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第１ 包括外部監査の概要 

１ 外部監査の種類 

地方自治法（以下「自治法」という。）252 条の 37 第１項及び第４項に基づく包括

外部監査 

 

２ 選定した特定の事件（監査テーマ） 

高齢者福祉に関する事務の執行について 

 

３ 監査テーマの選定理由 

八尾市における高齢化率（総人口に占める 65歳以上の人口の割合）は，19.4％（平

成 17年），23.8％（平成 22年），27.4％（平成 27年）（いずれも国勢調査に基づく。）

と急速な高齢化が進展している。このような高齢化の進行により，特に「生産年齢人

口の減少」に伴う「税収入の減少」が見込まれる状況が想定される状況において，高

齢者福祉に関する支出その他の社会保障関係費の増大等の「財政負担」が増大し，「財

政の硬直化」がさらに進むことが懸念される。 

特に，介護保険については，平成 24年度から平成 26年度にかけて要介護・要支援

認定者が大幅に増加した。今後も，令和７年度には，平成 30年度の 1.2倍となること

が予測されている。また，平成 30年度の八尾市の一般会計の歳出が約 1,036 億円であ

った一方で，介護保険特別会計は約 248 億円の規模となり，認定者の増加により同特

別会計の規模が今後さらに拡大していくことが見込まれる。さらに，認知症高齢者の

増加も見込まれ，福祉の充実が一層要請されることが想定される。加えて，八尾市は，

平成 30 年度から中核市に移行したことにより，介護老人福祉施設の指定，認可，指

導，サービス付き高齢者住宅への検査等の権限を移譲され，これらの施設等の状況を

より把握した行政運営が求められることになった。 

八尾市は経常収支比率から示される財政の弾力性が類似団体と比べて低くなってお

り，人口一人当たりの税収が低い一方，扶助費が多額であるという問題を抱えている。

八尾市が，健全な財政を維持していくためには，歳出の伸びのペースを抑制するため

に，有効な施策を優先順位に応じて選択するなどの対応を行うことが何よりも重要で

ある。 

もとより行政が，法令，条例，規則などに従って，適法かつ公正，公平に行われる

べきであることはいうまでもないところであり，高齢者福祉施策の合規性の観点から

の監査を行うべきことは，当然のことである。 

しかしながら，合規性監査のみならず，前述したとおりの背景のもと，現在の高齢



2 

 

者施策の必要性，適切な受益者負担の在り方，公民協働の可能性，介護保険制度運営

の円滑な実施など，現在の施策を総合的な視点から点検することや事業計画の策定と

それに基づく事業運営が適切に実施されているかについて，経済性・効率性・有効性

の観点から検証を行うことが有用であると考えた。 

以上のことから，「高齢者福祉に関する事務の執行について」を監査テーマ（特定の

事件）として選定することとした。 

 

４ 監査の対象年度 

原則として，平成 30年度。 

ただし，必要に応じて平成 29 年度以前の各年度及び令和元年度についても対象と

し，又は参照した。 

 

５ 監査対象事務事業の一覧 

本監査において対象とした事務事業は，次の事務事業である。 

（単位：千円） 

 事業名 
所管 
課 

事業内容 対象者 
平成 30 年度 

決算額 
該当
章 

1 
介護保険事業計
画推進事業【特
別会計】 

高齢介

護課 

介護保険事業計画の進行管理を行う。３年間の計画とな
っており，２年目に調査を行い３年目に次期計画を策定
している。 

介護保険被

保険者 
1,660 

第

3・2 

2 
介護保険認定調
査事業【特別会

計】 

高齢介
護課 

介護保険の被保険者に対し，保険者である市町村が日常
生活上の介護の必要性を確認するとともにその程度を認

定する。 

介護保険被
保険者 

199,571 
第
3・3 

3 
介護保険賦課徴
収事業【特別会
計】 

高齢介

護課 

資格取得者（年齢到達，転入等），資格喪失者（死亡，
転出等）及び適用除外者を的確に把握し，被保険者証の
交付及び回収並びに介護保険料の賦課徴収業務を行う。 

介護保険第
1号被保険
者 

17,540 
第

3・4 

4 
介護保険給付事
業【特別会計】 

高齢介
護課 

65歳以上の第１号被保険者保険料の他，40歳から 64歳

の第２号被保険者保険料，国，大阪府，市町村負担金を
財源として，要介護者等が利用した介護サービス費の原
則９割（一定以上所得者は８割）を負担する。 

介護保険被
保険者 

22,507,254 
第
3・5 

5 

介護給付費等費

用適正化事業
【特別会計】 

高齢介
護課 

適切な介護保険事業運営を図るため，適正化事業を計画
的に実施する。 

介護保険サ
ービス提供

事業者 介
護保険被保
険者 

10,358 
第
3・6 

6 

介護保険利用者

支援事業【特別
会計】 

高齢介
護課 

利用者が適切に介護保険サービスを利用することができ
るよう環境整備（利用者支援体制）を行う。 

介護保険被

保険者及び
その家族等 

9,718 
第
3・7 

7 
介護保険事業者
支援事業【特別

会計】 

高齢介
護課 

利用者が適切に介護保険サービスを利用することができ
るようサービス提供事業者支援を行う。 

介護保険サ
ービス提供

事業者 

0 
第
3・8 

8 

介護予防・生活

支援サービス事
業【特別会計】 

高齢介
護課 

介護保険の予防給付のうち，訪問介護・通所介護につい
て，地域の実情に応じ，住民主体の取組を含めた多様な
主体による柔軟な取組により，効果的かつ効率的にサー

ビスを提供できるよう，地域支援事業として実施する。 

高齢者のう
ち要支援者
及び事業対

象者 

756,637 

第

3・
9(2) 
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 事業名 
所管 
課 

事業内容 対象者 
平成 30 年度 

決算額 
該当
章 

9 
介護予防事業
【特別会計】 

高齢介
護課 

介護予防の啓発を目的としたイベントの開催やパンフレ
ットの作成・配布を行うほか，運動・認知症予防等をテ

ーマとした教室を開催する。また河内音頭健康体操を取
り入れた介護予防活動を身近な地域で自主的に行うグル
ープを支援する。社会参加を通じた介護予防の推進を図

るため，介護支援ボランティア制度を実施する。 

65歳以上の
人 

2,928 

第
3・
9(3) 

(4) 
(8) 

10 
街かどデイハウ
ス介護予防事業

【特別会計】 

高齢介
護課 

街かどデイハウスにおいて，「大阪府街かどデイハウス
介護予防マニュアル」に基づき，３か月間を 1クール
（全 12回）とし，運動器機能向上と認知症予防の教

室，及び月１回の口腔機能向上（口腔ケア）の教室を実
施する。 

要支援又は要

介護に認定さ

れた者を除く

第１号被保険

者及び市長が

参加を認めた

者 

27,617 
第
3・

9(5) 

11 

シルバーリーダ

ー養成事業【特
別会計】 

高齢介
護課 

地域におけるリーダーとして地域活動やボランティア活
動を行う意欲のある高齢者に対して，活動をする上で必
要とされる知識・技能を盛り込んだ講座を開催するとと

もに，社会参加に必要な情報の提供を行う。 

市内在住の

60歳以上の
人 

734 

第

3・
9(6) 

12 
地域介護予防活
動支援事業【特
別会計】 

高齢介

護課 

高齢者ができる限り要介護状態に陥ることなく健康で生

き生きとした生活を送れるよう支援するため，地域組織
等と連携し，地域における介護予防活動の育成支援と介
護予防の知識の普及を効率的かつ効果的に実施するため

に，介護予防教室を開催する。 

65歳以上の

高齢者 
7,647 

第
3・
9(7) 

13 
在宅医療・介護
連携推進事業
【特別会計】 

高齢介

護課 

医療と介護の両方を必要とする高齢者が，住み慣れた地
域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることがで

きるよう，在宅医療と介護を一体的に提供するために，
医療機関と介護事業所などの関係者の連携を推進する。 

65歳以上の

高齢者 
2,906 

第
3・
9(9) 

14 

生活支援・介護
予防サービスの
体制整備事業 15

【特別会計】 

高齢介
護課 

地域の生活支援サービスを担う事業主体と連携しなが

ら，多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢
者の社会参加の推進を一体的に図っていく。 

65歳以上の
高齢者 

4,966 

第

3・9 
(10) 

15 
認知症啓発事業
【特別会計】 

高齢介
護課 

地域における認知症高齢者の見守り体制の構築を目的と
した，認知症に関する広報及び啓発活動等を実施し，認
知症高齢者及び家族等が地域で安心して生活できる環境

を整備する。 

認知症高齢

者及びその
家族等 

10,214 

第
3・9 

(11) 
(12) 
(13) 

16 
家族介護教室事
業【特別会計】 

高齢介
護課 

高齢者を介護している家族等に対し，介護方法や介護予
防，介護者の健康づくり等についての知識・技術を習得

させるための教室を開催する。 

高齢者を介
護している

家族等 

2,954 
第
3・9 

(14) 

17 
家族介護用品支
給事業【特別会

計】 

高齢介
護課 

在宅で高齢者を介護している家族等に対し介護用品を支
給する。 

要介護度３・

４・５の在宅

高齢者を介護

する市内在住

で市民税非課

税世帯の家族 

8,517 
第
3・9 

(15) 

18 
徘徊高齢者家族
支援サービス事

業【特別会計】 

高齢介
護課 

徘徊高齢者を早期に発見できるネットワークやシステム
を活用し，援助を行う。 

徘徊高齢者

と高齢者を
介護する家
族等 

676 
第
3・9 

(16) 

19 

成年後見支援制
度事務（高齢介
護課対応分）

【特別会計】 

高齢介
護課 

制度についての情報提供や相談対応を行う。また，制度

の利用が必要で親族がいない人について市長申立てを行
う。 

認知症高齢

者及びその
家族等 

1,548 

第

3・9 
(17) 

20 
高齢者住宅等安
心確保事業【特

別会計】 

高齢介
護課 

高齢者に配慮した住宅（大阪府営住宅シルバーハウジン
グ）に生活指導員を派遣し，安否の確認，緊急時の対応

等の福祉サービスの提供を行う。 

大阪府営緑

ヶ丘住宅(ｼ
ﾙﾊﾞｰﾊｳｼﾞﾝ
ｸﾞ)住民 

3,600 
第
3・9 

(18) 

21 

緊急通報システ

ム事業【一般会
計】 

高齢介
護課 

対象者が，急病や火災等の緊急時に緊急ボタンを押すこ
とにより，自動的に受信センターに情報が入り，状況確
認，援助員の緊急派遣及び協力員への連絡を行い，必要

に応じて救急車の出動要請等の適切な対応を行う。 

60歳以上で
病弱寝たき
りの独居高

齢者等 

6,590 

第

3・9 
(19) 
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 事業名 
所管 
課 

事業内容 対象者 
平成 30 年度 

決算額 
該当
章 

22 
緊急通報システ
ム【特別会計】 

高齢介
護課 

対象者が，急病や火災等の緊急時に緊急ボタンを押すこ
とにより，自動的に受信センターに情報が入り，状況確
認，援助員の緊急派遣及び協力員への連絡を行い，必要

に応じて救急車の出動要請等の適切な対応を行う。 

65歳以上で
病弱寝たき
りの独居高

齢者等 

3,277 

第

3・9 
(19) 

23 

地域包括支援セ

ンター運営事業
【一般会計】 

高齢介
護課 

要支援者に対する指定介護予防支援業務を実施する。 要支援者 2,088 

第

3・
10 

24 
地域包括支援セ
ンター運営事業
【特別会計】 

高齢介

護課 

保健師，社会福祉士，主任介護支援専門員などの専門職
が，地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のため

に必要な援助を行うことにより，地域住民の保健医療の
向上及び福祉の増進を包括的に支援する。 

概ね 65歳
以上の高齢

者及びその
家族 

314,483 
第
3・
10 

25 
地域ケア会議推
進事業【特別会
計】 

高齢介

護課 

保健・医療・福祉及び地域との円滑な連携と調整を図る
ために，関係機関等の代表からなる「地域ケア連絡協議

会」と，実務担当からなる「地域ケアケース会議」を開
催する。 

高齢者及び
要介護高齢
者等 

0 
第
3・
10 

26 
高齢者保健福祉

計画推進事業 

高齢介

護課 

老人福祉法に基づき，本市における高齢者の保健・福祉
分野における目標設定や取り組みの方向性を計画の中で
位置づけし，策定した計画に基づき各施策を実施する。 

65歳以上の

高齢者等 
0 

第

4・1 

27 
市立養護老人ホ
ーム運営委託事

務 

高齢介
護課 

八尾市立養護老人ホームの管理運営を行う。(※施設維
持管理を除く。) 

八尾市立養
護老人ホー

ム入所者 

18,663 
第
4・

2(2) 

28 
老人福祉センタ
ー運営管理事業 

高齢介
護課 

市内在住の満 60歳以上高齢者に対し，講座等の事業を
老人福祉センターにて実施する。 

60歳以上の
高齢者 

83,842 
第
4・

2(1) 

29 
高齢者ふれあい
農園事業 

高齢介
護課 

農園の整備及び耕作等のふれあい農園活動を支援すると

ともに，地域の児童・生徒等とのふれあい交流活動を推
進する。 

65歳以上の
高齢者 

2,435 

第

4・
3(1) 

30 
敬老祝寿等関係
事業 

高齢介
護課 

高齢者保健福祉月間に関連して，様々な敬老事業を行
う。 

高齢者 3,847 

第

4・
3(2) 

31 
高齢者ふれあい

サロン運営事業 

高齢介

護課 

高齢者の交流や情報交換の場としての常設型の「高齢者

ふれあいサロン」の住民主体による運営を支援する。 
高齢者等 16 

第
4・
3(3) 

32 
老人健康マッサ

ージ事業 

高齢介

護課 

マッサージ治療を希望する高齢者に施術券を発行し，施
術費用の一部を市が負担することで，八尾盲人福祉協会
と協力して施術サービスの提供を行う。 

60歳以上の

高齢者 
665 

第
4・
3(4) 

33 
ハリ・灸老人福
祉施術事業 

高齢介
護課 

鍼灸施術を希望する高齢者に施術券を発行し，施術費用
の一部を市が負担することで，鍼灸マッサージ等の施術

所と協力して施術サービスの提供を行う。 

65歳以上の
高齢者 

947 
第
4・

3(5) 

34 
訪問理容助成事

業 

高齢介

護課 

在宅で疾病等の理由により理容院に出向くことが困難な

高齢者等に対して訪問理容サービスを実施する。 

65歳以上の
在宅の寝た

きり高齢者
等 

201 
第
4・
3(6) 

35 
生活管理指導短
期宿泊事業 

高齢介
護課 

養護老人ホームを活用して一時的に宿泊させ，生活習慣
等の指導を行うとともに体調調整を図る。 

介護保険制
度の要支
援・要介護

認定を受け
ていないお
おむね 65

歳以上の在
宅高齢者等 

331 
第
4・

3(7) 

36 
高齢者セーフテ
ィネットシステ

ム管理事業 

高齢介
護課 

在宅サービスのデータベースシステムの構築・運用によ

り，利用者ごとの各サービスの利用状況の把握や緊急連
絡先の管理を行うとともに，各種通知書等の帳票の出力
を行う。 

おおむね 65
歳以上の高

齢者 

2,185 
第
4・

3(8) 

37 

在日外国人高齢

者福祉金支給事
業 

高齢介
護課 

国民年金法の改正により外国人にも国民年金法が適用さ

れたが，老齢年金等の適用を受けられなかった在日外国
人に対し，高齢者福祉金を支給する。 

大正 15年 4
日１日以前

生まれの在
日外国人高
齢者 

590 

第

4・
3(9) 
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 事業名 
所管 
課 

事業内容 対象者 
平成 30 年度 

決算額 
該当
章 

38 
災害時要配慮者
支援事業 

高齢介
護課 

八尾市災害時要配慮者支援プランに基づき，避難行動要
支援者名簿を作成するとともに，地域団体等関係機関と
の情報共有など，地域と連携した要配慮者支援体制の整

備を図る。また，当該支援と関係して，民間の社会福祉
施設の役割について協議を行い，入所者に対する支援や
福祉避難所としての役割が円滑に実施できるようマニュ

アルの作成や協定の締結等の方法で連携する。 

介護認定
（３～５）

を受けてい
る者，身体
障がい者手

帳（１，２
級），療養
手帳（A）

又は精神障
がい者保健
福祉手帳

（１級）を
所持してい
る者等 

2,725 

第

4・3 
(10) 

39 
見守りネットワ

ーク推進事業 

高齢介

護課 

これまでの高齢者の見守りネットワークに，日常的に地
域で活動する様々な業種の事業者を加え，特に「気づ
き」の面での強化を図るとともに，これらの事業者に対

して，見守り活動に役立つ情報提供や研修を実施すると
ともに，地域包括支援センターとの連携を図り，効果的
かつ確実な見守り活動に向けた支援を行う。 

ひとり暮ら

し高齢者等 
1,047 

第
4・3 
(11) 

40 
独居・寝たきり
高齢者実態調査

事業 

高齢介
護課 

独居及び寝たきり高齢者の調査を実施する。 

65歳以上の

独居または
寝たきりの
高齢者 

2,596 
第
4・3 

(12) 

41 
高齢者福祉施設
及び設備整備事
業 

高齢介

護課 

八尾市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画に基づ

き，認知症対応型共同生活介護等の整備を図っていく。 

社会福祉法

人等 
68,722 

第
4・3 
(13) 

42 
高齢クラブ活動

助成事業 

高齢介

護課 

高齢クラブ連合会及び単位クラブの活動に対して助成金

を交付するとともに各種クラブ活動の支援を行う。 

高齢クラブ
（連合会及

び単位クラ
ブ） 

9,264 
第
4・
4(1) 

43 
軽費老人ホーム
事務費補助金 

高齢介
護課 

軽費老人ホームの運営に要する費用のうち，入所者負担

にあたるサービス提供費の減免に要した費用を施設に補
助する。 

軽費老人ホ
ームを運営
する社会福

祉法人等 

242,750 

第

4・
4(2) 

44 
老人保護措置関

係事務 

高齢介

護課 

老人福祉法 11条に基づき，環境・経済的理由により在
宅生活が困難な者を養護老人ホームへ，また虐待等によ
り保護が必要な者を特別養護老人ホームへ入所させる措

置を行う。措置に伴い発生する老人保護措置費を入所施
設に支払いし，また収入等被措置者の負担能力に応じて
入所者負担金の請求を行う。 

65歳以上の

人 
11,182 

第
4・
5(1) 

45 
在宅サービスや
むを得ない事由

による措置 

高齢介
護課 

在宅の高齢者が虐待等のやむを得ない事由により必要な
介護サービスを受けることが困難な場合に，老人福祉法

に基づく措置により各種の在宅サービスを提供する。 

虐待等のや

むを得ない
事由により
介護保険制

度の利用申
請が困難な
在宅高齢者 

10 
第
4・

5(2) 

 

以上のとおり，本監査においては，①介護保険特別会計上の事務事業，②一般会計

上の高齢介護課所管の事務事業及びこれに関連する事務事業，③福祉指導監査課の事

務事業を監査対象とした。 

ただし，本監査の直前である平成 30 年度に実施された包括外部監査において監査
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対象とされた以下の事業については，対象から除外した。 

・シルバー人材センター事業（八尾市高年齢者労働能力活用事業補助金） 

・高齢者ふれあい入浴事業（八尾市高齢者ふれあい入浴事業助成金） 

・街かどデイハウス支援事業（八尾市街かどデイハウス事業運営補助金） 

 

６ 主な監査方法 

関係者への質問，関係書類・帳票類等の閲覧・突合等を実施し，その実態を調査・

検討した。 

地域包括支援センターについては現地調査を行い，実情の把握に努めた。 

 

７ 監査の実施期間及び主な日程 

令和元年７月 26日から令和２年１月 27日までの期間 

主なスケジュールは，以下のとおりである。 

令和元年７月 16日 契約締結 

令和元年７月 19日 予備調査 

令和元年７月 26日 テーマ選定通知 

令和元年８月２日，８月５日 概要ヒアリング 

令和元年 11 月６日 第１回事実確認協議 

令和元年 11 月 29日 現地調査（地域包括支援センター〔２件〕） 

令和元年 11 月 29 日，12 月

２日，12月３日 

第２回事実確認協議 

令和元年 12 月 19日 現地調査（基幹型地域包括支援センター） 

令和元年 12 月 25日 第３回事実確認協議 

令和２年１月 27日 報告書完成 

 

８ 補助者 

弁 護 士 木虎 孝之 

弁 護 士 福岡 智彦 

弁 護 士 稲辺 大志 

弁 護 士 木岡 昌裕 

公認会計士 石崎 一登 

公認会計士 増田 千春 
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９ 利害関係の有無 

包括外部監査の対象とした事件につき，自治法 252 条の 29 の規定により記載すべ

き利害関係はない。  
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第２ 総論 

１ 八尾市における高齢化の現状 

（１）高齢化の進行 

八尾市における，近年の総人口及び 65 歳以上の高齢者人口の推移は，下記のと

おりである。 

 

【八尾市の総人口及び構成比の推移（単位：人）】 

 平成 26年 平成 27年 平成 28年 平成 29年 平成 30年 平成 31年 

 (2014 年） (2015年） (2016年） (2017年） (2018年） (2019年） 

総人口 269,759 269,068 268,755 268,013 267,080 266,593 

65歳以上 

の人口 
69,513 71,551 73,098 74,140 74,812 75,326 

65歳以上 

の割合 
25.77% 26.59% 27.20% 27.66% 28.01% 28.26% 

（2019 年版八尾市統計書に基づき監査人作成。人口は，各年３月末時点） 

上記の表のとおり，総人口が年々減少する一方で，65歳以上の人口は年々増加し，

高齢化が着実に進行している。また，平成 27 年の国勢調査における，全国，大阪

府，大阪府内の中核市と，人口の構成割合を比較すると，八尾市は，他の中核市と

比べ，75 歳以上の高齢者の割合が高く，15 歳～64 歳の生産年齢人口の割合が低い

傾向にある。 

（平成 27年国勢調査に基づき監査人が作成）  
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また，高齢者のいる世帯数は増え続けているところ，このうち，三世代同居世帯

は減少傾向にある一方で，高齢者単独世帯及び高齢者夫婦世帯の割合が増加してい

る。 

【世帯数の推移（単位：世帯）】 

  平成 12年 平成 17年 平成 22年 平成 27年 

  (2000年） （2005年） (2010年) (2015年) 

総世帯 101,670 105,746 108,704 110,414 

高齢者のいる世帯 29,123 36,286 42,076 48,550 

 (総世帯比) 28.6% 34.3% 38.7% 44.0% 

 高齢者単独世帯 7,319 9,598 12,024 15,179 

  (総世帯比) 7.2% 9.1% 11.1% 13.7% 

 高齢者夫婦世帯 8,866 11,886 13,532 15,123 

  (総世帯比) 8.7% 11.2% 12.4% 13.7% 

 三世代同居世帯 5,047 4,575 3,481 3,448 

  (総世帯比) 5.0% 4.3% 3.2% 3.1% 

（国勢調査に基づき八尾市作成） 

また，大阪府全体及び大阪府内の他の中核市との比較では，八尾市は，高齢者の

割合が高く，また，高齢者単独世帯及び三世代世帯の総世帯に占める割合が他の中

核市と比べ高い傾向にある。 

 

【世帯数の比較（単位：世帯）】 

 大阪府 豊中市 高槻市 枚方市 寝屋川市 東大阪市 八尾市 

総世帯数 3,923,887 170,325 148,048 167,418 101,549 223,485 110,414 

高齢者のいる世帯 1,531,940 66,644 62,715 68,459 45,229 91,793 48,550 

 (総世帯比) 39.0% 39.1% 42.4% 40.9% 44.5% 41.1% 44.0% 

高齢者単独世帯 520,292 22,849 17,460 19,789 13,448 32,045 15,179 

 (総世帯比) 13.3% 13.4% 11.8% 11.8% 13.2% 14.3% 13.7% 

高齢者夫婦世帯 465,004 21,474 22,259 24,324 16,020 26,679 15,123 

 (総世帯比) 11.9% 12.6% 15.0% 14.5% 15.8% 11.9% 13.7% 

三世代同居世帯 98,501 3,193 3,790 4,030 2,561 5,995 3,448 

 (総世帯比) 2.5% 1.9% 2.6% 2.4% 2.5% 2.7% 3.1% 

（平成 27年国勢調査に基づき監査人作成） 

 

（２）要支援・要介護認定者数の大幅な増加等 

ア 認定者数の推移 
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八尾市における要支援・要介護認定者数の推移は下図のとおりである。八尾市

では，要支援・要介護認定者数及び認定率が徐々に増加しており，特に平成 25年

度から平成 29 年度にかけて，約 2.4％増加している。特に，後期高齢者について

は認定率が高くなるところ，新たに後期高齢者になる者が多いことに起因してい

るものと解される。もっとも，平成 28 年度以降は，後期高齢者の認定率が低下

していること等から，認定率の伸びが鈍化している。 

 

【要支援・要介護認定者数の推移（単位：人）】 

 
平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

(2013年度) (2014年度) (2015年度) (2016年度) (2017年度) 

第 1号被保険者数 67,957 70,431 72,119 73,388 74,586 

前期高齢者 

(65～74歳) 
38,326 39,616 39,675 38,949 37,211 

後期高齢者 

(75歳以上) 
29,631 30,815 32,444 34,439 37,375 

要支援・要介護認定者数 13,137 14,206 14,977 15,422 16,177 

第２号被保険者 341 338 338 312 279 

前期高齢者 

(65～74歳) 
2,274 2,456 2,511 2,437 2,255 

後期高齢者 

(75歳以上) 
10,522 11,412 12,128 12,673 13,643 

後期高齢者の割合 80.1% 80.3% 81.0% 82.2% 84.3% 

認定率 19.3% 20.2% 20.8% 21.0% 21.7% 

前期高齢者 

(65～74歳) 
5.9% 6.2% 6.3% 6.3% 6.1% 

後期高齢者 

(75歳以上) 
35.5% 37.0% 37.4% 36.8% 36.5% 

（介護保険事業状況報告書及び「第 7期八尾市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画1」

に基づき監査人作成） 

イ 要介護度分布 

八尾市の要介護・要支援認定者の要介護度別の分布は，次のとおりである。要

支援１が最も多く，次に，要介護１，要介護２の順に多くなるなど，全体に占め

る軽度者の割合が年々増加している。  

                         
1 （なお，以下，「第 7期八尾市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画」を「第７期計画」と

いう。） 
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【要支援・要介護認定者数の要介護度分布（単位：人）】 

 
平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

(2013 年度) (2014年度) (2015年度) (2016年度) (2017 年度) 

要支援 4,088 31.1% 4,703 33.1% 5,043 33.7% 5,213 33.8%  5,417  33.5% 

 要支援１ 2,007 15.3% 2,484 17.5% 2,789 18.6% 2,913 18.9%  3,054  18.9% 

 要支援２ 2,081 15.8% 2,219 15.6% 2,254 15.0% 2,300 14.9%  2,363  14.6% 

要介護 9,049 68.9% 9,503 66.9% 9,934 66.3% 10,209 66.2% 10,760 66.5% 

 要介護１ 1,995 15.2% 2,230 15.7% 2,454 16.4% 2,635 17.1% 2,812  17.4% 

 要介護２ 2,366 18.0% 2,437 17.2% 2,468 16.5% 2,542 16.5% 2,648  16.4% 

 要介護３ 1,606 12.2% 1,698 12.0% 1,790 12.0% 1,787 11.6% 1,838  11.4% 

 要介護４ 1,539 11.7% 1,563 11.0% 1,637 10.9% 1,675 10.9% 1,828  11.3% 

 要介護５ 1,544 11.8% 1,575 11.1% 1,585 10.6% 1,570 10.2% 1,634  10.1% 

合計 13137 100.0% 14206 100.0% 14977 100.0% 15422 100.0% 16,177 100.0% 

（出典：介護保険事業状況報告書） 

平成 29 年時点における割合を，大阪府内の他の中核市と比較すると，以下の

表のとおり，要支援１が最も多い市は八尾市のほかには高槻市にとどまるという

点では，認定者に占める軽度者の割合が高いといえる。 

一方で，要介護４，要介護５の者の割合は，他市と比べると多い傾向にある。 

 

 

 
豊中市 高槻市 枚方市 寝屋川市 東大阪市 八尾市 

要支援 33.1% 40.7% 34.4% 29.2% 31.7% 33.5% 

 要支援１ 17.7% 25.2% 15.6% 13.9% 17.8% 18.9% 

 要支援２ 15.4% 15.4% 18.8% 15.4% 13.9% 14.6% 

要介護 66.9% 59.3% 65.6% 70.8% 68.3% 66.5% 

 要介護１ 18.9% 19.2% 11.3% 15.7% 18.8% 17.4% 

 要介護２ 17.9% 13.8% 22.2% 19.2% 17.9% 16.4% 

 要介護３ 11.9% 10.3% 13.0% 14.0% 12.0% 11.4% 

 要介護４ 10.2% 8.5% 10.5% 12.3% 10.6% 11.3% 

 要介護５ 8.1% 7.5% 8.6% 9.6% 9.0% 10.1% 

合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

（出典：介護保険事業状況報告書） 

（３）将来推計 

八尾市の今後の人口推計は，下記のとおりであり，更なる高齢化及び人口減少が

見込まれ，特に，75歳以上の後期高齢者の増加が見込まれる。 
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【将来人口の推計（単位：人）】 

 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 

総人口 268,800 263,899 256,277 247,156 237,473 228,057 

65歳以上の人口 73,957 75,751 73,227 72,471 73,712 76,944 

65歳以上の割合 27.51% 28.70% 28.57% 29.32% 31.04% 33.74% 

 内：65～74歳 15.02% 13.13% 10.42% 10.93% 13.51% 15.82% 

 内：75歳以上 12.49% 15.58% 18.16% 18.39% 17.53% 17.92% 

（出典：国立社会保障・人口問題研究所資料） 

 

また，平成 30年における八尾市の予測として，要支援・要介護認定者数は，平成

30年度から令和２年度にかけて，1,000人程度の増加を見込んでおり，令和７年度

には平成 30 年度の 1.2 倍以上に増加することを予測している。特に，要介護度が

高い認定者が大きく増加していくと予測されている。 

 

（出典：第 7期計画） 

 

さらに，平成 30 年における八尾市の予測として，要支援・要介護認定者のうち，

認知症日常生活自立度Ⅱ2以上の認知症高齢者は，令和７年度には 10,700人以上（平

成 30年度比で 25％以上増加）となると予測されている。 

                         
2 日常生活自立支援度とは，平成５年 10月に厚生省（当時）が発表した，要介護認定に係る調査

等で用いられる，高齢者認知症の判定基準である。認知症日常生活自立支援度Ⅱとは，日常生活に

支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られても，誰かが注意していれば自立でき

る状態をいう。 
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（出典：第 7期計画） 

 

２ 八尾市における高齢者福祉に関する事務事業の所管部署 

八尾市では，主に地域福祉部高齢介護課（以下「高齢介護課」という。）が，介護保

険及び高齢者福祉に関する事務・事業を所管している。同課の組織，人員及び分掌は，

下の図のとおりである（平成 31年４月１日時点）。 

 

高齢介

護課 

    介護保険係 （保険料担当） ・保険料の賦課，収納，督促及び滞納処分に関するこ

と。 

・保険料の異議，減免及び訴訟に関すること。 

・保険料の過誤納金の還付，充当及び清算に関するこ

と。 

    
  

係長１名 

課長１名   
   

主査１名，副主査２名 

課長補佐 

１名 

  
   

非常勤嘱託１名 

      

     介護保険係（給付担当） ・介護給付及び予防給付に関すること。 

・利用料の減免に関すること。 

・日本年金機構，共済組合連合会及び国民健康保険団

体連合会等との連絡調整に関すること。 

・介護保険の損害賠償請求に関すること。 

・指定居宅サービス事業者等の納付金に関すること。 

       
係長１名 

      
主査２名（うち１名看護師），主事１名 

      
非常勤嘱託１名 

       

 
  

   介護保険係（認定担当） 
・要介護認定等に関すること。 

・介護認定審査会に関すること。 

 
    

  
係長１名 

 
  

   
主査２名(看護師），副主査 2名 

 
  

   
非常勤嘱託８名 

 

 
  

     

       
高齢福祉係 （総務担当） ・高齢者保健福祉及び介護保険事業の計画，調査及び

統計に関すること。 

・介護報酬の審査及び支払に関すること。 

・介護保険事業の国庫支出金及び府支出金に関するこ

と。 

・特別会計の経理及び調整に関すること。 

・高齢者関連施設の整備に関すること。 

 
  

   
係長１名 

      
主査２名，副主査１名 
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       高齢福祉係（高齢福祉担当） ・老人福祉法の措置及び援護に関すること。 

・市立老人福祉センターに関すること。 

・高齢者の在宅福祉サービスに関すること。 

・高齢クラブの育成に関すること。 

・高齢者の生きがい事業に関すること。 

     
係長１名 

主査１名，副主査２名 

非常勤嘱託１名 
     

        

 地域支

援室 

参事兼室

長１名 

課長補佐

１名 

    （地域支援推進担当） 

・介護予防・日常生活支援総合事業に関すること。 

・高齢者の虐待防止及び権利擁護の相談に関するこ

と。 

・生活支援体制整備事業に関すること 

 
  

 
係長１名 

 
  

 
主査２名，副主査１名 

    保健師１名 

      主事１名 ・市立養護老人ホーム等に関すること 

      非常勤嘱託１名 
 

        

       （地域包括支援センター担当） 
・高齢者の総合相談及び支援に関すること。 

・高齢者の虐待防止及び権利擁護の相談に関するこ

と。 

・高齢者の状態に即した包括的かつ継続的なマネジメ

ントの支援に関すること。 

・地域包括支援センターに関すること。 

・在宅医療・介護連携推進事業に関すること。 

・生活支援体制整備事業に関すること。 

・認知症総合支援事業に関すること。 

     係長１名（保健師） 

     
主査１名（看護師），副主査２名

（保健師，社会福祉士） 

     非常勤嘱託３名（看護師） 

また，介護保険施設等の高齢者福祉に関係する各種施設に関する各種の行政指導・

許認可の権限については，障がい者や子どもに関する施設に対する行政指導・許認可

と併せて，地域福祉部福祉指導監査課（以下「福祉指導監査課」という。）が所掌して

いる（権限の詳細は第５を参照）。 

このほかに，高齢者福祉政策に関与する課としては，地域福祉部地域福祉政策課（以

下「地域福祉政策課」という。）がある。同課は，八尾市社会福祉協議会，市立社会福

祉会館，社会福祉会館内にある老人福祉センター１か所を所管し，また，部内の企画

調整，行政改革，庶務等を所管し，また，高齢者福祉に関する公の施設の指定管理者

の選定等に関与する。 

 

３ 八尾市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の概要 

（１）計画の位置づけ 

市町村は，老人福祉法 20条の８に基づき「市町村老人福祉計画」を，介護保険法

117条に基づき「市町村介護保険事業計画」を作成することが義務付けられている。 
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八尾市は，これらを一体のものとして，平成 30 年度から令和２年度の３年間を

計画期間として「第７期八尾市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画」（「第７

期計画」）を，作成している。 

八尾市は，同計画を，市全体の行政運営の計画である「八尾市第５次総合計画」

（以下「第５次総合計画」という。）の高齢者福祉に関する分野別計画と位置付けて

いる。第５次総合計画は，まちづくり目標の一つとして「誰もが安全で安心して住

み続けられる八尾」を掲げ，その目標の実現に向けて，高齢者保健福祉施策や介護

保険事業の取組を進めるとしている。また，第５次総合計画の推進に当たっては，

「八尾市全体のまちづくり」と「地域のまちづくり」の双方の視点によるまちづく

りをすすめ，特に「地域のまちづくり」では，小学校区を基本的な単位とし，地域

の自主性や多様性を尊重し，それぞれの地域の思いを反映したまちづくりを進める

としている。 

また，これに関連する計画として，社会福祉法 107条に基づいて市町村が策定す

る計画であり，地域福祉推進の共通理念を定めた「第３次八尾市地域福祉計画・地

域福祉活動計画」や各分野別の福祉に関する計画，大阪府の定める「大阪府高齢者

計画 2018」等がある。 

（２）計画策定の趣旨 

国は，高齢者人口の増加に伴う，要介護者や認知症の人の増加，一人暮らしの高

齢者や高齢者のみの世帯の増加，介護離職，高齢者の孤立化や虐待，少子化の進展

等の問題の顕在化や社会保障費の増加，介護の人材不足といった状況を受け，平成

29年の介護保険法改正により，介護保険制度の見直しを行った。具体的には，地域

包括ケアシステム（地域の実情に応じた包括的な支援・サービスの提供体制）の深

化・推進及び介護保険制度の持続のため，保険者機能の強化等による自立支援等に

向けた取組の推進，医療と介護の連携の推進等の措置を講ずるなどしている。 

一方，八尾市は，平成 30年４月から中核市に移行し，新たに公衆衛生の拠点とな

る保健所を持つこととなり，より効果的・効率的な保健・福祉・医療の連携を目指

している。 

上記を踏まえ，平成 27 年３月策定の「第６期八尾市高齢者保健福祉計画及び介

護保険事業計画」の実施状況の評価，検証が行われ，第７期計画が策定された。 

（３）計画の概要 

ア 計画の体系 

八尾市においては，第１期の「八尾市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計

画」から第７期計画に至るまで「ともに支え育てる豊かな高齢社会の実現」を基
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本目標とし，その基本理念を，①「高齢者の尊厳の確保」（高齢者が介護を必要と

する状態になっても，尊厳と生きがいを持って，住み慣れた地域でその人らしい

生涯を送ることができるような社会を目指す），②「高齢者の自立支援」（高齢者

の意思や希望を尊重し，必要となる保健・福祉・医療サービスなどを総合的に提

供することにより，高齢者の自立に向けて地域で支えあえる体制を目指す），③

「市民参画の地域福祉」の３点としている。 

第７期計画では，①地域のみんなで支える高齢者，②身近な地域の視点による

施策展開，③在宅生活支援の充実，を重点方針とし，これに基づき，以下のよう

に「基本施策」及びその下での基本施策の方向性を定めている。 

 

基本施策 基本施策の方向性 

１．認知症対策と高齢者の

権利擁護の推進 

①認知症ケアに対するサービスの充実 

②認知症についての理解の促進 

③高齢者の虐待防止に向けた取り組みの強化 

④権利擁護のための取り組みの充実 

⑤専門機関との連携強化 

２．地域における見守りネ

ットワークと相談体制

の強化 

①地域における見守り体制の強化 

②校区高齢者あんしんセンター（地域型高齢者あんしん

センター）の機能強化 

③地域ケア会議の充実 

３．健康づくりと社会参加

の推進 

①地域における健康づくりの推進 

②生活習慣病の予防 

③高齢者の社会参加の促進 

４．介護予防・日常生活支

援総合事業等の充実 

①介護予防の推進 

②介護予防・生活支援サービス事業の充実 

③多様な生活支援サービスの提供 

５．在宅医療・介護の連携

強化 

①切れ目のない在宅医療・介護の提供体制の推進 

②研修会などを通じた在宅医療・介護の連携強化 

６．介護保険事業の適切か

つ円滑な運営 

①介護保険制度の適正運用 

②介護サービスの環境整備と質の向上 

③介護サービス利用者支援と介護者への支援 
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④介護サービス事業者支援 

 

イ 基本施策１．認知症対策と高齢者の権利擁護の推進 

認知症になっても本人の意思が尊重され，出来る限り住み慣れた地域で暮らし

続けることができる社会の実現には，認知症の人を取り巻く生活環境が重要にな

る。認知症の人を単に支えられる人と考えるのではなく，認知症の人が認知症と

ともに，よりよく生きていくことができるよう，地域全体で支えていくという考

え方が大切である。 

このような認識を前提として，以下のような方向性により，事業を推進すると

している。 

 

基本施策の方向 主な事業 

①認知症ケアに対する

サービスの充実 

・家族介護教室事業 

・認知症カフェ登録制度 

・認知症ケアパス普及啓発事業 

・認知症地域支援推進員設置事業 

・徘徊高齢者家族支援事業 

・認知症初期集中支援推進事業 

・若年性認知症対策 

②認知症についての理

解の促進 

・認知症啓発事業 

・認知症サポーター養成事業 

③高齢者の虐待防止に

向けた取組みの強化 

・校区高齢者あんしんセンター3運営事業（権利擁護事業） 

④権利擁護のための取

組の充実 

・権利擁護推進事業 

・成年後見制度支援事務 

このほかに，八尾市社会福祉協議会が実施主体となる，

法人後見事業（同協議会が後見人等として権利擁護を行

う）市民後見人推進事業，日常生活自立支援事業（生活

支援員が本人との契約により金銭管理等を行う）がある。 

⑤専門機関との連携強

化 
・認知症地域支援推進員設置事業 

                         
3 地域型の地域包括支援センターの意味である。以下本書において同じ。 
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・認知症初期集中支援チーム 

 

ウ 基本施策２．地域における見守りネットワークと相談体制の強化 

地域における高齢者の社会的孤立や介護離職などが問題となる中，様々な課題

を抱える高齢者や家族を早期に発見し，必要な支援を行うためには，見守りネッ

トワークや相談支援体制の強化が重要となるとして，以下のような方向性で事業

を推進するとしている。 

 

基本施策の方向 主な事業 

①地域における見守り体

制の強化 

・見守りネットワーク推進事業 

・独居・寝たきり高齢者実態調査事業 

・校区高齢者あんしんセンター運営事業（高齢者からの相 

 談対応，関係機関との連携支援等） 

・災害時用配慮者支援事業 

②校区高齢者あんしんセ

ンターの機能強化 

・校区高齢者あんしんセンター運営事業（専門職による相

談支援，介護予防支援事業） 

③地域ケア会議の充実 
・校区高齢者あんしんセンター運営事業（包括的・継続的

ケアマネジメント業務） 

 

エ 基本施策３．健康づくりと社会参加の推進 

高齢者が住み慣れた地域で，自分らしく生き生きと暮らし続けるためには，健

康を維持しつつ，生きがいをもって日常生活を過ごすことが重要であるとして，

以下のような方向性により，事業を推進するとしている。 

 

基本施策の方向 主な事業 

①地域における健康づく

りの推進 

・介護予防普及啓発事業 

・地域介護予防活動支援事業（介護予防教室，シルバーリ 

ーダー養成事業を含む） 

・地域健康づくり支援事業（個別の相談，助言の実施） 

②生活習慣病の予防 ・特定検診・保健指導及び各種検診事業 

・健康相談事業 
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・健康教育事業 

③高齢者の社会参加の促

進 

・高齢者ふれあいサロン運営事業 

・高齢クラブ活動助成事業 

・街かどデイハウス支援事業 

・シルバーリーダー養成事業 

・シルバー人材センターの助成 

・老人福祉センター運営管理事業 

・高齢者ふれあい農園事業 

 他に，社会福祉協議会によるボランティアセンターの 

 運営がある。 

 

オ 基本施策４．介護予防・日常生活支援総合事業等の充実 

高齢者が要介護状態となっても生きがいをもって日常生活を過ごし，住み慣れ

た地域で安心して在宅生活を継続するためには，高齢者の尊厳が守られ，能力に

応じて自立した日常生活を営むことができるよう適切に支援することが必要で

あるとして，以下のような方向性により事業を推進するとしている。 

 

基本施策の方向 主な事業 

①介護予防の推進 

・介護予防普及啓発事業 

・地域介護予防活動支援事業（介護予防教室，街かどデイハウ 

 ス介護予防教室，シルバーリーダー養成事業を含む） 

・介護支援ボランティア制度事業 

・介護予防・日常生活サービス事業 

・介護予防把握事業 

・一般介護予防事業評価事業 

・地域リハビリテーション活動支援事業 

②介護予防・生活支援

サービス事業の充実 

・介護予防・生活支援サービス事業（訪問介護相当サービス，

訪問型サービス A，通所介護相当サービス，通所型サービス

C，介護予防ケアマネジメント） 

③多様な生活支援サー

ビスの充実 

・緊急通報システム事業 

・生活支援・介護予防サービスの基盤整備事業 

・家族介護用品支給事業 
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このほかに，社会福祉協議会やシルバー人材センターに

よるサービスがある。 

 

カ 基本施策５．在宅医療・介護の連携強化 

医療ニーズと介護ニーズを併せ持つ高齢者を地域で支援していくため，①切れ

目のない在宅医療・介護の提供体制の推進，②研修会などを通じた在宅医療・介

護の連携強化という方向性のもと，在宅医療・介護連携推進事業を推進する。 

 

キ 基本施策６．介護保険事業の適切かつ円滑な運営 

高齢者が要介護状態となっても自分の意思で自分らしい生活を営むことを可

能とするためには，介護サービスがバランスよく整備され，利用者が真に必要と

するサービスが過不足なく継続的に提供されるための体制構築が必要という方

向性のもと，以下のような方向性で事業を推進するとしている。 

 

基本施策の方向 主な事業 

介護保険制度の適正運用 

①要介護認定の適切な実施 

②介護給付の適正化（介護給付適正化事業） 

③保険料の適切な賦課徴収 

介護サービスの環境整備

と質の向上 

①介護サービスの環境整備 

②介護サービスの質の向上 

③介護に携わる人材の確保 

介護サービス利用者支援

と介護者への支援 
①情報の提供 

②相談・苦情対応体制の充実 

介護サービス事業者支援 

①情報の提供 

②事業者に対する相談・指導体制の充実 

③八尾市介護保険事業者連絡協議会との連携強化 

 

４ 八尾市の一般会計における高齢者福祉に関する歳出状況等 

平成 30 年度における，一般会計に占める，高齢者福祉関係の歳出4は，５億 6,865

                         
4 民生費中の，「老人福祉費」「老人福祉センター運営費」「指定介護費」及び労働費中の，八尾市

シルバー人材センター関係の歳出の合計による。そのため，医療助成等は含まれない。 
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万 4,130円であり，一般会計歳出の約 0.5％を占める。平成 30年度における，高齢者

福祉関係の歳出のうち，高齢介護課の所管する主な歳出は，以下のとおりである。 

費目 歳出額 

（単位：千円） 

街かどデイハウス事業経費（運営者への補助金等） 34,392 

老人保護措置費 11,157 

高齢クラブ活動助成経費 9,265 

市立養護老人ホーム経費 18,663 

緊急通報システム事業経費（一般会計拠出分） 6,590 

軽費老人ホーム事務費補助金 242,750 

特別養護老人ホームのユニット化改修等支援事業補助金 68,551 

老人福祉センター管理運営費（指定管理者への委託料及び需用費） 78,249 

八尾市シルバー人材センター運営費補助金 38,230 

敬老祝寿経費 3,848 

高齢者セーフティネット事業経費 2,185 

高齢者ふれあい農園経費 2,436 

災害時要配慮者支援事業経費 2,725 

独居・寝たきり高齢者実態調査委託経費 2,596 

 

上記のとおり，一般会計における高齢化関係の支出では，民間の施設等への補助金

及び公の施設等の管理運営費が金額的に大きな割合を占めている。また，平成 30年度

の，八尾市の介護保険事業特別会計決算の歳出は，244 億 4,447 万 3,539 円となって

いる（後記第３・１介護保険事業の概要において説明する。）。 

 

第３ 八尾市の介護保険事業 

１ 介護保険事業の概要 

（１）介護保険制度 

ア 介護保険制度の目的と仕組み 

介護保険制度は，加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介

護状態となり，入浴，排せつ，食事等の介護，機能訓練並びに看護及び療養上の

管理その他の医療を要する者等について，これらの者が尊厳を保持し，その有す

る能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう，必要な保健医療サービ

ス及び福祉サービスに係る給付を行うため，国民の共同連帯の理念に基づき，平
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成 12年４月に創設された社会保険制度である（介護保険法１条）。 

 

イ 介護保険の法令及び制度 

介護保険制度は介護保険法，介護保険法施行法，医療法の一部を改正する法律

のいわゆる｢介護保険関連三法｣のもと，介護保険法施行令等の下位規範が定めら

れている。八尾市においては，八尾市介護保険条例，八尾市介護保険事業の施行

に関する規則をはじめ，個別の各事業・事務についての要綱要領等が定められて

いる。 

 

