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平成 25 年度第３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 25 年８月 21 日（水）午後１時 30 分   

場所  市庁別館 ２階 会議室Ｃ         

○出席者（15 名） 

坂本部会長、工藤副部会長、藤川委員、浮木委員、山本委員、白取委員、澁田委員、山田委員、 

室岡委員、眞下委員、獅子内委員、李澤委員、新坂委員、慶長委員、中村委員 

○欠席委員（２名） 

佐々木委員、高渕委員 

○事務局（17 名） 

石田福祉部長兼福祉事務所長、梅内市民健康部長、梅内福祉部次長兼障がい福祉課長、日山市民健

康部次長兼市民課長、木村市民健康部次長兼健康増進課長 

 [高齢福祉課] 長谷川高齢福祉課長、中居地域包括支援センター所長、嶋森副参事、蛯名主事 

[介護保険課] 矢羽々介護保険課長、田茂副参事、岩崎主幹、佐藤主幹、松長主幹、松村主査、下平

主事兼介護支援専門員、石橋主事 

 

【組織会終了後】 

司会（岩崎主幹）：それでは、ただいまから平成 25 年度第３回介護・高齢福祉部会を開会いたします。

本日は、出席委員は 15 名となっております。欠席は、佐々木委員と、古舘委員の後任として委員と

なられました、高渕壽男委員の２名でございます。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、ご挨拶申し上げたいと思います。本日は大変お

忙しい中お集まりいただきまして、誠にありがとうございました。まず最初に、平成 24 年度八戸市

介護保険事業の概要についてご審議いただきたいと思っております。平成 24 年度は、平成 26 年度

までの３か年の第５期計画の最初の年でございまして、事業の実施状況や決算の見込みについて、

事務局から説明がありますので、それを受けてご審議いただきたいと思っております。また、第５

期のサービス基盤整備の設置におきまして、応募者の募集を行いましたが、その申込期間が終了い

たしまして、既に皆さまのお手元に資料が送付されていたわけですけれども、応募状況等の説明を

受けながら、ご審議をいただきたいと思っております。どうぞ、よろしくお願いいたします。それ

では、次第に従いまして、議事を進めて参ります。最初に（１）平成 24 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お願いします。松長主幹。 

事務局（松長主幹）：介護保険課の松長と申します。よろしくお願いいたします。座って説明させてい

ただきます。初めに、表紙が「（１）平成 24 年度八戸市介護保険事業の概要について」となってお

ります資料の１ページをお開きください。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、25年３月末現在で 58,771

人となっており、総人口に対する高齢化率は 24.6％と全市民の約４人に１人の割合となっておりま
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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、25 年３月末現在で 10,078 人となっており、65 歳以上

の認定率は 16.5％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います。それでは３ページをご覧ください。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

90.8％となっており、全国平均及び県平均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、下段の棒グラフでは介護サービス受給者の要介護度別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ページは居宅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、24 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、通所リハビリテーションとなっております。なお、下段のグ

ラフから訪問介護、福祉用具貸与の利用率が年々増加していることが分かります。５ページをご覧

ください。５ページでは、受給者１人あたりの介護度別居宅サービス平均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、短期入所の構成割合が増加し、逆に通所

系サービスの構成割合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というもの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にありますとおり、24 年度の八戸市の比率は、平均すると

52.8％となっており、要介護度別にみますと要介護５の割合が最も高くなっております。それでは

７ページをご覧ください。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、費用額で

大部分を占めております。９ページでもご説明いたしますが、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４か所と地域密着型介護老人福祉施設１か所が開設されましたので、

構成比ではグループホームより少ないものの、費用額が増加しております。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。表６－１では施設別入所者数と費用額、並びに１人あたりの費

用額を表しております。また、表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２段にわたり、グラフで表しております。施設サービスの利用者数は 23 年度から 64 人増加

しております。これは、第４期計画で整備を見込んだ、地域密着型介護老人福祉施設の新設が主な

理由となっております。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 78.6％、

介護保険施設全体では 71.3％となっています。それでは９ページをご覧ください。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 24 年度の給付費総額は約 165 億 8,000 万円で、前年

度と比較しますと約９億3,800万円の増、増減率では6.0％増となっており、下段のグラフのとおり、

受給者数とともに右肩上がりの状況となっております。また、サービス毎の対前年度増減率をみま

すと、第４期計画で整備いたしました地域密着型特養が 132.4％、小規模多機能型居宅介護が 55.6％
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と、それぞれ大きく増加しております。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一人当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

