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平成 21年度第１回 八戸市健康福祉審議会 地域密着型サービス運営委員会 
 

日時：平成２1年 5月 27日（水）13時 45分  
場所：八戸市公会堂文化ホール １階講義室 B 

 
● 出席委員（７名） 
坂本会長、浮木副会長、野村委員、熊坂委員、斎藤委員、乗上委員、川村委員 

● 欠席委員（１名） 
中津井委員 

● 事務局 
石橋健康福祉部長、貝吹福祉事務所長、池本次長 
【高齢福祉課】田名部高齢福祉課長、梅内地域包括支援センター所長、長谷川副参事 
【介護保険課】日山介護保険課長、夏坂管理 GL、山地給付事業者 GL、佐々木主事、山本主事 
 

司 会：それでは定刻の４５分よりも早いですけれども、皆さんおそろいですので、ただ今か

ら八戸市健康福祉審議会 地域密着型サービス運営委員会を開催いたします。なお本日は、中

津井委員が急用のため欠席となっております。それではただ今より会議に入らせていただきま

す。議事の進行は坂本会長にお願いいたします。それでは坂本会長よろしくお願いいたします。 

会 長：それでは前の会議引き続きまして、今度は地域密着型サービスの運営委員会の方をは

じめさせていただきます。先ほどの第４期の計画の中で小規模特養 29 床、プラス、ショートス

テイ 10 ということを決めたわけでして、それを具体的にこれからどういうふうにしていくかと

いうこと。それから４箇所のところもですね、小規模多機能のところがでておりますので、そ

れらについてもまた選定していきたいと思います。1 年を通して会議の回数は多くなりますの

でよろしくお願いしたいと思います。いずれにしても必要な施設でありまして、それに対して

公募いたしますので、公募の基準、それに対して応募して参ります事業者の皆様方が複数おら

れて、点数をつけるということになりますので、公平公正な立場で利用者の市民の皆さんの目

線で、これから進めて、認定の際にお願いを申し上げたいとこう思っております。これから進

めてまいりますのでどうぞよろしくお願いします。 

それでは、副会長が委員の改選により不在ですので、選出を行います。八戸市健康福祉審議

会規則第 7 条第 5 項の規定により、選出は委員の互選によって定めるとされております。選出

方法はいかがでしょう、推薦、投票いろいろありますが。 

委 員：推薦で。 

会 長：推薦でよろしいですか。はい、それでは推薦ですので、この委員の中からどなたか推

薦してください。 

斎藤委員：ご推薦を申し上げたいと思います。八戸市社会協議会の事務局次長でいらっしゃいま

す浮木隆委員にお願いしたいと思います。 

会 長：副会長に、ただ今、浮木委員にお願いしたいという推薦がありました、他に推薦ござ

いますか。無いようですので、浮木委員を副会長ということで、よろしいですか。 

全 委 員：はい。 
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会 長：それでは副会長に浮木委員にお願いすることに決定いたしました。浮木副会長は、副

