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平成 30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 30年 12月 17日（月）午後１時 30分 

場所 八戸市庁 別館２階 会議室Ｃ 

 

○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、松川委員、山田委員、 

加賀委員、蒔田委員、中谷委員、李澤委員、小泉委員、高渕委員、古戸委員、慶長委員、 

中村委員 

○欠席委員（２名） 

深川委員、浮木委員 

○事務局（17名） 

豊川福祉部長兼福祉事務所長 

山道福祉部次長兼障がい福祉課長、保坂健康部次長兼国保年金課長 

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

石木田主査、髙村主査、中坂主査兼介護支援専門員 

[介護保険課] 夏坂介護保険課長、長内参事、飯塚副参事、佐藤副参事、鈴木主幹、 

下平主査兼介護支援専門員、小檜山主査、小笠原主事 

 

司会：ただいまから、平成 30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、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、平成 29年度八戸市介護保険事業の概要と第７期八戸市高齢者福祉計画におけ

る各施策の進捗状況について、事務局から説明があります。 

また、第７期の計画に基づいて地域密着型サービスの公募をしておりましたが、11 月 30 日

の選考会において、看護小規模多機能型居宅介護とグループホームの事業者が選定となりまし

たので、その結果のほかに、八戸市介護給付適正化計画の状況についても説明がありますので、

委員の皆様方には御審議をよろしくお願い申し上げ、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)の平成 29 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、資料１の平成 29年度八戸市介護保険事業の概要について、ポイントをページ

に沿って御説明いたします。 

１ページをお開きください。１ページは、65歳以上の高齢者人口と高齢化率の推移になりま
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すが、上段の図表１は、当市の人口構成を表したものであり、平成 30年３月末の高齢者人口は

