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平成平成平成平成 25252525 年度第年度第年度第年度第４４４４回回回回    八戸市健康福祉審議会八戸市健康福祉審議会八戸市健康福祉審議会八戸市健康福祉審議会    介護介護介護介護・・・・高齢福祉部会高齢福祉部会高齢福祉部会高齢福祉部会    会議録会議録会議録会議録    

日時  平成 26 年２月 18 日（火）午後１時 30分   

場所  市庁別館 ８階 研修室         

○出席者（14 名） 

坂本部会長、工藤副部会長、浮木委員、山本委員、白取委員、山田委員、眞下委員、佐々木委

員、獅子内委員、李澤委員、新坂委員、高渕委員、慶長委員、中村委員 

○欠席委員（３名） 

澁田委員、室岡委員、藤川委員 

○事務局（167 名） 

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 

 [高齢福祉課] 長谷川高齢福祉課長、嶋森副参事、久保主査、蛯名主事 

[健康増進課] 石藤副参事 

[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 

 

司会（岩崎主幹）：それでは定刻となりましたので、ただいまから平成 25 年度第４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 14 名となっております。欠席は、澁田委員、

室岡委員、藤川委員の３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。ここで、議事に入ります前に、前任者の退任に伴い、後任

の委員となられた方をご紹介いたします。高渕壽男委員でございます。 

高渕委員：八戸市民生委員児童委員協議会の会長の高渕でございます。よろしくお願いします。 

司会（岩崎主幹）：分科会の所属については、地域包括支援センター運営協議会となりますので、

よろしくお願い申し上げます。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、

よろしくお願いいたします。 

議長（坂本部会長）：それでは、会議に先立ちまして、一言ご挨拶申し上げます。委員の皆様にお

かれましては、大変お忙しい中ご出席いただきまして、誠にありがとうございました。本日は

５つの議題がございますが、中でも特に御審議いただきたいのが、これまで地域密着型運営委

員会で、12 月、１月と審査を行って参りました、第５期計画サービス基盤整備の審査結果につ

いてであります。その他、平成 25年度介護保険給付費等の状況についてと、第６期計画策定の

ための市民アンケート調査等について御審議いただきたいと思っております。なお今回が、平

成 25 年度の最後の部会となります。委員の皆様には、これまでも熱心にご審議いただきました

ことに感謝申し上げますとともに、本日の御審議につきましても御協力をお願い申し上げまし

て、開会の御挨拶とさせていただきます。それでは、議事に入ります。最初に、「（１）第５期

計画サービス基盤整備審査結果について」でありますが、昨年、12 月 18 日と、先月 15 日に開

催されました、地域密着型サービス運営委員会におきまして、４種類のサービスの二次審査を

行いました。本日は、その結果について御審議いただき、本部会において事業者を選定したい
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と思っております。それでは、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）：介護保険課の松村と申します。よろしくお願いいたします。座って御説明い

