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令和元年度 第１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 令和元年６月 28日（金）午後３時 20分 

（八戸市健康福祉審議会終了後） 

場所 八戸市公民館２階 会議室１及び２ 

○出席者（13名） 

坂本専門分科会長、小倉副専門分科会長、月舘委員、松川委員、阿達委員、神田委員、 

浮木委員、中谷委員、李澤委員、田名部委員、高渕委員、古戸委員、慶長委員 

○欠席委員（４名） 

小柳委員、深川委員、澤口委員、高橋委員 

○事務局（14名） 

豊川福祉部長兼福祉事務所長、佐々木健康部長 

中里福祉部次長兼高齢福祉課長、山道健康部次長兼国保年金課長 

〔高齢福祉課〕中居参事兼地域包括支援センター所長、松浦副参事 

〔介護保険課〕夏坂介護保険課長、飯塚副参事、佐藤副参事、山岸副参事、鈴木主幹、 

小川主査、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、介護・高齢福祉専門分科会の組織会を開催いたします。本日は、４名の委

員が所用のため欠席されておりますが、当専門分科会に属する委員の半数以上の出席者であり、

八戸市健康福祉審議会規則第５条第 11項で、専門分科会の会議は、同規則第４条を準用するこ

ととされておりますので、第４条第２項の規定により会議が成立していることを御報告申し上

げます。 

また、第４条第１項ただし書きで、新たに委員の指名が行われた後、最初に招集すべき専門

分科会の専門分科会長の職務は、審議会の会長が行うこととなりますので、審議会の会長が議

長を務めますことを御了承願います。 

審議会の会長：ただいま、事務局から説明がありましたように、暫時、議長を務めさせて頂きま

す。 

それでは、専門分科会長並びに副専門分科会長の選出を行います。選出は八戸市健康福祉審

議会規則第５条第６項の規定により、委員の互選によることとなっております。選出方法には、

投票と推薦の方法がありますが、推薦の方法でいかがでしょうか。 

委員：異議なし 

審議会の会長：御異議なしということですので、推薦の方法で選出いたします。それでは、どな

たか御推薦をお願いいたします。 

Ａ委員：専門分科会長には坂本委員、副専門分科会長には小倉委員を推薦したいと思います。 

審議会の会長：ただいま、専門分科会長に坂本委員、副専門分科会長に小倉委員の推薦がありま
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した。皆様いかがでしょうか。 

