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平成 29 年度 第１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６月 19日（月）午後２時 30分 

場所 八戸市庁 別館８階 研修室 

○出席者（15名） 

坂本専門分科会長、工藤副専門分科会長、小柳委員、若松委員、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、新坂委員、慶長委員、 

中村委員 

○欠席委員（２名） 

 深川委員、松川委員 

○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、佐々木健康部次長兼介護保険課長、西村保健所副所長兼保健総務課長 

[高齢福祉課] 中里高齢福祉課長、原地域包括支援センター所長、松浦副参事、竹井主幹、 

島田主査兼社会福祉士 

[介護保険課] 長内参事、岩崎副参事、佐藤副参事、小檜山主査、小笠原主事 

[健康づくり推進課] 石藤課長、中居副参事 

司会：ただいまから、平成 29年度第１回介護・高齢福祉専門分科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、専門分科会長に御挨拶をお願いいたします。また、八戸市健康福祉審議会規則第

５条第 11項の規定により、引き続き議長として議事の進行もよろしくお願いいたします。 

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。委員の皆様方におか

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。 

本日は、今年度、第１回目の介護・高齢福祉専門分科会ということで、５つの議事について

御審議いただくことになります。 

今年度は、皆様も御承知のとおり、平成 30 年度から平成 32 年度までの３年間を計画期間と

する、第７期八戸市高齢者福祉計画を策定する重要な年であります。そのため、本日を含めて

７回ほど専門分科会の開催を予定していると伺っております。 

委員の皆様方におかれましては、市民福祉の充実と市民にとってより良い計画を策定するた

め、御協力を賜りますようお願い申し上げまして、御挨拶といたします。 

議長：それでは、議事に入ります。最初に、(1)の「介護保険制度改正の概要について」、事務局

から説明願います。 

事務局：それでは、(1)介護保険制度改正の概要について御説明いたします。 

資料１を御覧ください。介護保険制度は３年ごとに見直しが行われますが、平成 30 年度から

の介護保険制度改正について、医療法・社会福祉法など関係する法律を一括して改正する「地
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域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案」が、平成 29年２月

７日提出されました。この資料は、厚生労働省が今回の改正法案のポイントをまとめたもので、

本日はこちらに沿って御説明いたします。法案は、衆議院の審議を経て、平成 29年５月 26日、

参議院で可決、成立しております。 

１ページ目は、改正の全体像を示したものとなっております。高齢者の自立支援と要介護状

態の重度化防止、地域共生社会の実現を図るとともに、制度の持続可能性を確保することに配

慮し、サービスを必要とする方に必要なサービスが提供されることを目的に、「Ⅰ．地域包括ケ

アシステムの深化・推進」、「Ⅱ．介護保険制度の持続可能性の確保」の、大きく２つの柱が打

ち出されています。 

さらに、主な改正項目として、「１．自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化等の取

組の推進」、「２．医療・介護の連携の推進等」、「３．地域共生社会の実現に向けた取組の推進

等」、「４．２割負担者のうち特に所得の高い層の負担割合を３割とする」、「５．介護納付金へ

の総報酬割の導入」が挙げられております。 

２ページをお開きください。ここからは、主な改正項目の見直しなどの内容となっておりま

す。 

まず、保険者機能の強化等による自立支援・重度化防止に向けた取組の推進として、保険者

機能の抜本強化が挙げられています。高齢化が進展する中で、地域包括ケアシステムを推進す

るとともに、制度の持続可能性を維持するためには、保険者が地域の課題を分析して、高齢者

がその有する能力に応じ自立した生活を送っていくための取組を進めることが必要です。 

全市町村が、保険者機能を発揮して、自立支援・重度化防止に取り組むよう、①データに基

づく課題分析と対応、②適切な指標による実績評価、③インセンティブの付与を制度化するこ

とが示されています。 

市町村の介護保険事業計画に関することでは、策定に当たり、データに基づく地域課題の分

析を行うこと、取組内容・目標を計画に記載すること、リハビリ職種等と連携した効果的な介

護予防の実施や、多職種が参加する地域ケア会議を活用したケアマネジメント支援等に取り組

み、適切な指標による評価を行うことが求められています。 

３ページを御覧ください。医療・介護の連携推進の方策として、新たな介護保険施設の創設

が打ち出されました。見直しの内容として、今後、増加が見込まれる慢性期の医療・介護ニー

ズへの対応のため、「日常的な医学管理が必要な重介護者の受入れ」や「看取り・ターミナル」

等の機能と、「生活施設」としての機能を兼ね備えた、新たな介護保険施設を創設するとしてい

ます。 

概要として、名称を「介護医療院」とし、病院又は診療所から新施設に転換した場合には、

転換前の病院又は診療所の名称を引き続き使用できることとし、要介護者に対し、「長期療養の

ための医療」と「日常生活上の世話（介護）」を一体的に提供するもので、開設主体は、地方公

共団体、医療法人、社会福祉法人などの非営利法人等としています。 

また、現行の介護療養病床については、平成 29 年度末までとしていた廃止又は介護老人保健

施設等への転換期限を６年間延長すること、介護医療院の具体的な介護報酬、基準、転換支援

策については、介護給付分科会等で検討することとしています。 
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４ページをお開きください。こちらは、今回の改正で新たに打ち出された、地域共生社会の

実現に向けた取組の推進の項目についてです。 

「我が事・丸ごと」の地域作り・包括的な支援体制の整備とありますが、「我が事・丸ごと」

については、平成 28 年７月に設置された、「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部の趣旨の