たします。それでは、「（１）第５期計画サービス基盤整備審査結果について」の１ページをご

覧ください。１ページの資料は、今年度、八戸市高齢者福祉計画に基づき募集しておりました

地域密着型サービスの審査結果と選定法人の一覧になります。各サービスとも一次審査と二次

審査の合計点の上位の法人が選定法人となっており、選定法人には網掛けをしております。 

審査の方は、一次審査と二次審査を行いまして、一次審査は応募法人が自己採点した審査票を

事務局が確認する方法で行いまして、配点は 50点、二次審査は地域密着型サービス運営委員会

の委員の皆様方が応募法人のブレゼンテーションとヒアリングに基づいて採点をしていただい

た部分で配点は同じく 50 点、合わせて最高が 100 点となっており、合計点数の上位の法人から

選定していく仕組みとなっております。サービス毎に審査結果について御説明いたします。最

初に地域密着型介護老人福祉施設ですが、１法人の選定に対し、社会福祉法人同伸会の応募が

あり、合計点数が 94.5 点であった同伸会が一次審査及び二次審査の最低基準点をクリアしてい

るため、選定法人といたしたいと思います。次に、小規模多機能型居宅介護ですが、３法人を

選定するものですので、４つの二次審査対象法人の中で、一次審査結果及び二次審査結果の合

計点数の上位３法人となりますと、96.3 点の社会福祉法人友の会、87.3 点の株式会社コサカ・

ライフサポート、87.2 点の株式会社東建設計となることからこの３法人を選定法人といたした

いと思います。次に、認知症対応型通所介護ですが、こちらは１法人を選定するものですが、

３つの二次審査対象法人の中で一次審査結果及び二次審査結果の合計点数の上位１法人となり

ますと、合計点数が 92.6 点の公益財団法人こころすこやか財団となることから当該法人を選定

法人といたしたいと思います。最後は認知症対応型共同生活介護で、こちらも１法人を選定す

るものですが、２つの二次審査対象法人の中で、一次審査結果及び二次審査結果の合計点数の

上位１法人となりますと、91.8 点の社会福祉法人寿栄会となることから当該法人を選定法人と

いたしたいと思います。なお、圏域欄の○印はそれぞれ事業所の設置場所を表しているもので

す。２ページをお開きください。２ページ以降は、二次審査の採点結果を法人毎に詳しく掲載

しております。最初は、地域密着型介護老人福祉施設で社会福祉法人同伸会の採点結果です。

大変細かい表になっておりますが、表の見方と採点結果の算出方法について御説明いたします。

左側が審査項目の概要でそれぞれ配点が違い、合計すると最高点の 50 点になります。委員 Aか

ら I までは地域密着型サービス運営委員会委員の皆様の採点結果になります。委員名のところ

は特定できないようアルファベットで表記させていただいております。次に採点結果の算出方

法ですが、まず審査項目ごとの採点結果からそれぞれ最大値と最小値を除き合計を出します。

そしてその合計を平均し四捨五入してでた値が評価点となります。最終的にすべての審査項目

の評価点を合計したものがその法人の二次審査の評価点となります。審査項目や審査項目ごと

の配点はサービスによって違いがありますが、採点方法及び評価点の算出方法は全サービス共

通となっております。ご覧の社会福祉法人同伸会の採点においては、審査項目の１－４の「制

度・サービスの理解」のところで採点を無効としたところが１箇所ございました。この審査項
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目の配点は２点でしたが、委員 Cの採点において基準点の範囲外である３点が採点されていた

