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平成 28 度 第２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 11月 14 日（月）午後１時 30 分 

場所 八戸市庁 別館２階 会議室Ｃ 

○出席者（16名） 

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

佐々木委員、浮木委員、蒔田委員、中谷委員、李澤委員、小泉委員、高渕委員、慶長委員、 

中村委員 

○欠席委員（１名） 

 新坂委員 

○事務局（15名） 

工藤健康部長 

豊川福祉部次長、前田健康部次長兼介護保険課長、西村健康部次長兼保健総務課長 

[高齢福祉課] 小橋高齢福祉課長、松浦副参事、竹井主幹、巴主査 

[介護保険課] 岩崎副参事、佐藤副参事、前田主査、小檜山主査、小笠原主事、佐藤主事、 

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 28 年度第２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 16 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、一言御挨拶申し上げます。委員の皆様にお

かれましては、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。 

さて、本日は、６つの議案について御審議いただきたいと思っております。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第二次

募集の審査結果について御審議を賜りたいと思っております。 

そのほか、介護保険事業計画につきまして、平成 27 年度の実施状況の報告と、平成 30 年度

から始まる第 7 期計画に関して、先日、国から今後の方向性や新たな調査の内容が示されてお

りますので、事務局から説明を頂きたいと思います。 

全部で６つの案件となりますが、委員の皆様にはどうぞよろしくお願い申し上げます。 

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期計画サービス

基盤整備二次募集の審査結果について」でございますが、先月 17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、二次募集２種類のサービスについて二次審査を行いまし

た。本日は、二次審査の結果について御審議いただき、本部会におい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。 

事務局（前田主査）：介護保険課の前田と申します。よろしくお願いいたします。座って御説明い

たします。 
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それでは、資料の「(1)第６期計画サービス基盤整備二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ページ目の資料は、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選定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。 

最初に認知症対応型共同生活介護についてですが、２法人の選定に対し、２法人が二次審査

対象となり、医療法人謙昌会 89.8 点、有限会社ゆき 85.1 点と、いずれも最低基準点の 50点を

クリアしているため、両法人を選定法人としたいと思います。 

次に、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護についてですが、今回１法人の選定に対

し、３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、一次審査結果及び二次

審査結果の合計点数が 90.8 点で最上位の法人となった、社会福祉法人素心の会を選定法人とし

たいと思います。 

２ページをお開きください。２ページ以降は、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、２ページの認知症対応型共同生活介護で医療法人謙昌会の採点結果を御覧くださ

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

で、それぞれの配点を合計すると最高点の 50 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になります。委員名のところは特定できないようア

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き合計を出した上で、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。なお、採点方法及び評価点の算出方法は２つのサービス共通

となっております。 

３ページを御覧ください。こちらは有限会社ゆきの採点結果です。 

続いて、４ページをお開きください。４ページから６ページは、地域密着型介護老人福祉施

設入所者生活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」を御覧くださ

い。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ページは認知症対応型共同生活介護の事業計画概要で、医療

法人謙昌会と有限会社ゆきについて記載しております。このうち医療法人謙昌会は、現在運営

している建物を改修して１ユニット増床する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、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事

業計画の概要を掲載しております。社会福祉法人素心の会は、五戸町にあります特別養護老人

ホームのサテライトとしての開設を予定しています。次の５ページを御覧ください。こちらは
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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、市職員に対する脅迫、

威嚇、贈賄、名誉毀損等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、事務局に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）：ありがとうございました。ただいまの説明について、委員の皆様から御質問、

御意見を承りたいと思います。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、御意見等がないようですので、 

