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平成 21 年度第３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９月 25 日（金）14 時     

                 場所：八戸市庁 別館８階 研修室   

 

●出席委員（7名） 

 坂本会長、野村委員、熊坂委員、斎藤委員、中津井委員、乗上委員、川村委員 

●欠席委員（1名） 

 浮木副会長 

●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、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、定刻となりましたので、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します。なお本日は浮木委員が私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ります。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

長お願いいたします。 

会  長：委員の皆さまにおかれましたは、大変お忙しいなかおいでいただきまして誠にありが

とうございました。ご出席いただきまして誠にありがとうございました。ご案内いたしており

ますように、今日は地域密着型介護老人福祉施設を公募したわけでございますけれども、その

公募いたしましたことの一次を事務局で選定いたしておりますので、その経緯を説明いただき、

報告を受けながら、そして二次に向けてどういうふうにしていけばいいかを話し合っていきた

いと思っております。次は、そういう意味では実質、次の次になりますかね、プレゼンテーシ

ョンを受けるわけであります。そしてこの委員の皆さんで選定していくというふうなことにな

りますので、皆さんいろいろご意見を承りたいと思っております。それでは、議案を進めてま

いりますのでよろしくお願い申し上げます。 

それでは早速次第にしたがいまして議事を進めてまいります。議事の（1）でございます。地

域密着型介護老人福祉施設の公募選定の一次審査について、事務局から説明をお願いします。 

事 務 局：それでは、資料に従いまして説明いたします。資料の１ページをお開き願います。資

料の１ページ及び２ページが地域密着型介護老人福祉施設の公募にかかる概要になっておりま

す。順にご説明いたしますと、公募内容としては、以前もご説明したところですが、地域密着

型介護老人福祉施設、定員 29 名以内を１カ所、ショートステイの併設を可能とするということ

で 39 床を１カ所公募することにいたしております。以前はまだ明確ではなかったですけれども、

下に書いてありますとおり個室ユニット化について、青森県の整備方針が出ましたので、それ

に基づいて公募することにいたしました。具体的に言いますと、昨年度までは特養等を整備す

る前はすべて国の方針に基づき、個室ユニット化にしなければならないということでしたけれ

ども、今年度より条件が幾分変わりまして、低所得者に配慮するため一部、多床室というとこ

ろも青森県では認めてくれました。したがいまして、定員 29 名のうち多床室を９名以内、作る
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ということが可能になったので、そちらのほうも説明して７月 29 日に公募説明会を行ったとこ

ろです。次にいきまして、募集圏域は以前とご説明したところと変わらず以下の５圏域、特養

を整備されていない圏域というところで募集しております。応募要件が以下のとおり、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

