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平成 27 年度 第３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 28年２月 15日（月）午後１時 

場所 八戸市庁別館２階会議室Ｃ 

○出席者（15名） 

坂本部会長、工藤副部会長、小柳委員、山本委員、舘花委員、松川委員、山田委員、 

佐々木委員、室岡委員、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（２名） 

 浮木委員、眞下委員 

○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 

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、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）：定刻となりましたので、ただいまから、平成 27 年度第３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御報告いたします。 

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、一言御挨拶申し上げます。 

委員の皆様方におかれましては、お忙しい中、御出席いただき誠にありがとうございます。 

さて、本日は、まず、これまで地域密着型サービス運営委員会で審査を行ってきました、第

６期計画サービス基盤整備一次募集の審査結果について御審議いただきたいと思っております。 

  そのほか、第６期計画サービス基盤整備に係る第二次募集要綱案、平成 27年度介護保険給付

費等の状況、介護予防・日常生活支援総合事業の実施について等、全部で７つの案件について、

事務局から説明がありますので、御審議いただきたいと思っております。 

なお、今回が、今年度の最後の部会となります。委員の皆様方には、これまで熱心に御審議

いただきましたことに感謝申し上げますとともに、本日の議事進行につきましても、皆様方の

御協力をよろしくお願い申し上げまして、開会にあたっての御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期計画サービス

基盤整備一次募集の審査結果について」でありますが、先月 27 日に開催されました地域密着型

サービス運営委員会におきまして、一次募集３種類のサービスについて二次審査を行いました。
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本日は、二次審査の結果について御審議いただき、本部会におきまして事業者を選定したいと

思います。 

それでは、二次審査の結果について、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。座って御説明いたします。 

それでは、「(1)第６期計画サービス基盤整備一次募集の審査結果について」の１ページをお

開きください。１ページの資料は、今年度、八戸市高齢者福祉計画に基づき募集しておりまし

た地域密着型サービスの審査結果と選定法人の一覧になります。各サービスとも、一次審査と

二次審査の合計点の上位の法人が選定法人となっており、選定法人には網掛けをしております。

サービスごとに審査結果について御説明いたします。 

最初に、定期巡回・随時対応型訪問介護看護についてですが、２法人の選定に対し、社会福

祉法人同伸会 86.7 点、株式会社ビリーブケアサポート 66.5 点と、いずれも最低基準点の 47点

をクリアしているため選定したいと思います。 

次に、認知症対応型通所介護についてですが、今回１法人の選定に対し、２法人が二次審査

対象となりました。審査結果といたしましては、一次審査と二次審査の合計点数が上位の法人、

87.4 点の社会福祉法人道友会を選定したいと思います。 

最後に、看護小規模多機能型居宅介護についてですが、２法人の選定に対し、株式会社ゆと

り 93.9 点、株式会社ピュアハート 89.7 点と、いずれも最低基準点の 54 点をクリアしているた

め選定したいと思います。 

２ページをお開きください。２ページ目以降は、法人ごとに二次審査の採点結果について詳

しく掲載しております。 

はじめに、定期巡回・随時対応型訪問介護看護で社会福祉法人同伸会の採点結果を御覧くだ

さい。まず、表の見方と採点結果の算出方法から御説明しますと、左側が審査項目の概要で、

それぞれ配点が違うことから合計すると最高点の 55 点になります。委員ＡからＩまでは、地域

密着型サービス運営委員会委員の皆様の採点結果となっており、委員名のところは、特定でき

ないようにアルファベットで表記させていただいております。次に、採点結果の算出方法です

が、審査項目ごとの採点結果から、それぞれ最大値と最小値を除いた合計を計算した上で、そ

の合計を平均し四捨五入した値が評価点となります。最終的に全ての審査項目の評価点を合計

したものが、その法人の二次審査の評価点となります。審査項目はサービスによって違いがあ

りますが、採点方法及び評価点の算出方法は全サービス共通となっております。 

３ページは、株式会社ビリーブケアサポートの採点結果です。続いて、４ページから５ペー

ジは、認知症対応型通所介護の二次審査採点結果の詳細となります。６ページから７ページは、

看護小規模多機能型居宅介護の二次審査採点結果の詳細となります。 

以上、審査結果につきましては、本部会において承認を得た上で、二次審査対象法人へ文書

で通知するとともに、市ホームページでも公表する予定です。 

次に、参考資料としてお配りしました「選定法人の事業計画概要及び位置図について」です
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が、こちらの資料は、選定された法人の事業計画と設置予定場所の概要をまとめたものとなっ

