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平成 22 年度第２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 11 月 12 日（金） 14 時 00 分 

場所：八戸市庁 本館３階 議会第３委員会室  

 

●出席委員（７名） 

 坂本会長、浮木副会長、山本委員、小ヶ口委員、金谷委員、嶋守委員、平委員 

●欠席委員（１名） 

 千葉委員 

●事務局 

松浦市民健康部長、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。なお、本日は千葉委員が所用のため欠席となっておりま

す。議事を進める前にご報告がございます。昨年、坂本美洋会長が長年にわたって国保事業に

貢献したとして、厚生労働大臣表彰を受賞されたところですが、さらに、この度、長年にわた

り国の防衛基盤の育成に貢献したとして防衛大臣感謝状を受賞されました。心よりお祝い申し

上げます。今後とも当市の介護保険事業にご尽力賜りますようお願い申しあげます。それでは、

議事を進めて参ります。議事の進行は、坂本会長にお願いいたします。それでは坂本会長よろ

しくお願いします。 

会 長：会議に先立ちまして、一言ご挨拶申し上げます。本日は委員の皆さまにおかれましては、

お忙しい中、ご出席いただき誠にありがとうございます。さて、本日は、小規模多機能型居宅

介護公募選定の一次審査結果や二次審査の流れや内容について、事務局より説明を受け、皆様

のご意見を伺いたいと思っております。そしてまた来年予定されています１月 21 日金曜日でご

ざいますが一次を通過した法人から二次審査ということでプレゼンテーションをうけて審査を

進めてまいりたいとこう思っております。ぜひ１月 21 日は全員ご出席をいただいて審査にご参

加いただきたいと思っております。そういうことを通してより質の高い事業所の選定をして参

りたいと思っておりますのでよろしくお願いを申しあげます。私ごとでございましたが先ほど

司会のほうからご紹介いただきましたとおりでありまして今後とも自分自身頑張って参りたい

と思っておりますので介護保険のほうは本当に市民にとって大変重要な部分を担ってございま

すので委員の皆さま方とともに市の保険者であります八戸市に対して私ども助言しながら頑張

ってまいりたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。それではこれから始めさせ

ていただきます。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

能型居宅介護公募選定の一次審査の結果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)が小規模多機能型居宅介護公募選定の一次審査事務結果ということで、一

次審査のほうは事務局のほうが選定委員となりまして一次審査を行いました。資料の１ページ

からご覧ください。資料の１ページ及び２ページのほうが順番をそれぞれ並び替えた一次審査

結果になっています。１ページのほうが圏域順となっていまして、２ページのほうが点数順と

いう形で中味は同じですけれども順番を変えています。１ページの圏域順ですけれども見方と
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いたしましては、応募は 20 法人ございました。網掛けになっているところが今回一次審査結果