中で、地域共生社会の実現に向けた検討を加速化させるため、「他人事」になりがちな地域づく

りを地域住民が「我が事」として主体的に取り組む仕組みや、対象者ごとに整備された「縦割

り」の公的サービスを「丸ごと」へ転換していくためのサービスや専門人材の養成課程の改革

等について、縦割りを排して横断的に幅広く検討を行うとしています。 

今回の改正では、高齢者や介護に関することのみならず、子育て、障害福祉、生活保護など、

多様で複合的な地域生活課題を、住民に身近な圏域において、分野を超えて総合的に相談に応

じ、関係機関と連絡調整を行う体制づくりに努める旨を規定しています。 

また、高齢者と障害児者が同一の事業所でサービスを受けやすくするため、介護保険と障害

福祉両方の制度に、新たに共生型サービスを位置づけています。 

５ページを御覧ください。ここからは、介護保険制度の持続可能性の確保の観点から、費用

負担に関する改正となっております。 

現役世代並みの所得のある者の利用者負担割合の見直しとして、平成 30 年８月より、２割負

担者のうち、特に所得の高い層の負担割合を３割とすることが打ち出されました。ただし、月

額 44,400 円の負担上限を超える分は高額介護サービスとして後から支給されます。 

対象者は、受給者全体の約３％、全国で約 12 万人を想定していますが、特別養護老人ホーム

等に入所されている場合でも、一般的な費用額の２割相当分は既に負担上限の 44,400 円を超え

ていることから、実際に負担増となる方はほとんどいないものと推計しています。 

具体的な基準は、政令で定めることとされていますが、現時点で、年金収入等で 340 万円以

上の方を対象とする予定です。 

６ページを御覧ください。介護納付金における総報酬割の導入についてです。40 歳から 64

歳の第２号被保険者の保険料は、介護給付費全体の 28％を占めていますが、介護納付金として

医療保険者に賦課しており、各医療保険者が加入者である第２号被保険者の負担すべき費用を

一括納付しています。各医療保険者は、介護納付金を、第２号被保険者の加入者に応じて負担

していますが、従来の加入者数に応じた負担から、報酬額に比例した負担とするものです。 

実施については、激変緩和の観点から、平成 32 年度の全面実施に向け、平成 29 年８月分か

ら段階的に導入することとしています。 

この見直しにより、第２号被保険者で、負担増となる被保険者は約 1,300 万人、負担減とな

る被保険者は約 1,700 万人と見込まれています。 

以上が、介護保険制度改正の概要です。資料に記載されている以外にも、多岐にわたる項目

の改正が予定されており、具体的な内容や実施時期は、今後、国において検討後、示されるこ

ととなっております。 

説明は以上です。 

議長：ただいまの説明について、委員の皆様から御質問、御意見等をいただきたいと思います。

何か、御質問等はございませんか。 
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委員：なし 

議長：御質問等ないようですので、(1)について終わります。 

次に、(2)の「八戸市高齢者福祉計画策定スケジュールについて」、事務局から説明願います。 

事務局：それでは、(2)八戸市高齢者福祉計画策定スケジュールについて御説明いたします。 

資料２を御覧ください。今年度は、平成 30 年度からの八戸市高齢者福祉計画を策定する年と

なっておりますが、介護保険事業計画については、国から、策定に係る大まかなスケジュール

と手法が示されており、これを参考に、当市の策定作業を進めていきたいと考えております。 

１ページは、国が示した、第７期介護保険事業計画の策定プロセスと、支援ツールについて

まとめたものとなっております。 

なお、計画の名称についてですが、介護保険法に基づき、介護保険事業に係る保険給付の円

滑な実施について定める介護保険事業計画と、老人福祉法に基づき、全ての高齢者を視野に入

れた老人福祉計画は、整合性を持って作成されることが必要なため、当市では、一体化した一

つの計画である「八戸市高齢者福祉計画」として策定しているものです。 

資料左上に、自然体推計とありますが、こちらは、現在の介護サービスの給付状況を基に、

将来推計人口から認定率の伸びや利用率の伸びを勘案し算出するものです。算出に当たっては、

都道府県や市町村の計画策定・実行を支えるために、国が構築した「見える化」システムから

提供される推計ツールを使用します。 

策定の流れですが、現状を把握し、課題を把握するための基礎調査の実施、地域ケア会議の

開催、他地域や全国の給付状況等との比較を経て、自然体推計に施策を反映した将来推計を作

成し、市町村計画策定委員会において検討することを想定しています。 

基礎調査については、第７期計画策定のための調査手法として国から情報提供されている、

「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」、「在宅介護実態調査」を実施いたしました。調査結果

の概要については、議事３及び４で御説明いたします。 

地域ケア会議についてですが、平成 26 年の法改正で規定されたもので、包括的支援事業の効

果的な実施のために、地域において介護支援専門員や保健・医療・福祉関係者、民生委員、ボ

ランティアその他関係者や、関係機関・関係団体の者により構成される会議です。地域ケア会

議で検討するテーマは、個別ケースの課題分析から、地域課題の解決に必要な資源開発や地域

作りまで幅広く、計画の策定においては、基礎調査結果について検討し、地域課題を把握する

場として位置づけられています。 

計画の素案は、自然体推計に、基礎調査や地域ケア会議等で分析・検討した課題を反映して

将来推計を行って作成し、どのような保険料水準でどのようなサービス水準を目指すのかの判

断と合意形成、認識の共有を図ることとなります。 

なお、本日の介護・高齢福祉専門分科会は、資料の市町村計画策定委員会に当たる検討の場

として位置づけているものです。 

２ページをお開きください。 国が想定する第７期介護保険事業計画の策定に向けたスケジ

ュールです。右から、国、都道府県、市町村の動きとなっています。 

現在、平成 29 年６月時点で、国においては、介護保険法の改正が成立し、当市においては、

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査、在宅介護実態調査の実施を経て、準備作業を行っている
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状況です。 