ウ 保険者・被保険者・介護サービス事業者 

（ア）保険者 

八尾市が介護保険制度の保険者となる（介護保険法３条１項）。八尾市は保険

者として，介護保険料を徴収し，要介護等の認定を行い，介護サービスの確保・

整備を行っている。 

 

（イ）被保険者 

被保険者には，第１号被保険者と第２号被保険者があり，その内容は，以下の

とおりである。 

① 第１号被保険者 

八尾市内に住所を有する 65 歳以上の者が第１号被保険者となる（介護保険法

９条１号）。第１号被保険者は，原因を問わず要介護・要支援認定を受けたとき

に，介護保険サービスが利用可能となる。 

② 第２号被保険者 

八尾市内に住所を有する 40歳以上 65歳未満の医療保険加入者が第２号被保険

者となる（介護保険法９条２号）。第２号被保険者は，加齢が原因とされる病気

（特定疾患）により，日常生活に要介護・要支援認定を受けたときに，介護保険

サービスが利用可能となる。 

 

（ウ）介護サービス事業者 

介護サービス事業者とは，都道府県・市町村の指定を受けた社会福祉法人，医

療機関，民間企業，ＮＰＯ法人等の事業者である。これらの事業者は，介護サー

ビス利用者に対して，在宅や施設での介護サービスの提供，ケアプラン（介護サ

ービス利用者の介護の方向性を決める計画書）の作成のサービスを提供する。介

護サービス事業者の指定は６年ごとの更新制となっている。 
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（エ）介護保険のサービス 

介護保険で利用できるサービスには，要介護１以上のものを対象とする「介護

給付」と，要支援の者を対象とする「予防給付」がある。 

介護給付は，主に，在宅でサービスを受けるものと，施設に入所してサービス

を受けるものがある。また，予防給付のうち，訪問介護や通所介護については，

現在は，保険給付ではなく，介護保険特別会計上の事業である地域支援事業に移

管されている。 

また，介護給付と予防給付の双方について，高齢者が住み慣れた地域での生活

を継続することを目的とする地域密着型サービスがあり，これについては，原則

として市町村の住民のみを対象としてサービスが提供される。これらのサービス

の具体的な内容は，以下のとおりである（介護保険法８条，８条の２等）。 

 

介
護
給
付 

施設サー

ビス 

[介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）] 

：入浴，排せつ，食事等の介護等，機能訓練，健康管理及び療養上の世話を行

う 

[介護老人保健施設] 

：看護，医学的管理の下における介護及び機能訓練等を行う 

[介護医療院] 

：長期にわたり療養が必要である者に対し，療養上の管理，看護，医学的管理

の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を

行う 

[介護療養型医療施設] 

：病院，診療所の病床のうち，長期にわたり療養を必要とする患者を入院させ

る 

居宅介護

サービス 

（訪問サービス） 

[訪問介護] 

：介護を受けるものの居宅において介護福祉士等により行われる入浴，排せつ，

食事等の介護等 

[訪問入浴介護] 

：居宅を訪問し，浴槽を提供して行われる入浴の介護 

[訪問看護] 

：居宅における，看護師等による療養上の世話又は必要な診療の補助 

[訪問リハビリテーション] 

：居宅において，心身の機能の維持回復を図り，日常生活の自立を助けるため

に行われる理学療法，作業療法等 
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[居宅療養管理指導] 

：医師等による療養上の管理指導 

（通所サービス） 

[通所介護] 

：老人デイサービスセンター等に通所して行う入浴，排せつ，食事等の介護等

及び機能訓練 

[通所リハビリテーション] 

：施設に通所して行う，心身の機能の維持回復を図り，日常生活の自立を助け

るために行われる理学療法，作業療法等 

（短期入所サービス） 

[短期入所生活介護] 

：施設に短期間入所して行う入浴，排せつ，食事等の介護等及び機能訓練 

[短期入所療養介護] 

：施設に短期間入所して行う，看護，医学的管理の下における介護及び機能訓

練等 

[特定施設入居者生活介護] 

：有料老人ホーム，ケアハウス等厚労省令で定める施設（特定施設）に入居し，

介護等・機能訓練・療養上の世話を受ける。 

[福祉用具貸与] 

[特定福祉用具購入] 

[住宅改修] 

地域密着

型サービ

ス 

[定期巡回・随時対応型訪問介護看護] 

：定期的な巡回訪問により，又は随時通報を受け，その者の居宅において介護

福祉士等により行われる入浴，排せつ，食事等の介護等で，①療養上の世話

又は診療上の補助を合わせて行うもの②又は訪問介護を行う事業所と連携

して行うもの 

[夜間対応型訪問介護] 

：夜間において，定期的な巡回訪問により，又は随時通報を受け，その者の居

宅において介護福祉士等により行われる入浴，排せつ，食事等の介護等 

[地域密着型通所介護] 

：老人デイサービスセンター等（通所介護より少ない定員）に通所して行う入

浴，排せつ，食事等の介護等及び機能訓練 

[認知症対応型通所介護] 

：認知症の者について，老人デイサービスセンター等に通所して行う入浴，排

せつ，食事等の介護等及び機能訓練 

[小規模多機能型居宅介護] 

：その者の心身の状況，その置かれている環境等に応じて，その者の選択に基
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づき，居宅，通所，短期入所により行う介護等及び機能訓練 

[認知症対応型共同生活介護（グループホーム）] 

：認知症の者について，共同生活施設で行う入浴，排せつ，食事等の介護等及

び機能訓練 

[地域密着型特定施設入居者生活介護] 

：定員 29 人以下の小規模な要介護高齢者専用の有料老人ホーム等で，入居者

に対し，計画に基づき行う，入浴，排せつ，食事等の介護等，機能訓練及び

療養上の世話 

[地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護] 

：定員 29人以下の小規模な特別養護老人ホーム等で，入居者に対し，計画に基

づき行う，入浴・排せつ・食事等の介護等，機能訓練及び療養上の世話 

居宅介護

支援 

[居宅介護支援] 

：介護サービスの情報提供，介護サービス計画（ケアプラン）の作成等，要介

護者の暮らしを支援するケアマネジメントを行う。 

予
防
給
付 

介護予防

サービス 

（訪問サービス） 

[介護予防訪問入浴] 

：介護予防（介護を要し，又は日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は

悪化の防止）を目的として，居宅を訪問し，浴槽を提供して行われる入浴の

介護 

[介護予防訪問看護] 

：居宅における，介護予防を目的とする看護師等による療養上の世話又は必要

な診療の補助 

[介護予防訪問リハビリテーション] 

：居宅において，介護予防のために行われる理学療法，作業療法等 

[介護予防居宅療養管理指導] 

：介護予防のための，医師等による療養上の管理指導 

（通所サービス） 

[介護予防通所リハビリテーション] 

：施設に通所して，介護予防のために行われる理学療法，作業療法等 

（短期入所サービス） 

[介護予防短期入所生活介護] 

：施設に短期間入所して行う，介護予防のための入浴， 排せつ，食事等の介

護等及び機能訓練 

[短期入所療養介護] 

：施設に短期間入所して行う，介護予防のための看護，医学的管理の下におけ

る介護及び機能訓練等 
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[介護予防特定施設入居者生活介護] 

：介護予防を目的として，有料老人ホーム等の特定施設の入居者に対し行う，

入浴，排せつ，食事等の介護等，機能訓練，療養上の世話 

[介護予防福祉用具貸与] 

[介護予防特定福祉用具購入] 

[介護予防住宅改修] 

地域密着

型介護予

防サービ

ス 

[介護予防認知症対応型通所介護] 

：介護予防を目的として，認知症の利用者をデイサービスセンターに通わせて

行う，入浴，排せつ，食事等の介護等及び機能訓練 

[介護予防小規模多機能型居宅介護] 

：利用者の心身の状況・環境などに合わせ，居宅，通所，短期入所により，家

庭的な環境と地域住民との交流のもとで行う，入浴・排せつ・食事等の介護

等及び機能訓練 

[介護予防認知症対応型共同生活介護] 

：介護予防を目的として，認知症の利用者が共同生活を営む住宅で行う，入浴・

排せつ・食事などの介護等及び機能訓練 

居宅介護

支援 

[介護予防支援] 

：介護予防サービスを適切に利用できるよう，心身の状況，環境，本人・家族

の希望等に応じて，介護予防サービス計画（介護予防ケアプラン）を作成す

るなど要支援者の暮らしを支援する介護予防ケアマネジメントを行う。 

 

（オ） 介護サービスの利用手順（概要） 

介護（介護予防）サービスを利用するには，被保険者が，介護が必要な状態で

あることについて，市町村による要介護度の認定を受ける必要がある。 

要介護認定（要支援認定を含む。）は，介護の必要量を全国一律の基準に基づ

き，客観的に判定する仕組みであり，被保険者の申請を受けて，市が申請者につ

いて要介護認定を行う。認定結果を基に「要介護１～５」と認定された者につい

て，被保険者の依頼した居宅介護支援事業者の介護支援専門員（ケアマネージャ

ー）が介護サービス計画（ケアプラン）を作成し，これに基づき保険，医療，福

祉の総合的なサービスを利用することができる（施設に入所する者については，

施設内で施設サービス計画を作成し，サービスを利用する。）。一方，「要支援１～

２」の者及び「非該当」で地域支援事業として行われる介護予防・生活支援サー

ビスの対象となる者は，地域包括支援センターにおいて介護予防サービス計画の

作成を受け，保険給付としての介護予防サービス（要支援者のみ）又は地域支援

事業としての介護予防・生活支援サービスを受ける。 
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（出典：厚生労働省ウェブサイト） 

この表には記載がないが，「施設サービス」には，このほかに「介護医療院」がある。 

 

エ 財源等 

（ア）財源の枠組み 

介護保険の財源は，公費５割（国 25％，都道府県と市町村が各 12.5%），保険料

５割（平成 30 年度から令和２年度の第 7 期計画期間において，第１号被保険者

の保険料が 23％，第２号被保険者の保険料が 27％を負担）とされている。 

 



28 

 

 

（出典：厚生労働省ウェブサイト） 

（イ）介護保険料 

八尾市に居住する 40 歳以上の者は，被保険者として介護保険料を納める義務

がある。保険料は，年齢等により異なり，以下のとおりである。介護保険の財源

は，平成 30年度から令和２年度の期間において，第１号被保険者の保険料が 23％

を負担することとされていることを踏まえ，第１号被保険者（65 歳以上のもの）

の保険料は，介護保険に関する費用，第１号被保険者の収入状況，当該保険料以

外の財源等に関する予測を踏まえ，おおむね３年を通じ財政の均衡を保つことが

できるように，政令に定める基準に従って条例により定めることとされている

（介護保険法 129条）。第２号被保険者（40歳以上 65歳未満）の保険料は，本人

の加入する医療保険が徴収し，社会保険診療報酬支払基金がプールし，所定の基

準により同基金から八尾市に支払われるところ，その金額は各保険者の基準によ

り決められる。 

八尾市における，平成 30 年度から令和２年度における保険料の年額は，以下

のとおりである。なお，令和元年度以降，消費税増税に伴い，第１段階から第３

段階について公費を財源とする保険料の減額が行われたため，平成 30 年度と保

険料及び割合が異なるところ，平成 30年度分を括弧書きとしている。 
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所得  

段階  
対  象  者  

基準額

からの

割合  

保険料年額  

第１  

段階  

・生活保護対象者  

・世帯全員が市民税非課税で，老齢福

祉年金 5受給者  

・世帯全員が市民税非課税で，合計所

得金額 6と課税年金収入額 7の合計が 80

万円以下  

0.375 

(0.45) 

 

27,430 円

(32,910 円 ) 

第２  

段階  

世帯全員が市民税非課税で，合計所得

金額と課税年金収入額の合計が 80 万

円を超え， 120 万円以下  

0.575 

(0.70) 

42,050 円  

(51,180 円 ) 

第３  

段階  

世帯全員が市民税非課税で，合計所得

金額と課税年金収入額の合計が 120 万

円超  

0.725 

(0.75) 

53,020 円  

(54,840 円 ) 

第４  

段階  

本人が市民税非課税で，合計所得金

額と課税年金収入額の合計が 80 万

円以下で，同一世帯に市民税課税者

がいる  

0.90 65,800 円  

第５  

段階  

本人が市民税非課税で，合計所得金額

と課税年金収入額の合計が 80 万円を

超え，同一世帯に市民税課税者がいる  

1.00 

基準額  
73,110 円  

第６  

段階  

本人が市民税課税で，合計所得金額が

100 万円未満  
1.20 87,740 円  

第７  

段階  

本人が市民税課税で，合計所得金額が

100 万円以上 120 万円未満  
1.25 91,390 円  

                         
5
明治 44年 4 月 1日以前に生まれた人などで，一定の所得がない人や，他の年金を受給できない人

に支給される年金 
6年金・給与・事業などの所得をすべて合算し，基礎控除や扶養控除などの所得控除をする前の金

額。収入が公的年金収入のみの場合，公的年金収入金額から公的年金等控除額を差し引いたものが

合計所得金額となるが，第１段階から第５段階においては公的年金等に係る所得は控除される（課

税年金収入額となる）。 
7老齢年金・退職年金など，課税対象となる年金などの収入金額をいい，遺族年金・障害年金など

の非課税年金は含まない。 
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第８  

段階  

本人が市民税課税で，合計所得金額が

120 万円以上 170 万円未満  
1.40 102,360 円  

第９  

段階  

本人が市民税課税で，合計所得金額が

170 万円以上 200 万円未満  
1.50 109,670 円  

第 10 

段階  

本人が市民税課税で，合計所得金額が

200 万円以上 300 万円未満  
1.75 127,950 円  

第 11 

段階  

本人が市民税課税で，合計所得金額が

300 万円以上 500 万円未満  
1.90 138,910 円  

第 12 

段階  

本人が市民税課税で，合計所得金額が

500 万円以上 800 万円未満  
1.95 142,570 円  

第 13 

段階  

本人が市民税課税で，合計所得金額が

800 万円以上 1,000 万円未満  
2.05 149,880 円  

第 14

段階  

本人が市民税課税で，合計所得金額が

1,000 万円以上  
2.25 164,500 円  

（出典：八尾市ウェブサイト） 

 

オ 近年の制度変更等の概要 

介護保険制度は，平成 12 年の制度開始以降，３年を１期として，３年ごとに

制度の見直しがされている。近年は，以下のような改正がなされている。 

（ア）平成23年改正 

高齢者が地域で自立した生活を営めるよう，医療，介護，予防，住まい，生活

支援サービスが切れ目なく提供される「地域包括ケアシステム」の実現に向けた

取組を進めるとして，主に以下のような改正がされた。 

・地域包括ケアの推進。24時間対応の定期巡回・随時対応サービスや複合型サー

ビスの創設。介護予防・日常生活支援総合事業の創設。 

・介護職員によるたんの吸引等。有料老人ホーム等における前払金の返還に関す

る利用者保護 

・介護保険事業計画と医療サービス，住まいに関する計画との調和。地域密着型

サービスの公募・選考による指定を可能に。各都道府県の財政安定化基金の取り

崩しなど 

 

（イ）平成26年改正 

持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律に基づ
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く措置として，効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに，地域包括

ケアシステムを構築することを通じ，地域における医療及び介護の総合的な確保

を推進するため，医療法，介護保険法等の関係法律について所要の整備等を行う

という観点から，主に以下のような改正がされた。 

・地域包括ケアシステムの構築に向けた地域支援事業の充実（在宅医療・介護連

携，認知症施策の推進等） 

・全国一律の予防給付(訪問介護・通所介護)を市町村が取り組む地域支援事業に

移行し，多様化 

・低所得の第１号被保険者の保険料の軽減割合を拡大 

・一定以上の所得のある利用者の自己負担を引上げ 

 

（ウ）平成29年改正 

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にするという趣旨から，主に以下のような改正が

された。 

・全市町村が保険者機能を発揮し，自立支援・重度化防止に向けて取り組む仕組

みの制度化 

・「日常的な医学管理」，「看取り・ターミナル」等の機能と「生活施設」とし

ての機能を兼ね備えた，介護医療院の創設 

・介護保険と障害福祉制度に新たな共生型サービスを位置づけ 

・特に所得の高い層の利用者負担割合の見直し（２割→３割），介護納付金への

総報酬割の導入 

 

（２）介護保険事業計画 

市町村は，介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施のため，３年を１期として，

介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み，地域支援事業の量の見込み等を

定めた介護保険事業計画を策定することとされている（介護保険法 117 条）。八尾

市においては，介護保険法 117条に基づく「介護保険事業計画」と，老人福祉法 20

条の８に基づく老人福祉計画と従前の老人保健事業の内容である保険計画の性格

を併有する「高齢者保健福祉計画」とを，一体的に定めるものとして「八尾市高齢

者保健福祉計画及び介護保険事業計画」が策定されている。 
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（３）介護保険事業特別会計 

介護保険法３条２項の規定に基づき，市町村は，介護保険に係る収入及び支出に

ついて，特別会計を設けることとされており，八尾市においても介護保険事業特別

会計が設置されている。平成 30 年度決算における八尾市介護保険事業特別会計の

収支は，概ね，以下のとおりである。 

 

歳入（単位：千円）            歳出（単位：千円） 

予算科目 決算額  科目 決算額 

介護保険料 5,403,829  総務費 421,570 

使用料及び手数料 10  保険給付費 22,507,254 

国庫支出金 5,800,004  地域支援事業費 1,160,033 

支払基金交付金 6,288,351  特別対策事業費 154 

府支出金 3,297,112  基金積立金 285,182 

財産収入 1,002  公債費 0 

市一般会計からの繰入金 3,461,474  諸支出金 70,280 

諸収入 11,670  合計 24,444,474 

繰越金 321,079    

合計 24,584,530    

（平成 30年度八尾市決算書より抜粋） 

また，平成 30 年度決算における歳出のうち，総務費及び地域支援事業費の内訳

は，概ね以下のとおりである。 

 

【総務費の内訳（単位：千円）】 

科目 金額 主な内容 

総務管理費 193,307  
一般職の人件費，窓口業務委託料，IT

関係委託料等 

徴収費 22,021  

通信運搬費（賦課決定通知，督促状等

の郵送料等），職員報酬，封緘業務委

託料等 

介護認定審査会費 199,571  
医師意見書作成手数料，認定調査業務

委託費，調査員報酬等 

趣旨普及費 5,012  市民向け手引きの印刷製本費等 

運営協議会費 1,660    

（平成 30年度八尾市決算書より抜粋） 
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【地域支援事業費の内訳（単位：千円）】 

科目 金額 主な内容 

介護予防・生活支援サ

ービス事業費 
670,589  

サービス事業費（指定事業者への利用

料等）等 

介護予防ケアマネジメ

ント事業費 
83,913  

地域包括支援センターのケアマネジメ

ント費 

一般介護予防事業費 39,667  
街かどデイハウス介護予防事業委託料

等 

包括的支援事業費 332,253  地域包括支援センター業務委託料等 

介護給付等費用適正化

事業費 
10,358  ケアプランチェック委託料等 

家族介護支援事業費 12,238  家族介護用品支給事業(助成費）等 

その他事業費 8,879  
シルバーハウジング事業委託料，成年

後見報酬助成等 

その他 2,135  サービス事業費の審査支払手数料 

（平成 30年度八尾市決算書より抜粋） 

 

（４）介護サービスの利用状況 

ア 利用状況 

第６期計画期間（平成 27 年度～29 年度）における，介護サービス別の利用状

況は，以下のとおりであり，居宅サービスの利用者が増加傾向であった一方，介

護保険施設及び居住系サービス利用者はほぼ横ばいという状況であった。 
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※ 介護保険事業状況報告に基づき八尾市が作成した 

※ 実績値は月次データの年間合計値の月平均（集計対象期間は各年５月報告から翌年４月報告まで， 

平成 30年度のみ 10月報告まで） 

※ 介護保険施設サービス利用者数とは，介護保険３施設（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）と地域密着型老人福祉施設入所者生活介護の利用者数を示す。 

※ 介護専用居住系サービス利用者数とは，認知症対応型共同生活介護の利用者数を示す 

 

イ 今後の見込み 

上記のような状況，施設の整備計画，介護離職の防止や医療分野からの利用者

への対応等を踏まえ，八尾市は，第７期計画期間におけるサービス利用者数を，

以下のとおり見込んでいる（いずれの類型のサービスについても，増加を見込ん

でいる。）。 

(単位：人)

第７期事業計画

平成27年度
(2015年度)

平成28年度
(2016年度)

平成29年度
(2017年度)

平成30年度
(2018年度)
上半期

Ａ 14,977 15,422 15,965 16,372

Ｂ 2,293 2,344 2,390 2,459

介護保険施設サービス利用者 b1 1,598 1,606 1,609 1,654

介護専用居住系サービス利用者 b2 275 277 288 300

介護専用以外の居住系サービス利用者 b3 420 461 493 505

介護保険施設及び居住系サービス利用者割合 B/A 15.3% 15.2% 15.0% 15.0%

Ｃ 12,684 13,078 13,575 13,913

居宅サービス利用者 c1 9,322 9,618 9,469 9,065

サービス未利用者 c2 3,362 3,460 4,106 4,848

居宅サービス利用者割合 c1/C 73.5% 73.5% 69.8% 65.2%

(B+c1)/A 77.6% 77.6% 74.3% 70.4%

Ａ 15,305 16,498 16,974 16,650

Ｂ 2,332 2,428 2,557 2,628

介護保険施設サービス利用者 b1 1,662 1,665 1,691 1,694

介護専用居住系サービス利用者 b2 282 299 333 328

介護専用以外の居住系サービス利用者 b3 388 464 533 606

Ｃ 12,973 14,070 14,417 14,022

Ａ 97.9% 93.5% 94.1% 98.3%

Ｂ 98.3% 96.5% 93.5% 93.6%

介護保険施設サービス利用者 b1 96.1% 96.5% 95.2% 97.6%

介護専用居住系サービス利用者 b2 97.5% 92.6% 86.5% 91.5%

介護専用以外の居住系サービス利用者 b3 108.2% 99.4% 92.5% 83.3%

Ｃ 97.8% 92.9% 94.2% 99.2%

第６期事業計画

計
画
比

（

実
績
）

/
（

計
画
）

要支援･要介護認定者数

介護保険施設及び居住系サービス利用者

居宅サービス対象者

計
画

要支援･要介護認定者数

介護保険施設及び居住系サービス利用者

居宅サービス対象者

介護保険施設及び居住系サービス利用者

居宅サービス対象者

介護サービス利用者割合

実
績

要支援･要介護認定者数
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（出典：第７期計画） 

 

２ 介護保険事業計画推進事業 

（１）事業の概要 

八尾市では各年度において，介護保険事業計画（なお，前記のとおり高齢者保健

福祉計画と一体として策定されている。）に関し，進捗状況に応じ，策定・進捗管理

等の各種事務を行っている。 

・平成 28年度「八尾市高齢者実態調査等業務」 

第６期計画期間の２年目であり，第６期計画（平成 27年度下半期・平成 28年度

上半期）の実績分析（要介護認定者数・介護保険サービス利用者数等），第７期計画

策定のための基礎調査並びに介護保険運営議会等の各種事務を行っている（以下，

２項において「平成 28年度業務」という。）。 

・平成 29 年度「第７期八尾市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定等支援

業務」 

第６期計画期間の３年目であり，第６期計画（平成 28年度下半期・平成 29年度

上半期）の実績分析，第７期計画策定作業及び介護保険運営協議会等の各種事務を

行っている（以下，２項において「平成 29 年度業務」という。）。 

・平成 30年度「八尾市介護保険事業運営支援業務」 

第７期計画期間の１年目であり，第６期計画（平成 29年度下半期）及び第７期計

画（平成 30年度上半期）の実績分析，介護保険運営協議会の開催等の事務を行って

いる（以下，２項において「平成 30年度業務」という。）。 

令和元年度には，第８期計画策定のための基礎調査（サービス事業者・サービス

利用者へアンケート）を行い，これらを受けて，令和２年度に第８期計画が策定さ

れる。 

これをまとめると次のとおりとなる。 
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 計画期間 実施内容 

平成 27年度 

第６期 

５期実績分析/６期実績分析/協議会運営支援等 

平成 28年度 ６期実績分析/７期基礎調査/協議会運営支援等 

平成 29年度 ６期実績分析/７期策定作業/協議会運営支援等 

平成 30年度 

第７期 

６期実績分析/７期実績分析/協議会運営支援等 

令和元年度 ７期実績分析/８期基礎調査/協議会運営支援等 

令和２年度 ７期実績分析/８期策定作業/協議会運営支援等 

 

（２）年度ごとの実施内容 

ア 平成 28年度業務 

第６期計画の実績分析，第７期計画策定のためのアンケート調査支援，介護保

険運協運営支援等を業務内容として外部のコンサルタント会社に委託している。

プロポーザル方式による審査の結果，コンサルタント会社Ａ社が選定され，同社

との間の契約は随意契約（自治令 167条の２第１項第２号）によっている。 

委託費（平成 28年度） 6,318,000 円 

 

イ 平成 29年度業務 

第６期計画の実績分析，第７期計画策定支援及び介護保険運営協議会運営支援

等の事務を行うものである。 

この平成 29 年度業務は，平成 28年度業務の受託業者であるＡ社との間で，「性

質又は目的が競争入札に適しないものをするとき（自治令 167条の２第１項第２

号）」に該当するとして随意契約がなされている。その随意契約の理由としては，

「平成 28 年度において実態調査を行う必要があり，プロポーザル方式によって

本相手方を決定し分析等を行っています。そのため，次期計画においてはその分

析結果等のデータを元に今後の推計等を図る必要があるため，前年度にプロポー

ザル方式にて選定された相手方と随意契約を行う」とされていた。 

委託費（平成 29年度） 6,156,000 円 

 

[結果１]市に保管されている契約書における「仕様書」の欠落について 

平成 29年度業務に関し事業者との間で締結された契約書は，「第１条 別添の

仕様書に基づき‥」として仕様書を引用し業務内容を特定する条項となっている。

しかし，仕様書は作成されているが，八尾市に保管されている契約書には仕様書

が「別添」されておらず，契約書上，業務内容が特定できないものとなっていた。
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当該条項により契約を締結する以上は,契約書と仕様書を一体として作成，管理，

保管するようにされたい。 

 

ウ 平成 30年度業務 

第７期介護保険事業計画等の計画分析，介護保険運営協議会運営支援業務等の

事務を行うものである。この平成 30 年度業務は，前記ア及びイの契約の受託事

業者と同一のＡ社に，随意契約（自治令 167 条の２第１項第２号）により委託し

ている。その随意契約の理由として「業務内容の項目の１つとして給付分析を行

うことから，本市が導入している介護保険給付分析システムを活用する必要があ

り，上記事業者はそのシステム開発及び運用を委託事業者で，他の事業者では同

システムによるデータの取り扱いができないため」とされていた。 

委託費（平成 30年度） 1,512,000円 

 

（３）介護保険事業計画推進事業の委託契約の在り方について 

ア 委託業務につき随意契約を選択するとの判断について 

介護保険事業計画は３年間の計画であり，八尾市の行う事務としても３年間を

かけて，調査・策定・モニタリングというサイクルを繰り返している。そして，

28 年度業務（前記（２）ア），29 年度業務（前記（２）イ），30 年度業務（前記

（２）ウ）はいずれも，毎年，単年度業務として，同一のコンサルタント会社（Ａ

社）との間で随意契約がなされている。 

[意見１]介護保険事業計画推進事業に関わる委託業務につき随意契約を選択する

との判断について 

自治令 167条の２第１項第２号（性質随契）の許容性の解釈につき，最高裁判

所昭和 62年３月 20日判決・最高裁判所裁判集民事 150号 365ページ（以下「最

高裁昭和 62年判決」という。）は，地方公共団体に相当程度の裁量を認めている。

しかし，最高裁昭和 62 年判決に対しては批判もされているところであり，八尾

市随意契約ガイドライン等においてもその運用を厳格にする必要があることが

明確に示されている。したがって，２号随意契約（性質随契）による契約の在り

方としては，あくまでも随意契約は競争入札を原則とする地方公共団体の契約の

「例外的方法」であり「厳格」に適用する方向で運用をすべきである（詳細は後

記第６の１において述べる。）。 

上記に照らし検討するところ，平成 28 年度業務（主として介護保険事業計画

策定に向けたアンケート調査を目的とする業務）はプロポーザル方式による選定
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がなされているところ（前記（２）ア），民間事業者のノウハウにより仕様内容の

一層の向上を目指しプロポーザル方式により事業者を選定したうえ随意契約を

締結したこと自体は，合理性を欠くとはいえないと考える。 

次に，平成 29 年度業務（主として介護保険事業計画策定を目的とする業務）

においては，「平成 28年度に（略）おいて実態調査を行う必要があり，プロポー

ザル方式によって本相手方を決定し分析等を行っています。そのため，次期計画

においてはその分析結果等のデータを元に今後の推計等を図る必要がある
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

」（傍

点は監査人注記）ことを理由として，２号随意契約（性質随契）がなされている

（前記（２）イ）。この点，28年度業務において，成果品などの権利は発注者（八

尾市）に帰属するとの仕様であり，「分析結果等のデータ」がＡ社でなければ利用

できないとはいえないことからすると，随意契約理由としての妥当性には疑義が

あると言わざるを得ない。 

むしろ，随意契約を選択した実質的な理由は，介護保険事業計画策定支援業務

が高度に専門的であり，委託先に特別の知識，経験を要求される点にあったと考

えられるところ，この観点からみて，随意契約を選択したこと自体，必ずしも違

法とまではいえないと考える。もっとも，真にその業務がその者でないとできな

いのかどうか，すなわち随意契約によることの当否を客観的に検討した過程が十

分に決裁文書に表れていないことは不十分と言わざるを得ない。 

さらに，平成 30 年度業務（主として第７期介護保険事業計画等の計画分析を

行う業務）については，その随意契約の理由として「業務内容の項目の１つとし

て給付分析を行うことから，本市が導入している介護保険給付分析システムを活

用する必要があり，上記事業者はそのシステム開発及び運用を委託事業者で，他

の事業者では同システムによるデータの取り扱いができないため」とされていた。

しかし，介護保険給付分析システムは，八尾市がシステム利用権限を有している。

随意契約の理由に記載されている「他の事業者では同システムによるデータの取

り扱いができない」という事実は存在しない。前提事実を誤認しており，随意契

約理由の記載として不備がある。さらに，計画の進捗状況の分析という業務の性

質上，他の事業者でも行いうるとも考えられ，随意契約によったことが違法とま

では言えないとしても，真にその業務が特定の者でないとできないのかどうかを

客観的に検討したうえ，入札の採用を検討するべきである。  
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イ プロポーザル手続における公平公正な手順の導入について 

[意見２]プロポーザル方式により選定された事業者との間で複数年続けて随意契

約をする場合のより公平公正なプロセスについて 

仮に，平成 29年度業務及び平成 30年度業務につき，客観的な随意契約理由が

肯定される場合であっても，その委託事業者は平成 28 年度業務と同一であった

ところ，平成 28 年度業務のプロポーザル手続における公募要領には，翌年度以

降の業務の委託事業者となる可能性は示されておらず，そのことは応募者らには

当然には知り得ない情報であった。 

八尾市が，当該プロポーザル方式で選定された事業者を，翌年度以降の業務に

おける契約締結相手とする予定があるならば，平成 28 年度業務のプロポーザル

審査において選考されることによる事業者の経済的利益は，単年度の受注に限ら

ず，複数年の業務を受注できることによる利益ということとなる。そのため，プ

ロポーザル方式で選定された事業者が，当該年度の業務のみならず，翌年度以降

の業務の受注において有利に考慮される可能性があるのであれば，そのことをプ

ロポーザル仕様書等に記載しておかなければ，他の事業者との関係で公正を欠き，

また，意欲的な事業者の参入機会を減殺すると考えられる。 

なお，契約期間が複数年にわたる契約を締結することと，毎年，単年契約を締

結することは，契約内容が異なるのみならず，会計上求められる措置も明確に区

別される。前者の場合，債務負担行為を設定したうえで複数年契約を締結するこ

とになる。後者の場合，毎年単年度の契約を締結するものであり，翌年度の事業

者選定過程で，前年度のプロポーザルによる審査結果及び前年度業務実績を考慮

要素とされるのみであり，翌年度の契約締結が必ずしも保証されるものでもない。

このような観点から，予算上の措置及び公募要領の記載方法についても遺漏ない

よう配慮が求められる。 

以上のとおり，プロポーザル方式で選定された事業者との間で複数年に亘っ

て随意契約をする場合において，より公正，公平かつ適法な手順を確立するべき

である。 

 

ウ 契約金額縮減の工夫について 

[意見３]介護保険事業計画推進事業にかかわる委託契約につき随意契約をする場

合の契約金額縮減の工夫について 

本件においては，平成 28 年度業務のプロポーザル手続によって選定されたＡ
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社が，平成 28 年度業務，平成 29 年度業務及び平成 30 年度業務の３年間の契約

相手となっている。 

この点，平成 28 年度業務においては，プロポーザル手続で見積金額の多寡が

審査項目となっており契約金額縮減に向けた競争が働く。他方，平成 29 年度業

務，平成 30 年度業務については，契約相手と決定したＡ社から見積りを徴求し

て契約金額が定まっていた。このような場合でも，契約金額縮減に向けた工夫が

求められる。 

例えば，平成 29年度業務，平成 30年度業務においては，事業者から提出され

た見積りの内容を精査して，見積金額の妥当性について事業者との間で改めて協

議をすることを通じて契約金額を縮減する工夫や，平成 28 年度業務のプロポー

ザル審査において，仮に３か年継続して受託した場合の見積り合計金額を，評価

項目に加えるなどの工夫により，平成 29 年度業務，平成 30年度業務の契約金額

に関しても競争性を確保できる可能性がある8。 

このように，随意契約による場合であっても，契約金額縮減に向けた工夫をな

すべきである。 

 

３ 要介護認定事務 

（１）要介護認定手続の概要 

介護（介護予防）サービスを利用するには，被保険者が，介護サービスの必要度

（どの程度，介護のサービスを必要とするか）について市町村の認定を受ける必要

がある。この要介護認定（要支援認定を含む。以下同じ。）は，介護の必要量を全国

一律の基準に基づいて客観的に判定する仕組みであり，一次判定及び二次判定の結

果に基づき，市町村が申請者について要介護認定を行うとされている。一次判定手

続は，市町村の認定調査員による心身の状況調査（認定調査）及び主治医意見書に

基づくコンピュータ判定を行う手続，二次判定手続は，保健・医療・福祉の学識経

験者により構成される介護認定審査会により，一次判定結果及び主治医意見書等に

基づき審査判定を行う手続である。  

                         
8 このためには，プロポーザル手続の段階で，翌年度以降に行われる業務内容の仕様を示す必要が

あり，また，翌年度以降に現実に契約を締結する段階で仕様が変動した場合には，上記見積り金額

に拘束力を持たせることができないことに留意が必要である。 
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【認定手続の概要図】 

 

（出典：厚生労働省ウェブサイト） 

 

【認定事務の件数 平成 30年４月１日～平成 31年３月 31日】 

① 要介護認定申請件数 17,458 件 

② 要介護認定調査件数 16,887 件 

③ 審査判定件数 16,980 件 

（出典：八尾市提供資料） 

 ※①②③の数値のずれは，申請の取り下げ，事務処理中に年度をまたぐ場合が

あること等による。 

 

（２）心身の状況に関する調査（認定調査） 

ア 事務概要 

介護認定を受けようとする者の介護等の必要性を把握するため心身の状況に

関する調査を行う事務であり，認定調査といわれる。新規の要介護認定に係る認

定調査は，保険者の職員が直接調査することを原則とする（介護保険法 27 条２

項，32 条２項）。また，更新及び区分変更申請に係る認定調査は，「市町村職員」

が実施するのに加えて，「指定居宅介護支援事業者，地域密着型介護老人福祉施

設，介護保険施設その他の厚生労働省令で定める事業者若しくは施設又は介護支

援専門員であって厚生労働省令で定めるもの」で都道府県及び指定都市が行う研

修を修了した者（以下，「認定調査員」という｡）に委託することができる（介護

保険法 28条，29条，30条）。 
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イ 事務の実施状況 

（ア）八尾市職員による調査 

八尾市職員による認定調査事務に従事する職員の体制は常勤職員１名，非常勤

職員７名である（平成 30年度）。非常勤職員は介護支援専門員資格を有する者を

採用している。 

非常勤職員にかかる報酬額の推移は次のとおりである。なお，嘱託員報酬と，

アルバイト賃金は雇用形態の相違によるものである。 

（単位：千円） 

  平成 29 年度 平成 30年度 令和元年度 

介護認定調査員 

嘱託員報酬 

当初予算額 23,587 19,254 25,926 

決算額 19,198 19,822 ― 

介護認定調査員 

アルバイト賃金 

当初予算額 835 4,253 0 

決算額 1,497 2,053 ― 

（出典：八尾市提供資料） 

 

（イ）委託調査 

法令上委託ができる場合に，認定調査を事業者（具体的な事務は当該事業者の

従業員である認定調査員が行う。）に委託している。八尾市では認定調査を委託

する場合に適切な調査がおこなわれることを担保するため，委託契約事業者の選

定に関し「八尾市介護保険要介護認定調査業務事業者選定要綱」を定めている。

その委託先事業者数及び委託費用の推移は次のとおりである。 

①委託先事業者数 71事業者（平成 30年度） 

②委託費の推移 

（単位：千円） 

 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

当初予算額 47,496 47,931 51,649 

決算額 46,979 47,292 ― 

（出典：八尾市提供資料） 
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（ウ）認定調査の件数 

申請件数(新規，更新，区分含む） 17,458 件 

 新規申請における認定調査件数 4,788 件 

  

 
新規申請における他市町村への調査委託件数 307 件 

 

 

 

委託調査の割合 6.4  ％ 

 更新申請における認定調査件数 10,818 件 

  

 
更新申請における認定調査員への調査委託件数 10,144 件 

 

 

 委託調査の割合 93.8  ％ 

区分変更申請における認定調査件数 1,281 件 

  

 
区分変更申請における認定調査員への調査委託件数 1,197 件 

  委託調査の割合 93.4  ％ 

認定調査件数（合計）   16,887 件 

（出典：八尾市提供資料） 

 

（エ）認定調査従事者の教育訓練の状況 

認定調査の均一化のため，認定調査従事者は，国が作成した「認定調査員テキ

スト」に基づき調査を行う。そのほかに，八尾市では，認定調査従事者に次のよ

うな教育訓練を受けさせている。 

・八尾市職員 

常勤職員については，毎年，大阪府の実施する現任者研修を受講させている。

非常勤職員については，研修受講の機会は確保されていない。 

・受託事業者 

受託事業者の認定調査員向けに，八尾市が主催する研修会を開催している。そ

の受講率は 15％程度にとどまっている。 

[意見４]認定調査に従事する者（市の非常勤職員）の教育訓練の機会確保について 

認定調査に従事する市職員のうち，非常勤職員には研修を受講させていない。

しかし，適正な認定のためには，認定調査に従事する者のスキルアップは重要で

ある。ローテーション等により，数年に一度は研修を受講させる機会を確保する

ことや，厚生労働省が実施する e-learning の受講など，非常勤職員についても

教育訓練の機会を確保するべきである。 
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[意見５]認定調査に従事する者（委託事業者の認定調査員）の教育訓練の機会確保

について 

また，委託事業者の認定調査員についても市主催の研修会への参加率は高くな

い状況にある。これらの者についても，e-learningによる研修の受講を求めるな

ど，教育訓練の機会を確保すべきである。また，研修受講を，認定調査事業者の

選定の際に有利に斟酌することなど，委託事業者にとって研修受講がインセンテ

ィブとなるような方策も検討すべきである。 

 

（オ）認定調査の適正確保のための運用上の工夫について 

要介護認定が適正かつ迅速に行われるためには，申請者の状況を把握するため

の認定調査が適正に行われることが極めて重要である。この点，八尾市では認定

調査の適正確保のために，次のような取り組みがなされている。 

①委託調査の制限 

認定調査は，保険者の職員が直接調査することを原則とする（介護保険法 27条

２項）が，八尾市では，認定調査の一部を委託している。委託による調査が一概

に不適正につながるというものではないが，職員による調査の方が調査の質の均

質化が期待でき，また，委託調査に従事する者は介護サービスを提供する事業者

側であり，モラルハザードにつながる危険性も潜む。そこで，八尾市では，法令

上委託が制限されない場合でも，委託調査につき次のような制限を設けている。 

 

・当該被保険者について，介護サービスを現に行っている事業者が認定に関与す

れば利益相反となるので，当該被保険者に介護サービスを行っている事業者へ

の委託はしない。 

・更新申請の際の認定調査の委託は，連続して３回を最大とし，４回目には委託

をせず，必ず職員による調査を行うこととしている。 

②職員による認定調査内容の確認 

認定手続の過程で，職員が調査票を全件チェックしたうえ，コンピュータ判定

処理を進めていくという事務処理を通じて，委託調査の場合でも職員が認定調査

内容を確認する仕組みとなっている。こうした確認の過程で，記載内容の不適正，

不整合の疑いがあれば再調査を求めることを通じて認定調査の適正確保を図っ

ている。 

[意見６]認定調査員の重点的な指導等について 

市職員による調査票のチェックの際に，調査票の不整合が発見される場合や，

連続３回の委託調査の後，市職員の調査に変わった時に，大きく介護度が変わる
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という事例がありうる。そのような事例が複数発覚する認定調査員については，

調査の質が低い可能性を示すといえる。認定調査の問題が発覚した調査員をデー

タベース化する等して，重点的な指導や研修受講を求めるなど，調査の適正確保

の措置を講ずることを検討すべきである。 

 

（３）主治医意見書 

介護認定を受けようとする者の介護等の必要性に関し，主治医の有する情報を，

介護認定の判断基礎に取り込むために，主治医の意見書を取得している。八尾市で

は，認定等申請受付日の翌日に，八尾市から主治医に意見書の提出を依頼し，主治

医から市町村へ主治医意見書が提出される。意見書を作成した主治医には，八尾市

から主治医意見書作成手数料が支払われる。 

 

ア 主治医意見書作成料 

単価（消費税等別） 

在宅（※） 新規 5,000円 

更新 4,000円 

施設（※） 新規 4,000円 

更新 3,000円 

 

※「施設」とは常態として医師（常勤・非常勤を問わず）の医学的管理・健康

管理下にある施設入院・入所者の場合を指し，在宅はこれ以外の場合を指す。 

 

イ 主治医意見書作成料の推移 

（単位：千円） 

 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

当初予算額 76,798  78,295  80,027  

決算額 76,633  76,817  ― 

（出典:八尾市提供資料） 

[意見７]主治医意見書の依頼方法の工夫について 

現在，介護保険認定手続においては，申請を受け付けた後に八尾市から主治医

に意見書を依頼している。これを，申請者が，申請前に，自ら主治医に意見書作

成を依頼する事務手順に変更することによって，①市の事務処理負担軽減のほか，

②申請者が主治医に最新の現況を診察してもらう機会ともなり，認定の質が高ま

ることが期待できる（八尾市介護認定審査会委員からの聞き取りによれば，申請
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者が直近に診察を受けたのが認定手続の数か月前の場合など，主治医意見書に申

請者の最新の状況が記載されていない事例もあるとのことである。）。後記（５）

のとおり，八尾市では申請から認定までの期間が，法の原則である 30 日を超過

している状況にあり，八尾市の事務処理負担軽減の必要性は高いうえ，他の市町

村では主治医意見書を申請者本人から依頼する方法としているところもある。 

以上から，主治医意見書の依頼方法について，他市の事務運用を調査等したう

え，申請者が申請前に自ら依頼する方法とする等，市の事務負担を軽減する方策

を検討するべきである。 

 

（４）判定手続 

ア 一次判定と二次判定 

介護認定の過程は，コンピュータソフトによる一次判定と，八尾市の附属機関

として設置された八尾市介護認定審査会（以下「認定審査会」という。）による二

次判定の二段階の判定手続によっている。 

要介護認定では，申請者の状態像を数量化し，「介護の手間」の総量である要介

護認定等基準時間を推計し，推計時間を利用することで要介護度を決定するとい

う方式が採用されている。こういった介護の手間の総量の見積りについて，複数

の介護に関わる専門職の合議によって，異なる事例間で同一の結論を得ることは，

きわめて困難である。このため，要介護認定においては，申請者の「状態像」に

関わる情報を，基本調査で把握し，これを介護の手間の総量＝要介護認定等基準

時間に置き換える作業が，国が開発した一次判定ソフトにより行われている。そ

して，一次判定は，申請者の必要な介護量を統計的な手法を用いて推定するとい

う仕組みをとっているため，こうした統計的な推定になじまない，申請者固有事

情を認定調査において記録された特記事項や主治医意見書の記載内容を踏まえ，

一次判定の結果を確定し，又は，必要に応じて一次判定の変更を行う手続が必要

となり，これが認定審査会による二次判定である。 

八尾市における具体的事務の進め方としても，担当職員が，認定調査の内容と

主治医意見書の内容の整合性等を検証して，齟齬がある場合は，認定調査員に内

容の確認をするなどしたうえで認定調査の結果を確認した後，一次判定ソフトに

入力することによって，一次判定結果を得る。そして，認定審査会に介護認定の

審査及び判定を求め，認定審査会は，審査及び判定の結果を市町村に通知するも

のとされる。市町村は，通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき，

要介護認定をすることとされる（介護保険法 27条）。 
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イ 事務の実施状況 

（ア）認定審査会の運営 

八尾市では，数多くの認定事務を処理するため，認定審査会には委員４名によ

り構成される合議体が置かれ，合議体における審査及び判定結果をもって認定審

査会の議決とすることとされている（八尾市介護認定審査会規則，八尾市介護認

定審査会運営要綱）。認定審査会の活動概要は以下のとおりである。 

 

・介護認定審査会委員報酬額の推移 

（単位：千円） 

 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

当初予算額 47,642  47,314  47,724  

決算額 46,188  45,440  ― 

（出典:八尾市提供資料） 

・介護保険認定審査会の構成・活動等 

認定審査会委員数 169名 平成 31年３月 31 日現在 

認定審査会合議体数 48 合議体 平成 30年４月１日～ 

平成 31年３月 31日 認定審査を行う合議体の開催数 565回 

審査会１回あたりの平均審査件数 約 30件 

（出典:八尾市提供資料） 

 

・委員の構成（平成 31年３月 31日現在） 

 医療 保健 福祉  医療 保健 福祉 

医師 52   理学療法士  ２ １ 

歯科医師 24   作業療法士   １ 

薬剤師  20 １ 社会福祉士  １ ９ 

保健師  １  介護福祉士   10 

助産師    その他  ７ 29 

看護師  ７ ２ 小 計 76 40 53 

准看護師  ２  合 計 169 

（出典:八尾市提供資料） 

（イ）認定審査会による判定の簡素化 

厚生労働省は，平成 29 年 12 月 20 日付け事務連絡において，全国の保険者に

対し，第１号被保険者による要介護等更新申請のうち，認定調査等の内容が長期

にわたり状態が変化していない状態安定者については，一次判定結果を審査判定
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結果とみなすことにつき認定審査会の包括同意を得る等の方法により認定審査

会における審査の「簡素化」を可能とする旨通知した。 

八尾市においても，平成 30年 10月より，厚生労働省の示す基準と同一の基準

の下，審査会の審査の簡素化を行っている。 

 

（ウ）合議体間の判断の均質化の取り組み 

八尾市では，認定審査会の審査及び判定を，合議体に分けて行っていることか

ら，合議体間での運営方法について共通認識を持つため，各部会の代表者の出席

を得て，運営委員会を年２～３回開催している。合議体ごとの一次判定の変更率

や認定有効期間の延長率を集計し，運営委員会でその統計資料をもって議論材料

とするほか，各合議体に年１回，自分の所属する合議体のデータと他の合議体に

おけるデータの統計数値を示し，他の合議体との判断の均質化に向けた工夫がな

されている。 

 

（５）認定結果の通知 

ア 認定結果通知 

市町村は，認定審査会から通知された審査及び判定の結果に基づき，要介護認

定をすることとされ，要介護認定をし，又は要介護者に該当しないと認めたとき

は，その結果を当該認定に係る被保険者に通知することとされる（介護保険法 27

条７項，９項）。介護認定申請に対する処分は，申請日から原則として 30日以内

にしなければならないとされ，例外として，当該申請に係る被保険者の心身の状

況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には，当該被保険者に対し，当

該申請に対する処分をするためになお要する期間及びその理由を通知し，これを

延期することができるとされている（介護保険法 27条 11項）。 

 

