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平成 25 年度第１回 八戸市健康福祉審議会 介護・高齢福祉部会 会議録 

日時  平成 25 年４月 24 日（水）午後３時 00 分 

場所  市庁別館 ２階 会議室Ｃ 

○出席者（12 名） 

坂本部会長、岸原副部会長、白取委員、渋田委員、山田委員、小野寺委員、浮木委員、分枝委員、 

斎藤委員、新坂委員、平委員、豊田委員 

○欠席委員（４名） 

 山本委員、千葉委員、古舘委員、嶋守委員 

○事務局（17 名） 

石田福祉部長兼福祉事務所長、梅内市民健康部長、梅内福祉部次長兼障がい福祉課長、日山市民健

康部次長兼市民課長、木村市民健康部次長兼健康増進課長 

[健康増進課]石藤副参事 

[高齢福祉課] 長谷川高齢福祉課長、中居地域包括支援センター所長、嶋森副参事 

[介護保険課] 矢羽々介護保険課長、田茂副参事、岩崎主幹、佐藤主幹、松長主幹、松村主査、下平

主事兼介護支援専門員、石橋主事 

 

司会（岩崎主幹）：それでは会議に先立ちまして、皆様方に配付しております、資料の確認をさせてい

ただきます。配付しております資料は、本日の次第、席図、案件の（１）平成 25 年度地域密着型サ

ービス事業者募集要綱概要（案）について及び別紙の１から３、（２）平成 25 年度介護・高齢福祉

部会及び分科会の開催予定について、（３）介護予防支援業務委託事業者の承認について、以上でご

ざいます。不足はございませんでしょうか。それでは、ただいまから平成 25 年度第１回介護・高齢

福祉部会を開会いたします。本日の出席委員は 12 名となっております。欠席委員は４名で、山本委

員、千葉委員、古舘委員、嶋守委員となっております。半数以上の出席者でありますので、会議が

成立しておりますことを御報告いたします。続きまして、今年度の人事異動に伴い、新たに事務局

の担当となりました職員を御紹介いたします。石田慎一郎福祉部長兼福祉事務所長でございます。 

石田福祉部長：石田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

司会（岩崎主幹）：日山克之市民健康部次長兼市民課長でございます。 

日山市民健康部次長：日山です。よろしくお願いします。 

司会（岩崎主幹）：以上でございます。それでは、議長は部会長に務めていただきます。坂本部会長お

願いいたします。 

議長（坂本部会長）：それでは、審議に入ります前に、一言ごあいさつを申し上げます。皆様には、大

変お忙しい中お集まりいただきましてまことにありがとうございました。今日は、今年度の第１回

目の部会でございまして、御案内のように、３つの案件について御審議いただきたいと思っており

ます。１件目の平成 25 年度地域密着型サービス事業者の募集要綱につきましては、第５期の計画の

中で、基盤整備の設置候補者選定に関することでございまして、これまでも、地域密着型サービス

運営委員会での、審議が行われているところでございまして、本日の審議をもちまして、最終案を
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決めていきたいと思っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。それぞれ、事務局から説

