
- 1 - 

平成 30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 31年２月 15日（金）午後１時 30分 

場所 八戸市庁 別館２階 会議室Ｃ 

 

○出席者（14名） 

坂本専門分科会長、小柳委員、深川委員、若松委員、山田委員、浮木委員、蒔田委員、 

中谷委員、李澤委員、小泉委員、高渕委員、古戸委員、慶長委員、中村委員 

○欠席委員（３名） 

工藤副専門分科会長、松川委員、加賀委員 

○事務局（15名） 

豊川福祉部長兼福祉事務所長、佐々木健康部長 

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、髙村主査 

[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 

 

司会：ただいまから、平成 30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 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、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 30年度介護保険給付費等の状況などを始め、３つの議事について御審議

いただきます。 

第７期計画期間の初年度である平成 30年度の給付費の見込みなどについて、事務局から説明

がありますので、御審議をよろしくお願い申し上げます。 

なお、今回が、今年度の最後の専門分科会となります。委員の皆様方には、これまで熱心に

御審議をいただきましたことに、感謝申し上げますとともに、本日の議事についても、皆様方

の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)平成 30 年度介護保険給付費等の状況について、

事務局から説明願います。 

事務局：それでは、議事(1)の平成 30年度介護保険給付費等の状況について御説明いたします。 

資料１を御覧ください。資料は、１ページに第１号被保険者数と要介護・要支援認定者数、

２ページに介護保険サービスの受給者数と利用回数、３ページに介護保険事業の総費用を、そ

れぞれ第７期の計画値と平成 30年度の実績値又は実績見込とを比較したものとなります。 
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１ページを御覧ください。１ページは、左から 2018（平成 30）年度、2019 年度、2020 年度

の順に、それぞれ計画値、実績値、対計画比となっており、(1)の第１号被保険数は、平成 30

年度の計画値 67,770人に対し、９月末現在の実績値は 67,784人となっております。 

次に、(2)の要介護・要支援認定者数になりますが、表の上段は、第２号被保険者を含む認定

者数で、計画値 11,461人に対し、実績値 10,982人、対計画比は 95.8％となっております。表

の下段は第１号被保険者のみの認定者数となり、計画値 11,171 人、実績値 10,673 人、対計画

比は 95.5％となり、計画より低い認定状況となっております。 

要介護度別に比較すると、要支援２で計画を上回る認定者数となっていますが、要介護５で

は対計画比 90％程度と、計画より低い状況となっております。 

(3)は第１号被保険者の認定率となり、認定者数と同様に対計画比は 95.5％となっておりま

す。 

２ページをお開きください。２ページは、サービス受給者数と利用回数を比較した表となり、

左からサービス種別、予防の欄は要支援認定者が利用する介護予防サービスの計画値、実績見

込、対計画比、介護の欄は要介護認定者が利用する介護サービスの計画値、実績見込、対計画

比となっております。 

平成 30 年度の実績見込は、表の下にある計算式のとおり、平成 29 年度の年間の実績値に、

平成 29 年度から平成 30 年度の伸び率を乗じて、１か月当たりの見込みを算出したものとなり

ます。 

まず、左側の予防の欄についてみると、(1)の居宅サービスと(2)の地域密着型サービスでは、

実績見込と計画値が大きく乖離しているサービスがありますが、それぞれ利用回数や受給者数

の計画値が低いことにより生じたものです。 

(4)の介護予防支援については、計画値の推計に使用した期間が、介護予防・日常生活支援総

合事業への移行時期と重なっていたことから、計画値が過大となり、実績見込が下回ったもの

です。 

次に、右側の介護の欄についてみると、(1)の居宅サービスでは、短期入所療養介護を除き、

対計画比で 90％程度から 110％程度の利用状況となっております。 

(2)の地域密着型サービスでは、夜間対応型訪問介護と地域密着型通所介護を除き、概ね計画

どおりの利用状況となっており、夜間対応型訪問介護は、これまで当市にはなかったサービス

のため、全国平均の利用者数を参考として計画値を見込んだことから、受給者数が大きく下回

ったものです。地域密着型通所介護については、事業所の休止や定員 19人以上の通所介護への

移行に伴い、利用回数と受給者数が減少したものです。 

(3)の施設サービス、(4)の居宅介護支援については、概ね計画どおりの利用状況となってお

ります。 

３ページを御覧ください。３ページは介護保険事業総費用の比較となります。表は左からサ

ービス種別、2018（平成 30）年度の計画値、実績見込、計画値と実績見込との比較、対計画比

となり、第７期合計欄の左側は３年間の合計値、右側は計画期間全体に対しての進捗率を表し

ております。 

計画値と実績見込との比較の欄は、実績見込が計画値を上回っている場合に△のマイナスで
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表しており、その右側は対計画比で 100％を超えております。 