67,227人で、総人口 230,738人に対する高齢化率は 29.1％となっています。 

下段の図表２は、国立社会保障・人口問題研究所による将来推計人口になりますが、全国的

に高齢化が進展することが分かり、当市においては、2025年には、総人口 213,146人に対して、

高齢者人口は 73,121 人、高齢化率は 34.3％と、人口のほぼ３人に１人が高齢者となる見込み

です。 

２ページをお開きください。ここから 11ページの受給者１人当たりの給付月額までは、厚生

労働省で運営している地域包括ケア「見える化」システムから取得した数値を使用し、各項目

ごとに当市の推移と、全国平均、青森県平均、青森市、弘前市及び東北の中核市と比較したも

のとなっております。 

２ページは、当市の要介護・要支援認定者数と認定率の推移を表したものとなっており、平

成 30年３月末の認定者数は 10,803人、そのうち 65歳以上の第１号被保険者における認定者数

は 10,493人、認定率は 15.6％となっています。平成 28年度から、認定者数、認定率ともに減

少傾向にありますが、これは、平成 28 年 10 月からの介護予防・日常生活支援総合事業の実施

に伴い、要支援認定者数が減少したためと考えられます。 

３ページを御覧ください。図表５は、平成 30年３月の認定率を比較したものとなり、当市の

認定率は 15.6％で、他都市に比べて低い状況となっておりますが、要介護１以上の中・重度者

の認定率をみると、全国平均に比べ高くなっており、認定者に占める中・重度者の割合が高い

ことが分かります。 

４ページをお開きください。図表６はサービス系列別の受給者数と受給率の推移になります。

サービス系列は、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人

保健施設、介護療養型医療施設を施設サービスに区分し、特定施設入居者生活介護、認知症対

応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護を居住系サービスに区分し、施設及び

居住系以外のサービスを在宅サービスとしております。 

第５期及び第６期計画に基づき、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護と認知症対応

型共同生活介護を整備したことに伴い、施設サービスと居住系サービスで受給者数が増加して

おります。 

在宅サービスについては、介護予防訪問介護と介護予防通所介護が、介護予防・日常生活支

援総合事業へ移行したことにより、要支援認定者のサービス受給率が減少したため、在宅サー

ビス全体の受給率が減少しています。 

図表７は、在宅サービスのうち、訪問系と通所系サービスの受給率の推移となり、訪問介護

と通所介護の受給率が高いことが分かります。 

５ページを御覧ください。５ページは、サービス系列別の受給率を他都市と比較したものと

なりますが、図表８と図表９のとおり、当市は、施設サービスと居住系サービスの受給率が低

い状況となっています。これは、他都市に比べて、施設・居住系サービスの定員が少ないこと

が要因として考えられます。 

６ページをお開きください。６ページは、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビ

リテーションの訪問系サービスと、通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介
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護、地域密着型通所介護の通所系サービスの受給者１人当たりの利用回数を表したもので、訪

問介護と訪問看護の利用回数が年々増加しています。また、平成 28 年 10 月からの介護予防・

日常生活支援総合事業の実施に伴い、介護予防訪問介護と介護予防通所介護を利用する軽度の

受給者が減少したことにより、平成 28 年度から平成 29 年度にかけて、訪問介護と通所介護で

受給者１人当たりの利用回数の増加が大きくなっています。 

７ページを御覧ください。７ページは、訪問系と通所系サービスの利用回数を他都市と比較

したものとなり、当市は、訪問系サービスの利用回数が多い傾向にあることが分かります。 

通所系のサービスについてみると、通所リハビリテーションの利用回数が多い傾向にありま

すが、ほかの通所系サービスでは、他都市と同程度以下の利用回数となっています。 

８ページをお開きください。８ページは、サービス系列別の第１号被保険者１人当たりの給

付月額の推移になります。全体の給付月額は平成 26 年度まで増加傾向にありましたが、平成

27年度以降、介護報酬のマイナス改定の影響と、介護予防・日常生活支援総合事業の実施によ

り微減で推移しています。 

サービス系列別にみると、在宅サービスのうち、訪問介護などの訪問系サービスで給付月額

が年々増加しています。また、施設・居住系サービスでは、地域密着型サービスの整備に伴い、

認知症対応型共同生活介護と介護老人福祉施設の給付月額が、平成 28 年度から平成 29 年度に

かけて増加しています。 

９ページを御覧ください。９ページは、第１号被保険者１人当たりの給付月額を他都市と比

較したものとなり、介護老人福祉施設などの施設・居住系サービスでは、受給率と同様に低い

給付月額となっています。 

在宅サービスを比較すると、比較対象の中で２番目に高い 14,419円となっており、特に、訪

問系と通所系サービスで給付月額が高いことが分かります。 

10 ページをお開きください。図表 18 は、サービス系列別に受給者１人当たりの給付月額の

推移を表したもので、そのうち在宅サービス分を折れ線グラフで表したものが図表 19になりま

す。図表 18をみると、特定施設、認知症対応型共同生活介護や介護老人福祉施設などの施設等

に入所・入居して利用する施設・居住系サービスの給付月額は、介護報酬改定の影響もありま

すがほぼ横ばいで推移しています。 

在宅サービスについては、介護報酬のほかにサービスの利用回数や利用日数の影響を受ける

ため、訪問系サービスと通所系サービスで、給付月額が増加傾向にあります。 

11ページを御覧ください。11ページは、在宅サービスの受給者１人当たり給付月額を他都市

と比較したものとなります。当市の給付月額は 134,086 円で、全国に比べ約２万円、他の地域

と比べても１万円以上高くなっています。また、要介護度別に比較すると、要介護２以上で給

付月額が高い傾向にあり、特に、要介護２から要介護４では３千円以上も高くなっています。 

12ページをお開きください。12ページは第６期計画期間各年度の介護給付費の支出状況にな

ります。図表 22 の右側、平成 29 年度の介護給付費は、全体で約 191 億 5 千万円で、対前年度

比は 1.8％の増、金額で約 3 億 3 千万円の増となりました。内訳をみると、地域密着型サービ

スでは事業所の整備が進んだことにより、対前年度比 8.2％増で約 30 億 6 千万円の増となり、

居宅サービスと施設サービスは、それぞれ対前年度比 0.5％増、1.4％増となっています。 
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サービス別に給付費をみると、訪問介護、通所介護、地域密着型を含む介護老人福祉施設、

