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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６６６６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 27年１月 14日（水）午後１時 30 分 

場所 八戸市庁別館８階研修室 

 

○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、高渕委員、慶長委員、中村委員 

○欠席委員（２名） 

 室岡委員、新坂委員、 

○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 

[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、 

田崎主事 

 

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６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、一言ご挨拶を申し上げます。本年もどうぞよろ

しくお願いいたします。委員の皆様には大変お忙しい中ご出席いただき、誠にありがとうございます。 

新聞報道等で皆様ご存知のように国の方針が決まりました。そのなかで厚生労働省管轄の介護保険

関係の私どもが計画立てている中の介護報酬がマイナス改定、2.27％となりました。それがまた簡単

ではございませんで、種類別に一番大きいのはマイナス 4.5％ということで、事務局におかれては大

変なご苦労だろうと思っております。そういうなかで今日は、第６期八戸市高齢者福祉計画、サービ

ス基盤整備、特養の施設入所指針（案）、地域密着型サービス事業所の指定更新の４件が議題として

ございますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

介護保険制度は、今年４月から大きく改正となる予定です。国においても方針が決まりましたので、

これから詳細にわたって検討しているところが明らかになってくると思います。その制度改正を反映

した八戸市における第６期計画の構成や基本理念、特養の入所指針について、事務局から説明があり

ます。 

委員の皆様方におかれましては、ご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期八戸市高齢者福祉計画について」、事務局から説明をお願いします。 

事務局（松長主幹）：事務局：(1)第６期八戸市高齢者福祉計画についてご説明いたします。 

  １ページをお開きください。計画の構成案についてです。第６期計画は、「介護保険事業に係る保
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険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針」及び厚生労働省が示した資料に基づく構成とす

ることとし、第５期計画までの構成から変更しております。第１章 計画の策定について、第２章 現

状の評価と今後の見通し、第３章 施策の取り組み、第４章 資料編としています。記載する内容で

すが、国の指針では、計画で必ず定めることとされている基本的記載事項と、地域の実情において定

めることとされている任意記載事項に分かれています。網かけで示した項目が、基本的記載事項とな

っております。ここで資料の訂正をお願いいたします。第３章 施策の取り組みの５ 各年度におけ

る地域支援事業の確保方策について、「各年度における」を削除してくださるようお願いします。 

２ページをお開きください。ここからは、計画の第１章、「計画の策定について」の資料となって

おります。 

３ページをお開きください。計画の基本理念についてです。第６期計画期間である平成 27 年以降、

いわゆる団塊の世代が高齢者となり、さらに平成 37 年には後期高齢者となることから、高齢期、も

しくは福祉サービスのあり方も大きな転換期を迎えることとなります。 

「超高齢社会」の到来の中で、これまで以上に、在宅医療や認知症の高齢者等に対応する多様なサ

ービスの必要性が高まると見込まれます。そして、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活していく

