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平成 22 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 23 年 1 月 21 日（金）12 時 50 分 

場所：八戸市庁 別館８階 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、千葉委員、金谷委員、嶋守委員、平委員 

●事務局 

日山介護保険課長、山地給付事業者 GL、榊原管理 GL、大里主査、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。本日の議事ですが、応募法人からのプレゼンテーションを行な

うこととなっております。そこで、今回の議事は事務局で進めさせていただきます。まず初め

に坂本会長よりご挨拶がございます。坂本会長よろしくお願いいたします。 

会 長：委員の皆さまには、今日はプレゼンをこれからやる関係上、こういった形になっており

ますが、この席からご挨拶を申し上げます。本当に皆さん、今日はお忙しい中お集まりいただ

きまして、誠にありがとうございました。今日は小規模多機能型居宅介護の公募の選定の二次

審査を行うということになっております。今日、応募いただきました 11 法人から、これからプ

レゼンテーションを受けて審査をしていただくわけでございまして、よろしくお願い申し上げ

ます。この委員会といたしましては、今回が今年度 22 年度最後の地域密着型サービスの運営委

員会になります。これまで各委員から大変熱心にご審議をいただきましたことに対して、改め

て感謝を申し上げたいと思います。23 年度、来年度でございますが、引き続き皆さまのご協力

を賜りますようお願い申し上げましてご挨拶とさせていただきます。どうぞ各委員の皆さま、

よろしくお願い申し上げます。 

司 会：ありがとうございました。今回の審査にあたりまして、事務局より説明がございます。 

事 務 局：皆さん、今日はお忙しい中、全員ご出席いただきまして、資料も厚かったのですけれ

ども、お読みいただいて、大変どうもありがとうございました。私のほうからプレゼン前に事

務的なことを、繰り返しになりますけれども少しご説明させていただきたいと思います。最初

に今日、当日お渡しした資料の確認のほうから先にさせていただきたいのですけれども、１つ

目がＡ４横になっています小規模多機能型居宅介護公募選定二次審査という形で、スケジュー

ル等、今日のプレゼンをする出席者が記載されている資料が１つ、Ａ４横になっております。

資料と一緒に以前送付させていただいた採点表と評価基準、Ａ４縦になっています二次審査採

点方法というものです。あと、今日一番最初にプレゼンします株式会社ゆとりさんの当日資料

という形の資料をお渡ししております。資料に不足等ございましたでしょうか。こちらを使っ

て、今日の流れを説明したいのですけれども、一番最初にＡ４横の二次審査のスケジュールと

書いてある表なのですけれども、以前ご説明したとおり 11 法人、今日これから始めます最初に

６法人行ないまして、その後 20 分くらいの休憩を入れて、その後５法人という流れで進めてい

きたいと思います。出席者のほうは３名以内ということで、３名来るところもあれば、１名だ

け、２名だけというところもあります。採点方法の、前回の運営委員会でも説明いたしまして、
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繰り返しになりますが、Ａ４縦の二次審査採点方法という資料をご覧いただきたいと思います。

評価点、点数の付け方なのですけれども、１番評価点、原則として整数での評価とする。それ

から配点基準の範囲内で小数点第１位までの評価も可能ということで、例えば２点、０点とあ

ったら、０点でもいいし、２点でもいいし、１点でもいいし。もしくは 1.5 点のように小数点

第１位まで評価を可能としております。ただし、０から２までなので、３点とか、もしくは小

数点第２位の 1.55 というのはご遠慮いただくようお願いいたします。２番目の二次審査におけ

る評価点数の算出方法。８名の委員の方、全員から採点いただくのですけれども、二次審査の

選定委員の各審査項目ごとの評価点数のうち、最高点、最低点を除いた評価点数の平均点を合

計したもの、要は一番上と一番下を除いて、平均点を算出するということで点数を付けたいと

思います。下に例と書いてありますけれども、４点、４点、３点、３点、３点、３点、２点、

２点となりましたら、一番上の４点と一番下の２点を除いた平均で各項目ごとに平均点を算出

するということです。それを全部足したものを評価点としたいと思います。注意事項といたし

まして、公募要項は 60 点満点の 36 点、６割以上を最低基準点数といたしておりますので、そ

れ未満の場合は選定外となります。もう１つ、最終的にどういう形で選定するかと、繰り返し

になりますけれども、一次審査と二次審査の合計点の上位４法人を選定。ただし各圏域ごとに

ばらけるようにということなので、各圏域２法人を上限、ただし柏崎・吹上地区は小規模があ

る圏域なので、１事業所を上限として選定するという形になっています。したがって同じ圏域

に３法人選ばれたとしても２法人までという形で、次の法人が選定されるという下の例になっ

ております。以上が採点方法の資料を使った説明、注意点です。今日お渡しした評価基準や採

点表とありますけれども、これは資料と一緒にお渡したものと全く同じものです。今日採点し

ていただくのですけれども、今日お渡した採点表を使ってご提出していただいてもいいですし、

以前、２週間前にお渡しした採点表をそのまま使ってご提出いただいてもどちらでもいいです。

清書したいという方だとこちらの新しいものを使ってもいいですし、もうすでに書いていると

いう人はそれをご提出いただいてもいいです。そこはお任せいたします。あと注意点といたし

ましては、この採点表の中を見ると最後に合計点数と書いてありますけれども、そこはもし委

員さんが合計何点になるかと計算したい場合に欄を設けていましたので、そこは必ずしも合計

点数を記載しなくてもいいです。電卓をそばに置いていますけれども、一応合計何点かと目安

としてわかりたいと思う委員さんもいるかと思うので書きました。必ずしも全部足して何点か

ということを計算しなくても、各項目の点数だけ書いていただければいいです。あと机の上に

ボールペンを置いていますけれども、鉛筆書きではなくてボールペン書きでお願いいたします。

後で改ざん等疑われないようにしたいと思いますのでお願いいたします。そういうことで進め

させていただいて、最終的にはすでにご案内いたしておりますけれども、２月 16 日に介護高齢

福祉部会を開催いたしますので、そのときに選定結果の報告をしたいと思っておりますのでよ

ろしくお願いいたします。一番最後に細かいことなのですけれども、前回の運営委員会の資料

でもありましたが、採点表の７番、特別加減項目で審査の妨害行為というところがあって、審

査委員、市職員に対する脅迫、威嚇等があれば減点するというところが項目としてありました

けれども、委員の皆さまにそういった行為を受けたという覚えはないということでよろしいで

しょうか。ないということで、ありがとうございます。以上でご説明を終わらせていただいて、

これから始めさせていただきたいと思います。今日は長くなりますけれどもよろしくお願いい
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たします。それでは準備しますので、しばらくお待ちください。 

司 会：それではこれより株式会社ゆとりさんの二次審査を行ないます。委員の皆さまにおかれ

ましては採点表の１ページの株式会社ゆとりさんのところをお開きください。それでは二次審

査を始めます。株式会社ゆとりさん、お願いいたします。  

ゆとり：皆さんこんにちは。株式会社ゆとり代表、本日発表の○○です、事務長の○○です。ま

べちの風施設長の○○です。 

本日、１番目の発表という重要な役を受けまして大変緊張しておりますが、小規模多機能につい

て審査員の皆さまに伝わるよう頑張りたいと思います。それでは大変失礼ではございますが、

座って説明させていただきます。本日の追加資料１をご覧ください。施設名は仮称コミュニテ

ィハウスいずみと付けさせていただきます。まず初めに追加資料の小規模多機能居宅介護基本

マップからご説明いたします。本日の追加資料１をご覧ください。小規模多機能居宅介護は在

宅生活を人生の最後まで続けたいという方々のためのサポートです。要支援者または要介護者

の在宅生活におかれた背景を把握して、そのニーズに応じた通所、訪問、宿泊サービスを組み

合わせて提供します。介護が必要になるとライフラインが維持できなくなります。ここでライ

フラインの確保はサービス事業者や地域の医療機関などフォーマルサービスや、地域住民やボ

ランティアなどのインフォーマルのかかわりによって行なわれます。次に追加資料２、介護保

健サービスの背景についてご説明いたします。地域密着型サービスが始まる平成 18 年度前は事

業者が要介護者とかかわり、個人レベルでの生活ニーズに対応してきました。個人レベルでは

在宅現場の現状が制度や社会全体に影響を与える機会が少なかったのではないかと思います。

これが以前までの背景だったのではないでしょうか。介護保険制度では在宅介護を推進するよ

うにいわれていますが、在宅生活が続かない理由は介護する家族を支えるサービスがない。介

護保険の在宅サービスが十分でない。介護や認知症に対する理解が、社会・地域に足りない。

往診など在宅医療が不足していて、病院に通うことができない高齢者は医療機関に入院、また

は介護施設へ入所してしまう。国や県、市町村などの財源が十分でないなどの理由から在宅生

活が続かずに、施設入所待機者がたくさんなどの問題が起こってきます。さて、在宅生活を続

けるためには次のようなニーズが考えられます。個人が十分な介護サービスを受けることがで

きる。健康を維持できる。病気にならない。家族が安心して介護ができる。地域に介護や認知

症に対する理解が深まる。個人や家族のニーズが社会へ届く。これらのニーズが解決できれば

より在宅生活が継続していくことと考えます。次に追加資料３、地域密着型サービスの役割に

ついて説明いたします。地域密着型サービスの役割は、個人ミクロレベルでのニーズ把握から

脱却して、地域支援計画をつくり、地域メゾレベルでのニーズ把握に視点を向ける必要があり

ます。先ほど述べたとおり、社会へニーズが広がると、要介護者が在宅生活を長く続けること

ができます。個人が在宅で長く暮らしたいと叫んでも、非常に大きな世の中には伝わりません。

社会に浸透するためには個人レベルより大きなレベルでの活動が必要になります。地域密着型

サービス事業者は地域と手を取り合い、ミクロをメゾへ取り入れていく活動をしていくことに

なります。簡単に説明いたしますと、地域の力が社会全体を動かすことができます。その地域

と関わることが地域密着事業者の役割です。ここまでで背景や問題点、役割などが伝わりまし

たでしょうか。それでは二次公募資料の本題に入らせていただきます。１、希望者の状況から

説明いたします。資料１ページをご覧ください。設置の理念は地域と協働で高齢者や障害者の
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在宅を支えるという意味で地域協働社会をつくり、本人の能力を活かして地域で継続的に暮ら

していけるよう支援しますという形にしました。この掲げた理念を達成できるよう頑張ります。

運営方針は３つの視点に分けました。利用者支援、医療連携体制、家族地域支援。分けた理由

は多方面に計画を立てるためです。それぞれの視点により、利用者のできる部分が明確になり、

それをサービスとして実際に当てていくことになります。ケアカンファレンスでは３方面の分

野から意見をもらい、利用者がどうすれば在宅で暮らすことができるかを話し合います。資料

３ページから５ページに制度の理解についてまとめました。細かくて見にくいところもありま

すが、当事業所の運営計画は、制度と比較して同等以上になるように設定いたしました。特に

人員配置の常勤が90％以上となっていますので、手厚い介護が提供されます。次に設備の状況、

資料６ページから７ページをご覧ください。全館バリアフリーにして手すりも設置します。宿

泊室は全室個室。２階への移動にはエレベータを設置し、階段は高齢者に配慮した高さや幅に

します。入浴室は個室を重視したユニットバスと、寝たきり対応の浴槽を準備します。また２

階に居室のほか、応接室や機能訓練室を設置します。外部分にはバルコニーやレクリエーショ

ンのための花壇を設置します。資料８ページの防火安全対策では、建設時よりスプリンクラー、

非常火災報知機等を設置します。避難につきましては食堂の出口や、２階非常口のすべり台を

使用します。資料 12 ページは建築資金計画、金融機関からの借入の準備もすでにできておりま

すので、４月の建築着工が可能となっております。資料 13 ページに建築工事工程表を作成しま

した。前回まべちの風と同様、４月末着工、８月末の引渡しの予定を立てました。着工前には

地域住民に建築説明を実施いたします。次に職員の状況へ移ります。資料 19 ページ、配置する

職員の名簿です。常勤 14 名、非常勤２名の従業者を確保いたしました。資料 20 ページは職員

研修、まべちの風の研修実績をもとに作成しました。研修の目標は３つを挙げました。どの職

員も目標どおりの人材になれるように会社全体で研修に取り組んでいきます。次に地域との連

携、資料 22 ページ、家族支援計画について説明いたします。利用者が在宅生活を続けるために

は家族の手が最も重要です。しかし、その負担は大きいもので、家族の生活をもくるわせてし

まいます。その家族の身体的、精神的負担の軽減を図るためにメンタルケアを行なっていきま

す。30 ページから 31 ページに地域の声をまとめました。地域では高齢化が進み、見守りに限

界と負担を感じているという答えがありました。ページが戻りますが、23 ページをご覧くださ

い。このような高齢者に負担を感じている地域へ私たちが支援計画を作成し、安心して暮らせ

る地域社会の変換を図っていきます。具体的な地域支援計画は 24 ページから 25 ページに書か

れているとおりです。資料 26 ページ、地域支援では地域の声を何度も聞く必要があります。地

域支援計画の効果が本当に正しいのか、類似モニタリングによって判断していきます。それに

よってネットワークを構築していきます。資料 29 ページ、地域ネットワークはいきなり構築さ

れるものではなく、地域支援に関する説明や事業所の広報からはじまり、地域への活動経て協

働活動へ至ります。まべちの風の実績では、４年にわたる協働活動が築かれました。今回もネ

ットワーク構築のためについて、初期から後期までの予定を立てました。次に６、利用者計画

について資料33ページから35ページをご覧ください。ケアプランの作成は運営方針のとおり、

３つの視点から作成していきます。３つの視点はＩＣＦでみていき、認知症の利用者へはセン

ター方式を利用します。ＩＣＦとは利用者を取り巻く環境に、何々があれば何々ができるとい

う見方を持つことです。ＩＣＦはアセスメントする上で個人を問題として捉えるのではなく、
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その個人を取り巻く環境をその問題を引き起こしている要因と考え、その環境を整えることで

問題の解決を図っていくというものです。ケアの流れにつきましてはスライドの右にあるフロ

ーチャートどおり実施します。ケアプランにつきましては以上になります。資料 36 ページから

ご覧ください。資料 36 ページから 50 ページまでは事故防止、感染予防、食中毒マニュアルで

す。事業が開始すればすぐに発令をできるように具体的な内容で作成しました。資料 51 ページ

からご覧ください。51 ページから 61 ページまでの虐待防止や、身体拘束の廃止。認知症対策

に共通するものは人の尊厳であり、利用者の権利擁護を最大の目的としています。認知症等の

疾病や障害を抱えた人たちが今まで有していた当たり前の生活を取り戻せるよう支援していき

ます。権利擁護の取り組みに関しては、高齢者虐待を発見した場合は地域包括支援センターと

連携を図り、財産等の管理は成年後見制度を利用します。成年後見制度は 61 ページのマニュア

ルのとおり利用します。資料 63 ページ、サービス向上の仕組みは利用者、家族、地域や第３者

の意見を何度も聞きながらサービスを調整していくことで、サービス向上を図っていきます。

資料 64 ページからご覧ください。資料 64 ページから 65 ページまでは利用者からの苦情処理で

す。専任の担当者が苦情の手順に従って対応します。苦情窓口時間外は職員が受け付けして、

処理は担当者が対応します。資料 67 ページから 71 ページまでは事業全体の資金計画。職員の

給与についてまとめました。これらの収支に関してもまべちの風のデータをもとに作成してお

りますので、あまり大きな違いはないかと思います。以上、これをもちまして仮称コミュニテ

ィハウスいずみ二次公募委資料説明を終了させていただきます。ありがとうございました。 

司 会：ただ今株式会社ゆとりさんのほうから説明がございましたが、委員の皆さまご質問等ご

ざいますでしょうか。ございませんが。よろしいでしょうか。 

委 員：すいません、２点ほど質問したいと思います。まず１点目なのですけれども、小規模多

機能に向けてすごく意気込みというか、素晴らしい理念をお持ちなのですけれども、ゆとりさ

んの、ここが自分のところの売りだというところを１つ教えていただきたいのと、あと 24 時間

365 日対応しますという、この小規模多機能の基本があると思うのですけれども、24 時間とい

うことをどういうふうに。言葉ではすごくとらえられるのですけれども、24 時間、例えば何か

あったらそのお宅に出向くのか。電話で対応するのか、そういう対応方法を教えていただきた

いと思います。 

ゆとり：まずは１点ご質問のあったうちにゆとりの売りということについては、私のほうが説明

して、24 時間 365 日どのように対応するかということは実際にやっているまべちの風の施設長

が答えます。ゆとりのとてもよいところは、在宅のサービスに強いというところがうちの売り

です。まずは居宅介護支援事業所に訪問介護事業ある、介護タクシーがある、グループホーム

もやっていますけれども、そのほかにまべちの風の実績が３年半ありますので、利用者さんに

対して丁寧な介護とか、うちを利用してよかったという利用者さんが多くあることがうちの売

りです。以上です。 

ゆとり：２点目についてですけれども、まべちの風では 25 名の利用者さんが全て在宅で暮らせる

ようにということを考えております。今日通所に来ていてない、今日宿泊していない、おうち

にいる時間帯の利用者さんのことも常に頭に入れて動くようにしています。ご家族やご本人様

から電話があったり、何か情報が入ったら直ぐに動けるような体制をとっております。それは

人数配置のところでも考慮しております。実際、夜間に電話が来たことはあまりないのですけ
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れども、たまに夜間帯とかに電話が来たときには配置されている人数のうちで訪問をするよう

に心がけております。 

委 員：収支計画のところで、要支援が１、２、３、４、５と要介護５の中を 20％みていらっし

ゃるようなのですけれども、要介護５の方はこちらに泊まりに来るということでしょうか。在

宅が基本ということなので、在宅でもみて、泊まりのサービスも受けたいということなのでし

ょうか。 

ゆとり：どの介護度の方にもかかわらず、限定されて宿泊とか、限定されて通所というようなサ

ービスの行ない方はしていません。どの介護度の方でもおうちにいる時間と、うちで過ごす時

間というものを計画的に考えておりますので、実際に要介護５の利用者さんでいえば、おうち

にいたいという強い希望がありますので、平日は１日３回、朝昼晩と訪問しております。週末

に入浴の機会を兼ねまして、週末に宿泊してもらって、また週があけるとおうちに戻っていた

だいて、訪問を中心にという計画の方もいますので、やはりその方の希望とか、ご家族の希望

とかにできるだけ沿うようにしております。 

委 員：すいません、座ったままで失礼いたします。そちらが立たれていると、こちらも立たな

ければなりませんので。まず職員の確保のところでお聞きしたいと思います。現在ここに、19

ページのところに職員確保の見込みというところでお名前を挙げていただいています。現在こ

の方々はもう雇用されていてここなのか、それとも雇用することを確約していただいているの

か。承諾をしていただいている人の名簿なのでしょうか。どの方がどの辺なのかがわからない

ので教えてください。 

ゆとり：全員、今現在雇用している職員です。２名ほど今年４月に採用予定の方は、すでに内定

されている方で全員確保しております。 

委 員：現在この方たちは、どこでどういうお仕事をされているのですか。 

ゆとり：居宅で働いている方と、有料ホームで働いている方、それと在宅の訪問ヘルパーで働い

ている方、まべちの風で実際に現場にいる方という形になります。 

委 員：それぞれの事業体があって、その事業に今現在就いていて、その方々がこの仕事のため

に集まると。 

ゆとり：そうです。 

委 員：その場合、現在行なわれている仕事の業務等にはまた新たな方を雇用するという考え方

でよろしいのでしょうか。 

ゆとり：はい、そうです。 

委 員：よろしいのですよね。 

ゆとり：はい。 

委 員：今の事業体の中から人を集めてきてここに投入をして、空いた空席についてはこれから

募集をするという考え方ですね。  

ゆとり：はい、そうです。 

委 員：すいません、２点目ですが、建物の構造でお聞きしたいと思うのですけれども、いいで

すか。 

ゆとり：はい。 

委 員：構造上といいますか、２階が宿泊のための療養室という形になっています。１階が事務
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室になっていますが、夜間は事務室におられて、それらの対応にあたるということでよろしい

のですね。 

ゆとり：いえ、２階のほうに仮の待機室。 

委 員：すいません、図面上ではそれが見あたらなかったのですが、療養室が９つあって、トイ

レがあって、談話コーナーがあって、どこが待機室になるのでしょうか。 

ゆとり：応接室のところに待機室が。 

委 員：応接室ですか。 

ゆとり：２階の空いているスペースがあるのですけれども、そこに待機していただく形になりま

す。 

委 員：ちょっとわかりにくいので。 

ゆとり：談話コーナーです。 

委 員：談話コーナーのところにつくる。 

ゆとり：はい、そうです。 

委 員：はい、ありがとうございます。 

司 会：その他ご質問はございませんでしょうか。はい、少々お待ちください。 

委 員：全ての計画がすごく実践的で、とてもいいなと思いました。ただ５月、初年度は６月も

12 月もゼロになっていますが、これは皆さん、今働いている人方が異動する形になるので、次

に向けて頑張るというふうな意気込みでこういう形にしたのでしょうか。 

ゆとり：いいえ、違います。それはご指摘のとおり、私たちが組むのに間違ったのだと思います。

ここの計画を立てる時点で、確かにご指摘のとおりだと思います。支払いする、今すでに働い

ている方を採用するわけですからボーナスはお支払いします。予算の見込み違いということで

す。 

委 員：ここには支払いが生じるということ。 

ゆとり：そういうことになります。 

委 員：そういうことで実績もないから、ボーナスをちょっと我慢して、次年度にかけていくと

いうふうなことなのかと解釈していましたけれどもそうではない。 

ゆとり：それは違います。 

委 員：そうですか、はいわかりました。 

司 会：そのほか。 

委 員：今給与のお話が出たので関連してもう１点お聞きしたいのですけれども、すごく細かい

ことで申し訳ありません。介護職員の給与が一律になっているのですけれども、これは経験に

関係なく一律ということなのでしょうか。 

ゆとり：給与を決めるときに、この人の能力がそこの能力がというとなかなか難しいものがあり

まして、ある程度一定の中で、ボーナスで評価していくという形になるかと思いますので、あ

る程度うちの場合は一律になっております。宿泊などの大切な運営をしていく中で、この資格

が必要という部分についての上乗せは考えておりますが、他の職員はやはり気持ちよく働くた

めにはある程度一線があったほうが、同じ給料のほうが働きやすいという考えのもとにつくっ

てあります。 

司 会：よろしいでしょうか。そのほかご質問ございませんでしょうか。よろしいですか。では
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ありがとうございました。以上で株式会社ゆとりさんの二次審査を終わります。 