ため、委員 C の採点を無効とし、その他８名の委員で評価点を算定しております。その結果、

社会福祉法人同伸会の評価点は 47.5 点となっております。採点を無効とした箇所は、この１か

所のみとなっております。続いて、資料は３ページから６ページに渡りますが、こちらは、小

規模多機能型居宅介護の二次審査採点結果で、一次審査と二次審査の合計点数が上位の法人か

ら順に掲載しております。７ページから９ページは、認知症対応型通所介護の二次審査採点結

果で、同じように一次と二次の点数が上位の法人から順に掲載しております。続いて、10ペー

ジから最後の 11ページは認知症対応型共同生活介護の二次審査採点結果となっております。 

以上、審査結果につきましては、二次審査対象法人へ文書で通知するとともに、市ホームペー

ジでも公表いたします。次に参考資料としてお配りしました選定法人の事業計画概要及び位置

図についてですが、こちらの資料は、選定された法人の事業計画と設置予定場所の概要をまと

めたものとなっております。１ページをご覧下さい。１ページは地域密着型介護老人福祉施設

の選定法人である社会福祉法人同伸会の事業計画概要です。特別養護老人ホーム瑞光園を本体

施設とするサテライト型居住施設として白銀地区に整備をする計画となっております。２ペー

ジは開設予定地の位置図となっております。３ページは小規模多機能型居宅介護で選定された

３法人を 50 音順に事業計画の概要を掲載しております。株式会社コサカ・ライフサポートは是

川、株式会社東建設計は沼館にともに新設で開設を予定しております。社会福祉法人友の会は

長根にあります友の会福祉会館の一部を改修して設置する予定となっております。次の４ペー

ジから５ページは、小規模多機能型居宅介護の開設予定地の位置図となっております。６ペー

ジに参りまして、認知症対応型通所介護の選定法人、公益財団法人こころすこやか財団の事業

計画の概要になります。開設予定地は尻内町で事業開始予定は平成 27 年４月１日、単独型の事

業所として、既存の建物を改修して設置する計画となっております。７ページには位置図を掲

載しております。８ページに参りまして、認知症対応型共同生活介護の選定法人、社会福祉法

人寿栄会の事業計画の概要になります。開設予定地は田向で、既存のグループホーム「たむか

い寿楽荘」を９名増床し、定員を 17 名とする計画となっております。併設事業所は小規模多機

能型居宅介護「りんごっこ寿楽荘」です。９ページはその位置図となっております。次に 10ペ

ージをご覧ください。上の方に八戸市の地図を掲載しておりますが、こちらは、日常生活圏域

の概略図になります。下の表は、八戸市における５つの地域密着型サービスの箇所数及び定員

数を日常生活圏域ごとにまとめたものでございます。ところどころに矢印で示した数字がござ

いますが、これは、今回新たに事業所が整備されることにより、定員等が増加することを表し

ております。認知症対応型共同生活介護は、今回の選定によって、⑦の柏崎・吹上地区に整備

されることになりますと、既存事業所の増床となるため、箇所数に変更はありませんが、定員

数は９人増加し、市全体における定員は 446 人になる見込みです。次に小規模多機能型居宅介

護ですが、⑤の三八城、根城圏域に２箇所、⑧の是川、中居林圏域に１箇所整備されることに

より市全体における定員は 75 人増加し、324 人になる見込みです。次の認知症対応型通所介護

は１箇所整備されることに伴いまして、市全体での定員は 74 人となる見込みです。地域密着型
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介護老人福祉施設は、⑩白銀・湊圏域に１箇所整備されることに伴いまして、市全体での定員

は 87 人から 116 人になる見込みです。右端には圏域ごとの在宅介護支援センターを参考までに

掲載しております。説明は以上でございます。 

議長（坂本部会長）：ただいまの事務局の説明について、何か質問等ございませんか。 

委員：ありません。 

議長（坂本部会長）：それでは無いようですので、地域密着型介護老人福祉施設は社会福祉法人同

伸会に、小規模多機能型居宅介護は社会福祉法人友の会、株式会社コサカ・ライフサポート、

株式会社東建設計の３事業者、認知症対応型通所介護は公益財団法人こころすこやか財団、認

知症対応型共同生活介護は社会福祉法人寿栄会をそれぞれ選定することに、御異議ございませ

んか。 

委員：異議無し。 

議長（坂本部会長）：御異議無いようでありますので、４種類６事業者を選定することを決定いた

しました。次に、（２）平成 25 年度介護保険給付費等の状況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。資料の「（２）平成 25年度介護保険給付費等の状況について」の１ページを

