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平成 29 年度 第４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 12月 20 日（水）午後１時 30 分 

場所 八戸市庁 本館３階 第三委員会室 

○出席者（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、若松委員、松川委員、 

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（１名） 

 新坂委員 

○事務局（21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] 保坂国保年金課長 

[介護保険課] 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、山内主事、 

佐藤主事 

[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４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 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、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、現在、第７期の八戸市高齢者福祉計画策定に向け準備を進めているところですが、

御案内しましたとおり、八戸市高齢者福祉計画素案、介護サービス基盤整備、八戸市高齢者福

祉計画素案に対するパブリックコメント実施についての３つの案件について、御審議いただき

ます。第７期計画に関しては、前回御審議いただいた当市の課題に対する各施策について、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。本日の案件は、(1)から(3)まで、八戸市高齢者福祉計画に関

する内容でありますので、一括して、事務局から説明願います。 
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事務局：それでは、八戸市高齢者福祉計画素案について、資料１に沿って、御説明いたします。 

目次のあと、４ページをお開きください。ページ右上に記載しておりますが、今回の素案中

の統計データ等の数値は、出典データが更新された場合、差し替えを予定しております。 

第１章は、「計画策定の趣旨」についてです。高齢化が進展し、いわゆる団塊の世代が後期高

齢者となる 2025 年、団塊ジュニアの世代が 65 歳以上となる 2040 年に向け、都市部と地方等、

地域差が拡大していく中にあって、地域の実情に合わせた地域包括ケアシステムを深化・推進

してくことが重要です。この計画は、中・長期的な視点に立ちつつ、地域の実態把握・課題の

分析を踏まえ、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で、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、策定するものです。 

法的位置づけとして、老人福祉法第 20条の８に基づく老人福祉計画、介護保険法第 117 条に

基づく介護保険事業計画は、整合性を持って作成されることが必要なため、両計画を１つの計

画として策定し、当市の最上位の計画である総合計画に則し、関係する市の他計画や、青森県

の計画との整合性を確保するものとなっています。 

なお、計画期間は、平成 30 年度から 32年度までの３年間となっております。 

６ページをお開きください。第２章は、「八戸市の状況」です。６ページから 12 ページまで

の「第１節 概況」は、前回、第３回介護・高齢福祉専門分科会で御説明した当市の現状を抜

粋した内容となっておりますので、説明を省略させていただきます。 

13 ページを御覧ください。「第２節 日常生活圏域」についてです。日常生活圏域は、各市

町村の高齢化のピーク時までに、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地域包括ケアシステムを構築する区域として、人口、交通事情その他の

社会的条件、介護給付等対象サービスを提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合

的に勘案し、市町村が定める区域です。第７期計画では、第６期計画に引き続き、12 圏域に設

定することとし、14 ページから 16 ページまでは、各日常生活圏域の状況をまとめたものを記

載しております。 

事務局：17 ページを御覧ください。「第３章 計画の目指す姿と施策の体系」について御説明い

たします。第７期計画における施策の体系につきましては、前回の専門分科会において、19ペ

ージの体系図により御説明いたしました。第３章は、この体系図を文章により説明しておりま

す。この施策の体系につきまして、確認の意味で、もう一度、簡単に御説明させていただきた

いと思いますので、資料の 17ページと 19 ページを併せて御覧ください。 

まず、１番目の「目指す将来像」は、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」を掲げております。 

次に、２番目の「基本目標」は、目指す将来像の実現に向けて、 

・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

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、自らの知識と経験を生かして、地域のなかで生き生きと

暮らすことができる 

の３つを掲げております。 
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18 ページを御覧ください。３番目の「施策の体系」につきましては、先ほどの基本目標を達

成するための施策について、記載しております。 

まず、基本目標の１つ目の「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」を実現するための施策として、｢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｣を掲げております。 

２つ目の「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」を実現するための施策として、「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」を掲げております。 

３つ目の「高齢者が生きがいを感じながら、自らの知識と経験を生かして、地域のなかで生

き生きと暮らすことができる」を実現するための施策として、「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」を掲げております。 

最後に、３つ全ての基本目標を実現するための共通の施策として、「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」を掲げております。 

