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令和元年度 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 令和元年 11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、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、慶長委員、高橋委員 

○欠席委員（３名） 

小倉副専門分科会長、高渕委員、古戸委員 

○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 

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〕松浦副参事、石木田主幹、髙村主査、中坂主査兼介護支援専門員、蛯名主事兼

社会福祉士 

〔介護保険課〕夏坂介護保険課長、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、令和元年度第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 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を申し上げます。 

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、第７期計画の中間期における令和元年度の各施策の進捗状況及び介護給付適

正化計画の実施状況の報告と、令和３年度からの第８期計画策定のための調査に関して、国か

ら内容が示されましたので、事務局から説明があります。 

大きく分けて２つの案件となりますが、委員の皆様には、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。(1)と(2)は、第７期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をお願いします。 

事務局：それでは、議事(1)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。 

お手元の資料１を御覧ください。こちらは、第７期八戸市高齢者福祉計画に掲げる４つの施

策について、それぞれ設定している目標指標の進捗状況を数値等で表したものでございます。 
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表の右上を御覧いただきたいのですが、実施状況が良好である場合は◎、概ね良好である場

合は○、実施状況が遅れている場合は△、未実施の場合は×としておりますが、原則として進

捗率が 100％を◎、50％以上で○、50％未満が△として記載しております。 

表の見方でございますが、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

地域包括ケアシステムの構築・深化」のうち、１番上の「地域包括支援センターの体制強化」

につきましては、目標とする指標の１番上に「委託型地域包括支援センター設置数」を設定し

ております。2019 年度の目標値 12 か所に対しまして、本年９月 30 日現在で 12 か所であるこ

とから、実施状況を◎としております。また、表の右端には、計画最終年度であります 2020 年

度の目標値を記載しております。 

上から５つ目の「包括的支援事業研修会開催回数」、その下の「包括的支援事業研修会出席者

数」が実施状況△となっておりますが、こちらにつきましては備考欄にありますとおり、10月

24 日に２回目の研修会を開催してございます。また、11 月 22 日にも３回目の開催を予定して

おりますので、今年度の目標値に達する見込みでございます。 

次に、左端の施策の上から２つ目「在宅医療・介護連携の推進」につきましては、目標指標

の２つ目から５つ目の多職種連携意見交換会及び多職種連携研修会の開催回数と出席者数の実

施状況が×となっておりますが、備考欄にありますとおり、いずれも今年度中の開催を予定し

てございます。 

次に、「認知症施策の推進」につきましては、上から４つ目の「認知症フォーラム参加者数」

が実施状況×となっておりますが、11 月 10 日に認知症フォーラムを開催いたしまして、219人

の方に御参加いただきました。 

その下の「認知症初期集中支援チーム対応件数」は、目標値を 13件としておりましたが、今

日現在、実績は５件となっておりますので、実施状況は△としてございます。これに関しまし

ては、認知症に関する相談件数は増加していますが、相談を受けた高齢者支援センターが、早

期に医療や介護サービス等につなげることができているため、認知症に対する困難ケースとし

て、初期集中支援チームの対応件数が少ないという状況でございます。 

２ページ目にお進みいただき、「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、いずれの項目も順調に進捗してございます。 

次に、「地域ケア会議の推進」につきましては、２つ目の「地域ケア個別会議検討ケース数」

が実施状況△となっておりますが、これは、会議自体は予定どおり開催しておりますが、ケー

スの内容が複雑化・困難化しているため、会議における１件当たりの協議時間が長くなり、検

討ケースの数が少なくなったものでございます。 

その下の「圏域ケア推進会議開催回数」及び「地域ケア推進会議開催回数」につきましては、

それぞれ実施状況が△と×となっておりますが、備考欄にありますとおり、いずれも今年度末

までの開催を予定してございます。 

次に、「高齢者の居住安定に係る施策との連携」につきましては、１番下の「指導監査・立入

検査実施件数」の実施状況が△となっておりますが、今年度末までには目標件数の指導監査及
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び立入検査を実施する予定でございます。 