ゆとり：どうもありがとうございました。 

司 会：それでは次の法人さんの開始準備がありますので、少々お待ちいただきたいと思います。 

  それではこれよりタクミホーム株式会社さんの二次審査を行ないます。委員の皆さまにおか

れましては、採点表の２ページのタクミホーム株式会社さんのところをお開きください。それ

では二次審査を始めます。タクミホーム株式会社さんお願いいたします。 

タクミホーム：仮称小規模多機能型ホーム内丸のプレゼンをさせていただきます。よろしくお願

いいたします。１、設置希望者の状況について説明いたします。始めに弊社がなぜ小規模多機

能型居宅介護事業をやろうと考えたのかと申しますと、弊社は住宅会社としてゆりかごから墓

場までというテーマで昨年八戸市番町、市役所のすぐ近くで託児所クレアキッズを、仙台市太

白区でグループホーム萩が丘を始めました。今後本社所在地の八戸でも介護事業を展開してい

きたいと考えており、今回の選定に応募させていただきました。当施設の理念は、１自ら歩い

て通える、自らを元気にする施設、２真の地域密着型の施設、３八戸市中心市街地の顔となる

施設の３つです。この３つの理念は本八戸駅通りのまちづくりと深く関連しています。本八戸

駅通りのまちづくりとは、県の都市計画道路３５１沼館三日町線整備事業と一体的に周辺の内

丸地区のまちづくりをしようという市の事業です。当施設の建設予定地は現在の本八戸駅通り

のすぐ近くです。弊社はこの土地を取得した一昨年の６月から内丸地区の一員として、まちづ

くりフォーラムやワークショップ、説明会などに参加してきました。そして昨年 10 月 26 日に

内丸地区街なみ環境整備方針素案が示されました。つながる八戸と題しまして、内丸地区の特

性を踏まえた内容となっています。それでは内丸地区の特性と、設置の理念とがどのように関

連しているかについて、具体的に述べさせていただきます。隣接するＪＲ本八戸駅は、八戸市

中心市街地へ向かう玄関口となっています。そして本八戸駅通りは、本八戸駅と三日町をつな

ぐ主要なバス路線として機能しています。小規模多機能型居宅介護は通いが中心の施設である

ため、郊外にあってもあまり意味がありません。その点、当施設はＪＲ、バスの交通の拠点で

ある本八戸駅に近く、利用者が自ら歩いて来ることができます。また、三日町などまちの中心

部には商業、業務施設が集積しており、利便性が高く、利用者の趣味嗜好に応じた活動が実現

しやすいといえます。以上から、１つ目の理念を自ら歩いて通える、自らを元気にする施設と

しました。八戸三社大祭の三社の１つであるおがみ神社や三八城神社などの地域資源が存在し

ています。また、この辺りは古くから豊かな緑が残っており、四季折々の自然を楽しめる場所

でもあります。市役所や公会堂、美術館、中央児童開館などの公共施設が立地しています。当

施設は本八戸駅まちづくり促進協議会とうまく連携を取り、朝市やえんぶりの練習など、地域

のコミュニティ活動に積極的に協力する施設を目指します。以上から２つ目の理念を真の地域

密着型の施設としました。内丸地区は八戸城の跡にあり、城下町として発展した歴史的に重要

な場所に位置しています。八戸城跡、市文化財の八戸城角御殿表門、通称南部会館など、風格

のある歴史的資産が存在しています。南部会館の様子です。当施設の外観は南部会館のように

したいと考えております。こちらがそのイメージパースです。２枚屋根にし、周りには板塀を

回します。先ほどの内丸地区街なみ環境整備方針させた外観にし、本八戸駅通りのまちづくり

の顔となる施設にしたいと考えています。地域住民の方々からも、こんなまちなかに平屋の歴

史的建造物のレプリカをつくってもらえるなんて素晴らしい、内丸は特に高齢者が多く住んで
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いる地域なので、将来内丸連合町内会にとっても核となる建物になるのではないかという期待

の声をいただいております。以上から、３つ目の理念を八戸市中心市街地の顔となる施設とし

ました。当施設を本八戸駅通りのまちづくりに協力する施設にすることにより、本八戸駅前を

よくする、本八戸駅前をよくすることが八戸市中心市街地の活性化につながると考えておりま

す。運営方針については、グループホーム萩が丘建設での経験を活かし、長い廊下、端にリビ

ングという従来型の施設ではなく、スウェーデン王立工科大学博士号を授与されたトヤマタカ

シ氏が推薦する先端リビング型の施設にします。利用者は我が家にいるような感覚を持つこと

ができ、職員が全ての部屋をリビングから見渡せるという家庭的かつ合理的な環境を整えた建

物にすることにより、ベストアコモデーション、ベストサービス、ベストキュイジーヌの提供

することを目指します。介護保険制度、小規模多機能型居宅介護について説明いたします。介

護保険制度とは、介護を社会的に支えあう仕組みです。40 歳以上の方が保険料を納め、介護が

必要になったときに費用の一部を支払い、介護度に応じたサービスを利用することができます。

小規模多機能型居宅介護とは通いを中心として利用者の様態や希望に応じて、泊まり、訪問介

護の組み合わせでサービスを提供することで、利用者が在宅での生活を継続できるようにする

ものです。他の介護サービスと違い、通い、泊まり、訪問介護のサービスを同じスタッフが対

応することができ、１日 24 時間切れ目なくケアを受けることができます。２、設備計画の状況

について説明いたします。利用者への配慮については、高齢者が安全かつ円滑に利用できる施

設にしたいと考えております。不足の事故や、体調の急変など、緊急時のためにケアコール端

末を宿泊室、トイレ、浴室に設置します。出入り口開口幅や廊下幅など福祉のまちづくり条例

において整備基準が定められている事項については適合させるよう努めます。これはグループ

ホーム萩が丘の施行写真です。当施設の一部玄関アプローチに水にぬれても滑りにくい耐滑コ

ンクリート板や、トイレ手すりには取手と杖の機能を持った波型手すりを使用します。間取り

の配慮として、汚物に含まれる病原体により集団感染のリスクを減らすために、汚物を独立し

た空間で処理できるよう洗濯室と汚物室を分離します。ＬＤＫのキッチンは対面式のオープン

キッチンなので、利用者とスタッフが共同で作業しやすく、また利用者の見守りができます。

その他内装に消臭、湿度調整効果のある陶磁器質タイルを使用したり、全宿泊室に洗面化粧台

を設置したりするなど使う人の立場に立ち、住宅会社ならではの視点で施行を行ないます。防

火安全対策についてです。消防法により当施設に設置が義務付けられている消防用設備は、消

火器と誘導灯ですが、人命に関わることを重視し、法令に関係なくより高度な防火設備を備え

たほうが望ましいと考え、この２つに加え自動火災報知設備、消防機関への通報設備、スプリ

ンクラー設備を任意で設置します。これはグループホームを建設する場合に必要とされる設備

と同等です。カーテンは防炎カーテンにします。また、キッチンはＩＨクッキングヒーターを

採用します。なお、当建物は木造ですが、外壁の内側に貼るシーティングボードは、万一室内

で火が発生した場合、外部からの酸素の供給を遮断するため、延焼を抑制する効果が期待でき

ます。建築計画について説明いたします。当社は建売住宅をメインで行なっておりますので、

景気に左右されず、計画的な建設、販売を可能にしております。会社の売上も順調に推移し、

発展してまいりました。平成 20 年のリーマンショック時に一端落ち込みましたが、その後Ｖ字

回復させ、現在も順調に推移しております。今期平成 22 年の決算見通しにつきましては 23 億

円、経常利益 4,000 万円で見込んでおります。資金計画についてです。土地は自社所有地です
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ので、物件相場とは建物建設資金と諸経費を合わせて 5,582.5 万円です。建物建設資金につき

ましては、施設整備の補助金2,625万円と自己資金及び2,500万円の借入を計画しております。

2,500 万円を 10 年間で借入すると、毎月の返済元金が 20 万 8,000 円、利息が５万 8,000 円か

ら徐々に減っていく計画になります。総額で返済額は 26 万円程度となり、当社の経営状況をみ

ましても十分に返済していく余力があります。工程についてですが、選定結果が出る２月中旬

から補助金の内示が出る５月ごろまでの２カ月間の間に現地調査、設計、解体、整地、地盤調

査を行ないます。内示が出ましたら基礎工事に着手して、７月あたりから本体工事に入り、９

月半ばに特殊完了検査を受け、10 月１日からの運営開始となります。グループホーム萩が丘は

２階建て両翼 82 平方―メートルで、本体工事から完了検査までおよそ１カ月半かかりました。

ですので、当施設平屋建て 256 平方メートルを２カ月半というのは、もし工程に遅れが出ても

十分対応可能な余裕のある工程と考えます。３、職員の状況についてです。職員確保の見込み

については、管理者兼計画作成担当者１名、看護師１名は確保しています。他の介護スタッフ

は弊社及びグループ企業からの職員移動、グループホーム萩が丘を運営する仙台在宅サービス

からの支援、協力業者会匠の会からの採用、紹介等により人材は容易に確保できます。研修計

画についてです。研修期間は 23 年８月中旬から９月末、平日 10 時から 17 時とします。研修科

目は 20 科目を予定しています。講師は採用計画の管理者及び看護師、もしくは外部の各分野に

精通する講師へ依頼します。４、地域との連携についてです。家族、地域との交流事業につい

ては、本八戸駅通りまちづくり促進協議会と連携をし、えんぶりの練習場所、演舞会場として

の提供を行ないます。弊社が運営する託児所クレアキッズの子供たちとの交流を行ないます。

３カ月に１回家族会を開催し、現状報告や意見交換、要望を受け、サービス内容に家族の要望

を積極的に取り入れるよう配慮します。利用者、利用者の家族、市職員、包括支援センター職

員、地域住民の代表等により構成される運営推進会議による評価を受けるとともに、当会議か

ら必要な要望、助言等を聞く機会を設けます。交流事業に関しては第１内丸と城下二丁目の町

内会長様及びクレアキッズから協力の合意をいただいております。５、利用者計画についてで

す。ケアプランの作成にあたっては、利用者一人ひとりの人格を尊重し、その方の心身の状況、

希望、おかれている環境に応じてプランを作成します。そのために趣味嗜好などを本人、家族

から聞き取りを行い、また日々のモニタリングによりさまざまな変化などをとおし、必要に応

じてプランの変更を行ないます。ケアの提供については、良好な人間関係に基づく家庭的な生

活環境の中で日常生活が送れるように、利用者とスタッフが食事、清掃、介護の行事などを可

能な限り共同で行なうようにします。事故、感染症、食中毒の対応、対策については、適切な

措置が講じられるようマニュアルをスタッフに周知徹底します。ヒヤリハットの記録や、報告

書の作成を徹底し、スタッフが情報を共有できるようにします。採用時研修を行なうと同時に、

３カ月に１回継続研修を実施、また定期的にロールプレイを行ないます。虐待防止対策につい

ては、身体拘束ゼロの法制に沿った支援を行ないます。身体拘束廃止委員会を設置し、やむを

得ず身体拘束に該当する行為を行なわざるを得ない場合は、当該委員会の検討の記録など、必

要な手続きを欠かさないようにします。採用時研修を行なうと当時に、３カ月に１回継続研修

を実施します。２、負傷対策については、認知症ケアマニュアルに沿ったケアを行ないます。

バリデーション療法を導入します。バリデーションとはアメリカで開発された認知症の方との

コミュニケーション術の１つです。認知症の方をそのまま受け入れ、真心を込めたアイコンタ
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クトをする。言ったことを繰り返す。体に触れるなど、共感して接することに重点を置いた療

法です。これにより認知症の症状は予防されるとしています。利用者の意見、要望をサービス

向上につなげる仕組みについては、相談、苦情に対する常設の窓口として相談担当者を置くこ

ととします。苦情があった場合は直ちに苦情確認をし、翌日までに利用者に謝罪に行く。改善

の取り組みや報告をするなどの具体的な対応をします。記録を台帳に保管し、再発防止と今後

の改善に役立てます。収支計画についてはお手元の資料のとおりですが、収入の積算根拠は 10

月１日運営開始の想定顧客数を５名として、１年後には満床の 25 名とする計画で、１人あたり

の介護報酬は月額定額、利用者の要介護度の内訳は２と３を半分ずつとし、宿泊、食事、送迎

は１人あたり月８回の利用を標準としました。人件費の積算根拠は八戸市の平均的な賃金水準

で、職員の数は利用者が満床の 25 名の場合に、管理者兼計画作成担当者１名、看護師１名、介

護スタッフ 16 名としました。これにより積算いたしますと、施設開始後 10 カ月で黒字化し、

その累計につきましては 23 カ月の約２年間でプラスに転じていく計画となります。以上で説明

は終わりになります。八戸では初めての介護事業になりますが、やる気がありますし、地域貢

献、社会貢献していきたいと考えておりますので、是非挑戦させてください。ご清聴ありがと

うございました。 

司 会：ではただ今タクミホーム株式会社さんのほうから説明がございました。委員の皆さまご

質問等ございますでしょうか。 

委 員：３名の方が並んでいらっしゃるのですが、真ん中にいる方が常務取締役でよろしいので

すか。 

タクミホーム：はい。 

委 員：どういう方が来ているか、職名というか、タクミホームさんの社員の方ですか。 

タクミホーム：はい、私が常務取締役の○○です。隣が設計と建設のほうを担当いたします○○

と申します。こちらが福祉の関係の○○と申します。 

委 員：どうして社会福祉事業に参入しようとしたのかということをまずお聞きしようと思った

のですが、一番最初、冒頭に言われていて、これはいいのですけれども、すいません、私勉強

不足なもので、タクミホームさんが仙台でグループホームを運営なさっているということは、

すいません、今初めて知ったのです。ハードの面はもちろん本業ですし、立派な計画だと思う

のですが、どうしても職員の確保の問題とか、ソフト面、運営面については説明を聞いた限り

ではちょっと、個人的には失礼なのですが不安を持つのです。概念でも結構ですので、良質な

ケアというものは一言で言えばどういうふうに考えていらっしゃるかということをお聞きした

い。 

タクミホーム：では私のほうから答えさせていただきます。良質なケアとは、やはり利用される

お客様が、特に小規模多機能というところでいわせていただければ、居心地がいい、自分らし

くその時間をそこで生活できるという、その支援をできることが良質なケアだと、簡単にお伝

えするとこんな形だと思います。 

委 員：すいません、２点お聞きしたいのですけれども、２ページ目のベストアコモデーション

を教えていただきたいのですけれども。 

タクミホーム：アコモデーションというのは施設という意味です。 

委 員：どうしてこういうことをお聞きしたかという意味はわかりますか、私のほうから。調べ
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ればこれはわかりますよね。どうしてこれをお聞きしたかということです。 

タクミホーム：誰にでもわかる言葉を入れたほうがいいのではないかというご指摘なのかと思っ

たのですけれども。 

委 員：そうです。これはもちろんプレゼン資料なのですけれども、やはり利用者さんに伝わる

ような言葉のほうがよかったかと思ったので、それは感想だったのです。あともう１点お聞き

したいのですけれども、小規模多機能の介護というのは、やはり 24 時間 365 日というケアにな

ると思うのですけれども、その 24 時間 365 日どういうふうに支えるつもりというか、どういう

ふうに支えていこうと思っていらっしゃるかをお聞きしたいのですけれども。 

タクミホーム：まず通いと、それから泊まりと私たちが訪問するというところで、必要なところ

をサービスさせていただくのですけれども、それが建物のハード面であったり、それから一番

大事な支える側のスタッフの連携だと思うのです。その方の状態、状況を常に把握して、絶え

間なくその方の必要とするところを支援していくというところだと考えています。 

委 員：例えば夜中に電話で呼び出されたら、そのときにその方の家に出向くという、そういう

ことですか。 

タクミホーム：はいそうです。 

委 員：時間とかも区切らずに、どの時間帯でもということですか。 

タクミホーム：はい、その気持ちでやっております。 

委 員：私はこれを見ていて、職員の休憩室、あれ立派な設備なのですけれども、もう少し休憩

室は職員がたくさん働くので、出入りすると思うのですけれども、もう少しスペースがあった

ほうがいいのではないかと感じましたけれども。 

タクミホーム：はい、そうですね。そこは今後検討させていただきます。 

委  員：10 人以上の職員が出入りするので、やはりもう少し確保できればいいのではないかと

思いました。 

タクミホーム：ありがとうございます。 

委 員：私のほうから認知症のケアのことで少しお聞かせいただきたいと思います。バリデーシ

ョン療法を主に行なうということですけれども、その他はどんな。バリデーションだけですか

という聞き方になりますということと、それから認知症の状態等の方々に対してはいろいろと

どこでも苦慮をされているところなのですが、そういった方々に対する対応の仕方ということ

はどのように考えていらっしゃるのかという２点について教えてください。 

タクミホーム：バリデーションに関しては実際にグループホーム萩が丘のほうでやっている場面

を見ると、必ずしもそばにいてアイコンタクトであるとか、一緒にオウム返しでお話しをして

返事をするとか、それだけで落ち着くお客さんばかりでは決してないので、利用する前に、や

はりその方の生活とか病気の把握であるとか、それから趣味嗜好そういったところもきちんと

把握して、できるだけその方を理解できるような、ペースをきちんと私たちが把握して、それ

に合うようなケアも加えて支援していきたいと考えております。 

委 員：そのための技術習得とか、そういうことはどういうことで考えているのですか。 

タクミホーム：その辺のところは採択されたことを前提とした場合に、きちんと専門の先生とか

にご指導いただきながら、研修期間でみっちり習得していきたいところです。ただ、基本的に

はバリデーションというか、その方の思いというか、そういったところをきちんと受応する、
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把握する、認知症とはどういうことかということを職員がきちんと研修をとおして、支援する

だけのベースをつくっていきたいと考えております。 

委 員：何か感染症等にしてみても、他から持ってきているものをそのまま今回ここの中にこう

いうものをやりますということでいただいておったものですから、内部的に自分たちでいろい

ろ検討して作成したという形ではなさそうだったので、その辺のところについてもう少し具体

的に聞きたいと思いましたので聞かせていただきました。ありがとうございます。 

委 員：建物の専門のタクミさんなのですが、介助をするお風呂としてはスペース的にはどうな

のでしょうか。１人ずつ入って、１人の介助の方でお風呂に入るという大きさですか。 

タクミホーム：お風呂の大きさからいくと１人ではちょっと大きい目のサイズをつくろうと思っ

ていますけれども、基本的にはお１人ずつというふうには考えておりました。ただ複数で入り

たいというご希望があれば、２人ぐらいは十分入れます。 

委 員：介助するというところの視点ではどうでしょうか。 

タクミホーム：中に手すりとか、それから滑り止め等の工夫は十分ありますし、スタッフ１人の

介助で、スペース的に２人、スタッフが２人入って介助になるので、そういったところで考え

ておりました。 

委 員：そうすると 15 人の方が通所で、１人ずつ入るとかなり時間がかかりますよね。その辺は

どうなのでしょうか。 

タクミホーム：例えば人によって、今日は入らないという方もいらっしゃるかもしれないのです

けれども、温泉に来た気分で朝から入りたいという方がいれば時間に関係なく、その人のニー

ズに合わせた入り方でお 1人ずつ入っていただくのがいいのかと考えていたのですけれども。 

委  員：はい、わかりました。 

委 員：この施設の特徴は地域の方々に対する健康福祉に関する影響というところが大きいと思

うのですけれども、例えば介護教室を開くとか、そういうことが一切書かれていないのですが、

その辺はどのように考えていますか。 

タクミホーム：すいません、書いておりませんでした。ただ、介護の包括支援センターというと

ころがあるのですけれども、私たちも身近にこういったところと連携して、そういったところ

を皆さんのご意見を頂戴しながら、定期的に地域に開かれた介護相談室であるとか、そういう

ところは考えておりました。 

委 員：はい、わかりました。 

司 会：その他ございますでしょうか。よろしいでしょうか。それではこれで、ありがとうござ

います。以上でタクミホーム株式会社さんの二次審査を終わります。 

タクミホーム：ありがとうございました。 

司 会：では、次の準備まで少々お待ちください。それではこれより有限会社永幸園さんの二次

審査を行ないます。委員の皆さまにおかれましては、採点表の３ページの有限会社永幸園さん

のところをお開きください。それでは二次審査を始めます。有限会社永幸園さん、よろしくお

願いいたします。 

永幸園：こんにちは。資料のご説明に移る前に簡単に自己紹介をさせていただきたいと思います。

私は有限会社永幸園で取締役統括責任者をしております○○といいます。そして私の隣が管理

者の○○と○○です。どうぞよろしくお願いいたします。初めに当事業所の概要について簡単
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にご紹介いたします。当事業所は平成 15 年９月１日に、認知症対応型共同生活介護事業所とし

