
平成 27 年度 第１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５月 21日（木）午後２時 

場所 八戸市公民館１階講義室 

○出席者（13名） 

坂本部会長、工藤副部会長、舘花委員、松川委員、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（16名） 

石田福祉部長兼福祉事務所長、加賀福祉部次長兼福祉・子育て給付金室長、 

鈴木市民健康部次長兼健康増進課長、前田市民健康部次長兼介護保険課長 

[高齢福祉課] 小橋高齢福祉課長、中居地域包括支援センター所長、嶋森副参事、竹井主幹 

[健康増進課] 石藤参事 

[介護保険課] 田茂副参事、岩崎副参事、佐藤主幹、前田主査、小檜山主査、 

松井主事兼介護支援専門員、下平主事兼介護支援専門員 

事務局（岩崎副参事）：ただいまから、平成 27 年度第１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 13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御報

告いたします。 

はじめに、平成 27年５月 18 日付けで八戸市健康福祉審議会委員に委嘱されました方の委嘱状交

付を行います。御名前をお呼びいたしますので、その場に御起立願います。福祉部長がお席にまい

りまして、委嘱状をお渡しいたします。 

東奥日報社八戸支社編集部長 舘花 光秀 様 

八戸歯科医師会副会長 松川 充 様 

以上で、委嘱状交付を終わります。 

なお、分科会の所属につきましては、舘花委員は地域密着型サービス運営委員会、松川委員は地

域包括支援センター運営協議会となりますので、よろしくお願い申し上げます。 

続きまして、今年度の人事異動に伴い、新たに事務局の職員となりました職員を御紹介いたしま

す。加賀仁志 福祉部次長兼福祉・子育て給付金室長、前田美智子 市民健康部次長兼介護保険課

長、小橋和志 高齢福祉課長 以上でございます。 

それでは、議事に入ります。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、一言御挨拶を申し上げます。 

本日は大変お忙しい中、御出席いただきまして誠にありがとうございます。このたび、新たに委

員になっていただきました舘花委員、松川委員におかれましては、どうぞよろしくお願い申し上げ

ます。 



また、昨年度は、委員の皆様には大変御足労をお掛けしましたが、平成 27年度から 29 年度まで

の第６期八戸市高齢者福祉計画の策定年度ということで、部会・分科会を計 13回開催いたしまし

て審議を重ね、おかげさまで今年３月に計画策定の運びとなりました。改めて、皆様に感謝を申し

上げます。 

今年度は、第６期計画の１年目ということで、策定しましたそれぞれのサービスに対しての公募

選定をしていく年となりますので、委員の皆様には大変御足労をお掛けしますが、市民福祉の充実

のために御協力をお願い申し上げます。 

それでは、本日は第１回目の部会ということで、７件の議案がございますので、それぞれ事務局

から説明をいただきながら、皆様の御意見を伺ってまいりたいと思いますので、御審議をよろしく

お願い申し上げ、御挨拶といたします。 

それでは次第に従いまして、議事を進めてまいります。最初に、(1)の「平成 27年度介護・高齢

福祉部会及び分科会の開催予定について」、事務局から説明をお願いします。小檜山主査。 

事務局（小檜山主査）：介護保険課の小檜山と申します。よろしくお願いいたします。それでは座

って御説明させていただきます。 

最初に、「（1）平成 27年度介護・高齢福祉部会及び分科会の開催予定について」と書かれた

資料について御説明いたします。資料１ページをお開きください。今年度は第６期計画サービ

ス基盤整備に係る事業者の選定や介護保険制度改正に伴う条例改正を中心に、介護・高齢福祉

部会を３回、地域密着型サービス運営委員会を６回、地域包括支援センター運営協議会を１回

予定しております。平成 28 年２月の第６回地域密着型サービス運営委員会が予備日とありま

すのは、１月開催の第５回において、二次審査のプレゼンテーションが全て終了しない事を想

定し設けたものでございます。 

なお、今年度より庁舎内の会議室の配置が変更になったことに伴い、商工会館６階会議室を

使用する回がございます。また、開催日、会場が未定の回につきましては、決定し次第、御案

内する予定です。以上で御説明を終わります。

議長（坂本部会長）：ただいまの開催予定の説明について、御質問等はございませんか。 

委員：なし 

議長（坂本部会長）：御質問等ないようですので、それでは、この予定で進めてまいりたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

