
 

平成平成平成平成 26262626 年度第年度第年度第年度第２２２２回 八戸市健康福祉審議会 介護回 八戸市健康福祉審議会 介護回 八戸市健康福祉審議会 介護回 八戸市健康福祉審議会 介護・・・・高齢福祉部会 会議録 高齢福祉部会 会議録 高齢福祉部会 会議録 高齢福祉部会 会議録 

日時 平成 26年８月 25日（月）午後１時 30 分 

場所 八戸市庁別館２階会議室Ｃ 

○出席者（16名） 

坂本部会長、工藤副部会長、藤川委員、山本委員、珍田委員、澁田委員、山田委員、金澤委員、浮

木委員、室岡委員、眞下委員、獅子内委員、李澤委員、高渕委員、新坂委員、中村委員 

○欠席委員（１名） 

 慶長委員 

○事務局（15名） 

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

矢羽々市民健康部次長兼介護保険課長 

[健康増進課] 鈴木健康増進課長、石藤副参事 

[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、竹井主査 

[介護保険課] 田茂副参事、岩崎副参事、佐藤主幹、松長主幹、下平主事兼介護支援専門員、 

小檜山主事 

 

事務局（岩崎副参事）：定刻となりましたので、ただいまから平成 26年度第２回介護・高齢福祉部会

を開会いたします。本日の出席委員は 16 名で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、一言ご挨拶を申し上げます。 

本日は、平成 25 年度八戸市介護保険事業の概要、第６期介護保険事業計画に係る国の基本指針

（案）、地域密着型サービス事業所の指定更新等の３つの案件についてご審議いただきたいという

ことでお集まりいただきました。 

第６期計画に関しては、新聞等で皆様ご承知のとおり、６月 18日に国会において医療介護総合

確保法案が成立したところであります。本日の議事には、その内容を踏まえた国の基本指針（案）

についての説明が含まれております。委員の皆様方におかれましては、当市の第６期計画策定のた

めの審議が深まりますよう、ご協力をお願い申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。 

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)の「平成 25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。小檜山主事。 

事務局（小檜山主事）：介護保険課の小檜山と申します。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 25 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、26年３月末現在で 60,890 人となっ

ており、総人口に対する高齢化率は 25.6％と全市民の約４人に１人の割合となっております。表 1

は高齢者人口の推移を表しており、高齢化が進んでいることが分かります。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
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認定者は、26年３月末現在で 10,526 人となっており、そのうち 65歳以上の認定者数は 10,133 人、

認定率は 16.6％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 90.7％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、25 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 4-3 にありますとおり 25

年度の八戸市の比率は、平均すると 54.4％と 24 年度に比べ増加しており、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。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。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、１人あたりの費用額ともに 24 年度から増加しております。また、要介

護４及び５の重度利用者の割合は施設サービス全体で 72.6％、介護老人福祉施設では 80.9％とな

っており、施設サービス全体の平均要介護度は 4.0 となっております。 

        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 25年度の給付費総額は約 173 億 5,600 万円で、前年度と比較しますと約 7 億 7,600 万円の増、

増減率では 4.7％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、訪問介護が 17.0％、訪問リハビ

リテーションが 43.3％とそれぞれ増加しており、居宅サービスの占める割合が高くなっております。    

  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 25年度の第１号被保険者の収納率は 98.2％となっており、普通徴収の収納率は前年度
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と比較すると 0.4 ポイント上昇し 83.5％となっております。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。

二次予防事業対象者把握事業は、実施件数が増加しており、通所型介護予防事業については、運動

機能向上事業、認知症予防事業、体力アップ支援事業への参加者が増加しております。訪問型介護

予防事業として、基本チェックリストの未返送者に対し訪問によるチェックリストを実施し、介護

予防の必要性を説明するとともに事業への参加を呼び掛けております。地域支援事業全体の費用額

は 24年度より約 600 万円の増、増減率では 3.2％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。25 年度決算見込み額は歳入が 182 億 6,243 万 9 千円、歳出は 180 億 5,874

万 9 千円となっており、歳入歳出差引額は 2億 369 万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、5,343 万 6千円を差し引いた、１億 5,025 万 4 千円が 25年度の実質的収支