ております。 

１ページをお開きください。１ページは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業計画概

要です。いずれも既存のヘルパーステーションの職員が兼務する形で行いますが、社会福祉法

人同伸会は、別法人の訪問看護ステーションと連携して行う連携型、株式会社ビリーブケアサ

ポートは、訪問看護も同一事業所で行う一体型で行う予定となっております。２ページから３

ページは、開設予定地の位置図となっております。 

４ページをお開きください。４ページは、認知症対応型通所介護の事業計画の概要を掲載し

ております。認知症対応型通所介護は募集に当たっての定員を 12 名以下としておりましたが、

社会福祉法人道友会は、利用定員を 10名で行うことで応募しておりました。なお、既存の指定

通所介護事業所いこい苑デイサービスセンターと併設する予定ですが、特別養護老人ホームや

病院等と併設はしていませんので、単独型の認知症対応型通所介護となります。次の５ページ

は、認知症対応型通所介護の開設予定地の位置図となっております。 

６ページをお開きください。６ページは、看護小規模多機能型居宅介護の事業計画の概要に

なります。株式会社ゆとりは、既存の小規模多機能型居宅介護まべちの風に訪問看護ステーシ

ョンゆとりを移転・併設して看護小規模多機能型居宅介護に移行する予定です。株式会社ピュ

アハートは、サービス付き高齢者向け住宅サコージュ塩入と併設する形で新設する予定です。

７ページから８ページは、看護小規模多機能型居宅介護の開設予定地の位置図となっておりま

す。 

最後になりますが、審査項目である特別減算項目の中に、審査委員及び市職員に対する脅迫、

威嚇、贈賄及び名誉毀損などの事実があれば失格とするという項目がございます。これまでの

ところ、そのような事実の報告はありませんが、委員の皆様におかれましても、そのような行

為がないということでよろしいでしょうか。本日の介護・高齢福祉部会までが審査期間となり

ますので、万が一該当するような事実がございましたら、御報告いただければと思います。 

説明は以上でございます。 

議長（坂本部会長）：御苦労様でした。ただいま、事務局の方から選定結果・経緯について、資料

を添付した上で詳しく説明がありました。委員の皆様から御質問、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、御意見等ないようですので、ただいま御報告いただきましたとおり、 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、「社会福祉法人同伸会」、「株式会社ビリーブケアサ

ポート」の２事業者 

・認知症対応型通所介護は、「社会福祉法人道友会」 

・看護小規模多機能型居宅介護は、「株式会社ゆとり」、「株式会社ピュアハート」の２事業者 

を選定することに御異議ありませんか 

委員：異議なし。 
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議長（坂本部会長）：御異議ありませんので、一次募集の３種類５事業者を決定いたしました。 

次に、(2)の「第６期計画サービス基盤整備に係る二次募集要綱案について」、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）：「(2)第６期計画のサービス基盤整備に係る二次募集要綱案