それでは、次に(2)の「第６期計画のサービス基盤整備に係る募集要綱の骨子について」、事務局

から説明をお願いします。下平主事。 

事務局（下平主事兼介護支援専門員）：介護保険課の下平と申します。説明に入る前に資料に訂正が

ございます。資料の８ページの中ほどの小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護の

資料で、55 名分の登録定員が増える予定と記載しておりますが、正しくは 44 名分の登録定員とな

りますので、訂正をお願いいたします。 

それでは資料の説明を始めさせていただきます。座って説明させていただきます。資料は、「(2)

第６期計画のサービス基盤整備に係る募集要綱の骨子について」の１ページを御覧ください。まず、

第６期計画におけるサービス基盤整備方針についてですが、新しく部会の委員に就任された方もい

らっしゃいますので、第６期計画で整備予定の各サービス内容についても合わせて御説明いたしま



す。 

１つ目の「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」ですが、未整備のサービスであり、２事業所整

備する予定です。こちらのサービスは、日中・夜間を通じて、定期的な訪問と随時の訪問を受ける

サービスとなっており、月額の料金は月何回使っても同じ料金の定額払いとなります。サービスの

イメージは２ページのとおりですが、サービス類型として、定期巡回・随時対応型サービスと訪問

看護を同一法人で一体的に行う一体型と、地域の訪問看護ステーション等と連携して行う連携型が

あります。 

２つ目の「認知症対応型通所介護」いわゆる認知デイですが、１事業所整備する予定です。こち

らのサービスは、認知症の診断を受けた利用者が通って利用するサービスであり、認知症の特性に

合わせたサービスが提供されています。３ページのとおり、サービス提供時間や併設している施設

によって、サービス類型が分かれています。 

３つ目と４つ目の「小規模多機能型居宅介護」と「看護小規模多機能型居宅介護」は、併せて２

事業所整備する予定です。うち、看護小規模は未整備のサービスとなります。まず、小規模多機能

は、「通い」サービスを中心に、随時の訪問や宿泊サービスを組み合わせて利用するサービスとな

ります。次に、看護小規模は、医療ニーズの高い要介護者に対応するため、小規模多機能のサービ

スに加え訪問看護サービスを提供するサービスとなります。サービスのイメージは４ページのとお

りですが、看護小規模は、既存の小規模多機能から移行することもできます。また、定期巡回・随

時対応型サービスと同様、月額の料金は定額払いとなります。 

５つ目の「認知症対応型共同生活介護」いわゆるグループホームは、１ユニット９床分を２事業

所整備する予定です。このユニットとは利用者が共同で生活を送る住居のことで、１つのユニット

の定員は最大９名までと決められております。５ページのとおり、グループホームは認知症の診断

を受けた利用者が入居して介護等を受けるサービスです。また、平成 27 年介護保険法改正により、

新たな用地確保が困難である場合等は３ユニットまでの整備はできることとなりましたが、このよ

うな状況は都市部に多いと考えられるため、当市は該当しないと考えております。 

６つ目の「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」は、定員が 29人以下で市が指定する

特別養護老人ホームに入所して介護等を受けるサービスであり、10 床分の短期入所生活介護を併設

した事業所を１事業所整備予定です。御参考までに申し上げますと、定員が 30人以上の特別養護

老人ホームは県指定の施設となります。５ページのとおり、ユニット型や多床室、サテライト型な

どサービス類型が分かれています。 

最後の「短期入所生活介護」は、10床分を２事業所整備する予定です。施設に短期間入所して介

護等を受けるサービスであり、県指定のサービスとなっております。また、６ページにありますと

おり、短期入所生活介護は利用定員が 20 人以上でなければ単独型施設として指定できないことか

ら、既存の短期入所生活介護事業所を増床する形での整備となる予定です。 

