
平成 27 年度第４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 会議録 

日時 平成 27 年 12 月 16 日（水）午後 1 時 30 分 

場所 八戸市庁別館２階 会議室 C 

○出席者（９名） 

坂本分科会長、山本委員、舘花委員、山田委員、佐々木委員、浮木委員、李澤委員、慶長委

員、中村委員 

○欠席委員 

  なし 

○事務局（８名） 

工藤市民健康部長、前田市民健康部次長兼介護保険課長 

[介護保険課] 岩崎副参事、田茂副参事、佐藤主幹、小檜山主査、松井主事兼介護支援専門員、

下平主事兼介護支援専門員 

事務局（佐藤主幹）：ただいまから、平成27年度第４回地域密着型サービス運営委員会を開会い

たします。本日の出席は、9名全員となっております。それでは、議長は分科会長に務めてい

ただきます。坂本分科会長よろしくお願いいたします。 

坂本会長：それでは、会議に先立ちまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

委員の皆さまにおかれましては、お忙しい中、御出席いただき誠にありがとうございます。 

さて、本日は、第６期高齢者福祉計画に基づいて募集しておりました３種類の地域密着型サービ

ス事業者選定に対しまして、応募があった６事業者の一次審査結果について御審議いただき、二

次審査へ進む対象法人を決定していきたいと思います。 

次に、第６期計画基盤整備二次審査等について、事務局から説明をいただきまして、引き続き

御審議をしていきたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いします。 

それでは、早速ですが次第に従って、議事を進めて参ります。 

（1）第６期計画サービス基盤整備一次審査結果について、事務局から説明をお願いします。

下平さん。 

事務局（下平主事）：介護保険課の下平と申します。着座にて、御説明いたします。 

それでは、本日お配りしました資料の（1）第６期計画サービス基盤整備一次審査結果につい

ての１ページ目をお開きください。こちらは、今回応募しました法人の一次審査結果の一覧です。

一次審査は、決められた審査項目を応募法人が自己採点し、採点結果とその根拠となる資料を提

出してもらい、それを事務局で評価基準に従って適正に採点されているかどうかを審査するもの

です。 

サービス毎の審査結果について御説明いたしますと、１．定期巡回・随時対応型訪問介護看護



ですが、今回２事業者の募集に対し社会福祉法人同伸会、株式会社ビリーブケアサポートの２者

が応募しております。１位は、社会福祉法人同伸会で、白銀南・鮫・南浜圏域を設置予定地とし、

39点の配点中、自己採点結果、審査結果とも37点となっております。２位は、株式会社ビリーブ

ケアサポートで、柏崎・吹上圏域を設置予定地とし、自己採点結果、審査結果とも27点となって

おります。二次審査対象法人欄にチェックがありますが、これは点数上、二次審査へ進むことが

できる法人を表しております。 

ここで、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の応募について、審議事項がございます。審議事

項は、No１の社会福祉法人同伸会が、平成25年度八戸市地域密着型サービス事業者募集要綱第10

条（3）エに該当するか否かについてとなっております。 

募集要綱第10条（3）エとは、天災や特段の事情がない限り、平成26年度末までに着工できな

かった法人は、平成29年度末までは応募できないという趣旨となっております。 

この要綱により、社会福祉法人同伸会は、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業者

として選定されましたが、現在は開発許可申請を行っており、工事には着工していない状況です。

しかしながら、工事の延長や設計変更については、利用者のサービス向上を図る等の特段の事情

があるということで、本委員会において承認を得ております。 

このような経緯から、事務局といたしましては、募集要綱第10条（3）エには該当しないと考

えておりますが、このことについて御審議をお願いいたします。 

坂本会長：ただいま、事務局から同伸会について説明があり、第10条（３）エに該当するかどう

かということで、この件については逐次この委員会で承認を得てきているという事情もあるとい

ことですが、改めてこの件について、皆さまから何か御質問等ありますでしょうか。