会長席にお移りくださるようにお願いいたします。それでは次第に従いまして議事を進めてま

いります。まず次第の(１)会議録及び会議資料の公開について事務局より説明をお願いいたし

ます。 

事 務 局：議事の（１）の会議録及び会議資料の公開２ページ目をお開き願います。先ほど部会

でご審議いただいた内容とまったく同じですけれども、今年４月から全庁的に会議資料会議録

両方を公開するということになりましたので、部会と同様に運営委員会の方でも、公開させて

いただきたいということでお願いしたいと思います。以上でございます。 

会 長：ただいまの説明でよろしいですか。公開ということで。では資料については会議録及

び資料についても公開するということで決定いたします。次に(２)の地域密着型介護老人福祉

施設の公募選定について、事務局から説明を願います。 

事 務 局：引き続きまして地域密着型介護老人福祉施設の公募選定についてご説明いたします。

資料の１ページをお開き願います。１ページについては特養ということに限らず、地域密着型

サービスについてまとめたものが１ページでございます。昨年度は一度も運営委員会が開催さ

れなかったためこのような資料を作成しました。地域密着型サービス、資料の一番上の所です

けれども、１８年度から新たに作られたサービスです。地域密着型ですからできる限り住み慣

れた自宅または地域で、住み慣れた地域のところで生活を継続できるため、１８年度からでき

たサービスですけれども、その特徴といたしましては、下に１、２、３、４とありますけれど

も、八戸市の住民のみが保険給付等の対象となりますし、市が事業者指定なり指導や基準とい

うような、市に権限があるサービスになっております。真ん中あたりの表ですけれども、その

地域密着型サービスについては、六つサービスの種類がございまして、主なところは一番目の

小規模多機能型居宅型介護、定員 25 人以下の小規模な事業所で、通いを中心に泊まりや方法を

組み合わせて、利用者の様態に応じた希望に応じたサービスを提供できる事業で、第３期６箇

所整備いたしまして、今年度第４期につきましても４箇所整備して、第４期中には全部で 10

箇所になる予定となっております。こちらも来年度公募する予定になっております。③の地域

密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、こちらが今の議事に係るところのサービスになって

おります。常時介護を要する、要介護者を対象に、小規模、定員 29 人以下の特養に入所させて、

生活や療養上の世話を提供するサービスとなっております。次は地域密着型特定施設入居者生

活介護、こちらは小規模の有料老人ホームなんですけれども、こちらについては議事の(３)の

ところで、新たに八戸市で指定しましたので、議事の(３)のところにでてくるサービスです。

５番目に認知症対応型共同生活介護、グループホームですけれども、市内で 30 箇所ありまして、

こちらが八戸市では１番多い地域密着型サービスになっております。下にいきまして地域密着

型運営委員会の役割ですけれども、地域密着型サービスの、市が指導なり監督の権限がありま

すけれども、その適正な運営を確保するために、この地域密着型サービス運営委員会が設置さ

れることが定められております。八戸市では先ほど開催されました介護高齢福祉部会の分科会

として、地域密着型サービス運営委員会が設置されております。ここでご審議いただくことは

①から③なんですけれども、今年度は地域密着型介護老人福祉施設の指定することについてご

審議いただくこということになっております。以上が１ページのサービス概要です。２ページ

以降は今回の議事であります地域密着型介護老人施設公募選定の案の概要になります。こちら
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の方の資料のページが２２ページまで続いているところです。２ページがその公募選定の概要

になります。公募の具体的な内容ですけれども、昨年度委員の皆様にご審議いただいて策定し

た八戸市高齢者福祉計画に基づき地域密着型特養を一ヵ所公募いたします。合わせてショート

ステイの 10 床併設を可能にするということです。募集圏域ですけれども、12 圏域の内で、地

域密着型を含めた特養がまだ整備されていない圏域が５圏域ありますので、住み慣れた地域で

生活するという主旨から、特養がない圏域に公募したいと考えております。応募要件ですけれ

ども、応募時において、過去５年以上にわたり継続して、第 1種社会福祉事業のうち老人福祉・

障害福祉の入所施設サービスを八戸市で行なっている社会福祉法人と事務局案を考えました。

特養を整備できる要件として、社会福祉法人でなければならないというところがありますので、

これは絶対条件になります。それ以外に過去５年以上にわたり継続して入所サービスを行なっ

ているというところで、他の通所とかというのもあるんですけれども、特養に関しては、在宅

生活が困難な要介護４とか５とか重い方が入所する施設でありまして、経管栄養を行なってい

る人もおりますし、看取り、そこでお亡くなりになる方もおります。そういう重い方が入所す

るサービスなので、実績のある社会福祉法人に対してお願いしたいということで、このような

形の応募要件とさせていただいております。選定方法ですけれども、一次審査、二次審査とあ

ります。一次審査は客観的な判断基準により、事務局の方で審査を行ないたいと思います。二

次審査にいきましては、その代表者のプレゼンテ－ションを委員の皆様がお聞きになって審査

していただきたいと考えております。選定委員は、今申し上げた一次審査は事務局の方で、二

次審査は運営委員会の委員の皆様の方にお願いしたいと考えております。このような形のスケ

ジュールですけれども、５月から最短で 11 月を予定しております。５月が今回の運営委員会。

来月、同じく開催いたしまして、この公募選定について了承いただきたいと考えております。

７月に説明会を行いまして８月９月で書類審査で審査いたしまして、一次審査結果を第３回の

運営委員会で決定したいと考えております。この後プレデンテーション等を行いまして 11 月下

旬ごろには一事業所を選定したいと考えています。このような運営委員会が６回ございます。

ぜひ皆様お忙しいところ恐縮ですが、質の高い事業所を選定するために、ご協力をお願いした

いと思います。以上が概要になりまして、３ページ４ページにつきましては、なぜ募集圏域が

５圏域かというところです。網掛けになっているところですけれども、そこが募集圏域になっ

ているところです。５番の三八城・根城、６番の小中野・江陽、７番の柏崎・吹上、８番の是

川・中居林、10 番の白銀・湊、こちらが特養や地域密着型特養がないということで、ここに募

集をしたいと考えています。４ページが地図上で表したものです。募集するページが番号でい

いますと５番６番７番８番 10 番というところで線を引いているところの内側の所、従いまして

その外側の所１、２、３、４､９、１１、１２というところはもう既に特養がある圏域になって

いるところでございます。５ページをお開き願います。５ページが公募選定の要綱になります。

先ほど公募選定概要でご説明したところと重複いたしますので、主なところだけ申し上げます

と６ページでございますけれども、６ページの真ん中行あたりの(１)一次審査のウですけれど

も、もし１事業所を公募して５事業所６事業所きたとしても、上位３事業所を二次審査希望者

として選定したいと思います。上位３事業所で二次選定を行ないたいと考えております。主な

ところは以上でございます。９ページをお開き願います。９ページが具体的な配点基準になり

ます。一次審査二次審査それぞれ５０点満点で、合わせて１００点という形にしておりまして、
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評価する項目として１番が設置希望者の状況、２番が場所、３番が設備、４番が職員、５番が

