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平成 29 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 10月 26 日（木）午後１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、深川委員、若松委員、山田委員、 

加賀委員、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（２名） 

 松川委員、新坂委員 

○事務局（20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、 

髙村主査、中坂主査兼介護支援専門員 

[国保年金課] 中村副参事 

[介護保険課] 長内参事、岩崎副参事、佐藤副参事、飯塚副参事、山岸主幹、小檜山主査、 

佐藤主事 

[健康づくり推進課] 石藤課長 

司会：ただいまから、平成 29年度第３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。 

さて、本日は、第７期八戸市介護保険事業計画についての説明と、八戸市地域包括支援セン

ター基準条例の一部改正の２つの議事について、御審議いただきます。 

第７期計画に関しましては、これまでアンケートや調査を実施してきましたが、それらの結

果に基づいた八戸市の現状と課題、第７期計画の施策について事務局から説明があります。 

委員の皆様方におかれましては、当市の第７期計画策定のための審議が深まりますよう、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「第７期八戸市高齢者福祉計画について」、資

料１－１から１－４までを事務局から説明願います。 

事務局：それでは、(1)第７期八戸市高齢者福祉計画について、資料１－１「八戸市の現状」を御
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説明いたします。 

これまで実施してきた調査や統計資料から、当市の現状をまとめたものとなっております。 

図表１は、平均寿命の比較ですが、厚生労働省が公表している市町村ごとのデータで、直近

のものである平成 22 年の当市の平均寿命は、男性 78 歳、女性 85歳と、男女ともに全国平均よ

り１年以上短くなっております。 

図表２は、人口構成割合の推移です。団塊の世代が 65歳以上となった平成 27年、75 歳以上

の後期高齢者となる平成 37 年を、国立社会保障・人口問題研究所の推計資料で比較しています。

当市は、平成37年、65歳から75歳未満の前期高齢者は14.5％、75歳以上の後期高齢者は19.4％

を占め、共に全国より構成割合が高くなっています。一方、高齢者を支える世代である 40歳か

ら 65歳未満の第２号被保険者の割合は、全国がまだ増加傾向にあるのに対し、当市は減少する

局面に入っています。 

２ページをお開きください。図表３は、当市の推計人口及び被保険者数の表とグラフで、平

成 27 年から 29 年までは住民基本台帳人口、平成 30 年から 32 年、平成 37 年は、平成 27 年度

国勢調査を基に厚生労働省が試算した人口推計データを使用しています。第７期計画期間中に

高齢者人口 70,000 人、高齢化率 30％を超えることが予想され、平成 37 年は、総人口 210,912

人に対し 65 歳以上の高齢者は 71,508 人、高齢化率 33.9％と、人口のほぼ３人に１人が 65 歳

以上となる見込みです。 

３ページを御覧ください。図表４から５は、厚生労働省「介護保険事業状況報告」に基づく

要介護認定の状況です。図表４は、介護度別・認定率を比較したものです。当市の認定率は、

全国平均 18.0％より２ポイント低い 16.0％となっております。棒グラフは、比較しやすいよう、

０を起点に、要介護２以上の中・重度を上に、要支援１から要介護１の軽度を下に記載しまし

た。当市は、要介護認定率は低いものの、認定者の内訳は、要介護２から３の中度者、要介護

４から５の重度者の割合が高くなっています。 

図表５は、第６期計画期間、各年度９月 30 日現在の要介護（支援）認定者数の実績です。平

成 29 年度の認定者は 10,867 人で、前年より 334 人減少していますが、平成 28 年 10 月から介

護予防訪問介護及び介護予防通所介護が、介護予防・日常生活支援総合事業に移行したことに

より、要支援の認定者が減少したことによるもので、要介護１以上の認定者数は、ほぼ横ばい

となっています。 

４ページをお開きください。図表６から７は、要介護認定を受けていない 65歳以上の高齢者

を対象に実施した、介護予防・日常生活圏域ニーズ調査に基づく資料です。当市のニーズ調査