イ 認定結果通知までに要する期間の長期化について 

（ア）現状 

介護認定に要する期間の長期化は全国的な課題となっており，八尾市において

も，平成 30 年度実績で，審査判定件数 16,980 件のうち，原則とされる 30 日を

超えた審査判定件数が 12,433件に上っている。 

厚生労働省による平成 30 年度要介護認定適正化事業業務分析データ（平成 30

年度上半期）によれば，申請から認定までの期間は，全国平均 36.9日に対して，

八尾市は 38.4 日を要している。これにより，法の原則である 30日を超過してい
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る状況は八尾市だけではないものの，八尾市では全国平均よりもやや長期間要し

ている。 

上記のとおり，介護認定に要する期間は法の原則である 30 日を遵守できてい

ない状況にある。その状況は全国的な問題であり，八尾市のみの問題ではないが，

可能な限りの迅速化に努めるべきである。介護認定に要する期間の長期化は，認

定申請の増大に八尾市の事務が対応しきれないという状況が根本的な原因とな

っていると考えられる。職員数の増が容易ではない中，市の対応にも限界がある。 

 

（イ）サービス利用の予定がない認定申請（お守り申請）について 

八尾市では，他自治体と比較して，要支援・要介護認定率が高く，近年その認

定率が大きく上昇している。また，認定者に占める軽度認定割合が高いとともに，

認定を受けていながら介護保険サービスを利用していない認定者の割合が全国

と比較しても高いという特徴もある。被保険者には，認定手続のための自己負担

がないこともあって，具体的に介護サービス利用予定がなくとも，お守りのよう

な趣旨で，認定を取得しておくという実態もあるとのことである（このことを，

俗称であるが，「お守り申請」と表現される。）。 

 

【要支援・要介護認定者数の状況】 

  

（出典：第６期及び第７期八尾市高齢者保健福祉計画 

及び介護保険事業計画から監査人作成） 

【認定者数と介護サービス利用者数の全国比較 （平成 30年）】 
 全国 大阪府 八尾市 

合計認定者数（人） 6,452,585 508,443 16,410 
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合計受給者数（人） 4,819,031 352,944 10,928 

利用者の割合 75% 69% 67% 

（出典：合計認定者数・厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報 

合計受給者数・同月報（12か月分の平均値）） 

[意見８]必要性の低い要介護認定申請を抑制する対応策について 

もとより認定を受けながら介護保険サービスを受けないこと自体が違法であ

るということにはならない。しかし，認定の効力は申請日にさかのぼるため（介

護保険法 27条８項，32条７項），利用者にとって，介護保険サービスを利用しな

いにもかかわらず予め認定を取得しておく必要性が高いとはいえない。介護認定

に要する期間の長期化は，認定申請の増大に八尾市の事務が対応しきれないとい

う状況が根本的な原因となっていると考えられる。 

必要のある者の介護認定の申請を妨げることとなってはならないが，当面サー

ビス利用の予定がない場合には認定を受ける必要がないこと，必要性の低い認定

申請を控えることが八尾市の介護保険制度全体の健全な運営に資するものであ

ることについて，市民及び代理申請をなす事業者に周知するなど，必要性の低い

認定申請を抑制する対策を講ずることを検討すべきである。 

 

（６）延期通知 

[結果２]延期通知の適切な実施について 

介護保険法 27条 11項に定められた処分までの期間（30日）を超える場合，法律

上は，延期通知をすることが求められている（同項但書）。この点，厚生労働省は「更

新申請については，有効期間内に要介護認定を行うことができる場合であれば，事

前に被保険者等の同意を得た上で，申請日から 30 日を超えて処分を行う場合であ

っても延期通知を省略する取り扱いとして差し支えない」との見解を示している。 

これにつき，八尾市では「申請日から 30日の時点で今後，認定審査会にかける見

込みがあるもの（具体的には，主治医意見書，認定調査がそろっている場合）」につ

いて，延期通知が省略されている。しかし，このように解する法的根拠は見当たら

ない。 

そのため，八尾市では，本来延期通知をなすべきものについて，延期通知が行え

ていないものがある。法律上義務付けられた延期通知については，適正に実施すべ

きである。厚生労働省が，更新申請の案件について一定の場合に延期通知の省略が

可能である場合があるとの解釈を示しているものの，八尾市の運用は，厚生労働省
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が示す解釈を踏み越えて，広く認定通知を省略しているものであり，上記結論を左

右しない。 

（７）厚生労働省の要介護認定適正化事業 

平成 30年度より，厚生労働省による「要介護認定適正化事業」において，介護保

険総合データベースに格納されたデータを分析し，全国のデータ，都道府県のデー

タとの対比をして分析した結果を各保険者に提供するという事業が開始されてい

る。 

[意見９]厚生労働省による「要介護認定適正化事業」の成果活用について 

八尾市では，当該データを，介護認定審査会の委員に提供するなどして情報提供

をしているが，データ提供が始まって間がないこともあり，その分析結果の活用方

法がまだ確立していない。今後，介護認定の適正化について，活用が期待されてい

るリソースであることは間違いなく，国や他の自治体との情報交換も行い積極的な

活用が求められる。 

 

４ 介護保険料の賦課徴収 

（１）介護保険料の賦課 

前記のとおり，第１号被保険者の介護保険料は，主に，本人及び世帯の市民税課

税の有無と，本人の所得金額により算定される。八尾市では，世帯の構成員につい

ては住民基本台帳の情報により把握し，本人及び世帯員の市民税課税の有無と本人

の所得を地方税に関する情報を毎月システムに取り込んで把握し，システムにより

所得段階区分を判定し，介護保険料を算定している。そして，賦課の基礎となる地

方税の課税の有無等が確定するのは毎年６月下旬であり，４月から６月分の介護保

険料については，前年度の情報を基礎に暫定的な額を算定して賦課を行う。そして，

毎年６月下旬に，当該年度の情報に基づく所得段階区分を判定し，７月以降の介護

保険料（暫定的な賦課額との差額を調整した額）を賦課する。 

 

（２）介護保険料の徴収 

賦課決定をした後，各被保険者に対し，決定通知書を郵送する。そして，特別徴

収（年金からの天引き）の対象者及び普通徴収の対象者で口座振替を申請している

ものについては，通知書のみを送付するが，普通徴収の対象者で口座振替を申請し

ていないものについては，納付書を同時に郵送する。その徴収方法は年齢により違
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っており，各年代の徴収方法は以下のとおりである。 

第２号被保険者（40 歳以上 65 歳未満）の保険料の納付方法は，加入している医

療保険の保険料と合わせて徴収される（国民健康保険においては国民健康保険料と

して徴収される）ものであり，医療保険の各保険者が社会保険診療報酬支払基金に

納付し，法令の規定により算定した額が，交付金として同基金から市に納付される

（介護保険法 125,126,150条）。 

第１号被保険者（65歳以上のもの）の保険料の納付方法は，年金からの天引きに

よる特別徴収とそれ以外の普通徴収の２種類である（介護保険法 131条）。 

特別徴収は，年金保険者に支給している年金から保険料を徴収させ，かつ，その

徴収すべき保険料を保険者である市に納入させる方法であり，被保険者は，保険料

を控除された後の年金を受け取ることになる。特別徴収の対象者は，年額 18 万円

以上の老齢・退職・障害・遺族年金を受給している者であり（介護保険法 134，135

条，同法施行令 41条），大半の被保険者は特別徴収により保険料を納付することに

なる。普通徴収は，その他の者及び年度の途中で第１号被保険者になった者等が対

象となる。 

普通徴収による保険料の徴収方法は，納付書払いや口座振替払い等の複数の徴収

方法の中から，各自治体がそれぞれの方針に基づいて選択している。八尾市におい

ては，被保険者が，納付書払い，口座振替のいずれかを選択することになる。 

 

（３）介護保険の賦課徴収状況 

過去３年間の介護保険料の徴収率等は，以下のとおりである。 

（収納率を除き，単位：円。以下，３表同じ） 
   平成 28年度 

   調定額 収納額 収納率 未収額 

現 

年 

分 

現
年
度 

特別徴収 4,660,859,020 4,660,859,020 100.00% 0 

普通徴収 583,649,450 499,671,410 85.61% 83,978,040 

現年度計 5,244,508,470 5,160,530,430 98.40% 83,978,040 

過年度分 3,172,100 2,306,740 72.72% 865,360 

現年計 5,247,680,570 5,162,837,170 98.38% 84,843,400 

滞
納
繰
越
分 

当初繰越額 217,081,099 
前年度発生分     87,995,210 

前々年度以前分  129,085,889 

年度内減額 -357,270 － － － 

最終滞納繰越 216,723,829 28,093,480 12.96% 89,115,313 

年 度 合 計 5,464,404,399 5,190,930,650 95.00% 173,958,713 

不納欠損額 99,515,036 
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   平成 29年度 

   調定額 収納額 収納率 未収額 

現 

年 

分 

現
年
度 

特別徴収 4,727,018,770 4,727,018,770 100.00% 0 

普通徴収 574,188,500 493,708,100 85.98% 80,480,400 

現年度計 5,301,207,270 5,220,726,870 98.48% 80,480,400 

過年度分 2,715,530 2,184,940 80.46% 530,590 

現年計 5,303,922,800 5,222,911,810 98.47% 81,010,990 

滞
納
繰
越
分 

当初繰越額 173,958,713 
前年度発生分      84,843,400 

前々年度以前分    89,115,313 

年度内減額 -391,850 － － － 

最終滞納繰越 173,566,863 26,484,130 15.26% 92,153,020 

年 度 合 計 5,477,489,663 5,249,395,940 95.84% 173,164,010 

不納欠損額 54,929,713 

 
   平成 30年度 

   調定額 収納額 収納率 未収額 

現 

年 

分 

現
年
度 

特別徴収 4,875,360,050 4,875,360,050 100.00% 0 

普通徴収 554,966,310 489,323,370 88.17% 65,642,940 

現年度計 5,430,326,360 5,364,683,420 98.79% 65,642,940 

過年度分 3,786,940 2,849,640 75.25% 937,300 

現年計 5,434,113,300 5,367,533,060 98.77% 66,580,240 

滞
納
繰
越
分 

当初繰越額 173,164,010 
前年度発生分      81,010,990 

前々年度以前分    92,153,020 

年度内減額 -335,570 － － － 

最終滞納繰越 172,828,440 26,558,280 15.37% 89,330,040 

年 度 合 計 5,606,941,740 5,394,091,340 96.20% 155,910,280 

不納欠損額 56,940,120 

（高齢介護課作成資料より抜粋） 
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（４）介護保険料の賦課徴収に関する歳出 

（単位：千円） 

 平成 30年度決算 令和元年度予算 主な費目 

総額 17,540 18,950  

消耗品費 319 402 封筒，納付書 

印刷製本費 1,449 2,099 

通信運搬費 
13,185 13,473 

賦課決定通知書，納付書

等の郵送料 

手数料 131 146 口座振替手数料 

その他委託料 2,399 2,756 郵送書類の封入封緘 

IT関係委託料 58 78 口座振替伝送手数料 

上記のとおり，賦課徴収に関する歳出の大部分は，賦課決定通知書等の作成，郵

送や封入封緘等に関する費用である。なお，賦課徴収に関する人件費等は含めてい

ない。 

 

（５）介護保険システムによる管理 

八尾市においては，介護保険の被保険者資格，保険料の金額及び滞納管理，要介

護度認定，保険給付等について，被保険者別に，介護保険システムによる管理を行

っている。介護保険料では，システム内の「納付原簿」により，納期限別の保険料

額，賦課期日，収納額，収納日を確認することが可能となっている。また，システ

ム内の「賦課根拠照会」により，介護保険料算定のための所得等の区分，普通徴収

か特別徴収か，保険料の納付済み期間及び時効等により保険料徴収権が消滅した期

間を確認することができる。また，「滞納折衝」において，各債務者別の折衝状況を

入力，確認することができるようになっている。このように，原則としてシステム

による管理が行われている結果，紙の資料等による管理は基本的にされていない。 

 

（６）介護保険料の具体的な徴収方法について 

八尾市における介護保険料の普通徴収における口座振替の利用率は，平成 30 年

度において，20.04％から 23.78％で推移している。 

この点，平成 20年度の包括外部監査では，平成 19年度における普通徴収者に占

める口座振替による納付者の割合は 22.7％で，口座振替の普及を促進するために更

なる効果的な対策を講じていく必要があるとの意見が付されたところだが，さほど

普及が進んでいない。 
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既存の非振替者及び新規の普通徴収者をどのようにして口座振替に案内できる

かという観点からの下記のような対策を講じるべきであると思料する。 

[意見 10]郵送により行う介護保険料の口座振替の手続の案内について 

現在，金融機関ないし市役所の窓口に書面及び届出印を持参する形の口座振替の

手続のみが案内されている。郵送による手続は積極的には案内されておらず，手続

用の封筒等を「介護保険料額決定通知書」等に同封することもされていない。所管

課は「窓口での手続ができない」との誤解を避けるためという理由を挙げるが，郵

送による手続を案内することによりそのような誤解が生じることは通常は考え難

い。 

上記のとおりの口座振替の普及が遅々として進まない現状を踏まえて，口座振替

の促進のため，来所による手続のほかに郵送による手続も可能である旨の案内等を

検討すべきである。 

[意見 11]キャッシュカードを端末で読み込む方法による口座振替の手続の導入に

ついて 

また，八尾市においては，国民健康保険や市税については，キャッシュカードを

窓口に設置している端末に読み込ませる方法により，銀行印なしで口座振込を申し

込む方法が採用されているが，介護保険料については，それが採用されていない。

その理由は，普通徴収の対象者及びその金額が少数であり，また，高齢者による利

用はあまり見込まれず（後期高齢者医療保険料については，そのためキャッシュカ

ード口座振替をとりやめている），導入費用や手数料等のコスト等がかかることか

ら行っていない，とのことであった。 

しかし，大阪府内の他の同程度の規模の自治体（豊中市，吹田市，枚方市，寝屋

川市）においては，介護保険料（初期費用と，口座振替１件ごとの事務手数料）の

口座振替の手続をキャッシュカードにより実施する方法が採用されている。また，

大阪市，東大阪市では，窓口においてキャッシュカードを用いた手続はできないが，

監査人において各自治体のホームページを確認したところ，インターネット上での

口座振替の手続が可能である。導入コストと手数料がどの程度必要となるのかにつ

いての検討の必要はあると思料されるが，また，郵送による納付書発行に伴うコス

ト（印刷費等）と比較すると，総合的に考えて高額とはならないのではないかと思

料される。 

八尾市におかれて，他市における徴収率の増加への寄与の動向や，導入費用，手

数料等のコストを踏まえ，導入の是非を検討すべきである。 
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（７）介護保険料の滞納管理 

ア 滞納管理に関する制度等 

介護保険料は，納期限ないし督促等による時効中断（令和２年４月１日に施行

される新民法における「更新」）から２年で時効となる（介護保険法 200条）。 

八尾市においては，納期限を経過しても保険料が納付されない場合，①納期限

後 30 日以内に督促状を送付し，②また，過去２年分の滞納者に対して，催告書

を年に３回（平成 30 年度は，平成 30 年５月 30 日，９月 27 日及び平成 31 年２

月 25日）送付している。このほか，③現年度分（過年度分には滞納を生じていな

いが，当該年度の４月から 11 月までに滞納が生じている者）の滞納者に対し，

11 月下旬までに取りまとめを行い，12 月の債権滞納整理特別強化月間（市全体

において債権回収を強化する期間）に催告書を送付している。そして，八尾市に

おいて，時効により消滅したと判断される債権については，不納欠損の処理がさ

れる。 

 

イ 保険料の滞納に伴う措置 

介護保険料の滞納が継続する場合，以下のように，保険給付の制限等がある。 

・１年以上の滞納 

サービス費等の全額をいったん利用者が負担し，申請により後で保険給付分が

支払われる。 

・１年６か月以上の滞納 

費用の全額を利用者が負担し，申請後も保険給付の一部または全部を一時的に

差止め，滞納保険料に充当する。 

・２年以上の滞納 

サービス利用時の利用者負担率が引き上げられ，また，高額介護サービス費が

受けられなくなる。 

[意見 12]介護保険料の滞納事案への対応（分割納付の交渉等）に関する基準等の不

存在について 

分割納付の交渉について，現状では，具体的なマニュアル等がなく，各担当者

の判断に委ねられている。また，電話による催告や，市役所や被保険者自宅等で

の面談による納付交渉も，基本的に，被保険者から問い合わせがあった場合や，

面談等の機会があった場合に行われており，市から，積極的・計画的にこれらの

催告を行っているわけではないとのことであった。 

現状では，各担当者の個別の判断により分割納付交渉がなされているが，かか
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る状況は，「公平の観点」から適切ではないといえる。 

滞納者との交渉に関しては，事例を集積した上で，文書以外の方法による催告

の方法・頻度，分割納付を認める場合の考慮要素，分割納付の回数等について，

大まかな基準を定めて担当者間で共有し，これを異動の際には引き継ぐなどの措

置をとるべきである。 

[意見 13]滞納事案における財産調査の実施について 

八尾市では，滞納事案について，財産調査をしておらず，納付交渉時の滞納者

からの聞き取りにとどまるとのことであった（他方，減免申請があった場合には

財産調査がなされている。）。 

滞納が生じた後の分割納付に関する交渉や，時効が近づき不納欠損が見込まれ

る事案について，何らの財産調査を行わないままとすることは，本来早期に徴収

可能な保険料の徴収を困難とし，あるいは徴収時期を不当に遅らせる危険がある。

また，介護保険料が，いわゆる強制徴収権限を有しており，法律上の財産等の調

査権限を有しているにもかかわらず，それが活用されていないともいえる。 

この点，滞納事案が多数にわたり，また，減免については被保険者自身の申請

等がある一方，滞納事案ではそれがないという点で，情報収集に困難な点がある

ことは否めないが，少なくとも，滞納額及び態様に照らして悪質・重大と思われ

る事案については，分割納付の交渉に関して，預貯金等の財産調査を行うことを

検討すべきである（実務上も，減免申請があった場合には財産調査が行われてい

るため，少なくとも悪質・重大な事案について，同じように，滞納事案において

も財産調査を進めることに，それほどの事務負担があるとは思われない）。 

[意見 14]介護保険料について，滞納者の親族に対し納付交渉を行う場合について 

親族と納付交渉をする場合，本人名義の納付書を送付し，その納付書により本

人名義で納付されるかによっており，書面等での意思確認はしていないとのこと

であった。また，連帯納付義務者である親族（介護保険法 132条２，３項により，

世帯主と配偶者には連帯納付義務がある）に賦課処分を行う等により連帯納付義

務を課すこと等も，特に行われていないとのことであった。 

仮に，滞納されていた介護保険料が，親族により納付されたというのみで，被

保険者本人の意思確認ができない場合，本人以外の別の者からの納付ということ

になり，承認による時効中断の効果が得られないこととなるため，妥当でない。

また，親族と納付交渉を行う場合は，事後的にでも，書面ないし電話（電話の場

合は市の債権管理記録簿に電話による確認をした市の担当者名と確認日時，本人
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の意思確認をした旨等の記載をして保管しておく必要がある。）等により，本人

の意思確認をすべきである。 

親族が介護保険法上の連帯納付義務者である場合には，親族自身による納付を

促し，また親族の承認による時効の更新等の効果を得ることも考慮して，連帯納

付義務者への納入告知により，当該親族自身に納付義務を課すことも検討すべき

である。 

[意見 15]介護保険料の滞納事案に対する滞納処分の活用について 

八尾市においては，近年，納付交渉や分割納付にあたって財産調査をおこなっ

ておらず，また，差押等をしていないとのことであった。しかし，悪質かつ重大

と思われる事案については，預金照会等の財産調査を活用し，調査の結果，回収

が見込まれる事案については預貯金の差押等の滞納処分を行うことを検討すべ

きである。これにより，更なる交渉や，納付が困難な場合の減免につなげること

がありうる。 

高齢化の進行により，介護保険料の滞納事案への対応は重要性を増してゆくこ

とになると思料されるところ，悪質かつ重大な事案について滞納処分をするなど

のノウハウを取得してゆく観点からも，かかる取組が必要であると思料する。 

[意見 16]税部局等との連携について 

八尾市においては，現在，介護保険料の滞納については，市税等の他の強制徴

収債権を所管する部局等との間で，ノウハウの共有や，個別の案件の具体的な照

会その他の情報共有に関する具体的な連携はしていないとのことであった。 

介護保険料は，強制徴収可能な債権であるところ，強制徴収可能な債権（税，

国民健康保険料，介護保険料，保育所入所負担金など）については，国税徴収法

141 条により，滞納者等に対し財産に関する必要な質問及び検査への応答義務が

課されており，当該情報は滞納者との関係では「秘密」ではないと考えられるこ

とから，税や国民健康保険料等の，他の強制徴収公債権の担当部局等との間で，

滞納者に関する情報について情報交換を行っても，地方税法 22 条の高度の守秘

義務違反及び地方公務員法 34 条１項の守秘義務違反の問題は生じない（平成 19

年３月 27日総税企第 55号「地方税の徴収対策の一層の推進に係る留意事項等に

ついて」総務省自治税務局企画課長通知参照）。 

また，強制徴収可能な債権については，地方税法 20条の 11に基づき官公署か

ら債務者に関する情報提供を受けられるため，「法令に定めがあるとき」（八尾市

個人情報保護条例６条４項１号，７条１項１号）として，本人以外から情報を取
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得し，また取得時の利用目的外に使用することが可能である。すなわち，照会へ

の回答や情報の共有（照会と回答の積極利用を積み重ねる方法）も可能である。 

市税等を担当する部局は，資産や収入状況について，より詳細な情報を把握し

ている可能性があり，その情報を基に，納付交渉や強制徴収を行うことも考えら

れる。また，仮に資力がないことが判明すれば，減免等の手続に結び付けること

により，適正な介護保険料額に減額することも考えられる。特に，資産や収入，

交渉状況等について，税部局への照会等の方法による情報共有を検討すべきであ

る。 

[意見 17]介護保険システムの活用による時効管理について 

介護保険システムでは，滞納管理に関する機能としては，時効管理が可能であ

り，督促状発行日及び督促状指定納期限，催告日，中断停止事由及びその終了日

が入力可能となっている。この結果，これらを入力すれば，時効期間経過の予定

日が分かるようになっている。しかし，八尾市では，上記のうち，中断停止事由

及びその終了日が特に入力されていない。八尾市では，年度末にデータを抽出し，

交渉経過を滞納折衝記録で確認し，滞納折衝記録などにより分納中（なお，民法

上は，必ずしも分納がされていなくとも，債務承認により時効中断となることが

あるが，八尾市においても同様の理解に基づいた事務が行われているとのことで

ある。）であるか，生保受給中の滞納である場合か，を判断基準として時効となる

か否かについて整理を行い，全件，不納欠損のチェックをする方法が，現在，行

われている。 

この点，汎用ソフトウェアが必ずしも使いやすいものではないため，滞納折衝

記録による管理を行った方が効率的なこともあるため，どちらかが便利であるか

の優劣自体は判断し難いところではある。 

ただし，現状では，債務承認（納付約束，分納等）による時効中断がされてい

ても，その確認のために事実経過自体をその都度確認する必要があり，各納期の

債権ごとの時効完成の防止を意識した徴収が困難である。また，債務承認等の時

効中断事由が実際にはあっても，年度末に全件を各担当者がチェックするという

方法では，各担当者の判断の相違により，これを見逃す可能性がある。こうした

リスクが低減するような滞納管理方法を，検討されたい。 

[結果３]長期継続契約における解除権留保規定の欠如について 

介護保険システム運用保守業務委託契約については，５年間の「長期継続契約」

として締結されている。そのため単年度予算が措置されている。しかし，その契
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約書には，翌年度以後の予算が付かなかった場合の解除権留保条項が置かれてい

ない。 

長期継続契約については，債務負担行為を講ずることなく複数年にわたって締

結する契約であり，翌年度以後の歳出予算を拘束する債務負担行為に基づく複数

年契約と異なり，当該契約に基づく債務について翌年度以後の歳出予算が保証さ

れない。そのため，予算が付かない場合の解除権を留保しておく必要がある。し

かし，本契約には，かかる解除権留保規定が置かれていない。是正されるべきで

ある。 

[結果４]契約書を作成する場合の契約保証金免除の明記について 

八尾市財務規則上は，原則として，契約時には契約保証金について記載した契

約書を作成すべきところ，介護保険システム保守業務委託契約の契約書及びその

決裁文書に，契約保証金に関する記載がない。本件については契約書が作成され

る以上，契約保証金を免除するのであれば，契約書に明記すべきである。 

また，契約保証金の免除は八尾市財務規則所定の事由に該当する場合に例外的

に認められるものであるから，免除するのであれば，免除の意思決定及び免除す

る理由について決裁文書に残すべきである。 

 

【八尾市財務規則】 

（契約保証金の免除） 

第 122条 契約担当者は，次の各号の１に該当するときは，契約保証金の全部又は一部を免

除することができる。 

（１）契約の相手方が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締

結し，当該保険証書が提出されたとき。 

（２）契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。 

（３)有資格者と契約を締結する場合において，その者が過去２年の間に国（公社，公

団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわ

たつて締結し，これらをすべて誠実に履行し，かつ，契約を履行しないこととなるお

それがないと認められるとき。 

（４）法令に基づき延納が認められる場合において，確実な担保が提供されたとき。 

（５）普通財産又は物品を売り払う契約を締結する場合において，売払代金が即納さ

れるとき。 

（６）随意契約を締結する場合において，契約金額が少額であるとき又は契約の相手方が

国若しくは他の地方公共団体である等契約が履行されないこととなるおそれがないと

き。 
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（８）介護保険料の減免 

市町村は，条例で定めるところにより，特別の理由がある者に対し，保険料を減

免し，又はその徴収を猶予することができるとされている（介護保険法 142条）。 

八尾市においては，①被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者

（以下「生計維持者」という。）が，災害により，住宅，家財又はその他の財産につ

いて著しい損害を受けた場合，②生計維持者の死亡，重大な障害，又は長期入院に

より，その者の収入が著しく減少した場合，③生計維持者の収入が，事業又は業務

の休廃止，事業における著しい損失，失業等により著しく減少した場合，④生計維

持者の収入が，干ばつ，冷害，凍霜害等による農作物の不作，不漁その他これに類

する理由により著しく減少した場合，⑤その他，生活保護法に規定する要保護者と

同等の状態にあって，生活保護を受けていない場合に，介護保険料を減免し，又は

６か月以内の期間で徴収を猶予することができるとされている（八尾市介護保険条

例 15，16条，八尾市介護保険事業の施行に関する規則 13条）。 

 

（９）介護保険料の過誤納付金の還付 

八尾市の第１号被保険者に当該年度の保険料が賦課された後，年度途中で当該被

保険者が八尾市以外の市町村に転居することにより被保険者の資格を喪失したり，

年度途中で当該被保険者が前年度の所得について修正申告又は更正の請求を行っ

たことにより前年度の所得が増減額した場合など納付に係る保険料に過誤納付金

が発生した場合，これを還付しなければならない（介護保険法 139条２項）。 

保険料の還付が必要な場合，市は，還付すべき保険料を算出した上で還付対象者

に通知する。 

八尾市においては，原則として還付は口座振替払によっており，請求者は，通知

書の振込先記入欄に振込先を記入し，これを八尾市に提出して還付を受けることと

なる。還付対象者が同人名義以外の口座を指定する場合は，還付金受領の委任欄へ

の記名押印が必要となる。また，第１号被保険者が１年分の保険料を一括で納付し

た後，年度途中で死亡した場合には，死亡日から年度末までの期間に相当する保険

料については過納していることになる。この場合，当該被保険者の死亡により生じ

た還付金を受領する権利は相続人が承継する（地方税法９条）。相続人が複数の場

合，各相続人は相続分に応じて還付金を受けることができる（民法 896，899 条）。

八尾市においては，相続人が還付金を受領する場合，通知書のほかに，自らが相続

人である旨などを記載した申出書を提出させて，相続人名義の口座に送金する方法

で還付している。なお，還付が生じる事例の多くは，年度途中の死亡によるものと
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のことであり，この理由による還付は頻繁に発生している。 

 

５ 介護保険給付 

（１）介護報酬の審査及び支払等に関する事務 

65歳以上の第１号被保険者保険料の他，40歳から 64歳の第２号被保険者保険料，

国，大阪府，市町村負担金を財源として，要介護者等が利用した介護サービス費の

原則９割（一定以上所得者は８割もしくは７割）を負担し，給付しているものであ

る。 

介護保険法に基づき保険者である市町村が行う事務のうち，共同して処理するこ

とが効率的な業務に関し，大阪府内では，各市町村が保険者として行う介護保険給

付に係る審査支払事務等を，大阪府国民健康保険団体連合会（以下「国保連」とい

う。）に処理を委託している。 

八尾市でも，審査支払事務等につき，国保連に委託している。 

 

【保険給付費の状況】 

 区  分 

平成 28年度 

決算額 

(千円) 

平成 29年度 

決算額 

(千円) 

平成 30年度 

計画値 

(千円) 

決算額 

(千円) 
対計画比 

介護サー

ビス等諸

費 

居宅介護サービス給付費 10,176,443 10,868,798 11,652,595 11,252,519 96.6% 

地域密着型介護サービス給付費 2,769,996 3,134,956 3,516,301 3,499,429 99.5% 

施設介護サービス給付費 4,541,212 4,595,424 4,791,461 4,726,301 98.6% 

居宅介護福祉用具購入費 34,358 28,373 34,554 28,461 82.4% 

居宅介護住宅改修費 71,048 61,931 81,673 62,542 76.6% 

居宅介護サービス計画給付費  1,150,880 1,219,747 1,235,536 1,314,736 106.4% 

介護予防

サービス

等諸費 

介護予防サービス給付費 811,865 545,806 209,534 228,627 109.1% 

地域密着型介護予防サービス給付費 2,275 3,538 5,242 3,961 75.6% 

介護予防福祉用具購入費 9,144 7,615 9,700 7,406 76.4% 

介護予防住宅改修費 43,547 44,407 49,297 42,353 85.9% 

介護予防サービス計画給付費  141,038 110,158 61,885 70,406 113.8% 

特例介護予防サービス計画給付費 50 14 0 0 ‐ 

その他諸費 審査支払手数料 18,937 18,999 20,586 19,030 92.4% 

高額介護

サービス等費 

高額介護サービス費 547,331 583,691 657,803 635,352 96.6% 

高額介護予防サービス費 506 318 658 142 21.7% 
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高額医療

合算介護

サービス

等費 

高額医療合算介護サービス費 63,518 67,541 72,880 65,061 89.3% 

高額医療合算介護予防サービス費 459 306 489 364 74.5% 

特定入所

者介護サ

ービス等

費 

特定入所者介護サービス費 580,925 534,787 598,337 550,527 92.0% 

特定入所者介護予防サービス費 23 10 40 29 74.0% 

計 20,963,564 21,826,427 22,998,571 22,507,253 97.9% 

（出典:八尾市提供資料） 

 

（２）国保連との共同処理業務委託契約について 

   【共同処理業務委託額の推移・再掲】 

区  分 
平成 28年度 

決算額(千円) 

平成 29年度 

決算額(千円) 

平成 30年度 

計画値(千円) 決算額(千円) 対計画比 

審査支払手数料 18,937 18,999 20,586 19,030 92.4% 

（出典：八尾市提供資料） 

市町村の介護保険給付事務を共同処理することにより事務が合理化・効率化でき

るため，国保連による共同処理は合理的である。 

なお，国保連との共同処理業務委託契約においては，国保連に委託可能な事務の

うち，委託する項目を選択して契約できる仕組みとなっている。この点，国保連に

委託を行う当初に，①八尾市のシステム上，八尾市単独で実施不可能な項目，及び，

②八尾市のシステム上実施可能ではあるが，国保連による共同処理が合理的と判断

した項目を国保連に委託するという方針で検討を行い，委託項目を決定し，その後，

同一内容の委託を継続しているとのことである。 

国保連への委託項目選定自体に不合理があると認める事情はないが，現在，八尾

市には過去の委託項目選定の際の判断過程が記載された資料が残存していない。 

[意見 18]長期的に継続している共同処理業務委託契約の文書保存の在り方につい

て 

国保連との共同処理業務委託契約は，当初から，長期的に継続することが予想さ

れていたものである。今後，国保連への委託項目の見直しを検討するとしても，過

去の判断過程を示す資料が残存していなければ，的確な判断が難しくなり，又は既

に検討が終了しているはずの検討を重ねて行うこととなり，不効率にもつながる。
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そのため，長期間継続的に行われる国保連に対する共同処理委託事務に関する委託

項目選定時の判断過程が引き継がれるよう，文書保存の運用または稟議方法を工夫

するべきである。 

例えば，継続的に行われることが予定される国保連への委託契約に関わる契約文

書は，文書保存規程を的確に運用して長期間保存することや，毎年の委託契約の稟

議文書に委託項目の判断課程を毎年引き継いで記載する方法が考えられる。 

 

６ 介護給付適正化 

（１）適正化を目指した各種取組み 

大阪府の策定する「大阪府第４期介護給付適正化計画」に基づき，介護給付の適

正化を目指した取り組みとして，次のとおり実施されている。 

 

ア 要介護認定の適正化 

要介護認定の区分変更認定又は更新認定に係る認定調査の内容について点検

することにより，適切かつ公平な要介護認定の確保を図るために行う取り組みで

ある。認定審査に付する前の各資料について，不整合の有無を確認するとともに，

更新及び区分変更申請の認定調査については，市職員による調査割合を増やす取

り組みを行っている。 

 

イ ケアプランの点検実施 

外部事業者に委託する方法と，市職員自身による実地検査の双方の方法により，

ケアプランが利用者にとって適正であるかとの観点から，給付適正化システムや

マニュアルなどを活用して，ケアプランを確認するとともに事業者の指導等を行

うものである。 

平成 30年度ケアプラン点検                    210件 

 うち介護給付適正化指導事業委託契約による点検       120件 

うち職員による実地検査による点検              90件 

  うちサービス付高齢者向け住宅への実地指導に伴う点検   30件 

（出典:八尾市提供資料） 

 

（ア）介護給付適正化指導事業 

外部事業者に委託して，居宅介護事業者及び訪問介護事業者のうち，抽出した

24事業者についてヒアリングする等し，ケアプランが被保険者にとって適正なプ
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ランとなっているかを点検し，改善・アドバイスをするとともに，点検結果を総

括して，訪問介護事業者及び居宅介護事業者向けにスキルアップ研修会を開催

（各２回）する事業である。 

委託費（平成 30年度）  3,402,000円 

 

平成 30年度における事業実績は次のとおりである。 

① 個別ヒアリング  24事業者各２回 

② ケアプラン点検数  120件 

③ 居宅介護支援事業者向け研修（２回開催） 

    参加 51事業者（うちヒアリング対象 10事業者） 

④ 訪問介護事業者向け研修（２回開催） 

    参加 34事業者（うちヒアリング対象 11事業者） 

[意見 19]介護給付適正化指導事業の随意契約理由について 

八尾市は，「導入済みの適正化支援システムを利用しての事業であり，上記相

手方（引用者注：Ａ社）については，介護保険制度創設時よりこれらのシステム

開発に関わっており，専門性・実績が豊富なことに加えて，これまでの取組みに

おいても十分な信頼を有しているため」との随意契約理由により，Ａ社を相手方

として契約（２号随契）をしている。 

しかしながら，適正化支援システムが当該業者にしか活用できないという事実

はないことから，客観的な観点からみた場合，随意契約の理由として疑義がある

（随意契約の許容性に関する考え方については，後記第６の１（１）のとおり。）。

適切な競争性を確保するという観点から，一般競争入札等，他の契約方法の余地

がないか，検討をすべきである。 

[意見 20]介護給付適正化指導事業の業務委託契約ないし見積書における仕様の具

体性について 

本事業により委託する業務の内容は，上記のとおりであるが，このうち，スキ

ルアップ研修会については，業務委託契約書及び仕様書上，①訪問介護事業者研

修会を２日間（半日）実施し，居宅介護事業者研修会を２日間（半日）実施する

こと，②実施内容は協議の上決定することが定められているのみであった。また，

随意契約の相手方であるＡ社から八尾市が取得した見積書には，スキルアップ研

修部分については，「打合せ，運営委託費 １式 金額¥50,000」「研修会（50 名

程度）４回 単価 150,000 金額¥600,000」と記載されているだけであった。契
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約締結にあたり取得された見積書は契約相手方からのもの１通だけであり，上記

見積金額は，そのまま契約金額とされていた。 

本事業にかかる業務委託契約書及び仕様書の記載からは，少なくとも，「半日 

２日間」というのが，延べ何時間の研修を行うことを契約内容としているのかが

不明であった。また，受託者が研修資料の作成などの準備を行う必要があるのか

否かということや，研修日に何名の講師が研修を担当するのかも不明であった。 

そのため，八尾市が予定価格を積算するにあたっても，受託事業者が見積金額

を積算するにあたっても，具体的な根拠に基づく「積算」をすることが困難な内

容となっていた。 

一般に２号随契においては，その要件が限定されており，厳格な運用を突き詰

めれば契約相手方の「唯一性」を許容要件として求めるものとなるため，そもそ

も相見積書を取得することができない場合も多いと思料されるところである。し

かし，随意契約によることが許容される場合であっても，それは単に相手方の選

定方法についての特例を定めたものにすぎず，不利な条件（割高な価格）による

契約の締結までを許容するものではない。したがって，可能な限り，有利な契約

によって契約を締結するべきであることは競争入札の場合でも随意契約の場合

でも全ての契約を通じて要請されているところであり（地方財政法４条１項参照，

自治法２条 14 項参照），むしろ随意契約については，競争性が働かず，価格が抑

制されにくいというデメリットがあることを踏まえ，価格の妥当性については特

に留意する必要がある。安易に，随意契約の相手方の提出した見積書により契約

金額を決めることは慎むべきであると思料される。 

少なくとも，業務内容（仕様）を明確化することにより，価格妥当性の確保な

いし検証に向けた対応をするべきである。例えば，本件については，仕様を明確

にした上で，類似の研修の単価（講師１名・１時間当たりの単価など）と比較対

照することにより，随意契約の相手方から提出された見積書の価格妥当性を検証

し，仮に，不適切な積算がされていた場合は，価格交渉をするなどして，適切な

金額で契約を締結する努力をすることが肝要である。 

参照：八尾市が令和元年７月３日に実施した「契約事務に関する研修会」にお

いて配布された研修資料 33ページには，「委託・役務業務の仕様」であれば，業

務内容を十分に把握し以下の点に注意して適切な仕様書を作成する必要がある

とされている。 

① 業務の内容が具体的に記載されているか 

② 業務内容の範囲（頻度・程度等）が記載されているか 
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③ 特定の業者に限定される仕様になっていないか 

④ 業者が積算できる仕様書になっているか 

⑤ 守秘義務等，業務に応じて必要な項目が全て記載されているか 

 

（イ）職員による実地調査 

①類型１ 

 定期的に行っている実地調査の際に併せ，ケアプランの点検を実施するもの

である。 

平成 30年度実績：２施設において点検ケアプラン数 60件 

②類型２ 

住宅部局と連携して過大なサービス提供になりがちなサービス付高齢者向

け住宅へ立ち入り検査を行う際に併せ，ケアプランの点検を実施するもので

ある。 

平成 30 年度実績：６施設において点検ケアプラン数 30件 

 

ウ 住宅改修の適正化 

保険者が改修工事を行おうとする受給者宅の実態確認や工事見積書の点検，竣

工時の訪問調査等を行って施工状況を点検することにより，受給者の状態にそぐ

わない不適切又は不要な住宅改修を排除する取り組みである。毎年 1,300～1,400

件ある申請書類について，住宅環境コーディネーター（非常勤職員１名）が書類

審査に当たっている。また，うち 200件について，ＮＰＯ法人に現地調査を委託

している。 

 

   【委託費の推移】               （単位：千円）   

 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

当初予算額 951 951 960 

決算額 950 928 ― 

（出典:八尾市提供資料） 

 

エ 福祉用具購入，貸与調査 

給付適正化システムを活用して，認定情報と給付情報を突合し，福祉用具の必

要性や利用状況等について点検することにより，不適切又は不要な福祉用具購

入・貸与を排除し，受給者の身体の状態に応じて必要な福祉用具の利用を進める

取り組みである。 
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オ 医療情報との突合 

給付適正化システムの「医療情報との突合リスト」等を活用し，介護保険にお

ける給付内容等と医療保険における給付情報を突合し，給付日数や提供されたサ

ービスの整合性の点検を行い，医療と介護の重複請求の排除等を図る取り組みで

ある。なお，国保連への共同処理委託により実施されている。 

 

カ 縦覧点検 

受給者ごとに複数月にまたがる介護報酬の支払状況（請求明細書内容）を確認

し，提供されたサービスの整合性，算定回数・算定日数等の点検を行い，請求内

容の誤り等を早期に発見して適切な処置を行う取り組みである。なお，国保連へ

の共同処理委託により実施されている。 

 

キ 介護給付費通知 

受給者本人（家族を含む）に対し，事業者からの介護報酬の請求及び費用の給

付状況等について通知することにより，受給者や事業者に対して適切なサービス

の利用と提供を普及啓発するとともに，自ら受けているサービスを改めて確認し，

適正な請求に向けた抑制効果をあげる取り組みである。通知の際に，平易な説明

文書を同封し，通知の効果が上がるような工夫をなしている。 

[意見 21]介護給付費適正化に向けた一層の啓発活動について 

上記のとおり，被保険者への介護給付費通知の際に，平易な説明文書を同封し，

通知の効果が上がるような工夫をなしていることが認められた。もっとも，適正

化のための取り組みに従事する職員の人的リソースに限界がある中で，介護保険

制度の持続可能性を確保するためには，高齢である被保険者本人のみならず，そ

の家族を含めた一層の意識向上も重要である。 

そのため，今後，市の広報紙やホームページの利用など，様々な機会を捉えて，

被保険者本人のみならずその家族が，介護給付費を確認する意義及び必要性につ

いて意識を持つよう，一層の啓発活動に取り組むべきである。 

 

ク 給付実績の活用 

国保連で実施する審査支払いの結果から得られる給付実績を活用して，不適切

な給付や事業者を発見し，適正なサービス提供と介護費用の効率化，事業者の指

導育成を図る取り組みである。八尾市における実質的な取り組み内容としては，

前記イと共通する。 
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（２）適正化に係る取り組みに関する指標設定について 

第７期計画においては，適正化に係る取り組みに関する「主な見込み量」として，

次のとおり，記載されている。 

 

 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

要介護認定の適正化（更新

及び区分変更申請の市職員

による調査割合） 

9.0% 9.5% 10% 

ケアプラン点検 90件 100件 110件 

住宅改修の適正化（住宅改

修実態調査） 
240件 245件 250件 

医療情報との突合・縦覧点

検 
５帳票 ６帳票 ７帳票 

介護給付費通知 29,000件 30,500件 32,000件 

[意見 22]介護給付適正化に関する「指標」設定の在り方について 

上記の「主な見込み量」は，活動指標ではあるが，介護給付適正化という事務の

目的に対する成果を示す指標とはなっておらず，介護給付・適正化に関する取り組

みについて，その成果を測定しうる的確な指標が設定されていない懸念がある。 

例えば，ケアプラン点検について言えば，平成 30年度において，点検対象となり

得るケアプランの母数は 11,523 人程度（基準月によって変動）であり，そのうち

100 件のケアプラン点検を点検したとして，その割合は１％に満たない。単に，90

件,100 件,110 件と増加させるだけでは適正化という目的に向けた効果が上がるか

は不明である。また，数量の増を目指すだけでは，いずれ行き詰まることが想定さ

れる。むしろ，点検対象の抽出の精度の向上により適正化という目標達成への寄与

度を上げること（例えば，介護支援専門員別の介護給付費を抽出し，限度額いっぱ

いでのプランが多い介護支援専門員のケアプランを重点的に点検することや，介護

サービス利用額が大きい利用者のケアプランを重点的に点検することなどが考え

られる。）も併せて考えるべきである。このような適正化に向けた成果を補足し得る

的確な指標設定のうえ，継続的な事務改善がなされる仕組み（ＰＤＣＡサイクル）

を構築するべきである。 
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７ 介護保険利用者支援事業 

利用者が適切に介護保険サービス及び介護予防・生活支援サービス事業等を利用

することができるよう環境整備（利用者支援体制）を行うものである。 

（１）相談員の配置 

介護保険制度利用に関する相談・苦情処理体制として，介護保険料相談員２名及

び福祉住環境コーディネーター１名を配置し，介護保険の趣旨普及や介護保険料の

納付相談を行う。 

 

 【非常勤嘱託報酬額の推移】                 （単位：千円） 

  平成 29 年度 平成 30年度 令和元年度 

福祉住環境コーデ

ィネーター 

当初予算額 2,612  2,763  2,833  

決算額 2,728  2,878  ― 

介護保険料相談員 当初予算額 4,965  4,854  1,273  

決算額 5,060  4,480  ― 

介護認定相談員ア

ルバイト賃金 

当初予算額 ― ― 2,800 

決算額 ― ― ― 

（出典:八尾市提供資料） 

・令和元年度より介護給付適正化事業予算に福祉住環境コーディネーターの予算

の位置づけが変更となっている。 

・介護保険料相談員については，令和元年度に雇用形態が変更になっていること

に伴い，予算上の費目が変動している。 

 

（２）コミュニケーションサポーター派遣制度 

介護認定調査のために訪問する際に，聴覚障害者に対しての手話通訳者を派遣す

る。また，日本語を母語としない人に外国語通訳者を派遣する。 

【委託料の推移】                 （単位：千円） 

 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

当初予算額 134 134 134 

決算額 85 76 ― 

（出典:八尾市提供資料） 

 

（３）介護保険情報の提供 

「介護保険の手引き」を作成し，窓口配布及びホームページに掲載し，市民に介

護事業に関する情報提供を行う。 



71 

 

【印刷製本費の推移】             （単位：千円） 

 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

当初予算額 2,516  2,547  2,661  

決算額 2,117  2,542  ― 

（出典:八尾市提供資料） 

[意見 23]「介護保険と高齢者福祉の手引き」の印刷契約にかかる契約文書保管につ

いて 

「介護保険と高齢者福祉の手引き」の印刷業務が，出版社に随意契約により委託

され，随意契約（２号随契）理由として「著作権の観点から，当該相手方以外の履

行が困難であるため」とされている。 

「介護保険と高齢者福祉の手引き」の内容の多くが，全国共通の介護保険に関す

る制度説明にかかるものであることから，出版社が全国的に共通する制度概要の記

載とともに，八尾市固有の情報を盛り込んで編集されたと考えられ，当初契約時に

おいて，著作権は出版社に留保されるという合意であったこと自体はありうると思

われる。もっとも，平成 30年度の印刷業務にかかる契約書では，通常の（市が著作

権を有する）印刷業務と同様の契約書類及び仕様のもと契約が締結されている。こ

の点，当初の契約時には，著作物の権利にかかる合意内容が明示されていた可能性

が高いと思われるが，その当初契約時の契約書が発見されないため，八尾市の保管

文書によって著作物の権利関係に関する合意内容を明らかにすることができない。 

上記の「介護保険と高齢者福祉の手引き」にかかる作成経緯からして，当初契約

時の契約方法は，①著作物を八尾市において自由に加工･他社に印刷発注できるよ

うにすることを前提に，初年度においてより高額な契約金額とすることと引き替え

に，出版社から権利関係の譲渡も受ける方法と，②著作物の権利は出版社に残して

初年度の契約金額を抑えつつ，後年も出版社に編集･印刷を継続的に発注する方法

のいずれかであったと想定される。この点，「介護保険と高齢者福祉の手引き」を何

年間継続的に印刷するか不明である段階において，トータルコストとしていずれが

高くなるかを明らかにはできず，八尾市において②の選択をしたとして，そのこと

自体は裁量判断として不合理とはいえないと思われる。 

もっとも，このように，権利関係を出版社に残すという合意をしたのであれば，

その合意をなした初年度の契約文書は的確に管理・保管されてしかるべきであり，

これを廃棄したことは事務の在り方として不適切と言わざるを得ない。今後は,契

約文書が必要な期間，確実に管理・保管されるよう文書事務の在り方を工夫すべき

である。 
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（４）介護保険等サービス提供事業者情報提供システムの運用 