計画策定の具体的なガイドラインは、基本指針として示されますが、今後、国の基本指針案

の提示、推計ツール確定版の情報提供を受け、サービス見込み量、保険料の仮設定の作業に入

り、県との調整を経て計画案を作成する予定です。 

３ページを御覧ください。これらの策定プロセス、国の示すスケジュールを踏まえた、八戸

市高齢者福祉計画の策定スケジュールです。上段から順に、国・県の動き、介護・高齢福祉専

門分科会の開催予定、地域包括支援センター運営協議会の開催予定、地域ケア会議の開催予定、

事務局の作業スケジュールとなっています。保険料を改定する介護保険条例改正案を平成 30年

３月議会へ提出するため、パブリックコメントを経て、２月までに計画をまとめることを目標

としています。 

このため、介護・高齢福祉専門分科会の日程を、あらかじめ８月から２月まで、月１回のペ

ースで確保しておりますが、開催の有無については、国のスケジュールと作業の進捗状況に合

わせて決定し、委員の皆様に御案内したいと考えております。御多忙のこととは思いますが、

よろしくお願いいたします。 

以上で、説明を終わります。 

議長：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。スケジュールが案として

１月まで決まっておりますので、委員の皆様におかれましては、日程を調整いただきたいと思

います。 

Ａ委員：専門分科会の開催日程を決定していただきありがとうございます。万が一、日程に変更

が生じた場合は、できる限り早めに連絡をいただきたいと思います。 

議長：他に、御質問等ございませんか。 

委員：なし 

議長：御質問等ないようですので、(2)については、了承いただいたものとして終わります。 

次に、(3)の「在宅介護実態調査結果の概要について」、事務局から説明をお願いします。 

事務局：それでは、資料３－１に基づきまして、在宅介護実態調査結果の単純集計版について御

説明いたします。 

１ページを御覧願います。まず、調査の概要について御説明を申し上げます。 

１の目的でございますが、第 7 期介護保険事業計画において、これまでの「地域包括ケアシ

ステムの構築」に加え、「介護離職をなくしていくためにはどのようなサービスが必要か」とい

った観点を盛り込み、１つには「高齢者等の適切な在宅生活の継続」、さらに、もう１つには「家

族等介護者の就労継続」、この２つの実現に向けた介護サービスの在り方を検討することを目的

に実施したものでございます。 

次に、２の(1)期間及び対象者でございますが、調査期間は平成 28 年 12 月から平成 29 年３

月までの４か月間で、調査対象者は、要介護認定有効期間が平成 29 年３月 31 日までの在宅生

活者で、認定の更新申請等に伴う訪問調査を受けた方でございます。したがって、入院中の方

や、特別養護老人ホーム等に入所している方などは対象外となっております。 

(2)の調査の方法・手順でございますが、調査訪問時に、認定調査員が本人や主な介護者へ聞

き取りをする方法で行いました。 
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(3)の使用した調査票でございますが、国から示されたＡ票及びＢ票の２種類ございまして、

Ａ票は、認定調査員が概況調査等と並行して記載するもの、Ｂ票は、原則、主な介護者に回答

していただくものですが、同席されていない場合は調査対象者が回答するものでございます。 

(4)の回収票数は 861 票でしたが、不備等を除く有効回答数は 839 票でございました。 

次のページをお開き願います。ここからは、Ａ票の調査結果について御説明いたします。設

問は全部で 14問ございますが、順に御説明いたします。 

問１の本人の世帯類型については、「その他の世帯」が約 60％となっており、「単身世帯」、「夫

婦のみ世帯」を大きく上回っております。子供などを含む世帯が多いと推測されます。 

問２の家族等による介護の頻度については、「ほぼ毎日ある」が 64.0％となっている一方、「家

族等の介護はない」という方も 16.6％おられました。 

問３から問７までは、問２で家族等の介護がないと回答した方以外の方、つまり何らかの家

族等からの介護があると回答した方への設問でございますが、まず、問３の主な介護者はどな

たかという問いでは、「子」が一番多く、次いで「配偶者」、「子の配偶者」の順となっておりま

す。 

問４の主な介護者の性別は、「女性」が 72.4％となっております。 

４ページに参りまして、問５の主な介護者の年齢は、「50 歳代以上」の合計で８割以上を占

めており、高齢化が伺われるところでございます。 

問６の主な介護者が行っている介護は、下から５行目、「掃除、洗濯、買い物等のその他の家

事」が 82.9％と最も多く、次いで 75.1％の「金銭管理や生活面に必要な諸手続き」、74.0％の

「食事の準備」と、生活援助に係る介護が多いようです。 

６ページに参りまして、問７は、介護を主な理由に、過去１年間に仕事を辞めた家族等はい

るかという設問でございますが、「介護のために仕事を辞めた家族・親族はいない」という方が

約８割となっていますが、上の２つ、「主な介護者又はそれ以外の家族・親族が、介護のため仕

事を辞めた」という方も、合わせて 5.3％おられました。 

問８の現在利用している介護保険サービス以外のサービスについては、67.2％の方が「利用

していない」という結果でしたが、利用しているサービスの中では、下から５つ目、「見守り・

声かけ」が７.0％で一番多く、次いで 6.3％の「移送サービス」となっております。 

８ページに参りまして、問９の今後の在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービスについ

ては、45.4％の方が「特になし」ということで圧倒的に多く、次いで 18.6％の「移送サービス」、

17.5％の「外出同行」と続いております。 

問 10 では、調査時点での施設等への入所検討状況をお聞きしたところ、「検討していない」

と回答した方が 67.8％で、「検討中」、「申請済み」を大きく上回っております。 

問 11 は、ご本人が現在抱えている傷病についてですが、「認知症」と「脳血管疾患」がとも

に 30％を超え、「心疾患」、「その他の傷病」がともに 20％台となってございます。 

10 ページに参りまして、問 12 では、訪問診療利用の有無をお聞きしたところ、87.8％の方

が「利用していない」との回答でございました。 

問 13 では、住宅改修、福祉用具貸与等以外の介護保険サービスの利用の有無をお聞きしたと

ころ、77.5％の方が「利用している」との回答でした。 
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問 14 では、問 13 で介護保険サービスを利用していないと回答した方に、その理由をお聞き

