
- 1 - 

平成 30年度 第２回八戸市健康福祉審議会 介護・高齢福祉専門分科会 会議録 

 

日時 平成 30年６月 22日（金）午後１時 30分 

場所 八戸市庁 別館２階 会議室Ｃ 

 

○出席者（12名） 

坂本専門分科会長、工藤副専門分科会長、小柳委員、若松委員、松川委員、山田委員、 

加賀委員、中谷委員、李澤委員、古戸委員、慶長委員、中村委員 

○欠席委員（５名） 

深川委員、浮木委員、蒔田委員、小泉委員、高渕委員 

○事務局（11名） 

佐々木健康部長 

山道福祉部次長兼障がい福祉課長、保坂健康部次長兼国保年金課長 

[高齢福祉課] 中里高齢福祉課長、山村地域包括支援センター所長、松浦副参事 

[介護保険課] 夏坂介護保険課長、佐藤副参事、鈴木主幹、小檜山主査、 

下平主査兼介護支援専門員 

 

司会：ただいまから、平成 30年度第２回介護・高齢福祉専門分科会を開会いたします。本日の出

席委員は 12名で、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。 

それでは、専門分科会長に御挨拶をお願いいたします。また、八戸市健康福祉審議会規則第

５条第 11項の規定により、引き続き、議長として議事の進行もよろしくお願いいたします。 

専門分科会長：それでは、会議に先立ちまして、一言御挨拶申し上げます。 

委員の皆様方におかれましては、お忙しい中、御出席いただきまして誠にありがとうござい

ます。 

さて、本日は、第７期八戸市高齢者福祉計画に基づく地域密着型サービス基盤整備及び運営

事業者募集要項案について、委員の皆様に御審議いただきます。 

御承知のとおり、本年２月に策定した第７期八戸市高齢者福祉計画に基づき、今後は募集要

項を定めて事業者を選定していくことになります。 

つきましては、募集するサービスの種類や応募資格など、募集要項案について事務局より説

明を受け、委員の皆様に忌憚のない御意見を賜りたいと考えておりますので、どうぞよろしく

お願い申し上げます。 

議長：それでは、議事に入ります。最初に、(1)の第７期八戸市高齢者福祉計画に基づく地域密着

型サービス基盤整備及び運営事業者募集要項案について、事務局から説明願います。 

事務局：それでは、第７期八戸市高齢者福祉計画に基づく地域密着型サービス基盤整備及び運営

事業者募集要項案について御説明いたします。資料は１－１及び１－２となります。 

始めに、資料１－１の１ページをお開きください。１ページには平成 30年２月に策定しまし

た第７期八戸市高齢者福祉計画において、計画期間中に整備することとした地域密着型サービ
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スの募集内容を５つに分けて記載しております。 