により二次審査対象法人として選定されたところが網掛けのところになっております。今回小

規模がない圏域ということで８圏域を公募したのですけれども１ページにありますように８圏

域のうちの６圏域からそれぞれ応募がありまして、それぞれの圏域から１つ以上は選ばれる、

二次審査のほうに対象法人として選ばれるという形になったところです。一次審査の採点方法

といたしましては、１回目の時にもご説明しましたけれども応募法人のほうが自己採点をして

いただいてその自己採点の内容を事務局のほうでチェックするという形で点数が付けられてお

ります。１ページの一番下のところに注で書いてありますけれども、二次審査の対象法人のと

ころにチェックが付いています。二次審査の対象法人の選定要件である各圏域３法人（柏崎・

吹上圏域から２法人）以内を満たしておりました。ただ一次審査の点数 37 点が３法人となった

ため、上位 11 法人を二次審査対象法人として選定いたしました。注の２ですけれども最終的に

はこの一次審査プラス２次審査の 60 点を合わせて上位４法人を選定するということになりま

す。ただし選定は各圏域に２法人を上限（柏崎・吹上圏域は１法人を上限）とするという形で、

圏域がある程度ばらけるような形で選定することにしております。１ページは圏域ごとに分か

れているところで、２ページのほうが点数順となっていまして、結果的には網掛けの上の№11

までなのですけれども、37 点以上というところで二次審査の対象法人というところから選ばれ

ました。以上が一次審査結果の報告になりまして３ページが空白ページでして４ページから最

後が 13 ページまでがその内訳、一次審査点数の合計点の内訳になっております。見方といたし

ましては４ページ５ページというところで、例えば４ページの１の設置希望者の状況というと

ころの各法人 20 法人の点数の内訳という形で表示しております。主だったところを申しあげま

すと、例えば４ページの１設置希望者の状況、４ページの下のところの３ 地域に根差した実績

があるかというところで、法人としての実績があるところという形で点数付けていましたけれ

ども、見て分かるとおり２点のところもあれば０点のところもありまして、必ずしも介護事業

を運営しているところだけが申し込んだわけではなく、新しいところも今回申し込みをしてお

りました。昨年度の小規模特養の時は社会福祉法人という限定がありましたけれども、今回そ

ういった制限なくて法人格を有していれば応募できましたので、幅広い法人から今回応募いた

だいたところでした。４ページ５ページが設置希望者の状況、６ページ７ページにいきまして

設置場所の状況のところで一番配点の大きいところが２の１の設置場所、配点６点ここが一番

大きいですけれども、これは地域密着型サービス、地域に根差したサービスというところが大

事になってくるので、ある程度世帯が密集している多いところに配点が多くなってきておりま

す。そういうところも応募法人さん大体わかっていらっしゃって、一部の法人を除き、ほとん

ど６点５点というところで点数が付けられております。続きまして８ページ９ページが設備計

画の状況であります。ここで自己採点したところと変わったところがここの点に関してありま

すけれども、具体的に言いますと９ページのところになります。９ページの 19 番目と 20 番目

の有限会社ケア・ユニークさんと有限会社ゆきさんのところが、自己採点は２点というところ

でしたけれども、１点それぞれ減らしたところです。減らした理由としてはあらかじめ応募法

人に示していた十分な余裕とはというところの解釈基準として、全室個室や居室を宿泊室に含

めていない、職員休憩室（更衣室）が確保されているというところを示したところなのですけ

れども、他の 18 法人さんは全て職員休憩室を確保していましたけれどもこの２法人さんだけは



 3

その職員休憩室確保していなかったので、ほかの法人さんとの公平性の観点から１点減らした

ところです。引き続きまして 10 ページ 11 ページをお開き願います。10 ページ 11 ページが職

員の状況になっております。職員の状況のところで先ほどの設備計画でも十分な余裕とかとあ

りましたけれども、ここでも４の１職員の状況の配置計画で十分な余裕を持って職員を配置し

ているかというところで、こちらについては自己採点どおりといたしました。人数はそれぞれ

ありますけれども仮に一人休んだとしても十分基準をもって満たしているような形の勤務表を

全ての法人さん作成していましたのでここは自己採点を減らすということは行いませんでした。

以下が職員確保の管理者や看護師や介護支援専門員の確保の状況ですので資格があるか確認し

たところ問題はありませんでした。続きまして 12 ページ 13 ページが地域との連携、利用者計

画、特別加減項目となっておりまして、一番最後が一次審査点数の合計点で、一番最後にチェ

ックが入っているところが選ばれた法人さんです。ここで申し訳ないのですが資料の訂正がご

ざいまして、13 ページの 19 番の大館・東の（有）ケア・ユニークさんの５番の地域の連携の

ところですけれども、地域の連携の合計点が５点で、内訳が３点と０点となっていて、内訳と

合計点が合ってないのですけれどもここは間違いです。内訳のほう３点０点のほうが正しくて

合計点が５点ではなくて３点になりますので、申し訳ないのですけれども資料の訂正をお願い

いたします。なお、一番最後の 33 点というところは正しい数字になっております。という形で

事務局のほうでチェックしまして一次審査結果として１ページ２ページのように 11 法人を選

定したというところのご報告になります。以上で資料１の説明を終わります。 

会 長：一次審査、ほとんどが自己採点です。点数わかっていますので、自己採点をいただいた

のをチェックしたということでほとんどが自己採点どおりということです。そういう報告でご

