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平成 22 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 22 年 7 月 16 日（金） 13 時 30 分～ 

場所：八戸市庁 別館８Ｆ 研修室  

 

●出席委員（８名） 

 坂本会長、浮木副会長、山本委員、小ヶ口委員、金谷委員、千葉委員、嶋守委員、平委員 

●事務局 

松浦市民健康部長、工藤市民健康部次長、日山介護保険課長、山地給付事業者 GL、榊原管理 GL、

吉田主事、山本主事 

 

司  会：それでは定刻となりましたので、ただいまから、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。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：それでは会議に先立ちまして一言ご挨拶申し上げます。任期が始まって最初の地域密

着型サービス運営委員会でございまして、委員の皆さまには新たに委員に就任いただいた皆さ

ん、本当にご苦労様です。よろしくお願い申し上げたいと思います。今日の会議でございます

けれども、小規模多機能型の居宅介護の公募をいたしますので、その選定の議事について事務

局より説明を受けまして、それに対して皆さんのご意見を伺いたいと思っております。今年度

の地域密着型サービス運営委員会の役割でありますが、八戸市高齢者福祉計画に基づきまして、

小規模多機能型の居宅介護事業所、４カ所を公募で選定を行なうこととしております。公募選

定の二次審査におきましては、応募法人からのプレゼンテーションを聞いていただいて、委員

の皆さま方に審査、採点していただくことを予定いたしております。より質の高い事業所の選

定のため委員の皆さま方には、忌憚のないご意見を賜りますようよろしくお願いを申しあげま

す。これから３回、４回とこの委員会開かれることになりますので、どうぞよろしくお願い申

しあげたいと思います。それでは次第に従いまして議事を進めてまいります。議事の（１）小

規模多機能型居宅介護の公募選定について事務局より説明をお願いします。 

事 務 局：資料に添ってご説明させていただきます。小規模多機能型居宅介護の公募選定という

案件ですけれども、その１ページ目をお開きください。こちらにつきましては、委員の皆様方

が新たに委嘱されて初めての地域密着型サービス運営委員会ということでしたので、そもそも

地域密着型サービスとはどういうものか、地域密着型サービス運営委員会というのはどういう

役割にあるのかというところのご説明をさせていただきたいと思いまして、小規模多機能とは

直接は関係がないのですけれども資料を作りました。１ページの上の方からご覧いただきたい

のですけれども、地域密着型サービスは平成 18 年度から新たに作られまして地域に根ざしたサ

ービスを提供できる、高齢者は住み慣れた自宅のある地域で生活を継続できるためのサービス

ということで 18 年度から作られまして、今までは居宅サービス、施設サービスの２種類でした

けれども、この地域密着型サービスができたことによって３種類のサービスになりました。そ

の地域密着型サービスの特徴といたしまして、①番から④番がございまして、①番は八戸市の

住民のみが保険給付、八戸市に住所がある人しか使えないというのと、二つ目は八戸市が事業
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者の指定、指導の権限をもつということになります。それ以外の居宅サービス、施設サービス