まず、募集１の看護小規模多機能型居宅介護ですが、募集数は登録定員 29名を２事業所、事

業開始は 2019年度、整備区分は新規開設又は既存の訪問看護事業所からの移行による整備は可

とし、既存の小規模多機能型居宅介護からの移行は認めないこととします。募集圏域は市内 12

圏域の全てとします。 

次に募集２と３の認知症対応型共同生活介護、いわゆるグループホームですが、整備するユ

ニットの数により２つに分けて、市内の全圏域で募集します。このユニットとは、利用者が共

同で生活を送る住居のことで、１つのユニットの定員は最大９名までと決められております。 

まず、募集２の９床１ユニットについてですが、募集数は１事業所、事業開始を 2019年度前

半とし、新設又は既存１ユニットの事業所のみ増床を可として募集します。 

次に募集３の 18 床２ユニットについては、募集数が１事業所、事業開始を 2019 年度後半と

し、既存の事業所の増床は認めず新設のみで募集します。 

募集４の定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、夜間対応型訪問介護を併設することとし、

募集数は１事業所、事業開始は 2019年度で、整備区分は定期巡回・随時対応型訪問介護に看護

職員を配置、若しくは訪問看護事業所を併設することにより一体的にサービスを提供する一体

型又は地域の訪問看護事業所と連携してサービスを提供する連携型とし、募集圏域は、現在、

市内で同サービスを提供している事業所が２か所所在しているため、所在していない 10圏域で

募集します。 

最後に、募集５の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、いわゆる地域密着型特別養

護老人ホームですが、募集数が 29 床を２施設で、29 床とは別に短期入所生活介護をそれぞれ

10 床併設することとし、事業開始は 2020 年度で、整備区分は新設、本体である特別養護老人

ホームと密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営するサテライト型を可としま

す。募集圏域は、市内の全圏域とします。 

なお、募集１から５の全てで、事業者を選考する際の評価基準において、開設予定地の日常

生活圏域ごとに配点に差を設けておりますが、詳細は資料１－２で御説明いたします。 

２ページをお開きください。２ページは応募要件となり、表の左側が応募に関する項目、右

側は項目ごとの要件となります。 

まず、介護保険サービスの指定申請・設置の資格についてですが、看護小規模多機能型居宅

介護は法人又は病床を有する診療所を開設しているもの、グループホーム及び定期巡回・随時

対応型訪問介護看護は法人であること、地域密着型特別養護老人ホームは社会福祉法人である

ことと、法律又は条例においてそれぞれ定められています。 

次に、地域密着型サービスの指定についてですが、地域密着型サービス事業者については介

護保険法第 78 条の２第４項、地域密着型介護予防サービス事業者については第 115 条の 12 第

２項において、それぞれ当該規定に該当する場合は指定してはならないものとされています。 

次に指定取消処分についてですが、介護保険法における指定取消等の処分を受けたことがあ

る場合は、応募できないこととします。 

次の税金等の滞納についてですが、応募する法人及び代表者が、直近２年間に、法人税、消

費税及び地方消費税の国税、法人県民税及び法人事業税の県税、法人市民税や固定資産税等の
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市町村税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料に滞納がないこととします。 

次の指名停止については、平成 28年度以降に八戸市の競争入札参加資格の指名停止措置を受

けていないこと、その次の破産については、会社更生法及び民事再生法の手続をしていないこ

とを要件とします。 

次の暴力団関係については、応募する法人、代表者及び法人の役員が、暴力団又は暴力団員

である場合や、それらに対して資金等を供給するなど維持、運営に協力していると認められる

ものは、応募できないこととします。 

次の人員、設備及び運営に関する基準については、市の条例に定める基準等を満たす計画で

あること、最後の開設予定地及び建物については、それぞれ各種法令に適合しているか市の担

当部署や八戸消防本部に事前確認することを要件とします。 

なお、これらの要件を満たしていない場合は失格とします。 

３ページを御覧ください。３ページから４ページは、応募の受付期間等についての説明とな

ります。 

１の応募の受付期間は、募集１から３の看護小規模多機能型居宅介護及びグループホームは、

平成 30年７月 10日から９月 19日まで、募集４から５の定期巡回・随時対応型訪問介護看護と

地域密着型特別養護老人ホームは、平成 30 年７月 10 日から 11 月 14 日までとしています。ま

た、応募方法については、サービス種別ごとに応募する事業者の職員等が持参することとして

います。 

２の募集要項に関する質問は、11ページの質問票により、平成 30年７月 27日までファック

ス又はメールで随時受け付けます。回答については、資料では、８月６日以降に市のホームペ

ージで回答することと記載しておりますが、随時回答することとして募集要項を修正いたしま

す。この修正に伴いまして、６ページの中段、スケジュールの表の上から５行目の質問への回

答、11ページの別紙１質問票の下から２行目につきましても修正いたします。 

３ページに戻りまして、３の応募書類は、12 ページから 13 ページの応募書類一覧のとおり

となり、４ページにまいりまして提出部数は、選考員用７部と市介護保険課用３部の合計 10部

としています。 

５の作成上の注意は、応募書類の作成に当たり注意していただきたい事項を記載しておりま

す。 

５ページを御覧ください。５ページは事業者の選考における審査及び選定方法について記載

しております。 

審査は、書類による一次審査を介護保険課で行い、プレゼンテーション・ヒアリングによる

二次審査を選考会で行います。なお、選考会は、介護・高齢福祉専門分科会長、学識経験者、

保健医療・福祉関係者、被保険者及び市職員の７名以内での構成を予定しており、応募者の役

職員又はその三親等以内の者は、選考員になることができないものとします。 

審査における配点及び評価基準は、14ページの別紙３の評価基準のとおりとなりますが、詳

細は後ほど御説明いたします。 

一次審査の各評価項目における評価点数の合計は、募集１から３の看護小規模多機能型居宅

介護とグループホーム、募集５の地域密着型特別養護老人ホームがそれぞれ 21点、募集４の定
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期巡回・随時対応型訪問介護看護が 18点とし、それぞれ上位の者から最大で募集数に２事業者