・認知症対応型共同生活介護は、「医療法人謙昌会」、「有限会社ゆき」の２事業者 

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、「社会福祉法素心の会」 

を選定することに御異議ございませんか。 

委員：異議なし 

議長（坂本部会長）：御異議ありませんので、二次募集の２種類３事業者を決定いたしました。 

次に、(2)の「平成 27 年度八戸市介護保険事業の概要について」、事務局から説明をお願いし

ます。 

事務局（佐藤主事）：介護保険課の佐藤と申します。よろしくお願いいたします。座って御説明い

たします。 

初めに、表紙が「(2)平成 27 年度八戸市介護保険事業の概要について」となっております資

料の１ページをお開きください。ポイントをページに沿って御説明していきます。 

１ページは高齢者人口についてですが、八戸市の 65 歳以上の高齢者は、平成 28 年３月末現

在で 64,722 人となっており、総人口に対する高齢化率は 27.6％と全市民の約４人に１人の割

合となっております。表 1 は高齢者人口の推移を表しており、高齢化が進んでいることが分か

ります。下にあります折れ線グラフは、高齢化率の推移を青森県並びに全国と比較しているも

のです。八戸市の高齢化率は全国平均を下回っていましたが、26年度中に逆転し、今後も全国

平均を上回ることが見込まれます。 

それでは２ページをお開きください。２ページ及び３ページは要介護認定状況についてです。

八戸市の認定者は、平成 28 年３月末現在で 11,091 人となっており、そのうち 65歳以上の認定

者数は 10,739 人、認定率は 16.6％となっています。表 2-1 は各月末日の認定者数の推移を表

し、表 2-2 では平成 12年度末からの認定者数の推移を表しています。 

３ページを御覧ください。３ページは今年度追加した内容で、年齢階層別・男女別の認定者

数を表とグラフで表しております。全体的に各人口に対する認定者の比率は、女性の方が高い

ことがわかります。 

４ページをお開きください。４ページは介護サービスの受給状況についてです。認定者のう

ち、実際にサービスを利用されている方は 93.2％となっており、全国平均及び県平均よりも高

い割合となっております。表 3 では介護サービスの受給者数の状況を、下段の棒グラフでは介



- 4 - 

護サービス受給者の要介護度別割合を表しております。 

５ページを御覧ください。５ページは居宅サービスの利用状況についてです。表 4-1 では居

宅サービスの種類別利用人数を表しており、27年度の利用状況は、利用率が高い順に通所介護、

福祉用具貸与、訪問介護、通所リハビリテーションとなっております。 

６ページをお開きください。６ページでは、受給者１人当たりの介護度別居宅サービス平均

費用額を表とグラフで表しております。介護度が上がるにつれ、訪問系サービス、短期入所の

構成割合が増加し、逆に通所系サービスの構成割合が減少していることが分かります。 

７ページを御覧ください。７ページは、居宅サービスにおいて受給者が１割負担で利用でき

るサービスの限度額に対して、実際にどのくらいのサービスを利用したかを介護度別に比率に

した、対支給限度額比率を表とグラフで表しております。26 年度までは、各年度 10 月利用分

のデータで比較していましたが、平成 27 年８月の制度改正より自己負担割合が所得に応じて１

割又は２割となったため、27 年度については、７月利用分のデータを使用しました。表 4-3 に

ありますとおり、27 年度の八戸市の比率は、平均すると 54.5％と 26 年度に比べわずかながら

減少しており、要介護度別にみますと要介護５の割合が最も高くなっております。 

８ページをお開きください。８ページは地域密着型サービスの利用状況についてです。地域

密着型サービスのうち、認知症対応型共同生活介護、いわゆるグループホームが、利用者数、

費用額で大部分を占めております。表 5-1 は地域密着型サービスの介護度別利用者数を表し、

表 5-2 と下段のグラフはグループホームの介護度別利用者数と費用額の推移を表しております。 

９ページを御覧ください。９ページは施設サービスの利用状況についてです。表 6-1 では施

設別入所者数と費用額並びに１人当たりの費用額を表しております。表 6-2 では施設別入所者

数の推移を表し、入所者の要介護度の状況を下２段にわたりグラフで表しております。１人当

たりの費用額は 24 年度から増加しておりましたが、27 年度は報酬改定の影響からマイナスに

転じました。また、要介護４及び５の重度利用者の割合は施設サービス全体で 70.8％、介護老

人福祉施設では 84.9％となっており、施設サービス全体の平均要介護度は 3.9 となっておりま

す。 

10 ページをお開きください。10 ページは、保険給付費の支出状況についてです。平成 27 年

度の給付費総額は約 185 億 200 万円で、前年度と比較しますと約 3 億 7,779 万円の増となって

おります。下段のグラフのとおり、受給者数とともに右肩上がりの状況となっておりますが、

27 年度の報酬改定の影響を受け増減率は 2.1％にとどまりました。また、サービスごとの対前

年度増減率をみますと、認知症対応型共同生活介護が 9.7％、小規模多機能型居宅介護が 20.8％

とそれぞれ増加しており、給付費の構成比では、居宅サービス費の占める割合が高くなってお

ります。 

11 ページを御覧ください。11 ページは今年度追加したもので、表 7-2 は介護保険サービス費

の自己負担割合２割対象者の構成比となっており、認定者数では 6.3％、保険給付決定件数で

は 5.1％を占めています。 

12 ページをお開きください。12 ページは、上段と下段にそれぞれ福祉用具購入費、住宅改修

費の支給状況と１人当たりの平均支給額をグラフに表しております。中段の円グラフは、福祉

用具と住宅改修の種目・種類別利用状況の割合を表しております。介護度別では要介護２の利
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用が多く、住宅改修の内容では、手すりの取付け、段差解消が多くなっております。 