について」と書かれた資料ですが、こちらは 12 月に開催しました地域密着型サービス運営委員

会において、委員の皆様に御審議いただいた最終案となっております。 

それでは、１ページをお開きください。本日は、主に要綱案のポイントについて御説明して

いきたいと思います。 

はじめに、募集の趣旨については、今年度の一次募集と同様となります。 

次に、募集するサービスごとの募集数、募集圏域及び応募資格についてです。まず、募集す

るサービスと募集数についてですが、認知症対応型共同生活介護、いわゆるグループホームの

新設又は増床を２か所、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、いわゆるミニ特養の新

設を１か所とし、短期入所生活介護 10床を併設することを予定しております。募集圏域につい

ては、いずれのサービスとも市内全圏域とします。応募資格については、グループホームは法

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、ミニ特養は社会福

祉法人又は指定申請時に社会福祉法人格を有することが確実である者とします。 

次に、３の応募条件についてです。一次募集と変更した点のみ御説明いたします。(1)の１法

人１サービスに変わりはありませんが、一次募集で選定されなかった法人は、二次募集に応募

できることとします。次に、(2)のサービス開始の時期ですが、一次募集では平成 29 年度末ま

でには事業所を開設・運営開始できることを条件としておりましたが、二次募集では、平成 30

年度末までに事業所を開設・運営開始できることとします。次の(3)から(6)は、一次募集と同

様ですので説明は割愛いたしますが、これらの応募条件を満たさない場合は、応募書類を受理

しないこととします。 

それでは、２ページをお開きください。選定方法について御説明させていただきます。選定

方法につきましては、資料２、資料３として配布しております「平成 28年度八戸市地域密着型

サービス設置候補者審査票（案）」及び「平成 28 年度八戸市地域密着型サービス設置候補者評

価基準（案）」に基づきまして、一次審査及び二次審査の合計評価点数の上位の者から、グルー

プホーム２者、ミニ特養１者の選定を行います。配点については、一次審査 50点、二次審査 50

点、合計 100 点満点で採点することといたしました。 

まず、一次審査についてですが、資料２の審査票の一次審査項目について、応募者自らが採

点した結果を事務局が審査することとなります。二次審査へ進むことができる二次審査対象者

は、グループホームが上位４者、ミニ特養は上位３者とさせていただきます。なお、評価点数

の上位の者に同点者が複数存在する場合は、二次審査対象者が増えることも想定されます。 

続いて二次審査についてですが、二次審査は審査項目に基づいた代表者などからのプレゼン

テーション及び審査委員からの質疑応答により評価を行うものです。審査は地域密着型サービ
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ス運営委員会の委員により評価いただき、二次審査を経て、最終的に選定された応募者が設置

候補者となるわけですが、一次審査と二次審査の合計評価点数が、過半数である最低基準点を

超えない場合は選定外にすることとします。また、仮に何らかの事情で設置候補者が選定後に

辞退した場合の繰上げ選定や、審査の結果、基準点を満たす応募者がいなかった場合は、28年

度は再募集しないこととします。なお、一次審査と二次審査の評価点の合計が同点だった場合

は、二次審査の評価点数の上位の者を選定することとします。 

３ページを御覧ください。今後のスケジュールについてですが、５月 17 日募集説明会を開催

し、応募予定者に対し、募集要綱、応募書類などについて説明いたします。５月 18 日から６月

30 日までの期間において募集申込みを受け付けし、事務局による一次審査を経て、８月頃の地

域密着型サービス運営委員会において一次審査結果を決定いたします。二次審査は 10月頃に行

い、11 月頃には最終的な設置候補者を選定したいと考えております。 

また、短期入所生活介護の整備に関しては、第６期計画において、短期入所生活介護 10床を

２事業所分整備する予定としておりますが、短期入所生活介護は県指定のサービスであり、事

業者選定には適さないため、２月末を回答期限とした意向調査を実施し、整備する事業者を決

定することとしております。意向調査先は、既存の介護老人福祉施設である特養と既存の単独

型短期入所生活介護事業所のうち、定員が少ない事業者に配慮する観点から、短期入所生活介

護の定員が 20床未満である事業者としております。整備したいという事業者が複数であった場

合は、圏域ごとの整備状況や短期入所生活介護事業所の定員数を考慮して決定する予定です。 

次に資料１から３について、御説明いたします。 

まず、資料１についてですが、本日御説明しました要綱案を条文化したものとなります。 

次に、資料２の審査票についてです。資料２の１ページをお開きください。こちらはグルー

プホームの配点基準となっており、ハイフンがある項目は審査しない項目となります。次に、

２ページ目以降の審査票の見方を御説明いたします。オレンジ色の部分は二次審査項目であり、

採点項目に斜めの罫線を引いている項目は審査しない項目となります。審査する項目と審査し

ない項目はサービスごとに異なりますが、審査項目と配点は共通するものとなっております。 

最後に、資料３の評価基準についてです。この評価基準は、資料２の審査票の審査項目につ

いての解釈や評価点の算出方法をサービスごとに定めたもので、採点・審査を行うに当たって

指標の１つとなるものです。この評価基準は、５月 17日開催予定の募集説明会で応募者に配布

しますので、応募者はこの評価基準を基に評価点を自己採点することになります。 

説明は以上となります。 

議長（坂本部会長）：ただいま、事務局から御説明いただきました。この募集要綱案について御質

問、御意見等はございますか。 

委員：なし 

議長（坂本部会長）：御質問等ないようですので、ただいま御説明いただいたとおり、募集要綱に

ついて事務局案のとおり決定いたします。よろしいでしょうか。 
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委員：はい。 