明を受け、質疑応答をいたしまして決めて参りたいと思っておりますので、御協力をよろしくお願

い申し上げます。 それでは、次第に従いまして、議事を進めて参ります。最初に、（１）平成 25

年度地域密着型サービス事業者募集要綱概要（案）について、事務局から説明をお願いします。松

村主査。 

事務局（松村主査）：介護保険課の松村と申します。座って御説明させていただきます。最初に(1)平

成25年度地域密着型サービス事業者募集要綱概要（案）と書かれた資料について御説明いたします。

資料の 1ページをご覧下さい。こちらの資料ですが、昨年 12 月と今年 2月に開催しました地域密着

型サービス運営委員会にて委員の皆様に御審議いただいた募集要綱案をまとめたものになっており

ます。ここでは主に要綱案のポイントについて御説明していきたいと思います。最初は募集の趣旨

についてですが、八戸市高齢者福祉計画に基づき、地域密着型サービスの適正な整備を図るととも

に、設置候補者を公平かつ円滑に選定するため、整備運営する事業者を募集します。次に、募集す

るサービスごとの募集数、募集圏域、応募資格についてです。募集するサービスと募集数ですが、

こちらは昨年 3月に策定いたしました八戸市高齢者福祉計画に基づいたサービスと募集数といたし

ます。いずれのサービスも新設とし、地域密着型介護老人福祉施設はサテライト型での新設も可能

とします。また認知症対応型通所介護については、単独型又は特養等への併設型も可能といたしま

す。認知症対応型共同生活介護は、定員 9名以下の 1ユニット事業所の新設又は既存の 1ユニット

事業所を 2ユニットへ増床するものも可能といたします。募集圏域については、地域密着型介護老

人福祉施設は４圏域、他のサービスは市内全圏域を募集圏域とします。ただし、小規模多機能型居

宅介護については既に 2事業所整備済である吹上地区を募集圏域から除くものといたします。続き

まして応募資格についてですが、地域密着型介護老人福祉施設については応募資格条件を満たす社

会福祉法人とし、その他サービスについては、法人格を有する者又は指定申請時までに法人格を有

することが確実である者といたします。ただし、小規模多機能型居宅介護は既に市内で 2以上の同

事業所を整備している法人は除くものとします。また、認知症対応型共同生活介護につきましては、

増床する場合、すでに 2ユニット以上の共同生活住居を有している法人は基準上増床出来ないこと

から、応募はできません。表の下のところに特養の応募資格についての注釈がございますが、米印 2

の障害者自立支援法は今年度より障害者総合支援法に改正されましたので、訂正させていただきた

いと思います。次は 3の応募条件についてです。資料の(1)のとおり、応募は 1法人 1サービスとさ

せていただきます。またこの場合、複数の圏域を同時に応募することはできないことといたします。

次に(2)のサービス開始の時期ですが、天災等特別な事情がある場合を除き、平成 26 年度末までに

工事着工をし、平成 27 年度までには事業所を開設・運営開始できることを条件とします。次に(3)

ですが、今回の応募に要する費用、例えば不動産を取得する場合の費用、調査設計費、申込書類に

係る諸費用等はすべて応募者の負担とします。次に(4)は事前に設置予定地の地域住民等へ説明を行

なうこととします。次に(5)ですが、施設整備及び事業の運営に当たっては、老人福祉法、介護保険

法、建築基準法、消防法、八戸市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの

事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例、その他関係法令、条例等を遵守すること
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とします。次に(6)ですが、都市計画法に基づく開発許可を要する土地、農地法に基づく農地転用を