次に 13 ページを御覧ください。13 ページは介護保険料の収納状況についてです。表 8 のと

おり、平成 27 年度の第１号被保険者の収納率は 98.4％となっており、普通徴収の収納率は前

年度と比較すると 0.6 ポイント上昇し 84.7％となっております。下段のグラフは、これまでの

各段階別普通徴収の収納率の推移を表しており、生活保護受給者が含まれる第１段階を除き、

所得段階が下がるごとに収納率も低い状況にあります。 

14 ページをお開きください。14ページは地域支援事業の実施状況についてです。地域支援事

業は、大きく分けて３つの事業により構成されており、二次予防事業及び一次予防事業からな

る介護予防事業、地域包括支援センターの運営を行う包括的支援事業、地域の実情に応じた必

要な支援を行う任意事業に分けられます。地域支援事業全体の費用額は 26年度より約 3,300 万

円の増、増減率では 15.5％増となっております。 

15 ページを御覧ください。15 ページは介護保険特別会計の収支についてです。表 10-1 を御

覧ください。平成 27 年度決算額は、歳入が 198 億 9,865 万 1千円、歳出は 193 億 6,983 万 4千

円となっており、歳入歳出差引額は 5 億 2,881 万 7 千円となっております。また、ここから国

や県に返還すべき負担金等 3億 669 万円を差し引いた、2億 2,212 万 7千円が 27年度の実質的

収支となります。 

次に 16 ページをお開きください。16 ページ及び 17 ページは、八戸市と青森市、弘前市、青

森県、全国とを比較した参考資料になっております。16 ページの(1)被保険者数では、八戸市

の 65 歳以上 75 歳未満の構成比がいずれと比較しましても高く、向こう 10 年間で 75 歳以上の

後期高齢者が増加することが見込まれます。また、(2)介護度別認定者数では、要支援１から要

介護１までの軽度者の割合が低く、要介護２以上の中重度者の構成比が高いことが分かります。

中段に示しております認定率ですが、八戸市はいずれと比較しましても低い傾向にあり、また、

75 歳未満の前期高齢者が５％前後なのに対し、75 歳以上の後期高齢者は 30％を超えておりま

す。八戸市は、今後、後期高齢者の割合が高くなると見込まれることから、要介護認定者も増

加することが予想されます。 

それでは 17 ページを御覧ください。17 ページは、平成 28 年３月分のサービスごとの給付費

総額と高齢者１人当たりの給付費を比較したものとなっております。表の右側の欄外にありま

すとおり、八戸市の高齢者１人当たりの給付費は、訪問系サービスで全国平均の約 1.8 倍、通

所系サービスで全国平均の約1.1倍、グループホームで全国平均の約1.2倍となっております。

また、介護老人福祉施設は全国平均の約 0.6 倍と、居宅サービスが多く、施設サービスは少な

くなっております。１番下の(5)の表は、保険料の比較を示したものです。第６期に入り、全体

的に改定率が上昇しておりますが、八戸市は５千円台にとどめることができました。 

この資料は、平成 27 年度の介護保険事業の概要として市のホームページに掲載する予定であ

ります。以上で議事の(2)「平成 27 年度八戸市介護保険事業の概要について」の説明を終わり

ます。 

議長（坂本部会長）：ありがとうございました。ただいまの説明について、委員の皆様から御意見、

御質問はございませんか。 

山田委員：15 ページ上段の囲み部分の「歳入歳出差引額から翌年度に返還すべき負担金等を差し
