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平成 29 年度 第５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 30年１月 29日（月）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（22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、 

巴主査、髙村主査、中坂主査兼介護支援専門員 

[国保年金課] 関向参事 

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

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５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。 

さて、本日は、八戸市高齢者福祉計画案、介護保険制度改正に伴う条例の制定及び改正、第

７期計画介護保険料案についての、３つの案件について御審議いただきます。前回まで、第７

期計画策定をはじめとする様々な案件について御審議いただきました内容を踏まえ、計画案に

ついて決定できればと思っております。 

また、本日が、今年度、最後の専門分科会の予定でありますが、委員の皆様方には、これま

で熱心な御審議をいただきましたことに感謝申し上げるとともに、本日の案件の審議が深まり

ますよう御協力をお願い申し上げ、御挨拶といたします。 

議長：それでは、議事に入ります。最初に、(1)の八戸市高齢者福祉計画案について、事務局から

説明願います。 



- 2 - 

事務局：それでは、八戸市高齢者福祉計画案について、御説明いたします。 

始めに、前回、第４回専門分科会終了後に実施しました、パブリックコメントの結果につい

て御報告します。平成 29年 12 月 21 日から平成 30年１月 19日まで、市庁受付、市民サービス

センター、地区公民館、市ホームページ等で素案の縦覧・意見募集を行いましたが、意見の提

出はありませんでした。 

本日は、資料１に沿って、前回の素案から追加・変更をした主な箇所について御説明いたし

ます。 

４ページをお開きください。「第２章 八戸市の状況」第１節の２の(1)平均寿命と健康寿命

についてですが、昨年 12 月、平成 27 年国勢調査のデータを基礎資料とした都道府県ごとの平

均寿命が公表されたため、グラフの全国と青森県の数値を更新しました。市町村ごとの数値は

公表されていないため、当市については、平成 22年の数値を参考として掲載しています。平成

22 年から平成 27 年の５年間で、全国及び青森県とも、男性で約１年、女性は約 0.5 年平均寿

命が延びているため、当市についても同程度伸びているのではないかと考えております。同じ

く、健康寿命の比較についても、平成 25 年の数値に更新しております。 

10 ページをお開きください。４の主な介護者の現状について、(4)在宅生活継続のためのサ

ービス提供体制を検討するデータとして、第１回専門分科会の資料から、介護者が不安を感じ

る介護と訪問系サービスの利用回数の関係を集計したグラフを追加しました。 

11 ページへお進みいただき、５の在宅サービス受給者１人あたりの給付月額の状況ですが、

介護給付適正化に関するデータとして、受給者１人あたり給付月額を全国と比較したものを追

加しました。グラフは、第３回専門分科会でお示しした資料を、現時点で比較可能な最新のデ

ータに更新して作成しています。 

事務局：19 ページをお開きください。引き続き、「第４章 施策の推進」から御説明いたします。

「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構

築・深化」の１の地域包括支援センターの体制強化について、20 ページへお進みいただき、具

体的な事務事業と目指す成果の１つ目の機能強化において、地域包括支援センター運営協議会

に関する記述と、包括的支援事業研修会に関する記述を追加しております。２つ目の役割分担･

連携において、地域包括支援センターの情報共有、意見交換の会議に関する記述を追加してお

ります。目標指標として、委託型地域包括支援センター設置数をはじめ 7 つを掲載しておりま

す。 

22 ページへお進みいただき、２の在宅医療・介護連携の推進について、具体的な事務事業と

目指す成果の１つ目の地域の医療・介護資源の把握においては、介護連携マップに関する記述

を追加しております。２つ目の在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討においては、

課題抽出のためのアンケートの実施及び多職種連携意見交換会の構成員に関する記述を追加し

ております。４つ目の医療・介護関係者の情報共有の支援においては、情報共有ツールの周知

に関する記述を追加しております。５つ目の在宅医療・介護関係者に関する相談支援において

は、窓口の相談体制や相談の対応策の検討を追加しております。23ページ、６つ目の医療・介

護関係者の研修においては、研修会の参集範囲に関する記述を追加しております。８つ目の在

宅医療・介護連携に関する関係市区町村の連携においては、入退院調整ルールについて、運用
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後のルールの修正に関する記述を追加しております。目標指標として、医療・介護連携マップ