ざいますが、20 法人から 10 箇所程度ということでしたが点数を見て 37 点ということでしたの

で同点のところがあるのでそれで 11 法人を一次審査としたいという報告ですが何かご質問等

ございますでしょうか。 

委 員：こちらの一次審査結果を拝見いたしますと４ページ５ページ６ページ７ページは設置場

所の状況とか希望者の状況ということでこれは確認できるところだと思うのですけれども、設

置計画の状況とか、新職員の配属状況などこれは全部計画になると思うのですけれどもここを

実際に計画と実際にそれがあっているというのはどういうふうに確認をしたのでしょうか。 

事 務 局：例えば職員の配置計画というところが実際、あくまで計画なので当然、職員は実際に

確保しているわけではないので実際に確認できないのですけれども、公募要綱では、利用者に

とってよりより良い変更と認められる変更以外は、公募選定時以降の変更は認めないとしてお

りますので、その点で計画であっても実際に職員の配置を確認できるものと考えています。 

委 員：ありがとうございます。 

会 長：よろしいですか。大事なところですから確認しておかないと。ほかに委員の皆さん、い

いですかないですか。何かございませんか。 

委 員：今の質問に関連しますけれども、二次審査でも仮に４箇所選定してその次に申請と違っ

たような状況になれば、その４箇所以外のそういう評価のあったところを選定するということ

になるわけですか。これは二次審査のほうの説明にも係ってくるかと思うのですけれども。 

事 務 局：選定されて例えば資金がなかったとか人を確保できなかったということも可能性とし

てはないわけではないので、それを踏まえて次点というところも選定することにしております。



 4

そして公募の要項では、24 年度末に事業を開始しなかった場合は無効とするとか、23 年度まで

に着手できない場合は無効として繰上げ選定するという形なので期限を区切ってできなかった

ら次点の方を選ぶということにしております。 

会 長：３年前もあったのですよね。選定したのですけれど取り下げになってですね、ですから

次点、次点の次点とかといえばやっぱり前もって二次審査の時にこれからなってくるのですけ

れども、やっぱり決めておきませんとその都度また開いてどうするということではなくてやっ

ておきませんと、日山課長さんところでだめですよということでだめになる場合もあるし、ご

本人の方から事業所の方から取り下げという場合も有りうる、今までにあったので２回ぐらい

あっているのです。そういうのも含めて確認しておかないとこれは大事なことですから。他に

ございませんか。委員の皆さんよろしいですか。 

各委員：はい。 

会 長：それでは他にないようですのでただ今の一次審査については 37 点以上 11 カ所を二次審

査に進めるということで了承したいと満場一致で了承したいと思います。それでは次に議事の

(２)番、小規模多機能型居宅介護募集選定の二次審査について事務局より説明をお願いします。 

事 務 局：引き続き資料の議事の(２)についてご説明させていただきます。資料の１ページをま

ずお開き願います。資料の１ページが委員の皆さまが次の二次審査をしていただく概要となっ

ております。２ページ以降が審査表等になっております。１ページの最初の選定スケジュール

ですけれども、今までの経過というところも記載していますけれども、22 年８月 20 日に公募

説明会を行いました。31 法人参加いたしまして 20 法人申し込みいただきましてその中から 11

法人を一次審査の中で選定したという流れになっております。そして、今日 22 年 11 月 12 日運

営委員会のほうで結果報告、もう一つ二次審査の方法の説明ということで今行わせていただい

ております。このあと応募法人 20 法人に対して一次審査結果のほうを通知いたしまして、委員

の皆さまの方には応募法人が作成したプレゼンの資料及び採点票のほうを 23 年１月 11 日金曜

日の２週間前を目途に送付いたします。そして 23 年１月 11 日金曜日に第３回地域密着サービ

ス運営委員会のほうでプレゼンテ－ションを行います。数が多いので当日採点というところは

厳しく正確性も期せないので後日集計いたしまして 23 年２月９日水曜日の介護高齢福祉部会

のほうで最終的な選定結果を報告いたしたいと思っております。今議題となっている二次審査

ですけれども 23 年１月 21 日金曜日というところで委員の皆さんには大変お忙しいところなの

ですけれども時間は 12 時 50 分から予定しておりまして、最終的には５時ぐらいの終わりを予

定していますのでご負担になると思うのですけれどもなんとかご出席のほうをよろしくお願い

いたします。予定としていました 12 時 50 分から 10 分程度二次審査方法を再度説明いたしまし

て１時からスタートいたします。それで最初６法人で、休憩をいれて 5 法人というところで１

法人プレゼンテ－ション15分以内と委員の皆さんから質問ヒヤリング等を5分程度予定してい

まして、終わり次第順々に進めていくという形で行いたいと思います。一番最後に採点の時間

を設けていますのでプレゼン中に採点していただいてもいいですし、終わった後まとめて採点

していただいてもいいですし、時間はとってありますので５時で終わりということではないで

す。採点が終わりましたら順次終了という形で考えております。委員の皆さんが見ていただく

二次審査関係書類といたしましては、二次審査採点票これは２ページのところになります。２

番目の二次審査評価基準こちらが４ページ以降になります。３番目の二次審査資料こちらは応
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募法人 11 法人が作成いたします資料でこちらのほうで応募法人からいただいたものを取りま