３ページ目を御覧ください。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」でございますが、「介護人材の確保と資質の向上」につきましては、介護人材の

すそ野の拡大を目的として、平成 30 年度に介護型全世代ライフプラン形成事業を実施しました

が、今年度は、その実施状況を精査し、新たな事業内容を検討中であるため実施状況が×とな

っております。 

次に、「介護保険制度の適正な運営」の１つ目「介護給付適正化事業の推進」につきましては、

別紙資料２により、後ほど御説明いたします。 

その下の「介護事業者への指導・監督の強化」につきましては、介護サービス事業所の指定

有効期間である６年の間に１度以上、年間で約 133 事業所以上の実地指導を計画しており、９

月末現在で 71事業所、10 月末現在では 92事業所を実施してございます。 

次に、「適正な介護サービス提供体制の整備」につきましては、御覧のとおり地域密着型サー

ビスを整備見込みであり、このうち「地域密着型介護老人福祉施設」１施設と、「定期巡回・随

時対応型訪問介護看護」１事業所は、昨年度の公募で応募がなかったため、今年度、本日を期

限として再公募しておりまして、「地域密着型介護老人福祉施設」には１法人から応募があり、

「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」への応募はない状況でございます。 

４ページ目にお進みください。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、１番上の「健康づくりの推進」につきましては、４

つ目「老人いこいの家等利用者数」の実施状況が△となっておりますが、これは、馬淵荘の入

浴設備に故障があったため、今年度７月中旬まで入浴できなかったことが大きな要因でござい

ます。 

次に、「自立支援・介護予防の推進」につきましては、「介護予防教室」の関連項目が実施状

況△となっておりますが、今年度は 290 回程度の開催を予定しているため、目標値を下回る見

込みでございます。また、介護予防教室への参加者数は、下半期で 3,200 人を見込んでいるた

め、目標値に近い人数の参加が見込まれるところでございます。これらの数値でございますが、

介護予防教室実施回数の 290 回は年間、介護予防教室参加者数の 3,200 人は下半期でございま

して、表記を統一しておらず失礼いたしました。 

その下の「総合事業の多様なサービスの提供」につきましては、今年度、新たに訪問型サー

ビスＡを創設いたました。これは、資格のある方が訪問する従来の介護予防訪問介護相当サー

ビスより人員基準等を緩和したサービスでございまして、八戸市シルバー人材センターに委託

してございます。資格のない方が一定の研修を受け訪問型のサービスを提供するため、介護予

防訪問介護相当サービスよりも低料金でサービスを提供できるため、利用者がどちらのサービ

スを利用するか選択できるようになりました。 

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、いずれの項目も順調に進

捗してございます。 

５ページ目にお進みください。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
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ための安全・安心な暮らしの確保」でございますが、１番上の「地域見守り体制の充実」につ

きましては、いずれの項目も順調に進捗してございます。 

次に、「成年後見制度の利用促進」の１つ目「市民後見人登録者数」でございますが、今年度、

八戸圏域連携中枢都市圏における合同研修会を開催し、当市からは８人の申込みがあり、既存

の登録者数 12人と合わせまして 20人となりますが、目標値の 40人よりは下回っている状況で

ございます。 

３つ目の「市民後見推進協議会開催回数」につきましては、実施状況が△となっております

が、備考欄にありますとおり、11月に２回の実施を予定してございます。 

７つ目の「市長申立て件数」につきまして、実施状況が△となっておりますが、これにつき

ましては、今日現在で５件の申立てをしており、そのほかに７件調査中のものがございます。

加えて、毎月平均しますと１、２件の相談がありますので、今年度、残り４か月半で、４件か

ら８件程度の申立てが見込まれ、年間を通じて目標値に近い件数となることが見込まれます。 

次に、「虐待防止の強化」でございますが、いずれも実施状況は×となっておりますが、備考

欄にありますとおり、「高齢者虐待防止研修会」につきましては、令和２年１月 17 日の開催を

予定しておりまして、「高齢者・障がい者虐待対策ケース会議」につきましても、令和２年２月

の開催を予定してございます。 

最後に、「在宅生活支援の充実」につきましては、いずれの項目も順調に進捗してございます。 

以上で、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、八戸市介護給付適正化計画の実施状況につきまして御説明いたします。 

