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平成 29 年度 第２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８月 25日（金）午後１時 30分 

場所 八戸市庁 別館８階 研修室 

○出席者（14名） 

坂本専門分科会長、工藤副専門分科会長、深川委員、若松委員、松川委員、加賀委員、 

浮木委員、蒔田委員、中谷委員、小泉委員、高渕委員、新坂委員、慶長委員、中村委員 

○欠席委員（３名） 

 小柳委員、山田委員、李澤委員 

○事務局（16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 

[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 

[国保年金課] 保坂課長 

[介護保険課] 長内参事、岩崎副参事、佐藤副参事、飯塚副参事、小檜山主査、小笠原主事、

佐藤主事 

司会：ただいまから、平成 29年度第２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 14 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。 

本日の議事は、１つ目に平成 28 年度八戸市介護保険事業の概要、２つ目に第７期介護保険事

業計画に係る国の基本指針（案）、３つ目には新聞等で報道されていました地域包括支援センタ

ー運営業務の外部委託についてです。 

第７期計画に関しましては、平成 29年６月２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」が公布され、本日の議事には、その内容を踏まえた国の基

本指針（案）についての説明が含まれております。 

委員の皆様からは、当市の第７期計画策定のための御意見を賜りながら会議を進めて行きた

いと思いますので、御協力をお願い申し上げ、御挨拶とさせていただきます。 

議長：それでは、議事に入ります。最初に、(1)の「平成 28 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。 

初めに、資料 1-1 と書かれた平成 28年度八戸市介護保険事業の概要の１ページをお開きくだ
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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、当市の 65 歳以上の高齢者は、29 年３月末現在で

65,949 人となっており、総人口に対する高齢化率は 28.3％と、全市民の約 3.5 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。当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。

認定者数は、29年３月末現在で11,030人となっており、そのうち65歳以上の認定者数は10,702

人、認定率は 16.2％となっています。28 年 10 月を境に認定者数が減少しているのは、総合事

業移行によるものと考えられます。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、５歳ごとの年齢階層別・男女別の認定者数を表とグ

ラフで表しております。人口・認定者数のみならず、全体的に各人口に対する認定者の比率も

女性の方が高いことが分かります。 

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 98.3％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。これは、多様化する高齢者支援の中で、介護サービスの必要性が高

い人を認定申請につなげる相談体制が整っていることが要因と考えられます。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ページから８ページまでは、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、28 年度の利用状況は、利用率

が高い順に福祉用具貸与、通所介護、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割又は２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年度までは注釈１に挙げ

た８種類のサービス、27年度からは注釈２に挙げた全国の「居宅サービス全体」での対支給限

度額比率を使用しております。表 4-3 にありますとおり、28年度の当市の比率は、平均すると

57.7％と 27 年度に比べやや増加しています。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、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棒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。住宅改修費の支給者数を介

護度別でみると、要介護１の利用が多く、改修内容では手すりの取付け、段差解消が多くなっ
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ております。 

９ページを御覧ください。９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費用額で大部分

を占めております。表5-1は28年10月利用分をサービス種類ごとの介護度別利用者数を表し、

表 5-2 は 29 年３月利用分を表しており、28 年 11 月に開所した定期巡回・随時対応型訪問介護

看護及び 29 年１月に開所した看護小規模多機能型居宅介護のサービスを追記しております。表

5-2 の下段のグラフは、グループホームの利用者数と費用額の推移を表しております。 

10 ページをお開きください。10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

スに転じたものの、利用者の増加に伴い 28年度に再び増加しました。また、要介護４以上の重

度利用者の割合は、施設サービス全体で 69.3％、介護老人福祉施設では 82.8％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。 

11 ページを御覧ください。11 ページは、保険給付費の支出状況についてです。28 年度の給

付費総額は約 188 億 1,800 万円で、前年度と比較しますと約 3 億 1,600 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、28年

