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第５回部会資料
（H26.12.17）

【質問】

参考：基金の推移

平成23年度末基金残高

（回答）
　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。
「準ずる者」については、厚生労働省通知にそれぞれ
  (1)地域ケア、地域保健等に関する経験のある看護師。なお、この経験のある看護師には准
　　 看護師は含まないものとする。
　(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」（平成14年４月
　　 24日付け老発第0424003号厚生労働省老健局長通知）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
と示されています。
　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。

（質問２）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。

（質問１）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おりましたが、第６期につき
ましてはどのような状況になっていますでしょうか。

第６期計画策定に関する質問及び意見

(回答）
　第５期計画において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、今
年度の基金の取り崩し額が当初予算計上額よりも大幅に増加し、基金残高が減少することが見
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。

積立額

取崩額

基金残高

1,279,519,273円

148,000

373,198,000

346,342,480

4,123,317

287,789,000

995,853,590

118,060,890

平成26年度
(当初予算計上額)

（単位：円）

394,522,000

719,392,480

平成24年度 平成25年度
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第５回部会資料
（H26.12.17）【意見】

サービス基盤整備（案）について

整備の考え方

介護老人福祉施設
29床

介護老人福祉施設を１か所整備し、特養待
機者29人の解消を図る。
また、短期入所生活介護10床を併設

短期入所
生活介護
10床併設

新設・増床 新設・増床

第４回部会
での案

第５回部会
区分

29床
短期入所
生活介護
10床併設

認知症対応型共同生活介護を２ユニット18
床整備し、また、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
の増床により、今後増加が見込まれる認知
症高齢者等に対応するとともに、入居待機
者の解消にもつながる。

(18床＋1床)

認知症対応型通所介護
22人

認知症対応型通所介護を12人分整備し、ま
た、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事業所各２人ずつ
増員し、今後増加が見込まれる認知症高齢
者等に対応する。(12人+10人)

認知症対応型共同生活介護
（グループホーム）

19床

(12人+10人)

10床

(9床＋1床)

22人

短期入所生活介護を20床新設し、できるだ
け居宅で能力に応じ自立した日常生活を営
めるよう、短期間の入所によって利用者の短期入所生活介護 20床10床

上記サービス基盤整備（案）に基づくサービス利用可能人数

（参考）
各サービスごとの定員１人（１事業所）あたり保険料影響額（１年分）

めるよう、短期間の入所によって利用者の
心身の機能の維持と家族の身体的・精神的
負担の軽減を図る。(10床×2か所)

定期巡回・随時対応型訪問介
護看護

２か所

日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護
が密接に連携しながら、定期巡回型訪問と
随時の対応を行うことにより、地域包括ケ
アシステムの中核的な役割を担い、高齢者
がより住み慣れた地域で生活を送れるよう
にする。

２か所

短期入所生活介護
（ショートステイ）

20床10床

(10床×1か所)

訪問・通い・宿泊を組み合わせた小規模多
機能型居宅介護のサービスに加え、必要に
応じて訪問看護も提供し、医療ニーズの高
い高齢者にも対応できる複合型サービスに
より、高齢者がより住み慣れた地域で生活
を送れるようにする。

サービス種類
定員1人
あたり

例
定員 保険料影響額

１か所

サービス基盤整備の場合の保
険料上昇額（目安）

29 円

複合型サービスまたは小規模
多機能型居宅介護

２か所

132人

38 円

○在宅サービス（認知症対応型通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対
　応型訪問介護看護、複合型サービスまたは小規模多機能型居宅介護）

○施設系サービス（介護老人福祉施設、認知症対応型共同生活介護）

定員10人 1円

(地域密着型)介護老人福祉施設 0.3円 定員29人 9円
認知症対応型共同生活介護 0.3円 定員９人（１ユニット） 3円

定員12人 1円

48人

短期入所生活介護 0.1円
認知症対応型通所介護 0.1円

定員10人 1円

1事業所（25人の登録定員） 7円

0.2円 1事業所（25人の登録定員） 5円
0.2円 1事業所（15人程度） 3円

短期入所生活介護 0.1円

複合型サービス

小規模多機能型居宅介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護

0.3円
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第５回部会資料 

（H26.12.17） 

第６期計画における議論の整理（主な論点） 

 