したところ、34.4％の方が「現状では、サービスを利用するほどの状態ではない」、次いで 24.9％

の方が「本人にサービス利用の希望がない」との回答でした。 

12 ページに参りまして、ここからは、Ｂ票の結果について御説明申し上げます。冒頭にも申

し上げましたが、Ｂ票は、原則、主な介護者に回答していただくものですが、同席されていな

い場合は調査対象者が回答するものです。 

まず、問１では、主な介護者の現在の勤務形態をお聞きしたところ、「働いていない」が過半

数の 50.3％、「フルタイム勤務」が 27.3％、「パートタイム勤務」が 14.0％でございました。 

問２から問４では、問１で働いてないと回答した方以外の方、つまり何らかの形で就労して

いる方を対象にした設問でございまして、問２では、介護をするにあたって何か働き方の調整

をしているかお聞きしたところ、「特に行っていない」が最も多く 39.0％、次いで「介護のた

めに残業免除や短時間勤務など、労働時間の調整をしながら働いている」と答えた方が 24.2％

でした。 

14 ページに参りまして、問３では、勤め先からどのような支援があれば仕事と介護の両立に

効果があるかお聞きしたところ、22.7％が「介護休業・介護休暇等の制度の充実」と回答し、

次いで 19.9％の「特にない」、16.0％の「フレックスタイム制などの労働時間の柔軟な選択」

と続いております。 

問４では、今後も働きながら介護を続けていけそうかお聞きしたところ、「問題なく、続けて

いける」が 22.7％、「問題はあるが、何とか続けていける」が 44.1％、合わせて、働きながら

介護を続けていけると回答した方は、66.8％という結果でした。 

16 ページに参りまして、Ｂ票の最後の質問ですが、現在の生活を続けていくにあたり、主な

介護者が不安に感じる介護は何かをお聞きしました。最も多かったのが 30.9％の「認知症状へ

の対応」、次いで 29.6％の「外出の付添い、送迎等」、26.3％の「掃除、洗濯、買い物等のその

他の家事」となっております。 

17 ページからは、今回の調査対象となった要介護者の基礎データでございます。 

まず、(1)の年齢は、「80歳代」が過半数の 51.8％を占めております。 

(2)の性別は「女性」が 65.2％です。 

18 ページに参りまして、(3)の要介護度は、「要介護２」の方が 27.1％と最も多く、次いで「要

介護１」の方が 21.5％でございました。 

(4)のどういうサービスを利用されているかでございますが、「通所系のみ」が最も多く38.0％、

次いで 24.8％の「訪問系と通所系の組み合わせ」、17.9％の「訪問系のみ」となってございま

す。 

(5)から(7)は、個別のサービスの利用頻度でございます。(5)は訪問系サービスの月当たりの

利用頻度ですが、「０回」の方が 55.3％、「５回～14 回」の方が 16.0％となっております。 

20 ページに参りまして、(6)は通所系サービスの月当たりの利用頻度ですが、「５回～９回」

の方が 35.8％、「０回」の方が 31.9％となっております。 

(7)は短期系サービスの月当たりの利用頻度ですが、93.9％の方が「０回」となっております。 

(8)は寝たきり度の判定でございまして、Ｊは生活自立、Ａは準寝たきり、Ｂ又はＣは寝たき
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りと大別されますが、今般の調査対象者の 65％が「屋内での生活は概ね自立しているが、介助

なしには外出しない」というＡに判定されております。なお、詳細の判定基準は下段の注釈を

御参照願いたいと思います。 

22 ページに参りまして、(9)は認知症の自立度の判定でございまして、ⅠからＭまで大別さ

れますが、今般の調査対象者においては、31.6％の方が、「家庭内でも日常生活に支障をきたす

ような症状等が多少見られる」というⅡbに判定されており、次いで 24.2％の「Ⅰ」、17.7％の

「Ⅲa」となっております。詳細の判定基準は下段の注釈を御参照願います。 

(10)は訪問調査時の居所でございますが、82.8％の方が「自宅」にお住まいの方でございま

した。 

以上が、今般実施した在宅介護実態調査の単純集計結果でございます。 

引き続き、同じ在宅介護実態調査をクロス集計した結果について、資料３－２、Ａ４横版に

基づき御説明いたします。 

クロス集計とは、２つの情報を複合的に掛け合わせて集計する手法で、先ほど御説明した単

純集計では見えなかった部分が見えてきたり、さらに一段、深堀りした集計となってございま

す。 

それでは資料の１ページをお開き願います。当該調査は、繰り返しになりますが、２つの目

的があります。１つは要介護者の在宅生活の継続、もう１つは介護者の就労継続でございます

が、それぞれの目的ごとに、国が示した検討テーマが５つございまして、テーマ別にいくつか

のクロス集計を実施しております。 

まず、２ページでは、テーマ１「在宅介護継続のための支援・サービス提供体制の検討」に

つきまして、要介護度別に、介護者が不安を感じる介護について集計しております。ブルーが

要支援１・２、ピンクが要介護１・２、グリーンが要介護３以上でございますが、赤丸で示し

てあるとおり、要介護３以上では、在宅介護を継続していくにあたり、「日中・夜間の排泄」、

さらには「認知症状への対応」に不安を感じる介護者が、いずれも 30％を超えており、比較的

高い数値を示しております。介護度が重度化するにつれ、在宅介護継続のポイントとなる介護

は「排泄」と「認知症」の２つであると推測されます。 

３ページに参りまして、同じく、テーマ１につきまして、訪問系サービスの利用回数別に、

介護者が不安に感じる介護について集計しております。ブルーが訪問系サービスを利用してい

ない、ピンクが月１回～14 回利用、グリーンが月 15 回以上の利用でございますが、赤矢印で

示しているとおり、不安を感じている介護である「日中・夜間の排泄」や「認知症状への対応」

について、訪問系サービスの利用頻度が多いほど、不安を感じる割合が減少する傾向にござい

ます。 

４ページもテーマ１につきまして、要介護度別に、サービスの組み合わせ状況について集計

しております。グレーが介護サービス未利用、ブルーが訪問系サービスのみ利用、ピンクが訪

問系を含む組み合わせでサービス利用、グリーンが通所系・短期系サービスのみ利用でござい

ますが、介護度の重度化に伴い、ブルー、ピンクの訪問系サービスの利用が多くなる傾向にあ

ります。 

５ページをお開き願いします。こちらはテーマ２「保険外の支援・サービスを中心とした地
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域資源の整備の検討」につきまして、要介護度別に、在宅介護継続に必要な保険外のサービス