て長者・白山台地区に開設いたしました。開設当初より町内の行事である盆踊りや運動会をは

じめ、小学校や保育園とさまざまな交流を行なっております。それでは公募申し込みの経緯に

ついてご説明いたします。当事業所では開設当初より健全なる運営に努めるとともに、自分が

介護される立場だとしたらという考えを職員と共有し、認知症高齢者が住み慣れた環境で生活

が継続できるよう利用者の意思及び人格を尊重し、その有する能力に応じ、自立した日常生活

を送ることができるよう支援してきました。しかし、グループホームの利用にあたり、住み慣

れた自宅から突然生活の場が変わる環境の変化に対する利用者の不安は非常に大きいと感じて

います。それは本人がグループホームで暮らすことを望んでいない、住み慣れた自宅や地域で

暮らしたいという利用者の本意とは違う環境に突然置かれたことからくる不安であり、知的能

力が低下している認知症高齢者に限らず、そこで暮らす理由が理解できなければ健常者でも不

安を感じるのではないでしょうか。そのため、利用者が住み慣れた日常生活圏域において、自

宅での生活支援から馴染みの関係をつくる必要性と、例え介護の度合いが中度となっても、本

人の意思や家族の思いを受け止め、支援できる環境があればできる限りその人らしい生活を送

ることができるのではないかと考えました。このような利用者や家族の本意に応える継続的生

活支援を行なうことを目的に、この度小規模多機能型居宅介護開設のため、当法人が運営する

グループホームと同じ長者・白山台地区において公募申し込みをさせていただくことといたし

ました。続いて設置の理念についてご説明いたします。当事業所は利用者が可能な限りその自

宅において、または当事業所においてその人らしい暮らしが実現できるよう、通い、訪問、宿

泊などの援助を柔軟に組み合わせることにより、家庭的な環境と地域住民の交流のもとで、必

要な日常生活上の援助を行い、利用者がその有する能力に応じ、その自宅または当該事業所に

おいて自立した日常生活を営むことができることを目的とし設置の理念といたします。運営方

針につきましては、介護保険法並びに関係する厚生労働省で告示の趣旨及び内容を遵守すると

ともに、こちらにある各項目の方針により誠意取り組んでまいります。次に小規模多機能型居

宅介護についてご説明いたします。本事業は第 62 条にその基本方針として、要介護者について

そのものの居宅においてまたはサービスの拠点に通わせ、もしくは短期間宿泊させ、当該拠点

において家庭的な環境と地域住民との交流のもとで、入浴、排泄、食事などの介護、その他日

常生活上の世話及び機能訓練を行なうことにより、利用者がその有する能力に応じ、いつしか

日常生活を営むことができるようにするものでなければならないと規定されています。また、

基準等についてこのように規定されています。設備に関する基準では設置事業所の登録定員は

25 名以下、通いの利用定員は登録定員の２分の１から 15 名。泊まりの利用定員は通いの利用

定員の３分の１から９名までとなります。また、職員の人員に関する基準として、日中におけ

る通いの場合、利用者３名に対して職員が１名プラス訪問介護職員１名とされています。夜間

においては泊まりと訪問の対応ができるようにそれぞれ１名の職員配置が必要となります。ま

た原則として専従の介護支援専門員の配置が義務付けられています。その他、居間及び食堂は

機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。また宿泊室については４畳半以上で原則個

室またはプライバシーが確保されるようにしなければならないとされています。また管理者や

計画作成担当者の研修や、外部評価の実施と要望の配置、そして運推進会議の設置が義務付け

られています。その他運営に関する基準について、このように規定されています。次に建物構
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造及び設備についてご説明いたします。当事業所は木造平屋建て準耐火及びバリアフリー構造

となっております。食堂と居間の広さは 54 平方メートルあります。居間のスペースにはゆった

りくつろいでいただけるよう移動式の小上がりを設置しました。この小上がりは６畳の広さが

あり、ステージとしても使用できるつくりになっており、さまざま行事おいて活用したいと考

えております。宿泊室は合計９室あり、全室に洗面化粧台を設置いたします。１室は利用者等

の希望により、２人での宿泊にも対応できるよう８畳の広さとしました。浴室は１度に２人の

方が楽に入浴できる広さと、身体の状況に応じ安全に入浴していただけるよう簡易リフトを設

置いたします。また地域密着型サービスの特色である地域との交流を図ることを目的に、地域

交流ホールを設置いたしました。ホールの広さは 45 平方メートルあり、隣接居間及び食堂とつ

なげることで最大 101 平方メートルの空間を確保することができます。日常における少人数で

の活動から、家族や地域の方を招いてのさまざまな交流行事の開催など、用途に応じた使い方

が可能です。また建設予定地は当グループホームから直線距離で 920 メートルの場所にあり、

15 メートル先に大杉平町内の集会所、100 メートル先には大杉平保育園があります。非常災害

設備につきましては、特定水道連結型スプリンクラー設備をはじめ、消防法令に基づき整備い

たします。また昨年９月の法改正により義務付けられた地域住民との合同非難訓練の実施を踏

まえ音響ベルを設置し、避難訓練を実施いたします。次に資金計画についてご説明いたします。

本事業における土地、建物、車両、備品、その他人件費等を合わせた支出の合計は約 9,500 万

円となっております。収入につきましては全額を役員からの借入金として１億 2,000 万円を計

上しております。次に研修の方針ですが、当事業所では利用者及び家族のニーズに的確に応え、

質の高い介護サービスを提供するためには、当該サービスの理解と認知症に関する知識の取得

がより重要と考えており、積極的に取り組んでまいります。続いて家族、地域との交流事業計

画についてご説明いたします。当事業所は地域に開かれたサービスの提供及び地域福祉の向上

を図ることを目的に、各種交流事業を実施いたします。交流事業の計画につきましては、指定

を受けた場合に交流事業を行なう旨の合意書を設置予定地の町内会である大杉平町内会をはじ

め、隣接している４町内会、そして大杉平保育園よりいただいていること。そしてすでに行な

っている実績を踏まえ策定いたしました。また当事業所では地域との結びつきを重視するとと

もに、市町村及び関係機関と連携を図り、地域住民の要望に応え、地域に根ざした運営ができ

るよう積極的に取り組んでまいります。高齢者虐待防止対策につきまして、平成 18 年４月に施

行された法律に則り、利用者を虐待という権利侵害から守り、尊厳をもとにし、安心した生活

が送れるよう内部研修や外部研修を通じ防止に取り組んでまいります。同様に当事業所は身体

拘束禁止規定に則り、利用者の基本的人権を尊重し、身体拘束廃止に向けて取り組んでまいり

ます。次にサービス提供の方針についてご説明いたします。当該サービスを施設の在宅版のよ

うなサービスです。当事業所ではグループホーム運営で培ってきた経験を最大限に活かし、住

み慣れた地域の中で在宅での暮らしを支えるケアを目指します。また介護が必要になったから

といって生活を変えることなく、地域へ積極的に参加していくことにより、本人が今まで培っ

てきた関係に触れながら、地域の皆さんからさまざまことを教えてもらい、支え合う地域づく

りを目指します。また当該サービスは既存の在宅サービスと比較して、各サービスの内容が細

かく定められていません。一人ひとりの暮らしが異なるように、支援の内容も異なります。当

事業所では本人の生活や暮らし全体を通じ、困っているところは何かを見極め、自己実現に向
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けたケアプランを作成しサービスを提供します。最後に利用料収入の根拠についてご説明いた

します。当法人では、当該事業と利用料の収入を算定するにあたり、長者・白山台地区におけ

る高齢者の特徴と今後予想される八戸市の人口構造、そして小規模多機能型居宅介護の理念を

総合的に勘案し、その根拠について次のように考えております。１、利用者については住み慣

れた地域における生活支援の必要性を考慮し、長者・白山台地区を中心に隣接する地区に在住

している方を想定しています。２、同地区における高齢者世帯数の増加や、今後予想される八

戸市の人口構造を踏まえ、当該サービスの必要性は確実に高まっていくと考えております。３、

交流事業を行なう旨の合意書に基づき、大杉平町内会をはじめ、隣接する町内会の住民を対象

にした事業説明会を各町内会において開催いたします。４、平成 22 年 12 月１日現在、当グル

ープホーム入居の申し込みをされているご家族 20 名に、当該サービスの利用について意向調査

を行なったところ、４名が利用したい、４名が前向きに検討するとの回答でした。５、当グル

ープホームの利用にあたり、課題となっている環境の変化に対する高齢者の不安を踏まえ、同

様にショートステイの利用者の不安に感じると考え、ショートステイ及びデイサービスを併用

している利用者がどれくらいいるのか調べてみることにしました。調査方法は市内の居宅介護

支援事業者へ電話で依頼し、後日確認をいたしました。その結果、長者地区における利用者は

73 名、全市における利用者は 144 名との回答でした。以上を踏まえ、長者・白山台地区におけ

る利用者の確保は可能であると考えております。また開設当初から１年間の利用見込み数につ

きましては、利用予定月、開設予定月である９月に６名、以後月ごとに２名の新規登録者を見

込んでおります。以上で有限会社永幸園の説明を終了させていただきます。ご清聴ありがとう

ございました。 

司 会：ただ今有限会社永幸園さんから説明がございましたが、委員の皆さまご質問等はござい

ますでしょうか。はい、どうぞ。 

委 員：地域との交流事業のことで、二ツ家の子ども会が入っていいます。逆に町内のほうの立

場とすると、進んでそういうものに参加すればいいとわかっているのですけれども、町内自体

もすごく忙しかったり、また小学校の関連とか、あまりそちらのグループホームとか。デイケ

アならいいのですけれども、小規模多機能だったらもう少し静かな、あまり外部との接触がな

くても、ゆっくりその人たちが生活を楽しむとか、またボランティアでずっと来てくださる方

とか。あまりにも逆に町内と交流というのも、町内に加入しているものとしては、すごく秋に

なるととても大変な思いがあるのです。だからある程度行事も、確かにあればいい。声を掛け

られれば行かなければならないと。すごく今皆さん忙しいので、やはりその小規模にあったよ

うな行事も組み入れていったほうがいいのではないかと思います。 

永幸園：はい、ありがとうございました。 

委 員：すいません、ちょっと３点おききしたいのです。まず第１に地域交流ホールがございま

すけれども、ただこのスペースをとっていることによって建築費が高くなっていると思います。

その交流ホールの稼働率というか、結局大きい箱を建ててもそこを使わなければ無駄になりま

す。その稼働率をどう考えていらっしゃるかということと、隣に集会所がありますよね。別に

ここに交流ホールがなくてもいいのではないかと思ったのです。その点どうお考えになってい

るか。あと、もしこの小規模多機能を利用された方が泊まりだけでいいということになったら、

それはもうそのままグループホームのほうに紹介するつもりなるのかどうか。あともう１点は
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絶え間なくサービスをするということで、24 時間 365 日、その体制をどのようにとっていくか

ということの３点お伺いしたいのでよろしくお願いします。 

永幸園：まず最初に地域交流ホールの稼働率というご質問なのですけれども、この事業を考えた

ときに設計屋さんといろいろ相談をさせていたのですが、自分の考えを載せさせていただいた

のです。現に今グループホームを運営させていただいて、実際今までここのホール以外では、

こちらにある 54 平方メートルのスペースとなっています。ほぼ同じスペースになっております。

そちらで運営推進委員会であったり、家族さんを招いて忘年会とかを開催させていただいます。

ちょっと手狭な部分もありまして、その都度テーブルを移動したりとか、配置換えということ

で、そのときの利用者さんの人にご協力いただいて準備をさせていただきます。日常的に、そ

ういったようにいつでも使える、さまざまな意味で活用できるのではないかということです。

普段は扉というか、壁になっています。必要に応じて、開いて活用できるということです。実

際にふたを開けて見なければわからない部分が多分にあります。いずれ行事、活動については

最初にお話させていただいた自分が介護される立場になって、利用者さんの視点に立ってさま

ざまなそういった活動を行なっていきたいと思います。続いて集会所が目の前にあります。こ

れは本当に私的には大変心強い環境にあるということで考えております。こちらについては、

内容によっては集会所におじゃまする、内容によってはこちらに来ていただくということで、

こちらも稼働率つながっていきますけれども、臨機応変に地域の方と協議を重ねて、開催場所

を決めて、必要に応じて交流事業を行なっていきたいと考えておりました。あとすいません、

最後の１点は。 

委 員：24 時間 365 日の、利用者さまとのつながりをどのように実現していくかということをお

聞きしたいのですけれども。 

永幸園：ケアプランのところで考えているのは、出会いから始まって、その方に本当にそのサー

ビスが必要なのかどうかというところから、状況を確認してその中で必要に応じて、家族さん

がいる方もいらっしゃるでしょうし、地域の家族を含めて協力しながら、その関係、どれくら

いいるのかというその部分を含めて、私たちが 24 時間全て入る方もいるかもしれませんし、24

時間の内３時間だけで生活が成り立つ方もいるかもしれません。こちらもご回答になるかちょ

っとあれなのですけれども、その状態に応じて、容態に応じて 24 時間、何か急なときは駆けつ

けたりとか、そういうふうな支援体制を含めていきたいということで考えております。グルー

プホームというお話が先ほどありましたので、住み慣れた環境で生活の場をなるべく変えない

という考えでおりますので、もし自宅での、在宅での生活が、家族さん、職員の方含めて、難

しいといった場合には、920 メートル離れているのですが、同じ生活圏域でなるべくその環境

を変えずに、継続した生活ができるように支援、手前どもがそういった形でお役に立てればと

いうことで考えております。 

委 員：ありがとうございました。交流交流といって、こういうものをメインにされても、やは

り利用者さんというのは家と同じ暮らしをしたいという方は、静かに暮らしたい方もいらっし

ゃると思ったので質問させていただきました。ありがとうございました。 

委 員：建築の計画等、なかなかに考えられて大変結構だと思います。面積も大分広くなってい

るようでございます。私は御社の組成といいますか、それはよくわからないのですけれども、

役員からの借入金で賄うということのようなのです。どういう方が、どういうふうな、要する
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に役員の方々にはどういう方があって、そのお１人の方が全額を会社に貸して行なっていくの

か、そこの貸借関係及びその方の財産の保有状況です。そういったところが見えないと、この

１億 2,000 万円がどこからどう出てくるのかちょっとわからなかったので、差し支えない範囲

で教えていただければと思います。それからこれ、無利息、無利子ということで借りることな

のか。果たしてそれは適正なのかと思いますし、そうしますとここの返済計画の月々41 万 6,000

円ということでやりますと、ざっとさっき無利子でやっても 25 年、これが現在の普通の銀行等

の利息等の、普通のところで計算をさせて２％程度で計算をさせていただいても、おそらく 35

年です。非常に長期にわたる返済にもなりますし、その辺の契約関係というのは一体どうなの

かという点です。それに関連しては、なぜ借入がおこせないのか。つまり銀行融資等の借入を

しないでこれを行なう理由。あまり有利ではないと思うのです。それは個人資金を使っていく

ということについてはです。それがいけないということではもちろんないのだと思いますけれ

ども、その辺りの理由がちょっと。経営計画としては疑問になっているところなので教えてい

ただければと思います。 

永幸園：収支計画のところで支出の話は先ほどご説明させていただいたとおりです。収入のとこ

ろなのですが、今お話があった１億 2,000 万円を役員から借入ということでご説明をさせてい

ただきました。こちらにつきましては役員ということで１名です。手前ども有限会社で、私取

締役統括責任者とご紹介させていただきましたが、社長は私の父という関係になります。その

社長のほうから全て本人の資金です。銀行から借りて会社に貸付するということではなくて、

全額その社長から、個人の資産ということで、本日は追加資料を３枚お付させていただいてお

ります。そちらの後のほうから２枚目に残高証明の写しを付けておりました。大変申し訳あり

ません、合計金額までは記載しておりませんが、２つの銀行のほうに社長名義でそちらの残高

がありますということでご確認いただければと思って考えております。利息の話もありました

が、こちらのほうにつきましては、そういった事情等がありまして利息については付しており

ません。そういうことで 25 年の計画で、現時点１年間はその収入をもって、計画に沿って、利

用者さんの登録を踏まえて、余裕をもった資金計画で現時点では考えておりますということで

よろしいでしょうか。 

委 員：この社長の○○さんは、生まれ年を教えていただいてよろしいですか。 

永幸園：昭和９年です。 

委 員：そうすると 1924 年生まれということでよろしいですか。76 歳。返済が終わるときには

100 歳を超えているということでよろしいのですか。 

永幸園：今高齢化社会ということにはなりますけれども、平均寿命は延びているにしろ、100 歳

まで生きるという保証はこの場ではお話できませんが、個人的には 120 歳まで生きて欲しいと

いう願いを持っております。その際には相続的な部分でという処理にはなってくると思います。 

司 会：そのほかご質問ございますか。 

委 員：ホールからトイレまで結構長いのではないかと思うのですけれども、これはどうなので

しょうか。何メートルくらいありますか。 

永幸園：地域交流ホールからトイレまでですか。すいません、そこまで今はっきりとした正確な

距離はお示しできないのですけれども、10 メートルはあるとみています。 

委 員：お年寄りがそのトイレに行くのに 10 メートル歩くというのは、結構大変なことかと思い
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ます。どうなのでしょうか。 

永幸園：食堂、居間にいる時間が一番多いのかと手前ども考えているのですけれども、そこから

最寄りの浴室のところに、玄関入ってすぐに配置はしているのですけれども、状態に応じてち

ょっと無理なようでしたら職員が手引きをやったり、あとは車椅子を使用したりとか。あと手

すりのほうも配置をさせていただき、整備させていただきますけれども、機能訓練といいます

か、状態に応じて歩ける方は歩いていただいてということで、日常生活の中にもそういった体

を使うということで考えています。 

委 員：それから食中毒の研修が１月になっていますけれども、研修をどうせするのであればや

はり６月から８月とか。そして研修費はどのようになっていますか。よく参加されていますか。 

永幸園：今グループホームの話になるのですが、年間 10 万円という金額を１年間で研修費という

ことで予算は取っております。出る場合もありますけれども、今現状グループホームはですが、

小規模のほうについても同じような 10 万円という形で予算を取って、職員のほうには参加、学

んで現場に持ち帰るということで対応していきたいと考えております。 

委 員：収支計画のところには記載されていませんでしたよね、研修費のほうが。大事なことだ

と思いますので、予算がないと研修ができませんので、この辺。 

永幸園：申し訳ございません。 

委 員：あと感染の対策もそうなのですが、マニュアルは一応形とおりのものはありますけれど

も、非常に具体的ではない、実践的ではないと思いますので、その辺の見直しもしていったほ

うがいいと思います。 

永幸園：ありがとうございます。 

司 会：そのほかに質問はございますでしょうか。よろしいでしょうか。それではありがとうご

ざいました。以上で有限会社永幸園さんの二次審査を終わります。 

永幸園：ありがとうございました。 

司 会：それではこれより株式会社ピュアハートさんの二次審査を行ないます。委員の皆さまに

おかれましては採点表の４ページ、株式会社ピュアハートさんのところをお開きください。そ

れでは二次審査を始めます。株式会社ピュアハートさん、よろしくお願いいたします。 

ピュアハート：株式会社ピュアハートの○○と申します。今日はこの審査のほうにお上げいただ

きまして、本当にありがとうございます。この小規模多機能につきましては地域密着型サービ

スが平成 18 年に位置付けられたときから大変強い興味を持っておりまして、チャンスがあれば

是非取り組ませていただければと思っておりました。今日は一生懸命ご理解していただけるよ

うにご説明申し上げますので、最後までどうぞよろしくお願いいたします。それでは早速です

が、自己紹介から入らせていただきます。私は現在勤務しております医療法人で平成３年から

病院のケースワーカーとして、いわゆる生活入院とされる高齢者の退院援助を中心に行ってい

ました。平成６年には老人保健施設の開設に携わることもでき、その後もスライドに示すとお

り高齢者に関わる施設や事業の開設運営の経験を経ることができました。そのような中で今回

の応募の動機は２点ほどあります。１点目は今までの経験からくるものですが、施設か在宅の

２者択一的なサービスの限界を感じたことや、サービスごとにスタッフが変わることで利用者

のとまどいを感じたことです。さらに在宅復帰の施設である老健でも在宅復帰が困難となりつ

つあり、最近では年間１ベッドあたりの利用者が４、５名から３名程度に減少しております。
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今後まだまだ高齢化の進む中で、介護の受け入れ態勢を施設中心から在宅に移行することの重