お開きください。第５期事業計画期間の介護度別認定者数及び第１号被保険者数でございます。

表の上段が平成 24 年度から３年間の各年度ごとの計画値、中断が実績、下段が計画値から実績

を差し引いた比較で、計画・実績ともに各年度の９月末日現在の数値となっております。平成

25 年度の第２号被保険者を含めた認定者の合計は、計画 10,430 人に対し実績 10,308 人となっ

ており、計画の範囲内で推移しております。介護度別では、要介護度２が 2,488 人と、全体の

約 24％を占めております。また要介護５が、計画値より 162 人少ない状況となっております。

次に第１号被保険者数ですが、計画 59,543 人に対し実績 59,684 人と、計画より 140 人ほど多

くなっておりますが、65 歳から 74 歳と、75 歳以上の構成比は、ほぼ計画通り推移しておりま

す。次に認定率ですが、認定者数の合計が計画値より少なく、第１号被保険者数が計画値より

若干多かったことから、計画 17.5％に対しまして実績 17.3％と、計画の範囲内で推移しており

ます。２ページをお開きください。２ページは、第５期計画期間中の平成 24 年度から３年間の

介護給付費と予防給付費を合わせました、サービス毎の保険給付費に、地域支援事業費を加え

た介護保険事業の総費用でございます。単位は千円で、平成 25 年度は計画では、居宅サービス

が 91 億 2,230 万円、地域密着型サービスが 24億 1,250 万円、施設サービスが 48億 6,320 円な

ど、保険給付費が 174 億 670 万円、地域支援事業費が 2億 1,850 万円、総費用は 176 億 2,520

万円となっております。３ページをご覧ください。平成 25 年度介護保険事業総費用見込額につ

いてでございます。表は左から各サービス毎に、平成 24 年度決算額、平成 25 年度計画額、平

成 25 年度見込額、計画額と見込額の比較、平成 24 年度と比較した増減率となっております。

平成 25 年度見込額は、４月から 12 月まで９ヶ月分は実績額を、１月から３月までの３ヶ月分

は、実績額の平均額を支出するものとして算出いたしました。ただし高額介護サービス費等に
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つきましては、月毎の差が大きいことから、６月から 11 月までの平均額を支出するものとして