掲載事業所数をはじめ６つを掲載しております。 

24 ページへお進みいただき、３の認知症施策の推進の現状について、参考として認知症高齢

者の推移を掲載しております。25 ページ、目標指標として、認知症サポーター数をはじめ６つ

を掲載しております。 

27 ページへお進みいただき、４の生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推進について、

具体的な事務事業と目指す成果の１つ目の生活支援体制整備事業の実施においては、生活支援

コーディネーター及び協議体の第２階層に関する記述を追加したほか、前回の専門分科会での

御意見を踏まえ、市民活動団体等の多様な日常生活支援体制の受け皿となるべく地域資源に関

する記述を追加しております。目標指標としては、第１層協議体設置数をはじめ５つを掲載し

ております。 

28 ページへお進みいただき、５の地域ケア会議の推進の現状について、地域ケア個別会議の

内容に関する記述を追加しております。具体的な事務事業と目指す成果の１つ目の日常生活圏

域における地域資源の抽出と検討においては、各会議開催後の議事内容の情報共有と周知に関

する記述を追加しております。２つ目の地域課題の解決策の検討において、地域ケア推進会議

開催後の政策の検討に関する記述を追加しております。目標指標として、地域ケア個別会議開

催回数をはじめ４つを掲載しております。 

30 ページへお進みいただき、６の高齢者の居住安定に係る施策との連携の目標指標として、

養護老人ホームの定員数をはじめ４つを掲載しております。 

事務局：32 ページをお開きください。「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」の１の適正な介護サービス提供体制の整備について、目標とする指標と

して、前回の専門分科会で決定しました第７期計画のサービス基盤整備の内容を記載していま

す。 

34 ページをお開きください。２の介護人材の確保と資質の向上の目標とする指標として、新

規事業として予定している介護型全世代ライフプラン形成事業の参加者のうち、参加後に介護

に対するイメージが向上した人の割合、青森県介護サービス事業所認証評価制度認証事業所数

を記載しました。 

事務局：37 ページをお開きください。「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」の１の健康づくりの推進について、目標指標として、マ

ッサージ等施術費助成券交付者数をはじめ４つを掲載しております。 

39 ページへお進みいただき、２の自立支援・介護予防の推進の目標指標として、介護予防教

室実施回数をはじめ３つを掲載しております。 

41ページへお進みいただき、３の生きがいづくりの推進・社会参加の促進の目標指標として、

老人クラブ団体数をはじめ６つを掲載しております。 

42 ページをお開きください。「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」について、１の地域見守り体制の充実の現状においては、

前回の専門分科会での御意見を踏まえ、高齢者の消費生活に関するトラブルについての記述を

追加しております。43 ページの具体的な事務事業と目指す成果においても、高齢者の消費生活
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に関するトラブルへの対策、支援についての記述を追加するとともに、目標指標として、見守