を追加した数を二次審査の対象とします。一次審査において、評価点数の合計が同じ応募者が

２者以上あるときは、評価基準における「設置圏域」の評価点数が高い応募者を上位とします。 

ただし、表の一次審査項目にあります最低基準点を下回る場合は、二次審査の対象者としな

いこととします。 

一次審査終了後、審査結果を応募者に通知しますが、その際、二次審査の対象者へは、二次

審査の日時についてお知らせいたします。 

次に、二次審査についてですが、各評価項目における評価点数の合計は全ての募集内容とも

89点となり、選考会における選考員の各評価項目の点数のうち、最高点数と最低点数を除いた

平均を評価点数とします。 

一次審査と二次審査の各評価項目の評価点数を合計し、合計評価点数が高い順に募集数に応

じて事業者を選定します。 

合計評価点数が同じ応募者が２者以上あり募集数を超えるときは、二次審査の評価点数の合

計が高い応募者を上位として事業者に選定しますが、二次審査の評価点数の合計も同じ場合は、

くじ引きにより事業者を選定します。 

ただし、合計評価点数が評価基準における配点の合計の６割に満たない場合は、事業者とし

て選定はしません。 

６ページをお開きください。表は、平成 30年７月９日開催の募集説明会から建築工事着工ま

でのスケジュールを表したものとなります。表には記載しておりませんが、二次審査終了後、

募集１から３の看護小規模多機能型居宅介護とグループホームについて、平成 30年 12月 17日

開催予定の第３回介護・高齢福祉専門分科会において選考結果を報告し、募集４から５の定期

巡回・随時対応型訪問介護看護と地域密着型特別養護老人ホームは、平成 31 年２月 15 日開催

予定の第４回介護・高齢福祉専門分科会で選考結果を報告いたします。 

７ページを御覧ください。７ページから８ページ上段は、開設予定地又は既存の建物の用途

変更について、各種法令・規制等の適合に関して担当部署への事前相談を掲載したものとなり

ます。 

８ページ中段は、施設整備等に対する補助制度を掲載したものですが、今年度及び来年度の

県補助金の詳細が示されていないため、参考として平成 29年度の補助単価を掲載しております。 

９ページを御覧ください。まず、禁止事項についてですが、記載してある４つの事項のいず

れかに該当した場合は、審査前、事業者選定後を問わず失格とします。 

次に、応募に当たっての留意点について、主な内容を御説明いたします。 

(1)は、介護保険法等の関係法令のほかに各種基準や通知を参照し応募していただきます。 

(2)は、事業開始時期について、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、変更する場

合があります。 

(3)は、応募内容を確認するため、必要に応じて調査を行います。 

(6)は、選定した事業者が辞退した場合、当該サービス種別の次位の応募者と協議し繰上げて

選定する場合があります。 

(7)は、 選定後に事業計画を変更する場合、選定を取り消す場合があります。 
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次に、10 ページから 13 ページですが、10 ページは日常生活圏域について、各圏域ごとに対

