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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４４４４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 11 月 28 日（金）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、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（17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、佐藤主幹、松長主幹、下平主事兼介護支援専門員、 

木村主事、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４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。委員の皆様方に

おかれましては、大変お忙しい中、集まりいただき、誠にありがとうございます。 

さて、本日はご案内いたしておりますとおり、基本の部分であります、サービス基盤整備方針及

び保険料の設定方針についてご審議いただいて御意見を伺いたいと思います。地域支援事業につい

て、さらには平成 27 年度地域包括支援センター体制整備の方針についてなど５つの議案について

ご審議いただきたいと思います。これから第６期計画にかかる方針について事務局から説明を受け

た上で、委員の皆様方から、サービス基盤整備等の方針についての御意見を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、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。 

  はじめに、今回の資料のポイントについてですが、第６期計画では、計画期間の平成 27年度か

ら 29年度の保険料見込みに加え、団塊の世代が後期高齢者となり、サービス量の増大が見込まれ

る 2025 年、平成 37年度の水準も推計することとなっているため、平成 32年度・37年度の見込み

も記載しています。 
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  推計にあたっては、国から配付されました、介護保険事業計画用ワークシートを使用しておりま

す。この推計シートは、過去の認定者の人数、給付費の実績と、国立社会保障・人口問題研究所が

作成した「日本の地域別将来推計人口」のデータを入力することにより、自動計算により給付費や

保険料の推計値が算出されるものです。 

  また、今回の資料は、保険料算定の基礎となる第６期の介護報酬改定率等、現時点で国において

検討中のものがあるため、報酬改定は見込まない推計となっております。今後の国からの通知があ

り次第、再度推計作業を行う予定です。 

  それでは、資料の１ページをご覧ください。第６期計画期間中の各年度における高齢者等の状況

を示しております。平成 24 年度から 29年度、32年度、団塊世代が後期高齢者となる平成 37年度

（2025 年度）までの推計人口をグラフで表しております。 

２ページは、１ページの推計人口を表にしたものになっており、平成 32年度においては前期高

齢者人口が 34,729 人、後期高齢者人口が 34,787 人と、後期高齢者の人口が前期高齢者と逆転して

おります。また、高齢化率は平成 37 年度 33.9％となり、40 歳から 64 歳までの第２号被保険者の

人数を上回る見込みです。 

３ページをお開きください。こちらは要介護（要支援）認定者数の見込みとなっております。要

介護認定者数の見込みの推計方法ですが、第１号被保険者、第２号被保険者ともに、平成 24年度

から 26 年度までの各年度９月末現在の認定者数と被保険者数から認定率を出し、平成 25年度から

26 年度の認定率の伸び率をもとに、平成 27年度以降の要介護度別の認定者数を出しています。介

護の必要性が高まる 75歳以上の高齢者が増えることから、認定率についても上昇が続く見込みで

す。 

４ページは、５ページに渡りまして第６期計画、平成 32 年度、37 年度における介護保険事業総

費用の見込を表しており、４ページでは介護給付費及び予防給付費の各サービスの費用の見込を、

５ページでは介護給付費と予防給付費を合わせ、さらに介護予防・日常生活支援総合事業費などの

地域支援事業費等を含めた総給付費の見込を表しております。 

介護給付費及び予防給付費の推計方法については、介護保険事業状況報告を活用して平成 24、25

年度給付実績及び 26 年度実績見込みを整理し、各年度のサービス利用者の見込み人数に平成 26 年

度サービス種類ごとに1人１月あたりの給付費を掛け、さらに 12か月を乗じて算出したものです。

第６期計画における保険給付費の推計結果は３年間で 631 億 5,588 万２千円となっており、第５期

計画の 528 億 3,290 万円に比べて約 103 億円、20％の伸びとなっております。 

６ページをご覧ください。こちらは保険料の段階ごとの被保険者数の推移について示したもので

す。第６期の保険料についてですが、国からは、基準の所得段階を現在の６段階から９段階にする

こと、低所得者の保険料の軽減のため、消費税を財源とした公費による軽減を行う方針が打ち出さ

れています。 

推計方法は表４の２のところで示してありますが、国の標準段階の９段階のとおり、平成 26年

９月末現在の保険料賦課実数における各区分ごとの人数構成比を各年度の第１号被保険者の推計

人口に乗じて表しております。八戸市では、所得の低い、第１段階の構成比が 21.7％と、全体の約

５分の１となっております。 

７ページをお開きください。表４の３は、国の標準段階において第９段階である高所得者層をさ

らに４つの段階に細分化し、第 12段階まで区分けした被保険者数の推移を示しております。 

８ページから 10 ページは、保険料基準月額の試算について表したものです。まず８ページは国
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の標準段階のとおり、所得段階を９段階に区分し、保険料基準額に対する割合も国の基準のとおり