介護老人保健施設の占める割合が高くなっています。 

13ページを御覧ください。図表 23は、介護給付費とサービス受給者数の推移を表しており、

介護給付費は、平成 24年度から平成 26年度までは約８億円ずつ、平成 27年度以降は約４億円

ずつ増加しています。 

サービス受給者数は、各年度とも４月から翌年３月の各審査月の介護予防サービス又は介護

サービス受給者数の合計となり、地域密着型サービスの受給者数については、平成 28年４月か

ら、定員 18 名以下の通所介護が地域密着型通所介護に移行したことにより、平成 27 年度から

平成 28年度にかけて大幅に増加しています。また、この移行と介護予防・日常生活支援総合事

業の実施に伴い、居宅サービス受給者数は、平成 28 年度は微増、平成 29 年度には大幅に減少

しています。 

14 ページをお開きください。14 ページと 15 ページは地域支援事業の実施状況になります。

地域支援事業は、介護保険の被保険者が要介護状態又は要支援状態となることを予防し、社会

に参加しつつ、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的と

しております。 

平成 28 年 10 月からは、新しい介護予防・日常生活支援総合事業として実施しており、介護

予防事業として実施していた二次予防事業や一次予防事業のほか、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実施しております。 

平成 29年度は、介護予防給付であった訪問型・通所型サービス等の介護予防・日常生活支援

総合事業への移行が進み、地域支援事業に係る費用は約 5 億 6 千万円となり、前年度に比べて

約 2億 7千万円の増となりました。 

16 ページをお開きください。図表 25 は、計画期間３年間の総費用を表しており、介護給付

費が約 564億 7千万円、地域支援事業費が約 11億円、合わせた総費用が約 575億 7千万円とな

り、対計画比 93.5％で、計画値より約 39 億 9 千万円少なく、計画内での事業運営がなされま

した。 

17 ページを御覧ください。図表 26 は、還付未済額及び滞納繰越分を除いた第１号被保険者

の保険料収納状況になります。平成 29 年度の収納額は、特別徴収が約 40 億 5 千万円、普通徴

収が約 3 億 8 千万円、合計で約 44 億 3 千万円となり、収納率は、前年度から 0.13 ポイント上

昇し 98.60％となりました。 

図表 27は、普通徴収の収納率の推移を表しており、平成 29年度の収納率は、前年度から 1.50

ポイント上昇した 85.86％となっております。 

18 ページをお開きください。18 ページは、介護保険特別会計の収支になりますが、平成 29

年度介護保険特別会計の決算額は、歳入が 215 億 8,667 万 5千円、歳出が 206 億 2,565万 4千

円、歳入歳出差引額は 9 億 6,102 万 1 千円となり、その歳入歳出差引額から、翌年度に返還す

る負担金等を差し引いた実質的な収支 2億 6,900万 1千円は、平成 30年度へ繰越し保険給付費

の財源に充てることになります。 

以上で、平成 29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、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
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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、御意見等ないようですので、ただいま説明のあった(1)について終わります。 

次に、議事の(2)から(4)までは、第７期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。 

事務局：それでは、(2)の第７期八戸市高齢者福祉計画の進捗状況について御説明いたします。説

明に当たりましては、お手元にあります資料２と、青い冊子の第７期八戸市高齢者福祉計画の

両方で説明させていただきたいと思います。 

まず、高齢者福祉計画の 19ページを御覧いただきたいと思います。当計画において、目指す

将来像として、「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、これを実現するために３つの基本目標をたて、これらを達成するための施策と