八尾市をサービス提供地域にしている介護サービス事業者をインターネット上

で情報提供するシステムである。地域包括支援センターにおける聞き取りにおいて

も，同センターの職員が同システムを活用して，利用者への情報提供に活用してい

るとのことであった。 

【IT関係委託料の推移】            （単位：千円） 

 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

当初予算額 2,383 2,383  2,133  

決算額 2,112 2,112  ― 

（出典:八尾市提供資料） 

※平成 29年度は介護給付適正化事業において計上 

・八尾市介護サービス事業者情報提供システム 

https://www.u-system.com/u-wins/yaoshi/ 
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[意見 24]「八尾市介護事業者情報検索システム」と「介護サービス情報公表システ

ム」の併存の要否検討について 

八尾市の運用する「介護サービス事業者情報提供システム」と類似の機能･目的を

有するものとして，都道府県レベルでも「介護サービス情報公表システム」が運用

されている（厚生労働省が開発し，都道府県が運用している）。前者は八尾市が運用

するシステムであり八尾市が運用コストを負担している一方，後者は大阪府が運用

しており八尾市の直接的な費用負担はない。 

・介護サービス情報公表システム 

http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/27/index.php 

 

このように，機能目的等が類似している両システムにつき，双方のサービスを併

存させる必要があるのか否か（八尾市介護サービス事業者情報提供システムの継続

の要否，介護サービス情報公表システムへの機能統合等）について，検討するべき

である。その際，現実にだれがどのように利用しているのかといった利用者ニーズ

を把握した上で，方向性を決めるべきである。 

http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/27/index.php
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（５）介護相談員派遣等事業 

介護相談員を介護老人福祉施設に派遣し，サービス利用者の相談に応じることに

より，介護サービスの質向上を図るものである。もっとも，平成 28年度以降利用実

績がない状況にある。 

 

【委託料の推移】                （単位：千円） 

 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

当初予算額 243,000  268,000  273,000  

決算額 0 0 - 

（出典:八尾市提供資料） 

[意見 25]介護相談員派遣事業の存続の当否の検討等について 

介護相談員派遣事業は，平成 28 年度から利用実績がない状況にある。事業目的

との関係で役割を終えているため利用実績がないのかなど，利用実績がない原因分

析をしたうえ，事業の存続の可否について検討するとともに，なお存続させる意義

があるという判断であれば，事業目的を達成させられるよう，今後の利用拡大の方

法につき検討されるべきである。 

 

（６）福祉用具・住宅改修支援事業 

居宅介護支援費（介護予防支援費）の支給対象とならない，介護支援専門員のい

ない被保険者（サービス未利用者）に対して，住宅改修が必要な理由書作成がなさ

れた場合，１件当たり 2,000円の支援を行うものである。介護支援専門員がいる場

合には，住宅改修が必要な理由書作成に要する費用は介護保険で支払われるが，介

護支援専門員がいない場合にはこれが支払われないという格差をうめるための事

業である。 

 

【委託料等の推移】                  （単位：千円） 

  平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

その他委託料 当初予算額 44  44  44  

決算額 0 0 ― 

その他負担金 当初予算額 400  400  400  

決算額 400  226  ― 

（出典:八尾市提供資料） 
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８ 介護保険事業者支援事業 

（１）介護サービス提供に関する相談・苦情処理体制の整備 

介護支援専門員が的確なケアマネジメントを行えるよう，適宜相談に応じるとと

もに，研修会や実地調査などの機会を通じて事業者への指導を充実し，苦情処理体

制を整備する事務である。 

 

（２）介護保険事業者連絡協議会の運用 

介護保険事業者連絡協議会を運営し，介護事業者間の協議の場の提供，市からの

情報提供，市の事業の協力要請等を行っている。 

 

９ 地域支援事業（地域包括支援センターに関するものを除く） 

（１）地域支援事業制度 

地域支援事業は，介護保険法 115 条の 45 に基づき行われる事業であり，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，

地域における包括的な相談及び支援体制，多様な主体の参画による日常生活の支援

体制，在宅医療と介護の連携体制及び認知症高齢者への支援体制の構築等を一体的

に推進するものである。 

平成 17年改正介護保険法（施行は平成 18 年度）において導入された当初は，市

町村には，介護予防事業と包括的支援事業の取組が義務付けられ，任意事業を加え

た３事業により構成されていた。 

これに，平成 23 年改正介護保険法において，各市町村の判断で実施する介護予

防・日常生活支援総合事業が加わった。平成 26年改正介護保険法（平成 27年度施

行）においては，介護予防事業が，従前の介護予防給付の一部を含む新しい介護予

防・日常生活支援総合事業に再編された。現在，地域支援事業は，介護予防・日常

生活支援総合事業（介護保険法 115条の 45 第１項），包括的支援事業（同２項）及

び任意事業（同３項）の３事業により構成される。 

 

介護予防・日常生活支援

総合事業 

 

①介護予防・生活支援サービス事業：訪問型サービス，通所

型サービス，その他の生活支援型サービス，介護予防ケア

マネジメントの４事業 

②一般介護予防事業：介護予防把握事業，介護予防普及啓発



76 

 

事業，地域介護予防活動支援事業，一般介護予防事業評価

事業，地域リハビリテーション活動支援事業 

 

包括的支援事業 

 

地域包括支援センターの運営（介護予防ケアマネジメント，

総合相談支援，権利擁護，包括的・継続的ケアマネジメント

支援，地域ケア会議の推進） 

①在宅医療・介護連携推進事業（介護保険法 115 条の 45 第

２項４号） 

②生活支援体制整備事業（同項５号。生活支援コーディネー

ターの配置，協議体の設置等） 

③認知症総合支援事業（同項６号。認知症初期集中支援推進

事業，認知症地域支援推進員による地域における支援体制

の構築とケアの向上） 

 

任意事業 

 

①介護給付適正化事業（介護保険法 115条の 45第３項１号） 

②家族介護支援事業（同項２号） 

③その他の事業（同項３号） 

 

これらの事業の具体的内容については，国が「地域支援事業実施要綱」（「地域支

援事業の実施について」平成 18 年６月９日各都道府県知事あて厚生労働省老健局

長通知の別紙）が定められており，これに沿って，各市町村が実施している。 

八尾市においては，予算を伴う事業としては，以下のとおり（２）ないし（19）

の事業を行っている。このうち，家族介護用品支給事業（現在は国の地域支援事業

実施要綱から外れているが，当面任意事業として実施可能なもの），高齢者住宅等安

心確保事業，緊急通報システム事業（国の地域支援事業実施要綱から外れる部分が

あるため，一部を一般会計から支出している）については，高齢介護課高齢福祉係

が所管しており，それ以外は高齢介護課地域支援室が所管している。 

 

（２）介護予防・生活支援サービス事業 

説 明 

平成 28年度以前は，介護保険給付の一種として行われていた介護予防

訪問介護及び介護予防通所介護が，平成 29年度以降，介護保険制度の

改正により，「地域支援事業の一つである介護予防・日常生活総合支

援事業」に移行したものである。 

地域の実情に応じて，住民等の多様な主体が参画し，多様なサービス

を充実することにより，地域の支え合いの体制づくりを推進し，要支
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援者等に対する効果的かつ効率的な支援を可能とすることを目指すも

のである。 

 

対 象 者 

・要支援１・２の認定を受けた人 

・65歳以上高齢者で，チェックリストで生活機能の低下が認められ，

事業対象者と判定された人※訪問型サービス（基準緩和） 

・通所型サービス（短期集中）のみ 

 

実施方法 

・地域包括支援センターの介護予防ケアマネジメントに基づき，以下

のサービスが提供される 

①訪問介護相当サービス：指定事業者において，ホームヘルパーに

よる生活援助を行う。費用は，介護保険給付の利用と同様に，利用

者が費用の一部を指定事業者に支払い，残りを市が指定事業者に支

払う。 

②訪問型サービス（基準緩和）：指定事業者の従業者等が，利用

者の居宅を訪問し，身体介護以外の生活支援を行う。 

③通所介護相当サービス：指定事業者のデイサービスセンター等

の施設で、介護予防のため，食事等のサービスや生活援助，機能

訓練等を日帰りで行う。費用は，①と同様に介護保険給付の利用

と同様の処理がされる 

④通所型サービス（短期集中）：市の委託事業者が，下記のプロ

グラムを提供する。費用は，市が事業者に委託料を支払い，一部

を利用者が自己負担として市に支払う。 

・短期集中トレーニング PLUS 教室：専門スタッフが自宅を訪問し，

個別のプログラムに沿った，身体機能向上のための運動を行う 

・短期集中トレーニング教室：専門スタッフの指導のもと，生活機能

の維持向上のための運動に取り組む 

 

根拠法令 

介護保険法 115条の 45第１項１号 

地域支援事業実施要綱 （国） 

 

（出典：高齢介護課作成の資料に基づき監査人作成） 

[結果５]随意契約の公表について 

短期集中の通所型サービスとして実施されている「八尾市短期集中トレーニング

教室」「八尾市短期集中トレーニング PLUS教室」は，プロポーザル方式により選定

した事業者に対し，随意契約により，委託契約を締結する方法でなされている。平

成 30年度の委託契約は，短期集中トレーニング PLUS教室の委託料が約 583万 2,000

円，短期集中トレーニング教室の委託料が約 212万 5,440円である。本来，市の「随

意契約の公表指針」によれば，委託契約は，契約金額が 50万円以上の随意契約であ
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れば，市のホームページで公表すべきとされているところ，この件は，公表がなさ

れていなかった。今後は，随意契約の公表につき漏れ等が生じないようにすべきで

ある。 

（３）介護予防普及啓発事業 

目 的 

介護予防に関する知識の普及啓発を行うことにより，高齢者の介護

予防の重要性に対する意識を高め，高齢者自身が自主的に介護予防活

動に参加し，介護予防の取組みを実施するような地域社会の構築を目

的とする。 

事業内容 

①介護予防に関するパンフレットや介護予防手帳を作成・配布する。 

②介護予防の啓発を目的として，以下のような教室を開催。 

・みんなの認知症予防教室  

・ノルディックウォーキング教室   

・ロコモ予防体操教室  

対 象 者 65 歳以上の人（主として活動的な状態にある高齢者） 

実施方法 ②の各教室は事業者へ委託して実施している 

根拠法令 

介護保険法 115条の 45第１項２号（一般介護予防事業） 

地域支援事業実施要綱（国） 

八尾市地域支援事業実施要綱（市） 

介護予防事業事務取扱要領（市） 

（出典：高齢介護課作成の資料に基づき監査人作成） 

[結果４と同旨]契約書を作成する場合の契約保証金免除の明記について 

八尾市財務規則においては，契約時には，原則として，契約保証金等について記

載した契約書を作成することとされ，また，契約保証金を免除できる事由が規則で

定められている。 

しかし，以下の委託契約については，契約保証金について，契約書上の記載がな

く，また決裁文書上も免除の有無及び理由についての記載が見当たらなかった。 

・みんなの認知症予防教室業務委託契約 

・ノルディックウォーキング教室業務委託契約 

・ロコモ予防体操教室業務委託契約 

これらの契約は，契約金額がいずれも 130 万円以下であり，財務規則上は契約書

の作成自体が不要なものではあるが，契約書を作成する以上は，財務規則に準拠し

て作成すべきである。また，契約保証金の免除は，例外的に認められるものである

以上，免除するのであれば，免除の意思決定及び免除する理由について決裁文書に

残すべきである。 
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[結果６]委託業務の終了後に実績報告書が提出されていないことについて 

八尾市ロコモ予防体操教室業務委託契約においては，契約書上，委託業務の終了

後に実績に関する報告書を提出するとされているが，職員が現地確認していること

をもって報告書の代替とし，報告書は提出されていなかった。 

委託業務の実績に関する報告書は，事業の効果測定や妥当性の判断の資料となり，

また，委託業務を履行した事実を示し，委託料の支出の根拠となるものである。ま

た，これが提出されない場合，事業の効果を事後的に検証できなくなる。 

本来，契約書どおり，実績に関する報告書を提出させるべきである。仮に，職員

が現地確認していることを，報告書との代替とするのであれば，委託契約上，その

ことを明記し，職員が確認した結果を記録として残す方法で代替すべきである。 

 

（４）介護予防教室事業 

目 的 地域における高齢者の介護予防の推進を図る 

内 容 
委託を受けた各地域包括支援センターが，それぞれのプログラムによ

り介護予防のための教室を実施する 

対 象 者 65 歳以上の高齢者等 

実施方法 市内 15か所の地域包括支援センターの受託法人に委託して実施 

根拠法令 

介護保険法 115条の 45第１項２号（一般介護予防事業） 

地域支援事業実施要綱（国） 

八尾市地域支援事業実施要綱 （市） 

（出典：高齢介護課作成の決算説明資料に基づき監査人作成） 

[意見 26]介護予防教室の委託料の算出根拠が不明であることについて 

介護予防教室の実施は，15 の地域包括支援センターに委託して実施されている。

その委託料は，開催１回あたり 14,306 円に，参加人数１名当たり 1,431 円を加算

した額（上限額 28,616円），ただし年間上限額を 499,063円として計算されている。

これらの金額は，10年以上前に算出した金額をそのまま使用したというものであり，

現在の高齢介護課職員では算出根拠は不明とのことであった。 

今後，委託料の単価について，再度，積算等を行うべきである。また，算出根拠

を計算した資料については，長期間保存するべきである。 
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（５）街かどデイハウス介護予防事業 

目 的 

高齢者の介護予防と生きがいの増進並びに社会参加を促進し，高齢者

ができる限り要介護状態になることなく，可能な限り地域において自

立した生活を営むことができるよう，介護予防に関する知識の普及及

び啓発や地域における自主的な介護予防に資する活動の育成及び支援 

説 明 

街かどデイハウスにおいて，「大阪府街かどデイハウス介護予防マニ

ュアル」に基づき，３か月１クール（全 12回）の運動器機能向上と認

知症予防の教室，及び月１回の口腔機能向上（口腔ケア）の教室を実

施する。 

利用料は無料（ただし，施設利用料を徴収し，街かどデイハウス事業

の歳入とする。） 

対 象 者 
介護保険制度の要介護認定で「非該当」と判定された，概ね 65歳以上

の在宅高齢者等 

実施方法 
市内 11か所（うち１か所は休止中）の街かどデイハウス事業所に委託

して実施。 

根拠法令 

介護保険法 115条の 45第１項２号（一般介護予防事業） 

地域支援事業実施要綱（国） 

八尾市地域支援事業実施要綱（市） 

八尾市街かどデイハウス介護予防事業実施要綱（市） 

（出典：高齢介護課作成の決算説明資料に基づき監査人作成） 

[結果４と同旨]契約書を作成する場合の契約保証金免除の明記について 

八尾市財務規則においては，契約時には，原則として，契約保証金等について記

載した契約書を作成することとされ，また，契約保証金を免除できる事由が規則で

定められている。しかし，本事業の街かどデイハウスに対する委託契約については，

契約保証金について，契約書上の記載がなく，また決裁文書上も免除の有無及び理

由についての記載が見当たらなかった。 

業務委託契約は単価契約であり，その単価は５人以上の１グループに対する指導

１か月につき５万 1,429円というものであり，この点，財務規則上契約書の作成が

不要な契約金額 130万円以下の契約と解する余地もなくはないが，少なくとも契約

書を作成する以上は，財務規則に準拠して，契約保証金の免除の有無を記載すべき

である。また，契約保証金の免除は，例外的に認められるものである以上，免除す

るのであれば，免除の意思決定及び免除する理由について決裁文書に残すべきであ

る。その理由について決裁手続をとるべきである。 
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（６）シルバーリーダー養成事業 

目 的 

高齢者の方の知識・教養の向上を図るとともに地域活動の実践者を養

成するめに開催する。講座修了後には，講座で習得した知識や技術を

活かして，地域における様々な活動やボランティア活動などでシルバ

ー世代のリーダーとして活躍されることを期待する。 

説 明 

受講対象者は 60歳以上の人 

受講料は無料。材料費等は受講者負担 

・一般コースは３つの専攻課程（①健康づくりボランティア課程，②

世代間交流ボランティア課程，③ふるさとボランティア課程）を設け，

午前は基礎課程で全員受講，午後は各専攻課程の受講を基本とする。

週１回を基本に約４か月間開講， 

・上級コースは，過去にシルバーリーダー養成講座を修了した者，又，

現にボランティア活動を実践している者を対象に，テーマに応じて開

催期間，開催内容を決定する。 

対 象 者 

一般コース：市内在住の満 60 歳以上の人 

上級コース：60歳以上の人で，上記の一般コース修了者または，現在

ボランティア活動をしている人 

実施方法 

平成 30年度までは，一部の講座を委託するほかは，市が直接実施して

いたが，平成 31年度より，八尾市社会福祉協議会に包括的に実施を委

託している。 

根拠法令 

介護保険法 115条の 45第１項２号（一般介護予防事業） 

地域支援事業実施要綱（国） 

八尾市地域支援事業実施要綱（市） 

八尾市シルバーリーダー養成講座実施要領（市） 

（出典：高齢介護課作成の資料に基づき監査人作成） 

[結果７]包括的な委託を開始した際の個人情報取扱事務開始・変更届の提出義務に

ついて 

上記のとおり，本事業は，平成 31年度以降，八尾市社会福祉協議会に委託して実

施している。 

八尾市個人情報保護条例及び同施行規則においては，個人情報を取り扱う事務の

開始時には，個人情報取扱事務開始・変更届を提出することとされている。そして，

委託の有無等の記載事項（条例５項１項各号，同施行規則３条２項各号）の変更を

する場合も同様とされている（条例５条１項）。本事業については，平成 10年の個

人情報保護条例施行時に，開始届が提出されている。しかし，平成 31年度からは事

業自体を委託したにもかかわらず，この点についての変更届が提出されていない。

監査実施年度の部分の事務（平成 31 年３月から４月における委託への移行の時期

に行われるべきもの）であるが，今後の事務の合規性にかかわるため記載する。 
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（７）地域づくりによる介護予防推進事業 

目 的 
高齢者自身が介護予防の必要性を理解し自主的に介護予防活動に取り
組み，その取り組みを継続していくことを支援する。 

事業内容 

①地域に出向いて，「河内音頭健康体操」の講座を開催する 
②高齢者が「河内音頭健康体操」を活用した介護予防の取組を行う立
ち上げ時に，体操の指導，体力測定，体操の DVD等の貸し出しを行う 
③「河内音頭健康体操」を活用した介護予防の取組を行っている団体・
グループが取り組みを継続できるよう，年に１回専門職による講話，
技術支援，体力測定を行う定期的な訪問やイベント等の開催などの支
援を行う 

対 象 者 65 歳以上の市民を５人以上含む団体，グループ 

実施方法 
②，③における体力測定，講話，技術支援等を大阪府理学療法士会に
委託し，その他は市職員が直接実施している 

根拠法令 

介護保険法 115条の 45第１項２号（一般介護予防事業） 
地域支援事業実施要綱（国） 
八尾市地域支援事業実施要綱（市） 
八尾市地域づくりによる介護予防推進事業実施要領（市） 

（出典：高齢介護課作成の資料に基づき監査人作成） 

[結果８]個人情報の管理責任者等の報告書の提出義務について 

大阪府理学療法士会との業務委託契約に関しては，個人情報の取扱に関する確認

書が交わされている。この確認書では，個人情報の管理責任者及び主たる担当者を

定めた報告書を提出し，八尾市の承認を受けることとされているが，実際には報告

書は提出されていなかった。 

業務委託契約で，このように確認書を取り交わすとともに，個人情報管理責任者

等を定めるよう求めているのは，八尾市個人情報保護条例 11条が，実施機関（市長

等）が個人情報取扱事務を委託する場合，個人情報の管理のための適正な措置を講

ずべきこととされていることに由来する。個人情報の管理責任者及び主たる担当者

を定めた報告書を提出させるべきである。 

[結果４と同旨]契約書を作成する場合の契約保証金免除の明記について 

八尾市財務規則においては，契約時には，原則として，契約保証金等について記

載した契約書を作成することとされ，また，契約保証金を免除できる事由が規則で

定められている。しかし，理学療法士会との業務委託契約については，契約保証金

について，契約書上の記載がなく，また決裁文書上も免除の有無及び理由について

の記載が見当たらなかった。業務委託契約は単価契約であり，その単価は派遣１回

に付き 1万 5,000 円というものであり，この点，財務規則上契約書の作成が不要な

契約金額 130万円以下の契約と解する余地もなくはないが，少なくとも契約書を作
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成する以上は，財務規則に準拠して，契約保証金の免除の有無を記載すべきである。

また，契約保証金の免除は，例外的に認められるものである以上，免除するのであ

れば，免除の意思決定及び免除する理由について決裁文書に残すべきである。 

 

（８）市民介護予防推進員事業 

目 的 
介護予防を広く普及し，市等が実施する高齢者の介護予防に関する普

及啓発活動及び市民等の自主的な活動を促進する 

事業内容 

市民介護予防推進員（介護予防サポーター）の養成講座を実施し，登

録された介護予防サポーターにイベントや教室などの運営サポートや

介護予防のＰＲ活動を担ってもらう上で，活動を調整し，また特典と

交換できるボランティアポイントを付与することにより，地域での普

及啓発と地域活動を担っていく人材の育成・支援を行う。 

対 象 者 60 歳以上の市民 

実施方法 平成 31年度以降は，八尾市社会福祉協議会に委託している。 

根拠法令 

介護保険法 115条の 45第１項２号（一般介護予防事業） 

地域支援事業実施要綱（国） 

八尾市地域支援事業実施要綱（市） 

八尾市市民介護予防推進員設置要綱（市） 

八尾市介護支援ボランティア制度実施要領（市） 

（出典：高齢介護課作成の資料に基づき監査人作成） 

[結果８と同旨]個人情報の管理責任者等の報告書の提出義務について 

平成 31 年度（令和元年度）の，八尾市市民介護予防推進員業務委託契約に関し

て，個人情報の取扱に関する確認書上，個人情報の管理責任者及び主たる担当者を

定めた報告書を提出し，八尾市の承認を受けることとされているが，実際には報告

書は提出されていなかった。個人情報の管理責任者及び主たる担当者を定めた報告

書を提出させるべきである。 

 

（９）在宅医療・介護連携推進 

目 的 

医療と介護の両方を必要とする高齢者が，住み慣れた地域で自分らし

い暮らしを人生の最期まで続けることができるよう，在宅医療と介護

を一体的に提供するために，医療機関と介護事業所などの関係者の連

携を推進する。 
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事業内容 

ア：地域の医療・介護の資源の把握（ホームページにおける地域資源

の周知等） 

イ：在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討（医療・介護関

係者と関係行政機関による八尾市在宅医療・介護連携推進会議の開催

等） 

ウ：切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進 

エ：医療：介護関係者の情報共有の支援 

オ：在宅医療・介護連携に関する相談支援（非常勤職員である在宅医

療・介護連携相談員による関係機関からの相談窓口の設置等） 

カ：医療・介護関係者の研修 

キ：地域住民への普及啓発 

ク：在宅医療・介護連携に関する関係市区町村の連携 

対 象 者 65 歳以上の高齢者 

実施方法 市が自ら実施 

根拠法令 

介護保険法 115条の 45第２項４号 

地域支援事業実施要綱（国） 

八尾市地域支援事業実施要綱（市） 

（出典：高齢介護課作成の決算説明資料に基づき監査人作成） 

 

（10）生活支援・介護予防サービスの体制整備 

目 的 
地域の実績に応じた高齢者の生活支援・介護予防サービスの支援体制

の整備 

説 明 

多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推

進を一体的に図っていくために，生活支援・介護予防の体制整備にお

けるコーディネーター及び協議体を設置する。 

対 象 者 65 歳以上高齢者 

実施方法 

・平成 28年度～，第１層（八尾市全体を対象とする）生活支援コーデ

ィネーターを社会福祉協議会への委託により配置 

・平成 30年度以降，第２層（特定地域の体制整備を行う）のコーディ

ネーターの役割も兼ねる。今後，第２層の生活支援コーディネーター

を増員する予定。 

・平成 28年度～，第１層生活支援・介護予防サービス協議会を設置 

根拠法令 

介護保険法 115条の 45第２項５号 

地域支援事業実施要綱 （国） 

八尾市地域支援事業実施要綱 （市） 



85 

 

（出典：高齢介護課作成の決算説明資料に基づき監査人作成） 

[結果８と同旨] 個人情報の管理責任者等の報告書の提出義務について 

生活支援コーディネーター業務委託契約について，個人情報の取扱に関する確認

書上，個人情報の管理責任者及び主たる担当者を定めた報告書を提出し，八尾市の

承認を受けることとされているが，実際には報告書は提出されていない。生活支援

コーディネーターの業務においては，地域の高齢者の情報等の個人情報と接する機

会が多いと思われるところ，個人情報の管理責任者及び主たる担当者を定めた報告

書を提出させるべきである。 

 

（11）認知症初期集中支援推進事業 

目 的 

認知症になっても本人の意思が尊重され，できる限り住み慣れた地域

のよい環境で暮らし続けられるために，認知症高齢者及び家族等が地

域で安心して生活できる環境を整備する。 

説 明 

介護と医療の連携強化や，地域の実情に応じて認知症の人やその家族

を支援する事業の推進役として，医師及び医療福祉の専門職等からな

る認知症初期集中支援チームを配置する。 

チームは，認知症の疑いのある支援対象者を把握し，一定期間の訪問

等による支援を行う。 

対 象 者 
・40歳以上で，在宅で生活しており，認知症が疑われる人又は認知症

の人 

実施方法 
・平成 30年４月より，医療法人清心会（地域包括支援センターの受託

者）に委託して，認知症初期集中支援チームを設置。 

根拠法令 

介護保険法 115条の 45第２項６号（認知症総合支援事業） 

地域支援事業実施要綱（国） 

八尾市地域支援事業実施要綱（市） 

（出典：高齢介護課作成の資料に基づき監査人作成） 

[結果９]個人情報の取扱の管理責任者の報告方法について 

認知症初期集中支援推進事業業務委託契約に関して，個人情報の取扱に関する確

認書上，個人情報の保管使用について管理責任者及び担当者を定めた報告書を提出

し，八尾市の承認を受けることとされている。しかし，実際には，委託業務を担当

する認知症初期集中支援チームの構成員の氏名等を受託事業者が市に書面で届け

出て，これを市が承認することによりこの手続が行われているところ，同手続上は，

個人情報の取扱について誰が責任を負うかが定まっていない。 
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個人情報の管理責任者が定まっていない場合，委託事業者における個人情報の管

理責任が不明確となり，個人情報保護条例で求められる「個人情報の適正な管理の

ために必要な措置」が貫徹されないこととなるおそれがある。担当者だけでなく，

その中で誰が個人情報の管理責任者となるのかについても，届出させるべきである。 

[意見 27]認知症初期集中支援推進事業の業務委託の委託料の算定根拠について 

認知症初期集中支援推進事業業務委託に係る委託料については，市において，予

算積算のための資料を作成しているが，これについて，八尾市は，単なる内部的な

説明資料と位置づけ，契約時の決裁資料等として保管する取扱となっておらず，ま

た，八尾市情報公開条例による情報公開の対象たる「公文書」としても位置付けて

いないとのことであった。情報公開の対象足る「公文書」とは，職員が職務上作成

し，又は取得した文書等であって，職員が組織的に用いるものとして，実施機関が

保有しているものをいう（八尾市情報公開条例２条２号）ところ，八尾市は，委託

料の積算資料について，組織的に用いることを想定していないと思われる。 

このような取扱いは，将来，委託料の見直し時に，根拠資料が存在せず，その積

算根拠が不明確となるおそれがあり，適切でない。今後，契約の決裁資料等の公文

書として取り扱うことが妥当である。 

 

（12）認知症地域支援推進員設置事業 

目 的 

認知症の人が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるためには，認知

症の容態の変化に応じ，すべての期間を通じて必要な医療，介護及び

生活支援を行うサービスが有機的に連携したネットワークを形成し，

認知症の人に対して効果的な支援が行われる体制を構築するととも

に，地域の実情に応じて，認知症ケアの向上を図るための取組を推進

する。 

説 明 
介護と医療の連携強化や，地域の実情に応じて認知症の人やその家族

を支援する事業の推進役として，認知症地域支援推進員を配置する。 

対 象 者 認知症の人とその家族 

実施方法 
・平成 27 年 12 月より，医療法人清心会（地域包括支援センターの受

託者）に委託して，認知症地域支援推進員を配置。 

根拠法令 

介護保険法 115条の 45第２項６号（認知症総合支援事業） 

地域支援事業実施要綱 （国） 

八尾市地域支援事業実施要綱（市） 

（出典：高齢介護課作成の資料に基づき監査人作成） 
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（13）認知症啓発事業 

目 的 

認知症高齢者やその家族が住みやすい地域となるために，地域に暮ら

す人々が認知症に関する理解を深め，地域での見守り体制を充実させ

ることにより，認知症になっても安心して暮らせるまちづくりを目指

す。 

説 明 
認知症啓発のための広報活動，パンフレット配布，講演会・教室等を

開催する。 

対 象 者 八尾市民及び市内在勤の人若しくは市内の企業・事業者等 

実施方法 

・認知症啓発講演会の開催 

・認知症に関するパンフレット等の配布 

・認知症高齢者声かけ体験の実施 

根拠法令 

介護保険法 115条の 45第２項６号（認知症総合支援事業） 

地域支援事業実施要綱 （国） 

八尾市地域支援事業実施要綱（市） 

（出典：高齢介護課作成の資料に基づき監査人作成） 

 

（14）家族介護教室 

目 的 
被保険者を介護している家族の身体的，精神的，経済的負担の軽減を

図るとともに，要介護高齢者の在宅生活の継続，向上を図る 

内 容 
対象者に対し，介護方法や介護予防，介護者の健康づくり等について

の知識・技術を習得させるための教室を開催する 

対 象 者 要介護者を介護している家族等 

実施方法 市内 15か所の地域包括支援センターの運営法人に委託して実施 

根拠法令 

介護保険法 115条の 45第３項２号（家族介護支援事業） 

地域支援事業実施要綱 （国） 

八尾市地域支援事業実施要綱（市） 

（出典：高齢介護課作成の資料に基づき監査人作成） 

[意見 28]家族介護教室の地域包括支援センターへの委託料の算出根拠について 

地域包括支援センターへの委託料については，10年以上前に算出した金額を現在

に至るまで，消費税相当額の改定を除きそのまま使用しており，その算出根拠は不

明とのことであった。単価については，物価や賃金の変動等に応じて変動しうると

ころ，その根拠が不明であると，見直しに困難をきたす。単価について再度積算を

行い，その結果については，毎年の契約の起案時の資料等として，長期間保存する
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措置をとるべきである。 

 

（15）家族介護用品支給 

目 的 

在宅で高齢者を介護している同居家族に対し，当該高齢者の介護に必

要な物品を現物支給することにより，当該家族等の精神的・経済的負

担の軽減を図るとともに，要介護高齢者の在宅生活の質の向上を図る

ことを目的とする。 

内 容 

市が決めた介護用品（紙おむつ・尿取りパッド・介護用手袋・清拭剤・

ドライシャンプー）の中から，希望の品物を注文してもらい，現物支

給する。要介護度に応じて，１か月につき要介護３の場合 5,000 円，

要介護４及び５の場合 6,000 円を上限として支給する（上限額を超え

た場合は本人が負担する。）。 

利用券を前もって利用者に送付し，決められた日に市の委託業者が各

家庭を訪問し，現物を支給する。 

対 象 者 

下記の①～③全ての条件を満たす人 

①要介護者が在宅高齢者で，介護保険の要介護認定で「要介護３」，

「要介護４」または「要介護５」の判定を受けていること。（施設入

所中及び入院中は対象外） 

②現に介護している同居の家族であること。 

③要介護者及び同居の家族全員が，市・府民税非課税であること。 

実施方法 
平成 28年度の入札において落札した業者に，翌年度以降随意契約によ

り委託して実施している。 

根拠法令 

介護保険法 115条の 45第３項２号（家族介護支援事業） 

地域支援事業実施要綱（国） 

八尾市地域支援事業実施要綱（市） 

八尾市家族介護用品支給事業実施要領（市） 

（出典：高齢介護課作成の決算説明資料に基づき監査人作成） 

本事業は，介護用品の支給配送の業務を事業者に委託して行っている。当該事業

者は，平成 28年度の一般競争入札において落札した事業者であり，平成 29年度以

降は，随意契約が継続している。平成 29年度以降の随意契約では，「家族介護に関

わる細かな配慮等が必要であり，一定の期間同一の事業者が実施することが望まし

い」という理由が上げられている。なお，平成 28年度の入札に参加したのは当該１

者のみである。八尾市によれば，本事業については，数年に１回入札を行っている

が，現在受託している事業者以外のものが，入札に参加した実績は見当たらないと

のことである。 
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[意見 29]委託契約の入札参加資格等について 

本件では，平成 28 年度になされた一般競争入札の資格の設定方法に問題があっ

たものと思われる。 

すなわち，平成 28 年度の入札における入札資格では，過去２年間において２回

以上国又は地方公共団体から類似事業の委託を受け，履行した実績を要件としてい

た。これを満たし，かつ八尾市内の各家庭への支給配送を求められることに照らせ

ば，過去の受託業者以外の参入が困難となる可能性が大きく，新規参入を排除する

ものとなっていると思われる。実際，平成 28 年度の入札は，一者応札により落札者

が決定されている。 

本事業は，介護用品を購入して，各家庭からの注文を受けて，それを配送すると

いうものであり，実績が強く要求される性質の事業ではないと思われる。現に，八

尾市が他の自治体に照会した結果によれば，特定の一者への委託により介護用品の

配送支給を行っている他の自治体における業者選定方法としては，実績をそもそも

要件としない一般競争入札（枚方市）もされているとのことである。八尾市におい

て特段の問題が生じていないかなどを調査した上で，今後の入札においては，実績

要件の緩和を行うなど新規事業者が参加しやすくなる措置をとるべきである。また，

見積書の取得を複数件行い，入札案件がおって生じることを伝えておくことなどに

より案件の周知性を高める努力もされるべきである（メールによる案件周知などが

されていない状況下で考えられる周知性向上のための方策）。 

 

（16）徘徊高齢者家族支援サービス事業 

目 的 

徘徊の恐れのある認知症高齢者が徘徊した場合に，関係機関による発

見協力を行う徘徊高齢者ＳＯＳネットワークを構築し，家族が安心し

て介護できる環境を整備する。 

また，早期に発見できるシステム（ＧＰＳ等）を活用し，早期発見・

早期解決及び事故の防止を図る。 

説 明 

認知症高齢者の登録情報を市と地域型地域包括支援センター，消防署，

八尾警察署で共有する 

徘徊時は，家族からの連絡に基づき，担当の地域包括支援センターま

たは高齢介護課から関係機関へ発見協力依頼を行い，徘徊高齢者ＳＯ

Ｓネットワークにより早期発見・早期解決の支援を行う。併せて，家

族からの希望があれば，ＦＭちゃおにて徘徊高齢者ＳＯＳネットワー

ク放送を行う。 

また，ＧＰＳレンタルの助成（法形式としては，探知システム運用業

務を委託し，委託料として，利用者が支払うべき利用料の一部を市が

事業者に支払う）も行っている。 
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対 象 者 徘徊のみられる高齢者とその者を介護している家族 

実施方法 

探知システム運用業務については，Ｃ社に委託して実施している。 

また，毎年７～８月頃に地域包括支援センターに委託し，モニタリン

グ調査実施。 

根拠法令 

介護保険法 115条の 45第３項２号（家族介護支援事業） 

地域支援事業実施要綱（国） 

八尾市地域支援事業実施要綱（市） 

八尾市徘徊高齢者家族支援事業事務取扱要領（市） 

八尾市徘徊高齢者探知システム運用業務事務取扱要領（市） 

（出典：高齢介護課作成の決算説明資料に基づき監査人作成） 

[意見 30]個人情報の利用に関する本人同意について 

徘徊高齢者家族支援事業においては，徘徊者の身体的特徴，認知症の症状，徘徊

状況等，徘徊者のデリケートな個人情報を，利用申請時や，徘徊発生時等に取得す

ることとなる。そして，家族支援サービス（写真の登録）や探知システム（ＧＰＳ）

利用については，高齢者本人でなく家族が利用を申請する場合もあるが，申請書上

は個人情報の利用についての申請者の同意の欄のみがある。本人の意思確認につい

ては，地域包括支援センターの職員や家族が写真撮影等の際に行っているとのこと

であり，取得及び利用について同意の有無等が記録化されていない。 

この点，八尾市個人情報保護条例では，個人情報の取得は本人からしなければな

らず，例外的に条例上のいずれかの要件を満たす場合には，本人以外から取得でき

るとされている（同条例６条４項柱書）ところ，八尾市は，本人以外（申請者，地

域包括支援センター等）から取得する根拠として，本人の同意があること（同項２

号）を理由にしている。したがって，個人情報保護条例の順守という観点からも，

本人のプライバシーの観点からも，高齢者自身の，個人情報の取得に関する同意を

得て，その旨を記録するようにすべきである。 

仮に，認知機能の低下により同意を得ることが困難な場合は，個人情報保護条例

上「個人の生命，身体又は財産等の安全を守るため，緊急かつやむを得ないと認め

られるとき。」（同項４号）又は「…（個人情報保護）審議会の意見を聴いた上で，

本人から収集することにより，個人情報取扱事務の目的の達成に支障が生じ，又は

その円滑な実施を困難にするおそれがあることその他本人以外のものから収集す

ることに相当の理由があると実施機関が認めるとき」（同項５号）に該当するとして

第三者から個人情報を取得することとなる。 

以上，本人同意を得られないケースについての，個人情報保護条例上の取扱いを
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検討し，必要に応じ，条例上必要な手続を行うべきである。 

[意見 31]過去の随意契約の経緯について 

徘徊高齢者探知システム運用業務委託契約に関しては，平成 20 年に現在の事業

者であるＣ社（大手警備サービス会社）が選定され，その後，継続的なサービス提

供が必要であることから随意契約が繰り返されている。しかし，平成 20 年に選定

した際の記録が残っておらず，また，その際の選定理由等も不明とのことであった。

もっとも，担当者によれば，平成 20 年頃にそれまでの事業者が探知システムの提

供を終了したため，現在の事業者と契約したとのことである。随意契約の妥当性や，

事業・事業者の見直しの必要性を検討するうえでは，初年度の事業者選定理由が重

要となるところ，これが記録化されていない場合，随意契約の妥当性の検証や，将

来の契約の見直しが困難となる。 

今後，長期間随意契約により特定の事業者と契約することが見込まれる場合には，

初年度の選定理由が分かる資料を長期間保存する扱いとすべきである。 

[意見 32]市が特定の事業者への委託契約を行う方式について 

徘徊高齢者探知システム運用業務委託契約は，市が，Ｃ社に，ＧＰＳによる探知

システムの運用を委託し，市が「委託者」となり，Ｃ社に初期費用相当額を委託料

として支払うというものである。しかし，利用者とＣ社との間では，通常の直接契

約するサービス利用者の場合と同様に契約がされており，また，毎月の利用料等に

ついて市は特に補助等を行わないといったことに照らせば，その実質は，高齢者や

家族がＧＰＳを利用する際の初期費用の補助としての側面が強い。 

現在，ＧＰＳによる位置探知サービスを提供する事業者は複数存在するところ，

市が，特定の一事業者との随意契約による委託という方式により費用を拠出するこ

とは，特定の事業者のみを有利に取り扱うことになり，事業者間の公平という見地

から問題がある。この点，市の定めた要件を満たす事業者のサービスを利用するも

のに対して，初期費用の一定額を補助する，又は複数の事業者への委託という形式

であれば，このような問題は生じない。もっとも，市が敢えて「委託者」となる契

約の方式を採っている場合，本人保護のための位置情報の利用を効率的に行うこと

ができる，徘徊高齢者の早期発見の仕組みの構築に資する等のメリットが考えられ

る。現在，市においても，例えば，地域包括支援センターが，利用者に代わり，問

い合わせる際の方法も活用することも考えているようであるが，現状では，そのよ

うな動きは進んでいない。こうした点を踏まえ，現行の委託方式の継続の是非を検

討されたい。 
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（17）成年後見制度支援事務 

目 的 

判断能力が不十分な方が成年後見制度による支援，保護を受けること

により，高齢社会への対応及び障がい者福祉の充実を目指すことを目

的とする。 

説 明 

成年後見等申立てに関する相談，情報提供等により制度利用の支援を

行う。 

また，判断能力が不十分な認知症高齢者について，福祉の増進を図る

ために特に必要があると認められ，４親等以内に申立てを行う親族が

いない場合は，市長による審判の申立てを行い，その内報酬負担が困

難な場合には報酬助成を行う。 

対 象 者 判断能力が不十分な認知症高齢者，精神障害者及び知的障害者 

実施方法 

＜市長申立てまでの流れ＞ 

相談受付 ⇒ 訪問調査等 ⇒ 審判申立検討会議 ⇒ 審判申立て（家庭

裁判所） 

市長申立てに要する費用（診断書徐く）は，一度市で負担し，原則と

して審判後，本人へ求償する。（家庭裁判所の審判に基づく） 

市長申立のうち生保受給者等で後見人報酬負担が困難な場合，後見人

からの申請を受け報酬助成を行うことが出来る。 

根拠法令 
老人福祉法 32条（申立について） 

介護保険法 115条の 45第３項３号（その他の任意事業） 

（出典：高齢介護課作成の決算説明資料に基づき監査人作成） 

[結果 10]個人情報取扱事務開始届について 

八尾市個人情報保護条例及び同施行規則においては，個人情報を取り扱う事務の

開始時には，事務の名称，目的，所掌組織の名称，個人情報の対象者及び項目等を

記載した，個人情報取扱事務開始・変更届を提出することとされている（条例５条

１項）。しかし，この事務は，認知症高齢者及び関係者の，特に保護の必要性の高い

個人情報を扱うところ，届が提出されていなかった。速やかに，成年後見制度支援

事務に係る，取り扱う個人情報の対象者，項目等について取りまとめ，届を提出さ

れたい。  
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（18）高齢者住宅等安心確保事業 

目 的 

高齢者の在宅生活を支援するため，大阪府がモデル事業として建設し

た高齢者の生活特性に配慮した住宅に生活援助員を派遣し，安否の確

認，緊急時の対応等の福祉サービスの提供を行う。（大阪府営八尾緑

ヶ丘第６期住宅シルバーハウジング・プロジェクト事業計画書） 

説 明 
生活援助員(ＬＳＡ)が対象住宅に住み込みで常駐し，業務を行ってい

る。 

対 象 者 大阪府営八尾緑ヶ丘住宅シルバーハウジング（20戸）の住人 

実施方法 

生活援助員の業務は医療法人に委託して実施。法人バックアップ体制

のもと，住込職員を中心とした安否確認・相談等のサービス提供を行

う。 

根拠法令 

介護保険法 115条の 45第３項３号（その他の任意事業） 

地域支援事業実施要綱（国） 

シルバーハウジング・プロジェクトの実施について(昭和 63年２月

15 日建設省住宅・厚生省社会局連名通知) 

高齢者在宅生活総合支援事業実施要綱（府） 

八尾市地域支援事業実施要綱（市） 

（出典：高齢介護課作成の決算説明資料に基づき監査人作成） 

[意見 33]委託料の積算根拠について 

本事業の委託料については，平成 13年度から平成 22年度まで受託していた前の

事業者の委託料が 350 万円であったところ，平成 23 年度に現在の事業者に委託し

た後も同額で，その後，消費税相当額分の増額を行ったのみであるとのことであっ

た。そして，当該委託料の算出根拠については，その根拠資料がなく，専ら，総額

のみを記載した，受託者作成の見積書のみが存在した。 

この点，委託料が，平成 30年度について 360万円ということに照らすと，大部分

が人件費相当額と思われるが，人件費については，賃金水準に応じて適宜増減額が

あり得る。また，その他の経費の内訳等が不明である場合，どのような効果がある

のかの算出が困難となる。委託料については，受託事業者からの見積書に明細を記

載させる等の方法により，その根拠を明らかにすべきである。 

[意見 34]将来的な事業の方向性について 

本事業は，大阪府営住宅に生活援助員を派遣し，安否の確認，緊急時の対応等の

福祉サービスの提供を行うというものである。しかし，現在は，高齢者の居住の安

定確保に関する法律による登録を受けた，民間の「サービス付き高齢者向け住宅」

においても，住宅としての居室の広さや設備，バリアフリーといった，高齢者に住

みやすい住宅としてのハード面の条件を備えるとともに，ケアの専門家による安否
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確認や生活相談サービスを提供するといったソフト面のサービスを受けることが

可能となり，こうしたサービス付き高齢者向け住宅は急速に増加している。現に，

八尾市内でも，多数のサービス付き高齢者向け住宅（監査人が一般社団法人高齢者

住宅協会のサイトにおいて確認した時点で，44件）が存在する。 

本事業において八尾市が提供するのはソフト面のサービスであるが，実際のサー

ビス提供は民間の医療法人への委託によっており，また，そのサービスの中心とな

るのは，上記のとおり安否確認等であり，民間において代替可能なものと思われ，

市が関与する必要性は時代の経過とともに薄くなっている。八尾市の平成 30 年度

の事務事業評価においても「民間でも同様のサービスが充実してきており，今後，

市の関与については大阪府と協議等により検証が必要である。」と指摘されている

ところである。もっとも，本事業は，低所得者を対象とする事業であり，対象者は

民間のサービス付き高齢者向け住宅の利用の困難さという問題がある。そのため，

市が関与する意義が全くないとは言い難い。 

本事業は大阪府との共同事業であり，府が継続する限り継続される事業ではある

が，それだけで，事業の見直しを回避するのではなく，上記のような市の関与の必

要性に関する事情について府市双方が協議の上，事業の継続の必要性，及びニーズ

に即した事業の在り方を検討されたい。 

 

（19）緊急通報システム 

目 的 
高齢者が住み慣れた地域で在宅生活が送れるよう，急病や事故，火災

の緊急時に，迅速かつ適切な対応を図る。 

説 明 

下記①②の対象者について急病や火災等の緊急時に，身につけている

ペンダントを押すことにより，自動的に受信センターへ通報され，状

況確認，協力者（任意登録）への連絡，救助員の派遣並びに必要に応

じて救急車等の出動要請など適切な対応を図る。 

対 象 者 

以下の①または②に該当する人。（②は地域包括支援センターが訪問

調査を行い必要と認められた場合） 

①60歳以上のひとり暮らし高齢者で，病弱または寝たきりの状態にあ

る人 

②高齢者のみの世帯で，どちらかが要介護状態や心身の障がいなどに

より，緊急時に対応できないと認められる場合。 

実施方法 

警備会社へ委託し，緊急通報装置の設置・維持管理，通報受信対応(コ

ールセンター)，消防署への出動要請，協力者への連絡，出動員の派遣

を実施。オプションとして健康相談，月１回のお元気コールサービス

を実施。 
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なお，本事業については，国の地域支援事業実施要綱上，「家庭内の

事故等への対応の体制整備に資する事業」として実施可能なものが電

話の受信，オペレーターの配置であることから，全部を地域支援事業

とするのではなく，一部を介護保険事業特別会計から，一部を一般会

計から支出している。 

根拠法令 

介護保険法 115条の 45第３項３号（その他の任意事業） 

地域支援事業実施要綱（国） 

地域支援事業実施要綱(市) 

