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平成 28 年度 第３回八戸市健康福祉審議会 介護・高齢福祉専門分科会 会議録 

日時 平成 29年２月６日（月）午後２時 

場所 八戸市庁 別館２階 会議室Ｃ 

○出席委員（16 名） 

坂本専門分科会長、工藤副専門分科会長、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、高渕委員、新坂委員、 

慶長委員、中村委員 

○欠席委員（１名） 

 小泉委員 

○事務局（17名） 

加賀福祉部長兼福祉事務所長、工藤健康部長 

豊川福祉部次長、西村保健所副所長兼保健総務課長、前田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、原地域包括支援センター所長、松浦副参事、竹井主幹 

[健康づくり推進課] 石藤健康づくり推進課長、中居副参事 

[介護保険課] 岩崎副参事、佐藤副参事、前田主査、小檜山主査、佐藤主事、 

下平主事兼介護支援専門員 

事務局（岩崎副参事）：会議に先立ちまして、お知らせいたします。昨年 11 月の第２回介護・高

齢福祉部会で御案内しましたとおり、１月１日、中核市移行に伴い、介護・高齢福祉部会は、

介護・高齢福祉専門分科会となりました。旧部会の部会長、副部会長及び委員は、新専門分科

会の専門分科会長、副専門分科会長及び委員とする経過措置が設けられておりますので、改め

まして、委員の皆様には、よろしくお願いいたします。 

ただいまから、平成 28年度第３回介護・高齢福祉専門分科会を開催いたします。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、専門分科会長に務めていただきます。坂本専門分科会長よろしくお願い

いたします。 

議長（坂本専門分科会長）：それでは、会議に先立ちまして、一言御挨拶申し上げます。 

先ほど、事務局の方から説明がありましたとおり、八戸市は、今年の１月１日をもちまして、

48 番目になりますが中核市として動き出しております。この八戸市健康福祉審議会は地方社会

福祉審議会としての役割で設置された訳でございますので、これからも委員の皆様の御意見を

いただきながら、市民にとってより良い福祉の状況が達成できますように御協力をお願い申し

上げたいと思います。 

さて、本日は、平成 28年度介護保険給付費等の状況、第７期計画策定のためのアンケート調
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査の実施状況、第５期及び第６期計画サービス基盤整備の進捗状況と、全部で３つの案件につ

いて、御審議をいただきたいということでお集まりいただいております。 

なお、今回が、今年度の最後の専門分科会となります。委員の皆様方には、これまでも大変

熱心に御審議をいただきましたことに、感謝申し上げますとともに、本日の議事につきまして

も、皆様方の御協力をお願い申し上げまして、御挨拶といたします。 

それでは、次第に従いまして、議事を進めて参ります。最初に、(1)の「平成 28 年度介護保

険給付費等の状況について」事務局から説明をお願いします。佐藤主事。 

事務局（佐藤主事）：介護保険課の佐藤です。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「(1)平成 28 年度介護保険給付費等の状況について」となっております資料