要性を実感しているところです。２点目の動機は今後に向けた中ですが、地域包括ケア研究会

が昨年３月に 2025 年に目指すべき地域包括ケアシステムの姿としてまとめたものがあります。

高齢者ケアの基本原則や、介護職の人材確保と資質向上、さらには協働自助、互助等によるさ

まざまな人々との連携が挙げられております。将来に向けて小規模多機能はますます求められ

るものではないかと考えたからです。そこで今までの介護現場の経験を踏まえて、事業の理念

をかゆいところに手が届く孫の手のような適切なサービスは何かを常に念頭に置きながらサー

ビスを提供するといたします。事業所名もそこから名付けていきたいと思っております。設置

予定の案内にありますが、45 号線を超えて湊方面に向かったこの辺りになります。これは航空

写真です。半径 500 メートル以内の世帯数は 1,002 世帯で、古くからの住宅地です。周辺には

湊高台がこの辺にあります。旭ヶ丘、新井田西地区がこちらになります。さらに拡大した建物

の配置になります。敷地面積は 1,562 坪です。続きましてこれは建物の完成予想図です。高齢

者の特性に配慮した鉄骨作りの平屋です。またスプリンクラー等防火対策の構造設備も整えま

す。南面には畑やビニルハウスを予定しております。次は平面図になりますが、利用者の生活

空間を随所に安全と自立能力を高める配慮、工夫をいたします。特化する点は特別浴室と足湯、

感染症対策のために玄関に手洗い用の洗面を設けます。利用者にとりまして最も楽しみな１つ

が入浴となります。今回、座面シートの交換ができて、寝たきりにも対応できる水圧式入浴リ

フターを設置いたします。介護度に応じてゆったりとお風呂に入っていただくのはもちろん、

お世話するスタッフの労力も軽減できると思います。次に、よく老化は足からともいわれます

が、高齢者の足のトラブルは適切な対応が大切です。今後市内に 10 カ所の小規模多機能事業所

が整備されると思いますが、その中でも差別化も必要であるとの考えから、足湯とフットケア

を積極的に取り入れたいと考えております。２つの写真は足湯のイメージになります。このよ

うな形で設置したいと思っております。続きまして事業の資金計画になりますが、建設費 4,900

万円、設備備品費 400 万円、運転資金 800 万円の合計で 6,100 万円となります。内訳は八戸市

の補助金 2,625 万円、借入金は日本金融政策公庫のシニア企業資金で 1,225 万円。自己資金は

2,250 万円です。自己資金比率は 36.9％となります。次に職員確保の見込みについては、要と

なる職員の看護師、介護支援専門員、介護福祉士４名は趣旨の賛同を得て確保を予定しており

ます。残り６名の介護職はハローワーク、福祉人材バンク、緊急雇用創出事業等の介護職養成

校に積極的に募集活動を行ないます。研修計画はスライドのとおりですが、やりがいや賃金に

結びついたキャリアアップの仕組みを含む研修体制を構築したいと思っております。特に定期

研修の外部研修と各職種の専門性を高める選択研修には力を入れています。小規模多機能の成

功へのキーワードとして、人間関係やその環境と地域との関わりが重要と考えております。そ

れについて少しご説明いたします。まずご家族はもちろん、ご近所の方や友人の方たちと疎遠

にならないような工夫が必要となります。そこで予定地は余裕のある敷地でそれを活かし、畑

やビニルハウスで菜園活動を行ないたいと思っておいます。皆さんの収穫を喜び、季節感を共

有し、良好な関わりを継続できるようにしたいと思います。将来的には収穫したものを陸奥湊

の朝市に提供できるようになれたらとも考えております。次に地域との関係づくりに関しては、

支え、支え合うの互助の関係を目指し、町内会に加入し、積極的に町内会活動に参加させてい

ただきたいと思います。また夏休み中のラジオ体操の広場として現在も利用していただいてお
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りますが、子供たちとの交流の場として提供したり、町内の防災訓練との協力や、定期的な老

人クラブ等の懇話会などの開催も行っていきたいと思っております。地域住民に対しては小規

模多機能についてさらに理解していただく努力も関係づくりには必要であると考えております。

ここからは利用者の処遇方策の状況に関する説明であります。認知症になっても寝たきりでも、

地域の中で生活できるようにするためには暮らしの中で不足する部分や、サービスをうまく調

節するマネジメントが最も重要だと考えます。通いを中心に訪問、泊まりの３つのサービスを

一体とし、24 時間切れ目なくサービスを提供するライフサポートプランで実現できるようにし

たいと考えております。なおご意見箱、満足度調査、懇談会等により利用者やそのご家族のご

意見や要望を伺い、サービス向上に結び付けたいと思っております。感染症対策では、抵抗力

の弱い高齢者は感染症にかかりやすいと認識し、感染症に対する予防や対策を行なっていきま

す。事業所からも食事提供があり、食中毒対策は予防３原則を守り、衛生、安全の指導等、健

康管理にも徹底を図り、使用する用品はいつも清潔にします。感染症対策や衛生管理に関する

知識の習得にも努めます。サービス提供中に事故が発生した場合には速やかに利用者の家族、

市町村に連絡を行い必要な措置を講じます。また賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠

償を速やかに行ないます。事故につきましては漫然と処理せず、事故の状況、経過を記録し、

原因の分析、再発防止のための取り組みを行ないます。虐待防止への取り組みは職員の人権意

識の向上が必要であり、そのための知識技術の向上を図り、個別支援計画の作成など、適正な

支援を実施したいと思います。さらには職員の苦悩を支える体制と、権利擁護に取り組める環

境を整えます。身体拘束廃止への取り組みでは、身体拘束はしないを原則とします。緊急やむ

を得ない場合には該当する３要件を全て満たす状態であるか、チームで検討し、１個人では判

断いたしません。小規模多機能を利用する多くの方は認知症の対応が必要と予想されます。大

人のドリルで有名になりました東北大学の川島先生の学習療法をサービスの中に取り入れる予

定です。これは音読と計算を中心とする教材で、学習者と支援者がコミュニケーションをとり

ながら行い、残存機能の維持、再生を図るというものです。実際にグループホームや老健で２

年間実施し、その成果もあります。認知機能やコミュニケーション機能、周辺自立機能などに

有用でした。次は６年間の事業シミュレーションです。１年目の登録を 18 名、その稼働率を

72％。２年目、21 名の 84％。３年目以降は 23.5 名の 94％で設定いたしました。詳細について

は時間の制限もありますので省略させていただきますが、１年目はマイナス 175 万 7,000 円。

２年目プラス 8,000 円とかなり厳しい状況ですが、３年目からはある程度安定した事業展開が

可能と予測しております。最後になりますが、私自身も間もなく高齢期に入りますので、今ま

での経験を活かし、一時的ケアの点から生活支援の線へ、そして地域で暮らすメリット、小規

模多機能事業の役割や機能を十分に果たしていきたいと考えております。誠心誠意努力を重ね

る決意でおりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ご清聴どうもありがとうございま

した。 

司 会：はい、ありがとうございます。ただ今株式会社ピュアハートさんのほうから説明がござ

いましたが、委員の皆さまご質問等はございますか。 

委 員：宿泊の方の洗面する場所はどこにあるのでしょうか。 

ピュアハート：中央に２カ所浴室を設けてありまして、その前の脱衣室に洗面を設ける予定です。 

委 員：脱衣室も洗面所として使うということなのですか。 
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ピュアハート：はい。 

委 員：そうですか。それから収支のシミュレーションのほうで、その他の経費が月に 100 万円

ほどになるのですが、その他の経費というのはどういうものを入れて月に 100 万円くらいを見

込んでいるのでしょうか。１年間で 1,200 万円程度になっていますよね。 

ピュアハート：一番下のことでしょうか。 

委 員：13 ページの寝室のその他の経費のところです。２年目のところでは 1,299 万 2,000 円と

いうものはその他の経費に何が入ってこのような額になっているのでしょうか。 

ピュアハート：その他の経費に関しましては、厚生労働省で発表しました平成 20 年度の介護事業

経営実態調査、これをもとにしてその他経費をシミュレーションいたしました。内容に関して

は消耗品関係であったりとか、備品関係であったりとか、あるいは電気水道ガス等だと思いま

す。 

委 員：大雑把に表したわけなのですね。 

ピュアハート：一応これをベースにしたのは先ほど言いましたように、国のほうで示した実態調

査のデータを基本にしておりますが、今現在私が勤務しておりますところのグループホームだ

とか通所介護であったりとか、同程度の規模のところに支出も参考にさせてもらっております。 

委 員：はい、わかりました。 

委 員：現在はどこかにお勤めで、ピュアハートという会社をつくる、これから立上ですか。会

社はもうお持ちになっていらっしゃるのですか。 

ピュアハート：こちらのほうも、申請の条件で法人格を持っていないとならないということで、

勤めながら個人として設立いたしました。 

委 員：これがもしスタートできれば、そちらを退職してここにということで考えていいのです

ね。 

ピュアハート：はい、そうです。 

委 員：お伺いしたいのは、まず１点目ですが、建てられる予定の土地のところについてどのよ

うな所有関係にあるのか教えていただけますか。 

ピュアハート：この土地に関しては私の名義で全部ございます。 

委 員：現在所有されているということでよろしいのですね。 

ピュアハート：はい。 

委 員：そこと会社との関係はどうなるのですか。個人の土地をこの会社に貸す形になるのです

か。 

ピュアハート：いえ違います。株式会社の所有にしたいと思っております。 

委 員：個人から株式会社が取得するのですか。 

ピュアハート：はい、そうです。 

委 員：そうすると取得の費用が会社としては必要になってきますが、どこにも載っていません

ね。 

ピュアハート：買うのではなくて、一応譲渡という形をとりたいと思っております。 

委 員：譲渡というのは、金銭のない譲渡。 

ピュアハート：はい。 

委 員：要するに寄附みたいな。その場合の税金は。 
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ピュアハート：その辺まで詳細には詰めておりませんので。 

委 員：かなり大きな土地のように思われますし、すいません、具体的に何坪くらいになります

か。 

ピュアハート：1,562 坪になります。 

委 員：1,562 坪を個人からこの株式会社に譲渡する。 

ピュアハート：はい。 

委 員：そうすると 1,562 坪に掛ける坪単価幾らの分の費用が何もなしに会社に移ることはなく

て、当然として税金がかかることになると思うのですけれども、その辺のところが全く計画の

中にない感じになっていますよね。その辺の費用周りのことで、２、３お聞かせいただければ

と思うのです。建物の建築ですが、具体的に坪数が 130 坪くらいの建物になりますか。 

ピュアハート：その程度です。 

委 員：100 坪ですか。僕の計算のあれですかね。細かいところを除いても 100 坪。100 坪ですか

ね、33.67 メートルに 12.74 メートル、１箇所少し欠ける感じにはなりますけれども、これで

ざっと計算すると大まかにそれだけで 130坪になると思いますから。100坪ということですか。

100 坪として、建築資金が 4,900 万円。 

ピュアハート：坪 49 万円と設定しております。諸経費込みです。 

委 員：その設計も込みですよね。49 万円。すいません、私はその金額で建築をしたことがない

ので、できるのかなといいますか、通常 60 万円くらいというのが現在の状況のように思います。

これはかなり高いといっても建築単価そのものになりますし、多分木造でスプリンクラー、そ

の他の付帯設備を入れて 50 万円以下で、一般住宅でさえなかなか建たないように思うのですが、

その辺のところというのは。普通の一般住宅の建売の値段を考えると、この規模でその金額で

建つかという、すごく疑問なのですが、これは見積もり等きちんといただいての計算なのです

か。 

ピュアハート：そうですね、設計事務所の方と相談しながら、一応工夫して、なるべくコストを

下げるという中で、ここまでの見積、ある程度もらった中でやっています。 

委 員：そうですか。やる工事屋さんがあったら紹介して欲しいな。もう１点だけ聞かせてくだ

さい。12ページのところの事業収支計画書のところで、介護師を含んでの人件費のところです。

介護師を含む給与が 15 万円で、ボーナスが 14 カ月計上されていて、210 万円ですよね、年収。

正しいのですよね。 

ピュアハート：一応そのようなシミュレーションでやっております。 

委 員：介護職等のこの待遇改善がさけばれて久しいかと思いますけれども、ちょっと大分待遇

が悪いなと。この待遇ではなかなかいい人は来ないかなと思ったり、宿直をしたときの予算が

入っていないように思ったり。例えば税金のところも、固定資産税を入れるとこの額ではいか

ないと思いますがなるのですか。ちょっとどうかと思うような、随所に。あまり手取り金額と

いうのを収支計画予算書であまり見ることがなかったので、ちょっとこの辺のところが精緻に

組まれていない印象を持ったのです。これはどなたか経費の経理事務所、あるいはそういった

会計事務所等の方々の支援、サポートを受けてこれを組み込まれたのですか。それともご自分

で組んだのでしょうか。 

ピュアハート：一応たたき台として自分でつくりまして、その後ある銀行のほうの融資の方に相
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談して、今までの実績の中から見ていただきました。 

委 員：これ何も銀行側からはなかったのですか。指摘といいますか、お話。 

ピュアハート：人件費に関してはそれぞれの事業所の都合にもよりますという中で。 

委 員：安い、高いはあったのでしょうけれども。収支のシミュレーションのつくり方です。は

い、わかりました、ありがとうございます。 

委 員：すいません、２点お聞きしたいのですけれども、設備とセットでフットバスを設けると

いうことなのですけれども、結構フットバスというものは衛生面で問題があるとうか、コスト

もかかりますし、衛生面的にその部分をどう考えていらっしゃるかということ１点と、あとや

はりハード面が見えてくるのですけれども、24 時間 365 日その方を支援するという部分で、24

時間どういうふうな体制をとって、例えば夜中呼び出されたらどうするのだろうとかいうこと

をすごく心配になるのです。そういった部分をどのように切れ間なく支援されていくのかとい

うことをお聞きしたいのですけれども。 

ピュアハート：１点目の足湯に関しましては、24 時間風呂で問題になっておりますいろいろ細か

い菌があるのですが、それに関してはその設備の中に塩素の注入と、それからオゾンが少し入

った中で、水質は温度を落とさない形での対処方法を取っております。今私が勤務していると

ころもお風呂のほうは 24 時間、保健所とか県の指導の中では１週間に１回の入替と、３カ月に

１回の水質検査、そういう中でクリアされていますので、そのような形で足湯のほうは用意で

きるかと。設備としては同じ形になっておりますので。もう１点のほうに関しては、小規模多

機能の特徴であると思いますし、夜間の呼び出しに備えての夜勤者と当直者２名配置というこ

とで対応していきたいと思っております。 

委 員：ありがとうございます。 

司 会：そのほかご質問はよろしいでしょうか。ありがとうございました。以上で株式会社ピュ

アハートさんの二次審査を終わります。 

ピュアハート：どうもありがとうございます。 

司 会：次の準備まで少々お待ちください。なかなか時間がかかっておりますけれども、あと２

事業所ですので、皆さまよろしくお願いいたします。２事業所が終わりましたら休憩したいと

思います。それではこれより株式会社らぽーるけあさんの二次審査を行ないます。委員の皆さ

まにおかれましては、採点表の５ページの株式会社らぽーるけあさんのところをお開きくださ

い。それでは二次審査を始めます。株式会社らぽーるけあさん、よろしくお願いいたします。 

らぽーるけあ：皆さまこんにちは、株式会社らぽーるけあの代表の○○と申します。本日はよろ

しくお願い申し上げます。またプレゼンの貴重なお時間をいただきまして、まことにありがと

うございます。本日私と一緒に説明をいたします職員を紹介いたします。居宅介護支援事業所

ケアプランニングまごころの管理者をしております○○です。小規模多機能の介護支援専門員

を予定しております、○○です。私ども３人は社会福祉法人の高齢者介護に携わりまして、30

年、30 年、16 年、合わせまして 76、後期高齢者でございます。１つよろしくお願いいたしま

す。資格は介護福祉士並びに介護支援専門員を持っております。ただ今よりプレゼンテーショ

ンを始めさせていただきたいと思います。設置の経緯を説明いたします。介護保険の柱であり

ます、在宅で暮らし続ける理念が、要介護者が重度になると施設入所希望が多くなり、お年寄

りが住み慣れた家、地域から離れる状況を見てまいりました。現在の在宅サービスでは超高齢
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者社会への不安は大変大きいものがあります。そのような中にその人らしい生活、暮らしの実

現のためにも住み慣れた地域から離れることなく暮らせるために、身近なところに小規模多機

能型のような小さな介護がまちなかにあり、見える介護を提供したいと柏崎地区に法人を設立

し、応募いたしました。続きまして私どもらぽーるけあの理念をご紹介いたします。３つほど

ございます。笑顔を創造すること。利用者、家族の幸せの原点である笑顔がたくさん見られる、

心が通うサービスを提供いたします。住み慣れた地域での暮らしをサポートします。このまち

で自分らしくいきいきと暮らし続けるようお手伝いいたします。お互いが信頼関係のもとで生

きていく、介護は人であり、信頼であります。小さな介護から大きな信頼をつくることが私ど

も法人の使命であると思います。小規模多機能の理念をご紹介いたします。本人の希望や願い

を受け止め、柔軟にサービスが受けられるようお年寄りの気持ちに向き合い寄り添うこと。通

い、訪問、宿泊の多機能が適正に 24 時間 365 日切れ目なく継続される体制を整えること。家族

や地域との関係に注視し、望む暮らしができるようケアマネジメントを行なうことです。運営

方針です。利用者本位の視点に立ち、支援することを基本とし、特に一人ひとりに向かい合い

気持ちに寄り添う。自分の家や地域社会から切り離さない支援、生きる力を奪わない支援、地

域で介護を支えるコミュニティとしての役割を果たす、以上について地域住民を交え実施して

まいりたいと思います。私どもが目指す福祉についてです。これから介護保険の目指すものが

地域包括ケアシステムです。いわゆる地域力であります。その役割を担うのが小規模多機能型

居宅介護です。身近な地域に小さな介護施設があり必要に応じてサービスが使えること、携わ

る従事者も少人数なので係わりを多く持つことができ、大きな信頼と安心、安全が確保される

ことが私たちの目指す福祉です。地図をご覧下さい。設置場所は柏崎四丁目になります。土地

建物は法人の所有です。敷地は 213 坪あります。所在地の環境はご覧のとおり柏崎公民館の通

りにありまして、小学校にも近く、直線距離でも役所のほうにも車で５分、それから医療施設

につきましてもこのとおりの状況になっており、身近に医療関係もありまして恵まれた環境で

あります。私どもの対象生活圏域ですが、基盤は柏崎・吹上地区になります。現在柏崎地区に

は生協診療所の小規模多機能ホームみなみるいけがあります。私どもはここから少し離れて、

エリアとすると江陽・小中野地区、あるいは三八城・長者地区にも小規模多機能がございませ

んので、こちらのエリアも考えております。人口におきましてもこのとおり高齢者の方も多く

なってきていると判断いたします。小規模多機能が必要とされる地域と考えております。土地

建物についてです。私どもが求めた物件ですけれども、建物は１階２階で 100 坪ございます。

鉄筋コンクリート建てです。元々診療所として地域に医療を提供した実績があります。八戸市

の景観賞をいただいた建物です。また地震等の災害時は高齢者一時避難所として提供してまい

りたいと考えております。続いて平面図でございます。１階の居間、食堂を予定しているとこ

ろです。畳でいいますと 46 畳ございます。それから２階の個室は全部で５つ用意しております。

7.43 平方メートル上に対しまして、9.2 平方メートル、約５畳半くらいを確保しております。

それに２階においては 10 畳ほどの談話スペースも用意する予定でございます。災害設備につい

てです。エレベーターは設置済みでございます。消火設備としてスプリンクラーを設置いたし

ます。続きまして建物の設備ですけれども、全室冷暖房完備、１階居間食堂は床暖になってお

ります。浴室の広さは 7.5 畳、簡易リフトやシャワー、ここに書いておりますけれども、浴室

にはこのように重度の方に対応して簡易リフトそしてからシャワードバスを用意する予定でご
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ざいます。改修工事期間は約２カ月半ですので早めに開設が可能です。次に職員の状況を説明

いたします。私のほうから職員の状況につきまして説明させていただきます。勤務する予定の

職員の７割は内定しております。研修方針ですが、職員は福祉サービスのエキスパートとして

自分の仕事に自信と誇りを持てるよう知識、技術を高め、職業人としての成長を目指します。

こちらは株式会社らぱーるけあの理念の１つでもございます。そして具体的な方針としまして

４点ほど挙げておりますが、その方針に沿って毎月スキルアップを図るべく研修を実施いたし

ます。特に重点を置いておりますのは、介護における基本中の基本であります介護技術とコミ

ュニケーション技術、こちらの２点につきましてはリスク管理のためにも毎月２回研修をする

予定にしております。続きまして地域との連携になります。高齢者にとりましてもなじみの環

境を継続させることが一番の安心感を与えます。主な事業内容としまして、次に６項目ほど挙

げておりますが、こうした交流事業を行いながら私どもの専門性を地域に還元し、またこのま

ちに住む方たちが楽しく集える広場にしたいと考えております。私からは小規模多機能型居宅

介護のサービスについてご説明いたします。まず通いサービスについてです。多機能型の中心

サービスである通いは、利用者の暮らしの中で新たな生きがいや楽しみを生み出す場を提供す

ることを方針とし、特に老老世帯や日中１人になる高齢者にプランとして提供し、サービス内

容としては特にリハビリを重点に予防を含めた効果性のあるプログラムとしたいと考えていま

す。次に訪問サービスについてです。訪問サービスは基本的に 24 時間とし、自宅で生活を成り

立たせるために必要なときに必要な量の支援を行うことを方針とし、特に１人世帯、老老世帯、

親子世帯には虐待防止を含め多く訪問するような体制で実施したいと考えております。また訪

問時は可能な限り隣人にも声をかけて、一緒に見守りする共同体を推し進めていきます。次に

宿泊サービスについてです。宿泊サービスについては利用者の暮らし方をよく理解し、真に必

要なときに必ず利用できるような体制を整えることを方針とし、家で継続して生活できるため

の 24 時間サービスとして、本人はもとより家族状況も考え、共倒れにならないように適時に利

用していただく。特に一般世帯であれば週末にお泊まりを提供し、介護負担軽減を図る。また

宿泊が必要以上長くならないよう適正なプランを計画いたします。処遇の基になりますケアマ

ネジメントのあり方についてご説明いたします。最後まで自宅で暮らすための支援を最終目標

に、まずはちゃんと手を、ちょっと手を伸ばせば実現できる目の前の目標への取り組みが重要

と考えます。今どうしたいのかを確認し、実現したいことに向けて支援方策を一緒に考えてい

きます。そのためには日々のカンファレンスが重要であり、プランに基づいて実行し、また話

し合いをする。その繰り返しの中で自己実現を目指します。これまでのケアマネジメントの流

れですと、サービス提供のみが優先される傾向にありますが、小規模多機能居宅介護におきま

してはアセスメント、プランニング、モニタリングが一体化し、利用者の思いがそのまま家族、

そしてケアマネージャー、担当者への思いになることが重要です。関わるプロセスの中で本人

の自己解決能力を引き出していきます。続いて感染症対策です。こちらは集団生活の中におき

ましては、取り組むべきものとして大変重要なものととらえております。蔓延防止のための指

針ですが、感染対策を効果的に実践するために、職員一人ひとりが自ら考え実践することが重

要であります。以下の６点の項目に沿ったマニュアルを作成し、どの職員でも同じような対応

ができるように研修を徹底して行っていきます。最後になりますが認知症対策です。こちらは

私どもが長年の経験を活かし、自信を持って推し進めることできるものです。サービス提供方
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針としましては、例え認知症になってもこれまで何ら変わらない穏やかな生活を継続するため