とめてファイリングいたしまして予定では２週間前ぐらいを目途に送付いたします。当日もお

持ちください。予め読んでいただいて採点票も一緒に送りますので読んでいただいてある程度

点数の目安とかを付けていただくとプレゼンのほうもスムーズに採点できるのかなと思ってお

りますので、どうかよろしくお願いいたします。二次審査の次にいきまして、二次審査採点方

法ですけれども原則として整数での評価としますが、配点基準の範囲以内で少数点第１位まで

の評価も可能としております。ここに具体例書いてありますけれども、具体的に説得力がある

２点。具体性がない０点。となっていまして採点するときは２点か０点かというところではな

くて、２から０点という範囲以内で２点でも０点でもいいですし１点でもいいですし、1.5 点

とかでもいいです。一応小数点第１位までということにしていますので、1.55 とか、最大２点

なので３点というところは点数として成立しないので、ご理解のほうよろしくお願いします。

２番目の二次審査における評価基準の算出方法、８名の委員の皆さまから点数を付けていただ

くのですけれどもすべての委員の平均ということではなくて二次審査の選定委員の、各審査５

項目の点数のうち最高点最低点を除いた評価点数を合計したものの平均点といたします。要は

一番上と一番下を除いて６名の平均ということで評価点を付けたいと考えております。もし仮

に欠席した場合は５法人が作成した二次審査資料のみで判断できるところを評価点として点数

を付けたいと考えております。一番最後に注で１、２と書いてありますけれども、二次審査の

満点は 60 点ですけれども、最低基準点数というのを設けていまして最低基準点ですと 36 点、

６割です。６割未満の場合は仮に上位４法人になったとしても最低を満たしていないので選定

外といたします。最後繰り返しですけれども最終的には一次審査二次審査合計点数の上位の４

法人を選定いたします。ただし、ある程度各圏域毎にばらけるというところも必要ですので、

各圏域に２事業所を上限。柏崎・吹上地区は既に小規模がある圏域なのでここについては１事

業所を上限として上位４法人を選定するという形で２月９日に部会でご報告する予定としてお

ります。以上が二次審査の概要になりますのでよろしくお願いいたします。２ページのところ

が採点票になります。平成 22 年度小規模多機能型居宅介護公募選定二次審査採点票、見ていた

だくと１番設置希望者の状況、３番設備計画の状況、４番という形で番号が飛んでいますが、

こちらのほうはあくまでも二次審査の項目のみを抽出していますので一次審査の項目のところ

を外して、委員の皆さまが付けていただく二次審査のところだけを抽出していますので、間違

いではないです。これを１法人１枚といたしますので、11 枚これがあります。11 枚を採点して

いただくという形になります。右上等に法人名空欄となっていますけれども、皆さまにお渡し

するときは法人名を入れてお渡しいたしますので、それぞれ点数を付けていただくという形に

なります。点数の付け方ですが、例えば１の設置希望者の状況３設置の理念となって理念、熱

意が顕著に認められる６点。それで認められる３点。認められない０点ということで６点３点

０点となっていますけれども、あくまでもこれは目安で一応これは６点から０点までの範囲以

内で点数を付けていただくという形です。従いましてその右側に目盛りをつけていますけれど

もこちらは目安ということでメモ書きに役立つかなというところでこちらをつけておりますの

でここでこの目盛りを活用していただいて一番右側のところに評価点とありますけれどもそこ

のところに具体的な６点とか３点とか４点とかという数字を記載していただくという形で採点

票を作成いたしております。それで合計点が全部で 60 点というところになっています。一番右
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側の網掛けになっているところには必ず数字を記入していただくようお願いいたします。目盛