議長（坂本部会長）：それでは、(2)の第６期計画サービス基盤整備に係る二次募集要綱について

決定することといたします。 

次に、(3)の「平成 27年度介護保険給付費等の状況について」、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です。よろしくお願いします。それでは、座って御説

明申し上げます。 

資料は、「(3)平成 27 年度介護保険給付費等の状況について」の１ページをお開きください。

市町村の介護保険計画は、各年度においてその達成状況を点検・評価するこことされており、

認定者や介護保険費用の見込みについてまとめたものです。 

１ページは、第６期事業計画期間の介護度別認定者数及び第１号被保険者数についてでござ

います。表の上段が、平成 27年度から３年間の各年度の計画の値、中段が実績、下段が実績か

ら計画値を差し引いた比較で、計画・実績ともに、各年度９月末日現在の数値となっておりま

す。平成 27 年度の第２号被保険者を含めた認定者の合計は、計画 11,474 人に対し、実績 11,085

人と計画の範囲内で推移しており、全ての介護度で計画値より少ない状況となっております。

介護度別の認定者数をみますと、要介護２が 2,722 人と、全体の約 25％を占めております。次

に、第１号被保険者数ですが、計画 64,097 人に対し、実績 63,880 人となっており、計画より

217 人ほど少なくなっておりますが、65 歳～74歳の前期高齢者数では計画を 357 人ほど上回っ

ております。 

２ページをお開きください。２ページは、第６期計画期間中、平成 27年度から３年間の、介

護給付費と予防給付費を併せたサービスごとの保険給付費に、地域支援事業費を加えた介護保

険事業の総費用の計画値となっております。単位は千円で、平成 27 年度は、居宅サービスが 110

億 2,899 万円、地域密着型サービスが 25億 5,357 万円、施設サービスが 46 億 3,329 万円など、

保険給付費全体で 191 億 5,171 万円、地域支援事業費が２億 8,651 万円、総費用額は 194 億

3,823 万円となっております。 

３ページを御覧ください。３ページは、平成 27年度介護保険事業総費用見込額についてでご

ざいます。表は、左から、サービスごとの計画額、見込額、見込額と計画額の比較となってお

ります。保険給付費の見込額は、４月から 12 月までの９か月分の実績額に、１月から３月まで

の３か月分は、実績額の最高額を支出するものとして算出いたしました。ただし、高額介護サ

ービス費等については、月ごとの差が大きいことから、７月から 12 月までの実績額の平均額を

支出するものとして算出しております。地域支援事業費の見込額は、27 年度４月から１月分ま

での実績額に、26年度４月から１月までの実績額から３月までの決算額の増加率を乗じて算出

しております。これにより、居宅サービスが 107 億 3,239 万円、地域密着型サービスが 24 億

5,810 万円、施設サービスが 46 億 7,231 万円など、保険給付費全体で 187 億 7,770 万円、地域

支援事業費が２億 6,014 万円、総費用額では 190 億 3,785 万円を見込んでおります。計画と比
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較しますと、保険給付費全体で約３億 7,400 万円、地域支援事業費で約 2,600 万円、総費用額