のニーズについて集計しております。ブルーが要支援１・２、ピンクが要介護１・２、グリー

ンが要介護３以上でございますが、保険外のサービスの必要性については、要介護度に関わら

ず「特になし」が圧倒的に多く、ニーズはあまりないという状況ですが、そういった中でも、

「通院・買い物などの外出同行」や、「移送サービス」のニーズが 20％前後と比較的高い傾向

にあります。 

６ページでは、テーマ３「将来の世帯類型の変化に応じた支援・サービスの提供体制の検討」

につきまして、世帯類型ごとに、要介護度別のサービス利用状況を集計しております。グレー

が介護サービス未利用、ブルーが訪問系サービスのみ利用、ピンクが訪問系を含む組み合わせ

でサービス利用、グリーンが通所系・短期系サービスのみ利用でございます。左端のグラフ、

単身世帯においては、要介護度に関わらず、「訪問系のみ」及び「訪問系を含む組み合わせ」サ

ービスの利用が多い傾向にあります。特に、要介護３以上においては 93.8％の方が訪問系サー

ビスを利用されています。「夫婦のみ世帯」及び「その他世帯」では、要介護度の重度化に伴い、

「訪問系を含む組み合わせ」サービスの利用が増加する傾向にあります。 

７ページに参りまして、同じくテーマ３につきまして、世帯類型ごとに、施設入所の検討状

況を集計しております。ブルーが検討していない、ピンクが検討中、グリーンが申請済みでご

ざいます。いずれの世帯類型及び要介護度においても、施設入所を検討していない割合が最も

多く、特に、「夫婦のみ世帯」においては、要介護度が３以上であっても検討していない方が

67.4％と、在宅生活継続の意向が強いようでございます。また、検討中又は申請済みについて

は、全体的に、要介護度の重度化に伴い、割合は増加傾向にあるようでございます。 

８ページをお開き願います。ここからは、テーマ４「医療ニーズの高い在宅療養者を支える

支援・サービスの提供体制の検討」につきまして、要介護度別の訪問診療の利用の割合を集計

しております。ブルーが訪問診療を利用、グレーが利用していないでございます。要介護度の

重度化に伴い、訪問診療を利用している割合が高くなり、要介護５では、43.6％の方が利用し

ております。今後、中・重度の要介護者の増加が見込まれることから、介護と医療の両方のニ

ーズについて、いかに適切なサービス提供体制を確保していくかが課題であるといえるかと思

います。 

９ページに参りまして、同じくテーマ４につきまして、要介護３以上の方を対象に、訪問診

療の利用の有無別に、どういう組み合わせでサービスを利用しているかを集計しております。

グレーが介護サービスを利用していない、ブルーが訪問系サービスのみ利用、ピンクが訪問系

を含む組み合わせでサービス利用、グリーンが通所系・短期系サービスのみ利用でございます。

上段の訪問診療を利用している方は、92.9％が「訪問系のみ」又は「訪問系を含む組み合わせ」

でサービスを利用しており、訪問系サービスの利用割合が高い傾向にあります。 

10 ページをお開き願います。10ページは、テーマ５「仕事と介護の両立に向けた支援・サー

ビス提供体制の検討」につきまして、介護者の就労継続見込み別に、介護者が不安に感じる介

護について集計しております。ブルーは介護をしながらも問題なく仕事を続けていける方、ピ

ンクは問題はあるが何とか続けていける方、グリーンは仕事を続けていくことは、やや、ある

いは、かなり難しい方でございます。全体的に、仕事を続けていくことが困難な方は、多くの
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介護において、不安に感じている割合が高くなっておりますが、特に、「排泄」「認知症」「食事