としたものです。 

所得段階の加重を考慮した被保険者数は、１人当たりの保険料を算出するため、所得段階によっ

て異なる負担割合・人数を、第６期３年間の延べ人数に算定しなおしたもので、186,548 人となっ

ております。次の表は、先ほど５ページで示しました介護保険総給付費に、第１号被保険者負担割

合を乗じ、調整交付金見込額を差し引いた保険料必要額を示しております。この保険料必要額 134

億 5,124 万 8,940 円を、加重平均を考慮した第１号被保険者数 186,548 人で割り、さらに 12ヶ月

で割って、予定収納率 98％とすると保険料基準月額は 6,131 円となります。参考までに平成 32 年

度は 7,479 円、平成 37年度は 9,000 円となる見込みです。 

９ページをお開きください。このページは、国の標準段階において第９段階である高所得者層を

さらに４つの段階に細分化し、第 12 段階まで区分けした場合です。各年度の所得段階別被保険者

数の見込みは７ページで示した数値を使用しており、基準額に対する割合は第１段階から第８段階

までは国が示した割合と同じとし、第９段階から第 12段階までを新たに設定したものです。この

場合、所得段階の加重を考慮した被保険者数は 187,995 人となり、保険料基準月額は 6,084 円とな

ります。 

10 ページをご覧ください。このページは９ページと同様、所得段階は 12段階のままとし、公費

負担による保険料軽減を見込み、低所得者の保険料を据え置いた場合の試算です。基準額に対する

割合は基準である第５段階を除き新たに設定したものです。なお、第１段階から第３段階までは保

険料を公費負担により軽減措置する前であるため、国が示した割合よりも高くなっています。この

場合、所得段階の加重を考慮した被保険者数は 193,441 人となり、保険料基準月額は 5,913 円とな

ります。 

11 ページをお開きください。サービス基盤整備・保険料設定方針についてです。第６期計画では、

団塊世代が後期高齢者となる 2025 年に向け、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、後期高齢者、認知症高齢者など医療と介護の両方が必要な人の増加、入所待

機者の解消に対応するサービス基盤を効率的に整備したいと考えております。 

  また、第一号被保険者の保険料については、要介護認定者数の増による給付費の増大が見込まれ

るなか、介護保険制度を持続可能なものとするため、保険料の引き上げはやむを得ないところです

が、必要最小限の引き上げ幅に抑え、給付と負担のバランスを考慮した保険料の設定について検討

したいと考えております。 

  特に需要が見込まれるサービスとして、地域包括ケアシステムの中核的な役割を担うサービスで

は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、複合型サービス、入所待機者を

解消するためのサービスでは介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、短期入所生活介護、

認知症対応型共同生活介護、今後増加が見込まれる認知症高齢者に対応するためのサービスでは認

知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護があげられます。 

  このうち、具体的なサービス基盤整備（案）は、表のとおりです。短期入所生活介護 10床を併

設した介護老人福祉施設 29 床、認知症対応型共同生活介護 10 床、認知症対応型通所介護 12 人分、

既存事業所の定員増加分５か所、短期入所生活介護 10床、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１か所となっております。 

下の表は、参考として、基盤整備が第６期計画期間の平成 29 年度から開始されると仮定し、サ

ービスごとの定員１人あるいは１事業所あたりの保険給付費が保険料にどのくらいの影響を与え
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るかについて試算したものです。 