次に、７ページを御覧ください。事業者選定の主旨についてですが、平成 18 年に地域密着型サ

ービスが創設されたことから、地域密着型サービス事業所の指定や指導監督は市町村が行うことに

なりました。その際、事業所の指定に当たっては、数を決めて募集することで、事業計画を遵守し

た施設整備が可能となることや市独自の選定基準を定めることでより良質で地域性を考慮した事

業所の指定等を可能とするため、事業所の指定を行う場合は、原則として事業者選定を導入すると



した事業所指定の方針を地域密着型サービス運営委員会にて決定いたしました。なお、選定基準等

の策定に係るこれまでの基本方針は黒枠内にありますとおり、１つ目は公平性の確保ということで

審査基準を作成すること。その際、既存・新規事業所との間に不公平が生じないようにすること。

また、大規模、小規模法人など規模的な面での不公平が生じないようにする等としております。２

つ目は透明性の確保ということで、ホームページ等での審査基準の公開、申請事業者への審査点数

や順位を通知することとしております。３つ目は地域性ということで、特定の地域に施設が集中し

ないよう施設立地地域の偏りをなるべく無くすような配点等を考慮することとしてまいりました。 

続いて、８ページを御覧ください。事業者選定の考え方について御説明いたします。今後、国の

施策においては、さらに高齢者の増加が見込まれ、地域全体で支える「地域包括ケアシステム」の

構築に向けた対応が必要であり、「中重度の要介護者や認知症高齢者となったとしても、住み慣れ

た地域で自分らしい生活を続けられるようにする」「24時間 365 日の在宅生活を支援する」ため、

「短時間・一日複数回訪問」や「通い・訪問・泊まりといった一体的サービス」を整備していくこ

とが求められております。このため、事務局といたしましては、「定期巡回・随時対応型サービス」

「小規模多機能」「看護小規模」は優先して整備してはどうかと考えております。また、第６期八

戸市高齢者福祉計画策定において実施した市民アンケートでも、約半数の方が「住み慣れた地域で

暮らしたい」と回答しており、在宅で利用する「認知デイ」も優先して整備してはどうかと考えて

おります。加えて、「小規模多機能型居宅介護」に関しましては、介護保険法改正により、登録定

員が 25 人から 29 人となり、44人分の登録定員が増える予定となっております。そこで、医療ニー

ズのある中重度の利用者に対応するため、看護小規模を２事業所整備してはどうかと考えておりま

す。 

以上のことから、第６期の事業者選定は、募集選定回数を年度ごとに２回に分けて、「定期巡回・

随時対応型サービス」「認知デイ」「看護小規模」を第一次募集として今年度、それ以外の「グルー

プホーム」「地域密着型特養」は第二次募集として平成 28 年度に選定してはどうかと考えておりま

す。なお、「短期入所生活介護」については県指定のサービスであり、選定方法については、今後、

検討が必要と考えております。 

９ページを御覧ください。ここからが本日の本題となりますが、先ほどの事業者選定の考え方を

募集要綱の骨子案としてまとめましたので御覧ください。冒頭で、各サービスの事業所整備数を申

し上げましたが、サービス類型と事業所整備数を照らし合わせながら確認していただきたいため、

再度、各サービスの事業所整備数も合わせて御説明いたします。 

まず、募集するサービスの種類ですが、今年３月に策定しました第６期八戸市高齢者福祉計画に

基づきまして、表にお示ししている５種類の地域密着型サービス事業所設置候補者を選定したいと

考えております。サービス種類ごとにポイントを絞って御説明いたしますと、１つ目は「定期巡回・

随時対応型サービス」ですが、募集選定案は、一体型又は連携型の事業所、２事業所の新設を考え

ております。２つ目は「認知デイ」ですが、募集選定案は、定員 12人以下の単独型又は併設型の

事業所、１事業所の新設を考えております。３つ目は「看護小規模」で、募集選定案は、定員 29

人以下を２事業所の新設又は既存小規模多機能からの移行を考えております。４つ目は「グループ

ホーム」で、募集選定案は、定員９人以下を２事業所新設又は既存の１ユニット事業所を２ユニッ

トに増床のどちらでも良いものとして考えております。５つ目は「地域密着型介護老人福祉施設入



