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第１．監査の概要 

 

１．監査の種類 

地方自治法第 252条の 37第 1項、第 4項及び福岡市外部監査契約に基づく監査に関する

条例第 2条に基づく包括外部監査である。 

 

２．選定した特定の事件 

（１）包括外部監査対象 

高齢者福祉及び介護保険事業の運営管理について 

（２）包括外部監査対象期間 

平成 20年度（自平成 20年 4月 1日 至平成 21年 3月 31日） 

ただし、必要に応じて過年度及び平成 21年度の一部についても監査対象とする。 

 

３．特定の事件を選定した理由 

わが国は、平均寿命の延伸と尐子化の進行による若年人口の減尐から、世界に例を見な

い速さで高齢化が進展し、平成 19年には高齢化率が初めて 21％を超え、5人に 1人が高齢

者という、「本格的な高齢社会」となっている。 

市の高齢化率は全国平均と比べると低いものの、今後急速に高齢化が進むものと推計さ

れており、今後到来する「本格的な高齢社会」に向けた準備を着实に進めていく必要があ

る。 

市においては、平成 20 年 6 月に「政策推進プラン」（平成 20 年度から平成 23 年度）を

策定し、支え合い助け合いのしくみづくりと利用者本位の保健福祉サービスの提供や高齢

者の健康と福祉の向上など、「支え合い助け合い、生き生きと暮らせる健康・福祉のまちと

なる」を政策目標の一つとして掲げ、各種施策に取り組むこととしている。 

また、市では、平成 17年 3月に「福岡市保健福祉総合計画」の分野別計画として「高齢

者プラン（老人福祉計画を含む。）」を、平成 18年 3月に「第 3期福岡市介護保険事業計画」

をそれぞれ策定し、両計画に基づいて高齢者保健福祉施策の総合的な推進に努めている。 

なお、平成 21年 3月には、平成 21年度から平成 23年度までの 3年間における市の持続

可能な高齢者保健福祉施策の総合的な推進と介護保険制度の円滑な实施を図るため、高齢

者に関する各種施策の基本方針及び具体的な事業展開並びに介護保険制度運営の基本とな

る各種サービスの見込量等を定めるものとして、「老人福祉計画」と「第 4期介護保険事業

計画」を「福岡市高齢者保健福祉計画」として一体的に策定している。 

このような状況に鑑みて、高齢者福祉及び介護保険事業の運営管理について検討するこ

とが必要かつ有用であると判断した。 
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４．監査対象局等 

保健福祉局の総務部監査指導課、同計画課、保健医療部保健予防課、健康福祉のまちづ

くり部社会参加推進課、同地域福祉課、同地域保健課、及び高齢者・障がい者施策推進部

施策推進課、同在宅支援課、同施設支援課、同介護保険課 

なお、市直営の養護老人ホームである松濤園については实地調査を行った。 

また、福岡市の財政援助団体である社団法人福岡市シルバー人材センター及び社団法人

福岡市老人クラブ連合会についても实地調査を行った。 

 

５．監査の要点 

地方自治法第 2条第 14項に掲げる最尐の経費で最大の効果を目指す 3Ｅ（経済性・効率

性・有効性）の観点を重視しながら、関係法令等への合規性について实施した。 

具体的には、高齢者福祉及び介護保険事業の財務に係る執行事務や運営管理が、関係法

令や諸規定に準拠して行われているか、また高齢者福祉及び介護保険事業が全体として経

済的、効率的、効果的に運営されているかを着眼点として主に、以下の監査要点について

監査を实施した。 

（１）高齢者保健福祉事業全般 

・高齢者保健福祉施設の状況 

・社会福祉法人等（老人福祉施設を含む）の指導監査 

・介護保険における指導監督 

・介護实践者等に対する研修 

・第三者評価体制 

・社会福祉法人等の決算分析 

（２）介護保険事業の運営管理（介護保険料の徴収管理を含む） 

（３）地域支援事業及び高齢者福祉サービスの運営管理 

（４）補助金交付の執行管理 

（５）契約事務の執行管理 

（６）指定管理者制度の運営管理 

（７）固定資産（公有財産）の管理 

（８）財政援助団体の運営管理 

 

６．主な監査手続 

（１）関係部署からの説明聴取及び関係者に対する質問 

（２）内部管理資料等の閲覧 

（３）比率分析等の分析的手続 

（４）関係諸帳簿及び証拠書類との照合 

（５）市立養護老人ホーム松濤園の实地調査 
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（６）社団法人福岡市シルバー人材センターの实地調査 

（７）社団法人福岡市老人クラブ連合会の实地調査 

 

７．監査の实施期間 

平成 21年 8月 20日から平成 22年 3 月 19日まで 

 

８．包括外部監査人及び補助者 

（１）包括外部監査人 

公認会計士   青 木 幸 光 

（２）補助者 

公認会計士   千々松 英樹   公認会計士   越 智  大 

公認会計士   加 藤 太 一   公認会計士   坂 邊 淳 也 

公認会計士   金 子 智 博   公認会計士      中 野 洋 一 

   公認会計士有資格者  森  慎一郎   公認会計士有資格者  崎 西 明 子 

   公認会計士有資格者  大 園 隆 志 

 

９．利害関係 

包括外部監査の対象とした事件につき、地方自治法第 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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（注 1）：本報告書の金額表示について 

本報告書に含まれている表の内訳金額については、原則として千円未満切捨て表示を

行い、端数処理の関係で合計金額と一致しない場合がある。また、文中に数値を引用し

た場合にも端数処理の関係で金額が一致しない場合がある。 

 

（注 2）：自治体の表記について 

「福岡市」の表記は特に強調する場合を除き、「市」として統一表記を行っている。 

 

（注 3）：高齢者保健福祉施設の表記について 

法令等の引用の場合を除き、以下の表記に統一している。 

老人福祉施設 

老人福祉法上の運営施設（養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム

等） 

介護保険施設 

介護保険法上の運営施設（介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療

施設等） 

なお、介護老人福祉施設は、老人福祉法上の特別養護老人ホームと同じであるため、 

特別養護老人ホームとして統一表記を行っている。 

 

（注 4）：本報告書中の匿名の扱いについて 

高齢者保健福祉施設、社会福祉法人等について、事業の運営に支障をきたすおそれが

あるものは市の要望により匿名とした。 
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第２．福岡市の高齢者保健福祉の概要 

 

１．市の高齢者保健福祉施策について 

わが国は、平均寿命の延伸と尐子化の進行による若年人口の減尐から、世界に例を見な

い速さで高齢化が進展し、平成 19年には高齢化率が初めて 21％を超え、5人に 1人が高齢

者という、「本格的な高齢社会」となっている。 

市の高齢化率は全国平均と比べると低いものの、今後急速に高齢化が進むものと推計さ

れており、今後到来する「本格的な高齢社会」に向けた準備を着实に進めていく必要があ

る。 

市においては、平成 20 年 6 月に「政策推進プラン」（平成 20 年度から平成 23 年度）を

策定し、支え合い助け合いのしくみづくりと利用者本位の保健福祉サービスの提供や高齢

者の健康と福祉の向上など、「支え合い助け合い、生き生きと暮らせる健康・福祉のまちと

なる」を政策目標の一つとして掲げ、各種施策に取り組むこととしている。 

また、市では、平成 17年 3月に「福岡市保健福祉総合計画」の分野別計画として「高齢

者プラン（老人福祉計画を含む。）」を、平成 18年 3月に「第 3期福岡市介護保険事業計画」

をそれぞれ策定し、両計画に基づいて高齢者保健福祉施策の総合的な推進に努めている。 

 なお、平成 21年 3月には、平成 21年度から平成 23年度までの 3年間における市の持続

可能な高齢者保健福祉施策の総合的な推進と介護保険制度の円滑な实施を図るため、高齢

者に関する各種施策の基本方針及び具体的な事業展開並びに介護保険制度運営の基本とな

る各種サービスの見込量等を定めるものとして、「老人福祉計画」と「第 4期介護保険事業

計画」を「福岡市高齢者保健福祉計画」として一体的に策定している。 

 

２．高齢者を取り巻く現状と課題 

 「福岡市高齢者保健福祉計画（平成 21～23年度）」の第 2章において、「高齢者を取り巻

く現状と課題」が記載されている。内容は、以下のとおりである。 

（１）高齢化の進展 

①高齢者人口の推移 

市における 65 歳以上の高齢者人口は、平成 20 年 9 月末現在 232,783 人で高齢化率は

16.6％となっている。また、市の高齢化率は全国平均に比べると低いものの高齢化は着实

に進んでいる。 

平成 21年以降の将来推計では、平成 26年に総人口は 1,434,500人で平成 20年と比較し

て 2.2％増となるが、65 歳以上の高齢者人口は 287,000 人で同 23.3％増と総人口の伸び率

を大きく上回り、高齢化が一層進展するものと見込まれている。 
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(単位:人)

Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ26

1,380,953 1,393,245 1,403,840 1,408,100 1,415,000 1,421,100 1,434,500

217,131 225,685 232,783 240,700 245,700 250,200 287,000

前期（65～74歳） 121,860 125,065 127,403 130,300 130,500 130,000 154,700

後期（75歳以上） 95,271 100,620 105,380 110,400 115,200 120,200 132,300

15.7% 16.2% 16.6% 17.1% 17.4% 17.6% 20.0%

※　Ｈ18～Ｈ20は９月末現在の住民基本台帳と外国人登録総数。
※　Ｈ21～Ｈ26は保健福祉局でコーホート要因法を用いて推計した数値。

高齢化率

内
訳

総人口

65歳以上

 

  ※　全国：Ｈ18～Ｈ19は総務省統計局による10月１日現在の推計値。
         　     Ｈ20～Ｈ26は国立社会保障・人口問題研究所による推計値。
  ※　本市：Ｈ18～Ｈ20は９月末現在の住民基本台帳と外国人登録総数。
       　       Ｈ21～Ｈ26は保健福祉局でコーホート要因法を用いて推計した数値。

高齢者数及び高齢化率の推移

121,860 125,065 127,403 130,000 154,700

95,271 100,620 105,380 120,200
132,300

20.8%
21.5% 22.1%

23.4%

26.2%

20.0%

17.6%
16.6%16.2%15.7%

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ23 Ｈ26

（人）

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

前期高齢者数(本市)６５～７４歳 後期高齢者数(本市)７５歳以上

高齢化率(全国) 高齢化率(本市)
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②高齢者世帯の推移 

平成 17 年国勢調査によると、市の 65 歳以上の親族がいる世帯は 146,734 世帯（一般世

帯全体に占める構成比 23.2％）、高齢者単身世帯は 45,461世帯（同 7.2％）、高齢夫婦のみ

の世帯は 38,881世帯（同 6.1％）となっており、いずれも年々増加傾向にある。 

 

  ※　平成17年国勢調査による。
  ※　高齢単身世帯は，65歳以上の１人のみの一般世帯。
  ※　高齢夫婦世帯は，夫が65歳以上で妻が60歳以上の夫婦１組のみの一般世帯。

高齢者世帯の状況

17,889
24,786

32,356

38,881
45,564

50,567

55,846

62,392

45,46136,695
25,35717,708

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

81,161 100,710 124,897 146,734 

Ｈ２ Ｈ７ Ｈ12 Ｈ17

（総数）

（世帯）

高齢単身世帯 高齢夫婦世帯 左記以外の６５歳以上親族のいる世帯

 

 

③要介護認定者数の推移  

認定率（高齢者に占める要介護認定者の割合）は、平成 12年度の介護保険制度開始以降、

毎年上昇を続けていたが、平成 17年度以降はほぼ横ばいで推移している。 

しかしながら、高齢者人口の増加に伴い要介護認定者は増加が続いている。 
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(単位:人)

Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20

要支援 5,161 6,535 7,883 * * *

経過的要介護 * * * 3,647 * *

要支援１ * * * 4,057 6,464 6,816

要支援２ * * * 2,658 5,228 6,629

要介護１ 11,613 12,774 13,187 11,827 10,563 8,773

要介護２ 5,201 5,316 5,613 6,393 6,591 7,034

要介護３ 3,838 4,130 4,373 4,746 5,262 5,720

要介護４ 3,802 4,158 4,316 4,498 4,343 4,620

要介護５ 3,208 3,566 3,663 3,725 4,024 4,061

要介護認定者数 32,823 36,479 39,035 41,551 42,475 43,653

認定率 16.7% 18.0% 18.7% 19.1% 18.8% 18.8%

※　値は年度平均。

要介護認定者の推移

   

要介護認定者数及び認定率の推移

3,208 3,566 3,663 3,725 4,024 4,061
3,802 4,158 4,316 4,498 4,343 4,620
3,838 4,130 4,373 4,746 5,262 5,720
5,201 5,316 5,613 6,393 6,591 7,034

11,613
12,774 13,187 11,827 10,563 8,773

3,647

5,161
6,535

7,883
2,658 6,6295,228

6,8166,464

4,057

18.8%

18.0%

18.7%

16.7%

19.1%

18.8%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

55,000

60,000

32,823 36,479 39,035 41,551 42,475 43,653 

Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20

（人）

13.5%

14.0%

14.5%

15.0%

15.5%

16.0%

16.5%

17.0%

17.5%

18.0%

18.5%

19.0%

19.5%

要介護５ 要介護４ 要介護３ 要介護２ 要介護１

要支援２ 要支援１ 経過的要介護 要支援 認定率
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（２）高齢者实態調査に基づく現状 

市において、市在住の高齢者などの保健福祉に関するニーズや意識などを把握すること

を目的として、平成 19年度に「福岡市高齢者实態調査」を实施している。 

 

調査対象者 有効回答

高齢者一般調査
5,000人
市内在住の60歳以上の方から無作為に抽出

3,161人
(63.2%)

在宅サービス
利用者調査

5,000人
市内在住の要介護認定者のうち，介護保険在宅サービスを利用
している方から無作為に抽出
※第２号被保険者（40～64歳）含む

2,983人
(59.7%)

在宅サービス
未利用者調査

3,000人
市内在住の要介護認定者のうち，介護保険在宅サービスを利用
していない方から無作為に抽出
※第２号被保険者（40～64歳）含む

1,543人
(51.4%)

施設等サービス
利用者調査

1,500人
介護保険施設やグループホームに入所中の方から無作為に抽出
※第２号被保険者（40～64歳）含む

1,037人
(69.1%)

865人　（悉皆調査）
福岡市内の居宅介護支援事業所に所属する介護支援専門員

471人
(54.5%)

調査種別

高
齢
社
会
に
関
す
る
調
査

介護支援専門員調査

 

①健康状態 

健康状態については、「健康で普通に生活している」（41.3％）、「何らかの病気はあるが、

日常は自立、外出もひとりでできる」（46.8％）と約 9割の人は概ね健康で自立しているが、

加齢に伴い何らかの病気や障がいを抱えている人の割合が高くなっている。 

【健康状態】

46.8
41.3

7.5
1.7 1.1 1.7

0

10

20

30

40

50

何

ら

か

の

病

気

等

は

あ

る

が

、

日

常

生

活

は

自

立

、

外

出

も

ひ

と

り

で

可

　

　

　

　

健

康

で

普

通

に

生

活

し

て

い

る

　

　

　

　

家

の

中

で

は

自

立

、

外

出

要

介

助

　

　

　

日

中

も

ベ

ッ

ド

の

上

が

主

体

　

　

　

　

　

１

日

中

ベ

ッ

ド

の

上

無

回

答

％
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②住宅の状況 

現在の住まいの状況については、一戸建てやマンションの持ち家所有が 69.8％である。

なお、ひとり暮らしの場合、持ち家所有は 45.1％で、借家や賃貸マンション、アパート住

まいは 46.4％である。 

また、全体の約半数は現在の住まいで「老朽化している」「手すりがない」「段差がある」

など何らかの困ったことを抱えている。 

【住居形態】

21.2
17.1

3.3 3.1 1.3 1.3

52.7

0

20

40

60

持

ち

家

一

戸

建

て

賃

貸

マ

ン

シ

ョ

ン

、

ア

パ

ー

ト

　

　

　

　

分

譲

マ

ン

シ

ョ

ン

借

家

一

戸

建

て

そ

の

他

有

料

老

人

ホ

ー

ム

・

ケ

ア

ハ

ウ

ス

　

　

　

無

回

答

％

 

【住まいで困っていること】（複数回答）

18.9
13.7 11.1

7.2 7.0 6.8
3.1 2.6 0.5 0.4

50.9

4.3

0

20

40

60

老

朽

化

し

て

い

る

ト

イ

レ

や

風

呂

に

手

す

り

が

な

い

　

　

　

室

内

に

段

差

が

あ

る

せ

ま

い

家

賃

が

高

い

日

照

・

騒

音

な

ど

、

環

境

が

悪

い

　

　

　

　

そ

の

他

自

分

の

居

室

が

な

い

立

ち

退

き

要

求

を

受

け

て

い

る

　

　

　

　

風

呂

が

な

い

特

に

な

し

無

回

答

％
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③近所との交流 

近所の人たちとの交流については、「話や訪問しあう人がいる」（16.7％）と「悩みや困

ったときに頼みあうほどの人がいる」（8.0％）を合わせた 24.7％の人は地域での人間関係

が築けている。 

一方、「ほとんどつきあいがない」（8.0％）と「道で会えばあいさつする程度」（33.6％）

を合わせた 41.6％の人は交流があまりなく、地域コミュニティの結びつきが弱い状況とな

っている。 

 

【近所とのつきあい】

33.6 32.1

16.7

8.0 8.0

1.6

0

10

20

30

40

道

で

会

え

ば

あ

い

さ

つ

す

る

程

度

　

　

　

軽

く

話

を

す

る

程

度

話

や

訪

問

し

あ

う

人

が

い

る

　

　

　

　

　

ほ

と

ん

ど

つ

き

あ

い

が

な

い

　

　

　

　

　

悩

み

や

困

っ

た

と

き

に

頼

み

あ

う

ほ

ど

の

人

が

い

る

　

　

　

　

無

回

答

％

 

 

④仕事 

現在仕事をしている人は 28.2％である。仕事をしている理由は、「生計を維持する収入を

得たいから」が 53.8％で最も多く、次いで「健康によいから」（36.2％）、「生活を充实させ

る収入を得たいから」（32.8％）となっている。 

また、現在仕事をしていない人のうち、42％は今後仕事をしたいと考えており、その理

由として「健康のため」が最も多くなっている。 
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【就労状況】

11.5 8.3 5.5 2.9

68.6

3.2

0

20

40

60

80

自

営

業

・

役

員

非

常

勤

　

・

パ

ー

ト

常

勤

不

定

期

、

　

　

月

に

　

　

　

　

４

・

５

回

　

　

仕

事

を

し

て

　

い

な

い

　

　

　

無

回

答

％

 

 

【仕事をしている理由】（複数回答）

53.8

36.2
32.8

26.8 25.0 23.4

6.4 4.4 6.6

0

20

40

60
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計
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入

を
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た

い

か
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生

き

が

い

が

欲

し

い

か

ら

　

　

　

　

　

　

自

分

の

能

力

を

活

か

し

た

い

か

ら

　

　

　

何

も

し

な

い

で

い

る

と

退

屈

だ

か

ら

　

　

友

人

が

欲

し

い

か

ら

そ

の

他

無

回

答

％

 

 

⑤ボランティア活動 

現在ボランティアをしている人は 11.4％である。ボランティア活動への参加状況は、「月

1 回程度」が 29.7％で最も多く、次いで「週 1回程度」（20.8％）、「週 2～3回程度」（13.9％）

となっている。 

活動の内容は、「環境に関する活動」が 33.6％で最も多く、次いで「高齢者を支援する活

動」（28.9％）、「子ども・青尐年を支援する活動」（25.3％）となっている。 

また、現在ボランティア活動をしていない人のうち、29.9％の人が参加意欲を持ってい

る。 
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【ボランティア活動の頻度】

29.7

20.8

13.9
11.7

8.9
6.1

3.6 5.3

0

10

20

30

40

月
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回

程

度
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３
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日
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度

無

回

答

％

 

 

【ボランティア活動の内容】（複数回答）

33.6
28.9

25.3

13.1 11.9
9.4

6.7

13.1

6.1
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流
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そ

の

他

無

回

答

％

 

 

⑥心配ごとや悩みごと 

現在の心配ごとや悩みごとは「自分の健康状態」が 52.2％で最も多く、次いで「家族の

健康状態」（30.3％）、「将来が不安」（26.6％）、「生活費」（18.2％）となっており、いずれ

も平成 13年度の調査から徐々に増加している。 
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【心配ごとや悩み】（複数回答）

52.2

30.3
26.6

21.1
18.2
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状
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将
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安
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い

生

活
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関

係

家

事

・

介

護

な

ど

の

日

常

生

活

　

　

　

　

家

族

と

の

関

係

趣

味

が

な

い

仕

事

関

係

近

所

の

生

活

環

境

近

所

の

人

や

友

人

と

の

人

間

関

係

　

　

　

財

産

関

係

日

常

的

な

お

金

の

管

理

　

　

　

　

　

　

　

そ

の

他

無

回

答

％

 

 

⑦行政への要望 

高齢者保健福祉施策の充实に向けて行政に特に力を入れてほしいのは「自宅に住みなが

ら受ける介護保険サービス」が 44.7％で最も多く、次いで「認知症やひとり暮らしなど、

援護を必要とする人への施策」（36.3％）、「施設に入居して受ける介護保険サービス」

（24.4％）など、介護などの援護を要する方に対するサービスの充实が上位となっている。 

【行政への要望】（複数回答）
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症
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、

援
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と
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人
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の

施
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施

設
に

入
居
し

て
受

け

る
介

護
保
険

サ
ー

ビ

ス

 

 
 

 
 
 

医

療
に

関
す
る

施
策

 
 
 

 
 

 
 
 

経

済
的

な
暮
ら

し
向

き

に
関

す
る
施

策

 

公

共
施

設
、
交

通
機

関

な
ど

の
高
齢

者
が

暮

ら
し

や
す
い

ま
ち

づ

く
り

 
 

 
 
 

食

事
や

運
動
、

病
気

予

防
の

指
導
な

ど
の

健

康
づ

く
り
　

　
　

　

高

齢
者

向
け
の

住
宅

に

関
す

る
施
策

　
　

　

高

齢
者

の
社
会

参
加

に

関
す

る
施
策

　
　

　

地

域
住

民
相
互

の
支

え

あ
い

　
　
　

　
　

　

そ

の
他

無

回
答

％
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⑧日頃の主な介護者 

介護保険の在宅サービスを利用されている方と利用されていない方について、日頃の主

な介護者について尋ねたところ、高い順に介護が必要な方の「娘」「妻」「夫」「息子の妻」

となっている。 

在宅サービス未利用者では「妻」や「夫」による介護の割合が在宅サービス利用者より

高くなっている。 

 

【日頃の主な介護者】

31.7

23.4

14.2

1.0 0.1 0.9

18.0

9.4
4.0

0.7 0.3 1.5

15.1

3.4

10.211.1

28.0 27.0
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必
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介
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方
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妻
　

　
　

　
　

介

護
が

必
要

な
方

の

夫
　

　
　

　
　

介

護
が

必
要

な
方

の

息
子

の
妻

　
　

介

護
が

必
要

な
方

の

息
子

　
　

　
　

そ

の
他

の
方

　
　

（

女
性

）
　

　
　

そ

の
他

の
方

　
　

（

男
性

）
　

　
　

介

護
が

必
要

な
方

の

娘
の

夫
　

　
　

無

回
答

％

在宅サービス利用者 在宅サービス未利用者
 

 

⑨介護保険制度について 

介護保険制度ができてよくなったことは「老後の生活に安心感ができたこと」が 29.5％

で最も多く、次いで「いろいろなサービスを受けることができるようになったこと」

（17.4％）、「介護に関する情報や話題が得られやすくなったこと」（13.1％）などが挙げら

れており、全体の 47.8％が介護保険の利点を挙げている。 

一方、不満に思うことは「保険料が高いこと」が 35.6％と最も高く、次いで「介護認定

の申請がわずらわしいこと」（16.7％）、「介護サービス事業者について、情報が尐ない、わ

かりにくい、不安があること」（16.3％）などが挙げられている。 
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【介護保険制度ができてよくなったこと】（複数回答）
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13.1 11.7
9.1

6.4
2.8 1.6
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受
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と
　
　

　
　
　

介
護

に
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す

る
情
報

や
話

題
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こ
と
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ア

マ
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介
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で
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に
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と
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ー
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利
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で
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立
し

て
生
活

で
き
る

よ
う
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な
っ

た
こ
と

　

家
族
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こ
と

介
護
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業
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に
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望
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苦
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く

な
っ
た

こ
と

　
　
　

　
　
　

　

そ
の

他

特
に

な
し

無
回

答

％

 

【介護保険制度について不満に思うこと】（複数回答）

35.6

16.7 16.3
11.5

6.4 4.7 2.9 2.4

24.6
20.4
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す
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受
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と

　

介
護

サ
ー
ビ

ス
事
業

者

と
の

契
約
が

わ
ず
ら

わ

し
い

こ
と
　

　
　
　

　

サ
ー

ビ
ス
内

容
が
良

く

な
い

こ
と
　

　
　
　

　

そ
の

他

特
に

な
し

無
回

答

％

 

 

⑩在宅サービスを利用していない理由 

要介護認定を受け、介護保険の在宅サービスを利用していない方にその理由を尋ねたと

ころ、「家族の介護で足りているから」が 38.3％で最も高く、次いで「いざという時のため

に要介護認定を受けただけ」（25.1％）となっている。  
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【在宅サービスを利用していない理由】（複数回答）
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設

に
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近
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介
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％

 

 

⑪介護保険施設等を選ぶときに重視する点 

現在、介護保険施設等に入所している方に施設等を選ぶときに重視するところを尋ねた

ところ、「自宅や親族の家に近い」が 59.2％で最も高く、ついで「職員の態度、対応」（46.4％）、

「医療・リハビリの体制が整っている」（39.9％）、「設備などが整っている」（35.3％）と

なっている。 

【施設等を選ぶときに重視する点】（複数回答）
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独
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％
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（３）高齢者を取り巻く課題 

「福岡市高齢者保健福祉計画（平成 21～23 年度）」では、「高齢者を取り巻く課題」とし

て以下の 4点を掲げている。 

 

○ 尐子高齢化の進展により、地域コミュニティ活動の担い手が減尐する一方、一人暮ら

し高齢者や認知症高齢者をはじめ支援を必要とする高齢者が増加していることから、家庭

や地域において高齢者を見守り、支援する機能や活力の向上が望まれる。 

 

 

○ 高齢者自らが社会の支え手の一員として、これまで培ってきた豊かな経験、知識、能

力を活かし、地域活動やボランティア等の社会貢献活動に、その役割を積極的に果たして

いくことが期待されるとともに、その活動のための場づくりや情報提供が求められている。 

 

 

○ 生きがいを持って自立して暮らしていくためには、心身の健康が大切で、できる限り

健康を維持し介護を必要とする状態とならないよう、日常的、継続的な健康づくりや介護

予防の取り組みを強化する必要がある。 

 

 

○ 一概に高齢者と言っても、明治生まれから昭和生まれまで様々な世代が存在しており、

今後、「団塊の世代」が高齢期を迎えると、高齢者の生活様式や考え方、価値観などが一層

多様化すると考えられている。 

これまでの高齢者像で一括りにせず、高齢者の实態や地域の实情並びに社会情勢の変化

等を十分踏まえた施策の構築や見直しを図る必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．保健福祉局の組織図及び事務分掌 

 市における高齢者福祉及び介護保険事業の重要な役割を担っている保健福祉局の組織図

及び事務分掌は以下のとおりである。 
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（組織図） 
 
保健福祉局 
    総務部 
        総務課           総務係 
                      財務係 
        監査指導課         監査第 1係 
                                          監査第 2係 
                       主査（法人運営指導） 
                      在宅サービス指導係 
        計画課           計画係 
                      バリアフリー推進係 
        保護課           保護係 
                      業務指導係 
                      主査（業務高度化等） 
                      主査（援護支援） 
      保健医療部 
        地域医療課 
        保健予防課 
        保険年金課 
        課長（国保収納対策） 
        課長（後期高齢者医療制度） 
      精神保健福祉センター 
 
      部長（市立病院） 
        課長（市立病院） 
        課長（新病院創設） 
 
      健康福祉のまちづくり部 
        社会参加推進課       生きがい係 
                      社会参加係 
                      主査（生きがい施設整備） 
        地域福祉課         地域福祉係 
                      社会係 

 地域保健課           介護予防係 
                      地域包括支援センター係 
                      主査（地域包括支援センター検討） 
        課長（歯科・栄養指導）   栄養指導係 

 
    高齢者・障がい者施策推進部 

        施策推進課         高齢者施策企画係 
                      障がい者施策企画係 
                      主査（自立支援法推進） 
        在宅支援課         高齢者在宅支援係 
                      障がい者在宅支援係 
                      自立支援係 
        施設支援課         高齢者施設係 
                      障がい者施設管理係 
                      障がい者施設計画係 
                      社会復帰推進係 
                      主査（施設移行等） 
        介護保険課         計画管理係 
                      保険料係 
                      在宅サービス係 
                      介護認定係    

松濤園           管理係 
                      サービス係 

障がい者更生相談所     相談指導係 
                      判定係 
      生活衛生部 
        生活衛生課 
        食品安全推進課 
        動物管理センター 
        食肉衛生検査所 
        食品衛生検査所 
   

こども病院・感染症センター 
       事務局 
         総務課 
 市 民 病 院 
       事務局 
         総務課 
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（事務分掌） 

高齢者福祉及び介護事業関係の主な担当部署の事務分掌は、以下のとおりである。 

 

【監査指導課】 

(１) 社会福祉関係法に基づく調査及び統計に関すること（当該課の所管に係るものに限

る。）。 

(２) 社会福祉関係法に基づく施設の指導監督に関すること。ただし、こども未来局の所

管に係るものを除く。 

(３) 介護保険法（平成 9年法律第 123号）に基づく事業所等の指導に関すること。 

(４) 老人福祉法等に係る区役所所掌事務（施設保健福祉に係るものに限る。）の連絡調整

に関すること。 

(５) 社会福祉法に基づく法人の指導監督に関すること。ただし、こども未来局の所管に

係るものを除く。 

 

【社会参加推進課】 

(１) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。 

(２) 高齢者・障がい者福祉に係る連絡調整に関すること。ただし、総務部、保健医療部

及び高齢者・障がい者施策推進部の所管に係るものを除く。 

(３) 老人福祉法（昭和 38年法律第 133号）に関すること。ただし、地域保健課、総務部

及び高齢者・障がい者施策推進部の所管に係るものを除く。 

(４) 敬老金に関すること。 

(５) 老人福祉法等に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること。ただし、地域保健課、

総務部、高齢者・障がい者施策推進部の所管に係るものを除く。 

(６) 福岡市シルバー人材センターとの連絡調整に関すること。 

(７) 老人いこいの家に関すること。 

(８) 重度心身障がい者福祉手当に関すること。 

(９) 心身障害者扶養共済制度に関すること。 

(10) 心身障がい者のスポーツ・レクリエーションの振興に関すること。 

(11) 身体障害者福祉法（昭和 24年法律第 283号）、知的障害者福祉法（昭和 35年法律第

37 号）、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和 25 年法律第 123 号）及び障害者

自立支援法（平成 17 年法律第 123号）並びに児童福祉法（心身障がい児に係るものに限る。

以下「身体障害者福祉法等」という。）に関すること。ただし、保健医療部、高齢者・障が

い者施策推進部及びこども未来局の所管に係るものを除く。 

(12) 部内の他の課の主管に属しないこと。 
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【地域保健課】 

(１) 介護予防に関すること。 

(２) 地域包括支援センターに関すること。 

(３) 栄養指導及び健康増進に関すること。ただし、保健医療部の所管に係るものを除く。 

(４) 福岡市食育推進会議に関すること。 

(５) 歯科保健に関すること。 

(６) 栄養指導及び健康増進に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること。ただし、保

健医療部の所管に係るものを除く。 

(７) 地域コミュニティにおける保健業務の連絡調整に関すること。 

 

【施策推進課】 

(１) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。 

(２) 高齢者・障がい者福祉施策の総合的な企画及び調整に関すること。ただし、総務部、

保健医療部及び健康福祉のまちづくり部の所管に係るものを除く。 

(３) 高齢者保健福祉計画に関すること。 

(４) 老人福祉法に関すること。ただし、在宅支援課、施設支援課、総務部及び健康福祉

のまちづくり部の所管に係るものを除く。 

(５) 介護保険法に関すること。ただし、在宅支援課、施設支援課、総務部及び健康福祉

のまちづくり部の所管に係るものを除く。 

(６) 松濤園との連絡調整に関すること。 

(７) 身体障害者福祉法等に関すること。ただし、在宅支援課、施設支援課、保健医療部

及びこども未来局の所管に係るものを除く。 

(８) 身体障害者福祉法等に基づく調査及び統計に関すること。 

(９) 障がい者の就労に関すること。 

(10) 特別障害者手当及び福祉手当に関すること。 

(11) その他心身障がい者及び心身障がい児の在宅保健福祉に関すること。ただし、在宅

支援課、保健医療部、健康福祉のまちづくり部及びこども未来局の所管に係るものを除く。 

(12) 障がい者更生相談所との連絡に関すること。 

(13) 福岡市社会福祉事業団との連絡調整に関すること。 

(14) 老人福祉法等及び身体障害者福祉法等に係る区役所所掌事務の連絡調整に関するこ

と。ただし、在宅支援課、施設支援課、総務部、保健医療部、健康福祉のまちづくり部及

びこども未来局の所管に係るものを除く。 

(15) 部内の他の課の主管に属しないこと。 

 

【在宅支援課】 

(１) 高齢者、障がい者及び障がい児の在宅保健福祉に関すること。ただし、施策推進課、
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保健医療部、健康福祉のまちづくり部及びこども未来局の所管に係るものを除く。 

(２) 高齢者の権利擁護に関すること。ただし、健康福祉のまちづくり部の所管に係るも

のを除く。 

(３) 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（平成 17年法律第

124号）に関すること。ただし、総務部及び健康福祉のまちづくり部の所管に係るものを除

く。 

(４) 身体障害者福祉法等に関すること。ただし、施策推進課、施設支援課、保健医療部

及びこども未来局の所管に係るものを除く。 

(５) 老人福祉法等及び身体障害者福祉法等に係る区役所所掌事務の連絡調整に関するこ

と。ただし、施策推進課、施設支援課、総務部、保健医療部、健康福祉のまちづくり部及

びこども未来局の所管に係るものを除く。 

 

【施設支援課】 

(１) 老人福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び障害者自立支援法に基づく

施設の設置、変更及び廃止に関すること（当該課の所管に係るものに限る。）。 

(２) 社会福祉法に基づく法人の認可及び指導に関すること（当該課の所管に係るものに

限る。）。 

(３) 介護保険法に基づく施設の整備及び事業者の指定に関すること。 

(４) 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び障害者自立支援法に基づく施設の認可及

び指導に関すること。 

(５) 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び障害者自立支援法に係る区役所所掌事務

（施設保健福祉に係るものに限る。）の連絡調整に関すること。 

(６) その他高齢者及び障がい者の施設保健福祉に関すること。ただし、総務部及び保健

医療部の所管に係るものを除く。 

 

【介護保険課】 

(１) 介護保険事業の企画及び運営に関すること。 

(２) 介護保険料の賦課及び徴収に関すること。 

(３) 介護保険資金貸付事業に関すること。 

(４) 要介護認定及び要支援認定に関すること。 

(５) 介護保険事業に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること。 

 

 

 

 

４．保健福祉局の歳出・歳入予算及び实績の推移 

 保健福祉局の歳出・歳入予算及び实績の推移は以下のとおりである。 
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（１）歳出 

     （単位：千円）  

科目 
平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度  

当初予算 決算 当初予算 決算 当初予算 決算  

（歳出内訳）              

１．高齢福祉総務費               

①給与費等 397,627 389,087 493,266 496,743 459,998 427,790  

②老人医療対策費 1,313,692 1,276,956 1,181,774 1,048,744 8,160,424 8,113,425  

③在宅要援護高齢者対

策費 
238,201 232,417 236,624 197,887 106,200 90,616  

④生きがい対策費 1,843,481 1,786,885 1,869,339 1,795,642 1,904,216 1,784,164  

⑤施設福祉対策費 2,075,994 1,847,932 1,781,664 1,567,887 1,843,046 1,523,245  

⑥介護保険实施円滑化

事業 
33,978 39,210 28,010 23,949 15,853 14,493  

⑦その他の経費 5,826 10,384 86,860 82,642 80,616 77,640  

小計 5,908,799 5,582,871 5,677,537 5,213,494 12,570,353 12,031,373 ①  

               

２．老人保健医療費 7,620,838 7,760,214 8,369,364 8,126,226 805,115 772,099 ②  

               

３．後期高齢者医療費 0 0 0 0 2,971,198 2,311,733 ③ 

               

４．養護老人ホーム費              

①給与費等 224,649 208,138 203,569 200,667 211,602 198,747  

②運営経費 126,505 115,918 125,962 113,472 127,923 113,472  

③施設整備費 10,464 10,186 14,329 14,162 6,970 11,945  

小計 361,618 334,242 343,860 328,301 346,495 324,164 ④ 

               

５．介護保険費 9,188,750 8,728,422 9,228,532 9,031,884 9,657,919 9,394,978 ⑤ 

               

合計 23,080,005 22,405,749 23,619,293 22,699,905 26,351,080 24,834,347  

（注）1．平成 20年 4月から「老人保健制度」が「後期高齢者医療制度」に改められ、实施され    

ている。 

    2．（主な事項の内容） 

      ①高齢福祉総務費  高齢者福祉に関する支出 

      ②老人保健医療費  老人保健医療特別会計への繰出金 
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      ③後期高齢者医療費 後期高齢者医療特別会計への繰出金 

      ④養護老人ホーム費 養護老人ホームの運営に関する支出 

      ⑤介護保険費    介護保険事業特別会計への繰出金 

   （出典：保健福祉局作成資料を加工） 

 

 上記、高齢福祉総務費のうち、老人医療対策費、在宅要援護高齢者対策費、生きがい対

策費、施設福祉対策費の平成 18年度～平成 20年度決算の内訳は以下のとおりである。 

      （単位：千円） 

高齢福祉総務費の主な内訳  平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

（老人医療対策費）       

①老人医療費       

扶助費 988,095 464,414 155,455 

事務費 44,347 29,363 11,466 

小計 1,032,442 493,777 166,921 

②老人保健医療事務費 244,514 200,606 38,481 

③はりきゅう費 0 0 137,406 

④後期高齢者医療費 0 354,361 7,770,617 

 計 1,276,956 1,048,744 8,113,425 

        

（在宅要援護高齢者対策費）       

①在宅サービス推進等経費 3,966 3,627 3,589 

②旧市立ディサービスセンター管理経費（注） 10,999 11,895 11,655 

③生活支援事業 177,133 153,119 45,350 

④要介護高齢者支援 1,497 1,148 1,307 

⑤在宅整備経費 38,822 28,098 28,715 

 計 232,417 197,887 90,616 

        

（生きがい対策費）       

①シルバー人材センター助成 98,915 111,244 119,085 

②老人福祉センター運営及び整備等 342,924 327,644 312,567 

③老人いこいの家運営及び整備 237,148 261,343 237,369 

④老人クラブ活動費助成等 143,968 140,271 138,402 

⑤全国健康福祉祭参加費助成等 8,734 8,153 6,372 

⑥敬老金品等 142,737 149,091 163,914 

⑦高齢者乗車券交付事業 812,459 797,896 806,455 
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 計 1,786,885 1,795,642 1,784,164 

        

（施設福祉対策費）       

①老人保護措置費       

扶助費 806,437 775,822 775,495 

事務費 609 2,454 549 

小計 807,046 778,276 776,044 

②特別養護老人ホーム等施設整備費 486,838 233,673 192,945 

③軽費老人ホーム事務費助成等 554,048 555,938 554,256 

 計 1,847,932 1,567,887 1,523,245 

（注）平成 19年度までは、市立ディサービスセンター運営経費 

（出典：保健福祉局作成資料を加工） 

 

（２）歳入 

     （単位：千円） 

科目 
平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

当初予算 決算 当初予算 決算 当初予算 決算 

（歳入内訳）             

１．高齢福祉総務費             

①給与費等             

諸収入（健康保険料） 10,243 10,125  12,687 13,544  13,708 13,060 

②老人医療対策費             

国庫支出金 26,835 13,586  15,392 82,411  0 0 

諸収入（高額医療費収入他） 240,927 515,064  69,881 28,452  18,454 51,072 

③在宅要援護高齢者対策費             

使用料及び手数料 35 10  35 10  10 10 

国庫支出金 1,300 803  1,235 761  1,149 0 

財産収入 0 35  0 35  35 35 

諸収入 25,184 14,348  25,543 17,066  24,571 15,844 

④生きがい対策費             

使用料及び手数料 196  219  188 237  222 241 

国庫支出金 21443  47,051  64,243 63,587  79,741 92,444 

県支出金 437 406  416 395  401 395 

財産収入 16,715 17,070  17,069 16,352  16,351 16,151 



 

26  

諸収入 2,995 16,016  3,400 11,758  3,362 9,412 

市債 184,000 134,000  155,000 136,000  138,000 109,000 

⑤施設福祉対策費             

分担金及び負担金 111,468 106,362  117,508 112,922  117,028 127,252 

国庫支出金 340,105 293,105  200,500 145,652  129,000 9,055 

財産収入 9,658 9,663  9,663 8,659  8,658 8,658 

諸収入 19 1,272  19 853  14 530 

市債 0  0  124,000 15,500  250,000 127,100 

⑥介護保険实施円滑化事業             

県支出金 25,166 25,154  20,536 16,533  11,402 5,743 

⑦その他の経費             

国庫支出金 458 337  459 693  405 0 

諸収入 21 15  21 42  18 9 

小計 1,017,205 1,204,641 837,795 671,462 812,529 586,011 

              

２．後期高齢者医療費             

県支出金 0 0  0 0  1,639,085 1,238,389 

              

３．養護老人ホーム費             

①給与費等             

諸収入（健康保険料） 5,831 5,596  5,250 5,590  6,418 6,066 

②運営経費             

使用料及び手数料 65 60  62 56  62 47 

諸収入（老人保護措置費収

入） 
231,762 204,137  233,031 176,004  233,730 180,252 

③施設整備費 0 0  0 1,009  0 0 

小計 237,658 209,793 238,343 182,659 240,210 186,365 

              

合計 1,254,863 1,414,434  1,076,138 854,121  2,691,824 2,010,765 

（注）平成 20年 4月から「老人保健制度」が「後期高齢者医療制度」に改められ、实施されて

いる。 

歳入－歳出（一般財源） △21,825,142 △20,991,315 △22,543,155 △21,845,784 △23,659,256 △22,823,582  

（出典：保健福祉局作成資料を加工） 
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５．市の高齢者保健福祉の状況 

 平成 20年度における市の高齢者のための相談窓口、高齢者の在宅生活への支援状況、高

齢者向け施設の状況は、以下のとおりである。（出典：福岡市「高齢者保健福祉のあらまし」

平成 20年度版を基に一部加除して作成） 

 

（１）高齢者のための相談窓口 

  高齢者のための相談窓口の内容は、以下のとおりである。 

 

①地域包括支援センター（地域保健課） 

高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、保健・医療の向上及び福祉

の増進を包括的に支援する中核拠点として、地域包括支援センターを市内の身近な地域 28

か所に設置している。 

地域包括支援センターでは、保健師・社会福祉士・主任ケアマネジャーの資格をもつ専 

門的なスタッフが相談などに応じている。 

ア．サービスの内容 

○健康、福祉、介護などに関する相談対応 

○介護予防のケアプラン作成 

○高齢者の権利擁護に関する相談対応 

○高齢者が暮らしやすい地域づくり・地域のケアマネジャーへの日常的個別指導・相

談 

イ．サービスの対象者 

高齢者及びその家族並びに介護、保健、福祉、医療等の関係者 

ウ．費用 

 無料 

エ．担当地域 

   各小学校区により、担当する地域が分かれている。 

     

②福祉相談事業（在宅支援課） 

高齢者及びその家族などの法律相談や認知症介護に関する悩みなどの相談に応じている。 

ア．場所 

中央区荒戸 3丁目 3－39  市民福祉プラザ 3階 

イ．サービス内容 

a．法律相談 

高齢者の財産管理などの相談に弁護士が応じている。 

○事業の委託：この事業は福岡市社会福祉協議会に委託している。 

b．認知症介護相談 
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認知症の高齢者を抱える家族からの悩み事の相談に介護経験のある相談員が応じて

いる。 

○事業の委託：この事業は、社団法人認知症の人と家族の会に委託している。 

 

③介護实習普及センター（施策推進課） 

介護についての知識や、介護の技術を学ぶことができるセンターである。福祉用具の展

示や住宅改造制度を利用したモデルルームがある。 

また、相談コーナーを設け、福祉用具や住宅改造などの相談も受けている。 

ア．場所 

中央区荒戸 3丁目 3－39  市民福祉プラザ 3階 

イ．サービスの内容 

a．介護实技講座の開講 

家庭で介護している人、ボランティア活動をしたい人、介護に関心を持っている人な

ど、市民の皆さんを対象にさまざまな介護講座を開講している。また、目的や時間に合

わせて好きなコースを受講できる。 

（講座名） 

○介護实技基礎講座 

○介護实技ステップアップ講座 

○すぐに役立つ介護一日講座 

○にこにこ認知症講座 

○高齢者向けかんたん料理教室 

○自助具製作教室 

b．出前講座 

地域団体や職場（福祉・医療職以外）に出向き、介護に対する講座を行っている。 

（例）布団からの起き上がり介助、車いすへの上手な移し方…など 

c．福祉用具の展示場、住宅改造のモデルルーム 

介護用ベッド、車いすから介護用品（スプーンなど）まで約 1,450 点の福祉用具を

展示している。浴室、トイレの改造例などのモデルルームもあり、实際に試しながら

相談ができる。 

d．情報提供 

情報誌、カタログ、パンフレットなどを配布している。 

e．自助具工房 

体が不自由になったとき、日常のさまざまな動作を助けてくれる道具が「自助具」

である。例えば歯を磨く、靴下をはくなどの動作を、普段使っている日用品を工夫し

た道具（自助具）を使うことにより、自分で楽にできるようになる。この自助具の製

作や相談に応じている。 
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○自助具例 腕の上がらない人向けの「長い柄のブラシ」 

リウマチなどで握る力が弱い人向けの「コップフォルダー」など 

f．介護、福祉用具相談 

高齢者、障がい者、その家族などの介護の相談を専門相談員が受けている。   

 

（２）高齢者の在宅生活への支援状況 

  市においては、高齢者の在宅生活への支援として以下の各支援事業を行っている。 

○ 高齢者の社会参加への支援 

○ 健康づくり・介護予防への支援 

○ 要支援・要介護状態になるおそれのある人への支援 

○ 在宅での日常生活に不安のある人への支援 

○ 在宅の要支援または要介護状態の人や介護者への支援 

○ 住宅に関する支援 

○ 権利や財産を守るための支援 

 

保健福祉局が实施している上記各支援事業の主な内容は、以下のとおりである。 

 

（高齢者の社会参加への支援） 

①シルバー手帳（社会参加推進課） 

高齢者の福祉について理解を深め、健康で明るい生活を送っていただくためにシルバー

手帳を贈っている。 

ア．対象者 

 市住民基本台帳（外国人登録原票を含む）に登録されている 65歳以上の方 

イ．内容 

・高齢者福祉施策の案内 

 ・利用料が無料または減額される施設の紹介 

ウ．配布方法 

 民生委員が対象者宅を訪問し、配布する。 

エ．交付時期 

誕生日前後 

 

②高齢者乗車券（社会参加推進課） 

高齢者の社会参加を促進するために、交通費の一部を助成している。 

ア．交付の内容 

a．乗車券の交付額 
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  申請月により交付額が異なる。9月から翌年 9月までの年 1回交付が受けられる。 

  本人の介護保険料所得段階に応じて、以下のとおり高齢者乗車券を交付する。  

申請月 3～12月 1～3月 4～6月 7～9月 

介護保険料 

所得段階１～４ 
12,000円 9,000円 6,000円 3,000円 

介護保険料 

所得段階５ 
8,000円 6,000円 4,000円 2,000円 

介護保険料 所得段階６、７、８の方には交付されない。 

 

b．乗車券の種類 

  以下の 6種類の乗車券の中から 1種類を選択 

共通カード、市営地下鉄－ＪＲ筑肥線専用カード、昭和バス回数乗車券、ＪＲバ

ス回数乗車券、西鉄貝塚線回数乗車券、市営渡船乗船引換券 

c．乗車券の交付時期 

   毎年 9月から交付 

d．乗車券の有効期間 

   ○共通カード、市営地下鉄－ＪＲ筑肥線専用カード～10月 1日～翌々年 9月 30日 

までの 2年間 

   ○その他～10月 1日～翌年 9月 30日までの 1年間 

イ．交付対象者 

福岡市に住民登録（外国人登録を含む）をしている満 70歳以上の方であって、市の介

護保険料所得段階区分が１～５の方。ただし、福祉乗車券が交付される方は、高齢者乗

車券の交付対象にはならない。 

 

③社団法人福岡市シルバー人材センター（社会参加推進課） 

高齢者の会員が自主的に運営する公益法人である。 

会員に臨時的、短期的な仕事を紹介し、働く喜びが高齢者の生きがいとなり、地域の活

性化に役立つことを願って活動している。 

ア．会員の対象者 

 市内に居住する 60歳以上の方（入会年度内に 60歳になる方を含む） 

イ．仕事の種類 

○軽作業（公園清掃、除草・草刈り、屋内・外清掃、商品管理、パンフレット配布な

ど） 

○管理（駐車場管理、駐輪場管理、施設管理、物品管理など） 

○事務（受付、一般事務、伝票整理、調査事務、賞状書き・あて名書きなど） 

  ○技術（経理会計事務、学習教育講師、通訳など） 



 

31  

  ○技能（大工・左官仕事、襖・障子張り、ペンキ塗りなど） 

  ○福祉・家事援助（外出・通院の付き添い、高齢者の介助・話し相手、引越しに伴う

整理、家庭内の掃除・洗濯・食事の支度・買物、留守番、園児の送

迎、産前産後のお手伝いなど） 

ウ．会費 

年額 1,800円 

 

④老人福祉センター（社会参加推進課） 

高齢者が健康で明るい生活を営むために、各種の相談に応じるとともに、健康の増進、

教育の向上及びレクリエーションなどの便宜を総合的に提供するための施設である。 

平成 18年 4月 1日から利用者へのサービス向上を目的に民間事業者が施設の管理運営を

行っている。 

ア．対象者 

・市内居住の 60歳以上の方（利用する年度内に 60歳になる人を含む）～個人利用 

・社会福祉事業に従事する方～団体利用 

イ．施設一覧表 

施設名 所在地 管理運営 

東香園 東区香住ヶ丘 1-9-1 株式会社 西日本介護サービス 

長生園 博多区千代 1-21-16 学校法人 麻生塾 

舞鶴園 中央区長浜 1-2-15 社会福祉法人 まいづる会 

若久園 南区若久 6-29-1 株式会社 西日本介護サービス 

寿楽園 城南区南片江 2-32-1 社会福祉法人 福岡西部福祉会 

早寿園 早良区重留 7-8-8 社会福祉法人 敬養会 

福寿園 西区今宿青木 1043-31 社会福祉法人 福岡ケアサービス 

ウ．設備 

娯楽室、研修室、図書室、浴室、大広間など 

エ．事業 

各種教養講座、教室の開催、高齢者に関する相談など 

 

⑤老人いこいの家（社会参加推進課） 

高齢者の教養の向上や相互親睦などの場として利用してもらうため、各小学校区に 1 か

所設置しており、老朽施設については計画的に建て替えを進めている。 

ア．内容 

利用時間：午前 9 時から午後 5時まで 

設備：テレビ、マッサージ機、囲碁、将棋セットなど 

利用者：市内に居住するおおむね 60歳以上の高齢者 
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イ．区別設置数 

 東区 28、博多区 22、中央区 14、南区 25、城南区 12、早良区 25、西区 23 

   合計 149か所 

 

⑥リフトカー貸出事業（地域福祉課） 

歩行困難な高齢者や在宅の障がい児・障がい者の社会参加の機会拡大や、日常生活の利

便を図るために、リフトカーの貸出を行っている。 

ア．利用の範囲 

  歩行困難な高齢者や在宅の障がい児・障がい者の社会参加の機会を拡大し、日常生活

の利便を図るために利用する場合に限る（施設や事業所などがその業務に利用する場合

は対象とならない）。 

イ．利用基準 

・運行範囲：原則、福岡県内 

・利用日数：7日間まで 

・利用時間：午前 8時 45分から午後 5時 45分まで（年末年始を除く毎日） 

ウ．対象車両 

リフト付きワゴン車（車イス 2台搭載可） 

エ．サービスの利用者 

原則、市内居住で、通常の交通機関などを利用することが困難でリフト付きの車でな

いと外出困難な高齢者、障がい児・障がい者など及びその当事者団体 

オ．費用（自己負担） 

 無料（ガソリン代、有料道路通行料及び有料駐車場使用料などは实費負担） 

 

⑦福祉バス（社会参加推進課） 

市内に居住する人によって構成される下記の対象団体の研修やレクリエーションなど、

団体の自主的活動を支援するため福祉バスを運行している。 

ア．対象 

市老人クラブ運営基準に基づき結成された老人クラブ、心身障がい者（児）の団体、

母子福祉団体など 

イ．費用 

利用者負担額や利用回数は団体により異なる。 

 

⑧敬老金・敬老祝品（社会参加推進課） 

市内の高齢者に敬老金を支給し、敬老祝品を贈呈する。 

ア．内容と対象 

・敬老金     当年度末までに 80歳の方     支給額 10,000 円 
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         当年度末までに 88歳の方     支給額 20,000 円 

         当年度末までに 100歳の方     支給額 30,000 円 

         当年度末までに 101歳以上の方   支給額 10,000 円 

・敬老祝品    当年度末までに 100歳の方に贈呈する。  

イ．要件 

当年度の 8 月 1 日から支給日まで引き続き市住民基本台帳（外国人登録原票を含む）

に記録され、かつ、市に居住していること。 

ウ．支給・贈呈日 

9 月上旪 

 

⑨「老人の日」の高齢者訪問（社会参加推進課） 

高齢者宅を訪問し、ご長寿をお祝いする。 

ア．対象 

事前に都合などを伺って訪問する。 

・市内に居住する 100歳の方 

・市内最高齢の方 

・老人ホーム 

イ．訪問者 

市長・副市長・区長など 

ウ．内容 

高齢者宅を訪問し、また老人ホームの祝賀行事に出席してご長寿を祝う。 

エ．訪問日 

老人の日、祝賀行事開催日 

 

⑩老人教室（社会参加推進課） 

高齢者の豊富な知識をお互いに教えたり、習ったりすることにより、社会参加意識の高

揚、教育の向上及び親睦を図り、高齢者の生きがいの増進を図っている。 

ア．対象者     

  市内居住の 60歳以上の方（实施年度内に 60歳になる方を含む） 

イ．場所 

老人福祉センター及び老人いこいの家 

ウ．参加料 

無料（教材費は本人負担） 

 

⑪高齢者創作講座（社会参加推進課） 

高齢者が生産または創造的活動に参加することによって、生きがいを高め、生活を健康
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で豊かなものにすることが目的である。 

ア．対象者 

  市内居住の 60歳以上の方（实施年度内に 60歳になる方を含む） 

イ．参加料 

無料（教材費は本人負担） 

ウ．事業の内容 

老人福祉センターにおいて、編物、陶芸、園芸、染め花、博多人形などの種目を行っ

ている。 

 

⑫老人クラブ各種事業（社会参加推進課） 

市・各区老人クラブ連合会では、各種の事業を行っている。 

ア．内容 

・老人クラブ事業～ゲートボール大会、グラウンド・ゴルフ大会、囲碁・将棋大会、 

高齢者美術展など 

  ・市との共催事業～高齢者保健福祉大会、高齢者スポーツ大会 

  ・その他～友愛訪問事業、高齢者農園、生きがいと健康づくり推進事業など 

イ．参加者 

市内に居住するおおむね 60歳以上の高齢者（なお、老人クラブ会員に限定している事

業もある） 

ウ．費用（自己負担） 

 無料（一部、自己負担がある事業もある） 

 

⑬（単位）老人クラブへの助成（社会参加推進課） 

老人クラブは、地域の高齢者で自主的に組織をつくり、各種活動を行う団体である。市

では、老人クラブが行う以下の活動について助成を行っている。 

ア．内容 

月額 4,800円（上限）の補助金がある。 

 ＜補助対象事業＞ 

○社会奉仕：公園・道路などの清掃活動や古紙回収活動など 

  ○教養講座：講演会の参加や社会見学など 

  ○健康増進：各種スポーツ参加や健康教室の開催など 

イ．助成の対象となる老人クラブ 

市内同一地域に居住するおおむね 60 歳以上の高齢者で、おおむね 50 人以上の会員が

加入し、年間を通じて相当数の会員が活動に参加していることが必要である。 

 

⑭市社会福祉協議会（地域福祉課） 
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ア．活動内容 

高齢者や障がい者をはじめすべての人が地域で安心して暮らせるように、地域での助

け合いの組織づくりや、心配事の相談、福祉サービスの利用の手続きの援助、ボランテ

ィアの養成、斡旋などを行っている。 

イ．場所 

中央区荒戸 3丁目 3－39 市民福祉プラザ 4階 

 

⑮各区社会福祉協議会（地域福祉課） 

ア．活動内容 

地域の人が参加して行う、ひとり暮らしの高齢者などを支え合う活動の支援などを 

行っている。 

a．ふれあいネットワーク 

地域住民によるひとり暮らし高齢者などの見守りや声かけ、買い物・ごみ捨てなど

の日常生活支援などを行っている。 

［实施校区 129校区（平成 20年 3月末現在）］ 

b．ふれあいサロン 

   家に閉じこもりがちな高齢者などと地域のボランティアが公民館や集会所に集まり、

レクリエーションなどで交流を行っている。 

［实施校区 132校区（254団体）（平成 20年 3月末現在）］ 

c．ふれあいランチ 

ひとり暮らしの高齢者などに週 2回程度、地域のボランティアが弁当を届け、交流、

安否の確認を行っている。 

［实施校区 9 校区（平成 20年 3月末現在）］ 

 

⑯ボランティアセンター（地域福祉課） 

 ボランティアによる手助けを必要としている人に、ボランティアを紹介している。 

 また、ボランティア活動をしたい人に、ボランティアグループや福祉施設などの活動の

場の紹介や、ボランティア活動に関する情報を提供している。 

名称 住所 

福岡市社会福祉協議会ボランティアセンター 中央区荒戸 3－3－39 市民福祉プラザ 2階 

東区社会福祉協議会ボランティアセンター 東区馬出 5－40－11 箱崎前田ビル 3階 

博多区社会福祉協議会ボランティアセンター 博多区博多駅前 2－5－24 博多区保健福祉

センター内 

中央区社会福祉協議会ボランティアセンター 中央区大名 2－5－31 中央区役所内 

南区社会福祉協議会ボランティアセンター 南区塩原 3－25－1 南区役所別館 

城南区社会福祉協議会ボランティアセンター 城南区鳥飼 5－2－25 城南区保健福祉セン
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ター内 

早良区社会福祉協議会ボランティアセンター 早良区百道 1－1－1 UMIBE B.L.D1階 

西区社会福祉協議会ボランティアセンター 西区内浜 1－7－1 ウェストコート姪浜北

山興産ビル 1階 

 

⑰福祉用具リサイクル斡旋事業（地域福祉課） 

不用になった福祉用具を提供したい人と譲り受けたい人を登録し、相互の斡旋を行うこ

とで、福祉用具のリサイクルを推進している。 

ア．対象用具 

特殊ベッド、車イス、歩行器などの福祉用具 

イ．サービスの利用者 

市内に居住する人で、諸経費が負担できる方 

ウ．費用（自己負担） 

・提供用具は無料 

・運送、消毒などに関する諸経費は譲受者の負担 

 

⑱民生委員・児童委員（地域福祉課） 

 社会奉仕の精神のもとに、地域住民のよき相談相手として、社会福祉の増進に努めるボ

ランティアである。 

ア．活動内容 

a．高齢者福祉活動 

お年寄りが地域の中で安心して暮らせるための安否確認や、ふれあい活動、生活支援

活動など 

  b．生活支援活動 

   生活保護や生活福祉資金、福祉諸手当などについての相談など 

  c．その他 

障がい者福祉活動、児童福祉活動、母子・父子福祉活動、母子保健活動、女性保護活

動など 

 

（健康づくり・介護予防への支援） 

①介護予防健診（保健予防課） 

生活機能の低下などにより要介護状態になる可能性のある虚弱な高齢者の介護予防・健

康づくりを推進するために、医療機関等で生活機能等を評価する介護予防健診を行ってい

る。 

 

②生き活きシニア健康福岡 21事業（地域保健課） 
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一般高齢者を対象に、運動器の機能向上（転倒予防）・口腔機能の向上・食生活の改善・

閉じこもり予防・認知症予防など健康づくり・介護予防を目的とした講座や教室を開催し、

高齢者の健康の保持増進を図っている。 

 

③ふれあいデイサービス（地域保健課） 

閉じこもりがちな高齢者の生きがいづくりや社会参加活動を促進し、介護予防を行うた

めに、地域で实施される「ふれあいデイサービス事業」を支援している。 

 

（健康づくり・介護予防への支援の詳細については「第３．監査の結果と意見 ２．地域

支援事業及び高齢者福祉サービスの状況について」を参照） 

 

（要支援・要介護状態になるおそれのある人への支援） 

①介護予防教室（地域保健課） 

生活機能の低下などにより、要支援・要介護状態となるおそれがある高齢者（特定高齢

者）を対象に、必要なプログラムを实施することにより身体機能の向上を図り、在宅や地

域において自立した生活を営むことができるよう支援している。 

 

②生活支援サービス（地域保健課） 

生活機能の低下などにより、要支援・要介護状態となるおそれがある高齢者（特定高齢

者）をホームヘルパーが訪問し、家事ができるようになるよう支援している。 

 

③訪問運動生活指導（地域保健課） 

生活機能の低下などにより、要支援・要介護状態となるおそれがある高齢者（特定高齢

者）を対象に、保健師や運動指導士などが自宅に訪問し、介護予防や生活習慣病予防につ

いてアドバイスする。 

 

（要支援・要介護状態になるおそれのある人への支援の詳細については「第３．監査の結

果と意見 ２．地域支援事業及び高齢者福祉サービスの状況について」を参照） 

 

（在宅での日常生活に不安のある人への支援） 

①生活支援ショートステイ（在宅支援課） 

高齢者において、介護予防の観点から、施設に一時的に宿泊し、生活習慣などの指導を

行うとともに体調調整を行うことが望ましい場合、または、家族が急な理由で数日間留守

をするが、心身の状況により家での生活に支障をきたす場合、特別養護老人ホームのショ

ートステイが利用できる。 
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②声の訪問（在宅支援課） 

ひとり暮らしの高齢者で定期的に安否の確認を行う必要がある人に、電話相談センター

から毎日 1回安否の確認を行い、いろいろな相談に応じている。 

 

③日常生活用具（在宅支援課） 

在宅のひとり暮らしの高齢者などに対し、日常生活用具を給付し、日常生活の便宜を図

っている。 

 

④緊急通報システム（在宅支援課） 

緊急通報用機器を貸与、または給付・レンタルし、緊急時の消防局への連絡などを確保

して生活の安全を確保している。 

 

（在宅での日常生活に不安のある人への支援の詳細については「第３．監査の結果と意見

２．地域支援事業及び高齢者福祉サービスの状況について」を参照） 

 

（在宅の要支援または要介護状態の人や介護者への支援） 

①食の自立支援・配食サービス（在宅支援課） 

［食の自立支援事業］ 

高齢者などの心身の状況及びその置かれている環境、介護者の状況、介護保険サービス

その他の保健福祉サービスの利用状況などの情報を収集、分析する。 

分析後、食の自立の観点から「食の自立プラン」を作成し、食関連サービスの利用調整

を行っている。 

［配食サービス］ 

上記の「食の自立支援事業」にて利用曜日・利用回数を決定する。 

月曜から日曜日のうち、決定された日に昼食を配達する。配達時に安否の確認を行い、

健康状態に異常があった場合は、関係機関への連絡を行っている。 

 

②寝具洗濯乾燥消毒サービス（在宅支援課） 

寝たきりなどにより寝具の洗濯乾燥消毒の援助が必要な人に、使用している寝具の乾燥

消毒及び丸洗いを行い、本人及び介護している家族の負担を軽減すると共に、高齢者の保

健衛生の向上と高齢者福祉の増進を図っている。 

 

③移送サービス（在宅支援課） 

寝たきりのための一般の交通機関を利用することが困難な高齢者に、寝台タクシー料金

の一部を助成することにより、高齢者の生活支援や介護者の負担を軽減し、高齢者福祉の

増進を図っている。 
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④おむつサービス（在宅支援課） 

寝たきりなどによりおむつが必要な高齢者におむつを定期的に配送し、その費用の一部

を助成することにより、本人及び介護に当たっている家族の介護負担を軽減し、高齢者福

祉の増進を図っている。 

 

⑤あんしんショートステイ（在宅支援課） 

介護者の入院などで、介護保険とは別にショートステイを利用する場合の利用料金の一

部を助成している。 

 

⑥住宅改造助成（在宅支援課） 

身体機能の低下した高齢者がいる世帯に対し、住宅を高齢者に適するように改造する場

合の費用の一部を助成し、高齢者の自立の助長や介護者の負担軽減を図っている。 

 

⑦徘徊高齢者ＳＯＳネットワーク事業（地域保健課） 

徘徊の見られる認知症高齢者を早期発見・保護するため、また、家族の負担を軽減する

ため、警察や地域などの協力のもとにネットワーク事業を行っている。 

 

⑧高齢者家族やすらぎ支援事業（在宅支援課） 

認知症高齢者を自宅で介護する家族が、外出する時間帯、または介護疲れで休息が必要

な時間帯に、認知症高齢者の介護経験等があるボランティア（やすらぎ支援員）が認知症

高齢者の居宅を訪問し、認知症高齢者の見守り、話し相手、家族の相談に応じている。 

 

⑨家族介護者のつどい（在宅支援課） 

高齢者を自宅で介護している家族を一時的に介護から解放し、相互に交流することがで

きるよう日帰り旅行を实施している。 

 

（在宅の要支援または要介護状態の人や介護者への支援の詳細については「第３．監査の

結果と意見 ２．地域支援事業及び高齢者福祉サービスの状況について」を参照） 

 

（住宅に関する支援） 

①住宅整備資金貸付（在宅支援課） 

身体機能の低下した高齢者の自立を促し、介護者の負担を軽減するため、住宅を増改築

または改造する資金を貸し付けている。 

 

②住宅改造相談センター（在宅支援課） 
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ア．サービスの内容 

身体機能の低下した高齢者の家族が住宅をその高齢者に適するように改造する場合、

改造方法や助成制度、融資制度などに関する相談や情報の提供を行っている。 

イ．相談方法 

専門の相談員（建築士、介護福祉士、看護師等）が電話相談及び面接相談、必要に応

じて訪問相談を行う。 

 

（住宅に関する支援の詳細については「第３．監査の結果と意見 ２．地域支援事業及び

高齢者福祉サービスの状況について」を参照） 

 

（権利や財産を守るための支援） 

①権利擁護のための仕組み（在宅支援課・地域福祉課・地域保健課） 

記憶力や判断力が衰えてくると、生活費の管理がうまくできなくなったり、悪質な訪問

販売で必要のないものを買わされるなどの問題が出てくることがある。認知症高齢者など

判断能力の低下した人の権利を守るための仕組みを紹介している。 

ア．成年後見制度 

a．法定後見制度 

判断能力が不十分であると家庭裁判所が認めた場合に、判断能力の程度に応じて、

家庭裁判所の定めた法定後見人（成年後見人、保佐人、補助人）によるさまざまな援

助を受けられる。） 

○窓口：福岡家庭裁判所  

○申し立てできる人：本人、配偶者、4親等内の親族 

b．任意後見制度 

判断能力が不十分になったときに備えて、自分が信頼できる人とあらかじめ任意後

見契約を結んでおき、将来契約内容に応じた支援を受けられる制度である。 

契約の内容は本人の希望に応じて設定できる。例えば、金銭や財産の管理、介護サ

ービスの選択、施設の入所契約などである。 

○窓口 

福岡公証役場：中央区舞鶴 3丁目 7－13－2F 

博多公証役場：博多区博多駅前 3丁目 25－24－3F 

 

＜成年後見制度の類型＞ 

 （１）法定後見 
（２）任意後見 

補助 保佐 後見 

対象者 
判断能力が 

不十分な人 

判断能力が著し

く不十分な人 

判断能力が全

くない人 

現在は問題ないが将

来に備えたい人 
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家庭裁判所

への申立権

者 

本人、配偶者、4親等内の親族、市長 

本人、配偶者、4 親

等内の親族、任意後

見受任者 

（契約した相手方） 

支 援 者 補助人 保佐人 成年後見人 任意後見人 

 

イ．日常生活自立支援事業（あんしん生活支援センター） 

社会福祉法人福岡市社会福祉協議会では、福祉サービスの利用や日常金銭の管理など

日常生活に必要なことが、判断能力が不十分なため一人では適切にできない在宅の高齢

者や障がい者に代わって、手続の援助や代行、利用料の支払いなどを行っている。 

ウ．成年後見制度利用支援事業 

成年後見制度普及のための広報活動及び身寄りのない認知症高齢者などについて、市 

長が後見開始などの申し立てを行うことにより、後見人による財産管理や身上監護な 

どの支援を行っている。 

また、市長が後見開始などの申し立てをした人のうち、後見人報酬などに対して、費

用の助成を行っている。 

 

②あんしん生活支援センター（日常生活自立支援事業）（地域福祉課） 

判断能力が不十分な人を対象に、契約に基づき、福祉サービス利用援助や日常金銭の管

理などを有料で行っている。 

ア．サービスの内容 

a．福祉サービスの利用援助 

・福祉サービスに関する情報提供、相談 

・福祉サービス利用手続きや援助申し込み手続きの同行、代行など 

・福祉サービス利用料の支払い代行 

・苦情解決制度の利用援助 

b．日常的金銭管理 

・年金、手当の受領確認 

・日常的な生活費に要する預貯金の払戻し 

・医療費・公共料金・税金などの支払い 

（注）不動産の管理・処分や高額な金銭の取扱いは行っていない。 

c．書類などの預かりサービス 

通帳・年金証書・権利書・契約書・保険証書などをお預かりしている。 

イ．サービスの利用者 

市内に居住し、判断能力が不十分な人（契約が結べる状態にあること） 

ウ．費用（自己負担） 
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a．福祉サービス利用援助：利用 1回につき 1,000円 

b．日常的金銭管理：利用 1回につき 1,000円 

c．書類などの預かりサービス：年間 3,000 円 

（注）生活保護受給者は無料 

 

③長期生活支援資金貸付制度（地域福祉課・在宅支援課） 

土地や家屋を所有していても、年金や預貯金が尐ないことで生活に不安を感じている高

齢者のために、現在住んでいる土地と建物を担保に生活資金を低金利で貸し付けることに

より、自立した在宅生活を支援している。 

ア．サービスの内容 

一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する低所

得の高齢者世帯に対し、当該不動産（土地）を担保として月々の生活資金を融資する制

度である。住居に引続き住み続けることができ、貸付金は死亡時などの契約終了の際に

一括償還となる。 

・实施団体：社会福祉法人福岡県社会福祉協議会 

イ．利用対象者 

市内に居住し、以下のいずれにも該当する低所得の高齢者世帯 

○資金の貸付けを受けようとする高齢者が単独で所有するか、または同居の配偶者と

共有する不動産に居住していること。（同居の配偶者と共有の場合は、配偶者が連帯借

受人になる必要がある。） 

○賃借権その他の利用権または抵当権その他の担保権が設定されていない不動産に居

住していること。 

○貸付を受けようとする高齢者の配偶者及び親（配偶者の親を含む）以外の人が同居

していないこと。 

○原則として、世帯の構成員が 65歳以上であること。 

○世帯の構成員が市民税非課税程度（均等割のみも可）の低所得であること。 

○担保に供する不動産（土地）の評価額が 1,000万円以上であること。 

ウ．貸付けの内容 

○限度額（総額）：土地の評価額の約 7割が基準 

○限度額（1月当たり）：30万円以内で契約により定める額 

○金利（年利）：当該年度の 4月 1日の長期プライムレートと 3％のいずれか低い方 

○担保など：住んでいる土地と建物に担保権を登記することが条件である。 

○保証人：推定相続人の中から、1人の連帯保証人が必要である。 

○契約の終了：当該不動産に居住しなくなった場合、死亡の場合、破産・強制執行な 

どの場合には、契約を終了し、償還の手続きに入る。 

○不動産の評価・登記などの費用は、資金の貸付けを受ける人の負担となる。 
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（３）高齢者向け施設（介護保険制度以外） 

①養護老人ホーム（監査指導課） 

おおむね 65歳以上の方で、環境上の問題があり、かつ経済的に困窮しており、自宅にお

いて生活することが困難な方が入所できる施設である。 

（施設一覧） 

平成 20年 4月 1日現在の養護老人ホームの一覧は以下のとおりである。 

 
施設名 

定員

（人） 

入所者数

（人） 
設置（経営）主体 所在地 備考 

１ 博多老人ホーム 117 117 社会福祉法人 南区三苫 2-28-41  

２ 松濤園 150 107 福岡市 西区今津 4815  

３ 松月園 50 47 社会福祉法人 南区老司 5-12-4 盲養護 

４ 田尻苑 50 50 社会福祉法人 西区田尻 2542 
聴覚・言語障

がい者養護 

合計 367 321    

（出典：「高齢者保健福祉のあらまし」平成 20年度版を加工） 

 

②生活支援ハウス（在宅支援課） 

居宅で生活することが困難な高齢者に、介護支援機能、居宅機能及び交流機能を総合的

に提供している。 

（施設一覧） 

平成 20年 4月 1日現在の生活支援ハウスの一覧は以下のとおりである。 

 
施設名 

定員 

（人） 

入所者数

（人） 
運営主体 所在地 

１ 油山福祉の里 11 11 社会福祉法人（委託） 城南区大字東油山 499-16 

２ シティ・ケア長住 10 8 社会福祉法人（委託） 南区長住 3-7-1 

３ 寿生苑 9 8 社会福祉法人（委託） 西区田尻 2705-1 

合計 30 27   

（出典：「高齢者保健福祉のあらまし」平成 20年度版を加工） 

 

③軽費老人ホームＡ型（監査指導課） 

家庭環境や住宅事情などの理由で、自宅において生活することが困難な低所得の高齢者

が入所できる施設である。 

（施設一覧） 

平成 20年 4月 1日現在の軽費老人ホームの一覧は以下のとおりである。 

 
施設名 定員（人） 

入所者数

（人） 
設置（経営）主体 所在地 
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１ 長雲荘 100 94 社会福祉法人 東区三苫 2-28-70 

２ 玄洋荘 100 100 社会福祉法人 西区田尻 2697-1 

合計 200 194   

（出典：「高齢者保健福祉のあらまし」平成 20年度版を加工） 

 

④軽費老人ホーム［ケアハウス］（監査指導課） 

身体的機能の低下や高齢のため、独立した生活を送るには不安がある高齢者が在宅サー

ビスを利用しながら入居生活する施設である。車いすを利用しやすい構造など、高齢者に

配慮した構造・設備になっている。 

また、入所者が介護を必要とする状態となった場合には、訪問介護（ホームヘルプサー

ビス）などの在宅サービスを利用して、できる限り自立した生活が送れるよう配慮された

施設である。 

（施設一覧） 

平成 20年 4月 1日現在のケアハウスの一覧は以下のとおりである。 

 
施設名 

定員

（人） 

入所者数

（人） 
設置（経営）主体 所在地 

1 海の中道 150 145 社会福祉法人 東区雁ノ巣 1-7-25 

2 光薫寺ビハーラ 100 79 社会福祉法人 東区蒲田 5-7-1 

3 サンシャイン 20 19 社会福祉法人 東区原田 1-41-1 

4 多々良川 20 16 社会福祉法人 東区名子 3-23-50 

5 フレンド・ピーチ 50 50 社会福祉法人 東区松崎 4-17-1 

6 月隈一番館 50 46 社会福祉法人 博多区月隈 6-16-11 

7 エスペランザ 150 142 社会福祉法人 博多区金の隈 3-24-53 

8 ライフケア大手門 30 28 社会福祉法人 中央区大手門 2-5-15 

9 はなみずき園 20 16 社会福祉法人 中央区鳥飼 2-4-8 

10 ビハーラ今泉 58 57 社会福祉法人 中央区今泉 1-8-15 

11 ケアハウスおざさ 18 18 社会福祉法人 中央区小笹 1-14-27 

12 シティ・ケア長住 20 20 社会福祉法人 南区長住 3-7-1 

13 油山つばき苑 30 27 社会福祉法人 城南区東油山 499-16 

14 しらさぎ 20 20 社会福祉法人 城南区鳥飼 6-2-16 

15 シティ・ハウス神松寺 40 38 社会福祉法人 城南区神松寺 1-7-1 

16 香楠荘 30 29 社会福祉法人 早良区東入部 2-16-17 

17 くすの木 32 31 社会福祉法人 早良区干隈 4-18-10 

18 にじの森 50 47 社会福祉法人 西区今宿上ノ原 16-1 

19 ケアハウス怡土 50 48 社会福祉法人 西区大字徳永 1065-1 
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20 桜ガーデン生の松原 50 50 社会福祉法人 西区生の松原 3-13-15 

21 マイネスハウス福重 29 28 社会福祉法人 西区福重 2-34-5 

合計 1,017 954   

（出典：「高齢者保健福祉のあらまし」平成 20年度版を加工） 

 

⑤有料老人ホーム（福岡県所管の施設） 

高齢者が入居し、入浴、排せつもしくは食事の介護、食事の提供またはその他日常生活

に必要なサービスが提供される施設である。 

ア．サービス内容等 

  契約により決められるが、一般的には、食事、相談、助言、健康管理、治療への協力、

レクリエーションなどのサービスが提供される。また、介護を必要とする状態となった

場合は、その施設で終身介護をする場合やそうでない場合などさまざまなタイプがある。 

イ．サービスの利用者 

 どのような人が入居できるかについては、入居者とその施設との契約によって定まる。 

ウ．費用（自己負担） 

  利用料などについては、契約によって定められることになるが、入居時に入居一時金

を支払うほか、月々の生活費、人件費、運営費などとして毎月利用料を支払う場合が一

般的である。なお、利用料は、全額自己負担になる。 

 

平成 20年 4月 1日現在の有料老人ホームの状況は以下のとおりである。 

○ 介護付有料老人ホーム 56施設 

介護が必要となった場合には、その有料老人ホームが提供する介護サービスを受け

ることができる。 

○ 住宅型有料老人ホーム 11施設 

介護が必要となった場合には、その有料老人ホームで訪問介護等外部の介護サービ

スを受けることができる。 

○ 健康型有料老人ホーム  1施設 

介護が必要となった場合には、退去しなければならない。 

 

 （高齢者向け施設の詳細については「第３．監査の結果と意見 ３．高齢者保健福祉施

設について」を参照） 

 

（４）介護保険制度で利用できる高齢者向け施設 

①特別養護老人ホーム［介護老人福祉施設］（監査指導課） 

要介護者に対し施設サービス計画に基づき、入浴・排せつ・食事等の介護の世話、機能

訓練、健康管理、療養上の世話を行う施設である。 
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（施設一覧） 