  次の資料は、第５期保険料と第６期保険料の比較を表したものです。網かけ、太枠で囲まれてい

る部分が基準となる段階であり、それぞれ保険料基準月額を示しています。表の左側から第５期保

険料、第６期保険料において所得段階を標準９段階のままとした場合、所得段階を弾力化し 12 段

階とし第９段階からの料率を設定した場合、公費負担による保険料軽減を見込み、低所得者の保険

料を据え置いた場合です。第６期の第１段階から第３段階は、低所得者の保険料軽減があるため、

軽減後の保険料と料率を下段に示しています。 

次のカラーコピーは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び複合型サービスについての資料で

す。これらは、第６期計画におけるサービス基盤整備（案）として新たに含めたものであり、定期

巡回・随時対応型訪問介護看護は、重度者を始めとした要介護高齢者の在宅生活を 24 時間支える

仕組み作りと、医療ニーズが高い高齢者に対して医療と介護との連携を充実するため、日中・夜間

を通じて、訪問介護と訪問看護の両方を提供し、定期巡回と随時の対応を行うサービスとして創設

されたものです。２枚目は人員配置についてです。また、３枚目は複合型サービスについてです。

この複合型サービスは、医療ニーズの高い要介護者に対応するため、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を提供するサービスとして創設されたものです。以上で説明

を終わります。 

議長（坂本部会長）：ただいま説明を受けましたが、ここで決めるというわけではございません。今

回初めて資料の具体的な説明がありましたので、もちろん御意見のある方はお聞きしますが、来週

くらいまでにそれぞれ持ち帰って検討した上で、質問あるいは要望などを事務局のほうに話してい

ただきますようお願いします。今日ここで皆様全員からというわけではありませんが、御質問等ご

ざいますでしょうか。実質、今日この会議からスタートということですが、整備の量と保険料のあ

り方について御意見・御質問等ございませんか。 

委員：なし 

議長（坂本部会長）：御意見・御質問等がなければ、本日、説明を受けたわけですが、委員の皆様に

おいては１週間後の 12月５日（金）までに事務局へ電話あるいはＦＡＸ等で、こういうふうにし

たらいかがでしょうかということを言っていただきたいと、量も具体的に、こういうサービスを１

か所とか何ベッドという説明が出ていましたので、いろいろ考えてもっと整備したほうが良いとか

出されれば事務局としても委員の皆様の意見をお聞きした上で、整備か所が増えたり減ったりして

次の 12 月の会議に皆様から出された意見をまた皆様の前で説明した上で議論していきたいという

ふうに考えております。そのように取り計りたいと、今日この場では御意見等ないようですので、

そのようにお願いしたいと思います。 

それでは次に、(2)の「地域支援事業について」、事務局から説明をお願いします。 

事務局（中居地域包括支援センター所長）：それでは、第５期高齢者福祉計画の地域支援事業の実績

および第６期高齢者福祉計画の地域支援事業の主なものについてご説明いたします。座って説明さ

せていただきます。お手元の資料(2)地域支援事業についてをご覧ください。 

まず第５期における地域支援事業の実績ですが、地域支援事業は１ページからの介護予防事業、

８ページからの包括的支援事業、14ページからの任意事業があり、概ね計画どおり進んでおります

が、１ページのイ）通所型介護予防事業の総合型介護予防事業、２ページの口腔機能向上事業、３

ページの栄養改善事業、訪問型介護予防事業については、参加する方が少なく今後実施方法の検討

や必要性についてさらに周知していく必要があると考えております。 
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次に、19ページの新しい総合事業実施前と実施後の地域支援事業について、20ページの新しい