りネットワーク立上げ町内数をはじめ３つを掲載しております。 

45 ページへお進みいただき、２の成年後見制度の利用促進の具体的な事務事業と目指す成果

においては、新たに、１つ目の権利擁護支援のためのネットワークづくり及び２つ目の成年後

見制度の利用の促進に関する調査審議機関の設置に関する記述を追加しております。３つ目の

市民後見人の育成・推進においては、市民後見人候補者のフォローアップ研修に関する記述の

ほか、市民後見人候補者の推薦方法に関する記述を追加しております。46ページの目標指標と

しては、市民後見人登録者数をはじめ７つを掲載しております。 

48 ページへお進みいただき、３の虐待防止の強化の目標指標として、高齢者虐待防止研修会

開催回数をはじめ３つを掲載しております。 

49 ページへお進みいただき、４の在宅生活支援の充実の現状においては、参考として高齢夫

婦世帯及び高齢者単身世帯の推移を掲載しております。50 ページへお進みいただき、具体的な

事務事業と目指す成果の１つ目の高齢者世帯の暮らしの安心確保においては、前回の専門分科

会で御指摘のありました緊急通報装置貸与事業の記述について、南郷地区の記述をパブリック

コメント実施前に追加しております。目標指標として、緊急通報装置設置台数をはじめ５つを

掲載しております。 

事務局：51 ページを御覧ください。「第５章 介護保険サービス給付費と介護保険料」について

です。素案では、「第１節 第６期計画期間の介護保険事業の運営状況」は介護保険事業の概要

として介護保険のしくみ等について記載していましたが、後述の「第３節 介護保険料」で費

用負担等について詳しく説明しており、重複する内容のため削除いたしました。 

56 ページをお開きください。「第２節 第７期計画期間の見込み」についてです。第２節以

降、前回素案では、推計作業中のため空欄だった第７期計画の見込みについて、数値を記載し

ております。１の(2)の要介護・要支援認定者数の見込みですが、今後も増加傾向が続き、2020

年度には 12,000 人に達し、2025 年度は 13,000 人を超えるものと推計しております。 

66 ページをお開きください。２の(4)として計画へ記載することと定められている施設・居

住系サービスの利用定員総数について、表にまとめたものを追加いたしました。 

67 ページからは、介護給付費・地域支援事業費の見込額についてです。69ページをお開きく

ださい。３の(3)は、介護予防サービス、介護サービス、地域支援事業費を合わせた介護保険総

事業費をまとめたものですが、表の下段を御覧ください。第７期計画期間の介護保険事業総費

用は、３年間で約 679 億円になると見込んでおります。 

70 ページからは「第３節 介護保険料」になりますが、第７期計画期間の介護保険料の詳し

い内容につきましては、後ほど、議事の(3)で御説明いたします。 

75 ページをお開きください。３の(3)保険料の軽減、76 ページにお進みいただき、３の(4)

保険料の減免についての説明を追加しております。 

77 ページからは、八戸市介護給付適正化計画となっております。前回素案から、実施する事

業の内容に変更はなく、計画期間の実施目標について記載しております。 

89ページをお開きください。資料編として、計画策定のために実施した各種調査の実施状況、

介護・高齢福祉専門分科会の開催状況など、計画策定の経緯について記載しています。 
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以上で、議事の(1)八戸市高齢者福祉計画案についての説明を終わります。 

議長：ただいま、事務局から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４章第１節の２の在宅医療・介護連係の推進で、１点字句の修正をお願いします。22

ページ、具体的な事務事業と目指す成果の１つ目の地域の医療・介護資源の把握の４行目に調

剤薬局という記述がありますが、薬剤師が常勤していて調剤する所が薬局ということになりま

すので、調剤薬局ではなく薬局若しくは医療保険や介護保険との関係があるのであれば保険薬

局に修正をお願いします。 

議長：ありがとうございました。事務局は字句の修正についてお願いします。 

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、御意見等ないようですので、ただいま説明のありました案をもって決定したい