算出しております。これにより居宅サービスが 94 億 8,574 万８千円、地域密着型サービスが 22

億 3,881 万８千円、施設サービスが 47億 7,166 万円など保険給付費全体で 173 億 7,062 万６千

円、地域支援事業費で２億 606 万１千円、総費用額で 175 億 7,668 万７千円を見込んでおりま

す。計画と比較しますと、居宅サービスのうち、利用率の高い訪問介護、通所リハビリテーシ

ョンが大きく計画を上回っている状況となっております。４ページをご覧ください。事業所の

新設・廃止等の状況についてでございます。表は左から、サービス種別毎の事業所数を、平成

26 年１月１日現在、平成 25 年４月１日現在、平成 24 年４月１日現在で掲載し、一番右が、第

５期計画期間中の事業所数の増減となっております。居宅サービスでは、訪問介護、訪問看護、

通所介護、福祉用具貸与、福祉用具販売の事業所が増加しております。３ページに戻りまして、

表の右の欄をご覧ください。対前年度増減率は総費用額で 4.8％の増加を見込んでおりますが、

新規事業所が増えているサービスはこれを上回る増加となっており、特に訪問介護の増減率は

15.2％となっております。また、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導につきましても

増減率が高くなっておりますが、平成 24 年度の介護報酬改定で、医療ニーズの高い高齢者に対

応した在宅サービスの提供、医療保険と介護保険の役割分担と連携強化の視点から見直しが行

われており、医療系のサービスの増加に影響しているものと考えております。これらを踏まえ、

介護保険特別会計の運営において、平成 25 年度はほぼ計画どおりの額が見込まれ、予算におけ

る執行率は 99.7％と非常に高くなっており、事業所の新規開設など、要介護認定者の増加以外

の要因で、試算以上に給付費が上昇する事態も想定いたしまして、３月補正では、給付費を増

額する予算要求書を提出しております。御説明は以上でございます。 

議長（坂本部会長）：ただいまの事務局の説明について、何か質問等ございませんか。 

委員：ありません。 

議長（坂本部会長）：それではないようですので、「（２）平成 25年度介護保険給付費等の状況に

ついて」は、ただいまの説明で了承したものといたします。次に「（３）第６期計画策定のため

の市民アンケート調査の実施について」、事務局から説明をお願いします。石橋主事。 

事務局（石橋主事）：管理グループの石橋です。座って御説明させていただきます。資料の、「（３）

第６期計画策定のための市民アンケート調査の実施について」の１ページをお開きください。

介護保険事業計画は、３年を１期として策定することとなっており、平成 27 年度から平成 29

年度が第６期計画期間となります。アンケートの概要ですが、介護保険の第１号被保険者であ

る 65 歳以上のサービス利用者及び未利用者の生活状況やサービス満足度、保険料負担の意向等

について把握することにより、第６期計画策定の基礎資料とするものです。対象者数は、一般

用として要介護認定を受けていない第１号被保険者の方を、市内 12 圏域各 150 人ずつ、1,800

人、受給者用として要介護認定を受け、居宅サービスを利用されている第１号被保険者の方を、

12 圏域各 150 人ずつ、1,800 人、合計 3,600 人を予定しております。一般用、受給者用ともに、

対象者は日常生活圏域ごとに無作為抽出するものです。ただし、性別や年代のバランスは考慮

し抽出する予定です。調査方法は、アンケート調査票を郵送し、回答記入後、同封の返信用封
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筒により返信していただきます。回答は、無記名となっております。調査票の発送予定は、平

成 26 年２月 28日、回答期限は、平成 26年３月 20 日を予定しております。内容について、一

般用と記載されているアンケート票をご覧ください。調査項目は、国が示す日常生活圏域ニー

ズ調査の調査票例を基本としております。日常生活圏域ニーズ調査は、第５期計画策定の際に

導入された手法で、高齢者の身体機能、日常生活機能、住まいの状況等を調べて、地域の課題

や必要となるサービスを把握・分析し、計画に活用するものです。国の調査票例は、設問数が

96 問と多いことから、高齢福祉課で実施している二次予防事業対象者把握事業のアンケートで

調査済の項目を除くこととし、これに介護保険制度・保険料等に関する独自項目を加えて作成

いたしました。10 ページをお開きください。独自項目は、10 ページ 問 16 以降となっており

ます。問 16 は、今回新たに加えた介護予防に関する項目です。問 17 以降は、保険料や介護保

険制度に関する項目で、第４期、第５期計画策定時のアンケートでも同様の項目を設けており

ます。問 18 の介護保険料についての項目ですが、第５期の基準額 4,800 円は、本来の算定では

月額 5,400 円程度のところ、財政調整基金を取り崩して充当することにより第４期と同額に据

え置いている経緯があり、今後の高齢者人口の増加と併せて、保険料の改正は避けられない見

通しであることを踏まえて、設問と選択肢を作成いたしました。受給者用と記載されているア

ンケート票をご覧ください。こちらは、現在利用しているサービスの満足度、ケアマネジャー

との関わり等に関する項目が主な内容となっております。６ページをお開きください。６ペー

ジ、問 17 以降は、介護保険制度・保険料に関する項目で、一般用と同じ内容となっております。

一般用・受給者用とも、最後に自由記載の項目を設けております。また、全体として、回答す

る方が読みやすいよう、国の示す調査票例より文字のポイント数を大きくし、一部レイアウト

も変更しております。説明は、以上です。 

議長（坂本部会長）：ただいまの事務局の説明について、何か質問等ございませんか。山本委員。 

山本委員：確認ですが、対象者は無作為抽出した上で、年代でも分けるのですか。 

事務局（石橋主事）：はい。まず市内 12圏域で各 150 人ずつになっておりますが、これを性別と

年代でも分けて、バランスを考慮して抽出する予定です。 

山本委員：ちなみに、前回の回収率はどうだったのでしょうか。 

事務局（岩崎主幹）：前回の回収率ですが、前回は 3,000 人を対象にしておりまして、回答が 2,024

名ということで、回収率 67.5％となっております。 

山本委員：わかりました。 

議長（坂本部会長）：他に御質問等ございませんか。ほかに御質問等ないようですので、「（３）第

６期計画策定のための市民アンケート調査の実施について」は、了承したものといたします。

次に、「（４）地域密着型サービス事業所の指定更新について」事務局から説明をお願いします。

下平主事。 

事務局（下平主事）：介護保険課の下平でございます。よろしくお願いいたします。座って御説明

いたします。それでは、「（４）地域密着型サービス事業所の指定更新について」御説明いたし

ます。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、
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平成26年３月１日から平成26年３月31日までに指定の有効期間満了日を迎える事業所が６事