ここまで、前回の専門分科会で御説明させていただいたところを確認させていただきました。 

本日は、19ページの体系図の下半分に掲載しております、第１節から第４節までの４つの施

策の主な取組について、その現状と具体的な事務事業と目指す成果を御説明させていただきま

す。 

それでは、20ページを御覧ください。「第４章 施策の推進」でございますが、始めに、「第

１節 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」においては、19 ページの体系図を御覧いただきたいのですが、「１ 地域包括支援セン

ターの体制強化」から「６ 高齢者の居住安定に係る施策との連携」までの６つの施策を掲げ

ており、こちらを１つずつ説明してまいります。 

「１ 地域包括支援センターの体制強化」についてですが、現在、高齢福祉課内に地域包括

支援センターを設置しているほか、12の日常生活圏域のうち９圏域にサブセンターを設置する

とともに、その他の３圏域は在宅介護支援センターに委託し、地域の高齢者やその家族の相談

等に対応しておりますが、高齢者虐待等の対応が困難なケースが年々増加しているため、更な

る人員体制の強化及び地域に密着したきめ細かな支援を行うことが求められております。その

ため、12圏域全てに委託型の地域包括支援センターを設置することを事務事業に掲げておりま

す。 

21 ページを御覧ください。「２ 在宅医療・介護連携の推進」では、平成 29年版高齢社会白

書によると、「治る見込みがない病気になった場合、どこで最期を迎えたいか」の問いに対し、

自宅と答えた方が最も多く、また、今後も医療と介護の両方を必要とする高齢者や認知症高齢

者が増加することが見込まれております。そのため、医療と介護の両方が必要な方々が、住み

慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、全国の市区町村で、地域の実情に

応じて実施することとされている「在宅医療・介護連携推進事業」を推進してまいります。具

体的には、医療と介護の専門職による意見交換会や研修会の開催、連携を支援するための窓口

の設置等、８つの事業項目を事務事業として掲げております。 

「３ 認知症施策の推進」では、当市の要介護認定の訪問調査を受けた人が抱えている疾病
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の中で、認知症が最も多く全国平均を上回っている現状や新オレンジプランの内容を踏まえ、 

・キャラバンメイトにより、認知症について正しく理解できるよう講座を開催する「認知症

サポーターの養成」 

・認知症予防として、自分の過去の体験等について高齢者同士が語り合う「地域回想法の実

施」 

・認知症の人やその家族が、医療と介護サービスを早期かつ適切に利用できるよう作成した

「認知症ケアパス・たすけるすけの全戸配布」 

などを事務事業として掲げております。 

「４ 生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推進」では、高齢者のみの世帯の増加や、

在宅生活の継続のために必要なサービスの認識不足等の状況を踏まえ、高齢者の生活支援・介

護予防の基盤整備を推進していくことを目的として、 

・生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築に向けて、コーディネートを行う「生活支

援コーディネーターの配置」 

・生活支援サービスを担う事業主体が参画し、意見交換を行う「協議体の設置」 

・住み慣れた地域での生活における課題の解決を目的とした、地域住民と学生による「ワー

クショップの開催」 

 を事務事業として掲げております。 

「５ 地域ケア会議の推進」では、高齢化の進展や生活支援に対するニーズが多様化してい

る状況を踏まえ、 

・個別の事例の支援内容の検討を重ねることで、課題解決を支援するとともに、地域の課題

を抽出する「地域ケア個別会議の 12 の日常生活圏域での開催」 

・地域ケア個別会議で抽出された地域課題の解決策を検討する「地域ケア推進会議の開催」 

 を事務事業として掲げております。 

「６ 高齢者の居住安定に係る施策との連携」では、当市の施設等への入所・入居申請済み

の割合が全国集計に比べて高いという現状を踏まえ、 

・養護老人ホームへの入所措置や、軽費老人ホームへの事務費補助といった「安定的な施設

運営の支援」 

・本人とその家族に対するホームページ等を活用した情報発信や、本年１月の中核市移行に

伴い県から権限移譲を受けた特別養護老人ホーム等への指導監査又は有料老人ホーム等へ

の立入検査といった「適正な施設運営の確保」 

を事務事業として掲げております。 

事務局：続きまして、「第２節 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」においては、「１ 適正な介護サービス提供体制の整備」、「２ 介護人材の確保と資質の向

