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令和元年度 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 令和２年２月 20日（木）午後１時 30分 

場所 八戸市庁 別館８階 研修室 

 

○出席者（15名） 

坂本専門分科会長、小倉副専門分科会長、小柳委員、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、古戸委員、慶長委員、 

高橋委員 

○欠席委員（２名） 

深川委員、荒川委員 

○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〕中居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、 

伊藤主幹、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 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、今年度、第７期計画の２つの地域密着型サービスを公募しておりましたが、

１月 31 日の選考会を経て特別養護老人ホームの事業者が選定となったようですので、事務局か

ら説明があります。 

２つ目には、令和元年度の介護保険給付費等の状況についての報告があり、そのほか、第８

期計画策定のための調査についても説明がありますので、委員の皆様には御審議のほどよろし

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。(1)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
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ス整備状況について、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の整備状

況について御説明いたします。 

始めに１の令和元年度募集分の選考結果でございますが、こちらは昨年度の公募において募

集数を満たさなかった「定期巡回・随時対応型訪問介護看護（夜間対応型訪問介護併設）１事

業所」と「地域密着型介護老人福祉施設（短期入所生活介護 10 床併設）１施設」を、今年度、

再度公募したもので、地域密着型介護老人福祉施設には社会福祉法人吉幸会の１法人から応募

がありました。 

令和２年１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た結果、募集要項

の最低基準を超えた評価点数となりましたので、開設事業者として選定いたしました。 

開設予定地は、八戸市小中野五丁目で、選定結果は当市のホームページに掲載してございま

す。 

次に、２の第７期計画における地域密着型サービスの整備状況でございますが、表は左から

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、事業開始予定日、公募時

期を表しております。 

まず、昨年度公募いたしましたサービス種類の１つ目の看護小規模多機能型居宅介護は、八

戸医療生活協同組合が令和２年２月１日から、社会福祉法人信和会が令和元年６月１日からそ

れぞれサービスを開始しております。 

サービス種類の２つ目の認知症対応型共同生活介護、いわゆる、グループホームの９床は、

有限会社ケア・ユニークが令和元年 12月 23 日からサービスを開始しております。 

上から４つ目の 18床は、医療法人メディカルフロンティアが令和２年７月の開設、サービス

種類の３つ目で上から５つ目の地域密着型介護老人福祉施設は、社会福祉法人吉幸会が令和２

年５月の開設をそれぞれ予定し、現在、整備中でございます。 

次に、上から６つ目の地域密着型介護老人福祉施設と７つ目の定期巡回・随時対応型訪問介

護看護は、先ほど御説明いたしました昨年度の公募において募集数を満たさなかったサービス

ですが、今年度の公募で社会福祉法人吉幸会を地域密着型介護老人福祉施設の開設事業者に選

定し、令和３年４月の開設を予定しております。 

一番下の８つ目、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。 

裏面の２ページを御覧ください。３は第７期計画で予定していた定期巡回・随時対応型訪問

介護看護１事業所の今後の整備でございます。 

平成 30 年度及び令和元年度ともに応募がなかったことと、平成 30 年度応募がなかったこと

により実施したアンケート調査の結果、介護人材の確保が困難であるという意見が多く挙げら

れていたことを踏まえまして、第７期の期間内では当該サービスの公募は行わないこととしま

すが、兼務可能な職種や人員基準、介護報酬などの概要について、事業者への周知に努め、開

設を希望する法人があった場合は、随時、選考することといたします。 



- 3 - 

最後に、４の第８期介護保険事業計画における介護サービスの整備でございますが、第７期

計画での整備状況、事業者の意向、前回の専門分科会及び資料３で御説明いたします各種調査

結果を勘案し、来年度、サービス種類や整備数の方針を決定したいと考えております。 

以上で、資料１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の整備状況につ

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：事務局の説明のとおり進めていくことでよろしいですか。 

委員：はい。 

議長：事務局の説明のとおりということで、(1)については了承したものとして取り計らいます。 

次に、(2)の令和元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、資料２の令和元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。 