ことができるよう、地域全体で支える「地域包括ケアシステム」の構築を目指していくことが重要で

す。従来より取り組んできた、高齢者の生活機能の低下を未然に防止し、生活機能の維持・向上を図

るための「介護予防」を推進すること、また、健全な保険財政を確立し、制度の持続可能性を確保す

ることを継続し、「誰もが安心と生きがいをもって暮らせる、ふれあいのある健康で明るい社会づく

り」の実現に向け、各種サービスの充実、介護予防対策、社会参加の促進等の施策を総合的に展開し

ていきます。 

４ページをお開きください。政策目標についてです。大きく、介護・高齢者支援の充実と地域福祉

の充実の２つを柱としました。介護・高齢者支援の充実では、さらに３つの方向性を示し、自立支援

の強化として、①地域包括ケアシステムの構築、②介護予防の推進、③高齢者自立支援サービスの充

実、介護サービスの充実として、①地域密着型サービスの充実、②サービスの適正化、社会参加の促

進として、生きがい対策の推進に努めます。地域福祉の充実では、保健・医療・福祉・介護等の連携

の推進を図るため、関係機関のネットワーク化の推進に努めます。 

５ページをお開きください。計画の性格・位置づけについてです。この計画は、第５期計画で開始

した地域包括ケアシステム実現のための方向性を継承しつつ、在宅医療介護連携の取り組みを本格化

していく性格をもっています。また、平成 37 年（2025 年）までのサービス・給付・保険料の水準も

推計して記載し、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。計画の位置づけは、

老人福祉法に基づく高齢者福祉計画と介護保険法に基づく介護保険事業計画を一体化した一つの計

画として策定します。 

６ページをお開きください。計画期間について図で示しております。今回の第６期計画は、平成 27

年度から 29 年度までの３年間とし、３年ごとに見直しを行います。また、団塊の世代が後期高齢者

となる平成 37年度（2025 年度）のサービス水準を推計し記載します。なお、現在、八戸市総合計画

についても、平成 28 年度からの第６次基本構想の策定作業を進めており、整合性・調和の保たれた

内容といたします。 

７ページをお開きください。計画策定のための体制の整備についてです。平成 19 年の八戸市健康

と福祉のまちづくり条例の制定以降、「八戸市健康福祉審議会」の部会である「介護・高齢福祉部会」

において、計画の点検・評価・策定についてご審議いただいております。策定の経緯については、8
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ページから９ページにお示ししておりますが、第６期計画作成にあたり、平成 24 年度からこれまで

に開催しました「介護・高齢福祉部会」、及び「地域密着型サービス運営委員会」・「地域包括支援セ

ンター運営協議会」の会議内容をまとめ、記載いたします。 

10 ページをお開きください。第６期計画策定にかかる被保険者の意見の反映についてです。④とし

て、パブリックコメントの記載がございますが、高齢者の現状、基本理念、サービス基盤整備など、

計画の概要についてまとめ、市民から意見を募集する予定です。 

以上、第６期八戸市高齢者福祉計画の構成と第１章についての説明を終わります。 

事務局（中居地域包括支援センター所長）：地域支援事業の追加資料の説明を行います。それではお手

元の資料 P11「第３章 施策の取り組み」の１．地域包括ケアシステム構築のための重点取組事項

についてをご覧ください。 

重点取り組み事項の柱としましては、(1)在宅医療・介護連携の推進、(2)認知症施策の推進、(3)

生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推進、(4)高齢者の居住安定に係る施策との連携の４つと

なっております。 

(1)につきましては、関係機関が連携し、多職種協働により在宅医療・介護を一体的に提供できる

体制を構築するため、医師会等と連携しながら、関係機関の連携体制の構築を図ります。(2)につき

ましては、認知症ケアパスの作成や認知症初期集中支援チームを立ち上げ、早期診断・対応等本人・

家族への支援体制を構築します。(3)につきましては、地域において、生活支援・介護予防サービス

の提供体制の構築に努め、多様な主体による生活支援サービスの充実を目指します。(4)につきまし

ては、高齢者の住まいを確保するため、県と連携しながら、有料老人ホームやサービス付き高齢者住

宅等の活用を検討します。 

  (4)では、①養護老人ホーム、②ケアハウス、③生活支援ハウス、④有料老人ホーム、⑤サービス

付き高齢者住宅について、それぞれ施設の概要と定員及び施設数を載せており、P13 には、現在ある

施設の一覧を掲載しております。 

次に P15 の５．地域支援事業の確保方策についてですが、(1)ＮＰＯ、ボランティアの活動支援の

①ではコミュニティ活動について、市民活動の促進や地域コミュニティ活動の推進を図っていくこと

としております。②では高齢者の社会参加の促進について、高齢者のみならず住民全体が暮らしやす

い環境の整備を図り、ふれあいのある元気な地域づくりを目指していきます。 

次に P16 の６．介護サービス及び地域支援事業の円滑な提供についてご説明いたします。 

まず、１．地域包括支援センターについてですが、当市は今まで、地域包括ケアシステムの構築に向

けた中核的な機関として、市直営の地域包括支援センターを１か所設置するとともに、各日常生活圏

域にセンターの補完的な役割を担うブランチ在宅介護支援センターを設置し協力体制を保ちながら

活動してまいりました。しかし、支援を必要とする高齢者の増加により、地域包括支援センターの機

能を強化するために、地域包括支援センターのサブセンターを設置することとしております。 

次に P17、をご覧ください。これは、国から示された地域包括支援センターの概念図でございます。

今後、地域包括支援センターは、従来の包括的支援事業に加えて新たに「在宅医療と介護の連携」「認

知症施策の推進」「地域ケア会議の推進」「生活支援コーディネーターを配置して進める生活支援サー

ビスの体制整備」が位置づけられることになります。 

次に P18 をご覧ください。７．地域包括支援センター及び生活支援・介護予防サービスの情報公表

についてですが、所在地や事業内容、サービス内容について、国のガイドラインに基づく介護サービ

ス情報公表システムを活用して、積極的に情報を公表することとしています。 
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続きまして８．市独自の在宅福祉サービスについてですが、(1)の生きがい対策事業として、① 