上」、「３ 介護保険制度の適正な運営」の３つの施策を掲げております。 

「１ 適正な介護サービス提供体制の整備」では、前回の専門分科会で御説明した内容を基

に、現状を介護老人福祉施設入所申込者の状況、主な介護者の状況、青森県地域医療構想との

整合性の３項目にまとめております。具体的な事務事業ですが、現状を踏まえ、施設・居住系

サービスの整備、在宅サービスの充実を図ることとし、介護サービス基盤整備の内容を記載す
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る予定ですが、具体的な案につきましては、後ほど資料２で詳しく御説明いたします。 

「２ 介護人材の確保と資質の向上」については、現状を３項目に整理いたしました。 

１つ目は介護人材確保の状況ですが、平成 29 年に実施した介護サービス事業所へのアンケー

ト調査では、人手不足を感じている事業所が約半数に上っています。一方、個々の事業所では、

中学生の職業体験や看護学生の職場実習、ボランティアの受け入れなどを実施したり、処遇改

善やサービスの質の向上に積極的に取り組む事業所を評価する「青森県介護サービス事業所認

証制度」の認証を受けるなど、それぞれ独自の取組を行っています。 

２つ目は、「介護」に対するイメージ向上についてです。地域密着型サービス事業所では、地

域との連携を確保し、地域に開かれたサービスを行うため、地域住民や利用者家族が参加する

運営推進会議を開催していますが、出席された方からは、「職員が頑張っていることが分かった」、

「もっと事業所の取組を知らせた方が良い」等の意見が寄せられており、介護について理解を

深め、イメージ向上につなげる取組が必要です。 

３つ目は介護サービス従業者の状況ですが、地域包括ケアシステムの中で、多職種との連携・

協働の必要性が高まり、特にその要となる介護支援専門員の資質向上の重要性が増大していま

す。また、当地域では、事業者、職域等の関係団体が相互に協力・連携を図り、資質向上のた

めの研修会等を独自に実施しています。 

これらの現状を踏まえた具体的な事務事業として、 

・平成 27年度から当市で実施している介護従事者確保事業が、来年度以降、青森県の事業と

して実施予定であるため同事業の活用 

・青森県が設置している地域医療介護総合確保基金を活用した事業の実施 

・県が実施している介護従事者確保事業をはじめ、関係団体等でも様々な取組が行われてい

ますが、周知が不足しているため、利便性の向上を図り、事業を活用してもらうため、情

報の集約と周知 

・「青森県介護事業所認証評価制度」認証事業所の円滑な更新、新規認証事業所の増加のため

の情報提供・助言指導 

・現在、介護支援専門員を対象とした研修を実施していますが、今後は、地域ケア会議や認

定状況・給付費分析等による地域課題を共有するとともに、課題を踏まえた適切なケアプ

ラン作成が可能となるようケアマネジメントスキルの向上 

を掲げております。 

「３ 介護保険制度の適正な運営」の現状について、１つ目は当市の給付費の状況ですが、

要介護認定率は全国平均を下回っているものの、１人当たりの給付費は全国平均を上回ってお

り、給付費を押し上げている要因について分析し、サービスの適切な利用について検討が必要

です。 

２つ目として介護サービス事業者への指導監督についてですが、今年１月の中核市移行によ

り、全てのサービスについて事業所指定・指導監督業務を行い、集団指導・実地指導を実施し

ています。 

これらを踏まえた具体的な事務事業として、 

・介護給付適正化事業は、「介護保険事業に関する保険給付の円滑な実施を確保するための基



- 6 - 

本的な指針」により第７期計画への記載が義務付けられましたので、八戸市介護給付適正

化計画として高齢者福祉計画と併せて策定する 

・集団指導において、各事業所の実地指導、運営推進会議等で明らかになった改善点・好事

例等のフィードバックを実施し、介護サービス事業者全体の質の向上 

を掲げております。なお、八戸市介護給付適正化計画につきましては、57ページ以降に記載し

ておりますので、後ほど御説明いたします。 

事務局：続きまして、「第３節 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」においては、「１ 健康づくりの推進」、「２ 自立支援・介護予防の推進」、