で約４億円計画より少なく、計画の範囲内となる見込でございます。 

４ページを御覧ください。４ページは、事業所の新設・廃止等の状況についてでございます。

表は、左から、サービスごとの平成 27 年４月１日現在の事業所数、平成 28 年１月１日現在の

事業所数、４月から１月までの事業所数の比較となっております。事業所数に変動があったサ

ービスについては、備考欄に内容を記載しております。 

説明は以上となります。 

議長（坂本部会長）：ただいま、平成 27 年度介護保険事業総費用の見込みについて御説明いただ

きました。３か年の計画の初年度ということで４億円ほど計画より少ない状況ということです。

まだ、28年度、29年度とありますが、スタートとしてはまずまずというところではないでしょ

うか。それでは、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。 

高渕委員：４ページの事業所の新設・廃止等の状況について、備考欄の休止、廃止について説明

できる範囲でお答えいただければと思います。 

事務局（岩崎副参事）：御質問にお答えいたします。事業所を辞めるという届け出を県や市などに

提出しますと廃止ということになりますが、廃止の届け出はされておりませんが実質営業され

ていない状況を休止と記載しております。 

議長（坂本部会長）：ありがとうございました。高渕委員よろしいでしょうか。 

高渕委員：はい、了解しました。 

議長（坂本部会長）：ほかに御質問等ございませんか。 

委員：なし 

議長（坂本部会長）：それでは、ほかに御質問、御意見等ないようですので、(3)について了承し

たものとして取り扱います。 

次に、(4)の「地域密着型通所介護について」、事務局から説明をお願いします。松井主事。 

事務局（松井主事兼介護支援専門員）：介護保険課の松井と申します。 

それでは、「(4)地域密着型通所介護」について御説明いたします。図でお示ししております

とおり、平成 28 年４月１日から定員 18 名以下の通所介護は、県が指定・指導監督する居宅サ

ービスから、市町村が指定・指導監督する地域密着型通所介護として、地域密着型サービスに

位置づけられます。 

まず、１の事業者の状況についてですが、昨年 12月に実施した意向調査では、八戸市内の通

所介護全 60 事業所のうち、22事業所が地域密着型へ移行予定であると回答しています。 

２の地域密着型サービスに移行することにより変わることとして５点挙げておりますが、そ

の主なものとしては、原則として、八戸市の被保険者のみサービス利用が可能であること、そ

れから、指定・指導監督の権限は八戸市が有することが挙げられます。 

２ページを御覧ください。３の地域密着型通所介護に係る新たな基準の創設について、５点

挙げました。(1)から(3)までは地域との連携に関する事項、(4)及び(5)は八戸市独自の基準と
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して、八戸市が定める条例案を３月議会に上程する予定でございます。 

４の介護報酬については、平成 27 年度介護報酬改定後の小規模型通所介護の基本報酬が踏襲

されます。 

５の事業所のみなし指定及び指定有効期間につきましては、移行に際し、事業者が改めて指

定申請する必要はなく、有効期間については、改正前の通所介護の指定を受けた日から６年を

経過した日となります。 

６のみなし指定の範囲ですが、(1)については、八戸市外の被保険者が、平成 28年３月 31日

において八戸市内の事業所を利用している場合、みなし指定により、４月１日以降も継続して

利用することができます。一方で、図１でお示ししておりますとおり、４月１日以降に新たに

利用希望があった場合については、八戸市の同意を得た上で、利用希望者の保険者である市町

村が指定する必要があります。 

３ページに参りまして、(2)については、先ほど御説明しました(1)と逆のパターンになりま

す。八戸市の被保険者が、３月 31日時点において八戸市外の事業所を利用していて、今後も利

用が見込まれる場合は、みなし指定により４月１日以降も継続して利用することができます。

一方で、４月１日以降に新たに利用希望があった場合は、事業所所在市町村の合意を得た上で、

利用希望者の保険者である八戸市が指定する必要があります。 

７のその他ですが、通所介護が宿泊サービス、いわゆるお泊りデイを実施する場合の届出先

が都道府県から市町村へ変わるため、今後、「宿泊サービスを提供する場合の人員、設備及び運

営に関する指針」を改正する予定です。 

４ページを御覧ください。８の審議事項についてです。(1)及び(2)についてですが、地域密

着型サービスは、原則、その市町村の被保険者のみが利用可能であることから、４月１日以降、

市外被保険者における当市の地域密着型通所介護の利用について同意しないこととし、また、

４月１日以降、八戸市被保険者における市外の地域密着型通所介護の新規での利用はできない

こととしたいと考えております。ただし、例外として、３月 31 日現在要支援状態の被保険者が、

通所介護と合わせて指定を受けている介護予防通所介護を利用していて、４月１日以降に要介

護状態となった場合は、同意または利用できることとしたいと考えております。 

(3)については、４月１日以降に地域密着型通所介護を新規開設する事業者があった場合の方

針です。地域密着型通所介護については、基準を満たしている場合には指定することとなり、

公募指定の仕組みは導入されませんが、一方で、関係者の意見の反映や必要な条件を付するこ

とができます。これを踏まえて、具体的な方針案として、枠中にありますとおり、 

① 建物工事前に当部会などにおいて、事業者からの事業計画の説明を受けた後、質疑応答

の上、関係者の意見を反映させる。 

② 事業所間の公平性を担保するため、指定の条件は設けない。 

③ 事前に当部会などに報告し、承認を得た後に指定する。 

とさせていただきたいと思います。以上、御審議よろしくお願いいたします。 
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議長（坂本部会長）：ただいま、地域密着型通所介護について、デイサービスですけれども御説明