要する土地及び公有水路等の占用を要する土地については許可が得られる用地であること。市街化

調整区域に建設を予定する場合は、関係機関と協議が整っていることを応募条件とします。これら

の応募条件を満たさない場合は、応募書類を受理できない場合がございます。それでは、2ページを

お開き下さい。ここからは選定方法について御説明させていただきます。選定の方法につきまして

は、別紙 2として配付しておりました「平成 25 年度八戸市地域密着型サービス設置候補者審査票」

に基づきまして、一次審査及び二次審査の合計評価点数の上位の者から地域密着型介護老人福祉施

設 1者、認知症対応型通所介護 1者、認知症対応型共同生活介護 1者そして小規模多機能型居宅介

護 3者の選定を行います。一次審査の配点は各サービスとも 50 点とし、二次審査へ進むことができ

る二次審査対象者は小規模多機能型居宅介護が評価点数の上位 6者、それ以外の 3つのサービスは

上位 3者といたします。ただし、一次審査配点 50 点中、25 点に満たない応募者は二次審査の対象と

いたしません。また、評価点数の上位 3者に同点者が複数存在する場合は、二次審査対象者が増え

ることも想定されます。なお、2ページ中段の米印のところですが、小規模多機能型居宅介護におい

ては、1つの圏域に複数の応募者がある場合、二次審査対象は整備済事業所も含めて 3者を上限とす

ることにいたします。これにつきましてはその下の部分に参考として小規模多機能型居宅介護にお

ける圏域ごとの二次審査対象者の最大数を掲載しております。例えば応募する圏域が「三八城・根

城」「小中野・江陽」「是川・中居林」「南郷区」の場合、同サービスは未整備圏域であるため、上位

3者までを二次審査対象者といたします。一方「柏崎・吹上」「白銀南・鮫・南浜」圏域はすでに 2

事業所が整備済ですので、二次審査に進める枠は 1者となるものです。ただし、ここでも同点者が

存在する場合は、ここに示した対象者数を上回ることが想定されます。下段の表は小規模多機能型

居宅介護の一次審査評価点数の上位 6者に三八城・根城圏域から 4者、柏崎・吹上圏域から 2者入

った場合の二次審査対象者の選定例を表しているものです。この例からしますと本来、三八城・根

城圏域から 4法人が二次審査対象者となりますが、二次審査対象者数 3者を上回ることになります

ので、同圏域での最下位である E法人は二次審査対象外となります。これと同様に柏崎・吹上圏域

も F法人が二次審査対象外となります。対象外となったＥ法人・Ｆ法人の 2枠分は、代わりに評価

点数 7位 8位の G法人、H法人が繰り上げられ、二次審査に進むことができるということになるもの

です。3ページに参りまして、二次審査についてですが、二次審査は、審査項目に基づいた代表者等

からのプレゼンテーション及び審査委員からの質疑応答により評価を行うものです。審査は地域密

着型サービス運営委員会の委員により評価いただき、配点は一次審査と同様に 50 点といたします。

ただし、二次審査においても 50 点中、30 点に満たない場合は選定の対象外といたします。次に(3)

のその他のところをご覧ください。二次審査を経て最終的に選定された応募者が設置候補者となる

わけですが、仮に何らかの事情で設置候補者が選定後に辞退した場合の繰り上げ選定や、審査の結

果基準点を満たす応募者がいなかった場合の再募集は行わないことといたします。なお、一次・二

次審査の評価点の合計が同点だった場合は、二次審査の評価点数の上位の者を選定することといた

します。次にスケジュールですが、一次・二次審査ともに、募集、審査及び応募者への結果通知は 4

サービス同時に実施いたします。ただし、二次審査の日程については、各サービスの二次審査対象
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者数により、調整を行った上で日程を決定したいと思います。具体的な今後のスケジュールについ