は、青森県が指定権限、指導監督権限を持ちます。こちら２番３番。４番が国の基準の範囲内

で各自独自の介護報酬、及び指定基準が設定できるということになっているのが特徴でありま

す。その地域密着型サービスの種類ですけれども、以下の 6種類がございまして、八戸市では、

①番から⑥番までありますけれども、②番から⑥番までのサービスが今現在提供されている状

況です。そのうちいま、今年度公募予定しているのが少し網掛けになっている③番の小規模多

機能型居宅介護というサービスです。先月の健康福祉審議会でもご説明させていただきました

けれども、登録定員 25 名以下を対象に通所、通いを中心として利用者の様態や希望に応じて訪

問や宿泊を組み合わせて多機能なサービスを提供するということで、整備済数は６事業所、今

現在ございまして、今年度４カ所を公募選定する予定としています。次の段、１ページの下が

地域密着型サービス運営委員会の役割ということで、地域密着型サービスの適正な運営を確保

するために、市町村ごとに地域密着型サービス運営委員会が設置されるものとされております。

先程１ページの上でご説明しましたように、市が事業者指定の権限を持ったり指導監督及び介

護報酬指定基準の設定ができますけれども、八戸市が勝手にするということではなくて、地域

密着型サービス運営委員会の委員の皆さまのご意見等をいただいて、そのような基準を設定し

たり指定するというところになります。１ページの下の所に①、②、③とありますけれども、

そのうちの①番の地域密着型サービス事業所を指定すること、または、指定しないこと。今回、

小規模多機能型居宅介護を公募選定するので、この①番のことを今年度行いたいと考えており

ます。②番③番は今のところ特に予定はありません。以上が地域密着型サービス及び運営委員

会の役割というところを説明させていただきました。 

２ページ以降が今回の案件である小規模多機能型居宅介護公募選定の概要となっていまして、

全部で 23 ページまでございますけれども、その後の方が審査表、評価基準となっています。主

に概要をまとめたものが、２ページから７ページまでになっていますので、こちらを中心に２

ページから７ページまでをご説明させていただきたいと考えております。２ページ３ページが

小規模多機能型居宅介護公募選定概要ということで審査表や要項等をまとめたものです。２ペ

ージ、上からご説明いたしますと、平成 21 年 3 月に策定した八戸市高齢者福祉計画に基づき、

今年度は小規模多機能型居宅介護を４カ所公募することが計画で決まっておりました。決まっ

たことに基づいて今実際に行なっているところです。募集圏域といたしましては、田面木・舘・

豊崎地区から南郷区までの８圏域を募集圏域といたします。下の括弧内に記載してありますけ

れども、考え方としては小規模多機能型居宅介護が整備されていない圏域と柏崎・吹上地区と

いう形で事務局として考えました。というのは柏崎・吹上地区は八戸市の中心部に位置してい

まして介護の事業所が非常に少ない圏域であることから、既に小規模多機能事業所はあるので

すけれどもこちらも募集圏域に含めたところです。応募要件は介護保険法上、法人格を有して

いなければ指定できませんので、法人格を有する、もしくは有することが確実である者として

おります。次の選定方法ですけれども、一次審査、二次審査という形で行ないたいと考えてお

ります。一次審査は事務局の方で審査して客観的な判断基準により審査可能な項目について審

査を行いまして、上位 10 事業所まで、評価点数の上位 10 事業所までを二次審査希望者として

選定いたします。ただ一つの圏域にたくさん来ると圏域に偏りがございますので１圏域３事業

所までとしております。ここに書いてあるとおり、整備済事業所を含めて選定は３事業所を上
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限としていることから、柏崎・吹上地区はすでに１事業所ありますので、柏崎・吹上地区のみ

１次審査は２事業所までという考え方になります。引き続きまして二次審査の方は、地域密着

型サービス運営委員会の皆さまから点数をつけていただいて候補事業所からのプレゼンテーシ

ョンを受けて委員の皆さまから点数をつけていただいて、その平均点により評価を行いたいと

考えております。最終的選定は点数の上位から選定するのですけれども、一つの圏域２事業所

までを選定したいと考えております。先程のような考え方で柏崎・吹上地区はすでに１事業所

あるので、柏崎・吹上地区のみ、１事業所のみの選定となります。下に<選定例>と書いてあり

ますけれども、評価点数順位が上から１、２、３、４、５、６、７とありましてＡ、Ｂ、Ｃ、

Ｄ、Ｅと法人名がありますけれども、上から四つとなると１、２、３、４、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ法