平成 30年度は、表の上から１つ目の介護給付費が計画値 204億 8,372万 4千円に対し、実績

見込 193億 3,025万 4千円、対計画比が 94.4％、下から４つ目の地域支援事業費で計画値 7億

7,826万 7千円、実績見込 7億 9,616万 9千円、対計画比 102.3％、一番下の介護給付費と地域

支援事業費を合わせた総費用では計画値 212 億 6,199 万 1 千円、実績見込 201 億 2,642万 3千

円、対計画比が 94.7％の見込みとなっております。 

一番右側の列の第７期計画期間の進捗率は、介護給付費が 29.5％、地域支援事業費が 31.6％、

総費用では 29.6％となり、計画内での事業運営がなされております。 

以上で、資料１の平成 30年度介護保険給付費等の状況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。御質問、御意見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)地域密着型サービスの公募について事務局から説明願います。 

事務局：それでは、議事(2)の地域密着型サービスの公募について御説明いたします。 

資料２の１ページを御覧ください。１の第 7 期計画期間における地域密着型サービスの整備

数になりますが、募集１から募集３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

護は、表の開設予定者、開設予定地、事業開始予定のとおり事業者を選定しております。 

表の下段の夜間対応型訪問介護は、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、昨年４月１日から事業を

開始しております。 

募集４の定期巡回・随時対応型訪問介護看護と募集５の地域密着型介護老人福祉施設は、募

集期間を本年２月６日まで延長し、応募状況は、地域密着型介護老人福祉施設は２法人から応

募がありましたが、定期巡回・随時対応型訪問介護看護には応募がありませんでした。 

３の応募のあった地域密着型介護老人福祉施設の審査スケジュールになりますが、来月下旬

に応募書類による一次審査の結果通知、５月下旬にプレゼンテーション・ヒアリング審査によ

る二次審査、６月上旬に二次審査の結果通知、そして、６月上旬以降に開催される最初の介護・

高齢福祉専門分科会で選考結果を御報告いたします。 

資料の２ページを御覧ください。４の定期巡回・随時対応型訪問介護看護の整備になります

が、今回の募集期間内に応募がなかったことから、その要因を把握し今後の整備計画や募集要

項の参考とすることを目的として、市内の法人を対象にアンケート調査を実施いたしました。

参考資料１として調査結果の詳細を添付しておりますので、後ほど御覧いただければと思いま

す。 

表の上から３つ目、調査の対象法人は、市内に宿泊を伴う事業所を運営し、かつ、同一敷地

内に訪問介護又は訪問看護を運営している法人と、昨年７月９日に開催した募集説明会に参加

した法人となります。 

次に、応募に至らない主な要因といたしまして、利用者の確保と介護人材・職員等の確保が

挙げられており、ほかに開設に当たっての意見としては、 
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・地域包括ケアシステムを推進していくために、必要なサービスであるという認識が低い 

・既存の訪問介護が単純に 24時間化しただけだと思われ、事業理解度が低い 

・夜間・深夜帯にニーズが低いので、開設する必要が無いと感じている事業所が多い 

・職員の兼務体制が可能であると理解が図られていない 

・利益率が低いと捉えられ、事業の継続が困難になると考える事業所が多い 

などが挙げられております。 

アンケート調査の結果を踏まえ、(2)の今後の方針といたしまして、当該サービス事業所の開

設に当たり、介護人材の確保が困難であるという意見が多く挙げられていることから、人員基

準の緩和、訪問看護事業所との連携による実施など、当該サービスについての理解が必要と考

え、今後、事業所向けに概要等を周知するとともに、兼務体制が可能である法人に対しては、

開設を働きかけていきたいと考えております。 

開設を希望する法人があった場合ですが、本年５月下旬に予定している地域密着型介護老人

福祉施設の二次審査に必要書類の準備が間に合えば併せて選考することとし、間に合わない場

合は、改めて二次審査日を設定したいと考えております。 

なお、選考機関については、いずれも選考会といたします。 

以上で、地域密着型サービスの公募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。御質問、御意見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(2)については了解いただいた

ものとして取り計らいます。 

次に、議事の(3)介護事業者の行政処分について事務局から報告願います。 

事務局：それでは、議事(3)の介護事業者の行政処分について御報告いたします。 

資料３を御覧ください。今回の処分は、介護保険法の規定により、平成 31年１月９日付けで

指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者並びに指定地域密着型サービス事業

者の指定の効力の一部停止処分を行ったものでございます。 

１の事業者の名称等でございますが、法人名は株式会社ゆとり、代表取締役は工藤久子、所

在地は八戸市諏訪二丁目６番 18号でございます。 

２の処分を行った指定居宅サービス事業者等の名称等でございますが、①の事業所名は「訪

問看護ステーションゆとり」、サービス種類は指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護、②の事

業所名は「看護多機能ホームまべちの風」、サービス種類は指定看護小規模多機能型居宅介護、

所在地は両事業所とも尻内町字表河原 31番地２でございます。 

３の処分内容としましては、指定の一部の効力停止とし、平成 31年２月１日から 12か月間、

新規利用者の受入れ停止及び介護報酬の上限を７割とするものでございます。 

４の処分の理由でございまが、不正な手段による指定申請の内容は、「看護多機能ホームまべ

ちの風」は、「小規模多機能型居宅介護まべちの風」に「訪問看護ステーションゆとり」を移転

し一体的に運営することにより、指定地域密着型サービス事業者として指定を受けておりまし

たが、「訪問看護ステーションゆとり」の移転がなされておらず、一体的に運営されていないこ
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とが判明いたしました。 