「３ 生きがいづくりの推進・社会参加の促進」の３つの施策を掲げております。 

最近の話題として、今月 13 日に厚生労働省が発表した平均寿命におきまして、今年も、男女

共に本県が全国最下位でございました。この現状を踏まえ、「１ 健康づくりの推進」では、高

齢者が住み慣れた地域で元気に生活するためには、主体的な介護予防が必要との認識を踏まえ、 

・はり・きゅう・あんまマッサージ施術費助成や市内 25地区社会福祉協議会におけるほっと

サロンの実施といった「健康づくりの推進」 

・介護予防教室をはじめとする「介護予防に関する普及啓発の推進」 

を事務事業として掲げております。 

「２ 自立支援・介護予防の推進」では、当市の要介護認定者の脳血管疾患や認知症の割合

が全国平均に比べて大幅に上回っている状況や、要介護認定率が、全国平均に比べて軽度者の

割合が低い反面、中・重度者の割合が高いことから、自立支援や重度化防止対策が必要との認

識を踏まえ、 

・平成 32年度に総合保健センター内に設置予定の介護・認知症予防センターを中心とする「自

立支援・介護予防の推進」 

・現在の「介護予防・日常生活支援総合事業のサービス内容」や、今後必要とされた場合の

総合事業における基準緩和サービス、住民主体型サービス等の創設 

を事務事業として掲げております。 

「３ 生きがいづくりの推進・社会参加の促進」では、クラブ数や会員数が減少する老人ク

ラブの状況、一人暮らし高齢者や高齢者のみ世帯の増加の現状、高齢者の外出の手段及び状況

を踏まえ、 

・老人クラブへの補助やボランティアポイント事業、鷗盟大学といった高齢者の「社会参加

の促進」 

・高齢者向けバス特別乗車証又は回数券交付による「外出機会の創出」 

を事務事業として掲げております。 

第４章の最後となりますが、「第４節 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」においては、「１ 地域見守り体制の充実」、「２ 成年後見制

度の利用促進」、「３ 虐待防止の強化」、「４ 在宅生活支援の充実」の４つの施策を掲げてお

ります。このうち、「１ 地域見守り体制の充実」では、町内会の加入率の低下や町内会加入者

の高齢化による見守りをする方の減少と、認知症や身体機能の低下により見守りを必要とする

高齢者の増加が見込まれることから、 
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・町内会役員や民生委員、各種宅配サービス事業所等の関係機関とのネットワークの構築 