地域との連携、６番が利用者計画、７番が特別加減項目となっております。10 ページの方をお

開きねがいます。10 ページ以降から続いていますけれども、10 ページから 15 ページまでは審

査票になりまして、16 ページから最後までが審査票についての評価基準という形になっており

ますので、10 ページから 15 ページのところについて、審査票の内容についてご説明をさせて

いただきたいと思います。10 ページですけれども、網掛けになっているところと網掛けになっ

ていなくて真っ白のところがそれぞれ分れていると思いますけれども、白いところが一次審査、

事務局の方で審査したいと考えているところです。網掛けになっているところが二次審査、委

員の皆様がプレゼンをお聞きになって点数をつけていただきたいところになっております。例

えば熱意とか理念とか制度の理解とかいろいろなところを評価していただきたいと考えており

ます。１番の設置希望者の状況なんですけれども、主なところを申し上げますけれども、１番

の応募資格は当然なんですが、２番の法人または代表者の信頼性、２番３番地域に根ざした活

動の実績があるか、町内会で活動しているか、こういうところも地域密着型サービスというサ

ービスで、地域に根ざしたサービスですので、そういう事業を行なっているところ、活動をし

ているところを評価するところで入れております。５番目の介護老人福祉施設事業について実

績があるかというところで、社会福祉法人で継続して５年以上やっているところは応募できる

んですけれども、やはり特養という要介護の重い人へのサービスですので、特に特養というサ

ービスを行なって良好な事業所については、評価したいと考えておりますので５番の配点をつ

けております。理念の理解というのはプレゼンを聞いて点数をつけていただきたいと思います。

11 ページの設置場所になります。地域密着型サービスですので、地域に根ざしたということで、

ここで地域に家も何もない山のところに、そこに作ってもあまり意味もないことなので、人口

が密集している地域に作られているところに配点を多くつけております。ただし中心市街地、

田向区域に作る場合は少し点数を高くしてあります。次に駐車場の確保というところです。３

番目は設備等の状況でございます。建物の状況、高齢者の方が入居されますので、そのような

方に配慮した建物になっているか、火事とかもありますので、その防火面対策にも配慮してい

るかというところを評価したいと考えております。12 ページにいきまして、職員の状況、サー

ビスする職員を確保しなければならないけれども、ただ人数を確保しているところだけではな

くて、４番職員の定着率、５番職員の勤務形態、職員のキャリアということで、長く務めてい

らっしゃる方が多いということや、介護の資格を有するところに評価したいと考えております。

こちらについては、今、21 年４月から新たな加算ができましたけれども、そこの要件にもなっ

ているところです。加算の要件を満たしているよりもさらにそれ以上となると 1 番高い４点と

いう形の点数配分になっています。13 ページですけれども、地域との連携ということで、地域

密着型ということで地域と連携しているところ、もしくはこの圏域の近くに医療機関があると

ころについて評価したいと考えております。14 ページですけれども、利用者計画、こちらにつ

いては全部プレゼンテーションの方で評価していただきたいところになっております。特に重

要と考えられるのは下から２番目の重度者に対応できる環境造りをしているかということで、

国が指針を示していますけれども、特養は状態が重い方、医療が必要性がある方が入居される

ので、そういう方に対しても十分対応できるような環境が整っているところを評価するという

形になっております。15 ページですけれども、こちらは特別加減項目っていうことで、ないと
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は思いますけれども、委員の皆様とかに何か圧力があった場合とかはマイナスという形にする、