いただきました。何か御質問、御意見等はございませんか。 

山本委員：現在、八戸市の通所介護事業所を市外の被保険者が利用している場合と、その逆の場

合の利用者の人数を教えていただけないでしょうか。 

事務局（松井主事兼介護支援専門員）：正確な人数は把握しておりませんが、市外の被保険者の利

用があるということは意向調査において回答があります。 

山本委員：わかりました。 

議長（坂本部会長）：ほかに御質問等ございませんか。 

高渕委員：今の質問に関連しますけど、現実的に八戸市から他市町村、他市町村から八戸市と利

用している方々がおられるという前提で、４月１日以降は八戸市と他市町村で新規の利用をで

きないこととするということですか。 

事務局（松井主事兼介護支援専門員）：はい。 

高渕委員：はい、了解しました。 

議長（坂本部会長）：ほかに御質問等ございませんか。 

李澤委員：意向調査で３分の１が地域密着型へ移行したいという結果ですが、もし差し支えがな

ければ移行したい理由を教えてもらえますか。それからもう１つ、先ほどお泊りデイの説明が

ありましたが、今現在、お泊りデイを実施している通所介護事業所はありますか。 

事務局（松井主事兼介護支援専門員）：お答えいたします。まず１つ目の御質問ですけれども、22

事業所が地域密着型への移行を予定しているとありましたけれど、現在の定員が 18 名以下であ

るということを踏まえての移行が 20 事業所、それから３月 31 日までに定員を 18名以下に変更

して移行するという事業所が２つございます。それから２つ目の御質問ですけれども、現在、

八戸市にはお泊りデイを実施している事業所はございません。 

李澤委員：わかりました。 

議長（坂本部会長）：ほかに御質問等ございませんか。 

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、(4)について事務局案のとおり承認した

いと思います。 

次に、(5)の「中核市移行に伴うサービス基準条例の制定について」、事務局から説明をお願

いします。岩崎副参事。 

事務局（岩崎副参事）：介護保険課の岩崎です。よろしくお願いします。座って御説明させていた

だきます。 

それでは、「(5)中核市移行に伴うサービス基準条例の制定について」の１ページを御覧くだ

さい。 

はじめに、中核市についてですが、中核市制度は、地方分権改革の流れの中で、できる限り

住民に身近なところで行政サービスを提供するために、指定都市に次いで特例的に市の事務を
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充実させる制度で、平成７年に創設されました。平成 26 年の地方自治法改正により、中核市の