坂本会長：御質問等ないようですので、この審議事項につきましては、平成25年度八戸市地域密

着型サービス事業者募集要綱第10条（3）のエに該当しないものとして承認してよろしいでしょ

うか。 

委員：異議なし 

坂本会長：それでは、出席者総員の意見で募集要綱第10条（3）エには該当しないものとして取

り扱います。 

それでは、引き続き事務局の説明を受けることとします。 

事務局（下平主事）：御審議ありがとうございました。それでは、資料の説明に戻ります。２．

認知症対応型通所介護は、１事業者の募集に対し社会福祉法人道友会、社会福祉法人ファミリー

の２者が応募しております。このうち１位は、社会福祉法人道友会で、田面木・館・豊崎圏域を

設置予定地とし、51点の配点中、自己採点結果、審査結果とも43点となっております。２位は、

社会福祉法人ファミリーで、同じく田面木・館・豊崎圏域を設置予定地とし、自己採点結果、審

査結果とも41点となっております。 



 続いて、３．看護小規模多機能型居宅介護は、２事業者の募集に対し株式会社ゆとり、株式会

社ピュアハートの２者が応募しております。１位は、株式会社ゆとりで、下長・上長圏域に設置

されている既存の小規模多機能型居宅介護「まべちの風」に訪問看護ステーションを併設した移

行型で行う予定となっており、53点の配点中、自己採点結果、審査結果とも47点となっておりま

す。２位は、株式会社ピュアハートで、大館・東圏域を設置予定地とし、自己採点結果は46点、

審査結果は１点減点し、45点となっております。減点した理由は、後ほど御説明いたします。 

 続いて、２ページをお開きください。２ページ以降は、各サービスの審査結果の詳細となって

おります。 

 ２ページから４ページは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の審査結果となっておりまして、

表の見方ですが、左側の表が一次審査項目と評価基準及びそれぞれの配点となり、右側の表が一

次審査結果欄になります。この審査結果は、一次審査項目を抽出して作成しているため、審査項

目の番号が飛んでいる箇所がございます。例えば、３ページをお開きいただきたいのですが、３

設備計画の状況の審査項目のところに、①設備（建物）の状況とありますが、その下は③の項目

になっております。②、④の審査項目もあるのですが、二次審査項目であるため表記を省いてお

ります。 

 ４ページを御覧ください。８特別減算項目についてですが、現時点でお伺いいたします。委員

の皆さまに脅迫や威嚇、贈賄、名誉毀損等に該当する法人はございませんでしょうか。この項目

は選定を受けるまで有効ですので、万が一該当するような事実がございましたら、後日でも構い

ませんのでご報告いただければと思います。 

事務局では、現時点で特別減算項目に該当する事実は確認しておりませんが、今後の審査過程

においても評価基準に示されている事項が判明した場合は、評価点数の減点又は失格となります

ので審査結果欄は空欄としております。 

５ページをお開きください。５ページから７ページは、認知症対応型通所介護の審査結果とな

っております。 

続いて、８ページを御覧ください。８ページから10ページは、看護小規模多機能型居宅介護の

審査結果となっております。８ページの２設置場所の状況、「③土地の確保について」の「長期

的に安定した使用が可能か。」という審査項目についてですが、株式会社ピュアハートの設置場

所は法人代表者が所有している土地となっておりました。しかしながら、設置者である法人の所

有ではなかったため、法人が自己採点した２点から１点へ減点しております。なお、相当期間、

具体的には30年以上賃貸借できることが確実であることについては確認できましたので、１点の

評価基準に該当すると判断いたしました。 

ただいま御説明いたしました一次審査結果については、本委員会終了後に市のホームページへ

掲載いたします。以上で（1）第６期計画サービス基盤整備一次審査結果についての御説明を終



わります。 

坂本会長：ただ今、事務局から説明がありましたが、御質問等ございませんか。 

御質問等ないようですので、ただ今の議事について、了承したものとして取り扱うことにいた

します。 

次に、議事の（2）第６期計画サービス基盤整備二次審査について、事務局から説明をお願い

します。 

事務局（下平主事）：それでは（2）第６期計画サービス基盤整備二次審査についての１ページ