以上が審査対象の配点になっております。16 ページ以降がこれについての細かい評価基準にな

っております。二次審査の箇所につきましては、この事業所のプレゼンの前に、委員の皆様二

次審査の評価基準について再度をご説明したいと事務局の方は考えております。以上は議事の

（２）の議事に関してのご説明ですが、今回で決定ではなくて、委員の皆さんからご意見をい

ただいて修正するところは修正して次回の運営委員会で決定していただければと考えておりま

す。以上で説明を終わります。 

会 長：ただ今説明をいただきましたが、これは今日決定ではなくて次回に意見をまとめたい

と思いますので、いきなりここで終わってもあれですから、一ヶ月後に入りますので、その際

に皆さんから意見をうけたまわって決定をしないと、公募できませんので、これでいきたいと

いうことでありますので検討いただきたいのですが、検討するに当たって、ちょっとここどう

いうことですかとここでわかるのがあったら、今お聞きしたい人も、ございませんか。であれ

ば後でですね、これは窓口、どなたにすればいいですか。これ教えてという委員から。 

事 務 局：介護保険課の担当までお願いします。 

会 長：では、ゆっくり見てここちょっとわからないというところがあって、あるいわ、これ

はどうなるんですかという質問があった場合は、今度は介護保険課が窓口ですので、今説明い

ただいた担当の方や、課長さんの方がいい方は課長さんの方に、ご質問いただいたらいいと思

います。介護保険課の方はどなたでも分かるので、電話をして、あるいは、ついでにというか、

来たら会って話を聞いて、来月きちっと決めたいとこう思いますので、この件については次回

に回します。それでは次に３番目の地域密着型サービス事業所の指定について事務局からお願

いします。 

事 務 局：（３）の地域密着型サービス事業所の指定について、ご説明いたします。資料の１ペ

ージから３ページまでとなっておりまして、１ページの方をお開き願います。１ページが先ほ

ど議事の（２）で最初に申し上げた地域密着型特定施設入居者生活介護、少し長いのですが、

金吹沢の森というところを指定いたしました。法人名称は医療法人弘仁会於本淳先生のところ

です。名称は金吹沢の森で、所在地は金吹沢診療所がある所の大久保字大山７番地。指定年月

日が４月 27 日で５月１日からサービス開始となっております。金吹沢診療所という医療療養所

病床を有していた所ですけれども、こちらは国の方針で、療養病床を減らして介護保険施設に

転換するというような、昨年度もご説明したものがありまして、八戸市の第１号という形で医

療療養病床が 18 床が介護保険の地域密着型特定施設に転換いたしました。従いまして、定員超

過を、下にも書いていますが指定前の経緯というのがありますけれども、療養病床からの転換

であるため、必要定員総数からは外れて、もう定員がいっぱいだから市は拒否するということ

はできないため、指定しております。従いまして、既に指定したことについて今回ご報告させ

ていただきました。次の２ページ３ページですけれども、八戸及び階上でグループホームを運

営している医療法人尚志会という所が医療法人仁泉会という所、同じく田中由紀子理事長です

けれども、こちらと合併いたしまして、合併の場合に新規で指定するという扱いになりますの

で、ご了承いただきたいと考えております。合併に際して、新しく定員を増やすなり、サービ

スが変わるということはまったくございません。ただ法人の運営主体が尚志会から仁泉会に変

わるということになっております。定員は 27 人で変わりませんし、はしかみ苑は、八戸市の被
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保険者が 18 年度以前から入居している方に関してのみ指定するものであって、今現在はしかみ

苑にいる方が退居しましたら指定が終わるという形になります。従いまして、はしかみ苑につ

きましては、18 年４月以前から入居していた方のみ指定となっております。以上が指定に関す

るご説明になります。 

会 長：ただ今説明をいただきましてが、いかがでしょう。何かございますか。よろしいです

か。 

全 委 員：はい。 

会 長：では了承いただきましたので、そのように進めます。それでは議事の（４）地域密着

型サービス事業所の指定更新について事務局から説明をお願いいたします。 

事 務 局：先ほどは指定でしたが、指定更新について述べさせていただきます。資料は１ページ

のみとなっております。平成 21 年２月 18 日から平成 27 年５月 26 日までに指定の更新を行な

った事業所一覧が下のとおりとなっております。昨年度の最後の部会でご了承いただいてから、

６年に１回指定更新ということですけれども、指定更新を行なった事業所が以下のとおりにな

っております。審査した結果、更新に当たって特に問題等がある事項はなかったため指定更新

を行ないましたという形でご報告させていただきます。以上でございます。 

会 長：６年にいっぺんの指定更新ですので、よろしゅうございますね。 

全 委 員：はい。 

会 長：それでは了承いたしました。以上で本日の議事は全部終了いたします。最後に事務局

より次回の日程等についてお知らせをお願いいたします。 

介護保険課長：次回の地域密着型サービス運営委員会がございますが 6月２４日水曜日、時間は同日

開催予定の介護高齢福祉部会終了後、会場は本日と同じ公会堂文化ホール１階講義室を予定し

ております。後日改めましてご通知差し上げますのでよろしくお願いいたします。 

本日は委員の皆さん長い時間熱心な審議をいただきまして誠にありがとうございます。  

司 会：それではこれをもちまして八戸市健康福祉審議会 地域密着型サービス運営委員会を

閉会いたします。どうもありがとうございました。 

 

 

 

 