平成 20年 4月 1日現在の特別養護老人ホームの一覧は以下のとおりである。 

 
施設名 

定員

（人） 

入所者数

（人） 
設置（経営）主体 所在地 

1 奈多創生園 380 377 社会福祉法人 東区雁ノ巣 1-7-25 

2 光薫寺ビハーラ 80 78 社会福祉法人 東区蒲田 5-7-1 

3 サンシャイン 50 50 社会福祉法人 東区原田 1-41-1 

4 なごみの里 74 73 社会福祉法人 東区名子 3-23-50 

5 愛の里 81 81 社会福祉法人 東区唐原 7-15-51 

6 いきいき八田 73 72 社会福祉法人 東区八田 1-4-15 

7 洸寿園 100 100 社会福祉法人 博多区金の隈 3-24-55 

8 博多さくら園 50 50 社会福祉法人 博多区古門戸町 4-23 

9 月隈愛心の丘 50 52 社会福祉法人 博多区月隈 6-16-11 

10 シティ・ケア博多 100 99 社会福祉法人 博多区博多駅前 4-22-2 

11 アットホーム博多の森 99 92 社会福祉法人 博多区大字下月隈 73-1 

12 薔薇の樹苑 70 70 社会福祉法人 博多区元町 2-1-7 

13 ライフケア大手門 70 70 社会福祉法人 中央区大手門 2-5-15 

14 はなみずき園 50 49 社会福祉法人 中央区鳥飼 2-4-8 

15 梅光園 75 75 社会福祉法人 中央区梅光園 3-4-1 

16 おざさ 29 29 社会福祉法人 中央区小笹 1-14-27 

17 花畑ホーム 110 110 社会福祉法人 南区柏原 715 

18 回生園 50 49 社会福祉法人 南区横手南町 3-8 

19 花の季苑 50 50 社会福祉法人 南区和田 4-16-1 

20 第 2花畑ホーム 80 83 社会福祉法人 南区柏原 715-13 

21 松月園 30 28 社会福祉法人 南区老司 5-12-4 

22 シティケア長住 50 50 社会福祉法人 南区長住 3-7-1 

23 鹿助荘 60 57 社会福祉法人 南区西長住 2-1-57 

24 油山緑寿園 100 103 社会福祉法人 城南区南片江 4-14-1 

25 油山福祉の里 50 49 社会福祉法人 城南区東油山 499-16 

26 飛鳥 50 52 社会福祉法人 城南区鳥飼 6-2-16 

27 別府しろくま園 80 79 社会福祉法人 城南区別府 7-5-45 

28 恵風苑 100 99 社会福祉法人 早良区内野 7-25-10 

29 香楠荘 65 49 社会福祉法人 早良区東入部 2-16-17 

30 たちばな 46 48 社会福祉法人 早良区干隈 4-18-10 
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31 あおぞら 50 50 社会福祉法人 早良区城西 2-6-27 

32 サンシャインプラザ 100 100 社会福祉法人 早良区田村 2-15-2 

33 けやき 81 54 社会福祉法人 早良区荒江 3-20-1 

34 ライフケアしかた 69 68 社会福祉法人 早良区四箇 6-12-41 

35 大寿園 150 148 日本赤十字社 西区今津 520 

36 歴史の里 50 50 社会福祉法人 西区徳永 397-46 

37 寿生苑 80 80 社会福祉法人 西区田尻 2705-1 

38 愛信園 100 99 社会福祉法人 西区吉武 297 

39 松生園 70 69 社会福祉法人 西区今宿青木 1093-2 

40 七樹苑 71 70 社会福祉法人 西区今宿上ノ原 16-1 

41 マナハウス 69 67 社会福祉法人 西区戸切 3-20-8 

42 リハモール福岡 72 73 社会福祉法人 西区野方 7-780-1 

43 能古清和園 50 52 社会福祉法人 西区能古 777-1 

44 マイネスハウス福重 29 28 社会福祉法人 西区福重 2-34-5 

45 美の里（注） 29 － 社会福祉法人 西区田尻 2535 

合計 3,422 3,331   

（注）特別養護老人ホーム美の里は平成 20年 8月 1日開設であるため、入所者数は記載し

ていない。 

（出典：監査指導課作成資料を加工） 

 

②介護老人保健施設（監査指導課） 

要介護者に対し施設サービス計画に基づき、看護、医学的管理下での介護、機能訓練等

の必要な医療、日常生活上の世話を行う施設である。 

（施設一覧） 

平成 20年 4月 1日現在の介護老人保健施設の一覧は以下のとおりである。 

 
施設名 

定員

（人） 

入所者数

（人） 
設置（経営）主体 所在地 

1 M.T奈多ケア院 300 284 社会福祉法人 東区雁ノ巣 1-7-30 

2 みつみ 100 92 医療法人 東区西戸崎 5-8-55 

3 ローズガーデン MK 100 96 医療法人 東区名子 1-1-5 

4 フラワーハウス博多 140 136 社会福祉法人 博多区金の隈 3-24-8 

5 楽陽園 100 95 医療法人 博多区金の隈 3-24-16 

6 光 100 96 医療法人 博多区吉塚 7-6-40 

7 友愛苑 100 93 医療法人 博多区住吉 1-1-5 

8 ケアセンターサンハウス 90 84 医療法人 博多区諸岡 4-28-32 
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9 老健センターささおか 100 88 医療法人 中央区小笹 1-28-25 

10 木の葉の里 100 99 医療法人 南区多賀 2-4-6 

11 湯の里まとば 100 93 医療法人 南区的場 2-32-17 

12 ひのき 86 85 医療法人 南区桧原 6-44-20 

13 花菖蒲 67 65 医療法人 南区若久 2-6-1 

14 いこいの森 100 96 医療法人 城南区東油山 6-19-23 

15 とりかい 73 72 医療法人 城南区鳥飼 6-3-7 

16 老健センターながお 70 63 医療法人 城南区樋井川 3-47-1 

17 さわら老健センター 100 94 医療法人 早良区早良 1-1-60 

18 ひいらぎ 54 51 医療法人 早良区干隈 3-9-2 

19 ケアセンターひまわり苑 100 98 医療法人 早良区早良 1-5-56 

20 からざステーション 80 73 医療法人 早良区野芥 5-6-38 

21 サンシャインシティ 85 84 学校法人 西区田村 2-15-1 

22 松寿苑 100 91 医療法人 西区今宿 379-1 

23 サンライズ壱岐 80 73 医療法人 西区野方 1-16-26 

24 春風 100 96 医療法人 西区飯氏 243-1 

25 ケアプラザ北原 65 65 医療法人 西区徳永 909-1 

26 西寿 100 93 医療法人 西区生の松原 3-18-9 

合計 2,590 2,455   

（出典：監査指導課作成資料を加工） 

 

③介護療養型医療施設（県所管の施設） 

ア．サービスの内容 

急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする方に医学的管理に基づき、看護、介護、

リハビリテーション等を行う施設である。 

イ．サービスの利用者 

カテーテルを装着している等の常に医師の手当てを必要とする常時医療管理が必要で

病状が安定期にある要介護１～５の人である。 

ウ．入所費用 

介護サービス費用の一割、食費、家賃、光熱費等 

 

  介護療養型医療施設は平成 20 年 4 月 1 日現在、市内に 30 施設あるが、介護保険施設

の中でも一番手厚い医療が受けられる施設であると共に、他の施設に比べて知名度が低く、

かつ、仕組みの分かりにくい施設でもある。これは介護療養型医療施設の大多数が、医療

制度改革による診療報酬の削減及び介護保険制度の導入を機に、もともとの一般病院から

介護療養型医療施設に転換したためで、外見上はさほど変わった印象はなく、外来も行う
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ために一般の人には分かりづらくなっている。また、療養型には介護保険以外にも医療保

険適用のものがあり、一つの病院内に介護保険適用のベッドと医療保険適用の療養型ベッ

ドを併せ持つところまである。 

なお、平成 18 年の医療制度改革で、介護保険中の療養病床である介護療養型医療施設

は平成 24年 3月末で廃止される予定（今後見直しが検討されている）である。 

 

④認知症対応型共同生活介護［グループホーム］（保健福祉局監査指導課） 

認知症の人が 5～9人で共同生活をしながら、入浴・排せつ・食事等の介護その他の日常

生活上の世話及び機能訓練などのサービスを受ける住居である。 

 

平成 20 年 4 月 1 日現在の認知症対応型共同生活介護（グループホーム）は市内に 87 施

設あり、入所定員の合計は 1,296人である。 

 

（介護保険制度で利用できる高齢者向け施設の詳細については「第３．監査の結果と意見 

３．高齢者保健福祉施設について」を参照） 
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第３．監査の結果と意見 

 

１．介護保険事業の状況について 

（１）福岡市の介護保険制度の概要 

①概要 

 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、介護や看護を必要とする人たちについて、これらの人たちが尊厳を保持し、その有

する能力に応じ自立した日常生活が営めるよう、必要な保険給付を行うものである。（介護

保険法第 1条、第 2条）。 

40 歳以上の人が被保険者となって保険料を負担し、介護や支援が必要と認定されたとき

には、利用者負担（原則として保険費用額の 1 割）を支払って介護サービス、または介護

予防サービスが利用できる仕組みとなっている。 

平成 12年の介護保険制度の開始以降、市は 3 年を 1つの財政均衡期間とする介護保険事

業計画に基づき事業を運営してきたが、平成 20 年度は第 3 期事業計画期間（平成 18 年度

～平成 20年度）の最終年度に該当する。 

 

②保険者 

介護保険の实施主体、すなわち保険者は「市町村及び特別区」であり（介護保険法第 3

条）、保険者たる市は介護サービスの給付の決定や支払いをする給付主体としての役割と、

介護保険料の設定・徴収・管理を行う財政主体としての役割を担う。 

また、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう、国、県及び医療保険者はそ

れぞれの立場から、援助・協力を行うこととされている（介護保険法第 5条、6条）。 

 

③被保険者 

被保険者は市の区域内に住所を有する 40歳以上の人で、このうち 65歳以上の人は「第 1

号被保険者」、40 歳以上 65 歳未満の医療保険加入者は「第 2 号被保険者」とされる（介護

保険法第 9条）。 

第 1号被保険者と第 2号被保険者とでは、保険給付の要件が異なる。第 1号被保険者は、

原因を問わず介護や支援が必要な状態にあれば保険給付の対象となるのに対し、第 2 号被

保険者は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの（特

定疾病）によって、介護や支援が必要となった場合にのみ保険給付の対象となる（介護保

険法第 7条 3項）。 
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市の第 1号被保険者及び第 2号被保険者の推移は以下のとおりである。 

（単位：人） 

区分 平成 18 年度 平成 19年度 平成 20年度 

総人口（A） 1,381,353 1,393,028 1,403,868 

第 1号被保険者数（65 歳以上人口）（B） 217,458 225,421 232,610 

 前期（65～74歳人口） 121,940 124,783 127,181 

 後期（75歳以上人口） 95,518 100,638 105,429 

第 1号被保険者の総人口に占める割合 

（B）/（A） 
15.7% 16.2% 16.6% 

第 2号被保険者数（40～64歳人口） 445,744 449,876 455,548 

（注）1 人口は各年度年間平均 

（注）2 「総人口」＝「住民基本台帳に基づく人口」＋「外国人登録人口」 

（出典：介護保険課作成資料） 

 

④保険料 

ア．第 1号被保険者の保険料 

第 1 号被保険者の保険料は、低所得者の方々にとっても過重な負担とならないよう、

所得段階に応じた定額保険料として設定されている。その徴収は、老齢（退職）・障害・

遺族年金から特別徴収（いわゆる年金天引き）を行うほか、特別徴収対象外の者につい

ては市町村が個別に徴収を行う。 

市における保険財政の安定を図る観点から、保険料は中期的な見通しに基づき、3年の

事業計画期間ごとに設定している。なお、保険料は給付水準の高い市町村では高くなり、

給付水準の低い市町村では低くなる。 

第 3 期事業計画期間（平成 18 年度～平成 20 年度）における、市の第 1 号被保険者の

保険料は以下のとおりである。 

所得段階 対象者 
負担 

割合 

年額保険料 

平成 18年度～ 

平成 20年度 

第１段階 
生活保護の受給者、老齢福祉年金の受給

者で世帯全員市民税非課税 
0.5 26,963円 

第２段階 
世帯全員市民税非課税（課税年金収入額

と合計所得金額の合計が 80 万円以下） 
0.5 26,963円 

第３段階 
世帯全員市民税非課税（第１・第２段階

以外） 
0.75 40,445円 

第４段階 
本人は市民税非課税で、世帯員に課税者

あり 
1 53,926円 
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第５段階 本人市民税課税（合計所得200万円未満） 1.25 67,408円 

第６段階 
本人市民税課税（合計所得 200万円以上

300 万円未満） 
1.5 80,889円 

第７段階 
本人市民税課税（合計所得 300万円以上

600 万円未満） 
1.75 94,371円 

第８段階 本人市民税課税（合計所得600万円以上） ２ 107,852円 

（注）税制改正（65 歳以上の人に対する合計所得金額が 125 万円以下の場合の老年者非課

税措置の廃止）により、保険料段階が上昇する人に対して、平成 18 年度から平成 20 年

度の間、保険料が本来の額より軽減される激変緩和措置が实施されている。 

 （対象：第４段階・第５段階該当者の中の一部対象者） 

（出典：福岡市「高齢者保健福祉のあらまし」平成 20年度版） 

 

第 3 期事業計画期間（平成 18 年度～平成 20 年度）における第 1 号被保険者の保険料

は、国が定めるガイドラインに基づき以下のとおり設定している。 

 

項目  第 3期  第 4期（参考） 

3 か年で第 1号被保険者が負担すべき経費 

（保険料収納必要額） 

 
35,976百万円 

 
38,239百万円 

÷  ÷  ÷ 

負担割合で補正した 3か年の第 1号被保険者数

（補正第 1号被保険者数） 

 
684,943人 

 
727,275人 

÷  ÷  ÷ 

過去の収納状況より推計した保険料の収納率 

（保険料予定収納率） 

 
97.40％ 

 
97.50％ 

＝  ＝  ＝ 

第 3期事業計画期間における 

第 1号被保険者保険料基準年額 

 
53,926円 

 
53,926円 

              （月額保険料）   （4,494円）    （4,494円）            

（注）「第 4 期（参考）」は、第 4 期事業計画期間（平成 21 年度～平成 23 年度）の設定で

ある。 

   

平成 20年度における政令指定都市の保険料は以下のとおりである。福岡市の保険料は

17 政令指定都市中、7 番目に高い水準となっているが、要介護認定率が比較的高いこと

が一つの要因となっている。 
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                                （単位：円） 

都市名 金額 都市名 金額 都市名 金額 

札幌市 4,205 仙台市 4,117 さいたま市 3,817 

千葉市 3,780 横浜市 4,150 川崎市 4,033 

新潟市 4,258 静岡市 3,600 浜松市 3,800 

名古屋市 4,398 京都市 4,760 大阪市 4,780 

堺市 5,092 神戸市 4,694 広島市 4,786 

北九州市 4,750 福岡市 4,494 平均 4,324 

（出典：介護保険課作成資料） 

なお、災害や所得の減尐などの理由で保険料の納付が困難になった場合、保険料が減免

される場合がある。 

 

イ．第 2号被保険者の保険料 

a．第 2号被保険者のうち、国民健康保険に加入している人の保険料は、国民健康保険

料の算定方法と同様に、世帯ごとに決められる。保険料は医療保険分と介護保険分と

を合わせて、国民健康保険料として世帯主が納付する。 

 

介護保険料 ＝ 

所得割 

＋ 

均等割 

＋ 

世帯割 

第 2号被保険者の所得

に応じて計算 

世帯の第 2 号被

保険者数に応じ

て計算 

第2号被保険者の属

する世帯で 1世帯に

つきいくらと計算 

 

b．第 2号被保険者のうち、職場の医療保険に加入している人の保険料は、医療保険ご

とに設定される介護保険料率と、給与（標準報酬月額）及び賞与に応じて決められる。

保険料は介護保険料と医療保険料を合わせて給与から徴収される。また、原則として

半分を事業主が負担する。 

 

介護保険料 ＝ 標準報酬月額及び賞与 × 介護保険料率 

 

第 2 号被保険者の保険料は、医療保険者が一般の医療保険料と一括して徴収し、社

会保険診療報酬支払基金を通じ、各市町村に対し給付費等の一定割合が交付される。  

 

⑤要介護（要支援）認定 

介護保険制度では、介護や支援が必要な状態になっても被保険者は直ちに介護保険の給

付を受けられるわけではない。介護サービス、または介護予防サービスを利用するには、

申請をし、要介護（要支援）認定を受ける必要がある（介護保険法第 27条、第 32条）。 
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サービスを利用するまでの手順は以下のとおりである。 

ア．申請 

  住所地の区保健福祉センター福祉・介護保険課等の窓口で申請を行う。申請者は本人、 

家族などのほかに、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者、介護保健施設に申請

を代行してもらうこともできる。 

イ．訪問調査 

  福祉・介護保険課の職員や調査の委託を受けた事業者などの介護支援専門員が自宅な

どを訪問し、心身の状況などについて、調査を行う。 

ウ．主治医意見書 

  市が本人の主治医に、心身の状況についての意見書を作成してもらう。 

エ．介護認定審査会 

  全国一律のコンピューターソフトを用いた一次判定と特記事項、主治医意見書をもと

に、保健・医療・福祉の専門家で構成される「福岡市介護認定審査会」で、介護の必要

性や、要介護（要支援）状態区分などの審査・判定を行う。 

オ．要介護（要支援）の認定 

  介護認定審査会の判定に基づいて、介護保険の対象とならない「非該当」、介護予防の

対象となる「要支援１・２」、介護給付の対象となる「要介護１～５」までの区分に分け

て認定し、その結果通知書と認定結果が記載された介護保険被保険者証が送付される。 

※ 認定の有効期間満了後も引き続き介護サービス、または介護予防サービスを受けるた

めには、要介護（要支援）認定の更新が必要。 

カ．ケアプランの作成 

  認定結果をもとに、心身の状況などに応じてケアプランを作成する。 

キ．介護サービス、または介護予防サービス開始 

  ケアプランに基づいて、介護サービス、または介護予防サービスが利用できる。 

 

要介護（要支援）認定に不服がある場合には、福岡県が設置する「介護保険審査会」

に不服申し立て（審査請求）をすることができる（介護保険法第 183条、第 184条）。 

 

⑥保険給付の種類と内容 

 要介護１から５に認定された方は介護サービス、要支援１・２に認定された方は介護予

防サービスを利用することができる。利用できるサービスは以下のとおりである。 

サービスの種類 内容 

介護サービス（対象：要介護１～５） 

 在宅サービス 

  訪問介護 

（ホームヘルプ） 

訪問介護員（ホームヘルパー）等が居宅を訪問し、入浴、排

泄、食事等の身体介護、その他調理・洗濯・掃除等の日常生
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活上の生活援助を行う。 

  訪問入浴介護 居宅を訪問し、浴槽を提供して入浴の介護を行う。 

  訪問看護 看護師等が居宅を訪問して療養上の世話または必要な診療

の補助を行う。 

  訪問リハビリテーション 理学療法士・作業療法士等が居宅を訪問し、理学療法・作業

療法その他必要なリハビリテーションを行う。 

  通所介護 

（デイサービス） 

デイサービスセンターなどで、通所方式により入浴・食事等

の身体介護や日常生活上の世話、機能訓練を行う。 

  通所リハビリテーション 

（デイケア） 

介護老人保健施設・病院・診療所で理学療法・作業療法その

他必要なリハビリテーションを行う。 

  福祉用具貸与 

（レンタル） 

車いす、特殊寝台、床ずれ防止用具、歩行器、移動用リフト

等の貸与。 

  短期入所生活介護 

（ショートステイ） 

介護老人福祉施設等で短期入所方式により，入浴・食事等の

身体介護や日常生活上の世話、機能訓練を行う。 

  短期入所療養介護 

（ショートステイ） 

介護老人保健施設・介護療養型医療施設で短期入所方式によ

り、看護、医学的管理の下に介護、機能訓練その他必要な医

療、日常生活上の世話を行う。 

  居宅療養管理指導 医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士・歯科衛生士等が居宅

を訪問し、療養上の管理や指導を行う。 

  特定施設入居者生活介護 有料老人ホーム、ケアハウス（その入居定員が 30 人以上で

あるもの）等に入居している要介護者について、入浴、排泄、

食事等の身体介護その他日常生活上の生活援助、機能訓練及

び療養上の世話を行う。 

  居宅介護支援 居宅介護支援専門員（ケアマネジャー）が、居宅サービス等

を適切に利用できるよう、サービスの種類、内容等を定めた

居宅サービス計画（ケアプラン）を作成するとともに、サー

ビス事業者等と連絡調整その他の便宜を行う。介護保険施設

へ入所する場合は施設への紹介等を行う。 

  福祉用具購入費の支給 入浴（入浴用いす・すのこ等）、排泄（腰掛け便座等）の用

に供する福祉用具を購入した場合の支給。 

  住宅改修費の支給 手すり取付け、段差解消、滑り止め、洋式便器取替え等住宅

改修を行った場合の支給。 

 施設サービス 

  介護老人福祉施設（特別養

護老人ホーム） 

介護等の日常生活上の世話、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、医学的管理下における介護及び機能訓練その他必要な
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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 療養上の管理、看護、医学的管理下における介護等の世話及

び機能訓練、その他必要な医療を行う。 

 地域密着型サービス 

  夜間対応型訪問介護 夜間に、定期的な巡回訪問または通報を受け、利用者の居宅

で、入浴、排泄、食事等の身体介護や生活援助を行う。 

  認知症対応型通所介護 認知症高齢者（要介護者）に、デイサービスセンターなどで、

通所方式により入浴・食事等の身体介護や日常生活上の世

話、機能訓練を行う。 

  小規模多機能型居宅介護 居宅への訪問または、サービス拠点への通所方式または、短

期入居方式により、入浴、排泄、食事等の身体介護その他日

常生活の世話、機能訓練を行う。 

  認知症対応型共同生活介

護（認知症高齢者グループ

ホーム） 

認知症高齢者（要介護者）を対象に共同生活（5～9 人）を

通し、入浴、排泄、食事等の身体介護や日常生活上の世話を

行う。 

  地域密着型特定施設入居

者生活介護 

有料老人ホーム、ケアハウス（その入居定員が 29 人以下で

あるもの）等に入居している要介護者について、入浴、排泄、

食事等の身体介護その他日常生活上の生活援助、機能訓練及

び療養上の世話を行う。 

介護予防サービス（対象：要支援１・２） 

 在宅サービス 

  介護予防訪問介護 訪問介護員（ホームヘルパー）等が居宅を訪問し、介護予防

を目的として、入浴、排泄、食事等の身体介護、その他の日

常生活上の生活援助を行う。 

  介護予防訪問入浴介護 居宅を訪問し、介護予防を目的として、浴槽を提供して入浴

の介護を行う。 

  介護予防訪問看護 看護師等が居宅を訪問し、介護予防を目的として、療養上の

世話または必要な診療の補助を行う。 

  介護予防訪問リハビリテ

ーション 

理学療法士・作業療法士等が居宅を訪問し、介護予防を目的

として、理学療法・作業療法その他必要なリハビリテーショ

ンを行う。 

  介護予防通所介護 

（デイサービス） 

デイサービスセンターなどで、通所方式により介護予防を目

的として、入浴・食事等の身体介護や日常生活上の支援、機

能訓練を行う。 

  介護予防通所リハビリテ

ーション（デイケア） 

介護老人保健施設・病院・診療所で、介護予防を目的として、

理学療法・作業療法その他必要なリハビリテーションを行
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う。 

  介護予防福祉用具貸与 

（レンタル） 

福祉用具のうち、介護予防に資するものとして定められたも

のの貸与。 

  介護予防短期入所生活介

護（ショートステイ） 

介護老人福祉施設等で短期入所方式により、介護予防を目的

として、入浴、排泄、食事等の身体介護その他日常生活の支

援、機能訓練を行う。 

  介護予防短期入所療養介

護（ショートステイ） 

介護老人保健施設・介護療養型医療施設で短期入所方式によ

り、介護予防を目的として、看護、医学的管理の下に介護、

機能訓練その他必要な医療、日常生活上の支援を行う。 

  介護予防居宅療養管理指

導 

医師・歯科医師・薬剤師・栄養管理士・歯科衛生士等が居宅

を訪問し、介護予防を目的として、療養上の管理や指導を行

う。 

  介護予防特定施設入居者

生活介護 

有料老人ホーム、ケアハウス等に入居している要支援者につ

いて、介護予防を目的として、入浴、排泄、食事等の身体介

護その他日常生活上の生活援助、機能訓練及び療養上の世話

を行う。 

  介護予防支援 地域包括支援センターにおいて、介護予防サービス等を適切

に利用できるよう、サービスの種類、内容等を定めた介護予

防サービス計画（介護予防ケアプラン）を作成するとともに、

サービス事業者等と連絡調整その他の便宜を行う。 

  特定介護予防福祉用具購

入費の支給 

介護予防に資すると認められた、入浴、排泄の用に供する福

祉用具を購入した場合の支給。 

  介護予防住宅改修費の支

給 

手すり取付け、段差解消、滑り止め、洋式便器取り替え等住

宅改修を行った場合の支給。 

 地域密着型サービス 

  介護予防認知症対応型通

所介護 

認知症高齢者（要支援者）に、デイサービスセンターなどで、

介護予防を目的として、通所方式により入浴・食事等の身体

介護や提供等日常生活上の支援、機能訓練を行う。 

  介護予防小規模多機能型

居宅介護 

 

居宅への訪問または、サービス拠点への通所方式または、短

期入所方式により、介護予防を目的として、入浴、排泄、食

事等の身体介護その他日常生活の支援、機能訓練を行う。 

  介護予防認知症対応型共

同生活介護（認知症高齢者

グループホーム） 

認知症高齢者（要支援者）を対象に共同生活（5～9 人）を

通し、介護予防を目的として、入浴、排泄、食事等の身体介

護や日常生活上の支援を行う。（要支援２の方のみ利用でき

る） 

（出典：「第 3 期 福岡市介護保険事業計画」） 
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⑦利用者負担 

ア．利用者負担 

介護保険のサービス費用の 9 割は保険給付され、残りの 1 割は原則として利用者の自

己負担となる。ただし、施設サービス等での日常生活に要する費用（食費、居住費（滞

在費）、宿泊費、日用品費など）については、全額自己負担となる。 

なお、在宅サービスの利用に際しては、要介護度別に、介護保険で利用できる 1 か月

の上限額（支給限度額）が定められており、在宅サービスを利用する場合の 1 か月に利

用できるサービス費用の目安は以下のとおりである。 

 

要介護度区分 
１か月に利用できるサー

ビス費用の目安 
支給限度額の単位数 

要支援１ 約 50,800円  4,970単位 

要支援２ 約 106,400円 10,400単位 

要介護１ 約 169,700円 16,580単位 

要介護２ 約 199,400円 19,480単位 

要介護３ 約 273,900円 26,750単位 

要介護４ 約 313,300円 30,600単位 

要介護５ 約 366,800円 35,830単位 

（注）上記の金額は支給限度額の単位数に 10.24円を乗じたものである。 

  （出典：福岡市「高齢者保健福祉のあらまし」平成 20年度版を加工） 

 

イ．高額介護サービス費の支給 

  同じ月内の介護サービス、または介護予防サービスの利用者負担の合計（世帯合計額）

が高額となる場合は負担の上限を設け、申請によりその超えた分が高額介護サービス費

（介護予防サービスの利用の場合は高額介護予防サービス費）として支給される。 

利用者負担上限額は以下のとおりである。 

 

利用者負担段階区分 利用者負担上限額 

a． 一般世帯 世帯 37,200 円 

b． (ⅰ)世帯全員が市民税非課税 

   (ⅱ)利用者負担を 24,600円に減額することで、生

活保護の受給者とならない場合 

世帯 24,600 円 

 ○世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と合計

所得金額の合計が 80万円以下の人 

○世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金を受給し

個人 15,000 円 
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ている人 

c． (ⅰ)生活保護を受給している人 

   (ⅱ)利用者負担を 15,000円に減額することで生活

保護の受給者とならない場合 

個人 15,000 円 

世帯 15,000 円 

（注）保険料の滞納がある場合には、高額介護サービス費（高額介護予防サービス費）

の支給が受けられない場合がある。 

（出典：福岡市「高齢者保健福祉のあらまし」平成 20年度版） 

 

ウ．介護保険施設などのサービスを利用する場合の食費、居住費の軽減 

  在宅サービス利用者との間で不公平が生じることのないよう、介護保険施設などを利

用した場合の日常生活に要する費用（食費、居住費（滞在費）、宿泊費、日用品費など）

は原則として、全額自己負担である。しかし、所得の低い人の介護保険施設などの利用

が困難とならないように、食費、居住費（滞在費）については所得の段階に応じて自己

負担額が軽減される。所得に応じた食費と居住費（滞在費）の負担限度額までを自己負

担し、残りの費用（基準費用額との差額分）は介護保険から特定入所者介護サービス費、

または特定入所者介護予防サービス費として施設に給付される。なお、軽減を受けるた

めには申請により認定を受けることが必要である。 

 

⑧介護保険資金の貸付制度、利用料の軽減など 

ア．介護保険資金貸付事業 

介護サービス、または介護予防サービスを利用する際の利用者負担や必要な費用の支

払いが困難な方に対し、必要な資金を無利子で貸し付けるもの 

イ．障がい者ホームヘルプサービス利用者などに対する支援措置 

一定の要件に該当する対象者について、介護保険のホームヘルプサービス利用時の自

己負担額の一定率を助成し、自己負担の軽減をすることにより、訪問介護サービスなど

の継続的な利用の促進を図るもの 

ウ．社会福祉法人による利用者負担の軽減制度 

介護保険サービスの利用者で、利用者負担軽減を实施する社会福祉法人においてサー

ビスの提供を受ける場合、一定の要件に該当する方は利用者負担が軽減となる。 

エ．その他の軽減 

災害や生計維持者の収入が著しく減尐した場合など、特別な事情により一時的に利用

者負担が困難な方については利用者負担が軽減される場合がある。 

 

⑨財源 

高齢者介護に対する公的責任を踏まえ、総給付費の 2 分の 1 が公費で負担される（介護

保険法第 121条～124 条）。国、県、市の負担割合等は、下表のとおりである。 
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1割  9割 

         

介
護
サ
ー
ビ
ス
・
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
負
担 

 
区 分 

保険料 公費 

 第 1 号 第 2号 国 県 市 

 

介護給付費 

介護予防事

業費 
19％ 31％ 25％ 12.5％ 12.5％ 

＋ 施設サービ

ス費等 
19％ 31％ 20％ 17.5％ 12.5％ 

 

地域支援事

業費 

介護予防事

業費 
19％ 31％ 25％ 12.5％ 12.5％ 

 包括的支援

事業費・任意

事業費 

19％ － 40.5％ 20.25% 20.25% 

 財政安定化基金 拠出金・

償還金 
100％ － － － － 

（出典：福岡市「介護保険べんり帳」） 

 

なお、介護給付費の国の負担のうち 5％程度は調整交付金である（介護保険法第 122条）。

75 歳以上の高齢者の比率が高い市町村や所得が全国平均よりも低い水準にある市町村に対

して、介護保険の財源が不足することのないよう、調整交付金で格差が調整される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）介護保険事業特別会計 

①市の介護保険事業特別会計 

市の過去 3年度における介護保険事業特別会計の推移は以下のとおりである。 
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       （単位：千円） 

科 目 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

歳 

入 

介護保険料 11,472,561 12,078,491 12,433,037 

使用料及び手数料 - - - 

国庫支出金 13,024,050 13,008,486 14,542,042 

支払基金交付金 16,994,928 17,676,499 18,368,470 

県支出金 8,383,193 8,722,593 9,048,168 

財産収入 696 518 3,822 

繰入金 8,728,422 9,031,884 9,394,978 

繰越金 212,911 1,214,312 985,969 

諸収入 114,352 158,901 184,146 

  合計 58,931,113 61,891,684 64,960,632 

歳 

出 

総務費 1,847,358 1,863,270 1,938,110 

保険給付費 54,116,743 56,243,553 58,336,842 

地域支援事業費 897,546 897,098 1,107,049 

財政安定化基金拠出金 58,402 58,402 58,402 

基金積立金 5,334 449,807 1,089,748 

介護サービス事業費 96,169 135,549 143,888 

公債費 475,563 475,563 475,562 

諸支出金 219,686 782,473 474,883 

  合計 57,716,801 60,905,715 63,624,484 

収支差 1,214,312 985,969 1,336,148 

（出典：介護保険課作成資料） 

 

各科目の主な内容及び平成 20年度の増減理由は以下のとおりである。 

ア．介護保険料 

第 1号被保険者からの保険料収入。被保険者の増加により、収入額が増加している。 

イ．国庫支出金 

保険給付費の国費負担額及び調整交付金。保険給付費の増加に伴い増加している。 

ウ．支払基金交付金 

第 2号被保険者の介護納付金分に係る支払基金からの交付金 

エ．県支出金 

保険給付費の県負担額。保険給付費の増加に伴い増加している。 

オ．財産収入 

介護給付費準備基金（平成 20年度末残高 10億 6千万円）の運用収入 
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カ．繰入金 

保険給付費の市負担額を一般会計より繰り入れたもの等。保険給付費の増加に伴い増

加している。 

キ．繰越金 

前年度歳計余剰金の繰越額 

ク．総務費 

市職員の人件費、要介護認定費等の介護保険事業に要する事務費 

ケ．保険給付費、地域支援事業費 

サービス利用者の増加に伴い、増加している。 

コ．基金積立金 

中期財政運営期間中の剰余金の管理基金（介護給付費準備基金）への積立金 

 

 

 

 

②サービス別の保険給付費の推移 

ア．サービス別の保険給付費の推移は以下のとおりである。 

     （単位：千円） 

 サービス区分 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

標
準
的
在
宅
サ
ー
ビ
ス 

訪問介護 5,750,771 5,318,405 5,071,631 

訪問入浴介護 232,609  219,955  229,153  

訪問看護 1,171,528  1,146,790  1,173,083  

訪問リハビリテーション 97,150  159,232  209,302  

居宅療養管理指導 429,758  507,318  619,494  

通所介護 5,613,179  6,245,090  7,020,300  

通所リハビリテーション 3,416,046  3,423,826  3,556,598  

短期入所生活介護 1,153,952  1,289,164  1,375,710  

短期入所療養介護 178,795  179,357  177,727  

福祉用具貸与 1,146,236  995,545  1,088,160  

福祉用具購入 129,513  125,345  135,386  

住宅改修 357,926  336,170  354,384  

介護予防支援・居宅介護支援 2,505,000  2,314,870  2,342,599  

認知症対応型通所介護 360,202  437,228  473,457  

小規模多機能型居宅介護 91,710  196,366  330,763  

合計 22,634,376 22,894,662 24,157,745 
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居
住
系
サ
ー
ビ
ス 

特定施設入居者生活介護 3,281,140  4,358,226  4,923,841  

認知症対応型共同生活介護（※） 3,283,052  3,508,971  3,664,820  

地域密着型特定施設入居者生活介護 2,837  18,907  101,883  

地域密着型介護老人福祉施設入所者

生活介護 
0  42,588  194,334  

合計 6,567,029 7,928,692 8,884,879 

施
設 

介護老人福祉施設 8,738,609  9,159,243  9,214,998  

介護老人保健施設 7,346,651  7,462,664  7,542,836  

介護療養型医療施設 6,017,508  5,865,984  5,336,539  

合計 22,102,767 22,487,891 22,094,374 

高額サービス費 907,293  847,950  1,047,330  

特定入所者介護サービス費 1,833,764  2,012,079  2,081,375  

審査支払手数料 71,514  72,279  71,139  

保険給付費合計 54,116,743 56,243,553 58,336,842 

（注）四捨五入のため合計値が合わない場合がある。   

（※）認知症対応型共同生活介護給付費には一部標準的在宅サービス費（短期利用分）を含む。 

（出典：介護保険課作成資料） 

 

第 3期事業計画期間（平成 18年度～平成 20年度）におけるサービス単価は一定であり、

給付費の増減は利用者数の増減等によるものである。介護サービス利用者数の推移は以下

のとおりである。 

 

サービス区分 平成 18年度 平成 19 年度 平成 20年度 

介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
数 

在宅サービス 24,840 人 25,449 人 26,701 人 

施設 

サービス 

介護老人福祉施設 3,143 人 3,247 人 3,275 人 

介護老人保健施設 2,442 人 2,475 人 2,484 人 

介護療養型医療施設 1,372 人 1,310 人 1,190 人 

計 6,957 人 7,032 人 6,949 人 

総     計 31,797  人 32,481  人 33,650  人 

（注）人数は年間平均である。       

（出典：介護保険課作成資料） 

 

サービス給付費（利用者数）の主な増減理由は以下のとおりである。 

a．訪問介護費の減尐及び通所介護費の増加 

訪問介護から通所介護へサービス利用がシフトしたものと考えられる。 
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b．介護療養型医療施設費 

平成 24年 3月末での介護療養型医療施設の廃止（今後見直しが検討されている）に

伴い、医療療養型病床等への転換等が進み病床数が減尐したため、給付費が減尐して

いる。 

 

イ．政令指定都市における 1人当たり給付費（平成 21年 3月サービス提供分）は以下の

とおりである。 

（単位：千円） 

都市名 在宅 地域密着型 施設 

札幌市 79 215 279 

仙台市 92 192 250 

さいたま市 98 205 256 

千葉市 100 229 256 

川崎市 101 175 266 

横浜市 106 217 265 

新潟市 98 259 266 

静岡市 96 187 258 

浜松市 96 191 264 

名古屋市 101  220 263 

京都市 89 159 283 

大阪市 96 203 266 

堺市 93 229 279 

神戸市 90 210 268 

岡山市 96 222 258 

広島市 90 191 262 

北九州市 88 204 267 

福岡市 91 218 272 

平均 94 207 265 

（出典：介護保険課作成資料） 

 

1人当たり給付費は利用サービスの構成割合に影響を受ける。市の地域密着型の 1人当

たり給付費は政令指定都市平均を上回っているが、地域密着型サービスについては、夜

間対応型訪問介護や小規模多機能型居宅介護のサービス量が尐ないことから、報酬単価

の高い認知症対応型共同生活介護の占める割合が高くなっているためと考えられる。施

設の 1 人当たり給付費も政令指定都市平均を上回っているが、これは報酬単価の高い介

護療養型医療施設の利用割合が比較的高くなっているためと考えられる。 
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③介護サービスの計画と实績の推移（意見 1） 

 平成 18年度から平成 20年度の介護サービスの計画と实績の推移は以下のとおりである。 

○介護給付（要介護１～５）

实績 計画 計画比 实績 計画 計画比 实績 計画 計画比

訪問介護 時間/月 183,080 217,001 84.4% 152,952 163,393 93.6% 131,022 138,603 94.5%

訪問入浴介護 回/月 1,693 1,898 89.2% 1,616 1,833 88.2% 1,664 1,834 90.7%

訪問看護 回/月 13,108 12,788 102.5% 12,647 11,238 112.5% 12,644 10,459 120.9%

訪問リハビリ
テーション

回/月 1,553 994 156.2% 2,450 883 277.5% 3,175 823 385.8%

居宅療養管理指導 人/月 2,641 2,120 124.6% 2,846 1,870 152.2% 3,263 1,750 186.5%

通所介護 回/月 59,342 56,249 105.5% 60,027 40,173 149.4% 66,367 30,381 218.4%

通所リハビリ
テーション

回/月 35,239 36,073 97.7% 33,948 29,831 113.8% 32,064 26,403 121.4%

短期入所生活介護 日/月 11,900 9,989 119.1% 13,548 8,108 167.1% 14,159 6,931 204.3%

短期入所療養介護 日/月 1,545 1,818 85.0% 1,543 1,685 91.6% 1,555 1,636 95.0%

特定施設入居者生
活介護

人/月 1,550 1,150 134.8% 1,860 1,130 164.6% 2,022 1,140 177.4%

福祉用具貸与 人/月 6,871 8,450 81.3% 5,855 6,810 86.0% 6,251 6,040 103.5%

特定福祉用具販売 件/月 264 322 82.0% 241 243 99.2% 240 209 114.8%

住宅改修 件/月 217 282 77.0% 174 187 93.0% 178 149 119.5%

居宅介護支援 人/月 17,843 19,010 93.9% 14,612 13,290 109.9% 14,024 11,030 127.1%

夜間対応型訪問
介護

人/月 0 1,070 0.0% 0 1,570 0.0% 0 2,060 0.0%

認知症対応型通所
介護

回/月 3,200 4,997 64.0% 3,540 5,836 60.7% 3,883 6,928 56.0%

小規模多機能型
居宅介護

人/月 47 320 14.7% 85 540 15.7% 145 730 19.9%

認知症対応型共同
生活介護

人/月 1,139 1,020 111.7% 1,193 1,040 114.7% 1,246 1,060 117.5%

地域密着型特定施
設入居者生活介護

人/月 2 0 皆増 10 50 20.0% 48 50 96.0%

介護老人福祉施設 人/月 3,143 3,210 97.9% 3,263 3,440 94.9% 3,347 3,610 92.7%

介護老人保健施設 人/月 2,442 2,530 96.5% 2,475 2,530 97.8% 2,484 2,530 98.2%

介護療養型医療
施設

人/月 1,372 1,340 102.4% 1,310 1,210 108.3% 1,190 1,210 98.3%

地
域
密
着
型

施
設

平成19年度 平成20年度
サービス区分 単位

平成18年度

在
宅

（出典：福岡市「高齢者保健福祉計画」平成 21～23年度） 
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○予防給付（要支援１・２）

实績 計画 計画比 实績 計画 計画比 实績 計画 計画比
介護予防訪問介
護

人/月 2,601 4,580 56.8% 4,689 8,620 54.4% 5,386 10,490 51.3%

介護予防訪問入
浴介護

回/月 0 8 0.0% 0 24 0.0% 0 32 0.0%

介護予防訪問看
護

回/月 516 1,265 40.8% 1,050 2,936 35.8% 1,333 4,112 32.4%

介護予防訪問リ
ハビリテーショ
ン

回/月 97 84 115.5% 201 203 99.0% 300 288 104.2%

介護予防居宅療
養管理指導

人/月 116 220 52.7% 240 480 50.0% 347 650 53.4%

介護予防通所介
護

人/月 1,029 1,580 65.1% 2,072 3,050 67.9% 2,716 3,770 72.0%

介護予防通所リ
ハビリテーショ
ン

人/月 411 790 52.0% 805 1,670 48.2% 1,004 2,220 45.2%

介護予防短期入
所生活介護

日/月 113 441 25.6% 223 839 26.6% 350 953 36.7%

介護予防短期入
所療養介護

日/月 14 62 22.6% 17 157 10.8% 17 235 7.2%

介護予防特定施
設入居者生活介
護

人/月 166 190 87.4% 340 430 79.1% 454 570 79.6%

介護予防福祉用
具貸与

人/月 493 1,640 30.1% 907 3,400 26.7% 1,403 4,430 31.7%

特定介護予防福
祉用具販売

件/月 68 104 65.4% 118 204 57.8% 135 256 52.7%

介護予防住宅改
修

件/月 69 122 56.6% 115 230 50.0% 140 278 50.4%

介護予防支援 人/月 3,886 7,010 55.4% 6,994 13,360 52.4% 8,415 16,440 51.2%

介護予防認知症
対応型通所介護

回/月 14 113 12.4% 22 387 5.7% 13 680 1.9%

介護予防小規模多
機能型居宅介護

人/月 3 10 30.0% 8 90 8.9% 14 200 7.0%

介護予防認知症対
応型共同生活介護

人/月 2 10 20.0% 2 20 10.0% 3 30 10.0%

平成18年度 平成19年度 平成20年度

地
域
密
着
型

在
宅

サービス区分 単位

（出典：福岡市「高齢者保健福祉計画」平成 21～23年度） 

 

介護給付サービスは全般に实績が計画を上回っており、他方、介護予防サービスは实績

が計画を下回っている。これは平成 18年度の介護保険法の改正により従来の要介護１を要

支援２と要介護１へ振り分けることになったが、要支援２への移行者が計画値を大幅に下

回り、要介護１が計画値を上回ったことが一つの要因となっている（下表参照）。 
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（単位：人） 

区 分 
平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

計画 实績 差 計画 实績 差 計画 实績 差 

要介護認定者数 44,710 41,551 △3,159 46,120 42,475 △3,645 47,610 43,653 △3,957 

経過的要介護 3,530 3,647 117 ― ― ― ― ― ― 

要支援１ 6,980 4,057 △2,923 11,090 6,464 △4,626 11,440 6,816 △4,624 

小計 10,510 7,704 △2,806 11,090 6,464 △4,626 11,440 6,816 △4,624 

要支援２ 2,870 2,658 △212 7,590 5,228 △2,362 11,280 6,629 △4,651 

要介護１ 11,830 11,827 △3 7,960 10,563 2,603 4,830 8,773 3,943 

要介護２ 5,810 6,393 583 5,800 6,591 791 5,960 7,034 1,074 

要介護３ 4,890 4,746 △144 4,880 5,262 382 5,020 5,720 700 

要介護４ 4,620 4,498 △122 4,620 4,343 △277 4,770 4,620 △150 

要介護５ 4,180 3,725 △455 4,180 4,024 △156 4,310 4,061 △249 

（出典：介護保険課作成資料） 

 

（意見 1） 

市は要介護者認定者数（要介護度別）の計画人数に基づいて介護保険サービスの必要給

付量を見積り、介護保険事業計画を策定しているが、要介護者認定者数（要介護度別）の

实績が計画と大きく乖離している。第 3 期事業計画期間（平成 18 年度～平成 20 年度）に

おいては介護保険法の改正に伴う要介護（要支援含む）認定区分の変更があり国の見込み

も乖離が生じているため予測が困難であったと推測されるが、過去の实績も踏まえ、今後

は見積りの精度をより高める必要があると考える。 

 

その他、实績が計画を上回った理由は以下のとおりである。 

ア．訪問リハビリテーション 

平成 18年度の診療報酬及び介護報酬改定において医療保険によるリハビリは急性回復

期に限定し、機能維持は介護保険で行うこととされたことによる。 

イ．居宅療養管理指導 

居宅療養に関する管理指導（医療の観点からのアドバイス）は支給限度額とは別に算

定できるため、利用者数が増加した。 

ウ．通所介護 

要介護状態の維持・改善に向け利用者が増加した。 

エ．短期入所生活介護 

前期計画期間の实績をもとに漸減するものとし、かつ平成 18年度から新たに導入され

た小規模多機能居宅介護へシフトするものと計画していたが、小規模多機能型居宅介護

の整備が遅れたため、实績が計画を上回った。 
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オ．特定施設入居者生活介護 

要介護認定者数に対する前期計画期間中の利用割合をもとに横這いで計画していたが、

県の認可による有料老人ホーム等の対象施設が増加し、それに伴い利用者も増加した。 

 

また、計画が实績を下回った主な理由は以下のとおりである。 

 

カ．認知症対応型通所介護 

平成 18 年度から新たに導入されたサービスで、通所介護のうち、「認知症専用型」の

利用实績をもとに見込んでいたが、計画どおりの利用とはならなかった。 

キ．小規模多機能型居宅介護 

平成 18年度から新たに導入されたサービス。計画では日常生活圏域（37圏域）に 1事

業所（25人）としていたが、平成 20年度で 14 事業所の整備にとどまったことによる。 

ク．夜間対応型訪問介護 

再三募集を行ったが、サービス提供事業者の辞退等により、供給体制が整備できなか

ったため、实績がゼロとなった。 

市は夜間対応型訪問介護を計画していたが、参入事業者が現れず、平成 18年度～平成

20年度の 3年間にわたってサービスの供給体制を整備できていない。同サービスは 24時

間安心して在宅で生活できるよう、定期巡回と通報による随時対応を組み合わせて行う

もので、今後の在宅サービスを支える重要な柱である。 

事業者の参入がなかったのは採算上の理由が主なものと思われるが、市は夜間対応型

訪問介護を含む 3 つのサービス（夜間対応型訪問介護、緊急通報システム、声の訪問事

業）を同一事業者が一体的に行う「福岡市安心生活確保のための生活支援事業」を平成

22年 2月より開始し、効率的な事業環境を整え、事業者の確保を図っている。 

 

（３）要介護認定の適正性 

①概要 

介護保険制度では心身の状況に応じた給付を適正に行う観点から要介護（要支援）認定

を行い、給付の水準を定めている。要介護（要支援）認定は、国が定めた全国一律の基準

にしたがって要介護状態区分（要介護認定等基準時間）の判定を行う。 

要介護（要支援）状態区分は以下のとおりである。 

要介護状態 

要支援１ 社会的支援を部分的に要する状態 

要支援２ 重い認知症等がなく、心身の状態も安定しており、社会的

支援を要する状態 

要介護１ 心身の状態が安定していないか、認知症等により部分的な

介護を要する状態 
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要介護２ 軽度の介護を要する状態 

要介護３ 中度の介護を要する状態 

要介護４ 重度の介護を要する状態 

要介護５ 最重度の介護を要する状態 

（出典：福岡市「介護保険べんり帳」） 

 

なお、要介護認定は更新が必要であり、新規認定の有効期間は原則 6 か月である（介護

保険法第 28条）。その他、要介護（要支援）認定の有効期間は以下のとおりである。 

 

申請区分等 
原則の 

認定有効期間 

設定可能な 

認定有効期間の範囲 

新規申請 6か月 3か月～6か月 

区分変更申請 6か月 3か月～6か月 

更新申請 

前回要支援→今回要支援 12か月 3か月～12か月 

前回要支援→今回要介護 6か月 3か月～6か月 

前回要介護→今回要支援 6か月 3か月～6か月 

前回要介護→今回要介護 12か月 3か月～24か月 

（出典：介護保険課作成資料） 

 

②市の要介護認定の状況 

ア．要介護認定者数の推移は以下のとおりである。 

（単位：人） 

区 分 
平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

人数 構成比 人数 構成比 人数 構成比 

第 1号被保険者数（注 1） 217,458 － 225,421 － 232,610 － 

要介護認定者数（注 2） 41,551 － 42,475 － 43,653 － 

認定率（注 3） 19.1％ 18.8％ 18.8％ 

要介護度別 

要支援 3,647 8.8％ － 0.0％ － 0.0％ 

要支援 1 4,057 9.8％ 6,464 15.2％ 6,816 15.6％ 

要支援２ 2,658 6.4％ 5,228 12.3％ 6,629 15.2％ 

要介護１ 11,827 28.5％ 10,563 24.9％ 8,773 20.1％ 

要介護２ 6,393 15.4％ 6,591 15.5％ 7,034 16.1％ 

要介護３ 4,746 11.4％ 5,262 12.4％ 5,720 13.1％ 

要介護４ 4,498 10.8％ 4,343 10.2％ 4,620 10.6％ 

要介護５ 3,725 9.0％ 4,024 9.5％ 4,061 9.3％ 

（注 1）第 1号被保険者数は各年度年間平均 
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（注 2）認定者数は年度間（3月～翌 2月）の平均  

（注 3）認定率＝要介護認定者数／第 1号被保険者数 

（出典：介護保険課作成資料） 

要支援２の構成比が増加している一方で、要介護１の構成比が減尐している。これは

要介護認定の有効期間は最長 2年間で、平成 17年度に要介護１と認定された人が平成 20

年 3月までの間に制度改正により要支援２と要介護１へ振り分けられたことによる。 

また、要介護２～５の構成比が漸増しているが、これは要介護認定者の平均年齢が 83

歳と高く、疾病、経年により要介護状態が重度化しているものと考えられる。 

 

イ．他の政令指定都市との比較 

平成 21年 3月末における各政令指定都市の要介護認定率は以下のとおりである。政令

指定都市平均と比べ、福岡市の要介護認定率は高くなっている。また、要介護認定率は

西高東低の傾向が見受けられる。 

                     （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：介護保険課作成資料を加工） 

都市名 
第 1号 

被保険者数 

要介護 

認定者数 

要介護 

認定率 

札幌市 367,981 66,790 18.2% 

仙台市 183,247 30,839 16.8% 

さいたま市 219,849 32,008 14.6% 

千葉市 181,019 26,028 14.4% 

川崎市 225,255 34,795 15.4% 

横浜市 698,283 108,517 15.5% 

新潟市 182,006 30,349 16.7% 

静岡市 170,956 25,925 15.2% 

浜松市 175,461 26,227 14.9% 

名古屋市 456,336 71,530 15.7% 

京都市 323,203 57,736 17.9% 

大阪市 580,088 116,240 20.0% 

堺市 179,647 35,957 20.0% 

神戸市 340,347 63,228 18.6% 

広島市 220,632 41,014 18.6% 

北九州市 240,255 46,576 19.4% 

福岡市 237,509 44,124 18.6% 

平均 293,063 50,464 17.1% 
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③訪問調査について（指摘 1、意見 2） 

 要介護認定の申請があると、福祉・介護保険課の職員や調査の委託を受けた事業者など

の介護支援専門員（介護認定調査員）が自宅などを訪問し、心身の状況などについて、調

査を行う。要介護認定の申請件数の推移は以下のとおりである。 

（単位：件） 

   申請年度

申請種別 

平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

累計 月平均 累計 月平均 累計 月平均 

新規 12,407 1,034 13,287 1,107 13,547 1,129 

区分変更 3,002 250 2,333 194 2,475 206 

更新 27,523 2,294 32,729 2,727 31,346 2,612 

合計 42,932 3,578 48,349 4,029 47,368 3,947 

（出典：介護保険課作成資料） 

平成 19年度に 24か月の有効期間の更新申請が集中し、その影響で平成 20年度は更新時

期が未到来となり、更新申請件数が減尐している。 

 

市には 1,104 人の介護認定調査員が登録されている（平成 20 年度）。要介護認定に係る

調査（以下「認定調査」という。）の公平・公正かつ適切な实施を図るため、認定調査に従

事する者は、都道府県または政令指定都市が实施する認定調査に関する研修（認定調査員

研修）の修了が義務付けられている。 

研修の根拠法令規則は以下のとおりである。 

・ 「要介護認定等の实施について」（厚生労働省老健局長通知 老発第 037001号 平成 18

年 3月 17日） 

・ 「福岡市認定調査員研修实施要綱」（改正平成 20年 4月 1日） 

 

認定調査員研修は、新規に認定調査に従事する者を対象とする新任研修と、継続して認

定調査に従事する者を対象とする現任研修とがあり、平成 20年度の实施状況は以下のとお

りである。 

研修種別 实施日 参加人数 

新任研修 
平成 20年 6 月 9日 49名 

平成 20年 6月 12日 54名 

現任研修 
平成 21年 1月 28日 233名 

平成 21年 1月 29日 205名 

（注）現任研修の対象人数（福岡市へ届出している人数）1,104名であるが、研修参加

者は各事業所につき 1、2名に限定しているため、参加人数は対象人数を下回って

いる。 

  （出典：介護保険課作成資料） 
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（指摘 1） 

認定調査に従事する者は、都道府県または政令指定都市が实施する認定調査に関する研

修（認定調査員研修）の修了が義務付けられている。 

監査人が市に登録されている訪問調査員 1,104 名について、認定調査員研修を終了して

いるか点検を行った結果、46 名の調査員は認定調査員研修を受講していなかった。また、

このうち 2名は实際に認定調査を实施していた。 

研修未受講者が認定調査員として登録されていた理由は、市の点検が十分でなかったた

めであるが、認定調査の公平・公正かつ適切な实施を図るため、調査員登録の際は調査員

研修受講の確認を徹底する必要がある。 

 

（意見 2） 

認定調査員研修には新規に認定調査に従事する者を対象とする新任研修と、継続して認

定調査に従事する者を対象とする現任研修とがある。現任研修の参加者は 438 名であり、

介護認定調査員の登録人数 1,104 名を大幅に下回っている。これは会場の都合により研修

参加者を各事業所につき 1、2名に限定しているためであるが、認定調査を实施するために

必要な知識、技能を修得及び向上させるという研修の趣旨に鑑みると、開催回数の増加等

により参加機会を拡大する必要があると考える。 

 

④介護認定審査会について（指摘 2、意見 3） 

 訪問調査に基づいた結果（一次判定）と特記事項、主治医意見書をもとに、保健・医療・

福祉の専門家で構成される「福岡市介護認定審査会」で、介護の必要性や、要介護（要支

援）状態区分などの審査・判定を行う（二次判定）。 

市には 7区合計で 43 部の介護認定審査会が存在し、原則として週 1回、区役所や保健福

祉センターの会議室で審査会を開催している。1回の開催時間は 2時間（19 時から 21時）

程度であり、334名の委員が任命されている。 

平成 20年度の介護認定審査会における審査判定状況は以下のとおりである。 

                                  （単位：件） 

区 分 

二次判定 

非該当 要支援

1 

要支援

2 

要介護

1 

要介護

2 

要介護

3 

要介護

4 

要介護

5 

合計 

     

一

次

判

定 

非該当 378 678 111 211 4 0 0 0 1,382 

要支援 95 5,542 1,168 1,786 84 2 0 0 8,677 

要介護 1 

相当 

40 3,243 7,786 6,201 1,830 73 1 0 19,174 

要介護 2 0 3 172 205 3,181 765 18 0 4,344 

要介護 3 0 0 3 7 240 3,308 670 43 4,271 
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要介護 4 0 0 0 1 23 579 2,873 722 4,198 

要介護 5 1 0 0 0 2 34 382 3,477 3,896 

合計 514 9,466 9,240 8,411 5,364 4,761 3,944 4,242 45,942 

（出典：介護保険課作成資料） 

 

ア．審査判定について 

要介護認定の審査判定は、「介護の手間に係る審査判定」と「状態の維持・改善可能性

に係る審査判定」に二つに分けられる。「福岡市介護認定審査会部会運営要領」（改正平

成 16年 4月 1日）によると、「介護の手間にかかる審査判定」は、「介護に要する時間」

を基準にすることされている。介護の手間を表すための指標として「介護に要する時間」

が最も実観的と考えられるからである。     

したがって、精神的負担感や家族構成などの「介護に要する時間」以外の観点から審

査判定を行うことは、公正公平の観点からのみならず、適正給付の観点からも適当では

ない。 

 

（指摘 2） 

介護認定審査会における「介護の手間にかかる審査判定」は、「介護に要する時間」を基

準にすることとされている。介護の手間を表すための指標として「介護に要する時間」が

最も実観的と考えられるからである。 

監査人は、介護認定審査会における二次判定で一次判定が結果変更となっている事例の

サンプルを抽出し（70 件）、審査会議事録を閲覧して「介護に要する時間」を基準にして審

査判定が行われているか検討した。 

その結果、変更理由が「全体」と抽象的にしか記載されておらず、「介護に要する時間」

に基づいて判定しているか不明確な事例が 9 件検出された。公正公平な審査の实施を担保

するため、変更理由は具体的に記載する必要がある。 

 

イ．介護認定審査委員研修について 

要介護認定における公正公平かつ適切な審査判定を实施するために必要な知識、技能

の習得及び向上のため、介護認定審査会委員及び介護認定審査会委員に委嘱されること

が予定される者は、市の介護保険課及び各区福祉・介護保険課が实施する研修を受講す

ることとされている（「福岡市介護認定審査会委員等研修实施要綱」（改正平成 20年 4月

1日））。 

 

研修は新任研修と現任研修とがあり、平成 20年度における实施状況は以下のとおりで

ある。 

a．新任研修 
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（単位：人） 

区 分 市研修第 1回 市研修第 2回 区研修 累計 

対象人数 77 77 77 231 

出席者数 60 64 63 187 

出席率 77.9% 83.1% 81.8% 81.0% 

（注）1.各回の研修内容はそれぞれ異なる。 

（注）2.出席者には、希望により受講した再任者を含まない。 

（出典：介護保険課作成資料） 

 

b．現任研修 

                   （単位：人） 

区 分 市研修第 1回 市研修第 2回 累計 

対象人数(A) 260 334 594 

出席者数(B) 220 248 468 

出席率(B/A) 84.6% 74.3% 78.8% 

（出典：介護保険課作成資料） 

 

（意見 3） 

要介護認定における公正公平かつ適切な審査判定を实施するために必要な知識、技能の

習得及び向上のため、介護認定審査会委員及び介護認定審査会委員に委嘱されることが予

定される者は、市の介護保険課及び各区福祉・介護保険課が实施する研修を受講すること

とされている（「福岡市介護認定審査会委員等研修实施要綱」）。 

 しかし、出席率は新任研修で 81.0％、現任研修で 78.8％であり、合わせて延べ 170人の

研修未受講者が発生している。やむを得ず研修に出席できないこともあると考えられるが、

欠席者へのフォローの状況について確認したところ、介護認定審査会の際に研修資料を渡

して市職員が簡単な説明を行っているのみで、研修受講（2時間～3時間）に相当する十分

なフォローは实施できていなかった。審査判定に必要な知識、技能の習得及び向上という

趣旨を果たすため、欠席者にはビデオ等による十分なフォローの实施が必要であると考え

る。 

 

（４）介護保険料の納付 

①市の介護保険料に関する制度の概要 

ア．市の第１号被保険者（65歳以上の人）の保険料 

  保険料は介護サービス・介護予防サービスの費用等の見込みをもとに決定しているが、

本人と世帯員の市民税の課税や所得の状況によって 8段階に分かれている。 

イ．納付方法には特別徴収と普通徴収とがあり、対象者と納付時期は以下のとおりであ
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る。 

a．特別徴収（年金天引き） 

 ・老齢（退職）、障害、遺族の各年金額 18万円（月額 1万 5千円）以上の人 

・偶数月（4月、6月、8月、10月、12月、2月）に支払われる年金からの天引き 

b．普通徴収（納付書、口座振替） 

・上記以外の人（老齢（退職）、障害、遺族の各年金額 18 万円（月額 1 万 5 千円）未

満の人） 

 ・口座振替や納付書による納付 

 ・4月から翌年 3月までの年 12回で納付 

ウ．保険料を納めない場合の給付制限 

保険料の滞納が続く場合は、以下のような措置がとられる。ただし、保険料の滞納に

ついて災害等の特別の事情がある場合は、給付制限措置は行わない。 

a．支払方法の変更 

1 年間保険料を滞納した場合は、介護保険法第 66 条に基づき介護サービス・介護予

防サービスの費用がいったん全額自己負担になる。 

b．一時停止 

1 年 6 か月滞納した場合には、介護保険法第 67 条に基づき一時的に保険給付が差し

止められる。なお、滞納が続く場合は、差し止められた保険給付額から滞納分を差し

引くことがある。 

c．給付額減額 

2年以上保険料を滞納し、時効により不納欠損となった保険料がある場合は、介護保

険法第 69条に基づき介護サービス・介護予防サービスを利用するときに保険料未納期

間に応じて保険給付が 7 割に引き下げられたり、高額介護サービス費・高額介護予防

サービス費の支給が受けられなくなる。 

 

②市の介護保険料に関する状況（意見 4） 

ア．保険料の収納状況 

  市の保険料の収納状況の推移は、以下のとおりである。 

なお、不納欠損率が増加傾向にある。 

（単位：百万円） 

年 度 
調定額 

（A） 

収納額 

(B) 

収納率 
不納欠損額 欠損率 

(B)/(A) 現年度賦課分のみ 

平成 12年度 1,740 1,714 98.51% 98.51% － － 

平成 13年度 5,398 5,272 97.67% 98.09% － － 

平成 14年度 7,518 7,243 96.34% 97.78% 11 0.67% 

平成 15年度 8,601 8,163 94.91% 97.62% 67 1.26% 
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平成 16年度 8,946 8,383 93.70% 97.40% 130 1.77% 

平成 17年度 9,247 8,628 93.31% 97.42% 160 1.93% 

平成 18年度 12,204 11,472 94.00% 97.39% 176 2.07% 

平成 19年度 12,893 12,078 93.68% 97.52% 190 2.16% 

平成 20年度 13,321 12,433 93.33% 97.53% 236 2.01% 

（注）1.調定額は滞納繰越額を含む 

2.欠損率は 2年度前の現年度調定額に対する比率 

（出典：介護保険課作成資料を加工） 

イ．平成 20 年度における政令指定都市の介護保険料の収納状況は以下のとおりである。

収納率は保険料の納付方法と相関関係が見受けられる。特別徴収は年金からの天引きで

あり、通常調定額の 100％の徴収が可能であるため、特別徴収割合の高い都市は収納率が

高い傾向にある。また、普通徴収には口座振替と納付書による納付とがあるが、口座振

替の方が収納率は高くなると考えられ、口座振替率が高い都市の収納率は高い傾向にあ

る。 

市の介護保険料の収納率は 17の政令指定都市中、下から 2番目となっており、これは

特別徴収割合、普通徴収の口座振替率ともに政令指定都市平均を下回っている点に原因

があると考えられる。 

 

（単位：百万円） 

都市名 

調定額 

（A） 

（注 1） 

収納額 

（B） 

収納率 
特別徴収 

割合 

普通徴収の

口座振替率 

（注 2） 
（B/(A) 

現 年 度 賦 課 分

のみ 

札幌市 18,499 17,520 94.71% 98.05% 86.08% 25.69% 

仙台市 9,570 9,105 95.14% 98.14% 86.94% 29.74% 

さいたま市 11,108 10,563 95.09% 97.93% 85.67% 21.48% 

千葉市 8,766 8,355 95.31% 98.09% 85.55% 17.72% 

(注 3） 

川崎市 11,891 11,181 94.03% 98.01% 84.99% 26.01% 

横浜市 36,438 34,756 95.39% 98.51% 86.51% 40.73% 

新潟市 9,463 9,242 97.66% 99.08% 89.99% 53.53% 

静岡市 7,781 7,476 96.08% 98.52% 89.90% 31.97% 

浜松市 8,494 8,246 97.08% 98.81% 91.02% 37.79% 

名古屋市 25,761 24,700 95.88% 98.61% 87.05% 50.84% 

京都市 18,501 17,544 94.82% 98.05% 85.32% 31.03% 

大阪市 32,740 29,588 90.37% 96.48% 81.77% 42.44% 
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堺市 11,093 10,443 94.14% 97.93% 84.96% 27.93% 

神戸市 19,232 18,262 94.96% 98.16% 86.92% 25.29% 

広島市 13,296 12,739 95.81% 98.43% 86.86% 33.10% 

北九州市 13,970 13,081 93.63% 97.70% 86.17% 29.09% 

福岡市 13,321 12,433 93.33% 97.53% 84.43% 29.63% 

平均 15,878 15,014 94.56% 98.12% 86.01% 33.52% 

（注 1）調定額は滞納繰越額を含む。 

（注 2）普通徴収（普通徴収者数から代理納付対象者数を除く）の口座振替率は平成  

21年 3月末時点。 

（注 3）千葉市は代理納付対象者数を含む。代理納付とは、生活扶助費に含まれる介  

護保険料加算額を福祉事務所長が被保護者に代わって介護保険者に支払うこ

とである（生活保護法第 37条の 2）。 

（出典：介護保険課作成資料を加工） 

 

（意見 4） 

市の介護保険料の収納率は 17の政令指定都市中、下から 2番目となっており、これは特

別徴収割合、普通徴収の口座振替率ともに政令指定都市平均を下回っている点に原因があ

ると考えられる。 

被保険者の年金額によって決定される特別徴収割合を市の取組みで増加させることは困

難であるが、普通徴収については金融機関への口座振替獲得手数料の支払等の施策により

口座振替率を増加させ、徴収率のアップを図る必要があると考える。 

また、生活保護受給者で特別徴収となっていない者に対する、福祉事務所長による介護

保険料の代理納付の一層の推進が必要と考える。 

 

③未納保険料の徴収体制等（指摘 3,4、意見 5,6） 

ア．未納保険料の発生及び納付状況並びに所得段階別の滞納者の状況は以下のとおりで

ある。 

（未納保険料の発生及び納付状況） 

                        （単位：百万円） 

年 度 発生額 納付額 不納欠損額 繰越額 

平成 12年度 32 － － 32 

平成 13年度 113 9 － 136 

平成 14年度 176 25 11 276 

平成 15年度 214 36 67 387 

平成 16年度 235 46 130 445 

平成 17年度 247 53 160 478 
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平成 18年度 324 52 176 574 

平成 19年度 329 65 190 648 

平成 20年度 334 72 236 674 

 

（所得段階別の滞納者の状況） 

区 分 平成 20年度（年度末） 

所得段階 滞納者数 構成比 所得段階別滞納割合 

第１段階 833人 7.50% 6.81% 

第２段階 3,341人 30.04% 8.01% 

第３段階 1,158人 10.41% 3.82% 

第４段階 2,512人 22.58% 3.99% 

第５段階 2,463人 22.14% 5.02% 

第６段階 464人 4.17% 2.36% 

第７段階 217人 1.95% 1.69% 

第８段階 135人 1.21% 1.54% 

合 計 11,123人 100.00% 4.68% 

被保険者数 237,509人   

（出典：介護保険課作成資料を加工） 

 

未納保険料の残高は年々増加しており、平成 20 年度末現在の未納保険料は 674 百万円、

滞納者数は 11,123人である。なお、保険料未納者に対しては、以下の措置が取られている。 

 

書面による催告・督促 → 納付指導 → 滞納処分 

 

（指摘 3） 

未納保険料の徴収は、書面による催告・督促、納付指導、滞納処分等の施策により实施

され、収納対策の实施についての通知等はなされているが、より具体的な徴収計画を作成

していないこともあって平成 20年度末未納額が 674百万円と多額になっている。 

効果的かつ効率的に未納保険料を徴収するためには、納付額等の数値目標の設定、計画

に基づく徴収活動の实施、計画と实績の比較分析による課題の洗い出し、課題の次年度へ

のフィードバックという一連の作業が不可欠である。そのためには、より具体的な徴収計

画を作成し、計画的に徴収活動を实施する必要がある。 

 

イ．書面による催告・督促 

保険料未納者への書面による催告・督促は以下のとおり实施される。 
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時期 書面の種類 備考 

納付期限の翌月 督促状 時効中断の効果あり 

納付期限の翌々月 催告書 時効中断の効果なし 

年 3回（5月、8月、12月） 催告書 すべての未納者を対象に送付 

すべての未納者を対象に年 3 回催告書を送付しているが、催告書には時効の中断効果

がないため、未納保険料は督促状発行後 2 年で時効が成立し、市は不納欠損として処理

している。不納欠損額の推移は上記③のとおりであるが、欠損率は 17 政令指定都市中、

3番目の高さとなっている。 

（単位：百万円） 

都市名 
平成 18年度 

調定額（注） 

平成 20 年度 

不納欠損額 
欠損率 

札幌市 16,470 263 1.60% 

仙台市 8,503 112 1.32% 

さいたま市 9,632 135 1.41% 

千葉市 7,499 113 1.51% 

川崎市 10,359 142 1.38% 

横浜市 32,071 295 0.92% 

新潟市 8,692 47 0.55% 

静岡市 6,939 47 0.69% 

浜松市 7,529 65 0.86% 

名古屋市 23,132 193 0.84% 

京都市 16,676 254 1.53% 

大阪市 28,418 897 3.16% 

堺市 9,596 159 1.66% 

神戸市 17,393 297 1.71% 

広島市 11,787 130 1.11% 

北九州市 12,578 259 2.07% 

福岡市 11,725 236 2.01% 

平均 14,059 228 1.63% 

（注）平成 18年度調定額は現年度賦課分のみ 

（出典：介護保険課作成資料） 

 

（意見 5） 

市は介護保険料の未納者に催告書を送付しているが、催告書には時効中断の効果がない

ことから、督促状発行後 2 年が経過して時効が完成した未納保険料を不納欠損として処理
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している。市の不納欠損率は 17 政令指定都市中、3 番目の高さとなっていることから、介

護保険の財源確保のため、時効中断措置を講じた上での回収努力の継続の検討も必要と考

える。 

 

ウ．非常勤嘱託員による納付指導等 

介護保険課に収納対策関係専任の職員配置がなく、既存の職員数では年々増加する介

護保険業務の対応に追われ、収納対策の時間確保ができていない状況にあるため、平成

16年度より行政事務の経験が長い市職員退職者を非常勤嘱託員として採用している。 

  非常勤嘱託員の主な業務内容は以下のとおりである。 

・ 納付指導対象者（滞納者）の抽出 

・ 電話または戸別訪問による納付指導及び制度説明 

・ 未納者の状況に応じた催告書等の送付  

・ 納付相談の対応 

  非常勤嘱託員の配置状況と滞納繰越額の徴収率等の推移は以下のとおりである。滞納

繰越額の収納率は横ばいで推移しており、大幅な改善は認められない。なお、非常勤嘱

託員の報酬額は定額（224,600円/月）である。 

（単位：百万円） 

区 分 平成 16年度 平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

配置人数 2 名 4名 4名 4名 4名 

報酬額 5 10 10 10 10 

調定額 387 445 478 574 648 

収納額 46 54 52 65 72 

収納率 11.98% 12.15% 10.91% 11.39% 11.26% 

（出典：介護保険課作成資料） 

 

各区に配置された非常勤嘱託員の活動件数は以下のとおりである。窓口対応、電話勧

奨、戸別訪問等の活動件数が区によってばらつきがあるが、活動内容は各区福祉・介護

保険課及び非常勤嘱託員の判断によっている。 

 

                                （単位：件） 

区分 
平成 18年度 

（注） 
平成 19 年度 平成 20年度 

平成 20年度 

配置月数 

東区 

窓口対応 － － 54 

8か月 
電話観奨 － － 5 

戸別訪問 － － 47 

個別催告 － － 701 
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博多区 

窓口対応 94 242 232 

12か月 
電話観奨 231 276 247 

戸別訪問 7 0 8 

個別催告 － 1,220 1,216 

中央区 

窓口対応 18 7 0 

4か月 
電話観奨 4 0 0 

戸別訪問 0 0 0 

個別催告 － 1,411 141 

南区 

窓口対応 53 65 33 

8か月 
電話観奨 38 63 5 

戸別訪問 97 88 34 

個別催告 － 3,541 2,378 

城南区 

窓口対応 － － 0 

4か月 
電話観奨 － － 0 

戸別訪問 － － 29 

個別催告 － － 1,390 

早良区 

窓口対応 21 9 0 

6か月 
電話観奨 0 0 0 

戸別訪問 752 1,012 497 

個別催告 － 161 36 

西区 

窓口対応 － － 0 

6か月 
電話観奨 － － 0 

戸別訪問 － － 497 

個別催告 － － 36 

合計 

窓口対応 186 323 319  

電話観奨 273 339 257 

戸別訪問 856 1,100 1,274 

個別催告 － 6,333 5,944 

（注）平成 18年度は個別催告集計は行っていない。 

（出典：介護保険課作成資料） 

 

（意見 6） 

未納介護保険料の収納対策のため行政事務の経験が長い市職員退職者を非常勤嘱託員と

して採用しているが、滞納繰越額の収納率は横ばいで推移しており、大幅な改善は認めら

れない。これは、窓口対応、電話勧奨、戸別訪問等の活動内容を各区福祉・介護保険課及
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び非常勤嘱託員の判断に任せ、組織的な収納活動が行われていない点に一因があると考え

られる。収納率向上のため、市の主導でより効率的・効果的な活動計画を策定し、非常勤

嘱託員は計画に基づいて活動する必要があると考える。 

なお非常勤嘱託員の報酬は定額であるが、収納率向上のため、収納实績に応じた報酬体

系へ変更し、インセンティブを付与することの検討、また、市職員退職者ではなく、債権

回収の専門家の活用も検討する必要があると考える。 

 

エ．滞納処分 

被保険者が保険料を滞納し、督促により指定された期限までに納付しない場合、介護

保険法第 144条等に基づき、財産の差押等の滞納処分を行う必要がある。 

 

各政令指定都市における滞納処分の实施状況は以下のとおりである（平成 20年度）。 

都市名 实施状況 都市名 实施状況 都市名 实施状況 

札幌市 ○ 仙台市 × さいたま市 × 

千葉市 × 川崎市 ○ 横浜市 ○ 

新潟市 × 静岡市 ○ 浜松市 × 

名古屋市 ○ 京都市 ○ 大阪市 ○ 

堺市 × 神戸市 ○ 広島市 ○ 

北九州市 ○ 福岡市 ×   

（注）○：滞納処分を实施している。×：滞納処分を实施していない。 

（出典：介護保険課作成資料） 

 

（指摘 4） 

被保険者が保険料を滞納し、督促により指定された期限までに納付しない場合、介護保

険法第 144 条等に基づき、財産の差押等の滞納処分を行う必要があるが、市は滞納処分の

实施に伴う事務量の増加に対応する職員を確保できていないとの理由で、滞納処分を实施

していない。介護保険制度の安定運営を図るためには、国民健康保険担当部署との連携や

所得段階の高い被保険者を対象とする等の施策により、効率的・効果的な滞納処分を实施

する必要がある。 

 

④給付制限の状況 

平成 21年 3月末において、給付制限を受けている被保険者の状況は以下のとおりである。 

給付制限の種類 給付制限の条件（注） 人数 

支払方法の変更 滞納期間 1年間以上 21名 

保険給付の一時停止 滞納期間 1年 6か月以上 0名 
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給付額減額 

滞納期間 2 年以上で過去 10 年

以内に不納欠損となった保険

料がある者 

72名 

（注）災害等の特別の事情がある場合を除く。 

（出典：介護保険課作成資料） 

 

（監査手続と結果） 

ア．監査人は、滞納期間 1年以上（基準日平成 21年 3月末）の被保険者について、漏れ

なく支払い方法の変更という給付制限措置を实施しているか点検した。 

平成 21年 3月末において滞納期間 1年以上の被保険者 8,335人のうち要介護認定を

受けている者は 25名であり、このうち 5名は支払方法変更の措置を講じており、20名

については災害等の特別の事情があり、給付制限の対象外との回筓を得た。質問の結

果、特に指摘すべき事項は認められなかった。 

イ．滞納期間 1年 6 か月以上（基準日平成 21 年 3月末）の被保険者について、漏れなく

保険給付の一時停止という給付制限措置を实施しているか検討した。 

平成 21年 3月末において支払方法の変更という給付制限措置を受けている 5名につ

いて介護サービスの利用がないため、保険給付の一時停止措置の対象者は存在しない

との回筓を得た。質問の結果、特に指摘すべき事項は認められなかった。 

ウ．保険料を 2年以上滞納し、過去 10年以内に不納欠損となった保険料がある被保険者

（基準日平成 21年 3月末）について、漏れなく給付額減額という給付制限措置を实施

しているか検討した。 

平成 21年 3月末において不納欠損となった保険料がある被保険者 7,765人のうち要

介護認定を受けている者は 43 名であり、このうち 15 名は給付額減額の措置を講じて

おり、28名については災害等の特別の事情があり、給付制限の対象外との回筓を得た。

質問の結果、特に指摘すべき事項は認められなかった。 

 

（５）給付費申請内容の審査・支払 

①審査・支払の概要 

介護サービス費の支給方法には現物支給と償還払いとがあり（注 1）、支給方法の違いに

より審査・支払の实施主体が異なる。 

現物給付の審査・支払は福岡県国民健康保険団体連合会（以下、「国保連」と言う。）へ

委託しており（介護保険法第 41条第 10項）、国保連において居宅サービス事業所等及び介

護保険施設から提出される介護給付費申請書等の審査・支払業務を行っている。また、審

査・支払の他にも監査指導課が事業所へ实施指導を行い、誤った請求・支払が行われてい

た場合は過誤処理による返還または納付書による返還（注 2）を行わせている。 

償還払いの審査・支払は各区役所の福祉・介護保険課が实施している。 
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（注 1）現物支給とは介護サービスを实際の「現物」で支給されることを指す。サービス

費は市が国保連を通じて事業者へ支払う。償還払いとは現物給付を受けられない

介護サービスについて、いったん自己負担し、あとから申請に基づいて保険給付

を受けることをいう。 

（注 2）介護給付費申請書等の修正を行う返還が過誤処理による返還。修正を行わず、納

付書により返還を行うものが納付書による返還。 

 

現物支給及び償還払いの審査・支払手続は以下のとおりである。 

ア．現物支給 

 

 指導監査 

 

 

 

 

                     

イ．償還払い 

 

 

  

  

 

 