りのところは目安というか点数を付け易いように作ったところです。これが２ページ採点票に

なります。３ページのところは特別加減項目というところを以前から設けていましたので、こ

ちらのほうは二次審査の当日のときに一応お聞きして、例えば委員の皆さんに何か圧力とかが

あったら減点するという形の採点のところになりますけれども、プレゼンのときにはそこは使

いませんので、参考に３ページに載せているところです。実際に点数を付けるのは２ページの

ところだけです。以上が採点票で４ページ以降が評価基準になります。４ページから９ページ

までです。一応補足でご説明いたしますけれども、２ページの採点票で委員の皆さまのお名前

等がないですけれどもそれは別途 11 枚作って、それとは別に紙を表紙につけてそこに名前を書

くという形でホチキス止めでお渡ししたいと思いますのでお渡ししたいと思いますので、一応

委員名も書くところもあります。あとは選定結果のときに委員の皆さまの具体的なお名前とか

は公表する予定はなくてあくまでＡ委員Ｂ委員という形で、委員の皆さんの点数の具体的な内

訳は資料として２月９日の部会に示しますけれども、委員の特定のお名前とかは公表する予定

はないので予めお知らせいたします。戻りまして４ページを再度お開き願います。基本的に採

点した後の応募法人が作成する資料に基づいて採点していただくのですけれども予め考えやす

いように評価基準というところをこちらのほうで作成いたしました。なお、応募法人にも同じ

ようなものをお渡ししていますので、応募法人のほうも知っているはずです。それぞれ評価項

目と審査票とありまして一応右側に評価に関連する人員・設備・運営基準等というのも参考に

つけております。ちょっと字が細かいところなのですけれども、こちらが事業を運営する上で

守らなければならない基準というところですのでこれが採点の基準となっております。１番が

設置希望者の状況、理念とか小規模の理解とかは応募法人が作成する資料でないと分からない

のでプレゼンとか資料を見ていただいて点数をつけていただくというところになります。また

小規模多機能型居宅介護については６月 23 日の健康審議会でも資料パンフレット等をお渡し

していますので、そちらのほうもご覧になっていただければ理解が深まるのかなと思っており

ます。続きまして５ページの設備計画の状況ですけれども２番目の利用者への配慮、防火安全

対策とかそこのページでは公募法人が作成する資料のほうには建物平面図とか図面も一緒に添

付してもらいますのでその実際の図面を見て非常口が確保されているとか２階建てとかを確認

していただければと思っております。資金的なものは全部自己資金であるか借り入れいくら借

り入れるとかといったことも記してもらう予定となっております。続きまして６ページをお開

き願います。４番の職員の状況ですけれども、先ほど委員からお話しがあったように職員確保

は全部確保できるわけではないのでどういった形で確保を予定しているのか、もしくはある程

度はもう既に確保ができているのかというところも示すようにしております。５番の地域の連

携ですけれども、小規模多機能型居宅介護は地域密着型サービスということで、地域に根差し

たサービスというところが求められてきます。運営基準にもありますとおり地域との交流を図

らなければならないということで義務なのでどういった形で地域交流を図っていくのか、もし

くは既に図っているのかというところもほかのサービスと違って求められているところです。

続きまして７ページ以降はサービスの内容になります。７ページの６の利用者計画、処遇方策

の状況ケアプランとプランに基づいてケア、サービス提供しますのでどのような形でケアプラ

ンを作っていくか特に小規模多機能は通いと泊まりと訪問という３つのサービスを組み合わせ
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てサービス提供いたしますので、そういったほかのサービスと違ったものもありますので、ど