要件が人口 30 万人以上から 20 万人以上に引き下げられたことから、八戸市も中核市の要件を

満たし、平成 29 年１月１日の中核市移行に向けて準備を進めております。平成 27 年４月１日

現在で、全国 790 市のうち 45市が中核市に指定されており、東北地方においては、青森市、盛

岡市、秋田市、郡山市、いわき市の５市が中核市となっています。 

中核市移行により、県から事務が移譲されることとなりますが、老人福祉法・介護保険法に

基づく事務では、高齢者施設・介護サービス事業所などの指定・指導監督などの業務が対象と

なります。具体的には、図でお示ししているとおり、指定居宅サービス、指定介護居宅支援、

施設サービスなど、現在、青森県が行っている事業所の指定・指導監督業務を、平成 29 年１月

１日以降、指定地域密着型サービスなどと同様に八戸市で行うこととなります。これに伴い、

人員・設備・運営に関する基準等を定める条例や要綱の制定、関係する市条例の改正が必要と

なります。条例の制定・改正にあたっては、現在、県が定めている条例や、既に八戸市が制定

しているサービス基準条例との整合性を図ることを念頭に、条例案を作成したいと考えており

ます。 

２ページを御覧ください。サービスや施設の種類ごとに、資料に記載しております厚生労働

省令に基づき条例案を作成することとなりますが、地方分権改革により、これらの基準は、項

目ごとに、従うべき基準、標準とすべき基準、参酌すべき基準に分類されており、このうち、

参酌すべき基準については、条例制定の際、国の基準と異なる基準を定めることができます。

中核市移行に伴い条例を制定するに当たって、既に八戸市で制定している地域密着型サービス

基準条例と同じ項目について、国と異なる基準を定めることとしたいと考えております。 

国の基準と異なる基準は、３点ございます。１点目は、特別養護老人ホーム、指定介護老人

福祉施設の居室の定員についてです。国の基準は１名となっていますが、低所得の利用者に配

慮する観点から、県条例、地域密着型サービス基準条例と同様に、４名以下としたいと考えて

おります。 

２点目は、サービスの提供に関する記録の保存期間についてです。介護報酬の返還請求の時

効は、地方自治法により５年であるのに対し、サービスの提供に関する記録の保存期間は２年

となっているため、介護報酬の返還請求に必要不可欠な「具体的なサービスの提供に関する記

録」のみ保存期間を５年間に延長したいと考えております。対象サービスは、介護保険給付費

が支払われるサービスです。 

３点目は、非常災害対策です。全てのサービスにおいて、事業者は、非常災害に関する具体

的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを従業者に周知

するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うことが定められています。地域密

着型サービスのうち、小規模多機能型居宅介護や認知症対応型共同生活介護などのサービスに

は、訓練の実施にあたって、地域住民の参加が得られるよう、連携に努める規定が設けられて

おり、八戸市では、地域密着型サービス基準条例制定の際、利用者の安全・安心確保の観点か
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ら、この規定の対象を、訪問系サービスを除く全てのサービスに広げています。今回の条例制

定にあたり、小規模の通所介護事業所が地域密着型サービスに移行すること、宿泊を伴うサー

ビスを提供する小規模多機能型居宅介護サービスとの均衡を図る観点から、居宅サービスと介

護予防サービスのうち、通所介護・短期入所生活介護について、同様の規定を追加したいと考

えております。 

次に、手数料条例についてですが、現在、青森県では、介護老人保健施設の開設及び変更の

許可について手数料を徴収する規定を設けています。中核市移行に伴い、八戸市でも県の条例

と同額の手数料を徴するものとして改正したいと考えております。 

なお、本日、御審議いただき、作成した条例案は、法規担当部署の審査を経て、パブリック

コメントを実施する予定ですが、これらの過程で修正が必要となった場合は、適宜対応したい

と考えております。 

説明は以上です。 

議長（坂本部会長）：ただいま、中核市移行に伴うサービス基準条例の制定について御説明いただ

きました。何か御質問、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、御意見等ないようですので、事務局案のとおり決定することといた

します。 

次に、(6)の「介護予防・日常生活支援総合事業の実施について」、事務局から説明をお願い

します。嶋森副参事。 

議長（嶋森副参事）：高齢福祉課の嶋森と申します。よろしくお願いいたします。「(6)介護予防・

日常生活支援総合事業の実施について」御説明いたします。座って説明させていただきます。 

まず始めに１の概要でございますが、平成 26年６月の介護保険制度改正により、要支援者の

予防給付として全国一律の基準により提供されている介護予防訪問介護、いわゆるヘルパーと

介護予防通所介護、いわゆるデイサービスを、市が実施する地域支援事業の介護予防・日常生

活支援総合事業、新しい総合事業へ移行するものでございます。昨年、国のガイドラインが示

されまして、要支援者に対する介護予防訪問介護及び介護予防通所介護は、新しい総合事業に

移行しても現行相当のサービス内容で実施できること、また、それまで示されていなかった基

準単価等の詳細が明らかになったことから、平成 29 年４月１日としていた実施予定日を前倒し

して実施したいと考えております。 

２の事業の実施時期についてですが、当初の予定より半年前倒しいたしまして、平成 28 年 10

月１日の実施を予定しております。 

次に３の実施方法についてですが、従来からの利用者の混乱を防ぐために、まず始めに現行

相当のサービスを移行しまして、その後、様々な準備が整いましたら多様なサービスを段階的

に導入していきたいと考えております。多様なサービスの新規導入につきましては、利用者と

事業者の混乱を招かないよう実態を聞き取りするなど調査・把握をした上で、サービス提供事
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業者等と慎重に協議を重ねた上で、実施可能なサービスについて検討していきたいと考えてお

