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平成平成平成平成 26262626 年度第年度第年度第年度第３３３３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 10 月 22 日（水）午後１時 30 分 

場所 八戸市庁別館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、山本委員、珍田委員、澁田委員、山田委員、金澤委員、 

浮木委員、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） 

 室岡委員、高渕委員、 

○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、嶋森副参事、竹井主査 

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

松井主事兼介護支援専門員 

 

事務局（岩崎副参事）：ただいまから平成 26年度第３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 15 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、ご挨拶を申し上げたいと思います。 

委員の皆様方におかれましては、お忙しい中、ご出席いただき、誠にありがとうございます。本日

の資料は既にお送りしてございますが、５つの議事について、ご審議いただきます。 

  １つ目の日常生活圏域の設定については、第５期計画では現在 12 圏域となっておりますが、第

６期計画につきまして事務局案の説明を受けた後、委員の皆様からご審議いただくものであります。 

２つ目のサービス基盤整備の方針につきましては、事務局から、現状等について説明を受けた上

で、委員の皆様方から、サービス基盤整備の方針についてご意見をいただきたいと思います。 

さらに３つ目の基準条例（案）につきまして、地域包括支援センター運営協議会でのご審議、パ

ブリックコメントの実施状況について報告を受け、最終案についてご審議いただきたいと思います。 

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、これから進めていきたいと思います。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)の「第６期計画の日常生活圏域の設定について」、事務局から説明をお願いします。 

事務局（中居所長）：地域包括支援センターの中居と申します。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。 

始めに表紙が(1)第６期計画の日常生活圏域の設定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。 

１ページ目は、介護保険制度の国の基本方針を示してございます。まず平成 18年度から 20 年度

の第３期計画策定にあたりましては、基本的な考え方として、団塊の世代が高齢者となる平成 27
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年の高齢社会の姿を念頭におき、平成 26 年度までの目標を設定するほか、高齢者が安心して住み

慣れた地域で暮らすことが出来る体制づくりのための抜本的な制度改正として、介護予防の推進・

地域包括ケアの推進と施設サービスの見直しが示されました。 

また、市町村が、地理的条件、人口、交通事情、その他社会的条件やサービス提供基盤の状況等

を総合的に勘案して日常生活圏域を設定し、地域包括支援センターが創設されました。 

  第４期計画は、第３期計画の延長線上に位置づけられており、第５期計画においては、地域包括

ケアとして、認知症支援策の充実、医療と介護の連携、高齢者の居住に係る施策との連携、生活支

援サービスの充実が示されました。 

第６期計画は、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実現のた

めの方向性を継承しつつ、在宅医療介護連携等の取り組みを本格化して、また中長期的な視野にた

った施策の展開を図ることが示されております。 

  日常生活圏域の設定については、市町村が、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、

介護給付等対象サービスを提供するための施設整備の状況等を総合的に勘案して、市町村の高齢化

のピーク時までに目指すべき地域包括ケアシステムを構築する区域を念頭におき定めることにな

っています。 

  次に２ページ目をお開きください。２ページ目は当市の日常生活圏域の設定の推移について記載

しております。第３期計画におきましては、地域包括支援センターについて、人口２～３万人に１

箇所と言う目安が国から示されたことから、高齢者人口の均等性を重視して、10 圏域に設定し、各

圏域に在宅介護支援センターを１箇所ずつ配置するとともに、想定した事務量の変更に伴い、平成

20 年度に委託料を増額しております。 

  第４期計画では、高齢者人口の均等性の他、在宅介護支援センターが出来るだけ所在地区を担当

し活動しやすいように見直しをし、12圏域に設定、第５期計画では、各圏域に配置された在宅介護

支援センターが、地域との密接な連携体制を構築して活動していることから、第４期で得た地域の

信頼を継続していくため、12圏域は同じにしております。 

  次に第６期計画になりますが、第４期に設定した日常生活圏域は、当市の実情に応じた圏域とな

っており、第６期においても、第４期、第５期と同様の圏域としたいと考えております。また、地

域包括支援センターにつきましては、国からの指針の中で、地域包括ケアシステムを構築する中核

的な基幹として位置づけられているため、体制の強化を進めていきたいと考えております。 

なお、高齢者人口が毎年増加していくことから、第７期の圏域のあり方についても検討してまい

ります。 

  次に３ページ目をお開きください。３ページ目は、12 生活圏域の高齢者人口と第５期までの地域

密着型サービス基盤整備状況を示しております。高齢者人口については、次期高齢者福祉計画策定

時の高齢者人口を記載しております。以上で説明を終わります。 

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、御意見等ありませんか。 

御質問等ないようですので、第６期の日常生活圏域については、第５期のまま変更せず、12圏域

とすることでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

それでは、第６期の日常生活圏域については 12圏域とすることで決定いたします。 

次の(2)の「第６期計画の基盤整備の方針について」、事務局から説明をお願いします。 

事務局（松長主幹）：(2)第６期計画のサービス基盤整備の方針についてご説明いたします。 
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本日は第６期計画のサービス基盤整備の検討にあたって、事業所や給付費の現状、予定されてい

