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平成 26 年度第８回 八戸市健康福祉審議会 介護・高齢福祉部会 会議録 

日時 平成 27年２月 12日（木）午後１時 30 分 

場所 八戸市庁別館２階会議室Ｃ 

○出席者（17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、 

室岡委員、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（なし） 

○事務局（14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 

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８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 17名で委員の皆様全員にご出席いただいております。それでは、

議長は部会長に務めていただきます。坂本部会長よろしくお願いいたします。 

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、全委員ご出席いただき、誠にありがとうございます。 

さて、本日の議題はご案内のとおり、第６期計画の保険料、第６期高齢者福祉計画（案）、指定介

護老人福祉施設の入所指針（案）など４件となっております。前回、２月６日の第７回の部会でご審

議をいただきました第６期の保険料や入所指針について、決定をしていただきたいと思っております。 

また、今年度は部会を８回開催させていただきました。第６期計画をはじめとした様々な案件につ

いてご審議いただいたところであり、本日が今年度最後の部会となりました。皆様には厚く御礼申し

上げます。 

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期計画の保険料につ

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期計画の保険料についてご説明いたします。 

前回、第７回介護・高齢福祉部会において、介護報酬改定を受けて再計算した給付費に基づき、算

定した保険料の案をお示しいたしました。 

国の基準のとおりの所得段階区分・保険料率で算出した保険料基準月額は 5,922 円となり、5,900

円を目安として、高所得者層である第９段階をさらに２つの段階に分け、最高料率を第５期と同じ 2.0

とした４つのケースで試算しております。 

前回の部会終了後、委員の皆様からの御質問・御意見はありませんでした。 

事務局といたしましては、所得の低い第２段階の保険料率を 0.05 引き下げ、所得の高い段階につ

いては、国の基準のとおりとするケース３としたいと考えております。 

今後についてですが、本日ご審議いただいた内容により、保険料を規定する介護保険条例改正案を
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３月議会に上程し、平成 27 年４月の施行を予定しております。 