の実施状況は、平成 29 年１月 24 日から２月７日までの期間実施し、7,200 人を対象に調査票

を発送し、回収数 5,064 人、回収率 70.3％でした。ニーズ調査の結果は、各市区町村が厚生労

働省の地域包括ケア「見える化」システムに登録することになっており、今年７月までに登録

された 135 市区町村、約 320 万人のデータを集計し算出した平均値が、９月 14 日、システム上

に掲載されました。この平均値は、データ登録した市区町村が増えるに従い、１か月に１回程

度更新していく予定となっていますが、本日の資料は、10 月５日時点で取得したデータにより

作成しています。 

図表６は、介護リスクの該当割合の比較です。運動器機能、栄養改善、咀嚼機能、認知症、
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うつリスク、ＩＡＤＬ（手段的日常生活動作）の各項目は、全国集計と比較し、リスク該当者

の割合が低くなっていますが、閉じこもり、転倒リスク該当者の割合は全国集計を上回ってお

り、特に閉じこもりリスクの差が大きくなっています。 

図表７は、たすけあいの状況を比較したものです。たすけあいの状況とは、心配事や愚痴を

話したり聞いたりする情緒的サポート、病気の看病や身の回りの世話をしたりされたりする手

段的サポートについて、その相手がいるかどうか質問したものです。当市は、サポートをくれ

る相手、与える相手いずれの項目も全国集計を下回っており、特に手段的サポートを与える相

手のいる割合が低くなっています。 

５ページを御覧ください。図表８から８ページの図表 13 までは、要介護認定を受け、居宅サ

ービスを利用している人を対象に行った在宅介護実態調査に基づく資料です。実態調査は、要

介護認定期間が平成 29 年３月 31 日までの在宅生活者で、認定の更新申請等をして訪問調査を

実施した人を対象に、平成 28 年 12 月 1 日から平成 29 年３月 31 日までの期間実施し、回答数

は 839 票でした。この調査について、国が全国の市区町村から提供された実施結果を集計し、

人口規模ごとに５万人未満、５万人以上 10万人未満、10 万人以上 30万人未満、30 万人以上の

４つのレポートにまとめたものが９月に公表されました。本日の資料は、人口 10 万人以上 30

万人未満の都市で調査した約 30,000 のサンプルの集計結果を基に作成しています。 

図表８は、要介護認定者が抱えている疾病についてですが、該当する項目について複数回答

したものを集計しています。赤い丸を付けておりますが、当市の現状として、脳血管疾患の割

合が全国集計 15.8％に対して 31.9％と２倍以上となっているほか、認知症についても全国集計

23.2％に対し 33.0％と、10 ポイント近く高くなっています。他の疾病については、全国集計と

数ポイント程度の差となっておりますが、一番下、主な疾病なしの割合は、全国集計 2.9％に

対し 0.7％と、2.2ポイント低くなっております。 

６ページをお開きください。図表９は、障害高齢者の日常生活自立度、いわゆる寝たきり度

の状況です。自立から、自力では寝返りも打てないＣ２まで、９つの段階がありますが、当市

は、全国集計と比較し、隣近所へなら外出するＪ２までの軽度の割合が低く、準寝たきりのＡ

１以上の重度の該当者の割合が高くなっています。 

図表 10 は、要介護認定者の認知症の日常生活自立度についてです。自立から、著しい精神状

態や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ専門医療を必要とするＭまで、８つの段階があ

りますが、当市は、自立の割合が全国 22.7％に対し 5.4％と、17.3 ポイント低く、Ⅱｂ以上の

重度の該当者の割合が高くなっています。 

図表８から図表 10までのデータから、当市では、加齢により徐々に心身の機能が衰え、介護

が必要となるよりも、脳血管疾患の発症により、認知症状を伴う状態で突然介護が必要となる

割合が高く、介護度も重度となっていることが推測されます。 

７ページを御覧ください。図表 11 は、施設等への入所・入居の検討状況です。検討していな

い、検討中の項目と比較し、申請済みの割合が全国集計の約３倍となっています。 

図表 12 は、介護のための離職の有無についてです。主な介護者が仕事を辞めた割合は、全国

集計 6.0％、当市 4.6％と、現在のところ全国集計の方が高い状況となっています。 

８ページをお開きください。図表 13 は、在宅介護継続に向け、介護者が不安に感じる介護に
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ついてです。複数回答によるものですが、不安に感じる割合が高い介護の内容は、ほぼ全国と