と思いますがよろしいでしょうか。 

委員：異議なし。 

議長：ありがとうございます。それでは、八戸市高齢者福祉計画案を決定いたします。 

次に、(2)の介護保険制度改正に伴う条例の制定及び改正について、事務局から説明願います。 

事務局：それでは、資料２の介護保険制度改正に伴う条例の制定及び改正について御説明いたし

ます。 

始めに、今回の条例の制定及び改正の理由ですが、平成 30 年４月からの介護保険制度改正に

伴い、介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例を制定するほか、

各サービス事業所や介護保険施設等の運営に関する基準などの一部を改正するものとなります。 

次に、条例の制定及び改正の内容ですが、制定する条例は、八戸市介護医療院の人員、施設

及び設備並びに運営に関する基準を定める条例となり、その内容は、医療と介護の複合的ニー

ズに対応し、新たに創設される介護医療院の基準について定めるものとなります。施行日は、

平成 30 年４月１日を予定しております。 

次に、改正する条例ですが、下の表に名称と主な改正内容についてまとめており、１の八戸

市介護保険条例と 10 の八戸市手数料条例を除いた条例は、国の示した基準省令どおりの内容と

なっております。なお、施行日は、平成 30年４月１日を予定しております。 

まず、１の八戸市介護保険条例ですが、主な改正内容は、65歳以上の方の保険料に係る所得

段階ごとの年額を改正するものです。 

次に、２の八戸市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める

条例及び３の八戸市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防

サービス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ですが、

この条例は、在宅生活を継続するために利用する居宅サービス等の事業に係るものとなってお

り、主な改正内容といたしまして次の３点が挙げられます。 

１点目は、介護医療院による医療系居宅サービス等の提供についてですが、介護医療院の創

設に伴い、介護医療院による訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション等の医療系居

宅サービスの提供を可能とするものとなります。 
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２点目の共生型サービスの創設は、これまでは、障害福祉サービスに相当する居宅サービス

が介護保険法にある場合は介護保険法が優先され、従来から障害福祉サービスを利用していた

方が高齢になった際に、慣れ親しんできた事業所を利用し続けられない場合がございました。

この現状や限りある福祉人材の活用を踏まえ、今回の改正では、高齢者や障害児者が共に利用

できる共生型サービスを創設することにより、指定を受けた共生型サービス事業所であれば、

馴染みの事業所を利用し続けることができるとしたものです。対象となるサービスは、訪問介

護、通所介護、短期入所生活介護等となっており、共生型サービスの創設は、後ほど御説明い

たします４の条例にも共通するものとなります。 

３点目は、特定施設入居者生活介護における身体的拘束等の適正化の推進についてです。特

定施設において、高齢者をベッドや車いすに縛り付けるなどの身体的拘束等は、これまでの条

例においても原則禁止されており、緊急やむを得ない場合に限り、その理由等の記録の義務付

けなどをもって、その廃止に取り組むものとされてきました。しかしながら、目指すべき身体

的拘束ゼロが達成されていない現状から、今回の改正においては、居住系及び施設サービスの

全てに、「身体的拘束等の適正化のための指針の整備等を義務付ける」措置を一層強化する適正

化の推進が示されたものです。１及び２の条例では、居住系サービスに該当する特定施設を対

象としたものとなっておりますが、居住系及び施設サービスに関する条例においても共通する

ものとなります。 

次に、４の八戸市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人

員、設備及び運営に関する基準等を定める条例は、住み慣れた地域で暮らし続けるための地域

密着型サービス等の事業に係る条例となっており、主な改正内容のうち、１点目の共生型サー

ビスの創設は、先ほどの２及び３の条例と共通したもので、地域密着型通所介護を対象とした

ものとなります。 

２点目の居住系・入所系サービスにおける身体的拘束等の適正化の推進につきましても、２

及び３の条例と共通しており、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設及び地域密着

型介護老人福祉施設を対象としたものとなります。 

３点目の地域密着型介護老人福祉施設入所者の医療ニーズへの対応ですが、今後、ますます

「終の棲家」が見込まれる介護老人福祉施設において、入所者の医療や看取りといった高まる

ニーズに、より的確に対応できるよう、緊急時等の対応策をあらかじめ定めておくことを義務

付けるなどとしたものとなります。 

次に、５の八戸市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例及

び６の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ですが、この条例は、ケアプラ

ン作成などの業務を担う居宅介護支援や介護予防支援の事業に係るものとなり、主な改正内容

のうち、１点目の相談支援専門員と介護支援専門員との密接な連携の促進は、地域共生社会の

実現に向け、障害福祉サービスを利用してきた方が介護保険サービスを利用する場合等におい

て、障害福祉制度の相談支援専門員と介護保険制度の介護支援専門員等が、密接な連携に努め

るものとなります。 

２点目の居宅介護支援事業所と医療機関との連携の強化は、介護支援専門員から主治医の医
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師、歯科医、薬剤師に対し、利用者の口腔や服薬の状況等の必要な情報の伝達を義務付けるな