資料２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、①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

の件数は令和元年９月末現在で 4,481 件となってございます。 

「認定調査員等の研修会の開催」につきましては、比較的調査の経験が浅い方を対象として

７月 24 日に開催し、77 名の参加のもと「模擬審査会と伝わる特記事項の書き方」について研

修を実施してございます。 

「認定調査員向けｅ－ラーニングシステム」につきましては、昨年度末現在で 134 名の方が

登録しておりましたが、集団指導の際、受講を推奨したところ、９月末までに新たに 13名の方

が登録し、現在の登録者数は 147 名となっております。なお、ｅ－ラーニングシステムにつき

ましては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、年度内に受講勧

奨を行う予定でございます。 

次に、②ケアプランの点検につきましては、今年度、自立支援の視点を中心にサービス利用

の根拠について確認・指導という観点で臨み、目標である年度内 50件の実施に対し、９月末現

在までに目標を達成済みであり、今後も、相談支援に疑義が生じた場合など、随時、点検を行

う予定でございます。 

次に、③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、９月末現在８件、10月末現在で 11 件の実施となっており、今後、集中
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的に実施することで、目標を達成する予定としてございます。また、「施工業者の登録制度導入」

につきましては第７期計画中の目標となりますが、昨年度、実施できなかった中核市への照会

を行う予定でございます。 

「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、９月末現在５件を実施し、順調に進捗している状況でございます。 

次に、④縦覧点検・医療情報の突合につきましては、引き続き国保連合会に委託し、結果に

基づく分析、更なる点検に努めているところであり、不適正・返還事例については集団指導等

で周知し、同様の誤りが少なくなるよう進めているところでございます。 

次に、⑤給付費通知につきましては、第７期計画から対象者や発送回数等の見直しをしたと

ころであり、今年度も昨年度と同様に２月頃、対象者へ通知する予定でございます。 

続きまして、主要５事業以外の取組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、今年度は通所系サービスについて重点的に点検することとしておりま

す。主治医意見書で認知症高齢者の日常生活自立度がⅡ以下の状態の者に対して、認知症加算

が算定されていないか確認したところ 46 件の返還が行われました。返還に至った原因・事例を

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ているところでございます。 

次に、②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全件を確認しており、９月

末現在で２件の過誤につながったところでございます。 

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達成に向け順調に進展し

ている状況となってございます。 

以上で、八戸市介護給付適正化計画の実施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。 

Ａ委員：資料１の２ページ目の地域ケア会議に関してですが、実施状況は良好というところで報

告いただいているのですが、日常生活圏域の中で偏りがあってはいけないと思うのですけれど

も、圏域ごとの実施状況やどのような職種の方が会議に参加しているか、職種の偏りなどの情

報はないでしょうか。 

事務局：地域ケア会議は地域ケア個別会議と圏域ケア推進会議とございまして、12 圏域の高齢者

支援センターに対しまして地域ケア個別会議は年６回、圏域ケア推進会議は年２回の実施を依

頼しております。 

参加している職種につきましては、高齢者支援センター職員のほか、高齢者や地域を支える

町内会長や民生委員などのいろいろな職種の方々が参加しておりまして、高齢者に対する支援

や地域における共通課題の解決策などを検討している状況となっております。 

Ａ委員：医療系の専門職の方は参加されていないのですか。 

事務局：医療系の専門職の方につきましても、全てということではなく圏域ごとに異なりますが、

保健師や作業療法士が参加しております。 

Ａ委員：分かりました。 
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議長：ほかに、御質問、御意見等ございませんか。 