所者生活介護」で、募集選定案は、定員 29人以下の１事業所の新設、サテライト型での設置も可

とし、居室の定員は４人以下、短期入所 10床を併設することを考えております。１から３のサー

ビスについては、第一次募集として平成 27年度選定、４から５のサービスについては、第二次募

集として平成 28 年度選定を考えております。 

10 ページにまいりまして、応募資格でございますが、それぞれのサービスごとに第５期基盤整備

の際の応募資格と、黒い太枠内にあります今回の応募資格を掲載しております。定期巡回・随時対

応型サービス、認知デイ、看護小規模及びグループホームの指定に当たっては、基準上、申請者は

法人格を有する者でなければならないとされていることから、応募資格も法人格を有する者又は指

定申請時に法人格を有することが確実である者としたいと考えております。また、グループホーム

につきましては、基準上、１事業所が運営できるのは３ユニットまでと定められていますが、先ほ

ど御説明したとおり、当市においては新たな用地確保が困難な状況はほとんどないと考えますので、

増床する場合は、既に２ユニット以上を運営している事業所は除くものとしたいと考えております。

ただし、既に２ユニットを運営している法人も、新たに１ユニットの新設をする場合は応募できる

ことにしたいと考えております。地域密着型特養は、前回より要件を緩和することでこれまでの課

題とされてきた新規事業所の参入を促し、幅広く応募者を求めるため、指定申請時において社会福

祉法人格を有することが確実な者としたいと考えております。この場合、社会福祉法人格が必要な

理由は、特養を整備できる要件が社会福祉法人とされているからです。以上、５種類のサービスの

応募の考え方としましては、先ほど地域密着型特養のところでもお話しましたとおり、新規事業所

の参入を促し、幅広く応募者を求めるため、前回同様、各選定において１法人１サービスまでとさ

せていただきたいと考えております。 

次に、募集圏域について御説明いたしますが、参考資料として、11ページと 12ページを御覧く

ださい。11 ページは日常生活圏域の全体図を示しており、12 ページは圏域別のサービス基盤整備

状況を示しております。黒い太枠内で囲んだところが、今回募集を考えているサービスとなります。

※印は第５期計画で整備予定の事業者となります。 

骨子案の説明に戻りますが、募集圏域について、これまでは特定の圏域に施設が集中しないよう、

施設立地圏域の偏りをなるべく無くすよう地域性に考慮してきましたが、今回は全てのサービスを

全圏域で募集したいと考えております。理由としては、定期巡回・随時対応型サービス、看護小規

模は未整備のサービスであるためです。次に、認知デイを含めた通所系サービス、グループホーム

は未整備地域がないためです。地域密着型特養は、第６期八戸市高齢者福祉計画策定において実施

した市民アンケートで、多くの方が「特別養護老人ホームなどの介護保険が適用となる入所施設の

増設」を希望していること、未だ特養待機者が約 170 人いること、県指定の介護老人福祉施設を併

せるとほぼ全圏域に整備されていることから、全圏域で募集したいと考えております。 

それでは 13 ページをお開きください。４の審査方法ですが、過去の事業者選定と同様に、一次

の書類審査と二次のプレゼンテーション等の２段階で審査を行いたいと考えております。一次審査

は、客観的な判断基準により審査可能な項目について事務局で審査を行うものです。この審査票は

自己採点が可能な形式とし、事業者には応募に当たり、この審査票に基づき自己採点を行ったもの

を提出させ、事務局の採点した審査票と照らし合わせて適正な評価点を決定します。この一次審査

で決定した評価点数の上位３位までの者から定められた数の事業者を、二次審査候補者として選定



いたします。二次審査は、法人の代表者等からのプレゼンテーション及び選定委員の皆様からの質

疑応答により評価を行うものです。選定委員は地域密着型サービス運営委員会の委員となっており

ます。最終的に、一次審査と二次審査の評価点の合計点数が上位のものから選定を行うことになり

ます。なお、審査方法、審査項目、配点等につきましては、次回以降の地域密着型サービス運営委

員会で検討してまいりたいと考えております。 