・認知症等により、自宅に戻れなくなった高齢者を早期に家族のもとに戻れるようにするた

めの「八戸市あんしんカード事業の推進」 

・東日本大震災で被災された高齢者への定期的な訪問による、必要に応じたサービスの利用

支援 

を事務事業として掲げております。 

「２ 成年後見制度の利用促進」では、認知症の高齢者や身寄りのない高齢者、虐待を受け

る高齢者が増加している状況を踏まえ、八戸市成年後見センターとの連携により、 

・地域住民や医療・福祉の専門職からの「権利擁護総合相談への対応」 

・弁護士や司法書士等の専門職後見人の不足を補うために行う「市民後見人の養成・活用の

推進」 

・地域住民や専門職への「成年後見制度の広報・周知」 

を事務事業として掲げております。 

「３ 虐待防止の強化」では、当市の高齢者虐待と判断した件数が、平成 26 年度 23 件、27

年度 30 件、28年度 33件と、年々増加している現状を踏まえ、 

・基幹型地域包括支援センターと委託型地域包括支援センターの連携による虐待された高齢

者、養護者への支援 

・市民を対象に、高齢者虐待の防止及び早期発見を目的とした研修会の開催 

・緊急性、重大性のあるケースに対する警察との緊密な連携 

を事務事業として掲げております。 

「４ 在宅生活支援の充実」では、高齢者の福祉サービス等への認知度が低い状況や、日常

生活での不安解消のために、困りごとへの支援や見守り等が必要との認識を踏まえ、 

・緊急通報装置貸与事業や救急医療情報キット配付事業、老人福祉電話貸与事業といった「高

齢者世帯の暮らしの安心確保」 

・介護用品支給事業による「在宅介護支援の充実」 

を事務事業として掲げております。 

各施策についての説明は以上となりますが、今後、各事務事業についての具体的な目標値を

設定し、計画に掲載する予定でございます。 

事務局：続きまして、「第５章 介護保険サービス給付費と介護保険料」について御説明いたしま

す。この章では、介護保険のサービスの量、費用、介護保険料について記載しており、第１節

は介護保険の目的、しくみ、第２節は第６期計画期間の介護保険事業の運営状況として、高齢

者人口、要介護認定者数の推移、所得段階別第１号被保険者数となっております。 

42 ページからの介護給付費・地域支援事業費の状況についてですが、総費用は計画値 616 億

円に対して、実績見込額は 579 億円と、計画の範囲内での運営となっています。 

44 ページをお開きください。ここから 53 ページまでの第３節は、第７期計画期間の見込み

を記載する予定ですが、要介護認定者数、各サービスの見込量、介護給付費の見込額について

は、国が運営する地域包括ケア「見える化」システムで推計を行うこととなっております。計

方法について、随時、国からの指示があり、現在も作業中ですので、第７期の見込みの数値に
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ついては、全ての推計が終了してから記載いたします 

54 ページをお開きください。「第４節 介護保険料」についてです。 

まず、費用負担の仕組みですが、介護給付・介護予防給付の費用は、公費負担が 50％、保険

料が 50％となっており、公費負担の 50％の内訳は、居宅サービスと施設等サービスで異なりま

す。 

保険料負担の 50％は、全国の被保険者が公平に費用を負担するよう、第１号被保険者と第２

号被保険者の負担割合を、計画期間ごとの全国ベースの人口比率により定めることとなってい

ます。第１号被保険者の負担割合は、第６期計画期間は 22％でしたが、第７期計画期間は、高

齢者人口の増加により 23％に引き上げられます。 

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の費用負担は介護給付等と同じ

負担割合ですが、包括的支援事業・任意事業費には、第２号被保険者の負担はなく、その分を

公費で負担します。 

55 ページを御覧ください。第７期計画期間の費用負担に関する主な制度改正の内容です。 

１つ目は、現役並みの所得のある者の利用者負担割合の見直しですが、介護保険制度の持続

可能性を高めるため、平成 30年８月から、世代内・世代間の費用の公平や負担能力に応じた負

担を求める観点から、現役並みの所得を有する者の負担割合を２割から３割へ引き上げます。 

２つ目は、調整交付金の見直しについてです。調整交付金は、給付費の約５％を占めており、

「第１号被保険者に占める後期高齢者の加入割合の違い」及び「第１号被保険者の所得段階別

加入割合の差」といった、保険者の責めに寄らない要因により生じる第１号被保険者の水準格

差を全国ベースで平準化するために交付されるものです。今後、2025 年にかけて全国的に 75

歳以上人口が急増し、第１号被保険者に占める後期高齢者の割合も全国的に高くなると予測さ

れており、後期高齢者加入割合のばらつきが縮小傾向となることが見込まれることから、新た

に 85歳以上の年齢区分を設け、特に年齢が高い高齢者が多い市町村に対して重点的に配分する

こととなります。 

56 ページをお開きください。これらの変更点を踏まえ、介護保険料基準月額は、図でお示し

した数式で算定することとなりますが、第７期計画の保険料は、介護報酬改定により保険給付

額が変動するため、改定率決定後に算定いたします。高齢者人口の増加に伴い、第１号被保険

者の負担割合が 22％から 23％へ１％上昇し、要介護認定者の増加も見込まれるため、第６期保

険料基準月額 5,900 円より上がることを見込んでおります。 

第５章までの説明は以上となります。 

事務局：続きまして、57ページからの「八戸市介護給付適正化計画」について御説明いたします。 

58 ページをお開きください。本計画は、介護保険法第 117 条第２項第３号及び第４号の規定

に基づき、介護給付を必要とする受給者を適切に認定し、受給者が真に必要とするサービスを

事業者が適切に提供するよう促すとともに、適切なサービスの確保とその結果としての費用の

効率化を通じて介護保険制度への信頼性を高め、持続可能な介護保険制度の構築に資すること

を目的に策定するものであり、計画期間は、八戸市高齢者福祉計画の計画期間と同じ平成 30年

度から 32 年度の３年間となっております。また、「介護保険事業に関す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」及び「介護給付適正化計画に関する指針」を踏まえ、八戸
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市高齢者福祉計画及び第４期青森県介護給付適正化計画と整合性を有するものとなっています。 