度は 1.7％増にとどまりました。これは、新しい地域密着型サービスが開始した一方で、28 年

10 月より、要支援認定者の介護予防・日常生活支援総合事業への移行が進んだことが要因とみ

られます。表７のサービスごとの対前年度増減率をみますと、地域密着型サービスでは、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サービスの開始、定員 18人以

下の通所介護事業所が、居宅サービスから地域密着型サービスに移行したことに伴い、17.0％

増と高くなっております。また、27 年８月から一定以上所得者の自己負担割合が１割又は２割

となった影響で、高額介護サービス費及び高額医療合算介護サービス費の割合が増加しており

ます。 

12 ページをお開きください。12 ページは、27 年８月からの制度改正により、一定以上の所

得があり負担割合が２割となった方の状況です。表 7-2 は介護保険サービス費の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 4.9％を占めています。 

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、28年度の第１号被保険者の収納率は 98.5％となっており、普通徴収の収納率は、前年度

と比較すると 0.3 ポイント下がり 84.4％となっております。下段のグラフは、前年度との各段

階別普通徴収の収納率の比較を表しており、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。大きく変わ

った点として、28 年 10 月から、介護予防事業は介護予防・日常生活支援総合事業として実施

しており、介護予防給付の訪問型・通所型サービス等も同事業として新たに実施しています。

地域支援事業全体の費用額は、27年度より約 4,100 万円、16.6％の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
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覧ください。28年度決算見込額は、歳入が 205 億 6,156 万円、歳出は 199 億 3,592 万 7 千円と

なっており、歳入歳出差引額は 6 億 2,563 万 3 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 3,031 万 5 千円を差し引いた、2億 9,531 万 8 千円が 28 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、当市と青森市、弘前市、青森

県及び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、65 歳以

上 75歳未満の構成比が、当市はいずれと比較しても高く、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、当市はいずれと比較しましても低い傾向にあります。また、

全国同様、昨年度より減少傾向にあり、これは 65 歳以上の人口増加によるものと考えられます。 

それでは 17 ページを御覧ください。17 ページは、29 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、当市の高齢者１人当たりの給付費は、訪問系サービスで全国平均の約 1.9 倍、通所系サ

ービスで全国平均の約 1.2 倍、グループホームで全国平均の約 1.2 倍、介護老人福祉施設では

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。 

以上が、平成 28 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の資料で

あります。 

続きまして、右上に資料 1-2 と書かれた第６期事業計画期間における計画と実績との比較資

料を御覧ください。 

介護保険事業総費用の計画と実績との比較です。左側から年度ごとの計画と実績、表の右側

３列は、計画期間３年間を通した比較となっております。制度改正や新しいサービスの開始に

よりサービスごとのバラつきはありますが、第６期３年間の総費用額全体では、計画 615 億に

対して、２年間を終えての実績が 378 億、対計画比 61.5％と、ほぼ計画どおりの事業運営がな

されております。 

以上で、議事の(1)平成 28 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： 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。 

委員：なし 

議長：御質問等ないようですので、(1)について報告を了承し、次の議事にまいりたいと思います。 

次に、(2)の「第７期介護保険事業計画に係る国の基本指針（案）について」、事務局から説

明願います。 

事務局：それでは、資料２を御覧ください。平成 30 年度から 32 年度までの第７期介護保険事業

計画の基本指針案が国から示されましたので、その主な内容をお知らせするものです。 

１ページは、基本指針の概要をまとめたものとなっております。基本指針については、介護

保険法第 116 条において、「厚生労働大臣は、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保

するための基本的な指針、いわゆる基本指針を定めること」と規定されています。 
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同じく介護保険法第 117 条、第 118 条において、都道府県及び市町村は、基本指針に則して、