となります。（※補足：（歳入）介護保険特別会計財政調整基金繰入金 3億 9,452 万 2千円あり） 

  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 26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、訪問系サービスで全国平均の約 1.6 倍、通所系サービスで全

国平均の約 1.2 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 25 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、25年度は認定者数と認定率ともに計画

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ページは介護保険事業総費用の計画値で、３ページは

第５期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5,012万円、地域支援事業費を合わせた総費用で約7,126万円、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。上段が

計画、中段が実績となっており、25 年度の実績は、保険料必要額が 35 億 8,624 万 4千円から介護

保険特別会計財政調整基金取崩額を除いた金額の 31 億 9,172 万 2 千円に対し、保険料収納額が 33

億 4,316 万 9 千円と、収納額が必要額を約１億 5,144 万 7 千円上回っている状況であります。下段

は介護保険特別会計財政調整基金残高を表しており、第４期末の残高から 24 年度・25 年度と基金

を取崩し、25年度末残高は 7億 1,939 万 2,480 円となっております。 

 以上で議事の(1)「平成 25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、事務局から説明がありましたが、御質問等ありませんか。 

御質問等ないようですので、この報告を了承し、次の議事に参ります。 

(2)の「第６期介護保険事業計画に係る国の基本指針（案）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）：(2)第６期介護保険事業計画に係る国の基本指針（案）についてご説明いたしま

す。 

お手元の資料は、厚生労働省が７月 28日に示した介護保険制度改正に関する資料のうち、介護

保険事業計画に係る部分を抜粋したものです。 

資料４ページをお開きください。 

３年を一期とする介護保険事業計画について、国においては、介護保険法第 116 条第１項に基づ

き、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本方針を定めます。市町村では、

介護保険法第 117 条及び国の基本指針に基づき、日常生活圏域の設定、各年度における種類ごとの

介護サービス量の見込み、グループホーム・特別養護老人ホーム等の必要定員総数、地域支援事業

の量の見込み、保険料などを盛り込んだ市町村介護保険事業計画を策定します。 

資料５ページに参ります。 

第６期計画以後の計画は、団塊世代が 75歳になる 2025 年に向け、第５期で開始した地域包括ケ

アシステム実現のための方向性を承継しつつ、在宅医療・介護連携等の取組を本格化していくもの

です。2025 年までの中長期的なサービス・給付・保険料の水準も推計して記載することとし、中長

期的な視野に立った施策の展開を図ることとしています。 

資料６ページをお開きください。 

第６期計画のポイントについては、①団塊の世代が後期高齢者となる２０２５年のサービス水準、

給付費、保険料水準等の推計 ②在宅サービス・施設サービスの今後の方向性の提示 ③日常生活

上の支援が必要な高齢者が地域で安心して在宅生活を継続できるよう、ボランティア、ＮＰＯ、協

同組合等の多様な主体による多様な生活支援サービスを充実強化するための取組を記載します。平

成２９年４月までに新しい総合事業を開始し、介護予防訪問介護及び介護予防通所介護を第６期中

に事業へ移行することを踏まえ、コーディネータの配置などにより、地域づくりを積極的・計画的

に進めることが期待されています。④医療・介護連携・認知症施策の推進、新たに地域支援事業に

位置付けられる医療・介護連携の機能、認知症への早期対応などについて必要な体制の整備など第

６期における取組方針と施策を示すこととしています。⑤住まい 高齢者の日常生活の支援や保

健・医療・介護などサービス提供の前提となる住まいに関して、今後の方向性を提示することとし

ています。 

資料８ページをお開きください。 

地域における医療及び介護を総合的に確保するための仕組みについて、地域における医療及び介

護の総合的な確保の促進に関する法律第３条に総合確保方針を定め、介護保険法で定める基本指針

の基本となる事項を定め、都道府県及び市町村の介護保険事業計画は整合性の確保を図る必要があ

ります。 

資料９ページに参ります。 

基本指針（案）の構成については、第一 サービス提供体制の確保及び事業実施に関する基本的

事項、第二 市町村介護保険事業計画の作成に関する事項、一 基本的事項、二 基本的記載事項、
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三 任意記載事項 第三 都道府県介護保険事業支援計画の作成に関する事項、第四 指針の見直