また、「訪問看護ステーションゆとり」の指定更新申請において、「看護多機能ホームまべち

の風」の指定の要件を満たすため、住所地を偽って記載し、指定の有効期間を更新したもので

ございます。 

次のページにまいりまして、人員基準違反の内容でございますが、「看護多機能ホームまべち

の風」におきまして、「訪問看護ステーションゆとり」の移転がなされなかったことにより、平

成 29 年１月から平成 30 年８月までの 20 か月のうち、14 か月において、配置すべき看護職員

の員数を満たしていなかったこと及び平成 30 年６月から８月まで管理者が常勤専従していな

かったものでございます。 

次の不正請求の内容でございますが、「訪問看護ステーションゆとり」におきましては、有料

老人ホームに訪問看護事業所の看護師等が常駐し、その有料老人ホームに居住する利用者にサ

ービスを提供した場合は、介護給付費を減算して請求しなければなりませんが、平成 29年１月

から平成 30年８月まで、市内２か所の有料老人ホームに看護師等を常駐させていたにもかかわ

らず、減算せずに請求し、受領していたものでございます。 

また、「看護多機能ホームまべちの風」におきましては、人員基準を満たしていないため介護

給付費を減算して請求しなければならないところ、減算せずに請求し、受領していたものでご

ざいます。 

最後に、５の事業者に対する経済上の措置でございますが、平成 29 年１月から平成 30 年８

月までに不正に受け取った介護給付費約 2,250万円を返還させるほか、介護保険法第 22条第３

項の規定に基づき、返還額に 100分の 40を乗じて得た加算額を加え、合計約 3,150万円を支払

わせるものでございます。 

市への返還とともに利用者への返還も生じるところですが、事業所から提出された返還計画

に基づき、返還手続きを行っております。 

今回は、大変遺憾にも行政処分となりましたが、介護保険課では、介護事業者への指導・監

督として年２回の集団指導と、各事業所に対しては指定期間である６年ごとを目途に実地指導

を行っております。また、新規指定や懸案事項がある事業所に対しては、更に優先的に実地指

導を行っており、実地指導は年間約 90事業所で実施しております。 

利用者の自立支援及び尊厳の保持を念頭において、サービスの質の確保及び保険給付の適正

化を図りながら、今後とも、介護事業者の支援・指導に努めてまいります。 

以上で、介護事業者の行政処分についての報告を終わります。 

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。御質問、御意見等はございませんか。 

Ａ委員：今回の行政処分によって、利用者の処遇はどのようになるかが資料には記載されていな

いので、その辺りの説明をお願いします。 

事務局：はい、御説明いたします。指定の効力の一部停止により、平成 31年２月から１年間は新

規の利用者の受入れはできませんが、今まで利用されていた方につきましては、これまでと同

じ内容のサービスを提供することとなりますので、不利益は生じない状況でございます。 

Ａ委員：はい、分かりました。ありがとうございます。 
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議長：ほかに、御質問、御意見等はございませんか。 

Ｂ委員：資料３にはありませんが、株式会社ゆとりから介護関係事業所あてに、平成 30年９月か

ら「訪問看護ステーションゆとり」のサテライトを申請して、適正に介護報酬を算定しており

ますという運営体制に関するお知らせがありました。このお知らせと行政処分との関係につい

て、どのようになっているのか説明をお願いします。 

事務局：はい、御説明いたします。新聞報道等にもありましたとおり、株式会社ゆとりに対して

平成 30年８月に監査を実施しており、その際に運営体制が不適正ということで指導しておりま

す。それを受けて、監査翌日から運営体制を改めまして、「訪問看護ステーションゆとり」を「看

護多機能ホームまべちの風」に移転し運営しておりますので、平成 30年９月からは人員基準違

反による減算は適用されないこととなります。 

また、「訪問看護ステーションゆとり」につきましては、有料老人ホーム２か所へのサテライ

トの申請がされ、介護報酬を減算して請求しておりますので、それに関するお知らせになるの

ではないかと思います。 

Ｂ委員：新たに何かを始めたということではないのですね。 

事務局：はい、そのとおりでございます。 

Ｂ委員：分かりました。 

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：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：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。 

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。 

今年度の介護・高齢福祉専門分科会は、本日を含めて４回開催いたしました。委員の皆様方

には、お忙しい中、第７期計画のサービス基盤整備に係る募集要項の制定など、熱心に御審議

をいただき、ありがとうございました。 

また、第７期計画初年度の給付費についても、計画の範囲内となる見込みでございます。 

委員の皆様方には、来年度も、第７期計画の進捗状況等について御審議いただく予定となっ

ておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。 

簡単ではございますが、委員の皆様方の御尽力、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いて、御指導を賜りますようお願い申し上げ、お礼の御挨

拶といたします。 

司会：これをもちまして、平成 30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。 