の準備」「掃除、洗濯、買い物等のその他の家事」「金銭管理や生活面に必要な諸手続き」につ

いて、30％以上の方が不安を感じておられます。これらの介護が、在宅介護をしながら仕事を

継続することについて、大きなポイントになる介護である可能性がございます。 

最後に、11 ページをお開き願いします。こちらは、同じくテーマ５につきまして、介護者の

就労の有無別に、サービス利用状況を集計しております。グレーが介護サービス未利用、ブル

ーが訪問系サービスのみ利用、ピンクが訪問系を含む組み合わせでサービス利用、グリーンが

通所系・短期系サービスのみ利用でございます。上の表は、主な介護者が就労している場合、

下の表は働いていない場合でございますが、いずれの場合も、要介護度の重度化に伴い、訪問

系を含む組み合わせでサービスを利用している割合が高くなる傾向にあります。また、主な介

護者が就労している場合の方が、就労していない場合に比べて、通所系・短期系サービスのみ

利用している割合が低い傾向がみられました。 

以上、在宅介護実態調査結果の概要について、縷々御説明してまいりましたが、現時点では

あくまで結果に過ぎません。今後、地域ケア会議等において、これらの結果に基づき課題の抽

出や、課題解決のための有効的施策等について議論を進めていく予定となっております。 

説明は以上でございます。 

議長：ただいまの説明について、委員の皆様から御質問、御意見等いただきたいと思います。何

か、御質問等はございませんか。 

Ｂ委員：詳細な説明ありがとうございました。Ｂ票の回答において、主な介護者以外の代理回答

の割合を教えていただけますか。 

事務局：代理回答の割合は、後日、調べて御回答申し上げます。 

Ｃ委員：クロス集計についてお伺いしますが、訪問系と通所系の比較という形で記載があります

が、訪問系を含む組み合わせには通所系サービスを利用している方も含まれているという理解

でよろしいでしょうか。また、そうであるとすれば、訪問系を含む組み合わせのデータは載っ

ていますが、通所系を含む組み合わせのデータがないのですが、通所系を含む組み合わせはど

のような数値になっているかを伺いたいです。 

事務局：１つ目の御質問についてですが、訪問系を含む組み合わせには、通所系サービスを利用

している方も含まれています。２つ目の御質問についてですが、通所系を含む組み合わせのデ

ータはございません。 

Ｃ委員：あえて訪問系のみのデータを集計したということになりますか。 

事務局：冒頭でも御説明申し上げましたとおり、この調査自体が、国から示された調査票を使用

しておりまして、集計につきましても国で示した方法に基づいております。そのため、八戸市

版で独自の集計をしたというものではなく、示された方法に基づいた集計結果がこのような分

析結果になっているというものでございます。 

Ｃ委員：はい、分かりました。ありがとうございます。 

議長：他に御質問等ございませんか。 

委員：なし 

議長：他に御質問等ないようですので、(3)については、了解いただいものとして終わります。 
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次に、(4)の「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果の概要について」、事務局から説明を

お願いいたします。 

事務局：議事の(4)介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の結果の概要について、御説明いたします。

それでは、お手元の資料４の１ページを御覧ください。 

まず、調査の概要についてですが、調査の目的は、高齢者の生活・介護状況を把握し、新た

な高齢者施策の制度設計や八戸市の基礎資料となる、高齢者が抱える生活課題等を把握するこ

とでございます。 

調査方法は、こちらから調査対象者にアンケート用紙を送付し、ご自身で記入していただく、

自記式となっております。 

調査対象者は、65 歳以上の方で市内に住所を有する方の中から、無作為に抽出した 7,200 人

で、その内訳は男性 3,156 人、女性 4,044 人となっております。 

実施期間は、平成 29 年１月 24日から同年２月７日まででございます。 

その結果、回答していただいたのは 5,064 人で、回収率は 70.3％でございました。 

続きまして２ページを御覧ください。調査項目は、御覧の７項目となっております。この調

査項目につきましては、国が示している「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査実施の手引き」

を参考にしたものであります。 

問１は、高齢者のご家族や生活状況につきまして、４つの設問で構成されており、回答者の

基本的情報を把握するための内容となっております。 

問２は、からだを動かすことについて、９つの設問で構成されており、運動器機能の低下、

転倒リスク、閉じこもり傾向を把握するための内容となっております。 

問３は、食べることについて、９つの設問で構成されており、口腔機能の低下、低栄養の傾

向を把握するための内容となっております。 

問４は、毎日の生活について、18 の設問で構成されており、認知機能の低下、IADL 低下を把

握するための内容となっております。なお、IADL につきましては、表の下に説明書きを付けて

おりますので、御覧いただければと思います。 

問５は、地域での生活について、３つの設問で構成されており、ボランティア等への参加状

況、今後の参加意向を把握するための内容となっております。 

問６は、たすけあいについて、８つの設問で構成されており、うつ傾向を把握するための内

容となっております。 

問７は、健康について、７つの設問で構成されており、知的能動性、社会的役割、社会参加

の状況などを把握するための内容となっております。 

次に、その下を御覧いただきたいと思います。調査結果の総括について、まず、介護予防に

関するニーズですが、一覧表にあるとおり項目の欄の下から４つ目の「認知症予防」、下から３

つ目の「うつ予防」、下から２つ目の「転倒リスク」において高い数値が現れております。また、

75 歳以上の後期高齢者と女性にリスクが高いという傾向が見受けられます。 

続きまして３ページを御覧ください。平成 29 年５月 26 日に、地域包括ケアシステムの強化

のための介護保険法等の一部を改正する法律が成立しましたが、この改正において、市町村に

よる地域住民と行政等との連携による包括的支援体制作りというポイントが挙げられているた
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め、当調査から読み取れる部分について御説明させていただきます。 