３年を一期とする計画を定めることと規定されており、基本指針は計画作成上の具体的なガイ

ドラインの役割を果たすものとなっています。 

基本指針に定めることですが、介護給付等対象サービスを提供する体制の確保及び地域支援

事業の実施に関する基本的事項、市町村介護保険事業計画において介護給付等対象サービスの

種類ごとの量の見込みを定めるに当たって参酌すべき標準その他市町村介護保険事業計画及び

都道府県介護保険事業支援計画の作成に関する事項、その他介護保険事業に係る保険給付の円

滑な実施を確保するために必要な事項となっております。 

第７期基本指針（案）の策定に当たっての基本的な考え方についてですが、考慮すべき要素

として、今年５月に成立した「地域包括ケアシステム強化のための介護保険法等の一部を改正

する法律」の内容を踏まえ、 

・地域包括ケアシステムの深化・推進 

・保険者機能の強化と地域マネジメントの推進 

・2025（平成 37 年）年度を見据えた第７期計画の作成 

・医療計画との整合性の確保 

・第６期計画の実施状況の確認、評価及び把握 

以上の、５つの項目が挙げられています。 

これらの視点から検討された結果、第７期基本指針（案）では、 

・高齢者の自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化の推進 

・介護を行う家族への支援や虐待防止対策の推進 

・「介護離職ゼロ」に向けた、介護をしながら仕事を続けることができるようなサービス基盤

の整備 

を、主なポイントとしています。 

基本指針に係るスケジュールですが、去る７月３日の全国担当課長会議で文案が提示され、

パブリックコメント等により変更もあり得るが、提示された案の内容により計画策定の準備を

することとされております。今後、法令審議等を経て、告示は 10 月から 12 月の予定となって

おります。 

２ページをお開きください。ここからは、第７期計画基本指針案の内容についてですが、国

から示された基本指針案は、新旧対照表の形式で 80 ページに及ぶことから、市町村計画に関係

する部分の項目を抜粋して資料を作成いたしました。太字斜体で記載している箇所は、今回新

設された項目で、吹き出し部分に概要をまとめております。新設の項目を中心に、主な項目に

ついて説明してまいります。 

第一のサービス提供体制の確保及び事業実施に関する基本的事項についてですが、まず、地

域包括ケアシステムの基本的理念として、５つの項目が示されております。このうち、「一 １ 

自立支援、介護予防・重度化防止の推進」は、第６期計画基本指針では、地域包括ケアシステ

ム基本的理念の３項目「介護予防の推進」としていたものに、自立支援、重度化防止が加わり、

基本的理念の冒頭に位置付けられました。 

「二 2025 年を見据えた地域包括ケアシステムの構築に向けた目標」は、第６期の基本指針
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で見直された項目で、団塊の世代が 75歳以上となり、介護が必要な高齢者が急速に増加するこ