とおり平成 24 年度の第１号被保険者の収納率は 98.1％となっており、普通徴収の収納率は前年度と

比較すると 2.１ポイント上昇しております。下段のグラフはこれまでの各段階別普通徴収の収納率

の推移を表しており、所得段階が下がるごとに収納率も低い状況にあります。それでは 12 ページを

お開きください。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。23 年度の要綱改正によ

り、実施件数が増加しています。通所型介護予防事業については、運動機能向上事業への参加者が

大幅に増加しています。訪問型介護予防事業として新たに基本チェックリストの未返送者に対し、

訪問による基本チェックリストの実施を行っています。地域支援事業全体の費用額は 23 年度より約

1,480 万円の増、増減率では 8.4％増となっております。それでは 13 ページをご覧ください。13 ペ

ージは介護保険特別会計の収支についてであります。表 10－１をご覧ください。24 年度決算見込み

額は歳入が 173 億 8,551 万６千円、歳出は 171 億 5,552 万４千円となっており、歳入歳出差引額は

２億 2,999 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べき負担金等、１億 242 万

３千円を差し引いた、１億 2,756 万９千円が 24 年度の実質的収支となります。次に 14 ページをお

開きください。14 ページ及び 15 ページは、八戸市と青森市、弘前市、青森県、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 ページをご覧ください。15 ページは平成

25 年３月分のサービス毎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とおり、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 1.3 倍、また、グループホームで全国の約 1.3 倍となっている状況であります。１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５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、平成 24 年度の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、第５期事業計画期間におけ

る計画と実績との比較資料をご覧ください。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、24 年度は認定者数と認定率で計画を超えない状況となっております。２ページ・３ページをお

開きください。２ページは第５期計画期間中の介護保険事業総費用の計画値で３ページは平成 24 年

度の計画と実績との比較であります。認定者数が計画値を超えなかったことから、保険給付費で約

２億 9,400 万円、地域支援事業費を合わせた総費用で約３億 1,200 万円、計画値より少なくなって

おり、計画内での事業運営がなされております。４ページをお開きください。４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。中段の表の太枠部分になりますが、平成 24 年度は、保険料

必要額 30 億 8,875 万２千円に対し、保険料収納額が 32 億 1,605 万５千円と、収納額が必要額を約

１億 2,700 万円上回っている状況であります。５ページは、地域支援事業の内訳となっております。

以上で議事の（１）「平成 24 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。 
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議長（坂本部会長）：ただいま事務局から、平成 24 年度八戸市介護保険事業の概要について説明がご