総合事業実施前、実施後のサービスの手続きについてですが、こちらは最後に説明させていただき

ます。 

次に平成 27 年度から 29年度までの第６期計画について説明させていただきます。21 ページをご

覧ください。介護予防事業の二次予防事業対象者把握事業についてですが、23年度から 26 年度ま

では、基本チェックリストを郵送し対象者の把握を行っておりますが、通所型介護予防事業につな

がる方が少なく効果的な方法ではないことが判りました。 

以上のことから 27年度からは郵送による把握は行なわないこととし、関係課等からの情報提供

や個別訪問による基本チェックリストを行い、直接事業の利用を勧めていく予定としております。 

22 ページをご覧ください。口腔機能向上についてですが、26 年度までは市内４か所のデイサー

ビス事業所に委託し実施しましたが、27年度からは歯科医師会へ委託し、身近な場所で実施するこ

とにより参加者の増加を図っていく予定となっております。 

次に 24 ページから 26 ページについてですが、一般介護予防事業の計画となっております。一般

介護予防事業計画については、第５期計画と大きな変更はありません。 

なお、介護保険制度の見直しにより、当市では、29 年４月までに「新しい介護予防・日常生活支

援総合事業」いわゆる「新しい総合事業」を実施することになりますが、新しい総合事業実施後は、

介護予防事業は、新しい総合事業へ移行予定となります。 

次に 29 ページをご覧ください。③権利擁護事業のア）八戸市高齢者・障がい者虐待対策ケース

会議についてですが、高齢者及び障がい者虐待に関係する団体からの推薦を受けた者で構成し、高

齢者及び障がい者虐待に対する支援策や関係機関の連携体制の構築などについて意見を聴取し、市

が行う事業の参考にします。 

次に 30 ページをご覧ください。エ）の地域ケア会議ですが、今般の介護保険制度改正の中で新

たに包括的支援事業として、「地域ケア会議の推進」「認知症施策の推進」「在宅医療・介護連携の

推進」「生活支援サービスの体制整備」に係る事業が位置づけられました。地域ケア会議は、支援

が困難な事例について、保健・医療・福祉等の多職種が連携し、多様なサービスが一体的に提供さ

れるよう支援内容を検討し、支援内容の検討による課題解決を通じて、地域の関係機関等のネット

ワークの構築や地域課題の把握に努めるもので、年６回の開催を計画しております。 

次に 31 ページをご覧ください。⑤認知症施策の推進についてですが、早期診断・早期対応によ

り、認知症になっても住み慣れた地域で暮し続けられる支援体制づくりとして、認知症地域支援推

進員の配置、認知症ケアパスの作成を行う予定です。また認知症初期集中支援チームの配置につい

ては委託を含めて検討し配置していく予定です。 

⑥の医療と介護の連携については、医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた

地域で自分らしい暮らしを最後まで続けることができるよう、在宅医療と介護サービスを一体的に

提供するために、居宅に関する医療機関と介護サービス事業者などの関係者の連携を推進するもの

で、ア）地域の医療・介護サービス資源の把握から 32ページのク）二次医療圏内・関係市区町村

の連携の８つの事業を段階的に実施する予定です。 

⑦生活支援サービスの体制整備については、生活支援サービスの充実に向けて関係する主な団体、

機関に参画を求め研究会を立ち上げ、地域のニーズと資源の把握を行い、ボランテイア等の生活支

援の担い手の養成・発掘等の地域資源の開発等を行うものです。 

35 ページをご覧ください。エ）定住自立圏八戸市あんしんカード事業についてですが、徘徊する
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おそれのある認知症高齢者の情報を事前に登録し、徘徊高齢者の速やかな保護を図ることを目的と

し、登録情報は、高齢福祉課と八戸警察署で共有しています。以上主な事業について説明させてい

ただきました。次に、19ページ 20ページの総合事業について、嶋森高齢福祉グループリーダーよ

り説明いたします。 

事務局（嶋森副参事）：高齢福祉課の嶋森と申します。新しい介護予防・日常生活支援総合事業につ

いて説明いたします。 

19 ページをお開きください。新しい総合事業実施前と実施後における地域支援事業の体系図につ

いて示しております。 

現行の介護保険制度は、要介護１～５の方を対象とした「介護給付」と、要支援１・２の方を対

象とした「介護予防給付」、及びそれ以外の方に対する「地域支援事業」の３つに分かれておりま

す。そのうち地域支援事業については、第１号被保険者に対して実施されている「介護予防事業」、

地域包括支援センターの業務である「包括的支援事業」、給付費の適正化や介護家族の支援を行う

「任意事業」の３つにより構成されております。 

今回の介護保険制度の改正によって、体系図の左側に示されております「介護予防給付」のうち

「訪問介護」と「通所介護」が、また、その下にございます地域支援事業のうち「介護予防事業」

について、平成 29年４月までに、右側にあります「新しい介護予防・日常生活支援総合事業」へ

移行する予定としております。 

総合事業の趣旨は、市町村が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、

多様なサービスを充実することで、地域の支え合い体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果

的かつ効率的な支援等を可能とすることを目指すものとされております。 

予防給付いわゆる要支援１・２の方のうち、訪問介護・通所介護について、市が地域の実情に応

じた取組ができる介護保険制度の地域支援事業へ移行することによって、既存の介護事業所による

既存のサービスに加えて、ＮＰＯ、民間企業、ボランティアなど地域の多様な主体を活用して高齢

者を支援できるようになります。 

20 ページをご覧ください。上段に従来のサービス利用手続きと、下段に総合事業実施後のサービ

ス利用手続きをお示ししております。 

従来、サービスの利用を申請する場合は、必ず要介護認定の申請が必要でしたが、総合事業実施

後は、被保険者からのサービス利用について相談を受けた場合、窓口担当者より総合事業等を説明

した上で、基本チェックリストを活用・実施し、利用すべきサービスの区分（一般介護予防事業、

サービス事業及び給付）の振り分けを実施いたします。 

利用者に対して、介護予防・生活支援を目的に、その心身の状況に応じて、その選択に基づき、

適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう、専門的視点から介護予防ケアマネジメントを行

います。以上でございます。 

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）：御質問等ないようですので、(2)の報告について了解したものとして取り計らい