所サービスを行って社会福祉法人ということになっております。審査方法は、一次審査は今回

ご説明したとおり事務局で審査いたしました。二次審査につきましては委員の皆さまの採点に

より評価を行いたいと考えております。下の選定スケジュールのところですけれども、７月 29

日に公募説明会を行いました。応募要件該当法人が 18 法人で、すべてにご案内いたしまして、

そのうち 10 法人から参加いただきました。その後、締め切りは９月７日でしたけれども、最終

的にお申し込みがあったのは２法人となっております。そして事務局で審査いたしまして、今

日９月 25 日金曜日ですけれども、第３回地域密着型サービス運営委員会一次審査結果報告とい

うことで開催させていただいております。以降の予定ですけれども、10 月 23 日金曜日が第４

回の運営委員会を予定しております。内容としては、次の二次審査プレゼンについての説明を

させていただきたいと思っております。そしてその後、上記の２法人から資料を提出していた

だいて、その資料を委員の皆さまに送らせていただきまして、下に書いてありますけれども、

21 年 11 月中旬、第５回の運営委員会ということで二次審査応募法人によるプレゼンテーショ

ンを予定しております。そしてその採点した結果を 11 月下旬の第６回の運営委員会で報告いた

しまして最終決定とさせていただきたいと思っております。資料には 11 月中旬、11 月下旬と

書いてありますけれども、事務局のほうで予定している具体的な日程といたしましては、11 月

中旬と書いてある第５回のところですけれども、11 月 11 日水曜日を予定させていただいてお

ります。11 月 11 日水曜日、時間は同じ２時からを予定しております。そして 11 月下旬と書い

てありますけれども、これについては 11 月 24 日火曜日を予定しております。今申し上げたの

は別途ご案内いたしますけれども、回数が多くて恐縮ですが、ぜひご出席いただければと思っ

ております。よろしくお願いいたします。２ページのほうをお開き願います。先ほど１ページ

でユニット型について触れましたけれども、今までは整備する場合はすべてユニット型でなけ

れば認められていませんけれども、今回一部、従来型の多床室に認められるようになりました。

そもそもユニット型というのはどういうのかというのが２ページの上の説明になります。ユニ

ットというのは、共同生活室とこれに近接する少数の居室によって一体的に構成される場所。

それぞれの入居者の居室と共同生活室、皆さんが集るところの部屋で一体的に構成されている

場所です。そのユニットでケアするというのが、その施設の居室をグループに分けて、大体 10

人ぐらいが目安ですけれども、10 人のグループに分けてそれぞれ１つの生活単位であるユニッ

トとし、少人数による日常生活を通じてケアを行うものとされております。下に書いてありま

すユニット型施設は個室で在宅に近い居住環境とユニットケアを特徴としまして、これまでの

４人部屋等の集団で処遇するケアから個室になっていますので、個人の自立生活を支援するケ

アに転換していくものであります。問題点としては、個室で広くなっておりますので、居住費

が高く低所得者の方の入所が難しいという問題点は以前から言われていました。しかしながら

今まではすべてユニットということでしたけれども、今年度からは青森県の整備方針では一部

ユニット型も認められましたので、それを踏まえて公募したところであります。下に表が書い

てありますけれども、左側が従来型、今までの４人部屋主体の概要で、右側はユニット型の概
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要になっております。従来型のほうは４人以下、ほとんど４人部屋というところが多いですけ