ざいました。何か、ご意見、ご質問等ありますでしょうか。 

委員：ありません。 

議長（坂本部会長）：では、ただいまの説明を承認したものといたします。次に、「（２）地域密着型サ

ービス事業所の指定・更新について」事務局から説明があります。松村主査。 

事務局（松村主査）：介護保険課の松村と申します。座ってご説明いたしたいと思います。資料のほう

は、表紙に(２)地域密着型サービス事業所の指定更新について(３)第５期計画サービス基盤整備に

係る応募状況についてと書かれた資料の１ページをご覧ください。(２)地域密着型サービス事業所

の指定更新についてですが、介護保険法上、事業所の指定は６年ごとの更新制となっております。

これに伴いまして、平成 25 年８月 16 日に指定の有効期間満了日を迎えた事業所で、株式会社ゆと

りが運営する小規模多機能型居宅介護まべちの風について指定更新を行いましたのでご報告いたし

ます。更新後の有効期間は平成 25 年８月 17 日から平成 31 年８月 16 日までとなっております。地

域密着型サービス事業所の指定更新についてのご説明は以上です。 

議長（坂本部会長）：はい、ありがとうございました。これは、更新ということでございますので、よ

ろしいですね。では、この件に関しては承認したものといたします。(３)第５期計画サービス基盤

整備に係る応募状況について、事務局から説明をお願いします。松村主査。 

事務局（松村主査）：それでは、引き続きまして(３)第５期計画サービス基盤整備に係る応募状況につ

いてご説明いたします。まず、これまでの経過ですが、今年５月 27 日に八戸市地域密着型サービス

設置候補者募集説明会を開催し、38 法人と１個人の参加がございました。その後６月 20 日までの応

募申込に係る質問票受付期間を経て、７月１日から 31 日までの１か月間を募集期間といたしており

ました。応募状況ですが、表にございますとおり、地域密着型介護老人福祉施設は募集数１か所に

対し１法人の応募申込がございました。小規模多機能型居宅介護は３か所の募集に対し６法人、認

知症対応型通所介護は１か所の募集に対し５法人、認知症対応型共同生活介護は９床分の募集に対

し４法人の応募申込がございました。参考までに応募数の所には応募した法人名を法人種別ごと 50

音順に掲載いたしております。今後のスケジュールについてですが、８月から９月は一次審査期間

で介護保険課職員による応募者自己採点結果の審査を行います。この一次審査の結果につきまして

は、10 月２日に開催予定の地域密着型サービス運営委員会にてご報告いたしますとともに、二次審

査の審査方法についてご説明いたしたいと考えております。その後 10 月中旬には全応募法人に対し

一次審査結果通知をいたし、二次審査に進んだ応募法人からは 11 月下旬までに二次審査書類の提出

を求めたいと考えております。二次審査につきましては今年 12 月から来年１月にかけ開催予定の地

域密着型サービス運営委員会にて法人のプレゼンテーションによる審査を実施いたしたいと考えて

おりますのでよろしくお願いします。二次審査結果並びに設置候補者選定結果は、来年２月開催予

定の介護・高齢福祉部会へのご報告を経て二次審査対象法人に対し通知いたしたいと考えておりま

す。以上、第５期計画サービス基盤整備に係る応募状況についてのご説明を終わります。 

議長（坂本部会長）：ただいま、説明を受けました。何かご質問はございますか。李澤委員。 

李澤委員：はい。地域密着型介護老人福祉施設の応募が１法人で、これから審査すると思いますが、
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事務局としてはこの応募が１法人という結果についてどういう見方をしているのか、簡単な見解を

教えていただきたいのですけれども。 

事務局（佐藤主幹）：介護保険課の佐藤と申します。選定に当たって、公平・公正かつ円滑に進めるた

め説明会を経て、今回の応募に至ったわけでして、実際のところ、説明会の際には複数の法人がお

申込み予定ということでいらしておりました。結果、応募条件をクリアした法人が申し込まれたと

解釈しております。以上でございます。 

李澤委員：それと、地域密着型介護老人福祉施設の募集が１か所ということですけれども、申し込み

が１法人で、審査で失格ということもあるのでしょうか。 

事務局（松村主査）：当然、一次審査の時点でクリアすべき最低基準点というのがありますので、これ

をクリアしなければ二次審査には進むことはできません。さらに二次審査に進んだとしても、二次

審査でも最低基準点がありますのでこれをクリアしない限りは、選定されることはありません。 

李澤委員：ありがとうございました。 

議長（坂本部会長）：他にはございませんか。はい、ではこの件については説明のとおりで承認したも

のといたします。それでは次に「（４）介護予防支援業務委託事業者の承認について」事務局から説

明をお願いします。 

事務局（蛯名主事）：高齢福祉課の蛯名でございます。よろしくお願いいたします。座ってご説明させ

ていただきます。「（４）介護予防支援業務委託事業者の承認について」の資料をご覧ください。本

日ご審議いただきたいのは、（１）にあります、八戸医療生活協同組合生協居宅介護支援事業所です。

生協居宅介護支援事業所の職員に関する事項の給付管理者数については、資料の（２）（３）のとお

りでございます。受託可能件数は８件となっております。当該事業所を含めまして、委託事業者数

は 77 事業所となっております。ご説明は以上です。 

議長（坂本部会長）：ただいまの説明につきまして、何かございますか。はい、説明のとおりというこ

とで、承認することといたします。以上で、本日の議事は全て終了いたしました。事務局から連絡

事項をお願いします。矢羽々課長。 

事務局（矢羽々課長）：ご審議ありがとうございました。それでは、次回の「第４回 介護・高齢福祉

部会」の日程について、ご連絡いたします。日時は、来年２月 19 日水曜日午後１時 30 分から、場

所は、市庁別館８階研修室を予定しております。文書でご案内差し上げますので、よろしくお願い

いたします。連絡事項は以上でございます。 

司会（岩崎主幹）：それでは、これをもちまして、第３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。 