に、お一人お一人の気持ちに寄り添い、持てる力を十分に発揮し、主体性を持って行動できる

ように、できなくなったことに対してさりげなく手を差し伸べることを方針といたします。具

体的な実施内容ですが、これらは新たに始めるものではなく、すでに経験を積んできたそれぞ

れの手法です。パーソンセンタードケア、これは認知症を持つ人を人として尊敬し、その人の

視点、立場に立ってケアをする。業務中心のケアではなく、人中心のケアをおこないます。次

のタクティールケア、こちらは手や足、背中を軽く触れるように撫でるようにマッサージをす

るポジテブな触れ合いです。安心と信頼の感情が自然に湧き出て、不安や恐怖を緩和するとい

われており、緩和ケアなどにも取り入れられております。回想法です。高齢者が思い出を語り

合うことで脳の活性化につながります。こちらを取り入れた予防教室に取り組んでいる自治体

では、医療費の節減につながっているという話もあります。こういった手法を改めて学び直し、

医療に基づいて実施してまいります。あと地域圏の理解と啓蒙活動をキャラバンメイトとして

活動しておりますので、それも続けていきます。最後に、らぽーるとは人と人が穏やかになれ

る空間であり、お互いが信頼関係の下で生きていくことです。私たちの願い、株式会社らぽー

るけあは高齢者の皆さまが住み慣れたこの町で自分らしく、生き生きと暮らし続けられること

を願い微力ながらお手伝いさせていただきます。人は生きている限り花であり、最後まで咲き

続けることを願い、そしてその花を最後まで守ることが私たちの使命でございます。私たちは

まち中の小さな介護から、大きな信頼につながる小規模多機能居宅介護ミニケアホーム花守り

を開設したいと切に願います。○○は何かを持っています。全員のそれは熱意です。委員の皆

さま、どうか熱意を買ってください。託してください。よろしくお願いをいたします。これで

らぽーるけあのプレゼンテーションを終わらせていただきます。ご清聴まことにありがとうご

ざいました。 

司 会：ただ今株式会社らぽーるけあさんのほうから説明がございましたが、委員の皆さまご質

問等はございますでしょうか。 

委 員：すみません。２点お聞きしたいのですけれども、建物がわりと隣接したところにあると

思うのですけれども、避難のときというのはこの階段を降りるという形なるのでしょうか。テ

ラスとかいうのはないのですか。 

らぽーるけあ：テラスはないのですけれども、後方のほうに避難の階段があります。それから２

階の南側のほうにバルコニーがありますので、居室からすぐ前のバルコニーのほうに避難が可

能です。 

委 員：あと売りというか、とにかく熱意は感じられたのですけれども、実際にうちでなければ

できないという売りは何でしょうか。教えていただけますか。 

らぽーるけあ：先ほどもお話しましたとおり、私どもは効果性のあるサービスということで、や

はりリハビリ中心として、とにかく私どもが利用者さまに手を出していく、それは何でもやっ

てあげるということではなくて、自立に向けた方向で考えていくというのを提供したいと思い

ます。何々の新しいのをやるということではなくて、先ほど言ったように寄り添うという形を

継続していくということで考えております。 

委 員：リハビリとおっしゃったのですけれども、リハの方というのは。 

らぽーるけあ：私どもは介護福祉士がリハビリをやります。今までもデイサービスでやってきま
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したので。 

委 員：ありがとうございます。 

らぽーるけあ：はい、ありがとうございます。 

司 会：そのほかご質問等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。それではありがとうご

ざいました。以上で株式会社らぽーるけあさんの二次審査を終わります。 

らぽーるけあ：よろしくお願いいたします。 

司 会：時間のほうがかなり押していますけれども、あと前半１事業所になりましたので皆さま

ご協力よろしくお願いしたいと思います。会場の移動にちょっとお時間がかかるということで

すので少々お待ち下さいませ。前半最後の事業所さんは株式会社東建設計になりますので、採

点表のほうは６ページの東建設計さんのところをお開きになってお待ち下さいませ。それでは

これより株式会社東建設計さんの二次審査を行ないます。株式会社東建設計さんよろしくお願

いいたします。 

東建設計：それでは早速プレゼンテーションに入らせていただきます。私、音寿園施設長の○○

と申します。まず今回の小規模多機能型居宅介護の二次審査に、私どもの法人を審査に上げて

いただきましたことを心から感謝申し上げます。それでは時間も限られていますので少し早口

になりますがお許しをいただき進めさせていただきます。お手元にある資料に添ってご説明す

るのが本当でしょうが、そればかりではなく今私ども法人が地域密着型サービスに対してどう

とらえて、今後どういう目標を持って取り組んでいこうとしているのかを提案を交えてご説明

させていただきます。私どもは平成１6 年２月１日会社法人で２ユニットのグループホーム、

音寿園を三八城地区に立ち上げさせていただきました。行事等をおりまぜながら講習会を聞い

てきたこと等をスタッフどうし勉強しながら、少しずつ実践にとりいれて１年やってみたので

すがなかなか介護度の進行食い止めるのは容易ではないということに気付きました。どうすれ

ば進行を少しでも遅らせられるだろうかと考えたとき、このような予防医学の先生が書いた記

事が目にとまりました。認知症は予防も重要である。生活習慣の是正が重要で、中でも食事の

内容で発症リスクを下げられる。その１つは青魚などの不飽和脂肪酸で、緑黄色野菜の高酸化

ビタミン、葉酸をとるということ。もう１つはメンタル面のフォローも大事。音楽療法なども

その１つであると言っておられます。ある機会に、家が近所の当時東北大学医学部におられた

脳医学専門の窪田恭彦先生にお会いすることができ、そのとき私が今アルセプトしかないので

すが何かいい方策がありませんかと聞くと、それなら私が留学していたアルツハイマー研究者

の先生を紹介してあげますといわれ、スペインのラコールにいらっしゃる先生を紹介していた

だきました。右が窪田恭彦先生で、左が○○先生です。ラコールはスペインの大西洋側に面し

た人口 25 万人くらいの都市で、八戸市ととてもよく似た規模です。ちょうど種差海岸に街があ

るといった感じのとても美しい街です。こんな格好で先生の病院、研究所、製薬工場等見学さ

せていただき、その後スタッフのみなさんと一緒に先生が自分の病院で使っている医薬品を見

せてくださいました。私は最初から認知症の進行を少しでも遅らせることを目的にして行った

ので、先生はそれでは青魚、ヨーロッパマイワシの筋肉から取り出したリポイーサーがいいで

しょうといって見せてくれました。これはＬＤＬ値を下げ、ＨＤＬ値を増加させるとともに血

糖値、尿酸値、肝機能の改善にも効果があるということでございました。魚しか使っていない

ので副作用の心配はないということでございました。次に葉酸が豊富に入ったキノアのアニモ
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ンコンプレックスがいいでしょうといって見せてくださいました。これでございます。これは

アンデスの高地で採れる穀物だそうでございますが、葉酸ばかりではなくカリウムとかマグネ

シウムとか亜鉛、銅といった天然ミネラルが豊富に入っていて、痛んだ脳神経を保護する役目

をするそうでございます。そして早速持ち帰り、成田で検疫を受けた後、厚生労働省にも出向

き、食品としてだったら使用して構わないということだったので、現在音寿園で使用させてい

ただいています。そして現在この医薬品ならぬ健康食品を、未病学会にも出さしていただいて

おります。これは昨年 11 月に沖縄であった未病学会の資料です。学会理事で大阪大学の精神医

学の武田雅俊先生が私たちを応援してくれています。これは未病学会で発表しているポスター

です。ここに少しだけですが先生からいただいたエビデンスを出さしていただいています。現

在リポイーサー、アニモコンプレックス、おのごろ味噌を出しております。そして現在この医

薬品ならぬ健康食品を出さしていただいて、これは未病学会で発表しているポスターです。そ

れでこれはその学会で展示したときの写真でございます。これは地域交流の一環として、地域

の方々に認知症予防の啓蒙活動したときの案内文です。先ほどの窪田恭彦先生に講師をお願い

して三八城公民館で行いました。次にグループホーム音寿園において行っている音楽療法等に

ついてお話させていただきます。私はグループホーム音寿園管理者の○○といいます。よろし

くお願いいたします。当園で実施している音楽療法ですが、月２回青森音楽療法研究会のセラ

ピスト２名が来て実施しています。音楽療法はリハビリテーションの１つで、利用者の日常生

活の励みになるように、少しでも症状が和らぐように、そしてコミュニケーションの促進、感

情の発展、情緒の安定、自己表現、記憶の刺激、回想、認知力向上を狙いとしており、いつで

もどこでも誰でもできる楽しい療法です。これはプログラムです。平成 19 年９月 25 日のもの

で古いのですが、グループホーム東北大会で発表したもので、現在も同じような内容ですので

使いました。テーマは十五夜です。まずセラピストが一人一人挨拶をし、その日の体調や状態

を観察します。誤嚥防止のための発声、季節の話題と歌で回想、脳の活性を行います。楽器の

演奏もあります。終了後はセラピストと記録スタッフでカンファレンスを行います。Ａ様要介

護５、言葉難語のみ、ＡＤＬほぼ全介助、理解力は見られる方です。内容は見ているが多いの

ですが、話を聞かれた、表情が出ていた、コミュニケーションが取れた感じで嬉しかったとの

コメントがありました。セラピストからのアドバイスをケアに役立てています。次に健康管理

についてですが、当園は単独です。ですから医療連携は最重要のことで、毎日のデータはかか

さず採ります。一日の水分摂取量、食事接種状況、排泄状況です。食事の主食、副食ごと、排

泄はおむつごと量り、オムツ自体の量を差し引く、○はトイレ自立、△にはオムツ２枚交換、

Ｐはポータブルトイレ、それぞれ量を集計します。バイタルは朝６時と午後１時に測ります。

１枚の温度板に記録し、１カ月毎にご家族へお渡ししています。この１枚で１カ月のバイタル、

水分摂取量、食事量、排泄量が把握できます。解剤、解熱剤等の臨時薬の服用も記入します。

利用者が体調不良のとき、この表で医師、看護師へ情報提供し、指示を仰いでいます。グルー

プホーム日誌は利用者の１日の過ごし方です。第２の家からデイサービスに通うつもりで１日

45 分の体操レクなどの時間をとっています。希望者の方々が集まっています。今のところ行動

異常は認められていません。認知症緩和ケアに努め、生活リハビリ、盛り付け、茶碗洗い、茶

碗拭き、おやつつくり、洗濯物たたみ等、運動リハビリ、歩行、マッサージ等学習療法、漢字

計算プリント等に取り組んでいます。次の写真からは地域の方々との交流です。昨年 12 月 18
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日、餅つきでは淀町山車組の男性４名が臼杵餅板等持参してくださり餅つき大会ができました。

運営推進委員のおばさん方、町内会長の奥さんと利用者です。これは柿剥きのとき、夏祭りの

ときの盆踊り、お花見のときの余興、古牧温泉へのもみじ狩りの車椅子介助、バス旅行時の運

転手さんと地域の方々のお世話になっています。八戸社会福祉協議会をとおして、近くのサン

デーさんからのボランティアもありました。今月から八戸社会福祉協議会をとおして、音楽療

法にもボランティアが入ることになりました。またスタッフＯＢもお茶会を開いてくれます。

インフォーマルな地域の力をお借りして、利用者が楽しいと思えるような介護を小規模多機能

にもつなげていきたいと思います。よく人は畳の上で死にたいと言います。この言葉は在宅介

護の必要性を訴える極みの言葉と思います。小規模多機能型居宅介護こそが介護を受ける側、

する側にとって理想のサービス形態ではないかと考えております。これは市役所からいただい

た資料のはじめに、市長さんのご挨拶が載っていましたが、当市は平成 25 年には４人に１人が

高齢者になる。その中で重要なのは高齢者の生活機能の低下を未然に防止すること。介護要望

の推進体制を確立することがこれからの課題であると言っておられます。これは市の推計人口

ですが、市の推計で平成 22 年度は 238,486 人となっていますが、去年 12 月１日現在の発表で

は 237,212 人で、実際は推計より約 1,300 人ほど少なく、人口の減少が思った以上に早く進ん

でいることがわかります。こちらは要介護認定者数の見込みですが、これを見ますと要支援２

と要介護度２と３、そして５の数字のところだけが少し他より多くなるような推定ですが、今

後要介護度１から５の見込み数全体がこれ以上に増えるものと予想されます。これも市からい

ただいた平成 20 年 10 月現在の資料ですが、三八城・根城地区は高齢化率 21％、認定者数 843

名、そして訪問介護、通所介護の利用者の多い地区です。このことから今後小規模多機能型の

ような地域密着型のサービスが必要な地区ということがわかります。そこでこれからの私ども

の目標ですが、最初に載せました予防医学の先生、そして市長さんが言っておられた高齢者の

生活機能の低下を未然に防止すること、介護予防の推進体制を確立することというところに重

点目標を置かなければいけないととらえています。そのためには生活習慣の改善が重要で、次

の２つのことにより改善していきたいと思っております。１つは食事療法による改善です。し

っかりしたエビデンスに基づく食事を心がけること。もう１つは音楽療法による改善です。体

操レクを交えた音楽療法でメンタル面をカバーし、心身ともに明るく健康であるようにするこ

とであります。これは現在音寿園の隣にある計画建物の平面図でございます。約 92 坪ある民家

を改修して施設に使用していこうと考えています。もうすでにバリアフリーとなっていますの

で、ホームエレベーターなどを取り付け、さらに利用者もスタッフも広々と使いやすい建物に

しようと考えています。防火安全対策としましては、スプリンクラーの取り付けはもちろんで

すが、自動火災報知設備と消防機関への通報は連動させるものといたします。またどこからで

も外に出られるようにしてあります。また許可になりましたら、消防署と相談しながら、屋外

階段の設置も計画していこうと考えています。最後に今回の公募申請にあたり、地域との関わ

りや市民全体との関わりについて改めて考えさせられ、目標を持って取り組まなければならい

ということをさらに強く感じた次第です。これから仮称椿寿園は利用者への通い、泊まり、訪

問の介護サービスはもちろんですが、いつまでもその人らしい尊厳のある生き方が、食事面や

体操レクを交えた精神面のフォローをすることによりさらに長く維持できるようにしていくこ

と、それがひいては地域住民のそして家族の介護予防、未病、治未病への取り組みへとつなが
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っていくということも今後地域密着型サービスの重要な使命ととらえて頑張っていきたいと思

います。ご清聴ありがとうございました。 

司 会：はいちょっとオーバーしましたけれども、ただ今株式会社東建設計さんから説明がござ

いましたが委員のみなさまご質問等ございませんか。 

委 員：食事療法を１つの大きな目玉と拝見したのですが、計画書を見ると職員 14 人中正社員と

いうのですか、正職員が８人であとは６人がパートで、計画を見たのですが、これで 24 時間

365 日、地域との安心をもたらせることができるか、私は疑問に感じたのですが、その辺はい

かがでしょうか。 

東建設計：その資料の中にもありますが、スケジュール表、職員のスケジュール表を付けてあり

ます。それでできるのかという感じでやっていますけれども、実際やるときになって人手のほ

うが足りなければ補充していかなければならないことはわかっております。計画の段階なので、

はっきり何人というのは確定できないと思います。 

司 会：その他質問はございますでしょうか。 

委 員：お話を伺っていて、メインとしてはグループホームさんのお話がメインというか、この

やられている内容、音楽療法ですとか、それをグループホームでやっていただくのはとても効

果があると思ったのですけれども、どうして小規模多機能をやろうとしていらっしゃるのかと

いうのがちょっと伝わってこなかったので。やはりさっきお話があったように24時間で365日、

切れ目なくサービスを提供するということにどのように体制をこれからとられえていこうお考

えなのかということをお聞きしたいのですけれども。 

東建設計：小規模多機能を希望した理由というのは、今でも現在グループホームの方に希望者の

方がお見えになるのです。そういう方たちを在宅でも、家族の介護力でもって介護していける

のではないかというケースが多々ありまして、それで小規模多機能を使って在宅で介護してい

けるのであれば、それが施設へ入ってしまうのではなくて、それが１つの選択肢ではないのか

と思いました。それと人数の方職員のスッタフなのですけれども、現在も 365 日切れ間なく、

日曜祭日なく職員を張り付けてやっているので、小規模も同じような形態なので、それででき

るのではないかと考えております。さっきもお話しましたように正確にきちんと何名何名とい

うのは出せなくて、一応の基準で出させていただきました。 

委 員：ありがとうございます。 

司 会：その他ご質問等ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

委 員：改修のことでちょっと思いますけれども、お部屋の大きさがみんなバラバラなのですが、

料金としては同じ料金でやっていかれるのでしょうか。 

東建設計：今のところは同じ料金ということで計算をさせていただいています。ただ、実は施設

長のほうからお話あったのですけれども、人の動きを見て部屋を変えたほうが使いやすいかと

いうところもありまして、今は料金を同じということで考えております。 

委 員：それから、そうすると２階の方の洗面は、トイレの手洗いを使うというような形になる

のでしょうか。 

東建設計：スペースが狭いものですから、降りてきていただいて、下を使おうかと考えています。 

委 員：はい、ありがとうございました。 

委 員：すみません、職員の状況といいますか、予定していることで 24、25 ページになりますか
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ね。夜勤専門の職員を置くというような形で計画をされているようでございますけれども、夜

勤専門ということは、その泊まりの方があればお泊りの方の面倒をみるためにということだと

思いますが、いろいろな状況はやってみなければわからないですね。この夜勤専門の方々だけ

で回すことになるのですか。お二人ですね。その辺のところの問題等をどういう形で夜勤専門

を考えられているのか教えていただきたい。 

東建設計：やはり勤務状況をみて、夜勤しか勤務できないという人も職員にいるのです。もちろ

ん利用者の状況とか把握しないで夜勤とかはできませんので、日中見ていただいて一緒にやり

ながら、そしてまた別の日に夜勤みたいな、申し送りとかそういうものが必然ですので、そう

いうものをきちんとして、そしてもう一人宿直者もおりますので、そういうものでカバーして

いきたいと思っております。 

委 員：基本的には２人体制で、そのうちの一人が夜勤専門というパターンですか。 

東建設計：そうですねはい。 

委 員：これはでも今おられるのではなくて、これから募集する。 

東建設計：はいそうです。 

委 員：そういうことですね。 

東建設計：はい。 

委 員：今のことに関係して１つお聞きしたいのですけれども、そうしますと夜間の訪問対応は

宿直の方ですか、夜勤専門の方ですか。 

東建設計：宿直の人がヘルパーに出るというようになると思います。夜勤者が全く日中の様子を

知らないでやるというのは絶対できないので、それがいろいろな形で連絡していくなり、して

いきたいなと思っております。 

委 員：もう１点よろしいでしょうか。76 ページの職種の状況というところなのですけれども、

これは職種でしか給与が記されていないのですけれども、役員の方の給与とか賞与とかを教え

ていただきたいのですけれども。 

東建設計：すみません、まだ役員の給与をどうしようというのは正直いってまだそこまでは考え

ていませんでした。一応職員さんだけなのですけれども、載せさせていただきました。 

委 員：それでは人件費というのは結構ざっくりですか。 

東建設計：今音寿園のほうを参考し出させてもらいました。 

委 員：はい、わかりました。 

司 会：その他ご質問はございませんでしょうか。よろしいでしょうか。それではありがとうご

ざいました。以上で株式会社東建設計さんの二次審査を終わります。ありがとうございました。

以上で前半６法人のプレゼンテーションが終了になります。長丁場で本当にお疲れさまでござ

いました。これから休憩を挟みまして、後半５法人のプレゼンテーションがございます。最初

休憩時間 20 分の予定でしたけれども、時間も押しておりますので 15 分に、大変申し訳ござい

ませんけれどもさせていただきたいと思います。約 15 分、４時から開始ということでよろしい

でしょうか。よろしくお願いいたします。 

司 会：それでは４時になりましたので、続きまして二次審査のほうを続けてまいりたいと思い

ます。次は６番まで終わりましたので７番目の同伸会さんになりますので皆さま採点表の方７

ページ社会福祉法人同伸会さんのところをお開きになってお待ちいただきたいと思います。そ
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れでは二次審査を始めます。社会福祉法人同伸会さんよろしくお願いいたします。 