をお開き下さい。１ページ目は二次審査の概要となっております。二次審査は３つのサービスそ

れぞれ審査していただくことになりますが、審査方法や評価点の算出方法は３サービスとも共通

の方法で審査していただくことになります。 

まず審査方法ですが、応募者による二次審査項目に沿って作成した資料を基に実施される15分

間のプレゼンテーションを経て、審査員の皆さまには、その内容とその後の質疑応答により審査

項目ごとに採点していただきます。採点結果については、この後説明予定の別紙１として配布し

ております「平成2７年度八戸市地域密着型サービス事業者選定二次審査採点票」に記載してい

ただくことになります。 

そこで別紙１の採点票を御覧下さい。別紙１は審査員の皆様が実際審査していただく採点票で

す。今回は説明のために３つのサービスの採点票を御用意いたしました。１ページ目は定期巡

回・随時対応型訪問介護看護の採点票になります。審査は審査員の皆さまが採点しやすいように、

二次審査資料、プレゼンテーション共に審査項目ごとの順番で進めます。こちらの採点票でも審

査項目の番号が飛んでおりますが、これは、委員の皆様が審査いただく二次審査のところのみを

抽出したものです。実際の採点方法ですが、１番の設置希望者の状況の３番設置の理念で例えま

すと、こちらは設置の理念、運営についてどの程度熱意と主体性があるか、という審査項目に対

し、これを応募者が作成した資料やプレゼンテーションをお聞きになった上で理念、熱意が顕著

に認められる場合には基準点のところに記した３点を、認められるという場合には１点を、理

念・熱意が認められないという場合には０点を網掛けしている評価点欄のところに記入していた

だくことになります。なお、この基準点はあくまでも目安であり、実際に採点する際には、基準

点の範囲内、すなわち３点から０点の間で小数点第１位まで採点しても良いということになって

いることから、０．５刻みで目盛をつけております。こちらは採点する際の目安をつける場合や

メモ書き等に御活用いただきたいと思っております。 

審査員の皆様にはこれを１法人につき１枚、３つのサービスで考えると２次審査対象としてい

る６法人分を採点いただくことになります。採点の留意点としては、例えば1.3点やマイナスの

項目があるところについては、マイナス0.5点というような採点も基準点の範囲内であれば良い

ことになります。ただし、少数点第２位で採点された場合や基準点の範囲外で採点された場合は



その評価項目の採点は無効となります。当日審査用の採点票につきましては、サービスごとに右

上の網掛けのところに法人名を記載し、審査員氏名の記入欄を設けまして、二次審査資料ととも

にプレゼンテーションの１週間位前に郵送する予定ですのでよろしくお願いします。それでは、

二次審査概要の審査方法の説明に戻りたいと思います。 

審査員が二次審査に出席できない場合は、事前に配布する二次審査資料で審査可能であると審

査員が判断し、事前に採点した審査項目については、その審査員の評価点として算定いたします。 

次に評価点の算出方法になりますが、最高点と最低点をつけた審査員の評価点を除いて平均し

たものを各審査項目の評価点といたします。そしてその評価点の合計点数を最終的な二次審査評

価点といたします。今の説明については、配点３点の審査項目の評価点算出例を記載しておりま

すので御覧下さい。９名の委員がそれぞれ３点の基準点の範囲内でこのように採点したとします

と、先ず９名の中で最高点をつけたＡ委員の３点を除き、次に最低点をつけたＥ委員の１点を除

いた上で、他の７名の委員の採点を合計して平均点を算出します。この場合、平均しますと小数

点第２位を四捨五入した２.４点がこの審査項目における評価点となります。なお、米印の２つ

目ですが、仮に最高点又は最低点をつけた委員の方が複数いた場合でも、それぞれ１名分を除い

て平均点を算出することになります。そのため９名の委員で採点する場合には、常に７名の委員

の点数で平均点を算出することになります。 

次は審査員の皆様に審査していただく項目数ですが、御覧のとおりサービスによって違いがご

ざいます。審査項目詳細については、先ほど御覧いただいた別紙１採点票のとおりとなっており

ます。 

では２ページをお開き下さい。こちらは二次審査のスケジュールになりますが、最初に１法人

当たりの二次審査の時間配分を示しております。１法人15分以内という設定時間とし、この設定

時間を厳守していただきます。プレゼンテーションの順番につきましては、サービスごとに一次