とが見込まれる 2025 年までの間に、各地域の実情に応じた地域包括ケアシステムを構築してい

くこととしており、今回の指針では、第６期の検証を踏まえて、第７期計画期間中に目指すべ

き目標を設定することとしています。 

「六 介護に取り組む家族等への支援の充実」は、今回新設の項目となっております。介護

保険制度の創設により、家族の負担が軽減された面もありますが、多くの家族が何らかの心理

的負担や孤立感を感じており、特に認知症の人を介護している家族にこの傾向が強いこと、ま

た、働く人が家族の介護のために離職せざるを得ない状況を防ぎ、希望する者が働き続けられ

る社会の実現を目指す観点から、必要な介護サービスの確保を図るとともに、地域の実情を踏

まえた家族等に対する相談・支援体制の強化を図ることが重要であるとしています。 

次に、「八 高齢者虐待の防止等」について、いわゆる「高齢者虐待防止法」が施行された平

成 18年度以降、高齢者虐待は増加傾向にあり、対策が急務となっていることから、自治体にお

ける虐待防止の体制整備が重要であるとしています。高齢者虐待の主な発生要因については、

「介護疲れ・介護ストレス」「虐待者の障がい・疾病」となっており、主たる養護者である家族

の不安や悩みを聞き、助言等を行う相談機能の強化・支援体制の充実が求められています。 

「十三 介護保険制度の立案及び運用に関するＰＤＣＡサイクルの推進」について、市町村

及び都道府県が、地域課題を分析し、地域の実情に則した高齢者の自立支援や重度化防止の取

組に関する目標を計画に記載し、目標に対する実績評価及び評価結果の公表を行うＰＤＣＡサ

イクルを活用し、保険者機能を強化していくことが重要であるとしています。 

３ページを御覧ください。第二の市町村介護保険事業計画の作成に関する事項についてです。

一の市町村介護保険事業計画の作成に関する基本的事項の、「４ 平成 37 年度の推計及び第７

期の目標」は、第６期計画の基本指針で見直しが行われた項目で、団塊の世代が後期高齢者と

なる 2025 年、平成 37 年の介護需要、サービスの種類ごとの量の見込みや保険料水準を推計す

ることとしています。第６期計画においても、平成 37 年の介護保険料等の推計を行いましたが、

その後の人口変動や認定者の推移等を反映し、再度推計を行ったものを記載することとなりま

す。 

「二 市町村介護保険計画の基本的記載事項」は、計画に必ず定めることとされている事項

についてです。日常生活圏域、各年度における介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込

み、各年度における地域支援事業の量の見込みの３項目に、4項目目が新設されました。 

「(1) 被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又

は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止への取組及び目標設定」について、高齢者がその有

する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるように支援することや、要介護状態等

となることの予防、要介護状態等の軽減、悪化の防止といった介護保険制度の理念を踏まえ、

地域の実情に応じて具体的な取組を進めることが極めて重要としています。取組の例としては、

高齢者自身が担い手として活動する場を含む、住民主体の通いの場等の創出や担い手の養成、

地域ケア会議の定期的な開催による個別課題の解決、地域におけるネットワークの構築、地域

課題の発見、地域づくりや資源開発、政策の形成等が挙げられており、地域の実情に応じた多

様な取組を構想し、その内容と目標について計画に盛り込むこととしています。 
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「(2) 介護給付等に要する費用の適正化への取組及び目標設定」の項目は、計画への任意記