②過誤処理による返還等の状況 

ア．過誤処理により返還させた過去 3年度の实績は以下のとおりである。 

給付件数の多い訪問介護、通所介護はそれに応じて過誤件数が多く発生している。福 

祉施設と特定入所は施設全体で事務処理を行っていることから、請求誤りが生じると入 

所者全体に影響が出るので、過誤処理が多く発生している。 

介護報酬体系が複雑であり事業者の事務手続がかなり負担となっていることから、市

は平成 20年 6月に全国市長会を通じて介護報酬体系の簡素化を国に要望している。また、

市は保険者として、事業者に対して集団指導や、事業所を訪問しての实地指導を行い、

制度の理解や不適正な請求の防止を図っている。 

保健福祉局監査指導課 

支払 支払 

請求 請求  

事業所 

    

国保連 

（審査・支払） 

 
 

保健福祉局 

介護保険課 

 

申請  

区役所 福祉・介護保険課 

 

 

利用者 

支払 
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（単位：千円） 

サービス区分 
平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 返還額 

訪問介護         992  71,826  2,768  164,884  1,031  54,227  10,211 

訪問入浴         9  300  227  13,921  2  93  11 

訪問看護         103  3,494  113  5,909  92  5,575  943 

訪問リハビリテーション         11  250  60  1,120  30  838  145 

通所介護         1,056  70,485  1,126  84,187  3,782  219,926  9,121 

通所リハビリテーション 108  7,486  1,357  122,928  63  4,858  1,007 

福祉貸与         442  5,358  436  4,239  281  3,419  1,723 

短期入所生活介護         277  22,558  874  59,453  414  40,797  2,894 

短期老健         29  1,375  48  2,595  45  5,618  239 

短期医療介護         － － 3  198  － － － 

予防短期生活介護       2  58  11  199  9  351  50 

予防短期老健       － － 1  17  － － － 

療養管理         72  514  36  244  69  639  424 

認知症型         204  45,508  80  17,740  74  17,520  4,924 

特定施設         30  4,670  287  40,213  231  38,724  3,606 

予防療養管理       3  16  3  16  22  324  313 

予防特定施設       － － 12  732  24  2,588  903 

地域特定施設       20  3,422  － － 18  2,856  △38 

居宅支援         3,830  33,053  4,198  41,246  215  2,562  1,087 

予防支援         47  270  84  418  61  268  194 

福祉施設         5,889  1,015,949  1,769  405,545  2,796  655,606  21,252 

老健施設         321  62,219  1,047  215,495  460  112,519  3,589 

医療施設         103  33,869  163  56,773  109  22,893  16,565 

地域福祉施設       － － － － 8  1,753  225 

特定入所         2,224  78,565  1,625  46,374  2,324  87,710  1,583 

予防訪問介護       89  1,533  127  2,290  103  1,794  227 

予防訪問看護       8  174  10  212  24  459  20 

予防訪問リハビリテーション       1  7  － － 4  67  67 

予防通所介護       17  627  88  2,756  116  3,775  314 

予防通所リハビリテーション     17  555  11  377  19  824  3 

予防福祉貸与       19  121  29  109  102  1,362  1,256 

認知症型通所介護       13  913  4  360  32  4,954  △57 
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小規模多機能       3  371  1  262  3  433  139 

合計 15,939  1,465,542  16,598  1,290,813  12,563  1,295,334  82,844 

（注）金額は過誤があったレセプトの総額であり、返還額は過誤処理による返還額（△は

追加支給額）である。 

（出典：介護保険課作成資料） 

 

イ．介護給付費申請書等の修正を行わず、納付書による返還の過去 3 年度の实績は以下

のとおりである。 

（単位：千円） 

内 訳 
平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 

納付書による返還合計   8 5,617 6 6,100 3 3,401 

（出典：介護保険課作成資料） 

 

ウ．過去 3年度の償還払いの实績は以下のとおりである。 

（単位：千円） 

内 訳 
平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 

高額介護サービス費支給申請  80,097 754,220 58,689 678,108 79,967 866,526 

住宅改修費支給申請 3,654 357,926 3,504 336,170 3,839 354,384 

福祉用具購入費支給申請 4,660 129,513 4,788 125,345 4,698 135,386 

その他償還払い 175 8,840 18 494 43 891 

介護保険（特定）負担限度額差

額支給申請 420 9,427 426 8,439 201 4,736 

ホームヘルプ（高齢） △1 △11 0 △17 △2 △13 

ホームヘルプ（障害） 3,282 14,052 2,579 7,750 776 1,861 

（注）件数、金額の△は追加支給である。 

（出典：介護保険課作成資料） 

 

（償還払いの審査・支払） 

介護保険給付費のうち、償還払いの審査・支払は各区役所の福祉・介護保険課が实施し

ている。 

監査人は、事務手続の適正性を確かめるため、償還払いのうち、高額サービス費支給申

請、住宅改修費支給申請、福祉用具購入費支給申請から各 10件のサンプルを抽出し、申請

に必要な書類が揃っているか検証した。 

手続の結果、特に指摘すべき事項は認められなかった。 
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（６）保険料の減免・減額 

①概要 

保険料は被保険者の所得段階に応じて 8 段階に設定されているが、災害や所得の減尐な

どの理由で保険料の納付が困難になった場合、保険料が減免・減額される場合がある。 

減免・減額制度の概要は以下のとおりである。 

ア．災害減免 

第 1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、

火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその財産について著しい損害

を受けた場合に、その損害の程度により第 1 号被保険者が一定率の減免を一定期間受け

ることができる制度（「福岡市介護保険条例」（条例第 44 号平成 12 年 3 月 27 日）第 18

条第 1項第 1号、「福岡市介護保険料減免要綱」（平成 18年 4月 1日改訂）第 2条第 1項）。 

 

（減免率） 

受けた損害の程度により以下のとおり減免される。 

損害の程度 減免率 

当該資産の全部が損害を受けた場合 100％以内 

当該資産の 2分の 1程度が損害を受けた場合 70％以内 

当該資産の 3分の 1程度が損害を受けた場合 50％以内 

 

（減免期間） 

被災した日以後に到来する納期において 1 年の範囲内で減免する（年度をまたぐ場合

もある）。 

 

イ．所得減尐減免 

第 1 号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、

またはその者が心身に重大な障害を受け、もしくは長期間入院したこと、事業または業

務の休廃止、失業、農作物の不作、不漁などにより、その者の収入が著しく減尐した場

合に、第 1号被保険者の保険料について一定額の減免を受けることができる制度（「福岡

市介護保険条例」第 18条第 1項第 2号、第 3 号、第 4号、「福岡市介護保険料減免要綱」

第 2条第 2項） 

（減免額） 

世帯の本年中の見込所得金額の基準 減免額 

1 人世帯の場合は 350,000 円、世帯主及び世帯員の合計が 2

人以上の世帯の場合は、350,000 円にその世帯員数（当該世

帯主を含む）を乗じて得た額に 210,000円を加算した金額未

満で、条例第 9 条に規定する課税年金収入金額と合計所得金

条例 9 条第 3 号に規定する

保険料相当額 （40,445円） 
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額の合計額が 800,000 円を超える場合 

1 人世帯の場合は 350,000 円、世帯主及び世帯員の合計が 2

人以上の世帯の場合は、350,000 円にその世帯員数（当該世

帯主を含む）を乗じて得た額に 210,000円を加算した金額未

満で、条例第 9 条に規定する課税年金収入金額と合計所得金

額の合計額が 800,000 円以下である場合 

条例 9 条第 2 号に規定する

保険料相当額 （26,963円） 

 

（減免期間） 

当該賦課年度内 

 

ウ．収監減免 

第 1 号被保険者が監獄、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された場合、その期

間は保険給付を受けることができないため（介護保険法第 63 条）、その期間における保

険料について減免することができる制度（「福岡市介護保険条例」第 18条第 1項第 5号、

「福岡市介護保険条例施行規則」（規則第 97 号平成 12 年 3 月 30 日）第 10 条第 1 項第 1

号） 

（減免額） 

減免期間の保険料を全額減免（免除）。 

（減免期間） 

拘禁が開始された日の属する月から拘禁が終了した日の属する月の前月までの期間の

月割り保険料を減免する。 

 

エ．低所得による減額 

所得段階が第 3段階の人（世帯全員が市民税非課税で第 1・第 2段階以外の人）で一定

要件に該当し、保険料の支払いが困難な人に対して、保険料額を第 2 段階相当額に減額

する制度。介護保険料は負担能力に応じて負担する制度の趣旨の観点から、市が独自に

实施する減額制度。 

（減額対象者） 

所得段階が第 3段階の人で以下のすべての要件に該当する人 

  a．世帯の年収が以下の額以下の人 

 

  

 

（注）以降、世帯人数が 1人増えるごとに 50万円を加算した額 

b．別世帯の市民税課税者に扶養されていないこと、及び生計を共にしていないこと 

世帯人数 1人世帯 2人世帯 3人世帯 

年収 120 万円 180万円 230万円 
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c．世帯全員の預（貯）金などの合計額が(a)の基準額の 2倍以下であること 

d．居住用以外の土地、建物を有していないこと（活用することが困難であると認めら

れるものを除く） 

（減額内容） 

  第 3段階の保険料額を第 2段階相当額に減額する。 

（減額期間） 

  当該年度の賦課期日（資格取得日）から減額し、年度末までとする。 

  

②市の減免・減額の状況 

市の減免・減額の状況は以下のとおりである。 

（単位：千円） 

区 分 平成 18年度 平成 19年度 平成 20 年度 

災害減免 

金額 475 568 329 

件数 47 件 27件 16件 

平均 10 21 20 

所得減尐減免 

金額 3,591 2,120 2,695 

件数 144 件 71件 97件 

平均 24 29 27 

収監減免 

金額 79 121 43 

件数 12 件 20件 17件 

平均 6 6 2 

低所得による 

減額 

金額 7,059 6,569 6,531 

件数 530 件 491件 521 件 

平均 13 13 12 

合計 

金額 11,205 9,378 9,599 

件数 733 件 609件 651 件 

平均 15 15 14 

（注）平成 19年度においては、福岡県西方沖地震被害の玄界島地区小規模住宅改良事業

による譲渡所得に対する特例減免措置に係る減免分を除いている。 

（出典：介護保険課作成資料） 

 

③監査手続及び結果 

監査人は、事務手続の適正性を確かめるため、平成 20 年度の減免・減額の一覧から 30

件のサンプルを抽出し、申請に必要な書類が揃っているか確認した。 

上記手続の結果、特に指摘すべき事項は認められなかった。 

（７）介護保険資金貸付制度 
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①介護保険資金貸付事業の概要 

 ア．事業内容 

  介護サービス、または介護予防サービスを利用する際の利用者負担や必要な費用の支

払いが困難な方に対し、必要な資金を無利子で貸し付けるものである。 

 イ．貸付対象 

  a．介護サービス費または介護予防サービス費の利用者負担 

1か所のサービス事業者または 1か所の介護保険施設における 1割の利用者負担が高

額介護サービス費（高額介護予防サービス費）の支給対象となる上限額を超える額 

  b．福祉用具購入費（介護予防福祉用具購入費） 

c．住宅改修費（介護予防住宅改修費） 

 ウ．貸付額 

  保険給付相当額 

  a．介護サービス費または介護予防サービス費の利用者負担 

    …高額介護サービス費（高額介護予防サービス費）として償還される見込額 

  b．福祉用具購入費（介護予防福祉用具購入費）、住宅改修費（介護予防住宅改修費） 

    …保険給付見込額（査定額の 9割） 

 エ．貸付方法 

  貸付金は、サービス事業者などへ振り込む。 

 オ．償還方法 

   保険給付費（高額介護サービス費、福祉用具購入費、住宅改修費（いずれも介護予

防を含む））により償還する。 

  

②介護保険資金貸付制度の利用状況 

介護保険資金貸付制度の過去 3年度の利用状況は以下のとおりである。 

（単位：千円） 

区 分 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

a．年度末基金額 60,000 60,000 60,000 

b．積立額 － － － 

c．貸付金 316,376 330,153 367,391 

d．回収金 316,376 330,153 367,391 

e．繰入未済額 － － － 

f．決算年度末基金額 60,000 60,000 60,000 

g．回転率 （c／（a＋b）） 5.27回 5.50回 6.12回 

（出典：介護保険課作成資料） 

平成 20年度における、介護保険資金貸付制度のサービス別の利用状況は以下のとおりで

ある。 
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（単位：千円） 

サービス区分 件数 金額 平均額 

高額サービス費 289 件 5,933 20 

福祉用具購入費 3,803件 115,750 30 

住宅改修費 2,917件 245,708 84 

合計 7,009件 367,391 52 

（出典：介護保険課作成資料） 

 

③監査手続及び結果 

監査人は、貸付資金の滞留や貸倒れの有無について検討を行った。 

 貸付金は保険給付費（高額介護サービス費、福祉用具購入費、住宅改修費（いずれも介

護予防を含む））により償還されるため、滞留や貸倒れはなく、特段指摘すべき事項は認め

られなかった。 

 

（８）介護サービスの質の向上・確保のための取組み 

市は介護サービスの質の向上・確保を図るため、以下の取組みを实施している。 

・介護保険のサービスに関する相談・苦情の受付 

・介護サービスの評価 

・ふれあい相談員派遣事業 

・介護モニター事業（介護サービス利用状況アンケート事業） 

・福岡市介護保険事業者研修事業 

・認知症介護实践者等養成事業 

 

①介護保険のサービスに関する相談・苦情（意見 7） 

介護保険のサービスに関する相談・苦情を、居宅介護支援事業者（ケアマネジャー）、地

域包括支援センターまたは各区保健福祉センター福祉・介護保険課で受け付けている。受

け付けた苦情については、サービス事業者への調査、指導及び助言を行い、処理結果を利

用者へ通知する。 



 

92  

 

市における相談・苦情の受付の状況は以下のとおりである。 

ア．サービスの種類別 

（単位：件） 

サービスの種類 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 累計 

訪問介護         16 20 10 46 

訪問入浴介護         0 1 0 1 

訪問看護         1 2 0 3 

訪問リハビリ         1 0 0 1 

居宅療養管理指導 0 3 0 3 

通所介護         14 13 13 40 

通所リハビリ    4 4 4 12 

短期入所生活介護         2 3 3 8 

短期入所療養介護       1 0 0 1 

特定施設入所者生活介護       5 11 15 31 

福祉用具貸与    4 3 0 7 
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特定福祉用具販売       3 2 0 5 

介護予防支援         9 12 8 29 

居宅介護支援         17 17 11 45 

介護老人福祉施設         1 13 1 15 

介護老人保健施設       3 9 1 13 

介護療養型医療施設     0 1 0 1 

夜間対応型訪問看護    0 0 0 0 

小規模多機能型居宅介護    1 1 2 4 

認知症対応通所介護  0 1 1 2 

認知症対応共同生活介護    3 12 5 20 

地域密着型特定施設入居者生活介護  0 1 0 1 

地域密着型介護老人福祉施設 

入所者生活介護         
0 0 0 0 

住宅改修       4 2 1  7  

その他         5 14 10 29 

合計 94  （注）145 85 324 

 

イ．相談・苦情の内容別 

（単位：件） 

相談・苦情内容 平成 18年度 平成 19年度 平成20年度 累計 

サービスの質 15 32 23 70 

従業者の態度 11 27 16 54 

管理者等の対応 0 25 23 48 

説明・情報の不足 29 29 8 66 

具体的な被害・損害 5 7 6 18 

利用者負担 0 3 2 5 

契約・手続関係 19 4 3 26 

その他 15 6 4 25 

合計 94 （注）133 85 312 

（注）苦情が 2ないし 3種類のサービスに関する内容となっている申し立てが 11 件あることか

ら、「ア．サービスの種類別の件数」合計と「イ．相談・苦情の内容別の件数」合計に差異

が生じている。 

（出典：介護保険課作成資料） 
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（意見 7） 

 市は、介護保険のサービスに関する相談・苦情を、居宅介護支援事業者（ケアマネジャ

ー）、地域包括支援センターまたは各区保健福祉センター福祉・介護保険課で受け付けてい

る。また、受け付けた苦情については、サービス事業者への調査、指導及び助言を行い、

処理結果については利用者へ通知している。 

市は相談・苦情の内容をデータベース化しているが、事業者間での情報共有は行ってい

ない。同様の相談・苦情の再発を防止して介護保険サービス全体の質を向上させるため、

事業者の集団指導時に報告する等の施策により、データベース化している事例を積極的に

活用する必要があると考える。 

 

②介護サービスの評価について 

 介護サービスを選ぶときに役立つ情報の提供を目的として、評価を希望する事業所のサ

ービスを第三者評価機関の「介護サービス評価センターふくおか」が評価し、サービスが

一定水準以上であると認められるときには評価センターが認証マークを交付している。 

 

（介護サービスの評価の詳細については「８．第三者評価体制について」を参照。） 

 

③ふれあい相談員派遣事業 

 ふれあい相談員が、施設などを訪問し、利用者の話を聞いたり、相談に応じることで、

利用者の不安や疑問を解消する一方、施設側との意見交換や市民の目で見た改善の提案を

行うなど、事業者とともに介護サービスの質の向上を図るもの（「福岡市ふれあい相談員設

置要綱」（平成 20年 4月 1日改訂）に基づく）である。 

 施設への訪問のほか、ふれあい相談員の活動の広報等を目的として「ふれあい相談員だ

より」を年 1回程度発行している。 

 ふれあい相談員の受入施設は当事業の趣旨に賛同している施設のみであるが、平成 20年

度の派遣施設、活動实績及び報告件数は以下のとおりである。 

ア．派遣施設 

（単位：か所） 

施設種類 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 14 14 15 

通所介護（デイサービス） 9 9 0 

介護老人保健施設 5 5 0 

計 28 28 15 

（出典：介護保険課作成資料）  

 

  ふれあい相談員の派遣施設については、活動員数の減もあり、施設利用者の利用が長
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期となり本事業の効果が最も発揮される介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）を重

点に实施するよう見直しており、これに伴い通所介護（デイサービス）、介護老人保健施

設での实績はゼロとなっている。 

 

イ．活動实績等 

活動内容 平成 18年度 平成 19年度 平成 20 年度 

活動員数 13人 14人 11人 

訪問回数 延べ 364回 延べ 440回 延べ 212回 

報償費支給額 390千円 375千円 330 千円 

（出典：介護保険課作成資料） 

平成 20年度より、1 人 2施設（月 4回程度）の訪問を 1人 1施設（月 2回程度）として

いる。これは、相談員個々の訪問回数にばらつきがあったこと、及び比較的遠距離にある

特別養護老人ホームを重点的に対象とすることで、ふれあい相談員の趣旨をより充实させ

るよう見直したためである。 

 

ウ．報告件数 

 平成 20年度における訪問回数の減尐に伴い、報告件数も減尐している。 

                            （単位：件） 

報告内容 平成 18年度 平成 19年度 平成 20 年度 

接遇 41 172 68 

衛生 17 91 69 

食事 50 156 66 

趣味・娯楽 32 97 70 

リハビリ 26 68 34 

設備・環境 71 104 49 

その他 76 220 163 

 計 313 908 519 

 （出典：介護保険課作成資料） 

 

④介護モニター事業（介護サービス利用状況アンケート事業）（指摘 5） 

 介護保険のサービス利用者から、現在利用している介護サービス・介護予防サービスに

関する意見をアンケート形式で収集し、その意見をまとめたものをサービス事業所へフィ

ードバックして、事業所のサービス向上や改善に役立ててもらい、介護サービス・介護予

防サービスのより一層の質の向上を図るものである。 

調査対象、調査人数等の推移は以下のとおりである。 
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年度 調査対象 調査人数 

平成 16年度 訪問介護 500人 

平成 17年度 通所介護 1,000人 

平成 18年度 介護予防訪問介護・訪問介護 1,000人 

平成 19年度 未实施（予算 992千円） － 

平成 20年度 未实施（予算 889千円） － 

（出典：介護保険課作成資料） 

 

（指摘 5） 

市は介護保険のサービス利用者から、現在利用している介護サービス・介護予防サービ

スに関する意見をアンケート形式で収集し、その意見をまとめたものをサービス事業所へ

フィードバックして、事業所のサービス向上や改善に役立ててもらい、介護サービス・介

護予防サービスのより一層の質の向上を図る介護モニター事業を行っている。 

 平成 20年度は予算を確保していたが、制度改正対応等による事務負担の一時的な増を理

由に調査を实施していない。利用者による評価はサービスの質や内容を点検・確認し、介

護保険サービスの質の向上を図る上で大変有用な情報であるため、計画どおりに調査を实

施することが必要である。 

なお、市は平成 19年度も介護モニター事業を实施していないが、同年度はより詳細な調

査である高齢者实態調査が实施され、介護モニター事業の代替として機能している。 



 

97  

２．地域支援事業及び高齢者福祉サービスの状況について 

（１）地域支援事業及び高齢者福祉サービスの概要（意見 8） 

介護保険制度は、被保険者の要介護状態または要支援状態に関して必要な給付を行うも

のである（介護保険法第 2 条第 1 項）が、被保険者が要介護または要支援状態となること

を防止するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、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ため、以下のような地域支援事業を实

施することが定められている（介護保険法第 115条の 38）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記のうち、介護予防事業及び包括的支援事業は各市町村において必須の事業であり（介

護保険法第 115 条の 38 第 1 項）、市では主に地域保健課が担当している。任意事業は被保

険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、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に配慮する（介護保険法第 2 条第 4

項）という理念の下に、介護保険法第 115条の 38第 2項に基づいて主に在宅支援課が实施

しているものである。 

 

なお、在宅支援課等では介護保険制度の枠組みとは別に、一般会計において以下のような

高齢者福祉サービス事業を实施している。 

 

高齢者福祉

サービス 

（一般会計） 

１．安心確保のための

生活支援事業 

（１）日常生活用具給付サービス 

（２）緊急通報システムサービス（注） 

２．重度要介護者支援

事業 

（１）寝具洗濯乾燥消毒サービス 

（２）移送サービス 

３．住宅改造助成事業 

４．認知症高齢者支援事業（徘徊高齢者 SOSネットワーク事業） 

５．住宅関連資金貸付事業 

（注）平成 20年度から地域支援事業（特別会計）の任意事業に移行 

 

また、地域支援事業における過去 3年度の事業費の推移をみると以下のとおりである。 

 

地域支援事業 

（特別会計） 

１．介護予防事業 （１）特定高齢者施策 

（２）一般高齢者施策 

２．包括的支援事業 （１）虐待防止ネットワーク事業 

（２）地域包括支援センター 

３．任意事業 （１）家族介護支援事業 

（２）その他事業 
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（単位：千円） 

区分 小事業名 内訳 平成 18年度 平成19年度 平成 20年度 

１
．
介
護
予
防
事
業 

（
１
）
特
定
高
齢
者
施
策 

特定高齢者

把握事業 

①介護予防健診 

（注 2） 

－ － 59,566 

通所型介護

予防事業 

②介護予防教室 

 

25,469 29,404 39,335 

生活支援ショートス

テイ（注 1） 

98 － － 

訪問型介護

予防事業 

③訪問生活指導 

（注 3） 

－ 699 1,835 

④生活支援サービス 

 

12,448 1,661 2,717 

食の自立支援・配食サ

ービス（注 1） 

9,020 － － 

小計 47,035 31,763 103,454 

（
２
）
一
般
高
齢
者
施
策 

介護予防普

及啓発事業 

①健康教育・健康相談

（注 4） 

3,944 3,292 1,999 

②生き活きシニア健

康福岡 21 

63,448 67,258 63,353 

介護保険べんり帳（3

年に 1度） 

8,004 － － 

生きがい型

介護予防活

動支援事業 

③高齢者創作講座・老

人教室 

34,774 34,933 33,431 

④生きがいと健康づ

くり推進事業 

9,351 9,197 8,304 

地域介護予

防活動支援

事業 

⑤ふれあいデイサー

ビス 

2,149 2,149 2,149 

⑥充实強化事業 

（注 5） 

－ 157 350 

⑦介護予防普及啓発事業（充实強化

事業）（注 5） 

－ 2,785 2,185 

⑧介護予防週間啓発事業 

（注 5） 

－ 2,000 1,576 

小計 121,671 121,772 113,348 

計 168,706 153,535 216,802 
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２
．
包
括
的
支
援
事
業
／
３
．
任
意
事
業 

２
．
包
括
的
支
援
事
業 

（１）虐待防止ネットワーク事業 

（注 6） 

－ － 50 

（２）地域包括支援センター事業 492,285 484,543 545,919 

小計 492,285 484,543 545,969 

３
．
任
意
事
業 

（１）家族介

護支援事業 

①家族介護者のつど

い 

745 609 751 

（２）認知症

高齢者対策

事業 

①やすらぎ支援員派

遣事業 

966 966 862 

②徘徊高齢者 SOS ネ

ットワーク事業 

375 546 362 

成年後見制度利用支

援事業 

84 356 167 

虐待防止ネットワー

ク事業（注 6） 

－ 46 － 

（３）重度要

介護者支援

事業 

①おむつサービス 55,456 60,202 68,433 

②あんしんショート

ステイ 

17,932 23,635 23,117 

（４）住宅改造相談 38,653 36,659 38,663 

（５）地域自

立生活支援

事業 

①食の自立支援・配食

サービス（注 7） 

81,615 92,300 60,556 

②生活支援ショート

ステイ（注 7） 

－ 50 42 

③声の訪問 32,058 27,330 28,717 

（６）緊急通報システム（注 8） － － 111,100 

介護給付適正化事業（照会・調査） 3,391 1,811 3,252 

介護給付適正化事業（給付費通知） 1,644 7,120 6,214 

ふれあい相談員派遣事業 1,462 1,074 826 

介護支援専門員資質向上事業 1,889 787 842 

居宅介護支援事業者業務支援事業 284 282 374 

高齢者实態調査（3年に 1度） － 5,246 － 

計 236,554 259,019 344,278 

計 728,840 743,563 890,247 

合計 897,546 897,098 1,107,049 

（出典：保健福祉局総務課作成資料） 
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(注 1)平成 19年度から任意事業に移行 

(注 2)平成 20年度から事業開始 

(注 3)平成 18年度は介護予防普及啓発事業 

(注 4)平成 18年度は訪問指導を含む 

(注 5)平成 19年度から事業開始 

(注 6)平成 20年度から一般管理費・任意事業より移行 

(注 7)平成 18年度は介護予防事業においても实施 

(注 8)平成 20年度から委託料等一般会計より編入 

 

（意見 8） 

市では、毎年 6 月頃に開催される「18 大都市高齢者保健福祉担当課長会議」において配

布される資料により他政令指定都市の高齢者福祉事業の实施状況を把握しており、また、

事業計画策定上、必要に応じて随時他都市に問い合わせしている。しかし、各地域支援事

業の内容等について、他政令指定都市等との比較分析を行った結果を明確に記載した書類

等は作成されていない。今後の事業運営のあり方を検討する上では、他都市で实施されて

いる事業内容や料金等の情報を収集して、市の事業との比較分析を詳細に行い、かつ、そ

の結果を書面にしておくことが必要であると考える。 

 

以下、個別の事業について、その概要と平成 20 年度における实施状況について関係資料

を確認した結果等を記載する。 

 

（２）地域支援事業 

①介護予防事業 

ア．特定高齢者施策（意見 9,10,11,12） 

ａ.介護予防健診事業 

（目的） 

生活機能の低下などにより要介護状態になる可能性のある虚弱な高齢者の介護予

防・健康づくりを推進するために、医療機関等で生活機能等を評価する介護予防健診

を行うものである。これは、従来、老人保健事業の基本健診の一部として实施してき

た生活機能評価が、医療制度改革に伴い、平成 20年度より介護保険法に基づく生活機

能評価健診として实施されるものである。 

 

（实施内容） 

・一次健診：生活機能チェック、身体計測、血圧測定、診察など 

・二次健診（必要時）：心電図、反復唾液嚥下テスト、血液検査など 
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（利用対象者） 

福岡市に居住する 65 歳以上の介護保険第 1 号被保険者（要支援・要介護認定者及び

生活保護受給者等で医療保険未加入者を除く） 

（利用者費用) 

無料 

（利用状況及び事業費） 

平成 20 年度における介護予防健診事業の利用状況（健診受診者数）及び事業費の計

画と实績は以下のとおりである。 

内訳 計画 实績 計画比 

受診者数 39,520名 18,229 名 46.1％ 

事業費 166,616千円 59,566 千円 35.8％ 

（出典：保健予防課作成資料） 

 

また、平成 20 年度における他の政令指定都市の生活機能評価（介護予防健診）対象

者数、生活機能評価实施者数及び特定高齢者候補者数は以下のとおりである。 

都市名 
生活機能評価 

対象者数（①） 

生活機能評価 

实施者数（②） 

特定高齢者 

候補者数 

受診率 

②／① 

福岡市 195,390名 18,229 名 2,572名 9.3％ 

さいたま市 186,206名 61,545 名 2,363名 33.1％ 

千葉市 150,466名 3,803名 1,284名 2.5％ 

名古屋市 380,122名 74,466 名 13,880名 19.6％ 

京都市 262,351名 42,606 名 7,103名 16.2％ 

神戸市 272,853名 45,427 名 7,853名 16.6％ 

（出典：保健予防課作成資料を加工） 

 

市の介護予防健診受診者数は計画を大きく下回っており、これに対応して事業費も計

画を大きく下回る結果となっている。市の受診率を他の政令指定都市と比較してみて

も、市の受診率が低いことは明らかである。 

 

（監査手続） 

監査人は平成 20 年度の委託契約書を閲覧し、契約どおりの業務等が履行されている

かどうかを確認した。 

 

（意見 9） 

介護予防健診は、特定高齢者を把握するための重要な事業であり、いかに受診者数を増や

すかが大きな課題となるが、健診の受診者が計画に比して大幅に低い水準(46.1％)となっ
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ている。また、他の政令指定都市と比較しても、受診率（9.3％）は低い状況であることか

ら、これらの原因分析を行い、介護予防健診の PR方法等を検討し、受診者を増やす施策を

行う必要があると考える。 

 

ｂ.介護予防教室事業 

（目的） 

特定高齢者に対し、必要な介護予防プログラムを提供する介護予防教室を实施するこ

とにより、家に閉じこもりがちになること及び日常動作機能等の低下を防ぎ、もって

在宅及び地域における自立と生活の質の向上を図ることを目的とする。 

（事業内容の定め） 

「福岡市介護予防教室实施要綱」（平成 18年 4月 21日施行、平成 20年 4月 1日改訂） 

（实施内容） 

・運動器の機能向上プログラム（原則 3か月間、週 2回实施） 

運動器の機能が低下している高齢者に、ストレッチ、有酸素運動、簡易な器具を用

いた運動などを实施 

・栄養改善・口腔機能向上プログラム（原則 6ヵ月間、月 1～2回实施） 

低栄養状態にある高齢者及び口腔機能が低下している高齢者に、栄養相談や口腔ケ

アの指導などを实施 

（利用対象者） 

特定高齢者 

（利用者費用負担） 

原則として無料であるが、プログラムの中で提供する食事など原材料費等の实費相当

分を利用者負担 

（利用状況及び事業費） 

過去 3年度における利用状況（参加人数）及び事業費（委託料）は以下のとおりであ

る。 

内訳 
平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

計画 实績 計画 实績 計画 实績 

利用者数（注 1） 1,035名 126名 1,384名 251名 1,858名 415名 

利用者数（注 2） 536名 37名 712名 97名 947 名 106名 

委託料（千円） 54,881 25,469 40,740 29,404 40,774 39,335 

（注 1）運動器の機能向上プログラム 

（注 2）栄養改善・口腔機能の向上プログラム 

（出典：地域保健課作成資料） 

 

利用实績は計画より大きなマイナスとなった。計画は国のパイロットテストで特定高
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齢者の 5％はあるとの結果に基づいて策定したが、パイロットテストは都市部で实施さ

れたものでなく環境が大きく異なることから、他の政令指定都市も同様に低い水準と

なっている。 

このため、平成 18年度、19 年度においては、対象者の認識を高めるための啓発活動

に力を入れ、計画とは大きな乖離があるものの、利用者は増加傾向となっている。 

 

（意見 10） 

パイロットテストの結果をもとに特定高齢者数を想定したとはいえ、介護予防教室の利

用者の計画と实績の乖離は大きなものがある。 

高齢者が生活の質を維持・向上するためには、要介護状態等となることを予防するととも

に、要介護状態等となった場合も状態の軽減もしくは重度化を防止するための健康づく

り・介護予防の取組みが重要となる。このための重要な事業の一つが介護予防教室であり、

教室参加者が尐ないことは大きな課題となる。 

介護予防健診と同様にこれらの原因分析を行い、介護予防教室の PR 方法等を検討し、利

用者を増やす施策を行う必要があると考える。 

 

（事業の委託先） 

運動教室は 25法人、栄養改善・口腔機能教室は 16法人に委託している。 

 

（委託契約書の閲覧） 

監査人は平成 20 年度の委託契約書を閲覧し、契約どおりの業務等が履行されている

かどうか確認したところ、特に問題である事項は認められなかった。 

 

ｃ.訪問運動生活指導事業 

（目的） 

特定高齢者で、通所型介護予防事業への参加が困難な方等に対し、訪問型介護予防

事業である訪問運動生活指導を实施することにより、家に閉じこもりがちになること

及び日常動作機能等の低下を防ぎ、もって在宅及び地域における自立と生活の質の向

上を図ることを目的とする。 

（事業内容の定め） 

「福岡市訪問生活指導实施要綱」（平成 20年 4月 1日施行） 

（实施内容） 

従事スタッフとセンターでカンファレンスを实施後、原則としてセンターが作成し

た当該特定高齢者に係る介護予防サービス・支援計画書に基づき、下記の必要なプロ

グラムを实施する。 

・運動器の機能向上に効果的な情報の提供及び方法についての指導等 
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・栄養改善に効果的な情報の提供及び方法についての指導等 

・口腔機能の向上に効果的な情報の提供及び方法についての指導等 

・健康づくり・介護予防に関する制度の情報の提供及び活用方法等に関する指導 

・その他、健康管理上必要と認められる指導等 

（利用対象者） 

特定高齢者 

（利用者費用負担） 

原則として無料 

（利用状況及び事業費） 

過去 3年度における訪問運動生活指導の利用状況（利用者数）及び事業費は以下のと

おりである。 

内訳 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

利用者数 3名（388名） 0名（361名） 3名（214名） 

事業費 －千円 699千円 1,835千円 

  （注）1.（  ）は一般高齢者を含めた人数  

2. 平成 18年度は介護予防普及啓発事業として实施 

（出典：地域保健課作成資料） 

 

平成 19年度までは市の職員（保健師等）に限っていた訪問従事者を、平成 20年度は

市の職員以外の保健師等を利用したために事業費が増加しているが、特定高齢者の利

用状況は非常に低い水準となっている。これは、特定高齢者に対してまずは介護予防

教室への参加を求めることとなり、訪問生活指導は、介護予防教室に参加できない高

齢者に対する通所型介護予防事業を補完する事業であるためである。 

 

（意見 11） 

訪問運動生活指導は特定高齢者施策でありながら、利用者のほとんどが一般高齢者とな

っている。これは医師の紹介等による利用者について、特定高齢者か否かのチェックを十

分に行うことができないままにサービスを行ったことによるが、あくまで特定高齢者に対

する事業であるため、特定高齢者に対してサービスを行うとともに、一般高齢者に対する

サービス提供の必要性を検討し、事業のあり方を検討することが必要であると考える。 

 

ｄ.生活支援サービス事業 

（目的） 

虚弱等により日常生活を営むことに支障のある高齢者を、ホームヘルパーが訪問し

て家事を自立して行うことができるよう支援することにより、在宅での自立と生活の

質を確保し、高齢者等の福祉の向上を図ることを目的とする。 
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（事業内容の定め） 

「福岡市生活支援サービス事業实施要綱」（平成 18年 4月 1日施行） 

（实施内容） 

・自立のための家事に関する支援（調理、衣類の洗濯・補修、住居等の掃除・整理整

頓、生活必需品の買物、関係機関等との連絡、その他必要な家事） 

・相談助言に関すること（各種援護制度の適用についての相談・助言・指導、生活・

身上 

・介護に関する相談・助言、その他必要な相談・助言） 

（利用対象者） 

市内に居住する 65 歳以上の単身者世帯もしくは 65 歳以上の方のみの世帯またはこ

れらに準ずる世帯に属する者のうち、介護保険法第 7 条第 3 項に規定する要介護者と

なるおそれがあると認められ、かつ、訪問による家事等の支援が必要と認められる方、

または、そのほか、本事業の目的に鑑みて、利用対象者とすることが適当であるもの

として健康福祉のまちづくり部長が別に定める要件に該当する方 

 

（利用者費用負担） 

利用者の階層区分（介護保険料段階） 

利用者負担 

提供頻度が 

週 1回程度 

提供頻度が 

週 2回程度 

生活保護受給者（第 1段階） 0円/回 0円/回 

市民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者 

（第 1段階） 
295円/回 295円/回 

世帯全員が市民税非課税（第 2・3段階） 295円/回 295円/回 

本人のみが市民税非課税（第 4段階） 1,180円/回 1,180円/回 

本人が市民税課税で合計所得金額が 200 万円

未満（第 5段階） 
1,918円/回 1,918円/回 

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（第 6段階） 
2,655円/回 2,655円/回 

本人が市民税課税で合計所得金額が 300 万円

以上（第 7・8段階） 
12,784円/月 25,568円/月 

（出典：地域保健課作成資料） 

 

(利用状況及び事業費) 

過去 3年度における生活支援サービス事業の利用状況（利用者数）及び事業費は以下

のとおりである。 
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内訳 
平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

計画 实績 計画 实績 計画 实績 

利用者数 446名 21名 461 名 22名 474 名 19名 

事業費 34,119千円 12,448千円 15,363 千円 1,661千円 5,998千円 2,717千円 

（出典：地域保健課作成資料） 

 

また、平成 20年度における利用者数の内訳は以下のとおりである。 

保険料段階 
利用頻度 

合計 
週 1回 週 2回 

生活保護世帯 2名 3名 5名 

保険料段階１ 0名 0名 0名 

保険料段階２ 7名 2名 9名 

保険料段階３ 2名 2名 4名 

保険料段階４ 0名 0名 0名 

保険料段階５ 1名 0名 1名 

合計 12名 7名 19名 

（出典：地域保健課作成資料） 

 

従前は高齢者保健福祉施策の一環で实施していたものが、平成 18年度からの介護保

険法改正に伴う特定高齢者施策の開始に伴い、特定高齢者に該当しない人への移行期

間として利用を認めたため、平成 18年度の決算が多額となっているが、特定高齢者の

利用水準に変動はない。 

 

（意見 12） 

生活支援サービスにおいても、利用者实績は計画と非常に大きな乖離が生じている状況

である。これは、当該事業が特定高齢者のうち特定の要件を満たす高齢者を対象とするも

のであるためにサービスの需要そのものが低く、計画値が高すぎたことが原因である。今

後は、实態に合わせて計画を策定することが必要であると考える。 

 

（事業の委託先） 

社会福祉法人ふくおか福祉サービス協会等、市が实施した研修受講者が属している

事業者に委託している。 

 

（委託契約書の閲覧） 

監査人は平成 20 年度の委託契約書を閲覧し、契約どおりの業務等が履行されている

かどうか確認したところ、特に問題であると認識された検出事項はみられなかった。 
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イ．一般高齢者施策（指摘 6、意見 13，14，15） 

a．健康教育・健康相談事業 

（目的） 

生活習慣病予防、健康増進など、健康に関する正しい知識の普及を図るため、公民

館等において医師・保健師等が健康教育（教室）・健康相談を实施するものである。 

（利用状況及び事業費） 

過去 3 年度における健康教育・健康相談の利用状況（实施回数及び利用者数）及び

事業費は以下のとおりである。 

内訳 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

利用者数 17,831名 18,076名 15,507 名 

事業費 3,944千円 3,292千円 1,999千円 

（出典：地域保健課作成資料） 

 

また、平成 20年度における各区の事業の实施状況は以下のとおりである。   

 

東 博多 中央 南 城南 早良 西 

健
康
教
育 

65 歳以上の

健康教育 

回数 14回 29回 131回 36回 28回 40回 16回 

人数 611名 916名 2,869名 951名 714名 1,727名 579名 

地域介護予防

活動支援 

回数 0回 2回 0回 0回 22回 2回 3回 

人数 0名 50名 0名 0名 335名 32名 44名 

特定健診結果

説明会 

回数 24回 27回 28回 43回 14回 15回 28回 

人数 315名 162名 168名 322名 155名 199名 337名 

健
康
相
談 

介護予防健診

結果説明会 

回数 0回 0回 0回 0回 1回 1回 0回 

人数 0名 0名 0名 0名 38名 23名 0名 

特定健診結果

説明会 

回数 15回 15回 14回 15回 14回 15回 14回 

人数 77名 130名 83名 133名 104名 114名 115名 

その他相談 回数 5回 16回 108回 14回 27回 17回 14回 

人数 178名 405名 1,934名 331名 659名 311名 386名 

（出典：地域保健課作成資料） 

 

b．生き活きシニア健康福岡 21事業 

（目的） 

高齢者の健康に関する知識を高め、高齢者の健康の保持増進を目指すとともに、介

護予防に資する地域活組織の育成や支援を目的とする。 

（事業内容の定め） 

「生き活きシニア健康福岡２１事業实施要綱」（平成 18年 4月 1日施行） 
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（实施内容） 

各区の生き活き講座嘱託員（保健師、健康運動指導士等）、保健師、栄養士、作業療

法士、理学療法士、医師、歯科医師、薬剤師その他必要な専門家を講師として、 

・転倒予防教室（転倒予防に関する講話、主に下肢筋力の維持・改善のための運動、

口腔衛生、食生活のあり方、体力測定、健康相談）の实施 

・生き活き講座・健康相談（高齢者の心身の特徴、健康増進と体力づくり、家庭でで

きる転倒予防、日常生活動作訓練、食品の知識と食生活のあり方、口腔衛生、生活

習慣病とその予防、適切な医療の受け方、認知症予防、閉じこもり予防、健康づく

り・生き活き社会参加、その他高齢者の健康に関する相談）の实施 

（利用対象者） 

市内に居住する概ね 65歳以上の者 

（实施場所） 

各保健福祉センター、公民館、集会所等で实施 

（利用状況及び事業費) 

過去 3年度における生き活きシニア健康福岡 21事業の利用状況（实施回数及び利用

者数）及び事業費は以下のとおりである。 

内訳 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

教室 回数 1,103回 1,290回 939回 

人数 22,217名 24,882名 21,330名 

相談 回数 741回 858回 801回 

人数 13,850名 15,343名 13,900名 

事業費 63,448千円 67,258 千円 63,353千円 

（出典：地域保健課作成資料） 

 

また、平成 20年度の各区における事業の实施状況は以下のとおりである。 

内訳 東 博多 中央 南 城南 早良 西 

教
室 

介護予防全般 

 

6回 9回 3回 8回 38回 11回 3回 

転倒予防・ウォー

キング・筋力向上 

86回 74回 44 回 78回 33回 106回 60回 

レクリエーショ

ン・その他の運動 

33回 25回 17 回 33回 18回 2回 40回 

食生活・栄養関係 

 

11回 2回 6回 6回 3回 8回 10回 

調理实習を含む食

生活・栄養関係 

1回 5回 1回 0回 0回 3回 2回 
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口腔機能の向上 

 

6回 1回 4回 5回 7回 14回 13回 

閉じこもり・う

つ・認知症予防 

3回 5回 6回 8回 8回 18回 6回 

健康管理について 

 

7回 4回 2回 10回 8回 4回 9回 

保健福祉制度・サ

ービスについて 

0回 2回 2回 0回 1回 1回 0回 

回数計 153回 127回 85 回 148回 116回 167回 143回 

利用者数（名） 4,298 2,578 1,931 2,942 2,413 3,610 3,558 

相
談 

回数 119回 112回 76 回 122回 89回 149回 134回 

利用者数（名） 2,174 1,976 1,407 1,926 1,260 2,580 2,577 

（出典：地域保健課作成資料） 

 

（意見 13） 

健康教育・健康相談事業及び生き活きシニア健康福岡 21事業の利用状況（实施回数及び

利用者数）をみてみると、各区において实施回数に差が生じている。地域の实情に応じた

事業が实施されるように各区の实施状況の分析を行うと共に、事業の实施方法等について

も十分配慮することが必要であると考える。 

 

ｃ．高齢者創作講座・老人教室事業 

（目的） 

・高齢者創作講座 

高齢者が希望と能力に応じた生産または創造活動に参加することによって老後の生

きがいを高め、もってその生活を健康で豊かなものとする。 

・老人教室 

高齢者の特技・知識を高齢者同士が教えたり、習ったりすることにより、社会参加

意識の高揚、教養の向上及び相互の親睦を図り、高齢者の生きがいを増進する。 

高齢者の参加意識を高め、教養の向上及び相互親睦を高めるため、老人福祉センタ

ーや老人いこいの家などで、文化や教養、創作に関する講座、教室を实施する。 

（事業内容の定め） 

・「平成 20年度生きがいと創造の事業（高齢者創作講座）实施要項（最終）」 

・「平成 20年度「教えましょう、習いましょう老人教室」实施要項（最終）」 

（利用対象者） 

市内に居住する 60歳以上の方 

（利用者費用負担） 
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無料。ただし、教材費は本人負担。 

（利用状況及び事業費) 

過去 3 年度における高齢者創作講座・老人教室事業の利用状況（延べ利用者数）及

び事業費（委託料）は以下のとおりである。 

内訳 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

延べ利用者数 219,857名 222,873名 219,785 名 

委託料 34,774千円 34,932 千円 33,430千円 

（出典：社会参加推進課作成資料） 

また、過去 3年度における实施場所ごとの高齢者創作講座の参加者数及び平成 20年

度における延べ参加者数は以下のとおりである。 

实施場所 種目 
参加者数 延べ参加者数 

平成 18年度 平成 19 年度 平成 20年度 平成 20年度 

東香園 

編物 5名 －名 －名 －名 

造花（注 1） 5名 6名 11名 254名 

老人教室 1,608名 1,583名 1,621名 40,115名 

長生園 
博多人形 13名 14名 11名 287名 

老人教室 709名 670名 817名 18,115名 

舞鶴園 

編物 33名 29名 32名 734名 

籐手芸 11名 14名 14名 281名 

老人教室 1,202名 1,240名 1,429名 31,319名 

若久園 

園芸 14名 12名 15名 306名 

編物 14名 13名 18名 514名 

陶芸 11名 13名 11名 296名 

老人教室 1,818名 1,872名 1,839名 46,113名 

寿楽園 
編物 18名 26名 24名 833名 

老人教室 918名 993名 920名 23,632名 

早寿園 

陶芸場 

陶芸 32名 25名 31名 1,122名 

老人教室 1,124名 1,009名 1,140名 27,594名 

福寿園 
編物 45名 42名 37名 1,037名 

老人教室 1,131名 1,146名 1,240名 27,233名 

創作講座利用者数 201名 194名 204名 5,664名 

老人教室利用者 8,510名 8,513名 9,006名 214,121名 

（注 1）造花講座は平成 19年度以降は染め花講座に変更されている。 

（注 2）老人教室の人数には、老人いこいの家における参加者人数を含む。 

（出典：社会参加推進課作成資料） 



 

111  

（事業の委託先） 

市立老人福祉センターの指定管理者に委託しており、同一区内における老人いこ

いの家で实施する老人教室の实施も含めて委託されている。 

 

ｄ．生きがいと健康づくり推進事業 

（目的） 

高齢者が豊かな経験と知識・技能を生かし、生涯を健康で、かつ、生きがいを持っ

て社会活動ができるよう、地域において各団体の参加と協力の下に、高齢者の生きが

いと健康づくりに資する事業を推進するものである。 

（事業内容の定め） 

「福岡市高齢者の生きがいと健康づくり推進事業实施要綱」（平成 8 年 4 月 1 日施行、

平成 14年 4月 1日改訂） 

（实施内容） 

・高齢者の社会参加に関する講演会等の開催、広報誌等を活用した啓発活動等 

・健康増進のための講座や活動等の振興 

・高齢者のボランティア活動、文化伝承活動、交通安全指導等の地域活動の振興 

・スポーツ、レクリエーション活動の推進 

・創造活動の振興及び作品展等の開催 

  (利用状況及び事業費) 

過去 3 年度における生きがいと健康づくり推進事業の利用状況（利用者数）と事業

費は以下のとおりである。 

内訳 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

利
用
者
数 

高齢者パソコン教室 213 名 217名 215名 

各区事業 18,658 名 19,173名 19,348名 

健康づくり事業 1,447名 1,270名 1,448名 

区グランドゴルフ大会 1,483名 1,650名 1,663名 

事業費 9,350千円 9,197千円 8,304千円 

（出典：社会参加推進課作成資料） 

 

また、平成 20年度における各区ごとの事業の实施状況は以下のとおりである。 

区 
高齢者パソ

コン教室 

区グランド

ゴルフ大会 

各区事業 健康づくり

事業 

中央区 38名 90 名 7,375名 160 名 

博多区 28名 192 名 1,399名 109 名 

東区 20名 318 名 1,787名 109 名 

南区 40名 288 名 361名 277 名 
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城南区 39名 256 名 1,615名 102 名 

早良区 20名 288 名 3,402名 203 名 

西区 30名 231 名 3,409名 453 名 

合計 215名 1,663名 19,348名 1,413名 

（出典：社会参加推進課作成資料） 

 

（事業の委託先等） 

高齢者パソコン教室については、市立老人福祉センターを会場として、民間業者の 1

社に委託、各区事業については各区役所が各区老人クラブ連合会に委託しており、健

康づくり事業、区グランドゴルフについては、市老人クラブへの補助金を交付してい

る。 

 

（監査手続） 

監査人は平成 20 年度の高齢者パソコン教室事業の委託契約書を閲覧し、契約どおり

の業務等が履行されているかどうか確認した。 

 

（指摘 6） 

「福岡市高齢者の生きがいと健康づくり推進事業实施要綱」の第 3 条において、事業の

運営は、区老人クラブ連合会及び社会福祉法人福岡市社会福祉事業団に委託することがで

きるとされているが、高齢者パソコン教室事業については、要綱に記載されていない別の

民間業者に委託を行っている。要綱において委託先を指定することの是非を含めて、要綱

の見直しが必要である。 

 

ｅ.ふれあいデイサービス事業 

（目的） 

校区社協やボランティアグループなどが、地域で独り暮らしや虚弱な高齢者等に対

するデイサービスを提供し、利用者の自立と生活の質の向上や生きがいや寝たきり予

防、及びその家族の身体的・精神的な負担の軽減を図るものである。 

（事業内容の定め） 

「福岡市ふれあいデイサービス事業補助金交付要綱」（平成 12 年 7 月 1 日施行、改正

平成 18年 4月 1 日） 

（实施内容） 

日常動作訓練、健康チェック、教養講座、陶芸、演劇等の創作活動、手芸・木工・

絵画等の趣味活動など 

（实施場所） 

公民館、老人いこいの家、空き教室等 
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（利用対象者） 

虚弱やひとり暮らしなどで家に閉じこもりがちな、おおむね 65歳以上の方 

（利用者費用負担） 

弁当代、持帰り作品の材料費などの实費を負担 

（利用状況及び事業費） 

過去 3 年度におけるふれあいデイサービス事業の利用状況（延べ利用者数）及び事

業費は以下のとおりである。 

内訳 
平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

計画 实績 計画 实績 計画 实績 

延べ利用者数 3,688名 2,774名 3,688名 3,088名 3,688名 2,971名 

事業費 3,203千円 2,149千円 2,303千円 2,149千円 2,303千円 2,149千円 

（出典：地域保健課作成資料） 

 

事業費はほとんどが、「福岡市ふれあいデイサービス事業補助金」として、社会福祉

法人福岡市社会福祉協議会へ交付される補助金であり、過去 3年度とも实績額は 2,000

千円となっている。当該補助金は、社会福祉法人福岡市社会福祉協議会から事業を实

施するボランティア団体への助成金として交付される。 

（事業の实施者） 

平成 20年度におけるふれあいデイサービス事業の实施団体は 4団体であり、实施団

体ごとの平成 20年度における利用者数、ボランティア数及び助成額の内訳は以下のと

おりである。 

实施団体 
利用者数 ボランティア数 

助成額 
総数 平均 総数 平均 

塩原さざなみの会 

（南区塩原校区） 
552名  11名  339名  7名  500千円  

ふれあいデイサービス「カト

レア会」（早良区有住校区） 
780名  16名  510名  10名  500千円  

ふれあいデイサービス「ほほ

えみ」（早良区田村校区） 
753名  16名  581名  12名  500千円  

木曜クラブ わ・わ・わ 

（西区壱岐南校区） 
886名  18名  579名  12名  500千円  

計 2,971名 15名 2,009名 10名 2,000千円 

（出典：地域保健課作成資料） 
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（意見 14） 

ボランティア団体がふれあいデイサービス事業を实施するものであるが、事業の实施団

体は 4 団体のみであり、特定の地区（南区、早良区、西区）に限られているが、利用者数

が尐なくないことからも事業の一定の効果は得られていると考えられ、实施団体の増加及

び負担軽減等を図るためにも、助成額を増やすなどの施策を検討する必要があると考える。 

 

ｆ.充实強化事業 

（目的） 

平成 18 年度の「健康日本 21 福岡市計画」の中間評価において、特に健康づくりに

重要である「運動」「栄養」について、目標に達していないばかりか、当初数値から悪

化している項目もあり、新たな取組みの推進が求められている。そこで課題となって

いる「市民へのＰＲ不足」「地域での自主的な活動の強化」等に、さらに取り組む必要

があり、特に運動面について地域で自主的に健康づくりをサポートしてくれる「健康

運動サポーター」の育成を図るものである。 

（实施内容） 

・健康づくり・介護予防リーダー育成研修会 

・健康づくりリーダーの登録 

・フォローアップ研修会 

（利用対象者） 

運動を通した健康づくりに関心があり、研修終了後はボランティアで地域や職場で

健康づくり活動の支援ができる 70歳以下の方 

（利用状況及び事業費） 

事業を開始した平成 19 年度と平成 20 年度の介護予防普及啓発事業の实施状況（育

成研修修了者数）及び事業費は以下のとおりである。 

内訳 平成 19年度 平成 20年度 

育成研修修了者数 34名 21名 

事業費 157千円 350千円 

（出典：保健予防課作成資料） 

 

ｇ.介護予防普及啓発事業 

（目的） 

充实強化事業と同様、「健康日本 21福岡市計画」の中間評価で課題となっている「市

民へのＰＲ不足」「地域での自主的な活動の強化」等に、さらに取り組む必要があり、

市民への啓発事業や環境整備を図るものである。 

（实施内容） 

・市民啓発大規模イベントの開催 
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・市民啓発各種パンフレットの作成・配布 

・地域の拠点である公民館への健康器具等の設置整備 

（实施状況及び事業費) 

事業を開始した平成 19 年度と平成 20 年度の介護予防普及啓発事業の实施状況（普

及啓発イベント参加者数）及び事業費は以下のとおりである。 

内訳 平成 19年度 平成 20年度 

普及啓発イベント参加者数 2,989名 5,130名 

事業費 2,785千円 2,185千円 

（出典：保健予防課作成資料） 

 

ｈ.介護予防週間啓発事業 

（目的） 

老人週間にあわせて、介護予防週間とし、高齢者の健康づくり・介護予防の啓発を

行うとともに、平成 20 年度においては、平成 21 年度に拡充する高齢者の相談窓口で

ある地域包括支援センター愛称募集を行い、センターを広くＰＲするものである。 

（平成 20年度の实施内容） 

・地域包括支援センター愛称募集と一緒に講演会を開催（9月 25日）：440名参加 

・地域包括支援センター愛称決定表彰式、祝いめでた体操披露と一緒に講演会を開催

（3月 25日）：750名参加 

・祝いめでた体操啓発のための生活改善推進員への健康教育（3月 5日、16日、24日）：

73名参加 

（事業費） 

事業を開始した平成 19 年度と平成 20 年度の介護予防週間啓発事業の事業費は以下

のとおりである。 

 平成 19年度 平成 20年度 

事業費 2,000千円 1,576千円 

（出典：地域保健課作成資料） 

 

（意見 15） 

介護予防啓発関連の事業として、充实強化事業、介護予防普及啓発事業、介護予防週間

啓発事業があるが、これらを管轄する課も地域保健課と保健予防課とに分かれており、介

護予防啓発関連事業の实施が不効率となっている可能性が考えられるため、事業を集約す

るか、担当課を統一するなどの検討を行う必要があると考える。 

 

②包括的支援事業 

ア．虐待防止ネットワーク事業 
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（目的） 

高齢者自身の尊厳の保持という観点を踏まえ、地域関係機関との連携強化を図り高齢

者虐待防止のネットワークの形成を行うもので、平成 18年度から地域支援事業として

開始した。 

（事業内容の定め） 

「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」（平成 17 年法律

第 124号）（以下、「高齢者虐待防止法」と言う。） 

なお、同法第 3条においては、国及び地方公共団体の責務等について定められている。 

（实施内容） 

身体的虐待などの権利侵害に対して、「高齢者虐待防止連絡協議会」を開催すること

により、関係機関とのネットワークの機能強化を図るとともに、専門的かつ適切な対

応による支援ができるよう、情報交換や事例検証等を实施する。 

また、高齢者の権利侵害を防ぐため、権利擁護について、市政だよりや「ハートフル

フェスタ福岡」での啓発をはじめ、広報誌等を活用した情報提供を行うなど、諮問へ

の普及・啓発に努めるとともに、ＮＰＯ団体への支援や介護サービス事業者等に対す

る研修等を实施している。 

なお、平成 21年 2月には第 2回高齢者虐待防止連絡協議会を開催した。 

（事業費） 

平成 20 年度における虐待防止ネットワーク事業の实施状況（連絡協議会開催数）及

び事業費は以下のとおりである。 

内訳 計画 实績 

連絡協議会開催数 1回 1回 

事業費 604千円 49千円 

（出典：在宅支援課作成資料） 

事業費は、連絡協議会を構成するメンバー（弁護士、社会福祉士等）に対して支給

された報償費である。 

 

平成 18 年度から開始された高齢者虐待防止ネットワーク事業の实施規模は未だ小さ

い。しかし、本事業は高齢者虐待防止法に基づいて市が行っているものであり、同法

を受けて保健福祉局では「福岡市の高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援

等対応マニュアル」を作成し、ネットワークを構築している。 

具体的には、民生委員等が中心となった身近な地域での見守り機能、さらに地域包括

支援センターが一次対応機能として相談や助言等を行うこととなっており、処遇が困

難な場合には専門的対応機能として各区レベルの調整会議、全市レベルでの連絡協議

会がネットワーク機能として構築されている。 
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イ．地域包括支援センター事業（意見 16，17） 

（目的） 

地域包括支援センターは、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

することを目的として、包括的支援事業等を地域において一体的に实施する役割を担

う中核的機関として設置されるものであり、（介護保険法第 115 条の 39 第 1 項）市内

の身近な地域 28か所に設置している。 

（事業内容の定め） 

「福岡市地域包括支援センター事業实施要綱」（平成 18 年 4 月 1 日施行、平成 19 年 4

月 1日改訂） 

（業務内容） 

a.総合相談・支援に関する業務 

ⅰ.地域におけるネットワークの構築 

要介護状態あるいはそのおそれがあるなどでセンターの支援を必要とする高齢者

(以下「要支援高齢者」という。)を見出し、保健医療福祉サービスを始めとする適切

な支援につなぎ、継続的な見守りを行うとともに、問題の発生を防止するため、地域

におけるさまざまな関係者のネットワークの構築を行う。 

ⅱ．实態把握 

ネットワーク等社会資源との連携、戸別訪問、家族あるいは近隣住民からの情報収

集等により、要支援高齢者の心身や家族の状況等について、实態の把握を行う。 

ⅲ．総合相談 

本人・家族等から相談を受け、サービスなどの情報提供、関係機関の紹介等を行う。

また、専門的・継続的な関与または緊急の対応が必要と判断した場合には、当事者へ

の訪問等により情報収集を行い、個別に計画を策定し支援する。 

ⅳ．徘徊高齢者への対応 

徘徊のおそれがある高齢者を把握し、「福岡市徘徊高齢者ＳＯＳネットワーク事業」

の利用などを支援する。また、同事業の申請を受け付ける。 

 

ｂ.権利擁護に関する業務 

ⅰ.成年後見制度の活用等 

成年後見制度の普及に努める。また、要支援高齢者の判断能力等を把握し、成年後

見制度の利用が必要な場合には、制度の利用を支援するとともに、市長申立てが必要

な場合は、関係部署につなげる。 

ⅱ.虐待等への対応   

虐待の事例を把握した場合は、「高齢者虐待の防止、高齢者の擁護者に対する支援等

に関する法律」(平成 17年法律第 124号)等に基づき、状況を確認するとともに、状況
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に即し、相談、指導及び助言を行い、あるいは関係機関に通報するなど適切な対応を

行う。 

虐待等の場合で、老人福祉法に基づき、高齢者を老人福祉施設等へ措置入所させる

ことが適当な場合は、関係部署につなげる。 

 

ｃ.包括的・継続的ケアマネジメント支援に関する業務 

ⅰ．地域における包括的・継続的なケア体制の構築 

医療機関を含めた関係機関との連携体制を構築し、介護支援専門員と関係機関との

連携を支援する。また、介護支援専門員が地域のボランティア活動などの介護保険サ

ービス以外のさまざまな社会資源を活用できるよう、地域の連携・協力体制を整備す

る。 

ⅱ．地域の介護支援専門員の支援 

介護支援専門員相互の情報交換等を行う場を設定するなど、介護支援専門員のネッ

トワークを活用する。 

介護支援専門員に対し、ケアプランの作成やサービス担当者会議の開催など、日常

的業務についての個別指導・相談に対応する。 

介護支援専門員が抱える困難事例等について、センター職員、地域関係者などとの

連携の下に、具体的な支援方針を検討し、指導助言等を行う。 

介護支援専門員の資質向上を図るため事例検討会や研修を实施すること。また、制

度や施策等に関する情報提供を行う。 

ⅲ．介護予防ケアマネジメントに関する業務 

〇介護予防事業 

・介護予防事業の参加者を把握し、その者の介護予防ニーズを特定し、課題分析を行

う。 

・本人との面接により、介護予防ケアプランの目標、利用する事業内容などを決定す

る。なお、必要に応じてサービス担当者会議を開催する。 

・事業の实施状況を適宜モニタリングし、また、事業者から適宜評価結果の報告を受

ける。 

・一定期間経過後、再度アセスメントし、必要に応じて介護予防ケアプランを変更す

る。 

○介護予防支援事業所としての予防給付 

・介護保険の要支援認定を受けた利用申込者に対し、利用者との契約、介護予防サー

ビス計画書の作成、サービス事業者との連絡調整など、予防給付に関する業務を行

う。 

・センターが介護予防サービス計画書の作成などの業務を委託した場合は、その内容

が適切であるかを確認するなど、当該業務の最終的な責任を負う。 
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○その他 

・センターで行う介護予防事業及び予防給付、並びに介護支援専門員が行う介護給付

のケアマネジメントは、相互の連携を図る。 

 

なお、直営センターは、上記業務に加えて、区内における次に掲げる業務を行う。 

○次に掲げる委託センターの統括業務に関すること。 

・委託センターの指導及び評価に関すること。委託センターで把握した要支援高齢者

の心身の状況及びその家族等の情報を集約すること。 

・「高齢者虐待の防止、高齢者の擁護者に対する支援等に関する法律（平成 17 年法律

第 124号）の区役所業務に関すること。 

・虐待防止ネットワークの構築等権利擁護事業に関すること。 

・委託センターにおける困難な事例の支援に関すること。 

○各種保健福祉サービスの情報提供及び普及に関すること。 

○運営調整連絡会議及び高齢者サービス調整会議の運営に関すること。 

○センターで受けた介護保険サービス及び保健・福祉サービスの相談・苦情に対する福

岡市の関係部署との調整に関すること。 

○その他センター全体の運営に必要な業務に関すること。 

（利用対象者） 

市内に居住する概ね 65歳以上の高齢者及びその家族並びに介護・保健・福祉・医療

等関係者 

（利用者費用負担） 

無料 

（開設時間） 

月曜日から金曜日までの 9時から 17時（平成 20年まで一部の施設で例外あり） 

なお、土曜・日曜・祝日・夜間については、各窓口の電話を転送し、相談できる体

制となっている。 

（センター一覧） 

平成 20年 12月 1 日現在の地域包括支援センターは以下のとおりである。 

名称 所在地 所管小学校区 運営 

東第 1 
東区奈多 1丁目 12－58 

（奈多グロリアス内） 

勝馬 志賀島 西戸崎 奈多 
委託 

三苫 美和台   

東第 2 
東区香椎駅前 2丁目 14－2 

（浜男ビル内） 

和白 香住ヶ丘 香椎 千早 
委託 

香陵 香椎浜 照葉  

東第３ 
東区高美台 2丁目 1－5 

（高美台ハイツ内） 

和白東 香椎東 香椎下原 舞松原 
委託 

    

東第４ 東区土井 1丁目 21－4 八田 多々良 青葉 若宮 委託 
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東第５ 
東区名島 3丁目 4－5 城浜 千早西 名島 筥松 

委託 
松島    

東第６ 
東区箱崎 2丁目 54－27 

（東区保健福祉センター内） 

東箱崎 箱崎 馬出  
直営 

    

博多第１ 
博多区博多駅前 2丁目 19－24 

（博多区保健福祉センター内） 

博多 千代   
直営 

    

博多第２ 
博多区博多駅前 3丁目 12－25 

（太田ビル内） 

堅粕 住吉 美野島 春住 
委託 

東住吉 吉塚 東吉塚  

博多第３ 
博多区東比恵 2丁目 13－15 

（クレセント 89内） 

東光 那珂 月隈 東月隈 
委託 

席田    

博多第４ 
博多区諸岡 2丁目 5－5 

（旧板付北老人いこいの家） 

弥生 板付北 板付 三筑 
委託 

那珂南 宮竹   

中央第 1 
中央区黒門 6－5 

（ヴィラ黒門内） 

福浜 当仁 南当仁 草ヶ江 
委託 

鳥飼    

中央第２ 
中央区大名 2丁目 5－31 

（中央区保健福祉センター内） 

春吉 舞鶴 大名 赤坂 
直営 

警固 簀子   

中央第３ 
中央区高砂 1丁目 15－27 

（西南ビル内） 

平尾 小笹 笹丘 高宮 
委託 

    

南第１ 
南区塩原 3丁目 25－3 

（南区保健福祉センター内） 

大楠 西高宮 玉川 塩原 
直営 

    

南第２ 
南区桧原 1丁目 34－20 

（高田ビル内） 

長住 長丘 西永住 柏原 
委託 

西花畑    

南第３ 
南区三宅 2丁目 7－31 

（北川ビル内） 

東若久 筑紫丘 若久 大地 
委託 

三宅    

南第４ 
南区折立町 5－18 

（第 2吉川ビル内） 

宮竹 高木 弥永 弥永西 
委託 

横手 日佐   

南第５ 
南区老司 1丁目 17－34 

（パークヒルズ老司内） 

野多目 老司 鶴田 花畑 
委託 

東花畑    

城南第１ 
城南区鳥飼 6丁目 1－1 

（城南区保健福祉センター内） 

鳥飼 別府 城南 田島 
直営 

長尾    

城南第２ 
城南区南片江 2丁目 27－18 

（ブライトマンション内） 

金山 七隈 片江 南片江 
委託 

堤 堤ヶ丘   

早良第 1 
早良区百道 2丁目 1－1 

（早良区保健福祉センター内） 

西新 百道浜 百道 室見 
直営 

高取 原北   
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早良第２ 
早良区小田部 2丁目 10－10 

（プラトウ小田部内） 

原 大原 小田部 飯原 
委託 

飯倉中央 原西   

早良第３ 
早良区飯倉 6丁目 22－27 

（エトワール津田内） 

飯倉 有田 賀茂 田隈 
委託 

田村    

早良第４ 
早良区東入部 6丁目 17－1 

 

野芥 四箇田 入部 早良 
委託 

脇山 内野   

西第 1 
西区内浜 1丁目 4－1 

（西区保健福祉センター内） 

姪浜 愛宕 愛宕浜 内浜 
直営 

姪北 能古   

西第２ 
西区野方 1丁目 17－26 

（アストビル内） 

壱岐 壱岐東 壱岐南 金武 
委託 

    

西第３ 
西区下山門 4丁目 14－17 

（コープ幸陽Ⅱ内） 

福重 石丸 下山門 西陵 
委託 

城原    

西第４ 
西区今宿 1丁目 5－27 

（西日本ｼﾃｨ銀行今宿支店東側ﾋﾞﾙ） 

今宿 玄洋 今津 北崎 
委託 

西浦 周船寺   

（出典：地域保健課作成資料を加工） 

 

（職員配置） 

センターには、以下に掲げる職員を常勤かつ専従で配置するものとしている。 

・社会福祉士またはそれに相当する者（社会福祉事務所の現業員等の業務経験が 5 年

以上または介護支援専門員の業務経験が 3 年以上あり、かつ、高齢者の保健福祉に

関する相談援助業務に 3年以上従事した経験を有する者） 

・主任ケアマネジャーまたはそれに相当する者（介護支援専門員の資格を有し、实務

経験 3年以上の者） 

・保健師またはそれに相当する者（経験のある看護師で、かつ、介護支援専門員の資

格を有する者。なお、「経験のある」とは、地域ケア、地域保健等の経験であり、病

棟経験や急性期医療の趣旨ではない。） 

 

各センターの職員配置の状況は以下のとおりであり、すべてのセンターにおいて、

社会福祉士、主任ケアマネジャー及び保健師等（保健師または看護師）が配置されて

いる。 

 

（平成 20年 4月 1日現在） 

名称 社会福祉士 
主任ケア 

マネジャー 
保健師等 計 

東 

第１ 1名 1名 1名 3名 

第２ 1名 1名 1名 3名 
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第３ 1名 1名 1名 3名 

第４ 1名 1名 1名 3名 

第５ 1名 1名 1名 3名 

第６ 2名 1名 2名 5名 

博
多 

第１ 1名 1名 2名 4名 

第２ 1名 1名 1名 3名 

第３ 1名 1名 1名 3名 

第４ 1名 1名 1名 3名 

中
央 

第 1 1名 1名 1名 3名 

第２ 1名 1名 2名 4名 

第３ 1名 1名 1名 3名 

南 

第１ 2名 1名 2名 5名 

第２ 1名 1名 1名 3名 

第３ 1名 1名 1名 3名 

第４ 1名 1名 1名 3名 

第５ 1名 1名 1名 3名 

城
南 

第１ 1名 1名 2名 4名 

第２ 1名 1名 1名 3名 

早
良 

第 1 1名 1名 2名 4名 

第２ 1名 1名 1名 3名 

第３ 1名 1名 1名 3名 

第４ 1名 1名 2名 4名 

西 

第 1 1名 1名 2名 4名 

第２ 1名 1名 1名 3名 

第３ 1名 1名 1名 3名 

第４ 1名 1名 1名 3名 

計 30名 28名 36名 94 名 

（出典：地域保健課作成資料） 

 

それぞれのセンターには社会福祉士・主任ケアマネジャー・保健師等（保健師また

は看護師）を各 1 名（合計 3 名）以上を配置しているが、直営センターである東第 6、

博多第 1、中央第 1、南第 1、城南第 1、早良第 1、西第 1については、保健師が 2名配

置（相談・支援係長、係員）されている。また、早良第 4 については、モデルセンタ

ーとして包括的支援業務専任従事者を 1名追加で配置している。 
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（事業費) 

過去 3年度における事業費は以下のとおりである。 

費目 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

報酬 44,040千円 42,854千円 45,233 千円 

共済費 10,544千円 10,316千円 10,867 千円 

賃金 8,497千円 7,582千円 5,773千円 

報償費 1,780千円 1,702千円 2,318千円 

旅費 1,039千円 1,334千円 1,533千円 

印刷消耗品費 3,779千円 3,765千円 5,535千円 

被服費 1,243千円 326千円 110 千円 

光熱水費 403千円 179千円 176 千円 

食糧費 55千円 35千円 65 千円 

修繕料 －千円 8千円 12 千円 

役務費 3,216千円 3,982千円 4,820千円 

委託料 409,381千円 407,045千円 465,451 千円 

使用料及び賃借料 5,442千円 4,839千円 3,487千円 

備品購入費 2,765千円 499千円 451 千円 

負担金補助及び交付金 95千円 71千円 81 千円 

合計 492,285千円 484,543千円 545,919 千円 

（出典：地域保健課作成資料） 

平成 20 年度における委託料が大幅に増加しているが、これはモデル事業实施に係る

委託料が発生したことによるものである。 

 

（事業の委託先） 

平成 18 年度から平成 20 年度の委託先については、公募により 5 法人の申し込みが

あったが、運営協議会における評価の結果、社団法人福岡市医師会と財団法人福岡市

市民福祉サービス公社（平成 19年度からは社会福祉法人ふくおか福祉サービス協会に

改組）の 2法人に委託している。 

なお、平成 21 年度には 39 センターに増設するとともにすべてのセンターを委託に

よるものとしており、地域包括支援センター事業の平成 21 年度予算は以下のように、

平成 20年度实績から大幅に増加している。 

費目 
平成 20年度 

实績 

平成 21年度 

予算 

委託費 465,451千円 810,395千円 
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賃金等人件費 61,874千円 43,585千円 

報償費 2,318千円 4,345千円 

旅費 1,533千円 2,095千円 

需要費 5,900千円 5,458千円 

役務費 4,820千円 3,391千円 

使用料及び賃借料 3,487千円 15,257千円 

備品購入費 451千円 －千円 

諸会議負担金 81千円 160千円 

合計 545,919千円 884,686千円 

センター数 28センター 39センター 

（出典：地域保健課作成資料を加工） 

 

それぞれの事業費をセンター数で除した 1 センター当たりの事業費は、平成 20 年 

度が 25,996千円、平成 21年度が 22,684千円となる。市職員の人件費の負担等から単

純には言えないが、完全委託化が大幅な不効率を生じさせることにはならないことが

確認できる。 

 

（委託契約書の閲覧） 

監査人は平成 20 年度の委託契約書を閲覧し、契約どおりの業務等が履行されている

かどうか確認した。その結果、特に問題となる事項は認められなかった。 

 

（事業实績） 

a．総合相談支援業務 

過去 3年度における総合相談支援業務の相談件数は以下のとおりである。 

内訳 平成 18年度 平成 19年度 平成 20 年度 

实名相談延べ件数（A） 25,571件 28,758件 36,898 件 

うち、实数 16,924名 16,384名 16,470 名 

匿名相談件数（B） 10,430件 3,699件 3,066件 

総件数（A＋B） 36,001件 32,457件 39,964 件 

（出典：地域保健課作成資料） 

 

また、相談の総件数を相談経路の内訳でみた場合の推移は以下のとおりとなる。 
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（出典：地域保健課作成資料を加工） 

 

次に、相談内容の内訳でみた場合の推移は以下のとおりとなる。 
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平成18年度 平成19年度 平成20年度

介護保険 保健 福祉 権利擁護 医療 クレーム その他
 

（注）平成 18年度は、实名相談における相談内容の内訳、平成 19年度及び平成 20年度は、

総件数（实名相談延数＋匿名相談）における相談内容の内訳 

（出典：地域保健課作成資料を加工） 

 

平成 18年度からの相談の総件数の推移を見ると大幅な増加は見られないが、平成 18

年度は介護保険制度が改正されたために改正制度に対する質問等が多く、これが匿名

相談の件数の多さに表れている。この要素を除くと、相談件数は順調に増加している

と言える。 

相談経路の内訳も平成 18年度ではばらつきがあるが、平成 19年度、平成 20年度と、

本人・家族の割合が増えてきており、相談内容の内訳を見ると、介護保険の割合が減

尐し、その他の項目の割合が増加しており、その機能が市民に認知されてきていると
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言える。 

 

b．介護予防ケアマネジメント業務 

過去 3年度における介護予防ケアプラン作成数等は以下のとおりである。 

内訳 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

センター把握数（注 1） 1,682名 3,222名 3,238名 

健診等からの情報提供分（注 1） 23,742 名 34,223名 24,683名 

特定高齢者候補者数（注 2） 1,239名 3,124名 3,578名 

特定高齢者決定者数 560 名 1,964名 2,577名 

介護予防ケアプラン作成数 425 名 388名 536名 

（注 1）国の基本チェックリストを实施した方 

（注 2）チェックリストの結果、国の基準に該当した生活機能低下の可能性がある方 

（出典：地域保健課作成資料） 

 

介護予防ケアプラン作成数について、平成 18 年度は経過措置として一般高齢者に対

しての作成数が含まれているため多くなっているが、この要素を除くと作成数は順調

に増加している。 

 

c．権利擁護業務 

過去 3年度における権利擁護に関する相談件数の内訳は以下のとおりである。 

360

165

379

793

1207

1096

295

200

233

418

930

971

198

0

132

181

522

657

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

その他

セルフネグレクト

金銭・消費・契約問題

制度に関すること

金銭管理

高齢者虐待

平成20年度 平成19年度 平成18年度
 

（出典：地域保健課作成資料を加工） 

高齢者虐待防止法施行に伴い、高齢者虐待など高齢者の権利擁護に関する相談や、財

産管理、金融・契約問題等に関する相談が増加傾向にあり、関係機関との連絡調整な

ど、対応に時間を要すケースが増えていることがみてとれる。 
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d．包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

過去 3年度の処遇困難事例の相談等の件数は以下のとおりである。 

内訳 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

処遇困難事例の相談（注 1） 2,812件 3,290件 3,739件 

ケアカンファレンス（注 2）、連絡会議等 2,699件 3,568件 5,467件 

（注 1）虐待、権利擁護、消費者被害等に関する内容で、介護支援専門委員等から相談を受

け、指導助言を行った件数 

（注 2）介護支援専門員や民生委員・児童委員等の関係者を交え、情報交換や処遇について

協議を行った件数 

（出典：地域保健課作成資料） 

 

（意見 16） 

地域包括支援センターで受けた相談等について、統計用としてデータベース化されてい

るが、詳細な内容についてまではデータベース化はされていない。過去の相談等の事例を

そのまま利用できるような単純な業務ではないが、過去事例の有効活用がデータベース化

により可能となるかを検討することは必要であると考える。 

 

 

（評価） 

市は、毎年 1回、以下のチェック項目をもとに全センターの实地調査を行い、各センタ

ーを 4段階での評価を实施している。 

項目 確認事項 評価の目安 

総
合
相
談
・
支
援
業
務 

地
域
に
お
け
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業 

地域の社会資

源やニーズを

把握している 

サービス提供機関や専門相談機関のマ

ップやリストを作成し定期的に検討し

ている 

1：情報なし、2：情報

はあるが整理されてい

ない、3：整理された情

報がある、4：定期的に

新情報に更新している 

地域に出かけ、関係機関や高齢者の声を

聴く機会を設けている 

地域のネット

ワークを構築

している 

目的を持って、民生委員、自治協議会等

との情報交換会等を行っている 

1：記録なく实施なし、

2：記録ないが实施あ

り、3：实施の記録あり、

4：計画的に实施 

既存の地域のネットワーク状況を整理

している 

関係機関のネ

ットワークを

構築している 

医療機関と連携をとっている 同上 

介護支援専門員、介護保険サービス事業

者等との情報交換会等を行っている 

行政機関との連携をとっている 

近隣の地域包括支援センターとの連携



 