ります。 

また、４の総合事業の対象者についてですが、(1)従来と同様に要支援認定を受けている方や

新規に要支援認定を受けた方と、(2)同じく基本チェックリストにより事業対象者とされた方が

利用することができます。 

５の移行内容につきましては、次のページの参考資料を御覧ください。(1)の介護予防訪問介

護・通所介護の移行についてですが、左側の現行の枠に囲まれている介護予防サービスのうち、

介護予防訪問介護と介護予防通所介護が、同じサービス内容で新しい総合事業へ移行し、その

他のサービスは、従来通り介護予防給付で行われることとなります。また、下の欄にあります

現行の二次予防事業である訪問型・通所型介護予防の移行につきましても、同じサービス内容

でそのまま新しい総合事業へと移行することとなっております。 

以上で、私からの説明を終わらせていただきます。 

議長（坂本部会長）：ただいま、総合事業について御説明いただきました。何か御質問、御意見等

ございませんか。 

山本委員：介護予防・日常生活支援総合事業の実施に伴って、議事(3)の介護保険事業総費用の中

の地域支援事業費はどのようになりますか。 

事務局（嶋森副参事）：お答えいたします。議事(3)で説明のあった介護保険事業費につきまして

は、介護予防訪問介護と介護予防通所介護の総合事業への移行により、28年度の地域支援事業

費が変更となることになります。ただし、同じ費用で保険給付費の居宅サービスから地域支援

事業費へ移行されるため、総費用額としては変更がないものと想定しております。 

議長（坂本部会長）：ほかに御質問、御意見等はございませんか。 

山本委員：利用者と事業者の混乱を招かないことを前提に、多様なサービスを新規導入するとい

うことでこれからのことだと思いますが、例えば具体的にどのようなサービスになりますか。 

事務局（嶋森副参事）：例えばになりますけれども、現行の基準を若干緩和し資格がなくてもでき

る事業や住民参加型のボランティアを活用した事業など様々ございます。 

山本委員：はい、わかりました。 

議長（坂本部会長）：ほかに御質問、御意見等はございませんか。 

委員：なし 

議長（坂本部会長）：ほかに御質問、御意見等ないようですので、(6)について承認したいと思い

ます。よろしいですか。 

委員：はい。 

議長（坂本部会長）：承認といたします。次に、(7)「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。座って御説明させて

いただきます。 



- 13 - 

それでは、資料の「(7)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します。 

まず、市内の新規委託事業所といたしまして「みどりヶ丘居宅支援サービス」より、業務を

受託したい旨の届出がありましたので、承認をよろしくお願いします。それから、八戸市外の

事業所といたしまして、大阪市の「やまきケアプランセンター」、福島市の「リブレ松川居宅介

護支援事業所」、青森市の「介護計画ケア・グー」の３つの事業所につきましては、それぞれ、

御利用者様の希望によりまして、既に委託契約を締結しサービスを提供しておりますので、事

後になりますが承認をお願いします。今回、御承認いただきます４つの事業所の職員に関する

事項及び給付管理者数につきましては、資料の(2)及び(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 90 事業所、今後の委託可能見込件数は 298

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、介護予防支援業務委託事業者の承認につきまして御説明いただき

ました。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、(7)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

いたします。 

事務局（前田市民健康部次長兼介護保険課長）：坂本部会長、委員の皆様、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３回開催いたしました。委員の皆様方には、

お忙しい中、第６期計画のサービス基盤整備に係る一次募集の要綱制定から、事業者の選定ま

で、熱心に御審議いただき、ありがとうございました。また、第６期計画初年度の給付費につ

いても、計画の範囲内となる見込みでございます。 

委員の皆様方には、来年度も、第６期計画のサービス基盤整備や進捗状況等について御審議

いただく予定となっておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。 

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）：それでは、これをもちまして、平成 27 年度第３回介護・高齢福祉部会を

閉会いたします。 