載事項から、必ず定める基本的記載事項に見直しとなったものです。要介護認定の適正化、ケ

アプランの点検、住宅改修等の点検等の適正化事業について、取組内容と目標を計画に盛り込

み、市町村介護保険事業計画の中で、適正化に関する部分を市町村介護給付適正化計画として

策定することとしています。 

４ページを御覧ください。市町村事業計画に、地域の実情に応じて定めるよう努める項目で

ある、任意記載事項についてです。地域包括ケアシステム構築のため重点的に取り組むことが

必要な事項について、第６期計画で示された、在宅医療・介護連携の推進、認知症施策の推進、

生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推進、高齢者の居住安定に係る施策との連携の４つ

の項目に、「地域ケア会議の推進」の項目が新設されました。 

地域ケア会議は、民生委員や自治会等の地域の支援者・団体や、専門的視点を有する多様な

職種の参加により開催する会議で、「個別課題の解決」「地域包括支援ネットワークの構築」「地

域課題の発見」「地域づくり、資源開発」「政策形成」の５つの機能を有するものです。具体的

には、 

・地域ケア会議の中で個別事例の検討を行い、適正なサービスにつながっていない高齢者個

人の生活課題に対して既存サービスを提供する 

・課題の分析や支援の積み重ねを通じて、地域に共通する課題や有効な支援策を明らかにし、

課題の発生や重度化することの予防に取組む 

・多職種協働によるネットワークの構築や資源開発等に取り組む 

などが挙げられています。 

「２ 各年度における介護給付等対象サービスの種類ごとの見込量の確保のための方策」の

項目では、人材の確保及び資質の向上が新設されています。必要な介護人材の確保に向け、介

護の仕事の魅力の向上、多様な人材の確保・育成、生産性の向上を通じた労働負担の軽減を柱

とする総合的な取組を推進することが重要であるとしています。 

なお、「(3) 都道府県が行う事業者の指定への関与」については、市町村が都道府県に対し、

居宅サービス事業者の指定について、事前に通知を求めることと、意見を申し出ることを可能

とする内容です。新設の項目ではありますが、当市は中核市移行に伴い、介護事業者の指定権

限が県より委譲されていることから、基本指針の見直しによる新たな対応の必要はないもので

す。 

以上が、第７期介護保険事業計画基本指針案の主な内容ですが、高齢者のみならず、高齢者

を支える家族や、地域づくりまでを視野に入れた、多岐にわたる内容が盛り込まれたものとな

っております。 

今後、第７期計画の策定に当たっては、今回の指針の内容を踏まえて、地域の課題を捉えな

がら、目標や盛り込む内容を検討していくことを予定しております。 

説明は以上です。 

議長：ただいまの説明について、御質問、御意見等はございませんか。 

Ａ委員：４ページ、三の２の(5)人材の確保及び資質の向上について質問させていただきます。介

護現場におきまして、介護人材の確保、人材不足は非常に大きな問題になっていると感じてい
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ますが、資料に「介護の仕事の魅力の向上」とあり、これに向けて八戸市として想定している

取組、または、今現在取り組んでいることがありましたら教えていただきたいです。 

事務局：この項目に関しましては、我々行政としても実態を把握しなければ計画に盛り込めない

ということで、まだ結果は出ておりませんが、現在、入所施設やデイサービス等の事業者を中

心にアンケート調査を実施しているところです。内容としましては、１つには、介護現場は人

材不足といったことがよく取り上げられていますが、当市においても同様の状況なのか、さら

には、仮に人材不足であれば、行政に対してどのようなことを期待しているのかということも

あわせてお聞きしておりましたので、アンケート結果を見させていただきながら、具体的な今

後の事業計画を策定していきたいと思っております。 

また、魅力の向上の部分につきましても、非常に重要な点であると認識しておりまして、介

護現場は、いわゆる３Ｋの職場だと言われていますが、小中学生に対して介護の魅力を発信し

ていきたいと思います。具体的な方法は、現在持ち合わせておりませんので、今後、他都市の

方法を参考にしながら研究していきたいと思います。 

Ａ委員：アンケート結果は、私たちも見ることは可能になりますか。 

事務局：アンケート結果を踏まえ、議論した上での計画策定となるため、結果がまとまり次第お

見せしたいと考えております。 

Ａ委員：分かりました。ありがとうございます。 

議長：ほかに御質問、御意見等はございませんか。 

委員：なし 

議長：ほかに御質問等ないようですので、(2)について終わります。 

次に、(3)の「地域包括支援センター運営業務の外部委託について」、事務局から説明願いま

す。 

事務局：それでは、地域包括支援センター運営業務の外部委託について御説明申し上げます。こ

れから御説明する内容につきましては、去る７月 25 日に開催しました、八戸市地域包括支援セ

ンター運営協議会で御説明した内容と同一のものでございますので、御了承いただければと思

います。 

それでは、説明に入らせていただきます。 資料を御覧ください。 

まず、１の経緯についてですが、平成 27 年度の国の介護保険制度改革において、地域包括支

援センターに係る人員基準等を定める条例の制定が義務付けられたことを受け、市では、国が

示す基準をもとに、平成 27 年４月１日に条例を制定しました。当時、この条例に定める配置基

準を充足させるため、センターの運営業務を外部委託することで人員体制の確保を目指しまし

たが、その受け皿となる社会福祉法人等が、基準を満たす専門職の確保が見込めなかったため、

市は直営のサブセンターを設置し、社会福祉法人等から職員を受け入れ、職員の増員を図って

きたところであります。 

しかしながら、制度改革の趣旨である、地域包括支援センターの機能強化を図るためには、

更なる人員体制の強化が必要であり、３年後の平成 30年度の委託型地域包括支援センター設置

を目指し、サブセンター設置法人等に人員確保を働きかけならが、準備を進めてきたところで

ございます。 
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次に、２の外部委託するメリットですが、１つ目は、市内の各圏域に地域包括支援センター