同じ傾向にありますが、ほとんどの項目で当市の方が不安を感じる割合が高くなっています。

主な介護者が最も不安に感じている介護は、「認知症状への対応」で 30.9％、全国集計との比

較で差が大きかったのは、「金銭管理や生活面に必要な諸手続き」で、全国集計 10.1％に対し

22.6％と、12.5 ポイント上回っています。 

９ページを御覧ください。図表 14 は、受給者１人当たりの在宅サービスの要介護度別給付月

額です。厚生労働省「介護保険事業状況報告」月報平成 29年１月分に基づき、介護保険「見え

る化」システムで作成した資料で、介護度別に、在宅サービスの給付費である保険者負担額を、

在宅サービスの受給者で除して算出しています。当市の給付月額は、要支援１から要介護１の

軽度者は、全国、青森県より少なくなっていますが、要介護２から５の中・重度者では、全国、

青森県よりも高くなっています。要介護２から５では、全国より 26,729 円、青森県より 17,578

円高く、１人当たりの費用負担が大きくなっており、サービスの過剰な利用が懸念される状況

となっています。 

以上で、資料１－１の説明を終わります。 

事務局：続きまして、資料１－２「各種調査等に基づく現状と課題、解決のための対策」につい

て御説明いたします。資料中、対応する図表とありますのは、資料１－１の図表番号となって

おりますので、合わせて御覧ください。 

先ほどの当市の現状を踏まえ、大きく５つの側面から、主な課題を整理しました。 

当市の概況ですが、平均寿命では、男女とも全国平均を１歳以上下回っており、特に男性が

全国平均との差が大きくなっています。また、人口構成では、介護が必要となる割合が高い 75

歳以上の後期高齢者は、平成 37 年までに 13.4％から 19.4％と、全国より早いスピードで増加

する一方、介護や地域の支え手である 40 歳から 64 歳の第２号被保険者の割合は 35.1％から

33.4％まで減少します。 

介護を受けていない比較的元気な高齢者では、全国集計よりリスクの高い項目は少ないもの

の、閉じこもりリスク該当者の割合が 1.68 ポイント高く、手段的サポートを与える相手がいる

者の割合が 4.17 ポイント低いことから、外出する機会の少ない人の割合や、世話をする相手が

いない人の割合が高いことが考えられます。 

要介護認定者の状況では、認定率は全国平均より低いですが、内訳では要介護２から３の中

度者の割合が 1.2 ポイント、要介護４から５の重度者の割合が 0.4 ポイント、全国よりも高く

なっています。要介護認定者が抱えている疾病では、脳血管疾患の割合が 16.1 ポイント、認知

症の割合が 9.8 ポイント、それぞれ全国集計よりも高くなっています。また、施設等申請済の

割合も８ポイント高くなっています。 

介護者の状況では、現時点で主な介護者が仕事を辞めた割合は、全国集計より 1.4 ポイント

低いものの、今後の在宅生活の継続に向けて不安に感じる介護については、中・重度の認定者

の割合が高い影響か、全体に負担や不安を感じる割合が高くなっており、特に認知症状への対

応が 30.9％、金銭管理や生活面に必要な諸手続きが 22.6％と、認知症状への対応の不安が大き

くなっています。 

介護に要する費用の側面では、現在の第６期介護保険料基準額は全国平均より 386 円高い
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5,900 円となっており、在宅サービス１人当たりの給付月額は、要介護２から５で全国を 26,729