最後に、５の今後のスケジュールでございますが、７月に募集要綱の骨子について決定し、最終

的には９月の当部会で募集要綱を決定する予定です。その後、10月頃に開催予定となります事業者

選定説明会を経て、３種類のサービスの募集を開始したいと考えております。12月から来年１月に

かけて審査を行い、２月で第一次募集の事業者選定をしたいと考えております。ただいま御説明し

た募集要綱の骨子案はあくまで事務局案ですので、委員の皆様からの御意見等を踏まえて決定して

いきたいと思います。御検討よろしくお願いいたします。説明は以上となります。 

議長（坂本部会長）：ただいま事務局から基本方針の説明をいただき、公募選定を 27年度と 28年度

に分けるということですが、御質問、御意見等はございませんか。 

委員：なし 

議長（坂本部会長）：御質問等ないようですが、後日、御意見、御質問がありましたら、５月 29日ま

でに事務局へ問い合わせしていただいて、次回の部会で御意見等についての回答をいただきながら

審議していきたいと思います。 

次に、(3)の「事務受託法人について」、事務局から説明お願いします。松井主事。 

事務局（松井主事兼介護支援専門員）：介護保険課、松井でございます。「(3)事務受託法人について」

御説明いたします。座って説明させていただきます。 

事務受託法人とは、本来、市町村が行う介護保険事務について、市町村が委託することができる

ように、介護保険法に基づき都道府県が指定した法人のことをいいます。今回の案件では要介護認

定調査に係る当市の現状について御理解いただいた上で、事業者が県に提出する事務受託法人の申

請手続き上、必要な有識者の意見書について審議していただくものです。 

１ページをお開きください。まず、１の要介護認定における認定調査について御説明いたします。

要介護認定の流れにおいて認定調査が実施されておりますが、介護保険法上、新規申請に係る調査

は、市町村職員又は指定市町村事務受託法人に委託して実施し、更新申請及び区分変更申請に係る

調査は、居宅介護支援事業者及び介護保険施設等に委託し実施することができるとしています。 

２にまいりまして、市職員における認定調査の現状を説明しますと、認定調査を受ける要介護認

定申請者は、高齢者人口の増加に伴い申請数も増加傾向であり、今後も高齢者人口のピークである

2025 年まで続くことが予想されています。 

３についてですが、市では現在、新規申請のほか、他自治体からの依頼があった調査、困難事例

等、市の職員が調査した方が適当と判断される区分変更申請や更新申請に係る調査を行い、その他

の区分変更申請及び更新申請に係る調査については、市内外の居宅介護支援事業者及び介護保険施

設等に委託しております。今後も市の調査員においては、新規申請の受付件数や調査件数の増加及

び認定調査の適正化における調査票点検等に係る業務量の増加が見込まれ、対応が課題となってお

ります。なお、平成 20年度からの要介護認定申請数及び市の調査実績について表にまとめました

ので御覧ください。平成 27 年度から 29年度について右端に「何件不足」と記載しておりますのは、



それぞれの年度において、新規申請見込み数から市が調査可能上限とした2,640件を引いた数です。

２ページのグラフでもお示ししておりますように、丸で囲んだ部分、新規申請数を示す線と市調査

実績数を示す線の位置が平成 27 年度から逆転し、新規申請数が市調査実績数を上回ることが分か

ります。 

４にまいりまして、この新規申請に係る調査においては冒頭にお話ししましたとおり、介護保険

法では、市町村は都道府県が指定する市町村事務受託法人に対して、調査事務を委託することを可

能としています。新規申請に係る調査を外部委託し調査の受け皿を広げることで、今年度以降の申

請数の増加に対応できるほか、末期がんなどサービス利用を急ぐ申請者への迅速で柔軟な対応が可

能となります。また、調査員が市庁舎を拠点としていることで、地理的事情により効率的な調査が

難しい南郷地域においても改善を図ることができます。 

５の事務受託法人の指定基準の適合要件について御説明します。適合要件については、法人であ

ること、厚生労働省令で定める要件に該当し当該事務を的確に実施することができると認められる