のように考えているかというところを審査してもらう予定になっております。８ページが事

故・感染症・食中毒等。毎年ノロウィルス、インフルエンザ等必ずありますので 100％は防ぐ

のは無理なのですけれども起きた場合にどうするかとかを、起きないためにどういったマニュ

アルを作ってあるとかそういったところどのように考えているかというところを応募法人から

示してもらう予定になっております。虐待防止対策については通いサービスなのであまり虐待

というところはないかもしれないですけれども泊まりのサービスもありますので身体拘束に対

する考え方を示してもらう、運営基準とかにも決められていますのでここも示してもらうこと

になっております。９ページですけれども認知症対策について検討しているか、今実際小規模

多機能運営しているところをみますと、やはり認知症専門の事業所はないですけれども認知症

の程度が重い方がよく利用しているケースがあります。認知症の程度が重い利用者だと加算も

取れたりするので、認知症対策というのは必ず求められてくるところです。それについての対

応方法というところを示してもらうことになっております。あとは苦情に対する対応、最後に

事業収支計画といたしましては収入の確保と職員の人件費というところをどれくらい考えてい

るかというところで資料としてご案内いただく委員の皆さんのほうで見ていただくというとこ

ろになります。以上がおおまかな考え方でそういうところは公募法人がそれぞれの各項目ごと

に合わせた資料を作成いたしますのでこのような資料を二週間前にお送りいたしたいと考えて

いますので、どうか１月 21 日をご協力のほうをよろしくお願いいたします。以上で説明を終わ

ります。 

会 長：ただ今二次審査を行うにあたっての基本的なことの説明をいただきました。１月は私ど

もみなやるわけでありますので、何かお聞きしたいことがあったらどうぞ確認してください。 

委 員：プレゼンのことについてお聞きしたいですけれども、今回小規模多機能の二次審査は初

めてなのでちょっと分からないので教えていただきたいのですけれども、このプレゼンの 15 分

間というところなのですけれども、資料をずらっと読むのではなくてきちんと説明していただ

けるのか、あと質疑の時間を５分しかとられていないのですけれども、多分聞いていて採点す

るにあたってここはどうなのだろうという疑問があって、自分も最低きちんと採点するのだっ

たらいろいろ聞いてヒヤリングをしながら採点したいと思うので、その時間配分のところを、

資料を事前にいただけるのでそれは全部読み込んでいくのでその部分でちょっと配慮いただけ

ればという希望はあるのですけれども。 

事 務 局：資料は順に送らせてもらって、当日は応募法人が希望すればパワーポイント等を使い

まして具体的に応募法人から説明をしていただくという形で考えていました。ただし前回の地

域密着特養の二次審査ときもそうだったのですけれども資料をずらずら読んでいくとかではな

くて分かりやすいような形で委員の皆さんにご説明していただいておりました。あと質疑応答

の時間ですけれども一応プレゼンが 15 分以内ということで確実に応募法人からは守ってもら

います。ただヒヤリングのほうは５分程度というところでもちろん５分きったら終わりとする

つもりは当然なくていろいろご質問したい場合もありますのでそこは柔軟に対応したいと思っ

ております。前回地域密着特養のヒヤリングのときも５分以内に質疑応答は終わっていました

ので、今回もそうなるとは限らないですけれどもあくまで目安として５分程度というところを

考えていましたので、過ぎても特にヒヤリングを打ち切るつもりはないです。 
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会 長：よろしいですか。 