同伸会：社会福祉法人同伸会と申します。日ごろ皆さまには大変お世話になっており、この場か

ら厚くお礼申し上げます。私は鮫にあります小規模多機能ホームおりあいの管理者を務めてお

ります○○と申します。本日は当ホーム理事長の○○と２名でご説明させていただきます。そ

れでは早速ですが、設置の理念から順に○○より申し上げます。まずもってこのような機会を

与えていただきまして、本当に感謝申し上げます。法人の理念でございますけれども、私たち

は法人の理念を全ては地域のためにいうことで、サブテーマとして介護福祉を通して市の福祉

に貢献したい。そして地域から信頼される法人を目指している。その具体例として私たちは2000

年３月に白銀地区にサテライトの白銀デイサービスセンターを開設し、そして翌年町畑地区に

宅老所町畑の家を設立しております。これは小規模多機能のモデル事業として私たちは取り組

んできました。2009 年鮫地区に小規模多機能ホームおりあいを設置しております。具体の施設

の経験とか人材、専門性、その他あらゆる法人の使命を地域の中に展開して、地域福祉の担い

手である社会福祉法人の使命の１つ、今後の地域福祉の向上に必要不可欠というふうにとらえ

ております。設置理念、なぜこの大舘地区に設立した動機でございますけれども、まずもって

大舘地区はまちづくりの伝統や芸能、高齢者の活動、その他の住民活動が他地域より非常に活

発で、住民意識の高い地区でございます。サロン活動も町内で５地区自主的に展開しているこ

とだとか、地区社協の運営も非常に活発でございます。そのところに住人意識の、住民参加の

高いところで私たちは小規模多機能を展開し、その住民と共にこの地区をさらに住みよい町に

することで、この八戸地区のモデル地区にできればと。旭ヶ丘地区につきましては非常に高齢

化率が高い。特に旭ヶ丘二丁目から六丁目までは 37％、38％の高い高齢化率です。その近隣に

建てるということで、この地区のそういう要支援の方々がたくさんいる、そこにそういう小規

模多機能の機能を活かしてその方たちの生活の支援のお手伝いをしたいということ。また設置

理念３として今回の事業につきましては、総合リハビリ病院と共にそういう支援といいますか、

整合性をもつ組織として全面的に支援していきたい。続いて私がご説明申し上げます。運営方

針なのですが、一般的な小規模多機能の事業所と比べまして、追加しているというか重視して

いる点がライフサポートプランというもの、あとセンター方式のアセスメント取り入れること

です。あと地域のフォーマル、インフォーマルな資源の活用、随時地域住民に開かれた相談受

付とか助言、関係機関への連携を明記しております。制度への理解なのですが、当法人の 32 年

にわたるさまざまな経験というものが、あるいは人材が豊富であることが大事です。また私が

平成 18 年度制度化で全国の研修に県の代表２名のうちの１人で参加させていただきまして、県

内の小規模多機能ケアアドバイザーとして今活動しております。小規模多機能のケアマネが必

須であります小規模多機能型サービス計画作成担当者研修というものがあるのですが、平成 18

年度から全日程を私が１人で対応しております。またいろいろな研修会に参加しておりまして、

県内外全国的に人脈と幅広い情報を持っておりますし、先進地の取り組みも学んでおります。

そういうことを活かしていきたいと思っております。先ほど説明のあった町畑の家も運営開設

での経験をつんでおります。続きましてこちらの平面図になります。バリアフリーという形で

段差を極力少なくしております。９台の駐車スペースがあります。こちらが外観の図になって

おります。１階平屋建てになっています。こちらが平面図間取り図になっております。デイル

ームは通所介護の基準の 1.4 倍の広さになっております。宿泊室も基準より広めの６畳間を取
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っております。ウッドデッキをつくってみたりとか、つくって気分転換ができるようにしてみ

たいとか、スライドの左側真ん中辺りにあるのですけれども、緑色に少し塗った宿泊室は和室

としても使いながら、間取りを変更できるように、日中は小ホールに使ったりというような、

少し憩いのスペースにも活用できるように対応しております。防火安全対策ですが、基準を上

回るものとしましては自動火災警報装置と各消防機関への非常通報装置設備。あとはスプリン

クラーを備えます。外部への非難口は４箇所以上を確保します。各室の出入り口を広くしまし

て、万一の際ベッドのまま外に避難誘導できるような広さを確保しております。あとＩＨヒー

ターを使いまして、火災のリスクを軽減しております。場所が大舘消防署から近くて、約 10 分

以内で支援が可能です。私自身が大舘地区の消防団として７、８年活動しておりまして、地元

の方からの協力、あるいは近隣住民の方からも協力もいただけると思います。定期的に避難訓

練を住民と一緒に行ってまいります。防火管理責任者の講習も受講済みです。資金計画ですが、

全体で 8,500 万円を見込んでいます。交付金を除いた約 6,000 万円は法人の繰入金で全額自己

資金をあてます。開設は平成 24 年４月１日を目標にしております。報告が前後しますけれども、

事業収支の見込みです。開所時は 10 名でスタートして、２カ月で３人、1カ月 1.5 人というふ

うな新規利用を見込みまして、平均要介護度は 2.5 としております。初年度は収支差額約 160

万円の黒字を見込み、次年度は 89.4％の稼働率で計算し、約 1,100 万円の黒字を見込んでおり

ます。こちらはおりあいの実績をもとに計算したものですが、おりあいの実績に関しては事前

の資料をお渡ししていましたので確認いただければと思います。職員の採用の見込みです。法

人内の異動も半数程度を予想しておりますが、にいだでは６人から７人ほどの新規採用が必要

と考えております。４月からご覧の方法で本格的に人材募集を行なってまいります。地域のつ

ながりが大事と考えておりますので、地元の圏域に住んでいるスタッフの採用ということを重

視していきたいと思っております。研修の見込みですが、事業所内、あるいは内外を含めて、

おりあいで初年度に約 80 回、延べ 291 名が参加の実績がございます。にいだでは同様に研修が

必要と思っておりますし、それ以上が必要だと考えていますので、十分な研修が見込めると思

っております。交流計画ですが、地域、家族、そして利用者、求められる事業所になるために

は各種の交流事業を計画しております。家族会も組織して、家族との交流も行なってまいりた

いと思っています。独自の掲示板等、いろいろな広報活動もしていきたいと思っておりますし、

人材の派遣というものを考えております。町内との合意ですが、ご覧のような町内から合意を

いただいております。会長さんのみならず、役員の皆さまからも多くの期待の言葉が寄せられ

ていますので、この声がこの場所にやはり必要だという気持ちをさらに強め、私たちには大き

な励みとして、そして地域福祉の向上のために貢献していきたいと強く感じております。地域

の役員さんの方には法人の評議員として活動していただく予定です。ケアの方法、アセスメン

トですが、ライフサポートプラン、センター方式を取り入れます。それは認知症に利用者に有

効ですし、小規模特有の柔軟さにも対応できます。各特長はスライドをご覧いただければと思

います。そのほか個別の支援計画をつくりまして、ケアの統一を図ってまいります。食中毒、

事故、感染症の対応なのですけれども、おりあいの経験からさまざまな予想されるリスクを含

めましたマニュアルをつくっております。また緊急時に一目で見てわかるフローチャートも作

成しています。この周知徹底のために研修も十分に積んでいく予定です。虐待防止対策としま

しては、高齢者の虐待はいかなる場合であっても利用者の尊厳を保ち、専門職として絶対に行
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なってはならない。原則として身体拘束は行なわないことを明確に掲げます。これはスタッフ

だけではなくて、ご利用者、ご家族とも共有します。日々の関わりの中で身体拘束虐待の防止

のために早期発見ポイントをマニュアルに載せて、職員に周知徹底を図っていきます。認知症

対策ですが、これまでさまざまな法人の有資格者が在籍しており、実績がございます。いつで

も連携や情報共有が可能となっております。各種認知症関連の取得施策をさらにすすめながら、

現場に活かして日々の質の向上に努めてまいります。意見、要望をサービスにつなげる仕組み

としては、ご覧のようなことを計画しておりますが、やはり核となるのは風通しがよく、いつ

でも誰でも来られる事業所、これがやはり風通しがよく、そしてサービスの向上につながるも

のだと思っております。当法人が考える小規模多機能の支援方法です。誰もが地域の中でさま

ざまなつながりを持ち、朝から晩までの生活のリズムを持っております。しかし認知症や脳梗

塞などで障害が起きると、まずは本人のリズムがくずれ、それだけではなく家族、地域、その

他さまざまな関係性が希薄になってくる、これが孤立化を招くというのが今の現状ではないか

と思います。これまでは介護保険で本人のリズムに対してケアが行なわれてきました。しかし、

私たちは通い、訪問、宿泊、それぞれのサービスはもちろんですが、失われつつあるこの関係

性をつなぐことが一番大事ではないかと考えております。この関係性の中で地域の方々のご協

力も得て、そしてさらには地域のコミュニティが活性化していくことを目指していきたいと思

っております。最後となりましたが、ご利用者一人ひとりが持っているこれまでの経験や関係

性を断ち切ることなく、そのためにアセスメントを取り入れていきます。逆に切れてしまった

関係性を再構築しながら家族、地域、住民が一体となって誰も安心して暮らせる。点ではなく

て面で支えるまちづくりのために私たちあんずの里を挙げて、全精力を挙げて全力を出して取

り組みたいと思います。ご清聴ありがとうございました。 

司 会：はい、ありがとうございます。ただ今社会福祉法人同伸会さんのほうからご説明があり

ましたけれども、委員の皆さまご質問等はございますでしょうか。 

委 員：すごく今までの同伸会さんの着実な計画とか、実行されて資金の面でもよそに比べてす

ごく順着かという感じがありますし、車が３台、今までの何か計画では車のほうというのは、

今日の場合あまり具体的に出てこなかったのですけれど、３台購入できるという、皆近くだか

ら車は１台くらいとか言われたのですけれども、そういう計画、どういう感じで３台なのか。 

同伸会：高齢者の方は細いところに住んでいることがあります。そうすると軽自動車くらいの大

きさが必要だと考えていまして、２台くらいを準備したいと思っていました。あとは皆でお出

かけしたりできるような 10 人くらいの乗り物が必要で、全員で出かけますといったときに職員

も合わせてやはり３台は必要かと考えております。全てが、例えば同じ時間に帰るという方で

も、南に行く車と来たに行く車、東に行く車、それぞれが止まっていく可能性がありますので、

やはり最低でも３台は必要と、私たちの経験からも思っております。 

司 会：そのほかにご質問等ございますでしょうか。よろしいですか。ではないようですので、

ありがとうございます。以上で社会福祉法人同伸会さんの二次審査を終わります。 

同伸会：どうもありがとうございました。 

司 会：次、８番目江渡学園さんになりますので、得点表は８ページになりますので、そちらの

ほうをお開きになってお待ちくださいませ。それではこれより学校法人江渡学園さんの二次審

査を始めます。学校法人江渡学園さん、お願いいたします。 
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江渡学園：学校法人江渡学園でございます。委員の皆さま、今日はよろしくお願いいたします。

まずは座ってやらせていただきますことをご了承ください。それではまず初めに当学園の主な

事業をご紹介申し上げます。当学園では現在今回の申請資料がある常海町において、八戸社会

福祉専門学校介護福祉科を平成２年に開校して、今年で 21 年目を迎えております。卒業生も

800 名を越え、高齢者施設を中心にさまざまな福祉施設で重要な役割を担っております。また、

八戸駅近く尻内町において八戸文化幼稚園を昭和52年に開園し、今年で34年目になりますが、

４年前より青森県で初めて学校法人での保育園認可を受け、幼稚園と保育園の一体施設である

認定こども園として運営しております。もともと江渡学園は 63 年前に八戸文化服装学園として

始まり、社会の変化に対応しながらさまざまに形を変え、人材育成に努め、現在に至っており

ます。学校法人の目的は、優秀な人材の育成です。学校法人が今回の申請に応募した理由は優

秀な介護福祉を養成するには、自前の実習施設が必要と考えたからです。また幼児教育におい

ても高齢者の方々との交流は、お年寄りにも園児たちにも効果があると考えました。全国では

介護福祉養成校が高齢者施設を運営したり、幼児施設と一緒に高齢者施設が運営されるなど、

施設単独ではない複合型施設がかなり多く実現しています。当学園でも平成 14 年度から 17 年

度までの４年間、現在の幼稚園の敷地で特別養護老人ホーム等の計画を申請しましたが、残念

ながら実現できませんでした。当時の申請ではこのような公募の形ではなく、プレゼンの機会

がなかったのが残念なことでした。当学園が今回こういう公募に応募することに関しては青森

県とは相談済みです。またお年寄りの人たちにとっていい施設になるのかという点については、

私は自信を持っております。初めての高齢者施設の運営ですが、卒業生たちがあらゆる施設に

おり、わからないことは何でも聞けるなど、施設との強いネットワークがあります。日々勉強

しながらやっていきたいと思います。今回の施設開設予定地は八戸市の中心地にあります。周

囲にはお年寄りの住みやすいマンションがたくさんあることや、医療施設の充実の点において

も申し分のない立地だと考えます。八戸市中心地に今回の施設は是非必要だと考えております。

当学園の事業所の設置理念としては、住み慣れた地域で、そして自宅で安心して年を重ねてい

きたいと考えるお年寄りのための施設を目指します。特に次の３点を心がけます。第１点は開

かれた施設を目指します。これからの福祉施設は施設単独ではなく、地域の皆で支えあうこと

が何より重要で、地域の人たちの協力が不可欠であると思います。40 年以上前からこの地域に

ある専門学校と隣接するということを環境上の大きなメリットとして活用し、学生、幼稚園児

や地域の皆さまとの交流を図ります。第２点は人づくりに役立つ施設を目指します。地域づく

りは人づくりだと考えます。地域の皆で学びあうことができる、人づくりに役立つ施設を目指

します。お年寄りの人たちとの交流をとおして、お年寄りから生きるということを学ばせても

らいたいと思います。第３点はお年寄り一人ひとりのよりよく生きるを目指します。ソフト面

の充実を第１に考え、施設内だけで検討せず、専門学校教員、講師陣の協力を得て、研究、創

意工夫を繰り返しながら、お年寄りのよりよい生活のお手伝いをしたいと思います。以上、当

学園が今回の事業設置理念を説明させていただきました。具体的な内容に関しては、担当を代

わりまして説明させていただきます。よろしくお願いいたします。ここからは私のほうで説明

させていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。時間が限られておりますので、

予定しております事業所の特徴や特色を中心にお話させていただきます。初めに運営方針です。

基本的には介護保険法並びに関係する厚生労働省令、告示の趣旨及び内容に沿ったものとして
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います。詳しくは二次審査資料の２ページの上に掲載しております。このほかにも私どもの運

営方針の特徴といたしましては、運営理念にもありますが、当法人が運営する八戸社会福祉専

門学校と八戸文化幼稚園とが一体となり、連携を図りながら運営をしていくということが挙げ

られます。サービス利用者が学生や園児と定期的に交流を図ることで、生きがいや楽しみ等を

感じていただくこと、施設が介護福祉士を目指す学生の協力の場や、園児の思いやりの心を育

てる場として活用できるなど、幼児から高齢者福祉まで、世代間の格差のない相互交流を図っ

ていくことを運営方針として盛り込んでいきます。詳しい活動や内容につきましては、後ほど

地域との連携でお話させていただきます。次に設置場所です。設置場所は市の中心街の商業地

区であり、三八城・根城地区の常海町町内となっております。隣接する学校の生徒との交流が

図れる、フレンドリーロードを設け、交流が図れるように計画しています。また現在専門学校

生徒、文化幼稚園児との交流の場として使用している花壇や菜園もあり、じゃやがいもの収穫

や、枝豆の収穫などの実績があります。そのノウハウを活かして利用者への活動や活用が容易

にできる環境であります。敷地面積は約 545 坪です。また半径 500 メートルの世帯数は中心街、

商業地区ではありますが、1,084 世帯と多い状況であります。この写真は改修予定の施設の外

観と、施設から見た駐車場となっており、駐車スペースも十分に確保できる状況です。続きま

して設備計画の状況ですが、建物、設備としましては２階建て、既存住宅の改修で建築面積は

44.3 坪、床延べ面積は 81.5 坪です。１階は通所介護スペースとして、２階は宿泊スペースと

して５部屋設けています。建物の利用者への配慮といたしましてはエレベータを設置している

ほか、１階部分にサンデッキを設けております。これは暖かい日に日光浴をしたり、さらには

ティータイムなどに活用できるほか、非常時の避難対策時には非難口ともなります。そのた利

用者への配慮の中身については二次審査資料の 12 ページに詳しく載せてあります。また防火安

全対策としては消防法令を遵守し、法令に基づく設備を整えるほか、基準では設置義務のない

スプリンクラーの設置、非常火災通報設備を設置し、有事に備えて利用者の安全対策に関して

万全を期していきたいと思っております。また厨房の調理器具等においては火気の使用はせず、

オール電化設備として防火安全対策に努めていきます。その他、防火安全対策の詳しい中身に

ついては二次審査資料の 13 ページのとおりです。続きまして職員の状況の説明をさせていただ

きます。初めに職員の確保についてですが、当法人は福祉施設の経営等はしておりませんが、

介護福祉士の養成校としてこれまでに 800 名の卒業生を出していることをはじめ、介護職員基

礎研修講習会、これは委嘱者を対象に年１回、介護技術講習会の年６回の開催、介護スタッフ

講習会年１回開催し、福祉人材育成に取り組んでおります。職員の確保に関しては、この状況

をもとに確実に確保できる環境となっております。平成 23 年度の卒業予定者も 35 名の予定と

なっております。また求人難であります看護職員に関しましても、八戸社会福祉専門学校の講

師の中から就任が決まっております。詳しくは二次審査資料の 20 ページをご覧ください。次に

職員の研修計画でありますが、利用者へのサービス向上や職員の質の向上を図るため園内外の

研修に積極的に参加させたり、毎月１回内部研修を開催していきます。当法人の研修計画の特

徴といたしましては、毎月１回行なう予定の内部研修において、八戸社会福祉専門学校との連

携を図り、学校の教員、講師より中身の濃い研修を受けることができます。詳しい研修計画に

ついては二次審査資料の 20 ページをご覧ください。次に地域との連携です。地域との連携の特

徴としましては、１つは家族会の設立をとおして、事業所の運営に関しての意見や要望を聞い
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たり、合同での行事に参加してもらうということを考えています。また町内会との連携につき

ましては、合同での防災訓練の実施を行ないます。さらには町内行事、事業所の行事への参加

をしていきます。なお認可後の町内会との地域交流に関しましては同意を得ている状況です。

その他、当法人が運営する社会福祉専門学校、八戸文化幼稚園との交流や連携があります。八

戸社会福祉専門学校との連携に関しては、定期的に学生ボランティアの受け入れや、実習施設

としての連携を図る。また学生が行事やレクリエーションを企画運営して交流を図るなど、利

用者の楽しみや学生の人材教育の場としても連携を図ることができます。また八戸文化幼稚園

との連携交流においては、園児の定期訪問や、幼稚園の行事に参加するなど、利用者が園児と

の触れ合いをとおして楽しみや生きがいを感じてもらったり、園児においては高齢者との触れ

合いをとおして思いやりの心の育成など、相互作用の効果が連携や交流をとおして期待できま

す。詳しい地域との連携については二次審査資料の 23 ページをご覧ください。続きまして利用

者計画です。処遇方策の状況としまして、ご覧の 11 の指針やマニュアルを策定いたしました。

詳しい利用者計画の中身については二次審査資料の 25 ページからご覧ください。この中のポイ

ントとしましては、２のケアプランの作成においては、ツールとしてケアプランサポートの様

式を用いたいと考えています。二次審査資料の 28 ページがその資料となっています。このプラ

ンの特徴としては、従来のケアの中であれば利用者と家族のニーズを中心にケアプランは作成

されケアが提供されますが、このツールは１本人、２家族、介護者、３地域、４事業所の４つ

のニーズが一体化され、プランに盛り込まれ、直接ケアにつながるというのが特徴となってお

ります。次に９の認知症者サービスの提供方針についてですが、現在認知症のケア専門士など、

配置や実践研修を終えているものがいないため、認可された場合においては積極的に研修に参

加させ、リーダーの育成を図りたいと思います。また職員においては内部研修を活用し、認知

症者の介護について学ばせ、認知症のある利用者が安心して利用できる介護とサービスを提供

していきます。次に 10 の利用者の意見、要望の把握については、利用者が満足するサービス、

安心して受けられるサービスを提供していく上でとても重要なこととして位置付けております。

そのため利用者が話しやすい環境づくりとして、福祉オンブズマン八ネットの加盟をします。

また地域密着型サービス向上を図ります。また開かれた施設運営として年３回から４回、地域

に向け広報紙の発行を計画し、実施します。最後に建築計画と事業収支計画ですが、建築計画

に関しては自己資金と施設に対する交付金で計画しており、借入の予定はございません。次に

事業収支計画については、開設１カ月前のものと初年度のものとなります。平均要介護度 2.5、

開設月 10 名定員の 40％、各月 1.5 名の新規利用を見込み、最終年月 23.5 名定員の 84％のもの

です。収支差額がマイナスですが、これは介護報酬が２カ月遅れの入金となるため、10 カ月で

収入を見込んで計算しているためです。12カ月で見た場合の収支差額はゼロの予定になります。

そのため次年度より安定した運営が見込まれます。なお利用者の募集活動に関しましてはオー

プン６カ月前より実施していく予定でございます。以上でプレゼンを終了いたします。ご清聴

ありがとうございました。 

司 会：はい、ありがとうございます。それではただ今学校法人江渡学園さんからの説明がござ

いましたが、委員の皆さまご質問等はございませんでしょうか。 

委 員：２点ほど質問させていただきたいのですけれども、まず最初の理念のところで社会福祉

専門学校の研修施設としてという部分がありまして、その研修施設としてというわけではない
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と思うのですけれども、小規模多機能を選ばれた理由というのがちょっとわからなかった部分