れども、洗面設備もそれぞれの居室ごとではなくて階ごとに設置されています。その一方、ユ

ニットは個室で在宅に近い居住環境ということですので、居室は原則１人で、共同生活室とを

10人ぐらいのユニットごとに１つ作ることが定められています。この共同生活室で食事したり、

皆さんが集って談話したりというような空間が共同生活室になります。洗面設備やトイレ等も

居室ごと、または共同生活室ごとに適当数設置ということで、その個室で生活が営めるような

形の部屋になっていますので、ユニットのほうは居住環境はいいですけれども、下に書いてあ

るとおり居住費が高くなるというところがデメリットということになっております。以上がユ

ニット型のご説明で、具体的に２法人が申し込んだんですけれども、その法人の特徴を以下に

記載しました。申し込み順ですけれども、１番目が社会福祉法人八陽会で２番目が社会福祉法

人寿栄会になっております。どちらも第一種社会福祉事業については特別養護老人ホームを運

営しているところであります。以下のとおり特養及びショート、デイ、訪問介護、居宅という

形で、寿栄会のほうは地域密着型サービスのグループホームなり小規模なりも運営していると

ころです。応募圏域はどちらも柏崎・吹上地区。応募内容が一部違っていまして、八陽会のほ

うは一部ユニット型、寿栄会のほうはユニット型の応募内容となっております。一部ユニット

型というのが、ユニット型と多床室の両方あるので一部ユニット型で、ユニット型のほうは全

部ユニットなのでユニット型ということです。八陽会のほうは、一番下ですけれども、３ユニ

ット、1つのユニットを定員７として３つユニットを作っております。そして多床室を２カ所、

定員４人のところを２つという形で応募しております。寿栄会のほうは同じく３ユニットです

けれども、定員 10・10・９という形で応募しております。どちらもショートステイ 10 床併設

するというのは同じになっております。以上が地域密着特養の公募内容及び応募した法人の特

徴になっておりまして、３ページから５ページまでが応募した場所についての資料になってお

ります。横にして見ていただきたいのですが、３ページが応募圏域及び募集圏域になっており

ます。少し薄く線が引いてあるところの内側ですけれども、５・６・７・８・10 番というとこ

ろが八戸市で特養がない圏域となっていまして、今回の募集圏域になっています。そして実際

応募があった圏域が黒く太く塗りつぶしている７番の柏崎・吹上地区ですけれども、そちらで

応募がありました。その７番をもう少し細かく見た図が４ページ。４ページがその柏崎・吹上

地区のうちの八戸田向土地区画整理区域の地図になっております。こちらのほうのところに２

カ所応募がありました。向陵高校の上のところは社会福祉法人寿栄会が選定された場合、開設

予定している場所です。市民病院の２区画下にあるところは社会福祉法人八陽会が選定された

場合、設置を予定している場所ということで、いずれも田向の区画整理区域となっております。

寿栄会のほうはそこの土地の地権者から譲り受けということですけれども、八陽会は保留地を

購入ということで伺っております。次に５ページをお開き願います。５ページが八戸市の日常

生活圏域別の施設・居住系サービス整備状況です。繰り返しですけれども、特養がない圏域を

公募していましたので、少し網掛けになってます５・６・７・８・10 番の圏域を募集しまして、

今７番の圏域のところに応募があったというところです。７番は介護療養型医療施設の１カ所

定員 21 人というところがあるだけ、具体的は於本病院がありますけれども、この於本病院をそ

れぞれの法人の協力医療機関として応募しております。以上が圏域の場所についてのご説明に

なりまして、６ページ以降が具体的な審査結果の資料になっております。一次審査の項目のみ
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記載しております。６ページが設置希望者の状況ですけれども、こちらのほうで点数の差がつ