してその下に記載しておりますとおり、第１節から第４節まで大きく４つに分類し、それぞれ

重点事項を項目出ししております。 

次のページを御覧いただきたいと思いますが、第４章の施策の推進といたしまして、21ペー

ジから 52ページまで、施策の内容を記載しております。その中で、各項目ごとに目標とする指

標を掲げておりますが、この目標とする指標の項目を抜き出して一覧にしたものが、お手元の

資料２でございます。 

こちらの資料２の１ページ目と高齢者福祉計画の 22 ページの両方を併せて御覧いただきた

いのですが、高齢者福祉計画の 22 ページの目標とする指標の表に記載しております 2018 年度

の数値を、資料２では、目標値Ａとして記載しており、11 月 30 日現在の数値をＢとし、その

進捗状況を実施状況として表しております。 

実施状況につきましては、一番上の欄外に記載しておりますが、「良好」を◎、「概ね良好」

を○、「実施状況が遅れている」を△、「未実施」を×としており、目安としまして、進捗率 100％

を◎、65％以上を○、65％未満を△、事業未実施のものを×として記載しております。 

本日は、こちらの資料２を基に、その主なものについて進捗状況を御説明させていただきま

すが、併せて高齢者福祉計画も御覧いただければと思います。 

それでは、資料２の１ページ目、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

ための地域包括システムの構築・進化」の項目の１つ目「地域包括支援センターの体制強化」

につきまして、高齢者福祉計画では 21 ページから 22 ページに記載しておりますが、資料２の

上から１つ目の「委託型地域包括支援センター設置数」ですが、2018 年度の目標値 12 か所に

対しまして、今年度４月に市内の 12圏域に高齢者支援センターを設置しましたことから、実施

状況を◎としております。 

次に、上から６つ目の「包括的支援事業研修会出席者数」についてですが、当研修会は、市

内のケアマネジャーや高齢者支援センター職員を対象としておりますが、第１回目の研修会の

際には、対象者を本年４月に開設した高齢者支援センター職員に限定したため、参加者数が少

なく、目標の 280人に達しなかったものです。 

続きまして､２つ目の項目の「在宅医療・介護連携の推進」についてですが、高齢者福祉計画

では 23 ページから 25 ページに記載しております。まず、資料２の上から１つ目の「医療・介
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護連携マップ掲載事業所数」ですが、11 月 30 日現在で、1090 事業所、下から１つ目「在宅療