八尾市在宅高齢者緊急通報システム実施要綱（市） 

（出典：高齢介護課作成の決算説明資料に基づき監査人作成） 

緊急通報システムの利用では，非課税世帯と課税世帯とで異なる方法が取られて

いる。まず，非課税世帯については，市が，対価相当額については事業者に委託料

を支払う方式がとられている。課税世帯については，受託事業者が，直接，月額利

用料等を利用者から徴収し，市の歳入歳出にならない。一方，利用者は，事業の利

用に関しては，市に利用を申し込むのみであり，事業者との間では申し込み等の手

続をするわけではなく，市においても，利用者と受託事業者の間には契約関係があ

るわけではないと認識している。 

[意見 35]委託料及び利用料のあり方について 

市がシステム運用を事業者に委託してシステムを提供する場合，利用者の支払う

利用料は，市の事業を利用する対価である以上，市の歳入に計上し，同額を委託料

として歳出に計上するのが原則である。また，介護保険法では，地域支援事業によ

る利用料を徴収できるのは，市町村（同法 115 条の 45第５項）及び介護予防・日常

生活支援総合事業の受託者（115条の 47第８項）であり，任意事業の受託者はこれ

に含まれていない以上，介護保険法に照らしても，事業者が利用料を直接徴収する

ことは，問題がある。 

この点，国の「地域支援事業実施要綱」においても，「自治法 210条で規定される

総計予算主義の原則等を踏まえ，利用料を直接委託先の歳入とすることを前提に利

用料を控除した額を委託費とすることは適当ではなく，会計上，委託料と利用料を

それぞれ計上することが適当」であるとされているところである。 

もっとも，システムの使用関係については利用者と事業者の直接の契約等による

こととし，任意事業から除外する（システムの構築等のみを委託する）と位置付け

た場合には，市の歳入歳出に計上しないことも可能と思われる。ただし，その場合

には，利用料は利用者と受託事業者の間の債権債務となるため，その根拠として，

事業者と利用者の間の契約を要する。仮に，事業者と市の契約を第三者（利用者）
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のためにする契約で利用料を事業者の給付に対する第三者の負担と位置付けた場

合でも，利用者から事業者に対する受益の意思表示（民法 537条２項）をすること

を要するが，現状ではこれにあたる手続きがされていないと思われる。 

したがって，是正方法としては，①委託先事業者に市の歳入の徴収を委託し，そ

の納付金と委託料を相殺し，使用料を歳入に，委託料を歳出に計上する，という方

法，②利用料を歳入歳出に計上しない方法としては，利用者と業者で契約を結ぶ方

法，③歳入歳出に計上しない方法として，市と事業者の契約を第三者（市民）のた

めにする契約と構成し，市民から事業者に受益の意思表示をしてもらうことで，利

用料を市民と事業者の債権債務とする方法等が考えられる。 

検討のうえ是正されたい。 

[結果８と同旨]個人情報の管理責任者に関する報告書の提出義務について 

委託契約に関して，個人情報の取扱に関する確認書上，個人情報の管理責任者及

び主たる担当者を定めた報告書を提出し，八尾市の承認を受けることとされている

が，実際には報告書は提出されていない。 

八尾市個人情報保護条例 11条では，実施機関（市長等）が個人情報取扱事務を委

託する場合，個人情報の管理のための適正な措置を講ずべきこととされ，個人情報

の取扱に関する確認書は，その趣旨を踏まえ取り交わされている以上，確認書上の

義務を履行させないのは条例の趣旨に反する。個人情報の管理責任者及び主たる担

当者を定めた報告書を提出させるべきである。 

[結果３と同旨]長期継続契約における解除権留保規定の欠如について 

八尾市緊急通報システム運営事業委託契約は，５年間の「長期継続契約」として

締結されている。そのため単年度予算が措置されている。しかし，その契約書には，

翌年度以後の予算が付かなかった場合の解除権留保条項が置かれていない。 

長期継続契約は，債務負担行為を講ずることなく複数年にわたって締結する契約

であり，翌年度以後の歳出予算を拘束する債務負担行為に基づく複数年契約と異な

り，当該契約に基づく債務について翌年度以後の歳出予算が保証されない。そのた

め，予算が付かない場合の解除権を留保しておく必要がある。しかし，本契約には，

かかる解除権留保規定が置かれていない。是正されるべきである。  
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10 地域包括支援センター 

（１）地域包括ケアシステムと地域包括支援センター 

「地域包括ケアシステム」とは，急速に進行する高齢化へ対応するため，高齢者

の尊厳と保持と自立生活の支援の目的のもとで，可能な限り住み慣れた地域で生活

を継続することができるような包括的な支援・サービス提供体制のことを指す。 

そして，地域包括支援センターは，地域の高齢者の総合相談，権利擁護や地域の

支援体制づくり，介護予防の必要な援助などを行い，高齢者の保健医療の向上及び

福祉の増進を包括的に支援することを目的とし，上記の地域包括ケア実現に向けた

中核的な機関と位置付けられ，介護保険法 115 条の 46 に基づき，市町村が整備す

ることとなる。 

 

（出典：平成 25年３月地域包括ケア研究会報告書） 
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地域包括支援センターの運営は，市町村によって直接行われるものと，民間の医

療法人や社会福祉法人等に対し業務委託が行われるものとがある。平成 24 年４月

における厚生労働省の調査によれば，当時全国に設置されていたセンター約 4,300

か所のうち，直営の施設は約３割で，民間委託がなされているものが約７割に及ぶ

とのことである（厚労省 HP・地域包括支援センターの業務）。 

 

（出典：厚生労働省 HP・地域包括ケアシステム） 

 

地域包括支援センターは，高齢者介護・自立支援についての総合窓口としての役

割を期待されており，介護予防支援事業としての要支援認定を受けた者に対するケ

アプランの作成支援のほか，地域支援事業の一部として位置付けられる包括的支援

事業として，総合相談支援業務，介護予防ケアマネジメント業務，権利擁護業務，

包括的・継続的ケアマネジメント業務など多岐にわたる業務を行っている。その他，

地域包括支援センターは，総合窓口としての性格から，地域支援事業の任意事業の

広報や窓口，取次ぎ役等も担っているものであるが，本項では，先に述べた地域包

括支援センターの中心業務及び管理業務について検討を行う。 
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（２）八尾市における地域包括支援センターの設置状況等 

ア 設置状況及び民間委託 

八尾市では，地域包括支援センターは「高齢者あんしんセンター」という愛称

で呼称されている。現在，基幹型と呼ばれる市の直営のセンター１か所，及び各

中学校区に設置されている地域型のセンターが 15か所ある。 

 

イ 基幹型地域包括支援センターと地域型地域包括支援センター 

（ア）基幹型地域包括支援センター（基幹型高齢者あんしんセンター） 

八尾市役所本庁舎内に，基幹型地域包括支援センターが設けられており，高齢

介護課が直接運営している。基幹型地域包括支援センターは，各中学校区に設置

された地域型地域包括支援センターの業務と同様に，市民や高齢者から寄せられ

た相談業務等も行うものであるが，それとともに，各地域型地域包括支援センタ

ーと連携して主に虐待案件や権利擁護案件等の困難案件の解決にあたり，また，

地域型地域包括支援センターを統括する役割を与えられている。この意味で，統

括機関としての役割を有するものである。 

高齢介護課地域支援室の職員は，これら基幹型地域包括支援センターの職員と

しての役割も果たしており，実際の案件解決にも携わりながら，その傍らで高齢

介護課の職員として，各地域包括支援センターから報告された実績の集計や報酬

の支払い，自己評価の集計等の管理業務にもあたっている。 

 

（イ）地域型地域包括支援センター（地域型高齢者あんしんセンター） 

地域型地域包括支援センターは，各中学校区に割り当てられた担当エリアの地

域包括支援センターの業務を一手に担っている。基幹型地域包括支援センターに

対して寄せられた相談等についても，２回目以降の継続対応は，基本的に当該高

齢者の所在地を担当する地域型の地域包括支援センターに委ねられることとな

る。地域型地域包括支援センターは，虐待案件や権利擁護関係等の困難案件につ

いては，随時，基幹型地域包括支援センターと連携を図ることとされている。そ

れ以外の平時の相談や状況把握について，１か月に１度，毎月のその経過・実績

を，業務実績報告という形で纏めて，月初に八尾市に対して報告している。 

現在，この 15 か所の地域型地域包括支援センターは，運営委託がなされてい

る。その運営委託状況，設立年度及び法人選定時の手続については以下のとおり

である。  
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 中学校区別 設立年度 プロポーザル手

続の実施の有無 

1 

八尾 H19  

桂 H28  

上之島 H21 〇（公募） 

2 

亀井 H19  

龍華 H28  

久宝寺 H28 △（公募なし） 

3 

志紀 H28  

大正 H19  

曙川南 H21  

4 

成法 H21  

曙川 H21  

高美 H19  

5 

高安 H19  

南高安 H21  

東 H28 〇（公募） 

 

ウ 各センターの収支 

平成 30 年度の各地域包括支援センターの収支のうち，特に受託者側の法人か

らの繰入の状況は，以下のとおりである（すなわち，センター運営事業の赤字を

示す）。このとおり，15のうち 11の地域包括支援センターにおいて法人本体から

の繰入（赤字）が発生している。そのうち９のセンターにおいては 100万円を超

える法人本体からの組入（赤字）が発生している。 

センター 法人からの繰入金額 センター 法人からの繰入金額 

Ａ 2,057千円 Ｉ 150千円 

Ｂ 1,507千円 Ｊ 31千円 

Ｃ 1,969千円 Ｋ 0千円 

Ｄ 1,864千円 Ｌ 5,857千円 

Ｅ 914千円 Ｍ 0千円 

Ｆ 1,906千円 Ｎ 1,019千円 

Ｇ 0千円 Ｏ 3,568千円 

Ｈ 4,061千円 - - 

（出典：運営協議会資料添付・決算書より。千円以下は切捨） 

このように，法人からの「繰入」を含めた収支で運営されている地域包括支援



101 

 

センターが多いことは，決して望ましい状況ではない。このような赤字が発生し

ている要因としては，センターの運営業務には３職種の有資格者の雇用が求めら

れる人員要件（下記詳述）を満たす必要があるところ，昨今の人手不足の中で，

有資格者の給与水準が高まっていることも影響しているとのことであった。 

今後も，地域包括支援センター単独での事業運営について，受託者側の慢性的

な赤字が続く場合，新規参入する事業者が初期投資を行って参入することを躊躇

することが考えられ，運営主体の極端な硬直化等を招きかねず，その赤字額がセ

ンター全体の予算の規模に比して，決して小さいといえないことから考えても，

弊害が生じるおそれがないとはいえない。地域包括支援センターの収支が赤字と

なっている状況が，センターの運営や市民・利用者に影響を及ぼさないか等につ

いては，引き続き，留意が必要と思われる。 

ただし，現時点では，特段の弊害が出ているわけではないため，留意が必要で

あるとの述べるに留め，「意見」とはしない。 

 

エ 現地調査 

今回の監査においては，地域包括支援センターの実態を把握するため，２か所

の地域型地域包括支援センターについて以下のとおり現地調査を行った。 

１か所は，市中心部から少し東に位置する地域型地域包括支援センターである。

同センターの所在する建物自体は，八尾市が所有するものであり，地域包括支援

センターはその１階の一角を借りる形で運営されているものである。館内には別

の階に会議室が存在しており，地域ケア会議など多人数が集まることがある際に

は，それが用いられているとのことである。なお，同センターが所在する建物に

は，地域包括支援センター以外の高齢福祉等に関する施設も入っているものであ

る。 
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もう１か所は，同じく比較的，市中心部に位置する地域型地域包括支援センタ

ーである。同センターは運営法人が所有する特別養護老人ホームの建物の一角に

設けられているものである（下記写真は，運営法人から提供されたものを、一部

加工したものである）。 

これらの現地調査では，各地域包括支援センターの設備，そこにおける資料の

保管状況，個人情報の記載されたファイルの管理方法の確認をし，また，業務の

実情などについて，センターの役員，職員等からのヒアリング等を行った。 

 

（３）地域包括支援センターの委託先の選定過程 

基幹型を除く 15 か所の地域包括支援センターの運営が民間法人に業務委託され

ているところ，運営に関する業務委託料は，基本業務のとなる報酬部分だけでも各

センターあたり年間 1,732万 5,000円に上っている（平成 30年度事業経費決算書）。 

これらの業務委託先の選定については，15か所のセンターのうち，公募型プロポ

ーザル手続を実施したものは２か所であり，残りのセンターについては従前のセン

ター運営実績（地域包括支援センターの前身となる在宅介護支援センターの運営や，

細分割する前の担当区の地域包括支援センターの運営）に照らして１者のみの適格

性の検討を行う，あるいは１者のみに提案させてプロポーザル手続同様の検討を行

うという随意契約となっていた。 

また，業務委託契約は単年度契約とし，毎年更新を行う形であるが，実際上，初

年度に委託した法人と継続的な更新が続いており，更新の際には，改めてプロポー

ザル方式などによる公募は行われておらず，また一定の期間（例えば５年など）で

区切って委託先の見直しをすることも現在のところ行っていない，とのことであっ

た。 



103 

 

[意見 36]地域包括支援センターの委託先の選定方法について 

地域包括支援センターの委託先を選定するに際し，随意契約によった理由として

は，「地域包括支援センターの執り行う業務の性質上，継続的な事業実施が必要とさ

れるため，一般競争入札には適さないと思料された」ことが掲げられており，前掲

の最高裁判例の規範やそれに連なる下級審裁判例の趨勢を前提とすれば，この理由

そのものに一定の合理性があることは否定できないものと思われる。そして，公募

型プロポーザルを実施し，これを介して委託が行われたセンターについては，当該

年度の委託先の選定について透明性・公平性が担保されているものとは言える。 

しかし，それ以外の委託先の選定プロセスについては，合規性に関する一定の疑

義がないわけではない。これらのセンターにて随意契約を行った理由は，先に述べ

たとおり，従前の在宅介護支援センターの運営実績や，担当区分割前のセンターの

運営実績などが挙げられていたところである。 

八尾市随意契約に関するガイドラインにおいては「性質又は目的が競争入札に適

しないものをするとき」の解釈について，注意点として「その業務が特定の者でな

いと出来ないのかどうかを客観的に検討する必要がある」と指摘されており，また

同じく注意点として「契約相手方を恣意的に指定するなど公正性を欠く場合や,契

約相手方に関する遂行能力の調査を全く怠った場合など，契約相手方の選定におい

て容認できないような事情がある場合には，その契約の締結が違法とされることが

あるので注意が必要である」とも明記されている。当該ガイドラインにおける指摘

は重要かつ本質的な部分であり，公募手続を欠いた契約相手方の選定については，

上記の客観的な検討の経過や遂行能力の調査に関する経過の客観的な立証ができ

なければ，契約の締結自体を違法とされるおそれがある。 

これらの観点からは，仮に結果として担当区域において地域包括支援センターの

運営を担う能力があると見込まれる法人が限られていたとしても，本来的には，契

約の都度，随意契約理由の有無を確認すべきであるし，契約相手先の選定について，

少なくとも５年程度の期間ごとにプロポーザル等によって不特定多数の者に応募

の機会を保障するべきである。 

[意見 37]地域包括支援センターの委託先の契約の更新手続について 

上記のとおり，業務委託契約は単年度更新とされており，法的には，毎年新たに

随意契約を締結しているということになるところ，この更新の際には，新たに公募

型プロポーザル等による選定も行われていないとのことである。また，今後，どの

ような時期に，改めて公募型プロポーザル等を介して契約相手先選定の透明性や公



104 

 

正性を明確な形で図ることとするのかの時期的見通しも確立されていない。この点

に関しては，合規性に関する一定の疑義があると言わざるを得ない。 

確かに，現に地域包括支援センターを運営している実績のある民間法人は，その

ノウハウ・経験の蓄積等による安定的な運営が期待できることと思われるうえ，ま

た，地域包括支援センターの運営のためには，当初にある程度の初期投資を行うこ

とが必要であり，一定の期間，同じ委託先に運営を委託すること自体は，随意契約

理由を更新の都度改めて検討することを前提とする限り合理性がないとまでは言

えない。 

しかし，仮に，客観的な随意契約理由が契約更新の都度肯定される場合であって

も，数年に１度は，公募型プロポ―ザル等を実施し，契約相手先選定の透明性や公

正性の確保を明確な形で図るべきである。 

なお，八尾市が，公募型プロポーザル方式等により選定された事業者を，翌年度

以降の業務における契約締結相手とする予定があるならば，当該手続において選考

されることによる事業者の経済的利益は，単年度の受注に限らず，複数年の業務を

受注できることによる利益ということとなる。そのため，公募型プロポーザル方式

等で選定された事業者が，当該年度の業務のみならず，翌年度以降の業務の受注に

おいて有利に考慮される可能性があるのであれば，そのことをプロポーザル仕様書

等に記載しておかなければ，他の事業者との関係で公正を欠くと思われ，また，意

欲的な事業者の参入機会を減殺すると考えられる。 

なお，契約期間が複数年にわたる契約を締結することと，毎年，単年契約を締結

することは，契約内容が異なるのみならず，会計上求められる措置も明確に区別さ

れる。前者の場合，債務負担行為を設定したうえで複数年契約を締結することにな

る。後者の場合，毎年単年度の契約を締結するものであり，翌年度の事業者選定過

程で，前年度のプロポーザルによる審査結果及び前年度業務実績を考慮要素とされ

るのみであり，翌年度の契約締結が必ずしも保証されるものでもない。このような

観点から，予算上の措置及び公募要領の記載方法についても遺漏ないよう配慮が求

められる。 

 

（４）委託業務に関する報酬 

八尾市から，各受託者には，①基本報酬と，②各々の加算要件を充足した際の加

算報酬が支払われる。そのうち，基本報酬は各センターの収入の大部分を占めるも

のであり，その金額は，年間 1,732万 5,000 円で，いずれのセンターにも同額であ

る。各地域包括支援センターが担当する第１号被保険者（65歳以上の高齢者）の数
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には後述のとおり，かなりの差異が存在するが，基本報酬の額はこれに応じて変動

することはない。一般的に，各センターが担当する高齢者の数が多いところは，必

然的にその担当する案件の数や業務の量が増大することが予想され，それに要する

人員も必要となると思われるが，特段の手当てがなされていない。 

[意見 38]業務報酬の額の計算方法について 

この点，担当区域ごとの高齢者の数については，八尾市においてもその区割りを

工夫する等してその格差是正に努めているようであるが，最も少ないセンターで

2,893 名，最も多いセンターで 7,296 名と現状でも最大格差が 2.52 倍となってい

る。にもかかわらず，全てのセンターの基本報酬を定額としていることには疑問が

ある。 

この点，各センターが行う業務のうち，一定の業務（例えば，総合相談業務など）

には加算報酬が支払われることになっており，この費目の報酬については各センタ

ーが自ら行った業務量に一定程度比例した報酬額を受け取ることができるので，こ

れによって一定程度，上記の不公平は是正されることとなるようにも思われる。他

方で，これらの加算報酬はその全ての費目を合計しても，概ね年間約 200万円～300

万円程度にとどまり，これでは，常勤職員を１名雇うための人件費も填補できない

と考えられる。その意味では，やはり格差の是正としては不十分であると言わざる

を得ない。 

このような点から，基本報酬の額について，担当区域ごとの高齢者の数や，法令

の規定上必要となると考えられる職員の数等を基に，これに比例させてその金額を

算出し，各センターにその金額に一定の範囲内での差をつけることが検討されるべ

きである。あるいは，別の方法として，基本報酬分の額を一定程度減少させる代わ

りに，加算報酬によって受け取ることのできる金額を高めることで，同じように格

差の是正を行うことも考えられる。 

今回の監査で外部から（例えば相談の件数や現場の声などから）窺い知ることの

できる範囲でも，各センターに，その業務量や負担感には差があるように感じられ

た。そのような中で，業務量に応じた報酬が法人に支払われていなければ，各セン

ターの不公平感を増大させることに繋がる。地域包括支援センターが永続し発展す

るためにはその不公平感を解消することが必要であると思料される。 

思うに，委託先の善意や努力に期待するのではなく，委託先の労力等に応じた妥 

当な報酬を支払う という意識が必要であると思料される。 
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（５）地域介護予防教室の開催と，その報酬の支払等について 

ア 介護予防教室の開催による加算報酬の計算方法 

八尾市においては介護保険法に基づく地域支援事業として，地域住民の介護予

防に資するため，地域介護予防教室を実施しており，その実施が各地域包括支援

センターに委託されている。この地域介護予防教室の実施については，基本報酬

とは別の加算の対象となり，その実績に応じた別途の報酬が発生する。具体的に

は，毎月の教室実施１回あたり３万 900円が加算されるもので，年間の上限回数

は 16回，年間の報酬上限額は 49万 4,400 円である（具体的には，教室実施１回

あたり１万 5,000円，同教室に１名参加する毎に 1,500円加算（各回 10名上限））

（委託契約書第５条第２項ア）。 

実際に各センターに支払われる年間の地域型介護予防教室加算報酬は，30万円

～上限額の 49万 4,400円である。 

 

イ 加算報酬の支払いについてのフロー 

①各地域包括支援センターにおいて介護予防教室を実施し，その際に参加

者の名簿を徴収する， 

②毎月の実績報告（各センターでは毎月の相談記録等，加算報酬の対象と

なるものの報告書を八尾市に提出している）時に，各センターが実施の

際の名簿を提出する 

③八尾市において名簿を確認し，その外観上大きな問題が伺えないかにつ

いて確認した上で加算報酬支払額を計算して，各センターへの支払を行

う。 

[意見 39］地域介護予防教室の名簿の提出方法について 

介護予防教室の名簿については，半数程度の地域包括支援センターは各参加者

の直筆の署名が取得され，それが提出されているが，一部の地域包括支援センタ

ーでは，直筆の署名がなされたものを提出せずに，各センターがパソコン打ちで

作成した名簿が八尾市に提出されている。名簿をパソコン打ちで作成した理由に

ついて，一部のセンターに確認したところ「参加者に直筆で名前を書いてもらっ

たものはあるが，読みにくいため，書き直した」「パソコンで名簿を作成するにあ

たっては，全員の名前が記載されたデータをベースにして参加者直筆の名簿に記

載された者以外の名を削除して作成した」とのことであった。 

上記のとおり「地域介護予防教室の実施名簿」は，加算報酬の支払いに関する

履行確認資料となるものであり，市がこれを確認し，報酬の支払を行う根拠とな

るものであるから，利用者の直筆の名簿の提出（履行事実を確認することができ
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る資料の提出）を求めるようにし，運用等を統一すべきである。 

現在の支払いフローによれば，提出された名簿は，開催実績・参加人数を確定

させる重要な資料である。パソコンで作成された名簿は，その外観から適切性の

検証を行うことも不可能な資料となり，これを許容すれば不正請求の可能性を低

減させる手段は事実上なくなってしまう。参加者の手書きの署名がなされておれ

ば，その筆跡の類似・一致等によって，その合理性の検証が一定程度可能で，ま

た，各センターに対しても，そのような検証がなされるという意味での心理的な

牽制となるものであり，支払根拠の適切性を担保し，不正請求を防止する上でも，

完全ではないものの一定の機能を果たすものと思われる。そして，実際に，半数

ほどのセンターにおいては，参加者の手書きの署名を得た上で，名簿の作成が行

われているものでもあり，これらの適正な運用を行うセンターとの均衡や公平の

観点からも，運用の統一を行うことが望ましいと考えられる。 

 

（６）八尾市と地域型地域包括支援センターとの情報の共有方法 

ア 情報交換の方法 

八尾市（高齢介護課及び基幹型地域包括支援センター。本項において以下同様）

と地域型地域包括支援センターとの間では，利用者の状況や利用者の実態把握に

関する記録等の情報交換が行われている。 

利用者の情報は，①加算報酬（高齢者の実態把握を行った場合に発生する実態

把握加算など）の支払のため，またその支払いの適切性の検証のために必要であ

り，また，②困難案件の対応に当たる際には，当該案件の情報は八尾市と各地域

包括支援センターの連携のため，その状況把握の資料としても用いられている。 

現状の情報共有は，困難案件対応時に口頭で随時共有されるほか，その他の実

態把握の状況は毎月の加算報酬の報告の際に，全て紙媒体で各センターから提出

されている。地域型地域包括支援センターのシステムと八尾市とのシステムは同

じシステムが用いられているものであるが，システム間に通信回線を通じた相互

の連携はなく，また，データの書き出しや読み込みの機能も付いていないため，

ＵＳＢ等を介して電子データをやり取りするといった方法も用いられていない。 

そのため八尾市は，各センターから，紙の実績報告書の形で，あるいは電話口

で共有を受けた各利用者状況等の情報を，市のシステムに保存するためには，職

員が全て手打ちで打ち込む必要がある。 

 

イ 情報交換の業務の実際 
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監査人において，全てのセンターから市に報告がなされている平成 31 年（令

和元年）度の４，５，６月分の原簿を確認したところ，その分量は１か月分の原

簿のファイルだけでも概ね 10ｃｍ強～15ｃｍの厚さとなるほどのものであった。

その月次実績報告書の大部分が（情報として保存しておくべき価値のある）利用

者の情報や訪問記録であり，これらの利用者の情報を全て閲覧し，また，転記す

ることは，極めて困難であると思われた。八尾市は，この月次実績報告書につき

「利用者情報を初回に登録する他は，やむなく，備考欄に実態把握に行った月の

みを転記するだけにとどめて対応している」（下記図参照）とのことであり，困難

案件対応で連携するために詳細な利用者情報が必要になった際には「その転記し

た記録を頼りに，紙媒体の過去の月次実績報告書を繰ったり，あるいは各地域包

括支援センターに，直接経過や状況を口頭でたずねている」とのことであった。 

 

（基幹型・地域型地域包括支援センターにおいて用いられているシステムの実際の画面） 

（但し，個人情報の部分はマスキングしている） 

※ 利用者個人の情報や，その経過観察の記録を蓄積できる項目があるものの，

システムの連携が行われていないため，八尾市においては上部赤囲みで記載した

備考欄に「実態把握有 1905」等と，実態把握の事実があったこととその年月のみ

を転記している。 

 

地域型地域包括支援センターが行う実態把握は，平成 30 年度の１年間で，延
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べ 3,492件にも及び，単純平均でこの項目だけでも各月 291件ほどの転記が発生

していることになる。高齢者の氏名をシステムから検索し，この右上の備考欄に

「実態確認有○○」と年月を入力する一連の転記の作業に概ね 30 秒～１分程度

かかると仮定しても，その作業量は，毎月約５時間に及ぶ。この他にも，毎月の

業務報告に関しては，相談受付の総数，実態把握の総数や，それらの対応形態に

応じた内訳（窓口対応，電話，訪問の別），相談経路の内訳（本人からの相談であ

るか，家族からの相談であるか，あるいはケアマネージャー等からの相談である

か等の別），相談内容の内訳（介護予防に関するものか，虐待か，あるいは住環境

などその他に関するものであるかの別）などの数値が，各センターがシステムか

ら印刷した紙媒体で報告されており，この数値についても，全て手打ちで再度エ

クセルファイルに転記する作業が行われているとのことである。この項目に関す

る転記箇所は，毎月 825か所（55項目×15 センター分）に及んでいる。 

また，介護予防教室の内容（日時，実施機関名，参加者数，新規参加者数，教

室の内容など）等についても，各地域包括支援センターから集約された紙媒体の

情報を元に，基幹型地域包括支援センターのエクセルファイルへ転記することが

行われている。概ね，毎月延べ約 25講座程度の介護予防教室が開催されており，

その転記対象項目は各講座について 14 か所であり，合計で約 350 項目（25 講座

×14項目）程度の転記が毎月発生していることになる。 

困難案件対応について，電話口で随時交換される情報についても「個別の地域

包括支援センターが自らも記録している情報」が→「基幹型の職員に電話などで

伝達され」→「伝達された職員にて，基幹型のシステムに再度記録しなおす」と

する運用を余儀なくされているようである。その記録を確認したところ，各々の

情報共有時には，文章にしておおよそ 10～20 行程度以上の情報が共有されるも

のであり，電話口での情報共有の後に，これを八尾市のシステムに再度打ち直す

ことについては，１件当たり 15～30 分（分量が多ければ１時間弱）程の作業時

間を要しているように思われた。このように，八尾市と地域型地域包括支援セン

ターのシステムのデータが連携されていない，あるいは電子データの形でやり取

りされていないことによって生じている転記作業は相当量に及んでいることが

伺えた。 

[意見 40]各地域包括支援センターと基幹型地域包括支援センター及び八尾市との

間での，利用者情報や訪問記録等の連携について 

上記のように，利用者情報の共有が全て紙媒体で行われていることは，その基

幹型センター内部での情報の保存・整理・活用についての効率性・利便性を損な
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う結果となっている。特に迅速性が求められる困難案件（虐待案件等）対応等で

は，高齢者の従前の経過の確認に不便が生じ，初動の遅れにも繋がりかねない。

また，各利用者の情報の断片を，市職員が，手打ちでシステムに打ち直す作業を

行っていることは，本来必要のない作業が発生している意味で効率性を欠いてい

ると言わざるを得ない。 

この点，システムの連携については，個人情報保護条例等との抵触が問題とな

るものであるが，八尾市においては，八尾市個人情報保護条例を検討する限り必

ずしもその支障になるとは思われない。 

すなわち，市のシステムと，各地域包括支援センターのシステムとを連携させ

る場合，電子計算機の結合にあたり，個人情報保護条例９条の規制に係ることと

なる。しかし，同条但書は，個人情報保護審議会の意見を聴くなどの手続を介し，

一定の要件を満たす場合には「結合」を許容している。したがって，個人情報保

護審議会の諮問を経た上で，地域包括支援センターのシステムの連携を行うとい

う方法は可能であり，それを検討することがあってよいと思われる。 

さらに，条例上の「結合」に該当するようなシステム全体の連携を行わない場

合であっても，電子データによるやり取りを行うのは，個人情報保護条例８条の

要件の下で個人情報保護審議会の意見を聴いた上で実現することができる。実際

に，同様に個人情報が記載されている案件の随時会議の議事録等については四半

期に一度などのペースで，個別の地域包括支援センターからＵＳＢでの共有がな

されているようであり，電子データでのやり取りそのものについては法的な障壁

はないものと思われる。 

毎月の業務実績報告を電子データで共有することの障害となっているのは，平

成 18 年頃から用いられている既存のシステムに，利用者等のデータを一括して

電子データの形で書き出す機能や，読み込む機能が存在しないことである。その

ため，システム上の情報を電子データでやり取りするためには，システムの一部

変更（改修）を行うことが必須であり，実現するについては一定の費用を投入す

ることが必要になる。その意味で，本項記載の情報共有の改善については一定の

コストが必要となるが，これにより削減され得る毎月の業務量が相当程度大きい

ことを考えれば，これを改善する実益に富むもと思われる。また，困難案件対応

時に，大量の相談票を繰り直したり，各地域包括支援センターに口頭での情報共

有を求めることなく従前の経過や利用者の状況を即時に検討することができる

点など積極的な利点も多く，その意味でも検討されることが望ましい。 

八尾市が令和元年 11 月に策定した「新やお改革プラン」においては，職員が
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能力を発揮できる環境整備と効率的な体制の構築，新たな技術の活用等による生

産性等の向上が謳われているところであるが（新やお改革プラン 16 ページ），本

項で述べるシステムの改修は，まさにその趣旨に沿うものと思われる。更なる全

国的な高齢化の進行の中で，地域包括支援センターには多くの役割が期待される

ようになり，それに伴って基幹型を含む地域包括支援センターの職員ならびに高

齢介護課の職員の業務量も漸次的に増大している。そのような流れの中で，職員

がその中心業務において能力を遺憾なく発揮できるよう，事務作業の効率化は急

務とも思われるところであり，メリット・デメリットや費用等を含めて，少なく

ともその改善の検討を行うことが望ましいと考えられる。 
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（電子計算機処理の制限） 

第８条 実施機関は，新たに個人情報の電子計算機処理を行おうとするときは，あら

かじめ審議会の意見を聴かなければならない。 

２ 実施機関は，第６条第３項に規定する個人情報の電子計算機処理を行ってはな

らない。ただし，次の各号のいずれかに該当するときは，この限りでない。 

(１) 法令に定めがあるとき。 

(２) あらかじめ審議会の意見を聴いた上で，事務の目的を達成するために必要不

可欠であり，かつ，本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる

とき。 

３ （略） 

（電子計算機の結合の制限） 

第９条 実施機関は，個人情報の電子計算機処理を行うときは，実施機関以外のもの

と通信回線等により電子計算機の結合（実施機関の保有する個人情報を実施機関以

外のものが随時入手し得る状態にするものに限る。）を行ってはならない。ただし，

法令に定めがあるとき，又は審議会の意見を聴いた上で，実施機関が公益上特に必

要であり，個人の権利利益を侵害するおそれがないと認めるときは，この限りでな

い。 

 

（７）地域包括支援センターにおける情報管理体制 

地域包括支援センターは，その業務の性質上，利用者の氏名や生年月日の他，通

院歴や病歴その現在の状態など，一定程度のデリケートな個人情報を取り扱うこと

となる。この点も踏まえ，各センターに対する業務委託契約書には，秘密保持に関

する条項が定められており「この業務における個人情報の取扱いに関し，八尾市個

人情報保護条例（平成 10年八尾市条例第 15 号）11条の規定を遵守し，個人情報の

保護に努めること。」とする項目が設けられている。 

この点，令和元年６月７日付回答の地域包括支援センター運営状況調査票での回

答（八尾市が大阪府に対して各センターの運営状況を取りまとめて回答したもの）

には，個人情報の保護について「個人情報の持出・開示時は，管理簿への記載と確

認を行っていますか」という質問が存在するところ，この質問に対して 15 か所の

個別のセンターのうち「はい」と回答したものは４か所のみで，その余の 11か所の

センターでは持出・開示に際しての管理簿への記載等を行っていないとなっている。 

また「個人情報が漏えいした場合の対応など，市町村から指示のあった個人情報

保護のための対応を，各職員へ周知していますか」という質問に対しては，多くの

センターでは「はい」という回答がなされていたが，この質問についても２か所の

センターでは「いいえ」という回答になっていた。そして「個人情報保護に関する
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市町村の取扱方針に従って，センターが個人情報保護マニュアルを整備しています

か」という基本的な質問についても，１か所のセンターが「いいえ」と回答してい

た。 

[意見 41]地域包括支援センターが保有する個人情報の持出管理（特に「管理簿」の

作成）について 

現在，11か所のセンターでこの措置が行われていないという点は軽視すべきもの

ではない。地域包括支援センターにおいて取扱う情報がデリケートな情報を含むこ

とからすれば，市としても，各受託者任せにするのではなく，統一的な業務水準を

示すべきである。その際，紛失の際の責任の所在や探索等の便宜を考えても，持出

について管理簿への記載等による管理を徹底させることが望ましいと思われる。 

ただし，現地調査の際における地域包括支援センターの現場からは，業務の性質

上，センター職員が個人情報を持ち出す場面は多く，その個別的な記載を行うこと

は煩雑でいささか無理があるという声も聴かれたところである。その意味で業務の

簡便さと情報管理に関する厳密さとの間のバランスを考えることについて悩まし

いと思われた部分もある。他方で，一部の地域包括支援センターにおいては，管理

簿の記載を必ず行うように努めており，困難案件対応など従前の詳細な記録が必要

になる局面以外では，極力個人情報そのものを持ち出さないようにしているという

運用をしていることも確認されたところであり，管理簿を付けるという対応が，必

ずしも煩雑で無理があるというものではないとの意見もある。 

また，独立して管理簿という形式で付けなくとも，職員の行動経過（現場訪問の

記録など）を追いかければ，仮に紛失が生じた場合でも，いつどこで無くなったか

は判明するという声も聴かれた。他方，そうであれば，そのような行動経過を記録

したものに（個人情報を持ち出さなかった時にのみ，その旨を記載する等の方法を

用いて）「管理簿を兼ねるもの」としての性質を一定程度付与することは可能である

と思われるのであり，当該行動経過の記録を保存するだけでも，一定の次善の策と

することは可能である。 

このように個人情報の管理簿の記載については，複数の取りうる対応があるとこ

ろである。どのような方法を採用するかについては一定程度センターの自主に委ね

るとしても，少なくとも，市として，各地域型地域包括支援センターに対し，考え

られる複数の対応のうちいずれかを行うべきか（複数の選択肢を設けることは可）

を検討するべきある。  
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[意見 42]地域包括支援センターを受託する事業者への個人情報に対する意識の全

般的な底上げについて 

個人情報が流出した場合の対応（いわゆる危機管理）について，マニュアルが整

備されていなかったり，センター内部での職員への周知がなされていないことにも

問題がある。この点が不十分な地域包括支援センターには，運用を改めるよう指導

をすべきと考えられる。 

情報の漏えいは，その初期対応如何で，際限のない拡散が生ずることもあり得る

のであり，この点で迅速な対応の必要性が高度に存在する。漏えいに関与してしま

った職員，あるいは漏えいを覚知した職員において，直ちに対応・回復措置につな

げられるような体制を整備しておかなければ，いかに管理者が情報管理に気を配り，

その対応への知見を磨いていたとしても，何ら意味が無くなることすらあり得る。

そして，市町村の取扱い方針に従った個人情報保護マニュアルの整備は，個人情報

保護の第一歩となるべきものであり，この措置すら行えていないという点は個人情

報保護に関する意識の乏しさを伺わせるものと言わざるを得ず，決して看過すべき

ものではない。これについて「いいえ」と回答した１か所のセンターに対しては，

直ちに指導を行って改めさせると共に，個人情報保護に関する意識の再啓発等を行

うことが望ましい。 

 

（８）地域包括支援センターの人員要件 

ア 人員要件に関する法律・条例の枠組み 

介護保険法 115 条の 46 は，地域包括支援センターについて，包括的支援事業

を実施するために充足すべき必要な基準は「市町村の条例」により定める（同条

５項）とされ，この「市町村の条例」のうち，地域包括支援センターの職員に係

る基準及び当該職員の員数については厚生労働省令で定める基準に従い定める

ものとされている（同条６項）。 

これを受け，八尾市では「八尾市地域包括支援センターの人員及び運営に関す

る基準を定める条例」を定めている。同条例２条において，各地域包括支援セン

ターが充足すべき専門職の人員要件としては，介護保険法施行規則 140 条の 66

の「定めるところによる」とされている。 

介護保険法施行規則の条文は以下に引用するとおりであり，その内容は概ね

「担当する区域の第１号被保険者おおむね 3,000人以上 6,000人未満ごとに，主

任介護支援専門員（その他これに準ずる者），保健師，社会福祉士をそれぞれ１名

ずつ配置する」ことを求めるものである。 
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（法第百十五条の四十六第六項の厚生労働省令で定める基準） 

第百四十条の六十六 法第百十五条の四十六第六項の厚生労働省令で定める基準は，

次の各号に掲げる基準に応じ，それぞれ当該各号に定める基準とする。 

一 法第百十五条の四十六第五項の規定により，地域包括支援センターの職員に係

る基準及び当該職員の員数について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基

準 次のイ及びロに掲げる基準 

イ 一の地域包括支援センターが担当する区域における第一号被保険者の数がお

おむね三千人以上六千人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職

員の員数は，原則として次のとおりとすること。 

（１） 保健師その他これに準ずる者 一人 

（２） 社会福祉士その他これに準ずる者 一人 

（３） 主任介護支援専門員（略）その他これに準ずる者 一人（以下略） 

ロ イの規定にかかわらず，次の（１）から（３）までのいずれかに掲げる場合

には，地域包括支援センターの人員配置基準は，次の表の上欄に掲げる担当す

る区域における第一号被保険者の数に応じ，それぞれ同表の下欄に定めるとこ

ろによることができる。 

（１）略 

（２）略 

（３） 市町村の人口規模にかかわらず，地理的条件その他の条件を勘案して特

定の生活圏域に一の地域包括支援センターを設置することが必要であると地域包

括支援センター運営協議会において認められた場合 

 

担当する区域におけ

る第一号被保険者の

数 

人員配置基準 

おおむね千人未満 イの（１）から（３）までに掲げる者のうちから一人又

は二人 

おおむね千人以上二

千人未満 

イの（１）から（３）までに掲げる者のうちから二人

（うち一人は専らその職務に従事する常勤の職員とす

る。） 

おおむね二千人以上

三千人未満 

専らその職務に従事する常勤のイの（１）に掲げる者一

人及び専らその職務に従事する常勤のイの（２）又は

（３）に掲げる者のいずれか一人 

  
 

 

イ 八尾市の「地域包括支援センター」における人員要件の充足状況 

八尾市における地域包括支援センターの担当区域と，その第１号被保険者の数
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（平成 31年３月末時点）は以下のとおりである。 

 中学校区別 高齢者数 

１ 

八尾 6,136 

桂 3,274 

上之島 5,151 

２ 

亀井 3,972 

龍華 5,670 

久宝寺 5,513 

３ 

志紀 4,506 

大正 4,910 

曙川南 7,296 

４ 

成法 6,315 

曙川 5,957 

高美 4,904 

５ 

高安 2,893 

南高安 4,306 

東 4,455 

（出典：担当課資料「５階級別人口（平成 31 年３月末日時点）」） 

 

これによれば「八尾」「曙川南」「成法」の３区域において，第１号被保険者（65

歳以上の高齢者）数が 6,000人を超えていることが明らかとなっている。上記３

区域を除く 12 の区域においては「第１号被保険者の数が 3,000人以上 6, 000人

未満」の範囲にある。平成 31 年度の職員名簿を確認したところ，その全てのセ

ンターにおいて，法令の定める３職種全ての常勤職員の登録が確認できたもので

ある。 

また，第１号被保険者の数が 6,000人を超える上記３区域における職員の登録

状況は以下のとおりであり，超過人数の程度に加え，法令の定める要件の文言

（「おおむね…ごとに」と上下幅のほか相当程度の裁量が自治体に認められてい

ること）にも照らせば，合規性の要請は満たされているものと考え得る。 

 

 保健師等 社会福祉士 主任介護専門員 

八尾 ２ 

（専従者１，兼務者１） 

１ １ 

曙川南 １ １ ２ 

成法 １ １ １ 
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[意見 43］地域包括支援センターの専門職の人員要件に関する法令の解釈及びその

運用について 

上記のとおり，八尾市においては，第１号被保険者が 6,000人を超えている区

域が生じている。この点，八尾市条例は，介護保険法施行規則と同じ基準を採用

しており，施行規則の条文上も，その文言には幅があり，行政庁にある程度の裁

量が認められるような建付けとなっているものであるが，八尾市ではかかる

6,000 人を超えた場合の考え方が内部的に決定されているわけではなく，現時点

では，上記「おおむね」という文言に関して，担当者の感覚的な判断に終始して

いる。 

条文の文言自体に幅があるといっても，その充足を検討するに際しての一定の

基準や考慮要素等についての整理が無ければ，要件が際限なく弛緩するおそれも

あるもので，最低限，考慮要素など一定の考え方を整理しておくことが望ましい

といえる。この点，他の自治体において，例えば西宮市等では「8,000 人以内で

あれば３名，8,000 人を超えて 10,000 人までは４名，10,000 人を超えて 12,000

人までは５名」等とする職員配置基準が定められているようであり（尼崎市平成

26 年度包括外部監査報告書 169 ページ），そのような，より細かいレンジでの人

数に応じた内規の整備や，あるいは考慮要素など考え方の整理を，担当者におい

て一応は持っておくべきものと考えられる。 

地域包括支援センターの役割や業務量は，増加の一途をたどっており，その反

面で，専門職たる有資格者人材の確保にも困難が生じており，これらの状況に鑑

みて硬直的な基準を設けて自縄自縛に陥ることを警戒することも理解し得ると

ころである。しかし，他方でそのような状況であるからこそ，已むに已まれずな

し崩し的な弛緩が生ずるリスクが存在するのであり，法令の枠内で一定の目安や，

考慮すべき要素等を整理しておくことが重要であると考えられる。 

 

ウ 人員要件の確認方法 

各センターは，毎年，職員登録申請書を，市に提出し，その際，併せて資格証

明書の写しも提出することになる。この点につき，監査人において直近の平成 30

年度分の原簿を確認したところ，年度初めの職員名簿のとおりに資格証明書の写

しの保存がなされていることが確認できたものである。 

[結果 11］資格証明書の写しに付されている「原本と相違ない」旨の原本証明の証

明日の日付の記載について 

八尾市は，上記有資格者人員要件の確認のため，各センター運営者から職員の
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資格証明書の写しを取った上で，原本証明文言を付させて提出させている。多く

のセンターでは適切な記載が認められたところであるが，一部のセンターでその

日付部分の記載が存在せず，あるいはその日付の欄は設けられているものの空欄

となっているものが散見された。 

この点，法律文書と同時に記載される日付部分における日付の記載は，いわゆ

る「報告文書」扱いとなるもので，これのみで直ちに法律文書の効力が否定され

るものではなく，その意味では上記原本証明に日付の文言がなくとも，それだけ

で法的な効力までは否定されず，この点について違法の問題が生じているものと

は考えられないものである。 

しかし，かかる形式的な部分が欠けていることは，事後に紛争が生じた際など

に，例えば「添付資料の引用がなされている可能性が有る（日付が記載されてい

ないため，別年度時に徴収した資料を使いまわしている可能性が有る）」等の無

用な疑義を生みかねないものである。多忙な実務の中では，いきおい形式的な項

目や書面上での軽微な記載を軽視しがちとなるものである。しかし，そのような

一見些細と感じられる事柄で，予期せぬ疑念を招きかねないという意味でも，こ

れらの点に十分に留意した適切な運用が望まれるところである。 

 

（９）各地域包括支援センターが行う自己評価 

ア 自己評価制度 

介護保険法 115 条の 46 第４項は「地域包括支援センターの設置者は，自らそ

の実施する事業の質の評価を行うことその他必要な措置を講ずることにより，そ

の実施する事業の質の向上を図らなければならない。」と定めており，これに基

づいて各地域包括支援センターの設置者には，法令上，事業の質の向上のための

自己評価を行うこと等が義務付けられている。 

 

イ 八尾市において用いられている自己評価の書式 

八尾市においては，各地域包括支援センターの設置者に所定の書式を送付した

上で，各項目についての自己評価点（１～５の５段階）の記載と，その判断の理

由・改善の方向性を自由記載の形式で記載を求めている。具体的な書式としては，

大阪府のワーキングチームが発表した書式を用いており，個別の質問項目につい

て，５段階での評価数値を記載させたうえ，判断の根拠及び理由と，改善の方向

性をそれぞれ記載させるようになっているところ，これらの質問項目は合計で約

70項目にも及ぶ。 



119 

 

市は，これらの質問項目に回答がなされた自己評価の返送を受け，素点の集計

を行っている。現在，八尾市で用いている書式は，大阪府地域包括ワーキングチ

ームが平成 20 年３月頃に示した自己評価に関する書式（地域包括支援センター

自己評価票）である（質問項目の一部を，以下に引用する。）。 

これらの実施状況の検証のため，直近の平成 30 年度の自己評価に関する原簿

を確認したところ，直営を含む八尾市における 16 か所の地域包括支援センター

全てから自己評価に関する回答が行われており，その自己評価点の集計事務も適

切に行われていることが確認できた。 

また，八尾市においてはこれらの回答に基づき集計を行った上で，各分野の平

均値の統計を取って以下のようなレーダーチャートを作成する等して，その運営

状況の向上に努めている。 

 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

 

 

 

 

 

 平成 29年度 平成 30年度 

基本項目（運営全体） 4.2 4.3 

介護予防ケアマネジメント 4.1 4.1 

総合相談 4.1 4.2 

権利擁護 3.9 4.1 

包括的・継続的ケアマネジメント 3.8 3.9 

（出典：令和元年度第１回八尾市地域包括支援センター運営協議会資料） 

（掲載用に一部を加工） 

基本項目（運営全体）

介護予防ケアマネジメント

総合相談権利擁護

包括的・継続的ケアマネジメ

ント

高齢者あんしんセンター自己評価集計

平成29年度 平成30年度
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（地域包括支援センター自己評価アンケート回答書式） 

 

（数値による回答の欄について） 

自己評価点を記載する欄には，「１２３４５」の評価数値を記載するよう求め

られているが，その「記入方法」としては抽象的な５段階が示されているのみで

あり，各質問項目について，定量的な基準や，具体的な基準は示されていない。

その結果として，各センターにおける自己評価点については，相当程度，素点の

ばらつきが生じているように思われた。 

７．苦情受付の体制整備が整っているか。

 

 

 

８．夜間や休日の体制について確保できているか。

 

９．人材の育成や支援について、取り組んでいるか。

 

 

 

地域包括支援センターは、要援護高齢者の相談・支援に関わる機関であることから、苦情解決には社会性や客観性を確保し、利用者の
立場や特性に配慮した適切な対応をすることが求められています。

評価数値

苦情受付の担当者・責任者を置いている。

[解説・視点]

判断の根拠及び理由：

知り得た情報や知識については、全員にフィードバックし共有をしている。

 

 

 