円上回るなど、介護保険料、サービス給付費の負担が大きくなっています。 

これらの課題解決のため必要な対策について、右側の７つの項目にまとめました。 

・人口構成が変化し、高齢者人口が増え、支え手が減る状況に対応し、地域全体で支えてい

くための、生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推進など、高齢者人口の増加に向け

た地域づくり 

・医療や介護が必要な後期高齢者の増加に対応し、地域の中で安心して暮らせるようにする

ための、地域包括センターの体制強化、医療と介護の連携など、地域包括ケアシステムの

深化 

・高齢者が健康を保ちながら元気に過ごせるよう、また、要介護状態を重度化させないよう

にするための、健康づくりの推進、自立支援・介護予防の推進など、高齢者の健康づくり

と介護予防 

・人とふれあい、誰かを支える側になる場を設け、高齢者が生き生きと活躍できるようにす

るための、生きがいづくりの推進など、高齢者の社会参加の促進 

・高齢者人口の増加に伴い今後も増加すると見込まれる認知症高齢者に対応するとともに、

介護者の不安を解消するための、成年後見制度の促進や、介護サービスの整備など、認知

症対策の強化 

・在宅介護を継続可能とし、介護離職を防ぐため、また、施設の待機者を解消するための、

介護者の負担・不安解消につながるサービスの整備や入所系サービスの整備など、介護サ

ービス提供体制の整備 

・必要な人が必要なサービスを利用できるよう、サービス給付費の負担軽減につなげるため

の、介護支援専門員研修の充実やケアプラン点検の強化など、介護給付費の適正化 

第７期では、従来の取組に加え、課題を解決するためのこれらの対策を盛り込んで計画を

策定したいと考えております。 

以上で資料１－２の説明を終わります。 

事務局：続きまして、資料１－３「第７期八戸市高齢者福祉計画施策の体系案について」、御説明

いたします。 

はじめに、第７期計画における目指すべき将来像についてですが、第６期計画から引き続き

となりますが、「誰もが安心と生きがいをもって暮らせる、ふれあいのある健康で明るい社会づ

くり」としております。これにつきましては、国が、少子高齢社会における高齢者人口の増加

に対応するため、地域包括ケアシステムの構築を推進しており、その中で、今年度初めに、地

域包括ケアシステムの基本的理念として、「高齢者が可能な限り住み慣れた地域で、自立した日

常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援

が包括的に確保される体制の構築に努めることが重要である」と打ち出していることから、第

７期計画においても、この基本指針を踏まえたものでございます。 

次に、目指すべき将来像の実現に向けた基本目標についてですが、 

・高齢者が住み慣れた地域のなかで、健康を保ちながら、自立して暮らすことができる 

・高齢者が求める適正・適切な介護サービスが提供され、高齢者及びその家族が、住み慣れ
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た地域で安心して暮らすことができる 