人までなのですけれども、三八城・根城地区が三つ続いていまして、１圏域２事業所までとい

うことなので、点数の４位の法人は選定外となって５位の法人を選定すると、そういう形で１

圏域２事業所までという形の評価点数としております。質の高い事業所を選定したいという主

旨で、たまたま一つの圏域に１事業所しかこなくて選定されるということがないようにこのよ

うな形にいたしました。続きまして３ページですけれども、先程、ご説明したとおり客観的な

項目なので、一次審査は事務局の方で採点いたします。二次審査の方は運営委員会の委員の皆

さまに点数をつけていただきたいと考えております。その選定スケジュールなのですけれども、

先月、健康福祉審議会がありまして委員の皆さまが委嘱されまして、その際に小規模多機能型

居宅介護のサービスの概要についてご説明させていただきました。そして今日７月 16 日が第１

回の地域密着型サービス運営委員会で、公募選定の概要をご説明させていただいているところ

です。７月 30 日予備日ということで、もし急に変更になった場合にはもしかしたら急に開催さ

せていただく可能性のために予備日としてあります。その後、公募説明会を行なうのですけれ

ども、７月 20 日にでる広報はちのへ８月号に載せる予定にしております。また八戸市のホーム

ページにも説明会をやりますということで周知を図る予定にしております。８月 20 日に公募説

明会がありまして受け付けまして、今年の 11 月に第２回の地域密着型サービス運営委員会を予

定しております。そこで事務局で審査した、一次審査結果を報告して上位 10 事業所までといた

しまして、そのあと二次審査方法、委員の皆さまの点数をつけていただく方法、やり方等をご

説明させていただきたいと思っております。来年１月に公募法人から資料を作成いただきまし

て、委員の皆さまにもお渡ししてプレゼンテ－ションを行いたいと考えております。２月に介

護・高齢福祉部会で報告いたしまして、事業所選定という形で考えております。実際にサービ

ス開始するのは 23 年度以降にサービス開始となり、最低でも 24 年度中にはサービスが開始さ

れる予定となっております。以上が概要であります。次に４ページ５ページをお開き願います。

４ページ５ページは先程申しあげました田面木・館・豊崎地区から南郷区の８圏域ですけれど

も、地図上で見ると、この黒くなっている３、４、５、６、７、８、９、12 と書いてあるとこ

ろが募集圏域とさせていただいております。１、２、10、11 はすでに小規模多機能は事業を開

始しているところです。７番の柏崎・吹上地区は小規模多機能型居宅介護はあるのですけれど

も八戸市の中心で事業所は少ないということで、７番の圏域も募集圏域とさせていただいてお

ります。５ページが実際の事業所がいくつあって定員がいくつあるかというところの表になっ

ております。５ページの上の小規模多機能型居宅介護、少し網掛けになっているところが募集

圏域という意味になっております。引き続きまして６ページ７ページをお開き願います。６ペ
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ージ７ページはこれまで地域密着型サービスの公募選定を行なっていたところですが、ここの

