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令和元年度 第２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８月 26日（月）午後１時 30分 

場所 八戸市庁別館８階 研修室 

○出席者（16名） 

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

神田委員、浮木委員、澤口委員、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、高橋委員 

○欠席委員（１名） 

小柳委員 

○事務局（11名） 

豊川福祉部長兼福祉事務所長 

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、佐藤副参事、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、令和元年度第２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を申し上げす。 

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、２つの議事について、御審議いただきます。１つ目は、第７期計画の初年度

であります平成 30年度の八戸市の介護保険事業の状況と、全国や他の地域との比較について説

明があります。 

２つ目は、介護事業者の行政処分がありましたが、その内容について報告があります。 

それぞれ事務局から説明がありますので、委員の皆様方におかれましては、質疑応答をして

進めて参りますので、御審議をよろしくお願い申し上げ、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。最初に、(1)の平成 30 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 30 年度八戸市介護保険事業の概要について御説明いたします。 

１ページ目をお開きください。１ページ目は、65歳以上の高齢者人口と高齢化率の推移にな
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りますが、図表１については、当市の人口構成を表したものであり、平成 31 年３月末時点での

高齢者人口は 68,254 人で、総人口 228,622 人に対する高齢化率は 29.9％となっています。 

図表２については、国立社会保障・人口問題研究所による将来推計人口となっており、全国

や青森県をみても高齢化が進み、当市においては、2025 年には、総人口 213,146 人に対し、高

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

しとなっています。 

２ページ目を御覧ください。２ページ目は当市の要介護・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ます。 

図表３をみると、平成 31年３月末の合計認定者数は 10,978 人となっており、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 10,682 人、認定率は 15.7％となっています。 

平成 28 年度から介護予防・日常生活支援総合事業の実施に伴い、要支援の認定者数、認定率

ともに減少傾向にありましたが、平成 31 年３月末時点では、認定者数が前年比プラス 175 人、

認定率では 0.1 ポイントの増加となっています。 

３ページ目を御覧ください。図表５は、平成 31年３月末時点の認定率を、全国、青森県、青

森市、弘前市及び東北の中核市と比較したもので、当市の認定率は、全国等に比べ低い状況に

ありますが、要介護２以上の中・重度者では高くなっていることから、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ページ目をお開きください。図表６はサービス系列別の受給者数と受給率の推移を表して

います。サービス系列の区分は５ページ目の下段のとおりで、施設サービスは、地域密着型を

含む介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設となり、居住系サービスは、

地域密着型を含む特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護となり、施設サービス

及び居住系サービス以外を在宅サービスとしています。 

４ページ目に戻りまして、受給者数の推移ですが、第６期及び第７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協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も減少し

ていますが、在宅サービス受給者数の内訳からも分かるとおり、要支援者は減少傾向にあるも

のの、要介護者は増加傾向にあるため、今後、在宅サービス受給者数は増加していくものと思

われます。 

図表７は、在宅サービスのうち、訪問介護と通所介護の受給率の推移を表しており、地域密

着型通所介護に比べ、訪問介護と通所介護の受給率は減少していることが分かります。 

５ページ目を御覧ください。５ページ目は、サービス系列別の受給率を各地域と比較したも

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

が低い状況であることが分かります。これは、他の地域に比べ、当市の施設・居住系サービス

の定員数が少ないことが要因として考えられます。 
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６ページ目をお開きください。６ページ目は、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護及び訪問

リハビリテーションといった訪問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にな

ります。 

図表 10 からは、訪問介護の利用回数が年々増加していることが分かります。これは、第１号

被保険者と認定者が増加傾向であるのに対して、施設の整備が進まないことにより、訪問介護

の利用回数が増加しているものと考えられます。 

図表 11 から図表 12 は、訪問介護の受給者数を介護度別に表したものになりますが、要介護

２における受給者数の割合が多くなっていることが分かります。 

７ページ目を御覧ください。７ページ目は、訪問系と通所系サービスの利用回数を各地域と

比較したものになります。図表 13 から図表 14 のとおり、青森県及び県内３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。当市においては、施設サービスの定員数