ては、まず 5月 27 日に募集説明会を開催し、応募者予定者に対し、募集要項、応募書類等について

説明いたします。募集期間は 6月から 7月までの 2か月間とし、6月 1日から 6月 20 日までの間に

は、募集に関しての質問を受け付けることとしております。次に 8月、9月の 2か月で事務局による

一次審査を行います。その後 10 月の地域密着型サービス運営委員会での一次審査結果報告を経て、

応募者への一次審査結果通知をいたします。11 月には、二次審査対象者から二次審査書類の提出し

ていただきまして、12 月から来年 1月にかけまして二次審査を行い、26 年 2 月には最終的な設置候

補者を選定したいと考えております。次に別紙 1と書いております 1枚ものの資料をご覧下さい。

こちらの資料は、今年 2月 20 日に開催された地域密着型サービス運営委員会で御審議いただきまし

た募集要綱案についての資料を当介護高齢福祉部会委員へもお送りし、事前に御質問、御意見等を

頂戴したものを、事務局で検討した結果をまとめたものでございます。まず 1つ目といたしまして

は「建築（改修）計画又は賃貸借契約の状況に関する審査項目について、設置予定地が設置者の所

有の場合と賃貸借する場合の評価点が同じ配点になっているが、応募者の熱意という観点で差をつ

けてはどうか」との御意見がございました。これにつきましては、審査票「3 設備計画の状況 ⑤

建築（改修）計画又は賃貸借契約の状況」は、建築（改修）する建物についての審査項目となって

おり、建物が設置者（申請者）所有（予定）である場合と建物が賃貸借である場合とで、それぞれ

のケースに応じて審査するものとなっております。なお、設置予定地の土地及び建物が設置者（申

請者）の所有か賃貸借であるかについては、各サービスとも「２設置場所の状況、③土地の確保」

及び「３設備計画の状況 ①設備（建物）の状況」の審査項目において評価点に差をつけていると

ころでございます。次に 2つ目の御意見といたしましては、「新規参入事業所の熱意が評価されるよ

うに配慮して欲しい。」というもので、これに類する要望としては、八戸市市議会３月定例会一般質

問におきまして田中満議員から認知症対応型通所介護の審査票について、既存法人でないと参入で

きない内容になっているため、新規参入できるような内容の検討、見直しをして欲しいとの要望が

ありました。これにつきましては、応募条件を１法人１サービスとし、幅広く応募者を募ることと

したのに加え、小規模多機能型居宅介護については、市内で既に２か所以上の小規模多機能型居宅

介護事業所を開設している法人は応募できないことといたしました。なお、このような御意見等も

踏まえ、新規参入について検討して参りましたが、各審査項目は、新規・既存を問わず、サービス

の質の確保を第一に作成しているものであります。3つ目の御意見は、人材確保が困難な状況で、職

員の配置に関する審査項目は、新規参入しようとする事業所にとって不利であるため配慮して欲し

いというものです。これにつきましては、有資格者の配置に係る審査項目について、これまでは、

応募申し込みの段階で配置予定の職員が決定していることを条件として評価しておりましたが、比

較的人材が豊富な大規模法人と小規模法人及び新規参入法人との間に不公平が生じることがないよ

う、今回から配置する職員は予定でも評価することとし、指定申請時までに人員を確保する旨の誓

約書を提出させることといたしました。ただし、誓約書の内容を履行できなかった場合は、その設

置候補者の指定はしないこととしたいと考えております。続いて裏面をご覧下さい。4つ目は御質問

でございますが「審査票の中に「手厚い看護体制の確保」という審査項目があるが、看護職を配置
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して、どのような役割を期待して評価しようとしているのか。」というものであります。これにつき