だったので、そこを教えていただきたいのと、あとこれから研修計画を見ても、どちらかとい

うと教科書的な研修が多いように感じられて、実際に先生が教えるみたいな感じの研修計画が

多かったのですけれども、実際に例えば人材配置のところで、人員配置のところで○○さんが

管理者になるということを書かれていたのですけれども、実際にそういう現場に立ったことは

おありかどうか。小規模多機能に関してはどういうふうな思いを持っていらっしゃるかという

ことをお伺いしたいのですけれども。 

江渡学園：まず理念に関するところですけれども、小規模多機能になぜしたかということよりも、

学校法人の経営の中で、社会福祉法人だと特別養護老人ホームができるのですけれども、学校

法人内の経営の中では小規模多機能でなければできないということなのです。特養であれば社

会福祉法人でなければできないので、その学校法人の中でやるとなると地域密着型の小規模多

機能の施設であったということなのです。実習的なところのことに関しては、まず実習とすぐ

考えているわけではなくて、ボランティアの活用ということころからスタートしていくのです。

実際学生が 80 名くらいおりますので、その子たちが要するに常に見守ることができる。まずボ

ランティア活用から、ボランティアとしてさまざま触れ合うところからスタートしていって、

実際学校での進路がありますので、小規模多機能型のことを教えるというタイミングのときに

はうちの施設も最大活用させていただくと考えております。 

江渡学園：２点目のご質問ですけれども、研修計画に関しては学校の教員、講師ということで、

どちらかといえば教科書的なイメージを持たれたかと思うのですけれども、うちの講師陣には

実際に施設で施設長さんとか、現在実際に指導者的な生活相談員の方とか、小規模に関わって

いる講師さんとか、いっぱい施設の方々の講師陣も活用させていただいておりますので、中身

はそういう現場の人たちから直接的専門的な研修を受けられると考えております。管理者の部

分に関して、私なのですけれども、私は特別養護老人ホームに現場として 17 年、介護職員及び

生活相談員、ケアマネージャー、あとは在宅でのケアマネージャーに関しての経歴があります

のでそういう状況です。以上です。 

委 員：ありがとうございます。 

司 会：そのほかにご質問等はございませんでしょうか。 

委 員：１つお伺いしたいとおもいます。職員の確保のところで、確かに養成をしているところ

ですからよろしいのかと思うのですけれども、実際にはこれからの卒業生等、あるいはそうい

ったようなヘルパー講習等を受けた方々を積極的に採用されるということで、ちょっと気にな

るのは卒業生等にもお声掛けをするといった場合に、卒業している方々はもう皆さんあちこち

の施設でお仕事をされている方々になろうかと思うのですが、はっきり申し上げますと、そこ

から引き抜いてきて確保するというふうにとらえてよろしいのかどうかということになるので

すけれども。その辺のところというのはどういうご配慮があるのかをお聞かせいただきたいと

思います。 

江渡学園：うちの場合は本当に学生たちの求人に対してお応えして、皆さんの施設と仲よくやり

たいということが前提にありますので、そういう引き抜きとか、そういうことはまず考えてお

りません。例えば産休、お子さんのために仕事を一旦辞めている人とか、そういうふうな。で

すから施設に迷惑をかけるような人員確保はしませんので、是非お約束させていただきます。 
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司 会：ありがとうございました。そのほかにご質問等はございませんでしょうか。ではよろし

いでしょうか。それではこれで学校法人江渡学園さんの二次審査を終わります。 

江渡学園：どうもありがとうございました。 

司 会：それでは次の９番目の社会福祉法人友の会さんの二次審査となりますので、採点表のほ

うは９ページのほうをお開きになってご準備いただきたいと思います。追加資料を今から配り

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。それではこれより９番目になります社会福

祉法人友の会さんの二次審査を始めます。社会福祉法人友の会さんお願いいたします。 

友の会：それではこれからご説明をさせていただきます。まず法人の友の会の概要、それから施

設の理念、設備計画につきましては事務長代理の○○より、続いて職員の確保、研修計画、町

内との交流及び接遇計画はケアマネージャーの○○より、○○は管理者の予定をしております。

最後に私、施設長の○○が収支計画とまとめを順次ご説明申し上げます。それではよろしくお

願いします。それでは始めさせていただきます。まず社会福祉法人友の会についてご説明いた

します。社会福祉法人友の会は八戸市尻内町において平成 18 年５月 15 日より特別養護老人ホ

ーム、ショートステイ、デイサービス、居宅介護支援事業所を運営しております。職員数は１

月現在で 55 名でございます。次お願いします。次に私たちの小規模多機能型居宅介護の事業計

画をご説明いたします。設置場所は八戸市田面木字神明沢、事業開始は平成 23 年 10 月１日の

予定です。登録定員は 25 名、通い定員は 15 名、宿泊定員を７名とします。敷地面積は 180 坪、

建物は準耐火建築とし、延べ床面積は 104 坪です。私たちがこの田面木・舘地区を選定しまし

た理由はこの右の表のとおり、田面木・舘地区は八戸市内でも高齢化率の最も高い地域でござ

います。加えて団塊の世代が 65 歳を迎える時代となり、その割合は大幅に増加すると考えてお

ります。そのためのこの地区は今後介護のニーズが一層高まると予想され、設置を計画いたし

ました。また私たちが建設を予定している土地は、周辺に総合病院、スーパー、公民館等があ

り、地域コミュニティの中核に位置した土地と立地条件となります。私たちはこの地域で高齢

者介護のニーズに応えると共に、コミュニティの一員として地域ケア環境の形成にも取り組ん

でいきたいと思います。次をお願いします。私たちは小規模多機能型居宅介護を運営するにあ

たり４つの理念を掲げます。私たちは高齢者の尊厳を大切にし、ご利用者が中心になる介護を

提供します。私たちは地域に根ざしたサービスを提供し、ご利用者が望む限り自宅での生活が

継続できるように支援いたします。私たちは積極的な地域交流を図り、高齢者が安心、安全に

暮らせる地域社会づくりに貢献します。私たちは定期的に研修を行い、地域に貢献できる人材

を育成します。以上、４つの理念を掲げ私たちは小規模多機能ケアを実践していきます。次を

お願いします。次に建物及び設備についてご説明いたします。居室は全部で７部屋全て個室と

して提供いたします。個室のうち２部屋は和室とし、畳の上での生活に対応できるようにいた

します。また日中は小上がりスペースとして利用いたします。キッチンは対面式としまして、

共同作業とコミュニケーションを図る環境にします。事務室はホールとの間に壁を設けず、親

しみやすい環境にします。施設内は全てバリアフリー、またスプリンクラー、火災報知機等も

設置、調理器具もオール電化として防火安全に努めます。次をお願いします。２階には地域交

流室、地域交流スペースを設け、地域に開放いたします。こちらでは認知症サポーター養成講

座、介護教室等の開催、また家族相談室として活用する計画です。職員の休憩室、シャワー室

等も設け、働きやすい環境づくりをいたします。私からは職員確保、研修計画、地域との連携、
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処遇計画についてご説明いたします。まず職員確保についてですが、開設当初は本体から職員

の人事異動を行ないます。６名の異動を予定しています。新規採用については登録利用者が増

えるごとに配置基準に照らし確保します。次に研修計画についてです。私たちは本年 10 月ごろ

の開設を予定しています。そのため８月から９月に事前研修を行なう予定です。新規採用者に

ついては随時研修を行なう予定です。ＯＪＴについては、厚生労働省事業である認知症介護実

践者等養成事業の内容に準じて行ないます。特に高齢者虐待防止については認知症介護研究セ

ンター監修のテキストを使用します。各項目について年２回を予定しています。指導にあたっ

ては管理者が県認知症介護実践者養成研修の指導者であるため問題ないと考えます。外部研修

については県老人福祉協会の研修を中心に参加する予定です。その他、八戸市キャラバンメイ

ト研修や認知症介護研究仙台センターでの研修参加を予定しています。次をお願いします。次

は地域との連携です。地域交流事業については４つのコンセプトを考えています。１相談窓口、

２地域の見守り、３交流の場、４学びの場、以上４つをイメージしております。まず１つ目の

機能は地域の相談窓口です。家族からの介護相談は初期段階から相談にのることで、早期解決

につながると考えます。また社会福祉士とケアマネージャーが常勤ですので、サービスの紹介

や包括支援センターなどの連携はスムーズに行なえます。２つ目は地域の見守りです。高齢者

世帯の見守りはもちろんですが、通学児童の見守りを行ないます。田面木地区は不審者からの

声掛け事案の発生件数が市内でも多く発生している地域です。犯罪防止に積極的に努めたいと

思います。３つ目の交流の場の提供です。前段にも説明いたしましたが、地域交流室を開放し、

利用していただく予定です。また高齢者と児童の交流を行ないたいと考えています。最後に学

習の場の提供です。健康講座の開催や、研修生の受け入れの予定です。特に認知症を理解して

いただくために、地域サポーター養成校座を積極的に開催し、地域へ貢献したいと考えており

ます。スライドをお願いします。次に処遇計画についてです。認知症介護については３つの基

本方針を挙げます。１尊厳の保持と自立支援、２見当識障害への環境設定、３積極的な社会参

加と地域交流です。利用者が中心にある介護はもちろんですが、心身の障害を乗り越え、地域

社会へ参加できるように支援をいたします。次に事故防止対策についてです。事故防止に最も

必要なものは介護職員の予測能力です。そのためインシデント報告がスムーズにできる体制を

整えます。また事故発生時はマニュアルに則して対応し、当法人の事故防止対策委員会で再発

防止策を検討します。次に虐待防止についてです。当法人では高齢者虐待ゼロ宣言を掲げて、

職員へ周知を図っているところです。虐待防止は法人全体として取り組む姿勢はもちろんです

が、常日頃から不適切なケアを発見する姿勢が大切であります。また不適切なケアの原因は職

場内のストレスです。そのため職員のストレスマネジメントに努めます。次お願いします。次

に食中毒感染症予防についてです。予防対策や研修については、看護師が担当いたします。発

生時はマニュアルに則して行動します。また当法人の感染症対策委員会及び給食委員会と連携

します。委員には看護師と栄養士を含みます。最後に苦情についてです。苦情については、そ

の内容について記録し保管します。管理者は当事者から十分に聞き取りを行い、状況を確認し

解決にあたります。その経過や結果については運営推進委員会へ報告し、再発防止に努めます。

私からは以上です。それでは資金収支計画につきましてご説明いたします。まず費用資金の合

計金額を約１億円と見込んでおります。内訳は建築費が 7,800 万円、これには設計料、機械設

備等を含んでおります。運転資金につきましては人件費並びに物件費、それぞれ３カ月分を見
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込んでおります。備品費は主に車椅子、浴槽等、ベッド等が諸々でございます。その資金調達

につきましては、約 5,000 万円をみちのく銀行から借入の予定でございます。すでに内諾は得

ております。あと残額は補助金と自己資金 2,300 万円ほどを充て、総額１億円を賄う予定でご

ざいます。次お願いします。算出根拠は稼働率を登録定員の 80％利用者を 20 人とし、６カ月

間で登録者 20 人を見込んでおります。次に介護度につきましては、市中の平均介護度を 2.58

と見込み、月別、要介護度別、予定の登録人数を積み重ね積算いたしました。食事代、室料に

つきましては同業の他社を参考にさせていただきました。支出につきましては、人件費につい

ては法人の賃金をベースとし計算しております。物件費は同業の他社を参考にし、また面積案

分、人数案分で算出しております。次お願いします。収支計画表はご覧のとおりではございま

すが、初年度は 10 月オープン予定ですので、６カ月間の計算期間としております。初年度の計

上収支差額はマイナス 642 万円を見込んでおります。なお２年度目からはそれぞれ単年度で黒

字に転換できる予定でございます。なお初年度の繰越損失を４年度目で何とか解消できる見通

しでございます。次お願いします。この計画の妥当性を判断するために、総務省の業種区分デ

ータより資料を頂戴しました。同業の同規模黒字企業のものの数値を資料といたしました。数

値はご覧のとおりでございます。次をお願いします。それで先ほどのデータと比較しますと、

収入は 300 万円ほど下回っております。人件費につきましては 70％ですので、５％ほど高くな

っております。次に物件費比率は 17％ですから、ほぼ同じくらいと見ております。しかし経常

収支差額は 3.54 ですので、あと３％ほどアップさせたいものだと考えております。計画の損益

分岐点収入につきましては 5,300 万円、利用者が約 20 人ということですので、３年度目以降に

なると安定的な経営が見込まれると判断しました。次お願いします。本日の説明をまとめます

と、ご覧のとおりでございますが、いよいよ急激な高齢化社会に対応するために特別養護老人

ホームの長期入所のみではなく、可能な限り住み慣れた在宅での生活、また介護予防のお手伝

いをさせていただきたいと思っております。次にますます逼迫してくる介護保険給付費の財源、

これを何とか少しでも歳出の削減に寄与したいと思っております。結論といたしまして、福祉

に貢献しつつ、財源の削減につなげていきたい、このことが私たちの使命と考え、応募させて

いただきました。以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いします。 

司 会：それではただ今社会福祉法人友の会さんのほうから説明がございましたが、委員の皆さ

まご質問等はございませんでしょうか。 

委 員：さまざまな点を他社の見積もりを参考になさったようなのですが、食費とか宿泊費の設

定は幾らくらいになっているのでしょうか。資料のほうではちょっとみつけられなかったよう

な気がします。 

友の会：室料は 1,800 円を予定しております。それから食事につきましては朝 350 円、昼 490 円、

夜が 350 円で、１日あたり 1,190 円を見込んでおります。 

委 員：この宿泊費の中にはシーツの洗濯代とか、あと暖房費とかは入っているのでしょうか。 

友の会：はい、含んでおります。 

委 員：わかりました。あともう１点、２階のリクリエーション室がありますけれども、階段の

みでエレベータとかがないような感じがしますけれども、１階に通所している利用者の方が２

階に上がるためには階段を上っていかなければならないのでしょうか。 

友の会：２階の施設に関しましては、利用される利用者の方々が主に１階のみでの施設のご提供
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とさせていただきまして、２階は地域の方々、そういう方々が使われる施設としております。

また２階のほうの出入り口も事務室の中から行くような形で対応しておりますので、出入りは

見守りができる環境としておりました。 

委 員：そしたら１階の居間にいらっしゃると、周りにお部屋がありますので、外の景色が見ら

れないのではないかという感じがいたしますけれども、いかがでしょうか。 

友の会：こちらは１階の食堂、あるいは和室のこちらのほうの外にテラスを設けておりまして、

こちらの窓も大きなはきだし窓としております。景観のほうはこちらのほうで十分大丈夫だと

私どもは考えております。 

委 員：利用者の方がいらっしゃるのは、居間のほうにいらっしゃるのではないかと思うので。 

友の会：こちら和室のほうは、先ほど説明もいたしましたが、日中は小上がりスペースとしてこ

ちらのほうは開放して使う予定でございますので、景観の上で特に狭苦しいような印象は与え

ないように配慮しております。 

委 員：はい、わかりました。 

司 会：そのほかにどなたかご質問ございますでしょうか。 

委 員：すいません、２階の地域交流スペースについてなのですけれども、同じ質問を前にもさ

せていただて、質問させていただきたいのですけれども、ここのスペースの稼動というか、ど

れくらいの頻度で、どういう形で使うのかということと、あとここの近くに田面木公民館があ

ると思うのですけれども、特に地域交流施設というものをつくる必要があるのかと考えるので

すけれどもいかがでしょうか。あともう１点、ここの施設としての売りというか、自分のとこ

ろでなければできないという部分を１点教えていただきたいのですけれども、お願いします。 

友の会：ご質問を確認させていただきますけれども、２階の交流スペースの利用頻度というのが

第１点ですね。それから２点目が公民館。 

委 員：交流頻度と、あとそのスペースが必要なのかどうか、必要性ですね。あとはその施設と

しての売りというか、自分のところでなければできないというところを教えていただきたい。 

友の会：交流スペースが必要か否かというのは、私どもであそこの地域で町内会とかそういう方

にも開放しようと、そして地域交流を図ろうということであえて２階にそういう交流スペース

を設けました。ただ頻度につきましては、この前連合会長さんといろいろお話しました。町内

会のお話でも、いろんな行事があるので、公民館を使わないとき、公民館がかちあったりする

ときには是非使わせてくださいというお話もいただいております。ですから、今頻度のところ

まで私答えかねますけれども、そういうようなご希望はあるということは確かです。それから

３番目に私どもの売りというものは、あそこの場所でこれからますます増加すると思われる認

知症のケア、それらを地域の方々と一緒にそれをカバーしていこうということで、うちの○○

が研修のほうを担当することになっておりまして、地域方々と一緒になって勉強をしながら、

何とかあの地域で認知症とかそういうこと未然に防ぎたい、あるいは進まないようなことを工

夫してやっていきたい。ですから地域の方々と一緒に勉強したい、あるいは手前で意見交換を

したいということを売りにしたいと思います。 

委 員：今の地域交流スペースのことなのですけれども、私は今伺って、とてもプライバシーが、

夜泊まられても日中でも利用者の方に負担が掛からなくて、２階のほうに独立したスペースが

あるというのはとてもいいことだと思いました。それから私も市役所の中の保健推進委員のと
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きに、やはり町内の方たちどこで集会をしているのですかというと生活館も遠いし、公民館も

遠いと。でも近くにデイケアがあるから、そこで使わせてもらっているから、冬場はとても寒

く、こじんまりとした会議なんかをするときに、暖房とか帰るときも心配なくていいよと、そ

ういうお話もありましたので、あえて今回そういうふうに言いましたけれども、本当にこの独

立したスペースが持てていいのではないかと思います。 

司 会：そのほかにどなたかご質問等はございませんでしょうか。よろしいでしょうか。それで

はありがとうございました。社会福祉法人友の会さんの二次審査をこれで終わります。 

友の会：よろしくお願いします。ありがとうございます。 

司 会：それでは次が 10 番目の社会福祉法人寿栄会さんになりますので、採点表のほうは、委員

の皆さまにおかれましては 10 ページをお開きになってお待ちいただきたいと思います。それで

はこれより社会福祉法人寿栄会さんの二次審査を始めます。社会福祉法人寿栄会さん、よろし

くお願いいたします。 

寿栄会：それでは私から冒頭のご挨拶を申し上げたいと思います。外は大寒となりまして、寒い

日が続いておりますが、こちら中にはいってきますと委員の皆さま方の熱い視線を感じており

ます。これを暖かい応援に変えていければいいなと思っておりますので、どうぞお手柔らかに

お願いを申し上げたいと思います。私どもこうしてこのようなプレゼンテーションの機会をい

ただきましたとこを、改めまして御礼を申し上げます。申し遅れました私、社会福祉法人寿栄

会の理事長であります○○と申します。どうぞよろしくお願いいたします。隣には、私から順

にご紹介いたしますが、当法人の在宅部門の総責任者をしております○○と申します。どうぞ

よろしくお願いいたします。そして中身を管理者が○○と申しまして、当法人がすでに実施さ

せていただいております小規模多機能型施設がございますが、いちごっこ寿楽荘の開設時にお

きまして管理者をしておりました、今特養で仕事をしておりますが、今回採択させていただく

ことになりますと、またあらためて開設時の管理者となる予定にございますので、どうぞその

辺よろしくお願いを申し上げます。これからプレゼンに入る前に私から何点かアピールポイン

トを申し上げたいと思います。その１つとして、私ども先ほども申し上げましたとおり、地域

密着型サービスの、この小規模多機能型施設をすでに実施しているという実績があります。そ

れと同時に、加えていうなれば地域密着型サービスの事業としてグループホームを運営させて

いただいておりまして、またデイサービスも認知症対応型の施設を運営させていただいている

という実績がございます。続きまして職員の異動に関して、ゆとりある配置をしておりますの

で、開設時においては異動の職員をスムーズに異動させて、運営を軌道に乗せて、体制がとれ

るようなことが予定されているということでございます。それと、この後詳しく説明させてい

ただきますが、図面上見ておわかりいただけるかと思いますが、地域交流スペースを大きくと

っているということで、仕事をさせてもらう中では、地域にすぐに打ち解けられるかと、皆さ

ま方から歓迎されるようなスペースを確保できたかと思いますので、その辺のところも合わせ

て聞いていただければと思います。それでではよろしくお願いいたします。順次プレゼンをさ

せていただきます。それでは私より説明させていただきたいと思います。パソコンの操作もあ

りますので、座らせて説明させていただきますのでご了承いただきます。それではプレゼンテ

ーションには入らせていただきますけれども、本日追加の資料といたしまして提出させていた

だいた資料と、二次審査の資料と、あとパワーポイントのスライドを使用して説明させていた
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だきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。それでは本日の追加資料の第１ページ目