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引いた実質的な収支 1 億 9,538 万 6 千円」と「表 10-1 の 27 年度実質的収支 2 億 2,212 万 7 千

円」となっていますが、この差額はどういった理由からでしょうか。 

事務局（岩崎副参事）：「表 10-1 の 27 年度実質的収支 2億 2,212 万 7千円」が正しい金額であり、

上段の囲み部分は誤った金額となっています。大変失礼いたしました。 

山田委員：上段の囲み部分の金額を修正するということですね。解りました。 

議長（坂本部会長）：ほかに、御意見、御質問等はございませんか。 

委員：なし 

議長（坂本部会長）：御意見、御質問等ないようですので、(2)の報告を了承し、次の議事に参り

たいと思います。 

次に、(3)の「第７期計画策定のための介護予防・日常生活圏域ニーズ調査等について」、説

明をお願いします。 

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。座って説明させていた

だきます。 

それでは、「(3)第７期計画策定のための介護予防・日常生活圏域ニーズ調査等について」の

１ページを御覧ください。平成 30 年度から平成 32 年度までの第７期介護保険事業計画につい

て、平成 28 年 10 月、厚生労働省より、策定に向けて実施するべき各種調査等についての概要

が示されました。 

まず、第７期計画の方向性についてですが、団塊の世代が後期高齢者となる 2025 年を見据え

サービス給付・保険料水準の推計を行い、地域包括ケアシステムの構築に向け計画策定を行っ

た第６期の方針に基づき、第８期、第９期を見据えた段階的な取組を進める必要があるとして

います。また、今後、大都市やその周辺都市、地方都市、中山間地域等、地域によって高齢化

の状況及びそれに伴う介護需要も異なってくることが予想され、要介護認定率や１人当たりの

介護費用等に地域差が存在しており、これらについて多角的な分析が必要であるとしています。 

次に、介護保険事業計画策定に係る調査の経緯についてですが、第５期計画策定時より、介

護サービス等の見込みを算出するに当たり、地域や高齢者の課題等をより的確に把握するため

の手法として、「日常生活圏域ニーズ調査」が導入されています。第６期計画策定時には、高齢

者の社会参加に配慮した観点から調査項目の見直しが行われましたが、実施にあたっては、各

市町村が独自に項目を追加・削除して行っている状況となっています。 

第７期計画策定に向けた調査ですが、第６期計画までの日常生活圏域ニーズ調査の課題とし

て、調査項目が多く高齢者にとって負担が大きいこと、市町村によって調査方法が異なるため、

地域間の比較に資するデータとなっていないことが挙げられました。 

さらに、このほかの課題として、昨年、一億総活躍社会実現の目標の一つとして、2020 年代

初頭にやむを得ず介護を理由に離職する方をなくす、という「介護離職ゼロ」が掲げられたこ

とを受け、 

・介護する家族の就労継続への支援に効果的な介護サービスの在り方を把握する、新たな調

査手法の研究 

・計画策定・実行を支え、現状分析や課題の抽出、地域間比較などの機能を持つシステム開

発の必要性 
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が挙げられています。これらの課題への対応として、第７期計画では、 