ましては、人員基準上、看護職員の配置を必要としないサービスや配置が義務付られていても非常

勤の配置で良い場合等において、あえて看護職員を配置する場合や常勤看護師を配置する場合には、

日常の健康管理、緊急時の対応等利用者のサービス向上が一層図られるという観点から評価するも

のでございます。次は、募集圏域に関する御意見で「募集圏域を高齢者の多いところに絞ってはど

うか。」というものでございます。これにつきましては、募集圏域を決める段階で、ニーズの高い圏

域へ整備してはどうかとの委員の御意見から、圏域ごとの高齢化率等各種データを基に分析いたし

ました。その結果、南郷区は市内で最も高い高齢化率となっている一方で、高齢者人口、高齢者独

居率では最も低い圏域であるなど、項目ごとにばらつきが見られ、ニーズがどの圏域にあるかを特

定することができなかったものですが、要介護認定者数そのものは市全体で増加していることから、

全圏域でニーズがあるものと判断し、募集圏域を絞らない形で進めてきたものでございます。以上

が委員からの御意見、御質問でございます。なお、この資料には掲載しておりませんが、八戸地域

介護サービス協議会から地域密着型介護老人福祉施設のショートステイ10床併設について検討して

欲しい旨の御要望がございましたことを御報告いたします。次に別紙２「平成 25 年度地域密着型サ

ービス設置候補者審査票（案）」についてですが、こちらの審査票は、特別減算項目のところで一部

修正を行った箇所がございますので、その部分について御説明したいと思います。別紙２の 13 ペー

ジをご覧下さい。こちらは、小規模多機能型居宅介護の審査票ですが、審査項目の 8の特別減算項

目の一部を見直しております。特別減算項目とは、経営状況の問題や、公正な審査を妨害する行為

があった場合など、今までの実績や応募に当たって評価基準に該当する事項が判明した場合は、必

要に応じて関係者から事実関係を確認し、審査委員に報告した上で、特別に採点を行うものです。

この項目の中の居住機能施設との併設のところですが、これまでの評価基準では、小規模多機能型

居宅介護の設置にあたり有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅等と併設又は近接している

場合又は有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅等の入居者が主に利用することを見込んで

いる場合は利用者の囲い込みを防止するという観点で10点の減算としておりましたが、修正案では、

このような居住施設と併設又は近接し、かつ居住施設の入居者が主に利用することを見込んでいる

場合には減算するものとしたいと思います。小規模多機能型居宅介護の基準解釈上、同一の建物に

居住する利用者以外の者に対してもサービスの提供を行うよう努めなければならないものとされて

おります。当市といたしましては、地域包括ケア推進の観点から利用者計画を吟味した上で、居住

施設の利用者が定員の半数以下であれば減算事由には該当しないものとします。また、認知症対応

型通所介護の評価基準についても同様に見直しを行っております。最後に別紙３「平成 25 年度八戸

市地域密着型サービス設置候補者評価基準（案）」のポイントについて御説明します。1ページをお

開き下さい。この評価基準は別紙２の審査票の審査項目についてその解釈や評価点の算出方法をサ

ービス毎に定めたもので、採点・審査を行うにあたって指標の 1つとなるものです。上の表にあり

ます審査基準の共通事項は全サービスにおける採点方法、評価点の算出方法等審査上の決まりごと

が示されているものです。その下の表からは審査票の一次・二次の審査項目ごとに解釈や評価点算

出方法が示されております。全審査項目における解釈、評価点算出方法についての説明はここでは
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割愛させていただきたいと思いますが、審査項目によっては、全サービス共通の審査項目であって