 サービス基盤整備  

○ 第５期計画では地域密着型介護老人福祉施設（小規模の特養：定員29人以下）１か所、認知症対応型

共同生活介護（グループホーム）１か所、認知症対応型通所介護１か所、小規模多機能型居宅介護３か所

を整備することとした。 

○ 特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）の入所待機者は平成25年10月１日時点で178名おり、第５

期計画分の基盤整備後の待機者は149名となる。 

○ 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

アシステムの構築のため、施設サービス及び在宅サービスの効果的な組み合わせについてどう考えるか。

（※サービス基盤整備(案)については別紙参照） 

 

 第１号保険料の多段階設定  

○ 国では、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政令を改正し、標準段階をこれまでの

６段階から９段階に見直しをしたところである。【平成27年４月施行】 

○ 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段階・第２段階

0.50、第３段階0.75、第４段階1.00、第５段階1.25、第６段階1.65、第７段階2.00である。 

○ ７段階から国の標準９段階に合わせ、また、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、最上位段階の第９段階をさらに細分化して12段階設定とし、保険料の引き上げ額を圧

縮することについてどう考えるか。 

 

 第１号保険料の高所得者の負担増  

○ 現行の保険料は月額4,800 円（第４段階：基準1.00）で、第７段階では月額9,600 円（基準額に対す

る割合2.00）となっている。 

○ 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に引き上げることにより高所得者の負担が増えることについてどう考えるか。 

 

 第１号保険料の低所得者保険料の軽減強化  

○ 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る。 

○ 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、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。（保

険料軽減に係る公費負担割合 国1/2、県1/4、市町村1/4）【平成27年４月施行】 

○ 現時点での試算では保険料基準額は約6,000円程度となるが、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である。本市は、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％を占めている。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るが、このような方策についてどう考えるか。 
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第５回部会資料
（H26.12.17)

今後のスケジュール

H26.12.17 第５回介護・高齢福祉部会（本日） H26.12月上中旬 運営基準（省令）案に関する事項について　諮問・答申

H27.1.14 第６回介護・高齢福祉部会
　・サービス基盤整備について（決定）
　・保険料設定方針について

（パブリックコメント実施予定）
H27.1月中下旬 介護報酬改定案について　諮問・答申

国（社会保障審議会介護給付費分科会）の予定市の予定

平成27年度政府予算案編成

H27.2.12 第７回介護・高齢福祉部会
　第６期八戸市高齢者福祉計画（案）について

３月市議会定例会　八戸市介護保険条例改正案上程

H27.4月 介護報酬改定
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第1段階
生活保護受給者・市民税非課
税世帯で老齢福祉年金受給
者

2,400 0.50 3,066 0.50 3,042 0.50 3,548 0.60

第2段階
市民税非課税世帯で、前年の
課税年金収入等80万円以下

2,400 0.50 1,839 0.30 1,825 0.30 2,365 0.40

4,598 0.75 4,563 0.75 4,730 0.80

3,066 0.50 3,042 0.50 3,252 0.55

料率
(下段：
軽減
後）

保険料所得段階

第1段階
市民税非課税世帯で、老齢福祉年金
受給者及び前年の課税年金収入等80
万円以下・生活保護受給者

第1段階
市民税非課税世帯で、老齢福祉年金
受給者及び前年の課税年金収入等80
万円以下・生活保護受給者

月額
(下段：
軽減後)

料率
(下段：
軽減
後）

所得段階を弾力化し標準９段階から12段階とした場合

月額
(下段：

　軽減後)

料率
(下段：

軽減後）

公費軽減を見込み低所
得者保険料を据え置き

●第５期保険料と第６期保険料の比較●

第　５　期  （平成24～26年度）  保  険  料

保険料所得段階 月額 料率

第　６　期  （平成27～29年度）　保　険　料　（案）

市民税非課税世帯で、前年の課税年
金収入等80万円超120万円以下

第3段階
市民税非課税世帯で、第２段

3,600 0.75

第2段階
市民税非課税世帯で、前年の課税年
金収入等80万円超120万円以下

第2段階

所得段階標準９段階

保険料所得段階
月額

(下段：
軽減後)