し となっています。 

資料 11 ページに参ります。 

第６期介護保険事業（支援）計画の主な内容についてです。市町村の介護保険事業計画では、黒

丸が付いている日常生活圏域の設定、各年度の日常生活圏域ごとの必要利用定員総数の設定、介護

給付等対象サービスの種類ごとの見込量、地域支援事業の見込量などが必須記載事項とされていま

す。 

資料 12 ページをお開きください。 

サービス提供体制の確保及び事業実施に関する基本的事項の概要です。１ 地域包括ケアシステム

の基本理念のもと、介護給付等対象サービスの充実・強化として、重度の要介護者、単身や夫婦の

みの高齢者世帯、認知症の高齢者の増加等を踏まえサービスを検討します。在宅医療の充実及び在

宅医療と介護の連携による継続的な支援体制の整備として、退院支援、日常の療養支援、急変時の

対応、看取り等様々な局面で連携を図ることのできる体制を整備します。介護予防の推進として、

高齢者本人へのアプローチだけではなく、生活環境の調整や、地域の中に生きがい・役割を持って

生活できるような居場所と出番づくりなど、バランスのとれたアプローチが重要となっています。

日常生活支援を支援する体制の整備として、市町村が中心となって事業主体の支援・協働体制の充

実・強化を進めます。高齢者の住まいの安定的な確保として、地域におけるニーズに応じて適切に

供給される環境を確保します。２ 認知症施策の推進として、今後増加する認知症高齢者に適切に

対応するため、認知症ケアパスを確立しながら、早期診断・対応等本人・家族への支援を実施する

体制を構築することとしています。 

13 ページから 15 ページまでは、市町村介護保険事業計画の記載事項のポイント等が示されてお

ります。 

資料は、少し飛びまして、36ページをお開きください。 

ここからは介護保険制度改正における費用負担に関する事項です。まず、(1)一定以上所得者の

利用者負担の見直しについて、保険料の上昇を可能な限り抑えつつ、現役世代の過度な負担を避け

るとともに、高齢者世代内で負担の公平化を図っていくため、65 歳以上の被保険者のうち、一定以

上の所得のある方は、利用者負担を２割とすることとしています。２割負担となる対象者は、基準

以上の所得を有する本人のみとしており、同一世帯に他に介護サービスを利用する方がいても、そ

の方自身の所得が基準以上でなければ、その方は２割負担とはなりません。また、高齢者世代内で

の負担の公平化を図るため、第２号被保険者は対象としていません。 

資料 37ページに参りまして、具体的な基準については、65歳以上の被保険者のうち所得上位 20％

に相当する基準である合計所得金額 160 万円以上を基本として検討中です。 

資料 38 ページをお開きください。 

高額介護サービス費の見直しについてです。同じ月に利用した介護保険サービスの利用者負担の

合計額が、上限額を超えた時、超えた分が払い戻されますが、限度額 37,200 円を、医療保険の現

役並み所得に相当する人がいる世帯に限定して 44,400 円に引き上げることとしています。 

資料 39 ページに参りまして、(2)特定入所者介護（予防）サービス費の見直しについてです。特

別養護老人ホーム等の費用のうち、住民税非課税世帯の利用者について、原則、自己負担となって

いる食費・居住費を補助する特定入所者介護（予防）サービス費は、食費や居住費を負担して在宅
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で生活する方との公平性を図る必要や、預貯金等を保有し負担能力が高いにもかかわらず、保険料