委 員：はい。あともう一つ確認させていただきたいですけれども、事前に何か質問とかは受け

付けていただけるのでしょうか。 

事 務 局：事務局のほうで受け付けます。なお、直接応募法人への質問はご遠慮いただければと、

事務局のほうでいつでも受け付けますのでよろしくお願いします。 

会 長：ほかにございませんか。 

委 員：３ページの特別加算項目の３番の居住機能施設との併設、そこのところを少し説明して

いただいてもいいですか。囲い込み型のサービス提供を見込んでいないかということについて

です。 

事 務 局：小規模多機能型居宅介護というのは地域に根差したサービスで目的が、施設に入らな

いで在宅サービスを継続するというのが主旨のサービスです。近くにある事業所を利用して、

自宅から通ったり時々泊まったりします。ただその小規模多機能のすぐ側又は併設で有料老人

ホームとか高齢者専用賃貸住宅があるとそこの有料老人ホームに住んでいる人だけを利用させ

て、有料老人ホームとすぐ側の小規模多機能居宅介護との行き来だけで終わってしまうので、

全然回りの地域の人との交流が何もなくていわば施設みたいな形のサービスになってしまいま

す。八戸市ではこういうことは望んでいないということなので、今、小規模多機能を運営して

いる法人さんはこういうことはやっていないですけれども、そういうことはやってほしくない

のでこういう形で点数減算項目にしていますし、実際他の自治体ですとそういうことをやった

ら、例えば報酬を減算するとかそういった形の対応をとっている自治体もございます。八戸市

の小規模多機能型居宅介護事業所はご理解いただいている法人なので、皆さん地域の利用者を

確保して運営しているところです。 

会 長：分かりますか。囲い込みです。自分のところだけでやろうとしているのです。運営費に

は公費が入っていますので。他にございませんか。はい。 

委 員：その減算項目のところでお聞きしたいのですけれども、これはあくまでも介護保険課で

把握した場合に減算するということでよろしいですか。裏をとるというか確認をした場合に減

算するということですか。 

事 務 局：確認した場合に減算等の処分の対象にしますということです。そのあと仮に指定した

後そのような行為を行った場合でも何らかの対応措置とかという形ですることにしておりまし

た。公募の評価基準のところに前回の１回目の資料のところに記載していましたけれども、指

定後であっても配点基準に該当した場合には指導対象になるということですので、このような

ことをした場合は指定後であっても指導の対象及び何らかの措置というものをする予定にして

おります。 

会 長：よろしいですか。 

各委員：はい。 

会 長：他にございませんか。よろしいですか。はい、それでは他にないようですので二次選定

方法については今説明を受けたことを基本として進めていきたいと思います。事前に資料が配

布になりますのでそれをうけてやっていただきたいと思います。それでは以上で二つの議案が

終わりました。これで終了となりますが最後に事務局から次回の日程等についてお知らせがあ

りますのでお願いします。 
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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、場所は市庁の別館８階、新し

いほうの建物になります。研修室、日時は来年１月２１日金曜日午後０時 50 分、１時前です。

次回は応募法人からのプレゼンテーションが予定されておりまして会議終了予定時刻が５時ご

ろとなっております。お忙しいところ誠に恐縮でございますが質の高い事業所選定のためにご

出席のほどよろしくお願いいたします。本日は天候の悪いところまたお忙しいところ会議にご

出席いただきまして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。本日は誠にありがとうございました。 