の１ページ目をお開きください。ポイントをページに沿って説明していきます。１ページは、

第６期事業計画期間における各年度９月末現在の要介護度別認定者数と第１号被保険者数の計

画と実績との比較です。表は上段が計画、中段が実績、下段が計画と実績との比較となってお

ります。認定者数及び認定率は、27 年度が計画値 11,474 人、17.9％に対し、実績値 11,085 人、

17.4％、28 年度が計画値 12,053 人、18.5％に対し、実績値 11,201 人、17.1％と、計画より低

い状況となっております。 

２ページをお開きください。２ページは介護保険事業総費用の計画と実績との比較です。表

の向かって一番右側の列は、27 年度から 29 年度の計画期間３年間と比較したもので、計画全

体に対しての進捗率を表しております。一方、右から２番目の列は、27 年度及び 28 年度の２

年間の計画に対する進捗率となっております。100％より低い場合は、実績が計画を下回ってい

ることを表しています。第６期の進捗率及び２か年進捗率は、保険給付費で 62.8％及び 96.3％、

地域支援事業費を合わせた総費用で 62.4％及び 96.6％となっており、計画内での事業運営がな

されております。 

表の左側を御覧ください。計画策定時と異なるところが３点ございます。まず１つ目、表の

中ごろ地域密着型サービスの一番下「地域密着型通所介護」につきましては、制度改正により、

28 年度から居宅サービスの「通所介護」のうち、定員 19 人未満の事業所が「地域密着型通所

介護」となったため追加しております。 

２つ目は、同じく地域密着型サービスのうち「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」及び「看

護小規模多機能型居宅介護」につきまして、平成 29 年度の事業開始を見込んでおりましたが、

27 年度に事業者選定を行い、それぞれ 28 年 11 月、29 年１月から事業を開始しております。給

付費の請求はサービス提供から２か月後となり、資料作成時点では給付実績がなく、また、28

年度の決算見込みは４月から 10 月までの実績に基づいて算出しているため、実績が０円のまま

となっております。 

３つ目は表の左下、地域支援事業費のうち「介護予防・日常生活支援総合事業費」につきま

して、平成 29 年４月からの事業開始予定を半年早め、28年 10 月から開始としたため、２か年

の進捗率が大きくなっております。 
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３ページをお開きください。３ページは介護保険特別会計財政調整基金の推移です。表の左

側が積立額、中段が取崩し額、右側が基金残高となっております。平成 23年度第４期末の残高

から、第５期の 24 年度、25 年度及び 26 年度は基金を取崩しましたが、第６期の 27 年度は取

崩しがなかったため、28年度末残高の見込みは７億 9,967 万 9,153 円となっております。 

以上で議事の「(1)平成 28 年度介護保険給付費等の状況について」の説明を終わります。 

議長（坂本専門分科会長）：ただいま、事務局から説明をいただきましたが、委員の皆様、何か御

質問等ございませんか。約８億近く基金の残高があるということですが。 

委員：なし 

議長（坂本専門分科会長）：御質問等ないようですので、(1)については終了いたします。 

次に、(2)の「第７期計画策定のためのアンケート調査の実施状況について」、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。よろしくお願いいたします。座って説明させて

いただきます。 

それでは、「(2)第７期計画策定のためのアンケート調査の実施状況について」の１ページを

御覧ください。第７期計画策定に向けた調査ですが、前回の部会において概要を御説明しまし

たとおり、厚生労働省から実施すべき調査として、 

・要介護状態になる前の高齢者の実態を把握する「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」 

・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検討するための「在宅介護実

態調査」 

の２つが示されました。本日は、現在、実施しているそれぞれの調査の状況について御説明い

たします。 

まず、表左側の介護予防・日常生活圏域ニーズ調査ですが、対象者は、第１号被保険者のう

ち要介護状態になる前の一般高齢者、総合事業対象者及び要支援者で、日常生活圏域ごとに、

男女別、前期・後期高齢者別の構成割合に応じて 600 人を無作為抽出しました。市内 12圏域全

体では 7,200 人が対象となり、回収率は約 70％、5,040 件程度を想定しております。 

調査方法は、郵送による調査票の配布・回収となり、平成 29年１月 23 日に調査票を郵送し、

回答記入後、同封の返信用封筒により平成 29 年２月７日までに投函していただきます。 

調査項目は国の示したとおりの内容とし、必須項目 33問、オプション項目 30 問の合計 63問

となっております。設問内容の詳細につきましては、参考資料１の「介護予防・日常生活圏域

ニーズ調査票」を御覧ください。全体として、高齢者の方が回答しやすいように文字のポイン

トを大きくし、一部振り仮名をしております。調査項目は、第６期からの見直しにより絞り込

み・削除されておりますが、新たな設問として、９ページの地域づくりへの参加意向、10 ペー

ジの主観的幸福感が追加となっています。 

調査の集計作業は業務委託により実施し、委託業者による分析結果の報告のほかに、当市に

おいて、国が提供する地域包括ケア「見える化」システムを活用しての地域分析を予定してお

ります。 
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次に、表右側の在宅介護実態調査についてですが、こちらは、在宅で生活をしている要支援・