が少ないことから、中・重度者における訪問介護と訪問看護の利用が多くなっているものと考

えられます。 

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

の給付月額の推移を表したものになります。図表 15 から図表 16 のとおり、給付月額は減少傾

向にあり、サービス系列別にみると、在宅サービスは、介護予防訪問介護と介護予防通所介護

が総合事業へ移行した影響により、平成 28年度から減少しています。 

施設・居住系サービスについては、４ページ目で御説明しましたとおり、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協同生活介護の整備に伴いサービス受給者が増加し、

給付月額も増加しています。 

９ページ目を御覧ください。９ページ目は、第１号被保険者１人当たりの給付月額を各地域

と比較したものになります。図表 17 から図表 18 のとおり、介護老人福祉施設などの施設・居

住系サービスでは、５ページ目で御説明した受給率と同様に、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、対象地域の中で２番目に高い 14,165 円となっており、特に、訪

問系と通所系の割合が高くなっていることが分かります。 

10 ページ目をお開きください。図表 19 から図表 20 は、在宅サービスについて、受給者１人

当たりの給付月額の推移を表したものになります。受給者１人当たりの給付月額の推移をみる

と、介護予防訪問介護と介護予防通所介護が総合事業へ移行した影響により、全体の給付月額

は増加傾向となっています。また、要支援１・２は減少傾向ですが、要介護１・２は増加傾向

となっており、これは、高齢による心身機能の低下により、要支援者であった者が要介護者へ

移行しているものと考えられます。 

11 ページ目を御覧ください。11ページ目は、在宅サービスの受給者１人当たりの給付月額を

各地域と比較したものになります。図表21から図表22のとおり、当市の給付月額合計は134,332

円となっており、全国に比べ約１万６千円、他の地域と比べても２千円以上高くなっています。

また、要介護度別に比較すると、特に要介護２から４において高い傾向となっています。 

12 ページ目をお開きください。図表 23 は各年度の介護給付費の支出状況を表しています。
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平成 30 年度の介護給付費は、全体で約 192 億２千万円となっており、対前年度比では 0.4％の

増加となっています。 

内訳をみると、居宅サービスでは対前年度比 1.7％減の約 92 億４千万円、地域密着型サービ

スでは対前年度比４％増で約 31 億８千万円、施設サービスでは対前年度比 2.3％増の約 47 億

１千万円となっています。 

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及

び介護老人保健施設の占める割合が高くなっています。 

13 ページ目を御覧ください。図表 24 は、介護給付費とサービス受給者数の推移を表してい

ます。介護給付費を各年度ごとに比較すると、平成 26 年度は約８億円、平成 27 年度は約４億

円、平成 28年度及び平成 29 年度は約３億円ずつ、平成 30 年度については約１億円の増加で推

移しています。 

サービス受給者数は介護予防サービスと介護サービスの合計であり、各年度とも４月から翌

年３月までの各審査月分となっております。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 年度を境に減少

傾向で推移しています。 

14 ページ目をお開きください。14 ページ目と 15 ページ目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 30 年度は、訪問型・通所型サービスの介護予防・日常生活支援総合事業への移行が進ん

だことや、外部委託による委託型地域包括支援センターである「高齢者支援センター」を 12日

常生活圏域全てに設置し、地域包括ケアシステムの構築に向けた体制の強化を図ったことによ

り、地域支援事業に係る費用は約７億７千万円となり、前年度に比べて約２億１千万円の増と

なっています。 

16 ページ目をお開きください。図表 26 は、第 7 期計画期間の総費用を表しており、計画期

間３年間の見込費用は、介護給付費が約 654 億２千万円、地域支援事業費が約 25 億１千万円、

合わせた総費用は約 679 億４千万円となっております。 

平成 30 年度における対計画比は 94％となっており、計画値より約 12億６千万円少ない費用

での事業運営がなされました。 

17 ページ目を御覧ください。図表 27 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 30 年度の収納額は、特別徴収分が約 44 億４千万円、普

通徴収分が約３億８千万円、合計で約 48 億２千万円となっており、収納率は､前年度から 0.3

ポイント上昇し 98.9％となりました。 
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図表 28 は、普通徴収の収納率の推移を表しており、平成 30 年度の収納率は、前年度から 1.81

ポイント上昇した 87.67％となっております。 

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

30年度介護保険特別会計の決算見込額は、歳入が 218 億 5,445 万円、歳出が 214 億 3,252 万円、

歳入歳出差引額は４億 2,193 万円となり、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１億 8,886 万６千円は、令和元年度へ繰越し、保険給付費の財源