委員：異議なし 

審議会の会長：それでは、御異議なしということでありますので、専門分科会長は坂本委員、副

専門分科会長は小倉委員にお願いすることに決定いたしました。 

以上で、私の職務を終了いたします。御協力ありがとうございました。 

司会：それでは、専門分科会長から御挨拶をお願いいたします。 

専門分科会長：（ 挨 拶 ） 

司会：専門分科会長、ありがとうございました。続きまして、副専門分科会長から御挨拶をお願

いいたします。 

副専門分科会長：（ 挨 拶 ） 

司会：副専門分科会長、ありがとうございました。以上で組織会を終了いたします。 

次に議事に移りますが、八戸市健康福祉審議会規則第４条第１項の規定により、専門分科会

長は会議の議長を努めることになっておりますので、議長として議事の進行をよろしくお願い

いたします。 

議長：それでは、最初に、(1)の部会委員の指名についてでありますが、八戸市健康福祉審議会規

則第７条第４項で、部会は、当該専門分科会に属する委員のうちから、当該専門分科会長が指

名した者をもって組織することとなっております。つきましては、資料１の(1)のとおり、地域

密着型サービス運営委員会及び地域包括支援センター運営協議会の各部会の委員を指名いたし

ますので、よろしくお願いいたします。 

次に、(2)の部会長及び副部会長の選出を行います。選出は同規則第７条第６項の規定により、

当該部会に属する委員の互選によることとなっております。選出方法には、投票と推薦による

方法がございますが、推薦による方法でいかがでしょうか。 

委員：異議なし 

議長：御異議ありませんので、推薦による方法といたします。最初に、地域密着型サービス運営

委員会の部会長及び副部会長を、どなたか御推薦をお願いします。 

Ｂ委員：部会長には坂本委員、副部会長には浮木委員を推薦したいと思います。 

議長：ただいま、部会長に坂本委員、副部会長には浮木委員との推薦がございましたが、御異議

ありませんか。 

委員：異議なし 

議長：御異議ありませんので、部会長は坂本委員とし、副部会長は浮木委員とすることに決定い

たしました。 

次に、地域包括支援センター運営協議会の部会長及び副部会長を、どなたか御推薦をお願い

します。 

Ｃ委員：部会長には小倉委員、副部会長には李澤委員を推薦します。 

議長：ただいま、部会長に小倉委員を、副部会長には李澤委員との推薦がございました。御異議

ありませんか。 
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委員：異議なし 

議長：御異議ありませんので、部会長は小倉委員、副部会長は李澤委員とすることに決定いたし

ました。 

それでは、次の議事にまいります。(3)の第７期八戸市高齢者福祉計画における地域密着型サ

ービスの整備について、事務局から説明をお願いします。 

事務局：それでは、資料２－１の第７期八戸市高齢者福祉計画における地域密着型サービスの整

備について御説明いたします。 

始めに、昨年度、第７期計画に基づき２施設の開設事業者を公募した地域密着型介護老人福

祉施設、いわゆる、地域密着型特別養護老人ホームの選考結果ですが、令和元年５月 31日に二

次審査のプレゼンテーション・ヒアリングを実施しました。 

２つの法人から応募がありましたが、一次審査後に１法人から辞退の届出がありましたので、

１法人のみ二次審査を行った結果、社会福祉法人吉幸会を開設事業者として選定いたしました。

開設予定地は、八戸市北白山台五丁目で、選定結果は当市のホームページで公表しております。 

次に、第７期計画に基づく地域密着型サービスの整備状況となりますが、(1)は開設事業者が

決定したサービスを表にしたもので、左から順に、サービス種類、計画期間の整備数、開設事

業者、開設予定地、サービス開始予定日となり、１つ目の看護小規模多機能型居宅介護、２つ

目の認知症対応型協同生活介護、３つ目の地域密着型介護老人福祉施設は、昨年度の公募にお

いて開設事業者を選定いたしました。 

開設内容の詳細になりますが、サービス種類の１つ目、看護小規模多機能型居宅介護は、八

戸医療生活協同組合と社会福祉法人信和会を事業者に選定し、社会福祉法人信和会は、令和元

年６月１日からサービスを開始しております。 

２つ目の認知症対応型協同生活介護、いわゆる、グループホームの９床には有限会社ケア・

ユニーク、18 床には医療法人メディカルフロンティアを選定し、それぞれ令和元年度後半の開

設を予定しております。 

３つ目の地域密着型介護老人福祉施設は、先ほど御説明いたしました社会福祉法人吉幸会が

令和２年６月の開設を予定しており、下段の夜間対応型訪問介護は、社会福祉法人同伸会が平

成 30年４月１日からサービスを開始しております。 

次に、(2)の開設事業者が未定分のサービスですが、昨年度の公募において応募のなかった定

期巡回・随時対応型訪問介護看護の１事業所と、整備計画の２施設を満たしていない地域密着

型介護老人福祉施設の１施設が未定となっております。 

３の開設事業者が未定分の今後の整備方針ですが、今年度、再度、公募したいと考えており

ます。 

なお、公募における募集要項は、本日配付しております参考資料のとおりとなりますが、昨

年度からはスケジュールが変更となっております。本日は資料２－２の募集要項の概要版で御

説明させていただきます。 

まず、１の募集内容ですが、募集６として夜間対応型訪問介護を併設した定期巡回・随時対
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応型訪問介護看護を１事業所募集いたします。開設時期は令和２年度で、整備区分は定期巡回・