Ｂ委員：資料１の２ページ目の「高齢者の居住安定に係る施策との連携」で、養護老人ホームの

定員を 60 人から 50 人に変更していますのでその理由と、４ページ目の「生きがいづくりの推

進・社会参加の促進」で、特別乗車証交付枚数が 15,000 枚となっていますので 15,000 人が利

用するのかなと思いますが、確かこの交付対象者は 70歳以上の方だと思いますけれども、この

資料を見たときに 15,000 枚は少ないなと思ったものですから、この枚数を想定した理由や対象

となる方の人数や交付割合などを教えてください。 

事務局：養護老人ホームの定員変更につきましては、当初は 60 人定員で運営し一時期は待機者も

おりましたが、ここ数年は有料老人ホームの設置が進みそちらを利用する方が増えたこともあ

り、養護老人ホームの入所者は減って 40 人台で推移していました。そういったことを踏まえ、

入所者が 50 人を超えないことや定員を減員した方が運営に関する単価が高くなることなどを

検討しまして、定員を 50人に変更いたしました。 

バスの特別乗車証の交付は 70歳以上の方が対象となりまして、ここ数年の交付枚数は、横ば

い状態の 14,900 枚程度で推移しています。70 歳以上の方の人口につきましては、手元に資料

がないため、後ほどお知らせいたします。 

Ｂ委員：施設の運営に関しては、利用者の介護度ではなく、定員が少ないと単価が高くなるので

すか。 

事務局：はい。利用者側ではなく、施設の運営に関しましては、定員数に応じた単価となるため

少ない方が高くなります。 

Ｂ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。 

委員：なし 

議長：御質問等ないようですので、(1)と(2)について報告を了承したものとして取り計らいます。 

次に、(3)の第８期介護保険事業計画策定のための調査等について、事務局から説明願います。 

事務局：それでは、資料３の第８期介護保険事業計画策定のための調査等について御説明いたし

ます。 

１ページは、第８期介護保険事業計画に向けて、厚生労働省に設置されている社会保障審議

会介護保険部会において議論されている会議資料を抜粋したものでございますが、介護保険制

度は原則３年を１期とするサイクルで財政収支を見通し、介護保険事業の運営を行っています。 

そのため、この間に保険料の大きな増減が生じると、市町村の事業運営に大きな混乱が生じ

ることから、次期制度改正は、令和３年度から始まる第８期介護保険事業計画に反映させてい

くことを念頭に議論されています。 

前回、第７期における制度改正では、高齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止、地域共

生社会の実現を図るとともに、制度の持続可能性を確保することに配慮し、サービスを必要と

する方に必要なサービスが提供されるよう、(1)地域包括ケアシステムの深化・推進、(2)介護

保険制度の持続可能性の確保、に取り組みました。 
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次期制度改正に向けては、引き続き、高齢化の進展に対応し、地域包括ケアシステムの深化・