ます。 

次に、(3)の「平成 27 年度八戸市地域包括支援センター体制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（中居地域包括支援センター所長）：それでは、平成 27 年度からの八戸市地域包括支援センタ
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ーの体制整備の方針について御説明申し上げます。お手元の資料(3)平成 27 年度八戸市地域包括支

援センター体制整備の方針について御覧ください。 

まず、体制整備の背景でございますが、高齢者人口の増加や社会情勢の変化に伴い、高齢者虐待

などの対応が困難なケースや、一人暮らしの認知症高齢者に関する相談などが増加しており、現在、

高齢福祉課内に設置しております、市直営の地域包括支援センターの職員の体制強化が必要な状況

にございます。 

加えて、来年度からの介護保険制度改革により、新たな施策の推進の必要性が示されるとともに、

地域包括支援センターに係る人員基準等を定める条例の制定が義務付けられております。条例では、

国が示す基準をもとに員数等を設定することになりますが、基準を満たすためには資格を持った専

門職員の増員が必要となってまいります。 

このような背景を受けまして、平成 27年度からの体制について検討した結果ですが、２ページ

のとおりとなっております。まず、現体制でございますが、市の高齢福祉課内に直営の地域包括支

援センターを１か所設置しており、相談業務等を12の生活圏域の在宅介護支援センターに委託し、

連携を図りながら運営しております。 

次に、来年度からの体制でございますが、体制強化に向けた再編措置として、在宅介護支援セン

ターに併設する形で市直営のサブセンターを設置し、職員を配置いたします。 

ここで、職員の配置方法を資料の中段でお示ししておりますが、太い矢印で表記しておりますと

おり、在宅介護支援センターに所属している有資格職員を在籍出向職員として市直営の地域包括支

援センターに迎えます。 

そして、その出向職員に市職員の身分を有していただき、点線の矢印のとおり、在宅介護支援セ

ンターに併設する形で設置するサブセンターへ配置いたします。 

このような方法により、サブセンターにそれぞれ専門職員を２名程度配置し、人員体制の強化を

図るとともに、サービスの充実に努めてまいりたいと考えております。 

なお、サブセンターを設置する法人に対しましては、人件費等を含む運営費を負担金としてお支

払する予定としております。 

最後に、今後の地域包括支援センターの体制ですが、来年度からのサブセンターの設置・運営を

経て、平成 30年度を目標に地域包括支援センターの「全面委託」を検討してまいります。 

委託方式では、地域に密着したセンターを設置することで、これまでよりもきめ細やかなサービ

スを提供することが可能となりますことから、サブセンターの設置による効果を検証しながら、委

託に向けた準備を進めてまいりたいと考えております。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、何か御質問等ございませんか。こう

いう方針で 27年度からサブセンター、30 年度から全面委託という２段階でございます。 

委員：なし 

議長（坂本部会長）：御質問等ないようですので、この説明を了承したものとして取り計りたいと思

います。 

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。 

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(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 26年 12 月 23 日から
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平成 27年１月 28日までに指定の有効期間満了日を迎える小規模多機能型居宅介護事業所が１事業

所、認知症対応型共同生活介護事業所が１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、御質問等ありませんか。 

委員：なし 

議長（坂本部会長）：御質問等ないようですので、この報告を了承したものとして取り計りたいと思

います。 

  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。 

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事業所名「居宅介護支援センター長苗代」の委託事業者としての承認をお

願いします。(2)の当該事業所の職員に関する事項ですが、介護支援専門員１名、常勤・専従、経

験年数 10年、受持利用者数２名、給付管理者数０、事業所全体の受託可能件数は２件となってお

ります。(3)の給付管理者数は０でございます。最後に、(4)委託事業者数でございますが、合計 86

事業所、委託可能見込数は 1,148 件となります。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、御質問等ありませんか。 

委員：なし 

議長（坂本部会長）：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 12月 17 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４回介護・高齢福祉部会を閉会いたします。本日はど

うもありがとうございました。 

 


