よろしいですか。よろしいですか。はい。では、この場では、原案のとおり了承して、後は回答

をまた出していただきたい。そうでないとパブリックコメントまで進めなくなると思いますので。そ

れでは、以上で本日の議事はすべて終了致しました。最後に事務局より次回の日程のお知らせをお願

いします。 
矢羽々課長：次回の地域密着型サービス運営委員会でございますが、１２月２６日水曜日、時間は午後

１時３０分、会場は市庁別館２階会議室Ｃ、隣の会議室になります。そちらを予定しております。後

日、ご案内差し上げたいと思いますので、よろしくお願い致します。本日は委員の皆様お忙しい中、

ご審議いただきまして誠にありがとうございました。 
佐藤主幹：それでは、これをもちまして、平成２４年度第１回地域密着型サービス運営委員会を閉会い

たします。ありがとうございました。 
 