資料は、１ページ目に第１号被保険者数や認定率、２ページ目に介護保険サービスの利用状

況、３ページ目に介護保険事業の費用を、それぞれ第７期の計画値と令和元年度の実績値又は

実績見込みを比較したもので、計画値と比較した差異の欄は、実績が上回っている場合に△の

マイナス、その右側の対計画比の欄は 100％を超えて表しております。 

１ページを御覧ください。上段から第１号被保険者数、要介護・要支援認定者数、認定率を

表にしたもので、左から平成 30 年度、令和元年度、令和２年度の順に、それぞれ計画値、各年

９月末の実績値、計画との差異、対計画比、令和元年度の欄には差異について考えられる要因

を記載しております。 

まず、(1)の第１号被保険者数でございますが、令和元年度は全体の計画値 68,901 人に対し

て、９月末での実績が 68,649 人、対計画比では 99.6％となっております。 

第１号被保険者の内訳では、74 歳以下の前期高齢者は計画値 34,772 人、実績値 34,701 人、

対計画比 99.8％、75 歳以上の後期高齢者では計画値 34,129 人、実績値 33,948 人、対計画比

99.5％と概ね計画どおりですが、後期高齢者を年齢区分別にみると、84 歳以下で対計画比

101.9％と計画を上回っているのに対して、85 歳以上では対計画比 94.2％と下回り、被保険者

が少なく推移していることが分かります。 

次に、(2)の要介護・要支援認定者数でございますが、表の上段は第２号被保険者を含む認定

者全体で計画値 11,845 人に対して、実績値 11,112 人、対計画比は 93.8％、表の下段は第１号

被保険者のみの認定者数で計画値 11,576 人、実績値 10,809 人、対計画比 93.4％と、それぞれ

計画より少ない認定状況となっております。 

これは、認定率が上昇する 85歳以上の被保険者数が、計画を下回っていることが要因として

考えられます。 

要介護度別に認定者数を比較しますと、要介護１から５では計画を下回っているのに対して、

要支援１と２では計画を超える又は同程度の認定者数となっております。 
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これは、12の高齢者支援センターが一人暮らし等の高齢者宅を訪問し、心身の状況や生活の