る制度改正等についてお示ししたいと考えております。 

資料の１ページをお開きください。 

１ページ目はサービス種類ごとの事業所数、利用定員数と高齢者一人当たりの給付費について表で

示しております。 

はじめにサービス種類ごとの事業所数、利用定員数について、各サービスごとに事業所数と定員

数で区分けをし、第４期計画の最終年度の 23 年度末から第５期計画の 10月１日現在まで年度ごと

に表すとともに、23 年度末から現在までの増減と第５期期間中のサービス基盤整備を示しておりま

す。第５期期間中のサービス基盤整備については、認知症対応型通所介護１事業所の増、小規模多

機能型居宅介護事業所３事業所の増、認知症対応型共同生活介護９床の増および地域密着型介護老

人福祉施設の１事業所、29 床の増と計画通りの整備が見込まれております。 

表の下の１つ目の○の部分をご覧ください。介護保険法では第６期計画策定に当たって県及び市

町村が定めるべき事項を規定しております。 

まず、県では、①各年度における老人福祉圏域ごとの介護保険施設の必要入所定員総数、介護専

用型特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護・地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護に係る必要利用定員総数 ②その他の介護給付等対象サービスの種類ごとの見込

量を定めること 

市においては、①各年度おける日常生活圏域ごとの認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定

施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る必用利用定員総数、その

他の介護給付等対象サービスの種類ごとの見込量、②各年度における地域支援事業の見込量を定め

ることとされています。 

次に、特別養護老人ホーム入所待機者について、県では平成 25 年 10 月１日時点で調査を行い、

当市の入所待機者は 178 名となっております。このうち、第５期計画の地域密着型特養１か所、29

床分の整備により待機者は 149 名と見込んでおります。 

ページ右の表は、八戸市の高齢者一人あたりの給付費について、平成 26年３月分の各サービス

ごとに青森県平均と全国平均を１とした場合の比較をしております。例として、一番上の訪問介護

は１人当たりの給付費が 3,366 円となっていますが、青森県平均を１とした場合は 0.84 と低く、

全国平均を１とした場合は 1.61 と高くなっております。 

２ページをお開きください。 

６月の第１回介護・高齢福祉部会でもご報告しておりましたが、ここでは、介護保険に関するア

ンケート調査からサービス基盤整備・介護保険料に関する主なものについて記載しております。 

問２の「今後、どこで生活することを希望しますか。」については、「現在の住居に住み続けたい」

と答えた人の割合が一般用、受給者用ともに多くなっております。 

問３の「介護保険料の金額についてどのように思いますか。」については、一般用では「高い」

という回答が、受給者用では「適当である」が最も多い回答となっております。 

問４の「八戸市の介護保険料基準額 月額 4,800 円に対して、月額いくらが適当と思いますか。」

については、一般用、受給者用ともに 5,000 円未満の回答の割合が最も多く、いずれも６割以上を

占めております。 

３ページに参りまして、問５の「介護保険料率についてどのように思いますか。」については、

一般用、受給者用ともに「低所得者の保険料負担に配慮するため、高所得者の負担が増えるのはや
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むを得ない」と答えた人の割合が４割以上となっています。 