・高齢者が生きがいを感じながら、自らの経験と知識を生かして、地域のなかで生き生きと

暮らすことができる 

の３点を掲げております。なお、第７期計画の策定に当たっては、当市の上位計画である「第

６次八戸市総合計画」との連携が望ましいと考えられることから、基本目標につきましては、

総合計画との整合性を図っております。 

次に、基本目標の達成に資する施策についてですが、基本目標の１つ目にあります「高齢者

が住み慣れた地域のなかで、健康を保ちながら、自立して暮らすことができる」を実現するた

め、施策の(1)｢高齢者が住み慣れた地域で安心して生活していくための地域包括ケアシステム

の構築・深化｣、基本目標の２つ目にあります「高齢者が求める適正・適切な介護サービスが提

供され、高齢者及びその家族が、住み慣れた地域で安心して暮らすことができる」を実現する

ため、施策の(2)「介護が必要な人とその家族の生活全体を支える介護サービスの充実」、基本

目標の３つ目にあります「高齢者が生きがいを感じながら、自らの経験と知識を生かして、地

域のなかで生き生きと暮らすことができる」を実現するため、施策の(3)「高齢者が生きがいを

持ち、地域の担い手となるための健康・生きがいづくりの推進」、また、施策(1)から(3)以外で、

目指すべき将来像「誰もが安心と生きがいをもって暮らせる、ふれあいのある健康で明るい社

会づくり」を実現するために必要である施策について、施策の(4)「全ての市民の人権が尊重さ

れ、地域全体で支え合うための安全・安心な暮らしの確保」と、大きく４つに分類しておりま

す。 

この施策につきましては、先ほどの資料１－２と対比して御覧いただきたいのですが、資料

１－２の一番右側の解決のための対策と連動して取り組んでいくこととしております。 

具体的に説明いたしますと、資料１－２の解決のための対策の上から１つ目「高齢者人口の

増加に向けた地域づくり」と２つ目「地域包括ケアシステムの深化」については、資料１－３

の施策(1)「高齢者が住み慣れた地域で安心して生活していくための地域包括ケアシステムの構

築・深化」において取り組んでいくこととし、①から⑥の６項目を重点的に行い、高齢者の自

立支援の強化に努めていくこととしております。 

また、資料１－２の解決のための対策の下から２つ目「介護サービス提供体制の整備」と１

番下の「介護給付費の適正化」については、資料１－３の施策(2)「介護が必要な人とその家族

の生活全体を支える介護サービスの充実」において取り組んでいくこととし、①から③の３項

目を重点的に行い、高齢者の介護サービスの充実に努めていくこととしております。 

次に、資料１－２の解決のための対策の上から３つ目「高齢者の健康づくりと介護予防」と

４つ目「高齢者の社会参加の促進」については、資料１－３の施策(3)「高齢者が生きがいを持

ち、地域の担い手となるための健康・生きがいづくりの推進」において取り組んでいくことと

し、①から③の３項目を重点的に行い、高齢者の社会参加の促進に努めていくこととしており

ます。 

最後に、資料１－２の解決のための対策の下から３つ目「認知症対策の強化」については、

資料１－３の施策(1)と(2)で取り組んでいくほか、施策(4)｢全ての市民の人権が尊重され、地

域全体で支え合うための安全・安心な暮らしの確保｣においても取り組んでいくこととし、①か
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ら④の４項目を重点的に行い、全ての市民が、地域の支え合いにより、安全・安心な暮らしが