に充てることになります。 

以上で、平成 30 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

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：18 ページの収支の部分になりますが、先ほどの説明で、平成 30 年度の実質的な収支が

１億 8,886 万６千円とおっしゃっており資料と金額が違いますが、どちらが正しいのでしょう

か。 

事務局：実質的な収支は１億 5,886 万６千円で、資料の金額が正しいものとなります。 

Ａ委員：分かりました。 

議長：ほかに、御質問、御意見等ございませんか。 

Ｂ委員：５ページのサービス受給者数等の説明を受けたときに、施設等の利用状況の部分で受給

率が低いと表現されていますけれども、例えば、退所等により入所者を入れ替える場合に、文

書等の必要な要件が満たされないと次の方を決める入所判定ができないのですが、一部の医療

機関から主治医意見書の提出に時間を要している場合があります。早いところは２週間程度で

すが、一部の医療機関からは３週間から４週間程度かかっており、それからでないと入所判定

の会議ができないので、もっと早く事務的な処理ができるのであれば、施設側も早く受け入れ

ることができ、そうすることによって入所率が上がり、待機者が若干なりとも緩和できるので

はないかという考えを持っています。 

そういう意味でも、行政側から医療機関側へ協力への依頼等はできないものかと普段から考

えておりますので、意見として申し上げさせていただきました。 

議長：ただいまの御意見、御要望を踏まえて、事務局からお願いします。 

事務局：要介護認定における申請から認定の判断までの期間は、介護保険法では 30日以内に行う

こととされておりますが、当市では 30数日を要しているのが現状でございます。 

これは、訪問による認定調査の日程調整ということもございますが、委員の御意見にもあり

ましたとおり、主治医意見書の提出に日数を要する先生が一部いるということも認識しており

ます。そういった場合、それぞれの先生には御協力のお願いをしているところであります。 

Ｂ委員：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、(1)について終了します。 
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次に、(2)の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、資料２の介護事業者の行政処分について御報告いたします。今回の処分は、