128  

をとっている 

地域住民への

啓発活動を行

っている 

地域住民の互助・共助により課題解決し

た事例等を用いて情報提供している 

同上 

地域にあるネットワークを住民に周知

している 

実
態
把
握 

リアルタイム

な实態把握を

行っている 

日常的に、医療機関、事業所、社会福祉

協議会、民生委員等から情報提供しても

らう体制がある 

同上 

民生委員協議会に参加し情報収集して

いる 

校区社会福祉協議会は老人クラブ等の

小地域活動に参加し情報収集している 

インフォーマルな会議等に参加し情報

収集している 

民生委員との同行訪問等個別訪問を行

い情報収集している 

高齢者本人や家族、近隣者から気軽に情

報が得られる工夫をしている 

地域の基本的

な情報を整理

している 

人口動態、地域の特性等を整理し、理解

している 

1：情報なし、2：情報

はあるが整理されてい

ない、3：整理された情

報がある、4：定期的に

新情報に更新している 

総
合
相
談 

信頼関係を構

築している 

しっかり話を聴き、不安等の原因を一緒

に整理するよう対応している 

すぐ対応し記録に記載

されているものが、1：

3 割以下、2：4～5 割未

満、3：5～7 割未満、4：

7 割以上 

迅速に対応している 

的確な状況の

把握、判断をし

ている 

相談受付票等を利用し受け付け時の確

認事項を取り決めている 

1：主訴、実観的情報、

判断根拠のいずれかの

記入がない、2：判断根

拠が不明確、3：判断根

拠が明確だが情報不

足、4：的確に判断して

いる 

必要に応じて訪問等で状況確認をする

ようにしている 

緊急性についての判断や対応は関係者

と共有している 

地域包括支援センター内で情報共有し

チームで判断する体制になっている 
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他機関につないだ場合、その後必要なフ

ォローをしている 

相談内容に 

応じて専門機

関につなぐ体

制がとれてい

る 

医療機関、介護サービス事業者等高齢者

の生活を支援する機関と日頃から連携

をとっている 

1：連携なし、2：記録

はないが連携をとって

いる、3：連携をとって

いることを記録等で確

認、4：日常的に連携を

とっている 

区役所や消費生活センター等他の行政

機関と日頃から連携をとっている 

総合相談支援

活動について

地域住民や関

係機関に周知

している 

ネットワーク等活用し、地域住民に周知

できている 

1：实施していない、2：

住民あるいは関係機関

のみに不定期に实施、 ネットワーク等活用し関係機関に周知

できている 

個人情報を関

係者と共有す

る時は、本人や

家族の同意を

得ている 

他者に個人情報を提供する場合は、必ず

事前に本人や家族の同意を得ている 

記録が、1：3 割以下、2：

4～5 割未満、3：5～7

割未満、4：7割以上 同意の内容や提供した情報を記録にの

こしている 

相談内容は全

て個人ファイ

ルに記録し管

理している 

主訴、実観的情報等必要事項を簡潔に記

載している 

記録が、1：5 割未満、2：

5～7 割未満、3：7～8

割未満で保管場所あ

り、4：8 割以上記載し

保管場所あり 

他のセンター職員にも分かるように保

管している 

整理し、他者の目に触れないよう保管し

ている 

面接技術の向

上のための体

制を整えてい

る 

センター内で研修（検討会等）を行って

いる 

1：何もしていない、2：

不定期（年 1～2 回）に

实施、3：不定期（年 3

～4 回）に实施、4：定

期的に实施 

介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
業
務 

特
定
高
齢
者
の
把
握 

複数の把握経

路から候補者

を把握してい

る 

複数の把握経路を積極的に確保してい

る 

1：台帳なし、2：台帳

あるが対応が 5割未満、

3：対応 5～8 割、4：8

割以上 

候補者には十分対応している 

情報提供して

くれる関係機

関に情報の還

健診から把握された候補者の対応情報

を還元している 

報告が、1：3 割以下、2：

4～5 割未満、3：5～7

割未満、4：7割以上 歯科医師会、薬剤師会から把握された候
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元、連携を行っ

ている 

補者の対応情報を還元している 

地域から把握された候補者の対応情報

を必要な範囲で還元している 

健康課や地域保健福祉係から把握され

た候補者の対応情報を還元している 

ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
実
施 

一次アセスメ

ントを適切に

行っている 

利用者にケアマネジメントの目的を十

分説明している 

1：アセスメント項目の

いずれかの記入がな

い、2：課題まで内容が

つながっていない、3：

課題抽出が不十分、4：

的確に課題を抽出して

いる 

利用者基本情報シートを利用している 

介護予防サービス・支援計画表の「アセ

スメント領域と現在の状況」～「総合的

課題」を利用者の状況に即した内容で記

入している 

介護予防ケア

プランの作成

を適切に行っ

ている 

介護予防サービス・支援計画表の「課題

に対する目標と具体策の提案」～「支援

計画」を利用者に分かりやすい表現で記

入している 

アセスメントとプラン

について、1：つながっ

ていない、2：一部つな

がっている、3：ほぼつ

ながっている、4：生活

全体を網羅している 

課題に即した目標設定をしている 

目標に沿った支援計画内容である 

再アセスメン

ト・評価は適切

な時期に行っ

ている 

支援計画に沿った時期に再アセスメン

トを行っている 

適正時期が、1：5 割未

満、2：5～7 割未満、3：

7～8割未満、4：8 割以

上 

終了時、中止時等は評価を行っている 

必要に応じたフォローを行い一般高齢

者施策や地域ボランティア等につなげ

ている 

利用者へ説明

を行い、参加状

況やアセスメ

ントの結果等

の個人情報の

取扱いについ

て同意を得て

いる 

利用者基本情報で本人の同意を得、署名

捺印をしてもらっている 

同意印押印が、1：3 割

以下、2：4～5割未満、

3：5～7 割未満、4：7

割以上押印 

介護予防サービス・支援計画表を説明し

利用者の同意を得、署名捺印してもらっ

ている 

事業申込書の同意欄にチェックをして

もらっている 

個人情報の保

護は適切に行

っている 

利用者の同意を得て他者への情報提供

を行い記録している 

同意の記録記載が、1：

3 割以下、2：4～5 割未

満、3：5～7 割未満で保

管場所あり、4：7 割以

記録等関書類は整理して他者の目に触

れないように保管している 
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上記載し保管場所あり 

必要に応じて

サービス担当

者会議など関

係者の連携が

図られており、

その結果や情

報のフィード

バックを行っ

ている 

複数のサービスを利用する場合等必要

に応じて、サービス担当者会議を開催し

ている 

必要な人の記録が、1：

5 割未満、2：5～7 割未

満、3：7～8 割未満で保

管場所あり、4：8 割以

上記載し保管場所あり 

利用者や関係者間の情報の共有化をタ

イムリーに図る方法を工夫している 

啓
発 

認知症や閉じ

こもりなど利

用者の状況に

応じて対象者

の家族や地域

と連携した事

業参加への働

きかけを行っ

ている 

必要に応じ、利用者の家族と話し合う機

会を持ち、連携をとっている 

1：記録なく实施なし、

2：記録ないが实施あ

り、3：实施の記録あり、

4：計画的に实施 

地域や家族と連携しそれぞれが役割を

持ち継続的に関わっている 

地域支援事業

に対する地域

住民や利用者

への啓発活動

を行っている 

地域にあるネットワーク等を活用し地

域住民に事業の具体的効果等の情報提

供をしている 

同上 

権
利
擁
護
業
務 

成
年
後
見
制
度
の
活
用
促
進 

制度を広く普

及させるため

の広報を行っ

ている 

他者に説明しうる制度の理解ができて

いる 

同上 

機会をとらえた啓発活動を行っている 

制度を利用す

る必要性を判

断している 

判断に必要な情報を的確に把握する工

夫をしている 

成年後見制度の事業内

容について、1：知らな

い、2：一部知っている、

3：知っている、4：知

っており説明できる 

法律関係者等と連携をとる体制ができ

ている 

親族による申立の方法を理解している 

親族による申立が適切に行われるよう

支援している（注） 

市長申立の方法を理解している 
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老
人
福
祉
施
設
等
へ
の
措
置 

緊急性に応じ

区担当課との

連携が図れて

いる 

老人福祉法による「やむを得ない事由に

よる措置」の対象者を理解している 

 

緊急性の判断、連携の

必要性について、1：記

録なし、2：どちらかの

記載あり、3：両者とも

記載あり、4：計画的に

实施の記載あり 

連携を図るに当たり的確な情報提供を

行う工夫をしている（注） 

 

措置が行われた後も区と連携して高齢

者の対応を行う体制が整っている（注） 

高
齢
者
虐
待
・
困
難
事
例
へ
の
対
応 

虐待の発生予

防に対する取

り組みを行っ

ている 

民生委員等地域住民から情報が入って

くる体制ができている 

1：記録なく实施なし、

2：記録ないが实施あ

り、3：实施の記録あり、

4：計画的に实施 

民生委員や近隣住民が高齢者を見守る

体制づくりを働きかけている 

必要に応じケ

ース検討会等

で支援の方向

性を検討して

いる 

緊急対応シート等を利用し緊急性の判

断をしている（注） 

同上 

積極的に関係機関とケース検討会を行

う体制をとっている 

地域包括支援センターで対応困難な場

合は必ず区地域保健福祉課と連携をと

っている（注） 

福岡市高齢者

虐待対応マニ

ュアルに沿っ

た対応をして

いる 

地域包括支援センターの役割（相談・対

応）を理解している 

対応マニュアル内容に

ついて、1：知らない、

2：一部知っている、3：

知っている、4：知って

おり説明できる 

具体的な対応手順を理解している 

消
費
者
被
害
へ
の
対
応 

地域における

消費者被害の

情報を把握し

ている 

定期的に消費生活センターからの情報

を入手している 

情報把握源を、1：確保

してない、2：1 か所確

保している、3：複数確

保している、4：複数確

保し整理している 

地域からの情報を入手する方法を確保

している 

地域における

消費者被害の

情報を関係者

に提供してい

る 

地域に情報を提供する場を確保してい

る 

提供方法を、1：確保し

てない、2：1 か所確保

している、3：複数確保

している、4：複数確保

し定期的に提供してい

る 

把握した情報を消費生活支援センター

や区、他地域包括支援センターに提供し

ている（注） 



 

133  

消費者被害に

あった場合具

体的対応を行

っている 

必要の応じて関係機関と連携をとりな

がら被害に対応している（注） 

対応について、1：記録

なし、2：記録ないが实

施あり、3：实施の記録

あり、4：計画的に实施 

再び被害に遭わないよう具体的対応策

を講じている（注） 

 

包
括
的
・
継
続
的
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
体
制
構
築 

関係機関や医

療機関との連

携体制を作っ

ている 

包括的・継続的ケアマネジメント支援ネ

ットワークづくり企画書等を活用しな

がら計画的に、目的を明確にした連携体

制を作っている 

1：記録なく实施なし、

2：記録ないが实施あ

り、3：实施の記録あり、

4：計画的に实施 

地域のインフ

ォーマルサー

ビスとの連携

体制をつくっ

ている 

介護支援専門員がインフォーマルなサ

ービスと連携がとれる状況をつくって

いる 

同上 

サービス担当

者会議の開催

を支援してい

る 

日頃から、関係機関に対し、サービス担

当者会議についての理解を得られるよ

う働きかけている 

同上 

入院・入所、退

院・退所時に在

宅と病院・施設

が連携できる

ようにしてい

る 

入院・入所前に、医療ソーシャルワーカ

ー、介護支援専門員等と話し合いの機会

を持っている 

同上 

退院・退所前に在宅に向け、本人、家族

を含めた関係者と話し合いの機会を持

っている 

介
護
支
援
専
門
員
に
対
す
る
個
別
支
援 

介護支援専門

員の相談窓口

を設けている 

介護支援専門員に相談窓口を周知して

いる 

相談窓口を、1：確保し

てない、2：1 か所確保

している、3：複数確保

している、4：複数確保

し計画的に实施してい

る 

来所や電話による相談の他、地域の事業

所を巡回訪問するなど多様な機会を設

けている 

介護支援専門

員のケアマネ

ジメントの支

援を行ってい

る（支援困難事

例等） 

日頃から他職種・他機関と「いざという

とき頼める」関係づくりを行っている 

1：記録なく实施なし、

2：記録ないが实施あ

り、3：实施の記録あり、

4：計画的に实施 

 

支持的・教育的支援による介護支援専門

員自身の援助の振り帰りを支援してい

る 

介護支援専門員自身の問題解決能力を

高めるよう支援している 
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必要に応じて主任介護支援専門員等が

ともに行動している 

サービス担当

者会議の開催

を支援してい

る 

個別事例に対してサービス担当者会議

の開催時期や参加者等助言し、会議開催

を支援している 

同上 

介護支援専門

員の質を高め

る支援を行っ

ている 

介護支援専門員の企画する研修等の運

営支援を行っている 

同上 

实情に応じた必要な研修の企画を関係

部署に働きかけている 

介護支援専門

員同士のネッ

トワークを構

築している 

介護支援専門員同士がネットワークを

作ることができるよう支援している 

同上 

介護支援専門

員への情報提

供を行ってい

る 

機会をとらえ、必要な情報（地域情報、

関係機関やインフォーマルサービスの

情報、最新情報等）を提供している 

提供方法を、1：確保し

てない、2：1 か所確保

している、3：複数確保

している、4：複数確保

し定期的に提供してい

る 

介護支援専門

員への支援記

録を残してい

る 

支援内容を記録している 記録が、1：3 割以下、2：

4～5 割未満、3：5～7

割未満、4：7割以上 

（注）対象がなく評価除外の可能性がある項目 

（出典：地域保健課作成資料） 

 

（意見 17） 

市は、すべての地域包括支援センターの实地調査を年 1回行い、4段階での評価を实施し

ているが、例えば、「権利擁護業務」の「成年後見制度の活用促進」の「制度を利用する必

要性を判断している」の項目の評価目安として「成年後見制度の事業内容について、1：知

らない、2：一部知っている、3：知っている、4：知っており説明できる」との項目があり、

誰が対象となるのか、一部知っているとはどの程度の水準なのか等、評価基準が曖昧なも

のがみられる。各センターの評価結果が各センターにフィードバックされ有効に利用され

るためには評価を適切に实施する必要があり、そのためには評価を公平かつ実観的に实施

することができるように、評価目安を見直すことが必要であると考える。 
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③任意事業 

ア．家族介護支援事業（指摘 7、意見 18，19） 

ａ.家族介護者のつどい事業 

（事業内容） 

高齢者を自宅で介護している家族介護者を、一時的に介護から解放し、相互交流・

意見交換の機会を与えるとともに、介護技術の習得や保健福祉サービスの紹介を勧め

ることにより、家族の介護負担の軽減と心身のリフレッシュを図ることを目的として

日帰り旅行を实施するものである。 

（サービスの内容） 

・近隣への日帰り旅行と家族介護者の交流会 

・家族介護者教室 

（利用対象者） 

市内に居住する要介護高齢者（要支援１・２または要介護１～５）を在宅で現に介

護している家族 

（利用費用負担） 

・交流会に要する費用の 1/2を基準として各地区社会福祉協議会が定める額（概ね 3,000

円/人） 

・家族介護者教室の教材費などの实費相当額 

（利用状況及び事業費） 

過去 3 年度における利用状況（参加人数）及び事業費（委託料）は以下のとおりで

ある。 

内訳 
平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

計画 实績 計画 实績 計画 实績 

参加者数 62名 57名 62名 54名 62 名 65名 

事業費 1,176千円 745千円 1,176千円 609千円 1,176千円 751千円 

（出典：在宅支援課作成資料） 

 

また、平成 20年度における事業の实施状況は以下のとおりである。 

区 实施形態 開催日 場所等 参加費 参加者数 

東 

研修会 平成 20年 8月 28日 東市民センター － 10名 

日帰り旅行 平成 20年 10月 30日 福岡県粕屋郡久山町 3,000円 7名 

交流会 平成 21年 1月 21日 馬出会館 － 5名 

博多 日帰り旅行 平成 20年 11月 6日 福岡県宗像市 2,000円 7名 

中央 日帰り旅行

（合同開催） 

平成 20年 11月 6日 福岡県糸島郡二丈町 2,000円 3名 

南 7名 

城南 日帰り旅行 平成 20年 11月 6日 福岡県筑紫野市 1,500円 5名 
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早良 （合同開催） 13名 

西 日帰り旅行 平成 20年 11月 6日 佐賀県嬉野市 2,000円 8名 

合計 65名 

（出典：在宅支援課作成資料を加工） 

 

上記の表のとおり、東区では複数のサービスを企画して単独でもある程度の参加者

を集めているものの、全体として参加者数は非常に尐ない状況が過去から続いている。

日帰り旅行の募集人数は各 15名であるが、どの区においても募集人数に達していない

状況である。 

 

（事業の委託先） 

本事業は社会福祉法人福岡市社会福祉協議会に委託され、さらに、同協議会は市の

区域内にある社会福祉法第 109 条第 2 項に規定する地区社会福祉協議会に再委託して

いる。また、各地区社会福祉協議会は予算（委託料）の範囲内で事業を企画・調整、

決定している。 

なお、利用申請者が利用定員を上回った場合には、要介護者の身体状況等、利用申

請者の状況、過去の本事業への参加状況等を総合的に勘案して、必要性の高い方から

利用者を決定する。 

 

市は、ケアマネジャーに対して開催要項を記載したチラシを FAX にて一斉に送るこ

とにより、また市社会福祉協議会においても公民館等にチラシを配布するなど独自に

PR 活動を行うことにより、参加者を募集している。なお、隣接区では合同により企画

を開催することもある。 

 

（事業内容の定め） 

「福岡市家族介護者のつどい实施要綱」（平成 15年 4月 1日施行） 

 

（監査手続） 

監査人は平成 20 年度の委託契約書を閲覧し、契約どおりの業務等が履行されている

かどうか、また、受託者からの事業精算報告書を閲覧して事業費の支出状況を確認し

た。 

 

（指摘 7） 

委託契約書第 5 条では、受託者は市に対して委託期間終了後速やかに事業实施報告書及

び精算報告書を提出することになっている。平成 20 年度の委託期間は契約書に「平成 20

年 4 月 1 日から平成 21 年 3 月 31 日」と明記されているが、受託者からの事業实施報告書
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は期間満了前の平成 21 年 3 月 13 日付けで提出され、3 月 16 日付けの担当課の受領印があ

る。契約上あくまでも 3月 31日までが契約期間なので、期間満了日後での实績報告である

ことが必要である。 

 

（事業精算報告書閲覧） 

平成 20年度の受託者からの事業精算報告書を閲覧した結果、当初積算した見積額と

大きく乖離している支出があった。 

費目 予算 实績 

バス借上料 455千円 81千円 

交流会費 315千円 375千円 

印刷消耗品費 91千円 240千円 

 

バス借上料は、实際には日帰り旅行が尐人数で行われ、予算段階で予定していた中

型バスを使用しなかったなどのため、实績の借上料は非常に尐額で済んでいる。 

また、交流会費については 1 人当たり概ね 3,000 円で各区 15 名の参加（全区で 105

名）を予定していたが、实際には全体で 50名の参加であった。交流会費の予算は参加

者が負担する参加費を除いた市の負担額を積算したものであり、一方、实績は交流会

に要した費用総額が集計されているため、实質的には予算超過とはなっていない。 

なお、印刷消耗品費の实績も予算を大幅に超過しているが、これは社会福祉協議会

が参加者募集のためのチラシ作成等に使用したことによる。 

受託者の見積り段階では見込み参加人数で概算の委託料が積算され、最終的には实

績額をもって精算されるものの、その他にも当初予算額と实績額との間に乖離がある

費目が多くあり、市では適時に詳細な内容の原因分析を行っていない。 

 

（意見 18） 

委託契約書第 5 条第 1 項では、受託者は事業を適正に運営するために経理諸帳簿を完備

し、常にその収支を明確にしておくとともに、他の業務の経理と明確に区分することが義

務付けられ、また、同契約書第 6 条においても、市は受託者に対して随時事業の遂行につ

いて必要な報告を求め、指示することができるとされている。 

したがって、市が事業の遂行責任を果たす上でも、収支報告の内容については、正当な

支出目的であるか、委託料として適正であるかなどについて当初積算額と比較するなどの

検証をさらに徹底して行う必要があると考える。 

 

（意見 19） 

家族介護者のつどい事業は家族介護者のために行われるもので、直接的に要介護高齢者

を支援するものではない。家族介護者の相互交流やリフレッシュ等を目的としているが、
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最近の参加人数は非常に尐なく、また参加者からのアンケートはあるものの、事業の効果

が直接的にどのように表れているのかの検証もなされていない。今後も事業として継続す

るのであれば、参加者が固定化しないように意を用いつつ、实施内容や周知方法などにつ

いて何らかの追加的な取組みが必要であると考える。 

 

イ．認知症高齢者対策事業（指摘 8、意見 20，21，22） 

ａ.やすらぎ支援員派遣事業 

（事業内容） 

認知症高齢者を自宅で介護する家族が、外出する時間帯または介護疲れで休息が必

要な時間帯に、認知症高齢者の介護経験等があるボランティア（やすらぎ支援員）が

認知症高齢者の居宅を訪問し、認知症高齢者の見守り、話し相手、家族の相談に応じ

るものである。 

（サービスの内容） 

・家族介護者に対する認知症高齢者の介護方法などに関する相談 

・認知症高齢者に対する見守り、話し相手、趣味の手伝い、食事の配膳、声かけ・ト

イレ誘導など（緊急時を除き、直接身体に触れる介護は行わない） 

（サービスの提供時間） 

1日 1回 3時間以内（午前 9時～午後 6時）、週 3回まで 

（利用対象者） 

市の介護保険被保険者で、介護保険法に規定する要支援・要介護認定を受けている

在宅の高齢者を同居または同居に準じた状況で介護している家族（なお、施設入所者、

入院中の方、やすらぎ支援員では対応できない方は対象外） 

（利用料金） 

利用者は、やすらぎ支援員に対して 500円/時間及び交通費实費を直接支払うが、こ

れは事業の受託者ではなく、やすらぎ支援員自らが収受する。なお、やすらぎ支援員

は、利用者の交通費が負担にならないよう、できるだけ近隣の支援員から選ばれる。 

（利用状況及び事業費） 

過去 3 年度における登録世帯数、延べ利用状況及び事業費（委託料）は以下のとお

りである。 

内訳 
平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

計画 实績 計画 实績 計画 实績 

世帯数 20 世帯 11世帯 40世帯 17世帯 60世帯 14世帯 

延べ利用回数  173回  327回  422回 

事業費 966千円 966千円 966千円 966千円 963千円 862千円 

活動支援員数  42人  37人  37人 

（出典：在宅支援課作成資料） 
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市内においても認知症の方の人数は年々増加しており、国においても認知症対策に

力を入れている。市では本事業を平成 18 年度から開始し、毎年 20 世帯ずつ増加する

計画であった。初年度である平成 18年度の延べ利用回数は尐なかったものの、平成 19

年度以降は延べ利用回数が増加している。ただし利用世帯数自体は伸びていない。 

 

（事業の委託先） 

社団法人認知症の人と家族の会 

（事業内容の定め） 

「福岡市認知症高齢者家族やすらぎ支援事業实施要綱」（平成 18 年 4 月 1 日施行、平

成 19年 4月 1日改訂） 

（委託内容） 

・やすらぎ支援員派遣事業 

・やすらぎ支援員フォローアップ研修事業（年 4回） 

 

平成 19年度まで实施されていたやすらぎ支援員養成研修は事業開始から 2年が経過

したため、平成 20年度から廃止してフォローアップ研修に統合したため、委託料が減

尐している。 

なお、本事業を委託する社団法人認知症の人と家族の会は市の外郭団体でなく、補

助金等の助成もない。委託料は前金で支払われるが、事業費に関する事後の实績報告

等や委託料の精算は行われていない。 

 

（監査手続） 

監査人は平成 20 年度の委託契約書を閲覧し、契約どおりの業務等が履行されている

かどうか確認した。 

 

（指摘 8） 

委託契約書第 5条においては、受託者は毎月のサービスの实施状況について、翌月 10日

までに「派遣实績月別報告書」（様式第 1 号）及び「訪問報告書」（様式第 2 号）を市に対

して提出することとなっている。しかし、受託者は「事業利用者・見守り対象者」とした

様式第 1号に類似した形式の实績報告書を「様式第 2号」として市に対して提出しており、

「訪問報告書」は全く提出されていない。また、平成 20 年度については、4 月分及び 6～

10 月分の实績報告書がデータの形で市に提出されていたが、市はそれを適切に供覧、保管

していなかった。 

 市においては、受託者から委託契約書第 5条に規定された「訪問報告書」の提出を受け、

速やかに点検する体制の構築が必要である。 
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（意見 20） 

受託者から提出されている实績報告書について提出日あるいは受付印等がないため、適

時な提出と市側の点検がなされているかどうかを確認できない状況である。受託者からの

各種報告書について、翌月 10日までの提出を義務付けているのならば、市においてもその

報告内容を点検する必要があると考える。 

 

ｂ.徘徊高齢者 SOSネットワーク事業 

（事業内容） 

徘徊の見られる認知症高齢者を早期発見・保護するため、また、家族の負担を軽減

するため、警察や地域などの協力の下にネットワーク事業を行うものである。 

（サービスの内容） 

・事前に氏名、住所、連絡先、特徴、写真を警察署や保健福祉センターに登録し、高

齢者が保護された時に早期に身元を確認するための登録事業 

・日頃から徘徊の恐れがある高齢者に専用の携帯端末機（GPS機器）を身につけてもら

い、行方が分からなくなった時に家族や警察署が携帯電話やインターネットを使っ

て端末機の位置を捜索し、徘徊高齢者を早期発見・保護するための捜索システム事

業 

（利用対象者） 

市の介護保険被保険者で、認知症により徘徊の見られる高齢者を介護している家族 

（利用費用負担） 

・登録制度は無料 

・基本料金 525円/月、検索料 105円/検索、位置情報提供料 210円/回。なお、捜索シ

ステムに係る加入料及び付属品代金は無料。なお、端末機等の保証が 1 年間あるた

め、不注意や故意等による損壊の場合以外は、無料で補修あるいは交換を受けられ

る。 

（利用状況） 

過去 3 年度における捜索システム事業の年度末登録者数等及び事業費は以下のとお

りである。 

（出典：地域保健課作成資料） 

 

事業費のほとんどは扶助費で、捜索システムに係る加入料金 5,250円/名及び付属品

年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

計画 实績 計画 实績 計画 实績 

登録者数 469 名 386名 492 名 470名 515名 481名 

契約者数 98名 123名 103 名 164名 108名 137名 

事業費 775 千円 375千円 596千円 546千円 587千円 362千円 
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セット代金 2,100 円/セットが、市から委託事業者に対して支払われている。平成 20

年度では新規に 49 件の申込みがあり、これに 7,350 円を乗じた金額（360 千円）が扶

助費として助成されている。 

本事業は端末機の給付に係る費用を市が助成するものであるが、端末機の給付後は

もっぱら利用者が委託先のセコム株式会社のシステムを利用するものであるため、利

用者が施設入所等の理由によりセコム株式会社に対して解約届を提出していても、市

に対して廃止届が提出されなければ、市としては契約者であり続けているかどうかを

適時に把握できない。そのため、上記の契約者数は各年度末で利用者から廃止などの

届出があって確認できている範囲内での契約者数であり、利用者から市に対して廃止

届等がなく現在は利用されていない契約者数が何名か含まれている可能性がある。な

お、市は委託先のセコム株式会社に契約状況に関する情報提供を求めているが、個人

情報保護との理由で情報提供を拒否されている。 

最近 3 年度の新規の利用者数は伸び悩んでいる。これは、市民に対する本事業のサ

ービス内容の PR不足、また、近年は GPS機能が付加された携帯電話が普及してきてい

ることなどが原因となっているのではないかと推測される。 

 

（意見 21） 

今後、高齢者人口の増加に伴って徘徊高齢者も増加すると思われるが、徘徊高齢者 SOS

ネットワーク事業が開始された平成 14 年当時（当初はモデル事業として实施）と異なり、

現在では GPS 機能付きの携帯電話によって所在確認が可能となり、また、その普及も拡大

してきている。携帯電話を持つことは徘徊高齢者にとっても感情的な拒否反応は尐ないと

思われるので、将来的には、本事業自体の見直しを検討する必要があると考える。 

 

（事業の委託先） 

セコム株式会社と契約しており、同社は市からの納入指示に基づいて利用者に端末

機及び付属品セットを納入し、納入後に市に対して報告、市の検査を経た上で端末機

等の料金を請求する。なお、基本料金や位置情報提供料金等は同社が利用者から直接

徴収する。 

（事業内容の定め） 

「福岡市徘徊高齢者捜索システム事業实施要綱」（平成 15年 4月 1日施行、平成 19年

4月 1日改訂） 

 

（監査手続） 

監査人は平成 20年度の委託契約書及びサンプルとして南区における申請から助成支

払決定までの一連の書類を 14件閲覧し、受託者が契約どおりの業務等が履行している

かどうかなどを確認した。 
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（結果） 

本事業の利用希望者からの申請書、利用希望者への利用決定通知書、業者への納入

指示書、業者からの納入報告書について閲覧した結果、2件について納入期限を経過し

て端末機が納品されているものがあった。いずれも 5月 24日の納入期限に対して、納

品日は 6月 9日であった。 

 

（意見 22） 

端末機が納入期限を超過して納品される結果となることは、業者あるいは利用者の諸々

の都合で起こりうると思われるが、そのことに関する理由の記録が残されていない。納入

期限が定められているからには、何らかの理由の記載が必要と考える。 

 

（实施内容の確認） 

利用者の当該システム事業の利用状況については、細部に亘る内容でもあるため、

その实施状況についての確認は省略した。 

 

ウ．重度要介護者支援事業（意見 23，24） 

ａ.おむつサービス事業 

（事業内容） 

寝たきりなどによりおむつが必要な高齢者におむつを定期的に配送し、その費用の

一部を助成することにより本人及び介護に当たっている家族の介護負担を軽減し、高

齢者福祉の増進を図るものである。 

（サービスの内容） 

利用者は各区の保健福祉センター福祉・介護保険課に掲載している「納入業者一覧」

から希望の業者を決めて申し込み、選ばれた業者がおむつを毎月宅配する。業者が用

意しているおむつの種類は多種多様で、利用者はその中から選んで申し込む。 

（利用対象者） 

市の介護保険被保険者で、介護保険における要介護３～５と認定された 65歳以上で

おむつが必要な方 

 

（利用費用負担） 

介護保険料 

段階 

利用者の階層区分 助成額（月額） 

負担率 助成限度額 

第 1 段階 
生活保護の受給者 

市民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者など 

0％ 6,000円 

第 2・3段階 市民税世帯非課税 10％ 5,400円 

第 4段階 本人が市民税非課税 40％ 3,600円 
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第 5段階 本人が市民税課税で所得 200万円未満 65％ 2,100円 

第 6段階 本人が市民税課税で所得 200万円以上 300万円未満 90％ 600円 

第 7・8段階 本人が市民税課税で所得 300万円以上 100％ 0円 

（出典：福岡市おむつサービス事業实施要綱） 

利用者は配送料込みのおむつ代金と助成額との差額を事業者に直接支払い、事業者は 3

か月ごとに助成額を市に対して請求する。 

（利用状況） 

過去 3年度における年度末利用者数及び事業費は以下のとおりである。 

介護保険料

段階 

平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

計画 实績 計画 实績 計画 实績 

第 1段階  184名  221名  268名 

第 2・3段階 738名 852名 885名 

第 4段階 393名 491名 486名 

第 5段階 111名 115名 110名 

第 6段階 9名 20名 20名 

第 7・8段階 0名 4名 6名 

合計 1,431名 1,435名 1,507名 1,703名 1,583名 1,775名 

事業費 56,662 千円 55,456 千円 59,278 千円 60,202 千円 68,965 千円 68,433千円 

（出典：在宅支援課作成資料） 

 

過去 3 年度の推移を見ると、本事業の利用者数が確实に増加している傾向が分かる。

これは、利用対象者数自体が増加していることに加え、おむつの機能が向上してきてい

ることによりその使用が恒常的になってきていることによるものと考えられる。本事業

は高齢者からのニーズが非常に多くあり、それに対応して市が助成することについては

福祉の理念として異論はないものの、一方で事業費もかなりの増加傾向となっている。 

 

（意見 23） 

現在の助成限度額の 6,000 円は介護施設における平均的なおむつ代相当月額として決定

された経緯があるが、おむつサービス事業をこのまま継続すると事業費の市の負担は相当

大きなものになっていくことが予想される。現在の市における厳しい財政状況を鑑みると、

今後は市の負担率あるいは助成限度額を縮小・削減するというような検討、また、増加し

ている利用対象者の状況を分析することで、助成限度額等ではなく、利用対象者の要件を

見直すことも必要であると考える。 

 

（事業の委託先） 

本サービス事業の提供を希望する市の登録業者で、現在は 16事業者と契約している。
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ほとんどの事業者が市内全区を対象エリアとして配達している。 

業者から市に対する助成額の請求及び支払いは各区においてそれぞれ 3 か月ごとに

行われており、かつ、業者数も多く、おむつの種類も多種多様にあるため、業者別、

あるいはおむつの種類別の利用实績の把握は困難である。したがって、厳密な統計を

もって推測はできないが、一般に利用者はブランド名の浸透した大手の業者及びおむ

つメーカーを選ぶ傾向がある。 

なお、市では業者から提案されたおむつの種類や価格について選別はせず、したが

って同じメーカーの同じ仕様のおむつでも業者によって価格が違うことがある。これ

は、利用者個人の好みに合ったさまざまな種類のおむつを提供する機会を確保するた

めの方針によるものである。 

また、ほとんどの利用者が助成限度額を超えて利用しているが、必ずしも助成限度

額までおむつを購入していない、あるいは入院、死亡や十分にストックがあるという

ことで必ずしも毎月配達の依頼をしていない方も多い。 

 

（事業内容の定め） 

「福岡市おむつサービス事業实施要綱」（平成 12年 4月 1日施行、平成 20年 4月 1日

改訂） 

 

（契約状況の確認） 

監査人は、市と委託された 16 登録事業者との間の平成 20 年度における契約状況に

ついて確認した。その結果、すべての事業者との間で事業を誠实に履行することを約

した「確約書」を締結していること、また、市内以外の福岡都市圏に在住する方にサ

ービスを实施する事業者とは「協定書」も締結していることを確認し、特に問題とな

る事項は認められなかった。 

 

（实施内容の確認） 

利用者から市（各区）に対してのサービス申込後における審査、利用決定及び通知、

事業者への实施依頼、また、事業者の利用者に対するおむつの配達状況などについて

は、件数も多く、かつ、細部に亘る内容でもあるため、その实施状況についての詳細

な確認は省略し、監査人はサンプルとして平成 20 年度の中央区における 10～12 月分

と 1～3月分におけるそれぞれ 3か月分の書類（中央区担当課の「おむつサービス確認

書」、業者からの請求書及び利用明細書、利用者から徴求した受領書）のみを抽出して

閲覧した。 

 

（結果） 

以下の観点から各種書類を閲覧した結果、その範囲内では、特に問題となるような
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状況は認められなかった。 

○業者からの請求書…利用明細書との整合性に不備はないか 

○利用明細書…本人負担額、公費負担額の内訳、納品日の記載等に不備はないか（受

領書の要約） 

○利用者の受領書…商品名、数量、本人負担額、公費負担額の内訳、納品日の記載、

受領印等に不備はないか 

 

ｂ.あんしんショートステイ事業 

（事業内容） 

介護者の入院、介護疲れ、出産、事故、災害、失踪、出張または転勤などの理由に

より、介護保険とは別にショートステイ（短期入所生活保護）を利用する場合の利用

料金の一部を助成することにより、高齢者及び家族等の福祉の向上を目的とするもの

である。 

（サービスの内容） 

特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）のうち指定された施設（平成 20年度は 39

施設）で、年間 60日まで。なお、实施施設において本事業を行う専用床の数は、原則

として短期入所専用床の 2割を超えない範囲とする。 

（利用対象者） 

市の介護保険被保険者で、介護保険における要支援１・２、要介護１～５と認定さ

れた 65歳以上の方。 

なお、本サービスの利用日数と介護保険の短期入所生活介護等の利用日数が連続し

て 2 か月を超えて介護保険法に規定する居宅介護サービス計画または介護予防サービ

ス計画に位置づける場合には、理由書等を区長に提出しなければならない。 

（利用費用負担） 

1日当たり 2,900 円、食費（ただし、生活保護・支援給付を受けている方は食費のみ

を負担）及び送迎費用（片道 600円） 

食費は施設によって異なるが、1,380円～1,600円。 

（利用状況） 

過去 3 年度における各年度末登録者数、利用者数及び事業費等は以下のとおりであ

る。 

内訳 
平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

計画 实績 計画 实績 計画 实績 

登録者数 1,646名 1,568名 1,729名 1,730名 1,808名 1,748名 

利用者数 

（1か月平均） 

137.2名 130.7名 144.1名 144.2名 150.7名 145.7名 

利用日数  5,532日  7,207日  6,895日 
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送迎回数  1,627回  1,932回  2,164回 

登録事業所数  39施設  39施設  39施設 

事業費 25,376 千円 17,932千円 25,856 千円 23,635千円 23,674 千円 23,117千円 

（出典：在宅支援課作成資料） 

市の負担は 1 日当たり 2,900 円（生活保護世帯は 5,800 円）、送迎費用として片道 600

円である。 

（事業の委託先） 

特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）のうち指定された施設で、平成 20年度で

は 39施設 

（事業内容の定め） 

「福岡市あんしんショートステイ事業实施要綱」（平成 13年 4月 1日施行、平成 20年

4月 1日改訂） 

 

受託者は市に対して、3か月ごとに「实績報告書」（様式 1）と「利用实績確認表」（様

式 2）を市に提出することとなっており、市はこれを 10 日以内に検査して合格したと

きには費用の支払いを行う。 

 

（監査手続） 

監査人は、平成 20 年度に契約している 39 施設のうち 2 施設を抽出し、委託契約書

及び 3 か月ごとに提出されている「实績報告書」と「利用实績確認表」を閲覧し、契

約どおりの業務等が履行されているかどうか確認した。 

 

（結果） 

閲覧した 2 施設については特段の事項は検出されなかった。なお、その他の施設も

含め、实績報告書等の市への提出が遅い場合が散見される。これは施設が個人ごとの

介護保険の単位の確認に手間取ることが多く、また、後日ミスが発見されて報告書を

差し替えるようなこともあるためである。 

 

（意見 24） 

委託施設から市に対する实績報告書等の提出期限については委託契約書上も明確な期限

が定められていない。現在は市が提出の遅れている施設に対して督促を行い、検査の後に

事業費を支払っているが、委託施設数が多いために検査及び支払事務が非常に繁雑になっ

ている。事務処理ミスをなくす観点からも、規則的に報告を求める内容を委託契約書に定

めることが必要であり、そのためにはケアマネジャー及び各施設に対して、さらに徹底を

図る必要があると考える。 
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（实施内容の確認） 

受託者が利用者に対して適切なショートステイの状況を提供しているかどうかにつ

いては、件数も多く、かつ、細部に亘る内容でもあるため、その实施状況についての

確認は省略した。 

エ．住宅改造相談事業（意見 25，26，27，28） 

（事業内容） 

在宅の身体機能の低下した高齢者がいる世帯に対し、家族が住宅をその高齢者の居

住に適するように改造する場合、改造方法や助成制度、融資制度などに関する相談や

情報の提供を行うものである。 

（サービスの内容） 

専門の相談員（建築士、介護福祉士、看護師等）が、電話相談及び面談相談、必要

に応じて訪問相談する。 

（平成 20年度における業務遂行責任者等） 

平成 20年度における業務遂行は以下のような陣容で構成されている。 

区分 職名 資格等 担当区 

責任者 住宅改良相談係長 建築士 博多区・南区 

实施職員 住宅改良相談員 

建築士 東区・中央区 

建築士 城南区・早良区・西区 

介護支援専門員、看護師 博多区・南区 

介護支援専門員、福祉住環境

コーディネーター 

東区・中央区 

介護支援専門員、介護福祉士 城南区・早良区・西区 

（出典：在宅支援課作成資料） 

 

（相談日時等） 

祝日、年末年始、市民福祉プラザの休館日（毎月第 3 火曜日）等を除く月曜～金曜

の午前 10時～午後 5時（市民福祉プラザ 3 階福岡市介護实習普及センター内） 

 

（利用状況） 

当該事業に係る過去 3年度の年間相談者数及び委託料は以下のとおりである。なお、

本事業は在宅の重度身体障がい者に対しても同時に提供される事業であるため、利用

状況の实績には障がい者分も含めて記載している。 

内訳 
平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

計画 实績 計画 实績 計画 实績 

相

談 

電話相談  1,166名  1,058名  1,061名 

来所相談 441名 415名 533名 
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方

法

別 

巡回相談 68名 65名 77名 

訪問調査 707名 896名 702名 

完了検査 429名 433名 390名 

合計 2,855名 2,811名 2,855名 2,867名 2,855名 2,763名 

相

談

者

別 

障がい者  497名  483名  479名 

65歳以上 2,271名 2,354名 2,245名 

その他 

一般 

43名 30名 39名 

合計 2,855名 2,811名 2,855名 2,867名 2,855名 2,763名 

委託料 45,868 千円 44,429千円 52,891千円 42,137千円 46,618千円 44,957千円 

うち、高齢者 39,905 千円 38,653千円 46,015千円 36,659千円 40,091千円 38,663千円 

うち、障がい者 5,963 千円 5,776 千円 6,876 千円 5,478 千円 6,527 千円 6,294 千円 

（出典：在宅支援課作成資料） 

 

訪問調査及び完了検査の件数は、住宅改造助成事業対象だけでなく、事業対象外の調

査も含めたすべての相談件数で、その内訳については「（３）高齢者福祉サービス ③住

宅改造助成事業」の項に記載している。 

過去 3 年度においては相談者数に大きな変動はなく、また、实績と計画の乖離も尐な

い。なお、財団法人福岡市市民福祉サービス公社に委託していた平成 18年度では市から

の 8名の出向者により業務を遂行していたが、平成 19年度に同財団が社会福祉法人ふく

おか福祉サービス公社に移行したことに伴い、業務遂行者を 6 名で対応することになっ

た。 

その結果、平成 19 年度では人件費相当分の委託料は減尐したものの、平成 18 年度ま

で委託料として支払っていた部分の他に間接管理経費を追加して設計した結果、委託料

総額としてはそれほどの減尐にはならなかった。また、平成 20年度においてさらに委託

料の算定方法を詳細に検討した結果、間接管理経費は削減できたものの、一方で専門職

員の単価を見直したことにより、委託料総額としては増加することとなった。 

上記のうち、巡回相談は毎月 1回各区役所に建築士と介護支援専門員の 2名が出向き、

午後 1時 30分～4時 30まで实施しているが、实績として利用者が非常に尐ない（平均月

6.4名、1区役所当たり 0.9名）状況である。 

 

（意見 25） 

相談窓口のある市民福祉プラザまでの来所が困難な方に対して定期的に出向いて対応す

るという意味で巡回相談を行う意義は理解できるが、实際の来所者は非常に尐なく、これ

は市民への周知が不足しているためと思われる。現在は各区役所にリーフレットを配置し、

市政だよりにも掲載するなどしているが、さらに周知方法や实施方法について工夫して、
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事業实施の促進を図る必要があると考える。 

 

（事業の委託先） 

社会福祉法人ふくおか福祉サービス協会（平成 18年度までは財団法人福岡市市民福

祉サービス公社） 

（事業内容の定め） 

「福岡市障がい者高齢者住宅改造相談事業实施要綱」（平成 5年 7月 1 日施行、平成 19

年 4月 1日改訂）及び「福岡市障がい者高齢者住宅改造相談事業实施要領」（平成 5年

7月 1日施行、平成 19年 4月 1日改訂） 

（監査手続） 

「平成 20年度福岡市障がい者高齢者住宅改造相談事業 委託仕様書」及び「实施要

領」によると、業務報告として、当該月の業務实績を翌月 20日までに市側に報告する

こととなっている。 

そこで、監査人は平成 20 年度の相談事業要領様式 2「福岡市住宅改造相談センター

概況報告書」（以下、この項において「概要報告書」という。）の提出状況を確認した

が、その結果、以下の事項が検出された。 

・概況報告書本紙及び提出の鑑に提出日の記載がない。ただし、市側での回覧日付は

ある。 

・1月分の回覧日が 3月 12日（2月分の回覧日と同じ日付）となっている。 

・9、10月分は回覧印がない。 

・11月分は 12月○日（空欄）で、日付の記載がない。 

・4 月分及び 7月分は回覧印がそれぞれ 5月 26日、8月 21日となっており、20日を越

えている。 

 

（意見 26） 

受託者からの概況報告書について、現在は、回覧として任意的に閲覧している程度であ

り、かつ、必ずしも速やかな回覧が行われているとも言えない状況である。また、翌月 20

日までの提出を義務付けているのならば、市においても速やかな閲覧を行い、その報告内

容を点検する必要があると考える。 

 

また、委託契約書第 10条第 2項では、契約期間終了後速やかに収支報告書を提出するこ

とが義務付けられている。 

そこで、監査人は受託者から提出された平成 20年度の収支報告書を閲覧した。当該収支

報告書は、契約額（収入額）から、人件費、旅費交通費、印刷製本費、通信運搬費、非常

勤職員経費、一般事務費・間接費及び消費税が差し引かれ、収支がゼロとなっている。一

般事務費・間接費には受託者の利益相当分が含まれていると思われるが、その契約額に対
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する割合は約 14％で、当初の予定価格算出時の積算では全く見込まれていなかったもので

ある。 

また、人件費や旅費交通費等についてはその内訳も記載されていないため、支出内容が

事業遂行上の正当なものであるかどうか判断できない状況であった。 

 

（意見 27） 

委託契約書第 10条第 1項では、受託者は事業を適正に運営するために、経理諸帳簿を完

備し、常にその収支を明確にしておくとともに、他の業務の経理と明確に区分することが

義務付けられ、また、同契約書第 11条第 2項においても、市は受託者に対して随時事業の

遂行について必要な報告を求め、指示することができるとされている。 

したがって、市が事業の遂行責任を果たす上でも、収支報告の内容については、正当な

支出目的であるか、委託料として適正であるかなどについて当初積算額と比較するなどの

検証をさらに徹底して行う必要があると考える。 

 

（意見 28） 

社会福祉法人ふくおか福祉サービス協会との委託契約書第 5 条では、市が監督員を置い

た時あるいは変更した時はその氏名を通知することとなっており、これに基づいて市側か

ら受託者に対して監督員 2 名が通知されているが、通知の書面の控えには表題と監督者の

氏名、所属・役職名が記載されているだけで、宛先も通知元も日付の記載もない。市（保

健福祉局）の決裁印と手書きの日付記入により通知日は分かるものの、委託者に対する通

知書面の内容としては不十分であるため、通知書には、宛先、通知元、日付の記載を行う

必要があると考える。 

また、監督員については、市の一般汎用的な業務委託契約書において権限等の定めがあ

るものの、本事業の仕様書、あるいは实施要綱や实施要領などには何ら定めがなく、その

具体的な職責や権限が不明確で、实際にどのような業務を实施したのかの報告書などもな

い状況であるため、監督員の具体的な職責や権限について明確に定めるなどの措置を行う

必要があると考える。 

 

（实施内容の確認） 

受託者が利用者等からの住宅改造相談に対して適切な助言・指導を行っているかどう

かについては、件数も多く、かつ、細部に亘る内容でもあるため、その实施状況につい

ての確認は省略した。 

 

オ．地域自立生活支援事業（意見 29，30，31，32，33，34） 

ａ.食の自立支援・配食サービス事業 

（事業及びサービス内容） 
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高齢者などの心身の状況及びその置かれている環境、介護者の状況、介護保険サー

ビスその他の保健福祉サービスの利用状況などの情報を収集、分析し、食の自立の観

点から「食の自立プラン」を作成するもの（食の自立支援事業）、並びに、月曜から日

曜までのうち、当該プランに基づいて決定された曜日（回数）に昼食を配達するもの

（配食サービス）である。なお、配達時に安否の確認も行い、健康状態に異常があっ

た場合は、関係機関に連絡する。 

また、本事業は委託先である社団法人福岡市シルバー人材センターの会員の生きが

い対策として就労の場の提供に寄与することも目的としている。 

（利用対象者） 

市内に居住する介護保険被保険者で 65 歳以上の単身世帯または高齢者のみの世帯、

あるいはこれに準ずる世帯に属して要介護状態になる恐れがあるか、または要介護認

定を受けた方で虚弱などのために食の自立が困難な方。なお、配食サービスは「食の

自立支援事業」に申し込み、配食サービスが必要と認められた方。 

（利用費用負担） 

配食サービスについて、1食当たり 450円。利用者は、委託先である社団法人福岡市

シルバー人材センターに対して直接支払う。 

（利用状況及び事業費） 

過去 3年度における配食等に係る实績及び事業費は以下のとおりである。 

内訳 
平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

計画 实績 計画 实績 計画 实績 

世帯数  815世帯  519世帯  475世帯 

利用者数  949名  557名  517名 

利用者延べ人数 922名 1,203名 834名 970名 746名 814名 

延べ利用者数  9,882名  7,513名  6,520名 

配食数  156,463食  113,124食  98,100食 

事業費 96,024 千円 81,615千円 99,443千円 92,300 千円 82,917 千円 60,566千円 

うち、委託料 94,002 千円 80,644千円 95,321千円 89,540 千円 78,602 千円 57,433 千円 

その他事務費等 2,022 千円 972千円 4,122 千円 2,760 千円 4,315 千円 3,133 千円 

（出典：在宅支援課作成資料） 

世帯数及び利用者数は各年度における 3 月の实績である。また、上表における事務費

等は各区において任用した臨時職員に係る人件費が主なものである。 

 

過去 3年度における配食等の实績は減尐傾向であるにも係らず、平成 19年度で事業費

が大きく増加しているのは、利用者の減尐に伴ってそれまでの 27 班体制から 17 班体制

に変更するため、リース車輌 10 台を平成 19 年度に解約したことに伴う違約金の発生に

よるものである。 
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配食を必要とする高齢者は増加傾向であるにも係らず、利用者数は上記の過去 3 年度

に限らず、それ以前から減尐傾向である。これは、競合する民間事業者が多く参入して

いることもあろうが、当該サービスが昼食のみを配達するもので、他の民間事業者のよ

うに個人的な状況に対応した食事やその他の必要品なども配達できないという不便さが

影響しているものと考えられる。また、平成 18 年度までは特定高齢者でなくても虚弱等

であることをもって利用することができていたのが、制度的にも平成 19 年度から利用対

象者を厳格化したこと、さらに、利用回数に上限があり、利用有効期間も対象者によっ

て 6 か月あるいは 1 年間で、期間満了後には更新手続が必要になるなど利用継続にやや

煩雑な面もあることが影響していると思われる（特定高齢者は 6 か月間の利用まででそ

れ以降は更新することができない）。 

 

（意見 29） 

今後も配食サービス事業を継続していくためには、利用者の減尐に歯止めをかけ、1食当

たりに係る経費も確实に削減する必要がある。そのためには、利用を更新しない方の理由

を分析し、また、ケアマネジャーや民生委員の方々を通じた草の根の広報活動を行うなど

の積極的な取組みが必要である。 

これによってもさらに利用者の減尐が続き、また、配達に係る経費の削減も限界に達す

るようであれば、民間事業者がサービスを提供していないエリアや高齢者に対象を絞って

棲み分けを図るということも考えられる。そのためには、安否確認を含めて、民間事業者

がどのようなサービスを提供しているのかその内容を把握しておく必要があり、最終的に

はすべての事業について民間事業者に委託することも検討する必要があると考える。 

 

（事業の委託先） 

社団法人福岡市シルバー人材センター（以下、この項にて「シルバー人材センター」

と言う。） 

 

平成 20 年度ではシルバー人材センターにおいて、1 食当たり 450 円の範囲内での食

事の調理について近隣の社会福祉法人等 10業者を選定、再委託し、配達会員はシルバ

ー人材センターの各支部から調理施設を経由して、利用者宅まで配達している。 

（委託料の内容） 

平成 20年度における委託料の積算並びに諸経費等の内容は以下のとおりである。 

・委託料＝人件費＋諸経費 ⇒ 实費精算方式（収支ゼロ） 

・人件費＝支部担当者分＋配達会員分（運転手、助手） 

・支部担当者 6名（平日 6時間、土日祝日は 4時間稼動） 

・運転手 17名、助手 17名（3.5時間稼動） 
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・年間 362日稼動（12月 31日～1月 2日を除く） 

・事務費は主に車輌リース代、クールボックス、ガソリン代及び保険料 

 

なお、シルバー人材センター固有の手数料（事務費）として、委託料のうち会員に

対して支払われる配分金の 10％を受け取る。 

 

障がい者分を含めた過去 3年度の 1食当たり経費は以下のとおりである。 

年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

1 食当たり経費 571.9円 794.4円 586.9円 

（出典：在宅支援課算定資料） 

 

平成 19年度はリース車輌の解約に伴う違約金が含まれて計算されているので、この

一時的な要因を除くと 699.2 円となる（在宅支援課算定）が、いずれにしても、現状

では、1食当たりの配達経費が昼食代よりも高い状況となっている。これは、多くの利

用者が高齢で耳が遠い、あるいは認知症で代金の支払いに時間が掛かるなどで、配達

会員が利用者に昼食を渡し、代金を受領するまでに相当の時間が掛かっていることが

影響している。なお、民間の宅配事業者では 400 円程度の経費で配達可能との試算も

ある。 

实績の配食数から、平成 20 年度では 1 班当たり平均 1 日 16 名を訪問する計算にな

り、27 班体制であった平成 18 年度でも同じく 1 日 16 名である。現在、委託先のシル

バー人材センターと共同して配達状況の实態を精査、分析をしているところであるが、

規模（利用者）の拡大によって効率化が図れる部分も大きいため、やはり利用者の減

尐は事業運営上大きな問題である。 

 

（事業内容の定め） 

「福岡市食の自立支援・配食サービス事業实施要綱」（平成 12 年 4 月 1 日施行、平成

19 年 4月 1日改訂） 

（实施報告書の提出状況の確認） 

「福岡市食の自立支援・配食サービス事業实施要綱」第 17条（報告）によると、事業

者は、各月終了後、事業の实施状況について速やかに市長に報告することとなってい

る。 

そこで、監査人は平成 20 年度の「福岡市食の自立支援・配食サービス实績報告書」

（以下、この項において「实績報告書」という。）の提出状況を確認したが、その結果、

以下の事項が検出された。 

・委託先であるシルバー人材センターからの实績報告書は、翌月上旪の日付けで速や

かに提出されているが、市側では必ずしも供覧されていない（4月分、6月分）。 
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・8月分の供覧日が 9月 24日となっており、やや遅い。 

 

（意見 30） 

受託先からの实績報告書について、現在は、供覧として任意的に閲覧する程度であり、

かつ、必ずしも速やかな供覧が行われているとも言えない状況である。また、速やかな提

出を義務付けているのならば、市においても速やかな閲覧を行い、その報告内容をチェッ

クする必要があると考える。 

 

（实施内容の確認） 

受託者が利用者に対してプランどおりの配食を行っているかどうか、安否確認と関

係機関への連絡を適切に行っているかどうかについては、件数も多く、かつ、細部に

亘る内容でもあるため、その实施状況についての確認は省略した。 

 

ｂ.生活支援ショートステイ事業 

（事業内容） 

介護予防の観点から、施設に一時的に宿泊して生活習慣などの指導を行うとともに

体調調整を行うことが望ましい場合、または家族が急な理由で数日間留守をするが、

心身の状況により家での生活に支障をきたす場合に、特別養護老人ホームのショート

ステイが利用できるものである。 

（サービスの内容） 

特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）のうち指定された施設で、年間 30日まで 

（利用対象者） 

市の介護保険被保険者で、かつ、65 才以上の虚弱な方で、介護者の事情などで住宅

での生活が難しく、一時的に施設サービスの提供を必要とし、介護保険の適用を受け

ない方（虚弱高齢者）。なお、申込みの際には医師からの診断書の提出が必要である。

また、特定高齢者でショートステイによる支援が必要な方も利用できる。 

（利用費用負担） 

1日当たり 2,500 円、食費や送迎費などの实費（ただし、生活保護・支援給付を受け

ている方は食費などの实費のみを負担） 

（利用状況） 

過去 3年度における年度末登録者数、利用者数及び事業費等は以下のとおりである。 

 

内訳 
平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

計画 实績 計画 实績 計画 实績 

登録者数 14名 6名 14名 5名 14名 8名 

延べ利用者数  6名  4名  3名 
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利用日数 90日 42日 81日 20日 68日 17日 

登録事業所数 37 施設 37施設 37 施設 37施設 37施設 35施設 

事業費 245千円 98千円 223 千円 50千円 190千円 43千円 

（出典：在宅支援課作成資料） 

 

市の負担は 1日当たり 2,500円（生活保護世帯は 5,000円） 

なお、平成 18 年度の介護報酬改定に伴って費用負担が見直されており、平成 17 年度

までは、市と利用者の負担はともに 2,700円であった。 

 

上表のとおり、本事業の利用者は非常に尐なく、また年々減尐してきている。これは、

虚弱高齢者の方が利用する際には医師の診断書が必要であることが主な原因であると思

われ、また、該当する虚弱高齢者の方であっても、費用を負担してまで積極的にショー

トステイを利用するまでの必要性を感じていない方が多いのではないかと思われる。 

なお、平成 18年度までは当該事業は介護予防事業であったが、特定高齢者に対するケ

アプランの作成義務等の实態を鑑みて、平成 19年度から任意事業に変更している。 

 

（意見 31） 

今後も生活支援ショートステイ事業を継続するならば利用促進を図るための追加的な取

組の検討が必要である。現在は市のホームページに掲載し、ケアマネジャーを通じて広報

しているが、さらに周知方法や实施方法について工夫して、事業实施の促進を図る必要が

あると考える。 

また、将来的には事業の見直し等を検討する必要があると考える。 

 

（事業の委託先） 

特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）のうち指定された施設 

（事業内容の定め） 

「福岡市生活支援ショートステイ事業实施要綱」（平成 13年 4月 1日施行、平成 20年

4月 1日改訂） 

 

（監査手続） 

受託者が利用者に対して適切なショートステイの状況を提供しているかどうかにつ

いては、件数も多く、かつ、細部に亘る内容でもあるため、その实施状況についての

確認は省略した。 

 

ｃ.声の訪問事業 

（サービスの内容） 
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ひとり暮らしの高齢者で定期的に安否の確認を行う必要がある方に、電話相談セン

ターから毎日 1回安否の確認を行い（「声の訪問」）、いろいろな相談に応じるものであ

る。なお、利用対象者のうち、介護保険料段階 1～3の方で現に電話（回線・電話機）

を保有していない方には、電話を貸与する。 

（利用対象者） 

市内に居住する市の介護保険被保険者で、おおむね 65歳以上のひとり暮らしの方 

（電話相談時間等） 

日曜、年末年始等を除く月曜～金曜の午前 9時～午後 5時 

（利用費用負担） 

無料。なお、電話の貸与に係る費用は無料だが、回線使用料及び通話料は利用者の

自己負担。 

（利用状況） 

過去 3年度における年度末登録者数及び事業費は以下のとおりである。 

内訳 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

計画 实績 計画 实績 計画 实績 

貸与  453名  379名  326名 

自己 221名 214名 201名 

合計 832 名 674名 790名 593名 749名 527名 

安否確認  148,072回  132,814回  119,132回 

1日平均 498回 448回 402回 

電話回線数  931回線  931回線  931回線 

事業費 34,378千円 32,058千円 28,894 千円 27,330千円 29,045 千円 28,717千円 

（出典：在宅支援課作成資料） 

 

対象者のうち、本人から前日までに入院や外出等により安否確認が不要である旨の

申し出があった場合には安否確認は实施していないことなどのため、登録者数より 1

日平均安否確認回数の方が尐なくなっている。 

なお、登録者数の減尐に伴って平成 19年度から専任の電話相談員を尐なくし（11名

から 8 名に）、その結果、委託料も減尐したものの平成 20 年度では障がい者数との按

分の関係で、相対的に高齢者に係る事業費は増加している。 

委託料はほとんどが人件費であり、平成 20 年度の 8名分の非常勤職員の給与と法定

福利費を含めた見積積算額 25,487千円に対し、实績の支出額は 25,515 千円であった。

委託料は受託者からの見積積算額及び資金計画に基づいて 3か月ごとに前金払いされ、

年度末の实績額に応じて精算されている。 
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（意見 32） 

声の訪問事業の利用ができる対象者は増加してきているにも係らず、過去 3 年度及びそ

れ以前から当該事業の登録者数は年々減尐している。これは市が別途实施している緊急通

報システム事業の利用等にシフトしていることも推測されるが、市として、当該事業の登

録者数が減尐している原因の詳細な分析がなされていない。利用者からの申し出による解

除があった際には、その理由を都度確認することなども必要であると考える。 

なお、本事業については緊急通報システム事業と事業内容の重複感もあり、また、現在

それぞれの事業の委託先が異なっていることから、スケールメリットを活かして事業費を

縮減するためにも、事業の内容及び委託先を統合することを検討する必要があると考える。 

    

（事業の委託先） 

社会福祉法人福岡市社会福祉事業団が市民福祉プラザ 3 階に電話相談センターを設

けて運営している。 

（事業内容の定め） 

「福岡市高齢者電話相談事業实施要綱」（昭和 53年 8月 1日施行、平成 20年 4月 1日

改訂）及び「福岡市高齢者電話相談事業事務取扱要領」（昭和 53 年 8 月 1 日施行、平

成 18年 4月 1日改訂） 

 

（意見 33） 

「福岡市高齢者電話相談事業事務取扱要領」第 2条では、電話相談員選任の要件として、

心身ともに健全であること、高齢者福祉に対して理解と熱意があること、相談・助言の能

力を有することのほかに、市内に居住する 30歳以上の方となっている。電話相談員に特別

な資格は不要であるが、直接高齢者と対面して行う事業でもないため、年齢制限を付する

ことは適当でないと思われる。 

また、「福岡市高齢者電話相談事業实施要綱」第 2条において、電話相談センターの運営

を福岡市社会福祉事業団に委託することとされている（随意契約）が、現在は民間でもコ

ールセンター運営業務を引き受ける事業者が多数あるため、運営費の縮減を図る上でも民

間事業者への委託を検討する必要があると考える。 

 

（意見 34） 

電話相談サービス提供のために市では 931 回線の電話回線を用意している。現在はその

うち約 300 回線を利用者に貸与しているが、残りの約 600 回線は休止状態として管理して

いる。電話回線が休止していること自体で新たな費用負担は発生しないものの、登録者数

が年々減尐している現状ではこれらの休止回線をどのように今後活用していくかも検討す

る必要があると考える。 
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（監査手続） 

監査人は、平成 20年度における社会福祉法人福岡市社会福祉事業団との委託契約書

及び受託者からの事業報告並びに市委託料精算報告書等を閲覧した。 

 

（結果） 

委託契約書第 3 条第 5 項では、受託者は事業終了後 2 か月以内のできるだけ早い時

期に事業報告書及び精算報告書を市に対して提出することとなっており、平成 20年度

分についても詳細な事業報告と 20事業を超えるそれぞれの精算報告書が提出され、市

の各部課による事業实績調査確認においても事实と相違がない旨が記載されている。 

 

（实施内容の確認） 

受託者が利用者に対して毎日安否確認行っているかどうかなどについては、件数も

多く、かつ、細部に亘る内容でもあるため、その实施状況についての確認は省略した。 

 

カ．緊急通報システム事業（指摘 9） 

（サービスの内容） 

在宅でひとり暮らしの高齢者などが、家庭内で急病や事故などの緊急事態におちい

った時に胸にかけたペンダントのボタンなどを押せば「緊急通報受信センター」（以下、

「受信センター」という。）に自動的に通報する機器を電話に取り付け、緊急時には受

信センターから消防局や近隣の協力員に連絡して生活の安全を確保するもので、これ

らの緊急通報用機器を貸与、または給付・レンタルしている。 

また、日常生活上の不安を解消するために、緊急時以外の相談にも対応している。 

（利用対象者） 

65 才以上の市の介護保険被保険者で、健康状態・身体状態に不安があり、緊急時に

おける連絡手段の確保が困難なひとり暮らし及びそれに準じる方。なお、申込みに際

しては、原則として 2 名の緊急通報協力員の確保が必要である。協力員は、受信セン

ターから連絡を受けた場合に、利用登録者の安否を確認し必要な措置をとるなどの活

動を行う。 

（利用費用負担） 

利用世帯の階層区分 個人負担金額 

生活保護法による被保険世帯など 

（単給世帯を含む） 

貸与 無料 

生計中心者の 

前年所得税年額 

非課税世帯 

10,000 円以下 給付 16,300円 レンタル（毎月払）： 

一律 1,300円 10,000 円～30,000円 28,400円 

30,000 円～80,000円 42,800円 
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80,001 円～140,000円 52,400円 

140,001 円以上 62,000円 

（出典：福岡市緊急通報システム事業实施要綱） 

 

（指摘 9） 

「福岡市緊急通報システム事業实施要綱」において、機器レンタル料は一律毎月 1,300 円

となっているが、平成 20年度の委託契約書の機器レンタル料は、Ｔ社製毎月 1,500円、Ｅ

社製毎月 1,300円となっており、实施要綱と整合性がとれていない。これは平成 14年度以

降のレンタル利用者に対しては、Ｅ社製を採用することとし、料金を 1,300 円に引き下げ

たが、平成 14年度以前の利用者は、市との「レンタル契約書」に基づき 1,500 円を引き続

き支払うこととしたことによるもので、そのことを踏まえずに要綱が改正されているため

である。利用者は「レンタル契約書」に基づきレンタル料を支払っており、特段の問題は

ないと思われるが、平成 14年度以降のレンタル料について、委託契約書と整合性を保つよ

う経過措置を設けるなどの要綱改正等を行うことが必要である。 

 

緊急通報機器の設置に当たって課税世帯では「給付」または「レンタル」を選択できる。

給付を選択した利用登録者（区長または福祉事務所長が利用を決定した申込者）は、機器

の設置に要する費用のうち上記の個人負担金額を直接業者に対して支払う。 

 

（利用状況） 

過去 3年度における年度末登録者数及び事業費は以下のとおりである。 

内訳 
平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

計画 实績 計画 实績 計画 实績 

年度末登録者数 － 4,888名 － 4,844名 － 4,944名 

機器購入 20,434 千円 13,516千円 10,580 千円 4,340千円 7,440 千円 4,901千円 

委託料 129,117千円 117,179千円 116,901 千円 116,900千円 132,831 千円 119,893千円 

その他事務費等 2,344 千円 1,749千円 2,797 千円 1,675千円 3,017 千円 1,529千円 

合計 151,895千円 132，444千円 130,278 千円 122,915千円 143,288 千円 126,323千円 

（出典：在宅支援課作成資料） 

 

本事業は、平成 19年度まではすべての事業費が一般会計（高齢者福祉サービス）中

の「安心確保のための生活支援事業」として位置づけられて实施されてきたが、平成

20 年度からは委託先によるシステム（オペレーター）の運営に係る委託料等（平成 20

年度計画：125,360千円、实績：111,110千円）が介護保険事業特別会計の地域支援事

業として实施されることとなった。上表の平成 20 年度の「委託料」126,323 千円は、

一般会計（機器購入や機器の再設置に係る委託料等：15,213 千円）及び特別会計の委
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託料等（111,110 千円）の合計である。 

機器購入額が減尐してきているのは、以下の表に掲げるとおり、新規設置台数の減

尐によるものである。 

過去 3年度における機器の設置件数等の状況は以下のとおりである。 

内訳 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

貸与 

（非課税） 

新規設置（Ｅ社製） 218件 70件 78件 

再設置 Ｔ社製 142件 399件 216件 

Ｅ社製 246件 107件 401件 

合計 606件 576件 695件 

課税 給付 106件 16件 15件 

レンタル 235件 107件 99件 

撤去 636件 743件 709件 

受信サービス 4,888件 4,844件 4,944件 

随時訪問 ― ― 31件 

（うち、夜間） ― ― 20件 

（出典：福岡市緊急通報システムに関する報告書） 

 

平成 18年度までは受託者に対して高齢者分と障がい者分とを区分して報告を求めて

いなかったため、貸与（非課税）及び撤去については障がい者分も含まれている。た

だし、件数的には高齢者分がほとんどである。 

 

（事業の委託先） 

福岡安全センター株式会社 

（事業内容の定め） 

「福岡市緊急通報システム事業实施要綱」（昭和 63 年 9 月 1 日施行、平成 20 年 4 月 1

日改訂）及び「福岡市緊急通報システム事業取扱要領」（昭和 63 年 9 月 1 日施行、平

成 20年 4月 1日改訂） 

（委託料の内訳） 

市は、下記の各区分の単価に实施件数等を乗じた金額から利用費用負担額を差し引

いた額を委託料として委託先に支払う。 

 

番

号 
区分 単位 

契約単価（消費税込み） 

Ｔ社製 

（3 機種） 

Ｅ社製 

（1機種） 

Ｅ社製 

（1機種） 

１ 緊急通報機器の設置の

み 

一件 10,000円 9,000円 9,000円 

一件カバー 3,675円 3,675円 3,675円 
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２ 緊急通報機器の撤去 一件 5,000円 5,000円 5,000円 

３ 受信サービス業務 一世帯 1,870円/月 1,870円/月 1,870円/月 

４ 訪問介護員の随時訪問 昼一件 8,400円/件 8,400円/件 8,400円/件 

夜一件 12,600 円/件 12,600円/件 12,600円/件 

５ 緊急通報機器（ペンダン

ト型発信機）の納入のみ 

一件 3,150円 5,250円 13,650円 

６ 緊急通報機器納入及び

設置（ペンダント型） 

一件 － － 62,000円 

８ 緊急通報機器（ペンダン

ト型）レンタル料 

一件 1,500円/月 1,300円/月 1,300円/月 

（出典：契約書） 

なお、上記番号３及び８については、業務を開始した月は 1 か月分とし、解除した月

は無料とする。また、番号７は障がい者用のペンダント型発信機の補助具について定め

たもので、上表の記載では省略している。 

 

（实施内容の確認） 

受託者が利用者に対して契約どおりに機器の設置あるいは撤去を行っているかどう

か、受信への対応及び随時訪問等を適切に实施しているかどうかについては、件数も

多く、かつ、細部に亘る内容でもあるため、その实施状況についての確認は省略した。 

 

（３）高齢者福祉サービス 

①安心確保のための生活支援事業（意見 35，36） 

ア．日常生活用具給付サービス事業 

（サービスの内容） 

在宅のひとり暮らしの高齢者などに対し、火災警報器、自動消火器、電磁調理器及

び高齢者用電話を給付することで、日常生活の便宜を図るものである。 

（利用対象者） 

市内に居住する 65歳以上の方で、以下のいずれかに該当する方 

・火災警報器：寝たきりの高齢者、ひとり暮らしの高齢者、これに準ずる世帯 

・自動消火器：寝たきりの高齢者、ひとり暮らしの高齢者、これに準ずる世帯 

・電磁調理器：高齢者のみの世帯、これに準ずる世帯 

・高齢者用電話：声の訪問または緊急通報システムの新規加入者のうち、現に電話回

線を有していない方で、介護保険料段階が第１～３段階の方 

（利用費用負担） 

介護保険料段階 利用世帯の階層区分 助成率 
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第 1段階 生活保護の受給者 

市民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者など 

100％ 

第 2・3段階 市民税世帯非課税 90％ 

第 4段階 本人が市民税非課税 60％ 

第 5段階 本人が市民税課税で所得 200 万円未満 35％ 

第 6段階 本人が市民税課税で所得 200 万円以上 300万円未満 10％ 

第 7・8段階 本人が市民税課税で所得 300 万円以上 助成対象外 

（出典：福岡市高齢者日常生活用具給付等事業实施要綱） 

 

上記の助成率を下記の契約金額に乗じた額が助成額となる（1 円未満切り上げ）。な

お、火災警報器については、機種によって別途年額 2,400円の接続料の負担がある。 

 

区分 機種数 契約金額 

火災警報器 4 9,450円～17,850円 

自動消火器 1 29,400円 

電磁調理器 3 16,000 円～19,000円 

貸与電話 1 7,350円 

（出典：業者との契約書を要約） 

 

利用者は用具の購入等に要する費用（用具代金＋設置費用）と助成額との差額を業

者に直接支払い、事業者は助成額を区に対して請求する。なお、いずれの用具につい

ても、5 年経過した場合には、再給付の手続により再度同一種目の用具を給付できる。

5年経過後そのまま用具を使用してもよいが、以降に再給付を受けようとしても助成は

受けられない。なお、再給付に係る助成は 1度に制限されてはいないが、5年ごとの継

続の場合のみ利用可能である。 

なお、設置後 12 か月以内は保証（業者が修理）があるが、それ以降の修理等に係る

費用は利用者負担となる。 

また、高齢者用電話に係る回線使用料、通話料は利用者負担となる。 

 

（利用状況） 

過去 3年度における利用实績数及び事業費は以下のとおりである。 

内訳 
平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

計画 实績 計画 实績 計画 实績 

火災警報器  41件  47件  70件 

674千円 748千円 760千円 

自動消火器  35件  56件  57件 
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970千円 1,601千円 1,515千円 

電磁調理器  74件  68件  81件 

1,180千円 1,245千円 1,372千円 

金額合計 4,607千円 2,824千円 3,802千円 3,594千円 3,647千円 3,647千円 

貸与電話 － 625件 － 576件 － 530件 

2,212千円 2,211千円 1,601千円 1,601千円 2,146千円 1,288千円 

その他事務費等 857 千円 671千円 226 千円 15千円 195 千円 112千円 

金額合計 7,676千円 5,706千円 5,629千円 5,210千円 5,988千円 5,047千円 

（出典：在宅支援課作成資料） 

 

火災警報器の件数が平成 20年度に増加しているのは、消防法及び福岡市火災予防条

例により、平成 21 年 6月 1日から既存住宅にも火災警報器の設置が義務化されること

によるものである。なお、購入者が必ずしも高価な火災警報機を選んでいるわけでは

なく、また、必ずしも助成率が高い購入者であったわけでもないため、助成金額とし

ては平成 19年度と比較してそれほど増加していない。 

 

（事業の委託先） 

本サービス事業の提供を希望する市の登録業者で、平成 20年度では 5業者と契約し

ており、ほとんどの事業者が市内全区を対象エリアとしてサービスを提供している。

なお、ある特定の機種を複数の業者が提供できる時にどの業者から購入するかは利用

者が選定する。 

（事業内容の定め） 

「福岡市高齢者日常生活用具給付等事業实施要綱」（昭和 48 年 4 月 1 日施行、平成 20

年 4月 1日改訂） 

（各機種の選定経過についての確認） 

監査人は、平成 20年度における各用具の機種（品目）の選定経過について確認した。 

市は平成 20年度開始前に登録事業者 5社に対して、事業の趣旨に沿って給付できる機

種と見積額を依頼し、その後機種を選定、契約希望額（予定価格）を決定した。選定

基準としては、原則として平成 19年度に採用されている機種は引き続き採用し、同じ

機種であれば価格の低い見積額を採用することとしている。 

その後、改めて登録事業者 5 社に対して選定した機種と採用された予定価格を提示

し、当該機種の提供に合意できた事業者との間で契約を締結している。 

 

 

各機器の選定経過は以下のとおりであった。 

[火災警報器] 
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火災警報器については 4 業者から延べ 6 機種の提案があったが、そのうち 4 機種が

選定されている。選定されなかった 2機種は、「高価格のため」及び「同等の機種で低

価格のものが他にあるため」という理由で不選定となっている。 

[自動消火器] 

自動消火器については 3業者からいずれも同じ機種を同価格で提案されているため、

その機種がその価格で選定されている。 

[電磁調理器] 

電磁調理器については 3 業者から延べ 5 機種の提案があったが、そのうち 3 機種が

選定されている。そのうち 1機種は、平成 19 年度に採用された機種ということのみが

理由として記載されている。また、選定されなかった 2 機種は「特に目立った高齢者

仕様の特徴がない」ことから不選定となっている。 

[貸与電話] 

貸与電話についても 3 業者からいずれも同じ機種を同価格で提案され、当該機種が

その価格で選定されている。 

 

（意見 35） 

火災報知器や電磁調理器のように、業者から提案された複数の機種のうち、選定しなか

った機種がある場合、その理由が「同等の機種で低価格のものが他にある」「平成 19 年度

に採用されている」「特に目立った高齢者仕様の特徴がない」など記載内容が具体的でなく、

それだけでは選定しないと判断するには根拠として不十分である。どのような仕様や特徴

なのか、他機種はどのくらいの価格なのかなど、不選定と判断した根拠を具体的に記載す

る必要があると考える。 

 

（意見 36） 

自動消火器や貸与電話のように、複数の業者からいずれも同じ機種で、かつ、同じ価格

で提案された場合に、その機種をその価格で選定する結果となっている。これは、見積り

の手続として、どのような価格を提案しても提案した中で最も低い価格が選定されてしま

うため、業者としてはあえて自ら低い価格を提案することはないとの判断に基づくものと

思われ、選定過程に競争原理が十分に働いているとは言えない状況である。この方法では

必ずしも低い価格が提示されない可能性があり、さらに登録業者を増やすか、業者が各機

種を設置できる市内のサービス対象エリアに課題が残るものの、あえて一般競争入札を導

入するか、別途取扱い専門店に相場となる価格を問い合わせるなど、何らかの形で競争原

理が働くような仕組みの検討が必要であると考える。 

また、利用者の選択を勘案すると、自動消火器のように 1 機種だけでなく、適応可能な

機種を複数取り揃えておくことも必要であると考える。 
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なお、受給（希望）者から市（各福祉事務所）に対しての給付申込後における調査、給

付決定及び通知、業者への納入依頼、また、業者の受給者に対する用具の納入状況などに

ついては、件数も多く、かつ、細部に亘る内容でもあるため、その实施状況についての確

認は省略した。 

 

②重度要介護者支援事業（指摘 10、意見 37） 

ア．寝具洗濯乾燥消毒サービス事業  

（事業内容） 

寝たきりなどにより寝具（掛布団、敷布団、毛布）の洗濯乾燥消毒の援助が必要な

方に、使用している寝具の乾燥消毒及び丸洗いを行い、本人及び介護している家族の

負担を軽減することともに、高齢者の保健衛生の向上と高齢者福祉の増進を図るもの

である。 

（サービスの内容）  

乾燥消毒は乾燥消毒車にて各戸を回って布団乾燥し、丸洗いは工場に持ち帰って寝

具を丸洗いする。年間の利用可能回数は申込月によって異なるが、最高 6回（2か月に

1度）までで、そのうち 1回は丸洗いが利用できる。 

（利用対象者） 

市内に居住し、介護保険における要介護３～５と認定された 65歳以上の方 

（利用費用負担） 

介護保険料段階 利用者の階層区分 
負担額（1回当たり） 

乾燥消毒 丸洗い 

第 1段階 
生活保護の受給者 

市民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者など 

無料 

第 2・3 段階 市民税世帯非課税 210円 630円 

第 4段階 本人が市民税非課税 840円 2,520円 

第 5段階 本人が市民税課税で所得 200 万円未満 1,365円 4,095円 

第 6段階 
本人が市民税課税で所得 200 万円以上 

300 万円未満 

1,890円 5,670円 

第 7・8 段階 本人が市民税課税で所得 300 万円以上 2,100円 6,300円 

（出典：福岡市寝具洗濯乾燥消毒サービス事業实施要綱） 

利用者は負担額をサービス实施日に事業者に対して直接支払い、事業者は 2 か月ご

とに助成額をまとめて市に対して請求する。 

なお、離島等に居住している利用者については一部の費用を市が負担する規定が別

途定められているが、平成 20年度では該当する利用者はいなかった。 

 

寝具洗濯乾燥消毒サービス事業においては、通常、寝具は利用者より預ってから 1
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週間から 10日間程度で納品されるので、本来的には洗濯等がなされた寝具が利用者に

納品されたことをもってサービス提供の完了と考えられる。ただし、業者が利用者に

寝具を納品した日以降で市に対して助成額を請求すれば、寝具の預り日が前月であっ

たとしても助成額は支払われる取扱いとなっている。 

 

（利用状況） 

過去 3年度における利用实績及び事業費は以下のとおりである。 

内訳 
平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

計画 实績 計画 实績 計画 实績 

乾燥消毒  

 

161件  

 

123件  

 

103件 

304千円 232千円 190千円 

丸洗い  

 

70件  

 

56件  

 