・従来の日常生活圏域ニーズ調査の調査項目を削減し、要介護状態になる前の高齢者の実態

把握に特化した「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」へ移行すること 

・介護離職をなくしていくためにどのようなサービスが必要かという観点を盛り込むため、

新たに「在宅介護実態調査」を実施すること 

・ニーズ調査結果を登録し、現状分析や将来推計を行う「介護保険見える化システム」を開

発すること 

が打ち出されました。 

１ページから２ページにかけての表は、第６期計画と第７期計画の調査について比較したも

のです。２ページを御覧ください。介護予防・日常生活圏域ニーズ調査ですが、第６期計画で

96 問だった調査項目の見直しが行われ、第７期計画では必須項目 33問、オプション項目 30 問

となっています。調査方法は郵送により行いますが、対象者については、予算上の制約等を考

慮し、調査結果の信頼性とバランスに配慮して決定することとされています。八戸市では、高

齢者人口約 65,000 人に対し、7,000 件程度の調査票を送付することを予定しています。 

在宅介護実態調査は、在宅で生活している要支援・要介護者のうち、要支援・要介護認定の

更新申請や区分変更申請をする人が対象となり、調査項目は、通常の認定調査で行っている概

況調査と重複している部分が多いことから、認定調査員による聞き取り調査の方法が推奨され

ています。当市においても、各事業所の認定調査員に、更新申請等の調査と合わせて聞き取り

を行うことを依頼したいと考えております。また、人口 10 万人以上の自治体では、600 件程度

の調査票の回収を目指すことが示されていることから、600 人程度の調査の実施を見込んでお

ります。 

調査結果の分析ですが、介護予防・日常生活圏域ニーズ調査は、「見える化」システムへの登

録、在宅介護実態調査は、今後配布される予定の自動分析ソフトにより行うこととされていま

す。 

今後、国の示す方法に沿って、平成 28年 12 月から平成 29年３月にかけて、各調査の実施と

分析を行う予定です。説明は以上です。 

議長（坂本部会長）：ありがとうございました。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、御意見等ないようですので、(3)については了承したものとして取

り計らいます。 

次に、(4)の「地域密着型サービス事業所の指定等について」、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。座って御説明いたします。 

「(4)地域密着型サービス事業所の指定等について」の１ページをお開き下さい。地域密着型

サービス事業所について、２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、社会福祉法人信和会が運営する地域密着型通所介護「デイサービスセンターこうよう」、

社会福祉法人同伸会が運営する定期巡回・随時対応型訪問介護看護「瑞光園ホームヘルパース

テーション」となります。なお、「デイサービスセンターこうよう」につきましては、資料にも
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ありますとおり、法人変更による新規指定となっております。 

