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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５５５５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 12 月 17 日（水）午後１時 30 分 

場所 八戸市庁別館８階研修室 

 

○出席者（14名） 

坂本部会長、工藤副部会長、藤川委員、珍田委員、澁田委員、金澤委員、浮木委員、眞下委員、 

獅子内委員、李澤委員、高渕委員、新坂委員、慶長委員、中村委員 

○欠席委員（３名） 

 山本委員、山田委員、室岡委員 

○事務局（13名） 

石田福祉部長兼福祉事務所長、工藤市民健康部長、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 

[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 

 

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５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 14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。 

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

第５回目ということでこれから会議が始まりますが、前回の第４回目の時には第６期計画の施設整備

の案が出され、それに対して委員の皆様方から要望等が出されたところです。そしてまた今日は第６

期計画のサービス基盤整備方針また保険料設定方針についてご審議いただく中で、前回の会議が終わ

りましてから資料をよく見ていただいて御質問・御要望などが今日までに出されたようで、その意見

を反映した上で施設整備案が出てきているようなので、これから審議を進めていきたいと考えており

ます。また、議論の整理、主なる論点、具体的な今後のスケジュール等について事務局から説明が行

われることとなっています。 

委員の皆様方には、大変お忙しいところではございますが、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「第６期計画のサービス基盤整備方針及び保険料設定方針について」、事務局から説

明をお願いします。 

事務局（松長主幹）：(1)第６期計画のサービス基盤整備方針及び保険料設定方針についてご説明いたし

ます。 

資料の１ページをお開きください。１ページは、前回の第４回部会終了後に委員の皆様からいただ

きました「第６期計画策定に関する質問及び意見」です。質問１は、第６期保険料について、第５期

保険料は基金の取り崩し等にて据え置き措置をとられていたが、第６期につきましてはどのような状

況になっているでしょうか。という質問でございます。 
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回答ですが、第５期計画では介護保険特別会計財政調整基金を約 11億円取り崩すこととし保険料

を 4,800 円に据え置きました。平成 25年度末現在の基金残高は約７億 1,900 万円ですが、26 年度の

介護給付費は計画値 178 億 9,530 万円に対して、給付見込額が 183 億円程度となり実績が計画を超え

ることが予想されております。 

参考として基金の推移を表にまとめておりますが、今年度の基金の取り崩し額は当初予算計上額よ

りも大幅に増加し、基金残高は減少することが見込まれます。このため、第６期計画においては、基

金の取り崩しによる保険料の引き下げについては考慮しないこととして保険料の設定を検討してい

ます。 

  質問２は、サブセンターへの職員配置について、出向とする職員２名の職種・資格等についてお知

らせください。という質問でございます。 

回答ですが、来年度の介護保険制度の改正により地域包括支援センターの体制強化が示されており

ます。また、地方分権改革に伴いセンターに係る人員基準等を定める条例を制定しましたが、「人員

に関する基準」は国の基準に従い、(1)保健師その他これに準ずる者 (2)社会福祉士その他これに準

ずる者 (3)主任介護支援専門員その他これに準ずる者 としています。 

また、準ずる者については、厚生労働省通知によりそれぞれ、(1)地域ケア、地域保健等に関する

経験のある看護師 (2)福祉事務所の現業員等の業務経験が５年以上又は介護支援専門員の業務経験

が３年以上あり、かつ、高齢者の保健福祉に関する相談援助業務に３年以上従事した経験を有する者 

(3)「ケアマネジメントリーダー活動等支援事業の実施及び推進について」に基づくケアマネジメン

トリーダー研修を修了し、介護支援専門員としての実務経験を有し、かつ、介護支援専門員の相談対

応や地域の介護支援専門員への支援等に関する知識及び能力を有している者 としています。 

サブセンターは、地域包括支援センターの支所となる為、出向する職員についても、(1)～(3)の職

種の資格がある職員となります。 

  ２ページをお開きください。こちらは、前回の部会でお示したサービス基盤整備（案）についての

ご意見を踏まえて内容を見直したものです。下線を引いてある所が前回と変更したところです。 

介護老人福祉施設は短期入所生活介護（ショートステイ）を 10 床併設し１か所 29 床整備するもの

であります。 

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）は、今後増加が見込まれる認知症高齢者に対応する

とともに、入居待機者の解消につなげるため２ユニット 18床整備し、定員基準の上限に満たない事

業所から定員増の要望があった１床分の増床を合わせ 19 床整備するものであります。 

認知症対応型通所介護は前回と変更ありませんが、12 人分の整備のほか、定員基準の上限に満たな

い事業所からの定員増の要望により５事業所で各２人ずつ増員し、計 22人分整備するものでありま

す。 

短期入所生活介護（ショートステイ）は、短期間の入所によって利用者の心身機能の維持と家族の

身体的・精神的負担の軽減、施設入所待機者の受け皿機能の強化を図るため、10 床を２か所整備する

ものであります。 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は前回と変更ありませんが、２か所整備するものであります。 