も解釈はサービスによっては若干異なる部分もございます。この評価基準は、5月 27 日開催予定の

募集説明会で応募者に配付しますので、応募者はこの評価基準を基に評価点を自己採点することに

なります。なお、二次審査項目における解釈、評価点算出方法につきましては、10 月開催予定の地

域密着型サービス運営委員会において、一次審査の結果報告とともにあらためて御説明させていた

だきたいと考えておりますのでよろしくお願いします。また、条文化した募集要綱につきましては、

後日委員の皆様に送付させていただきます。以上で説明を終わります。 

議長（坂本部会長）：御苦労様でした。ただいま事務局からそれぞれ、詳しく説明がありました。 こ

れより審議に入りますが、最初に質問、次に意見・要望を伺いたいと思いますのでよろしくお願い

します。まず、御質問ございますでしょうか。無いようですので、質問について終わります。次に、

御意見・御要望等ございますでしょうか。はい、分枝委員。 

分枝委員：別紙２の１ページの、「設置希望者の状況」の中の②の「法人又は代表者の信頼性」の欄一

番下のですね、「法人の方針立案、決定過程の場において女性の参画がなされているか」という評価

項目があって、この中にですね、具体的に法人役員とあり、この役員というのは確かこれは理事と

いうことになろうかと思うのですけど、この割合が 30％以上ということを評価するということです

けども、別な側面から見るとこの理事役員というのは、社会福祉法人でも借入した場合の保証能力

だとか、いろいろ審査対象になるんですね。よって、なかなか 30％というのは現実的に難しい側面

もあるということを御理解いただきたいと思います。その保証能力だけではないのですけれども、

現実的には各法人の女性の理事の占める割合がかなり低いはずです。将来はあるべきだとは思いま

すけれども、意見として私の方から申し述べさせていただきました。２つ目として、４ページの「職

員の状況」に関して、配置状況ということで、今後の課題としてですね、選定項目に障がい者の法

定雇用率の達成率として、現在２％となっておりますけども、そこも、社会福祉関する事業で充分

関連がありますので、評価基準の中に盛り込んでいただければと、将来的にですね、私の意見とし

て申し上げさせていただきたいと思います。以上です。 

議長（坂本部会長）：ただいまの２点は、御意見・御要望です。他にございませんか。では先程の御意

見・御要望について、事務局から説明ございますか。はい、矢羽々課長。 

事務局（矢羽々課長）：ただいま、分枝委員から出されました御意見・御要望につきましては、今後の

検討課題として進めて参りたいと思います。以上です。 

議長（坂本部会長）：それでは、今後に検討したい、ということでよろしくお願いします。他に御意見・

御要望は無いようでありますので、今の事務局からの説明で御意見・御要望は終わりにします。そ

れでは、改めてこの案件でございますけども、平成 25 年度地域密着型サービス事業者募集要綱概要

（案）について、御了承をいただけますでしょうか。 

一同：はい。 

議長（坂本部会長）：それでは、満場一致で了承することとなりました、ありがとうございます。次に、

（２）平成 25 年度介護・高齢福祉部会及び分科会の開催予定について、事務局から説明をお願いし

ます。石橋主事。 
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事務局（石橋主事）：介護保険課の石橋でございます。よろしくお願いいたします。それでは、座って

御説明させていただきます。 資料は、「（2）平成 25 年度介護・高齢福祉部会及び分科会の開催予

定について」の１ページをお開きください。今年度は、介護・高齢福祉部会を、本日を含めて４回、

地域密着型サービス運営委員会を３回、地域包括支援センター運営協議会を１回予定しております。

流れといたしまして、まず６月に八戸市健康福祉審議会第３期目の委嘱状交付式及び組織会がござ

います。健康福祉審議会終了後、各部会ごとに組織会を行う予定でございます。主な案件は、地域

密着型サービス設置候補者の公募選定について、その後第６期計画策定のための市民アンケートに

ついて御審議いただきたいと考えております。なお、公募選定の二次審査につきましては、サービ

スごとに 12 月・１月の２回に分けて実施したいと考えておりますが、米印で予備とありますのは、

一次審査結果が同点で、審査対象が増える場合を想定し、設けたものでございます。御説明は、以

上です。 

議長（坂本部会長）：ただいま、石橋主事から説明をいただきましたが、この日程に御質問等ございま

すでしょうか。では、御質問が無いようでありますので、この予定で進めて参りたいと思いますの

でよろしくお願いいたします。それでは次に、（３）介護予防支援業務委託事業者の承認について、

事務局から説明をお願いします。 

事務局（中居地域包括支援センター所長）：地域包括支援センター所長の中居です。座って御説明させ

ていただきます。それでは（３）介護予防支援業務委託事業者の承認についての資料を御覧下さい。

今回御審議いただきたいのは、介護支援事業所サルビア、スマイル居宅介護支援事業所、ケアマネ

リングみなとの３事業所です。ケアマネリングみなとにつきましては、八戸市に住所を有する御利

用者様が、大阪市でのサービス利用を希望されたため、４月３日より既に委託しサービス提供をし

ておりますので、事後承認ということでお願いいたします。各居宅の給付管理者数、職員等の情報

は、（２）、（３）のとおりでございます。当該事業所を含めまして、委託事業所数は 70 となります。

説明は、以上となります。 

議長（坂本部会長）：ただいま、中居所長から説明をいただきましたが、御質問等ございますでしょう

か。この件については御質問がないようですので、承認するということといたします。以上で、本

日の議案はすべて終了いたしました。事務局お願いします。矢羽々課長。 

事務局（矢羽々課長）：坂本部会長、委員の皆様、御審議ありがとうございました。また、本日が健康

福祉審議会２期目最後の部会となりますので、一言お礼のあいさつを申し上げます。平成 22 年６月

の組織会以降、介護・高齢福祉部会は合計 15 回、地域密着型サービス運営委員会は８回の開催回数

を重ねております。委員の皆様方には、お忙しい中、熱心に案件の御審議をいただき、ありがとう

ございました。引き続き、当市の高齢者福祉行政について、御指導・御協力を賜りますようお願い

申し上げ、簡単ではございますが、御礼のごあいさつとさせていただきます。 

司会（岩崎主幹）：それではこれをもちまして、平成 25 年度第１回、介護・高齢福祉部会を閉会いた

します。ありがとうございました。 