御説明は以上となります。 

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、(4)について承認することといたします。 

次に、(5)の「八戸市老人福祉施設等施設整備方針について」事務局から説明をお願いします。 

事務局（巴主査）：高齢福祉課の巴と申します。座って説明させていただきます。 

議事「(5)八戸市老人福祉施設等施設整備方針について」の説明をさせていただきます。資料

についてですが、両面印刷の２ページの構成となっており、１ページ目に「八戸市老人福祉施

設等施設整備方針について」と題した方針の概要についての資料、裏面の２ページ目には方針

本文を掲載しております。説明につきましては、１ページ目の「八戸市老人福祉施設等施設整

備方針について」に沿って、裏面の方針についても併せて御説明いたします。 

はじめに、１の八戸市老人福祉施設等施設整備方針の目的について説明いたします。八戸市

老人福祉施設等施設整備方針は、平成 29年１月１日の中核市移行に伴い、広域型の特別養護老

人ホーム等の認可、指導監督等に関する権限並びに老人福祉施設などの社会福祉施設への施設

整備費補助の権限も移譲されることとなることから、八戸市高齢者福祉計画に基づいた整備と

市内の老人福祉施設等の整備計画の整合性を図るため、当該方針を作成するものでございます。

なお、県による従前の「社会福祉施設等施設整備方針」の老人福祉施設等に係る部分を抜粋し

た形となりますが、方針自体の構成や内容については、中核市移行前の県の方針と同等のもの

となっております。 

次に、２の八戸市老人福祉施設等施設整備方針の構成と概要について説明いたします。表に

つきましては、裏面の整備方針を簡略化したものとなりますので、表に沿って説明させていた

だきます。 

英数字Ⅰの基本的な考え方についてですが、優先採択基準を定めたもので、事業計画と施設

整備の必要性との整合性を踏まえ、優先して採択する３つの項目で構成されています。 

１の職員処遇改善等に係る法人の取組実施状況は、職員処遇のほか、人材育成、コンプライ

アンス等に関する取組の実施状況に関する項目となっております。 

続いて、２の利用者への配慮は、利用者の居住空間やプライバシーの確保の配慮に関する項

目となっております。 

３の施設の老朽化状況につきましては、耐震化の必要性及び老朽化の状況に関する項目とな

っております。 

続きまして、英数字のⅡについてですが、施設整備方針の具体的方針を定めたもので、老人

福祉施設等の整備を八戸市高齢者福祉計画に基づき、計画的に進められるよう定めた５つの方

針で構成されております。 

１の八戸市高齢者福祉計画に基づく創設整備は、創設整備に関する方針となっており、八戸

市高齢者福祉計画において整備が必要とされた整備床数がある場合に限り、整備を検討すると

いう内容となっております。 

２の八戸市高齢者福祉計画に基づく増築整備は、増築整備に関する方針となっており、１の
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創設整備と同様に、八戸市高齢者福祉計画において整備が必要とされた整備床数がある場合に、

整備を検討するというものになります。 

３の老朽化施設等の改築整備は、改築整備に関する方針となっており、老朽度の高い施設に

ついて整備を検討するというものとなっており、中でも土砂災害・津波等の被害の可能性の高

い地域の施設に係る移転改築を優先するという内容となっております。 

４の個室ユニットケア型施設等の整備の優先については、個室ユニットケア型施設の整備や、

社会福祉法人利用者負担軽減制度を実施する法人による整備の優先に関するものになっており

ます。 

５の対象外整備の要件は、当該施設整備方針に係る整備に対する補助以外の他の補助金等を

活用することが可能な整備については対象外とするという内容となっております。 

６の青森県介護サービス事業所認証評価制度に係る優先は、当該制度による認証を取得して

いる法人及び制度への参加を宣言し、認証取得の見込みのある法人による整備の優先に関する

方針となっております。 

議事「(5)八戸市老人福祉施設等施設整備方針について」の説明は以上になります。 

議長（坂本部会長）：ただいま、事務局から施設整備方針について説明がありました。委員の皆様、

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「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。座って説明させてい

ただきます。 

それでは、資料の「(6)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、新規の委託事業所として、「たものき居宅介護支援事業所」及び「白山台やすらぎ館居

宅介護支援センター」より、業務を受託したい旨の届出がありましたので、承認をお願いしま

す。また、「瑞光園ケアマネステーション山手通り」及び「居宅介護支援事業所ありがとうの家」

につきましては、御利用者様の希望により、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、事後承認をお願いします。 

今回、御承認いただく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(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)の委託事業所数ですが合計 94 事業所、今後の委託可能見込件数は 277 件となっ

ております。 

以上で説明を終わります。承認をよろしくお願いします。 

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、(6)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

します。 
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事務局（前田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。 

次回の日程について御連絡いたします。次回は平成 29 年２月６日、月曜日、午後１時 30 分

から、八戸市庁別館２階会議室Ｃを予定しております。なお、平成 29 年１月１日の中核市移行

により、八戸市健康福祉審議会介護・高齢福祉部会は、八戸市地方社会福祉審議会介護・高齢

福祉専門分科会となりますので、よろしくお願いいたします。後日、文書で御案内申し上げま

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、第２回介護・高齢福祉部会を閉会いたしま

す。 