複合型サービスまたは小規模多機能型居宅介護は、重度の要介護者、単身や夫婦のみの高齢者世帯、

認知症の高齢者が今後増加していくことを踏まえ、在宅生活を支えつつ在宅の限界点を高め、医療ニ

ーズのある一人暮らしの重度の要介護高齢者等でも在宅で生活できるよう１か所から２か所に変更

し整備するものであります。 
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これらのサービス基盤を整備した場合の保険料上昇額は 38円となります。また、サービス利用が

可能となる人数は、介護老人福祉施設などの施設系サービスで 48 人、認知症対応型通所介護などの

在宅サービスで 132 人となります。 

なお、参考として掲載しているサービスごとの保険料影響額ですが、平成 27 年度から 29年度まで

の第６期計画期間中、サービス事業者の公募選定等を経て、サービス開始を平成 29年度と仮定し算

出した額となっております。以上が前回第４回部会後にいただいたご質問・ご意見をまとめたものと

なります。 

  ３ページは、第６期計画の基盤整備と保険料を検討するにあたり、課題や視点について整理し大き

く４つにまとめたものです。 

まず、一つ目はサービス基盤整備についてです。第５期計画では、地域密着型介護老人福祉施設を

１か所、認知症対応型共同生活介護（グループホーム）を１か所、認知症対応型通所介護を１か所、

小規模多機能型居宅介護を３か所整備することとしました。平成 25年 10 月１日時点で特別養護老人

ホームの入所待機者は 178 名で、第５期計画の基盤整備により 149 名となります。待機者の解消に努

めるとともに、認知症高齢者の増加、住み慣れた地域で安心して暮らせる地域包括ケアシステムの構

築に対応する基盤整備が必要となります。施設サービスと在宅サービスをバランスの良い効果的な組

み合わせとすることが課題であると考えております。 

  二つ目以降は保険料に関する事項で、まず、第一号保険料の多段階設定についてです。お手元に前

回の部会資料と同じものを配布しましたので併せてご覧ください。前回の試算を補足しつつ、課題に

ついてご説明したいと思います。 

国では、標準段階をこれまでの６段階から９段階に見直したところであります。市の現行保険料は、

所得段階別に７段階となっており、基準額に対する割合は、第１・第２段階は 0.50、第３段階は 0.75、

第４段階は 1.00、第５段階は 1.25、第６段階は 1.65、第７段階は 2.00 としています。 

介護保険アンケート調査において、介護保険料率については「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むを得ない」との回答が４割あったことから、保険料の引き上げ

額を圧縮するため、最上位段階の第９段階をさらに細分化して 12 段階とすることについてご意見を

伺いたいと考えております。 

  三つ目は第１号保険料の高所得者の負担増についてです。前回の事務局案では、所得段階を 12段

階に多段階設定し、最上位段階である第 12段階の基準額に対する割合を現行の 2.00 から 2.20 に引

き上げて試算しておりますが、高所得者の負担割合のあり方についてご意見を伺いたいと思います。 

  最後は第１号保険料の低所得者保険料の軽減強化についてです。現行の保険料は所得段階別に７段

階設定となっており、被保険者の所得が低い場合には、保険料負担も低くなる仕組みとなっています。

今後のさらなる高齢化に伴い、介護費用の増加と保険料負担水準の上昇が避けられない中で、介護保

険制度を持続可能なものとするため、低所得者も保険料を負担し続けることができるよう、低所得者

保険料の軽減強化策として、基準額に対する割合が第１段階 0.2、第２段階 0.25、第３段階 0.05 軽

減されることとなっています。 

現時点での試算では保険料基準額は約 6,000 円程度ですが、低所得者は公費による負担軽減により

最大で現在の保険料から約 600 円程度引き下げになる見込みとなっています。八戸市では高所得者の

割合が全国平均より低く、最も所得が低い第１段階が全体の約 20％を占めており、公費による負担軽

減を見込み、低所得者の保険料が第５期と同程度になるよう保険料率を設定することで保険料収入の

増となり、全体の保険料基準額を引き下げることが可能となります。低所得者の保険料負担と保険料
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基準額のあり方についてご意見をいただきたいと考えております。 