養相談窓口相談件数」は 56件と、いずれも目標値を上回っていることから、実施状況を◎とし

ております。 

また、上から４つ目「多職種連携研修会開催回数」と上から５つ目「多職種連携研修会出席

者数」については、まだ実施していないことから実施状況はどちらも×となっておりますが、

今週土曜日、22日に開催を予定しておりまして、出席の申込者数も現段階で 112名と、いずれ

も目標値を達成する見込みであります。 

次に、３つ目の項目の「認知症施策の推進」につきましては、高齢者福祉計画では 26ページ

から 27ページに記載しておりますが、資料２の上から２つ目「地域回想法開催回数」について、

開催を予定していた２法人のうち、１法人が参加者をみつけられず回想法を開催できなかった

ため、開催回数は目標値 16回のうちの半分の８回となっております。 

また、下から１つ目「認知症地域支援推進員数」については、高齢福祉課職員６名と 12圏域

の高齢者支援センターから各１名の計 18名と、目標値を上回っていることから、実施状況を◎

としております。 

次のページをお開きください。「生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推進」につきまし

ては、高齢者福祉計画では 28 ページから 29 ページに記載しております。資料２の実施状況は

全て◎と順調にきておりますが、特に上から４つ目の「第２層生活支援コーディネーター数」

につきましては、12圏域の高齢者支援センターからそれぞれ２名を第２層生活支援コーディネ

ーターとして配置することができたため、大幅に目標値を上回っております。 

次の項目の「地域ケア会議の推進」につきましては、高齢者福祉計画では 30ページに記載し

ております。資料２では、いずれも実施状況が△又は×となっておりますが、「地域ケア個別会

議」、「圏域ケア推進会議」は、共に本年４月に開設した高齢者支援センターが開催する会議で

ありまして、今後開催が予定されるところであります。また、「地域ケア推進会議」は、地域包

括支援センター運営協議会の場において、来年２月６日に開催を予定しております。運営協議

会の委員の皆様には、近くなりましたら御案内いたしますので、よろしくお願いいたします。 

続きまして、「高齢者の居住安定に係る施策との連携」につきましては、高齢者福祉計画では

31 ページから 32 ページに記載しております。上から１つ目の「養護老人ホームの定員数」で

すが、養護老人ホーム長生園が、７月から入所定員を 60人から 50人へ変更しましたことから、

実施状況を〇としております。これは、入所希望者が、有料老人ホーム等に流れたことにより

減ってきているものと推測しております。また、軽費老人ホーム及び生活支援ハウスにつきま

しては、定員数はそのままです。 

その下の「指導監査・立入検査実施件数」につきましては、現在、計画的に指導監査を実施

しており、今年度内に目標値の 34件を上回る予定であります。 

次のページを御覧ください。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」のうち、「適正な介護サービス提供体制の整備」については、後ほど御説明いた

しますので、ここでは割愛します。 

次に、「介護人材の確保と資質の向上」については、高齢者福祉計画では 35ページから 36ペ

ージに記載しております。いずれも実績値が、90.9％と８法人ということで、目標値を上回っ
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ていることから、実施状況を◎としております。 

次に、「介護保険制度の適正な運営」のうち、｢介護給付適正化事業の推進｣については、後ほ

ど御説明いたしますので、ここでは割愛します。 

４ページ目を御覧ください。施策３「高齢者が生きがいをもち、地域の担い手となるための

健康・生きがいづくりの推進」のうち、「健康づくりの推進」につきましては、高齢者福祉計画

では 38ページから 39ページに記載しております。上から４つ目「老人いこいの家等利用者数」

の実施状況を△としておりますが、これは、今年１月から老人福祉センター馬淵荘の給湯用ボ

イラーが故障し、入浴利用を休止していることから、利用者数が減少していることによるもの

です。なお、馬淵荘のボイラーについては、早期復旧に向けて作業を進めているところであり

ます。 

次に、「自立支援・介護予防の推進」につきまして、高齢者福祉計画では 40ページから 41ペ

ージに記載しておりますが、上から１つ目「介護予防教室実施回数」とその下の「介護予防教

室参加者数」については、いずれも実施状況を△としていますが、これは各圏域の高齢者支援

センターが、地域住民の依頼を受け日程調整するなどして開催する教室で、今後、開催が増え

ていく予定でございます。 

また、その下の「総合事業の多様なサービスの提供」については、実施内容を従来相当サー

ビスと短期集中型のサービスＣのみとしておりますが、今年度は、関係団体からの意見聴取を

行い、新たなサービスの創設に向けて準備を進めているところです。 

次に、「生きがいづくりの推進・社会参加の促進」につきましては、高齢者福祉計画では 42

ページから 43ページに記載しておりますが、上から３つ目「シニアはつらつボランティア受入

施設数」におきましては、今年度に対象施設を 12 施設増やしまして 82 施設としたため、目標

値を大きく上回り実施状況を◎といたしました。 

５ページを御覧ください。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」につきまして、上から３つ目の項目の「虐待防止の強化」につ