が設立されますと、より地域に密着した活動やネットワーク構築が促進され、地域における高

齢者へのきめ細やかな支援等が期待されます。 

２つ目は、市は、認知症等の国が推進する施策を重点的に行うなどの役割分担が図られ、セ

ンター業務を効率的、かつ効果的に行うことができるようになります。 

なお、参考までに、全国的には、地域包括支援センターの約７割が委託型であり、県内にお

いても、青森市と弘前市は委託型となっております。 

次に、３の外部委託の概要についてですが、(1)の設置方法については、平成 30 年度より、

既に設定している市内 12 の日常生活圏域にそれぞれ１か所ずつ委託型センターを設置するこ

ととし、現在、市が行っている地域包括支援センターの業務を、圏域ごとに社会福祉法人や医

療法人等に委託します。 

ここでいう日常生活圏域とは、「住民が日常生活を営む地域として、地理的条件、人口、交通

事情、その他の社会的条件やサービス提供基盤の状況等を総合的に勘案して、市町村が定める

区域」と定義付けられておりますが、当市では、第４期計画作成時において、これらに加えて

民生委員の担当区割りも考慮しながら、この圏域を設定しております。 

(2)の委託型センターの人員配置ですが、介護保険法施行規則、及び当市の条例に規定されて

いる基準では、高齢者の数が概ね 3,000 人以上から 6,000 人未満ごとに置くべき職員数は、保

健師、社会福祉士、主任介護支援専門員、及びこれらに準ずる者も含みますが、それぞれ１人

とされておりますので、この基準をもとに、当市の日常生活圏域内の高齢者の数に応じて必要

な職員数を設定するものであります。具体的な、各圏域ごとの配置基準人員につきましては、

次のページの別表に記載しておりますので、御覧いただきたいと思います。市内 12 圏域のセン

ターに、高齢者人口の割合によって多いところで４人、少ないところで２人の、合計で 37人の

専門職を配置することで予定しております。 

 (3)の委託する主な業務内容は、①の介護保険法に規定する、総合支援や権利擁護、ケアマ

ネジャー支援等の包括的支援業務、②の要支援認定者及び総合事業対象者の介護予防ケアマネ

ジメントなどでございます。 

次のページを御覧ください。(4)の委託先法人の選定方法ですが、市内 12 の日常生活圏域ご

とに、公募により選定いたします。 

(5)の委託後の市の役割ですが、市は、基幹型の地域包括支援センターとして、主に委託型セ

ンターの後方支援や認知症施策等の業務を重点的に行っていきます。 

最後に、４の公募・選定のスケジュールについてですが、９月下旬に公募要領、スケジュー

ル等をホームページに掲載し、10 月中旬に公募説明会を開催、12月下旬にプレゼンテーション

及びヒアリング審査を行い、受託者を決定し、来年４月１日に、各圏域において地域包括支援

センターを開所する予定としております。 

以上で、地域包括支援センター運営業務の外部委託についての説明を終わります。 

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。 

Ｂ委員：３の(3)委託型センターの人員配置についての確認になりますが、保健師に準ずる者とい

うのは、地域の保健や福祉の経験がある正看護師ということでよろしいでしょうか。 
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事務局：はい、正看護師ということで、准看護師は含みません。 

Ｂ委員：保健や福祉の経験については、何か基準とかはあるのでしょうか。 

事務局： 特に、基準はありません。 

Ｂ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)の報告について終わります。 

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、御審議ありがとうございました。 

次回、第３回介護・高齢福祉専門分科会は、10月 26 日、木曜日、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２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。 