推進に取り組みつつ、2025年以降の現役世代人口の急減という新たな重要課題に対応するため、 

・現役世代の人口が急減する中での社会の活力維持向上 

・労働力の制約が強まる中での医療・介護サービスの確保 

を図っていく必要があるとしています。 

平成 31 年２月以降、社会保障審議会介護保険部会においては、地域包括支援センターの今後

の役割や総合事業の取組など地域支援事業等の更なる推進による、①介護予防・健康づくりの

推進（健康寿命の延伸）、②保険者機能の強化（地域保険としての地域の繋がり機能・マネジメ

ント機能の強化）、介護サービス基盤整備や地域の高齢者を支えるサービス整備などの③地域包

括ケアシステムの推進（多様なニーズに対応した介護の提供・整備）、認知症施策推進大綱等を

踏まえた④認知症「共生」・「予防」の推進、介護人材の確保・定着促進の方策、生産性向上の

取組の推進方策、介護現場革新の取組の横展開の方策など⑤持続可能な制度の再構築・介護現

場の革新、を検討テーマに議論が進められており、今後は、各検討テーマについて介護保険事

業計画との関係も踏まえながら、年末に向けて更に検討が進められる予定でございます。 

次に、２の第８期計画の取組の方向性でございますが、第６期及び第７期計画においては、

団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年を展望して、中長期的な視点に立った施策の展開を図っ

てきました。 

今後は、高齢化の進展に加え、単身世帯や高齢者のみ世帯の増加など世帯構造の変化が並行

して進み、団塊ジュニア世代が 65 歳以上となり高齢者人口がピークを迎える 2040 年を展望し

て取組を進めることが必要としております。 

２ページをお開きください。ここからは、第８期計画策定に向けて実施する調査の説明でご

ざいます。介護保険法第 117 条第５項において市町村は、日常生活圏域ごとにおける被保険者

の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握した上で、これらの事情を勘

案して、市町村介護保険事業計画を作成するよう努めることとされています。 

第７期計画策定時には、地域の事情を把握する手法として、厚生労働省から(1)要支援認定者、

介護予防・日常生活支援総合事業対象者などの要介護認定を受けていない高齢者の地域課題を

把握するための「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」、(2)介護離職を防止する観点から、「高

齢者の適切な在宅生活の継続」と「家族等介護者の就労継続」の実現に向けた介護サービスの

在り方を検討することを目的とした「在宅介護実態調査」が示され、当市においてもこれら２

つの調査を実施しました。 

第８期計画の策定においても、引き続き２つの調査を実施するとともに、介護サービスの整

備に関する調査や厚生労働省で運営している地域包括ケア「見える化」システムを活用した地

域分析を基礎資料として活用いたします。 

次に、４の調査の概要でございますが、表は厚生労働省から示された２つの調査をまとめた

もので、上段から名称、目的、対象者、３ページに進みまして調査の方法、項目数及び設問内

容、集計・分析方法、標本数、実施期間の順に記載しております。 
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２ページに戻りまして、まず、介護予防・日常生活圏域ニーズ調査ですが、要支援認定者、

総合事業対象者などの要介護認定を受けていない高齢者を対象に、日常生活圏域ごとに、要介

護状態になる前の高齢者のリスクや社会参加状況を把握することで、地域診断に活用し、地域

の抱える課題を特定することなどを目的に、令和２年１月の実施を予定しております。 

設問の内容は、からだを動かすこと、食べること、毎日の生活、地域での活動、たすけあい、

健康などに関する項目で、回答結果を地域包括ケア「見える化」システムに登録するため、厚

生労働省から示された必須項目 39問、オプション項目 27 問のほか、当市の独自項目を 10問程

度追加する予定でございます。 

集計・分析作業は、前回の平成 28 年度において全国 41 市町村での調査実績がある一般社団

法人日本老年学的評価研究機構に業務委託して実施するほか、地域包括ケア「見える化」シス

テムを活用し全国との比較を行います。 

調査の標本数については、地域の実情をより正確に把握するために、高齢者全員に対して調

査を実施することが望ましいところですが、調査にかかる作業量や費用等を考慮し 5,000 件程

度の標本調査といたします。 

次に、表右側の在宅介護実態調査でございますが、当該調査は第７期計画策定時から導入さ

れた調査で、それまでの「地域包括ケアシステムの構築」という観点に加え、「高齢者等の適切

な在宅生活の継続」と「家族等介護者の就労継続」の実現に向けた介護サービスの在り方を検

討することを目的とします。 

対象者は、在宅で生活をしている要支援・要介護認定を受けている方のうち、更新申請又は

区分変更申請に伴う認定調査を受けられる方で、認定調査員による聞き取りにより調査を実施

いたします。 

設問は、施設等への入所・入居の希望等を回答いただくＡ票 14問と、主な介護者の勤務状況

等を回答いただくＢ票５問で、集計・分析作業は当市で行います。 

標本数は、人口 10 万人以上の自治体では 600 件程度の確保を推奨していることから、600 件

以上とし、令和元年 10月から既に調査を実施しており、来年１月末までを予定しております。 

以上で資料３の第８期介護保険事業計画策定のための調査等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。 