47件 

399千円 304千円 263千円 

金額合計 781千円 703千円 825 千円 536千円 548千円 453千円 

（出典：在宅支援課作成資料） 

利用が許可された方が必ずしも 2か月ごとにサービスを利用しているわけではなく、

また、1件当たりの事業費（助成額）の推移をみても過去 3年度では特段の変化はない。 

（事業の委託先） 

エフティ・ライフサービス株式会社及び株式会社丸屋（全国介護環境整美協同組合）

に委託しており、両業者とも両サービスについては全市において实施可能である。 

なお、契約金額は丸洗い 6,300円、乾燥消毒 2,100円である。 

利用者からどちらの業者に依頼するのかは自らの意思で決定して福祉事務所長に申

し込む。 

（事業内容の定め） 

「福岡市寝具洗濯乾燥消毒サービス事業实施要綱」（平成 12 年 4 月 1 日施行、平成 20

年 4月 1日改訂） 

 

（委託契約書の閲覧） 

監査人は平成 20 年度の委託契約書を閲覧し、契約どおりの業務等が履行されている

かどうか確認した。 

委託契約書では、受託者は 2か月ごとに翌月 10日までに事業報告書、利用明細書及

び利用者票を市に提出し、市では報告日から 10日内に検査することとなっている。 

監査人は、平成 20年度における受託者からの各種書類の提出及び市における検査状

況並びに書類の記載内容等を確認した。その結果、受託者からの各種報告書等の提出

時期や市が实施する検査時期については、速やかに提出、検査も行われており、特に

問題と思われる状況は認められなかった。また、受託者から提出すべき書類について
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も漏れなどはなかった。 

ただし、利用者票の記載には以下のような不備が発見された。 

・納品日付の漏れ 1件（乾燥消毒 7月分） 

・6、7月实施請求分で、8月納品分が 1件（エフティ・ライフサービス）及び 6件（丸

屋） 

・4、5月实施請求分で、6月納品分が 4件（丸屋） 

 

（指摘 10） 

 寝具洗濯乾燥消毒サービス事業において、4、5 月实施請求分で实際の寝具の納品完了が

6 月 10日のものがあった。事業者は市に対して 5月 31日付けで完了報告を行っており、担

当課の確認漏れのまま委託料が支払われていた。今後、このようなことが発生しないよう

十分な点検体制の構築が必要である。 

 

また、寝具の預りから納品までの期間等について以下のような事象もあった。 

・ 預りから納品まで概ね 1 週間だが、4 月 30 日預り、5 月 31 日納品となっていたものが

あった（エフティ・ライフサービス）。 

・ 丸屋は 2か月目の月末ギリギリの納品が多い。また、エフティ・ライフサービスに比べ

て辞退（キャンセル）も多い。納品までの期間が 2週間を超えることも比較的多く、实

施時期が奇数月の下旪に集中するなど片寄りが見られる。 

 

なお、利用（希望）者から市（各福祉事務所）に対しての申込後における審査、利用決

定及び通知、業者への实施依頼、また、業者の利用者に対するサービスの提供状況などに

ついては細部に亘る内容でもあり、また事業規模としても大きくないため、その实施状況

についての確認は省略した。 

 

イ．移送サービス事業 

（事業内容） 

寝たきりのため一般の交通機関を利用することが困難な高齢者に、寝台タクシー料

金の一部を助成することにより、高齢者の生活支援や介護者の負担を軽減し、高齢者

福祉の増進を図るものである。 

（サービスの内容） 

寝台タクシーの基本料金相当のチケットを年間 4枚給付 

（利用対象者） 

市内に居住し、介護保険における要介護４・５と認定された 65歳以上の方で、座位

を保てない方。ただし、介護保険料第７・８段階の方は対象外。 

（利用費用負担） 
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介護保険料段階 利用者の階層区分 助成額（1回当たり） 

第 1段階 
生活保護の受給者 

市民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者など 

8,500円 

第 2・3 段階 市民税世帯非課税 7,650円 

第 4段階 本人が市民税非課税 5,100円 

第 5段階 本人が市民税課税で所得 200 万円未満 2,970円 

第 6段階 
本人が市民税課税で所得 200 万円以上 

300 万円未満 

850円 

第 7・8 段階 本人が市民税課税で所得 300 万円以上 助成対象外 

（出典：福岡市移送サービス事業实施要綱） 

（利用状況） 

過去 3 年度における契約タクシー会社別の利用实績数及び事業費は以下のとおりで

ある。 

内訳 
平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

計画 实績 計画 实績 計画 实績 

Ｄ社 
 32件  36件  49件 

255千円 271千円 355千円 

Ｎ社 
 10件  14件  18件 

74千円 92千円 128千円 

Ｔ社 
 21件  9件  2件 

150千円 57千円 15千円 

Ｓ社 
 9件  13件  2件 

67千円 94千円 15千円 

その他 
 28件  8件  35件 

204千円 32千円 235千円 

合計 
－ 100件 － 80件 － 106件 

611千円 749千円 708千円 546千円 652千円 749千円 

平均事業費 － 7,488円 － 6,826円 － 7,062円 

（出典：在宅支援課作成資料） 

 

また、過去 3年度におけるチケット配布（利用者）数は以下のとおりである。 

 

区分 平成 18年度 平成 19 年度 平成 20年度 

第 1段階 10名 10名 11名 

第 2・3段階 53名 38名 43名 



 

169  

第 4段階 6名 17名 15名 

第 5段階 2名 4名 1名 

第 6段階 1名 3名 5名 

合計 72名 72名 75名 

 （出典：在宅支援課作成資料） 

 

過去 3年度の利用状況を見ると第 2・3段階の利用者が多く、これは 1件当たり平均

事業費からも裏付けられる。しかし、配布されるチケットは寝台タクシーの基本料金

相当のみなので、利用者はこれ以外に走行距離に応じた料金を負担しなければならな

い。したがって、实際の利用に当たっては自己負担額も相当額になるため、これが利

用者が増加しない原因となっているものと思われる。 

 

（事業の委託先） 

契約タクシー会社（平成 20年度は 12社） 

（事業内容の定め） 

「福岡市移送サービス事業实施要綱」（平成 12年 4月 1日施行、平成 20年 4月 1日改

訂） 

 

（監査手続） 

平成 20 年度に契約している 12 タクシー業者との委託契約書及び毎月の移送实績が

あった際に提出されている「实施報告書」と添付されている「移送タクシー利用券」

を閲覧し、契約どおりの業務等が履行されているかどうか確認した。 

 

（結果） 

移送タクシー利用券と实施報告書及び市に対する請求額との間の整合性について特

に検出される事項はなかった。 

 

（意見 37） 

移送タクシー利用券には乗車料金は記載されているものの、乗車場所と下車場所を記載

する欄がない。乗車場所は概ね利用者の自宅であろうが、下車場所の記載がなければ手書

きで記載されている乗車料金が相当な金額であるかどうか確認できない。 

また、年度末には未使用の移送タクシー利用券を利用者から極力回収し、タクシー会社

から提出された市への請求が正当なものであったかどうか確認する方法を検討する必要が

あると考える。 

 

③住宅改造助成事業（意見 38） 
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（事業内容） 

在宅の身体機能の低下した高齢者がいる世帯に対し、住宅を高齢者に適するように

改造する場合の費用の一部を助成することにより、高齢者の自立を助長するとともに、

家族等介護を行う者の負担軽減を図るものである。 

（サービスの内容） 

高齢者の自立が助長され、または介護者の負担が軽減される工事が助成の対象であ

る（ただし、介護保険住宅改修費の給付対象となる工事の一部は対象外）。訪問調査を

行い、身体状況に応じた必要な工事が対象となるため、工事の具体的な内容について

は、住宅改造相談センターにて対応している。 

改造箇所 内容例 

玄関 移乗台の設置 

廊下 拡幅 

居室 間仕切りの変更・撤去、扉の新設 

階段 階段昇降機（リフト） 

浴室 （注）浴槽の取替（段差解消目的）、浴槽の取替（段差解消目的以外）、

滑り止めマット、浴室の拡張（介護者が入れない場合など） 

便所 温水洗浄便座（排泄処理不可能な場合のみ） 

洗面所 車椅子対応洗面台 

台所 踏み台の設置 

屋外 （注）通路整備、※屋外手すり（屋内は介護保険で） 

その他 水栓の変更 

（注）については、介護保険を利用することで 10万円を上限とする上乗せ助成があるが、

介護保険の給付を優先とする。 

 

（利用対象者） 

市内に居住し、介護保険における「要支援１・２」「要介護１～５」に認定された 65

歳以上の方。 

（利用費用負担） 

介護保険料段階 利用世帯の階層区分 助成率 

第 1 段階 生活保護の受給者 

市民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者など 

100％ 

第 2・3段階 市民税世帯非課税 90％ 

第 4 段階 本人が市民税非課税 60％ 

第 5 段階 本人が市民税課税で所得 200万円未満 35％ 

第 6 段階 本人が市民税課税で所得 200万円以上 300万円未満 10％ 
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第 7・8段階 本人が市民税課税で所得 300万円以上 助成対象外 

（出典：福岡市高齢者住宅改造助成事業实施要綱） 

助成額に 1,000 円未満の端数が生じた場合は切り上げる。ただし、端数を切り上げ

た額が改造費用の総額を超えるときは改造に要した費用の総額とする（实施要領第 3

条第 2項）。 

（助成額及び回数） 

助成額は、住宅改造に要した額と助成限度額 30万円のうちいずれか低い額に上記の

助成率を乗じた額である。ただし、生活に困窮する方については助成限度額を 40万円

とする（实施要領第 3条第 3項及び別表 2）。 

また、対象者が助成を受けた時は、その対象者と同一世帯に属する方が再度助成を

受けることはできないが、高齢者の転居や身体状態の変化等新たな助成が必要と認め

られる場合（概ね要介護度が 3 段階以上重度化するなど）には改めて助成を受けるこ

とができる（实施要領第 4条第 2項及び別表 1）。 

（利用状況） 

過去 3年度における住宅改造助成事業対象に係る調査件数は以下のとおりである（下

記の主な委託内容の項参照）。 

内訳 平成 18年度 平成 19 年度 平成 20年度 

住宅改造調査 205件 310件 251件 

完了検査 156件 121件 132件 

（出典：福岡市住宅改造相談センター概況報告書） 

 

上記の調査件数が下記の助成件数を上回るのは、完了検査を複数回实施したことに

よるものである。 

 

（事業費） 

過去 3 年度における介護保険料段階別の助成件数、助成額の内訳は以下のとおりで

ある。 

区分 平成 18年度 平成 19 年度 平成 20年度 

第 1段階 

 

16件 17件 16件 

4,672千円 4,444千円 4,950千円 

第 2・3段階 

 

104件 60件 55件 

23,568千円 7,680千円 9,837千円 

第 4段階 

 

19件 36件 42件 

1,483千円 3,903千円 3,145千円 

第 5段階 

 

4件 12件 13件 

254千円 503 千円 720千円 
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合計 
143件 125件 126件 

29,977千円 16,530 千円 18,651千円 

（出典：在宅支援課作成資料） 

なお、第 6段階の方に対する助成实績はない。 

 

過去 3 年度の助成件数の推移を見ると、平成 19 年度に第 2・3 段階の助成件数が減

尐、第 4 及び第 5 段階の助成件数が増加している傾向が分かる。これは、それまで所

得段階が 5段階で助成率が定められており、かつ助成限度額の上限が 40万円であった

ものが、平成 18年 8月から所得段階が 8段階に変更され、かつ助成限度額の上限が 30

万円とされたことから、平成 18年 7月中に駆け込みの住宅改造及び助成の申請がなさ

れたことによるものである。 

 

（事業の委託先） 

社会福祉法人ふくおか福祉サービス協会 

（事業内容の定め） 

「福岡市高齢者住宅改造助成事業实施要綱」（平成 12年 4月 1日施行、平成 20年 4月

1 日改訂）及び「福岡市高齢者住宅改造助成事業实施要領」（平成 12 年 4 月 1 日施行、

平成 20年 4月 1日改訂） 

（主な委託内容） 

ア．訪問調査の实施 

各区の福祉事務所長から送付される高齢者住宅改造助成申請書に基づいて申請者を訪

問し、介護保険被保険者証の確認を行い、身体状況、生活状況、介護状況及び家屋状況

等必要な事項を調査する。 

イ．訪問調査後の業務 

以下の書類を作成し、各区の福祉事務所長に提出する。 

a．高齢者住宅改造助成調査書 

b．高齢者住宅改造見積確認書 

c．図面 

d．高齢者住宅改造見積書 

e．高齢者住宅改造承諾書 

なお、上記書類のうち a．及び d．については、現物の書類名が「高齢者住宅改造助成

調査票」及び「高齢者住宅改造助成見積書」となっており、实施要綱上に定める様式の

文書名と異なっている。書類取扱い上の混乱を防ぐためにも、書類名の記載の統一を図

るべきである。 

ウ．完了検査の实施 

工事完了後に申請者から各区の福祉事務所長に高齢者住宅改良助成完了届が提出、各
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区から検査の依頼がなされるので、速やかに完了検査を行う。 

エ．完了検査後の業務 

各区の福祉事務所長に高齢者住宅改造助成完了検査報告書を作成し、提出する。 

 

（監査手続） 

監査人はサンプルとして平成 20年度の中央区における高齢者住宅改造助成に係る各

種書類を閲覧し、利用対象者が適切であるかどうかを含め、申請から調査、決定、検

査に至るまでの手続の实施状況について確認した。 

 

（結果） 

チェックの対象とした 10 件の助成（100％：2 件、90％：5 件、60％：3 件）の合計

額は 2,181千円であり、ほとんどが浴槽あるいは風呂釜の取替えに係るものであった。

また、7件が介護保険住宅改修の対象となる工事であった。 

監査の結果、改造の完了届日から完了検査の依頼までにやや日数を要しているもの

が 1 件、また、利用者が改造助成券を紛失したために回収できなかったものが 1 件あ

ったが、その他の点については、助成額の計算方法等も含め、特に問題と見られるよ

うな案件はなかった。 

 

（意見 38） 

利用者または業者が改造助成券を紛失した場合、現在は特段の本人確認手続はなされて

いない。しかし、発行した改造助成券が間違いなく本人によって利用されていることを確

認するためにも、「紛失届」を提出してもらうなどによって、改造助成券の発行とその回収

管理を行う手続が必要であると考える。 

 

④住宅関連資金貸付事業（指摘 11、意見 39） 

（サービスの内容） 

身体機能の低下した高齢者の自立を促し、介護者の負担を軽減するため、高齢者の

年齢、身体状況、家族構成、家屋規模及び家屋構造等から、住宅の増改築または改造

が必要であり、かつ、自力でその整備を行うことが困難な世帯に対して資金を貸し付

けるものである。なお、事業としては身体障がい者や知的障がい者も同時に対象とし

ている。 

（利用対象者） 

市内に居住し、以下のいずれかに該当する世帯 

ア． 60歳以上の親族と同居または同居予定者で高齢者の居室などの整備が必要な世帯 

イ． 身体機能の低下したおおむね 65歳以上の方がいる世帯 

ウ． 肢体（1～6級）または視覚障がい（1～4級）の方がいる世帯 
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エ． 知的障がいの方がいる世帯 

（貸付額、償還方法、貸付条件） 

ア． 貸付限度額は 200万円（10万円単位） 

イ． 償還方法は 10年以内の元利均等による月賦償還（年利 3％） 

ウ． 連帯保証人が 1名必要だが、担保は不要 

なお、「福岡市高齢者住宅改造助成事業」による助成も併用することができ、その場

合には、住宅整備に要した金額から助成額を減じた金額が本事業による貸付の対象と

なる。 

（利用状況） 

協議会の過去 3年度における利用（新規貸付け）实績は以下のとおりである。 

対象 平成 18年度 平成 19 年度 平成 20年度 

高齢者 
0件 1件 1件 

－千円 1,540千円 600千円 

（出典：在宅支援課作成資料） 

 

（事業の委託先） 

社会福祉法人福岡市社会福祉協議会（以下、この項において「協議会」と言う。） 

社会福祉法第 58 条第 1項に基づき、市は協議会に対して有利な条件（無利息）で資

金を貸し付けている。 

（事業内容の定め） 

「社会福祉に関する貸付事業」（協議会の定款第 2条第 12号） 

「福岡市障がい者高齢者住宅整備資金貸付事業要綱」（昭和 48 年 4 月 1 日施行、平成

20 年 7月 8日改訂）及び「福岡市障がい者高齢者住宅整備資金貸付事業取扱要領」（昭

和 61年 4月 1日施行、平成 20年 2月 1日改訂） 

 

本事業の实施主体は協議会であり、協議会が行う貸付事業に対して、市は協議会の

事業計画に基づいた資金の貸付けを毎年 4月 1日に行い、翌年 3月 31日に同額を回収

しているのみである。したがって、利用者への貸付事務及び回収管理等についてはす

べて協議会が自らの責任で行っている。 

協議会は年利 3％の利息収入で事務運営に係る費用を賄っており、さらに市からの貸

付資金とは別に自ら得た利息資金を原資にして貸付けを行っている。平成 20年度では、

協議会における既存の貸付金未回収残高 9,541 千円に対してその一部の 4,275 千円を

市が貸し付けており、協議会が過去に得た利息に対応する金額については市の資金の

貸付けの対象となっていない。なお、このほかに、市は平成 20年度の協議会における

新規貸付見込み額として 4,000千円（2,000千円×2件）を貸付けしている。 
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（意見 39） 

最近年度では住宅関連資金貸付事業の利用が非常に尐なく、協議会での貸付实績がない

年度もある。これは現状の金利水準では特に利用者にとって有利ではないからだと思われ

る。社会福祉法上、市は協議会に対して貸付けできるものの、このような状況において市

が協議会に無利息で貸し付ける意義は非常に乏しいと思われる。協議会が本事業を継続す

るかどうかは協議会の意思判断によるものの、市における本事業への助成については見直

しの必要があると考える。 

また、現在は社会福祉法第 58条第 1項に基づき、市は協議会に対して有利な条件（無利

息）で資金を貸し付けているが、協議会のコスト意識を高めるためにもいくらかの利息を

徴求することも検討する必要があると考える。 

 

平成 20年度末の協議会における資金貸付けの償還状況は以下のとおりである。 

貸付年度 
元本残高 貸付利息残高 

（注 1） 

延滞利息残高 

（注 2） 

昭和 63年度以前 2件 997千円 751千円 3,240千円 

平成元年度～平成 10 年度 5件 2,548千円 298千円 853千円 

平成 11年度～平成 15年度 9件 4,573千円 1,010千円 －千円 

平成 16年度～平成 19年度 1件 1,424千円 973千円 －千円 

平成 20年度 1件 600千円 517千円 －千円 

（注 1）当初の約定により支払うべき利息の総額から平成 20 年度末までに支払われていな

い金額 

（注 2）元本返済の延滞に伴って発生した延滞利息の平成 20 年度末における未払い残高で

あり、最終償還期限が到来して返済が滞納している元金に対して年 10％が課される。 

（出典：在宅支援課作成資料） 

 

（指摘 11） 

住宅関連資金貸付事業は協議会が自らの責任で行われているものであることから、現在、

市は協議会における利用者への貸付金未回収残高を基準にして毎年期初に協議会に対して

貸し付けて期末に同額をそのまま回収するのみで、協議会が行う事業の内容、特に延滞債

権の回収状況等についてほとんど関与していない状況である。しかし、協議会において、

利用者からの元金返済や利払いが延滞すると、市の協議会に対する貸付額も減尐しないこ

ととなる。このこと自体は地方自治法等に反しないものの、市の協議会に対する貸付けは

無利息なので、協議会への貸付自体が効率的でない運用資金となっていることを意味し、

間接的に、市が行う他の事業に充てられる資金が押さえられる結果となっている。 

また、本事業自体は協議会の責任でもって遂行されているとは言え、实質的には市が協

議会を経由して利用者に資金貸付を行っていることとなっているものであるため、市とし
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ては、協議会が行う貸付け及び回収管理について詳細な報告を求めるなどの継続的なモニ

タリングも必要である。 

 

（監査手続） 

住宅関連資金貸付事業の实施主体は協議会であるため、監査人は、平成 20年度におけ

る協議会からの助成申請から助成实施までの市における手続について確認した。 

なお、市が行う社会福祉法人に対する助成については、昭和 39年 11月 16日第 112号

による条例及び同日付け第 107 号による施行規則が定められており、その中で協議会か

らの助成申請に必要な書類の提出が定められている。 

 

（結果） 

平成 20年度における協議会からの助成申請、市における助成決定から助成实施までの

手続について特に問題となるような状況は認められなかった。 
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３．高齢者保健福祉施設について 

（１）市における高齢者保健福祉施設の概要 

①市における高齢者保健福祉施設（平成 20年 4月 1日現在）の状況は、以下のとおりであ 

る。 

（老人福祉施設） 

施設種別 施設数 事業運営主体 根拠法令 運営費 所轄 

養護老人ホーム 

1 市直営 

老人福祉法第 20条の 4 措置費 

＿ 

3 社会福祉法人 市 

特別養護老人ホーム 
44 社会福祉法人 

老人福祉法第 20条の 5 介護報酬 市 
1 日本赤十字社 

軽費老人ホーム（ケ

アハウス） 
21 社会福祉法人 老人福祉法第 20条の 6 

入居者負担、

特定施設は一

部介護報酬 

市 

軽費老人ホームＡ型 2 社会福祉法人 老人福祉法第 20条の 6 入居者負担 市 

有料老人ホーム 68 
株式会社等の

民間事業者 

老人福祉法第 29条～第

31条の 5 

入居者負担、

特定施設は一

部介護報酬 

県 

（出典：監査指導課作成資料を加工） 

 

（介護保険施設） 

施設種別 施設数 事業運営主体 根拠法令 運営費 所轄 

介護老人福祉施設 

（老人福祉法上の特

別養護老人ホームと

同じ） 

44 社会福祉法人 

介護保険法第 86条～第

93条 
介護報酬 市 

1 日本赤十字社 

介護老人保健施設 26 主に医療法人 
介護保険法第 94条～第

106条 
介護報酬 市 

介護療養型医療施設 30 主に医療法人 
介護保険法第 107条～第

115条 
介護報酬 県 

（出典：監査指導課作成資料を加工） 
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（高齢者生活福祉センター） 

施設種別 施設数 事業運営主体 根拠法令 運営費 所轄 

生活支援ハウス 3 
社会福祉法人

に運営委託 

「高齢者生活福祉セン

ター運営事業の实施に

ついて」（平成 12年 9月

27日老発第 655号） 

入居者負担 市 

（出典：在宅支援課作成資料を加工） 

 

（地域密着型施設サービス） 

施設種別 施設数 事業運営主体 根拠法令 運営費 所轄 

地域密着型介護老人

福祉施設入所者生活

介護 

（定員 29人以下の特

別養護老人ホーム） 

3 

（注 1） 
社会福祉法人 

介護保険法第 78条の 2

～第 78条の 11） 

介護報酬 市 

地域密着型特定施設

入居者生活介護 

（軽費老人ホーム等

で県の指定を受けた

介護専用型特定施

設） 

2 

（注 2） 
社会福祉法人 介護報酬 市 

認知症対応型共同生

活介護（グループホ

ーム） 
87 

社会福祉法人、

医療法人、株式

会社等の民間

事業者 

介護報酬 市 

（注 1）の施設数は、上記特別養護老人ホームの施設数 44に含まれている。 

（注 2）の施設数は、上記軽費老人ホーム（ケアハウス）の施設数 21に含まれている。 

（出典：監査指導課作成資料を加工） 

なお、上記高齢者保健福祉施設のうち、補助金対象上の分類は以下のとおりである。 

補助金 対象施設種別 

軽費老人ホーム事務費補助金 軽費老人ホーム 

民間社会福祉施設運営費補助金 
養護老人ホーム 

軽費老人ホーム 

独立行政法人福祉医療機構資金借入金利子

補助金 

特別養護老人ホーム 

養護老人ホーム 

軽費老人ホーム 
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（２）市所轄の高齢者保健福祉施設の定員、入所者数、入所率の推移（意見 40） 

  過去 3年度における市所轄の高齢者保健福祉施設の定員、入所者数、入所率の推移は、

以下のとおりである。 

 

（老人福祉施設及び介護保険施設） 

施設種別 

平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

定員

（人） 

入所者

数（人） 

入所率

（％） 

定員

（人） 

入所者

数（人） 

入所率

（％） 

定員

（人） 

入所者

数（人） 

入所率

（％） 

養護老人ホーム 

（市直営） 

150 135 90.0 150 110 73.3 150 107 71.3 

養護老人ホーム

（民 間） 

217 197 90.8 217 196 90.3 217 214 98.6 

特別養護老人ホ

ーム(介護老人

福祉施設) 

3,297 3,021 91.6 3,355 3,263 97.3 3,422 3,331 97.3 

軽費老人ホーム 

（ケアハウス） 

970 868 89.5 1,017 899 88.4 1,017 954 93.8 

軽費老人ホーム

Ａ型 

200 198 99.0 200 196 98.0 200 194 97.0 

介護老人保健施

設 

2,523 2,394 94.9 2,590 2,389 92.2 2,590 2,455 94.8 

認知症対応型共

同生活介護（グ

ループホーム） 

1,197 － － 1,251 1,171 93.6 1,296 1,241 95.7 

（注）入所者数は各年度 4 月 1 日現在である。ただし、認知症対応型共同生活介護（グル

ープホーム）についての入所者数は各年度 9 月 30 日現在であり、平成 18 年度は利用

者数不明である。 

（出典：監査指導課作成資料を加工） 

 

上記各施設のサービス内容、サービスの利用者及び入所費用等は、以下のとおりである。 

①養護老人ホーム 

ア．サービスの内容 

入所者の生活の場として、食事、入浴などの日常生活上の世話が行われる。また、レク

リエーションや生活向上のための指導も行われる。 

イ．サービスの利用者 

おおむね 65歳以上の方で、家族や住居の状況など、現在置かれている環境の下では 
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在宅で生活することが困難であり、かつ、その人の属する世帯が生活保護を受けている

か、市町村民税の所得割が課されていないなど経済的に困窮している方。 

養護老人ホームに入所する程度の状態にあるかどうかについては、各区の保健福祉セ

ンター（福祉事務所）福祉・介護保険課内老人ホーム入所判定委員会の判定を受けて決

定される。 

ウ．費用（自己負担） 

入所者本人は収入などに応じて費用を負担。ただし 140,000 円/月額を上限とする。ま

た、入所者本人とは別に、扶養義務者は課税額に応じて費用を負担する。なお、入所す

る施設や本人の費用負担額によっては、負担額が尐なくなることがある。 

 

②特別養護老人ホーム［介護老人福祉施設］ 

ア．サービスの内容 

要介護者に対し施設サービス計画に基づき、入浴・排せつ・食事等の介護の世話、機

能訓練、健康管理、療養上の世話を行う施設である。 

イ．サービスの利用者 

65 歳以上で、身体上・精神上著しい障害があるため常時介護を必要とし、在宅介護が

困難な介護保険の要介護１～５までの方である。 

ウ．入所費用 

介護サービス費用の一割、食費、居住費等 

 

 特別養護老人ホームの平成 20年度の入所率は、97.3％とかなり高率となっている。特

別養護老人ホームを希望する方が多いのは入所期間の制限がないこと、及び有料老人ホ

ームなどに比べれば費用も安いことによる。なお、入所に当たっては要介護度が高い方

が優先されることになっているが、入所申込者も多く、全国的に待機者が多く発生して

いる中で、新たに入所するためには、要介護度が４か５でないと实質的に入居が難しい

状況である。 

 

③軽費老人ホーム（ケアハウス） 

ア．サービスの内容 

○各種相談、在宅サービスの有効な利用についての紹介 

  ○食事の提供 

○入浴の提供 

○緊急時の対応 など 

イ．サービスの利用者 

60 歳以上（夫婦で入所する場合はどちらかが 60歳以上）の方で、自炊ができない程度

の身体機能の低下があるか、または高齢などのため独立して生活するには不安がある方
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で、家族による援助を受けることが困難な方。 

ウ．費用（自己負担） 

生活費（食費、光熱水費）･･･････自己負担額 44,810円 

事務費（人件費など）･･･････････収入に応じて負担 

  管理費（家賃相当額）･･･････････施設が定める額 

＊そのほか、入居一時金、入居者個人が使用した電気・水道・電話代など、各施設に

よって設定された額を個人で負担する。また、事務費について施設の定員数などに

よって異なる。 

 

④軽費老人ホーム（Ａ型） 

ア．サービスの内容 

食事が提供されるほか、各種のレクリエーションなどの余暇活動や、入所者の状態に

よっては、必要な身の回りの世話が行われる。 

イ．サービスの利用者 

60 歳以上（夫婦で入居する場合はどちらかが 60歳以上）の方で、生活に充てることの

できる資産、所得、仕送りなどを合算したものが利用料の 2倍（月およそ 35万円）程度

以下のものであり、身寄りのない方、または家庭の事情により家族との同居が困難な方。 

ウ．費用（自己負担） 

  生活費（食費、光熱水費など）………自己負担額 52,780円 

  事務費（人件費、管理費など）………収入に応じて負担 

  

⑤介護老人保健施設 

ア．サービスの内容 

要介護者に対し施設サービス計画に基づき、看護、医学的管理下での介護、機能訓練

等の必要な医療、日常生活上の世話を行う施設である。 

イ．サービスの利用者 

65 歳以上で、症状が安定期にあり、入院治療をする必要はないが、リハビリテーショ

ンや看護・介護を必要とする要介護１から５までの方である。 

ウ．入所費用 

  介護サービス費用の一割、食費、居住費等 

 

  介護老人保健施設は、リハビリスタッフや看護師、医師等の配置基準が特別養護老人

ホームより多いため、特別養護老人ホームより多尐料金は高く設定されている。なお、

リハビリ等がより充实していることで、特別養護老人ホームより在宅復帰を念頭に置い

ているため、入所期間は特別養護老人ホームと違い終身制ではない。ただし、現实は、

特別養護老人ホームの入所待機者が多くを占めている。 
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⑥認知症対応型共同生活介護［グループホーム］ 

ア．サービスの内容 

認知症の方が 5～9人で共同生活をしながら、入浴・排せつ・食事等の介護その他の日

常生活上の世話及び機能訓練などのサービスを受ける住居である。 

イ．サービスの利用者 

65 歳以上で、認知症の診断を受けた要支援２（注）及び要介護１～５の方である。 

（注）要支援２の方は、介護予防認知症対応型共同生活介護の指定を受けた事業所の

み利用できる。 

ウ．入所費用 

介護サービス費用の一割、食費、家賃、光熱費等 

 

（高齢者生活福祉センター） 

施設種別 

平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

定員

（人） 

入所者

数（人） 

入所率

（％） 

定員

（人） 

入所者

数（人） 

入所率

（％） 

定員

（人） 

入所者

数（人） 

入所率

（％） 

生活支援ハウス 30 28 93.3 30 28 93.3 30 27 90.0 

（注）入所者数は各年度 4月 1日現在である。 

（出典：在宅支援課作成資料を加工） 

 

生活支援ハウスのサービス内容、サービスの利用者及び入所費用等は、以下のとおりで

ある。  

ア．サービスの内容 

○利用者に対し、住居を提供すること。 

○利用者に対する各種相談、助言を行うとともに、緊急時の対応を行うこと。 

○利用者が虚弱化などに伴い、介護保険サービス及び各種保健福祉サービスを必要と

する場合は、必要に応じ利用手続の援助などを行うこと。 

○利用者と地域住民との交流を促進するための各種事業を行うこと。また、地域交流

の場を提供すること。 

イ．サービスの利用者 

市内に居住する 60歳以上の方で、以下のいずれかに該当する方 

○介護保険施設に入所中で、非該当または要支援の認定を受け、退所する必要がある

が自宅での受入れが困難な方 

○長期入院中の人で、退院可能だが自宅での受入れが困難な方 

ウ．費用（自己負担） 

収入に応じて、利用者負担がある。なお、光熱水費などの实費が別途必要である。 
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生活支援ハウスの实施主体は市である。市は、「高齢者生活福祉センター運営事業の实施

について」（厚生省老人保健福祉局長通知 老発第 655号 平成 12年 9月 27 日）に基づき、

「福岡市生活支援ハウス運営事業实施要綱」（改正平成 17 年 4 月 1 日）を制定し、社会福

祉法人に運営を委託しており、平成 20年度における運営委託費の総額は、25,080千円であ

る。 

 また、生活支援ハウスは、平成 12年 3月 31日以前に、老人福祉法第 11条第 1項第 2号

の規定により、市により特別養護老人ホームに入所措置を受けていた方で、介護保険法の

規定により、非該当または要支援の認定を受けた方の受け皿として設立された経緯がある。 

 

（意見 40） 

生活支援ハウスは、在宅生活が困難であるが、養護老人ホームの措置の対象とはならな

い軽度者の行き場としての施設であり、同時に介護予防機能の促進を図ることで身体的機

能を維持し、在宅へ戻すことを目的としているが、生活支援ハウスの入所者状態は固定化

されており、新規の入居及び退去等の異動はほとんどなく、入居希望者数も非常に尐ない

状況である。なお、制度の社会的認知度が低いため、事業内容の認知度を高めることが課

題である。 

かかる状況の中、市として本事業の進退を含め、今後の運営方針を検討することが必要

であり、また、入退去实績が尐ない施設の問題点の改善を行い、委託料縮減の可能性を検

討することも必要と考える。 

 

（３）特別養護老人ホームの利用申込者数（待機者数）の状況（意見 41） 

厚生労働省は平成 21 年 12月 22日、特別養護老人ホームの入所待機者数を 42万 1259人

と発表した。前回調査（平成 18 年 3 月集計）の約 38 万 5000 人と比べて約 3 万 6000 人増

えている。前回は一部で人数を重複集計していたが、今回は重複を除外するよう調査して

おり、初めて实態に近い人数が明らかになっている。厚生労働省は「増加は高齢化が進ん

だことや、施設整備が計画通り進まないなどが要因で、深刻な状況」とみている。 

待機者のうち、在宅の人は 19万 8677人（47％）、他の介護施設などに入居する「在宅で

ない人」は 22 万 2582 人（53％）であり、在宅の待機者のうち入所が急がれる要介護４、

５の人は計 6万 7339人（16％）に上った。 

要介護度別では、要介護３が 11 万 372 人で最も多く、次いで要介護４が 9 万 9806 人、

要介護５が 7万 8719人だった。 

 

①市における特別養護老人ホームの利用申込者数（待機者数）の状況 

ア．市における平成 20年 10月 1日現在の特別養護老人ホームの利用申込者（待機者）の

施設別状況は、以下のとおりである。 
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区 施  設  名 定 員 利用申込者数 

東  区 

奈多創生園 380 人 360 人 

光薫寺ビハーラ 80 人 169 人 

サンシャイン 50 人 198 人 

なごみの里 74 人 232 人 

愛の里 81 人 177 人 

いきいき八田 73 人 310 人 

博多区 

洸寿園 100 人 284 人 

博多さくら園 50 人 486 人 

月隈愛心の丘 50 人 102 人 

シティケア博多 100 人 380 人 

アットホーム博多の森 99 人 126 人 

薔薇の樹苑 70 人 122 人 

中央区 

ライフケア大手門 70 人 459 人 

はなみずき園 50 人 406 人 

梅光園 75 人 115 人 

おざさ 29 人 76 人 

南  区 

花畑ホーム 110 人 309 人 

回生園 50 人 258 人 

花の季苑 50 人 433 人 

第 2花畑ホーム 80 人 321 人 

松月園 30 人 158 人 

シティケア長住 50 人 547 人 

鹿助荘 60 人 272 人 

城南区 

油山緑寿園 100 人 202 人 

油山福祉の里 50 人 205 人 

飛鳥 50 人 389 人 

別府しろくま園 80 人 117 人 

早良区 

恵風苑 100 人 208 人 

香楠荘 65 人 137 人 

たちばな 46 人 187 人 

あおぞら 50 人 268 人 

サンシャインプラザ 100 人 149 人 

けやき 81 人 237 人 

ライフケアしかた 69 人 129 人 
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西  区 

大寿園 150 人 215 人 

歴史の里 50 人 86 人 

寿生苑 80 人 339 人 

愛信園 100 人 254 人 

松生園 70 人 89 人 

七樹苑 71 人 149 人 

マナハウス 69 人 54 人 

リハモール福岡 72 人 116 人 

能古清和園 50 人 29 人 

マイネスハウス福重 29 人 44 人 

美の里 29 人 29 人 

45 施設の合計 3,422 人 9,932 人    

（注）上表の利用申込者（待機者）数については、同一人物が複数の施設に利用申込みを 

行う場合があるため、合計した数が利用申込者の实数を表すものではない。なお、同一人 

物の名寄せした結果の利用申込者数計は 6,524 人である。 

（出典：監査指導課作成資料） 

 

イ．市における平成 18年度から平成 20年度における各 4月 1日現在及び 10月 1日現在 

の利用申込者数（待機者数）の要介護度別の状況は、以下のとおりである。 

       （単位：人）  

区分 
平成 18年 平成 19年 平成 20年  

4月 1日 10月 1日 4月 1日 10月 1日 4月 1日 10月 1日  

要介護度４・５ 2,089 2,204 2,292 2,289 2,296 2,434  

要介護度１～３ 3,490 3,583 3,751 3,788 3,848 4,063  

申請中等 29 18 22 21 36 27  

総 数 5,608 5,805 6,065 6,098 6,180 6,524  

（出典：監査指導課作成資料） 

  

平成 18年度から平成 20年度において、漸次、利用申込者数（待機者数）は増加して 

おり、平成 20年度では施設定員数の 1.9倍の利用申込者数となっており、入所待機者数 

がかなり存在しているものと考えられる。 

なお、利用申込者数 6,524人のうち、要介護度４・５の方が 2,434 人（37.3％）であり、 

要介護度１～３の方が 4,063人（62.3％）である。 

 

ウ．市における平成 20年 10月 1日現在の利用申込者数（待機者数）の要介護度４、５ 
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 の方の所在地別状況は、以下のとおりである。 

 

     （単位：人） 

区分 

利用申込者の所在地 

総数 
在 宅 老 健 特 養 療養型 

グループ

ホーム 
病 院 

その他 

（注） 

要介

護度   

４・５   

人数 360  706  83  221  53  934  77  2,434  

割合 14.8% 29.0% 3.4% 9.1% 2.2% 38.4% 3.2% 100.0% 

総数 
人数 1,562  1,998  175  338  211  1,893  347  6,524  

割合 23.9% 30.6% 2.7% 5.2% 3.2% 29.0% 5.3% 100.0% 

（注）「その他」：介護保険外施設（有料老人ホーム、ケアハウス、養護老人ホームなど） 

（出典：監査指導課作成資料） 

 

   在宅の利用申込者（待機者）のうち入所が急がれる要介護４、５の方は計 360人（総

数に対する割合：5.5％）であるが、老人保健施設入所の利用申込者（待機者）のうち

要介護４、５の方は計 706人（同割合：10.8％）に上っている。 

 

エ．市における平成 20 年 10 月 1 日現在の利用申込者数（待機者数）の各要介護度別・

所在地別の状況は、以下のとおりである。 

                             （単位：人） 

区分 

利用申込者の所在地 

総 数 
在宅 

介護保険

施設等 
病院 

その他

（注） 

要介護５ 94  400  460  26  980  
2,434  

要介護４ 266  663  474  51  1,454  

要介護３ 367  692  433  74  1,566   

4,063 

 

要介護２ 409  565  279  86  1,339  

要介護１ 414  399  240  105  1,158  

申請中等 12  3  7  5  27  27  

総 数 1,562  2,722  1,893  347  6,524  6,524  

（注）「その他」：介護保険外施設（有料老人ホーム、ケアハウス、養護老人ホームなど） 

（出典：監査指導課作成資料） 
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区分 

利用申込者の所在地 

総 数 
在宅 

介護保険施

設等 
病院 

その他

（注） 

要介護５ 6.0% 14.7% 24.3% 7.5% 15.0% 
37.3% 

要介護４ 17.0% 24.4% 25.0% 14.7% 22.3% 

要介護３ 23.5% 25.4% 22.9% 21.3% 24.0%  

62.3% 要介護２ 26.2% 20.8% 14.7% 24.8% 20.5% 

要介護１ 26.5% 14.7% 12.7% 30.3% 17.7% 

申請中等 0.8% 0.1% 0.4% 1.4% 0.4% 0.4% 

総 数 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

（注）「その他」： 介護保険外施設（有料老人ホーム、ケアハウス、養護老人ホームなど） 

（出典：監査指導課作成資料） 

 

  利用申込者（待機者）のうち、在宅の方は 1,562 人（23.9％）、他の介護施設など（病

院を含む）に入居する「在宅でない人」は 4,962 人（76.1％）である。なお、他の介護

施設のうち、介護老人保健施設に入居する方は、1,998人（30.6％）であり、介護老人保

健施設入居者で特別養護老人ホームへの入居待機者がかなり多いことが推測される。 

  要介護度別では、要介護３が 1,566人（24.0％）で最も多く、次いで要介護４が 1,454

人（22.3％）であり、要介護５は 980人（15.0％）であった。 

  

（意見 41） 

平成 18 年度から平成 20 年度において、漸次、特別養護老人ホームの利用申込者数（待

機者数）は増加しており、平成 20年度では施設定員数の 1.9倍の利用申込者数（待機者数）

となっており、入所待機者数がかなり存在しているものと考えられる。 

市においては、特別養護老人ホームを含む介護保険 3 施設及び介護専用の居住系サービ

スの整備については、厚生労働省の示す参酌標準（平成 26年度において、介護保健施設及

び介護専用の居住系サービスの利用者数の合計を要介護２以上の認定者数の 37％以下とす

ることを目標とする）を勘案し、計画を進めている。ただし、厚生労働省の示す参酌標準

を勘案した整備計画定員数について、实際の利用申込者数（待機者数）の詳細な分析（实

際に施設を利用しようと考えている人は何人程度いるのか）からの検証は行っていない。 

市において实際の利用申込者数（待機者数）の詳細な分析を行い、分析結果に基づいて

施設整備計画を検証することにより、入所待機者の解消へ向けた施策を検討することが必

要と考える。 

なお、介護老人保健施設においても一部の施設で利用申込者数（待機者数）が多く発生

しているので、上記と同様な分析を行うことが必要である。 
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（４）高齢者福祉施設における職員の離職率（意見 42） 

平成 19年度における高齢者福祉施設の職員の人数、離職者の人数・離職率、採用者の人

数・採用率の状況は、以下のとおりである。なお、平成 20 年度の实績については、現在、

集計中ということで、未だ作成されていない。 

なお、以下の出典は、監査指導課作成資料である。 

 

●職員の人数（嘱託医は除外。以下同様。）   （単位：人） 

施設種別 総 数 看護職員 介護職員 
看・介護

職員小計 

看・介護 

以外の職員 

養護老人ホーム 90 6 35 41 49 

特別養護老人ホーム 2,497 196 1,666 1,862 635 

軽費老人ホームＡ型 38 2 10 12 26 

軽費老人ホーム（ケアハウス） 163 2 70 72 91 

合  計 2,788 206 1,781 1,987 801 

（注）職員数は平成 19年 4月 1日現在である。 

●離職者の人数     （単位：人） 

施設種別 総 数 看護職員 介護職員 
看・介護

職員小計 

看・介護 

以外の職員 

養護老人ホーム 9 0 5 5 4 

特別養護老人ホーム 715 107 485 592 123 

軽費老人ホームＡ型 6 0 1 1 5 

軽費老人ホーム（ケアハウス） 22 1 11 12 10 

合  計 752 108 502 610 142 

●離職率       

施設種別 総 数 看護職員 介護職員 
看・介護

職員小計 

看・介護 

以外の職員 

養護老人ホーム 10.0% 0.0% 14.3% 12.2% 8.2% 

特別養護老人ホーム 28.6% 54.6% 29.1% 31.8% 19.4% 

軽費老人ホームＡ型 15.8% 0.0% 10.0% 8.3% 19.2% 

軽費老人ホーム（ケアハウス） 13.5% 50.0% 15.7% 16.7% 11.0% 

合  計 27.0% 52.4% 28.2% 30.7% 17.7% 

全国平均 －  － 21.2% －  －  

●採用者の人数     （単位：人） 

施設種別 総 数 看護職員 介護職員 
看・介護

職員小計 

看・介護 

以外の職員 
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養護老人ホーム 5 0 4 4 1 

特別養護老人ホーム 720 116 493 609 111 

軽費老人ホームＡ型 6 0 1 1 5 

軽費老人ホーム（ケアハウス） 18 1 10 11 7 

合  計 749 117 508 625 124 

●採用率       

施設種別 総 数 看護職員 介護職員 
看・介護

職員小計 

看・介護 

以外の職員 

養護老人ホーム 5.6% 0.0% 11.4% 9.8% 2.0% 

特別養護老人ホーム 28.8% 59.2% 29.6% 32.7% 17.5% 

軽費老人ホームＡ型 15.8% 0.0% 10.0% 8.3% 19.2% 

軽費老人ホーム（ケアハウス） 11.0% 50.0% 14.3% 15.3% 7.7% 

合  計 26.9% 56.8% 28.5% 31.5% 15.5% 

 

●算出式 
      

＜離職率＞＝ 
平成 19年 4月 1日～平成 20年 3月 31日の離職者数 

 × 100 
 

平成 19年 4月 1日の实人員数  

       

＜採用率＞＝ 
平成 19年 4月 1日～平成 20年 3月 31日の採用者数 

 × 100 
 

平成 19年 4月 1日の实人員数  

●各施設の数       

 養護老人ホーム：3 施設、特別養護老人ホーム：42施設、軽費老人ホームＡ型：2施設、 

 軽費老人ホーム（ケアハウス）：19施設、合計：66施設    

 （注）平成 19年度以降開設の 施設(特養 3施設､ケア 2施設)はデータがないため未算入。 

●基礎資料       

・平成 20年度社会福祉施設指導監査事前提出資料   

・介護職員の全国の離職率（入所施設）は「平成 20年度介護労働实態調査｣（介護労働安定センター） 

 

 市は、高齢者福祉施設における職員の状況について指導監査事前提出資料により把握し

ており、平成 20 年度の職員の状況については、現在指導監査を实施中ということもあり、

把握・集計を行っていない。 

 平成 19 年度における高齢者福祉施設の介護職員の離職率は 28.2％（全国平均 21.2％）

と相当高い離職率となっている。また、採用率についても介護職員は 28.5％となっており、

介護職員の離職率及び採用率は非常に高いことが認められる。特に特別養護老人ホームの

介護職員の離職率及び採用率は高く、短期間にて職員の入れ替わりが行われている状況と

考えられる。 
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（意見 42） 

特別養護老人ホーム等高齢者福祉施設における介護職員の高い離職率等については、職

員処遇上の問題、すなわち職員の労働条件や就業上の環境の整備上の問題があるものと推

定される。市においては職員処遇面にて労働基準法や最低賃金法に抵触していないことは

監査指導時に確認しているが、介護職員の高い離職率等の原因分析は行われていない。 

職員処遇上の問題があれば、施設利用者に対して適切な処遇が实施されているのかとい

う利用者処遇にも影響を及ぼすことが考えられ、問題が認められる施設があれば、強く指

導を行う等の施策が必要となるため、今後、介護職員離職率等に係る实態調査等を实施し、

实態の把握・分析を行うことが必要と考える。 
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４．補助金交付状況について 

市においては、地方自治法第 232条の 2（寄附または補助）に基づき、補助金に係る予算

の執行について基本的な事項を定めた「福岡市補助金交付規則」（規則第 35 号 昭和 44年

4 月 1日）を定め、同規則に基づき補助金の決定・交付を行っている。 

市の高齢者福祉及び介護事業に係る平成 20 年度の各種補助金・交付金の金額は以下のと

おりである。 

(単位：千円) 

補助金名称  交付先 補助金額 

民間社会福祉施設運営費補助金  民間社会福祉法人 51,631 

軽費老人ホーム事務費補助金  民間社会福祉法人 502,625 

独立行政法人福祉医療機構資金借入金利子補助金  福岡市社会福祉協議会 112,850 

シルバー人材センター運営費補助金 （注） 
福岡市シルバー人材セ

ンター 
116,044 

老人クラブ連合会運営及び活動事業補助金 （注） 老人クラブ連合会 82,008 

老人クラブ活動事業補助金 （注） 老人クラブ 52,560 

高齢者福祉大会負担金 （注） 高齢者保健福祉大会 1,022 

高齢者スポーツ大会負担金 （注） 
高齢者健康スポーツ大

会 
874 

全国健康福祉祭参加事業補助金 （注） 
全国健康福祉祭参加事

業福岡市实行委員会 
6,371 

福岡市ふれあいデイサービス事業補助金  福岡市社会福祉協議会 2,000 

福岡市介護サービス評価支援事業補助金  福岡市社会福祉協議会 15,990 

福岡市認知症介護指導者フォローアップ研修事業

補助金 

 
民間社会福祉法人 58 

地域介護・福祉空間整備等交付金  民間社会福祉法人 156,237 

（出典：保健福祉局総務課作成資料を加工） 

 

上記の補助金一覧表のうち、（注）の記載がある補助金については、本報告書の他の箇所

にて補助金の検討を行っているため、根拠条文等及び目的のみ記載する。 

補助金名称 根拠条文等 目的 

シルバー人材センター 

運営費補助金 

（補助件数：1件） 

「シルバー人材センタ

ー運営費補助金交付要

綱」（改正 平成 14年 4

月 1日） 

福岡市シルバー人材センターの運営

費を補助するものである。 

 

⇒「１４．社団法人福岡市シルバー人材センターについて」を

参照 
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福岡市老人クラブ連合会

運営及び活動事業補助金 

（補助件数：1件） 

 

「福岡市老人クラブ連

合会運営及び活動事業

補助金交付要綱」（改正 

平成 17年 4月 1日） 

福岡市老人クラブ連合会が实施する

高齢者の社会活動を推進するために

实施する事業に対し、必要と認める補

助金を交付する 

 

⇒「１３．社団法人福岡市老人クラブ連合会について」を参照 

福岡市老人クラブ活動事

業補助金 

（補助件数：916件） 

「福岡市老人クラブ活

動事業補助金交付要綱」

（改正 平成 12 年 4 月

1日） 

福岡市内の各老人クラブの円滑な運

営を助成するために補助金を交付す

る。 

⇒「１３．社団法人福岡市老人クラブ連合会について」を参照 

福岡市高齢者保健福祉大

会負担金 

（補助件数：1件） 

 

老人福祉法第 13条 

（ただし、要綱等は存在

しない） 

 

高齢者の保健福祉に対する市民の関

心・理解を深め、高齢者の生きがい、

仲間づくり、健康づくりを支援するも

の。 

⇒「１３．社団法人福岡市老人クラブ連合会について」を参照 

福岡市高齢者スポーツ大

会負担金 

（補助件数：1件） 

 

老人福祉法第 13 条（た

だし、要綱等は存在しな

い）。 

高齢者の保健福祉に対する市民の関

心・理解を深め、高齢者の健康づく

り・仲間づくりを支援するもの。 

⇒「１３．社団法人福岡市老人クラブ連合会について」を参照 

全国健康福祉祭参加事業

福岡市实行委員会補助金 

（補助件数：1件） 

 

「全国健康福祉祭参加

事業福岡市实行委員会

補助金交付要綱」（改正 

平成 18年 4月 1日） 

全国健康福祉祭参加事業福岡市实行

委員会が行う全国健康福祉祭参加事

業に対し補助金を交付し、その円滑な

实施を助成することにより、高齢者の

福祉を増進することを目的とする。 

⇒「１３．社団法人福岡市老人クラブ連合会について」を参照 

 

（１）民間社会福祉施設運営費補助金（意見 43，44） 

①根拠条文規則 

「社会福祉法人の助成に関する条例」（福岡市条例 112 号 昭和 39 年 11 月 16 日）及び

「福岡市民間社会福祉施設（老人福祉施設）運営費補助金交付要綱」（改正平成 20年 4月 1

日）並びに「福岡市民間社会福祉施設（老人福祉施設）運営費補助金交付要綱細目」（改正

平成 20年 4月 1日） 

 

②補助金の概要 

（目的） 
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民間社会福祉施設（老人福祉施設）における入所者の処遇向上を図るための運営費等に

かかる補助を行うものである。 

（対象事業者） 

補助金の交付対象となる施設は、福岡市に所在する国及び地方公共団体以外の者が経営

する社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）第 2 条第 2 項第 3 号に定める施設で、以下の要

件をすべて満たすものとする。 

ア．「社会福祉法人指導監査要綱の制定について」（厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、

厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長連名通知 雇児発第 487 号・社援発第

1274 号・老発第 273 号 平成 13 年 7 月 23 日）及び関係法令等に基づく指導において、

適正な法人運営が確保されていると認められること。（注 1） 

イ．「老人福祉施設に係る指導監査について」（厚生省老人保健福祉局長通知 老発第 481

号 平成 12 年 5 月 12 日）に基づく当該施設の監査において、適正な施設運営が確保さ

れていると認められること。特に適切な入所者処遇及び適切な職員処遇が实施されてい

ること。（注１） 

ウ．社会福祉法人会計基準に基づく財産目録、貸借対照表及び収支決算書が公開されて

いること。（注 2） 

エ．毎年度、以下の aまたは bの事項が实施されていること。（注 3）（注 4） 

a．入所者に対して苦情解決の仕組みが周知されており、第三者委員を設置して適切な

対応を行っているとともに、入所者からのサービスに係る苦情内容及び解決結果の定

期的な公表を行うなど、利用者の保護に努めていること。 

b. 第三者評価を受審し、その結果についても公表を行い、サービスの質の向上に努め

ていること。 

 

  なお、上記にかかわらず、介護保険法の規定に基づく指定介護老人福祉施設（指定介

護密着型を含む）の指定を受けた特別養護老人ホーム及び指定特定施設入居者生活介護

（指定地域密着型及び指定介護予防を含む。以下「特定施設」という。）の指定を受けた

養護老人ホームまたは軽費老人ホーム（軽費老人ホームＡ型を含む）については、補助の

対象から除外するものとする。ただし、施設の一部が特定施設の指定を受けている施設に

おいては、一般入所者に係る分を補助の対象とする。 

 

（注 1）社会福祉法人の指導監査に当たり、改善指示事項が存在していたとしても、改善

指示事項の改善状況が提出され、適切に改善されたと判断されたならば適正な施設

運営が確保されていると認められるとしている。 

（注 2）社会福祉法人に当該書類が整備され、利用者が閲覧できる状態になっていること

を指す。市は指導監査の際に整備状況を確認している。 

（注 3）a について、補助金交付申請書に法人としての対応（苦情処理規定等の作成、外
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部への広報制度、施設内の掲示板での掲示）が記載され、市は当該記載内容を確認

することにより要件を満たしているものとし、また、指導監査の際にも苦情処理状

況を確認している。 

（注 4）市は、補助金の交付申請が行われた全施設につき aを満たしていることを確認し

ているため、bについては確認を行っていない。 

  

民間社会福祉施設運営費補助金は、「福岡市民間社会福祉施設運営費補助金交付要綱」

において、補助対象事業者の要件を定めている。監査人が、その要件の一つである「財

産目録、貸借対照表及び収支決算書の公開を行っている」という事項に関して、市はど

のように確認を行い、判断をしているのかを担当者に質問したところ、社会福祉法人に

当該書類が整備され、利用者が現地で閲覧できる状態になっていれば、公開されている

ものと判断しているとのことである。 

  なお、民間社会福祉施設運営費補助金について、補助金の交付が行われた社会福祉法

人が「福岡市民間社会福祉施設運営費補助金交付要綱」に記載されている補助対象事業

者としての要件をすべて満たしているかについての要件チェック結果については文書化

されていない。 

 

（意見 43） 

「福岡市民間社会福祉施設運営費補助金交付要綱」において、交付対象事業者の要件を

定めている。その要件の一つである「財産目録、貸借対照表または収支決算書の公開を行

っている」という事項に関して、社会福祉法人において財産目録、貸借対照表または収支

決算書の要約をホームページ上で公開していない法人があるが、ホームページ上で公開す

るよう指導し、また、ホームページが作成されていない場合には、社会福祉法人のパンフ

レット等により公開させることも一つの方法であると考える。 

 

（意見 44） 

 民間社会福祉施設運営費補助金について、補助金の交付が行われた社会福祉法人が「福

岡市民間社会福祉施設運営費補助金交付要綱」に記載されている補助対象事業者としての

要件をすべて満たしているかについての要件チェック結果については、文書化することが

必要と考える。なお、要件チェックにおいて漏れがないか確認するために、チェックリス

トを作ることも有用であると考える。 

 

（主な対象施設） 

ア．養護老人ホーム 

イ．軽費老人ホーム 

（補助の種類） 
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民間社会福祉施設運営費補助金の補助の種類は以下のア（運営費補助）とイ（臨時職

員雇用経費補助）の二つである。 

ア．運営費補助 

入所者の処遇向上、施設職員の待遇改善及び事業費支出の補助。 

以下の事項が運営費の対象である。 

○役職員の健康診断に関する費用 

○役職員に対する教育訓練に要する費用 

○建物、備品等の修繕及び模様替えの費用 

○建物、備品等の損害保険料 

○施設行事における給食費 

○医薬品の購入、健康診断の实施及び施設消毒費 

○利用者のための新聞雑誌の講読、行事演芸会の实施費用 

イ．臨時職員雇用経費補助 

常勤職員・嘱託医以外の施設に勤務する職員を雇用したときの賃金についての補助。 

（補助金の算定額） 

ア．運営費補助 

 

 

a．事務費基準額については、「老人福祉法第 11 条の規定による措置事務の实施に係る

指針について（厚生労働省老健局長通知 平成 18年 1月 24日）」「軽費老人ホームの設

備及び運営について（厚生省社会局長通知 社老第 17号 昭和 47年 2月 26日）」の中

の別表で定められた単価を使用する。 

b．運営費補助率は以下のとおりである。 

 

区分 補助率（％） 

養護老人ホーム 2.0 

軽費老人ホーム 2.5 

（出典：福岡市民間社会福祉施設運営費補助金交付要綱細目） 

c．入所者数は前年度の月初日時点の平均入所者数とする。 

イ．臨時職員雇用経費補助 

a．限度額算定式（限度額の算定） 

 

b．補助額算定式（補助対象額の算定） 

 

賃金日額は、別途局長が定める額とする。 

③過去 3年度の支給实績 

事務費基準額（a）×運営費補助率（b）×入所者数（c）×12か月 

賃金日額×当該年度の総日数×0.8 

賃金日額×雇用日数×0.8 
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(単位：千円) 

 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

補助金額 24 件 58,458 26件 58,494 24件 51,631 

（出典：監査指導課作成資料） 

平成 20 年度においては養護老人ホーム、軽費老人ホームの全施設が申し込み、市が要綱

に基づき対象事業者の検討を行った結果、全施設が対象事業者の要件を充たしていたため、

全施設に補助金を交付している。 

平成 19年度は 58,494千円、平成 20年度は 51,631千円と民間社会福祉施設運営費補助金

の補助金額は減尐している。その理由としては、行政コスト削減という市の方針に基づき、

補助金の支給額を減らす傾向にあるためである。 

 

④監査手続と結果 

監査人は、市が民間社会福祉施設運営費補助金を交付するに当たって实施した、要綱に

基づく交付の申請及び決定並びに实績報告内容確認の手続が行われているかを確かめるた

め、平成 20年度の 3事業所に係る補助金について、以下の書類を閲覧し検討を行った。 

 「補助金交付申請書」 

 「補助金交付決定通知書」 

 「補助金实績報告書」 

 「補助金確定通知書」 

 

この結果、上記 3 事業所の補助金の計算及び支出対象経費については、要綱に基づいて

計算されており、また、書類上の形式面等も特に問題となる事項は認められなかった。 

 

（２）軽費老人ホーム事務費補助金 

①根拠条文規則 

「老人福祉法第 24 条 2 項」及び「社会福祉法人の助成に関する条例」（福岡市条例 112

号 昭和 39 年 11 月 16 日）並びに「福岡市軽費老人ホーム事務費補助金交付要綱」（改正 

平成 17年 4月 1日） 

 

②補助金の概要 

（目的） 

原則として 60歳以上の方で、家庭環境、住宅事情等の理由により居宅において生活する

ことが困難な老人を、低額な料金で軽費老人ホームに入所させ、もって老人が健康で明る

い生活が送れるよう、軽費老人ホームの事務費について補助を行うものである。 

（対象事業者） 

福岡市内に老人福祉法第 20条の 6に規定する軽費老人ホームを設置する社会福祉法人に
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対し、軽費老人ホームの運営事業に要する費用のうち、利用者から徴収する事務費を減免

した場合、その減免した額に対し補助する。 

（補助対象経費） 

補助対象経費となる事務費とは、社会福祉法人会計基準の資金収支決算書勘定科目のう

ち、人件費支出、事務費支出、事業費支出のうち保健衛生費、人件費積立金及び施設設備

費等積立金、並びに本部会計繰入金（特別運営費にかかる分のみ）に充当する経費とする。 

（補助金の算定） 

軽費老人ホームにおいて实際に補助対象経費に要する实支出額と、昭和 47 年 2 月 26 日

厚生省社会局長通知「軽費老人ホームの設備及び運営について」の別紙「軽費老人ホーム

設置運営要綱」に規定する事務費に基づく年間合計額とを比較し、いずれか尐ない方の額

から、上記要綱及び昭和 57年 5月 15日社老第 51号社会局老人福祉課長通知「軽費老人ホ

ームの設置及び運営（本人からの事務費徴収額、特別運営費）について」に基づく利用者

からの事務費徴収額の年間合計額を控除し、上記の課長通知に規定する特別運営費を加算

した額（算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）

を、予算の範囲内で交付するものとする。 

 

③過去 3年度の支給实績 

(単位：千円) 

 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

補助金額 21 件 495,257 23 件 497,444 23件 502,625 

（出典：監査指導課作成資料） 

 

④監査手続と結果 

監査人は、市が軽費老人ホーム事務費補助金を交付するに当たって实施した、要綱に基

づく交付の申請及び決定並びに、实績報告内容確認の手続が行われているかを確かめるた

め、平成 20年度の 3事業所に係る以下の書類について検討を行った。 

 「補助金交付申請書」 

 「補助金交付決定通知書」 

 「補助金实績報告書」 

 「補助金確定通知書」 

 

この結果、上記 3 事業所の補助金の計算については、要綱に基づいて計算されており、

また、書類上の形式面等も特に問題となる事項は認められなかった。 

 

（３）独立行政法人福祉医療機構資金借入金利子補助金 

①根拠条文規則 
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「独立行政法人福祉医療機構資金借入金利子補助要綱」（改正平成 18年 8月 1日） 

 

②補助金の概要 

（目的） 

社会福祉事業の振興を図るため、社会福祉法人及び日本赤十字社が独立行政法人福祉医

療機構から借り入れた資金に係る借入利子について社会福祉法人福岡市社会福祉協議会が

補助を行う事業に対する補助金を交付する。 

（対象事業者、補助の対象） 

市の区域内で社会福祉施設を経営する社会福祉法人等が行う社会福祉事業施設の新設、修

理、改造、拡張、整備または災害復旧に要する資金として独立行政法人福祉医療機構から

借入れた資金に係る借入利子について社会福祉法人福岡市社会福祉協議会が補助金を交付

する事業 

（参考図） 

 

補助金交付 

申請・实績報告 

 

申請・報告    利子額補助 

資金貸付 

 

元本利子返済 

 

 

（補助金算定） 

社会福祉法人等が、当該年度に支払った機構借入金に係る利子の額で、社会福祉法人福

岡市社会福祉協議会が補助の対象としたものの総額及び社会福祉法人福岡市社会福祉協議

会が事業の实施に要した事務経費の額の合計額とする。ただし、毎年度予算の範囲内とす

る。 

 

③過去 3年度の支給实績 

(単位：千円) 

 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

補助金額 1 件 141,247 1 件 126,539 1件 112,850 

対象法人（注） 111法人 109法人 106法人 

（注）対象法人には、保育所、障害者（児）福祉施設を運営する法人を含む。 

（出典：監査指導課作成資料） 

福岡市社会福祉協議会 福岡市 

社会福祉法人等 独立行政法人福祉医療機構 
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④監査手続と結果 

監査人は、市が独立行政法人福祉医療機構資金借入金利子補助金を交付するに当たって

实施した、要綱に基づく交付の申請及び決定並びに、实績報告内容確認の手続が行われて

いるかを確かめるため、平成 20年度の独立行政法人福祉医療機構資金借入金利子補助金に

係る以下の書類について検討を行うとともに、支給対象の全社会福祉法人（106法人）の利

子額について検討を行った。 

 「独立行政法人福祉医療機構資金借入金利子補助金交付申請書」 

 「独立行政法人福祉医療機構資金借入金利子補助金交付決定書」 

 「独立行政法人福祉医療機構資金借入金利子補助金請求書」 

 「独立行政法人福祉医療機構資金借入金利子補助に係る事業報告書」 

 

上記検討の結果、補助金の計算については要綱に基づいて計算されており、また、書類

上の形式面等についても、特に問題となる事項は認められなかった。 

 

（４）ふれあいデイサービス事業補助金（意見 45） 

①根拠法令規則 

「福岡市ふれあいデイサービス事業補助金交付要綱」（改正平成 18年 4月 1日） 

 

②補助金の概要 

（目的） 

虚弱等高齢者の介護予防を図るとともに、生きがいづくりや社会参加活動を促進するた

めに、地域で实施される「ふれあいデイサービス事業」に対して補助金を交付するもので

ある。 

（補助の対象団体） 

社会福祉法人福岡市社会福祉協議会 

（補助の対象事業） 

公民館、老人いこいの家、地域の集会所等において以下の活動を实施する事業 

ア．日常動作訓練 

イ．健康チェック 

ウ．教育講座（健康・生きがい関係） 

エ．レクリエーション活動 

オ．創作活動 

カ．趣味の活動 

キ．その他市長が補助することについて特に必要と認めるもの 

（補助事業の基準） 

補助対象の事業となるには、以下の基準に合致する必要がある。 
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ア．対象者は虚弱やひとり暮らし等で、家に閉じこもりがちな、おおむね 65歳以上の高

齢者である。 

イ．対象地域は、小学校区である 

ウ．利用人数は 1日当たりおおむね 10人以上である 

エ．開設は、週 1回以上かつ、1日当たり 4時間以上である 

オ．運営委員は常時 3人以上を配置する。 

（社会福祉法人福岡市社会福祉協議会の助成対象団体） 

社会福祉法人福岡市社会福祉協議会の助成対象団体は、校区社会福祉協議会や校区社会

福祉協議会から推薦を受けた地域のボランティア団体など営利を目的としない社会福祉団

体とし、各小学校区当たり 1か所である。 

（補助対象経費） 

以下の経費に関する補助金の交付を行う。 

ア．教養講座や創作活動等に要する講師謝礼等の経費。ただし、対象者が負担すべき材

料費等を除く 

イ．事業の運営に要する備品購入費や共用材料費 

ウ．事業の運営に携わるボランティア等職員の食事等の経費 

エ．会場借り上げに要する経費 

オ．事業の周知等の広報経費 

カ．その他事業の運営に必要な経費 

（補助金の算定） 

補助金の金額は、申請を行った 1 校区当たり年額 500,000 円を限度とし、市長が必要と

認めた額である。 

 

③過去 3年度の支給实績 

(単位：千円) 

 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

補助金額 1 件 2,000 1 件 2,000 1件 2,000 

補助金交付先は福岡市社会福祉協議会 1件のみ。助成の対象となっている団体は 4団体で

ある。 

（出典：地域保健課作成資料） 

 

 

④監査手続と結果 

監査人は、市がふれあいデイサービス事業補助金を交付するに当たって实施した、要綱

に基づく交付の申請及び決定並びに、实績報告内容確認の手続が行われているかを確かめ

るため、平成 20年度の以下の書類について検討を行った。 



 

201  

 「補助金交付申請書」 

 「交付決定通知書」 

 「实績報告書」 

 「収支計算書」 

 「事業实績調査確認書」 

 「補助金確定通知書」 

 

（意見 45） 

各社会福祉団体の实績報告書に添付された収支計算書にて計上されている補助金の収

入・支出状況を確認したところ、全 4団体のうち、1つの社会福祉団体においては収入の中

に前年度繰越金が、支出の中に次年度繰越金が記載されていた。当該繰越金が生じている

理由は、毎年生じている市以外からの寄附金収入累計を前年度・次年度と繰越したためで

ある。 

实績報告書の収支計算書は「福岡市補助金交付規則」（規則第 35号 昭和 44年 4月 1日）

に定められているとおり、補助金の交付目的に関する収入・支出状況を記載したものであ

り、収支計算書に繰越金といった補助金の収入、支出以外の内容を記載することは適切で

はない。そのため、市は社会福祉団体が提出した实績報告書に添付された収支計算書の内

容を確認し、補助金に関する内容のみ記載するよう指導を徹底する必要があると考える。 

 

（５）福岡市介護サービス評価支援事業補助金（意見 46） 

①根拠法令規則 

「福岡市介護サービス評価支援事業補助金交付要綱」（改正平成 19年 4月 1日） 

 

②補助金の概要 

（目的） 

「福岡市介護サービス評価システムに関する要綱」（改正平成 19 年 4 月 1 日）（以下、

この項において「評価システム要綱」と言う。）に基づき、介護サービスの評価を行う評

価機関及び評価を受ける事業所、施設に対し、市が助成する。 

（対象事業者） 

ア．評価機関を運営する法人及び福岡市域を事業实施地域とする事業所を運営する法人

またはその開設者とする。 

イ．前項に規定する事業者のうち、事業所が福岡市域外に所在する事業者については、

サービス評価を受けた日において市の介護保険被保険者がサービスを利用している場合

に限り補助事業者とする。ただし、本市以外の自治体からサービス評価に関する補助金

等の助成を受けることができる場合は、補助事業者としない。 

ウ．評価機関は、「評価システム要綱」第8条に規定する評価機関の要件を備えていなけ
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ればならない 

 ＜評価システム要綱第8条＞ 

評価機関は、次に定める要件をすべて備えることを必要とする。 

○運営主体が法人格を有していること。 

○事業内容等に関する透明性の確保や守秘義務規定が整備されていること。 

○市が定める評価基準をもとに評価を行うこと。 

○評価手順が明確に定められていること。 

○評価判定が公正に行われる組織体制となっていること。 

○評価事業を適切に行うための評価調査者、その他の要員を有していること。 

○独自の評価調査者研修プログラムが定められていること。 

○評価に関する異議申し立てや苦情への対応方法が確立されていること。 

○評価結果等の市民への情報提供方法が確立されていること。 

○適切な評価料金が定められていること。 

○その他市長が必要と認める要件。 

エ．評価機関事務所開設費等補助は、「評価システム要綱」第8条に規定する要件を備え

た評価機関を市において最初に設置した法人を補助事業者とする。ただし、評価機関を

設置することが確实である市長が認めた場合においては、評価機関を設置する予定の法

人を補助事業者とすることができる。 

（対象事業） 

補助金の交付対象となる補助金は、「評価システム要綱」に基づき、評価機関が行うサ

ービス評価に関する事業とする。 

（補助の種類） 

ア．評価料負担軽減補助 

事業者に対し、評価機関へ支払う評価料の負担を軽減するための補助金を介する。補

助金の額は、以下のサービス種類ごとに、事業者が運営する事業所を単位として、それ

ぞれに定める額とする。 

a．居宅サービス、地域密着型サービス及び居宅介護支援サービス 

評価料の85％または17万円のいずれか低い額 

b．施設サービス 

評価料の70％または14万円のいずれか低い額 

イ．評価機関運営費補助 

評価機関運営法人に対し、評価機関の運営費のうち評価料収入、その他の収入で賄え

ない費用について、安定的な運営を図るための補助金を交付する。補助金の額は、総事

業費から評価料収入、その他の収入を控除した額とする。 

ウ．評価機関事務所開設費等補助 

評価機関運営法人に対し、サービス評価業務を行う上で必要な備品等の調弁費用及び
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評価結果分析システム開発費用等の初期投資に要する費用について、サービス評価業務

の円滑な实施を図るための補助金を交付する。 

補助金の額は、市長が必要と認めた額とする。 

⇒平成20年度においては該当事務所がないため、補助金は交付されていない。 

 

③過去 3年度の支給实績 

(単位：千円) 

補助金額 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

評価機関運営費補助 15,604 6,621 10,420 

評価料負担軽減補助 59件 9,790 65件 10,600 34 件 5,570 

合計 25,394 17,221 15,990 

（出典：施策推進課作成資料） 

 

④監査手続と結果 

監査人は、福岡市介護サービス評価支援事業補助金について、補助金を交付する対象事

業者が「福岡市介護サービス評価支援事業補助金交付要綱」の対象事業者の要件をすべて

満たしているか確認すると共に、市が福岡市介護サービス評価支援事業補助金の交付に当

たり要綱に基づいて交付申請の確認及び交付の決定並びに实績報告書の確認が行われてい

るかを確かめるため、平成 20年度の福岡市介護サービス評価支援事業補助金に関する書類

について検討を行った。 

 

ア．対象事業者の検討（○は対象事業者が、要件を満たしていることを表す。） 

運営主体が法人格を有していること。 ○ 
独自の評価調査者研修プログラムが定

められていること。 
○ 

事業内容等に関する透明性の確保や守

秘義務規定が整備されていること。 
○ 

評価に関する異議申し立てや苦情への

対応方法が確立されていること。 
○ 

福岡市が定める評価基準をもとに評価

を行うこと。 
○ 

評価結果等の市民への情報提供方法が

確立されていること。 
○ 

評価手順が明確に定められているこ

と。 
○ 適切な評価料金が定められていること。 ○ 

評価判定が公正に行われる組織体制と

なっていること。 
○ その他市長が必要と認める要件。 ○ 

評価事業を適切に行うための評価調査

者、その他の要員を有していること 
○ 

 

 

検討の結果は上記のとおりであったが、福岡市介護サービス評価支援事業補助金につい
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て、平成 20年度に補助金の交付が行われた「介護サービス評価センターふくおか」が、「福

岡市介護サービス評価支援事業補助金交付要綱」第 3 条にある補助対象事業者の要件をす

べて満たしているかの要件チェック結果については文書化されていなかった。 

 

（意見 46） 

福岡市介護サービス評価支援事業補助金について、平成 20年度に補助金の交付が行われ

た「介護サービス評価センターふくおか」が、「福岡市介護サービス評価支援事業補助金交

付要綱」第 3 条にある補助対象事業者の要件をすべて満たしているかの要件チェック結果

については文書化することが必要と考える。なお、要件チェックにおいて漏れがないか確

認するために、チェックリストを作ることも有用であると考える。 

 

イ．補助金交付に関する手続の検証 

a．評価料負担軽減補助 

交付申請書が月ごとに提出されるため、監査人は、年間の申請書等から 6月、12月の 2

か月分の申請書を抽出した。 

 「福岡市介護サービス評価支援事業補助金交付申請書」 

 「補助金交付申請明細書」 

 「補助金交付申請委任状」 

 「認証の写し」 

 「事業補助金交付決定通知書」 

ｂ．評価機関運営費補助 

また、平成 20年度の全件（1件）について以下の書類を閲覧した。 

 「福岡市介護サービス評価支援事業補助金（運営費補助）交付申請書」 

 「事業補助金交付決定通知書」 

 「請求書」 

 「事業实績報告書」 

 「事業補助金確定通知書」 

 

この結果、上記の補助金の計算については要綱に基づいて計算されており、また、書類

上の形式面等についても、特に問題となる事項は認められなかった。 

 

（６）認知症介護指導者フォローアップ研修事業補助金 

①根拠法令規則 

「福岡市認知症介護指導者フォローアップ研修事業補助金交付要綱」（改正平成 19年 5月 1

日） 
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②補助金の概要 

(目的) 

福岡市認知症介護指導者フォローアップ研修事業に参加する研修生を派遣する介護保険

施設、居宅サービス事業者に対して助成を行う。 

（対象事業者） 

介護指導者フォローアップ研修に参加する研修生を派遣する介護保険施設、居宅サービ

ス事業者である。 

（対象経費） 

以下の事項に関する資金とする。 

ア．研修参加に必要な交通費 

イ．研修参加に必要な宿泊費用 

（補助金の算定） 

福岡市職員等旅費支給条例に基づく交通費・宿泊を基準として、予算の範囲内で市長

が決定する。 

 

③過去 3年度の支給实績 

(単位：千円) 

 平成 18年度 平成 19年度 平成 20 年度 

補助金額 2件 117 2 件 96 1件 58 

（出典：施策推進課作成資料） 

 

当補助金の額は尐額である。そのため、金額面からみれば必要性に疑念が生じる。しか

し、「認知症介護实践者等養成事業の实施について」（厚生労働省老健局長通知 老発第

0515007号 平成 20年 5月 15日）の別紙「認知症介護实践者等養成事業实施要綱」におい

て、都道府県等は研修参加者の経費負担の軽減に努めることが望ましいとの規定があるこ

と、また、研修修了者は、本市が实施する認知症介護实践者等養成事業の研修講師として

の役割も担ってもらっていることから、市としては当補助金について必要であると考えて

いる。 

 

④監査手続と結果 

監査人は、市が認知症介護指導者フォローアップ研修事業補助金を交付するに当たって

实施した、要綱に基づく交付の申請及び決定並びに、实績報告内容確認の手続が行われて

いるかを確かめるため、平成 20年度に生じた全件について以下の書類の検討を行った。 

 「福岡市認知症介護指導者養成研修事業補助金交付申請書」 

 「福岡市認知症介護指導者フォローアップ研修事業補助金交付決定通知書」 

 「福岡市認知症介護指導者研修フォローアップ事業实績報告書」 
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 「福岡市認知症介護指導者フォローアップ研修事業補助金確定通知書」 

 

この結果、補助金の計算については要綱に基づいて計算されており、また、書類上の形

式面等についても、特に問題となる事項は認められなかった。 

 

（７）地域介護・福祉空間整備等交付金 

①根拠法令規則 

「地域介護・福祉空間整備等交付金及び地域介護・福祉空間推進交付金の实施について」

（厚生労働省老健局長通知 老発第 0104001号 平成 19年 1月 4日） 

 

②補助金の概要 

（目的） 

市町村は、住民にとって身近な日常生活圏域を単位として公的介護施設等の面的な配置

構想を基に、今後 3 年以内に实施する基盤整備事業を明らかにした面的整備計画を作成す

ることができる。その計画推進のため、交付を行うものである。 

交付金については、地域介護・福祉空間整備等交付金及び地域介護・福祉空間推進交付

金などがある。 

 

地域介護・福祉空間整備等交付金 地域介護・福祉空間推進交付金 

（対象事業者） 

交付の対象となる事業は、公的介護施設等

の面的な配置構想を達成するため、次に掲げ

る施設等を整備する事業である。 

 

 

a．地域密着型サービス拠点 

ⅰ．小規模多機能型居宅介護拠点 

ⅱ．小規模（定員 29 人以下）の特別養

護老人ホーム 

ⅲ．小規模（定員 29 人以下）の特定施

設入居者生活介護の認定を受けたケア

ハウス 

ⅳ．認知症高齢者グループホーム 

ⅴ．認知症対応型デイサービスセンター 

ⅵ．夜間対応型訪問介護ステーション 

 

交付の対象となる事業は、公的介護施設等

の整備に関する面的な配置構想を達成する

ため、次に掲げる事業に必要な経費が対象で

ある。 

 

a．夜間対応訪問介護の实施のために必要

な事業 

b．高齢者と障害者や子供との共生型サー

ビスを行う事業 

c．「高齢者活力創造」地域再生プロジェ

クトの推進のための、地域における包

括的サービス推進事業 

d．その他高齢者が居宅において自立した

生活を営むことができるよう支援する

事業。事業立ち上げの初年度に必要な

設備整備に関する事業 
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b．小規模（定員 29 人以下）の老人保健施

設 

c．介護予防拠点 

d．地域包括支援センター 

e．生活支援ハウス 

 