実態を確認した上で、適切なサービスの利用を支援する介護予防実態把握の取組により、重度

化する前の要支援者の段階で適切なサービス利用につなげている効果と考えられます。 

また、介護保険サービスの利用による重度化防止の観点からみた場合、平成 30年度以降と平

成 28年度からの２年間の２つの期間内で、認定を継続した方のうち前回から状態が悪化した割

合は、平成 28 年度からの２年間の 33.9％に比べ、現在は 32.0％と 1.9 ポイント減少しており

ます。 

このように複数の要因から、認定者数が計画を下回ったものと考えられます。 

(3)は第１号被保険者の認定率でございますが、認定者数と同様に計画を下回っております。 

２ページを御覧ください。こちらは令和元年度のサービスの利用状況でございますが、表は

左からサービス種類及び区分、サービス受給率、受給者の年間延べ人数、１人１月当たりの利

用回数又は利用日数の順に、それぞれ計画値、今年度の実績見込み、計画との差異、対計画比

と差異について考えられる要因を記載しております。 

実績見込みは表の下のとおり、サービス受給率は１か月当たりの受給者数を第１号被保険者

数で除して算出し、受給者の年間延べ人数は平成 30 年度の実績値に平成 30 年度から令和元年

度の伸び率を乗じて算出しております。 

なお、サービス受給率は、受給者の年間延べ人数に大きく影響を受けるため、本日は受給者

数により御説明いたします。 

受給者数を対計画比でみると、要介護・要支援認定者数が計画を下回っていることに伴い、

ほとんどのサービスで計画を下回っております。 

サービス区分別にみると、居住系サービスでは(1)居宅サービスの一番下の特定施設入居者生

活介護は 99.0％、(2)地域密着型サービスの上から５つ目の認知症対応型共同生活介護は

92.0％、６つ目の地域密着型特定施設入居者生活介護は 101.0％、７つ目で施設サービス区分

の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は 91.8％、(3)施設サービスの１つ目の介護老

人福祉施設は 105.7％、２つ目の介護老人保健施設は 102.5％、４つ目の介護療養型医療施設で

は 90.8％と、対計画比 90％から 110％の範囲内での利用が見込まれます。 

なお、(3)施設サービスの３つ目の介護医療院は、平成 30 年度から新たに創設されたサービ

スで、当市では平成 31年４月１日に１か所が開設しサービスを提供しております。 

在宅サービス区分の受給者数をみると、(1)居宅サービスの１つ目の訪問介護が対計画比で

86.4％、次の訪問入浴介護では 79.3％と全体的に大きく下回っておりますが、前年度の受給者

数と比較した対前年比では 90％から 110％であり、受給者数に大きな増減はございません。 

表中段の(2)地域密着型サービスをみると、上から５つ目の認知症対応型共同生活介護と８つ

目の看護小規模多機能型居宅介護は、サービス開始時期により下回ったものでございます。 

１つ目の定期巡回・随時対応型訪問介護看護と次の夜間対応型訪問介護につきましては、第

７期の計画で当該サービスの開設事業者が未定であることと、全国平均を基に計画値を算出し

たことにより、それぞれ大幅に下回っております。 



- 5 - 

次に、右側の１人１月当たり利用回数・日数の欄を御覧ください。こちらは、左側が要支援

１と２の予防サービス、右側が要介護１から５の介護サービスをそれぞれ比較しております。 

要因の欄の下に補足してありますとおり、(1)居宅サービスの上から１つ目の訪問介護、３つ

目の訪問看護は、利用回数が年々増加傾向にありましたが平成 29年度以降はほぼ横ばいとなり、

代わりに６つ目の通所介護、(2)地域密着型サービスの認知症対応型通所介護と地域密着型通所

介護の通所系サービスの利用が増加しております。 

このことから、計画策定時からのサービス内容の変化が重度化防止の一因として考えられま

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でございます。左からサー

ビス種類、平成 30 年度、令和元年度、第７期３年間の合計の順に、それぞれ計画値、実績又は

実績見込み、計画との差異、対計画比、令和元年度の欄には差異との要因を記載しております。 

令和元年度の費用でございますが、上から１つ目の介護給付費Ａは計画値 217 億 8,748 万 1

千円に対し、実績見込み 197 億 8,529 万 5 千円、計画との差額が 20 億 218 万 6 千円で対計画比

は 90.8％となる見込みです。 

下から４つ目の地域支援事業費Ｇは、計画値 8 億 4,764 万 5 千円、実績見込みが 8 億 1,123

万 2 千円、差額は 3,641 万 3 千円で対計画比 95.7％、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Ｈでは、計画値 226 億 3,512 万 6 千円、実績見込み 205 億 9,652 万 7 千円、差

額は 20 億 3,859 万 9 千円、対計画比は 91.0％となる見込みでございます。 

介護給付費が大幅に下回った要因としましては、要介護・要支援認定者数及びサービス受給

者数が計画を下回ったことが挙げられます。 

また、上から４つ目の訪問介護は差額が 9億 6,820 万 6千円、対計画比 75.7％、６つ目の訪

問看護では差額 2億 7,437 万 8千円、対計画比 70.1％と、計画を大きく下回っており、これは、

１か月当たりの利用回数が減少したほかに、平成 30 年度の介護報酬改定による事業所と同一建

物等の利用者にサービス提供をした場合の減算の影響などを受け、受給者１人当たりの給付費

が低くなっていることが要因と考えられます。 

地域密着型サービスにつきましては、第７期計画での整備状況により計画を下回っているサ

ービスがあり、施設サービスの介護医療院は、平成 30年度から新たに創設されたサービスのた

め、当市では給付費を見込んでいなかったことによる増額でございます。 

右側の第７期の進捗率でございますが、介護給付費が 59.6％、地域支援事業費が 62.9％、合

計した総費用では 59.7％となる見込みでございます。 

以上で、資料２の令和元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。 

Ａ委員：質問、要望ではなく、２ページの認知症対応型通所介護の利用状況についてです。 

第７期計画策定時には、定員に対しての稼働率が 50％から 60％と大変低い状況でしたが、現

在は事務局の説明にもありましたが、重度化予防や適切な認知症介護ということで認知症対応
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型通所介護がすごく選ばれてきているという実感があります。 

稼働率にしても 80％台後半から 90％を超え、現場のケアマネジャーや利用者家族にサービス

の内容が浸透されてきている状況で、資料２の給付実績からの現状をお話しさせていただきま

した。 

議長：ありがとうございます。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)の状況報告を終わります。 

次に、(3)の第８期介護保険事業計画策定のための追加調査について、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追加調査について御説明いた