審査結果点数の下位からといたします。 

次に質疑応答の時間ですが、10分程度ということでお願いしたいと考えております。冒頭に事

務局による、サービスごとの共通の質疑応答実施後に、審査員の皆様による質疑応答に入らせて

いただきたいと考えております。 

この質疑応答の10分というのは目安であり、当然審査員のヒアリング中に打ち切るということ

はいたしませんので遠慮せずヒアリングしてくださいますようお願いします。 

次に採点時間ですが、質疑応答終了後の５分間と、全てのプレゼンテーション終了後に設けて

おります。 

さて、（2）２次審査当日のスケジュールについてですが、来年１月27日水曜日に開催し、全部

で６法人の審査を予定しております。 

プレゼンテーション当日は13時に開会し、二次審査方法の説明を少し行った後に定期巡回・随



時対応型訪問介護看護の２法人、その後10分間の休憩を挟んで、認知症対応型通所介護の２法人

を行います。再び10分間の休憩を挟んで、最後に看護小規模多機能型居宅介護２法人を審査いた

だきたいと考えております。 

予定では16時45分閉会としておりますが、進行に遅れがあればこれより伸びることも予想され

ます。また、採点がお済みでない場合は閉会後であっても採点いただけるよう配慮いたします。

なお、採点票を御提出いただいた方からお帰りいただくことになります。以上までが二次審査の

大まかな説明になります。 

３ページを御覧ください。今後のスケジュールについてですが、応募法人に対する一次審査結

果通知後、二次審査対象法人には来年１月15日までに、二次審査資料の提出を求めます。提出さ

れた資料は事務局のほうで取りまとめ、ファイリングしてプレゼンテーション開催日の概ね１週

間前に採点票とともに審査員の皆様へお送りする予定です。資料と採点票はプレゼンテーション

当日にお持ちいただくことになりますが、資料等が届きましたら、一通り目を通していただき、

ある程度点数の目安をつけていただいた上でプレゼンテーションに臨んでいただくと、審査当日

の採点がスムーズにいくかと思います。お忙しいとは思いますが、御協力のほどよろしくお願い

いたします。採点票のほうは二次審査当日に全て回収いたしますが、正確性を期すため、集計作

業は１月から２月上旬にかけて行いまして、それぞれの設置候補者を選定したいと考えておりま

す。この選定結果につきましては、来年２月15日開催予定の介護・高齢福祉部会で御報告の上決

定したいと考えております。 

次に審査結果の公表についてですが、審査の公平性、透明性を図るため、２次審査の審査結果

につきましても市のホームページへ公表いたします。なお、採点いただく審査員名については、

Ａ委員、Ｂ委員、Ｃ委員と、特定できない形で公表いたします。 

次に、４ページをお開き下さい。４ページから７ページは、審査員の皆様がどのような観点で

審査したらよいかその目安とするため、審査項目ごとにその評価基準や解釈等についてまとめた

ものです。右側のほうには関連する条例等も記載しておりますのでプレゼンテーションの際のヒ

アリングや審査の目安として御活用いただければと思います。 

こちらの評価基準につきましても２次審査資料及び採点票と一緒に送付致しますのでよろし

くお願いします。 

以上で、（2）第６期計画サービス基盤整備二次審査についての説明を終わります。 

坂本会長：ただ今、事務局から説明がありましたが、何か御質問等ございませんか。山本委員。 

山本委員：確認したいのですが、定期巡回・随時対応型訪問介護看護と看護小規模多機能型居宅

介護ですが、２事業者の募集に対し、それぞれ２事業者の応募があるわけですが、選定のボーダ

ーラインの点数は何点ですか。 

坂本会長：下平さん。 



事務局（下平主事）：各サービスについて、一次・二次審査の評価点の合計点の半分の点数をボ

ーダーラインとしておりまして、定期巡回・随時対応型訪問介護看護につきましては47点、認知

症対応型通所介護につきましては52点、看護小規模多機能型居宅介護につきましては54点となっ

ておりますので、２事業者の応募のところに２者応募している場合でも、この最低基準点を上回

らなければ、選定外となります。 

坂本会長：舘花委員。 

舘花委員：いまのは、以上ですか。 

事務局（下平主事）：定期巡回・随時対応型訪問介護看護で言いますと、最低基準点は47点です

ので、48点以上でなければ選定とはならず、47点以下ですと選定外となります。よろしいでしょ

うか。 

舘花委員：はい 