をご覧ください。スライドの場面と同じものになりますが、こちらの寿栄会の沿革を掲載させ

ていただいたものでございます。それとページ下の地域密着事業についてでございますが、冒

頭理事長のほうより説明がございましたけれども、当法人は地域密着型のサービスについて、

認知対応型の通所介護、認知症対応型の共同生活介護、小規模多機能型居宅介護の３つの事業

を実施、運営してございます。続きまして設備、設計の状況の項目でございますが、こちらは

スライドの画面を見て説明させていただきたいと思います。資料といたしましては二次審査の

資料の７ページから９ページにも掲載してございますが、スライドで説明していきたいと思い

ますのでよろしくお願いいたします。田向寿楽荘の予定地といたしまして、今回寿栄会が申請

提案する小規模多機能型の居宅介護事業所の田向の予定地でございますが、田向地区は中心市

街地から東方約３キロメートルに位置しておりまして、八戸市の都市計画事業において市民病

院を核とした広域医療、福祉拠点として位置付けられておりまして、公共施設の整備と共に高

齢福祉社会に備える福祉施設の誘導が図られている地域でございます。近い将来、福祉医療の

連携が最も推進する地区として発展するものと思われております。この田向地区に地域密着型

を整備することで、当法人の新たな福祉の拠点としたいと考えてございます。続きまして配置

図でございますが、敷地面積は 5,140 平方メートルを確保してございます。駐車スペースのほ

うも下のほうにございますけれども、16 台分のスペースを確保しておりまして、車イス用の駐

車場も確保してございます。その他、右下のほうでございますが、こちらは園外を市民活動菜

園スペースといたしまして 165 平方メートル、約 50 坪になりますけれどもこちらのほうも予定

してございます。続きまして平面図でございますが、こちらの構造は鉄骨平屋建てで、延べ床

面積は 596 平方メートル、約 180 坪でございます。冷暖房完備で、建物内は全てバリアフリー

の設計で、段差のない構造での施設設計としております。スライドの右側の丸い囲みの部分で

ございますが、ここは利用者の居室としております。宿泊の居室は全７室を用意させていただ

いて、なるべく多く担当してゆとりのあるスペースで快適に過ごしていただけるように１室

11.04 平方メートルを確保して、利用者の自立支援や援助のために洗面台とトイレを各全室に

設置させていただいて対応していきたいと思っております。スライド中央の赤い囲みの部分で

ございますが、こちらは浴室となります。浴室は利用者の状況に合わせて入浴していただける

ように、一般の浴槽と機械の浴槽を設けております。２種類のお風呂を準備して、配慮してご

ざいます。左側の大きい赤い囲みで青い字のところでございますが、こちらも冒頭説明がござ

いましたけれども地域ホールとなります。この地域ホールでございますけれども、小規模多機

能型の居宅介護事業所のいちごっこの経験からですが、地域の交流ホールとして広く活用して

いただくために、広い空間といたしまして 115 平方メートルを確保という予定にしております。

このホールは地域の交流の場として位置付けておりまして、施設案より地域に密着し、地域に

開かれたものにするために地域との意見交換、交流、連携や協力を図ることができるように配

慮して、地域住民などに対して地域のボランティア活動や各種老人クラブの活動、介護予防教

室や介護支援サポーターの教室等に幅広く活用していただける有効スペースを確保して対応さ

せていきたいと思っております。私からの説明は以上で、説明を○○に代えさせていただきま

すので少しお待ちください。それではこれより私のほうで説明させていただきます。どうぞよ

ろしくお願いします。まずは、小規模多機能型居宅介護事業所を新規で開設させていただく場
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合における職員確保の見込みとなっております。お手持ちの二次審査資料での 18 ページ、19

ページをご参照いただければと思いますのでよろしくお願いします。寿栄会では特養をはじめ、

多数の事業所を運営させていただいておりますが、ゆとりあるケアを提供していきたいという

思いから規定を上回る職員配置に努めております。開設させていただくことになった場合は、

介護職員等の募集も行なっていきますが、最近の介護職員の人材不足がさけばれている状況で、

新規職員が集まらないような状況に陥ったとしても、法人内でも必要な職員の確保ができると

考えております。さらには高齢者介護の経験ある職員を多数配置できることによって、開設当

初においても安心できるケアを提供できるとも考えております。次のスライドをお願いします。

こちらは寿栄会職員の状況ですが、寿栄会では働きやすい職場環境の実現にも取り組んでおり

ます。その中でも出産された女性職員の育児休業の取得率は 100％、さらには男性職員も３名

育児休業を取得しております。寿栄会では安心して仕事と家庭の両立が図れるように務めるこ

とで、職員が長く働き続けることができることで、利用者さまとの馴染みの関係を構築できる

ものと考えております。次のスライドをお願いします。こちらは小規模多機能型居宅介護のサ

ービスについてのイメージになります。新たに小規模多機能型居宅介護の事業を展開させてい

ただくことになれば、経験を活かした運営ができると考えております。遅れましたけれども、

お手持ちの追加資料では２ページをご参照いただきたいと思います。介護が必要な状態になっ

ても住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、必要に応じて施設に通っていただ

いて、入浴や食事、リハビリやレクリエーションなどを提供させていただいたり、またご自宅

を訪問して調理や介護、掃除などの家事をお手伝いさせていただいたり、またご家族の介護疲

れや仕事などの影響で出かけなければならないような事情などがあれば一時的に施設に宿泊し

ていただいてサービスを提供させていただいたりと、このような多様なサービスを本人さまや

ご家族さまの希望に応じて柔軟に組み合わせ、24 時間 365 日切れ間なく在宅での生活を支援し

ていきます。先ほどもお話しましたけれども、寿栄会ではすでに小規模多機能型居宅介護を運

営している実績もございます。平成 20 年６月にいちごっこ寿楽荘を開設させていただきまして、

すでに２年半の間展開のほうを行なっております。さらには今後新たに事業を展開していくに

あたって、新規の職員についても開設前からいちごっこ寿楽荘で研修を行なうことで、現場と

同様の施設内研修を実施することもできると考えております。お手持ちの追加資料で３ページ

にも載っております。寿栄会では平成 22 年 10 月１日に子育てサポート企業として認定されま

して、次世代認定マークくるみんを取得しました。先ほども少し触れましたが、寿栄会ではこ

れからも子育てサポート企業として、職員の仕事と家庭の両立を図るなど、次世代育成支援対

策を進めてまいりたいと考えております。次お願いします。こちらは子育てサポート企業に認

定された際に、デーリー東北に掲載された記事を載せております。お手元の追加資料の４ペー

ジにも記載しております。次のスライドをお願いします。ここから先のスライドは資料にはご

ざいませんが、寿栄会ですでに運営している小規模多機能型居宅介護事業所いちごっこ寿楽荘

で実施してきました利用者さまやご家族さま、地域の皆さまとの交流の様子でございます。こ

ちら収穫祭の様子でございますが、毎年地域の農家の方のご協力をいただきながら、菜園スペ

ースで枝豆やさつまいも、すいか、いちごなどを栽培しております。春から植えてきたものは

秋に収穫して、皆で楽しんでいる様子が写っております。次のスライドです。こちらは交流会

の様子です。地域の団体をお招きして、歌や踊りを披露していただいたり、地域の子供たちを
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招いて交流を行なっている様子が写っております。次お願いします。こちらは年１回夏に開催

しております、野外交流会の様子です。ご家族さまや地域の皆さまなどと野外でバーベキュー

を楽しんでいる様子が写っております。次お願いします。こちらは市川地域にあります赤川と

いう小川があるのですけれども、そちらの水資源を保全しようという運動の一環で、地域の方々

や小学校の子供たちなどと赤川付帯の公園で交流会を行なっている様子が写っております。こ

ちらも毎年行なっております。次お願いします。こちらはじけるような笑顔が写っております。

寿栄会ではこれからも笑顔と満足を求めていきたいと考えております。以上で社会福祉法人寿

栄会のプレゼンを終了とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。 

司 会：はい、ありがとうございます。それではただ今社会福祉法人寿栄会さんのほうから説明

がございましたが、委員の皆さま、何かご質問等はございませんでしょうか。ございませんか、

よろしいですか。 

委 員：感染だったか事故だったか、前に見ましたら酸素吸入をするということを書いてありま

すけれども、施設に酸素を準備するのでしょうか。ＡＥＤはあっても活用できるのかとは思う

のですけれども、このマニュアルの中に酸素吸入云々ということが書いてございましたけれど

も、実際に設置するのでしょうか。 

寿栄会：こちら在宅で利用されている方でも携帯酸素を使っている方などもおりますし、こちら

でもそのような形に整えていくように考えております。 

委 員：はい、わかりました。 

寿栄会：携帯用の酸素ボンベです。 

委 員：利用者さんのボンベではなくて、施設に準備するということになるのですか。 

寿栄会：施設に携帯用の酸素ボンベは準備させていただきます。 

委 員：ではゴーグルとか、フェイスマスクとか、そういうふうにマニュアルに書いてあります

けれども、そのようなものも準備なさるということでしょうか。 

寿栄会：準備する予定でおりますし、今現在運営しているいちごっこ寿楽荘でも設置はしており

ますので、同様の対応を取っていきたいと考えております。 

委 員：はい、わかりました。 

委 員：２点質問させていただきます。まず１点なのですけれども、今いちごっこ寿楽荘さんを

すでにやられているということで、そちら市川地区ですし、地域に密着していると思ったので

す。田向地区ということで、若干ちょっと今までの圏域と違うように感じるのと、割と近くに

地域密着型があると思うのですけれども、あえてこちらの地区を選ばれたということはなぜか

ということと、あとどういったところを売りというか、自分たちでなければできないケアとい

うものはどういうものかということを教えていただきたいのです。 

寿栄会：それではお答えをさせていただきます。こちらの圏域を選んだのはなぜかという質問だ

と思いますが、すでに私ども生活介護支援サポーター事業というもの昨年度受託をしまして、

今年度はそれのサポートといいますか、そのような事業を受託させていただいております。そ

の中では八戸を半分に分けて受託させていただいておりました経緯の中で、こちらの田向地区

も圏域でございました。いろんな圏域を拝見させていただいておりましたが、その中でも非常

に大事な地区かということが１つと、八戸市でもやはり福祉の分野でこちらは重点的にという

考え方があったのも聞き及んでおりますので、そちらからしますと非常に大切な区域かという



 48

ことで選ばせていただきました。それと自分たちにしかできないケアは何かという質問だった

ように思いますが、それからしますと、他の施設の状態というものをつぶさに知っているわけ

ではないのですが、私どもは一番、先ほどの理念の中でありましたとおり利用者の方々の笑顔

と満足を求めてということでございます。それからしますと、全てのことに満足していただく

ということを大事になってきますが、その中でも生活する上において、生きることにおいて食

べる、食べたものを出すという、この行為こそが非常に大切な、基本的な生活かと思っており

ます。それからしますとおむつ外しという運動をしておりまして、その中ではうんこが出ても

らえるような状態にもっていけるように常々そういう対応をしていくとことが、我々にとって

非常に大切な質の高いサービスの一貫かと思っているところでございます。答えになったかど

うかわかりませんが、そのような考え方で進めさせていただいているということでございます。 

委 員：ありがとうございました。 

司 会：そのほかにはございませんでしょうか。よろしいでしょうか。ありがとうございました。

以上で社会福祉法人寿栄会さんの二次審査を終わります。 

寿栄会：どうもありがとうございました。 

司  会：それではいよいよ長い間お疲れさまでございますけれども、最後の 11 番の社会福祉法

人東幸会さんのプレゼンになりますので、得点表の最後のページ、11 ページの社会福祉法人東

幸会さんのところをお開きになってお待ちいただきたいと思います。それではこれより社会福

祉法人東幸会さんの二次審査を行ないます。社会福祉法人東幸会さんお願いいたします。 

東幸会：みなさんこんにちは。皆さまには新年明けて早々お忙しい中、平成 22 年度八戸市小規模

多機能居宅介護公募選定のためにこのような機会と時間をお与えいただきましたことにまずも

ってお礼を申し上げます。ありがとうございます。私ども紹介をいたします。私は社会福祉法

人東幸会理事、特別養護老人ホームサンシャイン施設長を務めさせていただいております○○

と申します。そして私の右側が特別養護老人ホームサンシャイン介護福祉部長の○○です。そ

して私の左側が同じく施設福祉課長で、小規模多機能居宅介護事業所サンシャインの管理者を

予定しております○○でございます。なにぶん不慣れでお聞き苦しい点も多々あろうかと思い

ますが、よろしくお願いいたします。それでは私から３つお話させていただきたいと思います。

まず１つ目にサンシャインの理念でございます。サンシャインの理念は、サンシャインこの言

葉のごとく、この言葉日光という言葉ですが、サンとシャインで３つの輝き、私どもはこの３

つの輝きを理念に掲げております。その３つの輝きとは利用者の輝き、職員の輝き、そして地

域の輝き、この３つが輝くことによりサンシャインが益々輝けるということであります。この

理念に基づいて私ども事業を運営してございます。詳細は後ほどパワーポイントで説明をさせ

ていただきます。そして２つ目、なぜ長者・白山台地区を選定したか。この理由を述べたいと

思います。これ５つございます。中心市街地に隣接しているため、中心市街地の発展に寄与す

ることができる、これが１つです。もう１つは市立図書館、公民館に隣接しているためさまざ

まな行事に参加しやすい。そして３つ目、本体と同じ地域であるため処遇面、医療面、人事面

など連携しやすいことでございます。４つ目、この地域の特養、これはサンシャインでござい

ますが、待機者として 50 名、田面木・根城地区と合わせると約 150 名の待機者がおります。こ

の待機者のためにもこの地域に必要だと思ってございます。そして５つ目、常番町町内会 47 世

帯との連携もできつつあるということでございます。これは皆さま方にお渡してございます同
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意書、合意書からもおわかりになると思います。そして３つ目、予算面でございます。特別養

護老人ホームのサンシャインの積立金、平成 22 年度末で約２億円、そこから約 9,000 万円を取

り崩し建設資金、運転資金として賄うことができるため、借入金ゼロで事業を開始することで

小規模多機能型居宅介護の機能を十分発揮できる予算となってございます。この３つを私から

申し述べさせていただいて、後はパワーポイントになるのですが、ここまで至るのに職員と 11

回に及ぶ検討会を開き、事業詳細、提出資料、平面図など内容を詰めてまいりました。次にパ

ワーポイントによる説明がありますが、委員の皆さまには十分検討された上、私どもの小規模

多機能型居宅介護事業所サンシャインを選定していただきますようお願いを申し上げ、パワー

ポイントによる説明に移りたいと思います。それではパワーポイントによる説明のほうに移ら

せていただきます。大変申し訳ないのですけれども、座ったままで説明させいただきますので

よろしくお願いいたします。それでは小規模多機能型居宅介護事業所サンシャインの説明をさ

せていただきます。なおこれ以降、特別養護老人ホームサンシャインは本体と、小規模多機能

型居宅介護事業所サンシャインは小規模サンシャインと略させていただきますのでご了承くだ

さい。まず初めに理念についてです。小規模サンシャインでは利用者の輝き、職員の輝き、地

域の輝き、この３つの柱を理念に掲げ事業のほうを行なっていきます。運営方針に関しまして

は先ほどの理念に基づいて、利用者、職員、地域、この３つの視点から利用者やその家族が心

から笑うことができる楽しい生活をサポートします。職員はありがとうと言える感謝の気持ち

を忘れずに質の高い介護を提供します。地域の人がお茶を飲みに寄るような地域に根ざした事

業所を目指します。安心、安全、信頼を土台にこの３つを行なっていきます。具体的にお話し

いたしまと、小規模サンシャインでは利用者や家族の思いや願いを大切にすること。自宅に 24

時間 365 日の安心を届けること。介護の困ったに応えていくこと。地域のみんなでその人の生

活を考えていくことを主な役割と考えていきます。小規模サンシャインの場所はこのようにな

ります。市立図書館に隣接し、中心街まで徒歩 10 分程度の位置となります。また協力病院の於

本病院、山本歯科医院でも直線距離で２キロメートル以内と医療面でのサポートも受けやすい

位置になっております。ちょうどこのスクリーンの黒く塗りつぶされている部分が建設予定地

になります。現在、建設予定地のほうは調整済となっております。完成予定図はこのようにな

ります。本体は平成 14 年の開設当初より、全室個室のユニットケアで介護を提供しております。

より適切で安全な介護を提供するために、今回 15 名の職員を配置しております。その内 12 名

は現時点で本体の職員として勤務しており、開設時より必要とされるサービスが提供できます。

適切な介護を提供するためには職員の質の向上が必要不可欠です。そのため綿密な研修計画を

立て、研鑽していきます。小規模サンシャインでは本体の施設内研修をベースとした研修の実

施、連携した研修を行なうため委員の選出、研修へ出席できなかった職員への伝達研修の実施、

施設内研修における本体からの講師派遣、育成プログラムに沿った新人教育を行なっていきま

す。小規模サンシャイン独自の研修計画及び平成 22 年度の本体研修計画につきましては資料の

11 ページ、12 ページに記載してありますのでご参照ください。今年度は４月の新人研修に始ま

りまして、倫理法令順守、身体拘束、高齢者虐待防止、感染症、認知症など毎月必要不可欠な

研修を企画し、実施しております。施設内研修ですけれども、毎月１回の全体研修と経験年数

に応じた各種研修、外部講師を招いての専門研修。これは於本病院副委員長の於本晴美医師に

よる感染症、新型インフルエンザ対策の研修になります。続いては東北微研技術顧問長谷川先
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生を招いて感染症の予防について学びました。これは青森銀行研修所所長斎藤様による接遇研

修です。そのほか研修につきましては資料の 16 ページに記載しております。平成 21 年度の研

修実績としましては、参加延べ人数 818 名となっております。研修はどの研修も自由参加とな

っているのですけれども、出席率のほうは 85％以上となっております。地域交流事業に関しま

しては、地域に密着した事業所を目指し、理念の地域の輝きに沿い、このような方針で進めて

いきます。本人の暮らしを支える目的でこの７つをキーワードに活動を行なっていきます。具

体的な活動内容につきましては、資料の 24 ページに記載しております。ここからは実際に本体

で行なっている交流事業の一部の紹介となります。毎年行なっております夏祭りは年々地域の

方の参加が多くなってきています。特に小学校、中学校の生徒さんの来訪が多くなってきてお

ります。これは実際の夏祭りの写真になります。今年度は八戸高校吹奏楽部の演奏や、白山台

地区の方による出店など、地域の方々の協力を強く感じた夏祭りでした。続きましては、地域

との主な交流一覧です。保育園との交流会やボランティアなどさまざま実施しております。そ

の中でやはり地域の方々の訪問を歓迎することでサポートや相互理解が生まれ、交流が深まっ

てきております。ここからは事故、感染症、食中毒などへの対応と対策についてです。これら

の共通項目としてはパネルに掲げているこの４項目を考えております。年間をとおした研修計

画の中に組み込まれており、特に感染症や食中毒においては専門の講師による適切な時期での

研修となっております。またマニュアルを作成し、それに準じて対応を行なっております。マ

ニュアルにつきましては資料後半に添付してありますのでご参照ください。なおマニュアルご

とですけれども、職員が自ら必要と感じ、委員会などを中心に資料を調べて作成したもので、

より現場に即したものとなっております。事故対応と対策はマニュアルの周知徹底、これはも

とより、ヒヤリハットの提出を励行し、事故に至らない軽微なヒヤリ事例をデータ分析し、ゼ

ロにする取り組みを行なっています。マニュアルは非常災害時の対応はもとより、急変時の対

応、夜間の連絡方法、徘徊等による所在不明時の対応など各種に及びます。中でも徘徊等によ

る所在不明の事故については、警察やタクシー業者はもとより、近隣住民との絆を深め、地域

全体で利用者を見守る組織づくりに励む所存です。感染症や食中毒についても同様です。感染

症や食中毒は発生させないための平常時の予防対策が重要と考えております。そのため専門家

や医師からアドバイスを受けながら感染予防、厨房衛生、感染発生時の対応と分けて作成して

おります。続いては高齢者虐待防止対策についてです。高齢者虐待防止委員会を立ち上げまし

て、不適切ケアへの対応と検討、マニュアルによる学習と周知徹底による防止に努めてまいり

ます。虐待の原因となる無意識に行なわれている不適切なケアを重視し、その部分への気付き

と、不適切ケア防止に力を入れてまいります。認知症への対応としましては研修に力を入れて

おり、周辺症状をその人の個性ととらえ、正しく理解することで利用者も介護者も心身ともに

落ち着いたケアが提供可能となります。私たち専門職のみならず、学んだ知識を少しでも家族

の方へアドバイスできるよう研鑽を積んでまいります。小規模サンシャインでは安心、安全、

信頼を土台としたケアの提供による、快適な在宅生活の支援に努めていきます。ありがとうご

ざいました。 

司 会：それではただ今社会福祉法人東幸会さんのほうから説明がございましたが、委員の皆さ

まご質問等はございますでしょうか。 

委 員：質問といいますか、感染とか食中毒に関するマニュアルが非常に実践的で、使いやすく
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て素晴らしい内容だと思います。それで温冷配膳車は準備なさるのでしょうか。高価なものだ

とは思いますが、マニュアルに書いてありますので準備なさるのでしょうか。 

東幸会：そうですね、ただ小規模のほうでは間近なところでお食事を提供できるので、温冷配膳

車でお食事を提供しなければならないような距離の感覚ではないので、今のところこの方法は

本体で行なっていることを書かせていただきました。多分向こうにいくともっとより身近に手

渡しできるような食事の方法、提供を考えております。 

委 員：それで大丈夫だとは思いますが、書いてありましたのでどうかと思って。非常にマニュ

アルには感染も具体的で素晴らしいと思いました。 

司 会：そのほかどなたかご質問ございますでしょうか。よろしいですか。ありがとうございま

す。それでは以上で社会福祉法人東幸会さんの二次審査を終わります。 

東幸会：ありがとうございました。 

司 会：委員の皆さま本当に長い間、大変お疲れさまでございました。以上で応募法人のプレゼ

ンテーションは終了となります。これより採点の時間となりますけれども、その前に日山介護

保険課長よりお知らせがございます。 

介護保険課長：皆さまどうも本当にお疲れさまでございました。長かったですね。本当にこれほ

ど委員の皆さまのご意見とか質問を想定しておりませんでした。甘かった想定をまずもってお

詫び申し上げたいと思います。すでにお知らせしておりますけれども、最終の選定の結果につ

きましては２月 16 日水曜日午後１時半から開催予定の介護・高齢福祉部会で報告させていただ

きます。開催場所は類家にございます福祉公民館になります。本当に長い時間ありがとうござ

いました。まだ採点は締め切っていないので、よろしくお願いします。 

司 会：採点が終わりましたら採点表を事務局のほうに、こちらのほうにご提出お願いいたしま

す。時間のほうは十分取っておりますので、ごゆっくりご採点いただければと思います。それ

で採点が終わりましたら、終わられた方から順次終了とさせていただきたいと思いますので、

どうぞよろしくお願いいたします。お疲れだとは思いますけれども、もう少し頑張って採点の

ほうをよろしくお願いしたいと思います。 

 