まず、地域活動への参加状況につきましては、「町内会」への参加が最も多く、地域で奉仕活

動をされております「老人クラブ」につきましてはそれほど高い数値ではございませんでした。 

次に、地域住民の有志による健康づくり等の活動への参加意向につきましては、「参加する意

向がある方」が 55.6％である一方、「参加の意向がない」と答えた方が 37.7％となっておりま

す。 

次に、その活動の運営に「参加する意向がある方」は 31.0％で、「参加の意向がない方」は

61.6％でございました。次に、心配事の相談相手と、その下の心配事を聞く相手につきまして

は、双方とも、「配偶者」、「兄弟姉妹等」、「友人」の順に割合が高くなっております。 

次に、看病等をしてくれる人につきましては、「配偶者」、「別居の子ども」、「同居の子ども」

の順で、その下の看病等をする相手につきましては、「配偶者」、「兄弟姉妹等」、「別居の子ども」

の順に割合が高くなっております。 

次に４ページを御覧ください。４ページから 11 ページまでは、介護予防に関するニーズの詳

細となっております。 

まず、４ページの(1)運動器機能の改善が必要とされた方は、全体の 15.0％となっており、

年齢層別にみますと、加齢に伴って該当率が上昇しております。また、男女別にみますと、男

性よりも女性の割合が高くなっております。 

続いて５ページを御覧ください。栄養状態の改善が必要とされた方は、全体の 1.0％でござ

います。なお、ここで言う栄養状態とは、栄養摂取の過不足のことを指しておりまして、その

原因は、歯の状態や、飲み込む機能、ストレスの有無など多岐にわたります。年齢層別にみま

すと、加齢に伴って該当率が上昇し、また、女性よりも男性の方が高い割合となっております。

この表でみますと、75 歳以上の後期高齢者は女性の該当者が多くなっておりますが、調査の回

答者数は前期高齢者の方が多いため、高齢者全体では男性の割合の方が高いという結果になっ

ております。 

次に６ページを御覧ください。口腔機能の改善が必要とされた方は、全体の 21.1％となって

おります。年齢層別にみますと、加齢に伴って該当率が上昇し、また、男性よりも女性の割合

が高くなっております。 

続いて７ページを御覧ください。閉じこもりの予防が必要とされた方は、全体の 24.3％とな

っております。年齢層別にみますと、加齢に伴って該当率が上昇し、また、男性よりも女性の

方が高い割合となっております。 

次に８ページを御覧ください。認知症予防が必要とされた方は、全体の 44.5％でございまし

た。年齢層別にみますと、加齢に伴って該当率が上昇し、男性よりも女性の割合が高くなって

おります。 

続きまして、９ページを御覧ください。うつ予防が必要とされた方は、全体の 37.9％となっ

ております。割合は、男性よりも女性の方が高くなっておりますが、これにつきましては、他

の項目と違って、年齢層による差がないのが特徴でございます。 

次に 10 ページを御覧ください。転倒予防が必要とされた方は、全体の 33.6％でございまし

た。年齢層別にみますと、加齢に伴って該当率が上昇し、男性よりも女性の割合が高くなって
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おります。 

続いて11ページを御覧ください。IADLの低下が見られたのは全体の13.1％でございました。

年齢層別にみますと、加齢に伴って該当率が上昇し、女性よりも男性の割合が高くなっており

ます。こちらも、先ほど５ページの栄養状態の改善が必要とされた場合と同じで、75歳以上の

後期高齢者は女性の該当者が多くなっておりますが、高齢者全体でみますと、男性の割合の方

が高いという結果になっております。 

続きまして 12ページを御覧ください。地域住民と市町村の連携による包括的支援体制作りに

関することについて、御説明いたします。高齢者の地域や社会への参加状況につきましては、

「町内会・自治会」が最も参加率が高く、次いで「趣味関係のグループ」、「収入のある仕事」

の順となっております。一方、参加の頻度に着目しますと、町内会・自治会では「年に数回」、

趣味関係のグループでは「月１～３回」、収入のある仕事では「週４回以上」の割合が高くなっ

ております。また、それぞれの活動について「参加していない」と回答したのは、約５割でご

ざいました。 

続いて 13ページを御覧ください。地域住民の有志によって、健康づくり活動や趣味等のグル

ープ活動を行って、いきいきした地域づくりを進めるとしたら、その活動に「是非参加したい」、

または、「参加してもよい」と答えた方は、全体の 55.6％でございました。その一方で「参加

したくない」と答えた方は 37.7％でございました。 

次に、そのような活動に企画・運営として参加してみたいと思うかの設問につきましては、

「参加の意向がある」と答えたのは全体の 31.0％でございました。 

13 ページのいずれの設問につきましても、後期高齢者よりも前期高齢者の方が、また女性よ

りも男性の方が、参加意向があると答えた方の割合が高くなっております。 

次に 14 ページを御覧ください。心配事や愚痴を聞いてくれる人を聞いた設問では、「配偶者」

と回答した方の割合が 49.9％と最も高く、次いで「兄弟姉妹・親戚・親・孫」が 39.1％、「友

人」が 38.9％、「別居の子ども」が 34.8％と続いております。その下の、心配事や愚痴を聞い

てあげる人を聞いた設問では、「配偶者」と回答した方の割合が 47.1％と最も高く、次いで「兄

弟姉妹・親戚・親・孫」が 41.7％、「友人」が 40.4％、「別居の子ども」が 34.0％と続いてお

ります。 

最後に 15ページを御覧ください。病気で寝込んだときに看病や世話をしてくれる人を聞いた

設問では、「配偶者」と回答した方の割合が 56.3％と最も高く、次いで「別居の子ども」が 33.6％、

「同居の子ども」が 29.3％、「兄弟姉妹・親戚・親・孫」が 23.8％と続いております。下段に

は、反対に、看病や世話をしてあげる人を聞いた設問では、「配偶者」と回答した方の割合が

57.2％と最も高く、次いで「兄弟姉妹・親戚・親・孫」が 32.4％、「別居の子ども」が 28.1％、

「同居の子ども」が 24.5％と続いております。 

14 ページ、15ページのいずれの設問につきましても、配偶者を一番頼りにし、また頼られて

いるということが分かります。 

以上が、介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果の概要でございますが、冒頭にも御説明し

ましたとおり、介護予防に関するニーズは、認知症予防、うつ予防、転倒予防において高い数

値が現れており、特に対応を検討する必要があると考えております。 
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また、包括的支援体制作りを進めるにあたり、住民同士の助け合いや、住民活動に期待が寄