いていまして、具体的に言いますと、１の設置希望者の状況の２番の法人または代表者の信頼

性の中の更に２番の地域に根ざした活動の実績があるかというところで社会福祉法人八陽会が

３点、社会福祉法人寿栄会が１点となっております。その理由といたしましては、記載があり

ますように八陽会につきましては、今現在、特養がある圏域がすぐそばにあり、柏崎・吹上地

区の隣で活動してましたので、その隣の是川・中居林地区でも八陽会は活動してまして、こち

らはその地区で実績があったため３点となっております。寿栄会につきましては、活動実績は

あるんですけれども、実際、寿栄会・寿楽荘があるのが市川・根岸地区ということで、そちら

のほうの活動がありますけれども、応募するところでの活動実績はないので１点という形にな

って差が出ております。実際、八陽会のほうは車で５分ぐらいの距離にあると聞いております。

以下はすべて同じとなっておりまして特に差は出ておりません。７ページが設置場所の状況に

なっております。こちらも差はありません。記載にありますとおりどちらも田向地区計画区域

内で応募があったということで、こちらも４点となっております。どちらも選定された場合は

法人で土地を購入、八陽会につきましては保留地を購入予定、そして寿栄会につきましては地

権者から譲り受けるという形で同意を得ております。続きまして８ページをお開き願います。

８ページが設備計画の状況です。建物ですけれども、どちらも法人が新しく建てて、そして法

人所有とする予定にしております。省令で定める基準面積を満たしているかということですけ

れども、八陽会につきましては一部ユニット型、寿栄会につきましてはユニット型となってお

りますが、いずれも個室、共同生活、廊下幅においてすべて基準を上回る面積としていまして、

洗面設備、トイレにつきましては個室に設けるかもしくは共同生活室ごとに１つ設けるかとい

うことですけれども、どちらも個室ごとに設けてるという形でよりよい条件としております。

八陽会の従来型の部分につきましても、多床室の部屋や食堂、機能訓練室、廊下幅において基

準を上回る面積としております。多床室には別に設けなくてもいいですが、別途サロン部分を

設けるという形で応募がありました。続きまして９ページをお開き願います。９ページは職員

の状況になっております。こちらも基準上の応募ではなくて、いずれも基準を上回る内容で応

募しております。八陽会につきましては介護、看護職員の総数は入所者３人に対し職員１名以

上のところを 2.1 人に対し１名の配置としております。また、夜勤職員につきましては、八陽

会につきましては一部ユニット型としたため、ユニット部分で２名、多床室部分で１名と、ユ

ニット型にするよりも余計に夜勤職員を置かなければならないですけれども、それでも多床室

を作りたいということで応募していまして３名の夜勤職員の配置となっております。右側の寿

栄会につきましても、入所者 2.5 人に対し１名と基準を上回る配置となっておりまして、夜勤

職員につきましては、すべてユニット型なので基準上は２名いればいいですけれども、夜間の

防火管理体制及び見回り強化のため非常勤の宿直員２名を配置して、日々１名がいるような宿

直勤務者を置くということで応募がありました。以下の職員の定着率、勤務形態、職員のキャ

リアにつきましては、いずれも証明書等を送って出していただいて必要なパーセンテージを満

たしておりましたのを確認いたしております。続きまして、10 ページをお開き願います。10 ペ

ージは地域との連携ということで協力医療機関及び協力歯科機関の所在地ですけれども、こち

らのほうで１点差が出ていまして、協力医療機関につきましては同一圏域にある於本病院をど

ちらも協力医療機関として同意を得ております。また、よしの整形外科や長谷川内科胃腸科医
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院も併せて同意を得ております。協力歯科機関ですけれども、八陽会につきましてはえと歯科