を財源とした補足給付が行われる不公正を是正する必要があることから見直しが行われます。①配

偶者の所得の勘案について、配偶者については民法上他の親族の扶養義務より強い生活保持義務が

あると解されていることから、世帯分離されていたとしてもその所得を勘案することとし、配偶者

が住民税課税者である場合、サービス費の支給対象外とするものです。 

資料 40 ページをお開きください。 

②預貯金等の勘案について、「資産」を追加し、基準として単身の場合は 1,000 万円以下、夫婦

の場合は 2,000 円以下という基準を定める予定となっています。なお、施設に入所した時点では預

貯金等が基準額を超えていても、その後預貯金等が基準を下回った場合には、その時点で申請を行

って給付を受けることが可能となっています。 

資料 42 ページをお開きください。 

③非課税年金の勘案について、補足給付受給者の段階区分のうち、第２段階と第３段階は、年金

収入及び合計所得金額の合計額で判定していますが、遺族年金及び障害年金といった非課税年金の

額もこの額に含めて判定することとしています。 

資料 43 ページに参りまして、(3)第１号保険料の多段階化・軽減強化について、①標準段階の見

直しです。所得水準に応じてきめ細かな保険料設定を行う観点から、標準段階をこれまでの６段階

から９段階に見直すこととしています。なお、現在と同様、引き続き保険者の判断による弾力化を

可能とし、第１～第３段階の世帯非課税については、新たに公費による軽減の仕組みを導入し、更

なる負担軽減を図るとしています。 

資料 44 ページをお開きください。 

②公費による保険料軽減の強化について、介護保険制度を持続可能なものとするためには、低所

得者も保険料を負担し続けることを可能にする必要があります。このため、介護保険法の改正によ

り、公費を投入して低所得者の保険料軽減を行う仕組みを設けることとしています。具体的には低

所得者の保険料軽減に要する費用を特別会計に繰り入れ、国が 1/2、県が 1/4 負担することとして

います。 

資料 45 ページに参りまして、③第６期介護保険料に関するその他の事項についてです。 

介護給付費準備基金の取り崩しは、計画期間内に必要となる保険料については各計画期間における

保険料で賄うことを原則としていることから、計画期間の終了時の基金の剰余額は次期計画期間に

歳入として繰り入れ、保険料上昇抑制に充てることが一つの考え方であり、基金の適正な取り崩し

が求められています。 

資料 47 ページをお開きください。 

(4)住所地特例の見直しについてです。これまでサービス付き高齢者向け住宅については、有料

老人ホームであっても基本的に住所地特例の対象外とされていましたが、他の有料老人ホームと同

様に、特定施設として住所地特例の対象とすることとしています。対象は平成 27 年４月の施行日

以後に該当する特定施設に入居した方から住所地特例の対象となり、既に入所している方は対象と

なりません。 

資料 58 ページをお開きください。 

介護給付の適正化についてです。介護給付適正化の意義は、利用者に対する適切な介護サービス

を確保するとともに、不適切な給付が削減されることで介護保険制度の信頼感を高め、持続可能な
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介護保険制度の構築に資するものであります。 

 今後について、国では平成 27 年度から平成 29年度までの「第３期介護給付適正化計画に関する

指針」の策定準備を進めており、その後、各都道府県において「第３期介護給付適正化計画」を策

定し、市町村は介護給付の適正化の推進に努めることとなります。 

 以上が(2)第６期介護保険事業計画に係る国の基本指針（案）となりますが、制度改正の詳細に

ついては、まだ検討中の部分もございます。今後、サービス見込量の推計等、計画策定作業を進め

つつ、国からの通知があり次第、内容を反映させていきたいと考えております。ご説明は以上です。 

議長（坂本部会長）：ただ今、事務局から説明がありましたが、御質問等ありませんか。 

御質問等ないようですので、(2)について説明を了解したものとして終わります。 

(3)の「地域密着型サービス事業所の指定更新等について」、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。お手持ちの資料の(3)地域密着型サービス事業所の指定更新等を御覧ください。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、平成 26 年９月 11日から平成 26年９月 26日ま

でに指定の有効期間満了日を迎える認知症対応型共同生活介護事業所が３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、問題となる事項がございませんでしたので、９月３日に

指定更新を行う予定となっております。説明は以上となります。 

議長（坂本部会長）：ただ今、事務局から説明がありましたが、御質問等ありませんか。 

 御質問等ないようですので、この報告を了承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。最後に、事務局から連絡事項がありますのでお願

いします。 

事務局（矢羽々市民健康部次長兼介護保険課長）：ご審議ありがとうございました。次回の「介護・

高齢福祉部会」でございますが、日時は 10月 22 日水曜日午後１時 30 分から予定しております。

場所については未定でございますが、後日、文書でご案内差し上げますのでよろしくお願いします。

連絡事項は、以上です。 

事務局（岩崎副参事）：それでは、これをもちまして、第２回介護・高齢福祉部会を閉会いたします。 

 引き続き、地域密着型サービス運営委員会をこの会場で、地域包括支援センター運営協議会を本館

３階第３委員会室で開催いたします。２時 20 分頃をめどに開始したいと思いますので、委員の皆

様には移動をお願いします。 
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