できるよう努めていくこととしております。 

以上が、現在の第７期計画の施策体系案でございますが、今後は、各施策における個別事業

の登載も含め、計画全体の検討を進めてまいります。 

なお、計画策定に当たっては、委員の皆様の御意見はもちろんのこと、パブリックコメント

等による意見等も踏まえながら、作業を進めてまいりたいと考えております。 

以上で、資料１－３の説明を終わります。 

事務局：続きまして、資料１－４「介護サービス基盤整備の方向性案」について御説明いたしま

す。 

第７期計画において、どのような介護サービスを整備するか検討する上での主な観点を、５

つにまとめました。 

１つ目は、特別養護老人ホーム待機者の解消についてです。表は、平成 28年４月１日時点で

実施した特養入所待機者の状況です。この調査は、各施設の入所申込者を県が集約し、市町村

ごとに振り分けたリストを基に、申込者の重複、転出・死亡等の住民情報を確認した後、介護

度、在宅・在宅以外の居所の区別、入所の必要性の緊急度ごとに集計したものです。緊急度に

ついては、表に記載した、入所の必要性が高い者以外に、特養以外で対応可能、必要性が低い

などのその他の４つに区分されており、申し込みを受けた各施設が判断しています。 

入所待機者の総数は 1,061 人ですが、必要性が低い者が多く含まれているため、必要性の高

い者は、要支援、要介護１から２の特例入所対象者を含め 236 人となります。待機者 236 人に

対し、調査日以降に事業開始予定の地域密着型介護老人福祉施設２施設 58床分、厚生労働省が

示した特養の平均在所期間約４年に基づき算出した既存施設の待機者解消分 163 人分を差し引

き、新たな整備の必要分は 15床となりますが、調査時点から１年以上経過していること、今後

の高齢者人口の増加により入所申込者が増加することを考慮し、＋αの整備が必要と考えます。 

２つ目は、在宅介護の不安感・負担感の解消についてです。第１回介護・高齢福祉専門分科

会で御報告しました在宅介護実態調査の結果から、在宅介護継続には訪問系サービスの利用が

有効であること、夜間の介護や認知症状対応への不安を解消し、サービスの選択肢を増やす観

点から、認知症対応型共同生活介護、認知症対応型通所介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・

随時対応型訪問介護看護の整備を見込みます。 

３つ目は、高齢者人口の増加・地域包括ケアシステムの深化を視野に入れた整備についてで

すが、高齢者人口の増加に伴う中・重度の要介護認定者の増加や、医療と介護、両方が必要な

人の増加に対応するため、地域密着型介護老人福祉施設や地域包括ケアの拠点となる看護小規

模多機能型居宅介護、小規模多機能型居宅介護の整備を見込みます。 

４つ目は、県医療計画との整合性の確保です。第７期計画では、都道府県の策定する医療計

画と市町村が策定する介護保険事業計画の整合性を確保することが求められています。高齢化

率の上昇により入院患者が増加することが想定される一方で、医療機関における急激な増床は

非現実的であり、急性期医療から回復期医療への需要シフトへの対応等の必要性から、県では、

昨年度、地域医療構想を策定しました。この地域医療構想に基づき、県が算出した平成 37年の

当市の訪問診療等見込人数は、１日当たり 2,391 人となっています。この見込人数には、老人
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保健施設、介護医療院、認知症対応型共同生活介護の入所者も含まれますが、それ以外の人数

については、訪問診療と介護サービスを併せて利用することとして、居宅サービスの量を見込

むことが必要となります。 

５つ目は、介護保険料と施設整備のバランスについてです。必要なサービス基盤の整備と、

それに伴う介護保険料の上昇、給付と負担のバランスを念頭に、整備数を見込むことが必要で

す。資料では、参考として、サービス種類ごとに、第 7期計画２年目の平成 31年度から事業を

開始した場合、１施設当たりの介護保険料への影響額をお示ししています。夜間対応型訪問介

護は、当市では新規のサービスであるため国の給付実績を基に推計していますが、その他のサ

ービスは、当市の給付実績から算定した金額になっています。 

現時点で、具体的な施設整備個所数はお示しできませんが、今後、保険料算定に必要な調整

交付金の見直し内容等が示された後、保険料を試算した上で、保険料への影響を考慮しながら

施設整備内容の具体的な案を作成したいと考えております。 

以上で、議事の(1)第７期八戸市高齢者福祉計画についての説明を終わります。 

議長： ただいま、資料１－１から１－４まで説明がありましたが、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。 

Ａ委員：資料１－４の特養待機者の解消について、緊急度の「入所の必要性が高い」や「１年程

度で入所が必要となる見込み」とありますが、もう少し詳しい違いといいますかどういった状

況なのか説明をお願いします。 

事務局：緊急度につきましては、申込みを受付している特別養護老人ホームに問い合せて回答を

得たものです。施設側では、申込者の介護度以外に、家族構成、経済状況や家庭状況など様々

な項目で点数化し順位を付けているようです。その様々な項目に基づいて施設側が判断した必

要性の度合いにより、緊急度を分けています。 

Ａ委員：特に、何点以上という基準ではないということですか。 

事務局：こちらからは、特に施設側に対して基準を示してはおりません。 

Ａ委員：分かりました。 

議長： ほかに御質問等はございませんか。 

Ｂ委員：先ほどの質問にリンクしますが、特別養護老人ホームに問い合せて待機者を把握したと

いうことですが、現在、八戸管内にも有料老人ホーム等が結構できていますが、有料老人ホー

ムに入居している方の意見は含まれているのでしょうか。 

事務局：資料はかなり省略していまして、表では在宅者と在宅でない者に分けていますが、在宅

でない者という項目には有料老人ホームも含まれております。なお、在宅でない要介護３以上

の方 481 名のうち、有料老人ホームに居る方は 112 名となっております。 

Ｂ委員：分かりました。 

Ｃ委員：資料１－１の図表 14についての質問ですが、在宅サービスにおける受給者１人当たりの

給付月額が要介護２以上の中・重度者で全国平均及び県平均より高いということですが、具体

的な要因として考えられることについてお伺いします。 

事務局：在宅介護実態調査では、訪問系・通所系・短期系サービスの具体的な利用回数について

も集計しており、今回の資料には掲載していませんが、訪問系サービスの利用回数が全国集計
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よりも多い傾向にありましたので、その辺りが給付月額を押し上げている要因ではないかと考