坂本会長：他にございませんか。よろしいですか。それでは、１月27日が二次審査となっており

ますので、今日のように全員が出席していただければと思います。これは、部会長としてのお願

いでもあります。 

 透明性のためには全員参加していただければと思います。是非、来年のことですが、スケジュ

ールを空けていただいて、午後いっぱい掛かるわけですが、全員9名顔の見える中で行った方が

より良いのではないかと思います。これはお願いをしたいと思います。 

他に御質問等ないようですので、ただ今の議事について、了承したものとして取り扱うことと

いたします。 

次に議事の（3）第６期計画サービス基盤整備に係る第二次募集要綱（案）について、事務局

から説明を受けたいと思います。 

事務局（下平主事）：それでは、「（3）第６期計画のサービス基盤整備に係る第二次募集要綱案

について」の１ページをお開きください。 

今年度５月から９月にかけて開催した、介護・高齢福祉部会と地域密着型サービス運営委員会

において決定した募集要綱の骨子のとおり、来年度は認知症対応型共同生活介護、いわゆるグル

ープホームと地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、いわゆるミニ特養を募集し、それぞ

れ選定したいと考えております。 

まず、サービスごとの整備数等について御説明いたします。グループホームは、定員９人以下

を２事業所新設又は既存の１ユニット事業所を２ユニットに増設のどちらでも良いものとして

おります。ただし、既存のグループホームにおいて、２ユニットの事業所を３ユニットへ増設す

ることはできないこととしております。 

次にミニ特養についてですが、定員２９人以下の１事業所の新設、サテライト型での設置も可

とし、居室の定員は４人以下、短期入所生活介護１０床を併設することとしております。 



なお、応募については新規事業者参入に配慮して、各選定において１法人１サービスとしてお

りますが、今年度の第一次募集において選定されなかった法人は、第二次募集にも応募できるこ

ととしたいと考えております。 

２ページをお開きください。 

応募資格についてですが、グループホームにつきましては、法人格を有する者又は指定申請時

に法人格を有することが確実である者とします。 

ミニ特養については、今までは実績のある社会福祉法人から募集しておりましたが、新規事業

者の参入を促す観点から、社会福祉法人又は指定申請時において社会福祉法人格を有することが

確実な者としたいと考えております。この場合、社会福祉法人格が必要な理由は、特養を整備で

きる要件が社会福祉法人とされているからです。 

次に募集圏域については、いずれのサービスも全圏域で募集いたします。 

配点は一次審査50点、二次審査50点の100点としたいと考えております。 

一次審査・二次審査の方法は、今回の募集選定と同様といたします。二次審査対象者について

は、グループホームが評価点数上位１から４位まで、ミニ特養は上位１から３位までといたしま

す。最終的な設置候補者は、グループホームは、一次審査と二次審査の合計評価点数の最上位の

２者、ミニ特養は合計評価点数の最上位１者といたします。 

次に、３今後のスケジュールでございますが、来年４月の介護・高齢福祉部会で募集要綱を決

定する予定です。そのあと、来年５月中に開催予定の事業者選定説明会を経て、２種類のサービ

スの募集を開始いたします。来年８月から１0月にかけて審査を行い、来年11月で第二次募集分

の事業者の選定をいたします。 

３ページを御覧ください。審査票についてですが、第５期募集選定と第6期募集選定の審査項

目及び配点を基本として作成いたしまた。 

次に、別紙２「全サービス審査票配点基準」について御説明いたします。こちらは全サービス

の審査票の配点を一覧にまとめたものです。一次、二次審査ごとに配点しておりますが、配点欄

にハイフンがある項目は、「審査しない」項目となります。 

続いて、Ａ３版の別紙３をお開き下さい。審査票について、オレンジ色の部分は二次審査項目

となります。なお、審査票の右側にサービスごとに○が付いているところは採点する項目であり、

ハイフンが付いているところは審査しない項目となります。 

審査項目は、第一次募集時と変更点はございませんが、配点を調整し、100点満点としており

ます。例えば、「１設置希望者の状況」、「③設置の理念」、上段の設問の配点は、第一次募集では

３点としていたところ、２点に調整しております。 

今回もサービスごとの配点には差異は設けておりませんが、サービスごとに「審査する項目」、