応する町内名を表しており、11 ページの別紙１は募集要項に関する質問票、12 ページから 13

ページには別紙２として応募書類一覧を掲載しております。 

14 ページをお開きください。ここから 18 ページまでは別紙３として審査における評価基準

となります。網掛けをしていない部分は介護保険課において審査する一次審査該当部分、網掛

けの部分は選考会において審査する二次審査該当部分となります。 

まず、評価基準の１つ目は応募者の状況についてです。中項目として３つに分けており、１

つ目は法人の信頼性として、役員に市町村税及び保険料の滞納がないか、既に運営している事

業所の運営状況が良好か、開設予定地の地域住民に説明がなされているか、２つ目は法人の状

況について、市内に本社・本部等が所在しているか、質の高い介護人材の確保・育成や介護サ

ービスの提供を目的とした、青森県介護サービス事業所認証評価制度への取組状況について、

それぞれの右側に記載してある評価基準に基づき評価点数を付すものです。 

３つ目の事業運営の方針は、設置の理念、事業運営の方針について、右側に記載している内

容を評価するポイントとし、選考員が包括的に評価点数を付すものとなります。 

表の右下にあります小計は、大項目における一次審査及び二次審査の配点の小計になり、一

次審査が 10点、二次審査においても 10点としております。 

15ページを御覧ください。15ページは大項目の２つ目として、整備計画についての評価基準

となります。中項目の１つ目の設置圏域における配点については、後ほど資料１－２で御説明

いたします。２つ目は、利用者等へ配慮した施設の整備方針となっているか、３つ目は資金計

画として施設建設時の資金計画と事業開始後の収支見込みについて評価します。２つ目の大項

目における配点は、一次審査が５点、二次審査が 12点となります。 

16ページをお開きください。16ページは大項目の３つ目として職員の状況を評価する項目と

なり、中項目の１つ目は、職員の配置について確保策、勤務形態及び定着するための支援につ

いて評価し、２つ目は賃金改善に対する取組、３つ目は経験・専門性のある職員の確保策及び

研修計画について評価するものです。この大項目における配点は、一次審査が４点、二次審査

が 17点となります。 

17ページを御覧ください。17ページの上段は大項目の４つ目の利用者計画となり、中項目の

１つ目は協力医療機関・協力歯科医療機関との連携となります。２つ目は利用者への処遇につ

いてですが、アセスメント、ケアプランの作成やサービス提供後のモニタリング等の方針、認

知症ケアや重度者の受け入れ体制などを評価のポイントとしており、事故防止対策としては、

介護事故への対応やリスクマネジメントに対する取組、感染症などへの対応を評価のポイント

としております。３つ目は、虐待防止対策や身体的拘束の適正化についての取組について、４

つ目は利用者等からの要望・苦情に関する措置について評価することとしています。配点は、

一次審査が２点、二次審査が 30 点の合計 32 点となり、評価基準全体における配点の約３割を

占めております。 

17ページ下段は大項目の５つ目で、家族・地域との交流や連携、地域包括ケアシステムへの

取組についての評価項目となり、配点は二次審査における 10点となります。 

18ページをお開きください。上段は大項目の６つ目として災害対策についての評価項目とな
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り、配点は二次審査における５点となります。 

下段は、応募内容全体における評価として、プレゼンテーションの内容や評価基準以外の取

組などを総合的に評価する項目となり、配点は二次審査の５点となります。 

以上が、事業者選定における審査の評価基準となりますが、募集１から３の看護小規模多機

能型居宅介護とグループホーム、募集５の地域密着型特別養護老人ホームは一次審査が 21 点、

二次審査が 89点、配点の合計が 110点、募集４の定期巡回・随時対応型訪問介護看護は一次審

査が 18点、二次審査が 89点で、配点の合計が 107点となります。 

19ページからは、今回の資料には掲載しておりませんが、12ページの応募書類一覧で示して

いる所定の様式を掲載いたします。様式掲載後の募集要項は、後日、市のホームページに公開

し、７月９日開催の募集説明会で参加事業者に説明する予定でございます。 

続きまして、資料１－２、開設予定地における日常生活圏域ごとの配点資料を御覧ください。

こちらの資料は、圏域ごとの要介護・要支援認定者数と事業所の開設状況に応じて、資料１－

１、15ページの評価基準における配点を算出したものとなります。 

なお、認定者数は平成 30年１月末現在の人数から、地域密着型を含む特別養護老人ホームと

グループホーム利用者を除いた人数を使用しており、事業所数及び定員数については、６月現

在の状況に、現在整備中の地域密着型特別養護老人ホーム 29床と第７期計画期間中に定員増と

なるグループホーム３床分を加味した数値を使用しております。 

始めに、募集１の看護小規模多機能型居宅介護ですが、サービスを利用できる方は要介護認

定者のみとなるため、要介護のみの認定者数Ａと、看護小規模多機能型居宅介護及び小規模多

機能型居宅介護の事業所数Ｂを基に、事業所数に対する認定者数Ｃを算出し、その算出した認

定者数Ｃに応じて配点しております。認定者数が 200 人以上 300 人未満で１点を配点し、100

人増えるごとに１点ずつ加算しています。 

次に、募集２から３のグループホームについてですが、こちらは要支援２以上の方がサービ

スを利用することができるため、要支援２以上の認定者数Ａと定員数Ｂを基に、認定者数 100

人当たりの定員数Ｃを算出し、整備の進んでいない圏域に重点的に配点することとしました。

認定者数 100人当たりの定員数Ｃが 10床以上で１点を配点し、2.5床減るごとに１点ずつ加算

しています。 

裏面にまいりまして、募集４の定期巡回・随時対応型訪問介護看護ですが、サービスを利用

できる方は要介護認定者のみとなるため、要介護のみの認定者数Ａが多い圏域に重点的に配点

しております。認定者数が 400 人未満の場合１点とし、200 人増えるごとに１点を加算してい

ますが、現在事業所が所在している柏崎・吹上圏域と白銀南・鮫・南浜圏域に隣接している場

合は１点を減点しております。 

最後に募集５の地域密着型特別養護老人ホームですが、サービス利用者は、原則、要介護３

以上となるため、要介護３以上の認定者数Ａを使用し、グループホームと同様の方法により認

定者数 100 人当たりの定員数Ｃを算出し、整備の進んでいない圏域を重点的に配点しておりま

す。 

以上で、第７期八戸市高齢者福祉計画に基づく地域密着型サービス基盤整備及び運営事業者

募集要項案についての説明を終わります。 
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議長：ただいま、事務局から説明がありましたが、委員の皆様から御質問、御意見等をいただき