Ｃ委員：高齢者の方々のニーズ調査については理解しましたけれども、ニーズがあってもサービ

スを提供する側の介護人材の面について、市で現状を把握するための調査等があるのかお聞き

します。 

第７期計画の施設整備においても、法人が応募できない事情については、以前もこちらの専

門分科会でアンケートの回答結果の説明がありましたが、やはり、人材の確保については年々

厳しい状況であると思っております。 

１期ごとに事業所数や定員数が増えますが、事業所側でも人材の確保ができなければ、利用

者の受入制限をしなければならないと思っております。 
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今現在、居宅介護支援事業所のケアマネジャーが他の事業所にサービスをお願いしても、空

いてはいるが職員が不足しているため受入れできないという状況もあると聞いています。 

その辺りの状況を把握するために調査を実施したことがあるのか、また、今後実施する予定

はあるのかお聞かせいただきたいと思います。 

事務局：現在、事業所において介護人材が不足しているというお話は伺いしていたりはしますが、

全体でどの程度不足しているかを把握するための調査は実施しておりません。 

これからの人材確保については、すぐに効果が出るというものではありませんが、これから

就労する中学生や高校生の世代に対して、介護職の魅力をＰＲすることを来年度に向けて検討

しております。 

また、当市ではございませんが、県の取組としましては、現在も募集中ですが、来年１月に

資格を持っていない方に生活介助などの講習会を予定しておりまして、そういう形で県の方で

人材の確保に取り組んでいるところでございます。 

Ｃ委員：独立行政法人福祉医療機構の情報になりますが、特別養護老人ホームの受入制限につい

て全国で調査をすると、実数までは覚えていませんが何パーセントかあるということで、また、

居宅介護支援事業所でケアマネジャーを１年間募集しても１人も応募がないということもあり、

サービスをうまく生かし切れていないところもあるのかもしれませんので、何らかの形で人材

不足について調査する必要があると感じておりますので、実施についての要望となります。 

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：要望事項については事務局で検討いただき、御質問等はないようですので(3)について終了

いたします。 

事務局：先ほどの資料１での御質問についてお答えさせていただきます。 

まず、バス特別乗車証の交付割合でございますが、市内の 70 歳以上の方は約 50,000 人、そ

のうち障害者の方が約 5,000 人いらっしゃいます。高齢者のバス特別乗車証ということで障害

者と分けてございまして、約 45,000 人に対して 15,000 枚ということで約３分の１、33％の交

付割合を想定しております。 

次に、養護老人ホームの単価についての補足となりますが、運営に関する措置費は生活費と

事務費に分かれており、生活費の場合ですと 60 人定員で 50,210 円、50 人定員では 52,600 円

となり、50 人定員の方が高くなってございます。事務費も同様に 50 人定員の方が高くなって

おります。現在のところ、待機者もなく入所者が 50 人を下回って推移しておりますが、今後、

50 人を超えるような状況になりましたら定員増について検討することもございまして、養護老

人ホームの不利益にならないように対処していきたいと思っております。 

最後に、地域ケア会議の医療関係者の参加でございますが、地域ケア個別会議は個人の高齢

者に対する支援ということで、こちらの会議には医療関係者も参加しております。圏域ケア推

進会議につきましては、地域の中でどのように高齢者を支えていくかということがテーマとな

りますので、町内会長、民生委員や老人クラブなど地域住民の関係者が多く参加しているのが
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現状ではございます。 

議長：委員の皆様、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、第４回介護・高齢福祉専門分科会は、令和２年２月 20 日、木曜日、午後１時 30 分か

ら、別館８階研修室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、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。 