（採択基準） 

高齢者が介護が必要になっても住み慣れ

た日常生活圏域において生活を継続するこ

とができるようにするための基盤整備が求

められる中で、公的介護施設等の整備状況に

地域差があることを踏まえ、整備を行う必要

性が高い整備計画から優先して採択する。 

地域の实情に応じた实効性のある地域介

護・福祉空間形成を推進する必要があること

から、地域介護・福祉空間整備等交付金の採

択基準に沿って、予算の範囲内で採択する。 

 

（対象経費） 

面的整備計画に基づく施設等の整備（施設

の整備と一体的に整備されるものであって、

地方厚生（支）局長が必要と認めた整備を含

む。）に必要な工事費または工事請負費及び

工事事務費（工事施工のため直接必要な事務

に要する費用であって、旅費、消耗品費、通

信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をい

い、その額は工事費または工事請負額の

2.6％に相当する額を限度とする）。 

ただし、別の負担（補助）金等において別

途補助対象とする費用を除き、工事費または

工事請負費には、これと同等と認められる委

託費及び分担金及び適当と認められる購入

費等を含む。 

面的整備計画に基づく設備の整備に必要

な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費、

報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅

費、役務費、委託料または工事請負費。 

 

（注）に関する補助金の対象経費は以下のと

おりである。 

面的整備計画に基づく設備の整備に必要

な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費ま

たは工事請負費。 

（補助額） 

以下の金額は配分の基準単価である。改修・増床等の工事が事業年度をまたぐときには、

翌事業年度に繰越が行われる。 
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以下の配分の基礎単価の合計額と、対象経

費の实支出額の合計額を比較して尐ない方

の額を交付額とする。 

小規模多機能型 

居宅介護拠点 

 

15,000千円 

特別養護老人ホーム 

1ユニット 

2ユニット以上 

 

20,000千円 

40,000千円 

ケアハウス 

1ユニット 

2ユニット以上 

 

20,000千円 

40,000千円 

認知症高齢者 

グループホーム 

 

15,000千円 

認知症対応型 

デイサービスセンター 

 

10,000千円 

夜間対応型 

訪問介護ステーション 

 

5,000千円 

老人保健施設 25,000千円 

介護予防拠点 7,500千円 

地域包括センター 1,000千円 
 

以下の金額と対象経費の实支出額の合計

額を比較して尐ない方の額を交付額とする 

夜間対応訪問介護の

实施のために必要な

事業 

 

 

30,000千円 

高齢者と障害者や子

供との共生型サービ

スを行う事業 

 

 

3,000千円 

「高齢者活力創造」地

域再生プロジェクト

の推進のための、地域

における包括的サー

ビス推進事業 

 

 

 

 

3,000千円 

その他高齢者が居宅

において自立した生

活を営むことができ

るよう支援する事業。

事業立ち上げの初年

度に必要な設備整備

に関する事業（注） 

 

 

 

 

 

 

3,000千円 
 

 

③過去 3年度の支給实績 

(単位：千円) 

 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

補助金額 7件 447,756 4件 156,160 4 件 156,237 

うち、市の交付金のみ 7件 154,651 4件 156,160 4 件 156,237 

（出典：施設支援課作成資料） 

 

平成 18年度から平成 19年度にかけて補助金額は大きく減尐している。これは平成 18年

度までは、都道府県交付制度と市町村交付金制度の 2 種類により成り立っていたが、国庫

補助負担金の一般財源化に伴い、都道府県交付制度が廃止され、市町村交付金制度のみに

なったためである。制度の変遷は以下のとおりである。 

平成 17年度～平成 18 年度 都道府県交付制度と市町村交付制度の 2種類 

【算定根拠】 

配分基礎単価×整備数×調整率（都道府県別に 4 段階あ
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り）×整備要望数／整備数にショートスティ併設の分を補

助する制度もあり。 

【都道府県と市の負担】 

都道府県が約 3分の 2、市が約 3分の 1負担。 

都道府県の補助金については市が支払い、その分を都道府

県から受け入れる。 

平成 19年度～平成 20 年度 市町村交付制度のみ 

 

④監査手続と結果 

監査人は、市が社会福祉施設整備費等補助金を交付するに当たって实施した、要綱に基

づく交付の申請及び決定並びに、实績報告内容確認の手続が行われているかを確かめるた

め、平成 20年度に補助金の交付が生じた全件（4件）について以下の書類の検討を行った。 

 「申請書」 

 「選定委員会議事録」 

 「選定委員会審査集計表」 

 「内示書」 

 「決定通知書」 

 「交付決定決裁書」 

 「交付通知書」 

 「着工・完了届」 

 「实績報告書」 

 「確定決裁書」 

 

この結果、上記 4 件の補助金の計算については要綱に基づいて計算されており、また、

書類上の形式面等についても、特に問題となる事項は認められなかった。 
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５．社会福祉法人等に対する指導監査について 

（１）指導監査の概要 

社会福祉法人及び老人福祉施設（以下「社会福祉法人等」という）に対する監査は、社

会福祉法人等の適正な運営と円滑な事業経営のために、関係法令・通知等を遵守し適正な

事業運営を实施しているか否かを個別的に明らかにし、必要に応じて法人及び施設に対し

て是正措置を講じさせるとともに、さらにその水準向上のための助言、指導を行うことに

より、利用者の福祉の向上を図るものである。 

社会福祉法人等に対する指導監査は、一般監査と特別監査があり、一般監査は、関係法

令・通知や指導監査方針に基づき、毎年度 1回定期的に行われる監査であり、必要に応じ、

指導事項の是正状況を確認する確認監査も行われている。なお、前年度の指導監査結果等

から特に大きな問題が認められない社会福祉法人については、法人運営に関する指導監査

を 2年に 1回または、4年に 1回とすることができる。 

特別監査は、社会福祉法人等の運営等に重大な支障が生じるおそれがある、または生じ

ている場合や不祥事が発生した場合等に特定の事項について重点的に指導するために行わ

れるものである。 

新設された社会福祉法人等については、社会福祉法人または老人福祉施設として遵守す

べき基本的事項の指導を中心に監査が行われている。 

 

指導監査の根拠法令は、以下のとおりである。 

① 社会福祉法人（運営主体）に対する法人運営に関する監査は、社会福祉法第 56条に基

づき、「社会福祉法人指導監査要綱の制定について」（厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、

社会・援護局長、老健局長連名通知 雇児発第 487 号・社援発第 1274 号・老発第 273 号

平成 13年 7 月 23 日）による。 

② 老人福祉施設（運営施設）に対する施設運営に関する監査は、社会福祉法第 70条及び

老人福祉法第 18 条に基づき、「老人福祉施設に係る指導監査について」（厚生省老人保健

福祉局長通知 老発第 481号 平成 12年 5月 12日）による。 

 

（２）社会福祉法人等に対する指導監査の状況 

市の社会福祉法人等に対する指導監査については、「社会福祉法人等指導監査实施要綱」

（改正平成 20年 4月 1日）が制定されており、当該实施要綱に基づき、監査が行われてい

る。市においては、定期監査は各年度に 1 回实施されている。ただし、前年度の指導監査

結果等から特に大きな問題が認められない社会福祉法人については、法人運営に関する指

導監査を 2年に 1回实施している。  

平成 20 年度は、社会福祉法人等について、定期監査として平成 20 年 6 月下旪から平成

21 年 1 月下旪にかけて法人監査対象 74 法人 社会福祉施設監査対象 95 施設（うち、老人

福祉施設が 71 施設、障がい者施設が 24 施設）の实地調査が行われている。なお、平成 20
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年度は特別監査の対象となる社会福祉法人等はなかったため、特別監査は行われていない。 

指導監査は、施設の規模及び事務処理能力を勘案し、総務部監査指導課 2～8人のチーム

編成にて、1日 1施設の監査が行われている。 

なお、監査指導課監査第 2 係が法人運営、施設運営、経理関係の監査を、監査指導課監

査第 1 係が利用者処遇関係の監査を分担して实施しており、監査の实施は、法人・施設・

経理・利用者処遇の各所定の監査チェックリストを用いて行われている。 

 

（３）法人運営、施設運営等における指導監査事項の内容 

市では、社会福祉法人・施設に対する指導監査の統一的实施を図るため、指導監査事項、

根拠法令、評価事項等を集約した監査基準を定めている。その種類には施設運営、経理、

利用者処遇の各監査基準があり、また、社会福祉法人の運営の監査基準がある。 

「社会福祉法人指導監査要綱の制定について」及び「老人福祉施設に係る指導監査につ

いて」に基づき、市は独自の監査基準を作成しており、内容分類は以下のとおりである。

また、各分類項目はさらに細分化された監査項目から構成されており、監査基準は、原則

としてその内容を見直し、毎年改訂されている。 

 

 社会福祉法人監査基準・・・法人運営に関する事項、財務管理に関する事項 

 老人福祉施設監査基準・・・施設運営に関する事項、財務管理に関する事項、利用者処

遇に関する事項 

 

○監査基準（平成 20年度）における評価事項に対する区分（評価区分）は以下のとおりで

ある。 

評価区分 説 明 指導形態 改善報告 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ掲載 

Ａ 

１ 福祉関係法令又は通知等に明らかに違反し、

利用者処遇や施設運営等に重大な支障が生じ

ている場合又は生じるおそれがある場合 

２ その他施設運営の根幹に関わる事項であり、

その改善の状況の確認を必要とする場合 

３ 本来、評価区分のＢに該当する項目である

が、前年度に指導したにもかかわらず、全く改

善されていない場合 

文書指導 
要 

（文書） 
する 

Ｂ 

福祉関係法令又は通知等に抵触しているが、

利用者処遇や施設運営等に重大な支障が生じ

ない場合 

文書指導 
要 

（文書） 
しない 

Ｃ Ａ及びＢ以外で、改善すべきもの 口頭指導 不要 しない 
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（４）定期監査結果について（指摘 12，13、意見 47） 

①社会福祉法人等に対する平成 20年度における定期監査の实施状況 

市における社会福祉法人等に対する平成 20 年度における定期監査の实施状況は以下の

とおりである。 

なお、定期監査終了後には、法人・施設の関係職員に対して監査結果について講評を

行い、口頭指導項目以外については、後日、評価区分Ａ及びＢの改善事項を文書にて指

導し、法人に改善状況報告書を提出させている。 

       （単位：団体） 

区分 対象数 实施数 

文書指摘を行った数 

 
うち、Ａ指摘

を行った数 

社会福祉法人（注） 74 74 70 28 

社
会
福
祉
施
設 

老
人
福
祉
施
設 

養護老人ホーム 1 1 1 0 

盲養護老人ホーム 1 1 1 1 

聴覚、言語障害者養護老人ホーム 1 1 1 0 

特別養護老人ホーム 45 45 44 23 

軽費老人ホーム（ｹｱﾊｳｽ） 21 21 21 6 

軽費老人ホームＡ型 2 2 2 2 

〔小計〕 71 71 70 32 

障がい者施設 24 24 18 7 

〔合計〕 95 95 88 39 

（注）社会福祉法人は、老人福祉施設、障がい者施設を経営する法人と社会福祉協議会（8

法人）の合計数であり、こども未来局所管の社会福祉法人を除く。 

（出典：監査指導課作成資料） 

 

上記社会福祉法人 74 法人のうち、老人福祉施設を経営する市所轄の法人は、36法人であ

る。このうち、前年度の指導監査結果等から特に大きな問題が認められない社会福祉法人 5

法人については法人運営に関する指導監査を实施しないこととしている。なお、实施しな

いことについて判断した根拠資料は作成されている。 

また、上記老人福祉施設 71施設については、施設運営に関する事項、財務管理に関する

事項の指導監査はすべて实施されているが、利用者処遇に関する事項の監査が以下の施設

において实施されていない。 

  特別養護老人ホーム        6施設 

  軽費老人ホーム（ケアハウス）   6施設（前年度においても未实施） 
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  軽費老人ホームＡ型        2施設（前年度においても未实施） 

 

（指摘 12） 

老人福祉施設 71施設については、施設運営に関する事項、財務管理に関する事項の指導

監査はすべて实施されているが、利用者処遇に関する事項の監査が以下の施設において实

施されていない。 

  特別養護老人ホーム        6施設 

  軽費老人ホーム（ケアハウス）   6施設（前年度においても未实施） 

  軽費老人ホームＡ型        2施設（前年度においても未实施） 

利用者処遇に関する事項の監査を实施していない理由として、前年度の指導監査結果等

から特に大きな問題が認められなかったため、当年度は利用者処遇に関す指導監査を实施

しないこととしたとのことであるが、市制定の「社会福祉法人等指導監査实施要綱」（改正

平成 20年 4月 1日）には「社会福祉施設に対する指導監査は、利用者の処遇、職員の配置

及び勤務条件、経理状況、設備の状況等施設の運営管理全般にわたって総合的に实施する」

と記載されており、利用者処遇の指導監査を实施しないことに関する記載はない。 

利用者処遇に関する指導監査は、施設サービス上の問題、衛生管理上の問題、居室の設

備上の問題等を改善し、適正な施設運営を図る上で必要なものであり、市の指導監査实施

要綱に基づき、实施することが必要である。 

 

②平成 20年度における社会福祉法人、老人福祉施設の指摘内容分類 

平成 20年度における社会福祉法人、老人福祉施設の指摘内容分類は以下のとおりである。

（以下の出典：監査指導課作成資料） 

ア．社会福祉法人 74 法人（老人福祉施設、障がい者施設を経営する法人と社会福祉協

議会（8法人）の合計） 

a．法人運営に関する事項 

（単位：件） 

区分 Ａ Ｂ Ｃ 

定款に関すること 2 6 1 

役員等の構成、選任等に関すること 15 69 42 

理事会に関すること 9 35 34 

評議員会に関すること 10 25 11 

監事に関すること 4 10 13 

社会福祉事業、公益・収益事業に関すること 1 4 9 

その他 0 0 2 

合計 41 149 112 
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b．財務管理に関する事項 

（単位：件） 

区分 Ａ Ｂ Ｃ 

会計管理体制に関すること 0 9 4 

財産管理に関すること 5 18 3 

資金計画、経営状況に関すること 0 1 0 

経理規程、帳簿類に関すること 0 43 4 

決算処理に関すること 4 47 14 

収入管理に関すること 0 5 0 

支出管理、契約に関すること 3 12 3 

その他 0 0 0 

合計 12 135 28 

 

イ．老人福祉施設 71施設 

a．施設運営に関する事項 

（単位：件） 

区分 Ａ Ｂ Ｃ 

職員の配置状況に関すること 0 4 1 

職員の労働条件等に関すること 6 89 24 

運営規程等の諸規程、帳簿類に関すること 3 44 10 

施設設備の整備、維持管理に関すること 0 0 1 

苦情処理に関すること 3 21 10 

防災対策に関すること 1 8 4 

その他 0 0 0 

合計 13 166 50 

 

b．財務管理に関する事項 

（単位：件） 

区分 Ａ Ｂ Ｃ 

会計管理体制に関すること 2 17 4 

財産管理に関すること 2 14 4 

資金計画、経営状況に関すること 1 0 0 

経理規程、帳簿類に関すること 0 10 1 

決算処理に関すること 2 40 23 

収入管理に関すること 0 7 4 
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支出管理、契約に関すること 6 36 8 

その他 0 0 0 

合計 13 124 44 

 

c. 利用者処遇に関する事項 

（単位：件） 

区分 Ａ Ｂ Ｃ 

人員基準に関すること 2 12 1 

施設サービス計画に関すること 1 44 19 

身体拘束に関すること 2 43 6 

事故発生防止及び対応に関すること 1 64 11 

衛生管理に関すること 4 66 11 

苦情処理に関すること 0 19 8 

利用料、その他の費用に関すること 1 24 2 

施設及び設備に関すること 3 12 2 

入退所に関すること 6 29 13 

介護に関すること 0 10 13 

運営規程に関すること 0 3 0 

地域との連携に関すること 0 1 2 

勤務体制の確保に関すること 0 5 1 

秘密保持に関すること 0 1 0 

その他 0 0 0 

合計 20 333 89 

 

③平成 20年度社会福祉法人等指導監査復命書等の閲覧結果 

平成 20 年度指導監査状況を把握するために、監査人は、老人福祉施設を経営する市所

轄の社会福祉法人 36 法人のうち 5 法人、及び老人福祉施設 71 施設のうち 12 施設の指導

監査復命書、監査指導結果及び改善状況報告書を閲覧した。平成 20 年度指導監査は平成

19年度の法人運営・施設運営等が対象となる。 

なお、指導監査復命書は各法人・施設の指導事項の評価区分を決定する書類であり、指

導事項の評価区分、指導監査結果等が詳細に記載されている。 

指導監査復命書等の閲覧結果は以下のとおりである。 

 

ア．指導事項の評価区分のＡがある法人・施設は 5 法人すべて及び 12 施設中 11 施設あ

り、また、指導事項の評価区分のＢ指導事項もかなり多い法人・施設もあり、法人・施

設の適正な運営と円滑な事業経営に問題が多いことが認められる。また、1 法人の法人



 

216  

運営及び 1 施設の施設運営については前年度も同じ評価区分Ａを受けており、改善され

ていない。なお、この指摘事項自体は改善命令等に該当するような内容のものではない

が、2年続けて同様な評価を受けることは問題である。 

イ．監査基準では、評価区分のＢに該当する項目であるが、前年度に指導したにもかか

わらず、全く改善されていない場合はＡ評価区分となるが、1 施設においては当該条件

に該当する指導事項が 3件あったが、Ｂ評価に据え置かれていた。市では、各施設の事

務処理の向上を図るための指導監督に重点を置いており、評価区分はその内容や状況に

応じて弾力的な運用を行っているとのことである。現在の弾力的運用は、監査基準での

取扱いと整合性を欠いており、各指導監査評価基準の評価区分の实態に即した見直しと

ともに、監査基準での取扱いを明確にすることが必要である。（ただし、平成 21 年度

においては、監査基準の改定が行われており、「前年度指導したにもかかわらず、全く

改善されていない場合は、指導内容の重大性に応じ、上位の評価区分とする場合があ

る。」と評価区分の弾力的運用が規定されている。） 

ウ．市制定の「社会福祉法人等指導監査实施要綱」においては、指導監査結果について

は、綿密に分析し、その問題点を明らかにするとともに、これに対してとるべき措置を

検討の上、復命書を作成して上司に報告を行い、是正・改善を要する事項について、当

該者社会福祉法人等の長に対して、速やかに文書をもって通知することとされている。

今回、指導監査復命書等を閲覧した限りでは、指導監査結果の分析、検討及び文書通知

等の点に関して問題となる事項は認められなかった。 

 

（指摘 13) 

監査基準では、評価区分のＢに該当する項目であるが、前年度に指導したにもかかわら

ず、全く改善されていない場合はＡ評価区分となる。監査指導復命書等閲覧の結果、1施設

においては当該条件に該当する指導事項が 3 件あったが、Ｂ評価に据え置かれていた。市

では、各施設の事務処理の向上を図るための指導監督に重点を置いており、評価区分はそ

の内容や状況に応じて弾力的な運用を行っているとのことである。 

現在の弾力的運用は、監査基準での取扱いと整合性を欠いており、各指導監査評価基準

の評価区分の实態に即した見直しとともに、監査基準での取扱いを明確にすることが必要

である。（ただし、平成 21年度においては、監査基準の改定が行われており、「前年度指導

したにもかかわらず、全く改善されていない場合は、指導内容の重大性に応じ、上位の評

価区分とする場合がある。」と評価区分の弾力的運用が規定されている。） 

 

（意見 47） 

指導監査復命書等閲覧の結果、指導事項の評価区分のＡがある法人・施設は、5法人すべ

て及び 12施設中 11施設あり、また、指導事項の評価区分のＢ指導事項もかなり多い法人・

施設もあり、法人・施設の適正な運営と円滑な事業経営に問題が多いことが認められる。
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また、1法人の法人運営及び 1施設の施設運営については前年度も同じ評価区分Ａを受けて

おり、改善されていない。なお、この指摘事項自体は改善命令等に該当するような内容の

ものではないが、2年続けて同様な評価を受けることは問題であり、別途、改善策等を入手

するなど、厳しい指導監督を行うことが必要であると考える。 

 

 

（５）指導監査体制（意見 48） 

社会福祉法人等の法人運営、施設運営、経理関係、入所者処遇の監査を担当する総務部

監査指導課（監査第 1 係及び監査第 2 係）の監査体制は以下のとおりである（平成 21 年 9

月 1日現在）。 

課 長  1名（在課年数 3年 5か月） 

係 長  2名（在課年数 1年 5か月、2年 5か月） 

主 査  1名（在課年数 0年 5か月）  

職 員  4名（在課年数 0年 5か月～4年 5か月） 

   嘱託職員 1名（在課年数 1年 5か月） 

 

前述のとおり、指導監査は、施設の規模及び事務処理能力を勘案し、総務部監査指導課 2

～8 人のチーム編成にて、1 日 1 施設の監査が行われている。平成 20 年度における社会福

祉法人等施設監査は、74法人、95施設を対象として实施されている。このほか、監査指導

課では、介護保険施設の介護報酬に関する事項及び利用者処遇に関する事項の指導監督も

实施している。 

また、監査指導課は社会福祉法人の財政的基盤の状況についての把握が求められており

（「社会福祉法人等指導監査实施要綱」第 3 条第 3 項）、かつ、職務分掌として老人福祉施

設及び介護老人保健施設の全般的運営管理（施設の入所者数の管理、施設の職員の状況把

握等）等も行うこととされている。 

 

（意見 48） 

指導監査の实施に当たっては、指導監査事項の区分ごとに関係法令及び関係指導指針に

ついての十分な知識及び経験が必要であり、現在の監査指導課の人員、職務分掌（老人福

祉施設及び介護老人保健施設の全般的運営管理（施設の入所者数の管理、施設の職員の状

況把握等）等も行う）では、年間 95施設（障がい施設を含む）の指導監査及び介護保険施

設の介護報酬に関する事項及び利用者処遇に関する事項の指導監督を十分に行うことがで

きる体制とは言い難い。社会福祉法人等の指導監査、介護保健施設の指導監督の質を向上

させるためには、今後、指導監査・監督人材の育成、監査人員の増員あるいは職務分掌の

見直し等を図ることが必要と考える。また、外部の専門家の利用についても検討すること

は有用と考える。 
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６．介護保険における指導監督について 

（１）介護保険における指導監督の概要 

介護保険における指導監督については、平成 18年 4月に施行された改正介護保険法にお

いて、「指導」と「監査」とが明確に区分された。これを受けて発出された「介護保険施設

等の指導監督について」（厚生労働省老健局長通知 老発第 1023001号 平成 18年 10月 23

日）において、「介護保険施設等指導指針」及び「介護保険施設等監査指針」（以下「指導

監査指針」という。）が制定され、以下のように「指導」と「監査」の役割が規定されてい

る。 

①「指導」においては、利用者の自立支援及び尊厳の保持を念頭に置き、制度管理の適正

化とより良いケアの实現に向けて、介護サービス事業者のサービスの質の確保・向上を図

ることを主眼として实施する。 

・「实地指導」は、「介護保険施設等实地指導マニュアル」等を活用し、サービスの質の向

上を図る観点から、虐待防止や身体拘束廃止等に向けた介護サービス事業者の取組みに

対して实地での援助的指導を行う。 

・「集団指導」は、適正なサービスを提供するための介護サービス事業者に対する必要な情

報伝達の場であり、制度の周知や理解の促進を図るとともに、報酬請求に係る過誤や不

正を防止するため講習等の方法により行う。 

②「監査」は、利用者からの情報等から介護サービス事業者の指定基準違反や不正請求等

が疑われるとき、その確認及び行政上の措置が必要であると認める場合に、介護保険法の

規定に基づき实施する。 

 

上記指導及び監査の流れは、以下のとおりである。 

○指導 

①集団指導 

制度管理の適正化指導 

 ・指定基準の制度説明 

 ・介護保険法の趣旨・目的の周知及び理解の促進 

    ・介護報酬請求に係る過誤・不正防止 

②实地指導（介護保険法第 23条・第 24条に基づく） 

 ア．運営指導（一般指導） 

 著しい運営基準違反（虐待、身体拘束等）が確認された場合 

 ・生命に危険がある場合⇒監査へ変更 

 ・生命の危険がない場合⇒一般行政指導（請求に関係すれば過誤調整で処理） 

 イ．報酬請求指導（一般指導） 

 報酬請求に不正が確認された場合 

 ・著しく悪質な請求と認められる場合⇒監査へ変更 
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 ・上記以外の場合⇒一般行政指導（必要に応じ過誤調整で処理） 

○監査 

①指定基準違反等の確認について必要があると認めるときは实地検査を行う。  

・改善勧告に至らない場合⇒改善報告書 

・指定基準違反の場合⇒勧告・命令等⇒指定の取消等 

・指定時点からの基準違反⇒指定の取消等 

②实地指導から監査に変更した場合 

・著しい運営基準違反（生命の危険がある場合）⇒勧告・命令等⇒指定の取消等 

・著しく悪質な請求の場合⇒勧告・命令等⇒指定の取消等 

・指定時点からの指定基準違反または不正な請求の場合⇒指定の取消等 

    

以上、これらの「指導監査指針」による「指導」と「監査」を適切に活用することによ

り、介護保険制度の適正な運営の確保が図られている。 

 

（２）介護保険サービス事業者等に対する指導監督の状況 

市の介護保険サービス事業者等に対する指導監督については、「福岡市介護保険サービス

事業者等監査要綱（改正平成 20年 4月 1日）及び「福岡市介護保険サービス事業者等指導

要綱」（改正平成 20 年 4 月 1 日）が制定されており、当該实施要綱に基づき、指導監督が

行われている。市においては、指導はすべてのサービス事業者を対象とするが、重点的か

つ効率的な指導を行う観点から、選定については一定の計画に基づいて实施されている。 

運営指導及び報酬請求指導の实地指導は、施設サービスを行っている介護保健施設につ

いては総務部監査指導課第 1 係（指導チーム 3 人程度で 1 施設实施）が担当し、居宅サー

ビス等介護サービス事業者については総務部監査指導課在宅サービス指導係（指導チーム 2

人程度で 1事業所实施）が担当している。なお、实地指導は、「介護保険施設等实地指導マ

ニュアル」に基づき行われており、实地指導の結果、改善を要すると認められた事項及び

介護報酬について過誤による調整を要すると認められた場合には、後日文書によりその旨

の通知を行い、市は当該施設・サービス事業者等に対して、文書で通知した事項について

文書により改善報告を求めている。（注） 

 

 （注）实地指導における評価事項に対する評価区分は、指摘、指導、口頭であり、社 

会福祉法人・老人福祉施設の評価区分Ａ、Ｂ、Ｃに準ずることになっており、評 

価区分の指摘、指導については文書での通知及び改善報告を求めている。 

 

市における介護保険サービス事業者等に対する指導監督の担当部署及び対象は、以下の

とおりである。 
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指導監督担当部署 指導監督対象 対象種類 備考 

総務部監査指導課 

監査第１係 

施設サービス事業所 

（介護保険施設） 

介護老人福祉施設（特別養護

老人ホーム） 

地域密着型介護老人福

祉施設・特定施設を含

む。 

介護老人保健施設  

介護療養型医療施設 県指定であるので、市

の指導対象外。 

総務部監査指導課 

在宅サービス指導係 

居宅介護支援事業所等 居宅介護支援、介護予防支援  

居宅サービス事業所 

訪問介護、訪問入浴介護、訪

問看護、訪問リハビリテーシ

ョン、通所介護、通所リハビ

リテーション、短期入所生活

介護、短期入所療養介護、特

定施設入所者生活介護、福祉

用具貸与、居宅療養管理指導 

介護予防を含む。 

地域密着型サービス 

事業所 

認知症対応型通所介護、小規

模多機能型居宅介護、認知症

対応型共同生活介護（グルー

プホーム）、夜間対応型訪問

介護 

介護予防を含む。 

（出典：監査指導課作成資料を加工） 

 

（３）介護保険施設に対する指導（意見49） 

平成20年度における介護保険施設に対する指導实績は以下のとおりである。 

市は、前年度の实地指導の指導結果を踏まえ、当年度の实地指導対象施設を総務部長決

裁により決定している。 

なお、平成20年度においては、介護保険施設に対する監査については該当事項がないた

め行われていない。 

（単位：施設） 

区分 対象数 实施数 
文書指導を行った数 

 うち指摘を行った数 

介護老人福祉施設 45 29 21 18 

介護老人保健施設 26 15 15 9 

 （出典：監査指導課作成資料）  

○平成20年度における介護保険施設の指導内容分類 
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①介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 39施設 

ア．介護報酬に関する事項                                     

（単位：件）             

区分 
文書指導 

口頭指導 
指摘 指導 

介護報酬に関すること 23 37 14 

 （注）利用者処遇に関する事項については、「５．社会福祉法人等に対する指導監査に

ついて」の「（４）定期監査結果について」の箇所の「ｃ．利用者処遇に関する事項」

の表（215Ｐ）に含まれている。 

 （出典：監査指導課作成資料） 

 

②介護老人保健施設 15施設 

ア．利用者処遇に関する事項 

（単位：件） 

区分 
文書指導 

口頭指導 
指摘 指導 

人員基準に関すること 1 7 1 

施設サービス計画に関すること 1 17 7 

身体拘束に関すること 0 13 3 

事故発生防止及び対応に関すること 0 26 7 

衛生管理に関すること 3 26 8 

苦情処理に関すること 0 5 1 

利用料、その他の費用に関すること 1 10 1 

施設及び設備に関すること 0 0 1 

入退所に関すること 1 5 1 

介護に関すること 0 6 4 

運営規程に関すること 0 0 0 

地域との連携に関すること 0 0 0 

勤務体制の確保に関すること 0 0 0 

秘密保持に関すること 0 0 0 

その他 1 2 15 

合計 8 117 49 

（出典：監査指導課作成資料） 
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イ．介護報酬に関する事項 

（単位：件） 

区分 
文書指導 

口頭指導 
指摘 指導 

介護報酬に関すること 11 35 13 

   （出典：監査指導課作成資料） 

 

（意見 49） 

市は、前年度の实地指導の指導結果を踏まえ、当年度の实地指導対象施設を総務部長決

裁により決定している。 

しかし、平成20年度において指摘、指導等の文書指導事項が多い状況であるため、施設

ごとの实地指導結果を分析し、「特に大きな問題が認められる」施設については毎年实地指

導を行い、それ以外の施設については例えば、3年に1回实地調査を行う等効率的かつ効果

的に指導を实施することが必要と考える。 

また、そのためには、選定基準を明確にし、文書化することが必要と考える。 

 

（４）居宅等介護サービス事業所に対する指導（指摘14、意見50，51） 

市の居宅等介護サービス事業所に対する指導は、原則毎年100件程度を選定して实地指導

が行われている。なお、選定に当たっては、以下の点を考慮し選定している。 

ア．国、県、施設指導等との合同指導 

イ．地域密着型サービス事業所指定更新前及び併設事務所 

ウ．市指定事業所、市指定管理者事業所 

エ．苦情、内部告発等 

オ．その他（継続指導等） 

 

居宅等介護サービス事業所に対する指導实施方針については、別途「平成20年度福岡市

介護保険サービス事業者等实地指導（介護給付適正化实地調査）实施方針」が定められ、

また实施方法についても「实地指導（介護給付適正化实地調査）实施手順」が定められて

おり、当該方針、实施手順に基づき、实地指導が行われている。 

なお、株式会社コムスンの不正事案を受け、介護サービス事業者による不正事案の再発

を防止し、介護事業の適切な運営を確保する観点から「経済財政改革に関する基本方針

2007」（平成19年6月19日閣議決定）においては、「医療・介護サービスの質向上・効率化プ

ログラム」を推進することとされ、同プロジェクトにおいて、介護サービス事業者に対す

る法令遵守を徹底させるため、「平成20年度から平成24年度までの5年間で営利法人のすべ

ての介護サービス事業者に対し指導監査を实施」することとされている。市においては、「営

利法人の運営する介護サービス事業所に対する監査实施方針」を制定し、平成20年度より
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営利法人の運営する介護サービス事業所に対して指導監査を行っている。 

 

①平成18～20年度における实地指導等实施状況 

平成18～20年度における实地指導等实施状況は、以下のとおりである。     

  （単位：件） 

類型 平成18年度 平成19年度 平成20年度 

支援サービス 28 24 20 

居宅サービス 48 53 48 

地域密着型サービス 11 24 25 

合計 87 101 93 

（注）1．平成18年度及び平成19年度は、すべて实地指導である。 

   2．平成20年度は、实地指導74件、監査1件、営利法人に対する監査18件である。 

（出典：監査指導課作成資料） 

 

 

 

②平成20年度における類型別实地指導等实施状況 

平成20年度における類型別实地指導等实施状況は、以下のとおりである。 

                                                                   （単位：件） 

類型 種類 
实地指

導 

営利法

人監査 
監査 合計 

指定事

業者数 

实施率

（％） 

支

援

サ

ー

ビ
ス 

居宅介護支援（県指定） 15 1 0 16 298 5.4 

介護予防支援（市指定） 4 0 0 4 28 14.3 

小計 19 1 0 20 326 6.1 

居
宅
サ
ー
ビ
ス
（
県
指
定
） 

訪問介護 11 1 0 12 249 4.8 

訪問入浴介護 0 0 0 0 12 0.0 

訪問看護 2 0 0 2 66 3.0 

訪問リハビリテーション 2 0 0 (注 1)2 1 200.0 

通所介護 8 1 0 9 205 4.4 

通所リハビリテーション 11 0 0 11 68 16.2 

短期入所生活介護 1 0 0 1 48 2.1 

短期入所療養介護 4 0 0 (注 1)4 2 200.0 

特定施設入居者生活介護 6 1 0 7 57 12.3 

福祉用具貸与 0 0 0 0 92 0.0 

小計 45 3 0 48 800 6.0 
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地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

（
市
指
定
） 

認知症対応型通所介護 1 0 0 1 28 3.6 

小規模多機能型居宅介護 1 0 0 1 13 7.7 

認知症対応型共同生活介護

（グループホーム） 
8 14 1 23 85 27.1 

小計 10 14 1 25 126 19.8 

合 計 74 18 1 93 1252 7.4 

（注）1．指定事業者数には、みなし指定（介護保険サービス事業者として申請しなくても

指定事業者とみなされる制度）を含まない。 

   2．指定事務所数は平成 20年 4月 1日現在である。 

（出典：監査指導課作成資料） 

 

居宅等介護サービス事業所に対する指導は、原則毎年 100 件程度を目途に实地指導が行

われているが、指定事業者数に対する全体の指導实施率は 7.4％と低い实施率となっている。   

また、特に指定事業者数が多い居宅介護支援、訪問介護、通所介護に対する指導实施率

は、それぞれ 5.4％、4.8％、4.4％とかなり低い实施率となっている。 

 指定事業者の指定有効期間は 6 年であるので、仮に 6 年間にて全指定事業所の实地指導

を行うとすると毎年 200件程度の实地指導が必要となる。 

 

○平成20年度における实地指導等による介護報酬請求の過誤調整（給付返還）状況は、以

下のとおりである。 

サービス種類 給付返還事業所数 給付返還額 主な返還理由 

介護予防支援 

居宅介護支援 
2事業所 213千円 

運営基準減算（サービス担当者

会議なし、モニタリングなし） 

訪問介護 5事業所 6,342千円 

訪問介護計画に基づき、訪問介

護の提供を行うことが必要で

あるが、訪問介護計画がなし 

通所介護 3事業所 166千円 

通所介護計画に基づき、通所介

護の提供を行うことが必要で

あるが、通所介護計画がなし 

通所リハビリテーション 1事業所 826千円 

通所リハビリテーション計画

に基づき、通所リハビリテーシ

ョンの提供を行うことが必要

であるが、通所リハビリテーシ

ョン計画がなし 

合計 11事業所 7,547千円  
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（注）上記はすべて实地指導の結果、指摘されたものである。   

（出典：監査指導課作成資料） 

 

市は、居宅等介護サービス事業者に対する实地指導にて指摘した事項については、事業

者より改善報告書を提出させているが、翌年のフォロー指導等については行われていない。 

 

（指摘 14） 

居宅等介護サービス事業所に対する指導は、原則毎年 100 件程度を目途に实地指導が行

われているが、指定事業者数に対する全体の指導实施率は 7.4％と低い实施率となっている。

また、特に指定事業者数が多い居宅介護支援、訪問介護、通所介護に対する指導实施率は、

それぞれ 5.4％、4.8％、4.4％とかなり低い实施率となっている。 

過去の株式会社コムスンの不正事案を受け、介護サービス事業者による不正事案の再発

を防止し、介護事業の適切な運営を確保する観点から、指導实施率をもっと高めることが

必要である。 

 

（意見 50） 

居宅等介護サービス事業者に対する实地指導にて指摘した事項については、事業者より

改善報告書を提出させているが、翌年のフォロー指導については行われていない。 

指摘した事業所のうち、介護給付等対象サービスの質の確保上問題がある先あるいは保

険給付の返還額が多い先等については、翌年度においてもフォロー指導を行うことが必要

であると考える。 

 

③認知症対応型共同生活介護（グループホーム）に対する監査の状況 

平成 20 年度において、市は、グループホームＮ事業所に対して介護保険法第 78 条の 6

第 1項及び第 115条の 15第 1項の規定に基づき監査を实施し、「指定地域密着型サービス

等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」（厚生労働省令第 34号平成 18年 3月 14日）

を遵守していないことが認められたので、平成 20年 8月 22日付にて介護保険法第 78条の

8 第 1項及び第 115条の 16第 1項の規定に基づき、改善勧告を行っている。 

主な勧告理由は、以下のとおりである。 

・ 2 ユニットのうち、1 階及び 2 階のユニットについて年度途中より管理者及び計画

作成担当者が不在。 

・ 2 階のユニットの指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たる介護従事者の勤務

及び勤務予定について、日中の介護従事者が 1名しかいない月がある。 

・ 身体的拘束を行っている利用者について、その際の必要な記録等がない。 

・ ユニットごとの介護従事者の日々の勤務体制、常勤・非常勤の別、管理者との兼務

関係、夜間及び深夜の勤務の担当者等が明確にされていない。また、介護従事者の
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資質の向上のための研修が行われていない。 

・ 食材費を 1 人当たり月 39,000 円と運営規定に記載し徴収しているが、实際に使用

した金額は、1人当たり月平均 20,000円程度である。 

 

Ｎ事業所からは、市に対して平成 20年 9月 1 日付にて勧告事項改善報告書の提出が行わ

れており、以降その運営については一定の正常化が見られていたが、市が平成 21年 5月に

事業所の管理者から報告を受け、現状を確認したところ、労務管理においても不適切な部

分が見受けられている。なお、平成 21年 7月 1日から事業所の管理者が不在となり、介護

従事者も退職が相次いでいるために人員基準違反となるおそれが生じていたが、Ｎ事業所

より平成 21年 7月 9日付けにて管理者変更の届出書が提出されたことにより、人員基準違

反とはならなかったものの、その後、市は運営推進会議に参加するなどして指導継続中で

ある。 

 

（意見 51） 

市は、Ｎ事業所に対して平成 20年 9月 1日付にて適正な人員確保等の改善を求める改善

勧告を行っているが、その後 1 年弱経過しても改善はあまり進まないまま、介護従事者も

退職が相次いでいる等労務管理においても不適切な部分が見受けられている。 

市は運営推進会議に参加するなどして指導継続中であるが、今後かかる事態が生じる場

合には、介護保険制度の適正な運営の確保を図る見地からも市としては行政処分（指定取

消）等を行うことを検討することが必要であると考える。 
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７．介護实践者等に対する研修について 

介護实践者等に対する質の向上を目的とした研修の实施について、国は「介護員養成研修

の取扱細則について」（老健局振興課長通知 老振発第 0620001号 平成 18年 6月 20日）

及び「介護支援専門員資質向上事業の实施について」（老健局長通知 老発第 0615001号 平

成 18 年 6 月 15 日）などの通知を発しているが、これら研修の实施主体は都道府県である

ため、市は県より情報を入手し、实施内容は把握しているが、関与は行っていない。 

ただし、「認知症介護实践者等養成事業の实施について」（老健局長通知 老発第 0515007

号 平成 20 年 5 月 15 日）の中で、政令指定都市は高齢者介護实務者に対し、認知症高齢

者の介護に対し介護技術の向上を高める研修を行うことを定めている。この通知に基づき、

市は、福岡市認知症介護实践者等養成事業を实施している。また、市は独自に、介護技術

の更なる向上のために福岡市介護保険事業者研修事業（任意参加研修）を实施している。 

その他に、市は、介護支援専門員への指導・助言、地域における包括的・継続的ケアシ

ステム实現に向けた情報収集や調整、事務所の管理、サービス改善への提案といった能力

を十分に発揮できるよう情報を共有し支援することを目的とした主任介護支援専門員フォ

ロー研修も实施している。 

 

（１）福岡市認知症介護实践者等養成事業（意見 52） 

（目的） 

高齢者介護事務者及び認知症高齢者の介護に関する实践的研修や認知症介護を提供する

事務所を管理する立場にある人などに対し、適切なサービス提供に関する知識などを習得

させるための研修を行い、認知症介護技術の向上を図り、介護サービスの充实を図る。 

（根拠条文規則） 

厚生労働省の「認知症介護实践者等養成事業の实施について」（老健局長通知 老発第

0515007号 平成 20年 5月 15日）、「認知症介護实践者等養成事業の円滑な運営について（老

健局計画課長通知 老計発第 0515001号 平成 20年 5月 15日）」等の通知に基づいている。 

（市の担当課） 

保健福祉局施策推進課 

（实施方法） 

社会福祉法人ふくおか福祉サービス協会に委託を行っている。 

 

福岡市認知症介護实践者等養成事業については、厚生労働省の「認知症介後实践者等養

成事業の实施について」「認知症介護实践者等養成事業实施要綱」「認知症介護实践者等養

成事業の円滑な運営について」等の通知において、最低实施すべき研修内容・時間数・項

目数等が定められている。そのため、施策推進課が年間計画を策定し、当該計画を受け、

委託先である社会福祉法人ふくおか福祉サービス協会が研修を实施している。 

なお、平成 20年度における社会福祉法人ふくおか福祉サービス協会に対する委託契約金
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額は、「福岡市介護保険事業者研修事業」及び「福岡市認知症介護实践者等養成事業」を合

わせて 25,317千円である。 

社会福祉法人ふくおか福祉サービス協会は、「福岡市認知症介護实践者等養成事業」研修

終了後、研修が適切に实施されたことをまとめた報告書を作成し、施策推進課に送付して

いる。施策推進課は、報告書の内容を確認し、適切に研修が行われていることを確認して

いる。 

また、福岡市認知症介護实践者等養成事業においては、研修委託先である社会福祉法人

ふくおか福祉サービス協会は、上記報告書とは別に研修が实施されるごとに、研修の内容・

实施要領・受講者数等をまとめ、市に報告し、市は報告内容を確認の上、研修受講者に修

了証書を発行している。 

 

（研修内容と实施結果） 

平成 20年度における福岡市認知症介護实践者等養成事業の研修内容及び实施結果は以下

のとおりである。（以下のア～オの出典は施策推進課作成資料である。） 

 

ア．实践者研修 

【目的】 

居宅、施設にとらわれず、どのようなサービス形態であっても福祉専門員として、認知症

の高齢者介護を展開できる实践的な能力を介護現場で発揮できる人材を育成する。 

【対象者】 

認知症に関して介護福祉士等の知識もしくはそれと同等の知識を習得し、かつ介護現場の

経験を 2 年有するもの。また、原則福岡市内の介護保険事務所に勤務し、認知症介護に従

事しているもの（任意研修） 

【定員数及び受講者数】 

定員は 1回につき 70名。年 2回实施で合計 140 名。受講者は年間合計 147名 

【实施状況】 

・講義演習（継続した 7日間、年 2回实施） 

・認知症介護の理念 

・認知症高齢者の理解と生活の捉え方 

・認知症高齢者の生活支援の方法 

・实習 

・他施設演習（グループホーム）1日間 

・職場演習（受講者が勤務する施設）4週間 
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イ．实践リーダー研修 

【目的】 

介護現場の实践リーダーとして他の職員を指導、支援し、チームケアのための調整役を行

い、認知症の高齢者介護の質の向上の推進役となること。またその際に認知症介護の理念

を現場の实践において展開できる人材を育成する（任意研修） 

【対象者】 

認知症に関して介護福祉士等の知識もしくはそれと同等の知識を習得し、かつ介護現場の

経験を 5 年以上有するもの。また、原則福岡市内の介護保険事務所に勤務し、介護現場に

おいて实践リーダー役の立場にあるもしくはその予定である人。さらに、实践者研修を修

了し、1年以上経過している人。 

【定員数及び受講者数】 

定員は 40名 受講者は 11名 

【实施状況】 

・講義演習（継続した 9日間、年 1回实施） 

・認知症介護の理念 

・認知症介護のための組織論 

・人材育成のための技法 

・チームケアのための事例演習 

・实習 

・他施設演習（介護保険施設 3日間、グループホーム 1日間） 

・職場演習（受講者が勤務する施設）4週間 

 

（意見 52） 

介護实践者研修及び实践リーダー研修に関しては任意受講研修であり、受講者は市の募集

に基づき受講している。当該研修は現場の介護实践能力の向上を図ることを目的に行われ

るものであり、介護施設における介護实践能力の向上は非常に重要であると言える。 

そのため、市としては職員の介護实践能力の向上を図るために、研修計画の策定や研修受

講者の決定に当たって配慮を行うなど、介護事業所内での研修内容の周知が図られるため

の工夫が必要であると考える。 

 

ウ．認知症対応型サービス事業開設者研修（年 2回） 

【目的】 

福岡市の指定小規模多機能型居宅介護事業者または指定認知症対応型共同生活介護事業者

の代表者となる方が、これらの事業所を運営していく上で必要な「認知症高齢者の基本的

な理解」「認知症高齢者ケアのあり方」「適切なサービス提供のあり方」などの必要な知識

を身につけること。 
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【対象者】 

福岡市の指定小規模多機能型居宅介護事業者または認知症対応型共同生活介護事業者の代

表者または代表者に就任予定になる方（該当者は必修） 

【受講者数】 

26名（該当者は全員受講） 

【实施状況】 

・講義演習（1日間、年 2回实施） 

・認知症高齢者ケアのあり方 

・家族の理解・高齢者との関係の理解 

・認知症高齢者の基本的理解 

・地域密着型サービスの取り組みについて 

・实習 

・現場体験（1日間） 

 

エ．認知症対応型サービス事業管理者研修（年 2回） 

【目的】 

福岡市の地域密着型サービス事業所の管理者（または管理者に就任予定）が当該事業所を

運営していく上で必要な知識・技術の習得をすること。 

【対象者】 

福岡市の介護保険事務所（認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応

型共同生活介護）の管理者または管理者就任予定の方で、实践者研修を修了された方（該

当者は必修） 

【受講者数】 

74名（該当者は全員受講） 

【实施状況】 

・講義演習（2日間、年 2回实施） 

・地域密着型サービス基準について 

・介護従事者に対する労務管理について 

・地域密着型サービスの取り組みについて 

・適切なサービス提供のあり方について「地域等との連携」 

・適切なサービス提供のあり方について「サービスの質の向上」 

・適切なサービス提供のあり方について「権利擁護とリスクマネジメント」 

 

 

オ．小規模多機能型サービス計画作成担当者研修（年 1回） 

【目的】 
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指定小規模多機能型居宅介護事業所の計画作成担当者となる者（介護支援専門員）が、利

用登録者に対する居宅介護支援計画や指定小規模多機能型居宅介護事業所における小規模

多機能型居宅介護計画を適切に作成する上で必要な「基準の正しい理解」「適切なサービス

の提供」「利用計画作成演習」などに必要な知識・技術を身につける。 

【対象者】 

福岡市の指定小規模多機能型居宅介護事業所の計画作成担当者となる者で介護支援専門員

の資格を持ち、实践者研修を修了された方（該当者は必修） 

【受講者数】 

12名（該当者は全員受講） 

【实施状況】 

・講義演習（2日間、年 1回实施） 

・総論、小規模多機能型ケアの視点 

・ケアマネジメント論 

・地域生活支援 

・チームケア 

・居宅介護支援計画作成の实際の事例を用いた演習 

 

上記研修のうち、認知症対応型サービス事業開設者研修、認知症対応型サービス事業管理

者研修、小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修に関しては、対象者に該当する方

には必修の研修である。 

受講しなかった場合、介護保険施設の開設の延期または介護報酬の減算といった措置が实

施されることになる。なお、施策推進課は受付名簿と介護事業者リストの照合を行ってい

る。 

 

（研修内容の計画及び实施状況の確認） 

監査人は、市が計画した福岡市認知症介護实践者等養成事業研修のカリキュラムが、「認

知症介護实践者等養成事業の实施について」「認知症介護实践者等養成事業实施要綱」「認

知症介護实践者等養成事業の円滑な運営について」等の厚生労働省からの通知に基づいて

作成され、实施されているかを確認するため、以下の書類について検討を行った。 

 「平成 20年度福岡市介護保険事業者研修实施計画」 

 「实践研修報告書」 

 「福岡市研修修了者名簿」 

 

上記手続を实施した結果、市が計画した福岡市認知症介護实践者等養成事業研修のカリ

キュラムが厚生労働省からの通知に基づいて作成され、实施されていることを確認した。 
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（研修の受講状況の確認） 

監査人は、認知症対応型サービス事業開設者研修、認知症対応型サービス事業管理者研修、

小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修について、対象者が漏れなく受講している

かを確認するために、以下の書類について照合を行った。 

 「小規模多機能型居宅介護事業所リスト」 

 「認知症対応型共同生活介護事業所リスト」 

 「認知症対応型サービス事業開設者研修修了者名簿」 

 「認知症対応型サービス事業管理者研修修了者名簿」 

 「小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修修了者名簿」 

 

上記手続を实施した結果、認知症対応型サービス事業開設者研修、認知症対応型サービ

ス事業管理者研修、小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修について、対象者が漏

れなく受講していることを確認した。 

 

（２）福岡市介護保険事業者研修事業（意見 53） 

（目的） 

質の高い介護サービスを安定的に提供していくことを目的として介護サービスを提供す

る事業者の研修及び福祉用具・住宅改修の情報提供などを行う。 

（根拠条文規則） 

市が独自に行っている研修事業である。 

（市の担当課） 

保健福祉局施策推進課 

（实施方法） 

社会福祉法人ふくおか福祉サービス協会に委託を行っている。 

ア．研修内容の計画 

施策推進課が年間計画（対象者、研修の主な内容、目的、定員等）を策定し、社会福

祉法人ふくおか福祉サービス協会は、委託契約を締結するとともに、着手届及び事業实

施計画書を施策推進課に提出する。なお、施策推進課は、提出された事業实施計画書の

内容を確認し、必要に応じて指示等を行っている。 

イ．研修实施内容の把握 

社会福祉法人ふくおか福祉サービス協会は計画で定めた各研修の实施時期が近づくと、

施策推進課に開催予定の詳細な研修内容（時間・实施形態、目的、講師）を記載した書

類を提出し、施策推進課が検討を行い、問題が存在しないか確認する。 

ウ．募集・出席者の把握 

市が各介護保険事業者に研修实施の伝達及び出席の募集をかけ、社会福祉法人ふくお
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か福祉サービス協会が各介護保険事業者から申し込みを受け付ける。社会福祉法人ふく

おか福祉サービス協会は申込者を市に報告し、市が受講者を選考及び決定をする。また、

出席状況は、社会福祉法人ふくおか福祉サービス協会が各研修の受付時に把握し、市に

伝える。 

エ．研修の实施 

各研修について、社会福祉法人ふくおか福祉サービス協会が受付を行い、研修を实施

する。施策推進課においても研修に出席するなどして、受講者の出席状況、研修の实施

状況を把握する。 

オ．研修の实施報告 

社会福祉法人ふくおか福祉サービス協会は、各研修实施後、出席者に対し、アンケー

トを实施している。施策推進課は、社会福祉法人ふくおか福祉サービス協会が整理した

アンケートや各研修の受講状況を踏まえ、翌年度の研修实施計画策定等に役立てる。 

 

（研修内容と实施結果） 

平成 20年度における福岡市介護保険事業者研修事業の研修内容及び实施結果は以下の

とおりである。（以下のア～オの出典は施策推進課作成資料である。） 

なお、当該研修は任意受講の研修である。 

 

ア．ケアマネジメント研修（年 3回） 

【目的】 

保健・医療・福祉サービスのコーディネーターとして、介護サービス利用者の自立支援の

ためのケアマネジメント知識や技術の向上を図り、介護支援職員の資質の向上を図る。 

【实施状況】 

 テーマ 趣旨 定員数 受講者数 

１ 

施設におけるケアマネジメント 施設におけるケアプラン作成につい

て、基礎的な技術を講義とグループワ

ークから学ぶ 

60名 75名 

２ 

介護給付に係る自立支援の視点に

立ったケアマネジメント 

要介護の方のケアマネジメントについ

て学び、持ち寄った課題を通して基礎

的な考え方を検討する 

60名 31名 

３ 

介護予防給付に係る自立支援の視

点に立ったケアマネジメント 

要支援の方へのケアマネジメントにつ

いて、課題となっている事例を持ち寄

り、基礎的な考え方を学ぶ 

60名 31名 

 

（意見 53） 

平成 20 年度のケアマネジメント研修について、第 1 回の研修は受講者数が定員数を大幅
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に上回っているが、第 2 回及び第 3 回の研修に関しては、開催時間等が原因で受講者数が

定員数を大幅に下回っている。 

ケアマネジメントは、要支援・要介護と認定された人に個々の解決すべき課題や状態に即

した介護サービスが適切かつ効果的に提供されるようサービスの实行・評価を行うもので

あり、介護を行う上で、ケアマネジメントの質を上げることは非常に重要と言える。 

これらの研修について、市は各介護保険事業者の職員への募集やネットでの公表を行って

いるが、開催時間等を考慮の上、さらなる出席者を募るような方策を検討する必要がある

と考える。 

 

イ．介護技術レベルアップ研修（年 3回） 

【目的】 

適切な介護サービスの提供のため、排泄、入浴などの介護技術のレベルアップを図る。 

【实施状況】 

 テーマ 趣旨 定員数 受講者数 

１ 

訪問介護計画の策定のポイント 訪問介護事業所のサービス提供責任

者の役割・アセスメント方法・訪問介

護計画の作成、モニタリング等の一連

を学ぶ 

80名 58名 

２ 

介護分野のレクリエーション 介護予防に活かせるレクリエーショ

ンの照会を通してプログラムの計画、

实施、及び効果について学ぶ 

80名 102名 

３ 

認知症に対応 技術編 認知症への理解を深めるために、対応

方法（つきあい方）について事例を交

えながら学ぶ 

80名 
(注) 

217名 

（注）受講希望者が予定定員数を大幅に超えたため、大人数が収用できる会場に変更して

研修が实施された。 

 

ウ．テーマ別研修（年 3回） 

【目的】 

適切な介護サービスの提供のため、専門性が求められる摂食障害や介護に関する医学的知

識などを習得する。 

【实施状況】 

 テーマ 趣旨 定員数 受講者数 

１ 

・在宅ケアや施設において食中毒

を防ぐために 

・感染症についての基本的な知識 

食中毒の予防について、及び感染症の

基礎知識について学ぶ 150 名 152名 
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２ 
認知症についての理解 認知症に関する基本的知識を学び、支

援することの重要性を学ぶ 
150 名 215名 

３ 

介護予防の着眼点～機能訓練と口

腔ケア～ 

「廃用症候群」への早期対応を着眼点

とした、高齢者の機能維持・向上につ

いて口腔ケアを中心に学ぶ 

100 名 86名 

 

エ．権利擁護研修（年 3回及び身体拘束ゼロ作戦コース 3回） 

【目的】 

身体拘束廃止や成年後見制度など、介護サービス利用者の権利擁護に関する知識・技術の

習得を図る。また、实践的研修を实施し、各施設などにおける身体拘束ゼロに向けた取り

組みを支援する。 

【实施状況】 

 テーマ 趣旨 定員数 受講者数 

１ 

高齢者の尊厳を守るケア 高齢者の尊厳を守るために必要なさ

まざまな知識を、個人情報保護、コン

プライアンス等の観点も学ぶ 

150 名 188名 

２ 
高齢者の権利擁護と成年後見制度 成年後見制度に関する基本的知識を

講義・事例などを通して学ぶ 
150 名 147名 

３ 

高齢者虐待防止法について 高齢者虐待防止についての知識を学

び、高齢者虐待防止法における対処・

支援について学ぶ 

150 名 106名 

身体拘束ゼロ作戦コース 

１ 身体拘束について 身体拘束について正しい知識を普及

することを目的とする。身体拘束廃止

を推進し、高齢者の尊厳を尊重した介

護を实現することを支援する。施設に

おける身体拘束の实態を把握し、施設

の全職員が共通認識を持ち、目標を立

て行動する 

40名 

74名 

２ 
身体拘束廃止に向けた取り組みに

ついて 
69名 

３ 研修生の取り組み発表及び総括 66名 

 

オ．福祉用具・住宅改修事業研修 

【目的】 

福祉用具販売事業者、住宅改修事業者、介護支援専門員に対して、介護保険の仕組みやサ

ービスの内容などを研修し、介護保険制度の適正・円滑な運営を図る 

【实施状況】 
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 テーマ 趣旨 定員数 受講者数 

講義編 
福祉用具・住宅改修の基礎知

識 

福祉用具を活用するために必要な基

本的知識、住宅改修の基礎事項を学ぶ 
100 名 84名 

实技１ 

（3回） 
・寝室出入口におけるポイン

ト 

・トイレにおけるポイント 

・風呂台所におけるポイント 

福祉用具・住宅改修に関して实技を通

して、介護支援専門員、介護サービス

従事者の知識・技術の向上を図る。演

習ではグループに分かれて車いすや

リフト等福祉用具を实際に体験しな

がら学ぶ 

40名 

31名 

33名 

29名 

实技２ 

（3回） 
40名 

28名 

25名 

26名 

 

（研修实施状況の確認） 

監査人は、上記研修の实施状況について施策推進課に確認するとともに、報告書の内容

を閲覧した。その結果、上記研修はすべて实施されていることを確認した。 
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８．第三者評価体制について 

（１）福岡市介護サービス評価事業の概要 

  福岡市介護サービス評価事業の概要は、以下のとおりである。 

①根拠法令規則 

「福岡市介護サービス評価システムに関する要綱」（改正平成 19 年 4 月 1 日）及び「福

岡市介護サービス評価支援事業補助金交付要綱」（改正平成 19年 4月 1日） 

  

②事業の概要 

ア．目的 

「介護サービスの質の向上」及び「利用者の事業者選択」に資することを目的とする。 

イ．概要 

  介護サービスの第三者評価の流れは以下のとおりである。 

＜介護サービスの第三者評価（流れ）＞

第三者評価機関（介護サービスセンター ふくおか）

事
業
所

事
業
所

事
業
所

事
業
所

認証 認証 認証 認証

評価結果（ＨＰ等で公表）
（介護サービス評価システム要綱第14条）

利用者 利用者 利用者 利用者 利用者 利用者

福岡市が介護保険
法「運営に関する
基準」を基に作成
（介護サービス評価
システム要綱第5条）

補助金交付

（介護サービス評価

システム要綱第17条）

福岡市が助成

事
業
所

認証

事
業
所

不認証

評価基準に基づく評価
（介護サービス評価システム要綱第7条）

補助金交付

（介護サービス評価

システム要綱第16条）

 

 

評価機関は、市が介護保険法の「運営に関する基準」をもとに作成した評価基準に基

づいて事業所の評価を行い、認証する仕組みである。認証された事業所はホームページ

等で公表され、利用者はそれを利用して事業所を選択することができる。 

 

ウ．評価対象サービス 

評価対象サービスは、介護 16サービスであり、指定事業者数は以下のとおりである。 
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（平成 21年 3月 31日現在） 

サービス種別 指定事業所数 

訪問介護（ホームヘルプ） 333 

訪問入浴介護（★） 18 

訪問看護（★）（注） 62 

訪問リハビリテーション（★）（注） 1 

通所介護（デイサービス） 303 

通所リハビリテーション（デイケア）（★） 120 

福祉用具貸与（★） 113 

短期入所生活介護（ショートステイ） 70 

短期入所療養介護（ショートステイ）（★）（注） 53 

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）（★） 87 

認知症対応型通所介護（☆） 27 

特定施設入所者生活介護（地域密着型を含む）（★） 60 

居宅介護支援 390 

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 45 

介護老人保健施設 26 

介護療養型医療施設 23 

合    計 1,731 

★のサービスは平成 15年度、☆のサービスは平成 18年度から評価を实施している。 

（注）1．原則として事業所数は、福岡市域を事業エリアとする事業所 

2．訪問看護、訪問リハビリテーションは、みなし指定を含まない。 

3．短期入所療養介護（ショートステイ）は、みなし指定を含む。 

（出典：施策推進課作成資料を加工） 

 

エ．評価方法 

第三者評価、利用者評価、自己評価を組み合わせて行う（「（２）第三者評価の实施状

況」で詳述）。 

オ．第三者評価機関 

  介護サービス評価センターふくおか（設置・運営：社会福祉法人福岡市社会福祉協議

会）が第三者評価を实施している。 

カ．認証 

サービス内容が一定水準以上であると認められる事業所について有効期間 2 年間の認

証を行う。 

キ．評価結果の公表 

認証を受けた事業所の施設情報や評価結果を介護サービス評価センターふくおかのホ
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ームページ及び各区の地域包括支援センター窓口等で公表している。 

ク．評価費用の負担 

評価料は 1 事業所当たり 200 千円であるが、市が評価料軽減補助金を交付するため、

事業所の負担額は居宅サービス 30千円（170千円の補助金）、施設サービス 60千円（140

千円の補助金）となる。 

     

③補助金スキーム 

市は評価機関に対して運営費補助金を交付し、認証を受けた事業所に対して評価料軽減

補助金を交付している。 

福岡市

第三者評価機関

（介護サービス評価センター ふくおか）

①補助金申請（事業計画書提出）（注1）

②補助決定

①評価機関運営費補助

②評価料負担軽減補助

・評価機関の運営

福岡市
第三者評価機関

（介護サービス評価センター ふくおか）
サービス評価を

申請した事業所

③評価料の支払（注2）⑦補助金の交付

①サービス評価申込書の提出

④評価の実施
⑥補助金の申請（注3）

⑤補助金交付申請委任状の提出

②請求書送付

・評価事業の実施

③補助金交付（年４回）

⑤補助金額確定

④事業実績報告書

⑥精算

 
（注）1．評価機関の運営費のうち評価料収入、その他の収入で賄えない費用につい  

て、安定的な運営を図るための補助金を交付する。 

2．評価料総額から認証後に交付予定の補助金相当額を控除した金額の支払い 

を行う。評価料は 1事業所当たり 200千円であるが、市が助成を行うため、  

事業所の負担額は以下のとおりとなる。 

居宅サービス  30千円（170千円の補助金） 

施設サービス  60千円（140千円の補助金） 

3．評価实施後、第三者評価機関は認証を得た事業所分の補助金の代理申請を

行う。認証を得られなかった事業所についての補助金申請は原則として認め

られない。 

ただし、第三者評価機関である介護サービス評価センターふくおかを運営し

ている福岡市社会福祉協議会が制定した『「介護サービス評価センターふくお

か」の運営に関する要綱』（改正平成 18年 12月 1日）第 15条第 3項において、

認証が得られなかった場合は、軽減補助金相当額の支払を当分の間免除すると
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いう規定を設けており、これを適用して認証を得られなかった事業所も認証を

得た事業所と同額の負担で評価を受けることができることになっている。制度

導入当初は評価結果にかかわらず評価料の一部を補助することで制度の活用

を進めるという意図があり、このような免除規定を設けていたようである。以

上の経緯から、認証を得られなかった事業所の軽減補助金相当額について、最

終的には評価機関運営費補助の評価料収入の減尐を通じて市が負担している

状況となっている。 

ちなみに認証を得られなかった事業所は平成 14～16年度に 14件あった。 

         

④福岡市介護サービス評価事業補助金の推移 

 評価機関運営費補助 評価料負担軽減補助 合計 

平成 18年度 15,604千円 59件 9,790千円 25,394千円 

平成 19年度 6,621千円 65件 10,600千円 17,221千円 

平成 20年度 10,420千円 34件 5,570千円 15,990千円 

 （出典：施策推進課作成資料） 

認証申請事業所が増加すると評価機関運営費補助は減尐するが、評価料負担軽減補助は

増加し、認証申請事業所数が減尐すると評価料負担軽減補助は減尐するが、評価機関運営

費補助は増加する関係にある。 

 

（２）第三者評価の实施状況 

①福岡市介護サービス評価システムについて 

ア．評価基準 

  介護保険法の「運営に関する基準」をもとにサービス提供の基礎的な部分を主として

評価する基準とし、サービス種類ごとに評価基準（第三者評価項目、自己評価項目、利

用者評価項目、利用者満足度評価項目）を市が策定している。平成 14年の制度開始時に

福岡市介護保険事業計画策定委員会の専門委員会の意見等を踏まえ作成、以後「運営に

関する基準」が変更された場合に見直しを行っている。 

イ．評価機関 

  評価機関は「福岡市介護サービス評価システムに関する要綱」に定める一定の要件を

備えなければならない。現在、評価機関としてサービス評価業務を行っているのは、福

岡市社会福祉協議会が設置・運営する介護サービス評価センターふくおかのみである。 

ウ．評価方法・認証 

事業所の自己評価、評価機関による評価、利用者評価を総合して資料を作成し、評価

委員会で判定を行う。評価機関による評価は、介護支援専門員の資格を有する評価調査

者によって行われる。 

評価委員会は保健医療、福祉、法律等の学識経験者、介護サービスの精通者、一般市



 

241  

民等から評価機関の運営主体の長が選任した委員で構成される。また、評価判定を行う

委員の数は 5人程度と定められている（「福岡市介護サービス評価システムに関する要綱」

第 11条第 1項、第 3項）。 

 

②介護サービス評価センターふくおかの事業所評価手続 

監査人は、介護サービス評価センターふくおかにおける事業所評価の手続を確認するた

め、サンプル 1件（介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム））について、以下の書類を確

認した。 

・「介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）」評価基準 

・調査員による調査結果、利用者評価、自己評価を比較検討し、所見を記載した資料 

・調査員による評価の根拠を項目ごとにまとめた資料 

・利用者へのアンケート 3件 

・第 101回介護サービス評価委員会出席者名簿 

・福岡市社会福祉協議会平成 20年 11月 28日起案「評価判定の結果について」 

 

 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）の評価基準は、５つの評価区分からなってお

り、評価項目は第三者評価項目、自己評価項目が 68 項目、利用者・家族評価項目が 30 項

目ある。監査人が各評価区分から 1 項目を抽出し、調査員による調査結果について確認し

たところ、基準に示された事項について確認を行い、評価を行っていた。 

 また利用者評価について、利用者からの回筓を 3 件確認した。なお、利用者評価は 1 施

設当たり 30人实施することとしており、介護サービス評価センターふくおかが無作為に抽

出し、事業者が利用者へ回筓を依頼している。 

 アンケートで使用する様式を確認したところ、評価基準で定められた 30項目が網羅され

ていた。利用者からの回筓 3 件について回筓用紙を確認したところ、回筓結果は評価委員

会資料に反映されていた。 

 評価委員会への出席者について第 101 回介護サービス評価委員会出席者名簿を確認した

ところ、評価委員の構成、出席人数とも「福岡市介護サービス評価システムに関する要綱」

第 11条に定められた要件を満たしていた。 

 なお、評価委員会の議事について、議事録等は作成されていなかった。評価委員会の結

果は、福岡市社会福祉協議会の起案書に、平成 20年 11月 25日の第 101回介護サービス評

価委員会判定会議において、介護老人福祉施設に対して認証が交付されたことが記録され

ていた。 

 

（３）介護サービス評価事業の利用状況（意見 54） 

①福岡市介護サービス評価システムの实施状況 

平成 21 年 3 月 31 日現在、287 事業所（更新数を除く。）から申込みを受け、介護保険事
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業所の約 15.8％に当たる 273事業所（更新数を除く。）が「サービスの質が一定水準を満た

している」として認証を受けている。 

 

介護サービス評価事業の实施状況（平成 14年度からの累計） （平成 21年 3月 31日現在） 

（単位：件） 

サービス種別 

指定 

事業所数 

(Ａ) 

申込事業所数 認証交付事業所数 

認証率 

(Ｂ/Ａ) 
申込 

事業所数 

うち 

新規申込 

認証 

交付総数 

うち 

新規認証 

(Ｂ) 

訪問介護 

（ホームヘルプ） 
333 80 47 74 43 12.9% 

訪問入浴介護（★） 18 3 2 3 2 11.1% 

訪問看護（★） 62 44 19 37 19 30.6% 

訪問リハビリテーション

（★） 
1 6 2 5 2 － 

通所介護 

（デイサービス） 
303 72 44 69 44 14.5% 

通所リハビリテーション（デ

イケア）（★） 
120 50 23 48 23 19.2% 

福祉用具貸与（★） 113 11 6 10 5 4.4% 

短期入所生活介護（ショート

ステイ） 
70 24 14 24 14 20.0% 

短期入所療養介護（ショート

ステイ）（★） 
53 5 2 5 2 3.8% 

認知症対応型共同生活介護 

（グループホーム）（★） 
87 10 6 10 5 5.7% 

認知症対応型通所介護（☆） 27 2 2 2 2 7.4% 

特定施設入所者生活介護 

（地域密着型を含む）（★） 
60 2 2 2 2 3.3% 

居宅介護支援 390 120 67 110 60 15.4% 

介護老人福祉施設（特別養護

老人ホーム） 
45 50 28 48 27 60.0% 

介護老人保健施設 26 34 16 32 16 61.5% 

介護療養型医療施設 23 13 7 13 7 30.4% 

合    計 1,731 526 287 492 273 15.8% 

（注）1．居宅サービスは、福岡市域を事業エリアとする事業所数。 

2．訪問看護、訪問リハビリテーション、認知症対応型共同生活介護、特定施設入所

者生活介護及び施設サービスは市内に所在地のある事業所数。 

3．訪問看護、訪問リハビリテーションはみなし指定を除く。 

4．★のサービスは平成 15年度、☆のサービスは平成 18年度から評価を实施してい

る。 

（出典：施策推進課作成資料） 
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平成 18年 4月から介護保険法の改正により「介護サービス情報の公表」制度が開始され

たことに伴い、介護サービス評価事業の利用事業所数は減尐傾向にある。 

 

②利用事業所数増加のための取組み 

市は、認証を申請する事業所数を増加させるための取組みとして、福祉施設利用者への

ＰＲを行い、利用施設を選択する際に、介護サービス評価事業の評価結果の利用を促すこ

とで、間接的に介護サービス評価事業の認証を取得しようとする事業所数の増加につなげ

ようとしている。具体的な方策は以下のとおりである。 

・認証事業所一覧、リーフレットの配布（区保健福祉センター、地域包括支援センター、

区社会福祉協議会、民生委員） 

・広報紙への掲載（福岡市社会福祉協議会広報紙、関係機関広報紙、新聞） 

・ホームページによる情報提供 
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③国、県の評価制度等との比較（平成 21年 4月 1日現在） 

項目 
（市）福岡市介護サー
ビス評価システム 

（県）福岡県福祉サー
ビス第三者評価事業 

（国）介護サービス情
報の公表 

（国）地域密着型サービ
スの外部評価 

任意／義務 任意 任意 義務 義務 

根拠等 

福岡市介護サービス
評価システムに関す
る要綱 

・社会福祉法第 78条
第 1項（経営者の責務） 
・社会福祉法第 78条
第 2項（国の責務） 
・福祉サービス第三者
評価事業に関する指
針（厚生労働省平成 16
年 5月 7日通知） 

・介護保険法第 115条
の 35第 1項 

・「指定地域密着型サービ
スの事業の人員、設備及
び運営に関する基準」(平
成 18年 3月 14日厚生労
働省令第 34号) 
・「指定地域密着型介護予
防サービスの事業の人
員、設備及び運営並びに
指定地域密着型介護予防
サービスに係る介護予防
のための効果的な支援の
方法に関する基準」(平成
18年 3月 14日厚生労働省
令第 36号) 

目的 

・事業所の質の確保・
向上 
・利用者のサービス選
択に資する情報提供 

・事業所の質の確保・
向上 
・利用者のサービス選
択に資する情報提供 

利用者のサービス選
択に資する情報提供 

事業所の質の確保・向上 
利用者のサービス選択に
資する情報提供 

開始時期 平成 14年 10月 平成 20年 3月 平成 18年 4月 平成 18年 4月 

实施機関 

介護サービス評価セ
ンターふくおか（社会
福祉法人福岡市社会
福祉協議会） 

福岡県福祉サービス
第三者評価推進機構
(社会福祉法人福岡県
社会福祉協議会） 

福岡県介護サービス
情報公表センター（社
会福祉法人福岡県社
会福祉協議会） 

福岡県 

対象 
サービス 

介護サービス事業者
（16サービス） 

(高齢分野) 
特別養護老人ホーム、
養護老人ホーム、軽費
老人ホーム・ケアハウ
ス 

介護サービス事業者
(35サービス) 

地域密着型サービス事業
者（2サービス） 

評価方法 

第三者評価、利用者評
価、自己評価の組み合
わせ 

第三者評価 ・事業者報告 
・第三者確認（評価は
なし） 

・自己評価 
・第三者評価 

第三者評価
機関 

介護サービス評価セ
ンターふくおか 

社会福祉法人福岡県
社会福祉協議会が認
定した 3評価機関 

介護サービス評価セ
ンターふくおかなど
県内 9指定調査機関 

介護サービス評価センタ
ーふくおかなど県内 9指
定調査機関 

評価料 

200千円 
（居宅 170 千円、施設
140千円を市が助成） 

200千円～ 
（評価機関ごとに評
価料設定） 
（注）県の助成なし 

31千円 
（調査手数料 22千円、
公表手数料 9千円） 
（注）平成 21年改定 

小規模多機能 105千円、
認知症グループホーム 
105～205千円 

認証・公表 

・認証期間 2年 
・認証を受けた事業所
の情報を公表 

・認証期間 3年 
・事業者の同意を得て
公表 

公表年 1回 公表年 1回 

（出典：施策推進課作成資料） 
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（意見 54） 

市が行う福岡市介護サービス評価システムは、福岡県が行う福岡県福祉サービス第三者

評価事業と同様に任意の制度である。一方、制度目的は異なるものの、介護保険法により

義務づけられた「介護サービス情報の公表」制度があることから、福岡市介護サービス評

価システムは事業者側の積極的な質の向上への意識がなければ普及しにくい。  

介護保険は全国一律の基準で行われている事業のため、介護報酬などの面では市独自の

優遇策を行うことは難しいが、広報活動の支援など、認証を得た事業所を優遇するような

施策の展開等を検討し、当該評価制度の利用率向上に努める必要がある。 

また、市が行う福岡市介護サービス評価システムと福岡県が行う福岡県福祉サービス第

三者評価事業を比較した場合、評価方法、対象サービスの多様性及び評価料の観点からは

市の方が事業者にとって利用しやすい状況にあると考えられるが、両者は類似する制度で

あるため、今後福岡県の対象サービスの状況を踏まえながら、市の第三者評価制度の存続

を検討することが必要になるものと考える。 
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９．契約事務の執行管理について  

（１）契約事務の概要（意見 55） 

①競争入札 

ア．一般競争入札 

市の契約は地方自治法によると、原則として一般競争入札によらなければならず、そ

の他の方法については自治令で定める場合に該当するときに限り、これによることがで

きるとしている。 

a．売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせ

り売りの方法により締結するものとする（地方自治法第 234条第 1 項）。  

b．前項の指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当するとき

に限り、これによることができる（地方自治法第 234条第 2項）。  

イ．指名競争入札 

なお、指名競争入札によることができるのは、以下の場合である。  

ａ．工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入

札に適しないものをするとき（地方自治法施行令第 167条第 1号）。  

ｂ．その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要が 

ないと認められる程度に尐数である契約をするとき（地方自治法施行令第 167条 

第 2号）。  

ｃ．一般競争入札に付することが不利と認められるとき（地方自治法施行令第 167条 

第 3号）。  

ウ．一般競争入札の適用基準 

市では、平成 19 年 12 月 31 日までは「契約事務の手引き」（財政局契約課作成：平成

20 年 11 月 30 日改訂）において、ＷＴＯ該当案件のみ一般競争入札によることとし、そ

の他の案件については、指名競争入札によることとしていた。その理由として、「一般競

争入札は競争性が高く、公開性にすぐれているという長所の反面、手続の煩雑なこと、

手続費用がかかる、不誠实な者が入り込み易いなどの短所も多くもっている」（「契約事

務の手引き」）からとしていた。 

なお、ここでＷＴＯ該当案件とは、世界貿易機関を設立するマケラシュ協定（ＷＴＯ

協定）を实施するため、「地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

政令」（政令第 372号平成 7年 11月 1日）によって定められた調達契約である。 

（注）「地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令」の適用を

受ける調達契約の金額 

○物品等の調達契約 3,500万円以上 

○特定役務のうち建設工事の調達契約 26億 3,000万円以上 

○特定役務のうち建築のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術

的サービスの調達契約 2億 6,000万円以上 
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○特定役務のうち上記以外の契約 3,500万円以上 

 

また、市では、従来、工事契約の場合、予定価格 1 億円以上 3 億円未満の案件につい

て簡易公募型指名競争入札、3 億円以上の案件について公募型指名競争入札（一定の技術

的要件を示して入札参加者を募り、応募した者の中から指名して競争入札をさせる指名

競争入札）を实施していた（ＷＴＯ案件を除く）。 

しかしながら、公共工事をめぐる入札談合事件の相次ぐ摘発を発端とする入札制度改

革により、以下の表のスケジュールに基づき制限付き一般競争入札（入札に参加する者

の事業所の所在地等に関する必要な資格を定め、当該資格を有する者により行う一般競

争入札）を導入している。 

予定価格 实施時期 

3億円以上 平成 20年 1 月 1日 

3億円未満 1億円以上 平成 20年 4 月 1日 

1億円未満 4,000 万円以上 平成 21年 1 月 1日 

4,000万円未満 1,500 万円以上（一般土木及び建築につい

ては 2,000万円以上、ほ装については 2,500万円以上） 

平成 22年 1 月 1日 

（出典：「入札及び契約方法に関する实施方針について」） 

 

エ．競争入札参加資格 

一方、「指名競争入札は、沿革的には、一般競争入札と随意契約の長所をとり入れた方

法であって、指名によって入札参加者を募る点で一般競争入札に比較し、不信用、不誠

实な者を排除することができる。また参加者の範囲が特定多数であるから、手続きの点

においても一般競争入札に比較し、簡単である。しかし、指名に当たって、それが一部

の者を固定化し、偏重する弊害がないとはいえない」（「契約事務の手引き」）ため、地方

自治法施行令 167 条の 11 第 2 項において、「あらかじめ契約の種類及び金額に応じて工

事・製造又は販売の实績、従業員の数、資本の額、その他の経営の規模及び状況を要件

とする資格を定めるべき」ものとされている。 

市においては、これに対して「2年毎に競争入札に参加を希望する事業者を募り、上記

要件を勘案の上、必要な等級に区分して資格の認定を行い、競争入札有資格者名簿を作

成している。また、指名基準等を定めて指名の公正を図っている」（「契約事務の手引き」）

としている。 

なお、競争入札参加資格の認定は以下の手続を経て行う旨が定められている。 

ａ．一般競争入札に参加しようとする者は市長が定める期間内に競争入札参加資格審 

査申請書等を市長に申請しなければならない（「福岡市契約事務規則」（規則第 16

号昭和 39年 3月 19日）第 3条）。 

ｂ．市長は申請があった場合は、申請者が競争入札参加資格を有するかどうかについ 
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て審査し、当該資格を有する者については競争入札有資格者名簿に登載するもの