ことなどが挙げられます。さらには、居宅サービス等を提供していないことが要件となっておりま

すが、例外として、厚生労働省令で定める特別な事情があると都道府県知事が認めた場合というも

のがあります。これが枠で囲んでいる部分「介護保険施行規則第 34条の３ 当該申請に係る市町

村事務受託事務所が所在する市町村の区域内に要介護認定調査事務に係る指定事務受託法人が存

在しないことその他これに準ずる事情」のある場合です。このことにおいては、現在、市には事務

受託法人がございませんので、この要件に該当するものとして考えております。 

６についてですが、３ページの事業者指定におけるフロー図を御覧ください。市町村事務受託法

人の指定においては、法人が青森県に申請書を提出するに当たり、市及び有識者の意見を付して青

森県へ書類提出する必要があります。 

４ページを御覧ください。今回、県が指定する事務受託法人の申請の性格上、国が示している方

向性として「地域における公益的な活動の推進」の観点から、要介護認定調査の委託先として実績

がある営利を目的としない社会福祉法人に対し、申請の意思や指定を受けた場合の受託可能件数、

調査可能地域に関する意向調査を実施しました。４ページには、これらの要件を満たしこれまで御

説明した当市の現状から、ある程度の件数を確保又は移動時間の短縮といった効率性が見込め、か

つ、新規の調査を行うため早期に申請の事務手続きが可能であると回答した３法人を挙げさせてい

ただきました。うち、１番の社会福祉法人八戸市社会福祉事業団、２番の社会福祉法人寿栄会につ

いては、昨年度の調査実績はそれぞれ 200 件前後となっています。３番の社会福祉法人信和会につ

きましては、主に南郷地区の調査を実施している法人です。 

以上、述べてきた内容より事務局といたしましては、件数確保の観点から、３法人とも申請に係

る意見書の添付を見込める法人として考えております。その後は県の審査を受け、指定となった法

人と契約締結し、新規に係る認定調査の一部を依頼していく予定となります。御参考までに、県内

では青森市が既に事務受託法人へ委託を実施しております。なお、これら３法人が指定申請する際

に添付する意見書の文面に関しましては、事務局案として、５ページに市の意見書、６ページに有

識者として当部会の意見書を掲載してございます。以上で説明を終わります。 

議長（坂本部会長）：ただいま事務局から事務受託法人についての説明をいただきました。３法人を

選定したいということですが、御質問、御意見等はございませんか。 



委員：なし 

議長（坂本部会長）：御質問等ないようですので、(3)については事務局案のとおり意見書を提出する

ことといたします。 

それでは次に、(4)の「地域密着型サービス事業所の指定更新等について」、説明をお願いします。

下平主事。 

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

おいて事業者選定した、４か所の事業所を指定しましたので御報告いたします。内訳としましては、

小規模多機能型居宅介護事業所が３事業所あり、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

寿園」、３事業所目は株式会社コサカ・ライフサポートが運営する「小規模多機能の家是川淨信館」

となります。次に、認知症対応型通所介護事業所は１事業所で、公益財団法人こころすこやか財団

が運営する「結び家」となります。 

続いて２ページにまいりまして、（2）既存事業所における第５期・第６期サービス基盤整備につ

いてですが、第５期の基盤整備における事業者選定及び第６期の基盤整備において、社会福祉法人

寿栄会の運営する「たむかい寿楽荘」が定員８人から 18 人へ増床となっております。次に、５か

所の認知症対応型通所介護事業所が定員を 10 人から 12人へ増やしております。 

続いて、（3）指定更新事業所について御報告いたします。平成 27 年４月 13 日から５月 31 日ま

でに指定有効期間満了を迎える事業所は、地域密着型特定施設入居者生活介護が１事業所、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ので、指定更新を行ったことを御報告いたします。説明は以