「審査しない項目」がございます。３ページをご覧ください。 



「４職員の状況」「⑤職員の経験・専門性」において、グループホームでは「機能訓練指導員

の状況」、ミニ特養では「管理者の状況」を審査しない項目としております。審査しない項目と

した理由は、いずれのサービスにおいても市条例の人員基準には該当しない項目であったためで

す。 

それでは、（3）第６期計画のサービス基盤整備に係る第二次募集要綱案についての説明に戻り

ます。(3)の資料の４ページをお開きください。短期入所生活介護事業所の整備に関する方針に

ついて、御説明いたします。 

第６期計画において、短期入所生活介護10床を２事業所分整備する予定としております。短期

入所生活介護は県指定のサービスであり、事業者選定には適さないため、意向調査を実施し、整

備する事業者を決定したいと考えております。意向調査先は、既存の介護老人福祉施設である特

養と既存の単独型短期入所生活介護事業所とすることとします。新規の単独型短期入所生活介護

事業所や病院等との併設型短期入所生活介護においては、利用定員が20床以上である必要がある

ため、意向調査先から除外することします。また、短期入所生活介護の定員が少ない事業者に配

慮する観点から、短期入所生活介護の定員が20床未満である事業者を意向調査先としたいと考え

ております。 

事務局案で考えている意向調査先は、５ページを御覧ください。表の中で網かけしている事業

者に意向調査を実施したいと考えております。この表の太枠で囲んでいる箇所が、短期入所生活

介護の事業所ごとの定員となります。 

４ページに戻りまして、意向調査を実施し、整備したいという事業者が複数であった場合は、

圏域ごとの整備状況や短期入所生活介護事業所の定員数を考慮して決定したいと考えておりま

す。 

意向調査につきましては、来年１月から２月にかけて実施したいと考えております。調査期間

を２カ月間とした理由といたしましては、短期入所生活介護事業所の整備に関しての補助金はな

く、特養の整備において補助金を活用していた場合等は、その補助金の返還などが生じる可能性

があり、理事会等での協議に時間が必要であると考えたためです。 

以上で、「（３）第６期計画のサービス基盤整備に係る第二次募集要綱案について」の説明を終

わります。 

坂本会長：ただ今、事務局から説明がありましたが、御質問等ございますでしょうか。 

御質問等ないようですので、ただ今の議事について、了承したものとして取り扱うことにいた

します。 

最後に（４）地域密着型サービス事業所の指定更新について事務局から説明を受けたいと思い

ます。松井主事。 

事務局（松井主事）：介護保険課の松井と申します。(４)「地域密着型サービス事業所の指定更



新」について、御説明いたします。 

 １ページをお開きください。 

介護保険法上、事業所の指定は６年ごとの更新制となっております。これに伴いまして、平成

28年１月14日から１月29日までの間で、指定有効期間満了を迎える認知症対応型共同生活介護事

業所が３事業所ございます。 

事業所から提出されました書類を審査した結果、問題となる事項がございませんでしたので、

今後指定更新を行う予定です。説明は以上となります。 

坂本会長：ただいまの説明についてなにかご質問等ございますでしょうか。御質問等ないようで

すので、ただ今の議事を了承したものとして取り扱います。以上で、本日の議事は全て終了しま

した。事務局から説明がありましたとおり、次回は二次審査となりますので、よろしくお願いし

ます。 

 それでは、事務局から、連絡事項をお願いします。 

事務局（前田次長）：本日は、４つの議事について御審議いただきました。誠にありがとうござ

いました。 

それでは、次回の「地域密着型サービス運営委員会」の日程について、御連絡いたします。日

時は、来年１月27日水曜日午後１時00分から、場所は市庁本館３階第一委員会室を予定しており

ます。 

次回は応募法人からのプレゼンテーションを予定しておりますことから、会議開始時間をいつ

もより30分程早く、また会議終了予定時刻も午後４時45分頃となる予定ですので、御多忙のとこ

ろ誠に恐縮ですが、御出席の程、よろしくお願いいたします。時期が近づきましたら、文書で御

案内差し上げます。 

連絡事項は以上です。 

事務局（佐藤主幹）：それでは、これをもちまして、第４回地域密着型サービス運営委員会を閉

会いたします。本日は大変、ありがとうございました。 