また、問６の介護保険サービス量と介護保険料との関係については、「現在と同程度の介護保険

サービス量でよい」と答えた人の割合が最も多くなっています。 

問７の今後の施策については、３つまで選択可としており、一般用では「公平・公正な要介護の

認定」という回答が最も多く、続いて、「特別養護老人ホームなどの介護保険が適用となる入所施

設の増設」、「介護が必要とならないための予防施策」となっております。受給者用では、「特別養

護老人ホームなどの入所施設の増設」が最も多く、「公平・公正な要介護の認定」、「通所介護や通

所リハビリなどの通所サービスの充実」と続いています。 

４ページをお開きください。 

こちらは、参考として保険給付費と介護保険料の関係について第５期と第６期を比較して載せて

おります。上の囲みになりますが、第５期計画では、保険料必要額として保険給付費と地域支援事

業費それぞれに対し、第１号被保険者の負担割合を設定し、負担金額を算定しました。それから、

介護保険料の上昇を抑制するため青森県の財政安定化基金及び介護保険特別会計財政調整基金の

取崩額を加えて保険料必要額を算出し、最終的に基準額を 4,800 円としております。 

右側には、保険給付費に対する国や県、市、第１号保険料と第２号保険料の負担割合をグラフで

示しております。第５期計画期間中は、第１号被保険者の負担割合が 21％となっております。 

下の囲みは、現時点での第６期計画の保険料算定に関係する主な改正内容についてまとめたもの

です。 

まず、一点目として、保険給付費及び地域支援事業費に対する第１号被保険者の負担割合が、21％

から 22％に引き上げることとされています。 

二点目は、第１号保険料の多段階化として、所得段階に応じてきめ細かな保険料の設定を行う観

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されています。なお、第１号保険

料のさらなる多段階化や各段階の負担割合については保険者の判断による弾力化が可能とされて

います。 

三点目は、介護費用の増加と保険料負担の上昇が避けられない中、制度を持続可能なものとする

ため、公費による低所得者の第１号保険料の軽減を行う仕組みを設けることとされています。 

四点目は、介護報酬改定についてですが、第５期計画では改定率が 1.2％増でしたが、第６期計

画では現在、社会保障審議会介護給付費分科会で検討中であり、来年１月中下旬に改定案の答申予

定となっています。 

  また、追加資料として、青森県国民健康保険団体連合会が作成しました、「平成 25年度版介護保

険の実態」をご覧ください。 

  １枚目は介護保険制度が始まった平成 12 年度から平成 25 年度までの認定者、受給者、保険給付

額などの推移を表したものです。２枚目は平成 23年度から平成 25 年度までの過去３年間の保険給

付額について、居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービスの種類ごとにグラフで表したも

ので、居宅サービスでは訪問介護及び通所介護が大きな割合を占めております。３枚目は１枚目と

２枚目の数値を基に平成 23 年度から平成 25年度までの推移について作成した資料ですが、認定者

数は 65 歳以上人口の対前年伸び率を超えて増加しており、また、保険給付額の対前年伸び率も認

定者数の伸び率と同程度で増加していることがわかります。 

また、近年増加している有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅については、介護保険事

業所を併設しているものも見られ、給付費の上昇への影響が懸念されております。 
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（参考：有料老人ホーム 27 施設、定員 1,116 人、サービス付き高齢者向け住宅 14 ヶ所、392 戸） 

このようなことから、第６期計画期間中においては、高齢者人口の増加とこれからご意見いただ

くサービス基盤整備に伴う給付費の増により介護保険を運営するための財政事情は厳しさを増す

ことが見込まれております。以上で説明を終わります。 

議長（坂本部会長）：ただ今、事務局から第６期計画のサービス基盤整備の方針についての説明があ

りましたが、何か御質問等ございませんでしょうか。今日は、方針を立てるというわけではござい

ませんが、今後、保険料を設定することとなりますが、その前提として、どういう状況にあるかに

ついて説明を受けたところでございます。次回会議から具体的にサービスの量、あるいはメニュー

について皆様から意見を伺わなければならないところです。アンケート調査では保険料基準額 月

額 5,000 円以内という回答が６割もあり、そのとおりにすればサービスが提供できないという状況

になりますので、次回から委員皆様に御意見をいただきながら話し合いを進めていきたいと思いま

す。御質問等ないようですので、今日のところは説明を了承したということにいたします。 

次に、(3)の「地方分権改革に伴う介護予防支援及び地域包括支援センターに係る基準条例（案）

について」事務局から説明願います。岩崎副参事。 

事務局（岩崎副参事）：資料「(3)地方分権改革に伴う介護予防支援及び地域包括支援センターに係る

基準条例の制定について」の１ページをお開きください。 

はじめに、条例制定の背景及び概要についてでございます。 

今年６月の第１回介護・高齢福祉部会で御説明いたしましたが、改めてポイントを絞って御説明

いたします。 

国が推進する地方分権の一環として、平成 25年６月７日、「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」、いわゆる第３次一括法が成立しまし

た。この法律により、介護保険法の改正が行われ、介護予防支援事業に係る、「申請者の法人格の

有無に係る基準」、「人員、設備及び運営に関する基準」、地域包括支援センターに係る、「包括的事

業を実施するために必要なものに関する基準」の３つの基準について、市が条例で定めることにな

りました。 

条例で定めることとされた基準については、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、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。