それでは八戸市介護給付適正化計画の内容について御説明いたします。59ページをお開きく

ださい。まず、介護給付適正化の計画策定に関する指針により、着実に実施することとされて

おります主要５事業についてですが、１つ目は要介護認定の適正化でございます。この事業は、

全ての要介護認定について、その調査票を点検することにより、適正且つ公平な要介護認定の

確保を図るものであり、実施方法・状況は表に記載のとおりです。今後は、効果的な調査票の

確認や、調査員全体のスキルアップが課題です。 

２つ目はケアプランの点検で、この事業は、居宅介護サービス計画等について、保険者であ

る当市が点検を実施し、個々の受給者が適切なサービスを受給できることを目指すものであり、

実施方法等は表に記載のとおりです。今後は、介護支援専門員への効果的なフィードバックが

課題です。 

３つ目は住宅改修等の点検ですが、介護保険住宅改修、福祉用具の購入・貸与について、現

地を調査することにより、適切な施工等となっているか確認をするものであり、実施方法等は

表に記載のとおりです。今後は、施工業者等に対し、介護保険の事業であることを十分に理解

していただくことや、複雑化する福祉用具の情報収集・分析能力を高めることが課題です。 

４つ目は、縦覧点検・医療点検の突合でございます。この事業は、青森県国民健康保険団体

連合会に委託し、受給者に提供されたサービスの整合性について、様々な観点から確認するも

のであり、実施方法等は表に記載のとおりです。今後は、青森県国民健康保険団体連合会への

委託項目以外の項目についても柔軟に点検することが課題です。 

５つ目は給付費通知でございますが、これは、介護保険のサービス提供状況について、サー

ビス利用者に個別に通知することにより、サービスの利用を確認していただくものであり、実

施方法等は表に記載のとおりです。今後は、啓発効果を高めるため、実施方法の見直しが課題

です。 

61 ページをお開きください。主要５事業に加え、当市で取り組んでいる適正化事業でござい

ますが、独自に導入したシステムを利用して、認知症加算や利用サービスの整合性の点検、軽

度者における福祉用具貸与条件についての点検を行うものであり、実施方法等は表に記載のと

おりです。今後は、更に適切な給付につながるよう、多方面から点検することが課題です。 

62 ページをお開きください。ここからは、ただいま御説明いたしました主要５事業等につい

て、今期の計画においても引き続き取り組むこととし、より効果が高いものとなるよう、事業

ごとの実施方法等を記載したものでございます。全ての事業について、これまでの実施方法を

踏襲しつつ、第６期の３年間で明らかとなった課題を踏まえ、更なる介護給付の適正化に努め

ることとしております。なお、数値目標につきましては、今後の精査により、更に検討する予

定としております。 

以上で、八戸市高齢者福祉計画素案及び八戸市介護給付適正化計画の御説明を終わります。 

事務局：続きまして、資料２、「第７期計画における介護サービス基盤整備案」について御説明い

たします。 

第７期における基盤整備の考え方については、前回、第３回の専門分科会での審議を踏まえ、

資料の５つに整理しました。 
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１つ目は、特別養護老人ホーム入所待機者の解消を図るためのサービスとして、地域密着型

介護老人福祉施設、２つ目は、将来増加が見込まれる認知症高齢者等へ対応するためのサービ

スとして、認知症対応型共同生活介護、３つ目は、在宅介護の不安感・負担感を解消し、住み

慣れた地域で継続して生活できるように支援するためのサービスとして、定期巡回・随時対応

型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、看護小規模多機能型居宅介護、４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サービスとして、地域密着型介護老人福