業所ございます。事業所の詳細としては、資料のサービス種別という項目をご覧いただきます

と、認知症対応型通所介護事業所が３事業所、認知症対応型共同生活介護事業所が２事業所、

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所が１事業所ございます。各事業所から提出

された書類を審査した結果、問題となる事項がありませんでしたので、指定更新を行う予定と

しています。いずれの事業所も更新後の有効期間は平成 26年４月１日から平成 32年３月 31 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御説明は以上です。 

議長（坂本部会長）：ただいまの事務局の説明について、何か質問等ございませんか。 

委員：ありません。 

議長（坂本部会長）：それではないようですので、「（４）地域密着型サービス事業所の指定更新に

ついて」は、ただいまの説明で了承したものといたします。次に、「（５）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。蝦名主事。 

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。座って御説明

させていただきます。「（５）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。本日は（１）にあります３事業所の御審議と、（５）にあります現在委託しております事

業者が法人名などを変更する予定であることについて、お知らせしたいと思います。まずは、

御審議いただきたい事業所についてです。（１）をご覧ください。御審議いただきたいのは、ケ

アプラン西町、ケアプランセンターフォーリーフはしかみ、在宅介護支援センターさざんか園

の３事業所です。ケアプランセンターフォーリーフはしかみは昨年の 11月１日から、在宅介護

支援センターさざんか園は今年の２月１日から、利用者様の御希望により既に委託契約を結び

サービスを提供しておりますので、事後承認をお願いいたします。３事業所の職員に関する事

項や給付管理者数については、資料の（２）、（３）のとおりとなっております。委託事業者数

は当該事業所を含めまして 80 事業所で、委託可能見込み件数は、1,051 件となっております。

続きまして（５）についてですが、現在委託しております、株式会社ビリーブケアのビリーブ

八戸ケアセンター様から、法人名などを変更するという御報告がありました。県の指定手続き

が完了するのが今年の３月下旬の予定で、事業所名が変わっても職員は変わらない予定である

と伺っております。利用者様も 10数名おりますので、変更後も引き続き委託しようと現在のと

ころ考えております。したがいまして、県の指定手続きが終了した後に、新年度の会議で事後

承認という形で御審議いただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。説明

は以上です。 

議長（坂本部会長）：ただいまの事務局の説明について、何か質問等ございませんか。 

委員：ありません。 

議長（坂本部会長）：御質問ありませんので、「（５）介護予防支援業務委託事業者の承認について」

を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。 

司会（岩崎主幹）：坂本部会長ありがとうございました。本日が今年度最後の介護・高齢福祉部会

となりますので、梅内市民健康部長より、委員の皆様へお礼の御挨拶がございます。 
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事務局（梅内部長）：梅内でございます。本日は委員の皆様方におかれましては、御多忙のところ、

御出席・御審議いただきまして誠にありがとうございました。今年度の介護・高齢福祉部会は、

本日を含めて４回開催いたしました。委員の皆様方におかれましては、御多忙のところ、第５

期計画の基盤整備に係る要綱の制定から事業者の選定まで、熱心に御審議をいただきありがと

うございました。また第５期計画の重要な事業の一つであります、地域密着型サービス基盤整

備の事業所を選定することができました。重ねて、お礼申し上げます。来年度は、第６期計画

の策定について御審議いただく予定となっておりますので、引き続きよろしくお願いいたしま

す。それでは簡単ではございますが、今後とも当市の高齢者福祉行政について、御指導・御協

力を賜りますようお願い申し上げ、お礼の御挨拶といたします。 

司会（岩崎主幹）：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。

どうもありがとうございました。 