項　目 評価数値

夜間や休日における緊急時には、職員と連絡がとれる体制が整っている。

判断の根拠及び理由：

改 善 の 方 向 性 ：

地域包括支援センターは、高齢者の権利擁護や虐待など様々な相談・支援に関わることから、緊急時には職員と連絡がとれる体制を確保しておく必要があ
ります。

[解説・視点]

苦情受付担当者や責任者、第三者機関等について、住民や利用者にわかりやすいよう
表示または説明をしている。

 

項　目

②

③

①

苦情についてきちんと対応できるよう、対応マニュアルの整備や職員への周知を行っ
ている。

判断の根拠及び理由：

改 善 の 方 向 性 ：

 

評価数値

改 善 の 方 向 性 ：

 

 

[解説・視点]

判断の根拠及び理由：

改 善 の 方 向 性 ：

判断の根拠及び理由：

配置されている専門職の専門性を活かし、サービスの質の向上を図るためには、管理者や法人は、与えられた研修のみならず、研究･事例検討など
様々な機会を職員一人ひとりが活用できるよう配慮する必要があります。また、研修等によって得られた知識や情報を他の職員と共有することで
センター全体の質の向上につなげる姿勢が求められます。

 

③

法人代表者やセンター管理者は、センター職員がスキルアップのための研修にできる
だけ参加できるよう配慮している。

①

センター職員は、スキルアップや自己研鑽を目的として、可能な限り研修等に参加す
るよう取り組んでいる。

②

判断の根拠及び理由：

改 善 の 方 向 性 ：

判断の根拠及び理由：

改 善 の 方 向 性 ：

改 善 の 方 向 性 ：

①

項　目

１ ２ ３ ４ ５

１ ２ ３ ４ ５

１ ２ ３ ４ ５

１ ２ ３ ４ ５

１ ２ ３ ４ ５

１ ２ ３ ４ ５

１ ２ ３ ４ ５
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（出典：令和元年度第１回八尾市地域包括支援センター運営協議会資料） 

また，同じ理由により，各センター内でもその自己評価をする基準がないため，

経年比較が可能となるような，一貫した自己採点ができていないおそれがあり，

そうである以上，これを集計しても，各地域包括支援センターを比較する客観指

標になりえておらず，実際のセンターの運営状況の実態を適切に反映した数値と

なっているかどうかについて疑問がある。自己評価の回答やその集計は，各地域

包括支援センターのスタッフが，それなりの仕事量を割いて行う作業であること

も考慮すると，より効果的な比較が可能となるように改善する必要がある。 

（自由記載欄について） 

また，各地域包括センターから市に提出されている自己評価の回答については，

自由記載欄においてその採点を行ったことについての「理由」を付すことが求め

られているところ，これには過度に抽象的なものや，あるいは判断理由の記載と

して不適切と思われるものが散見された。 

一例であるが， 

「Ｑ 研修にできるだけ参加できるよう配慮しているか？ 

 Ａ 参加できるよう配慮している」 

「Ｑ 具体的な目標設定を行っているか？ 

 Ａ 具体的な目標設定を意識」 

 といったように，質問の内容をそのまま肯定しただけで，判断の理由の記載

とはなっていなかったり，質問に対する理由の記載としても食い違っているもの

が見受けられた。 

本来，自己評価という制度の趣旨は，定量的な評価により比較を行うことのみ

にあるものでもなく，各運営者に，定期的に自己の事業運営を見直す機会を設け

ることにある。その意味では，素点の記載は，むしろ補助線としての意味合いが

強く，本質的に重要であるのは「判断根拠」となる個別の事実の具体的な記載を

求めることである。しかし，前記のような理由の記載では，設置者に事業運営を

見直すものとはならないのであり，結果として，事務的に作成された，自己評価

の回答書が活用されることもなく集積されていくことになっている。 
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[意見 44］地域包括支援センターが作成する「自己評価アンケート」の在り方につ

いて 

上記の問題の根本の背景は，アンケートの書式によるものと思われる（なお，

地域包括支援センターの業務量が増大しており，実務以外の付随的な作業につい

て割ける時間が限られてきているという点とアンケートが十分に活用されない

ためにその意義を感じにくいということも挙げられると思われる。）。これらの質

問項目の一つ一つについて，丁寧な事実確認と，評価点の検討と記載を行った上

で，それぞれの自由記載欄に４～５行程度の充実した記載を求めれば，年に１回

の作業といっても，それだけでも各地域包括支援センター，さらにはこれを統合

する八尾市に対してかなりの大きな負担となることが予想されるものである。 

語弊を恐れずに述べれば，各地域包括支援センターの自己評価が簡潔な記載と

なっていることは，当該書式の全ての項目について充実した記載を行うことで予

想される膨大な作業量を避けるための苦肉の策ともいえるものであり，その意味

で，必ずしも各地域包括支援センターや八尾市が業務を怠っているものというべ

きものではない。他方で，その結果として自己評価の意義自体が薄れて「作業の

ための作業」となってしまっているのであれば，介護保険法が自己評価を法令上

の制度として定めた趣旨を没却してしまうものであり，やはり看過されるべきも

のではない。 

また，現行の書式の質問項目には 

「Ｑ 苦情受付の担当者・責任者を置いている」 

など，どちらかといえば「○か×か」しか答えが無い５段階評価に向かない項

目も散見される。このような項目については「はい」「いいえ」のみの回答を求め

るか，あるいは「常勤何人」「兼務何人」といった，具体的な数値による回答を求

めてもよいと思われる。 

また，一定程度の段階的評価があり得る項目についても， 

「Ｑ 苦情受付担当者や責任者，第三者機関について，住民や利用者にわか

りやすいよう表示または説明をしている」 

といったような，質問の内容自体が抽象的な項目も多く，前記のとおり，５段

階の回答の基準も曖昧とされていることとも相まって，率直に各センターが回答

に悩むことも無理からぬことと考えられる。 

このような現状に照らし，自己評価に関するアンケートシートについて，八尾

市において検証を行い，改訂を行うことが考えられて良い。それに際しては，質

問の性質や軽重に鑑みて，全体としての項目数を削減し，あるいは一定数を「は
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い」「いいえ」のみで回答し得るような簡易な質問に変更することも考えられて

良い。また，５段階評価を求める項目については，一定程度の定量的な数値によ

る基準や，あるいは定性的な項目についても「この程度の項目を行っていれば→

３点」といったような補助線を引いた方が良いものと考えられる。その上で，各

施設に対して自ら考えさせる自由記載欄をある程度選別した上で，その記載を充

実させてもらう事を考えたほうが良いと思われる。 

これについては，各センターが抽象的な質問に対して自ら考える機会を奪うの

では，という反対の考え方もあり得るところとは思われる。しかし，地域包括支

援センターの業務量が増大の一途を辿り，困難案件対応等による実務の負担が増

加する中，自己評価に関する項目や質問が多すぎることで，各センターに実務外

での過度な作業負担を負わせることなるのは，それだけでも効率性の観点からみ

て望ましくないことである。また，これにより結果として，自己評価が法定の義

務履行を形式的に行うだけのような意義が乏しいものとなるのであれば，なおさ

ら，効率性の観点からみて問題である。大阪府ワーキングチームの書式は，網羅

的に自己評価の視点を示したものであり，これを参酌しその趣旨を汲んで自己評

価を行わせることには一定の合理性があるものである。しかし，同書式が発表さ

れた平成 20 年からは，時間の経過による事情の変化等もあるところであり，同

書式を見直しすることなく，そのまま使用し続けることが必ずしも好ましいこと

とは思われない。 

また，実際に府内の自治体では，同書式を用いずに自らで独自の書式を用いて

いるところ（質問項目を少し絞り込んでおり，また評価が３段階に単純化されて

いる等の相違が認められたところである）も存在しているようである。その意味

でも，八尾市において，記載者あるいは集計者にとって負担感が少なく，効率の

よいアンケートの方法が考えられて良いと思われる。 

 

（10）地域包括支援センターの周知度向上のための広報活動 

八尾市は，現在，ホームページの掲載や，市報による広報の他，簡易な案内（パ

ンフレット）の配布などを通じ，地域包括支援センターの周知度向上のための広報

活動を進めている。 

ただし，高齢者に関する実態の調査として「八尾市高齢者実態調査及び要介護認

定者等実態調査報告書」が作成され，発表されているところ，平成 28年度に実施さ

れた実態調査（平成 29 年３月発表）によれば，八尾市における，65 歳以上の高齢

者に対する地域包括支援センターの周知度は「知らない」が 42.2％で最も多くなっ
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ている。 

区分 件数 割合 

相談したことがある 665 11.5％ 

知っているが相談したことはない 2,275 39.3％ 

知らない 2,445 42.2％ 

無回答 408 7.0％ 

（出典：高齢者実態調査 60 頁） 

八尾市と同規模のいくつかの自治体における，直近の調査結果を参照すると，門

真市（平成 30 年）では「知らない」が 50.1％で最も多くなっている。泉南市（平

成 30年）では「全く知らない」が 33.3％で，「聞いたことはあるが，どのような活

動をしているか知らない」の 38.5％に次いで，２番目に多い回答となっている。他

方，尼崎市の高齢者調査（平成 23年）によれば「知らなかった」との回答は 35.8％

となっている。尼崎市の包括外部監査報告書では，この水準でも認知度は十分でな

いと意見されている（尼崎市平成 26年度包括外部監査報告書 172ページ）。 

[意見 45]八尾市における地域包括支援センターの周知度について 

現状においても，八尾市においては地域包括支援センターの周知度向上のための

広報活動を行っていることが認められ，その努力が全く怠られているとまでいえな

い。また，八尾市が地域包括支援センターの愛称を「高齢者あんしんセンター」と

したことについては，各地域包括支援センターの現場からは周知度の向上に繋がっ

ているのとして好意的に捉える声も多く，その努力・工夫が，成果に結びついてい

るともいえる。個別の地域型地域包括支援センターにおいて，自主的にセンターの

案内文やセンターで行われるイベントの案内文を作成する等して広報に努めてい

る所も存在するようである。 

しかし，上記のとおり，高齢者実態調査で「知らない」が 42.2％となっている点

は，絶対値としては物足りない数値と言わざるを得ず，今後も，周知度の向上につ

ながる策を検討されたい。現状では，上記の数値によれば，要介護度の認定を受け

ていない 65 歳以上の高齢者のうち，約半数の者は自ら介護予防の必要性を感じた

ときでも，専門知識に基づく助言を受け得る公的な窓口の存在を知らず，（少なくと

も自身単独では）この利用をできないような状況にあるといえる。 

地域包括支援センターは「地域包括ケアシステム」の中核機関としての役割を担

っており，予防介護についての公的サービスの基点ともなるべき機関であることか

らすれば，市民が地域包括支援センターのことを知り，要介護認定の申請が必要に

ならない軽い症状のうちに，早期に介護予防の相談・活動等にアクセスし得る体制
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が整うことが望ましい。その意味でも，より一層の周知度の向上が望まれる。 

 

第４ 八尾市の高齢者福祉事業 

１ 高齢者福祉事業の概要 

（１）高齢者保健福祉計画 

老人福祉法により３年ごとに見直しを行うとされている「高齢者保健福祉計画」

の策定，分析，見直しを図る事業である。介護保険事業との調和が保たれる必要が

あるため，介護保険事業計画と合わせて策定されている。 

 

（２）施策の概要 

目 的 

３年ごとに高齢者保健福祉計画の見直しを行うことにより，高齢者

保健福祉の充実及び適正運営を図る。 

（老人福祉法 20条の８） 

説 明 

介護保険事業と調和が保たれなければならないため，介護保険事業

計画と合わせて策定している。 

計画期間： 

第６期 平成 27年度～29年度 

第７期 平成 30年度～32年度（令和２年度） 

実施方法 

計画期間２年目に次期計画へ向けてのアンケート調査の実施，その

結果報告をもとに，３年目に関係各課と調整の上，見直し内容の検

討及び計画の策定を行い，介護保険運営協議会での協議・審議を経

て次期計画を策定。 

根拠法令 老人福祉法・老人保健法 

（出典：高齢介護課作成の決算説明資料より抜粋，監査人一部加工） 

 

【費用の推移（予算及び決算）】 

（単位：千円） 
 

平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

当初予算額 1,944 － 4,692 1,944 － 5,219 

決算額 1,944 － 4,762 1,944 －   

執行率 100.0% － 100.0% 100.0% － 

 

（出典：高齢介護課作成の決算説明資料） 

 

平成 30 年度は当該事業での歳出はない。令和元年度の予算にはアンケート発出
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にかかる費用が計上されている。 

 

内訳 

（単位：千円） 

 科目 予算 主な内訳 決算 主な内訳 

H29 委託料 1,944 高齢者保健福祉計画策

定委託料 

1,944 高齢者保健福祉計画策

定委託料       

 科目 予算 主な内訳 決算 主な内訳 

H30 委託料 －  －  

 科目 予算 主な内訳 決算 主な内訳 

R1 

役務費 2,292 

アンケート調査票発

送，返送，礼状発送に

かかる郵送料 

  

委託料 2,927 
実態把握調査分析委託

料 

  

（出典：高齢介護課作成の決算説明資料） 

 

２ 公の施設の運営管理 

（１）老人福祉センター運営事業 

目 的 

市内の高齢者の健康増進，教養の向上及びレクリエーション等の場

を総合的に提供し，もって高齢者福祉の増進を図ることを目的とす

る。 

説 明 
市内在住の満 60 歳以上高齢者に対し，講座等の事業を老人福祉セ

ンターにて実施する。 

対 象 者 市内在住の満 60歳以上の人 

実施方法 

施設の管理運営業務について，平成 23 年度より，指定管理者制度

により実施。指定管理者は，平成 23 年度より５年間は社会福祉法

人ポポロの会，平成 26年度より５年間は社会福祉法人ポポロの会・

社会福祉法人八尾すずらん福祉会共同企業体，平成 31 年度からは

社会福祉法人八尾すずらん福祉会となっている。 

根拠法令 
老人福祉法（国） 

八尾市立老人福祉センター条例（市） 

（出典：高齢介護課作成の決算説明資料より抜粋） 

 

八尾市には，老人福祉法に基づく老人福祉センターが２か所あり，その概要は下

記のとおりである。これ以外に，名称としては「老人福祉センター」であるが，老
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人福祉法に基づく老人福祉センターではないものとして，八尾市立社会福祉会館内

に存在する老人福祉センターがある。 

 

 桂老人福祉センター 安中老人福祉センター 

所 在 地 桂町３－11 安中町８－15－12 

敷 地 面 積 2,642㎡ 1,451㎡ 

延 床 面 積 1,402㎡ 788㎡ 

事業開始年度 昭和 50年 昭和 51年 

開 館 時 間 午前９時から午後５時まで 午前９時から午後５時まで 

休 館 日 日曜・祝日・年末年始 日曜・祝日・年末年始 

主な施設内容 
大広間，会議室，料理教室，茶室，

和室，浴室，医務室，リハビリ室 

大広間，会議室，娯楽室，集会

室，機能回復訓練室，浴室 

（出典：「平成 25 年度八尾市立桂老人福祉センター指定管理者基本協定書」， 

「平成 25年度八尾市立桂老人福祉センター管理運営業務仕様書」，「平成 

25 年度八尾市立安中老人福祉センター指定管理者基本協定書」，「平成 25 

年度八尾市立安中老人福祉センター管理運営業務仕様書」より監査人が抜粋） 

 

両センターにかかる平成 30年度の指定管理者，指定管理料及び主な実施事業は，

下記のとおりである。 

 桂老人福祉センター 安中老人福祉センター 

指定管理者 （社福）ポポロの会・（社福）

八尾すずらん福祉会共同企業

体 

（社福）ポポロの会・（社福）八

尾すずらん福祉会共同企業体 

H30年度 

指定管理料 

39,055,940 円 

 

38,096,088 円 

 

（主な実施事業） 

健康相談等の

実施 

職員による健康や生活に関す

る相談業務，看護師等による

入浴前の血圧測定，医師等に

よる健康相談，健康教室の開

催 

いろいろ生活相談，看護師等に

よる入浴前の血圧測定，医師に

よる健康相談，パソコン相談，健

康教室 

孤立化防止対

策事業 

－ ときどき安心コール，100 円モー

ニング 

教養講座等の

提供 

健康体操，フラダンス，カラオ

ケ，民謡，太極拳，ソフトヨガ，

絵画，生花 

カラオケ，歌体操，書道，生花，

民謡，舞踊，ソフトヨガ，古代史 

レクリエーシ

ョン事業及び

盆踊り，カラオケ広場，お誕生

日会，文化祭，講座発表会な

100円モーニング，グラウンドゴ

ルフ大会，防犯教室，盆踊り交流
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交流事業の開

催 

ど，年間計 54回開催 会，講座発表会など，年間計 86

回開催 

（出典：「指定管理者事業報告書（2018年度）」より監査人抜粋） 

 

また，指定管理者の主催する事業のために福祉センターを利用しない時間帯につ

いては，利用許可を受けた者らで構成されるサークルの活動の場として，大広間，

和室，会議室などの施設の一部を無償で貸出している。 

 

【費用の推移（予算及び決算）】 

（単位：千円） 
 

平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

当初予算額 72,621 74,312 73,281 84,666 88,488 74,946 

決算額 72,378 73,339 73,240 78,986 83,841  

執行率 99.7% 98.7% 99.9% 93.3% 94.7%  

（出典：高齢介護課作成の決算説明資料） 

平成 26年度から平成 30年度までの指定管理料には大きな増減はないが，施設整

備の実施状況によって合計額は若干変動する。平成 30 年度は安中老人福祉センタ

ーのトイレ改修工事のため 5,492千円の工事請負費が計上されている。なお，近年

の大きな施設整備としては，平成 25 年度に両老人福祉センターの屋上防水改修工

事で合計 19,233千円が計上されている。 
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内訳 

（単位：千円） 

 科目 予算 主な内訳 決算 主な内訳 

H30 工 事 請

負費 

10,052 (安中）２階トイレ改修

工事 

5,492 (安中)２階トイレ改修

工事 

需用費 18  100  

委託料 77,635 (桂)指定管理業務委託

料 39,212 

78,248 (桂)指定管理業務委託

料 39,055 

(安中)指定管理業務委

託料 38,099 

(安中)指定管理業務委

託料 38,096 

 (桂)台風第21号による

施設等の損害への対応

費 783 

 科目 予算 主な内訳 決算 主な内訳 

R１ 需用費 44    

委託料 74,902 (桂)指定管理業務委託

料 37,047 

  

 
(安中)指定管理業務委

託料 36,468  

（出典：高齢介護課作成の決算説明資料） 

 

また，両老人福祉センターの指定管理料及び主な支出内訳は下記のとおりであっ

た。 

（単位：千円） 

項目名 桂老人福祉センター 安中老人福祉センター 

指定管理料 39,055 38,096 

その他 ２ 26 

収入合計 39,058 38,122 

   

人件費 25,889 25,227 

(内訳)給与支給額 22,643 21,972 

   社会保険料 3,071 3,081 

   労働保険料 174 173 

施設維持管理費 8,600 7,420 

(内訳)報償費 194 194 

需用費 6,577 5,935 
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（内，ガス使用料） 873 1,074 

（内，上下水道使用料） 2,031 1,369 

役務費 458 359 

委託料 1,202 630 

使用料及び賃借料 73 120 

福利厚生費 93 75 

旅費 － 105 

運営事業費 3,357 4,141 

(内訳)報償費 2,104 2,634 

需用費 133 76 

使用料及び賃借料 1,120 1,332 

備品購入 － 97 

管理事務負担金 1,200 1,200 

支出合計 39,047 37,989 

   

収支差 10 132 

（出典：「指定管理者事業報告書（2018年度）」より監査人抜粋） 

 

両老人福祉センターの直近５年間の事業実績（開所日数及び延べ利用者数）は，

次のとおりである。 

 

【事業実績（開所日，利用者数）】 

（単位：日，人） 

  H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H26-H30比 

桂 開所日 293 294 292 293 292 99.7% 

施設利用者 17,577 15,811 16,061 15,276 14,808 84.2% 

前年度比  90.0 101.6 95.1 96.9  

風呂実施日 210 214 217 214 210 100.0% 

風呂利用者 7,031 6,759 6,640 5,850 5,082 72.3% 

前年度比  96.1 98.2 88.1 86.9  

安

中 

開所日 293 294 293 293 292 99.7% 

施設利用者 36,039 35,020 35,133 34,152 34,259 95.1% 

前年度比  97.2 100.3 97.2 100.3  

風呂実施日 237 236 234 236 235 99.2% 

風呂利用者 10,601 9,593 9,507 8,728 8,525 80.4% 

前年度比  90.5 99.1 91.8 97.7  
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（出典：「指定管理者事業報告書（2018年度）」,高齢介護課作成 

の決算説明資料より監査人抜粋，各比率は監査人算出） 

両センターとも平成 30 年度の開所日数は 292 日であり，延べ利用者数は，桂老

人福祉センターが 14,808 人（１日平均 50.7 人），安中老人福祉センターが 34,259

人（同 117.3人）であった。 

なお，老人福祉センター条例４条で「センターの施設を使用しようとする者は，

あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない」とされているところ，令和

元年９月 30 日現在使用許可を受けている者は，桂老人福祉センターが約 450 人，

安中老人福祉センターが約 1,600人である。桂老人福祉センターにおいては数年前

から登録者の整理を進めており，登録人数が実際の利用数に近くなっている。安中

老人福祉センターでは現在整理を進めている途上であり，使用許可を受けているが

実際には利用していない者が，相当数含まれているとのことである。 

[意見 46]老人福祉センターを含めた近隣の公共施設の役割の見直しについて 

両老人福祉センターは，建設年度が昭和 49 年（桂）と昭和 51年（安中）と，築

年数が 40年を超え老朽化が進んでおり，「八尾市公共施設マネジメント実施計画（平

成 29年６月）」においても，優先的に修繕等を実施すべき施設として位置づけられ

ている。現状，耐震強度の面では問題はないとのことであるが，当該施設を使い続

けるにあたっては，多額の修繕費用又は更新（建替）費用が発生するものと想定さ

れる。 

両老人福祉センターの近隣には，桂・安中人権コミュニティーセンター（これら

は，建設後 50年以上が経過しており，特に優先的に検討を進める必要がある。）を

はじめ，多くの公共施設が整備されていることから，両老人福祉センターを「点」

として捉えるのではなく，次項に述べる入浴事業の在り方についての意見なども勘

案した上で，同じ地域に存在する他の公共施設や公有地等も含めた地域全体のまち

づくりとしての在り方を検討するべきである。 

 

ア 老人福祉センターで行われる入浴事業について 

両老人福祉センターでは，入浴事業が毎週平均４回，無料で実施されている。

入浴事業は，老人福祉法による老人福祉センターが保有することが求められる機

能の一つ10であり（昭和 52年厚生省社会局長通達『老人福祉法による老人福祉セ

                         
10 昭和 52年厚生省社会局長通達『老人福祉法による老人福祉センターの設置及び運営について』

において，老人福祉センターの種別は，老人福祉センター(特 A型) ，老人福祉センター(A型)及
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ンターの設置及び運営について』），引きこもり防止，健康増進，高齢者同士の交

流といった意義を有してきた。 

その現在の利用者数と実施コストは，概ね次のとおりである。 

 

① 利用者数 

年間の風呂日数は，桂老人福祉センターが 210日，延べ利用者数は 5,082人（１

日平均 24.2 人）であり，安中老人福祉センターが 235 日，同 8,525 人（同 36.3

人）であった。施設利用者数のうちの風呂利用者の割合を図示すると下記のとお

り，施設利用者のうちでも風呂利用者の割合が逓減している傾向がみられた。 

 

（出典：利用者実績を元に監査人計算） 

 

② 入浴事業の実施コストについて 

入浴事業に係るコストを試算した結果は次のとおりである。 

桂老人福祉センターについては，年間約 300万円，安中老人福祉センターにつ

いては年間約 270万円の費用が必要であるとの結果となった。更に上記コストを，

前掲の風呂利用者数で除した結果として１人１回当たりの入浴コストを算出す

ると，桂老人福祉センターでは１人１回当たり約 587円，安中老人福祉センター

では１人１回当たり約 318円と算定された。 

  

                         
び老人福祉センター(B 型)に分けられており，その内特 A型及び A型については浴場施設が求めら

れている。 
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＜試算＞ 

(1) 桂老人福祉センターの入浴事業コスト（１年間当たり） 

①ガス代 873 千円＋②上下水道代 2,031千円×2/3＋③人件費 25,889 千円

×1/7×105/511＝2,986千円 

(2) 安中老人福祉センターの入浴事業コスト（１年間当たり） 

①ガス代 1,074千円＋②上下水道代 1,369 千円×2/3＋③人件費 25,227千

円×1/8×235/1,022＝2,711千円 

＜上記試算の注記＞ 

なお，上記試算は，次の資料ないし前提に基づき試算している。 

(1)について 

ガス代については，「指定管理者事業報告書（2018 年度）」に記載されたガス

代の全てが，上下水道代については，同報告書に記載された上下水道代の 2/3が

使われていることを前提としている。また，人件費については，平成 30 年度の

桂老人福祉センターの職員数は７名のうち１名が１日の労働時間７時間の内入

浴事業に約２時間費やすと仮定し，センター開所日数 292日のうち 210日風呂を

開設しているため，職員一人の通年の労働時間の内，105/511 を入浴事業に費や

している前提とした（2/7時間×210/292日＝105/511）。 

(2)について 

ガス代については，「指定管理者事業報告書（2018 年度）」に記載されたガス

代の全てが，上下水道代については，同報告書に記載された上下水道代の 2/3が

使われていることを前提としている。 

また，人件費については，平成 30 年度の安中老人福祉センターの職員数８名

のうち１名が 1 日の労働時間７時間のうち入浴事業に約２時間費やすと仮定し，

センター開所日数 292日のうち 235日風呂を開設しているため，職員１人の通年

の労働時間のうち，235/1,022 を入浴事業に費やしている前提とした（2/7 時間

×235/292日＝235/1,022）。 

 

③ 将来の維持更新費用について 

入浴施設自体も施設と共に老朽化が進んでおり，今後設備を維持するためには

設備関連費用を要することが想定される。 

例えば入浴事業の今後について検討中の堺市においては，老人福祉センター浴

場設備更新に係る費用を，１施設につき 1.00億円から 1.38億円と見込んでいる。

また，同市においては，主な浴場施設であるボイラー，ろ過機，ポンプ，配管な

どの耐用年数を，機器設備については 10～15年，配管については 20～25年とみ

ている（第２回堺市立の高齢者福祉施設の在り方に関する懇話会「（資料２）老人

福祉センター浴場設備更新に係る費用」令和元年８月）。 
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さらに，老人福祉センターにおける入浴事業を見直している他市もある。 

 

④ 他市の状況 

他市においても老人福祉センターなどの入浴事業を取りやめる自治体がある。 

例えば，茨木市では高齢者の社会参加の拠点作り，多世代交流の拠点作りを目

的に，平成 27 年４月に，市内に６施設あった老人福祉センター機能を廃止し，

高齢者活動支援センター（１か所）と多世代交流センター（５施設）に再編し，

併せて入浴事業は廃止している。 

また，豊中市では，老人福祉センターの趣味教室や憩いの場としての機能を確

保しつつ，高齢者の生きがいや役割づくりにつながるような介護予防の拠点とす

るべく，平成 29 年４月に老人福祉センターを介護予防センターに転換し，入浴

事業も令和元年度での廃止が予定されている。両市とも必要とされている施策を

重点実施するために入浴事業を廃止しているものである 

上記に挙げた堺市も，それら他市の例を踏まえ，また事業を継続するにあって

の多額の維持更新費用を鑑み，入浴事業の廃止を検討している。 

[意見 47]老人福祉センターで実施されている入浴事業の今後の在り方について 

老人福祉センターが設置された 40 年以上前と比べると，高齢者福祉に求めら

れる役割も変化している。入浴事業が提供される形での高齢者の健康増進への寄

与よりも，高齢者の介護予防や社会参加の拠点としての役割，高齢者だけでなく

多世代による活用の可能性の検討の必要性も生じていると思われるところであ

る。前記の入浴事業の利用者数の推移，入浴事業の実施コスト，将来の維持更新

費用，他市の状況なども踏まえ，更には，上記で述べた地域全体のまちづくりと

しての両老人福祉センターの在り方も踏まえて，入浴事業の継続の当否について，

検討されたい。 

 

イ 安中老人福祉センターで実施されている「100円モーニング」事業に

ついて 

安中老人福祉センターは，参加者から 100 円を徴収し，パンとコーヒーを提供

するという事業が，毎月約２回実施されている（「100円モーニング」）。具体的に

は，参加者の募集，パンの手配（指定管理者による仕入れ），当日の参加費の徴収，

参加者へのパン・コーヒーの提供等といった流れとなる。 

[意見 48]事業報告の別紙収入支出明細書における総額表示について 

指定管理者が作成する事業報告別紙の収入明細書及び支出明細書には，「100円

モーニング」事業について当該事業の収入額と支出額は共に計上されていなかっ

た。 
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しかし，パンの手配は指定管理者が行っており，売れ残ったパン代の損失は指

定管理者の負担となるとのことである。そうすると，パンの仕入れ代金は支出に，

売り上げは収入に計上されるべきであることになる。収入と支出を相殺的に処理

することは妥当ではないから是正されるべきであることを市から指定管理者に

指導すべきである。 

 

（２）八尾市立養護老人ホーム 

目 的 

養護老人ホーム心合寮の管理・運営を委託する。 

措置単価等の決定事務が平成 17年度より市町村へ移管。（国の指針

あり） 

説 明 

平成 11 年１月から社会福祉法人八尾隣保館へ管理運営委託してい

る。なお，平成 18年４月から指定管理へ移行（受託者は継続して八

尾隣保館） 

養護老人ホームだけでなく同一施設内にある八尾市在宅福祉サービ

スネットワークセンターの管理運営も合わせて指定管理で委託 

対 象 者 
老人福祉法 11 条第１項に基づき，全国の市町村から措置された高

齢者 

実施方法 

前年度の措置費単価を基準に協定締結し，年度途中で当該年度の単

価が確定後，変更協定を締結し，過不足の精算をした上で，翌月よ

りまた新単価で概算・精算払いする。 

根拠法令 八尾市立養護老人ホーム条例 

（出典：高齢介護課作成の決算説明資料） 

 

八尾市立養護老人ホームがある八尾市在宅福祉サービスネットワークセンター

（愛称：「サポートやお」，以下「サポートやお」という。）には，デイサービスセン

ター，ケアプランセンター，地域包括支援センターなどが事業実施されており，各

種事業と施設管理をまとめて「八尾市立養護老人ホーム及び八尾市在宅福祉サービ

スネットワークセンター管理運営業務」として指定管理者を選定し，委託している。 

 

（サポートやお内の所在階別の主な実施事業） 

所在階 主な実施事業 

４階 八尾市立養護老人ホーム，ショートステイ室 

３階 八尾市立養護老人ホーム，事務室 

２階 ボランティアセンター，ファミリー・サポート・センター，センター事

務室（社会福祉協議会）多目的ホール，会議室，八尾市訪問看護ステー
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ション11 

1階 総合相談コーナー，交流サロン，ライブラリー，デイサービスセンター，

在宅介護支援センター，地域包括支援センター 

（出典：サポートやお内案内図より監査人一部改） 

 

【費用の推移（予算及び決算）】 

（単位：千円） 
 

平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

当初予算額 41,473 40,131 37,659 28,893 24,241 20,995 

決算額 30,174 28,666 22,918 19,584 18,663  

執行率 72.8％ 71.4％ 60.9％ 67.8％ 77.0％  

（出典：高齢介護課作成の決算説明資料） 

内訳 

（単位：千円） 

 科目 予算 予算の内訳 決算 決算の内訳 

H30 委託料 24,241 

措置施設の各項目平均

単価×措置見込人数９

人の積み上げ額（既存

７・新規２） 

18,663 
措置人数５人から７人

の措置費支払い額 

 科目 予算 予算の内訳 決算 決算の内訳 

R１ 委託料 20,995 

措置施設の各項目平均

単価×措置見込人数９

人の積み上げ額（既存

７・新規２［12か月分・

６か月分］） 

  

（出典：高齢介護課作成の決算説明資料） 

上記委託料は，八尾市の措置による養護老人ホームへの入所者に係る基本運営経

費（事務費），事業費経費（生活費）等の業務処理費であり，厚生労働省の通知に基

づいて単価設定されている。サポートやお内で実施される各事業は，基本的に介護

報酬，自立支援報酬，老人保護措置費などの利用に伴う収入で運営されるが，施設

の維持管理に係る費用（清掃，警備，光熱水費など）は，指定管理料をもって賄わ

れる。平成 26年から平成 30年までの指定管理料は下記のとおりである。 

                         
11 八尾市訪問看護ステーションは平成 30年度で事業を終了 
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（単位：千円） 

 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

指定管理料 38,920 39,497 42,102 43,131 45,531 

（出典：高齢介護課作成の決算説明資料） 

 

【八尾市立養護老人ホーム稼働状況】 

（単位：人） 

 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

年度当初 50  49  50  49  49  

新規 

入所者数 
10  ６ ６ ６ ８ 

退所者数 11  ５  ８  ５  11  

年度末現在 49  50  48  49  46  

（出典：高齢介護課作成の決算説明資料） 

八尾市立養護老人ホームの定員は 50名であり，ほぼ満室の状態である。 

養護老人ホームには八尾市以外の市町村からの入居者も受け入れており，平成 30

年度末の状況は下記のとおりである。 

 

【平成 30年度末市町村別入所数】 

市町村 八尾市 他市 合計 

人数 ５ 41 46 

（出典：平成 30年度養護老人ホーム心合寮事業報告） 

全体のうち八尾市民の入所は１割程度であることが分かる。なお，他市負担の業

務処理費は八尾市を通さず各自治体から施設（指定管理者）へ支払われる。 

 

３ 高齢者に関する各種事業 

（１）高齢者ふれあい農園 

目 的 
農作物の耕作や入園者同士のふれあい・交流を通じて高齢者の生き

がいづくり・健康づくり・仲間づくり等に寄与すること。 

説 明 

遊休地等を有効活用することにより，新規農園を整備し，耕作を通

じたふれあい農園活動を支援し，地域の保育園児や幼稚園児等との

ふれあい交流活動へも支援を行う。 
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対 象 者 65 歳以上の人で，耕作が可能な人 

実施方法 

・私人等から市が土地を借り受け（借用期間中は固定資産税は免 

除），区画割りや給水施設の敷設等を行う。 

・１区画の広さは，３ｍ×４ｍ＝12㎡ （約 3.6坪） 

・入園対象：市内在住の満 65 歳以上の方（夫婦で同時に入園する 

ことはできない） 

・入園者負担金：農園の運営・管理費として年会費 1,000円 ，水 

道代（年間）1,000円程度（農園により異なる） 

・募集：３月（４月入園）と ９月（10月入園）に定期募集を実施。

現在は毎月募集（市政だよりで募集） 

根拠法令 
八尾市高齢者ふれあい農園運営要綱（市） 

八尾市高齢者ふれあい農園設置基準（市） 

その他 事業開始：昭和 52年 4月 

（出典：高齢介護課作成の決算説明資料） 

 

【費用の推移（予算及び決算）】 

（単位：千円） 
 

平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

当初予算額 1,929  2,132  1,557  1,537  2,006  2,020  

決算額 700  40  1,003  1,204  2,435    

執行率 36.3% 1.9% 64.4% 78.4% 121.4% 

 

（出典：高齢介護課作成の決算説明資料） 

内訳 

（単位：千円） 

 科目 予算 主な内訳 決算 主な内訳 

H30 
需用費 593 

修繕料/農園施設補修

費 500 
1,354 

修繕料/物置倉庫補修

工事 

   修繕料/フェンス補修

工事 

    修繕料/農園返還整地

事業 1,008 

委託料 20 新設農園区画割業務  162 
新設農園区画割業務 

84 

     

  
ふれあい農園看板 78 
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工事請

負費 
864 

農園開設等工事*１か

所 
777 

工事請負費/給水管引

き込み及び立水栓設置

工事 

原材料

費 
30 農園管理用修資材等   

備品購

入費 
348 

農園管理倉庫*１か所

132 
  

    仮設トイレ*１か所 216   

負担金

補助及

び交付

金 

151 
水道加入負担金*１か

所 
140 

水道加入負担金*１か

所 

R１ 
需用費 594 

消耗品費/看板・管理

用消耗品 94  
  

   
修繕料/農園施設補修

費 500  
  

委託料 20 新設農園区画割業務   

工事請

負費 
880 

農園開設等工事*１か

所 
  

原材料

費 
20 農園管理用修資材等   

備品購

入費 
355 

農園管理倉庫*１か所

134 
  

    仮設トイレ*１か所 220   

負担金

補助及

び交付

金 

150 水道加入負担金*1か所   

（出典：高齢介護課作成の決算説明資料） 

【事業実績】 

（農園数，区画数）  

年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

農園総数 24  24  24  24  24  

ふれあい交流事業実施園 21 21 23 23  23  

区画数 1,273 1,253 1,242 1,242  1,243  

（出典：高齢介護課作成の決算説明資料） 
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（近年の農園整備状況） 

年度 新規開園数 廃園数（区画減少） 

平成 15年度 ２ （一部返還） 

平成 16年度 １  

平成 17年度 ２  

平成 19年度 １ （一部返還） 

平成 22年度  （△20区画）及び（△25 区画） 

平成 23年度 １  

平成 24年度 １ １ 

平成 25年度 １ （△13区画） 

平成 28年度  （△7区画） 

平成 30年度  １ 

令和元年度 １  

（出典：高齢介護課作成の決算説明資料） 

当該事業は，１小学校区に１農園を計画しているが，市街地での新たな開園は難

しい状況とのことである。また１小学校区１農園のルールができる前に開園した農

園があるため，１小学校区に複数の農園が存在している小学校区もある。平成 31年

３月時点の農園ごとの区画数，入園者数，小学校区等は下記のとおりである。 

 

 

 

農園名 区画数 
入園対象

区画 
入園者数 

空き 

区画 

空き 

区画率 
小学校区 

1 八尾木南 70 66 60 6 9.1% 曙川 

2 西山本 38 37 37 0 0.0% 西山本 

3 東山本新町 75 71 71 0 0.0% 高安西 

4 長池 77 73 60 13 17.8% 山本 

5 太田 42 40 35 5 12.5% 大正 

6 旭ヶ丘 32 30 29 1 3.3% 西山本 

7 安中 45 45 43 2 4.4% 高美南 

8 楠根 41 39 29 10 25.6% 美園 

9 千塚 30 28 27 1 3.6% 高安 

10 太子堂 99 95 89 6 6.3% 亀井 

11 都塚 61 60 60 0 0.0% 曙川東 

12 北本町 47 47 45 2 4.3% 用和 

13 楠根３丁目 59 56 48 8 14.3% 美園 

14 東老原 60 59 57 2 3.4% 志紀 
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15 小畑 78 77 52 25 32.5% 山本 

16 美園 48 45 42 3 6.7% 美園 

17 北山本 54 52 46 6 11.5% 北山本 

18 神宮寺 40 38 38 0 0.0% 南高安 

19 高砂 47 47 39 8 17.0% 北山本 

20 老原 39 39 39 0 0.0% 永畑 

21 南亀井 33 32 28 4 12.5% 亀井 

22 小畑３丁目 22 20 15 5 25.0% 長池 

23 八尾木 34 34 34 0 0.0% 曙川 

24 中田 80 77 74 3 3.9% 刑部 

  合計 1,251 1,207 1,097 110 9.1%  

（出典：高齢介護課提供資料を元に監査人加工） 

 

空き区画率が 15％以上，１小学校区に複数の農園が開園している小学校区を太字

にしている。当然ではあるが，近くに農園が開園している場合，空き区画が多くな

っていることが分かる（小畑３丁目農園は同じ小学校区ではないが，近くの山本小

学校区に２つの農園が開園されており，どちらも空き区画率が高い。）。 

各農園にはふれあい農園園芸クラブが設置されており，入園者は全員入会するこ

とになる。また各農園園芸クラブで八尾市高齢者ふれあい農園連絡協議会が組織さ

れている。各クラブには会長，副会長，会計，監査の役員が設置される。 

 

（２）敬老祝寿等関係事業 

目 的 
９月の高齢者保健福祉月間の趣旨を踏まえ，高齢者に敬意と感謝の意

を表すために各種行事等を実施。 

説 明 

【金婚式・長寿を祝う会（敬老祝寿式）の開催】 

文化会館で式典及び余興を開催。平成 21年度より，敬老祝寿式

の市内各所での地区開催委託事業（高齢クラブ連合会単位）を

開始。 

【最高齢者・老人福祉施設への訪問】 

最高齢者及び介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）への市

長訪問を実施。 

【白寿高齢者祝寿事業】 

当該年度４月１日～３月 31日に 99歳を迎える市内在住高齢者を対象

に，記念品・祝詞を届ける。 

対 象 者 
【金婚式・長寿を祝う会】 

金婚式を迎える夫婦，65歳以上の人，高齢クラブ会員 
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【白寿高齢者への祝寿事業】 

満 99歳を迎えられた高齢者 

実施方法 

【金婚式・長寿を祝う会（敬老祝寿式）の開催】 

平成 23年度より，金婚式（市高連主催）との合同開催に変更す

るとともに，開催業務を包括的に市高連へ委託。 

【敬老祝寿式（地区開催）】 

高齢クラブの地区連合会（18地区）のうち，実施地区に対して委託

事業（５万円/地区）として実施。 

【最高齢者・老人福祉施設への訪問】 

施設訪問は，市内の特別養護老人ホーム等の中から順次選んで

実施。 

【白寿高齢者祝寿事業】 

八尾市高齢クラブ連合会への委託事業（12,000 円/人）として実施す

る。対象者データの抽出は市で実施。 

根拠法令 

八尾市地区敬老祝寿事業実施要綱 

八尾市地区敬老祝寿事業実施要領 

八尾市白寿高齢者祝寿事業実施要綱 

八尾市白寿高齢者祝寿事業実施要領 

（出典：高齢介護課作成の決算説明資料） 

 

【費用の推移（予算及び決算）】 

（単位：千円） 
 

平成 26 年

度 

平成 27 年

度 

平成 28 年

度 

平成 29 年

度 

平成 30 年

度 

令 和 元 年

度 

当初予算額 4,082 4,451 4,420 4,231 4,363 4,272 

決算額 3,620 3,851 3,634 3,760 3,847 

 

執行率 88.7% 86.5% 82.2% 88.9% 88.2% 

 

（出典：高齢介護課作成の決算説明資料） 

内訳 

（単位：千円） 

 科目 予算 主な内訳 決算 主な内訳 

 

Ｈ

30 

報償費 22 最高齢者，社会福祉施

設記念品（市長訪問） 

19 最高齢者贈呈品，施設

訪問贈呈品      

消耗品

費 
10 敬老祝寿用消耗品 ６ 最高齢者賞状額，花束 

役務費 ４ 最高齢者祝詞 ２ 最高齢者祝詞筆耕料 

委託料 4,324 金婚式・長寿を祝う会 3,820 金婚式・長寿を祝う会
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2,500  2,456  

   白寿 12*77人＝924    白寿 12*72 人＝864  

   
地区敬老 50*18 地区 

＝900  
  
地区敬老 50*10 地区 

＝500  

使用料

及び賃

借料 

３ 駐車場代金    

 科目 予算 主な内訳 決算 主な内訳 

R１ 

報償費 27 
最高齢者，社会福祉施

設記念品（市長訪問） 
   

消耗品

費 
10 敬老祝寿用消耗品    

役務費 ４ 最高齢者祝詞    

委託料 4,228 
金婚式・長寿を祝う会

2,500 
   

   白寿 12*69人＝828    

   
地区敬老 50*18 地区＝

900 
   

使用料

及び賃

借料 

３ 駐車場代金    

（出典：高齢介護課作成の決算説明資料） 

 

【事業実績（参加者数等）】 

年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

金婚式長寿を祝

う会参加者数 
1,181 名 1,257 名 1,243 名 1,222 名 1,165 名 

地区敬老祝寿開

催地区数 

９地区 

/18地区 

10 地区 

/18地区 

11 地区 

/18地区 

11 地区 

/18地区 

10 地区 

/18地区 

白寿高齢者祝寿

贈呈者数 
56 人 78 人 53 人 53 人 72 人 

訪問施設 
（特養） 

萱振苑 

（特養） 

久宝寺愛の

郷 

（老健） 

悠久苑 

（老健） 

ノーブル楽

音寺 

（老健〉 

徳洲苑 

100歳高齢者数 37 人 41 人 58 人 45 人 39 人 

100歳以上 

高齢者数 
95 人 106人 106人 117人 111人 

（出典：高齢介護課作成の決算説明資料） 
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[意見 49]今後の白寿高齢者祝寿事業の在り方について 

市の事業ではないが，国の事業として，100 歳のお祝いが実施されており，市の

職員が個別訪問してお祝いの品を贈っている。そのため，八尾市では２年連続で同

様の長寿のお祝いが行われていることになる。２年連続の事業実施は必要とはいえ

ないと思料されるところ，行うのであれば国のお祝い事業とは間隔をあけた時期に

実施すべきである。 

当該事業の廃止も視野に入れた検討が必要である。 

 

（３）高齢者ふれあいサロン運営事業 

目 的 

高齢者の閉じこもり・孤立化の防止をめざし，高齢者の交流や情報交

換・仲間づくりの場として住民主体で運営されるサロンを支援するこ

とにより，地域におけるサロンを定着・継続させ，地域づくりにつな

げていく。 

説 明 
高齢者の通いの場として，住民主体による常設型の「高齢者ふれあい

サロン」の運営を支援する 

対 象 者 － 

実施方法 

住民や地域団体・ＮＰＯ等が主体となって自主的に運営する高齢者ふ

れあいサロンに対し，ホームページ等による広報や開設・運営に関す

る助言，備品の貸し出し，ボランティアの派遣等の支援を行う。 

根拠法令 八尾市高齢者ふれあいサロン支援要綱 

そ の 他 

平成 23年度よりモデル的に実施し，一定期間を経た後，利用状況や実

施効果の検証を行う。 

平成 28年度末をもってモデル実施を終了し，平成 29年度より自主活

動団体の登録制とし，広報や運営等の支援を行う。 

（出典：高齢介護課作成の決算説明資料） 

【費用の推移（予算及び決算）】 

（単位：千円） 
 

平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

当初予算額 2,906 2,803 2,790 130 127 112 

決算額 2,655 2,629 2,628 ※1,627 16 

 

執行率 91.4% 93.8% 94.2% 100.0% 12.7% 

 

（出典：高齢介護課作成の決算説明資料） 

※平成 29年度は 1,498千円の予算の補正あり。 
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内訳 

（単位：千円） 

  科目 予算 予算の内訳 決算 決算の内訳 

H30 需用費 127 
のぼり，のぼりポール

台 
16 のぼりポール台 

 科目 予算 予算の内訳 決算 決算の内訳 

R１ 委託料 112 
高齢者ふれあいサロン

運営支援事業委託料 

 
 

 

（出典：高齢介護課作成の決算説明資料） 

 

【事業実績】 

年度 平成 26 平成 27 平成 28 平成 29 平成 30 

延利用者数（人） 6,686 6,293 6,147 6,810 12,338  

ふれあいサロン登録数 － － － － ４ 

（出典：高齢介護課作成の決算説明資料） 

 

（４）老人健康マッサージ 

目 的 
高齢者がマッサージの施術を受けることにより，その健康の維持・増

進を図る一助とすること。 

説 明 

八尾視覚障がい者福祉協会に委託し，毎週月・火・水・木曜日の週４

回，午前中に４人の施術をする。 

平成 29年７月以降，利用者一人あたり月２回を上限とする。（平成 28

年度以前は制限なし。平成 29 年４月から６月は周知期間。） 

（１回あたり）利用者負担 1,100円，市負担 1,100円  

対 象 者 市内在住の満 60歳以上の方。 

実施方法 

希望者は八尾市視覚障がい者福祉協会に利用料を持参し，治療日を予

約する（電話予約不可）。その際に利用券を受け取り，指定された日

に社会福祉会館でマッサージを受ける。 

根拠法令 八尾市老人健康マッサージ事業要綱 

そ の 他 

事業開始：昭和 63年４月 

事業開始当初は府の補助事業（1/2）であったが，平成 21年度からは

単独事業。 

（出典：高齢介護課作成の決算説明資料） 
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【費用の推移（予算及び決算）】 