また、第１段階の公費負担による保険料軽減につきましては、今年度末に関係する政令が公布され

る見込みであり、これを受け、保険料率 0.5 を 0.45 に軽減する条例改正を行う予定です。説明は以

上です。 

議長（坂本部会長）：ただ今、いろいろ試算した結果、ケース３で進めたいと、事務局から説明があり

ました。前回の部会終了後、何かありましたらご連絡くださいということでしたが、委員の皆様から

御意見等が無かったということでした。あらためて何か御質問等ございませんでしょうか。 

委員：なし 

議長（坂本部会長）：御質問等ないようですので、事務局から説明があったように、第６期の保険料に

ついてはケース３のとおり決定してよろしいでしょうか。 

委員：異議なし 

議長（坂本部会長）：御異議ありませんので、全員出席の満場一致で事務局案のケース３のとおり決定

させていただきます。ありがとうございました。 

  次に、(2)の第６期八戸市高齢者福祉計画案について、事務局から説明をお願いします。 

事務局（松長主幹）：(第６期高齢者福祉計画案について説明） 

(2)第６期八戸市高齢者福祉計画（案）についてご説明いたします。 

  本日の資料は、これまでご審議いただいた内容について、第６回介護・高齢福祉部会で御説明しま

した、国の指針に沿った形式でまとめたものとなっております。 

  目次をお開きください。計画に必ず記載しなければならない基本的記載事項は、71 ページからの日

常生活圏域とその状況、109 ページからの各年度における介護給付費等対象サービスの種類ごとの量

の見込み、135ページからの各年度における地域支援事業の計画の部分となっております。 

このうち、109ページからの介護給付費等対象サービスの見込みについては、先週２月６日、厚生

労働省社会保障審議会介護保険給付費分科会において、サービス毎の詳細な改定率が示されましたが、

国の事務連絡のとおり一律 2.27％引き下げるものとして算定した数値を記載しています。 

  第５期までの計画策定の際には、今回資料のような計画案を１月の時点で作成し、委員の皆様に御

説明した後、パブリックコメントを実施し、計画案の承認をいただいておりました。 

今回の策定にあたっては、国においてサービス基準や介護報酬改正の詳細が示されるのが１月以降

となったことから、給付費見込み等の数値を確定できず、本日の部会においての提示となりました。 

  また、パブリックコメントにつきましても、当初、詳細な介護報酬改定率決定後、給付費・保険料

の見直し作業を経てからの公表を予定しておりましたが、スケジュールの都合上、やむを得ず、１月

の第６回部会までにご審議いただいた、基本方針・サービス基盤整備等の内容を反映した計画素案の

概要という形で実施いたしました。 

期間は、平成 27 年 1 月 26 日から２月９日までの 15 日間、周知方法は、市庁受付、介護保険課、

高齢福祉課等の関係窓口、各市民生活センターや公民館での閲覧、市ホームページ上での公開です。 

計画素案に対する意見の提出はありませんでした。 

  今後の作業といたしましては、事務局において、前回第７回部会でご承認いただきましたサービス

基準の改正内容に従って、語句の修正等を行います。 

  また、委員の皆様には、計画案についての御意見がありましたら、今月末までに事務局へお願いし

たいと考えております。 

  いただいた御意見をとりまとめ、修正した後、再度計画案を作成し、送付いたしますので、内容を
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ご確認いただいた上で、冊子の作成をしたいと考えております。説明は以上です。 

事務局（嶋森副参事）：(第６期高齢者福祉計画 総合事業の部分について説明) 

高齢福祉課の嶋森と申します。介護予防・日常生活支援総合事業についてご説明いたします。 

160 ページをお開きください。昨年 11月に開かれた第４回の部会で一度ご説明させていただいてお

りましたが、「介護予防・日常生活支援総合事業」については、開始時期を条例で定めることとされ

ておりますので、当市といたしましては、事業を実施するにあたり、新たなサービスの体制整備のた

めの準備期間及び利用者や事業者等に十分な周知期間が必要なことから、平成 29 年４月から開始す

ることを八戸市介護保険条例で定めたいと考えております。 

また、前回までにお示ししておりました「第３章 施策の取り組み」について、よりわかりやすい

ように語句の整理等を行っております。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、御意見・御質問等ありませんか。 

委員：なし 

議長（坂本部会長）：御質疑、御質問等ないようですので、地域支援事業の介護予防・日常生活支援総

合事業への移行は平成 29年度からとすること、及び第６期計画については事務局から説明があった

とおり決定したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

委員：異議なし 

議長（坂本部会長）：ご異議ありませんので、平成 29 年度からの移行ということで決定いたします。 

計画案のその他の内容につきまして、もし、このあと御意見・御質問がありましたら、事務局へお知

らせいただき、特になければ字句の修正等を含めて事務局にご一任をいただきたいと思いますが、よ

ろしいでしょうか。 

委員：はい 

議長（坂本部会長）：そのように取り計らいます。 

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(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。 

本日の資料の１ページ目は、第６回介護・高齢福祉部会開催時に頂いた御意見に対する回答となり、

２ページから８ページは市の入所指針（案）、９ページから 10 ページは県の入所指針（案）の入所申

込者評価基準、11ページは市と県の入所指針（案）の対照表となります。 

まず、第６回介護・高齢福祉部会終了後より１月末まで御意見・御質問をいただくこととなってお

りましたが、新たな御意見・御質問は寄せられていないことを御報告いたします。 

それでは、１ページ目についてですが、第６回介護・高齢福祉部会の際、「申込者において、複数

の特別養護老人ホーム入所申込を行い、いずれかの特別養護老人ホームに入所したにもかかわらず、

その他の施設に連絡がない場合が多く、施設間の調整が難しいため、市が各施設に入所情報や待機状

況を情報提供した方がよいのではないか」という御意見をいただきました。 

この御意見を受けて、市内の介護老人福祉施設の現状について聞き取り調査したところ、委員の御

意見のとおり、他の施設へ入所したことや、入所辞退等と言った申込者からの連絡はほとんどない実

態が確認されました。しかしながら、市が常時待機状況を把握し、情報提供することは、個人情報の

取扱い上、困難と考えております。 
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そこで、市といたしましては、申込書に添付する「入所申込者評価基準に係る意見書」を主に記入