盟大学運営事業、②社会奉仕活動促進事業、③地区敬老会助成事業、④敬老祝金支給事業、⑤生きが

い活動支援通所事業、⑥高齢者バス特別乗車証及びバス回数券の交付事業、⑦はり・きゅう・あんま・

マッサージ施術費助成事業がございます。 

次のページをご覧ください。⑧老人クラブ育成事業、⑨高齢者趣味の教室運営事業、⑩老人福祉セ

ンター運営事業、⑪老人いこいの家運営事業がございます。 

次のページに入りまして、(2)の生活支援事業では、①老人福祉電話設置事業、②緊急通報装置貸

与事業、③軽度生活援助事業、④寝具洗濯乾燥消毒サービス事業、⑤日常生活用具給付事業がござい

ます。 

事業内容につきましては、それぞれの説明をご覧くださるようお願いいたします。 

以上で第６期高齢福祉計画の説明を終わります。 

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

高渕委員：今説明いただいたのでこれで結構だと思いますが、ひとつ気になるのがあります。高齢化が

進むことによって、施設等に入所することになります。その時に空き家というのが今後増えてくる可

能性があります。空き家対策をこれと一緒にする必要はないですが、関係部署と連携を取りながら空

き家対策についても議論を向ける必要があるのではないかなと思います。したがって、計画に載せる、

載せないは別です。その他として受け取っていただいて構いませんが、その辺もあるのではないかと

危惧しています。採用する、しないは別です。 

議長（坂本部会長）：ご意見として承ります。高齢者の方が入所した場合に、その方の家が空き家にな

るということも考えたほうがよいですよというご意見でございました。他に御意見ございませんか。 

委員：なし 

議長（坂本部会長）：ほかに御質問等ないようですので、(1)については事務局説明のとおり取り計りた

いと思いますのでよろしくお願いします。 

次に、(2)第６期計画サービス基盤整備について、事務局から説明願います。 

事務局（松長主幹）：事務局：(2)第６期計画のサービス基盤整備についてご説明いたします。 

  １ページをお開きください。これまでの経緯でございますが、第４回部会で事務局案を提示し、そ

の後、委員の皆様からいただいた御意見を反映した修正案を、第５回部会でお示しいたしました。部

会終了後も、新たな御意見は寄せられていないことから、修正案に対する追加・変更はありません。 

サービス基盤整備の内容ですが、 

・介護老人福祉施設 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、 

・認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 新設の２ユニット 18床分と定員基準の上限に満

たない事業所の増床１床分を合わせ 19床 

・認知症対応型通所介護 12 人分の整備のほか、定員基準の上限に満たない５事業所で各２人ずつ増

員し、計 22 人分 

・短期入所生活介護（ショートステイ） 10 床を２か所 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ２か所 

・複合型サービスまたは小規模多機能型居宅介護 ２か所 

としております。 

これらの施設サービスと在宅サービスをバランスよく効果的に組み合わせることにより、入所待機

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
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システムの構築に対応して参りたいと考えております。 

以上でサービス基盤整備の説明を終わります。 

議長（坂本部会長）：ただ今、事務局からサービス基盤整備について説明がありました。前回の説明後、

皆様の方から特段の御意見がないということで前回の案のままでの説明がありました。何か御質問等

がございますでしょうか。 

委員：なし 

議長（坂本部会長）：御質問等なければ、この案で進めることでよろしいでしょうか。 

委員：はい 

議長（坂本部会長）：サービス基盤整備についてはこのように取り計らいます。第６期計画のサービス

基盤整備についてはこのように決定することといたします。 

次に、(3)指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設入所指針（案）について、

事務局から説明願います。 

事務局（下平主事兼介護支援専門員）：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)「指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老