（単位：千円） 
 

平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

当初予算額 1,011 1,014 888 874 707 734 

決算額 753 740 795 624 665 

 

執行率 74.5% 73.0% 89.5% 71.4% 94.2% 

 

（出典：高齢介護課作成の決算説明資料） 

内訳 

（単位：千円） 

 科目 予算 主な内訳 決算 主な内訳 

Ｈ

30 

 

需用費 29 
消耗品費/枕カバー，消毒

液，印刷製本費/利用券 
16 

消耗品費/枕カバー，印

刷製本費/利用券 

役務費 28 クリーニング代 15 クリーニング代 

委託料 650 
委託料/1,100円*500人 

550 
633 

委託料/1,100 円*485人

533  

  事務費/100   事務費/100  

 科目 予算 主な内訳 決算 主な内訳 

R

１ 

需用費 29 
消耗品費/枕カバー，消毒

液，印刷製本費/利用券 

 
 

 

役務費 22 クリーニング代  
 

 

委託料 683 
委託料/1,100円*530人 

583 

 
 

 

    事務費/100   

（出典：高齢介護課作成の決算説明資料） 

【事業実績】 

（単位：人） 

 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

延利用者数 546 582 602 451 485 

実利用者数 41 40 50 54 54 

（出典：高齢介護課作成の決算説明資料） 

１人当たり平均利用回数は９回，助成金額は 9,900円となる。 

[意見 50]委託料の前金払いについて 

本事業の実施については「八尾視覚障がい者福祉協会」に委託されている。委託
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料のうち，事務費 10 万円は年度当初に支払うものとされており，委託事務の履行

前に支払がされるため，前金払いにあたる。 

自治令 163条は，「補助金，負担金，交付金及び委託費」の前金払いを許容してお

り，前金払いとすること自体は特に違法ではない。しかし，前金払いはあくまで例

外的に認められるものであるところ，委託料について前金払いが認められるのは，

委託事務の遂行に支障をきたさない点にあると解される。この点，事務費の前払い

がなければ，委託先である八尾視覚障がい者福祉協会において，委託事務の遂行が

困難になることについて，当初は委託先の財務基盤が脆弱であったことなどを踏ま

え前払いとしていたとのことであるが，現時点においてもかかる事情があって前払

いをしなければならない状況にあるのか否か検討が必要である。この点，後記のハ

リ・灸老人施術事業については，事務費も含め，原則どおり，後払いとされている

ところである。前払いの妥当性について，市において検討されたい。 

 

（５）ハリ・灸老人施術事業 

目 的 
高齢者が鍼灸の施術を受けることにより，その健康を維持・増進を図

る一助とすること。 

説 明 
八尾市鍼灸マッサージ師協議会に委託し，４月から翌年３月まで（平

成 17年度より）鍼灸を割安で受けられるようにする。 

対 象 者 市内在住の満 65歳以上の方。 

実施方法 

・希望者は本庁または各出張所で交付する利用券を同協議会加盟の施

術所に持参し，ハリまたは灸の施術を受け，利用料を支払う。実施期

間内で１人２回まで利用可能。 

・平成 23年度より，利用者負担額，市負担額（委託単価）を 1,200円

/回へ変更。 

・平成 31 年３月現在の利用可能施術所は 40 か所（内往診施術１か

所）。 

根拠法令 － 

そ の 他 事業開始：昭和 53年９月 

（出典：高齢介護課作成の決算説明資料） 
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【費用の推移（予算及び決算）】 

（単位：千円） 
 

平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

当初予算額 1,527 1,527 1,406 1,267 1,206 1,179 

決算額 1,255 1,191 1,105 1,046 947 

 

執行率 82.2% 78.0% 78.7% 82.6% 78.6% 

 

（出典：高齢介護課作成の決算説明資料） 

 

内訳 

（単位：千円） 

 科目 予算 主な内訳 決算 主な内訳 

H30 

需用費 16 施術券 8,640 施術券 

委託料 1,190 
委託料/1,200円*950

人＝1,140  
939,200 

委託料/1,200円*741

人＝889  

  事務費/50  事務費/50  

 科目 予算 主な内訳 決算 主な内訳 

R1 

需用費 13 施術券   

委託料 1,166 
委託料/1,200円*930

人＝1,116  

  

  事務費/50   

（出典：高齢介護課作成の決算説明資料） 

 

【事業実績（参加者数）】 

 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

延利用者数（人） 972  941  870  824  741 

（出典：高齢介護課作成の決算説明資料） 

 

（６）訪問理容助成 

目 的 

老衰・心身の障害及び傷病等の理由により，理髪店に出向くことが困

難である高齢者に対して，このサービスを提供することにより，生活

の質の確保を図るとともに保健福祉の向上に資する。 
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説 明 

老衰・心身の障害及び疾病などの理由により，理容院に出向くことが

困難な在宅高齢者に理容師が訪問する。年間４回まで利用することが

できる。 

対 象 者 
おおむね 65歳以上の人で，老衰・心身の障がい及び傷病等の理由によ

り理容院に出向くことが困難な在宅高齢者 

実施方法 
大阪府理容生活衛生同業組合八尾支部へ委託して実施 

利用者負担額は 2,600円/回。市は出張費用 1,500円/回を負担。 

根拠法令 八尾市介護予防・生活支援事業実施要綱（市） 

そ の 他 事業開始：平成 14年４月 

（出典：高齢介護課作成の決算説明資料） 

 

【費用の推移（予算及び決算）】 

（単位：千円） 
 

平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

当初予算額 150 210 410 282 255 255 

決算額 223 198 220 220 201 

 

執行率 89.4% 94.3% 53.8% 78.2% 78.8% 

 

（出典：高齢介護課作成の決算説明資料） 

内訳 

（単位：千円） 

 科目 予算 主な内訳 決算 主な内訳 

H30 委託料 255 
出張費 ＠1,500円

×170 回＝255  
201 

出張費 ＠1,500 円×

134回＝201  

 科目 予算 主な内訳 決算 主な内訳 

R1 委託料 255 
出張費 ＠1,500円

×170 回＝255  

  

（出典：高齢介護課作成の決算説明資料） 

 

事業実績（参加者数） 

 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

利用者数（人） 54 53 56 53 55 

延利用回数（回） 149 132 147 147 134 

（出典：高齢介護課作成の決算説明資料） 
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（７）生活管理指導短期宿泊 

目 的 

基本的生活習慣が欠如していたり，対人関係が成立しないなど，いわ

ゆる社会適応が困難な高齢者に対して，短期間の宿泊により日常生活

に対する指導・支援を行い，要介護状態への進行を予防する。また，

介護者等による虐待の疑いがある場合の緊急時の措置として宿泊さ

せ，一時的に身柄を保護することで安全の確保を図る。 

説 明 

市立養護老人ホームを活用して一時的に宿泊させ，生活習慣等の指導

を行うとともに体調調整を図る(１か月当り１週間を限度とする。)。

または，介護者等による虐待の疑いがある場合の一時的措置として宿

泊させ，身の安全を図る。 

対 象 者 
介護保険制度の要支援・要介護認定を受けていないおおむね 65 歳以

上の在宅高齢者等 

実施方法 市立養護老人ホームの指定管理業務として実施。 

根拠法令 八尾市介護予防・生活支援事業実施要綱（市） 

そ の 他 事業開始：平成 12年４月 

（出典：高齢介護課作成の決算説明資料） 

【費用の推移（予算及び決算）】 

（単位：千円） 
 

平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

当初予算額 66 66 66 66 66 122 

決算額 34 － － － 331 

 

執行率 52.0% 0.0% 0.0% 0.0% 99.4% 

 

（出典：高齢介護課作成の決算説明資料） 

内訳 

（単位：千円） 

 科目 予算 予算の内訳 決算 決算の内訳 

H30 委託料 333 
宿泊料 53，送迎委託料

7，消費税 4 
331  3,810 円×87泊 

 科目 予算 予算の内訳 決算 決算の内訳 

R１ 委託料 122 
宿泊料 114，送迎委託料

7 

  

（出典：高齢介護課作成の決算説明資料） 

平成 30 年度は，当初予算に対し予算流用による予算補正が 267 千円行われてい

る。 
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【事業実績】 
 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

利用者数(人) 

(うち市負担) 

4 

(2) 

3 

(0) 

2 

(0) 

3 

(0) 

8 

(3) 

延宿泊数(泊) 

(うち市負担) 

14 

(9) 

13 

(0) 

12 

(0) 

22 

(0) 

127 

(87) 

（出典：高齢介護課作成の決算説明資料） 

現在，利用者と市の負担は以下のとおりとなっている。 

 
 利用者負担 市負担 

一般 
1 泊 ＠3,810 円 （朝食 200 円・昼食

夕食各 400円＋送迎片道 1,913円） 
なし 

生保 
全額免除 

（食費は実費負担のため自己負担） 

1 泊 ＠3,810円 

（送迎片道 1,913円） 

（出典：高齢介護課作成の決算説明資料） 

最近は虐待のケースでの緊急入所が増えてきているとのことで，平成 30 年度は

利用者が増えたことに加え，一人当たりの宿泊数も増えている（最大 30日利用可）。 

 

（８）高齢者セーフティネットシステム管理 

目 的 
高齢福祉サービス利用状況及び高齢者基本情報をデータベース化し，

対象者・利用状況の把握・整理及び事務処理の迅速な対応を図る。 

説 明 
地域の支援体制や見守り体制を確立することや有効な介護予防施策

への基礎データとして活用する。 

管理情報 要援護高齢者情報及び高齢者福祉サービスの利用状況 

実施方法 

本システムは，住民基本台帳システム，税システム，介護保険システ

ムとデータ連携して，主に高齢者福祉サービスの利用者登録，世帯状

況や介護度の把握，課税情報からのサービスの利用料算定，決定・廃

止通知書や利用券等の発行，サービス利用者名簿の作成等の高齢者福

祉サービスに関わる事務処理を行い，利用者・利用状況の把握・整理

及び事務処理の効率化を実施している。 

主に本システムで利用している高齢者福祉サービスは，緊急通報シス

テム・家族介護用品支給・訪問理容・福祉電話・徘徊高齢者登録・措

置・見守りネットワーク推進事業である。 

根拠法令 － 
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そ の 他 事業開始：平成 16年４月 

（出典：高齢介護課作成の決算説明資料） 

【費用の推移（予算及び決算）】 

（単位：千円） 
 

平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

当初予算額 2,532  2,532  1,840 2,236 2,306 2,739 

決算額 1,814 1,814 1,814 1,796 2,185 

 

執行率 71.7% 71.7% 98.6% 80.3% 94.8% 

 

（出典：高齢介護課作成の決算説明資料） 

内訳 

（単位：千円） 

 科目 予算 主な内訳 決算  主な内訳 

Ｈ30 

 

需用費 16 OA 関係消耗品費 12 OA 関係消耗品費 

委託料 972 ＠81×12 か月＝972 972 ＠81×12 か月＝972  

使用料

及び賃

借料 

1,316 101×12か月×1.08 1,200 92×12か月×1.08 

 科目 予算 主な内訳 決算 主な内訳 

R１ 

需用費 27 OA 関係消耗品費   

委託料 1,500 

＠75×1.08×６か月＝

486  

＠75×1.1×６か月＝

495  

480×1.08＝518  

  

使用料

及び賃

借料 

1,212 

＠92×1.08×６か月＝

600  

＠92×1.1×６か月＝

611  

  

（出典：高齢介護課作成の決算説明資料） 

 

平成 16 年度にシステム導入し，平成 24 年度に更新，平成 29 年度に現行システ

ムに更新している。介護保険システムと一体で調達しており，端末，サーバーは入

札によるリース，移行に伴うＳＥ作業，保守契約は委託となっている。 
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[結果３と同旨]長期継続契約について 

高齢者福祉システム運用保守業務委託契約については，５年間の「長期継続契約」

として締結されている。そのため単年度予算が措置されている。しかし，その契約

書には，翌年度以後の予算が付かなかった場合の解除権留保条項が置かれていない。

長期継続契約については，債務負担行為を講ずることなく複数年にわたって締結す

る契約であり，翌年度以後の歳出予算を拘束する債務負担行為に基づく複数年契約

と異なり，当該契約に基づく債務について翌年度以後の歳出予算が保証されない。

そのため，予算が付かない場合の解除権を留保しておく必要がある。しかし，本契

約には，かかる解除権留保規定が置かれていない。是正されるべきである。 

[結果４と同旨]契約書を作成する場合の契約保証金免除の明記について 

八尾市財務規則上は，原則として，契約時には契約保証金について記載した契約

書を作成すべきところ，高齢者福祉システム運用保守業務委託契約の契約書及びそ

の決裁に，契約保証金に関する記載がない。本件については契約書が作成される以

上，契約保証金を免除するのであれば，契約書に明記すべきである。また，契約保

証金の免除は八尾市財務規則所定の事由に該当する場合に例外的に認められるも

ので，免除するのであれば，免除するという意思及び免除する理由について決裁文

書に残すべきである。 

 

（９）在日外国人高齢者福祉金支給 

目 的 
高齢者福祉金を支給することにより，在日外国人高齢者の福祉の増進

を図ることを目的とする。 

説 明 

受給者に，毎年６月１日～６月 30日 現況届を提出してもらう。支給

は申請月の翌月から開始し，受給資格が消滅した日の属する月で終了

する。 

対 象 者 

昭和 34年，国民年金法の改正により，国籍条項が撤廃され，外国人に

も国民年金法が適用されたが，老齢年金等の支給が受けられなかった

在日外国人 

実施方法 
金額は府下市長会町村長会での申し合わせによる。月額１万円（年額

12 万円）を，毎年４月末と 10 月末の２回に分けて支給。 

根拠法令 八尾市在日外国人高齢者福祉金支給要綱（市） 

そ の 他 事業開始：平成８年４月 

（出典：高齢介護課作成の決算説明資料） 
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【費用の推移（予算及び決算）】 

（単位：千円） 
 

平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

当初予算額 1,800 1,440 1,320 960 870 1,800 

決算額 1,340 1,020 950 1,020 590 

 

執行率 74% 71% 72% 106% 68% 

 

（出典：高齢介護課作成の決算説明資料） 

内訳 

（単位：千円） 

 科目 予算 主な内訳 決算 主な内訳 

H30 報償費 870 

現年度申請分 

@10×12か月×７人 

過年度申請分 

@10×3か月×１人 

590 

現年度分@10×12か月×４人 

        @10×５か月×１人 

過年度分@10×６か月×１人 

 科目 予算 主な内訳 決算 主な内訳 

R１ 報償費 480 
現年度申請分  

@10×12か月×４人 

  

（出典：高齢介護課作成の決算説明資料） 

【事業実績】 

年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

支給人数 11 10 ６ ８ ６ 

（出典：高齢介護課作成の決算説明資料） 

 

支給対象者は 1926 年（大正 15 年）４月１日以前に生まれたか，昭和 57 年１月

１日以前から引き続き外国人登録をしていた者（その後帰化している者も含む）で，

現に八尾市に居住している者となり，年々減少傾向にある。 

 

（10）災害時要配慮者支援 

目 的 

災害発生時に自力避難が困難と考えられる在宅の重度障がい者や高

齢者の安否確認を迅速に行うことで，避難誘導や救助活動を効率的に

行えるようにする。 

説 明 

八尾市災害時要配慮者支援プランに基づき，避難行動要支援者名簿を

作成するとともに，地域団体等関係機関との情報共有など，地域と連

携した要配慮者支援体制の整備を図る。 

また，当該支援と連携して，民間の社会福祉士施設の役割について協
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議を行い，円滑な非難の確保を図るため連携を行う。 

対 象 者 

（１）立ち上がりや歩行などが自力でできない高齢者（介護保険にお

ける要介護認定３から５を受けている者） 

（２）身体障がい者手帳（１，２級），療育手帳（Ａ）又は精神障が

い者保健福祉手帳（１級）を所持していること。 

（３）前各号にかかわらず，本人や家族，避難支援等関係者等により

自ら避難することが困難な状態にあると判断された者で，避難行動要

支援者名簿への掲載を希望する者 

実施方法 

・市が保有する情報より避難行動要支援者に該当する者を抽出し,避

難行動要支援者名簿を作成。 

・平常時からの活用について対象者の意思確認を郵送又は訪問により

確認し,平常時の避難行動要支援者名簿を作成。 

・平常時の避難行動要支援者名簿は，名簿情報漏えいの防止のために

必要な措置を講じた上で，避難支援等関係者に提供。 

・避難支援等関係者は，名簿情報に基づき，避難行動要支援者と具体

的な打ち合わせを行いながら個別避難支援計画を策定。 

根拠法令 災害対策基本法 

その他 

事業開始：平成 26年度 

※H15-H25までは，災害時安否確認リスト登録事業を行っていた。 

本人からの申込みにより，安否確認リストへの登録を行い，避難命令

または避難勧告が出された場合や震度５強以上の地震が発生した場

合に，市の災害対策本部等が安否確認に伺い，避難誘導等の適切な支

援を行う。 

（出典：高齢介護課作成の決算説明資料） 

 

【費用の推移（予算及び決算）】 

（単位：千円） 
 

平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

当初予算額 14,254  26,083  2,655  2,097  4,005  2,694  

決算額 14,141  22,786  1,949  1,393  2,725  

 

執行率 99.2% 87.4% 73.4% 66.4% 68.0% 

 

（出典：高齢介護課作成の決算説明資料） 
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内訳 

（単位：千円） 

 科目 予算 主な内訳 決算 主な内訳 

H30 

需用費 318 
消耗品費/名簿作成用

消耗品等 200  
68,251 

消耗品費/名簿作成用

消耗品等 15  

   
地図購入費，印刷製本

費/返信用封筒 

  地図購入費， 

印刷製本費/返信用封

筒  
     

役務費 1,043 

通信運搬費/郵送料

（発送・返信） 

1,035，焼却等手数料 

871 

通信運搬費/郵送料

（発送・返信） 

866，焼却等手数料 

委託料 2,579 封入封緘 864  1,720 封入封緘 751  

   名簿作成 324    名簿作成 220  

   システム保守点検 73    システム保守点検 72  

   システム入力 778   システム入力 675 

   
ハザードマップ更新 

540  
   

使用料及

び賃借料 
65 地図複製使用料  64 地図複製使用料 

 科目 予算 主な内訳 決算 主な内訳 

R１ 

需用費 231 消耗品費/名簿作成用

消耗品等，地図購入

費，印刷製本費/返信

用封筒  

  

     

     

役務費 382 
通信運搬費/郵送料

（発送・返信） 374  
   

    焼却等手数料 ８    

委託料 2,016 封入封緘 389    

   名簿作成 267    

   システム保守点検 74    

   システム入力 282    

   
ハザードマップ更新 

550 
   

   元号改正対応 454    

使用料及

び賃借料 
65 地図複製使用料     

（出典：高齢介護課作成の決算説明資料） 
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【事業実績】 

（単位：人） 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

名簿登録者数 2,097 15,768 16,004 14,084 

同意者数 282 4,046 4,123 4,372 

リスト登録率 13.4% 25.7% 25.8% 31.0% 

（出典：高齢介護課作成の決算説明資料） 

災害時要配慮者支援事業に係る同意書等の印刷・封入封緘業務委託について行わ

れた一般競争入札の「公告文」は，入札参加資格として「印刷及び封入封緘業務」

の実績を要することとしているが，実際の資格審査は，「印刷」と「封入封緘業務」

の双方の実績を有するか否かではなく，いずれか一方を有するかという観点から行

われていた。 

[意見 51]入札参加資格について 

「印刷及び封入封緘業務」の実績を参加資格とするのではなく，そのいずれかの

実績を有していればよいのであれば，「印刷又は封入封緘業務」とすべきであった。

公告文の記載から，双方の実績を必要とすると理解して，入札に参加しなかった者

がいる可能性もある。正確な入札参加資格の策定に留意されたい。 

 

（11）見守りネットワーク推進 

目 的 

地域や関係機関と連携した見守りネットワークの構築や意識啓発

の一環として，地域住民等が定期的な訪問や巡回等を行い，安否確

認や相談等を実施することで，在宅のひとり暮らし高齢者等の孤独

感・不安感の解消を図るとともに，地域における高齢者の社会的孤

立の解消や孤独死防止へとつなげる。 

説 明 

おおむね 65歳以上の一人暮らし高齢者及び 65歳以上の高齢者のみ

の世帯の構成員に対して，軽易なサービスを提供する。（ただし，介

護保険制度の訪問介護などで使えるサービスは提供できない。） 

対 象 者 
おおむね 65歳以上の一人暮らし高齢者及び 65歳以上の高齢者のみ

の世帯の構成員 

実施方法 

利用対象者の居宅を定期的に訪問し，介護保険法に規定する訪問介

護等の提供事業以外の日常生活上の支援及び指導（寝具類等の大物

洗濯・日干し，庭等家周りの手入れ，家屋・電気などの軽微な修繕

等，健康・栄養等に関する助言等）を必要と認める範囲内で行う。

現在は，街かどデイハウス「楽しもう家」，「道草」への事業委託に

より実施。（平成 29年度より「道草」については孤独死防止事業の
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み休止中。） 

根拠法令 八尾市地域住民見守り生活支援事業実施要綱（市） 

（出典：高齢介護課作成の決算説明資料） 

【費用の推移（予算及び決算）】 

（単位：千円） 
 

平成 26 年

度 

平成 27 年

度 

平成 28 年

度 

平成 29 年

度 

平成 30 年

度 

令 和 元 年

度 

当初予算額 5,040 1,900 1,445 1,301 1,324 1,254 

決算額 3,627 1,436 1,069 1,067 1,047   

執行率 72.0% 75.6% 74.0% 82.0% 79.1% 

 

（出典：高齢介護課作成の決算説明資料） 

 

内訳 

（単位：千円） 

 科目 予算 主な内訳 決算 主な内訳 

H30 

需用費 50 
冊子作成・協力者ステッ

カー 
112 協力者ステッカー 

役務費 30 郵送料 0 郵送料 

委託料 1,324 

孤独死防止事業委託料 

計 1,243  

非課税世帯＠515*1,897 

課税世帯 ＠465*316 

事務費  ＠103*1,161 

935 

孤独死防止事業委託料 

計 935  

非課税世帯＠515*1,470 

課税世帯 ＠465*188 

事務費  ＠103*879 

 科目 予算 主な内訳 決算 主な内訳 

R1 

需用費 50 
冊子作成・協力者ステッ

カー 
    

役務費 30 郵送料     

委託料 1,173 

孤独死防止事業委託料 

計 1,173  

非課税世帯＠515*1,775 

課税世帯 ＠465*313 

事務費  ＠103*1,105 

 

 

（出典：高齢介護課作成の決算説明資料） 
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【事業実績】 

（単位：人） 

  平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

利
用 

人
数 

道草 １ 0 0 （休止中） （休止中） 

楽しもう家 23 19 22 20 17 

利
用 

回
数 

道草 24 0 0 （休止中） （休止中） 

楽しもう家 1,006 902 906 985 879 

（出典：高齢介護課作成の決算説明資料） 

道草，楽しもう家とは街かどデイハウスの名称であり，当該事業の受託者である。 

孤独死防止事業の業務内容は下記のとおりである。 

 

 

提供サービス ・訪問介護等の提供事業以外の日常生活上の支援及び指導 

・利用者１週あたり２単位を上限（１単位は訪問時間 20分以上

30分以下，２単位は 30分以上１時間以下） 

１単位あたり委

託料 

非課税世帯 515円 

課税世帯 465円（利用者負担 50円） 

事務費 103円（件数あたり） 

（出典：「平成 30年八尾市地域住民見守り孤独死防止事業度委託契約書」より抜粋） 

実施報告書に例示されているサービス内容は下記のとおりであった。 

・安否確認 

・（相談）健康に関すること 

・（相談）栄養に関すること 

・寝具類等大物の洗濯，日干し，クリーニングの洗濯物搬出入 

・庭等家周りの手入れ 

・家屋の軽微な修繕，電機修理などの軽微な修繕 

・家屋内の整理整頓（大掃除は除く） 

・朗読・代筆 

・その他 

[意見 52]今後の事業継続について 

本事業のサービス内容は，「訪問介護等の提供事業以外の日常生活上の支援及び

指導」であり，内容自体，曖昧である。実施報告書を通覧したところ，委託業務と

しておこなわれていたのは，話し相手をしながら簡易な家事を手伝うといったもの

が多かった。また１回当たりの実施単位は２単位（30分以上１時間以下の時間）が

多かったが，平成 31年 3月の登録者 25名の内，課税世帯は２名のみで，23名は非
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課税世帯であり，利用者負担はない（課税世帯も自己負担は１単位あたり 50 円の

み）。 

これらのことから，利用者が直接費用を支払うわけではないため，業務実施にあ

たって経済性，効率性，有効性が求められているかは不明である。 

そもそも事業の性質・目的として，経済性，効率性，有効性を求めるようなもの

ではなく，委託費の妥当性を測ることが難しい。 

他方，この事業の需用費で支出されている協力者ステッカーとは，「高齢者見守り

サポーターやお」の協力事業者が車や玄関などに貼るステッカーの作成代である。

「高齢者見守りサポーターやお」とは，市内に事業所を有する事業者等で，高齢者

の見守り活動の趣旨に賛同し，協力が可能な事業者等を登録するもので，登録者は

車や玄関などに協力者ステッカーを貼る。 

その活動内容は下記のとおりである。 

（１）高齢者の見守り活動の実施主体（高齢者見守りサポーターやお）の一員とし

て，主に日常業務を通じて，高齢者の安否の確認や行動に留意する。 

（２）前号の見守り活動中に異変等に気づいた場合は，速やかに地域包括支援セン

ターなどの相談機関に連絡する。 

（３）市が開催する見守り活動に資する研修会等は積極的に参加する。 

（出典：「「高齢者見守りサポーターやお」協力事業者実施要領」） 

 

市のホームページによると，平成 30年９月 30日現在，協力事業者登録者数は 700

件に上っており，弁当等の宅配業者，新聞販売所，宅配牛乳，コンビニ，スーパー，

銀行，鍼灸院などが賛同し，事業協力している。協力事業者は，実際に自分たちで

サービス提供を行うわけではないが，困った人を見かけたら地域の相談機関につな

ぐ形となる。 

「孤独死防止事業」のように，特定の事業者に委託費を払って見守り事業を推進

してもらうのではなく，広く身近な人たちに見守り，支えあいの意識をもってもら

う「高齢者見守りサポーターやお」事業の方が，事業の性質にあっているのではな

いか。事業の実施内容の整理が求められる。 

[意見 53]モデル事業として継続していることの問題点について 

「孤独死防止事業」は平成 16年に国費・府費を財源とした介護予防事業・地域支

えあい事業として始まった。地域での活動が必要となるため，各中学校区で街かど

デイハウスを運営している団体に参加を募ったところ，上記２団体が参加したため，

モデル事業として始めた（東中学校区，桂中学校区）。その後，利用者が少なかった
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ため１団体については平成 29 年以後休止中となっており，現在，事業が実施され

ているのは桂中学校区の１地区のみである。近年（平成 17年以後）は新たな事業者

の募集も行われていない。平成 16年のモデル事業開始から既に 15年が経過してい

ることからすると，モデル事業としては期間が長すぎると思料される。 

今後，これまでの実績や収集した資料に基づき，モデル事業であることの意義や，

今後の事業の在り方や方向性について検討すべきである。 

 

（12）独居寝たきり高齢者実態調査 

目 的 
市内の独居・寝たきり高齢者の実態把握を行うとともに，孤独感の軽

減，孤立化の防止を図る。 

説 明 

市内在住の満 65歳以上の独居・寝たきり高齢者の実態を把握し，その

結果を市の施策に活用する（消防署より防火対策の個別訪問，地域包

括支援センターへの情報提供）。 

対 象 者 市内在住の満 65歳以上の一人暮らし高齢者及び寝たきり高齢者 

実施方法 
八尾市民生委員児童委員協議会に委託し，民生委員が６～７月に担当

地区の対象者宅を訪問し,実態把握を行う。 

根拠法令 ― 

その他 事業開始：寝たきりは平成 12 年度，独居高齢者は不明 

（出典：高齢介護課作成の決算説明資料） 

 

【費用の推移（予算及び決算）】 

（単位：千円） 
 

平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

当初予算額 2,695 2,708 2,724 2,666 2,672 2,639 

決算額 2,590 2,636 2,607 2,629 2,595   

執行率 96.1% 97.4% 95.7% 98.6% 97.1%   

（出典：高齢介護課作成の決算説明資料）  
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内訳 

（単位：千円） 

 科目 予算 主な内訳 決算 主な内訳 

H30 

委託料 2,672 独居 @360円*7,300 個 2,595 
独居 @360 円 

*7,085個 

  
寝たきり @360円 

*120個 

 
寝たきり @360 円 

*125個 

 科目 予算 主な内訳 決算 主な内訳 

R１ 

委託料 2,639 独居 @360円*7,200 個   

  
寝たきり @360円*130

個 

  

（出典：高齢介護課作成の決算説明資料） 

 

【事業実績】 

（単位：個） 

 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

独居高齢者 6,948 7,122 7,075 7,165 7,085 

寝たきり高齢者 248 201 168 140 125 

（出典：高齢介護課作成の決算説明資料） 

平成 11年度までは独居高齢者のみで実施していたが，平成 11年度で寝たきり老

人見舞金を廃止したため，平成 12年度から独居高齢者に寝たきり高齢者を加えた。 

[結果 12]個人情報の管理のための措置について 

本事業は，市が民生委員児童委員協議会に対して，独居，寝たきり高齢者の存否，

住所氏名等の調査及びその結果を報告するという業務を委託している。そして，具

体的な業務内容としては，各民生委員が調査を行い，その結果を受託者である民生

委員児童委員協議会が市に提出するという業務である。八尾市個人情報保護条例で

は，個人情報取扱事務（個人情報を取扱う事務）を外部に委託する場合，委託に関

する契約書等に個人情報の漏えい，滅失，き損及び改ざん等の防止に関する事項並

びに契約に違反したときの契約解除及び損害賠償に関する事項等を明記するなど，

個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない（同条例 11 条

１項）と定めているところ，本事業の委託は，個人情報取扱事務の委託と考えられ

る。しかし，業務委託契約書上は，受託者が調査業務で知り得た事項を漏らすこと

を禁じる条項があるのみで，個人情報の適正な管理に関する条項がない。条例の趣

旨を踏まえ，個人情報の流出防止のための措置や，違反した場合の措置等について
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契約書ないしこれと別の確認書に明記する等の措置を講じるべきである。 

[結果４と同旨]契約書を作成する場合の契約保証金免除の明記について 

八尾市財務規則においては，契約時には，原則として，契約保証金等について記

載した契約書を作成することとされ，また，契約保証金を免除できる事由が規則で

定められている。しかし，本事業の委託契約については，契約保証金について，契

約書上の記載がなく，また決裁文書上も免除の有無及び理由についての記載が見当

たらなかった。業務委託契約は単価契約であり，その単価は１件 360円というもの

であり，この点，財務規則上契約書の作成が不要な契約金額 130万円以下の契約と

解する余地もなくはないが，少なくとも契約書を作成する以上は，財務規則に準拠

して，契約保証金の免除の有無を記載すべきである。また，契約保証金の免除は，

例外的に認められるものである以上，免除するのであれば，その理由について決裁

手続をとるべきである。 

 

（13）高齢者福祉施設及び設備整備事業 

目 的 

八尾市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画に基づき，介護保

険に関わる施設の整備を図ることにより，高齢者の福祉の増進を図

る。 

説 明 

平成 30 年度は，計画に基づき，認知症対応型共同生活介護（２か

所），特定施設入居者生活介護（50床），短期入所居室から広域型特

別養護老人ホーム居室への転換（10床）の整備を行う事業者の選定

を実施した。 

対 象 者 社会福祉法人等 

実施方法 

平成 30年度の主な実施事業は，施設のユニット化改修等支援事業。

事業者からの申請に基づき補助金を交付した。なお，市で募集をと

りまとめ，府で事業者を決定し，工事完了後の検査は市で行い，支

払は全額府費 

根拠法令 

介護保険法（国） 

大阪府介護施設等の整備に関する事業補助金交付要綱（府） 

地域における高齢介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律

（国） 

八尾市介護施設等の整備に関する事業補助金交付要綱（市） 

（出典：高齢介護課作成の決算説明資料） 
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【費用の推移（予算及び決算）】 

（単位：千円） 
 

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 

当初予算額 279,424 137,642 165,833 27,115 70,525 217,360 

決算額 132,689 201 4,752 13,379 68,722  

(内，市費財源) 196 201 240 － 171  

執行率 47.5% 0.1% 2.9% 49.3% 94.6%  

（出典：高齢介護課作成の決算説明資料） 

内訳 

（単位：千円） 

 科目 予算 主な内訳 決算 主な内訳 

H30 

補助金 

70,195 平成 30年度ユニット化

改修等支援事業補助金

70,042  

68,551 平成 30年度ユニット化改

修等支援事業補助金

68,551  
  

経費 12 社会福祉施設選定経費 13 ＥＴＣ利用料，会議賄 

報償費 316 

介護老人福祉施設整備事

業者等審査委員会委員報

酬 

158 

介護老人福祉施設整備事

業者等審査委員会委員報

酬 

 科目 予算 主な内訳 決算 主な内訳 

R１ 

補助金 217,200 
平成 31 年度ユニット化

改修等支援事業補助金 

  

経費 2 社会福祉施設選定経費   

報償費 158 

介護老人福祉施設整備事

業者等審査委員会委員報

酬 

  

（出典：高齢介護課作成の決算説明資料） 

なお，平成 30 年度は３件のユニット化改修等支援事業が実施されたが，全額，府

費で行われ，市費の負担はなかった。 

 

【事業実績】 

大阪府介護施設等の整備に関する事業補助金 

（単位：千円） 

 ホーム太子堂 あすか八尾 寿光園 

補助金交付決定額 22,400 14,000 32,151 

上記は全て，「八尾市介護施設等の整備に関する事業補助金交付要綱」に基づき補
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助金が交付されている。事業者からの申請に基づき市がとりまとめ府が交付決定を

行い，実績報告書の提出に基づき交付を確定している。事業選考については，既存

の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業であるため，審査委員会によ

る選考は必要とされていない。 

 

４ 外部の団体への補助助成等 

（１）高齢クラブ活動助成 

ア 制度の概要 

八尾市内には，各地域における高齢者の集まりである「単位高齢クラブ」と，

その複合体として構成される「八尾市高齢クラブ連合会」とがある。八尾市では，

これらの活動を助成すべく，「八尾市高齢クラブ助成事業運営要綱」を定め，助成

金を交付している。 

「単位高齢クラブ」は高齢クラブ運営事業（①生きがい事業，②健康づくり事

業，③社会福祉活動事業）を行うことにより助成金交付を受け，「八尾市高齢クラ

ブ連合会」は「連合会事業」（①活動促進事業，②健康づくり・介護予防支援事業，

③地域支えあい事業，④若手高齢者組織化・活動支援事業，⑤連合会活動支援体

制強化事業）を行うことにより，助成金交付を受けることになる。 

八尾市内には，123の「単位高齢クラブ」が存在し（平成 31年４月１日時点），

それぞれが各地域における高齢者のクラブ活動の基礎的な単位となっている。こ

うした「単位高齢クラブ」は，連合会に所属していることが要件とされている（八

尾市高齢クラブ活動事業運営要綱，連合会から「脱退」することにより，支給要

件から外れる）。八尾市は，中核市に移行したため，府からの補助ではなく，国の

「在宅福祉事業費補助金交付要綱」に基づき，同要綱における「介護予防・地域

支え合い事業」として，3分の 1の国庫補助を受ける形となっている。 

 

イ 老人クラブの加入者数の傾向 

八尾市においては，平成 26年度において 60歳以上の人口が 87,696人であり，

高齢クラブの加入者合計は 8,856人と，10.1％の加入率であったところ，平成 30

年度においては 60歳以上の人口が 88,481 人であり，高齢クラブの加入者合計は

7,417 人と，加入率が 8.4％にまで低下している。こうした，高齢クラブの加入

率減少は全国的な傾向であり，趣味が多様化した現代社会において，多様化した

スポーツ・趣味を各自が楽しむ高齢者が増加し，地元の高齢者同士のクラブに属

することを志向しない市民が増加していると推測されるところである。 
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[意見 54]高齢クラブの加入率向上に向けた情報発信について 

上記のとおり，八尾市の高齢者における高齢クラブ加入率は，減少傾向にある。

現在，市のホームページにおいて「高齢クラブに入りませんか」とのページを掲

出し，高齢クラブの案内を掲出するものの「参加を希望される方は，高齢クラブ

連合会の事務局にお問い合わせください。」といった文字が記載されているのみ

であり，具体的な活動に関する情報も不足している。また，市の発行する「介護

保険と高齢者福祉の手引き」においても，上記とほぼ同様の記載となっている。 

このうち，八尾市は，衛星都市として人口上の流出入が多い町であり，市民に

とって「高齢クラブ」の存在が十分に周知されていない可能性，すなわち，新規

加入を検討する者に対し，窓口としての告知案内が足りていない可能性があると

推測される。 

これらの情報だけではやや抽象的であり，市が行い得るリソースのなかでも，

高齢クラブが行っている過去の具体的な活動の例を紹介するなど，積極的な情報

発信に協力されたい。市と高齢クラブが協力することにより，加入率向上に向け

て取り組むことも可能であると思わる。 

 

ウ 団体の解散時の対応 

八尾市においては，単位老人クラブの数自体が減少傾向にあり，毎年，単位老

人クラブが解散し，その結果，連合会を脱退することにより，助成金を受領する

資格を失っていくことになる。過去５年間で，このような解散を行った団体は 27

団体に及ぶ。各クラブが解散を行う場合，年度（４月１日から翌年３月 31 日ま

で）中に解散に至っている場合は助成を受けた事業をその途中で中止しているこ

とになるが，年度末に解散に至っている場合であれば，助成を受けた当該年度の

事業自体は形式的には終えたことになる。現在，こうした場合について，高齢ク

ラブ活動助成金交付要綱も特段の定めがなく，また，各単位老人クラブに周知す

るパンフレット等に関しても，特に明記がない。 

[意見 55]助成対象の各クラブが解散した際の対応について 

助成金交付は，当該年度１年間，各単位老人クラブが存続していることを前提

に概算払いの方式により助成金交付が行われているところ，年度途中に，老人ク

ラブが解散等に至った場合は，市は，それを把握し，精算を行う必要がある。老

人クラブが解散したか否かについての情報を市が確実に収集することは困難で

あり，単位老人クラブ自身が，解散した場合には，年度途中であっても年度末で

あっても，その時点で迅速に「解散」を届け出るよう義務付けるべきである。 
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高齢クラブ活動助成金交付要綱を改正するか，助成金の交付条件に明記する等

の改正等の方法で対応を行うべきである。 

 

エ 助成金交付の手続 

高齢クラブ活動助成は，１つの連合会と，各単位老人クラブを対象に，概算払

いの形式で，助成金の交付を行い，翌年度に精算を行っている。この点，特に「助

成金に係る関係帳簿及び領収書を整備し，助成対象事業が完了した日の属する年

度の翌年度の４月１日から５年間保管しておかなければならない。」ことを助成

金交付の条件（八尾市高齢クラブ活動助成金交付要綱８条１項３号）とし，それ

らの文書の保管を義務付けているが，提出義務は課していない。 

また，平成 30年度においては，各単位老人クラブの実績報告に対し，１件も，

検査（関係帳簿及び領収書等の資料の確認）はなされていなかった。 

[意見 56］助成対象の各クラブの実績報告書に対する「検査」について 

助成金の交付の前提となる実績報告書と，実際の領収書等を点検する等の作業

を，毎年度，一定数の単位老人クラブに対し，行うべきであると思料する。具体

的には，助成金の点検作業に関する内部的な方針（各年度で，何個の団体を対象

とするか）を定め，実績報告書の点検を行う方法を検討すべきであると考える。 

なお，本件助成金の制度上の特徴として，助成対象の団体の数が 100以上と極

めて膨大な数に至っており，他方で，１団体あたりの助成金支給額は２万円から

３万円前後という僅少な金額であるという事情も考慮し，こうした実績報告書の

点検に従事する人的リソースに限度があることも理解できるため，効率的な方法

が求められる。 

 

（２）軽費老人ホーム事務費補助金 

ア 制度の概要 

老人福祉法は「無料又は低額な料金で，老人を入所させ，食事の提供その他日

常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設」（老人福祉法 20 条の６）

として，軽費老人ホームを位置づけている。地方公共団体（政令市・中核市の場

合は市）が，これらを運営する社会福祉法人に補助金を交付する形で，結果的に，

利用者は，低廉な料金で入居をすることが可能となる（なお，政令市・中核市以

外の市では，都道府県が補助金交付を担う）。中核市に移行した八尾市では，平成

30年４月より，市が補助金の交付を行うこととなった。そのため，市では，同月，
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「八尾市軽費老人ホーム事務費補助金交付要綱」を制定し，同月２日付けで市長

の名で「軽費老人ホームの利用料等にかかる取り扱い基準について」を発出し，

利用料の取り扱い基準を定めている（ただし，大阪府が補助金交付の主体であっ

た時期の制度を変化させた部分は存在しない。）。 

 

イ 八尾市における軽費老人ホームの数等 

現在，八尾市の軽費老人ホームは，全て，社会福祉法人が社会福祉事業（社会

福祉法２条２項２号）として設置しているものである。制度上，類型的には「Ａ

型」「Ｂ型」「Ｃ型・ケアハウス」の３種があるが，「Ｃ型・ケアハウス」以外は要

介護者を受け入れることができない施設であり，新設されることはない。八尾市

に存在する軽費老人ホームの７施設は「軽費老人ホームＡ型」が２施設，「軽費老

人ホーム（ケアハウス）」が５施設である。八尾市では，軽費老人ホームの「必要

量は満たしている」と認識しているから，現在，新たな施設整備は行わない（第

７期計画 122ページ）とされている。 

 

・軽費老人ホ―ム・Ａ型 

ふじの里 社会福祉法人ふじ福祉会 

山本苑 社会福祉法人寿昌会 

 

・軽費老人ホーム・ケアハウス 

福寿ケアハウス 社会福祉法人福寿会 

グリーンライフ山本苑 社会福祉法人寿昌会 

ハピネス八尾 社会福祉法人幸寿会 

グレイス八尾 社会福祉法人朋寿会 

ケアハウスやまなみ 社会福祉法人医真福祉会 

[意見 57]各社会福祉法人が定める料金規定の内容について 

中核市移行に伴い，軽費老人ホームにつき利用者が支払うこととなる利用料の

額等の基準の決定権限は，大阪府知事から八尾市長に移行した。しかし，各社会

福祉法人は，そのことに対応した改正ができておらず，府に権限があるかのよう

なままとなっており，市としても，この点の是正を求めないままとなっていた。

今後，こうした利用規定を的確に改めるよう，市として各社会福祉法人に対し，

指導を行うべきであった。また，これ以外の点においても，各種社会福祉法人が

定める軽費老人ホームの利用料金規定やその他の規定の内容については，適正・

正確に作成されているか積極的に内容を確認されたい。 
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・軽費老人ホ―ム・Ａ型 

ふじの里 

（利用料規定） 

【問題点】 

「大阪府が定める軽費老人ホームが入所者から受領する利用

料の額の改正に伴い変更を致します。」 

山本苑 

（利用料規定） 

【問題点】 

「ただし，大阪府が定める軽費老人ホームが入所者から受領す

る利用料の額の改正に伴い変更を致します。」 

 

・軽費老人ホーム・ケアハウス 

福寿ケアハウス

（福寿ケアハウス

利用料規程） 

【問題点】 

「利用料は大阪府が定める軽費老人ホームが入居者から受領

する利用料の額の改正に伴い変更されます。」 

グリーンライフ山

本苑 

（利用料規程） 

【問題点】 

「１人１か月当たりの基本料金は，「軽費老人ホームの設置及

び運営について（厚生省社会局長通知）（以下「設置運営要綱」

という）において国が定める別表Ｉの（１）生活費と（２）事

務費の合算額と同額とする。」 

ハピネス八尾 

（利用料規程） 

【問題点】 

「一人１か月あたりの基本利用料は，「軽費老人ホームの設備

及び運営について」（以下「運営基準」という。）において定め

る管理費，生活費及び事務費の合算額と同額とする。」 

グレイス八尾（ 

利用規定） 

【問題点】 

「厚生労働省の通達により，毎年基準額が値上がりすることが

あります。」 

ケアハウスやまな

み 

（ケアハウスやま

なみ利用料規程） 

【問題箇所】 

「ケアハウスの利用料は，国の定める基準に従って，管理費，

生活費，事務費，特別なサービスにかかる費用を合算した額と

なっています。」 

 

５ 老人福祉法に基づく「措置」など 

（１）老人福祉法に基づく入所措置 

ア 制度の概要 

老人福祉法は，65歳以上の者のうち，法律が定める事由があって，養護老人ホ

ームに入所させることが必要な者について，同法 11 条に基づき，養護老人ホー

ムに入所させる措置（以下では単に「措置」という。），又は，他の市町村が設置

する養護老人ホームに入所を委託する等を行わなければならないと定めている。 
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八尾市内でそうした事案が生じた場合，市内に存在する１か所の市立養護老人

ホームに入所させるか，又は，他市に立地する施設への入所が妥当と思われる場

合は，その判断を行い，その委託等を行うことになる。こうした判断につき，八

尾市では，福祉事務所長に権限を委任している（八尾市福祉事務所長に対する権

限委任規則１項 41号）。措置は，市が，さまざまなルートから事案を把握し，最

終的には本人の意思も尊重した上で，近親者の虐待等から救うためになされるこ

とが多い。 

 

イ 近年の件数（実績） 

八尾市における，実績は，以下のとおりである。 

平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

新規１件 新規０件 新規４件 

 

ウ 判断プロセス 

八尾市で平成 30 年度に行われた措置は，全て，老人福祉法 11 条１項のうち，

１号の措置である。すなわち，「65歳以上の者」であり，「環境上の理由及び経済

的理由（政令で定めるものに限る。）により居宅において養護を受けることが困

難なもの」に対する措置が，多くなされている。市では，各高齢者につき，法令

上の要件を満たしているかを判断し，それとともに，八尾市立養護老人ホーム（心

合寮）に入所させるか，又は，他市の養護老人ホームに入所の委託を行うか等の

判断を行っている。 

 

エ 入所判定委員会（附属機関） 

老人福祉法に基づく「措置」の判断は，専門家の所見を必要としている。 

平成 18年３月 31日付け厚生労働省老健局長通知「老人ホームへの入所措置等

の指針について」（老初第 0331028号）は，「市町村長（委任を受けた福祉事務所

長を含む。以下同じ）は，老人ホームへの入所措置を判定するため，市町村長（福

祉事務所長が委任を受けている場合にあっては，当該福祉事務所）内に老人福祉

指導主事，市町村老人福祉担当者，保険所長，医師（精神科医を含む。），地域包

括支援センター長及び老人福祉施設長のそれぞれの代表者で構成する「入所判定

委員会」を設置し，入所措置の開始，変更等にあたっては，入所判定委員会の意

見を聞くものとする。」とされている。当該通知においては，入所判定委員会は

「その者の健康状態，その置かれている環境等の状況等について総合的に判定を

行い，その結果を市町村長に報告をするものとする。」とされている。 
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これを受け，八尾市では，老人ホーム入所判定委員会を市の附属機関として設