医院を協力医療機関としていますけれども、こちらは隣の圏域でしたので配点となっていませ

ん。社会福祉寿栄会さんのほうは、のぶデンタルクリニックということで同一圏域なのでこち

らが１点となっておりまして点数の差が出ております。特別加減項目につきましては、どちら

も在介の委託を受けておりまして、どちらもプラス１点となっておりまして、最終的な結果と

いたしましては一番下に書いてありますとおり、社会法人八陽会さんが 50 点中 48 点、社会福

祉法人寿栄会さんが 50 点中 47 点ということで１点差で非常に高いレベルの争いということに

なっております。このあと行います二次審査の合計点で最終的な結果を選定したいと考えてお

ります。11 ページ以降につきましては参考資料ですけれども、先ほど８ページで申し上げた基

準上を上回るということでしたけれども、その具体的な資料を応募人が作成したものをそのま

ま付けております。いずれも、１センチ、２センチぎりぎり上回るということではなくて、大

幅に上回っていますので３点としているところでございます。最後に平面図を添付いたしまし

た。これについて若干ご説明したいと思いますが、１枚目が社会福祉法人八陽会さんの応募し

た内容の平面図です。八陽会さんにつきましては１階建なので１枚だけです。具体的な内容と

いうか、どこが何を指しているかというと、真ん中上のところから居室となっていまして、一

番上の左側部分がショートステイ棟になっております。ここは 10 部屋ありまして、ここはショ

ートステイ。右側に同じような形が並んでいますけれども、そちらにユニットが３つあります。

３ユニットあります。部屋は７部屋、７人で１ユニットとしておりますので、部屋が７つあり

まして真ん中にそのユニットの方が食事をしたり談話する共同生活室というものを設けており

ます。その右下のところですけれども、右下のところが多床室部分となっております。居室が

４つあって２つついております。その４つあるうちの更に一番右の端の部分が、サロン部分と

いうところになっております。続きまして、社会福祉法人寿栄会さんの平面図ですけれども、

こちらのほうは２階建になっております。１枚目が１階部分で、寿栄会につきましてはすべて

ユニット型になっておりますので、ユニットが４つあるということになります。一番図の下の

ところにユニットＡ10 人、ユニットＢ９人とあります。そちらで１つのユニットということに

なります。ユニットＡで左側のほうにユニットＢのほうで右側のほうに 10 人、９人とあります。

真ん中左とか、真ん中右辺りに食堂というところがありますけれども、こちらが共同生活室に

当たるところになっております。そして同じようなつくりで２階建になっております。２階の

左側部分がユニットの３つ目、そして右側の部分がショートステイのユニットになっておりま

す。造りは上下ほぼ同じ、２階建なのでエレベーターを付けております。以上が一次審査結果

及び法人が申し込んだ応募内容となっております。そしてこのあと二次審査のご説明や具体的

な二次審査のほうにつきまして進めさせていただきたいと考えております。以上で報告を終わ

らせていただきます。 

会  長：ただいま、説明を受けたわけでありますが、委員の皆さまにおかれましては、今の一

次審査について何かご質問あるいはご意見含めてお受けしたいと思います。いかがでしょうか。 

委  員：平面図の方ですけれども、修光園さんのほう、八陽会さんのほうの平面図がもう少し

見やすいものがあればいいんですけれども、寿楽荘さんのほうは結構ちゃんとまとまってらっ

しゃるんで、はい。 

事 務 局：八陽会さんにはこの平面図は委員さんにも見せることになり、公開することになりま
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すと一応確認いたしました。次の審査もありますので、もう少し見やすい平面図ということで