たいと思います。何か、御質問等はございませんか。 

Ａ委員：募集要綱案の２ページ、応募の要件の指定取消処分の項目ですが、要件欄に取消し等の

処分とありますが、取消以外で対象となる処分は、どのようなものを考えているか教えていた

だけますか。 

事務局：指定取消し以外の処分としては、指定の効力の全部停止や一部停止の処分を考えており

ます。 

Ａ委員： その辺の処分も、応募要件を満たさない処分の対象となるということでいいのですね。 

事務局：はい。 

Ａ委員：分かりました。ありがとうございます。 

議長：ほかに御質問等はございませんか。 

委員：なし 

議長：御意見等ないようですので、ただいま説明のあった事務局案をもって事業者選定を実施す

ることといたします。よろしいでしょうか。 

委員：はい。 

議長：それでは、そのように進めさせていただきます。 

次に、(2)の地域密着型サービス事業所の指定等について、事務局から報告願います。 

事務局：それでは、(2)の地域密着型サービス事業所の指定等について御説明いたします。 

介護保険法第 78条の２第７項において、地域密着型サービス事業所の指定について、被保険

者その他の関係者へ報告すること等が規定されておりますので御報告いたします。なお、表は

左側からサービス種類、法人名、事業所名、指定日の順に記載しており、指定日順に御説明い

たします。 

まず、認知症の診断を受けた方に９名以下の共同生活住居においてサービスを提供する認知

症対応型共同生活介護、いわゆるグループホームの指定になりますが、法人は医療法人メディ

カルフロンティア、事業所名はグループホームほおずき、指定日は平成 29 年 10 月１日となり

ます。グループホームほおずきは、有限会社ほおずきが運営しておりましたが、医療法人メデ

ィカルフロンティアへの事業譲渡による新規指定となります。 

次に、夜間の定期的な訪問及び随時の訪問介護のサービスを提供する夜間対応型訪問介護で

すが、社会福祉法人同伸会、瑞光園ホームヘルパーステーション、指定日は平成 30年４月１日

となります。 

次に、18名以下のデイサービスとなります地域密着型通所介護ですが、合同会社サンパーク、

サンパークファイト、指定日は平成 30年５月１日となります。 

次に、グループホームの居間などにおいて、認知症の診断を受けた方が利用できるデイサー

ビスである共用型認知症対応型通所介護ですが、医療法人すみれ会、共用型デイサービスすみ

れ、指定日は平成 30年６月１日となります。 

次に、サービス種類はグループホーム、有限会社ゆき、グループホーム大地、指定日は平成

30年６月１日となります。 

次の地域密着型通所介護及びグループホームの指定ですが、特定非営利活動法人ゆったり八
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戸が運営していた事業を有限会社サンライズへ譲渡することによる指定となります。それぞれ、

デイサービスセンター下長、グループホーム南部山さきおりの家、指定日はいずれも平成 30年

７月１日を予定しております。 

続きまして、廃止した事業所となりますが、こちらの表は、左側からサービス種類、法人名、

事業所名、廃止日の順に記載しております。 

まず、グループホームほおずき、デイサービスセンター下長、グループホーム南部山さきお

りの家については、事業譲渡による廃止となります。 

次に表の上から３行目、株式会社第一ホームが運営していたレッツ倶楽部八戸石堂は、平成

29 年 11 月 30 日に廃止となっております。これは、地域密着型通所介護の事業所が定員を 19

名以上に増員する際には、廃止届を提出後、19名以上の通所介護の指定が必要となり、レッツ

倶楽部八戸石堂は、廃止後移転し、定員 20名のレッツ倶楽部八戸田向として、事業を継続して

おります。 

(2)の地域密着型サービス事業所の指定等についての説明は以上となります。 

議長：ただいまの報告について、御質問、御意見等はございませんか。 

委員：なし 

議長：御質問等ないようですので、(2)について終わります。 

以上で、本日の議事は全て終了いたしました。事務局より、連絡事項をお願いします。 

事務局：専門分科会長、委員の皆様、御審議ありがとうございました。 

連絡事項になりますが、次回、第３回介護・高齢福祉専門分科会は、12 月 17 日、月曜日、

午後１時 30分から、本日と同じ、別館２階会議室Ｃを予定しております。後日、文書で御案内

差し上げますので、よろしくお願いいたします。 

以上で、連絡事項を終わります。 

司会：これをもちまして、平成 30年度第２回介護・高齢福祉専門分科会を閉会いたします。本日

は、誠にありがとうございました。 