主な変更点というところでまとめた資料で、18、19 年度に小規模多機能型居宅介護を公募いた

しました。21 年度、昨年度は地域密着型介護老人福祉施設を公募いたしました。今回 22 年度、

小規模多機能型居宅介護をまた公募するというところで、どういうふうに変わっているかとい

うところをまとめたのが、６ページ７ページになります。１番の左側のところに１、２、３、

４、５、６と書いてありまして、１番の公募数、こちらは、八戸市高齢者福祉計画に基づき４

つと決まっていましたので、そのとおりに公募しております。２番３番の配点及び応募要件で

すけれども、こちらの主旨としては、新しい法人でも選定する可能性があるような新規法人参

入の可能性を広げるために２番の配点としては、一次審査項目、今までは 50、50 だったのです

けれども、一次 40、二次 60 という形でプレゼンの二次審査の割合を高くいたしました。３番

の応募要件では、21 年度は細かい要件をつけたのですけれども、今年度はそのような要件はつ

けておりません。昨年度の委員の皆さまからの意見として、公募の段階で広く大勢の方にチャ

ンスを与えたほうが良いというご意見もいくつかいただきましたので、そういうところも含め

て新しい法人でもできるような形の応募要綱になっています。４番の募集圏域は先ほど申し上

げたとおり小規模多機能型居宅介護が整備されていない圏域と柏崎・吹上圏域ということでし

ております。５番二次審査希望選定方法ですけれども、先ほども申し上げましたように、上位

10 事業所以内ですけれども、圏域が片寄らないように二次審査の方にでるのは、１圏域３事業

所までとしております。同じような考え方で６番最終選定方法も圏域が偏らないように１圏域

２事業所までというふうにさせております。７番の二次審査、プレゼンの選定委員ですけれど

も 18、19 年度は委員の皆さまだけではなく行政の方も選定委員となっていたのですけれども、

より公平・公正な選定を図るために行政側は採点しないで、一次審査だけということにしてお

ります。同じように公平・公正な選定の主旨から８番二次審査評価点数算出方法ですけれども、

今までは委員の皆さますべての点数の平均点を出して点数をだしていましたが、極端に高い点

数、極端に低い点数を付ける可能性もないとは言えないので、一番上と一番下を除いた平均点

という形にしております。次に９番の６ページ下の審査表ですけれども、こちらは昨年度公募

した時に皆さまからご意見があって、例えば今までやった時は、社会福祉事業等の活動実績が

ある場合に加点（設置予定の日常生活圏域内で活動実績がある場合にはさらに加点）というこ

とで、設置予定の日常生活圏域で活動しているとより高い点数となっていたのですけれども、

そうなるとどんなに積極的に社会福祉活動を行なっていたとしても、自分のやっている圏域以

外のところだと、ほとんどやっていませんので少し不公平ではないかというご意見をいただき

まして、そういうところはやめまして八戸市全体として、活動実績、社会福祉事業の実績があ

れば加点という形で審査、評価点方法を変えました。引き続き審査表ですけれども７ページを

ご覧ください。７ページは定款のところでしたけれども、定款事業を実施していれば加点です

けれども、新しい法人だと当然何も事業を実施していないので、不公平になるということでこ

の審査、配点をやめました。11 番の設置場所ですけれども、こちらは昨年度から田向地区に設

置すると世帯数にかかわらず最大点となります。世帯数というのは地域密着型サービスという

主旨から山の上とか海のそばだとかだと地域に根ざしたサービスにならないので、人がたくさ

んいるところに設置すると加点ということに、点数が高くなるという形の設置場所の採点方法

となっております。田向地区はそれほど世帯数はないのですけれども、八戸市としては医療福
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祉の整備拠点としていることから、昨年に引き続き田向地区も世帯数に関わらず点数が高くな