します。 

既に実施済みの「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」と「在宅介護実態調査」に加え、現

在、市内事業所向けに２つの調査を実施中です。 

１つ目の「在宅生活改善調査」は、介護保険サービスを利用している方のうち居宅での生活

が難しくなっている方の実態を把握し、在宅生活の継続のために必要なサービスの在り方等を

検討する調査となっております。 

また、この調査では、特別養護老人ホーム等の施設サービス、グループホーム等の居住系サ

ービスを必要としている人数を把握するものとなっております。 

調査対象は、居宅介護支援事業所、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介

護となっております。 

２つ目の「介護人材実態調査」は、事業所における介護職員の採用、離職状況のほか、介護

職員の実態を把握することにより、介護人材の確保に向けて必要な取組を検討するための調査

となっております。前回の専門分科会での要望もあり、また、当市としても喫緊の課題と考え

ている介護人材の不足について実態を把握するものであり、介護保険サービスを提供している

事業所以外に、住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅に対しても行っておりま

す。 

設問内容は、介護職員数、採用者数と離職者数、保有資格や雇用形態等を把握するものとな

っております。 

この調査により、例えば、介護職員の平均年齢が高い介護サービスに対して、職員確保に向

けた取組を重点的にサポートする等といったように、今後の施策につなげていきたいと考えて

おります。 

また、訪問介護事業所に対しては、訪問介護員ごとのサービス提供時間を調査しており、身

体介護、「買い物」や「調理・配膳」などの生活援助の実態を把握し、より効率的なサービス提

供のあり方を検討していく材料としたいと考えております。 

いずれの調査もホームページに設問を掲載し、電子メールでの回答をお願いしております。 

実施期間は２月 28日、金曜日までで、調査結果については、来年度の専門分科会で御報告す
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る予定としております。 

以上で、資料３の第８期介護保険事業計画策定のための追加調査について説明を終わります。 

議長：ただいま、第８期計画の調査について事務局から説明がありました。令和２年度の１年か

けて第８期計画を検討することになりますが、ただいまの説明を受けて、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。 

Ｂ委員：調査の実施は大切なことでいろいろな資料になるだろうと思いますが、実際に各施設で

は、就職を希望する方が少ないこと、採用した職員を維持していくことの難しさというのが課

題で、特に、東日本大震災の後、青森県内でも介護職員を探せない状況となっている。 

そのような中で、(2)の介護人材実態調査という部分は、全国的なレベルの基準で判断するの

ではなく、八戸市の基準を作るべきではないかと思っています。 

昨年の働き方改革以降、年休５日間の取得など 24時間運営の施設では、特にその辺りの対応

策が難しいのではないかという気がしています。実際の介護職員の確保という部分を、国の掲

げている標準的な対応策ばかりではなく、八戸市特有の対応というのを検討していただけない

ものかと思っています。 

それにあわせて、介護職員には介護報酬で処遇改善加算がありますが、看護職員やケアマネ

ジャーなどには加算がありません。職種により加算の有無があるのはどうなのかという気がす

るので、八戸市はこうするというような発想があっても良いのではないかと思っていますので、

どうぞよろしくお願いします。 

議長：ただいまのは予算に関わる内容でもあり、事務局としてもこの場で回答できないかと思い

ますので、要望ということでよろしいでしょうか。 

Ｂ委員：はい。要望ということになります。 

議長：ほかに、御質問、御意見等ございませんか。 

Ｃ委員：介護人材のことになりますが、以前、資格のない方を育成する事業を実施していたと思

います。講習等により知識を修得させるものだったかと思いますが、その成果、結果はどうな

っていますか。 

事務局：ケアワークパスポート事業は、現在、県の委託事業として実施しておりまして、今年度、

八戸会場では２回の実施を終了しております。実績についてはまだ把握しておりませんので、

分かりましたらお知らせしたいと思います。 

Ｃ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：それでは、御質問等ないようですので、委員の皆様からの御意見、御要望等は、来年度の

第８期計画策定作業で踏まえながら進めていくということでよろしいでしょうか。 

委員：はい。 

議長：それでは、(3)について了承したものとして終わります。 

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
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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、一言御挨拶を申し上げます。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や

進捗状況など、熱心に御審議をいただき、ありがとうございました。 

来年度は、第８期計画の策定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、今後とも当市の高齢者福祉行政について、

御指導、御協力を賜りますようお願い申し上げ、お礼の御挨拶とさせていただきます。 

司会：これをもちまして、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。 