人福祉施設入所指針（案）について」をご覧ください。まず、本日の説明資料は、１ページと２ペー

ジとなり、３ページ目以降は、指針（案）、別紙１から３の様式となっております。 

新年度からの介護保険法の改正により、指定介護老人福祉施設、いわゆる特別養護老人ホームへの

入所指針の作成が必要となりました。厚生労働省からの通知において、指針作成にあたっては、自治

体と関係団体が協議し、作成することが適当であると示されていることから、入所指針案について委

員の皆さまに御審議いただきたいと思います。 

１ページ目は、現行の入所までの流れと改正後の入所までの流れを示しております。改正によって

必要となった手続き部分については、斜めの線が入った矢印で示しております。 

現行の制度では、要介護１以上の方であれば、特別養護老人ホームに入所することができることと

なっております。 

しかし、平成 27 年４月１日以降は、特別養護老人ホームの新規入所者は、原則として要介護３以

上に限定され、要介護１及び２の方についてやむを得ない事由がある場合は、市町村の関与のもと、

特例入所が認められることとなります。 

この「やむを得ない事由」とは、認知症や知的障がい、精神障がいにより日常生活に支障を来すよ

うな症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁にみられること、家族等による深刻な虐待が疑われる等に

より、心身の安全・安心の確保が困難な状態であること、単身世帯、あるいは同居家族が高齢又は病

弱である等により、家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給

が十分に認められないことという４点が示されております。特例入所においては、施設と市が情報共

有し、特例入所の要件である「やむを得ない事由」に該当するかどうか、施設が市に対して意見を求

めることとなります。 

２ページ目をお開きください。当指針については、透明かつ公平な運用を図る観点から、①入所判

定対象者の選定について、②施設が申込者の入所の必要性の高さを判断する基準、③施設が当該指針

の基準を当てはめて入所を決定する際の手続き、④措置委託などの項目を盛り込むことが必要となり

ます。 

次に、指針（案）のポイントについて、御説明いたします。１点目は、「施設と市が情報共有する

方法」、「市からの意見表明方法について」でございます。資料の７ページと８ページをご覧ください。 
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７ページの別紙１「入所申込者評価基準に係る意見書（案）」についてですが、入所申込時に在宅