随時対応型訪問介護に看護職員の配置、若しくは訪問看護事業所を併設することにより一体的

にサービスを提供する一体型又は地域の訪問看護事業所と連携してサービスを提供する連携型

とし、募集圏域は、市内で同サービスを２事業所が提供しているため、事業所の所在していな

い 10圏域で募集します。 

募集７の地域密着型介護老人福祉施設は１施設を募集し、定員の 29床とは別に短期入所生活

介護を 10床併設することとします。令和２年度又は令和３年度前半の開設とし、整備区分は新

設で、本体である特別養護老人ホームと密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運

営するサテライト型での開設を可能とします。募集圏域は、市内 12の全ての圏域とします。 

次に２の応募要件ですが、 

①は介護保険サービスの指定申請・設置について法律又は条例で定められている資格がある

こと 

②は介護保険法第 78 条の２第４項に定められている地域密着型サービス事業者の指定の欠

格事由に該当しないこと 

③は介護保険法における指定の取消又は効力の停止の処分を受けたことがないこと 

④は応募する法人及び代表者が、直近２年間に、法人税、消費税及び地方消費税の国税、法

人県民税及び法人事業税の県税、法人市民税や固定資産税等の市町村税、後期高齢者医療

保険料及び介護保険料に滞納がないこと 

⑤は平成 29 年度以降に八戸市の競争入札参加資格の指名停止措置を受けていないこと 

⑥は会社更生法及び民事再生法の手続をしていないこと 

⑦は応募する法人、代表者及び法人の役員が、暴力団又は暴力団員である場合や、それらに

対して資金等を供給するなど維持、運営に協力していると認められるものではないこと 

⑧は人員、設備及び運営に関して、法律又は条例で定める基準等を満たす計画であること 

⑨は開設予定地及び建物が、建築基準法などの各種法令に適合するものであること 

を要件とします。 

次に３の選考方法ですが、書類による一次審査を介護保険課で行い、プレゼンテーション・

ヒアリングによる二次審査を選考会で行います。なお、選考会は、当専門分科会とは別に設置

することとし、当専門分科会長、学識経験者、保健医療・福祉関係者、被保険者及び市職員の

７名以内での構成を予定しております。 

一次審査と二次審査の評価点数を合計し、合計評価点数が上位の応募者を開設事業者に選定

しますが、合計評価点数が評価基準における配点の合計の６割に満たない場合は、事業者とし

て選定しないこととします。 

裏面を御覧ください。４の審査における評価基準及び配点ですが、詳細は参考資料の募集要

項 14 ページから 18 ページのとおりとなります。本日は、その概要について表に沿って御説明

させていただきます。 

まず、大項目の１つ目の応募者の状況では、法人の信頼性や状況、設置の理念や事業運営の



- 5 - 

方針を評価する項目として、一次審査、二次審査ともに 10 点を配点し、合計で 20 点としてお

ります。 

２つ目の整備計画では、一次審査としてサービスごとに開設予定地の圏域における当該サー

ビスの事業所数や要介護認定者数を加味し、定期巡回・随時対応型訪問介護看護は４点、地域

密着型介護老人福祉施設は５点を最高得点として配点しております。二次審査は、利用者等へ

の配慮や資金計画について 12点を配点しております。 

３つ目の職員の状況では、職員の配置に関する確保策や定着支援、賃金改善に対する取組、

経験・専門性のある職員の確保や研修計画について、一次審査で４点、二次審査では 17点、合

計 21点を配点しております。 

４つ目、利用者計画の一次審査では、地域密着型介護老人福祉施設において協力医療機関と

の連携体制を評価します。二次審査では、利用者の処遇としてサービス提供に関する方針や認

知症ケア、事故防止対策の取組などのほか、虐待防止対策や利用者等からの要望・苦情を把握

しサービスの向上・改善にどうつなげるかを評価する項目として、30 点を配点しております。 

５つ目の地域との連携では、家族・地域との交流や地域包括ケアシステムへの取組について

10 点を、６つ目は災害への対策について５点をそれぞれ配点しております。 

７つ目は応募内容全体を評価する項目として、二次審査で５点を配点しており、以上の評価

基準の配点の合計は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護が一次審査 18 点、二次審査 89 点で