置し，その構成員である各専門家委員の判断を経て，入所措置の判断の妥当性を

担保する形をとっている。ただし，近年，年間の開催日数は，ほぼ１回前後にと

どまっている。 

平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

１件 １件 １件 

入所判定委員会の構成メンバーは，以下のとおりである。 

平成 31年３月以前 平成 31年４月以後 

（１）医師（内科医又は精神科医） 

（２）八尾市民生委員児童委員協議会の会長

又は同協議会の会長が推薦する者 

（３）特別養護老人ホームの施設長の代表者 

（４）八尾市立養護老人ホーム施設長 

（５）八尾市福祉事務所老人指導主事 

（６）八尾市保険所長又は八尾市保健所長が

推薦する者 

（１)八尾保健所長又は八尾保健所長が推薦す

る者 

（２)医師（内科医又は精神科医） 

（３)八尾市民生委員児童委員協議会の会長又

は同協議会の会長が推薦する者 

（４)特別養護老人ホームの施設長の代表者 

（５)八尾市立養護老人ホーム施設長 

（６)八尾市健康まちづくり部健康推進課の課

長又は同課の課長が推薦する者 

（７)八尾市福祉事務所老人福祉指導主事 

[意見 58]入所判定委員会を設置する根拠条例について 

八尾市では，八尾市立養護老人ホーム条例では，「市長は，老人ホームへの入所

措置の要否を判定するため，老人ホーム入所判定委員会（以下「委員会」という。）

を設置する」（八尾市立養護老人ホーム条例４条）との定めに基づき，入所判定委

員会を設置している。 

この条例は，委員会を第一義的には「八尾市立養護老人ホーム」への入所を判

断するために設けられた附属機関と位置付けていることになるが，市立養護老人

ホーム以外に入所させる者の入所判定についても用いられてきた。 

しかし，同条例は市立養護老人ホームの設置条例であることを鑑みると,附属

機関としての委員会の設置については，特定の１施設の設置条例である八尾市立

養護老人ホーム条例ではなく，「執行機関の附属機関に関する条例」に明記する

ほうがより適切である。なお，他の地方公共団体の条例を確認したが，老人ホー

ム入所判定委員会を特定の１施設の設置条例のなかに記載している例，あるいは

特定の１施設への入所を判定する機関として設置している例は見当たらなかっ

た。 
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オ 委員長の選出過程 

[結果 13]条例上，必要な委員長の互選の手続について 

老人ホーム入所判定委員会は，市の附属機関であり，２年の任期ごとに委員長

を選ぶ必要がある。監査対象年度で言えば，前任の任期は平成 28 年４月１日か

ら平成 30年３月 31日であり，平成 30年度においては，新しい任期（平成 30年

４月１日から平成 32年３月 31日」に対応して，委員５名の互選により，委員長

を選任する必要があった。しかし，実際には，委員会が開催された当日（平成 30

年８月 23 日）においても，八尾市老人ホーム入所判定委員会規則５条１項（下

記）の規定に基づく「互選」により委員長を定めたといった議事録上の記載が見

当たらなかった。 

（委員長） 

第５条 委員会に委員長を置き，委員の互選により定める。 

２ 委員長は，委員会を代表し，会務を総理する。 

３ 委員長に事故があるときは，あらかじめ委員長の指定する委員がその職

務を代理する。 

また，この日以前から，医師の委員は，事実上の委員長として，年度の当初よ

り権限を行使しているが，委員長として選任されたことに関する根拠となるもの

は見当たらなかった。委員の互選は，必須の手続であり，①委員会を開催する日

に行うか，②それ以前に持ち回り決議の形で行うか，いずれかの方法で必ず行う

ようにされたい。 

 

カ 実際の措置における「委員長（議長）」の権限行使 

平成 30年に老人福祉法に基づく措置が行われた４件について全て，「八尾市老

人ホーム入所判定委員会規則」６条４項（下記）の「やむを得ない場合」に該当

するとして，委員会としての会議を開催するのではなく，委員長（「議長」）によ

る専決がなされる形となっている。 

（会議） 

第６条 委員会は，福祉事務所長が招集し，委員長が議長となる。 

２ 委員会は，委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は，出席委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，

議長の決するところによる。 

４ 福祉事務所長は，やむを得ない場合又は措置先の区分が明確な場合は，

持ち回り会議若しくは議長専決により委員会を省略することができる。 
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[意見 59]入所判定委員会を通さずに措置が行われた場合の扱いについて 

議長（委員長）以外の委員による関与は限定的である。 

ただし，入所判定委員会のうち合議体は，中長期にわたって施設入所が継続し

ている高齢者につき，その妥当性を検討する委員会という役割を有しているとも

いえる。議長（委員長）以外の委員は，年に１回の頻度で，継続的な入所の妥当

性の判断という形で関与している。 

ただし，委員長の専決による判断がなされた場合，委員長以外の他の委員に対

し，そのことをどのように情報提供（報告）を行うのかに関しては，規則上も明

確な定めがなく，また委員会内部においても特段の取り決めがない（例えば，９

月に専決により処分がなされると，翌年８月まで，他の委員は，事案を把握しな

いこともあり得る。）。委員長（議長）が専決を実施した場合について，本来，適

切な時期に，他の委員へ案件の報告がなされることが望ましい。また，そのこと

に関し，ルールを定めるべきである。 

 

キ 措置の手続 

（ア）手続の流れ 

措置を行う場合，事務上の手続的な流れは，以下のように行っているとのこと

であった（左側の番号については，整理のため，便宜上付したものである。）。 

(順序) (内容) 

１ 
措置が必要な高齢者につき，その事案を把握し，庁内調整等を行う（高齢介

護課がこうした事案を把握する端緒には，様々な場合がある。） 

２ 

措置は急を要するため，八尾市老人ホーム入所判定委員会を開催する暇が

ないため，入所判定委員会の議長専決を行うこととしており，「八尾市老人

ホーム入所判定委員会議長専決による入所判定審査の実施」についてとい

った決裁文書を作成し，高齢介護課長の決裁を得る。 

３ 老人ホーム入所判定委員の議長（八尾市内の医師）に連絡を取る。 

４ 
当該医師のもとに伺い，担当者が，口頭で事案を説明し，「老人ホーム入所

判定審査票兼措置記録台帳」の確認印欄に押印を求める。 

５ 
本人より，入所措置申出書を作成させ，また，可能であれば，収入申告書を

作成させ，所得情報等の収集に関する同意書を徴収する。 

６ これにより，現実に，当該対象者を施設に入所させる事実行為を行う。 

（※上記１から６までは，１日で行われている。） 

７ 

「養護老人ホーム入所措置の決定について」といった標題の伺書を作成す

る準備にとりかかる。なお，この意思決定（決裁）のためには，住民票の写

し等を取得し，それを添付している。また，八尾市の税務関係課を通じ，対
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象者の年金収入額の状況等を調査しておく必要がある。 

８ 
「養護老人ホーム入所措置の決定について」といった標題の決裁文書を作

成し，部長決裁を終える。 

９ 

「入所措置開始通知書」「徴収金額決定（変更）通知書」を作成し，福祉事

務所長の公印を押印した文書を本人に手渡す。あわせて，入所先（例えば，

八尾市立養護老人ホーム心合寮施設長）にも，「入所依頼書」「入所措置開

始通知書」を届けている。 

（※上記７から９までは，翌日以後に行うことになる。） 

なお，平成 18年３月 31日付けで，厚生労働省老健局長通知「老人ホームへの

入所措置等の指針について」（老初第 0331028 号）が改正される以前においては，

全国的に統一の「老人ホーム入所判定審査票」が用いられていた。しかし，現在

は全国的な統一が定められているわけではない。現行の通知では「入所措置の要

否判定においては，これまでの老人ホーム入所判定審査票の内容を参考としつつ，

それぞれの地域の実情に応じて，これに代わる審査票を作成する等，総合的な判

定に支障が生じないように努められたい。」とされている。 

[意見 60]入所措置を本人に通知する文書について 

現在，入所措置を行う場合に作成される文書（本人宛に通知する文書）には，

老人福祉法 11 条１項と記載があるのみで「号」の記載がない。それだけでなく，

処分理由に関しても「老人ホーム入居基準に該当するため」と記載するのみであ

り，それ以上の記載はない。しかし，老人福祉法の仕組み上，老人福祉法 11条１

項のいずれの「号」に基づくのかは，根拠条文を区別する意味で当然意味を持つ。

また，具体的にいかなる事実関係から，法令の定める「措置」の要件を満たすと

判断されたのかについての事実関係も記載されておく必要がある。 

[結果 14]老人ホーム入所判定審査票兼措置記録台帳」の日付欄について 

「老人ホーム入所判定審査票兼措置記録台帳」の確認印欄には，様式上，「老人

ホーム入所判定委員の確認印（平成＿＿年＿＿月＿＿日）」というように日付記

入欄がある。しかし，平成 30 年度に実際に行われた措置４件の全てを確認した

ところ，うち２件で，日付が未記入となっていた。この欄は，現実に，老人福祉

法に基づく措置を行う手続過程のなかで，委員（専決の場合は委員長）が，判定

行為に，いつ関与したのかを記録する重要な欄である。日付を必ず記載するよう

に徹底されたい。 
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[意見 61]老人ホーム入所判定審査票兼措置記録台帳」のうち，総合判定及びそれに

至る各種観点からの判定欄について 

「老人ホーム入所判定審査票兼措置記録台帳」では，措置の前提として，作成

担当者の所見を記載する欄が存在する。そこでは「医学による判定」「日常生活動

作による判定」「精神状況による判定」「経済的状況による判定」「家庭及び住居の

状況による判定」という合計５つの観点がある。そのうえで，最終的に「総合判

定（ア．要入院）（イ．養護老人ホームの対象）（ウ．特別養護老人ホームの対象）

（エ．老人ホーム入所の対象外）（オ．判定困難）」を区別することになっている。

これは，実際の事案に接している担当者が，老人福祉法 11 条１項各号のどの措

置を行うかを考える基礎的な要素として，その所見を記載することを想定してい

るものである。入所判定委員は，これを前提に判断し，及び市内部が措置を行う

意思決定を行う場合も，これが前提となる。 

また，仮に当該措置が争訟となった場合においても，市が行った判断の理由を

対外的に説明する資料となる部分である。事後的な検証の必要性からも，この欄

を必ず記載するように徹底されたい。 

[結果 15]入所措置の決定に関する決裁文書の日付について 

４件の文書を確認した結果，決裁文書（伺書「養護老人ホーム入所措置の決定

について」）では，全て，起案日・決裁日・施行日・完結日について，同一の日付

が記載されており，即日に全ての手続が終了しているかのような体裁となってい

ることが判明した。 

しかし，実際上，作成された決裁文書の一式を監査したところ，４件それぞれ

に，以下のような問題点が伺われ，「起案日・決裁日・施行日・完結日」と記載さ

れている日付どおりに文書が作成されていないことが明らかとなった。また，所

管課にヒアリングを行った際も，現実に措置を行う当日（対象者が施設に入るこ

ととなる日）に決裁文書（伺書）を整えることは困難であって，当日には何らの

文書も作成されておらず，対象の高齢者本人に「入所措置開始通知書」を交付す

る日は，数週間以上，遅くなっているとのことであった。 

 

 時系列上の問題点 書面上の不備 

事案Ａ 

（養護者からの心理

的・身体的虐待事案） 

 起案日・決裁日・施行日・完結日か

ら，７日遅れて公用請求で取得された，

住民票の写しが，資料として添付され

ていた。 

措置申出書に

押印なし 

事案Ｂ  起案日・決裁日・施行日・完結日か  
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（養護者からの心理

的・身体的虐待事案） 

ら，３日遅れた「課税状況調」の結果

が，資料として添付されていた。住民票

の写しは２頁のうち１頁しか添付され

ていないため，公用請求による取得日

は不明である。 

事案Ｃ 

（養護者からの心理

的・身体的虐待事案） 

 起案日・決裁日・施行日・完結日か

ら，10日遅れて公用請求で取得された，

住民票の写しが，資料として添付され

ていた。 

 

事案Ｄ 

（養護者からの心理

的・身体的虐待事案） 

 起案日・決裁日・施行日・完結日か

ら，19日遅れて公用請求で取得された，

住民票の写しが，資料として添付され

ていた。 

措置申出書に

押印なし 

この点，「措置」を行ったあと，高齢者本人に書面を交付するまで，２週間以上

の遅延が生じている現在の状況は是認できるものではない。措置は，処分性のあ

る行政行為であり，速やかに，本人に書面が交付されるべきである。措置がなさ

れた後も，本人に書面が交付されていない状況が継続し，本人や近親者が，処分

の内容や処分の理由を知る機会を得られない状況をもたらしている。 

なお，このように遅延が生じている事情としては，①八尾市は，伺書に「住民

票の写し」や「戸籍全部事項証明書」を添付する扱いを行っていること，②「入

所措置通知書」の決裁行為と，「徴収金額決定通知書」の決裁行為とを同時に行お

うとしていること等にあると思われる。福祉上の要請から，措置を極めて短期間

に行うことで高齢者本人を虐待等から保護する要請があることは理解しうるが，

文書事務の適正を確保されるよう，検討されたい。 

 

（イ）本人からの措置申出書の取得 

「措置申出書」については，本人が措置を希望していることを明らかにする書

面である。八尾市老人福祉法施行規則３条では，本人からの入所措置申出書が必

要とされており，福祉事務所長が「特別の事由がある」と認めた場合に，例外的

に申出書が不要とされている。 

（措置の申出） 

第３条 法第 11 条第１項の規定による措置を受けようとする者は，福祉事務所

長が別に定める入所措置申出書を福祉事務所長に提出しなければならない。ただ

し，福祉事務所長が特別の理由があると認める場合においては，この限りでない。 

２ 福祉事務所長は，前項の規定による申出が適当でないと認めたときは，その

旨を当該申出を行った者に通知しなければならない。 
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[意見 62]措置申出書における自署について 

これにつき，平成 30年度の各４件の「措置申出書」を確認したところ，市が，

最初から作成したと思われるパソコンで印字された「住所」「氏名」の記載のみに

なっており，本人の自署ないし押印のいずれもが存在しない事例が，複数，見受

けられた。 

上記のとおり，パソコンで印字された措置申出書が作成されている事案の場合，

事後的に当該事案を検証しようとしても，①本人が措置を希望していたが自筆が

困難であったのか，②本人が措置を希望していなかったのか，③本人が，文字で

あれ口頭であれ，意思表示をすることが全く困難であったのか等につき，客観的

な事実関係が何も残らない。そのため，八尾市老人福祉法施行規則３条１項本文

を適用したのか，同項但書を適用したのかも判然としない。当該書面は，本人の

申出があることを端緒に措置を行うことになるという意味で，手続上，極めて重

要な部分であり，措置の対象となる高齢者から署名か押印かのいずれかがなされ

るよう徹底されたい。 

仮に，当該高齢者が，筆記具を持てず，自筆もできない等の事情があったので

あれば，その旨を，記録に残すべきである。 

 

ク 費用の徴収 

老人福祉法に基づき措置を行った場合，本人（当該措置に係る者）又はその扶

養義務者から，その負担能力に応じて，当該措置に要する費用の全部又は一部を

徴収するとされている（同法 28条１項）。 

[結果 16]「徴収金額決定通知書」の実際の文書と，規則で定められた様式との差異

について 

八尾市では，老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則を定め，本人から，徴

収金を徴収しており，同規則では「徴収金額決定（変更）通知書」の様式が定め

られている（様式第２号）。ただし，実際に用いられていた書面を確認すると，次

の２点で，規則で定められた様式との不一致が確認された。規則で文書の様式を

定めている場合，実務において，それを用いずに別の形式の文書を用いることは

妥当ではない。たえず，現実に用いている文書と，規則上の様式との一致を確認

すべきである。特に，当該措置費の徴収が行政処分としての意味を持つにもかか

わらず，行政不服審査法・行政事件訴訟法に基づく教示文が欠ける事態となって

いることは妥当ではない。 

今後は，規則で定める様式に沿うように改められたい。 
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 様式第２号 実際に用いられていた書面 

① 正：納入義務者 誤：納税義務者 

② （行政不服審査法・行政事件訴訟

法に基づく教示文） 

 記載あり 

（行政不服審査法・行政事件訴訟法に基

づく教示文） 

 記載なし 

 

（２）生活管理指導短期宿泊事業 

八尾市では，①「生活習慣等の指導を行うとともに，体調調整を図る」目的，ま

た，②「介護者等による虐待の疑いがある場合等の緊急時の措置として，一時的に

高齢者の身柄を保護することにより，安全の確保を図る」目的で，生活管理指導短

期宿泊事業を実施している。これについては，法律や条例に基づく措置ではないこ

とから，強制的になされるものではなく，あくまでも利用者等からの希望（「申請」）

に基づき実施されるものである。平成 30年度において，八尾市では，合計８人が利

用し，延べ宿泊数は 127人であった（なお，平成 26年度から平成 29年度において

は，延べ宿泊数は最少 12 泊から最多 22 泊であり，平成 30 年度のみが特に多かっ

たことになる）。 

 

第５ 八尾市の指導監査業務 

１ 高齢者施策に係る指導監査業務の概要 

八尾市では，高齢者・障がい者・子どもを対象にした各種施設に関する各種の行政

指導・許認可の権限につき，福祉指導監査課の１課が所掌している（ただし，保育所・

認定こども園等については「子ども・子育て支援法」に基づき，こども未来部こども

施設課が権限の一部を担っている。）。一般的に，政令市では，高齢者に関する事業者

のみを担当する範囲で１つの課を構成することが多いが，中核市やそれより規模の小

さい市の場合，障がい者・子ども関係を含め，各種の権限を一手に担う形となってい

ることが多い。 

下記のとおり，高齢者関係の事業者・施設等に対する権限のなかでは，介護保険法

に基づく「指定」の権限や，指導・監査を行う権限については，①もともと市（市長）

の事務であるとされているもの，②本来は府（知事）の事務であるが，「大阪府福祉行

政事務に係る事務処理の特例に関する条例」に基づいて以前から八尾市の事務とされ

てきたもの，③八尾市が平成 30年に中核市に移行したことにより，従来は，府（知事）

の事務であるとされたものが市の事務となったもの，に分けられる。 

これを整理すると以下のとおりとなる。中核市に移行したことで，高齢者関係の事
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業者・施設に対する権限が大幅に増加している。 

 

「八尾市社会福祉施設等指導監査要綱」に基づく 

養護老人ホーム（※） 

軽費老人ホーム（※） 

社会福祉法（第１種社会福

祉事業）・老人福祉法 

※中核市 

特別養護老人ホーム（※） 定員 29 人以下が

「事務処理特例か

ら八尾市」 

定員 30 人以上が

「中核市」 

老人福祉センター（※） 社会福祉法（第２種社会福

祉事業）・老人福祉法 

事務処理特例から

八尾市 

隣保事業 社会福祉法（第２種社会福

祉事業） 

第二次地方分権一

括法における「市町

村」への法定移譲 

 

「八尾市指定居宅サービス事業者等指導及び監査要綱」に基づく 

指定居宅サービス事業者 

指定介護予防サービス事業

者 

介護保険法 事務処理特例から

八尾市 

指定居宅介護支援事業者 介護保険法 事務処理特例から

八尾市 

介 

護 

保 

険 

施 

設 

介護老人保健施設 介護保険法 ※中核市 

指定介護老人福祉施設 

（特別養護老人ホー

ム） 

介護保険法 ※中核市 

指定介護療養型医療施

設 

介護保険法 ※中核市 

介護医療院 介護保険法 ※中核市 

 

「八尾市地域密着型サービス事業者等指導及び監査実施要綱」に基づく 

指定地域密着型サービス事

業者等 

指定介護予防支援事業者 

介護保険法 市町村 

 

「八尾市介護予防・日常生活支援総合事業における第１号事業を行う指定事業者
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等指導及び監査実施要綱」に基づく 

介護予防・日常生活支援総合

事業の指定事業者 

介護保険法 市町村 

 

「八尾市有料老人ホーム立入検査実施要綱」 

有料老人ホーム 介護保険法 事務処理特例から

八尾市 

 

その他 

社会福祉法人（設立認可） 社会福祉法 

（同法に基づく「所轄庁」と

しての権限）（法改正により

「主たる事務所のある市の

区域内のみで事業を行って

いるものは市長」が権原を

有するとされる。） 

事務処理特例から

八尾市 

 

 

その他 

老人デイサービスセンター

（※） 

老人福祉法 

社会福祉法（第２種社会福

祉事業） 

事務処理特例から

八尾市 

（※）は，老人福祉法上の「老人福祉施設」 

 

２ 福祉指導監査課の指導監査対象事業者数 

ここでは，監査の対象となる施設や事業所の数を，大阪府の中核市（平成 29年度ま

でに中核市であった各市）と比較する（八尾市以外の統計については，政府統計（「平成

29年介護サービス施設・事業所調査」の数字を用いている。政府統計は，中核市・政

令市のみ，市ごとに掲載されている。）。 

まず，指定介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）等の「施設」については，市

の人口規模等と比例せず，八尾市は，人口 40万人から 50万人規模の市と同程度の施

設数を有している。八尾市は，中核市に移行したため，これらの施設に対する，監査

を行うこととなった。 
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 指定介護老人 

福祉施設の数 

八尾市 (15) 

高槻市 12 

東大阪市 18 

豊中市 13 

枚方市 15 

次に，介護保険法上，指定訪問介護事業所や指定居宅介護支援事業所を一例として

見てみる。八尾市は，人口 35万人前後の高槻市よりも事業所数の数が多く，その他の

市と比較しても，人口規模あたりの事業所数が，比較的多めであるという傾向にある。

これは，指定訪問介護事業所や指定居宅介護支援事業所等は，大都市である大阪市に

隣接する市（いわゆる衛星市）に多く立地する傾向があるためと説明される。 

 訪問介護事業

所の事業所数 

指定居宅介護支援

事業所の事業所数 

八尾市 [134] [115] 

高槻市 90 79 

東大阪市 313 250 

豊中市 188 153 

枚方市 175 146 

 

３ 全体的な指導及び監査の体制 

このような，介護保険関係の事業者に対する指導監査業務としては，全事業者を対

象とした「集団指導」を行う（年１回），②「個別指導」を行う，③そうした中で悪質

な業者を対象に「監査」を行うといった形でなされている。 

なお，厚生労働省は八尾市に対し，「介護保険法 197条及び自治法 245条４の規定に

基づく事務」の実施として，「八尾市が実施する介護保険法に基づく介護保険施設等の

指定及び指導・監査事務並びに業務管理体制に基づく監督事務」に対する聴取をして

いる。ここにおいて，厚生労働省の係官は「実地指導については，事業所におけるサ

ービスの質の向上，不正等の未然防止の観点から，指定の有効期間中に少なくとも１
．．．．．．．．．．．．．．．

回は実施することが望ましい
．．．．．．．．．．．．．

と考えているため，新規指定事業所への早期実施を行う
．．．．．．．．．．．．．．．．

よう計画を策定する
．．．．．．．．．

とともに，人員等の実施体制の見直しや効率的な実施方法も含め

て検討されたい。」（傍点は監査人注記）との指摘（平成 31年３月 25日付け）を行っ

ている。 
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したがって，各事業者に対し，①指定の有効期間内である６年の間に，一度は実地

指導を行うべく中長期的な計画を立てつつ，他方で，②特に「新規指定事業者」は，

事務的なミスや制度の理解不足が散見されることから，「指定」を受けた後できるだけ

早期に実地指導を行うことが求められており，限られた人的リソースで，これを両立

していくことが悩ましい課題となっているとのことであった。 

なお，「介護保険施設等に対する実地指導の標準化・効率化等の運用指針について」

（令和元年５月 29 日付け老指発 0529 第１号）では，「事業所が年々増加傾向にある

中，実地指導は集団指導と併せて効果的に実施するなど一層の効率化が求められてい

る。」と通知されている。各市は，効率性の観点から，集団指導・実地指導の在り方を

工夫することが求められている。 

 

４ 特に指定取消がなされた案件について 

（１）平成 30年度中に介護保険法上の指定取消が行われた事案 

八尾市では，平成 30 年度に，介護保険法上の指定取消しを行った案件が１件の

み存在したため，当該事案について，重点的に監査を行うこととした。 

実地指導 平成 29年９月４日 

監査の開始（＊） 平成 29年９月４日から平成 30年 12月５日 

聴聞主催者の指定 平成 31年３月５日 

聴聞 平成 31年３月６日 

行政処分 平成 31年３月 28日 

当該事案は，八尾市内に所在するＢ社が，「居宅介護支援事業所」としての指定及

び「訪問介護事業所」として指定を受けていたものである。 

この点，上記記載の処分日に，「居宅介護支援」に関しては，介護保険法 84条１

項 6号，同項 14 号に該当するとして「指定取消し」処分がなされた。また「訪問介

護」に関しては，介護保険法 77条１項４号，同項 11号に該当するとして「指定の

一部効力停止」処分がなされた。なお，Ｂ社は，過去の実地指導においても問題点

を指摘されていた。 

 

（２）時系列上の整理 

本件では，実地指導が行われ，監査が開始したのが平成 29年９月４日であり，そ

の後，代表者や従業員への聴取（監査調書の作成）がなされている。ただし平成 30

年度中には，福祉指導監査課の職員が，対外的には稼働していないように見受けら

れる時期があり，結果的に，行政処分は平成 31年３月 28日になされている。 
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この経緯につき，所管課にヒアリングを行ったところ「事案の分析検討や，法律的

な論点の検討に，特別の時間を要していたわけではない。」「当該事業者の代表者に対し，

架電しても電話が不通であったこともあるし，文書送付に対しても反応がない等の対応

が継続したことが主な原因である。」とのことであり，また「可能な限り，当該事業者

と連絡を取った上で，正確な事実認定のもと，監査を終結させ，厳重な処分を行うこと

が相当と考えていた。」とのことであった。 

なお，介護保険法上，指定の有効期間は６年とされており，行政処分として指定

取消が行われるまでは，当該業者は，介護保険給付を行える地位が継続する。した

がって，実際には休業・廃業状態にあることが濃厚な事業者であっても，新たな不

正請求・不当請求を生まないため（もちろん，当該事業者が悪質なサービスしか提

供していない場合には，新たな被害者を生まないため）にも，早期に処分を行うこ

とが求められている。 

[意見 63]監査が開始した後に当該事業者に連絡がつかなくなるケースへの対応に

ついて 

所管課は，当該事業者に対する不当性につき，当初からある程度の概要を把握し

ていたようであり，行政処分までに１年６か月以上を要したことを正当化する事実

関係は見当たらなかった。そうであるとすると，実地指導から行政処分までに時間

が経過しすぎているといえる。上記のとおり，監査対象事業者の代表者が，呼び出

しに応じない場合にあっても，迅速な処分を行うべきであった。 

今後，同種事案が生じた際に，監査対象事業者の代表者ないし従業員等が呼び出

しに応じない場合について，どのような対応を行うべきか検討し，庁内で方針を共

有するなどして，改善されたい。介護関係事業者が適正な手続を経ないまま，実質

的な廃業に至ってしまう例は，今後も生じうると思われる。 

 

（３）行政手続法との関係 

本件は，行政手続法（以下「行手法」という。）上の「不利益処分」（同法 12条）

に該当し，同法の定めに基づき聴聞（同法 13条１号）を行うべく，事前にその通知

を行い，実際に聴聞期日を開催する必要がある。これらの各プロセスが，行手法，

及び関係例規に適合しているかについて点検を行った。この事例では，行政処分の

前に「聴聞」が実施されているところ，聴聞の主宰者については，行手法 19 条１

項，八尾市聴聞等の手続に関する規則７条１項に基づいて，地域福祉政策課長が指

定されている（決裁日：平成 31年３月５日）。この点，所管課にヒアリングを行っ
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た結果，福祉指導監査課以外の課から適切な者を選定すべく，通例，地域福祉政策

課長を選定している（この１件に限らず，一般的にそのような取扱いを行うことが

多い。）とのことであった。 

[意見 64]指定取消等の処分を行うに際し，「聴聞」を行う場合における聴聞主宰者

の選定手続について 

行手法によると，公正中立な立場から「聴聞」手続を主宰する者が必要であると

の考えにより立法がなされており，それを担保するため，主宰者となりえない者に

関する規定（除斥）が存在（同法 19条２項）し，万が一，これに反していた場合に

は，不利益処分の有効性に疑義が生じることとなる。このことを考慮すると，聴聞

主宰者を決定する庁内の意思決定過程にあっては，当該職員が行手法上の除斥事由

に該当していないかについて，書面等により確認した上で，選定を行うべきである。 

[結果 17]指定取消等の処分を行うに際して作成される聴聞結果報告書について 

聴聞主宰者が，開催結果の報告を文書で行うこととなっている。これについては，

行手法 24条３項，八尾市聴聞等の手続に関する規則 11条３項・同規則様式第７号

により，聴聞結果報告書については，押印が必要とされている。これにつき「印」

が押されていない。これは，聴聞主催者が自らの名と責任で，聴聞を実施したこと

を示すものであり，上記規則のとおり，押印を省略しえない文書である。 

 

（４）文書事務 

平成 30 年度中に指定の取消等が行われた事例においては，福祉指導監査課が事

業者に発出する文書であって，内容上「軽易な文書」とはいえないものが「公印省

略」で作成されていた。 

[結果 18]監査の過程で作成されている文書（個別の事業者に発出するもの）のう

ち，公印省略の形式で作成されているものについて 

八尾市の「公印の使用について」（平成７年 10月 13日公総第 164号，下記抜粋）

では，庁内相互間の文書か否か，又は「軽易」な文書か否か等を基準に，公印の省

略を行いうるものとされている。福祉指導監査課の行う業務のうち，対事業者に発

出する文書のうち，少なくとも紛争性のある関係の文書は，公印省略を行うべきで

はないと考えられる。省略の可否を，全体的に点検されたい。 

１ 発送文書の押印について 

 発送文書には，公印及び契印を押さなければならない。ただし，次の各号に

掲げるものについては，この限りでない。 
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(１) 庁内部課等の相互間における往復文書 

(２) 行事等の通知文書，招待状，案内状，あいさつ状等の書簡で軽易なもの 

(３) 回覧等の文書で直接法律効果を生じない文書 

(４) 刊行物，資料等の送付文書 

(５) その他軽易な文書 

 

第６ 共通事項～第３ないし第５における個別の結果・意見を踏まえて～ 

１ 契約事務について 

（１）随意契約による契約の在り方について 

ア 随意契約理由（２号随契）についての判例の考え方とこれへの批判 

自治令 167 条の２第１項第２号の解釈につき，最高裁昭和 62 年判決には，以

下のとおり説示されており，「性質又は目的が競争入札に適しない」との判断に

つき，地方公共団体には相当程度の裁量が認められている。 

＜最高裁昭和 62年判決抜粋＞ 

「競争入札の方法によること自体が不可能又は著しく困難とはいえないが，不

特定多数の者の参加を求め競争原理に基づいて契約の相手方を決定することが

必ずしも適当ではなく，当該契約自体では多少とも価格の有利性を犠牲にする結

果になるとしても，普通地方公共団体において当該契約の目的，内容に照らしそ

れに相応する資力，信用，技術，経験等を有する相手方を選定しその者との間で

契約の締結をするという方法をとるのが当該契約の性質に照らし又はその目的

を究極的に達成する上でより妥当であり，ひいては当該普通地方公共団体の利益

の増進につながると合理的に判断される場合も同項一号に掲げる場合に該当す

る」12 

しかし，上記最高裁判決に対しては，「要件をかなりルーズに解釈している」，

「やや広すぎる解釈という感は否めない」，「（上記最高裁判決の射程は）契約相

手方の個性が特に色濃いとみられる態様の契約類型」についてのものであり，他

の類型の契約についての一般化は必ずしも適当ではないとの批判もされている

ところであり，かつ，上記最高裁判決以後の法制度の変化にも注意が必要である

（「平成 11年２月の令改正により価格以外の要素を含めた総合的な判断により落

札者を決定できることになったため，最高裁の論理を現在そのまま適用すること

はできない」との意見）（以上につき，地方自治判例百選〔第４版〕91 ページ榊

原秀訓「競争入札に適するか否かの判断基準」より）。 

                         
12 法令改正により，昭和 62年当時の１号が現在２号へと条項が変更となっている。 
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イ 八尾市随意契約ガイドライン等 

八尾市随意契約ガイドラインにおいても，２号随契（性質随契）により契約を

締結することについては「その業務が特定の者でないとできないのかどうかを客

観的に検討する必要がある」と限定的に理解し，八尾市の契約事務に関する研修

会資料（令和元年７月 30 日実施）においても，あくまでも随意契約は競争入札

を原則とする地方公共団体の契約の例外的方法であり，厳格に適用する必要があ

ることが明確に示されている（４ページ）。 

 

ウ 歳出削減（行財政改革の視点）からの検証 

また，随意契約は，競争性が働かず，特に複数の見積りを取得しない場合（２

号随契の場合は複数の見積りを取得しない場合が多い），契約金額が妥当性を欠

くものとなり，八尾市の歳出の増大を招くおそれもある。 

 

エ 随意契約による契約の在り方のまとめ 

以上からすると，あくまでも随意契約は競争入札を原則とする地方公共団体の

契約の「例外的方法」であり「厳格」に適用する方向での運用をすべきであると

いえる。 

 

（２）高齢介護課における契約方法（一覧） 

平成 30 年度における高齢介護課所管の契約金額 100 万円以上の契約は，以下の

とおり，ほぼすべての契約が，２号随契によりされていた。 

 

番

号 
起案番号13 案件名 

契約金額 

（単位：円） 
契約方法 

1 

1 

街かどデイハウス介護予防事業業務 1,974,876 

随意契約（２号） 

2 街かどデイハウス介護予防事業業務 1,974,876 

3 街かどデイハウス介護予防事業業務 2,592,024 

4 街かどデイハウス介護予防事業業務 3,209,172 

5 街かどデイハウス介護予防事業業務 2,592,024 

6 街かどデイハウス介護予防事業業務 3,209,172 

7 街かどデイハウス介護予防事業業務 3,157,743 

                         
13 起案番号は，断りなき限り平成 30年度 
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8 街かどデイハウス介護予防事業業務 3,209,172 

9 街かどデイハウス介護予防事業業務 3,209,172 

10 街かどデイハウス介護予防事業業務 2,489,166 

11 16 介護給付適正化指導事業 3,402,000 随意契約（２号） 

12 25 生活支援コーディネーター業務 4,852,883 随意契約（２号） 

13 30 認知症初期集中支援推進業務 4,085,000 随意契約（２号） 

14 

31 

地域包括支援センター萱振苑 19,100,061 

随意契約（２号） 

15 地域包括支援センター長生園 19,111,185 

16 地域包括支援センター緑風園 19,165,623 

17 地域包括支援センターサポートやお 19,097,280 

18 地域包括支援センター成法苑 19,074,723 

19 地域包括支援センターあおぞら 19,162,842 

20 地域包括支援センター寿光園 18,990,420 

21 地域包括支援センター信貴の里 19,140,594 

22 地域包括支援センタースローライフ八尾 19,060,509 

23 地域包括支援センター太子堂 19,137,813 

24 地域包括支援センターりゅうげ 18,959,046 

25 地域包括支援センタースローライフ北 18,576,450 

26 地域包括支援センター中谷 18,683,364 

27 地域包括支援センター楽寿 18,990,420 

28 地域包括支援センター久宝寺愛の里 18,893,484 

29 32 地域包括支援センターブランチ業務 3,788,531 随意契約（２号） 

30 33 認知症地域支援推進員業務 5,600,000 随意契約（２号） 

31 36 
介護保険サービス事業者情報提供システム運用保

守業務委託契約 
2,112,480 随意契約（２号） 

32 37 介護保険事業運営支援業務 1,512,000 随意契約（２号） 

33 38 シルバーハウジング生活援助員派遣事業 3,600,000 随意契約（２号） 

34 47 介護保険の窓口業務 20,217,600 
随意契約（Ｈ27年

度プロポーザル） 

35 60 介護保険料納入通知書等封入封緘業務 3,259,823 指名競争入札 

36 71 短期集中トレーニング PLUS教室業務 5,832,000 
随意契約（当年度

プロポーザル） 

37 72 短期集中トレーニング教室業務 2,125,440 
随意契約（当年度

プロポーザル） 

38 99 
介護保険システム法改正に伴う平成 30年度改修

業務委託契約 
18,144,000 随意契約（２号） 

39 106 独居・寝たきり高齢者実態調査業務 2,595,600 随意契約（２号） 
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40 178 第 56回金婚式・長寿を祝う会開催業務 2,456,296 随意契約（２号） 

41 
27－31 

(Ｈ27年度） 
緊急通報システム運営事業 3,277,152 

長期継続契約 

（Ｈ26年度入札） 

42 
459 

（Ｈ29年度） 
介護保険システム運用保守業務委託契約 6,180,912 

長期継続契約 

（Ｈ29年度２号） 

43 
491ほか 

(Ｈ29年度） 

介護保険システム及び高齢福祉システムのサー

バ・端末・プリンタ機器等一式並びに機種更新に伴

う対応業務のリース契約 

7,748,784 
長期継続契約 

（Ｈ29年度入札） 

（高齢介護課作成資料と起案決裁文書に基づき監査人作成） 

 

（３）個別の結果及び意見の概要と共通指摘事項（意見） 

[意見 65]２号随意契約が可能な場合の考え方，及び庁内の周知徹底について 

また，厳密な合規性の検証は，個別の事案ごとに地方自治体の裁量権の逸脱濫用

が認められるか否かという観点から行われなければならないが，少なくとも，前記

第３の２(３)の[意見１]，前記第３の６（１）の[意見 19]及び前記第３の 10（３）

の[意見 36]のとおり，随意契約理由につき，合規性に疑義がある例が散見された。 

これらの契約は，いずれも福祉政策にかかわる業務の委託契約であり，「競争入札

の方法によること自体が不可能又は著しく困難とはいえないが，不特定多数の者の

参加を求め競争原理に基づいて契約の相手方を決定することが必ずしも適当では

なく，当該契約自体では多少とも価格の有利性を犠牲にする結果になるとしても，

普通地方公共団体において当該契約の目的，内容に照らしそれに相応する資力，信

用，技術，経験等を有する相手方を選定しその者との間で契約の締結をするという

方法をとるのが当該契約の性質に照らし又はその目的を究極的に達成する上でよ

り妥当であり，ひいては当該普通地方公共団体の利益の増進につながると合理的に

判断される場合」に当たるとして２号随契によることが可能な場合もあると思われ

る。 

しかしながら，２号随意契約が可能な場合は，抑制的に（厳格に）捉えるべきで

あることについては，前記（１）において述べたとおりである。八尾市におかれて

は，研修の際に配布する手引・注意喚起文書などにより，本来あるべき，適切な随

意契約理由の記載の例を示す（たとえば，どのような理由で契約相手を当該１者と

判断したのか，客観的な事実に即し，事後に検証可能なように，正確に記載した書

き方の例を示す）などして，一層の注意喚起をするべきである。 
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２ 文書事務について 

（１）特に契約に関する過去の文書の保存状況 

本監査において，過去の契約締結に関する経緯が，文書の保存期間との関係で廃

棄されているために，過去にさかのぼった検証ができないという事案が複数存在し

た。例えば，国保連への共同処理業務委託契約において，国保連に委託可能な事務

のうちから委託項目を選定した際に，どのような視点でどのように判断をしたのか，

過去の意思決定過程に関する資料が発見されないという事実が認められた（[意見

18]）。また，出版社に著作権が留保されているとして，当該著作物の印刷業務を，

継続的に同出版社に随意契約により発注しているが，その事業者に著作権が留保さ

れていることを示す過去の契約書が発見されないという事実が認められた（[意見

23]）。 

このように，後年の事務に影響を与える基本的な合意をした契約文書や，後年に

引き継ぐべき意思決定の過程を示した文書は，確実に管理・保管するべきであるが，

これらの文書が確実に保存されていない事象が判明している。 

 

（２）八尾市文書取扱規程などとの関係 

これらは文書保存上の問題であるから，八尾市文書取扱規程（以下「文書規程」

という。）及び八尾市文書保存種別の標準規程（以下「保存種別規程」という。）に

即し，合理的な運用方法について，以下検討する。 

八尾市においては，文書起案時に，文書規程及び保存種別規程に即して主管課に

おいて「保存年限」が定められる。一般的に，契約事務にかかわる文書は，通常，

５年（保存種別規程 第３種 「(６)工事又は物品に関するもので重要でないもの」，

又は「(７)予算の令達及びその執行に関するもの」），10 年（保存種別規程第２種

「(５)工事又は物品等に関する契約で重要なもの」）として，保存期間が定められて

いる。 

そして，契約文書は，「当該契約事項の履行の終わった日」を文書の完結日とし

（文書規程 44 条（２）），完結日の属する年度の翌年度の４月１日から文書の保存

期間が起算され（文書規程 45条），保存期間を経過した保存文書については，原則

として廃棄しなければならず，例外的に，「特に保存する必要があると認めるもの」

については，主管課長は総務課長と協議のうえ，更に保存期間を定めて保存するこ

とができる（文書規程 48条）とされる。 
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[意見 66]保存が必要な契約文書についての的確な文書事務について 

文書規程の内容を前提とすれば，長期間保存すべき契約文書であっても，当初の

保存期間が経過した際に，主管課長が，「特に保存する必要があると認める」という

判断をしなければ，保存期間（契約の場合，最長でも 10年）の経過により自動的に

廃棄されることとなる。 

文書保存期間の満了時に，過去の事務に関する文書の内容を確認し，保存すべき

かどうか的確な判断をなすことは，困難な場合も多いと思われる。その結果，例え

ば，国保連への委託時の判断過程が不明となったり，継続的に印刷が続いている著

作物にかかわる契約文書が廃棄されるという，本監査で判明したような事象が生じ

たものと考えられる。そこで，文書の内容によって保存が必要と判断される文書は，

運用･解釈上の工夫のうえ，確実に保存するべきである。 

具体的な手法として次の方法が考えられる。 

まず，後年の事務に影響を与える基本的な合意をした契約文書（取引基本契約の

たぐいが典型であるが，本件のように，個別の事務に関する契約であっても，後年

も続く権利関係が合意内容に含まれる文書）は，当該合意にかかる事務が継続する

限り「当該契約事項の履行が終わった」（文書規程 44条(２)）ものと解さず，文書

が「完結」したとの処理をせず，文書保存期間を起算させない（文書規程 45条）こ

とによって，契約文書を引き続き管理し続けることが考えられる。他の方法として，

過去の稟議（決裁文書）における判断過程部分を引き継ぐことに意味があるような

文書の場合（国保連への委託にかかる判断過程がその例である。），過去の事務にお

ける判断過程部分を，後年事務における稟議文書に添付するか，毎年引き継ぐよう

に記載していく方法が考えられる。 

 

第７ 最後に 

１ 当職は，令和元年７月 26日から令和２年１月 27日までの約半年間に亘り，「高齢者

福祉に関する事務の執行について」をテーマとし，木虎孝之弁護士，福岡智彦弁護士，

稲辺大志弁護士，木岡昌裕弁護士，石崎一登公認会計士，増田千春公認会計士を補助

者として，関係者への質問，関係書類等の閲覧・突合等を実施し，その実態を調査・

検討するとともに，地域包括支援センター（地域型・基幹型）の現地調査を行うなど

して，監査を行った。 

２ 上記のテーマを選定した理由は，八尾市において「高齢化の進行・生産年齢人口の

減少」とこれに伴う「税収入の減少」が見込まれる状況の中，高齢者福祉に関する支

出の増大等による「財政の硬直化」がさらに進むことが懸念され，かつ，介護保険に



191 

 

ついても要介護・要支援認定者，介護保険特別会計の規模の拡大が進む中で福祉の充

実がさらに要請されていることなどの状況を踏まえ，①「高齢者福祉施策」の合規性

のみならず，②現在の高齢者施策の必要性，適切な受益者負担のあり方，公民協働の

可能性，介護保険制度運営の円滑な実施など，現在の施策を総合的な視点から点検す

ることや，③事業計画の策定とそれに基づく事業運営が適切に実施されているかにつ

いて，経済性・効率性・有効性の観点から検証を行うことが有用であると考えたため

である。 

３ 八尾市は，中核市に移行14する前の平成 14年度から条例により包括外部監査を行っ

てきた自治体であり，かつ，包括外部監査で指摘された事項や意見・提言に真摯に対

応していることが外部からも高く評価されている自治体である15ため，なるべく，この

監査の結果を活用していただきやすいよう，可能な限り，指摘事項を具体的なものと

し，どのように改善すべきであるのかということについても踏み込んだ記載をするよ

う努めた。 

４ 振り返ると，地域包括支援センター（地域型及び基幹型）の現地調査を行わせてい

ただいたことは大変有意義であったと感じている。 

極めて多忙な状況の中で，当職を含む監査チームのメンバーに対し丁寧に各地域包

括支援センターの業務等を説明していただき，当職らからの各種の質問にも答えてい

ただき，また，業務の実情などについて率直な意見をお聴かせいただいた地域包括支

援センターの皆様に，深く感謝している。 

地域包括支援センターの役割は重要性を増しその業務量は増加の一途をたどってい

るところ，他方で，専門職たる有資格者人材の確保にも困難が生じていること，しか

しながらそのような状況でも，できる限り的確に地域の方々の様々な相談に応じるべ

く有用な情報をファイルにまとめ，困難案件を始めとする個別ケースの情報を職員間

で共有し八尾市とも連携しながら対応していること等，短時間ではあったが，その実

情に触れることができた。 

５ 最後に，結果や意見として述べることが困難であるため，本文中では記載できなか

ったことを記載したい。 

八尾市では，例えば，ある契約について，随意契約により契約を締結することが可

能なのか，より開かれた契約方法である入札による必要があるのかなどについては，

基本的に所管課の判断に委ねられており，他課が関与することはない。総務部契約検

査課は「契約事務に係る企画及び調査研究に関すること」を所掌しているが，ガイド

                         
14 平成 30 年４月に中核市に移行 
15 2018 年版包括外部監査の通信簿においてもＡランクの評価を受けている。 
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ラインの発出や研修にとどまり，それ以上に，市の契約事務全体を統制する機能まで

は果たしていないとのことであった。 

しかし，この監査報告書で述べたような契約事務に係る問題点（特に随意契約の多

用等）は，必ずしも高齢介護課だけの問題であるとは思われず，各課が行っている様々

な契約に同種の問題が潜んでいるのではないかと思料された。 

思うに，高齢介護課を始めとする各課は，契約手続（入札手続等）に通暁している

わけではなく，日々の業務も多忙であるから，これまで随意契約により締結されてき

た契約を自らが担当となった時点で入札に切り替えるというリスクを大きな負担を負

いながら行うことを期待することはできない。特に福祉部門においては，価格競争を

重視した契約方法を選択した結果，不適切な契約相手を選定してしまった場合，その

不利益が社会的には弱者と呼ばれる方々に及ぶことから小さなリスクをとることすら

困難な状況にある。 

福祉部門を始めとする各担当課が随意契約によらない方法で契約を締結するという

本来あるべき方向性を進めるためには，例えば以下のような対応を契約専門部署が検

討をし，適切な時期に，適切な範囲から実行することにより，「一般競争入札を，より

利用しやすいもの，よりメリットの大きいものとするための改革」を，八尾市全体の

視点から進めるべきである。 

① 一般競争入札の弱点を補うことのできる方法を検討し，周知する。 

適切な参加資格の設定方法に関するノウハウを具体的に周知する。 

総合評価方式などの各種入札手続のスキルを共有する。 

② 入札案件の周知性を高める方策を取り入れる。 

市のホームページに入札公告を短期間掲載したとしても，適切なタイミング

で参加可能業者が，当該入札が行われていることを知ることは困難である。参

加資格を有する業者に自動的に入札案件の周知メールが届くようにし，競争性

を高めるべきである。 

③ 複数の参加可能事業者へのアンケートを定型書式等により行い，その結果を入

札手続に反映させることを導入して継続するべきである。 

入札時期の平準化，一括発注，適切な参加資格の設定（特に「その他要件」），

予定価格の妥当性の確保など，より良い入札手続を行うためには，参加業者の

ニーズ等を的確に把握する必要がある。 

例えば，入札時期の平準化は，八尾市のみでグラフなどを用いることにより

その達成度を把握することができるが，事業者の繁忙期などを把握しているか

どうかはわからない。また，一括発注を進めても規模が大きくなりすぎると，



193 

 

かえって参加可能な業者が減少し，競争性が極端に低下することにもなりかね

ない。１者応札が続く原因が，業務の適正な履行確保のためには必要ではない

（過剰な）要件が参加資格に定められていることにある場合もある。 

最善の入札は，常に同じではないから，問題のある案件や重要な案件について

は複数の参加可能事業者へのアンケートを定型書式等により行い（電話聴取でも

よい。），その結果を入札手続に反映させるべきである。 

 

最善の契約方法へ向かう改革は，現場の混乱を抑えつつゆっくりと，ときには試行

錯誤を繰り返しながらも着実に進めてゆく必要がある。 

これらのことは，長期的にみれば，八尾市の歳出の削減に，確実に貢献すると考え

る。 

以上 