で担当しているケアマネジャーなどが記載し、施設側へ提出することとなります。要介護１及び２の

方のみ、市へ情報提供することに同意する欄を設け、施設と市が情報共有する方法にしたいと考えて

おります。 

次に、８ページの別紙２「特例入所に対する意見書（案）」についてですが、別紙１「入所申込者

評価基準に係る意見書」の記入項目から、特例入所の要件である「やむを得ない事由」に該当するか

どうかを確認し、別紙２「特例入所に対する意見書（案）」によって、施設に対して意見表明してい

きたいと考えております。 

２点目のポイントですが、「入所判定対象者の選定方法、入所の必要性の高さを判断する基準につ

いて」ですが、青森県介護老人福祉施設入所指針に準拠し、別紙１「入所申込者評価基準に係る意見

書」と「入所申込者評価基準」を作成いたしました。９ページの「入所申込者評価基準」をご覧くだ

さい。県指針との相違点は、①入所待機者について、待機年数に応じて配点をいたしました。②施設

入所の判断の主体はあくまで施設であることから、施設の裁量で決めることができる点数の枠を設け

ました。 

また、別紙１及び別紙３につきましては、事前に市内及び周辺市町村の特別養護老人ホームへアン

ケートを実施し、全ての施設から「活用してよい」との返答がありました。 

最後に、今後のスケジュールについて御説明いたします。今回初めて指針（案）を示したところで

ありますので、指針（案）について御意見・御質問等がございましたら、今月 30 日までにいただき

たいと考えております。皆様からの御意見等を踏まえ、指針（案）の修正等を行ったものを、来月 12

日の部会において再び御審議いただいた後に、指針を制定して参りたいと考えております。 

なお、指針が制定された後、市内及び周辺市町村の特別養護老人ホームへ制度改正や指針の内容等

について、周知して行く予定です。 

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、これは今日ここで決めるというわけで

はございません。今の説明を受けて１月 30日までに何か不明な点、御意見等を事務局までいただき

たい。それらを踏まえて次回２月 12 日に決めたいと事務局案の案でございます。考えるにしても今

ここで聞いておきたいというのがございますか。 

山本委員：全体の待機者と要介護１と要介護２がどれぐらいのパーセントあるか数字を教えてください。 

議長（坂本部会長）：全体の特養待機者数と要介護１と要介護２のパーセントですか。 

山本委員：要介護３から要介護５でもいいですがお知らせください。 

事務局（岩崎副参事）：手元に詳しい資料を持って来ていなかったですけれども、施設整備を考える時

の資料ということで前にお示ししたのでは平成 25年 10 月現在で八戸市では要介護４・５の在宅の方

を待機者として計上しています。その方々の数が 178 名になっていたと思います。 

議長（坂本部会長）：山本委員、よろしいですか。 

山本委員：はい。 

議長（坂本部会長）：他に御質問等ございませんか。 

李澤委員：入所申込ですが、役所の方々はご存知かと思いますが、申込の方々は一人１か所ではないん

です。２か所３か所を申込んでいる方がいる現実は御存知ですよね。申込について、例えば辞退する

場合と書いてありますが、一施設が分かっても違う施設がその情報をどういうふうに していただけ

るのかをお伺いいたしました。 
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事務局（下平主事兼介護支援専門員）：指針案の資料４ページ目の 10その他というところを見ていただ

ければよいと思いますが、10の(2)申込者の調査及び関係機関との連携というところに盛り込んでい

るのですけれども、施設がまず原則１年に１回調査を行うことで的確な情報把握に努めることを指針

案の中に盛り込んでいるのですけれども、市から申込んでいる施設に対しての情報提供ということで

よろしかったでしょうか。 

李澤委員：面接に来た方には、答えられる方には答えてもらっているのですけれども、なかにはわから

ない方がほとんどです。やはり、申し込みの方々は、転ばぬ先の杖ではないのですけれども、介護保

険制度の趣旨に則れば、自由に選択できるということですよね。そうであれば何か所でもいいのです

けれども、そのへんに関して現場で見ていれば、やはり、自分の所だけかなあと思えば他にも申し込

みをしています。そうすれば横の連携が密に必要になってくるわけです。そのとき、うちに申し込ん

でいるのに、「そちらはどうですかね。」と聞きにくい点も多々あると現場では感じているものですか

ら、役所がもしよろしければコーディネイトできる立場になっていただければ助かるなというのが要

望でございます。 

事務局（下平主事兼介護支援専門員）：要望として伺いたいと思います。 

議長（坂本部会長）：要望だということですね。他にございますか。 

委員：なし 

議長（坂本部会長）：ないようですので、これは今日ここで決めるというわけございませんので、１月

30 日までに委員の皆様、今日出た意見を踏まえて、それ以外にもありましたら事務局にご提案いただ

きたいと思います。それではこの件についてはこのぐらいにし、あとは次回に決定していきたいと思

います。 

次に、(4)地域密着型サービス事業所の指定更新について、事務局から説明願います。 

事務局（田崎主事）：介護保険課の田崎でございます。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を御覧ください。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 27 年１月 17 日から平

成 27年２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４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。

そのうち１事業所については事後報告となりますが、平成 27 年１月 17日に指定の有効期間満了日を

迎える「グループホームぬくもり」については、平成 27 年１月８日に指定更新を行いましたので御

報告いたします。また、残りの３事業所についても、順次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・御意見等ありませんか。 

委員：なし 

議長（坂本部会長）：この報告を了承いただいたものとして取り計らいます。 

 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。 

今後の介護・高齢福祉部会でございますが、第６期介護保険事業計画における介護保険料について

の案件を予定しております。現在、国では平成 27年度予算案についての審議が進められているとこ

ろでございますが、報道によりますと、低所得者の介護保険料軽減については、来年度は第１段階の

保険料を５％軽減する一部実施いたしまして、平成 29年度から市民税非課税世帯を対象として完全
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実施することが示されたところでございます。また、介護報酬改定では、先週の大臣折衝におきまし

て、全体で 2.27％のマイナス改定が示されたところでございます。各サービスごとの改定率やまた、

報酬の加算など、詳細につきましては今後明らかになってまいりますことから、以前にお出ししまし

た第６期介護保険料についての資料の見直しが見込まれる状況となってございます。委員の皆様にお

かれましては、お忙しいところ大変恐縮ではございますが、次回の介護・高齢福祉部会は、報酬改定

の詳細について分かり次第、ご案内いたしたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。

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６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。 

 