るという形の採点方法になっております。12 番の設置圏域ですけれども、こちらの 18、19 年

度は各圏域ごとに評価点数合計の上位１事業所のみを加点というような形の小規模の審査表に

なっていました。すなわち一つの圏域で一つの応募であればいいのですけれども、一つの圏域

に二つ、三つ応募があった場合に、１圏域１事業所という考え方から二つ、三つ来た時の点数

の一番高いところに更にプラス８点するという審査表がありました。これについて以前 19 年５

月の介護高齢福祉部会で千葉先生からこの採点方法について検討した方がいいのではないかと

いうご意見をいただいたところでしたけれども、質の高い法人を選定するという主旨からする

と、この採点方法はどうなのかと考えまして、評価点数８点を加点するというのはやめました。

その代わり先ほどの５番、６番にあったように圏域が偏らないように、１圏域２事業所までと

いう形で一つの圏域に３つとか４つにならないような形の選定方法としたところです。次の 13

番は設備状況で、札幌のグループホーム火災等がありましたように、スプリンクラーの必要性

が考えられております。小規模多機能ではスプリンクラーの設置義務はないですけれども、あ

った方がより安全ということで、そういった場合は加点という形の審査表にしております。以

上が主な変更点となっていまして、８ページ以降をまとめたのが今までにご説明したところで

す。そこで触れていなかったところだけご説明したいのですけれども、10 ページをお開き願い

ます。18 ページから実施要綱なのですけれども、第 10 条の(２)の選定後の事業内容等変更、

そのイ）ですけれども選定された事業者が、選定を辞退する等選定後に欠けた場合、又は平成

23 年度末までに着手できない場合には、選定されなかった事業者の中から、評価点数の順位に

従い繰り上げて選定できることとする。ただし、１圏域２事業所までということで繰り上げ選

定もできることを想定しております。というのは以前、そういうのを想定しなくて辞退という

こともありましたので、それに備えて仮に辞退した場合は、繰り上げて選定することも考えて

おります。11 ページまでが要綱になりまして、12 ページは配点基準となっております。先ほど

もご説明しましたように、今回一次審査 40 点、二次審査 60 点で合計 100 点、上位４事業所、

１圏域２事業所までという形の審査方法となっております。その 11 ページの具体的なところは

審査表で 13 ページ以降になっております。13 ページの白くなっている部分と網掛けになって

いる部分と２種類あると思うのですけれども、白くなっている部分が事務局で審査する一次審

査項目で、少し網掛けになっている部分が委員の皆さまが採点していただきたい二次審査項目

というところになっております。最後は 14 ページをお開き願います。２番設置場所の状況。先

ほども若干触れましたけれども、地域密着型サービスという主旨から地域に根ざしたサービス

ということで、地域に人が住んでいないと地域に根ざせないので、世帯数がたくさんあるとこ

ろがより高い点数となっていまして、何もないところはマイナス点とさせていただいておりま

す。実質的に山の上とか海の傍とかは、なかなか選定されづらいような審査表となっておりま

す。３番は設備計画、先ほど申し上げたとおりスプリンクラー設置するとプラスという形で採

点票を作りました。15 ページが職員の状況、及び地域との連携となっております。職員の確保

ですけれども、例えば４番職員の状況で２番が職員の勤務形態、こちらも常勤職員がいるとよ

り安定的なサービスの提供ができるということになっております。また、常勤専従の看護師又

は准看護師が配置されているとより点数が高いという形になっております。15 ページ下の協力

医療機関及び協力歯科機関。基準で定めることが決まっておりますけれどもより近くにあると
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何かと安心なので、近い医療機関、歯科機関があると加点されるという形の審査表になってお

ります。16 ページが利用者計画になっております。こちらの方はほとんど二次審査がメインで

具体的に応募法人から資料及びプレゼンをしてもらって、この資料及びプレゼンを聞いて点数

を付けていただきたいと考えております。17 ページは今まで特に使ったというか、減算適用に

なったことになったことはないのですけれども、もし仮に委員の皆さまより行政職員に対して、

公募に対して何かというところがあったら点数がマイナスになるというところもありますよと

いうところで。特別減算加算項目を作っております。この 13 ページから 17 ページのところの

合計点を引いて選定するという形になります。18 ページ以降は評価基準というところで、具体

的にどのような形で点数を付けていくかというところの資料になっております。こちらの方に

ついては二次審査等で使うと思いますけれども、実際、次の 11 月の運営委員会で二次審査方法

についてご説明させていただきたいと思いますので、その際に資料を付け加えてプレゼンの採

点方法をご説明させていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。以上で説明を終わ

らせていただきます。 

会  長：ただいま事務局の方から実際に公募選定を行なうにあたって基本的な事の説明をいた

だきました。前段は初めての委員の方もおりますので、地域密着型のサービスとはどういうこ

とかということを含めて、次の方は18年度、19年度にもう実施して６カ所選定されております

ので、その際のいろいろ、こうやったほうが良かったなというのも踏まえて、今回作成したと

ころであります。これが基本的なことになりますので、こういうふうなことについて今説明い

ただきましたが、何かご質問等ございますでしょうか。初めてやるのではなくて、２年続けて

やってきてのその上にありますので、いろいろ改善されてきていると、こういうふうに思って

おりますが。実際プレゼン前に詳しくやる時ありますか。今度は11月にやる時ということにな

りますか。 

事 務 局：11月の時に委員の皆さま、点数付ける際の資料及び説明を、具体的なところを説明し

たいと思っております。 

会  長：今のこれが応募してくる皆さんにもこれが全部配られるわけですので、それに基づい

て、自己採点も当然できるわけでありますから、そういうふうなことであまり懐疑にならない

ような状態になるかと、すべてオープンにしていきたいということで、こういうふうに点数を

明らかにして、応募する方々も応募し易いと思います。明らかに点数が分かりますからね。基

本的にそういうことでよろしいですか。それではこういう今のことを基準に進めていくという

ことでよろしくお願いします。かなり実績があることですから、多いに中身の濃い方々が応募

してくるところを期待したいと、こう思います。満遍なくいければと思っております。今日は

これがメインでございまして、これが決まると次からはもう目指しやすいものですから、そう

いうふうにしたいと思います。次に事務局から、よろしくお願いします。 

事 務 局：次回の地域密着型サービス運営委員会でございますが、11月の中旬を予定しておりま

す。後日ご通知を差し上げますのでよろしくお願いいたします。本日は委員の皆さま、お忙し

い中、会議にご出席いただきまして誠に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。本日は本当にありがとうございました。 