ど、居宅介護支援事業所と医療機関との連携を強化するものとなります。 

３点目の公正中立なケアマネジメントの確保は、居宅介護支援事業所等が利用者との契約に

あたり、利用者やその家族に対し、ケアプランに位置付ける居宅サービス事業所について、複

数の事業所の紹介を求めることが可能であること等の説明を義務付けるものとなります。 

次に、７の八戸市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

及び２ページの 11 の八戸市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例で

すが、主な改正内容は、２及び３の条例と共通した身体的拘束等の適正化の推進、４の条例と

共通した入所者の医療ニーズへの対応となります。 

次に、８の八戸市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める

条例、９の八戸市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例、

12 の八戸市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例及び 13 の八戸市軽費老

人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の全てにおきまして、２及び３の条例と共

通した身体的拘束等の適正化の推進が主な改正内容となります。 

最後になりますが、10 の八戸市手数料条例ですが、介護医療院の創設に伴い、青森県が介護

医療院の許可申請における手数料を徴収するとしたことから、県内での均衡を図る為、当市に

おいても介護医療院の開設及び変更時の許可申請手数料を規定するものでございます。なお、

徴収する手数料は、青森県と同額を見込んでおります。 

以上で、議事の(2)介護保険制度改正に伴う条例の制定及び改正についての説明を終わります。 

議長：ただいま、事務局から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。 

委員：なし 

議長：それでは、御意見等ないようですので、(2)について終わります。 

次に、(3)の第７期計画介護保険料案ですが、案レベルの介護保険料を公表することで市民の

皆様に混乱を生じさせる可能性があり、更には、率直な意見交換が損なわれる可能性もありま

すので、この案件は非公開で審議を行いたいと思いますが、いかがでしょうか。 

委員：異議なし。 

議長：それでは、ここからは非公開で審議を行います。(3)の第７期計画の介護保険料案について、

事務局から説明願います。 

----------------------------------- ここから会議非公開 ----------------------------------- 

事務局：それでは、資料３、第７期介護保険料案について御説明いたします。資料は、第７期に

おける保険料算定の考え方についてまとめたものとなっており、１ページは、これまでの当市

の状況と他都市との比較を表にしております。 

まず、当市の状況ですが、介護保険制度が始まった第１期から第６期までの保険料基準月額、

所得段階、介護保険特別会計財政調整基金の各期末残高を表しております。保険料基準月額に

ついては、当市と青森県平均、全国平均、それぞれとの比較、所得段階については、当市及び

国の標準段階を記載しております。 
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当市の保険料基準月額は、第３期の 4,800 円を第５期まで据え置きしており、第５期期間中