お願いしたいと思います。 

会  長：いいですか。 

委  員：はい。 

委  員：９ページの５番の常勤職員の占める割合は 85 パーセント以上となっています。これは

確定されていないんですか。 

事 務 局：85 パーセント、その応募した法人が看護・介護職員をこれぐらい配置するということ

でしたけれども、そのうちのパート・アルバイトではない職員の割合が 85 パーセント以上であ

るということで、作成してきました。具体的にもう少し言いますと八陽会さんが 93 パーセント、

寿栄会さんが 95 パーセントということになっております。 

委  員：正職員ということですか。 

事 務 局：はい、正職員ということです。 

委  員：あとの足りない部分はパートとアルバイト。 

事 務 局：パートとアルバイトということで。 

委  員：これは新しくできる施設に応募した法人のほうから異動するということはないんです

ね。専属でということで。 

事 務 局：常勤の人は専属です。今の八陽会さんも寿栄会さんも特養なりほかの介護事業やって

おり、そちらから移動してくることはありますけれども、兼務という形ではなくて、こちらの

新しく出来たほうで常勤専従で業務を行うという形になります。 

委  員：職員の配置のところなんですけれども、介護・看護職員の配置に対しては３人に対し

て職員１人ということで基準を満たしております。両方とも。八陽会のほうは入所者に対して

2.1 人に対し１人、それから寿栄会のほうは 2.5 人に対して１人、それと夜勤ですけれども、

八陽会のほうはケアワーカー、介護職員が３名の夜勤の配置ということでよろいいですか。 

事 務 局：はい、そのとおりです。 

委  員：寿栄会さんは夜勤の介護職員を２人配置して、宿直員を１人、１日配置するというこ

とで。 

委  員：介護職員ではない。 

委  員：介護職員ではないということで、どうしても八陽会さんのほうが分がいいような気が

するんですけれども、点数的には３と３で同じなんですけれども、その基準を満たしてるとい

うところではわかるんですけれども、片方は夜勤を見ても、それから介護職員の配置に対して

も 2.1 人、それから夜勤の介護職員が３人。片方は 2.5 人に対して１人、それから夜勤に対し

ては介護職員が２人に対して宿直員が１人ということでは手厚いというんですか、ということ

を考えると八陽会さんなのかなと思うんですけれども、点数がここは同じなんですけれども、

ここについては特にあれでしょうか。点数の配分というのは。 

事 務 局：比較して点数を付けるという考えではなくて、基準を大幅に上回っているということ

を思って点数を付けるとう形で審査基準で定めてましたので、そこは３点のところを２点とい

うふうな形では考えておりませんでした。 

委  員：捉え方とすると八陽会さんのほうが配置等については考えてらっしゃるというふうに

判断されるのかなということで、両者とも非常に僅差ですので本当はどちらも建ててもらいた
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いところなんでしょうけれども、どちらかというと選択肢のほうが非常に難しいところもある

んですけれども。 

会  長：今のようなことは二次審査のときに出てくると思うんですよね。あくまでも一次審査

というのは、ここにもう失格というのもあるぐらいですから、全然だめなのは一次審査で、た

またまここ２法人だったんですけれども、もっとたくさん来たときにまずは指名した基準をそ

れぞれの項目ごとにちゃんと満たしているか普通かだめか、だめなものはだめですけれども、

ということからいくと○○さんが言ったようにここのところでカットインしていくということ

ではなくて、夜勤は 25 人に１人ですから 29 人となると２人ですよね。だから２人でいいんだ

けど、合わせて３人ということだから十分余裕を持ってっていうから３点にしたというの説明

でしょうから。 

委  員：ここは二次審査で出てくるのではないかなと思ってね。聞いておかないと僅差ですの

で。 

会  長：大変だよね、１点違いだもんね。 

委  員：１点違いなのでその辺も頭に入れておいたほうがいいのかなというところもありまし

て、二次審査に向かう前にちょっと。 

会  長：予行質問だったな。 

委  員：内容的には両者ともいい内容なんで、先ほどの平面図についてもきちんとトイレなん

かも配置しているので、できればもうちょっと分かりやすいような図面をお願いします。 

会  長：そうだよね、設計がもう少し分かるものを出してもらったほうがいいよね。 

事 務 局：はい、二次審査のときにはお願いしたいと思います。 

会  長：２人の配置に３人出すっていうからすごいことですよね。一般的には。はい、どうぞ。 

委  員：今の意見ですけれども、３人といってても実際に働く方は２人ですよね。 

委  員：片方のほうですね。寿栄会さんのほうはケアワーカーが夜勤２人で宿直が１人という

ことですが、実際にオムツ交換とかさまざまやるのが２人というふうなことですね。 

委  員：これもプレゼンテーションときに聞けばいいのかどうかということですけれども、寿

楽荘の２階のところの、もうすでに出来上がってる図面なんですけれどもね、これなんかクレ

ームがついたら修正できるとかってあるんでしょうか。 

委  員：一応これは計画なので。 

委  員：なんか２階の避難場所が少ないような気がするんですね。若い人が住んでるんじゃな

くて老人の方々が、なんかちょっと避難場所が・・・。 

委  員：避難台は左下だけに。 

委  員：左下１カ所しかない。 

事 務 局：プレゼンテーションの審査項目に高齢者に配慮した設備かという配点がありますので、

ぜひ聞いていただければと思います。計画図面ですけれども、出してきたのを下回って変更す

るのは認められませんけれども上回る変更でしたら変更は受け付けますので、より良い施設に

なってほしいということもありますので、ご意見いただければと思います。 

会  長：いかがですか。 

委  員：多床室とユニットについて聞いてみたいです。 

委  員：あともう１つあるんですけれども、さっきちょっとちらっと言ったんですけれども、
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これを新設して施設をつくっていく上での条件がちょっと厳しいところがあるんじゃないか、