えております。 

Ｃ委員：分かりました。その対策として、ケアプラン点検の強化や介護支援専門員研修の充実に

つながっているということですか。 

事務局： はい。 

Ｃ委員：分かりました。 

議長：ほかに御質問等はございませんか。 

Ｄ委員：資料１－４の在宅の通所介護サービスについてですが、現在、各施設で認知症対応型や

一般型でサービスを提供していますが、その中で、認知症対応型では利用者獲得のため方策を

話し合っている状況だと伺ったことがあります。そして、一般型では、認知症の方も受け入れ

ているため、認知症の方がわざわざ料金の高い認知症対応型を選ばないということもあるよう

ですが、認知症対応型の不足している状況ですとか稼働率について把握の状況はいかがでしょ

うか。 

事務局：現時点では、認知症対応型の稼働率は把握しておりませんでした。ただ、今の意見を聞

いて、認知症対応型における利用者の獲得や稼働率について調査をさせていただきたいと思い

ます。 

Ｄ委員：分かりました。認知症対応型の稼働率等について調査をしていただいて、根拠に基づい

た整備をお願いします。 

議長：ほかに御質問等はございませんか。 

委員：なし。 

議長：それでは、ほかに御質問等なければ、この場での審議はここで終了いたします。委員の皆

様は、この会議終了後でも、御意見等ありましたら、事務局まで問い合せいただきたいと思い

ます。事務局は、委員の皆様からの御意見を踏まえて、具体的な計画内容作成を進めてくださ

い。 

それでは、次の議事にまいりたいと思います。(2)の「八戸市地域包括支援センターの包括的

支援事業の実施に係る人員等に関する基準を定める条例の一部改正について」事務局から説明

願います。 

事務局：それでは、資料２を御覧願います。八戸市地域包括支援センターの包括的支援事業の実

施に係る人員等に関する基準を定める条例の一部改正案について御説明申し上げます。 

はじめに、改正の趣旨でございますが、介護保険法施行規則が改正され、地域包括支援セン

ターの職員である主任介護支援専門員の更新研修が創設されたことに伴い、その定義を改正す

るものでございます。 

次に、具体の改正内容でございます。表の左側が改正前、つまり現行の条文でございますが、

当該条例第３条第１項第３号で、下線部分のとおり、「主任介護支援専門員とは、主任介護支援

専門員研修を修了した者」と定義付けておりますが、当該箇所を右側、改正後のとおり「主任

介護支援専門員研修を終了した者で、終了した日から５年ごとに更新研修を修了した者」と改

めるものでございます。 

なお、この改正文案は、現在、法規担当部署でチェック中でございまして、最終的には変更
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になる可能性もありますことを御了承願います。 

最後に今後の予定ですが、当該条例改正は、来る 12 月議会に提案し、成立後、公布の日から

施行される予定でございます。 

説明は以上でございます。 

議長：ただいま、条例の一部改正案について説明がありましたが、御質問、御意見等はございま

せんか。 

Ｄ委員：具体的な例で聞きたいのですが、地域包括支援センターサブセンターに配置する主任介

護支援専門員は、主任介護支援専門員研修を終了した者で１回目の更新研修が終了していない

者でも配置していいと考えていいのか。それとも、主任介護支援専門員研修を終了してから５

年が経過し、更新研修を終了した者ではなければならないということなのか。 

事務局：これは、主任介護支援専門員に更新研修が創設されたことに伴う改正でありますので、

主任介護支援専門員研修を終了した方であれば、１回目の更新研修前の方でも配置できます。 

Ｄ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、(2)について了承したものとして取り計らいます。 

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：委員の皆様、御審議いただきありがとうございました。 

次回、第４回介護・高齢福祉専門分科会についてですが、第１回会議でお示した計画策定ス

ケジュールでは、11月 24 日を確保しておりましたが、この日は開催せず、12月 19 日、火曜日、

午後１時 30 分から、本日と同じ別館８階研修室で開催を予定しております。後日、文書で御案

内申し上げますので、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：これをもちまして、平成 29 年度第３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。 