とする（「福岡市契約事務規則」第 4条）。 

ｃ． 「福岡市契約事務規則」第 4条の規定による競争入札参加資格を有することの認

定は 、契約の種類ごとに行い、予定金額の区分によって定める等級に区分して行

うものとする（「福岡市契約事務取扱規程」（達乙第 1号昭和 49年 6月 10日）第 2

条）。 

ｄ．競争入札参加資格の決定、認定等の適正を期するため、入札参加資格等審査委員

会を置く（「福岡市契約事務取扱規程」第 3条）。 

ｅ．入札参加資格等審査委員会は競争入札参加資格の認定に関する事項等について審

議を行う（「福岡市契約事務取扱規程」第 4条）。 

 

（意見 55） 

市では競争入札の参加資格について、2年ごとに審査を行うこととして、申請の随時受付

は实施していない。市における随時受付を实施していない理由として、競争入札の登録母

数は十分に集まっていることより、競争入札参加有資格者が固定化され、入札が閉鎖的に

なるおそれがあるとは考えていないためとのことである。 

 しかし、競争入札参加資格申請の随時受付を实施すれば、業者が競争入札に参加できる

機会が増し、競争が活性化し、より適正な金額で発注できる、さらには、業者の受注機会

をより均等に与えることができるなどのメリットがあると考える。 

 したがって、競争入札参加申請の随時受付を实施することは、発注者である市と受注者

である業者の双方にとってメリットがあるため、導入を検討することは必要であると考え

る。 

 

②随意契約 

随意契約によることができるのは、以下の場合である。  

ア．売買、賃貸、請負その他の契約でその予定価格（賃借の契約にあっては、予定賃貸

借料の年額又は総額）が別表第 5上欄に掲げる契約の種類に応じ同表下欄に定める額の

範囲内において普通地方公共団体の規則で定める額を超えないものをするとき（地方自

治法施行令第 167条の 2第 1項第 1号）。  

（注）普通地方公共団体の規則で定める額  

「福岡市契約事務規則」第 22条に以下のとおり規定している。  

ａ．工事又は製造の請負 250万円  

ｂ．財産の買入れ 160万円  

ｃ．物件の借入れ 80万円  

ｄ．財産の売払い 50万円  

ｅ．物件の貸付け 30万円  
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ｆ．前各号に掲げるもの以外のもの 100万円  

イ．不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加

工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競

争入札に適しないものをするとき（地方自治法施行令第 167条の 2第 1項第 2号）  

ウ．障害者自立支援法に規定する障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サ

ービス事業を行う施設若しくは小規模作業所において製作された物品を普通地方公共団

体の規則で定める手続により買い入れる契約をするとき（地方自治法施行令第 167条の 2

第 1項第 3号）。  

エ．障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設、小規

模作業所、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に規定するシルバー人材センター

連合若しくはシルバー人材センターから普通地方公共団体の規則で定める手続により役

務の提供を受ける契約をするとき（地方自治法施行令第 167条の 2第 1項第 3号）  

オ．母子及び寡婦福祉法に規定する母子福祉団体が行う事業でその事業に使用される者

が主として配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの及び寡婦であるものに係る

役務の提供を当該母子福祉団体から普通地方公共団体の規則で定める手続により受ける

契約をするとき（地方自治法施行令第 167条の 2第 1項第 3号）  

カ．新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところ

により普通地方公共団体の長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を、普通地

方公共団体の規則で定める手続により買い入れる契約をするとき（地方自治法施行令第

167条の 2第 1項第 4号）。  

キ．緊急の必要により競争入札に付することができないとき（地方自治法施行令第 167

条の 2第 1項第 5号）。  

ク．競争入札に付することが不利と認められるとき（地方自治法施行令第 167条の 2第 1

項第 6号）。  

ケ．時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき（地

方自治法施行令第 167 条の 2第 1項第 7号）。  

コ．競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき（地方

自治法施行令第 167条の 2第 1項第 8号）。  

サ．落札者が契約を締結しないとき（地方自治法施行令第 167条の 2第 1項第 9号）。 

 

③契約事務分掌 

契約手続については、「福岡市契約及び検査に係る事務分掌の特例に関する規則」（規則

第 88号平成 13年 3月 29日）において、以下の表のとおり分掌されている。 

 

 工事 

（修繕含） 

物品 

（購入） 

物品 

（修繕） 

地質調査・ 

測量等委託 
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本庁舎内 250 万円以下 10万円以下 30万円以下 10 万円以下 

本庁舎外 

（区役所・東京

事務所を除く） 

30万円以下 

東京事務所 

予定価格に関わ

らず、所掌事務

に係るもの 

区役所 
1,000万円以下

（注 1） 

160万円以下 100 万円以下 

財政局契約課

（注 2） 
予定価格が上記を超えるとき 

（注 1）：西区については、農林水産局農業施設課が西区で施行する工事等に係るものを含

む。 

（注 2）：財政局契約課と契約事務の協力関係にある法人 

 福岡市土地開発公社：100 万円以上の工事、設計、測量、地質調査、30 万円以上

の物品 

 財団法人福岡市施設整備公社：学校施設の建築工事等 

（備考） 

 各種工事等の請負契約のうち、都市計画事業等における家屋等の移転及びこれに伴う

工事に係る契約に関する事務は、各所管課が所掌する。 

 物品の購入の契約のうち、図書、食料、写真の焼付、生花、動物、飼料、手術のため

緊急に必要な人工心臓弁等、ワクチン、自動車修理物品、中古品、知的障がい者更生

施設等の製品（市長が定めるものに限る）並びに美術品及び映画等の著作物の購入に

係る契約に関する事務は、各所管課が所掌する。ただし、区役所が所掌するものにつ

いては、「福岡市契約及び検査に係る事務分掌の特例に関する規則」別表第 2に定める

ところにより分掌する。 

 「地質調査、測量等の委託契約」とは、地質調査、測量（不動産表示に関する登記の

ための測量を除く。）、樹木等保育管理、設計、防蟻及び看板標識製作に係る委託契約

とする。 

（出典：｢契約事務の手引き｣） 

 

（２）委託に係る契約实績  

平成 18 年度から平成 20 年度における高齢者福祉関連の委託に係る契約实績は以下のと

おりである。  
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    （単位：千円）        

内 訳 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

協定（注 2） 
契約件数 14件 14件 14件 

契約金額 295,907 309,215 303,730 

一般競争入札 
契約件数 7件 0件 0件 

契約金額 7,500 0 0 

指名競争入札 
契約件数 6件 5件 7件 

契約金額 37,623 20,003 39,599 

随意契約 
契約件数 19件 23件 40件 

契約金額 12,728 35,033 60,052 

随意契約（特命） 
契約件数 45件 39件 47件 

契約金額 1,022,740 992,484 726,108 

合計 
契約件数 91件 81件 108件 

契約金額 1,376,498 1,356,735 1,129,492 

（注 1） 単価契約分を除く 

（注 2） 指定管理者制度によるもの 

（出典：保健福祉局総務課作成の資料を加工） 

 

また、平成 20年度に締結された高齢者福祉関連の契約の一覧は以下のとおりである。 

①外部委託契約 

（単位：千円） 

契約件名 受託者名 委託料（税込） 契約方法 担当課 

介護保険事業所台帳等管理シス

テム保守業務委託 

ニッセイ情報テクノロジー

株式会社 
315  随契（特命） 監査指導課 

老人福祉センター東香園 

管理運営業務 

株式会社西日本介護サービ

ス 
35,482  協定 社会参加推進課 

老人福祉センター長生園 

管理運営業務 
学校法人麻生塾 37,114  協定 社会参加推進課 

老人福祉センター舞鶴園 

管理運営業務 
社会福祉法人まいづる会 36,620  協定 社会参加推進課 

老人福祉センター若久園 

管理運営業務 

株式会社西日本介護サービ

ス 
34,758  協定 社会参加推進課 

老人福祉センター寿楽園 

管理運営業務 

社会福祉法人福岡西部福祉

会 
35,687  協定 社会参加推進課 
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契約件名 受託者名 委託料（税込） 契約方法 担当課 

老人福祉センター早寿園 

管理運営業務 
社会福祉法人敬養会 38,507  協定 社会参加推進課 

老人福祉センター福寿園 

管理運営業務 

社会福祉法人福岡ケアサー

ビス 
50,372  協定 社会参加推進課 

老人福祉センター東香園 

「老人教室」「高齢者創作講座」

事業实施業務 

株式会社西日本介護サービ

ス 
6,475  協定 社会参加推進課 

老人福祉センター長生園 

「老人教室」「高齢者創作講座」

事業实施業務 

学校法人麻生塾 2,878  協定 社会参加推進課 

老人福祉センター舞鶴園 

「老人教室」「高齢者創作講座」

事業实施業務 

社会福祉法人まいづる会 5,378  協定 社会参加推進課 

老人福祉センター若久園 

「老人教室」「高齢者創作講座」

事業实施業務 

株式会社西日本介護サービ

ス 
7,360  協定 社会参加推進課 

老人福祉センター寿楽園 

「老人教室」「高齢者創作講座」

事業实施業務 

社会福祉法人福岡西部福祉

会 
3,741  協定 社会参加推進課 

老人福祉センター早寿園 

「老人教室」「高齢者創作講座」

事業实施業務 

社会福祉法人敬養会 4,332  協定 社会参加推進課 

老人福祉センター福寿園 

「老人教室」「高齢者創作講座」

事業实施業務 

社会福祉法人福岡ケアサー

ビス 
5,024  協定 社会参加推進課 

自家用工作物保安業務委託 
財団法人九州電気保安協会 

福岡支部 
1,072  随契 社会参加推進課 

冷暖房設備運転管理業務委託 株式会社シンコー 4,189  随契 社会参加推進課 

千代庁舎警備管理委託 トステム株式会社 829  随契（特命） 社会参加推進課 

千代庁舎内共用部清掃業務委託 
社団法人福岡市シルバー人

材センター 
556  随契（特命） 社会参加推進課 

害虫駆除及び清掃業務委託 株式会社シンコー 460  随契 社会参加推進課 
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契約件名 受託者名 委託料（税込） 契約方法 担当課 

冷温熱熱媒体受入設備保守点検

業務委託 
新日本空調株式会社 399  随契 社会参加推進課 

高齢者パソコン教室 
株式会社コンピュータ教育

社 
3,133  随契 社会参加推進課 

シルバー人材センターほか 2 施

設消防用設備保守点検業務委託 
株式会社アサヒアルファ 399  随契 社会参加推進課 

シルバー人材センター西支部・

西区子どもプラザ消防用設備保

守点検業務委託 

株式会社アサヒアルファ 120  随契 社会参加推進課 

シルバー人材センター西支部・

西区子どもプラザ防火対象物定

期点検業務委託 

株式会社アサヒアルファ 89  随契 社会参加推進課 

シルバー人材センター西支部ほ

か１箇所建物点検業務委託 
有限会社葦建築工房 168  随契 社会参加推進課 

高齢者乗車券リーフレット製作

委託 

株式会社ドット・コミュニケ

ーションズ 
278  随契 社会参加推進課 

敬老祝品、祝状入り封筒の回

収・仕分け、配送業務委託 
福岡ひまわり運送株式会社 291  随契 社会参加推進課 

福岡市福祉バス 運営事業委託 
社会福祉法人福岡市社会福

祉協議会 
1,853  随契（特命） 社会参加推進課 

福岡市福祉バス 運行業務委託 

株式会社西鉄観光バス 

株式会社昭和自動車 

株式会社ＪＲ九州バス 

運行台数に応じ 

实績払い 

（単価契約） 

随契（特命） 社会参加推進課 

老人いこいの家消防用設備保守

点検業務委託及び防火対象物点

検業務委託 

西部防災工業株式会社 3,727  
指名競争 

入札 
社会参加推進課 

公民館及び老人いこいの家 

エレベーター保守点検業務委託 

三菱電機ビルテクノサービ

ス株式会社 
8,928  随契（特命） 社会参加推進課 

公民館及び老人いこいの家 

エレベーター保守点検業務委託 

日本オーチス・エレベータ株

式会社 
3,030  随契（特命） 社会参加推進課 

公民館及び老人いこいの家 

エレベーター保守点検業務委託 
フジテック株式会社 1,134  随契（特命） 社会参加推進課 

公民館及び老人いこいの家 

エレベーター保守点検業務委託 

中央エレベーター工業 

株式会社 
1,360  随契（特命） 社会参加推進課 
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契約件名 受託者名 委託料（税込） 契約方法 担当課 

公民館及び老人いこいの家 

エレベーター保守点検業務委託 
株式会社日立ビルシステム 2,381  随契（特命） 社会参加推進課 

公民館及び老人いこいの家 

エレベーター保守点検業務委託 
東芝エレベータ株式会社 1,458  随契（特命） 社会参加推進課 

公民館及び老人いこいの家 

エレベーター保守点検業務委託 
日本昇降機株式会社 800  随契（特命） 社会参加推進課 

公民館及び老人いこいの家 

エレベーター保守点検業務委託 

日本エレベーター製造株式

会社 
693  随契（特命） 社会参加推進課 

公民館及び老人いこいの家 

エレベーター保守点検業務委託 

松下ホームエレベーター株

式会社 
793  随契（特命） 社会参加推進課 

公民館及び老人いこいの家 

エレベーター保守点検業務委託 
ダイコー株式会社 693  随契（特命） 社会参加推進課 

堤老人いこいの家樹木剪定業務

委託 
株式会社グリーンテック 61  随契 社会参加推進課 

福岡市地域包括支援センター事

業（地域包括支援センター業務

の委託） 

社会福祉法人ふくおか福祉

サービス協会 
149,695  随契（特命） 地域保健課 

福岡市地域包括支援センター事

業（地域包括支援センター業務

および休日夜間相談業務の委

託） 

社団法人福岡市医師会 315,202  随契（特命） 地域保健課 

平成 20年度地域包括支援センタ

ー職員研修事業業務委託 

財団法人長寿社会開発セン

ター 
1,575  随契（特命） 地域保健課 

平成 20年度介護予防支援指導者

研修事業業務委託 

財団法人長寿社会開発セン

ター 
180  随契（特命） 地域保健課 

地域包括支援センターパンフレ

ット製作委託 
株式会社東京法規出版 453  随契（特命） 地域保健課 

いきいきセンターふくおかパン

フレット製作委託 
株式会社東京法規出版 420  随契（特命） 地域保健課 

地域包括支援センター愛称募集

パンフレット製作委託 
株式会社東京法規出版 394  随契（特命） 地域保健課 

地域包括支援システム開発業務

委託 
株式会社エクシーズ 7,270  随契（特命） 地域保健課 
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契約件名 受託者名 委託料（税込） 契約方法 担当課 

いきいきセンターふくおか看板

製作・設置委託 
株式会社グリーンクロス 754  

指名競争 

入札 
地域保健課 

いきいきセンターふくおかのぼ

り旗作成委託 
株式会社ディスジャパン 727  随契 地域保健課 

平成 21年度版健康ガイド発送業

務委託 
株式会社産交ミック 1,884  随契（特命） 地域保健課 

生活支援サービス（要介護状態

等になるおそれがある高齢者に

対する自立支援型のホームヘル

プサービス） 

社会福祉法人ふくおか福祉

サービス協会 ほか 3件 
742  随契（特命） 地域保健課 

福岡市介護予防教室運営業務委

託 
医療法人和仁会 ほか 38件 35,041  随契（特命） 地域保健課 

福岡市介護予防週間普及啓発事

業運営業務委託 
学校法人麻生塾 787  随契 地域保健課 

地域包括センター愛称表彰及び

啓発事業運営業務委託 
有限会社照健 2,042  随契 地域保健課 

福岡市祝いめでた体操普及啓発

用ＤＶＤ等制作業務委託 
有限会社照健 997  随契 地域保健課 

福岡市介護予防教室車両送迎業

務委託 

福岡西鉄タクシー株式会社

ほか 20件 
1,253  随契（特命） 地域保健課 

高齢者保健福祉計画（老人福祉

計画・介護保険事業計画）策定

支援業務委託 

株式会社西日本リサーチ・セ

ンター  
3,549  随契 施策推進課 

平成 20年度福岡市認知症介護实

践者等養成事業及び福岡市介護

保険事業者研修事業業務委託 

社会福祉法人ふくおか福祉

サービス協会 
25,317  随契（特命） 施策推進課 

平成 20年度福岡市認知症介護指

導者フォローアップ研修事業委

託 

社会福祉法人浴風会認知症

介護研究・研修東京センター 
190  随契（特命） 施策推進課 

福祉相談事業（高齢者の悩み等

についての相談、認知症介護相

談） 

社会福祉法人福岡市社会福

祉協議会ほか 1件 
3,951  随契（特命） 在宅支援課 
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契約件名 受託者名 委託料（税込） 契約方法 担当課 

障がい者高齢者住宅改造相談事

業 

社会福祉法人ふくおか福祉

サービス協会 
38,662  随契（特命） 在宅支援課 

緊急通報システム業務委託 福岡安全センター株式会社 

設置 9,000円

/10,000円 

撤去 5,000円 

受信サービス業務 

月 1,870円 

随契（特命） 在宅支援課 

生活支援ハウス運営事業 
社会福祉法人福岡福祉会ほ

か 2件 
25,080  随契 在宅支援課 

寝具洗濯乾燥消毒サービス 
エフティ・ライフサービス株

式会社ほか 1件 

丸洗い 6,300円 

乾燥消毒 2,100円 
随契 在宅支援課 

家族介護者のつどい 
社会福祉法人福岡市社会福

祉協議会  
750  随契（特命） 在宅支援課 

福岡市食の自立支援・配食サー

ビス事業委託 

社団法人福岡市シルバー人

材センター 
57,433  随契（特命） 在宅支援課 

福岡市認知症高齢者家族やすら

ぎ支援事業委託 

社団法人認知症の人と家族

の会 
862  随契（特命） 在宅支援課 

高齢者電話相談事業（電話によ

る定期的な安否確認・各種相談） 

社会福祉法人福岡市社会福

祉事業団 
28,716  随契（特命） 在宅支援課 

老人福祉センター東香園ほか 4

施設石綿調査委託 
株式会社Ｅ－ＳＹＳＴＥＭ 404  随契 施設支援課 

介護給付統計システムシステム

サポート・ハード保守業務委託 

株式会社富士通ビジネスシ

ステム 
952  随契（特命） 介護保険課 

介護給付統計システム改修（平

成 20年度制度改正対応）業務委

託 

株式会社富士通ビジネスシ

ステム 
997  随契（特命） 介護保険課 

介護保険課納入通知書等封入封

緘業務委託 
九州総合サービス株式会社 単価契約 随契 介護保険課 

介護保険料広報誌点字版作成委

託 

社会福祉法人福岡市身体障

害者福祉協会 
148  随契（特命） 介護保険課 

要介護認定調査委託 医療法人愛光会ほか数百件 単価契約 随契（特命） 介護保険課 



 

257  

契約件名 受託者名 委託料（税込） 契約方法 担当課 

認定審査にかかるかかりつけ医

（主治医）意見書作成等の研

修・指導業務及び付帯業務 

社団法人福岡市医師会 28,770  随契（特命） 介護保険課 

介護保険主治医意見書作成料審

査支払手数料 

福岡県国民健康保険団体連

合会 

単価契約 

1件当たり 47.25円 
随契（特命） 介護保険課 

介護保険ホームページ制作・運

営管理業務委託 
株式会社インク 2,825  随契 介護保険課 

介護保険料広報誌点字版作成委

託 

社団法人福岡市身体障害者

福祉協会 
119  随契（特命） 介護保険課 

市政だよりの介護保険特集版の

印刷用版下作成業務 
株式会社西日本新聞印刷 294  随契（特命） 介護保険課 

介護給付費審査支払手数料 
福岡県国民健康保険団体連

合会 

単価契約 

1件当たり 75円 
随契（特命） 介護保険課 

第三者行為損害賠償求償事務共

同処理手数料 

福岡県国民健康保険団体連

合会 

件数割：10,000円 

収納割：179,798円 
随契（特命） 介護保険課 

第三者行為損害賠償求償事務共

同処理手数料 

福岡県国民健康保険団体連

合会 

件数割：2,000円 

収納割：19,314円 
随契（特命） 介護保険課 

自家用電気工作物保安管理業務 九州電気管理協同組合 346  随契 松濤園 

給食廃棄物搬出処理業務 株式会社エイコー 270  随契 松濤園 

清掃及びボイラー運転管理業務 株式会社シンコー 10,857  
指名競争 

入札 
松濤園 

消防用設備点検保守業務 西部防災工業株式会社 771  随契 松濤園 

防虫消毒業務 株式会社ユニ 514  随契 松濤園 

受水槽及び高架水槽清掃業務 株式会社シンコー 191  随契 松濤園 

定期健康診断 
財団法人結核予防会福岡県

支部福岡結核予防センター 
353  随契 松濤園 

ボイラー定期清掃業務 昭和鉄工株式会社 630  随契 松濤園 

検査業務（ノロウィルス） 株式会社シー・アール・シー 117  随契 松濤園 
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契約件名 受託者名 委託料（税込） 契約方法 担当課 

厨房機械機器保守点検業務 株式会社アイホー 52  随契 松濤園 

点検業務（建築物定期点検） 有限会社 ZIN・アーキテクト 204  随契 松濤園 

 

②施設工事契約 

（単位：千円） 

契約件名 受託者名 委託料（税込） 契約方法 担当課 

盤瀬公園集会所老人いこいの家

改築工事 
株式会社大野建築事務所 12,771  

指名競争 

入札 
社会参加推進課 

盤瀬公園集会所老人いこいの家

改築電気工事 
西海電気工事株式会社 945  随契 社会参加推進課 

盤瀬公園集会所老人いこいの家

改築衛生設備工事 
有限会社平野設備 1,974  随契 社会参加推進課 

旧若久老人いこいの家解体工事 株式会社三和興業 1,614  随契 社会参加推進課 

山荘公園集会所老人いこいの家

解体工事 
共栄産業株式会社 1,554  随契 社会参加推進課 

和田宝満公園老人いこいの家解

体工事 
モリタ企画産業 1,251  随契 社会参加推進課 

福岡市東第 4 地域包括支援セン

ター解体工事 
株式会社三和興業 1,677  随契 地域保健課 

老人福祉センター若久園陶芸室

改築工事 
日成ビルド株式会社 8,298  

指名競争 

入札 
施設支援課 

老人福祉センター若久園陶芸室

改築空調設備工事 
有限会社福岡冷暖房機商会 2,094  

指名競争 

入札 
施設支援課 

老人福祉センター若久園陶芸室

改築電気工事 
有限会社宮嶋電気商会 1,097  

指名競争 

入札 
施設支援課 

老人福祉センター若久園陶芸室

改築設計工事設計業務委託 

株式会社エム環境デザイン

システム 
250  随契 施設支援課 

老人福祉センター若久園陶芸室

改築設計工事設計業務委託 
有限会社新都市設備設計 253  随契 施設支援課 

（出典：保健福祉局総務課作成資料を加工） 
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（３）契約事務手続 

①实施した監査手続 

監査人は、任意に抽出した 20件の契約について関連資料を閲覧し、関連規則等に基づい

て取引の承認、契約、検査等が行われているか検討した。 

抽出した契約は以下のとおりである。 

 

（単位：千円） 

No. 契約種類 契約件名 委託料（税込） 契約方法 担当課 

1 外部委託契約等 老人福祉センター東香園 

管理運営業務 

35,482  協定 社会参加推進課 

2 外部委託契約等 老人福祉センター長生園 

管理運営業務 

37,114  協定 社会参加推進課 

3 外部委託契約等 老人福祉センター東香園 

「老人教室」「高齢者創作講座」

事業实施業務 

6,475  協定 社会参加推進課 

4 外部委託契約等 老人福祉センター福寿園 

「老人教室」「高齢者創作講座」

事業实施業務 

5,024  協定 社会参加推進課 

5 外部委託契約等 高齢者パソコン教室 3,133  随契 社会参加推進課 

6 外部委託契約等 公民館及び老人いこいの家 

エレベーター保守点検業務委

託 

3,030  随契 

（特命） 

社会参加推進課 

7 外部委託契約等 福岡市地域包括支援センター

事業 

315,202  随契 

（特命） 

地域保健課 

8 外部委託契約等 福岡市介護予防教室運営業務

委託 

35,041  随契 

（特命） 

地域保健課 

9 外部委託契約等 平成 20 年度福岡市認知症介護

实践者等養成事業及び福岡市

介護保険事業者研修事業業務

委託 

25,317  随契 

（特命） 

施策推進課 

10 外部委託契約等 障がい者高齢者住宅改造相談

事業 

38,662  随契 

（特命） 

在宅支援課 

11 外部委託契約等 生活支援ハウス運営事業 25,080  随契 在宅支援課 
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12 外部委託契約等 福岡市食の自立支援・配食サー

ビス事業委託 

57,433  随契 

（特命） 

在宅支援課 

13 外部委託契約等 高齢者電話相談事業 28,716  随契 

（特命） 

在宅支援課 

14 外部委託契約等 認定審査にかかるかかりつけ

医（主治医）意見書作成等の研

修・指導業務及び付帯業務 

28,770  随契 

（特命） 

介護保険課 

15 外部委託契約等 介護保険ホームページ制作・運

営管理業務委託 

2,825  随契 介護保険課 

16 外部委託契約等 介護給付費審査支払手数料 単価契約                   

（1件当たり 75円） 

随契 

（特命） 

介護保険課 

17 外部委託契約等 清掃及びボイラー運転管理業

務 

10,857  指名競争 

入札 

松濤園 

18 施設工事関係等 盤瀬公園集会所老人いこいの

家改築工事 

12,771  指名競争 

入札 

社会参加推進課 

19 施設工事関係等 福岡市東第 4地域包括支援セン

ター解体工事 

1,677  随契 地域保健課 

20 施設工事関係等 老人福祉センター若久園陶芸

室改築工事 

8,298  指名競争 

入札 

施設支援課 

 

契約手続は「地方自治法」、「地方自治法施行令」、「地方公共団体の物品等又は特定役務

の調達手続の特例を定める政令」、「福岡市契約事務規則」、「福岡市契約事務規則の特例を

定める規則」、｢福岡市契約事務取扱規程｣、「福岡市事務決裁規程」、「入札執行に係る運用

基準」、「入札結果等の公表に関する事務取扱要領」等に基づいて、实施されている。 

 

上記抽出した契約について検討した結果、契約事務手続について特に問題となる事項は

認められなかった。 

 

（４）（制限付き）一般競争入札（意見 56，57） 

平成 20 年度の高齢者福祉関連契約において、（制限付き）一般競争入札は該当がなかっ

た。 

なお、工事契約については、入札制度改革によって、一般競争入札の対象範囲が拡大し

ている。しかしながら、市では、1,500 万円未満の工事契約については、平成 22 年 1 月 1

日以降、他都市や業者の状況を見ながら決定することとしており、その後の具体策につい

ては発表されていない。市においては、1,500万円未満の工事契約についての一般競争入札

の対象業者は零細規模の業者が多く、一般競争入札ルール（例えば、パソコンによる電子
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入札等）の急激な変更に慣れるのには時間を要し、また、従来の指名競争入札による業者

選定を一般競争入札の対象範囲を拡大すると、仕事が増えない零細業者が多くなると予想

されるとのことである。  

そのため、市では現在、一般競争による弊害を取り除くような施策を議論、検討中であ

り、一つの施策として地場業者優先、受注案件をいくつか選定している業者には入札制限

を設ける等の（制限付）一般競争入札を考えており、できるだけ早急に導入に当たっての

ロードマップを発表する考えである。 

 

（意見 56）   

工事契約については、入札制度改革によって、一般競争入札の対象範囲が拡大している

が、市では現在、一般競争による弊害を取り除くような施策を議論、検討中であり、平成

22 年 1 月 1日以降、他都市や業者の状況を見ながら決定することとしている。 

今後も一般競争入札の対象範囲拡大について、停滞することなく、継続して議論・検討

することが必要と考える。 

 

（意見 57） 

委託契約についても、一般競争入札の適用は平成 20年度においてゼロであった。高齢者

福祉事業の性格を鑑みれば、受託可能である業者は限られてしまう場合があり、結果とし

て契約方法が指名競争入札または随意契約に偏りやすくなると推定されるが、一般競争入

札適用拡大の余地がないか、議論・検討を行う必要があると考える。 

 

（５）指名競争入札（意見 58，59） 

①实施した監査手続 

監査人は、指名競争入札のうち落札率が 90％以上のものについて抽出し、関連資料の閲

覧及びヒアリングにより、落札率が高い原因及び入札手続等について検討した。 

指名競争入札の一覧は以下のとおりである。 

（単位：千円、税込） 

No. 契約種類 契約件名 予定価格 落札価格 落札率 担当課 

1 外部委託契約等 いきいきセンターふくおか

看板製作・設置委託 

1,723 754 43.8% 地域保健課 

2 外部委託契約等 老人いこいの家消防用設備

保守点検業務委託及び防火

対象物点検業務委託 

4,869  3,727  76.5% 社会参加推進課 

3 外部委託契約等 清掃及びボイラー運転管理

業務 

11,031  10,857  98.4% 松濤園 

4 施設工事関係等 盤瀬公園集会所老人いこい 15,197  12,771  84.0% 社会参加推進課 
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の家改築工事 

5 施設工事関係等 老人福祉センター若久園陶

芸室改築工事 

9,761 8,298 85.0% 施設支援課 

6 施設工事関係等 老人福祉センター若久園陶

芸室改築空調設備工事 

2,104 2,094 99.6% 施設支援課 

7 施設工事関係等 老人福祉センター若久園陶

芸室改築電気工事 

1,165 1,097 94.1% 施設支援課 

（注）落札率は契約金額を予定価格で除した割合である。  

（出典：保健福祉局総務課作成資料を加工） 

 

②結果 

ア．No.3 清掃及びボイラー運転管理業務について 

 当該契約について、過去 3年度の入札状況は以下のとおりである。 

（単位：千円、税抜） 

平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

入札参加者 入札金額 入札参加者 入札金額 入札参加者 入札金額 

株式会社 

シンコー 

10,350 株式会社 

シンコー 

10,290 株式会社 

シンコー 

10,340 

B 10,440 F 10,320 G 10,400 

C 10,450 G 10,330 J 10,400 

D 10,480 B 10,420 F 10,450 

E 10,500 H 10,480 H 10,450 

F 10,500 I 10,489 K 10,450 

  E 10,500 E 10,500 

落札率 98.4％ 落札率 97.9％ 落札率 98.4％ 

（出典：入札結果表を要約） 

 

 入手した過去 3年分の入札結果表の閲覧及びヒアリングの結果、過去 10年以上の複数

年にわたって、株式会社シンコーが落札していた。また、平成 19 年度の入札者 7 社中 4

社が平成 18年度の入札者であり、平成 20年度の入札者 7社中 5社が平成 19年度の入札

者であった。 

  なお、当該契約については、予定価格の事前公表が行われており、高落札率の要因の

一つとなっているものと考えられる。 

 

イ．No.6 老人福祉センター若久園陶芸室改築空調設備工事及び No.7 老人福祉センタ

ー若久園陶芸室改築電気工事について 



 

263  

  No.6の入札結果は以下のとおりである。 

入札参加者 入札金額（円、税抜） 

a 1,995,000 

b 2,000,000 

c 2,001,000 

d 2,002,220 

e 2,004,000 

f 2,004,000 

 落札率は 99.5％であり、予定価格の事前公表が行われている。 

また、No.7の契約の入札結果は以下のとおりである。 

入札参加者 入札金額（円、税抜） 

イ 1,045,000 

ロ 1,100,000 

ハ 1,100,000 

ニ 1,103,000 

ホ 1,105,000 

ヘ 辞退 

 落札率は 94.1％であり、予定価格の事前公表が行われている。 

 

  上記工事は、専門性が高い工事であるため参加事業者が限られること及び予定価格を

抑えているために入札金額が下がる余地が尐ないことが、落札率が高い原因として考え

られるとのことである。 

  ただし、当該契約については、予定価格の事前公表が行われており、高落札率の要因

の一つとなっているものと考えられる。 

  なお、市においては、平成 12 年度までは予定価格の事後公表制度を採用していたが、

平成 12 年度において予定価格の事前漏洩という不祥事があり、平成 13 年度より予定価

格の事前公表を決定した経緯がある。 

 

（意見 58） 

 松濤園における清掃及びボイラー運転管理業務の委託契約については、毎年度、類似し

た参加者で入札が行われ、同一の業者が高い落札率によって落札している。 

このような状況が長期にわたり継続している場合、指名競争入札が形骸化し閉鎖的なも

のとなっており、指名競争入札のデメリットが現れているものと考えられる。 

 したがって、指名競争入札において、定期的に行われる契約で落札率が継続して高くな

っているものについては適時に把握できるような体制を整え、一般競争入札または公募型

指名競争入札を柔軟に適用することを検討するなどの措置を講じることが必要であると考
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える。 

 

（意見 59） 

 工事契約については、｢入札結果等の公表に関する事務取扱要領｣により、特命随意契約

を除くすべての場合で予定価格の事前公表を行うよう定められているが、予定価格の事前

公表を行うことを要因として、落札率が高くなっていると推定される案件があるのも事实

である。 

 国土交通省の調べによれば、他の自治体においては平成 21 年 7 月 24 日現在、47 都道府

県のうち 24の自治体が、18政令指定都市のうち 7市が、全面的にあるいは部分的に予定価

格の事後公表を採用しており（国土交通省ホームページより）、事前公表のデメリットを解

消するために移行が進められている。 

 したがって、予定価格の事前公表のデメリットが現れていると推定される案件について

は、部分的に事後公表の導入を検討することは、競争入札により経済性を向上させるとい

う観点から必要であると考える。 

 

（６）随意契約 （意見 60，61） 

高齢者福祉事業は、その性格から、受託業者の体制、技能、ノウハウ等の要件が求めら

れるため、随意契約による契約が占める割合が大きくなりやすく、平成 20年度においては

全体のおよそ 80.6％が随意契約によって行われている。 

①实施した監査手続 

監査人は、随意契約 87件のうち、予定価格が 1,000千円（工事契約については 2,500千

円）を超える契約の中から、任意に 20件を抽出し、随意契約理由の正当性について検討を

行った。 

また、抽出した契約のうち、落札率が 100％である一般随意契約（1件）については、落

札率の正当性についても検討を行った。 

②結果（随意契約理由） 

抽出サンプルの一覧表は以下のとおりであり、随意契約理由については、一覧表中に示

している。 

 

契約件名 委託内容 委託料（千円、税込） 契約方法 随意契約理由 

自家用工作物保安

業務委託 

老人福祉センターの 

電気設備点検業務  

1,072 随契 登録業者名簿に該当業種な

く、指名競争入札ができず、

一般競争入札では予算規模

に対しコストが大きいため。 

冷暖房設備運転管

理業務委託 

千代庁舎の冷温熱受

入設備の運転管理業

4,189  随契 施設への職員派遣、ビル管理

及び機械操作の確实な实施
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務 が可能な業者を選定し、施設

の安全性を確保するため。 

福岡市福祉バス運

行業務委託 

福祉バスの運行 運行台数に応じ实績

払い（単価契約） 

 

随契 

（特命） 

市内及び近郊において相当

数の貸し切りバスの保有が

必要であり、かつ福祉車両を

保有する業者に委託する必

要があったため。 

高齢者パソコン教

室 

高齢者パソコン教室

講座の運営 

3,133  随契 登録業者名簿に該当業種な

く、指名競争入札ができず、

一般競争入札では予算規模

に対しコストが大きいため。 

公民館及び老人い

こいの家 

エレベーター保守

点検業務委託 

エレベーターの保守

点検業務 

8,928  随契 

（特命） 

エレベーターメーカーに保

守点検を委託したため。 

福岡市地域包括支

援センター事業 

地域包括支援センタ

ー業務の委託 

149,695  随契 

（特命） 

受託者の前身団体に、地域包

括支援センター運営協議会

での選定を経て平成 18 年 4

月より委託しており、当該委

託契約期間が 3 ヶ年であっ

たため。 

福岡市地域包括支

援センター事業 

地域包括支援センタ

ー業務及び、休日夜

間相談業務の委託 

315,202  随契 

（特命） 

平成 18年度の地域包括支援

センター運営協議会で選定

されており、業務の専門性か

ら、他に委託可能な団体は考

えにくいため。 

平成20年度地域包

括支援センター職

員研修事業業務委

託 

地域包括支援センタ

ーの初任者及び現任

者を対象としたスキ

ルアップのための研

修業務委託 

1,575  随契 

（特命） 

厚生労働省（当時厚生省）の

通知により、地域包括支援セ

ンター職員研修については、

｢地域包括ケア・介護予防研

修センター｣に委託可能とさ

れているため。 

地域包括支援シス

テム開発業務委託 

地域包括支援センタ

ーで使用するシステ

ムの開発業務委託 

7,270  随契 

（特命） 

指名競争入札で行われたが、

履行期間が短く、8社中 6社

が辞退し、2社で入札が实施

された。Ａ社が最低制限価格
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未満、Ｂ社が予定価格超の入

札だったので、再入札した

が、同様の結果であった。し

たがって地方自治法施行令

第 167条の 2第 1項第 8号に

より随意契約とした。なお、

低入札価格調査が实施され

ている。 

福岡市介護予防教

室運営業務委託 

介護予防教室の運営 35,041  随契 

（特命） 

介護予防教室の内容に応じ

て、選定委員会によって業者

選定したうえで、計 39 社と

の特命随意契約を締結して

いるため。 

福岡市介護予防週

間普及啓発事業運

営業務委託 

介護予防週間普及啓

発事業の運営 

787 随契 介護予防事業及び地域包括

支援センターについて知識

を有している必要があるた

め。 

平成21年度版健康

ガイド発送業務委

託 

平成 21 年度版健康

ガイド（地域包括支

援センターの広報記

事）の発送業務の委

託 

1,884  随契 

（特命） 

健康ガイドは市政だよりに

折り込むので、市政だよりの

配送業者に委託するのが合

理的であるため。 

平成20年度福岡市

認知症介護实践者

等養成事業及び福

岡市介護保険事業

者研修事業業務委

託 

認知症介護实務者を

対象としたスキルア

ップ研修及び事業者

等の研修事業 

25,317  随契 

（特命） 

専門性が高く、实習受入施設

の確保が必要であるなど、实

施可能な業者が限られるた

め。 

地域包括センター

愛称表彰及び啓発

事業運営業務委託 

地域包括センター愛

称表彰及び啓発事業

の運営 

2,042  随契 介護予防事業及び地域包括

支援センターについて知識

を有している必要があるた

め。 

障がい者高齢者住

宅改造相談事業 

住宅改造に関する相

談・連絡調整及び情

報提供業務 

38,662  随契 

（特命） 

介護实習普及センター内の

福祉用具展示場の管理も受

託している受託法人に委託

することで、展示場内のモデ
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ルルームと一体的に事業を

实施することが可能となり、

市にとって最も有利かつ有

益であること等による。 

福岡市食の自立支

援・配食サービス

事業委託 

高齢者への昼食の宅

配、安否確認 

57,433 随契 

（特命） 

地方自治法施行令に特命随

意契約としてよい旨の定め

があるため（受託者：福岡市

シルバー人材センター）。 

認定審査にかかる

かかりつけ医（主

治医）意見書作成

等の研修・指導業

務及び付帯業務 

認定審査にかかるか

かりつけ医（主治医）

意見書作成等の研

修・指導業務及び付

帯業務 

28,770  随契 

（特命） 

業務内容の専門性が高く、か

つ医師を対象とするため、委

託可能である業者が限られ

るため。 

介護保険ホームペ

ージ制作・運営管

理業務委託 

ホームページの運

営、管理、新規画面

の作成等 

2,825  随契 登録業者名簿に該当業種な

く、指名競争入札ができず、

一般競争入札では予算規模

に対しコストが大きいため。 

福岡市介護予防教

室車両送迎業務委

託 

介護予防教室参加者

の送迎業務 

1,253  随契     

（特命） 

介護予防教室实施施設の近

隣に拠点を有し、地理に精通

している業者、計 21 社に委

託する必要があるため。 

高齢者保健福祉計

画（老人福祉計

画・介護保険事業

計画）策定支援業

務委託 

①高齢者保健福祉計

画策定業務の支援、

計画案作成 

②介護サービス供給

事業者实態調査 

3,549  随契 登録業者名簿に該当業種な

く、指名競争入札ができず、

一般競争入札では予算規模

に対しコストが大きいため。 

（出典：保健福祉局総務課作成資料を加工） 

 

③結果（落札率） 

 抽出サンプルのうち、落札率が 100％である一般随意契約は「冷暖房設備運転管理業務委

託」であった。 

当該契約は 4 社に対し見積りを依頼しており、うち 3 社は予定価格以上で見積りを提出

している。なお、「冷暖房設備運転管理業務委託」契約については、予定価格の事前公表は

行われない取扱いになっている。 

また、前年度にも同一の業務委託があり設計価格を変更しておらず、落札者が前年度の

設計金額と同額で見積りを提出している。 
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（意見 60） 

「冷暖房設備運転管理業務委託」については、見積徴収業者は 4社であるが、3社が予定 

価格以上で見積りを提出しており、受託者であるＡ社が落札率 100％で契約を締結している。 

なお、「冷暖房設備運転管理業務委託」契約については、予定価格の事前公表は行われな

い取扱いになっている。 

落札率 100％である理由は、前年度と同様の設計金額を使用しており、受託者が当該金額

で見積りを提出したためである。しかし、複数業者に合い見積りを取ったにもかかわらず

落札率 100％で契約が結ばれた事实を考えれば、業者間の競争が発生しておらず、見積りに

先立ち業者間で調整が行われている可能性も否定できない。 

今後は、定期的に行われる随意契約において落札率が 100％であるなど不自然な案件を適

時に把握、原因分析をできるような体制を整え、競争入札を柔軟に適用することを検討す

るなどの措置を講じることが必要であると考える。 

 

（意見 61） 

 「自家用電気工作物保安管理業務委託」、「高齢者パソコン教室」、「介護保険ホームペー

ジ制作・運営管理業務委託」、「高齢者保健福祉計画（老人福祉計画・介護保険事業計画）

策定支援業務委託」に関する随意契約理由はいずれも、登録業者名簿に当該契約業務にか

かる登録業種がなく、指名競争入札を行うことができず、一般競争入札を行うには、予算

規模に比して膨大なコストがかかり、明らかに不利であるためというものであった。 

 契約自体は市の規則に準拠して实施されているもののいずれの業務内容も、相当数の業

者によって实施可能な内容であり、指名競争入札を行うことに特段の問題はないと考えら

れる。 

 したがって、登録業者名簿に登録された業種でなければ競争入札が行えないのであれば、

登録業種を細分化し登録業者名簿のあり方を見直す、あるいは、登録業種との合致判断基

準を柔軟なものにするなどの方策によって、契約方法の採用判断をより合理的に行うこと

ができるように検討する必要があると考える。 
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１０．指定管理者制度の状況について 

（１）指定管理者制度の概要  

指定管理者制度とは、従来、地方公共団体や外郭団体に限定されていた公の施設（福祉

施設、教育・文化施設、体育施設等）の管理・運営を民間事業者にも行わせることができ

ることとされたものであり、地方自治法の一部改正により平成 15年 9月から施行されてい

る。  

 

（２）市の高齢者福祉における指定管理者制度の導入  

市においては、老人福祉センターの運営について、平成 17年度までは社会福祉法人福岡

市社会福祉事業団に委託していたが、平成 18年度より指定管理者制度を導入している。 

老人福祉センターは老人福祉法第 15条に定める老人福祉施設として、高齢者に関する各

種相談、健康の増進や教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与する

ことを目的とした施設である。 

 

（３）老人福祉センターの状況 

  指定管理者制度により運営されている老人福祉センターは以下のとおりである。 

施設名 所在地 指定管理者名 設置年月 

東香園 東区香住ヶ丘 1－9－1 
株式会社   

西日本介護サービス 
昭和 50年 2月 

長生園 博多区千代 1－21－16 
学校法人  

麻生塾 
昭和 43年 4月 

舞鶴園 中央区長浜 1－2－15 
社会福祉法人   

まいづる会 
昭和 52年 4月 

若久園 南区若久 6－29－1 
株式会社   

西日本介護サービス 
昭和 48年 9月 

寿楽園 城南区南片江 2－32－1 
社会福祉法人   

西部福祉会 
昭和 63年 12月 

早寿園 早良区重留 7－8－8 
社会福祉法人   

敬養会 
平成元年 8月 

福寿園 西区今宿青木 1043－31 
社会福祉法人   

福岡ケアサービス 
昭和 47年 8月 

（出典：社会参加推進課作成資料を加工） 

 

なお、平成 20 年度に選定された指定管理者（平成 21 年度から管理・運営開始）は、長

生園が社会福祉法人まごころ会、寿楽園が社会福祉法人福岡市身体障害者福祉協会となっ

ており、それ以外の 5 施設については上記と同様の指定管理者である。 
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（４）指定管理者の選定方法（意見 62） 

①概要 

指定管理者の募集及び選定は、公募型プロポーザル方式により審査を实施し、指定管理

者の候補者を選定する。 

候補者の選定については、｢福岡市立老人福祉センターの指定管理者の選定の手続に関す

る要綱｣（平成 17年 7月 25日施行）及び「保健福祉局指定管理者の選定委員会に関する要

綱」（平成 17 年 6 月 22 日施行）に基づき、｢保健福祉局指定管理者選定委員会｣において、

選定基準や募集要項の検討を行うとともに、審査基準に基づいて応募書類の審査等を行う

こととしている。 

選定された指定管理者の候補者とは細目を協議し、協議成立後、仮協定を締結し、議会

の議決後に指定管理者として指定され、この指定の日から、先に締結した仮協定が市との

正式な協定となる。 

 

（意見 62） 

市において、選定委員と応募団体の利害関係の有無を判断するために、平成 17年度候補

予定の選定委員へは就任依頼時において選定基準等について説明を行い、平成 20年度候補

予定の選定委員へは就任依頼時に選定基準等の説明を行うとともに、応募団体の役員一覧

のチェック及び委員の履歴書閲覧により、利害関係の有無を確認したとのことであった。 

団体との利害関係の定義については、「指定管理者の指定に関するガイドライン」に例示

されている。 

しかし、当該例示は指定管理者制度全体に対するものであり、老人福祉センターの指定

管理者選定委員における利害関係については明確な定義が設けられていない状態である。 

したがって、指定管理者の選定を公平に行うという観点から、老人福祉センターの指定

管理者選定についての応募団体と委員との利害関係について一定の基準を設ける必要があ

ると考える。 

 

（５）老人福祉センターにおける指定管理者制度の導入効果 

①サービス向上効果 

過去 5 年度の老人福祉センターの利用者数（一般利用者を含む）の推移は以下のとおり

である。 

（単位：人） 

年度 東香園 長生園 舞鶴園 若久園 寿楽園 早寿園 福寿園 合計 

平成 16

年度 
50,762  44,168  59,615  61,503  53,173  52,258  113,499  434,978  

平成 17

年度 
50,192  42,643  65,559  60,726  51,093  54,703  100,971  425,887  
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年度 東香園 長生園 舞鶴園 若久園 寿楽園 早寿園 福寿園 合計 

平成 18

年度 
52,400  42,459  76,551  62,179  

（注 1） 

47,848  
57,304  

（注 2） 

93,095  
431,836  

平成 19

年度 
54,511  40,635  83,354  67,181  53,034  57,149  104,220  460,084  

平成 20

年度 
56,169  43,099  79,480  65,215  52,101  57,470  112,732  466,266  

（注 1）平成 19年 2月 9日～3月 27日 レジオネラ菌発生のため浴室利用中止 

（注 2）平成 19年 2月 10日～3月 31日 設備修理のため浴室利用中止 

（出典：社会参加推進課作成資料を加工） 

 

 平成 20 年度の利用者数と指定管理者制度導入直前である平成 17 年度の利用者数とを比

較すると、一部の施設は利用者の増加は小さいものの、全体としてはおよそ 40,000人の増

加が認められる。 

 

②費用削減効果 

指定管理者制度導入以前との委託料の比較は以下のとおりである。 

（単位：千円） 

施設名 
平成 17年度 

運営委託料 

平成 20年度 

指定管理料（注 1） 
差額 

東香園 39,887 35,482 △4,405 

長生園 39,404 37,114 △2,290 

舞鶴園 38,983 36,620 △2,363 

若久園 37,444 34,758 △2,686 

寿楽園 34,102 35,687 （注 2）1,585 

早寿園 39,353 38,507 △846 

福寿園 55,745 50,372 △5,372 

合計 284,918 268,540 △16,377 

（出典：社会参加推進課作成資料） 

（注 1）平成 18年度から平成 20年度において、基本的に指定管理料は一定であるが、福寿

園のみ、平成 18 年度は 48,600 千円、平成 19 年度は 49,153 千円である。これは不測の事

態によるコスト負担に対し、市に原因があるとされたものについて追加的に増額されたも

のであり、基本協定書の内容に基づいて行われている。 

（注 2）社会福祉事業団に委託していた際には、最終的に实費精算を行っていた。平成 17

年度における寿楽園については、当初委託料は 36,341千円であったが、社会福祉事業団が

委託料を使いきれなかったため、精算額は 34,102千円となっている。委託料を使い切れな
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かったのは、浴場の使用停止期間があったことにより光熱水費の発生が減尐した等のイレ

ギュラーな事由によるものである。そのため、平成 18年度以降の指定管理料は、新たに積

算見直しした結果、平成 17年度の委託料より増加している。 

 

初年度の指定管理料は制度導入直前の委託料をベースとして指定管理料が設計されてい

たが、平成 20 年度の指定管理料と制度導入直前である平成 17 年度の委託料とを比較する

とおよそ 16,000千円の削減となっている。 

 上記を勘案すると、指定管理者制度の導入により利用者数の増加及び費用削減が認めら

れ、制度導入による一定の効果が得られていると考えられる。 

 

（参考） 

平成 21年度の指定管理料は以下のとおりである。 

           （単位：千円） 

施設名 運営委託料 

東香園 36,900 

長生園 37,900 

舞鶴園 36,198 

若久園 34,469 

寿楽園 35,488 

早寿園 39,021 

福寿園 50,400 

合計 270,376 

（出典：社会参加推進課作成資料） 

 

（６）指定管理者のモニタリング 

「福岡市立老人福祉センター条例」（条例第 17 号昭和 43 年 3 月 30 日）、「福岡市立老人

福祉センター条例施行規則」（規則第 21 号昭和 43 年 3 月 30 日）及び指定管理者との基本

協定書によると、指定管理者に対するモニタリングの概要は以下のとおりである。 

①实地調査（指摘 15，16） 

市は 3か月に 1回は指定管理者に 10日前までに通知のうえ、实地調査を行い、必要に応

じて事前連絡なしに实地調査を行うことができる。实地調査の項目は以下のとおりである。 

ア．職員の配置と研修の实施状況 

 イ．センターの利用の許可、利用の制限等に関すること 

ウ．センターの事業实施に関すること 

エ．施設管理に関すること 

オ．経理事務処理に関すること 
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カ．苦情処理に関すること 

キ．個人情報保護措置に関すること 

ク．応募書類記載の提案事業に関すること 

ケ．その他市が必要と認めるもの 

 

（指摘 15） 

基本協定書において、市は指定管理者に対し、3か月に 1回は实地調査を实施する旨が定

められている。しかし、監査人が实地調査調書を閲覧した結果、平成 20 年度において年 2

回しか行われていなかった。 

これは、翌年度の指定管理者の選定手続等により事務負担が増加したために、实地調査

の優先順位が低くなってしまったことが原因とのことであるが、協定書に従い定期的に实

地調査を行う必要がある。 

   

（指摘 16） 

实地調査調書において、調査項目である「センターの利用の許可、利用の制限等に関す

ること」についての調査記録が残されていなかった。 

これは、調査項目内容が利用者証の発行に関する基本的な業務であるため、記録するま

でもないとの判断によるものであった。 

基本的な業務と言えども、实地調査を行った結果については調査記録として残す必要が

ある。 

 

②定期報告（指摘 17）  

基本協定書では、指定管理者は、以下の事項について毎月の状況を翌月 5 日までに集計

を行い、市に報告しなければならないこととされている。 

ア．毎月の個人利用証の発行件数 

イ．毎日及び毎月のセンターの個人・団体の利用者数 

ウ．区別、男女別、回数別のセンター利用状況日計表 

エ．毎月の事業の開催件数と参加人員 

オ．その他市が必要と認めるもの 

 

（指摘 17） 

基本協定書において、指定管理者は、毎月の個人利用証の発行件数、毎日及び毎月のセ

ンターの個人・団体の利用者数及び区別、男女別、回数別のセンター利用状況日計表等に

ついて、市に毎月定期報告しなければならない旨が定められている。 

しかし、定期報告の内容のうち、毎日のセンター利用者数及び回数別センター利用状況

日計表が提出されていなかった。 
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これらの情報は、曜日ごとの利用者数分析やリピーター率分析などを行う上で有用であ

ると考えられ、毎日のセンター利用者数及び回数別センター利用状況日計表を提出させる

必要がある。 

 

③事業報告書の提出（意見 63，64） 

指定管理者は地方自治法第 244 条の 2 第 7 項の規定により、毎年度終了後、事業報告書

を作成し、4月末日までに市に提出しなければならない。事業報告書の記載事項は以下のと

おりである。 

ア．事業報告書のまとめ 

イ．行事实施表 

ウ．センターの管理状況 

エ．職員関係について 

オ．センターの利用状況 

カ．団体・サークル活動への場所の提供状況 

キ．社会福祉事業者関係研修会への場所の提供 

ク．指定事業に関する状況 

ケ．提案事業に関する状況 

コ．その他の事業に関する状況 

サ．老人教室等発表会の实施状況 

シ．入浴サービスに関する状況 

ス．施設管理の状況 

セ．危機管理の状況 

ソ．苦情処理の状況 

タ．自己評価 

チ．利用者アンケート分析結果 

ツ．収支決算書 

テ．その他 

 

（意見 63） 

「福岡市立老人福祉センター条例施行規則」及び基本協定書において、指定管理者は事

業報告書を作成・提出しなければならない旨が定められている。 

監査人が事業報告書を閲覧したところ、指定管理者により記載内容についてばらつきが

あり、整合性が取れていない。 

例えば、苦情処理の報告欄について、詳細な内容を記載している指定管理者もあれば、

該当なしとしている指定管理者もある。通常、年数万人規模で利用される施設において、

苦情が 1 件もないことは考えにくいため、報告をすべきか否かの判断基準が、指定管理者
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側に委ねられている状況にあると考えられる。 

したがって、市において事業報告書で報告すべき内容について一定の整合性を持たせる

よう、指定管理者を指導していく必要があると考える。   

なお、事業報告書によると過去 3 年度の老人福祉センター指定管理料の収支決算推移は

以下のとおりである。 

     （単位：千円）      

施設名 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

東香園 

収入 35,584 35,781 35,755 

支出 △36,010 △39,284 △38,801 

収支 △426 △3,502 △3,045 

長生園 

収入 37,837 37,739 37,207 

支出 △37,757 △36,913 △36,316 

収支 79 826 891 

舞鶴園 

収入 36,828 37,029 37,036 

支出 △36,828 △37,029 △37,036 

収支 0 0 0 

若久園 

収入 34,829 35,225 35,155 

支出 △35,596 △38,621 △39,172 

収支 △766 △3,395 △4,016 

寿楽園 

収入 35,893 35,980 36,054 

支出 △30,561 △35,829 △34,738 

収支 5,332 151 1,315 

早寿園 

収入 39,378 41,112 40,343 

支出 △39,896 △41,946 △41,542 

収支 △517 △833 △1,199 

福寿園 

収入 48,780 51,708 51,344 

支出 △47,668 △51,527 △50,441 

収支 1,112 180 903 

（出典：事業報告書を要約） 

 

（意見 64） 

「福岡市立老人福祉センター条例施行規則」及び基本協定書において、指定管理者は事

業報告書に管理に係る経費等の収支状況を記載しなければならない旨が定められている。 

これは、各老人福祉センターの収支状況を把握・分析することによって、その運営状況

を把握し、より高齢者福祉に資する運営ができるよう指導する趣旨で設けられた規定と考

えられる。 
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しかし、事業報告書の収支決算において、収支が 3 年間ゼロである老人福祉センターに

ついてその理由を確認したところ、市では特にその理由の調査等を行っていないとのこと

であり、その他の老人福祉センターの収支決算内容についても詳細な調査等は行われてい

ない。 

また、市は实地調査等で経理事務手続の運用等が適切に行われているかの確認を行って

いるが、収支決算の内容についての調査等を行っていない。老人福祉センターの収支決算

は運営管理の状況をモニタリングする上で重要な情報となりえるものであるため、収支決

算の内容把握及び分析を行うことは有用であり、实施する必要があると考える。 

 

④財務に関するモニタリング（意見 65） 

市と指定管理者との基本協定書第 37条によると、 

ア．市は、指定管理者が安定的、継続的に老人福祉センターの管理ができる状況にある

か確認するため、毎年度指定管理者の財務諸表の提出を求めることができる。 

イ．アの財務諸表は毎年度業務計画書とともに、市に提出しなければならない。 

となっている。 

 

（意見 65） 

指定管理者が安定的、継続的に老人福祉センターの管理ができる状況にあるか確認する

ため、毎年度指定管理者の財務諸表の提出を求めることができ、その場合において指定管

理者は財務諸表を毎年度業務計画書とともに、市に提出しなければならないが、市は指定

管理者の財務諸表の提出を指定管理者に求めていない。 

指定管理者の財政状態等に問題があっては、老人福祉センターの運営が困難になり、場

合によっては指定管理者の存続が不可能となり、市民の施設利用に支障をきたすことも考

えられる。 

したがって、指定管理者が安定的、継続的にセンターの管理ができる状況にあるか確認

するため、毎年、指定管理者の財務諸表を入手し、財政状態及び経営成績の分析を行うこ

とは必要と考える。 

 

⑤年度別評価及び総合評価（指摘 18） 

上記のモニタリングの結果を踏まえた上で、市は指定管理者による運営管理に対して、

年度ごとに評価を行っており、評価シートとしてまとめられる。 

市による評価の結果は以下のとおりである。 
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施設名称 指定管理者名 

採点結果（単位：点） 

平成 18年度 平成 19年度 
平成 20年度

(注) 

東香園 株式会社西日本介護サービス 80 82 86 

長生園 学校法人麻生塾 80 82 87 

舞鶴園 社会福祉法人まいづる会 82 83 87 

若久園 株式会社西日本介護サービス 79 79 85 

寿楽園 社会福祉法人西部福祉会 72 79 85 

早寿園 社会福祉法人敬養会 80 82 87 

福寿園 社会福祉法人福岡ケアサービス 80 82 85 

（注）平成 20 年度については、指定期間 3 年間を通じた総合評価であるため、平成 18 年

度及び平成 19年度とは採点基準が異なっている。 

（出典：社会参加推進課作成資料を加工） 

 

（指摘 18） 

指定管理者の評価結果は市のホームページ上で公開する旨が、「指定管理者制度導入施設

の事務事業評価について（指針）」に定められている。 

しかし、市のホームページ上では平成 18年度、19年度の事業報告、評価シート、評価結

果一覧がアップロードされており、平成 20年度の評価結果は公開されていない。 

指定管理者の評価を市民が常時閲覧できる状態にすることは、指定管理者評価の透明性

をより高めるとともに、指定管理者の管理運営に対する意識向上にも資することにもなり、

有意義であると考えられるので、平成 20年度の評価結果についてもホームページに公開す

る必要がある。 
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１１．公有財産の管理について 

（１）公有財産の管理 

市においては、「福岡市公有財産規則」（規則第 33号昭和 39年 3月 30日）第 1条におい

て、「公有財産の取得、管理、処分その他公有財産の取扱いに関する事務については、別に

定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる」旨を規定している。また、

同規則第 18 条において、「公有財産は、常に善良な管理者の注意をもって管理し、その目

的または用途に従い最も効率的に使用しなければならない」旨を規定している。 

 

（２）公有財産台帳の記載（指摘 19） 

 公有財産台帳は、「福岡市公有財産規則」第 45条において、「財政局長は、公有財産の状

況を把握するため、公有財産の種類に従い、財務会計システム上にその台帳を設けるもの

とする」旨を規定している。また、同規則第 48 条において、「公有財産が同条各号記載の

いずれかに該当するときは、直ちにその理由、年月日その他必要な事項を台帳に登録しな

ければならない」旨を規定している。 

高齢者福祉に関連する施設について台帳への登録状況を確認したところ、社団法人福岡

市シルバー人材センター本部及び博多支部の建物の面積が公有財産台帳において二重に計

上されていた。この部分は社団法人福岡市シルバー人材センターへ貸与しているものであ

り、普通財産として計上することが必要である。 

区分 名称 面積（㎡） 内訳（㎡） 

行政 

財産 

老人福祉センター

長生園ほか 
1,394.75 

シルバー人材センター本部・博多支部  706.05 

障がい者就労支援センター       304.21 

共用部分               384.49 

普通 

財産 

福岡市シルバー人

材センター本部ほ

か 

706.05 

 

（出典：社会参加推進課作成資料を加工） 

 

（指摘 19） 

 公有財産台帳は、「福岡市公有財産規則」第 45条において、「財政局長は、公有財産の状

況を把握するため、公有財産の種類に従い、財務会計システム上にその台帳を設けるもの

とする」旨を規定している。また、同規則第 48 条において、「公有財産が同条各号記載の

いずれかに該当するときは、直ちにその理由、年月日その他必要な事項を台帳に登録しな

ければならない」旨を規定している。 

 社団法人福岡市シルバー人材センター本部及び博多支部の建物の面積が公有財産台帳に

おいて二重に計上されているが、台帳への資産の二重計上がなされていると、今後、財務

諸表を作成する必要が生じた場合に、市の資産の状況を適切に開示できない原因となる。
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公有財産の棚卸及び台帳への登録内容の確認を定期的に实施し、登録漏れや二重計上があ

れば適時に発見できる体制を整備する必要がある。 

 

（３）普通財産の貸付について（指摘 20、意見 66） 

「財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例」（条例第 43号昭和 39年 3月 30日）第 5

条において、「普通財産は、一定の要件に該当するときは、無償または時価よりも低い価額

で貸し付けることができる」旨を規定している。 

 高齢者福祉に関連する施設について平成 20年度において貸付けがなされている普通財産

は以下のとおりである。 

 

①特別・盲養護老人ホームのための貸付け（借受人はいずれも社会福祉法人） 

No 借受人 物件所在地 土地面積（㎡） 賃借料 施設名 貸与期間 

1 
徳和会 南区和田 4 丁目

396-2外 

712.00 無償 特別養護老人ホーム

花の季苑 

H5.4.1 から 5 年ご

との自動更新 

2 
清風会 博多区金の隈 3丁目

210-1外 

4,337.00 無償 特別養護老人ホーム

洸寿園 

H8.4.1 から 5 年ご

との自動更新 

3 
福岡光明会 南区老司 5 丁目

653-6外 

7,075.10 無償 盲養護老人ホーム松

月園 

H7.12.1から 5年ご

との自動更新 

4 
花筏会 博 多 区 古 門 戸 町

96-2外 

669.21 無償 特別養護老人ホーム

博多さくら園 

H3.3.1 から 5 年ご

との自動更新 

5 

福岡福祉会 城南区大字東油山

字黒ノ原 494-16 

223.00 無償 特別養護老人ホーム

油山福祉の里 

H12.5.1 から 5 年

間。その後は 1年後

との自動更新 

6 
桜花会 中央区大手門 2丁目

118番地 2-A外 

1,675.98 4,215千円 特別養護老人ホーム

ライフケア大手門 

H10.10.28から貸付 

H13.4から有償 

7 
はなみずき

の会 

中央区鳥飼 2 丁目

57-16 

2,000.00 2,200千円 特別養護老人ホーム

はなみずき園 

H11.12.10から貸付 

H13.4から有償 

8 

 

シティ・ケ

アサービス 

南区長住 3 丁目

15-2 

2,600.30 2,237千円 特別養護老人ホーム

シティ・ケア長住 

H12.8.25から貸付 

H13.10から有償 

（出典：施設支援課作成資料） 

 

ア．無償貸付について 

  無償で貸付をしている 5件（No.1～5）について、監査人が無償貸付の根拠法令及び無

償貸与することとなった経緯について、関連文書の閲覧及び施設支援課担当者にヒアリ

ングを行った結果は以下のとおりである。 
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No 借受人 根拠法令 経緯 

1 

徳和会 「財産の交換、

譲与、無償貸付

等に関する条

例」第 5条第 1

項第 1号 

社会福祉法人が土地購入により特別養護老人ホーム建設を計画

したが、用地単価の値上がりにより最低限必要な土地の取得しか

できず、駐車場等のスペースが確保できなくなった。そのため市

が購入し、市の利用計画が決定するまで無償貸付することとなっ

た。 

2 

清風会 以前は有償貸与であったが、平成 8 年にケアハウスを増設した

際、「国有財産特別措置法第 2 条第 2 項の規定により普通財産を

貸付する場合の取扱いについて」（蔵理第 3549 号昭和 48 年 7 月

27 日）に準じて無償貸付の適正規模を再計算した結果、すべて

の部分を無償貸付することとなった。 

3 
福岡光明会 目の不自由な高齢者のための老人ホーム建設を望む土地所有者

から市へ寄付がなされた土地であるため、無償貸付している。 

4 
花筏会 高齢者のための老人ホーム建設を望む土地所有者から市へ寄付

がなされた土地であるため、無償貸付している。 

5 
福岡福祉会 施設から道路へ出るための通路が一つしかなく、避難路確保の目

的もあり、通路用に土地を無償貸付している。 

 

監査人が無償貸付となった経緯について確認したところ、No.3と No.4については施設

建設を望む市民からの寄付によるものであり、No.5については無償貸付ではあるものの、

通路として市有地を使用することを認めているケースである。なお、寄付及び通路とし

ての使用以外の無償貸付（No.1、No.2）については、市は慣例的に無償での貸付けを継

続している状態である。 

 

イ．有償貸付について 

  有償で貸付けをしている 3 件（No.6～8）は「福岡市民間社会福祉施設用地貸付要綱」

（改正平成 12 年 10 月 6 日）に基づく貸付けである。これは都市部に特別養護老人ホー

ムを整備するため、低額で市有地を貸し付ける趣旨で平成 8年に制定されたものである。

貸付料は同要綱第 6 条において「財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例第 5 条の

規定に基づき用地を無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができるとする」と

定めている。 

  市有地の貸付料については「福岡市公有財産規則」第 32条によると、原則として土地

の適正な価額に 3/100 を乗じた額以上と規定されているが、当該有償貸付制度の趣旨に

照らし、借受人の負担が他の社会福祉法人が土地を取得して特別養護老人ホームを整備

した際の負担と同水準となるように減額の比率を算出している。土地の評価額は 3 年ご
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とに見直しが行われるため、3 年ごとに、過去 10 年間に社会福祉法人が土地を取得した

際の平均単価を算出して減額割合を決定している。 

  なお、平成 20 年度に適用されていた貸付料は平成 19～21 年度に適用されるものであ

る。制度開始当初に定めた方法で減額割合を計算すると、土地の評価額が平成 16～18年

度より下がっているにもかかわらず、貸付料が増額されてしまうため、平成 16～18年度

に適用されていた減額割合を用いて計算を行っている。 

No 借受人 施設名 
土地面積 

（㎡） 

評価額 

（㎡当たり） 

原則貸付額 

（千円） 

減額後の貸

付額（千円） 

減額率 

 

6 

桜花会 特別養護老人ホー

ムライフケア大手

門 

1,675.98 377,300 18,970 4,215 

1/4.5 

（22%） 
7 

はなみず

きの会 

特別養護老人ホー

ムはなみずき園 

2,000.00 165,000 9,900 2,200 

8 

シティ・

ケアサー

ビス 

特別養護老人ホー

ムシティ・ケア長

住 

2,600.03 129,100 10,069 2,237 

（出典：高齢者施設課起案文書より作成） 

 

（指摘 20） 

 特別養護老人ホームを運営する社会福祉法人に対する貸付けでありながら、無償のケー

スと有償のケースが混在している現在の状況は、公平性の観点から問題がある。 

有償貸付が適さないケースもあるが、現在はどのような場合に無償で貸付けを行うか基

準が明確ではなく、事例が発生する都度対応すると、判断にばらつきがでるため、無償貸

付が可能なケースを列挙した要綱等を整備する必要がある。 

また、貸付当初の財政的な理由により貸付料を無償としていたケースもあるが、その後、

市は借受人である社会福祉法人の財政状態の調査等は行っていない。現在の社会福祉法人

の経営状況は比較的良好であり、黒字の事業活動収支差額を計上している社会福祉法人も

あることから、財政状態等の調査を实施し、無償貸付について見直しを行う必要がある。 

 

②デイサービスセンターのための貸付け（借受人は（注）を除き社会福祉法人） 

借受人 物件所在地 面積（㎡） 賃借料 施設名 
年間修繕費 

積立金（千円） 

敬養会 早良区重留 7丁目 8-8 土地 ― 無償 早寿園デイ

サービスＣ 

795 

建物 324.69 

城南福祉会 早良区昭代 2丁目 10-5 土地 652.16 無償 昭代デイサ

ービスＣ 

1,484 

建物 839.41 無償（自販機設
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置部分は有償） 

誠心会 中央区平和 5丁目 1-2 土地 362.19 無償 平和デイサ

ービスＣ 

1,484  

建物 786.83 

福岡市民生

事業連盟 

西区拾六町団地 4-3 土地 ― 無償 拾六町デイ

サービスＣ 

1,372 

建物 758.69 

アイリス 早良区野芥 4丁目 31-4 土地 ― 無償 野芥デイサ

ービスＣ 

1,514 

建物 719.32 

光薫福祉会 東区青葉 2丁目 14-9 土地 1,764.00 無償 青葉デイサ

ービスＣ 

1,514 

建物 860.63 

藤の实会 早良区城西 2丁目 1-12 土地 704.12 無償 城西デイサ

ービスＣ 

397 

建物 139.68 

瀧仙 西区姪の浜 3丁目 1-7 土地 385.55 無償 姪浜デイサ

ービスＣ 

1,609 

建物 857.85 

地域福祉を

支える会そ

よかぜ（注） 

博多区南本町 2丁目 3-1 土地 ― 無償 博多南デイ

サービスＣ 

1,255 

建物 627.79 

東福岡福祉

会 

東区筥松 3丁目 19-51 土地 ― 無償 筥松デイサ

ービスＣ 

1,439 

建物 719.43 

今山会 博多区千代 1丁目 1-42 土地 ― 無償 千代パピオ

ンデイサー

ビスＣ 

1,439 

建物 975.40 無償（自販機設

置部分は有償） 

 （出典：施設支援課作成資料） 

  

・貸与期間はいずれも平成 18年 4月 1日から平成 23年 3月 31日であり、毎年度契約を更

新する。ただし、早寿園は指定管理者の契約期間について毎年度契約更新する。 

・土地面積「－」は、老人福祉センターまたは市営住宅に併設されている施設であり、土

地が行政財産のため貸与の対象になっておらず、占有を認めるという形をとっている。 

 

 デイサービスセンターへの貸付けに関しては、平成 17年 8月に「旧福岡市立デイサービ

スセンターの貸付けに関する要綱」を制定し、詳細を定めている。 

 デイサービスセンターは介護保険施設の基盤整備を図るため、平成元年から順次整備さ

れたものである。当初はデイサービスセンターという施設のスタイルを確立するため、市

営の施設として運営していたが、介護保険制度の实施以降、民間事業者の参入が進み、市

が主体的に運営にかかわる必要性が薄れてきたため、デイサービスセンターを普通財産と

して受託事業者に貸し付けることで一層自立的に運営をさせるため、要綱を制定し貸付け
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を開始した。 

 貸付料については、公共的団体である社会福祉法人が相手方であることから、「財産の交

換、譲与、無償貸付等に関する条例」第 5 条第 1 項第 1 号の規定を適用し、無償としてい

る。 

 ただ、無償とすると、他のデイサービスセンター運営事業者との公平性を逸することに

なるため、借受人に対して一定額の修繕費の積立てを行うことを契約書において義務付け

ており、实際に社会福祉法人内で積立てが行われているか否かについては、市の指導監査

時に確認しているとのことである。また有償貸付だと、市に経常的な修繕を行う義務が発

生するため、無償とすることで市の修繕費支出を抑制することにもなっている。 

なお、デイサービスセンターに対する貸付け 11件中 9件については、国庫負担金の交付

を受けて施設を整備したものであるため、有償で貸与するには厚生労働大臣の承認が必要

であり、同時に補助金の返還が必要となることも無償貸付としている理由の一つである。 

 

（意見 66） 

デイサービスセンターに対する無償貸付については、他のデイサービスセンター運営事

業者との公平性を逸することになるため、借受人に対して一定額の修繕費の積立てを行う

ことを契約書において義務付けているが、そのことが他のデイサービスセンター運営事業

者との公平性を確保することになるのかどうかは疑問が残る。特に、国庫負担金の交付を

受けて施設を整備したもの以外の無償貸付については、貸付開始時から時間も経過し、デ

イサービスセンター運営事業者が増加している状況に鑑み、公平性確保の見地あるいは経

済性の見地から無償貸付の見直しを行い、有償貸付を行うことについて検討の必要がある

と考える。 

 

③社団法人福岡市シルバー人材センターへの貸付け 

借受人 物件所在地 面積（㎡） 賃借料（千円） 使用目的 

福 岡 市 シ

ル バ ー 人

材 セ ン タ

ー 

東区筥松3丁目3575-63 土地 813.54 829 東支部 

南区大橋 3丁目 421-1 土地 330.57 1,145 南支部  

建物 353.44 762 

早 良 区 百 道 2 丁 目

807-166 

土地 558.10 1,924 早良支部  

建物 174.96 72 

博多区千代 1丁目 761 土地 706.05 1,653 博多支部・本部 

建物 706.05 1,309 

西区姪浜 4丁目 352-14 土地 222.53 367 西支部 

建物 301.67 199 

（出典：社会参加推進課起案文書より作成） 
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（注）貸与期間は平成 20年 4月 1日から平成 21年 3月 31日 

 

 社団法人福岡市シルバー人材センターへの貸付けについても、「財産の交換、譲与、無償

貸付等に関する条例」第 5 条第 1 項第 1 号の規定を適用し、公有財産規則に基づいて算定

した貸付料よりも低額での貸付けを行っている。 

 減免率については、財政局財産運用課が他の公的団体に貸し付けている例（福岡県警察

に対し 1/2で貸付）に準じ、1/2としている。 

 

（４）備品の管理（指摘 21） 

①備品管理 

「福岡市会計規則」第 95 条によると備品とは「その性質又は形状を変ずることなく相当

長期間にわたり使用できるもの及びその性質が消耗性のものであっても標本、陳列品又はこ

れらに類するものとして保管するもの並びに動物(消耗品に属するものを除く。)」である。 

 

 

種別 説明 

一

般

行

政

用

機

器 

事務用機器 
事務作業等に必要な機器及びこれに必要な机、椅子、保管庫類 

例 システムデスク、保管庫、書架、印刷機、パソコン等 

理化･光学機器 

理化･光学機器並びに検査及び試験等に使用する計器 

例 顕微鏡、天体望遠鏡、カメラ、映写機、短波無線電話、風向風

速計等 

医療機器 
医療に必要な機器 

例 心電計、X線一般撮影装置等 

土木･工作機器 

土木、建築工作等工作部門に属する生産的要素を持つ機器及びこれ

に必要な工具、計器 

例 コンプレッサー、ジャッキ、ベルトコンベアー、切断機等 

車両･船舶 

道路運送車両法(昭和 26年法律第 185号)第 2条による車両並びに 20

トン未満の船舶及びこれに必要な管理･調整機器等 

例 マイクロバス、乗用車、貨物車、救急自動車、リフトバス、救

助艇等 

その他の機器 その他いずれの類別にも属さない機器 

学校用教材 

小学校、中学校、特別支援学校、幼稚園及び高等学校で教材として

用いる機器 

例 ピアノ、放送設備、 旋盤、パソコン等 

動物 
動物園、牧場等の動物 

例 ゾウ、トラ、ペンギン等 
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図書･フィルム類 
事務用図書及び学校、図書館等の貸出用図書及びフィルム、ディス

クの類 

(出典：福岡市会計規則 別表第 5) 

 

②老人福祉センターでの備品管理状況 

 老人福祉センターでは施設運営を指定管理者へ委託している。その際、施設内の備品を

指定管理者へ貸与している。備品貸与は運営委託契約に伴って行われており、契約締結時

に現物を確認し、備品一覧表を作成している。 

 監査人が、7か所の老人福祉センターのうち、長生園について備品台帳と貸与備品一覧の

突合を行ったところ、貸与備品一覧には備品番号の記載がなく、貸与備品が備品台帳のど

の備品に該当するのか特定することが困難であった。また、備品台帳では 144 件の備品が

登録されているが、貸与備品一覧では 98件の備品が記載されていた。 

 

③デイサービスセンターでの備品管理状況 

 デイサービスセンターは市の建物に事業者が入居しており、施設内の備品も市の所有物

である。入居の契約締結時に現物を確認して貸与備品一覧を作成している。 

 監査人が、千代デイサービスセンター及び姪浜デイサービスセンターについて、備品台

帳と貸与備品一覧の突合を行ったところ、備品一覧には品目、規格、数量のみ記載され、

備品番号が記載されていないので備品台帳のどの備品に該当するのか特定することが困難

であった。  

また、備品台帳では千代デイサービスセンターが 161 件、姪浜デイサービスセンターが

127件の備品が登録されていたが、備品一覧ではそれぞれ 179件、155件の備品が記載され

ていた。  

 

④松濤園での实地調査 

  松濤園での監査人の实地調査による備品の管理状況は以下のとおりであった。 

ア．備品台帳の取得価額及び取得日の正確性を検証するため、平成 20年度に購入により

取得した備品 22件から任意に 3件抽出し関連証憑との突合を行ったところ、いずれも取

得価額は請求書と一致しており、取得日は納品修理完了届兼検査調書の完了年月日と一

致していた。 

イ．備品の管理状況を確認するため、備品台帳から任意に 12件を抽出し現物確認を行っ

た結果は以下のとおりである。 

現物がないものが 5 件、備品シールが貼付されていない、または貼付されていても記

載内容が読み取れず現物を特定できなかったものが 6件あった。 

現物がない理由を確認したところ、買い替えにより古い備品を処分した際に台帳の登録

内容の変更を失念していたものであるとのことであった。 
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名称 金額（円） 取得日 現物確認の結果 

片袖机 10,500 S46.8.30 シールが古く読み取れなかった。 

ファイリングキャビネット 17,000 S53.11.17 シールが見えず特定できなかった。 

運搬車（医療用） 66,820 S59.2.17 現物がなかった。 

冷蔵庫 76,000 S59.6.5 シールがなく特定できなかった。 

インターホン 11,000 S61.10.14 シールがなく特定できなかった。 

消火用ホース 20,000 S62.9.28 現物がなかった。 

テレビ 98,000 S63.6.15 現物がなかった。 

湯沸かし器 101,558 H3.12.20 現物がなかった。 

エアコン 334,750 H4.6.14 シールがなく特定できなかった。 

オーブン 2,206,260 H5.8.25 現物がなかった。 

心電図 120,750 H17.9.6 シールがなく特定できなかった。 

AED 299,250 H20.7.8 適切に管理されていた。 

 

ウ．備品台帳の網羅性を検証するため、監査人が備品 5 件について、台帳への計上内容

を確認した結果は以下のとおりである。 

3件はシステム導入後に購入したものであり、システムから出力したシールが貼付され

ており、台帳と一致していた。1件はシールがなく特定ができなかった。残りの 1件はシ

ールはないものの台帳に記載された規格等により現物と台帳の一致が確認できたが、台

帳に登録されている設置場所とは異なる場所に設置されていた。  

 

名称 金額（円） 取得日 台帳との突合結果 

滅菌消毒機器 81,370 H6.2.15 設置場所が変更されていた。 

ファイリングキャビネット 24,675 H21.4.27 一致していた。 

オーブン 1,722,000 H20.3.14 一致していた。 

冷水機 77,700 H19.12.12 一致していた。 

冷蔵庫 99,000 S59.6.12 シールがなく特定できなかった。 

 