というのは経験している法人の施設が主体ですよね、応募しているのは。施設を経験していな

い法人はとっても入っていけない条件じゃないかなと思っているんですけれども。条件が厳し

くて、新しく起業していくといえばおかしいですけれども、そういう人たちにはちょっと手が

届かない条件だなと思ってるんですけれども、そこら辺とかっていうのは。 

会  長：それについては、もうすでに条件を決めるときに話し合ったんですけれども、事務局

よりも会長として決めた側としては、結局 50 床とか 70 床という大規模でやるときであれば、

経営上の関係もあるので一応新規といいますか初めての方々でもいいんでしょうけれども、今

回の場合は小規模の多機能でユニット 29 ですよね。ショートもつけてということなので、そう

するといろいろ経営上の問題もあるので、規模が小さいものですから、そうすると今まで大規

模でやってきている人のほうが安定するでしょうと、小規模だけ独立して初めてとなるといろ

いろ危惧があるよねというふうな話が出て、当然新規の人にもやらせるべきだという意見があ

ったはずですので、ただそういうなかで確実にやっていくとするともうすでに経験積んでいる

人で、積んでいるところであれば安心できるんじゃないですかということがあります。ここは

時間をかけたんですけれどもね。そいうことだったはずですので、ですから５期計画のときに

はまた新たにそういう意見は出てくると思いますので。先ほどの多床室とユニットのというの

は事務局で説明でありましたように、居住費がだいぶ違うので低所得者という、だから県が初

めて今その２分の１まではいいというふうになったんだと思うので、ぜひ二次審査のときに。 

委  員：最初から八陽会さんのほうは本体がそばにあるということと、それから寿栄会さんが

ちょっと離れてるということで、地域に根ざした活動についてというところがどうしても寿栄

会さんのほうが低くなるのでは。点数的に２点という小差なので、この辺の考え方というか基

準は、それから要項はこれだという内容はわかるんですけれども、最初からの２点がちょっと

響くんじゃないのかなという、この辺についてなにかありましたら。 

委  員：私たちの考え方として、これ市川の法人ですから、こっちの田向のほうとか行ったと

きその地域活動といったときは大体あるわけじゃないし。この辺の考えがおかしいのかもわか

りませんけれども、２点差というのは。 

事 務 局：この項目を作った理由といたしましては、普通の特養とかでしたらこういうのをつく

る必要がないんですけれども、今応募しているのが地域密着型サービス、地域に根ざしたサー

ビスというのがそもそものこの制度の主旨で、そのなかの地域密着型介護老人福祉施設という

ことですので、そこの地域での理解があって活動をしているってところは制度の主旨からいっ

ても評価されるべきだと考えておりますので、点数の差がつくのはやむを得ないのかなと考え

ておりました。 

委  員：主旨はわかりました。 

委  員：同じ地区に大きなものがあって、そのブランチという形でなければ要するに新しくで

きないよということなんですね。 

委  員：そういうふうに考えられても仕方ないと思いますけれども。 

委  員：要するにそういうことなんですね。同じ地区に大きいものがあって、そのブランチと

してこれがありますよっていうことじゃないと、要はできないよっていう。そうじゃないと絶

対点数が上がらないんですよ。 
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委  員：近いところというか経験のあるほうが有利という、地域密着型だからという重視した