要介護者のうち、平成 29 年１月 31 日から平成 29 年３月 31 日までに認定有効期間が終了とな

り、更新申請・区分変更申請をしている人を対象としております。人口 10万人以上の自治体で

600 件程度のサンプル数が望ましいとされているため、サンプル数が十分に確保できるよう、

調査期間を平成 28年 12 月１日から平成 29年３月 31日までに設定いたしました。 

調査方法は、要支援・要介護認定更新の訪問調査時に、認定調査員が通常の概況調査と並行

して聞き取りを行う方法と、訪問調査時に同席している主な介護者の方に回答いただく方法に

なります。調査票の詳細は、参考資料２「在宅介護実態調査票」のとおりとなります。 

分析作業については、今後、国から配布される自動分析ソフトを使用して行う予定です。 

最後になりますが、平成 29 年２月３日時点の回答数ですが、介護予防・日常生活圏域ニーズ

調査は約 3,900 人、回収率 54.2％、在宅介護実態調査は 560 人となっております。 

説明は以上です。 

議長（坂本専門分科会長）：ありがとうございました。ただいま、事務局から説明をいただきまし

たアンケート調査の実施状況についてですが、何か御質問、御意見等はございませんか。 

慶長委員：この質問の項目内容は、国に準じている内容でしょうか。あと、細かいことかもしれ

ませんが、介護をしてくれる人というところが配偶者という表現になっていますが、これを夫

など細かくすると、例えばですけど、妻が要介護状態で夫が介護しているかどうかや、夫が介

護している場合に家族の人の協力があるかどうかなどが見えてくるのかなと思います。今回は

送付済だと思いますが、この質問を見てそういうことを感じました。 

事務局（岩崎副参事）：質問の項目内容につきましては、参考資料の１及び２のいずれも国の示し

たとおりの設問で、選択肢の方も変えない内容となっております。これから比較・検討するに

当たり、全国共通の内容、同じ手法で実施するよう指示がありましたので、質問の内容は変更

しないで御案内しております。 

議長（坂本専門分科会長）：ほかに、御意見、御質問等はございませんか。 

委員：なし 

議長（坂本専門分科会長）：御質問等ないようですので、(2)については了承したものとして取り

計らいます。 

次に、(3)の「第５期及び第６期計画サービス基盤整備の進捗状況について」、説明をお願い

します。前田主査。 

事務局（前田主査）：介護保険課の前田でございます。よろしくお願いいたします。座って御説明

させていただきます 

お手持ちの資料の「(3)第５期及び第６期計画サービス基盤整備の進捗状況について」を御覧

ください。第５期及び第６期におきまして地域密着型サービス運営委員会の委員の皆様から審

査いただき、選定された法人の施設整備状況については、資料の表の通りでございます。この

うち、※印がついております有限会社ゆきからは、「小規模多機能型居宅介護事業所うみ」の移

転について希望があり、先ほど、地域密着型サービス運営委員会において移転が承認されたこ
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とを御報告いたします。移転先も同じ圏域であり、定員が増えること、２階建てだったものを

平屋で新築する予定のため、より安全を確保できること、地域交流スペースを設置すること等、

利用者・地域住民にとってもより良いサービス提供に繋がると考えられることから承認を得た

ものです。なお、御参考までに、将来的にグループホームに併設したいという事業者の意向が

あることを申し添えます。①の第５期及び第６期計画サービス基盤整備の進捗状況についての

説明は以上でございます。 

続きまして、②の地域密着型サービス事業者の指定について御覧ください。株式会社ブーケ

が運営する「地域密着型通所介護リハビリデイサロンかりん」を平成 29 年１月１日付けで指定

いたしました。今年度、第１回目の地域密着型サービス運営委員会において意見を付していた

だいた事業者となります。その際、委員の方から「従業者が３名では足りないのではないか」

という御意見をいただいた結果、協議の際、より介護職員を増員して申請書が提出されました。

また、「機能低下が起こっている利用者にとっては、ゴールデンウィーク等長期休暇で期間を空

けることが良くない可能性もある」という御意見もいただきましたが、申請書類によりゴール

デンウィークも営業することを確認し、指定しております。 

説明は以上でございます。 

議長（坂本専門分科会長）：ありがとうございました。ただいま、(3)について説明いただきまし

たが、御質問、御意見等はございませんか。 

委員：なし 

議長（坂本専門分科会長）：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、本日の議事は終了いたしました。 

事務局（岩崎副参事）：坂本専門分科会長ありがとうございました。本日が今年度最後の介護・高

齢福祉専門分科会となりますので、前田介護保険課長より、委員の皆様へ御挨拶がございます。 

事務局（前田次長兼介護保険課長）：坂本専門分科会長、委員の皆様、御審議ありがとうございま

した。 

それでは、一言お礼の御挨拶を申し上げます。今年度の介護・高齢福祉専門分科会は、本日

を含めて３回開催いたしております。委員の皆様方には、お忙しい中、第６期計画の基盤整備

に係る事業者の選定など、熱心に御審議をいただき、ありがとうございました。 

来年度は、第７期計画の策定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。 

それでは簡単ではございますが、今後とも当市の高齢者福祉行政につきまして、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、平成 28 年度第３回介護・高齢福祉専門分科会を終了

いたします。本日はありがとうございました。 