エ．監査人が備品管理状況についてヒアリングを行った結果、定期的な現物確認は行っ

ておらず、また備品台帳への登録漏れがあり、備品台帳と現物が一致していないことは

認識しているとの回筓を得た。 
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（指摘 21） 

 備品の管理については「福岡市会計規則」第 125 条において、善管注意義務を負ってお

り、用途や使用状況について随時点検しなければならない旨、規定されている。また同規

則第 127 条において 9 月 30 日及び 3 月 31 日現在における備品残高一覧表を物品管理者が

作成し、物品出納員または区物品出納員がその確認を行うこととされている。 

 現在は備品台帳が保有する備品の实態を反映しておらず、また定期的な現物調査も行わ

れていない。一度、すべての備品について現物確認を实施し、処分に伴う台帳への変更登

録が漏れているものや設置場所の変更登録がなされていないものの洗い出しを行い、備品

台帳を整備する必要がある。 

備品台帳整備後は、現物確認の实施方法（設置場所ごとに現物確認の实施時期を定める、

現物確認の記録方法を定める等）をマニュアル化し、すべての備品について年 1 回の現物

確認を行う体制を整える必要がある。 
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１２．老人いこいの家について 

（１）老人いこいの家の概要 

 老人いこいの家は、高齢者の教養の向上、レクリエーション及び相互親睦のための場を

提供し、高齢者福祉の増進を図るために市が「福岡市立老人いこいの家条例」（条例第 48

号昭和 51 年 4 月 12 日）に基づいて設置しているものである。原則として各小学校区に 1

つの老人いこいの家を整備する方針で、平成 20年度に各校区 1施設整備が達成された。21

年 3月末現在、149か所の老人いこいの家が設置されており、うち 72か所（全体の 48.3％）

は公民館との合築である。 

 各区の設置状況は以下のとおりである。 

（単位：か所） 

区 東 博多 中央 南 城南 早良 西 合計 

設置数 28 22 14 25 12 25 23 149 

 （出典：社会参加推進課作成資料） 

 

老人いこいの家の設置については、「老人憩いの家の設置運営について」（厚生省社会局

長通知、昭和 40年 4月 5日）により、老人憩いの家の積極的な整備を図る国の方針が示さ

れたことを受け、市では昭和 48年度から整備を開始した。 

 「福岡市立老人いこいの家条例」によれば、老人いこいの家の利用者は福岡市に居住す

るおおむね 60歳以上の高齢者とされている。 

 施設の運営については各小学校区域に任せている。公民館との合築ではない単独の施設

はその地区の老人クラブ会員他に鍵の管理を依頼しており、月 4 千円の謝金を支払ってい

る。 

 建物の管理については各区福祉・介護保険課が行っている。日常的に発生するような修

繕については、各区福祉・介護保険課が必要な手続を経て発注している。 

 なお一部の施設ではあるものの、高齢者が利用していない時間帯は子育てサロンが、ま

た公民館と合築になっている施設は 17時以降については公民館としての利用を認めるなど、

建物の有効利用がなされている。 

 

（２）利用状況 

 平成 20年度の老人いこいの家の各区別の利用状況は以下のとおりである。 

区 東 博多 中央 南 城南 早良 西 全市 

利用率 

（％）（注 1） 
48.5 35.6 52.5 60.6 43.7 45.3 43.8 47.1 

平均利用者数 

（人/1日）（注 2） 
7.0 3.6 5.5 8.4 4.9 5.6 4.5 5.6 

 （注 1） 利用率は「開館日/365日」で算出 
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 （注 2） 平均利用者数は「年間延べ利用者数/365日」で算出 

（出典：社会参加推進課作成資料） 

 

平成 20 年度の利用率が 30％未満の老人いこいの家は 27 施設あり、詳細は以下のとおり

である（建替等があった施設は除く）。 

区 施設名 利用率（％） 公民館との合築 建設年度 

東 

香住丘 24.4  S61 

東箱崎 23.3 ○ H2 

松島 23.6  H7 

博多 

東光 21.9  S49 

席田 9.9 ○ S51 

板付北 26.6  H16 

月隈 15.1  S52 

冷泉 3.8 ○ H17 

奈良屋 20.0  S54 

大浜 20.8 ○ H19 

千代 27.7  H8 

東住吉 12.6 ○ H13 

中央 赤坂 19.5  S51 

南 
清水南 16.4  S49 

石橋 5.2  S55 

城南 
下長尾中央 26.3  H14 

飯倉東 10.7  S52 

早良 

野芥 26.6 ○ H13 

脇山 7.1  S55 

内野南 26.3  S62 

西 

元岡 26.0  S50 

周船寺 16.7 ○ H17 

北崎 8.8 ○ H15 

能古 27.7  H6 

下山門 19.7  S53 

金武 19.5  H16 
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小呂 15.1  H11 

  （出典：社会参加推進課作成資料を加工） 

 

 利用率が 30％未満の 27 施設のうち、公民館との合築は 8 か所、建設後 20 年以上経過し

た施設は 13 か所である。ちなみに全 149 施設のうち、公民館との合築は 72 か所（48％）、

建設後 20年以上経過した施設は 37か所（25％）である。 

利用率低迷の要因について、監査人が社会参加推進課担当者へヒアリングを实施したと

ころ、主なものとして、近隣に高齢者が利用可能な類似施設が存在するケース、施設周辺

に居住する住民が尐ないケース、坂の上など利用者にとって不便な場所に設置されている

ケースがあるとの回筓を得た。施設の利用状況については、建替や修繕時に利用者に確認

している。 

 

（３）固定資産管理（指摘 22，23、意見 67） 

①概要 

 老人いこいの家の建物は市の所有であり、土地については市の所有でない場合もある。

市所有の土地・建物については公有財産規則に基づき公有財産台帳に登録されている。土

地・建物の現物確認については、1年に一度、台風到来等に備えるための点検時にすべての

施設の状況確認を实施している。 

 

②老人いこいの家の新規取得・処分 

 平成 20年度の新築は 8件、用途廃止・解体は 6件であった。詳細は以下のとおりである。 

ア．取得 

                           （単位：千円） 

区 施設名 取得年月日 取得価額 

東 名島 建物 H21.2.27 26,187 

和白 建物 H21.3.31 20,326 

博多 席田 建物 H21.3.31 20,837 

中央 春吉 建物 H21.2.27 24,261 

南 曰佐 土地 H20.6.6 12,644 

建物 H21.3.31 19,041 

若久 建物 H20.8.29 19,401 

盤瀬公園集会所 建物 H21.3.31 15,690 

早良 曲渕 建物 H21.3.31 12,331 
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イ．用途廃止・解体 

区 施設名 処分年月日 

東 和白 建物 H20.5.10 

箱崎 建物 H20.7.7 

中央 山荘公園集会所 建物 H21.3.15 

南 盤瀬公園集会所 建物 H20.10.31 

若久 建物 H21.2.26 

和田宝満公園 建物 H21.3.15 

（出典：社会参加推進課作成資料） 

 

監査人は、平成 20 年度中に新築、用途廃止・解体したものの中から、それぞれ名島、

和白をサンプルとして抽出し、取得・処分手続の公有財産規則への適合性を検証するた

め、関連証憑の査閲を实施したところ、新築した建物について登記がなされていなかっ

た。「福岡市公有財産規則」第 15 条では「登記又は登録することができる公有財産は、

取得後遅滞なく登記又は登録をしなければならない」と定められているが、同規則第 1

条において「別に定めがあるものを除く他、この規則の定めるところによる」との規定

があり、市においては「不動産登記法の一部を改正する等の法律」（昭和 35 年法律第 14

号）の附則（不動産の表示に関する登記の申請義務についての経過措置）を適用し、固

定資産税を課することができない建物については登記の申請を行っていない。 

  また、平成 20年度中に新築、用途廃止・解体したものについて公有財産台帳への登録

状況を確認したところ、若久老人いこいの家の取得日について、实際は平成 20年 8月 29

日であるが、公有財産台帳には「平成 20 年 11 月 6 日」と記載されていた。社会参加推

進課担当者へ確認したところ、システムへの入力日が取得日として登録されていた。 

 

（意見 67） 

 平成 20年度に取得した土地 1件については、登記がなされている旨が公有財産台帳に記

載されていたが、新築した建物は全件、登記がなされていなかった。固定資産税が課され

ない建物については登記の申請義務から除外されているため登記を行っていないとのこと

であるが、建物の登記がないと市の所有権の有無が明確ではないので登記を行う必要があ

るものと考える。 

 

（指摘 22） 

「福岡市公有財産規則」第 48 条では、「公有財産が同条各号記載のいずれかに該当する

ときは、直ちにその理由、年月日その他必要な事項を台帳に登録しなければならない」旨

を規定しており、取得、処分、所管換等のケースが列挙されている。すなわち、公有財産
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を取得したときは、取得年月日を台帳に登録しなければならない。 

新規取得の建物の取得日として、实際の取得日ではなくシステムへの入力日が登録され

ているものがあった。今後、財務諸表を作成する必要が生じた場合、減価償却計算を行う

ために正確な取得年月日の把握が必要となる。公有財産台帳への登録内容の確認作業を定

期的に行い、入力ミスを発見することができる体制を整えることが必要であると考える。 

 

③備品管理 

 老人いこいの家には、机、テレビ等、市の備品が設置されている。これらの備品は「福

岡市会計規則」に基づき備品管理システムにより管理されているが、定期的な現物確認は

实施されていない。实施が困難な理由として、老人いこいの家が全市で 149 か所あるのに

対し、市の老人いこいの家担当職員が 1名であることが挙げられる。 

 

（指摘 23） 

 老人いこいの家の施設の多さに対し担当職員が尐なく、適時に現物との照合を行うこと

は困難だと思われる。しかし、「福岡市会計規則」第 125条にあるとおり、善管注意義務を

負っている以上、循環棚卸等有効な方法により、定期的に現物と台帳との照合を行う必要

がある。 

 

（４）建替計画 

 老人いこいの家建替基本計画は、平成 11年度予算編成時に作成された。地元住民の意向

を踏まえた上で、公民館との合築ができるものから優先して整備する方針である。計画の

概要は以下のとおりである。 

 

1．建替対象 

  平成元年度以前に整備された老人いこいの家 115施設。 

  （現在の床面積基準を下回る基準で建設された狭い施設） 

2．計画期間 

  平成 11年度～平成 30年度までの 20 年間 

3．实施内容 

  第 1次实施計画（平成 11～13年度）：21か所 

  第 2次实施計画（平成 14～25年度）：63か所 

第 3次实施計画（平成 26～30年度）：29か所 

 

 計画に対し、平成 21 年 3 月末現在、建て替え済み施設は 79 か所（進捗割合 68％）であ

る。 
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（５）用途廃止後の活用（意見 68） 

 平成 17年に「福岡市公園集会所旧老人いこいの家利用事業要綱」を制定し、用途を廃止

した老人いこいの家を公園集会所として、建物の实質耐用年数の範囲内で施設の利用者に

供している。 

 現在、この要綱に基づいて公園集会所として活用されている施設は以下の 5か所である。 

 

区 名称 活用開始 

博多 浜口公園集会所 平成 20年 6月 

扇町公園集会所 平成 20年 1月 

冷泉公園集会所 平成 18年 4月 

城南 鳥飼北公園集会所 平成 20年 6月 

早良 有田東公園集会所 平成 17年 4月 

      （出典：社会参加推進課作成資料） 

 

 なお、遊休となった土地、建物については、売却または有効活用を行うという全庁的な

方針があるため、用途廃止後の老人いこいの家の土地、建物の活用に関して定めた方針、

計画等はない。 

 

（意見 68） 

老人いこいの家の利用状況について、開館日、利用人員の集計は行っているものの、稼

働率、1日当たり利用人員等の詳細な原因分析を行っていない。長期間、利用率が低迷して

いる施設については、施設利用者や地域住民へのアンケート等を实施するなどして、施設

の必要性を検証する必要があると考える。 

これまでは各校区に 1 か所の老人いこいの家を設置する方針で整備をすすめてきたが、

老人いこいの家の整備を開始して 30 年以上経過し、整備開始当初とは時代背景も変化し、

高齢者の余暇活動も大きく変化している。各校区 1 か所の方針を転換し、高齢者の生活实

態の調査、地区別居住者数調査や他の利用可能な公共施設・民間施設の調査等を实施し、

地域のニーズに即した老人いこいの家のあり方を検討する必要がある。 

なお、検討の結果、老人いこいの家としての用途を廃止することとなった施設もしくは

今後遊休となるおそれのある施設については、売却・転用等によりその土地・建物の有効

活用を図る方策について検討し、遊休状態が長期間継続しないようにする必要がある。   

また、存続の必要があると判断した施設であって、老朽化により建て替えが必要なもの

については、公民館との合築に加え、活用されなくなった公共施設を利用するなど、他の

市有施設の有効活用となるような方法についても検討する必要があると考える。 
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１３．社団法人福岡市老人クラブ連合会について 

社団法人福岡市老人クラブ連合会（以下、市老連という）は、「福岡市老人クラブ連合会

運営及び活動事業補助金」の交付を受けている市の財政援助団体である。 

（１）市老連の概要（意見 69） 

 市老連は、福岡市における老人クラブの普及発展を図り、もって広く老人福祉の増進に

寄与することを目的として、昭和 38年に設立され、昭和 54年 2月に社団法人化された。 

 老人福祉法第 13 条 2 項に「地方公共団体は、（略）老人クラブその他当該事業を行う者

に対して、適切な援助をするように努めなければならない」と定められている。なお、老

人クラブとは、60歳以上の会員、おおむね 50人以上で構成された地域を基盤とする高齢者

の自主的な組織である。 

 市老連における会員クラブ数は平成 20年度末現在、935クラブ、会員数は 51,863人であ

り、事務局は福岡市市民福祉プラザ内にある。 

  

①事業内容 

 事業内容は以下のとおりである。 

 ア．各区老人クラブ連合会の連絡及び調整 

 イ．老人クラブの育成及び指導 

 ウ．老人クラブに関する調査研究 

 エ．老人クラブ指導者の養成及び研修 

 オ．関係行政機関、各種団体等との連絡 

 カ．機関紙の発行 

  

②組織体制 

 ア．役員及び職員数 

  理事 24名（うち、市職員ＯＢ 1名、市職員 １名） 

  監事 2名 

職員 11名（うち、市職員ＯＢ 10名） 
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イ．組織体制 

 

福岡市老人クラブ連合会

区老人クラブ連合会

地区老人クラブ連合会

単位老人クラブ

【事 務 局】

常務理事兼
事務局長 1名

活動推進員 10名

市老連担当（うち 3名）

区老連担当（うち 7名）

事務職員 1名

理事会 24名

監事 2名

活動基金
運営委員会9名

高齢者
農園委員会9名

専門部会

女性部会 14名

広報部会 14名

伝承社会奉仕部会

14名

健康部会 14名

体育部会 14名

教養文化部会 14名

総務部会 9名

 

（出典：市老連作成資料） 

 

③各区の老人クラブ数、会員数及び加入率推移 

 平成 21 年 3 月末現在、会員クラブ数 935 クラブ、会員数 51,863 人であり、60 歳以上の

人口に対する老人クラブ加入率は 16.3％である。  

            （単位：人） 

項目 平成 16年度 平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

クラブ数 1,030 1,011 969 938 935 

年度末会員数 60,382 58,315 54,420 52,030 51,863 

60歳以上の人口 273,257 280,295 291,067 304,760 319,061 

加入率（％） 22.1 20.8 18.7 17.1 16.3 

（注）各年度末現在。60歳以上の人口は住民基本台帳人口（12月末現在）。 

（出典：市老連作成資料） 

 

各区別の平成 21 年 3 月末時点でのクラブ数、会員数及び加入率は以下のとおりである。 
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（注）60歳以上の人口は平成 20年 12月末日現在 

（出典：市老連作成資料） 

 

（意見 69） 

 60 歳以上の人口は増え続けているのに対して、老人クラブの会員数、加入率とも減尐を

続けており、活動は縮小傾向にある。市老連は「福岡市老人クラブ活性化プラン」を策定

して会員の加入促進に取り組んでいるが（対象期間：平成 19年度～平成 21 年度）、現在の

ところ明らかな成果は認められない。ただ、地域に根ざした老人クラブの活動は、地域社

会における連帯意識の希薄化が進む中で貴重なネットワークであり、うまく活用すること

で市にとっても存在価値の高いものであると考えられる。市は財政的な援助以外の考えら

れうる支援策についても検討し、老人クラブの自立的な活動を支援することにより、今後

も老人クラブの活性化に継続的に取り組む必要があると考える。 

 

④市から市老連に対する補助金 

 市から市老連に対して、平成 20年度は 82,008千円の補助金が交付されている。 

 また、市老連内に实行委員会が設置される以下の事業について、補助金または負担金が

交付されている。 

 ・全国健康福祉祭参加事業 

 ・福岡市高齢者保健福祉大会 

・福岡市高齢者スポーツ大会 

 

 

 

区 名 クラブ数 会員数（人） 60 歳以上の人口（人） 加入率（％） 

東 区  172   9,617  62,990 15.3 

博多区  161   8,601  41,236 20.9 

中央区  101   4,808  34,533 13.9 

南 区  177  10,219  57,924 17.6 

城南区   91   5,132  29,267 17.5 

早良区  116   6,726  48,577 13.9 

西 区  117   6,760 44,534 15.2 

計  935  51,863 319,061 16.3 
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⑤平成 20年度一般会計決算 

 市老連の一般会計収支計算（要約）は以下のとおりである。 

 

（収入）       （単位：千円）   （支出）         （単位：千円） 

項      目 平成 20年度 

1．会費 3,727 

2．補助金 86,008 

3．その他 4,709 

当期収入合計（A） 94,445 

前期繰越収支差額 4,126 

収入合計（B） 98,571 

（出典：市老連作成資料を要約） 

 

（２）補助金の概要 

①補助金・負担金の種類 

 市から市老連に対して交付されている補助金は以下のとおりである。 

補助金名称 概要 根拠法令等 

福岡市老人クラブ連合

会運営及び活動事業補

助金 

福岡市老人クラブ連合会

が实施する高齢者の社会

活動を推進するための事

業を助成するもの 

福岡市老人クラブ連合会運営

及び活動事業補助金交付要綱

（改正平成 17年 4月 1日） 

全国健康福祉祭参加事

業福岡市实行委員会補

助金 

全国健康福祉祭参加事業

の円滑な实施を助成する

もの 

全国健康福祉祭参加事業福岡

市实行委員会補助金交付要綱

（改正平成 18年 4月 1日） 

 

市から市老連内に設置される各種实行委員会に対して交付されている負担金は以下のと

おりである。 

負担金名称 概要 根拠法令等 

福岡市高齢者保健福祉

大会負担金 

高齢者の保健福祉に対す

る市民の関心・理解を深

め、高齢者の生きがい・

仲間づくり・健康づくり

を支援するもの 

－ 

福岡市高齢者スポーツ

大会負担金 

高齢者の保健福祉に対す

る市民の関心・理解を深

－ 

項      目 平成 20年度 

1．総務管理費 57,090 

2．特別活動事業費 14,764 

3．友愛訪問事業費 9,164 

4．その他 12,213 

当期支出合計（C） 93,231 

当期収支差額（A-C） 1,213 

次期繰越収支差額（B-C） 5,340 



 

298  

め、高齢者の健康づく

り・仲間づくりを支援す

るもの 

これらの事業は、市と市老連が主催であり、大会事務局が市老連に設置されている。市

も主催者であるため、補助金ではなく負担金という形で大会事務局に交付されている。ま

た、負担金であるため交付要綱等はなく、予算措置にて負担金が交付されている。 

なお、上記補助金等とは別に、各単位老人クラブに対して下記の補助金が交付されてい

る。この補助金は市老連を経由せずに直接、各単位老人クラブに交付されている。 

補助金等名称 概要 根拠法令等 

福岡市老人クラブ活動

事業補助金 

老人クラブの円滑な運営

を助成するもの 

福岡市老人クラブ活動事業補

助金交付要綱（改正平成 12年 4

月 1日） 

 

②補助金額・負担金額の推移 

 過去 3年度における補助金額・負担金額の推移は以下のとおりである。（出典は社会参加

推進課作成資料である。） 

ア．補助金 

ａ．福岡市老人クラブ連合会運営及び活動事業補助金      

    （単位：千円） 

項目 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

特別活動事業 18,722 17,708 17,015 

市老連運営費 9,402 9,329 9,210 

活動推進員設置費 45,334 44,799 44,436 

各種事業 9,674 9,200 9,058 

生きがいと健康づくり推

進事業助成 
2,542 2,542 2,288 

合計 85,675 83,578 82,008 

 

ｂ．全国健康福祉祭参加事業福岡市实行委員会補助金 

                                （単位：千円） 

年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

補助金額 8,733 8,153 6,371 
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ｃ．福岡市老人クラブ活動事業補助金 

                                （単位：千円） 

年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

補助金額 54,326 52,770 52,560 

 

イ．負担金 

ａ．福岡市高齢者保健福祉大会負担金 

                                （単位：千円） 

年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

負担金額 1,022 1,022 1,022 

 

ｂ．福岡市高齢者スポーツ大会負担金 

                                （単位：千円） 

年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

負担金額 874 874 874 

 

（３）福岡市老人クラブ連合会運営及び活動事業補助金（指摘 24、意見 70，71，72） 

①補助金の概要 

ア．補助対象事業 

  補助対象事業は以下の事業である。 

 ａ．老人クラブ連合会活動 

ｂ．老人クラブ等活動推進員設置 

ｃ．市老連運営費 

ｄ．高齢者友愛訪問事業 

ｅ．区老人クラブ連合会活動事業 

ｆ．高齢者の社会活動を推進し、福祉の増進に寄与する各種事業 

ｇ．その他市老連事務局の運営上、市長が必要と認める事業 

イ．補助金額 

 上記事業に要する経費のうち、予算の範囲内において市長が定めた額。 
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ウ．補助対象経費 

区 分 補助対象となる経費 補助対象とならない経費 

市

老

連

事

務

局

の

運

営

・ 

事

業

实

施

に

係

る

経

費 

活動推進員の報酬

・諸手当・賞与 
月額報酬、交通費相当加給金、期末手当、勤勉手当。  

社会保険料 

健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、労災保険

料、雇用保険料、児童手当拠出金などの法定福利費の

うち事業主負担分。 

法定福利費のうち被保険

者負担分 

職員基本給・諸手

当・役員報酬 

職員基本給、通勤手当、期末手当、勤勉手当。常務理

事報酬。 
 

賃 金 臨時に雇用する職員の賃金。交通費相当加給金。  

市老連活動旅費 
活動推進員及び常務理事が他県、他市、関係機関との

連絡、調査等に要する旅費。 

役員（常務理事を除く）

の旅費・費用弁償 

事務所借上料 

市老連事務局事務室の借上料。 

市老連事務局事務室付加使用料。 

区役所付加使用料。 

 

ＯＡ機器等借上料 
市老連事務局において使用するＯＡ機器等借上料及び

保守点検料。 
 

事務諸費 
市老連事務局における印刷消耗品費等。電話・ＦＡＸ

料金、郵便切手代等の連絡通信費。来実用茶葉代。 

食糧費（来実用茶葉代除

く） 

役務費 

市老連事務局において使用する電話・ＦＡＸ料金、郵

便切手代等の連絡通信費。事務連絡用等に係る交通費

・自動車借上料。 

 

広報費 機関誌の制作費。郵送料。  

備品購入費 
市老連事務局において使用する備品の購入に要する経

費。 
 

研修費 
各種研修会の参加に係る参加費及び旅費（定員数分の

み） 

定員外の参加者に係る参

加費及び旅費 

講師謝礼 講師に支払う謝金、謝礼。 講師への旅費、茶菓料 

各区老連活動費 

7区老連事務局の活動に係る印刷消耗品費等。電話・Ｆ

ＡＸ料金、郵便切手代等の連絡通信費。来実用茶葉代

。 

食糧費（来実用茶葉代を

除く） 

そ の 他 市長が特に必要と認める経費。  

 

エ．交付手続 

  補助金の交付申請から实績報告までの流れは以下のとおりである。 
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ａ．補助金交付申請書及び必要書類の提出 

ｂ．補助金交付額の決定 

ｃ．補助金の交付（4回に分割して支払を行う） 

ｄ．事業实績報告書の提出 

ｅ．補助金額の確定・精算 

 

②監査手続と結果 

ア．監査手続 

監査人は、補助金対象経費の計上が適切に行われているか確認するため関連資料を閲 

覧した。 

 

（指摘 24） 

市は福岡市老人クラブ連合会が实施する高齢者の社会活動を推進するための事業を助成

するため、「福岡市老人クラブ連合会運営及び活動事業補助金交付要綱」に基づき補助金を

支給している。監査人が、補助金対象経費の計上が適切に行われているか確認するため、

関連資料を閲覧したところ、要綱において補助金対象外経費とされている支出に対して以

下のとおり、補助金が支給されていた。 

（単位：円） 

費目 
補助金のうち全市的な 

活動に充当された部分 

補助金のうち各区での 

活動に充当された部分 

役員の旅費 166,272 － 

費用弁償（交通費） 784,000 － 

食糧費（弁当・お茶） 227,571 1,227,604 

計 1,177,843 1,227,604 

 

 補助金は市民税その他の貴重な財源によるものであるため、交付要綱に準拠して適正な

執行を行う必要がある。 

なお、食糧費に関しては、老人クラブ連合会主催のイベント時の運営スタッフに対する

弁当・お茶代であることから、市は「市長が特に必要と認める経費」として補助対象経費

として認めていたが、交付要綱ではすべての食糧費が補助対象外経費とされているため、

交付要綱の規定に準拠していない運用となっている。今後は、实態に即した効果的な補助

金の交付ができるよう、交付要綱を見直しするなど適切な対応を行う必要がある。 

 

（意見 70） 

市は福岡市老人クラブ連合会が实施する高齢者の社会活動を推進するための事業を助成

するため、「福岡市老人クラブ連合会運営及び活動事業補助金交付要綱」に基づき補助金を
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支給している。補助金対象経費の計上が適切に行われているか確認するため、関連資料を

閲覧したところ、旅費規程の改訂に伴う別表（２）の見直しが行われておらず、本文と対

応していなかった。 

規程（別表含む）は適正な業務執行及び補助金算定の根拠となるものである。本文の改

訂に伴い、別表を見直すよう指導する必要があると考える。 

 

（意見 71） 

航空機代の精算額（市老連運営費 事務費）について、役員分は領収書を添付せずに定

額の航空運賃、事務局長分は自主的に实費払いにしており、旅費算定方法にばらつきがあ

った。 

平成 20 年度の要綱では役員分旅費は補助対象経費ではないが、平成 21 年度においては

要綱の改訂等により補助対象経費となっているため、精算方法を实費払いに統一するよう

指導する必要があると考える。 

 

（意見 72） 

補助金対象（市老連活動旅費）の日帰りの出張について、日当が 2日分支給されている 

ものがあった。 

2日分の日当支給は準用している市の規定（福岡市職員等旅費支給条例施行規則）に基づ

いた処理である。当該規則第 16条第 2号においては「鉄道 400Km以上の旅行又は空路によ

る旅行で日帰りのもの」に対しては「支給されるべき日当の額に当該額の 10割に相当する

額を加算して得た額の日当」を支給すると定めている。 

現在では、交通網の発達や航空機利用の一般化により、日帰り可能な範囲は広がってお

り、遠方への日帰り出張は特別なことではなくなっている。また民間事業会社でも、日当

は 1 日の出張に対して 1 日分支給されるのが通常であるので、補助金対象となる日帰りの

出張に際しての日当の取扱いについては、規定の見直し等を指導する必要があるが、その

ためには、市の規程についても見直しの検討が必要と考える。 

 

（４）全国健康福祉祭参加事業福岡市实行委員会補助金 

①概要 

ア．補助対象事業 

補助対象事業は「全国健康福祉祭参加事業福岡市实行委員会要綱」に基づき实施され

る全国健康福祉祭参加事業である。 

イ．補助金額 

補助金交付要綱別表に基づき算定した額と、交付要綱第 4 条に定める対象経費の实支

出額とを比較して尐ない方の額の合計額とする。 
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ウ．補助対象経費 

 

区 分 基準額 対象経費 

事務費 

全国健康福祉祭参加事業福

岡市实行委員会事務局におい

て執行する事務的経費 

全国健康福祉参加事業を推進し

ていくうえで必要な下記の経費 

(1)関係機関との連絡調整を図るた

め開催する会議に係る必要経費 

(2)福岡市選手団派遣事務に係る事

務的経費 

(3)臨時職員任用に係る人的経費 

(4)選手選考大会を開催する団体へ

の助成費用（1種目につき 20千円の

範囲内） 

(5)選手選考大会開催団体に授与す

る「ねんりんピックふくおか杯」（市

長杯、各種目 1本） 

旅 費 

福岡市旅費規程・運用に準じ

て算出した旅費（最も経済的か

つ合理的な経路及び方法によ

り計算したもの） 

(1)選手団団長・役員について

は、全額 

(2)スポーツ交流大会、ふれあ

いスポーツ大会及び文化交流

大会に参加する選手について

は、2分の 1 

(3)団体種目の代表者（各種目

1名のみ）については、全額 

 

（注）右欄の(7)については、

上記の規定によらず全額 

全国健康福祉祭参加事業に福岡

市選手団として参加する際の団体

行動に係る下記の経費 

(1)鉄道賃（往復割引等の優遇料金） 

(2)バス代（往復割引等の優遇料金） 

(3)航空賃（往復割引等の優遇料金） 

(4)实行委員会が必要と認め配車す

る団体バス借上げ料金 

(5)实行委員会が宿泊の必要を認め

る種目参加に係る宿泊料（全国健康

福祉祭大会本部で定める規定の宿

泊料） 

(6)大会記念乗車証代（全国健康福

祉祭大会本部で定める規定料金） 

(7)その他必要経費实費（風水災害

等、参加者の責に帰さない事由によ

り新たに必要となる旅費のうち、事

務局の負担とすることが適当であ

るもの、上記旅費に含まれない現地

行動費のうち特に必要と認められ

る経費及び団体行動に伴い必要と

なる経費を含む） 



 

304  

被服費 

 1 人 15 千円以内で製作した

ユニフォーム 

(1)選手団団長・役員について

は、全額 

(2)スポーツ交流大会、ふれあ

いスポーツ大会及び文化交流

大会に参加する選手について

は、3分の 2 

全国健康福祉祭参加事業に福岡

市選手団として参加する際に着用

する本市選手団統一ユニフォーム

（上下、帽子、市章等）の製作費 

その他市長が特に 

必要と認める経費 
別に定める基準額 別に定める経費 

エ．交付手続 

  補助金の交付申請から实績報告までの流れは以下のとおりである。 

ａ．補助金交付申請書及び必要書類の提出 

ｂ．補助金交付額の決定 

ｃ．補助金の交付 

ｄ．事業实績報告書の提出 

ｅ．補助金額の確定・精算 

 

②監査手続と結果 

監査人が、補助金対象経費の計上が適切に行われているか確認するため関連資料を閲覧

した結果、特に指摘すべき事項は発見されなかった。 

 

（５）福岡市老人クラブ活動事業補助金（指摘 25、意見 73） 

 福岡市老人クラブ活動事業補助金は、単位老人クラブに対し活動事業補助金を交付する

ことで円滑な運営を助成することを目的としたものである。 

 要綱によれば、補助金額、補助対象経費は以下のとおり規定されている。 

  補助金額：活動月数×4,800円 

  補助対象経費：老人クラブが行う社会奉仕活動、老人教養講座開催及び健康増進事業

に必要な経費の实支出額 

 なお、補助金額は老人クラブの会員数にかかわらず、上記の金額が交付される。 

 

 交付手続は以下のとおり規定されている。 

 ○補助金交付申請書及び必要書類の提出 

 ○補助金交付額の決定 

 ○補助金の交付 
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 ○事業实績報告書の提出 

 ○補助金額の確定・精算 

 

 補助金交付手続は各区役所で行っている。補助金交付手続の要綱への適合性を確認する

ため、監査人が任意に 3 件の老人クラブを抽出し、市への提出資料を閲覧したところ、事

業实績報告書において一月の活動経費が 4,800円を下回るケースが見受けられた。 

 また区役所での实績報告書の点検方法について確認したところ、以下のとおりであった。 

 

区 事業实施の確認 参加人数の確認 
金額の確認（根拠

証憑の点検等） 
補助対象経費の確認 

東 ヒアリング 

参加人数の確認に

ついては、特に实施

してしない 

 

 

根拠証憑の点検

等による金額の

確認は、特に实施

してしない 

 

 

区担当者が判断 

博多 ヒアリング 対象経費を具体的に定め

て各クラブへ伝えている 

中央 特に实施していない 区担当者が判断 

対象経費を具体的に定め

て各クラブへ伝えている 

南 特に实施していない 区担当者が判断 

城南 特に实施していない 区担当者が判断 

早良 特に实施していない 区担当者が判断 

西 特に实施していない 対象経費を具体的に定め

て各クラブへ伝えている 

 

（指摘 25） 

 現在は福岡市老人クラブ活動事業補助対象となる経費に関する具体的な規定が要綱にな

く、補助対象経費か否かの判断は各区担当者の判断に一任されている。担当者ごとに異な

る運用にならないように内規等による補助対象経費及び補助対象外経費の文書化が必要で

ある。  

 

（意見 73） 

 単位老人クラブは、平成 20年度末現在、全市で 935クラブあるため、各区担当者による

福岡市老人クラブ活動事業補助金实績報告書の点検も煩雑になると考えられ、また支出金

額の確認において領収書等の根拠証憑の点検が不十分である。全老人クラブについて詳細

な实績報告書の点検を行うことは現实的ではないため、毎年数件をサンプルとして抽出し

て点検を行い、問題事例が発生すれば各区から本庁担当課へ連絡し情報の共有を図る体制

を構築する必要があると考える。 
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１４．社団法人福岡市シルバー人材センターについて 

社団法人福岡市シルバー人材センター（以下、市シルバー人材センターという）は、「シ

ルバー人材センター運営費補助金」の交付を受けている市の財政援助団体である。 

（１）市シルバー人材センターの概要 

 市シルバー人材センターは、働くことを通じた高齢者の社会参加及び生きがいづくりを

目的として、昭和 58年に設立された。 

 福岡市に居住する満 60歳以上が会員として登録し、企業、家庭、公官庁などから高齢者

に適した仕事をシルバー人材センターが受注し、会員に提供する。発注者からセンターへ

契約金が支払われ、会員は实績に応じてセンターから配分金を受け取る。 

 会員数は平成 20 年度末現在、6,557 人、事務局は福岡市博多区千代一丁目にあり、7 支

部を擁している。 

なお、「シルバー人材センター」の定義については「高年齢者等の雇用の安定等に関する

法律」（法律第 68号昭和 46年 5月 25日）第 41条において、都道府県は、就業の機会を確

保し、組織的に提供する一般社団法人または一般財団法人であって基準に適合するものを、

市町村の区域ごとに 1 つ、指定することができるとされ、この指定を受けたものを「シル

バー人材センター」というと定められている。 

また同法律第 40条では、国及び地方公共団体は臨時的かつ短期的な就業、軽易な業務に

かかる就業を希望する高齢者に対して、「相談を实施し」「就業の機会を提供する団体を育

成し」「その他の（略）必要な措置を講ずるように努めるものとする」と定められている。 

 

①事業内容 

 臨時的かつ短期的な就業機会の開拓及び提供や、簡易な仕事に関する知識・技術の付与

を目的とした講習会を实施している。 

ア．主な受託事業 

  軽作業  屋内外清掃、除草、刈払い、農作業、検査補助、封入作業など 

  専門技能 大工、左官、植木剪定、表具、襖張り、洋裁、和裁など 

  事務整理 一般事務、集計事務、筆耕など 

  管理業務 駐車場・駐輪場管理、施設管理、物品管理など 

  サービス 家事援助サービス、子育て支援サービス、福祉サービス 

  折衝外交 販売、調査集計 

  専門技術 家庭教師、塾講師、書道・生花の指導、各種自動車運転、経理事務など 

 

 

 

 

 



 

307  

発注者 
社団法人 

福岡市シルバー人材

センター 

会員 

イ．しくみ 

 

 

 

 

 

 

 

(注 1)福岡市に居住する満 60歳以上で健康な方が会員登録する（年会費 1,800 円）。 

(注 2)企業、家庭、官公庁などから、高齢者に適した仕事を受注する。 

(注 3)会員に仕事を提供する（会員の希望職種等を調整のうえ決定）。 

(注 4)臨時的かつ短期的な就業、その他の軽易な業務に係る就業（生計の維持を目的とした

本格的な就業ではなく、週 20時間を超えない範囲・月 10日程度）に、ワークシェア

リングによって従事する。 

(注 5)契約金が発注者から支払われる。（契約金の内訳は、材料費等、会員への配分金、事 

務費（配分金の 10%）である。） 

(注 6)会員は实績に応じて配分金を受け取る。 

 

②組織体制 

 ア．役員及び職員数（平成 20年度） 

    理事 21名（会員 14名、会員外 5名）うち市職員 1名、市職員 OB 2名 

監事  2名（会員 1名、会員外 1名） うち市職員 1名 

職員 19名（うち嘱託職員 10名）  うち市職員 3名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注 2)  

) 

(注 1) 

(注 3) 

(注 5) (注 6) 

(注 4) 

) 
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イ．組織図 

     

総会

事務局

シルバー互助会

安全・適正就業
対策委員会

専門部会

地域班

職群班

区役員会

理事会

 

ウ．会員数の推移 

 平成 21年 3月末現在、会員数は 6,557人である。  

                       （単位：人） 

項目 平成 16年度 平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

年度末会員数 5,805 5,938 5,957 6,092 6,557 

60歳以上の人口 273,257 280,295 291,067 304,760 319,061 

加入率（％） 2.12 2.12 2.05 2.00 2.06 

会員平均年齢（歳） 68.1 68.9 69.2 69.3 69.5 

（注）各年度末現在。60歳以上の人口は、基本台帳人口（12月末現在）である。 

（出典：市シルバー人材センター平成 21年度通常総会議案書より作成） 

 

エ．事業实績の推移 

項目 平成 16年度 平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

受託件数（件） 14,438 14,230 14,533 14,359 14,261 

受託契約額（千円） 2,403,993 2,526,062 2,397,158 2,449,873 2,350,899 

延べ就業者数（人） 516,453 562,276 547,400 560,977 543,272 

就業率（％） 58.6 59.9 57.4 57.6 55.9 

（出典：社会参加推進課資料を加工） 
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③平成 20年度一般会計決算 

 市シルバー人材センター正味財産増減計算書（経常増減の部要約）は以下のとおりであ

る。 

（経常収益）      （単位：千円）     （経常費用）       （単位：千円） 

項   目 平成 20年度 

1．事業収益 2,350,899 

2．受取補助金等 143,544 

3．受取会費 11,866 

4．その他 4,912 

経常収益計（A） 2,511,223 

  

（出典：市シルバー人材センター正味財産 

増減計算書を要約） 

 

（２）福岡市との受託契約について 

 平成 20年度における市との受託契約は以下のとおりである。 

                                  （単位：千円） 

契約件名 契約金額（税込） 契約担当部局 

私立高等学校施錠確認・日直業務委託 6,780 教育委員会 

博多区役所来庁者窓口案内業務等委託 1,416 博多区役所 

千代庁舎内共用部清掃業務 556 保健福祉局 

東区役所来庁者窓口案内業務等委託 1,974 東区役所 

東区役所駐車場整理委託 2,689 東区役所 

東区役所繁忙期対策に伴う臨時駐車場等案内整理業務

委託 

338 東区役所 

今宿出張所来庁者駐車場整理委託 1,475 西区今宿出張所 

博多区役所来庁者駐車場整理委託 2,556 博多区役所 

早良区役所来庁者窓口案内業務等委託 1,583 早良区役所 

早良区役所来実用駐車場他整理委託 3,116 早良区役所 

城南区役所来庁者窓口案内業務等委託 1,410 城南区役所 

放置自転車対策業務委託 42,860 土木局 

城南区役所・水道局合同庁舎駐車場整理業務等委託 2,503 城南区役所 

福岡城跡堀石垣保存施設および博多小学校石塁遺構展

示室管理業務委託 

619 教育委員会 

南区役所来庁者駐車場整理委託 2,953 南区役所 

項   目 平成 20年度 

1．受託事業費 2,168,077 

2．就業開拓提供費 68,209 

3．その他事業費 48,850 

4．人件費 113,631 

5．一般運営費 95,693 

経常費用計（B） 2,494,462 

当期経常増減額（A－B） 16,760 
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契約件名 契約金額（税込） 契約担当部局 

南区役所来庁者窓口案内業務等委託 1,345 南区役所 

放置自転車対策に対する街頭指導業務委託 69,723 土木局 

西区役所来庁者窓口案内業務等委託 1,839 西区役所 

西区役所来庁者駐車場整理委託 2,556 西区役所 

早良区役所閉庁日および開庁日（夜間）駐車場整理業

務委託 

2,086 早良区役所 

福岡アジア美術館観覧料収納および監視等業務委託 15,697 福岡アジア美術館 

駐輪場管理業務委託 743 都市整備局 

早良区放置自転車街頭指導業務委託 3,989 早良区役所 

違反広告物除却作業委託 3,651 都市整備局 

都市部風俗関係違反広告物除却作業委託 4,000 都市整備局 

中央区来庁者窓口案内業務等委託 1,723 中央区役所 

区役所・市民センター等資源物回収ボックス受付等業

務委託 

22,573 環境局 

福岡市食の自立支援・配食サービス事業委託 61,936 保健福祉局 

福岡市商工金融資金制度にかかる返済相談業務委託 2,016 経済振興局 

今津運動公園草刈業務委託 866 西区役所 

青果 3市場草刈除草清掃業務委託 764 農林水産局 

「老人の日」祝状浄書業務 280 保健福祉局 

青葉 4丁目施設用地除草業務委託 500 こども未来局 

福岡市管理墓地内除草委託 588 保健福祉局 

東区役所庁舎周辺樹木植栽管理業務委託 174 東区役所 

城南区役所来庁者窓口案内業務等委託（追加分） 388 城南区役所 

大浜地区住環境整備事業 管理地除草委託 431 住宅都市局 

高齢者乗車券香椎公民館出張交付による駐車場案内整

理業務委託 

17 東区役所 

谷 2丁目イ号墓地周辺除草委託 172 保健福祉局 

志賀島保育所の刈払い除草作業 25 福岡市立志賀島保

育所 

大浜地区住環境整備事業 管理地除草委託 378 住宅都市局 

表彰状筆耕（3枚） 11 福岡市男女共同参

画推進センター 

アミカス 

東区子どもプラザ除草業務委託 65 東区保健福祉セン
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契約件名 契約金額（税込） 契約担当部局 

ター 

西区今宿出張所第 2駐車場草刈除草業務 102 西区今宿出張所 

今津運動広場草刈業務委託 272 西区役所 

堤ウ号墓地内除草委託 262 保健福祉局 

道路下水道局道路管理部道路管理課用地除草清掃業務

委託 

97 道路下水道局 

小中学校交通騒音調査業務委託 52 教育委員会 

福岡アジア美術館「アジアとヨーロッパの肖像展」会

場監視業務委託 

1,224 福岡アジア美術館 

箱崎 2号幹線用地除草業務委託 367 道路下水道局 

平成 20年度浄水特別緑地保全地区外清掃業務委託 3,202 都市整備局 

迷惑駐車の防止にかかる街頭指導補助業務委託 7,500 福岡市 

伊都土地区画整理事業 管理用地・駅前広場 除草業

務委託 

611 伊都区画整理事務

所 

今津運動広場草刈業務委託 70 西区役所 

「大西巨人・走り続ける作家」展受付販売等業務委託 260 文学振興事業实行

委員会 

東区有料自転車駐車場管理等委託 88,619 土木局 

博多区有料自転車駐車場管理等委託 90,541 土木局 

中央区有料自転車駐車場管理等委託 53,110 土木局 

城南区有料自転車駐車場管理等委託 58,414 土木局 

早良区有料自転車駐車場管理等委託 133,721 土木局 

伊都土地区画整理事業 管理地除草業務委託 472 伊都区画整理事務

所 

伊都土地区画整理事業 管理地除草業務委託 315 伊都区画整理事務

所 

城南区役所来庁者窓口案内業務委託の契約の一部変更 226 城南区役所 

早良区役所お実様案内等業務委託等 372 早良区役所 

伊都土地区画整理事業 管理地除草業務委託 351 伊都区画整理事務

所 

西区役所来庁用駐車場整理業務等委託（繁忙期対策） 51 西区役所 

街路樹クリーンアップ事業委託 4,410 住宅都市局 

林道大門内畑線外 3路線除草委託 1,148 農林水産局 

中央区役所来庁者窓口案内業務等委託 6 中央区役所 
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契約件名 契約金額（税込） 契約担当部局 

早良区役所樹木等剪定業務委託 57 早良区役所 

秋季ポリオ予防接種にともなう臨時駐車場等案内整理

業務委託 

250 住宅都市局 

合計 717,446  

（出典：市シルバー人材センター資料より作成） 

 

市との契約のうち、駐輪場の管理業務委託が計 425,151 千円であり、約 6 割を占めてい

る。その他の主な契約として、放置自転車対策としての街頭指導業務委託計 116,573千円、

高齢者への配食サービス業務委託 61,936千円がある。 

 業務の内容としては、上記業務のほかに、清掃作業、駐車場管理及び窓口案内が多くを

占める。 

市シルバー人材センターの受託業務のうち、公共事業が占める割合は 34.4％である。な

お、類似の政令指定都市のシルバー人材センターの受託業務状況は以下のとおりである。  

全政令指定都市の平均は 17.4％であり、市シルバー人材センターの公共事業比率は、北

九州市の次に高い比率となっている。 

                   （平成 20年 3月 31日時点） 

都市名 公共事業比率（％） 都市名 公共事業比率（％） 

札幌市 20.2 京都市 8.4 

仙台市 4.0 神戸市 12.0 

さいたま市 11.8 広島市 12.5 

千葉市 21.7 北九州市 39.9 

川崎市 11.2 福岡市 34.4 

    （出典：平成 19年度シルバー人材センター事業統計年報） 

 

（３）シルバー人材センター運営費補助金について（指摘 26，27、意見 74） 

 市から市シルバー人材センターに対して交付されている補助金は以下のとおりである。 

補助金名称 概要 根拠法令等 

シルバー人材センター

運営費補助金交付要綱 

福岡市シルバー人材セ

ンターの運営費を補助

するもの。 

シルバー人材センター運営費補助金

交付要綱（改正平成 14年 4月 1日） 

 

 市から市シルバー人材センターに対して、平成 20年度は 116,044千円の補助金が交付さ

れている。平成 18年度から 3年間の推移は以下のとおりである。 
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  （単位：千円） 

年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20 年度 

補助金額 97,085 108,752 116,044 

（出典：社会参加推進課作成資料） 

平成 18年度以降、補助金額が増加しているのは、平成 18年度及び 19年度途中まで市か

らの派遣職員 1名及び職員 1名に欠員があり、補助金額が減額されていたためである。 

 

（意見 74） 

 社団法人福岡市シルバー人材センターの会員数はここ数年増加しているものの、60 歳以

上人口が年々増加しているため加入率は 2％台となっている。このような状況の中、市はシ

ルバー人材センターに対し、3名の職員派遣及び運営費補助金 116,044千円の交付という直

接的な支援を行っている。 

 また他の政令指定都市に比べ、市を含む公的団体からの受託業務の比率が高くなってい

る。各都市の民間事業所数等の影響もあるため一概には言えないものの、この要因として

民間事業所の市シルバー人材センターの業務に対する認知度が低いことが考えられる。積

極的に営業活動を行い、市からの受託業務に加え、民間事業所からの受託業務も増加させ

るなどの自助努力が必要と考えられる。市としても職員派遣及び運営費補助金の交付とい

う直接的な支援を見直し、市シルバー人材センターが自立した業務遂行が可能となるよう、

支援方法を再検討する必要があると考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①補助金交付手続 

ア．補助金額 

補助対象経費のうち、予算の範囲内において市長が定めた額である。 

なお、補助金額を定める際、社団法人福岡県シルバー人材センター連合会から福岡市

シルバー人材センターに交付される高年齢者労働能力活用事業費等補助金相当額を減ず

るものとする。 
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イ．補助対象経費 

（出典：市シルバー人材センター運営費補助金交付要綱） 

 

ウ．交付手続 

  補助金の交付申請から实績報告までの流れは以下のとおりである。 

ａ．補助金交付申請書及び必要書類の提出 

ｂ．補助金交付の決定 

ｃ．補助金の交付（分割して事前に交付する） 

ｄ．事業实績報告書の提出 

ｅ．補助金額の確定・精算 

 

区 分 補助対象となる経費 補助対象とならない経費 

 

人

  

 

 

件

 

 

 

費 

職員基本給・諸手

当・役員報酬 

職員基本給。扶養手当。調整手当。住居手当。通勤

手当。時間外勤務手当。期末手当。 

勤勉手当など。常務理事報酬。 

嘱託員報酬。理事長報酬。委員長報酬。 

 

社会保険料 健康保険料。介護保険料。厚生年金保険料。労災保

険料。雇用保険料。児童手当拠出金などの法定福利

費のうち事業主負担分。 

法定福利費のうち被保険者

負担分。 

その他 職員の健康診断に要する費用等職員厚生費。職員の

業務用被服に要する経費。 

職員退職給与引当金。同積立金又は中小企業退職金

共済掛金。 

派遣職員の業務上災害に係る損害保険料。 

会員の健康診断に要する費

用。 

 

一 

 

般 

 

運 

 

営 

 

費 

 

 

賃 金 臨時に雇用する職員の賃金。  

職員活動旅費 職員が事業開拓等の運営に要する旅費。 

常務理事及び職員が他県、他市、関係機関との連絡、

調査等に要する旅費。 

役員（常務理事を除く）の

旅費。 

事務所借上料 シルバー人材センター事務所の借上料。 

シルバー人材センター事業の運営に必要な駐車場の

借上料。 

電気代、ガス代、水道料、 

冷・暖房費。 

OＡ機器借上料 シルバー人材センター事務所において使用するＯＡ

機器借上料及び保守点検料。ＯＡ機器導入時におけ

るデータ入力料。 

ＯＡ機器の使用に係わる 

消耗品費及び電気料。 

支部事務所の維持

、保守料 

警備費用、清掃費用。 軽微な修繕にかかる費用 

 

技 

能 

訓 

練 

費 

会場借上料 会員の技能訓練のための会場（屋内又は屋外）借上

料。 

会員が技能訓練に参加する

ために負担する交通費、会

員への連絡通信費。 

講師謝礼 講師に支払う謝金、謝礼。 講師の旅費、茶菓料等。 

教材費等 技能訓練用のテキスト、材料、簡単な手工具類の購

入費及び技能訓練等に係る支部等との連絡通信費。 

 

訓練委託費 公共職業訓練施設等に依頼して行う訓練にかかる委

託費又は会員の授業料。 

 

支部設置に伴う初度調

弁費 

電話機（購入費、手数料、架設費等を含む。）、自動

車（諸経費を含む。）、備品及び印刷消耗品の購入費。 

任意自動車損害賠償保険料

。 

その他 市長が特に必要と認める経費。  
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②補助金交付資料の閲覧 

 監査人は、補助金の積算が適切に行われているか否かを確認するため、以下の資料を閲

覧した。 

  ・事業实績報告書 

  ・元帳 

  ・支払関連証憑（請求書、領収書等） 

  ・給与台帳 

 

 監査人は、事業实績報告書明細の各項目をレビューし、金額の正確性、補助金対象経費

とすることの妥当性及び要綱との整合性について確認した。 

 

（指摘 26） 

 シルバー人材センター運営費補助金の対象経費について、｢シルバー人材センター運営費

補助金交付要綱｣別表 1において｢補助対象となる経費｣と｢補助対象とならない経費｣が列挙

されている。 

 市シルバー人材センターから市へ提出された事業实績報告書に添付の明細に「共益費」

という項目が記載されていたが、要綱で「補助対象となる経費」とされているものの中に

「共益費」という項目は記載されていない。「共益費」がどのような費用であるか明らかで

はなく、同要綱の費目名称との対応が不明瞭である。 

 このような場合、事業实績報告書の内容についての調査・確認が適切に实施できず、補

助対象とならない経費に補助金が支払われる、あるいは調査・確認作業が煩雑となり、補

助金交付業務が非効率となる可能性がある。 

 したがって、定常的に発生する費目については、その性質を考慮して補助金の対象とし

て認められるものであれば、要綱に明示する必要がある。また｢補助対象となる経費｣のい

ずれかに該当する性質の経費であれば、費目名称が対応する形で事業实績報告書を作成す

るよう市シルバー人材センターに指導する必要がある。 

 

（指摘 27） 

委員長が一時的に不在となっていた支部において、委員長の業務を代行していた会員に

対して「安全・適正就業推進費‐諸謝金」の費目で委員長報酬相当額を支払っていたが、

これを補助対象経費に加えていた。「委員長報酬」は補助対象経費であるが、「安全・適正

就業推進費－諸謝金」は補助対象経費ではない。 

 市と市シルバー人材センターは、「補助対象となる経費」に該当するか否かについて、要

綱に定めのない経費が発生した場合は、その都度、互いに協議し判断することで实務上対

応している。この場合も、当該経費が補助金の対象となるか否かについて、事前に協議が

行われる必要があったが、協議は行われていない。 
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 臨時的に発生した経費については、補助金対象外の経費に補助金が交付されてしまうリ

スクを避けるため、補助金交付要綱で定められている市長が特に必要と認める経費にあて

はまるかどうか、事前に市と協議するよう、市シルバー人材センターを指導する必要があ

る。 
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１５．養護老人ホーム松濤園について 

（１）養護老人ホーム松濤園の概要 

養護老人ホーム松濤園の概要は以下のとおりである。 

①現況 

ア．名称  福岡市立 松濤園（養護老人ホーム、救護ホーム） 

イ．所在地 福岡市西区今津 4815 

ウ．施設  敷地面積    17,457㎡（5,280坪） 

       延床面積      5,517㎡（ＲＣ2階一部平屋建） 

       養護老人ホーム  4,473㎡（居室数 9畳 50室、4.5畳 10室） 

       救護ホーム    1,044㎡（居室数 5人部屋 10室） 

②沿革 

 昭和 26年 8月 福岡市立屋形原養老院開設（定員 100名） 

 昭和 29年 5月 福岡市立救護所開設（定員 35名） 

 昭和 46年 5月 福岡市立松濤園養護老人ホーム設置認可（定員 220名） 

 昭和 47年 4月 福岡市立松濤園救護ホーム設置認可（定員 60名） 

 昭和 57年 4月 養護老人ホーム定員 150名、救護ホーム定員 50名に変更 

 

③施設の種類等 

種類 開設年月日 定員（人） 基本法 入所要件 

老人福祉施設 

（養護老人ホーム） 
S46.5.17 150 老人福祉法 

65歳以上 

環境上の理由及び経済的

理由により居宅で養護を

受けられない方 

救 護 施設 

（救護ホーム） 
S47.4.14 50 生活保護法 

身体上・精神上著しく障が

いがあるため独立して生

活できない方 

（出典：松濤園作成資料） 

 

④在所者数の状況（各年度 4月初現在） 

                                                                      （単位：人） 

 平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 平成 21年度 

養護老人ホーム 138 135 110 107 104 

救 護 ホーム 39 37 36 35 39 

合計 177 172 146 142 143 

（出典：松濤園作成資料） 
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⑤運営方針 

 入所者にとって健康的で安らぎと生きがいのある「生活の場」の提供 

 

⑥処遇方針 

一人一人の人格を尊重し、適切な指導と支援により生きがいのある自立に向けた生活が

営めるよう、個々の生活指導の充实、文化教養向上のための学習活動やスポーツ、レクリ

エーション活動等グループ活動の充实、また、地域社会との交流を積極的に推進するため

処遇計画を策定し、業務に当たる。 

 

⑦組織 

 平成 20年度松濤園の組織は以下のとおりである。 

組織 組織内訳（人数） うち、養護老人ホーム うち、救護ホーム 

施設長（1人） 園長 1人 （兼務） 

管理係（10人）     

（園の予算・決算・庶

務・在園者の給食） 

係長 1人 1 人  

事務 2人 1 人 1 人 

栄養士 1人 （兼務） 

調理業務員 6人 4 人 2 人 

サービス係（23 人）    

（在園者の日常生活

の指導・健康管理・介

助業務） 

係長 1名 1 人  

生活相談員・生活指導員 5人 4 人 1 人 

看護師 3人 2 人 1 人 

支援員及び介護職員 14人 8 人 6 人 

（合計 34人）内訳：養護老人ホーム 23人（施設長及び栄養士を含む）救護ホーム 11人 

なお、そのほかに嘱託及び臨時職員が養護老人ホームに 6人、救護ホームに 3人配置され

ている。 

（出典：松濤園作成資料を加工） 

 

 

 

 

 

 

 

（２）養護老人ホームの職員配置について 

 「養護老人ホームの設備及び運営に関する基準」（厚生省令第 19号、昭和 41年 7月 1日）

に基づく一般養護老人ホームの規模別職員配置表による養護老人ホーム松濤園の必要職

員配置数及び平成 20 年度の实際職員配置数は以下のとおりである。 
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                                   （単位：人） 

   職種 

 

配置 

施 設

長 

事 務

員 

看 護

職員 

栄 養

士 

調 理

員等 
医師 

主 任

生 活

相 談

員 

生 活

相 談

員 

主 任

支 援

員 

支 援

員 

必要職員配置

数 
1 2 2 1 4(1) (1) 2 2 1 7 

实際職員配置

数 
1 2 2 1 4 (1) 2 2 1 7 

（注）1．（ ）書きは非常勤職員であり、調理員等については再掲である。 

   2．生活指導員、支援員、看護職員については、常勤換算法により置くべき人数で 

ある。 

（出典：松濤園作成資料を加工） 

 

上記の表で分かるように、松濤園（養護老人ホーム）の平成 20年度の实際職員配置数は、

必要職員配置数を充足している。 

 

（３）養護老人ホーム松濤園の予算及び決算の推移 

 過去 3年度における養護老人ホーム松濤園の予算及び決算の推移は以下のとおりである。 

                                                                  （単位：千円） 

 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

 予算 決算 予算 決算 予算 決算 

（歳入）       

老人保護

措置費収

入 

231,330 203,768 232,614 175,610 233,158 179,804 

その他 6,157 6,024 6,045 7,048 6,394 6,561 

合計 237,487 209,792 238,659 182,658 239,552 186,365 

（歳出）       

人件費 222,752 217,370 213,180 210,054 210,059 209,374 

経費 127,406 116,871 130,602 118,246 128,807 114,790 

合計 350,158 334,241 343,782 328,300 338,866 324,164 

差引（一般

財源） 
△112,671 △124,449 △105,123 △145,642 △99,314 △137,799 

（注）人件費は、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金の合計である。 

（出典：松濤園作成予算及び決算書を要約） 
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上記予算及び決算の推移で分かるとおり、養護老人ホーム松濤園の運営にて平成 18年度

～平成 20年度で、年間平均 135,963千円を一般財源より支出している。 

 

（４）民間養護老人ホームとの人件費の比較分析 

市において民間養護老人ホームは 3 施設あるが、監査人が、松濤園と施設規模が同規模

な民間養護老人ホーム 1施設との平成 20年度の人件費比較分析を实施した結果は以下のと

おりである。 

                          （単位：千円） 

 松濤園 民間養護老人ホーム 

在所者数（人） 107 117 

職員数（人） 29 27 

経常収入（A） 186,365 224,703 

人件費（B） 209,374 115,811 

人件費率 (B)/(A) 112.3% 51.5% 

職員 1人当たり人件費 7,220 4,289 

   （注）在職者数及び職員数(嘱託及び臨時職員を含む)は、平成 20年 4月 1日現在で 

ある。 

  

 （人件費の比較分析結果） 

・ 松濤園の方が人件費率及び職員 1人当たり人件費がかなり高い。 

・ 松濤園の現時点（平成 21年 10末現在）での職員構成の分析を行った結果、職員の

平均年齢は約 46 歳であり、職員の勤続年数が長く、職員構成が高齢化しているこ

とから人件費が高くなっているものと想定される。 

 

（５）養護老人ホーム松濤園運営上の課題について（意見 75） 

 養護老人ホーム松濤園運営上の課題としては以下のものが挙げられる。 

①養護老人ホーム設立（昭和 46 年 5 月）から 38 年経過し、設備が老朽化しており、今

後、継続的な施設改修費が必要となる。 

②9 畳（3 人部屋）の居室が 50 室あり、個室対応が進んでおらず、また、地域性の面か

らも入居応募者が尐ない。 

③年齢構成等が高いために松濤園の人件費負担が大きい。 

 

（意見 75） 

養護老人ホーム松濤園は、養護老人ホーム設立（昭和 46 年 5 月）から 38 年経過し、設

備が老朽化しており、今後、継続的な施設改修費が必要となる。また、施設における個室

対応が進んでおらず、養護老人ホームの存在に係る市民への情報提供も不足している。  
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このような状況において松濤園の運営が行われているが、運営自体も年齢構成等が高い

ために人件費負担が大きく、市の一般財源からの支出も年間平均 135,963 千円程度発生し

ている。今後、運営については民営化も含めて民間による活力を利用することについて検

討することが必要であると考える。 
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１６．社会福祉法人等の決算書分析について 

平成 21年 3月末現在、老人福祉施設を運営する市所轄の社会福祉法人は 36法人存在する。

入所者の生活を健全に維持するため、各法人は設備を十分に設置し、食事、健康管理、衛

生管理、生活相談等の役務の提供等を入所者の特性を考慮して十分に行う必要があるが、

そのためには各社会福祉法人の経営基盤が安定していることが前提になる。 

そこで、監査人は社会福祉法人の財政状態及び収支状況の把握を行い、それを基に、市所

轄の各社会福祉法人の健全性・収益性・効率性について分析を行った。また、各社会福祉

法人等（日本赤十字社を含む）が運営する特別養護老人ホームの収益性等についても分析

を行った。 

なお、社会福祉法人は公益性が高く、利益を追求する法人ではないが、法人である以上は

収益性を向上させることが求められていると考えられるので、収益性についても分析を行

っている。 

 

（１）社会福祉法人現況報告書の提出（指摘 28） 

社会福祉法人は、社会福祉法第 59 条、「社会福祉法施行規則」（厚生省令第 28 号昭和 26

年 6月 21日）第 9条に基づいて、所轄庁に対して、現況報告書を提出し、現況報告書には

貸借対照表、収支計算書を添付することが義務付けられている。 

市においては、老人福祉施設等を有する社会福祉法人に対し、以下の書類の提出を求め

ている。 

・社会福祉法人現況報告書 

・決算報告書 

以下のいずれかに基づく計算書類 

①「社会福祉法人会計基準」 

②「指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱实務指針」 

③「社会福祉法人経理規程準則」 

・社会福祉法人監査報告書（福岡市長宛） 

 

各法人から提出された平成 20年度の書類は、監査指導課にて保管されている。 

 市においては、老人福祉施設等を有する社会福祉法人に対し、社会福祉法人現況報告書、

決算報告書等の書類の提出を求めているが、決算報告書においては、「施設会計」、「事業会

計」、「公益事業会計」及び「収益事業会計」については、施設及び事業ごとに作成し記入

することとされている（「社会福祉法人の現況報告書の提出について」保健福祉局総務部監

査指導課）。 

 監査人が監査指導課が管理する現況報告書等を閲覧したところ、施設ごとの資金収支計

算書（内訳表）及び事業活動収支計算書（内訳表）が添付されていないものが認められた。 
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（指摘 28） 

市が社会福祉法人等より提出を受ける決算報告書には、施設ごとの資金収支計算書（内

訳表）及び事業活動収支計算書（内訳表）の添付が必要であるが、施設ごとの資金収支計

算書（内訳表）及び事業活動収支計算書（内訳表）が添付されていないものが認められた。 

市は、現在、現況報告書等が正しく提出されているか点検を行っていないが、現況報告

書等の提出漏れがないかどうか確認をすることは必要であり、各法人ごとのチェック提出

書類一覧表等を作成し、提出が義務付けられている書類が洩れなく提出されているか確認

する必要がある。 

 

（２）社会福祉法人等の経営分析 

監査人は、監査指導課が保管する社会福祉法人の平成 20年度の決算報告書、主に事業活

動収支計算書及び貸借対照表を基に、市所轄の社会福祉法人の財政状態及び事業活動収支

状況の把握を行い、法人の健全性・収益性・効率性について分析を行った。また、決算書

添付の事業活動収支計算書（内訳表）を基に、各社会福祉法人等（日本赤十字社を含む）

が運営する特別養護老人ホームの事業活動収支状況の把握を行い、収益性等についての分

析も行った。 

分析資料の指標の算出式及び趣旨は以下のとおりである。 

 

（健全性に関する指標） 

自己資本比率 

純資産÷総資産＝自己資本比率 

・総資産に占める純資産割合として算定している。 

・当指標は法人の健全性を表すものであり、一般に自己資本比率が高いほど将来他人に返

す必要がある負債が尐ないことになり、健全な運営を行っていることを示す。 

 

負債比率 

（流動負債＋固定負債）÷総資産＝負債比率 

・総資産に占める負債（流動負債と固定負債の合計）割合として算定している 

・当指標は負債の割合を表すものである。 

 

流動比率 

流動資産÷流動負債＝流動比率 

・流動負債に対する流動資産の比率として算定している。 

・当指標は 1年以内に返済を要する流動負債に対し、1年以内に現金化できる流動資産がど

れくらい存在するかを表す比率であり、一般に流動比率が高いほど、法人の財政状況は健

全であることを示す。 
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繰越活動収支差額比率 

繰越活動収支差額÷総資産＝繰越活動収支差額比率 

・総資産に占める繰越活動収支差額の割合として算定している。 

・当指標は法人が総資産に比べどれだけの繰越活動収支差額を有しているかを表し、一般

に繰越活動収支差額比率が高いほど法人の健全性は高いことを示す。 

 

短期借入金比率、長期借入金比率 

短期借入金÷総資産＝短期借入金比率 

長期借入金÷総資産＝長期借入金比率 

・それぞれ総資産に占める短期借入金・長期借入金の割合として算出している。 

・一般に比率が高いほど、法人の借入金の割合が高いことを示す。 

 

 

（収益性に関する指標） 

 

総資産事業活動収支差額比率 

事業活動収支差額÷総資産＝総資産事業活動収支差額比率 

・総資産に占める事業活動収支差額の割合である。 

・当指標は法人の有する総資産をどれだけ効率よく事業利益に結び付けているかを表す指

標であり、一般に総資産事業活動収支差額比率が高いほど、収益性が優れていることを示

す。 

 

事業活動収支差額比率 

事業活動収支差額÷事業活動収入＝事業活動収支差額比率 

・事業活動収入に占める事業活動収支差額の割合である。 

・当指標は社会福祉法人の本業により生じた利益の収益性を表したものであり、一般に事

業活動収支差額比率が高いほど、収益性が優れていることを示す。 

 

 

（効率性に関する指標） 

総資産回転率 

事業活動収入÷総資産＝総資産回転率 

・事業活動収入を総資産で割ったものである。 

・当指標は、法人が総資産をどれだけ効率的に活用しているかを表す指標であり、一般に

総資産回転率が高いほど、効率的であることを示す。 
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人件費率 

人件費額÷事業活動収入＝人件費率 

・事業活動収入に占める人件費の割合である。 

・一般に、人件費率が低いほど、効率性は高いとされる。 

 

利用者 1 人当たり事業収入 

事業活動収入÷利用者＝利用者 1人当たり事業収入 

・事業活動収入を利用者数で割って算出したものである。 

・当指標は、利用者 1 人からどれだけの収入を得たかを表し、一般に、1人当たり事業収入

が高いほど効率性が高いことを示す 

 

職員 1人当たり事業収入 

事業活動収入÷職員数＝職員 1人当たり事業収入 

・事業活動収入を職員数で割って算出したものである。 

・当指標は、職員 1 人当たりの事業収入創出能力を表し、一般に、職員 1 人当たり事業収

入が高いほど、効率的に職員が配置されたことを示す。 

 

職員 1人当たり人件費 

人件費額÷職員数＝職員 1人当たり人件費 

・人件費額を職員数で割って算出したものである。 

・当指標は、職員 1 人当たりの人件費を表し、一般に、職員 1 人当たり人件費が低いほど

効率性は高いことを示す。 

 

 

①市所轄社会福祉法人の財政状態及び事業活動収支状状況の分析 

 市所轄社会福祉法人の貸借対照表、事業活動収支計算書を基に、定員区分別の財政状態

及び事業活動収支状況の集計を行った。なお、法人においては、老人福祉施設の経営のほ

か、在宅サービス事業所や老人保健施設等を併設しているが、すべての併設施設等を含ん

だ法人全体の金額に基づき、分析を行っている。 

 ただし、法人の定員区分別状況の分析においては、便宜上、法人が運営する老人福祉施

設（養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム）の各施設の定員集計数をも

って法人の定員として取り扱っている。 
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法人の定員区分別財政状態は以下のとおりである。 

                                                               （単位：千円） 

定員区分別 100名以下 100名超 合計 

法人数（か所） 27 9 36 

[資産] 

流動資産 6,910,649 7,470,694 14,381,344 

固定資産 24,605,884  22,782,966 47,388,850 

総資産 31,516,533 30,253,660 61,770,194 

[負債] 

流動負債 978,939 2,537,001 3,515,941 

うち、 

短期借入金 
71,259 1,274,000 1,345,259 

固定負債 5,904,974 8,079,314 13,984,288 

うち、 

長期借入金 
5,636,068 7,707,550 13,343,618 

純資産 24,632,619 19,637,344 44,269,964 

うち、繰越活動 

収支差額 
6,502,448 7,427,839 13,930,288 

 

また、法人の定員区分別事業活動収支状況及び 1 法人当たりの定員区分別事業活動収支

状況は以下のとおりである。 

【定員区分別事業活動収支状況】 

(単位：千円) 

定員区分別 100名以下 100名超 合計 

法人数（か所） 27 9 36 

[事業活動収入] 

事業活動収入 10,053,362 9,235,349 19,288,711 

[事業活動支出] 

事業活動支出 9,507,581 8,503,521 18,011,103 

うち、人件費 5,605,923 4,773,972 10,379,895 

うち、減価償却費 903,416 754,396 1,657,812 

[事業活動収支差額] 

事業活動収支差額 545,780 731,827 1,277,607 
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【1法人当たりの定員区分別事業活動収支状況】 

(単位：千円) 

定員区分別 100名以下 100名超 合計 

法人数（か所） 27 9 36 

事業活動収入 372,346 1,026,149 535,797 

事業活動支出  352,132 944,835 500,308 

うち、人件費 207,626 530,441 288,330 

事業活動収支差額 20,214 81,314 35,489 

 

ア．法人の健全性に関する分析 

監査人は、上記定員区分別の財政状態及び事業活動収支状況を基に、法人の健全性に関

する分析を行った。分析結果は、以下のとおりである。 

（単位：％） 

定員区分別 100名以下 100名超 合計 

法人数（か所） 29 9 36 

[健全性の分析] 

自己資本比率 78.2 64.9 71.7 

負債比率 21.8 35.1 28.3 

流動比率 705.9 294.5 409.0 

繰越活動 

収支差額比率 
20.6 24.6 22.6 

短期借入金 

比率 
0.2 4.2 2.2 

長期借入金 

比率 
17.9 25.5 21.6 

 

自己資本比率は、全般的に特に問題はないが、定員区分「100名以下」は比率（78.2％）

が高いが、定員区分「100名超」では比率(64.9％)は低くなっている。   

定員区分「100名以下」の法人は、借入金比率が低いために自己資本比率が高く、法人

の財政状態はかなり健全と考えられる。また、定員区分が「100名超」の法人では、借入

金比率が高いために自己資本比率は低くなっている。これは、定員区分が大きな法人に

おいては、大規模施設の建設等にて多額の借入を行っているためと推測される。 

  なお、繰越活動収支差額比率は、全体でも 20％を超えており、全体的に法人の財政状

態は健全であることが分かる。 

また、全体での法人の流動比率も 200％を超えており、健全性から問題はない。 
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イ．法人の収益性・効率性に関する分析 

監査人は、上記定員区分別の財政状態及び事業活動収支状況を基に、法人の収益性及び

効率性に関する分析を行った。分析結果は、以下のとおりである。 

（単位：％） 

定員区分別 100名以下 100名超 合計 

法人数（か所） 29 9 36 

[収益性の分析] 

総資産事業活動収

支差額比率 
1.7 2.4 2.1 

事業活動 

収支差額比率 
5.4 7.9 6.6 

[効率性の分析] 

総資産回転率 0.3回 0.3回 0.3回 

人件費率 55.8 51.7 53.8 

 

  総資産事業活動収支差額比率及び事業活動収支差額比率は、定員区分「100名超」は比

率が高く、定員区分「100名以下」では比率が低い。この主な原因は、定員区分「100名

超」は人件費率（51.7％）が低く、定員区分「100名以下」では人件費率（55.8％）が高

いことが考えられる。 

全体的に法人の収益性は良好であるが、定員区分「100名超」の法人では、収益性は特

に良好であり、また効率的な運営が行われているものと推測される。 

 

②特別養護老人ホームの事業活動収支分析 

監査人は、決算書添付の事業活動収支計算書（内訳表）を基に、各社会福祉法人等（日

本赤十字社を含む）が運営する特別養護老人ホームの各定員別の事業活動収支状況の集計

を行った。 

 

 各定員区分別の事業活動収支状況及び 1 施設当たり各定員区分別の事業活動収支状況は

以下のとおりである。 

【定員区分別事業活動収支状況】 

（単位：千円） 

定員区分別 29名以下 
29名超 

～50名以下 

50名超 

～100名以下 
100名超 合計 

施設数（か所） 2 14 24 3 43 

利用者数（人） 57 679 1868 635 3,239 

職員数（人） 60 552 1,503 430 2,545 
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【事業活動収入】 

事業活動収入 250,729 2,919,543 8,335,764 2,678,372 14,184,409 

【事業活動支出】 

事業活動支出 210,209 2,719,745 7,574,707 2,420,543 12,925,205 

うち、 

人件費 
143,259 1,540,943 4,435,677 1,503,655 7,623,535 

うち、 

減価償却費 
16,317 258,018 783,649 113,193 1,171,179 

【事業活動収支差額】 

事業活動 

収支差額 
40,519 199,798 761,056 257,829 1,259,203 

（注）市の特別養護老人ホームは 45施設あるが、そのうち 2施設については、施設ごとの

事業活動収支計算書（内訳表）がないため、分析対象から除外している。 

 

【1施設当たり各定員区分別事業活動収支状況】 

（単位：千円） 

定員区分別 29名以下 
29名超 

～50名以下 

50名超 

～100名以下 
100名超 合計 

施設数（か所） 2 14 24 3 43 

利用者数（人） 57 679 1868 635 3,239 

職員数（人） 60 552 1,503 430 2,545 

【施設 1か所当たり分析】 

事業活動収入 125,364 208,538 347,323 892,790 329,869 

事業活動支出 105,104 194,267 315,612 806,847 300,586 

うち、 

人件費 
71,629 110,067 184,819 501,218 177,291 

事業活動 

収支差額 
20,259 14,271 31,710 85,943 29,283 

 

ア．施設の収益性・効率性の分析 

監査人は、上記各定員区分別の事業活動収支状況を基に、各定員区分別の収益性及び

効率性に関する分析を行った。分析結果は、以下のとおりである。 
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（単位：千円） 

定員区分別 29名以下 
29名超 

～50名以下 

50名超 

～100名以下 
100名超 合計 

施設数（か所） 2 14 24 3 43 

利用者数（人） 57 679 1,868 635 3,239 

職員数（人） 60 552 1,503 430 2,545 

【収益性分析】 

事業活動収支

差額比率 
16.2% 6.8% 9.1% 9.6% 8.9% 

【効率性分析】 

利用者 1 人当

たり事業収入 
4,398 4,299 4,462 4,217 4,379 

職員 1 人当た

り事業収入 
4,178 5,289 5,546 6,228 5,573 

人件費比率 57.1% 52.8% 53.2% 56.1% 53.7% 

職員 1 人当た

り人件費 
2,387 2,791 2,951 3,496 2,995 

 

a．各定員区分別の事業活動収支差額比率の分析 

事業活動収支差額比率については、特別養護老人ホーム全体の平均は 8.9％であり、

定員区分「29 名以下」の施設を除き、定員数が多くなるに従い、事業活動収支差額比

率が大きくなる傾向にある。特に定員区分 50 名超の施設になると、事業活動収支差額

比率は高くなっている。 

定員区分「29 名以下」の施設については事業活動収支差額比率が 16.2％と非常に高

い比率である。この定員区分の特別養護老人ホームは、地域密着型介護老人福祉施設入

居者生活介護施設であり、創設して年数が経ておらず、職員 1人当たりの人件費が低く

抑えられたことによるものと推測される。 

b．利用者 1人当たり事業収入・職員 1人当たり事業収入の分析 

利用者 1人当たり事業収入は、特別養護老人ホーム全体の平均が 4,379 千円であり、

定員区分において大きな相違はない。職員 1 人当たり事業収入については、特別養護

老人ホーム全体の平均が 5,573 千円であり、定員区分が大きくなるにつれて増加し、

定員が多い施設ほど効率的な事業運営が行われているものと推測される。 

ｃ．人件費率・職員 1人当たり人件費の分析 

人件費率は、特別養護老人ホーム全体の平均が 53.7％であるが、定員区分「29名以

下」の施設においては小規模施設のため人件費率が高く、定員区分「100名超」の施設

においては職員 1 人当たり人件費が多いため人件費率が高い状況となっている。 
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職員 1 人当たり人件費は特別養護老人ホーム全体平均 2,995 千円であり、定員区分

が大きい施設ほど、1人当たり人件費は多い傾向にある。 

d．総括 

全体的に、定員が多くなるに従い、事業活動収支差額比率が大きくなる傾向にある。

特に定員区分 50名超の施設になると、事業活動収支差額比率は高く、収益性は良好と

推測される。 

職員 1人当たり事業収入については、定員区分が大きくなるにつれて増加し、定員が

多い施設ほど効率的な事業運営が行われているものと推測される。 

職員 1人当たり人件費は、定員区分が大きい施設ほど、1人当たり人件費は多い傾向

にある。 

 

（３）社会福祉法人等の決算書分析について（意見 76，77） 

 市においては、社会福祉法人及び各老人福祉施設、介護保険施設の経営状況、財政状態

を把握するための決算書分析が行われていない。 

 

（意見 76） 

市においては、社会福祉法人及び各老人福祉施設、介護保険施設の経営状況、財政状態

を把握するための決算書分析が行われていないが、経営状況を把握するための事業活動収

支分析及び財政状況を把握するための純資産や繰越活動収支差額の分析は、社会福祉法人

等の経営状況・財政状況を把握する上で有効であると考えられる。各社会福祉法人または

各施設における経営状況・財政状況との比較を行うことにより、法人等の健全性、収益性

あるいは効率的な運営を行っているか把握でき、指導及び改善をすべき問題点等も明確に

なるものと考える。 

なお、社会福祉法人等の経営状況、財政状態を把握するための決算書分析を行うに当たっ

て、社会福祉法人会計に精通した外部の専門家（公認会計士、税理士等）等の活用も検討

することが必要と考える。 

 

（意見 77） 

監査人が、市から社会福祉法人へ交付された各種補助金・交付金が社会福祉法人の事業

活動収支計算書において補助金収入として適切に計上されているか検証したところ、一部

の社会福祉法人において補助金収入が計上されていなかった。この原因は、社会福祉法人

が補助金収入を利用料収入または雑収入として計上、あるいは補助金の未収計上を行って

いない等によるものであった。 

補助金は、利用料収入等とは性質が異なるため、利用料収入や雑収入として処理すべきで

はない。また、会計年度内に補助金交付の決定が確定したものについては、未収計上を行

う必要がある。 
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また、社会福祉法人に対する指導監査及び研修等の強化を含めて、社会福祉法人の経理事

務処理の向上を図る施策を検討することが必要である。 