せられておりますが、今回のニーズ調査では、やはり、家庭内での助け合いに頼る傾向が強い

という結果が出ております 

今後は、地域や住民の福祉活動における活性化を図ると同時に、高齢者も、自ら家から外へ

出て、積極的に地域や住民と関わっていくというような働きかけをする必要があると考えてお

ります。 

以上で、説明を終わります。 

議長：ただいまの説明について、委員の皆様から御質問、御意見等はございませんか。 

Ｄ委員：ニーズ調査の回答結果の中で、相談や看病をする相手が、同居の子どもよりも別居の子

どもが多いということですが、これは、子どもが市外に居るからなのか、あるいは、そうでな

くても別居の子どもの割合が多いのか、疑問に思ったので聞きました。何か分かる資料はあり

ますか。 

事務局：御質問の詳細について分かる資料はございませんけれども、これから、この結果を分析・

検証していきたいと思います。 

議長：ただいまのの質問については、これから検証していくということですので、よろしいでし

ょうか。 

Ｄ委員：はい。 

Ａ委員：私も、先ほどの質問と同じ疑問を抱いていましたが、これから検証するということです

ので、その結果を待ちたいと思います。 

議長：次回以降、何回目かの専門分科会で検証結果を説明いただけるということです。他に、御

質問等ございませんか。 

Ｅ委員：今回、調査対象者が 7,200 人、回収率が約 70％ということですが、回答してくださった

方の中で、何らかの薬を服用しているかどうかのデータはありますか。 

事務局：薬の服用状況につきましては、設問項目にはありませんでしたので把握しておりません。 

Ｅ委員：質問の意図としては、この調査の中でリスクとなっている、運動機能、栄養状態、口腔

機能や転倒リスクの原因を考えると、認知症やうつ病も関連性がないとは言い切れないのです

が、薬の影響も１つの原因として考えられます。そうなれば、薬の服用状況を把握して、対策

を講じることが必要になってくるかと思います。地域ケア会議等で把握できる機会があるので

あれば、是非どの薬を服用しているかというところまで把握した上で、対策を講じていただけ

ればと考えます。 

事務局：今回の調査における設問項目につきましては、国が示した調査票を使用しておりました

ので、今後、服薬状況を把握する機会があれば、対策を講じていきたいと思います。 

Ｆ委員：国のガイドラインに沿っての調査ということですが、調査結果について、他の自治体と

比較するということは可能でしょうか。 

事務局：今回実施したニーズ調査につきましては、他自治体においても実施していることと思い

ますので、今後、他自治体との比較が分かりましたら御報告させていただきたいと思います。 

Ｆ委員：ありがとうございます。 

議長：他に御質問等ございませんか。 
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Ｄ委員：地域での活動、町内会や趣味等の活動へ参加してみたいというのが、女性よりも男性の

方が多いという結果になっており、女性の方が地域でいろいろな活動をしていると思っていた

ので、逆の結果が出たということが意外でしたが、どういうことが考えられますか。 

事務局：今回の調査の結果、活動の参加率が高かったのが町内会等で、町内会というと男性が大

半を占めていますので、そういったことが影響しているものと考えられます。 

Ｄ委員：町内会の役員に男性が多いということですか。 

事務局：そうですね。どこの町内会を見ても、役員には男性が多いです。 

議長：他に御質問等ございませんか。 

委員：なし 

議長：他に御質問等ないようですので、委員の皆様からいただいた御質問、御意見への回答は、

次回以降、分かり次第報告していただければと思います。それでは、(4)については終了いたし

ます。 

次に、(5)の「介護予防支援・介護予防ケアマネジメント業務委託事業者の承認について」、

事務局より説明をお願いします。 

事務局：それでは、資料５の「介護予防支援・介護予防ケアマネジメント業務 委託事業者の承認

について」を御覧ください。 

本件は、指定介護予防支援の業務を委託するにあたり、「八戸市指定介護予防支援等の事業の

人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準等を定める条例」に基づき、中立性及び公正性の確保を図るため、当専門分科会において

審議、及び承認をいただくものでございます。本日は、(1)に掲載しております３つの事業所よ

り、業務を受託したい旨の届出がありました。 

まず、新規の委託事業所として、「居宅介護支援センタークローバーズ・ピア」及び「えんぶ

り物語居宅介護支援センター」、また、「介護あんしん相談室サンパチ」につきましては、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、事後承認とい

うことで、御審議いただきたいと思います。 

まず、資料の(2)職員に関する事項を御覧いただきたいのですですが、ここでいう職員とは介

護支援専門員のことで、「居宅介護支援センタークローバーズ・ピア」は、予防プラン作成の経

験年数が４年の方が２名、経験なしの方が１名の合計３名でございます。「えんぶり物語居宅介

護支援センター」においては、経験年数が 13 年の方が１名、「介護あんしん相談室サンパチ」

は、経験なしの方が１名となっており、３事業者とも、介護支援専門員は、いずれも常勤、専

従でございます。 

表の受持ち利用者数とは、現在、プラン作成等受け持っている人数のことで、その隣の給付

管理者数は、受持ち利用者数のうち、実際サービスを受けている人数でございます。それぞれ

の人数につきましては、表のとおりとなっております。この介護支援専門員による各事業所の

受託可能件数は、「居宅介護支援センタークローバーズ・ピア」が８件、「えんぶり物語居宅介

護支援センター」が２件、「介護あんしん相談室サンパチ」が１件 となっております。 

次に、(3)給付管理者数についてですが、それぞれの事業所の介護支援専門員が受け持って、

実際にサービスの提供を受けられている方々の内訳を表したものです。 
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最後に、(4)委託事業所数ですが、今回、御提案させていただいている３事業所を含めると、

合計 89 事業所、今後の委託可能見込件数は、今回の３事業所の 11 件を含めると、129 件とな

ります。 

以上で説明を終わります。御審議をよろしくお願いいたします。 

議長：ただいまの説明について、御質問、御意見等ございませんか。 

委員：なし 

議長：御質問等ないようですので、この件について承認することとしてよろしいでしょうか。 

委員：はい。 

議長：それでは、(5)について承認することといたします。 

以上で、本日の議事は全て終了いたしました。事務局より、連絡事項をお願いします。 

事務局：長時間にわたり、御審議いただきありがとうございました。 

次回、第２回介護・高齢福祉専門分科会は、８月 25 日、金曜日、午後１時 30 分から、本日

と同じ、別館８階研修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

お願いいたします。以上で、連絡事項を終わります。 

司会：それでは、これをもちまして、平成 29年度第１回介護・高齢福祉専門分科会を閉会いたし

ます。本日は、誠にありがとうございました。 