合計 107 点、地域密着型介護老人福祉施設が一次審査 21 点、二次審査 89 点で合計 110 点とな

ります。 

最後に、５の公募のスケジュールになりますが、７月８日、月曜日に、募集要項を当市のホ

ームページに掲載するほか、介護サービス事業所あてにメールで周知し、翌日の７月９日から

11 月 15 日まで応募を受付けます。一次審査を経て、令和２年１月中旬に二次審査を実施し、

１月下旬を目処に応募者へ結果を通知いたします。 

選考結果につきましては、２月 20日開催の当専門分科会で御報告いたします。 

以上で、第７期八戸市高齢者福祉計画における地域密着型サービスの整備についての説明を

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。 

Ｄ委員：資料２－２の評価基準及び配点の部分になりますが、利用者計画の医療機関等との連携

の項目で、定期巡回・随時対応型訪問介護看護が０点になっていますが、何か理由があっての

ことでしょうか。 

事務局：地域密着型介護老人福祉施設は、運営基準において協力医療機関を定めなければならな

いとありますが、定期巡回・随時対応型訪問介護看護につきましては、医療機関との連携はも

ちろん必要ではありますが、協力医療機関を定めなければならないという運営基準はございま

せんので０点としております。 

Ｄ委員：わかりました。 
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議長：ほかに、御質問、御意見等ございませんか。 

委員：なし 

議長：御質問等ないようですので、(3)については了承したものとして取り計らいます。 

次に、(4)の消費税増税に伴う介護保険料の低所得者軽減強化について、事務局から説明願い

ます。 

事務局：それでは、資料３の消費税増税に伴う介護保険料の低所得者軽減強化について御説明い

たします。 

始めに、低所得者軽減強化の概要になりますが、令和元年 10 月以降の消費税率 10％への引

上げに伴いまして、介護保険法施行令の一部が改正され、平成 31年４月１日から適用されてお

ります。 

これにより、当市の介護保険料につきましても、公費負担による更なる低所得者対策として、

今年度からの保険料率を改定し軽減強化を拡充するもので、八戸市介護保険条例の一部を改正

しております。 

次に改定の内容となりますが、軽減の対象となるのは所得段階が第１段階から第３段階の第

１号被保険者で、改定後の保険料率と保険料の年額は表のとおりとなります。 

まず、第１段階ですが、既に公費により保険料率を0.05軽減し0.45としているところを0.375

に引下げ、保険料では年額 34,020 円を 5,670 円軽減した 28,350 円となります。 

次に第２段階ですが、保険料率 0.70 を 0.60 に引下げ、保険料年額 52,920 円を 45,360 円に、

第３段階は保険料率 0.725 を 0.7125 に引下げ、54,810 円を 53,865 円にそれぞれ軽減いたしま

す。 

この軽減率ですが、今年度は、10 月以降の消費税率引上げによる財源の手当であることを反

映し、来年度以降の軽減幅の半分の水準としております。 

また、来年度の公費負担による軽減強化の完全実施に対しましては、今年度中に介護保険法

施行令が再度改正される予定となっておりますので、それを待って対応する予定です。 

以上で、資料３の消費税増税に伴う介護保険料の低所得者軽減強化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：御質問等ないようですので、(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。最後に事務局から連絡事項がありますのでお願い

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。連絡事項は、次回の会議

の日程でございます。 

次回の介護・高齢福祉専門分科会は、８月 26 日、月曜日、午後１時 30 分から予定しており

ます。会場につきましては、現在調整中でございますので、後日、文書で御案内差し上げます



- 7 - 

のでよろしくお願いいたします。 

次に、部会の地域包括支援センター運営協議会についてですが、７月 25 日、木曜日、午後１

時 30分から、会場は八戸市庁本館３階、議会第３委員会室を予定しております。後日、高齢福

祉課から文書で送付させていただきますので、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、第１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。 