介護保険法の規定により、令和元年７月 12 日付けで指定居宅サービス事業者及び指定事業者並

びに指定居宅支援事業者の指定取消処分を行ったものでございます。 

まず、１の事業者の名称等でございますが、法人は株式会社蔵前で代表取締役は三浦順子、

所在地は八戸市下長六丁目 11番４号でございます。 

次に、２の指定居宅サービス事業者等の名称等でございますが、①の事業所名はヘルパース

テーション嬉野、サービス種類は訪問介護及び第１号訪問事業の指定事業者、②の事業所名は

居宅介護支援センター嬉野、サービス種類は居宅介護支援、所在地は両事業所とも八戸市大字

市川町字上大谷地 13 番地２でございまして、住宅型有料老人ホーム千寿の里いちかわに併設さ

れ、運営しておりました。 

次に、３の処分内容でございますが、指定の取消しとし、処分効力発生日は令和元年８月９

日でございます。処分日から期間を設けておりますのは、利用者へ不利益が生じないよう、次

の事業所へ引き継ぐ時間を確保するためでございます。 

次に、４の行政処分の経緯でございます。昨年 10 月 17 日、ヘルパーステーション嬉野の不

正に関する匿名の投書を受理したことから、事実関係確認のため、12月から本年３月にかけて、

計３回の監査を実施しております。 

令和元年５月 17 日、青森県高齢福祉保険課が法人本部に対し業務管理体制特別検査を実施し

ており、不正への組織的関与が認められたという結果報告を受けております。 

６月４日、不利益処分に伴い、行政手続法に基づき聴聞を実施いたしましたが、取消処分が

覆るような反証はございませんでした。 

７月 12 日、事業所へ取消処分である旨通知し、同月 19 日、市議会民生協議会へ処分の報告

及び報道機関への情報提供を行っております。 

次に、５の処分の理由について御説明いたします。表上段の不正請求・不正不当行為でござ

いますが、ヘルパーステーション嬉野は、平成 29 年 12 月から平成 30 年 11 月までの期間にお

いて、出勤簿上、休暇中・出勤前・退勤後といった勤務していない職員によるサービス提供や、

利用者不在にも関わらずサービス提供を行ったという不正請求を行っていたものでございます。 

また、居宅介護支援センター嬉野は、ヘルパーステーション嬉野が、利用者に対し居宅サー

ビス計画と乖離した訪問介護の提供時間・訪問時間帯及び内容のサービス提供が行われている

ことを認識していたにも関わらず、当該計画を変更する等の適切な対応をせず、ヘルパーステ

ーション嬉野の不正請求を幇助したものでございます。 

次に、運営基準違反・職務遂行義務違反でございますが、ヘルパーステーション嬉野は、利

用者に対して、訪問介護計画に基づきサービス提供をしなければならないにも関わらず、これ

を適正に行わなかったものでございます。 

また、居宅介護支援センター嬉野は、利用者自身による選択が介護保険制度の基本理念であ

るにも関わらず、必要な居宅サービス計画の変更を行わず、利用者の同意を得ないままに訪問
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介護を限度額まで過剰に利用させたものでございます。 

次に、虚偽報告でございますが、ヘルパーステーション嬉野は、監査において提出を命じた

書類について、 

(1) 同一の利用者に対し、複数の訪問介護員による、同日同時間にサービスを提供したとす

る記録 

(2) 一人の訪問介護員による、同日同時間帯に、複数利用者へサービス提供したとする記録 

という事実と矛盾する書類提出がございました。 

また、居宅介護支援センター嬉野におきましても、 

(1) 同一時間帯に、複数利用者のサービス担当者会議を開催したとする記録及び、その時間

はサービス提供中であった訪問介護員、又は事業所をすでに退職していた訪問介護員が、

サービス担当者会議に参加したとする記録 

(2) モニタリングの記録について、自社の有料老人ホーム入居者が既に退去し不在であった

にもかかわらず、居室を訪問し本人と面接したとする記録 

という、虚偽の報告がございました。 

以上が処分理由の概要となります。 

最後に６の事業者に対する経済上の措置でございますが、当市に保険給付として不正に請求

されたものとしての返還額は、ヘルパーステーション嬉野が 3,029,726 円で、これは、返還す

べき金額 2,164,090 円に、不正利得による返還金として 40％を加算した額を合わせた金額でご

ざいます。 

居宅介護支援センター嬉野は 813,240 円ですが、これは運営基準減算であり、不正利得の徴

収は行っておりません。 

ヘルパーステーション嬉野、居宅介護支援センター嬉野を合わせると 3,842,966 円の返還と

なり、現在、事業者と手続きを進めているところであります。 

また、利用者の中には、当市以外の被保険者もおりますので、各保険者の指示に従い返還す

るよう指導しております。 

本年１月の行政処分に続きまして、今回は更に重い指定取消処分となり非常に残念なことで

すが、全国的にも有料老人ホームのような集合住宅に併設されている介護事業所の不正が増加

している状況でございます。 

特に、不正請求は利用者の尊厳を損ない不利益を生じさせ、納税者、被保険者への信頼を無

くすことに留まらず、介護の現場に従事する職員の自負心や誇りを深く傷つけるものであると

感じております。 

当市といたしましては、今月 30日に予定しております介護事業者への集団指導におきまして、

再発防止に向けて指導をしてまいりますが、特に重点的な指導も必要と考えているところでご

ざいます。 

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
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たいと思います。御質問、御意見等はございませんか。 

Ｃ委員：処分の理由が明らかな不正行為ということで非常に残念に思っているところではあった

のですが、一体的に住宅型有料老人ホームも運営している中で、有料老人ホームに対して、幇

助的な部分での不正というのは全くなかったということでよろしいでしょうか。 

事務局：有料老人ホームについては処分する規定が別になりまして、今回の件につきましては、

有料老人ホームについての処分はないということになります。 

Ｃ委員：ありがとうございます。ほかに、もう１点ですが、社会福祉法人では定期的に監査や実

地指導をいただいておりますが、株式会社等に対して市側の監査や実地指導は、これまで、ど

れ位の頻度で行ってきたのでしょうか。 

事務局： 社会福祉法人など法人の種別にかかわらず、介護保険事業所につきましては、指定有効

期間である６年に１度を目安に実地指導を行っております。 

Ｃ委員： 分かりました。ありがとうございました。 

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、(2)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、11 月 29 日、金曜日、午後１時 30分から、別館２階会

議室Ｃを予定しております。当日は、第８期介護保険事業計画作成に向けた各種調査等につき

まして、御報告できればと考えております。 

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。 

司会：これをもちまして、第２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。 