祉施設、看護小規模多機能型居宅介護、最後に５つ目として、県医療計画との整合性を図り、

入院から在宅へ移行する方のニーズに対応するためのサービスとして、定期巡回・随時対応型

訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護です。前回の専門分科会で御意見をいただきまし

た認知症対応型通所介護は、稼働率が低いことから第７期計画においては整備を見込まないこ

ととしております。 

表は、第６期計画サービス基盤整備後の状況と、第７期計画の整備内容をまとめたものです。

左側から、サービス種類、八戸市の事業所数、定員数及び平成 29 年７月の稼働率、次に 48 中

核市のうち高齢者人口が 10 万人未満の 21 都市における事業所数の平均及び定員数の平均、高

齢者１千人当たりの 21都市の平均定員数及び八戸市の定員数の順となっており、八戸市の定員

数の下のカッコ内は、21都市での順位を表しております。続いて、右側３列目以降が第７期に

おける整備内容になりますが、第 7 期の整備数、公募選定及び事業開始の予定年度を記載して

おります。 

第７期の整備内容ですが、 

・サービス種類の上から２行目、短期入所生活介護併設の地域密着型介護老人福祉施設は、

稼働率が高く、整備状況が中核市平均を大きく下回っていることから、２施設 58 床 

・上から６行目、夜間対応型訪問介護を併設した定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、平

成 24年度に創設された比較的新しいサービスのため、中核市でも整備数は多くありません

が、訪問回数の増加により、介護者の不安感が軽減するというアンケート調査結果を踏ま

え、在宅生活の継続を支援するサービスとして、上から７行目の夜間対応型訪問介護とと

もに１事業所 

・下から２行目、認知症対応型共同生活介護は、稼働率が高く、将来増加が見込まれる認知

症高齢者等へ対応するため、３ユニット 27床 

・表の下段、看護小規模多機能型居宅介護は、地域包括ケアシステムの中核的な役割を担い、

入院から在宅へ移行する方の訪問診療・介護サービス確保に対応するためのサービスとし

て、２事業所 

の整備を見込みます。 

最後に、欄外となりますが、現在、定員基準の上限に達していない認知症対応型共同生活介

護１事業所を３床、小規模多機能型居宅介護１事業所を５名、それぞれ定員増を見込みます。 

なお、資料でお示ししました整備による介護保険料への影響額は、月額で 47 円程度となる見

込みです。 

以上で、資料２の説明を終わります。 

続きまして、資料３、「八戸市高齢者福祉計画素案に対するパブリックコメント実施」につい
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て御説明いたします。 

パブリックコメント制度は、行政手続法に基づく意見公募手続で、八戸市協働のまちづくり

基本条例に基づく、八戸市パブリックコメント手続実施要綱に沿って実施することとなります。 

本日、御説明いたしました八戸市高齢者福祉計画素案に対するパブリックコメントの概要で

すが、まず、意見募集の期間は、明日、平成 29 年 12 月 21 日、木曜日から、来年１月 19 日、

金曜日を予定しております。 

次に、意見の提出方法と提出先ですが、意見記入様式、または住所、氏名、電話番号、意見

を明記した任意の様式により、郵送、ＦＡＸ、電子メール又は持参のいずれかの方法により、

高齢福祉課か介護保険課へ提出していただきます。電話や来庁による口頭での意見や、住所、

氏名が記載されていない意見については受付しないものとします。 

計画素案等の資料の縦覧場所ですが、市庁本館及び別館案内、高齢福祉課、介護保険課、南

郷事務所、各市民サービスセンター、各地区公民館に設置するとともに、市のホームページで

も公開いたします。 

なお、御提出いただいた意見に対して個別の回答は行わず、住所、氏名等の個人情報を除い

た概要を後日公表いたします。 

最後になりますが、今後の計画策定におけるスケジュールですが、次回、来年１月 29 日の専

門分科会で、第７期の介護保険料案、パブリックコメント実施結果を踏まえた八戸市高齢者福

祉計画の最終案をお示ししたいと考えております。 

以上で、資料３の説明を終わります。 

議長： ただいま、事務局から３つの案件について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：第７期の基盤整備についてですが、利用する方々にとってはこのように事業所が増える

ことは良い事だと思います。ただ、皆様も御存知のとおり、現在、福祉業界のみならず一般の

民間企業においても人材不足と言われていることを鑑みますと、我々福祉業界の人材不足は喫

緊の課題でございます。この整備計画が実施されることによって、人材がどのように動くかは

分かりませんが、人材不足に拍車がかかり、今ある事業所を閉鎖するなどの問題が起こるので

はないかということを懸念しています。昨年、全国において居宅介護支援事業所、通所介護事

業所の倒産件数が 105 件あり、過去５年間の倒産件数が年々増加しています。今回の整備計画

は、利用者から見れば良い事ではありますが、今後、介護人材の確保についても考えていただ

きたいというのが意見でございます。 

議長：ほかに、御質問等はございませんか。 

Ｂ委員：先ほどの意見にもありましたように、行政側で支援する方々を育てていくということも

あると思いますが、第４章の具体的な事務事業の中で、民生委員や地域包括支援センターとの

連係という事のほかに、市民活動団体との連係という記載がありません。市民活動団体はそれ

ぞれのテーマごとに活動していますが、支援したいが何をしていいか分からないということも

あると思います。そのような、市民活動団体に働きかけて、福祉関係かどうかを問わずに、そ

れぞれの団体が活動目的が合う形で良さを出し合って支援していければいいのではないかとい

うことで、市民活動団体を活用するということも盛り込んでいただければ良いのではないかと
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思います。 