公費負担による低所得者の保険料軽減率 第1段階 0.20

第2段階 0.25

第3段階 0.05

4,598 0.75 4,563 0.75 4,730 0.80

4,292 0.70 4,259 0.70 4,435 0.75

第4段階
市民税課税世帯で、前年の課税年金
収入等80万円以下

5,518 0.90 第4段階
市民税課税世帯で、前年の課税年金
収入等80万円以下

5,476 0.90 5,617 0.95

第5段階
市民税課税世帯で、前年の課税年金
収入等80万円超

6,131 1.00 第5段階
市民税課税世帯で、前年の課税年金
収入等80万円超

6,084 1.00 5,913 1.00

第6段階
市民税課税者（合計所得120万円未
満）

7,357 1.20 第6段階
市民税課税者（合計所得120万円未
満）

7,301 1.20 6,800 1.15

第7段階
市民税課税者（合計所得120万円以上
190万円未満）

7,970 1.30 第7段階
市民税課税者（合計所得120万円以上
190万円未満）

7,909 1.30 7,391 1.25

第8段階
市民税課税者（合計所得190万円以上
290万円未満）

9,197 1.50 第8段階
市民税課税者（合計所得190万円以上
290万円未満）

9,126 1.50 9,165 1.55

第9段階
市民税課税者（合計所得290万円以
上）

10,423 1.70 第9段階
市民税課税者（合計所得290万円以上
400万円未満）

10,039 1.65 9,756 1.65

－ － － － 第10段階
市民税課税者（合計所得400万円以上
600万円未満）

10,951 1.80 10,643 1.80

－ － － － 第11段階
市民税課税者（合計所得600万円以上
800万円未満）

12,168 2.00 11,826 2.00

－ － － － 第12段階
市民税課税者（合計所得800万円以
上）

13,385 2.20 13,009 2.20

第4段階
市民税課税世帯で、本人は市
民税非課税

4,800 1.00

第7段階
市民税課税者
（所得400万円以上）

9,600 2.00

第5段階
市民税課税者
 (所得200万円未満)

6,000 1.25

第6段階
市民税課税者
（所得200万円以上
                      400万円未満）

7,920 1.65

第3段階
市民税非課税世帯で、前年の課税年
金収入等120万円超

第3段階
階対象者以外

3,600 0.75

第3段階
市民税非課税世帯で、前年の課税年
金収入等120万円超
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・運動機能向上事業 

      基本チェックリストにより、運動器の機能向上が必要と判定された二次予防事業

対象者に対し、個別の介護予防プランを作成し、高齢者でも無理なくできる筋力ト

レーニングやストレッチ体操等を行い、運動機能向上を図る通所型の事業です。 

  

実施方法：事業実施可能な事業所へ委託 

実施頻度：週 1回、おおむね 3か月～6か月 

 

  平成 27年度 平成 28年度 平成29年度（※） 

実人員 190人 200人 220人 

延べ人員 2,470 人 2,600 人 2,860 人 

   ※平成 29年度までに、介護予防・生活支援サービス事業へ移行予定 

 

・体力アップ支援事業 

     南郷区で行っている通所型の運動機能向上事業です。 

 

実施場所：南郷保健センター 

実施頻度：週 2回、3か月～6か月 

 

  平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度(※) 

実人員 15人 18人 - 

延べ人員 720人 864人 - 

※平成 29年度までに、介護予防・生活支援サービス事業へ移行予定 

 

・口腔機能向上事業 

   基本チェックリストにより、口腔器の機能向上が必要と判定された二次予防事業対

象者に対し、個別の介護予防プランを作成し、飲み込む機能や唾液の分泌等の改善を

図る通所型の事業です。 

 

実施方法：歯科医師会へ委託 

実施頻度：3か月で 6回 

 

  平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度（※） 

実人員 24人 48人 72人 

延べ人員 72人 144人 216人 

※平成 29年度までに、介護予防・生活支援サービス事業へ移行予定 

 

  

11月28日　介護・高齢福祉部会
(2)地域支援事業22P差し替え