上です。 

議長（坂本部会長）：ただいま説明をいただきましたが、何か御質問等はございませんか。 

委員：なし 

議長（坂本部会長）：御質問等ないようですので、(4)について了承したものとして取り計らいます。 

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。

竹井主幹。 

事務局（竹井主幹）：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」を御覧ください。本日は、 

(1)に掲載しております４つの事業所の承認をお願いいたします。左側から法人名、事業所名、事

業所所在地の順で記載させていただいておりますが、中段の事業所名でご説明いたします。 

まず、新規の委託事業所として、「居宅介護支援事業所ほっとハウスえがお」、「居宅介護支援事

業所あじさい」、「ケアプランセンターまゆすい」から依頼がありましたので、承認をよろしくお願

いします。それから、「介護福祉相談センターふくろうの家」につきましては盛岡市に事業所がご

ざいますが、ご利用者様のご希望により、既に５月１日付けで委託契約を締結し、サービスを提供

しておりますので事後承認をお願いします。今回、ご承認いただく４つの事業所の職員に関する事



項や給付管理者数につきましては、資料の(2)、(3)のとおりとなっておりますので、御覧いただけ

ればと思います。 

最後に、(4)委託事業所数でございますが、合計 86事業所、今後の委託可能見込件数は 288 件と

なっております。以上で説明を終わります。 

議長（坂本部会長）：ただいまの説明について、御質問、御意見等はございませんか。 

委員：なし 

議長（坂本部会長）：御質問等ないようですので、(5)について承認することといたします。 

次に、(6)の「指定認知症対応型通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定認知症対

応型通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業所の人員、設備及び運営に関する指針につい

て」、事務局から説明をお願いします。下平主事。 

議長（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。(6)「指定認知症対応型通所介

護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に宿泊サービスを提供する場合の事業所の人員、設備及び

運営に関する指針」について御説明いたします。 

宿泊サービスを提供しているデイサービス、いわゆる「お泊りデイ」については、ショートステ

イや施設入所を補完する役割を持っている一方、劣悪な環境でサービスを提供している事業所があ

るということが問題視されています。そのため、介護保険法の改正に伴い、「お泊りデイ」事業所

の人員、設備及び運営に関する基準が示されました。その際、各自治体においても、「お泊りデイ」

事業所の人員、設備及び運営に関する基準を指針として定めることとなり、市としては国の基準の

とおり制定したことを御報告いたします。 

そこで、「お泊りデイ」を利用する方の尊厳の保持及び安全の確保、適正なサービスの提供を行

うために様々な基準が定められ、基準の一部を資料に掲載いたしました。なお、指針全文について

はホームページ上で公開しております。このことにより、「お泊りデイ」を行う事業所のうち、認

知症対応型通所介護事業所は市へ、通所介護事業所は青森県へ届出が必要となります。なお、現在

のところ八戸市内には「お泊りデイ」の届出はございません。説明は以上です。 

議長（坂本部会長）：ただいまの説明について、御質問、御意見等はございませんか。 

委員：なし 

議長（坂本部会長）：御質問等ないようですので、(6)について終わります。 

次に、(7)その他の案件について、事務局から説明をお願いします。 

事務局（佐藤主幹）：介護保険課の佐藤でございます。「(7)その他」について２件ほど報告がござい

ます。座って御報告させていただきます。 

まず１件目は、地域密着型サービス開設予定者の事業内容等変更についてです。第５期計画サー

ビス基盤整備において、地域密着型介護老人福祉施設の事業者に選定されました社会福祉法人同伸

会より、設計変更案の提出がございました。本日、午後１時 30分から開催されました地域密着型

サービス運営委員会において、平成 25年度八戸市地域密着型サービス事業者募集要綱第 10 条第２

号に規定する、特段の事情がある場合又は利用者にとってより良い変更であると認められる場合に

該当すること、また、設計変更に伴い事業開始予定も平成 28 年３月から平成 29年３月へと変更す

ることが承認されましたことを御報告いたします。 

次に２件目ですが、居宅介護支援事業所わえみの指定取り消しについてです。指定取り消しにつ



いての概要は、本日配布しましたデーリー東北新聞社様及び東奥日報社様の記事のとおりとなりま

す。市といたしましては、居宅介護支援事業所等関係者に対し、メールや研修会で注意喚起したほ

か、今後も県と合同の実地指導やケアプランチェック等を実施し、再発防止やより良いサービス提

供等について指導に努めてまいります。その他の議事につきましては以上となります。 

議長（坂本部会長）：ただいまの報告について、２件ございましたけれども、御質問、御意見はござ

いませんか。 

委員：なし 

議長（坂本部会長）：それでは、社会福祉法人同伸会の件については了承をいただいたということと、

居宅介護支援事業所わえみの件については大変残念な事ではありますが、今後とも居宅介護支援事

業所等関係者に対し指導していくということですので、２件とも報告どおり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（前田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。連絡事項は２点ご

ざいます。 

１つめ、八戸市中央駐車場についてでございますが、耐震診断の結果、地震により倒壊の危険性

が高いとの結果が出され、改築へ向けた準備をすることとなりました。７月上旬で供用を休止し、

別館前の駐車場を拡張するほか、ロータリーをはさんで向かいの旧八戸警察署跡地を代替の有料駐

車場として確保する予定となっております。御不便をおかけいたしますが、よろしくお願いいたし

ます。 

２つめ、次回の「介護・高齢福祉部会」でございますが、日時は９月 30日水曜日午後１時 30分

から、場所は市庁別館２階会議室を予定しております。後日、文書で御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）：それでは、これをもちまして、平成 27 年度第１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。 