いてですが、高齢者福祉計画では 49 ページから 50 ページに記載しており、資料２では、いず

れも未実施となっておりますことから、実施状況は×としておりますが、「高齢者虐待防止研修

会」は、来年２月 21日に開催する予定となっております。 

さらに、「高齢者・障がい者虐待対策ケース会議」については、高齢者や障がい者の虐待ケー

スの中でも対応が困難なものについて、関係者や専門職などから意見を聴取し、その対応策を

検討する会議でありますが、今年度はそのようなケースが発生していないことから、会議は実

施しておらず×としております。 

以上、第７期八戸市高齢者福祉計画の進捗状況につきまして、その主なものについて、御説

明いたしましたが、事業実施につきまして、総じて順調に進んでいると認識しております。 

今後も、「高齢者の誰もが、健康で明るく、生きがいをもって、安心して暮らすことができる

ような社会の実現」に向けて、努めてまいりたいと考えております。 

以上で、(2)の第７期八戸市高齢者福祉計画の進捗状況についての説明を終わります。 

事務局：続きまして、資料３の第７期八戸市高齢者福祉計画に基づく地域密着型サービス整備の

進捗状況について御説明いたします。 
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資料の上段の表は、今年度、実施しました地域密着型サービスの公募選定の状況となってお

り、左からサービス種別、整備中を含む平成 29年度末の事業所数又は定員数、募集内容欄の左

側は第７期計画での整備数、右側は公募における募集期間、続いて、応募法人数、選定結果と

なっております。 

始めに、募集期間が平成 30年７月 10日から９月 19日までの看護小規模多機能型居宅介護と

認知症対応型共同生活介護について御説明いたします。 

１の看護小規模多機能型居宅介護は、２事業所の募集に対して３法人から応募があり、一次

審査とプレゼンテーション・ヒアリングによる二次審査の結果、「八戸医療生活協同組合」と「社

会福祉法人信和会」の２法人を選定いたしました。開設予定地及び事業開始時期はそれぞれ表

のとおりなりますが、社会福祉法人信和会は、既存の有料老人ホームの１階の一部を用途変更

して開設する予定となっております。 

２の認知症対応型共同生活介護９床は、１事業所の募集に対して１法人から応募があり、選

考の結果、「有限会社ケア・ユニーク」を選定いたしました。なお、有限会社ケア・ユニークは、

現在、開設予定地において運営している認知症対応型共同生活介護９床に、今回の９床を増床

することとなります。 

認知症対応型共同生活介護 18床は、１事業所の募集に対して１法人から応募があり、選考の

結果、「医療法人メディカルフロンティア」を選定いたしました。 

次に、募集期間が平成 30 年７月 10 日から 11 月 14 日までの定期巡回・随時対応型訪問介護

看護と地域密着型介護老人福祉施設になりますが、11 月 14 日までに応募がなかったため、平

成 31年２月６日まで募集期間を延長したところでございます。なお、今日現在で、応募状況は

ゼロとなっております。 

下段の表は、第７期において公募選定によらず整備する夜間対応型訪問介護になりますが、

こちらは、１事業所の整備計画に対して、社会福祉法人同伸会が運営する定期巡回・随時対応

型訪問介護看護事業所の瑞光園ホームヘルパーステーションに併設して、平成 30年４月１日か

ら事業を開始しております。 

第７期八戸市高齢者福祉計画に基づく地域密着型サービス整備の進捗状況につきましては、

以上でございます。 

事務局：続きまして、八戸市介護給付適正化計画の実施状況について御説明いたします。資料４

を御覧ください。 

始めに、主要５事業の実施状況でございますが、要介護認定の適正化のうち、認定調査票の

点検につきましては、目標のとおり全件の点検を行っており、その件数は平成 30 年 11 月末現

在で 5,749件となってございます。 

認定調査員等研修会の開催につきましては、73 事業所２個人調査員の参加のもと７月 25 日

に開催し、模擬認定審査会形式による研修を実施してございます。 

また、認定調査員向けｅ－ラーニングシステム受講の推奨につきましては、集団指導での周

知等により、昨年度末現在 119名の登録が 11月末現在で 126名の登録となっております。なお、

個々の進捗状況を確認し、受講状況の芳しくない受講生については、今月中に受講勧奨を行う

予定としてございます。 
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ケアプランの点検につきましては、目標である年度内 50件の実施に対し、一人ケアマネ事業