に基金を約 11億 24百万円取崩しております。 

第６期では、国の標準段階が６段階から９段階に見直されたことに伴い、当市の所得段階も

見直しを行い、国の第９段階の上に第 10 段階を設定し、保険料基準月額は第５期から 1,100 円

上昇した 5,900 円に設定しました。基金については取崩しを行わなかったため、第６期での残

高は約 10億 9千万円となる見込みです。 

次の表は、第６期の保険料等を中核市及び県内 10市と比較したものになります。 

上から１行目の保険料基準月額ですが、当市の 5,900 円に対し、中核市平均は 5,594 円、県

内 10市の平均では 6,106 円となっています。 

２行目の所得段階数ですが、国の標準段階では所得額 290 万円以上が最高段階である第９段

階となっていますが、当市では、国の第９段階の上に所得額 400 万円以上の第 10 段階を設定し

ました。中核市平均の所得段階数は 12段階となっていることから、当市の所得段階は少ない設

定になっていることが分かります。 

３行目は最高段階における所得額についてです。当市は所得額 400 万円以上は同じ保険料率

であるのに対し、中核市平均では最高段階の所得額が 815 万円となっており、当市に比べて高

所得者に対し所得額に応じた負担を求めていることが分かります。 

４行目は、第１段階から第４段階の低所得者層に対する保険料率についてです。当市の料率

は、中核市平均及び県内 10 市の平均に比べ高く設定されており、低所得者層に対する軽減が少

ないことが分かります。なお、第１段階は、国・県・市の公費負担により、各自治体とも料率

を 0.05 軽減していますが、第２段階については、当市独自に料率を 0.05 軽減しております。 

２ページをお開きください。２ページは、第７期保険料の方針についてですが、保険料設定

の背景を５つの項目にまとめております。 

１つ目は、介護報酬改定と高齢者人口の増加についてです。介護報酬は第６期に比べプラス

0.54％の増額改定となり、また、高齢者人口については平成 29 年の 66,470 人から平成 32年の

推計値で 70,033 人に増加することが見込まれます。この結果、第７期計画期間の介護保険サー

ビス提供に要する費用は約 679 億 44 百万円となり、第６期の実績見込に比べ約 100 億 49 百万

円の増加となります。保険料への影響額は、介護報酬改定に伴う部分がプラス 30 円程度、高齢

者人口の増加に伴う部分がプラス 316 円程度となります。 

２つ目は、第１号被保険者の負担割合ですが、第６期に比べ１％の負担増となり、総費用に

占める負担割合は 23％、保険料への影響額はプラス 282 円程度となります。 

３つ目は、介護保険サービス基盤整備に伴う保険料への影響についてですが、前回、第４回

の専門分科会で御審議いただいた施設整備内容により、44円程度上昇いたします。 

４つ目は、低所得者対策ですが、第６期では、第１段階の保険料率を公費負担により 0.05 軽

減し、第２段階は市独自で 0.05 軽減しましたが、先ほどの他都市との比較にもありましたとお

り、当市は、低所得者層の保険料率が高い設定となっております。このことから、第７期では、

第６期と同様に、第１段階を公費負担により、第２段階を市独自でそれぞれ 0.05 軽減するほか

に、第３段階と第４段階についても市独自で 0.025 軽減することとし、低所得者対策の拡充を

図ります。保険料への影響額は、プラス 37円程度となります。 
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５つ目は、高所得者の負担能力に応じたきめ細かい負担の推進ですが、他都市との比較から