４ページをお開きください。計画策定までの今後のスケジュールでございます。左側が市の予定、

右側が国の社会保障審議会介護給付費分科会の予定となっています。次回１月 14 日の開催後、２月

12 日に計画案の決定を予定しておりますが、保険料基準額算定に影響のある介護報酬改定案が示され

るのが１月中下旬となっており、次回１月 14 日の部会以降となることが予想されます。本日のご審

議を踏まえ、第６回の部会では、サービス基盤整備について決定し、保険料基準額については、国の

報酬改定案が明らかになってから決定するため、改めて委員の皆様にお集まりいただくことも検討し

ております。非常に厳しいスケジュールとなっており、委員の皆様もお忙しいところ大変恐縮でござ

いますが、国の動向に合わせて対応して参りたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

最後に、お手元にお配りしました、Ａ４判１枚ものですが、前回の第４回部会においてご説明した

(2)地域支援事業に関する資料の差し替えです。修正箇所について下線を引いていますが、口腔機能

向上事業の実施頻度について「週１回おおむね３か月」という表現を「３か月で６回」に修正してご

ざいます。 

以上でサービス基盤整備方針及び保険料設定方針についての説明を終わります。 

議長（坂本部会長）：第６期計画のサービス基盤整備について説明を受けましたが、委員の皆様からた

だいまの説明に対して御意見・御質問をいただきたいと思います。いかがでしょうか。次の１月の部

会で決定いたしますけれども、御意見・御要望等あれば承りたいと思っております。 

李澤委員：サブセンターの件ですが、前回までの私の記憶では 12 生活圏域という言葉を使われていま

したけれども、実際にサブセンターは何か所お考えなのでしょうか。 

議長（坂本部会長）：はい、高齢福祉課長。 

事務局（長谷川高齢福祉課長）：地域包括支援センターのサブセンターにつきましては、12 圏域に１か

所ずつを考えております。 

李澤委員：ということは、単純に 12 者にということになるのでしょうか。 

議長（坂本部会長）：今、ブランチでやっているところが有力になるということですね。他に御質問等

ございませんか。サービス基盤整備と保険料について事務局から御意見を伺えればということですが、

今までは低所得者の分、高額所得者の方々については今までの 2.0 倍を 2.2 倍までさらに上げないと

やっていけないのではないかということでした。低所得者の部分をどうするのか、あるいは高所得者

の部分をどうするのか、第５段階のところを 1.0 倍にしてという案を今たたき台としています。これ

についても基盤整備とともに並行して進めていかなくてはなりません。この案のとおりでよろしいで

すか。御意見はございますか。 

高渕委員：大変細やかに資料を作っていただいてありがとうございます。これは 26年度ということで

すが、資料によりますと 27 年度以降はどのような考え方をしているのかですね、基金が無くなると

大変なことになってしまうと思いますが、そのあたりをお聞きしたいです。 

事務局（岩崎副参事）：26 年度をご指摘のところは、質問１の部分でよろしいでしょうか。 

高渕委員：私がお聞きしたいのは、これで回っていくのかということです。 

議長（坂本部会長）：基金がないけど回っていくのかという質問なのです。 

事務局（岩崎副参事）：保険料の考え方というのは、計画の期間が３年ごとになっておりますので、３

年間で収支が合うようなことを想定して計算していますので、給付費のほうが年々増加していますの

で、最初の年は若干多めに保険料が入ってくるので積み立てる形になり、それを３年かけてトータル

で合うように計算しています。 
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高渕委員：はい、わかりました。ありがとうございます。 

議長（坂本部会長）：基金が減ったので高渕委員が心配していたのです。他にございませんか。 

 事務局はいろいろと考えているようです。新聞等によると、国の財務省は大きく介護報酬カットの方

針、厚生労働省はそれでまずいということで、これから予算の攻防に入るでしょうから、それが決ま

ってからでないと何とも言えないところがあるので予定している会議よりももう一回多く皆様方に

集まっていただく、厚生労働省の方針が決まったら直ちに集まっていただくということでは先ほど説

明がありました。施設整備については１月 14 日の部会の際に決定しなければいけませんが、それま

でに委員の皆様方から事務局の方に直接、御意見等を出していただいた上で、それを加味して次回、

第６回の会議で決めていきたいということです。委員の皆様から御質問等ないようですので、そうい

うことでよろしいでしょうか。 

委員：はい 

議長（坂本部会長）：事務局においては、本日出された意見について、あるいはこれから事務局の方に

委員の皆様から御意見が出されるだろうと思いますので、検討の上、第６期計画案の策定作業を進め

ていただきたいと思います。 

 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、日時は来年１月 14 日水曜日午後１時 30 分から、

場所は本日と同じく別館８階研修室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

しくお願いします。連絡事項は、以上です。 

事務局（岩崎副参事）：これをもちまして、第５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。 

 