所等を対象として、11月末現在までで 40件を実施し、順調に進捗している状況でございます。 

住宅改修等の点検のうち、住宅改修の訪問調査につきましては、目標である年度内 30件の実

施に対し、11 月末現在 15 件を実施してございます。また、施工業者の登録制度導入につきま

しては、制度設計の参考とするべく、年度内に中核市へ照会を行う予定としてございます。 

福祉用具購入・貸与に係る訪問調査につきましては、目標である年度内 10 件の実施に対し、

11月末現在７件を実施し、順調に進捗している状況でございます。 

縦覧点検・医療情報の突合のうち、縦覧点検に係る委託項目につきまして、「要介護認定期間

の半数を超える短期入所受給者」を新たに加え、点検に努めているところであり、医療情報と

の突合と併せ返還事例について集団指導等で周知し、同様の誤りが少なくなるよう進めてござ

います。 

給付費通知につきましては、対象者の見直しをした上で、年度内に通知する予定としてござ

います。 

続きまして、主要５事業以外の実施状況でございますが、認知症加算や利用サービスの整合

性の点検につきまして、福祉用具の貸与費について重点的に点検を行う予定としておりました

が、制度改正による生活援助中心型訪問介護の基準回数が設定されたことから、それらについ

て先に実施し、福祉用具貸与費についての点検は来月以降進める予定としてございます。また、

返還事例があった場合には、集団指導等により周知し、同様の誤りが少なくなるよう進めるこ

ととしてございます。 

軽度者における福祉用具貸与条件の点検につきましては、目標である年度内５件の実施に対

し、11月末現在４件を実施しているところであり順調に進捗している状況でございます。 

以上、御説明申し上げましたが、いずれの項目につきましても目標どおり、あるいは目標達

成に向けた目処がたっている状況でございます。 

八戸市介護給付適正化計画の進捗状況につきましては、以上でございます。 

議長：ただいま、一括で説明がありましたが、委員の皆様方から御質問、御意見等をお受けした

いと思います。御質問等はございませんか。 

Ａ委員：資料２の３ページについてお伺いします。「介護人材の確保と資質の向上」の項目の「介

護型全世代ライフプラン形成事業」の参加人数と、指標に対する評価の仕方はこれでいいのか

もしれませんが、今回、当該事業の参加者数が極めて少ないような状況であれば、実施状況と

すれば良好かもしれませんが、適切な把握という意味では参加する人数も目標値に定める必要

があるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

事務局：今回、介護型全世代ライフプラン形成事業としてバスツアーで事業所の見学を行ってい

たところですが、参加人数は、全部で３回実施しましたが、各回 10 名に満たない状況でした。

今後は、周知や実施方法について、改めて検討していきたいと思います。 

Ａ委員：分かりました。 

議長：ほかに、御質問、御意見はございませんか。 

Ｂ委員：ケアマネさんが一人でやっている事業所の実態は分かりますでしょうか。 

事務局：今は資料を持ち合わせていませんので正確な数は把握しておりませんが、全部で 20事業
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所程度あったか思います。ケアマネの皆さんはそれぞれ資格を持ってケアマネジメントをして

おりますが、どうしても一人でやっているため、例えばケアプランを作成するにしても、複数

のケアマネさんが居る事業所では他の意見を取り入れるということもできるかと思いますが、

一人ケアマネ事業所の場合は、いままでの自分の経験に偏りがちな場合があります。そのため、

今回は、一人ケアマネ事業所の事例を抽出して点検しましたが、ケアプランの中身に間違いが

ないことは確認しております。 

Ｂ委員：はい、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)から(4)について終わります。 

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

事務局：専門分科会長、委員の皆様、御審議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は、来年２月 15 日、金曜日、午後１時 30 分から、

本日と同じ、別館２階会議室Ｃ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：これをもちまして、平成 30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。 