なお、今回の第３次一括法関連では、「標準」型の項目はありません。 

次に、これまでの検討経過ですが、事務局において条例案を作成し、平成 26 年８月 25 日開催の

地域包括支援センター運営協議会においてご審議いただきました。委員の皆様からのご意見はあり

ませんでした。更に、条例案について広く市民の皆様から意見を募集するため、９月１日から 30

日までの期間、パブリックコメントを実施いたしました。周知方法は、市ホームページへの掲載、

市庁・市民サービスセンター・公民館等、市内各施設での閲覧です。意見の提出はありませんでし

た。 

２ページをお開きください。 

条例案についてでございます。まず、「従うべき基準」の項目については、国の基準のとおりとい

たします。そして、「参酌すべき基準」のうち、次の項目は国の基準と異なる基準とし、それ以外

は国の基準のとおりとします。異なる基準の内容ですが、指定介護予防支援の提供に関する記録を

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、介護予防支援台
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帳については５年間、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。 

この基準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

欠な記録である介護予防支援台帳の保存期間を２年間から５年間に延長するものです。 

なお、平成 24年度、第一次地方分権一括法により地域密着型サービス基準条例を制定した際、

国の基準と異なる基準として、具体的なサービス内容等の記録の保存期間を２年間から５年間に延

長しており、今回も同様の基準とし、整合性を図るものです。 

  ここで、お手元にお配りしている条例案の資料について御説明いたします。 

１ページをお開きください。 

この資料は、厚生労働省令で定められている現在の国の基準についてまとめたもので、基準の項

目、概要、条例制定にあたっての基準の類型となっております。１ページから 10 ページまでが介

護予防支援に係る基準となっておりますが、６ページをお開きください。 

先ほどご説明いたしました、参酌すべき基準のうち、国の基準と異なる基準とするのが、記録の

整備の項目です。下線を引いた、「２は５年間、それ以外は２年間保存しなければならない。」の部

分が、国の基準と異なる部分となっております。 

11 ページをお開きください。 

地域包括支援センターに係る基準です。職員及びその員数に関する基準は、従うべき基準、その

他は参酌となっております。 

ここで、さきほどの の資料に戻りまして、今後のスケジュールですが、本日、第３回介護・高

齢福祉部会でご審議いただき、条例案をまとめたいと考えております。 

条例案は、12月市議会定例会に上程し、議決を経た後、平成 27年４月１日の条例施行までの１

月から３月に、事業所に周知をしていく予定でございます。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。 

山田委員：条例案について、介護予防支援台帳については５年間、それ以外は２年間保存とあります

が、記録の保管スペース等の問題もあるかと思いますが、保存年限を分けるのではなく、一括で５

年間保存しないというのは何か理由があるのでしょうか。 

事務局（岩崎副参事）：平成 24年度に地域密着型サービスの条例を作成した時にも、サービス事業所

ごとに全部保存できれば良いのですけれども、スペースの関係もご指摘のとおりあるということで、

報酬の関係だけに絞りましたので、今回もそれとの均衡を図るといいますか、整合性を取るために

分けました。 

議長（坂本部会長）：ほかに御質問等ございませんか。この件については条例案ですので本日決定し

たいと思いますが、御質問がなければ、説明のあった原案のとおり決定することにご異議ございま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

ご異議ありませんので、条例案のとおり決定いたします。 

次に、(4)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。 
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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(4)地域密着型サービス事業所の指定更新等をご覧ください。 

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 11 月 30日から平成 26年 12 月９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２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、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、御質問等ございませんか。 

  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。 

   次に、(5)の「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。

竹井主査。 

事務局（竹井主査）：高齢福祉課の竹井と申します。よろしくお願いします。座ってご説明させてい

ただきます。 

それでは、資料の「(5)介護予防支援業務委託事業者の承認について」をご覧ください。 

本日は、 (1)に掲載しております３つの事業所の承認をお願いします。左側から法人名、事業所

名、事業所所在地の順で記載させていただいておりますが、中段の事業所名でご説明いたします。

まず、新規の委託事業所として、「居宅介護支援事業所ベルメゾンＫ」の承認をお願いします。そ

れから、「ニチイケアセンターなんぶ」、「株式会社ファミリーホーム」につきましては、事後承認

をお願いします。この２つの事業所は、ご利用者様のご希望により、既に本年９月１日に委託契約

を締結し、サービスを提供しております。 

今回、ご承認いただく３つの事業所の職員に関する事項や給付管理者数につきましては、資料の

(2)、(3)のとおりとなっておりますので、ご覧いただければと思います。 

最後に、(4)委託事業者数でございますが、合計 85事業所、委託可能見込数は 1,146 件となって

おります。以上で説明を終わります。 

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

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

いいたします。 

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 11月 28 日金曜日午後１時 30 分から、場所は本日と同じ

別館会議室Ｃを予定しております。後日、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。 

事務局（岩崎副参事）：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。本日はあ

りがとうございました。 

 

 

 

 

 

 