するのがケアマネジャーの方々であることから、ケアマネジャーを対象とした研修会等を通して、担

当利用者に係る入所情報について、施設に対し情報提供して下さるよう、御協力をお願いしたいと考

えております。 

また、今後予定している施設対象の入所指針説明会におきましては、現状を踏まえ、資料下段の入

所の流れにありますとおり、受付・初回面接時、施設側から申込者に対し、申込辞退や状況の変化が

あった場合は、必ず連絡することについて、十分な説明をするようお願いしたいと考えております。 

次に、２ページから７ページの市の入所指針（案）についてですが、字句等の修正は行なっており

ますが、大きく修正した点はございません。２月５日県が入所指針（案）を示して来たことにより、

市の入所指針（案）と対比したところ、８ページの入所申込者評価基準において県の基準と相違が生

じました。詳細については、対照表にまとめましたので、11 ページをご覧ください。 

市内には、県指定の介護老人福祉施設と市指定の地域密着型介護老人福祉施設を両方運営している

法人が複数ございます。市と県の入所申込者評価基準に相違があることにより、入所申込者や施設関

係者に混乱が生じないよう配慮し、市の入所申込者評価基準を市としての独自性を残しながら、可能

な限り、県の基準に合わせる形で、今回修正案を作成してみました。 

第６回部会での指針案内容において、修正した部分は赤字で示し、県の基準に合わせて配点した部

分は、網掛けしております。 

まず、「１介護の必要の程度」につきましては、国の通知で示した表現を用いることとし、県の「１

要介護度・日常生活自立度」と同じ意味を示しております。また、配慮につきましては、県の基準に

合わせる形で、重度者の配点を増やしております。県の基準では要介護２の方に対しても配点してあ

りますが、法改正に伴い、介護老人福祉施設は中重度の介護が必要な方、要介護３以上の方を原則と

して入所対象とする考え方から、要介護２の方には配点せず、県の基準より 10点低く配点した結果、

県では 50点満点としたところ、市では 40 点満点といたしました。 

続いて、介護者の状況についてですが、当初市の案では「介護するものはいるが、要介護状態、病

気療養中、障害、高齢等の状況にあり、十分な介護が困難」として 15 点配点していたところを要介

護状態と要支援状態とを細分化した、県の基準に合わせ、「介護するものはいるが、要介護状態、病

気療養中、障がいを有するなどの状況にあり、十分な介護が困難」に 15点、「介護するものはいるが、

要支援状態、高齢等の状況にあり、十分な介護が困難」に 12 点へと見直しております。 

また、虐待（疑）がある場合についてですが、入所指針（案）「10 特別な事由による入所」②の措

置委託に該当する場合もあることから、但し書をつけ加えております。 

次に、県の基準にはなく、市の独自の基準となる「待機年数」についてですが、入所指針において、

国では、地域の特性に合わせて作成することを尊重する必要があると示しております。このことから、

市の介護老人福祉施設入所の待機者は約 180 名となっており、入所を待ち望んでいる多くの方々の待

機年数に配慮する形で当初案通り基準を設けたいと考えております。 

最後に、施設の裁量についてですが、県の基準では、「１要介護度・日常生活自立度」において、

経済的事由を含めた形で 15 点加点しておりますが、経済的事由については客観的な指標がないこと

から、施設の裁量による配点の形が望ましいのではないかと考え、県の「1要介護度・日常生活自立

度」での評価分を、施設の裁量で調整するとして、県の基準より５点多く配点しております。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。県のものとの比較表についても説明があ
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りました。御意見・御質問等ありませんか。 