も当市では所得段階の設定が細分化されていないことが分かります。そのため、第７期では、

現在の最高段階である第 10 段階の上に３段階を設け、所得額に応じた保険料率を設定すること

により、保険料を 25 円程度引き下げたいと考えております。 

以上の①から⑤までの背景を考慮し保険料基準月額を算定しますと、第７期では第６期保険

料基準月額の 5,900 円から 684 円上昇し、6,584 円となります。 

保険料上昇の緩和措置といたしまして、第６期で約 10億 9千万円ある基金を保険料引き下げ

のために約 6億 62百万円取り崩すことにより、第６期からの上昇分を 400 円に抑え 6,300 円と

なり、この金額を第７期の保険料基準月額に設定したいと考えております。 

３ページを御覧ください。３ページは、ただいま御説明しました事務局案の保険料基準月額

を 6,300 円、所得段階を 13 段階とした場合の保険料の表になります。左から、所得段階区分、

第６期の料率及び保険料月額、第７期の料率及び保険料月額、第６期からの保険料上昇に伴う

影響の年額、平成 30 年度の所得段階別被保険者数の推計値と構成割合になります。 

最後になりますが、添付しました資料は、資料１の八戸市高齢者福祉計画案の保険料関係部

分の該当ページに、事務局案の保険料基準月額 6,300 円を差し込んだイメージとなります。 

以上で、議事の(3)第７期介護保険料案についての説明を終わります。 

議長：ただいま、事務局から第７期の保険料案について説明がありました。前回の専門分科会ま

でで第７期施設整備を決めていただきましたが、それらを踏まえ計算すると、第６期からは 684

円のアップとなりますが、基金を約 6 億 6 千万円取崩し、実質 400 円アップの 6,300 円に抑え

たいということでした。 

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。 

Ｂ委員：第７期では所得段階を 13段階まで細分化するということですが、現状で県内市町村の所

得段階数の最大はいくつでしょうか。 

事務局：県内では青森市の 13段階が最大となっております。 

Ｂ委員：13 段階は青森市だけでしょうか。 

事務局：青森市だけになります。 

Ｂ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。 

Ｃ委員：参考までにお聞きします。第７期で基金を約 6 億 6 千万円取崩しプラス 400 円に抑えた

いということですが、基金残高が減ることにより将来的にどうなるでしょうか。 

事務局： 現在の案は基金を取崩すのみの試算となっておりますが、第７期が始まらない状況で断

言はできませんが、第６期の状況をみますと、介護給付適正化を図っていることもあり、毎年、

若干ではありますが積立てることができておりましたので、第７期においても同様に若干の積

立てはできるのではないかと考えております。そのため、資料にあります基金残高の約 4 億円

は、第７期における基金残高の最低ラインだとお考えいただければと思います。 

ただ、基金の保有額については、どの程度あれば適正という明確な基準がありません。全国

の状況をみますと、毎年度の保険料収入の 20％程度を保有している自治体が多いようで、当市
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の場合ですと保険料収入が約 43 億円程度ですので、基金残高に若干の積立てを考えますと、適

正の範囲内ではないかと思います。 

議長：ほかに、御質問等はございませんか。 

委員：なし。 

議長：それでは、御質問、御意見等ないようですので、第７期の介護保険料案について、事務局

案のとおり決定してよろしいでしょうか。 

委員：異議なし。 

議長：それでは、(3)の第７期介護保険料案について決定したいと思います。 

----------------------------------- ここまで会議非公開 ----------------------------------- 

議長：以上で、本日の議事は全て終了いたしました。最後に事務局からお願いします。 

事務局：委員の皆様、大変ありがとうございました。 

今後のスケジュールについて御説明いたします。本日、決定していただきました八戸市高齢

者福祉計画案ですが、今後、市長まで報告させていただき、決裁を経て正式に決定となります。

その後、２月 21日に市議会に概要を報告させていただく予定となっておりますので、それまで

は、外部に漏らさないでいただきますようよろしくお願いいたします。 

なお、計画冊子につきましては、製本後に皆様へ配布いたしますのでよろしくお願いします。 

事務局：それでは、本日が今年度最後の専門分科会ということでございますので、一言お礼を申

し上げます。 

まずもって、本日の御審議ですが大変お疲れさまでございました。今年度の専門分科会は、

第７期八戸市高齢者福祉計画の策定ということで、例年、３回ほど開催しているところ、回数

が増えまして５回開催させていただきました。資料につきましても、例年に比べ大変多かった

ところでございます。そういった中、委員の皆様にはお忙しいところ御出席いただきまして、

熱心に御審議いただきました。おかげさまで、本日、第７期の計画案につきまして御決定いた

だいたところでございます。大変ありがとうございました。 

今後は、本日御説明いたしました条例案を３月市議会定例会に提出し、また、平成 30 年４月

からは第７期の計画がスタートいたします。委員の皆様には、引き続き第７期計画の進捗状況

につきまして御審議いただきたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、皆様のこれまでの御支援、御協力に改めて感謝申し上げますとともに、今後とも

当市の高齢者福祉行政につきまして、お力添えを賜りますようお願い申し上げ御挨拶とさせて

いただきます。大変ありがとうございました。 

司会：これをもちまして、平成 29 年度第５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。 