それから、高齢者の消費者被害についての記載がありませんが、これは非常に深刻になって

いますので、民生委員などが訪問する中で、被害を未然に防ぎ安全を確保するということで消

費者生活センターとの連係も必要ではないかと思います。こちらも、そのような関係の市民活

動団体があると思いますので、高齢者の消費者被害についての記載があっても良いのではない

かと思います。 

Ｃ委員：私は、市民活動を 10年弱行っています。始めは、何をしていいのか分からない状況でし

たが、地域の連合会長と相談して、高齢者の方々が生きがいを持ち、地域の担い手となるよう

に、また、地域のためになるようにと活動をしています。 

議長：ありがとうございます。ほかに、御質問等はございませんか。 

Ｄ委員： 24 ページ、第４章、第１節の４の具体的な事務事業と目指す成果の「生活支援体制整

備事業の実施」の３つ目に、「住み慣れた地域での生活を考えるワークショップを開催している」

とありますが、これは 12の日常生活圏域で順番に開催しているということよろしいでしょうか。

それと、今年度の進捗状況とか何箇所開催しているかについて教えてください。 

事務局：ワークショップにつきましては、来年度からの本格的な実施に向けて検討中ですが、開

催地区については、日常生活圏域ということではなく、地区社会福祉協議会ごとに分けるとい

う案もございますが、現在、どのように分けるか検討中でございます。 

本格的な実施に向けた今年度の開催状況ですが、１回目は白銀地区と小中野地区を対象に、

２回目は白山台地区、長者地区と吹上地区を対象に、合計２回の５地区を対象に開催しました。

メンバーにつきましては、民生委員や地区の役員でありますが、２回目の開催では、実際に一

人暮らしをされている方に参加いただきまして、どういうことで困っているか御意見をいただ

き、グループワークによる課題の抽出・検討を行い、自分たちで何ができるかを話し合いまし

た。 

今年度いただいた意見を参考にして、来年度からは市内の各地区においてワークショップを

開催したいと考えております。 

Ｄ委員：37 ページ、第４章、第４節の４の具体的な事務事業と目指す成果の「高齢者世帯の暮ら

しの安心確保」の緊急通報装置貸与事業について、資料に記載されている内容だと旧市内の内

容となっているため、南郷地区の内容についても追記していただければと思います。 

事務局：はい。旧市内は緊急時にタクシーが駆けつけますが、南郷地区では社会福祉協議会に委

託してこの事業を実施していますので、資料の記載内容について修正いたします。 

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、御質問、御意見等ないようですので、本日いただきました御意見等につきまし

ては、事務局において内容を精査して、必要に応じて計画を修正することとします。修正内容

については、私に一任いただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

委員：異議なし。 

議長：それでは、事務局とも協力しながら進めてまいりたいと思います。多くの市民の方も関心

のあることですので、パブリックコメントにより御意見が出てくるかと思います。次回の会議
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では、その御意見等を踏まえた計画最終案の審議を行うことになりますので、委員の皆様にお

かれましては、よろしくお願いします。 

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：御審議ありがとうございました。１点、確認でございますが、緊急通報装置貸与事業に

ついては、記載内容を修正したうえで、明日からパブリックコメントを実施し、ほかにいただ

きました御意見につきましては、次回の最終案の際に盛り込むかどうかも含めて検討させてい

ただきたいと考えておりますが、よろしいでしょうか。 

委員：はい。 

事務局：それでは、次回の介護・高齢福祉専門分科会でございますが、１月 29日、月曜日、午後

１時 30 分から、本日と同じ本館３階第三委員会室を予定しております。 

現在、国では介護報酬改定について議論中で 0.54％増という記事も出ておりますが、正式に

決定するかどうかで、改定率等を反映した保険料案までお示ししたいと考えております。 

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。 

連絡事項は、以上です。 

司会：これをもちまして、平成 29 年度第４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。 