（質疑応答） 

珍田委員：入所情報の情報提供についてケアマネジャーに御協力を願いたいということですが、どうい

う流れになるのか、もう少し詳しく御説明をいただきたい。 

事務局（下平主事兼介護支援専門員）：入所申込をご家族または本人が施設にするのですけれども、そ

の際に「入所申込者評価基準に係る意見書」を在宅で担当しているケアマネジャーがいる場合は、そ

のケアマネジャーにお願いする形になるのですけれども、入院している場合は違いますけれども、在

宅で介護している場合には担当のケアマネジャーがついている場合が多いことから、意見書を書いて

いただくケアマネジャーに研修会を通じて入所情報を施設へ情報提供していただくようお願いした

いと考えております。 

珍田委員：その場合、行政がやる場合には個人情報の取扱いに問題がないと、ケアマネジャーの場合は

問題ないでしょうか。 

事務局（下平主事兼介護支援専門員）：ケアマネジャーと事業所とですね、申し込みをされる方、本人

と契約を結ぶ時に事業所は個人情報の同意書にサインをいただいており、関係機関との連絡について

は情報提供してよいということで同意書をもらっている事業所がほとんどですので、そこには問題な

いと考えております。 

議長（坂本部会長）：ほかに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が、御異議ございませんか。 

委員：異議なし 

議長（坂本部会長）：御異議ないようですので、事務局案のとおり決定します。 

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。(4)「地域密着型サービス事業

所の指定及び指定更新等」について、御説明いたします。 

まず、（1）地域密着型サービス事業所の新規指定についてですが、第５期のサービス基盤整備にお

いて、公募選定した２つの事業所が、平成 27 年３月１日より事業を開始とし、指定予定となってお

ります。いずれも、小規模多機能型居宅介護事業所であり、１事業所目は社会福祉法人友の会が運営

する「小規模多機能ホーム長根の森」、２事業所目は株式会社東建設計が運営する「小規模多機能ホ

ーム椿
ちん

寿
じゅ

園
えん

」となります。 

  次に、（2）地域密着型サービス指定更新事業所についてですが、平成 27 年３月４日から３月 29 日

指定有効期間満了を迎える事業所は、認知症対応型共同生活介護事業所が４事業所、小規模多機能型

居宅介護事業所が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。 

  続いて、（3）小規模多機能型居宅介護の登録・利用定員の変更について御説明いたします。前回部

会において、地域密着型サービス事業所の基準条例を改正案のとおり、小規模多機能型居宅介護事業

所の登録定員は 25人以下から 29 人以下へ、通いサービスに係る利用定員は 15 人以下から 18 人以下

へと改正されることとなります。この改正に伴い、整備中の事業所も含めた形で、登録定員・利用定

員の意向について確認したところ、全 13 事業所のうち 11 事業所が登録定員を 29人以下、利用定員

を 18人としたいとの意向があったことから、４月１日以降に順次登録定員と利用定員の変更を予定

しております。なお、登録定員と利用定員増を希望している事業所は資料のとおりとなっております。 
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  最後に、（4）第６期サービス基盤整備について、御説明いたします。このサービス基盤整備につき

ましては、施設整備を伴わない、既存事業所の整備となります。各事業所から定員変更の意向もふま

え、４月１日以降順次定員を変更していく予定です。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、御意見・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、(4)について了承いただきたいと思いますが、よろし

いでしょうか。 

委員：異議なし 

議長（坂本部会長）：(4)については、了承し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）：御審議ありがとうございました。 

  本日が今年度最後の部会ですので、一言お礼の御挨拶を申し上げます。 

今年度の介護・高齢福祉部会は、本日を含めて８回開催いたしました。 

委員の皆様方には、お忙しい中、第６期八戸市高齢者福祉計画について、熱心に御審議をいただき、

ありがとうございました。 

３月の市議会には介護保険条例改正案を上程し、４月から第６期計画がスタートすることになりま

す。 

委員の皆様方には、引き続き来年度も、今回策定いたしました第６計画の進捗状況等について、御

審議していただくことになりますので、よろしくお願いいたします。 

それでは簡単ではございますが、委員の皆様方の御尽力・御協力に改めて感謝申し上げますととも

に、今後とも当市の高齢者福祉行政について、御指導・御協力を賜りますようお願い申し上げ、お礼

の御挨拶といたします。ありがとうございました。 

事務局（岩崎副参事）：これをもちまして、第８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。 