という。 

事 務 局：こちら最終的な結果のとおりどちらの法人も高いレベルなので、差がつけられないと

いうのも難しいところで。それでどこで差をつけるかという観点から考えてもこういうところ

しかないのかなというのがひとつあります。基準を満たすのはどちらも基準を大きく満たして

いるので、それ以外に要素と考えれば。２点という差が結果的に大きくなりましたけれども。 

委  員：そう思います。内容がいいから余計にも、配置とかについてもそれから建物の構造等

のついても両者とも非常にいいと思いました。という意味で最初から高得点というふうな２点

というのは、今委員がしゃべったようにこの地域に大きな施設があって、これから響いてこな

きゃいいんですけれども、そういうのも若干ありまして。 

事 務 局：来年度も同じ地域密着型サービス小規模多機能型居宅介護を公募いたしますので、い

ただいたご意見も踏まえて、また修正できるところはしていきたいと思います。 

委  員：これ難しいですね。 

会  長：この採点のときも皆さんで議論して、こうしようああしようと修正かけてこれでいき

ましょうというので、どの法人も２法人だけじゃなく 10 法人が聞きに来たときもこの資料はみ

な配られているわけですから、同じところなので、だから一次審査ということですから、あと

の今の個別にいろいろ出てきたことについては、またこの基準を変えちゃえばまったく審査に

なりませんので、基準は基準としてやって二次審査のときの基準もありますので。確かに優劣

つけがたいよね。50 点で１点違いというのも、出てきてみんな「あっ」と思ったと思うんです

ね。 

委  員：そうだと思います。今計画している場所についても、例えば寿栄会さんのほうは周り

に病院が２カ所とかあるんですね。市民病院も入れると大きな病院が３カ所あるんですね。そ

れで、意外と南類家側のほうなんですよね。こちらの八陽会さんのほうは平屋で敷地も大きい

というのと、保育園が目の前にあるという子どもとのふれ合いという意味では非常に画期的に

はいいのかなというところもあるし、両者非常に同じ田向でも違っている。環境だけではない

ですが、でもその環境も非常に大きな対象になるとは思うんですけれども。 

会  長：非常に積極的に２法人が取り組んでくれるということで、設立目的からいくと大変あ

りがたいことですよね。ここまで熱意をもって、そういう意味では二次審査に向けてどういう

資料をいただけるかというところが大事ですね。大変高いレベルで一次審査をクリアしました。

他にございませんか、ご質問は。一次審査はこれで高い方に決定でありませんので。もう一回、

10 月 23 日ですね。次回にヒアリング用の資料をまた出してもらって、それをまた説明を受け

た上で自分たちに実際に２法人に来ていただいて、時間を決めて説明を受けた上でそれぞれの

委員が判断して責任を持って点数を出していただくということで、それを集計するというふう

なことであります。無いようですから、一応一次審査の報告を受けたわけですので、報告を了

解するということでよろしいですね。はい、ありがとうございました。それでは、次の２つ目

の議題でございます、地域密着型サービス事業所の指定変更について事務局から説明をお願い

します。 

事 務 局：引き続きご説明いたします。資料は１ページのみになっております。平成 21 年６月

18 日から平成 21 年９月 16 日までに指定更新を行った事業所一覧になっていまして、以下の４
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事業所になっております。更新書類を確認した結果、特に基準を満たしてないところはござい

ませんでしたので、６年間の指定更新を行いました。以上が説明になります。ちなみに３番目

のグループホームかっこうの森とありますけれども、こちらが八戸市の地域密着型サービス事

業所ではございませんけれども、平成 18 年４月１日以前から八戸市の被保険者が入居していた

ために、引き続き指定更新が必要なためこちらのグループホームの指定更新を行っております。

八戸市の入居者が退居すれば自動的に終了というところの施設になっております。以上が説明

でございます。 

会  長：これは６年間の更新ということでありますので、すべて基準を満たしているというこ

とですので、これはこれでよろしゅうございますね。それでは、これにご意見はないですよね。

よろしいですか。 

委  員：はい。 

会  長：それでは１番、２番の案件が終わりましたので本日の議事は終了とさせていただきま

す。では、最後に事務局から次回の日程をお知らせいただきたいと思います。日山課長。 

事 務 局：日山でございます。皆さまどうもお疲れ様でございました。次回の運営委員会でござ

いますが、場所は今回と同じこの場所になります。別館８階研修室、日時は 10 月 23 日金曜日

午後２時からになります。選挙があるようですけれども、その前の前の日ということになりま

す。よろしくお願いいたします。本日は本当にお忙しいところありがとうございました。 

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。本日はどうもありがとうございました。 


