会

議

録（概要）

会議の名称

第１回佐渡市高齢者等福祉保健審議会

開催日時

平成 29 年４月７日 18 時 30 分～20 時 00 分

場所

佐渡市役所３階大会議室

⑴

議題

第６期事業計画にかかる施設整備の公募結果と評価基
準について
⑵ 応募者からの事業説明（プレゼンテーション）
⑶ 評価実施
⑷ 第３回及び第４回の議事録の公表内容確認について
⑸ 市外に所在する地域密着型サービス事業者の指定につ
いて

会議の公開・非公開
（非公開とした場合
は、その理由）

公開・非公開
委員：松山茂樹、橋本瑞江、坂野かつえ、金子義弘、井野端司、
小田隆晴、久文宏哲、石塚たつ子、菊池博美、磯野三男、

出席者

戸田憲子、村川辰雄
事務局：山本高齢福祉課長、吉川高齢福祉課長補佐、北見介護
保険係長、熊谷主任

会議資料

○ 事前配布資料
・ 資料№１ 評価項目及び審査基準について
・ 資料№２ 応募申請書
・ 資料№３ 第３回審議会議事録（概要）
・ 資料№４ 第４回審議会議事録（概要）
・ 資料№５ 市外に所在する地域密着型サービス事業者の指
定について
○ 当日配布資料
・

資料№６

佐渡市高齢者実態調査報告書（日常生活圏域ニ
ーズ調査）

傍聴人の数

なし

備考
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会議の概要（発言の要旨）
発言者
事務局

議題・発言・結果等
高齢者等福祉保健審議会を開催いたします。
はじめに事前にお送りしました資料も併せてご確認を御願いしま
す。
本日の次第が１枚、配布資料の一覧表、事前に配布して有ります資
料 No．１から５まで、あと今日配布しました資料 No．６が本日の資
料となります。お手元に無い方がいましたら挙手をお願いします。
それから、本日、事前に欠席の連絡がありませんが、大﨑委員、
渡邉委員について遅れての参加となると考えられます。
２番、会長挨拶を御願いします

A 委員

（あいさつ）

事務局

ありがとうございます。つづきまして、市長あいさつですが、市
長が他の用務により出席できませんので、市民福祉部長よりあいさ
つを申し上げます。

事務局

あいさつ

事務局

事務局紹介。４月から事務局の体制が新たになりましたので自己
紹介させて頂きます。
（事務局自己紹介）
３

議事

なお、議長につきましては、佐渡市高齢者等福祉保険審議会条例
第４条第３項の規定により会長が行うことになっておりますので、
以降の進行を A 委員よりお願いしたいと思います。それではよろし
くお願いします。
A 委員

それでは早速議事に移らせていただきます。
⑴

第６期事業計画にかかる施設整備の公募結果と評価基準につ

いて、事務局の方から説明をお願いします。
事務局

それでは、説明をさせていただきます。
資料１をご覧ください。
平成 28 年 12 月の審議会にて承認いただきました認知症対応型共
同生活介護と小規模多機能型居宅介護について、平成 29 年１月 10
日から平成 29 年２月 28 日までの期間で公募を行ったところ、１つ
の事業者から応募がありました。今回は事業者の評価をしていただ
きたくお集まりいただきました。事業者からの説明を聞く前に、配
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点をまず決めていただきたいと考えております。
評価については、項目が決められておりますが、配点が決められ
ていないため、応募者からの事業説明を受ける前に、各項目の配点
を決めていただくことが必要となります。
事務局としての案が資料１のとおりです。法人の継続性や、資金
面、人材確保面について重点におき、配点を大きくしたものとしま
した。各項目の点数を上限点として、良くないというところがあり
ましたら減点した点数をつけていただくという方式をお願いいたし
ます。
合計点は、100 点となります。委員の皆様の採点結果の平均点が
70 点以上の場合に選定することになります。
私からは以上になります。
A 委員

配点について、何かご質問ありましたら受けたまわります。
設置地域の項目とすると 10 番のところでしょうか。

事務局

項目としますと 10 番のところが該当します。

A 委員

特段、質問等ないため、配点について事務局案で決定しました。
続きまして、⑵

応募者からの事業説明（プレゼンテーション）

について、事務局よりお願いします。
事務局

事前に資料もお送りしており、目を通しておいていただいている
と思いますので、10 分から 15 分程度で事業者から説明いただき、
質疑に多くの時間を割く形で行います。それでは、応募者の方に入
って頂きまして、大まかな事業説明を行います。採点票についても、
今お配りします。
では、事業者の方よろしくお願いします。

(株)ビジュアルビ
ジョン

本日はよろしくお願いします。(株)ビジュアルビジョンと申しま
す。まず、弊社の基本理念基本方針は、良質なサービスの提供によ
り地域社会へ広くは人類への貢献を目指しており、地域社会で介護
を必要とする方に適切に介護サービスを提供することを使命として
います。創業以来、
「ご利用者様から心から満足して頂けるよう、介
護サービスを通じて地域が幸せになるサービスを提供します。」を基
本理念に 24 時間 365 日心より介護サービスを提供してきました。日
本こそが親を大切に家族で協力し親孝行をなし、最後まで家族で面
倒を見る。近所で支え合う。その心をもって利用者と向き合い、家
族のように接することが法人の基本理念です。
子どもの立場となれば、いつまでも親には自立をしていてほしい
と願うが、老いと認知症という状況にあっては、穏やかな心で接す
る事が家族だからこそ難しいという面があります。そこで弊社が、
介護者として、心と技術をもって利用者へ接することが可能です。
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家庭に近いグループホームという中で専門性を持ち、家族のように
利用者に寄り添い、ご家族へは適切なアドバイスをもって親孝行の
サポートをします。弊社は、2000 年介護制度の開始から介護事業を
行い、18 年目を迎えております。安定的長期的に良好な基盤を作っ
てきました。主な事業は、訪問介護及び居宅介護支援です。近年は、
サービス付き高齢者住宅、通所介護、定期巡回随時対応型訪問介護
看護、福祉用具貸与販売、介護資格の取得講座など積極的に多方面
を運営しており、介護に関するノウハウは獲得しています。
グループホームの運営は、昨年 10 月に仙台市、１月に上尾市、２
月に熱海市、３月に境港市で開設しています。またその他に 14 事業
の展開を考えています。
人材確保について、弊社は人材育成事業を行っている特徴があり
ます。採用と人材育成には強みを持っています。雇用したら辞める
ことなく雇用の定着になります。また、利用者が地域とのかかわり
を持って行けるよう、外出等を積極的に行い、地域の人にグループ
ホームを訪れてもらえるように勉強会などを企画していく考えもあ
ります。ターミナルケアを医療機関と家族の方と連携し実施してい
きます。
是非今回の提案を認めていただき佐渡の力となっていきたいと考
えています。よろしくお願いします。
事務局

事業者の説明が終わりました。続いて質疑応答に入ります。
何でも結構ですので、質問ありましたら挙手をお願いします。

B 委員

事業経歴をみると、これまで訪問介護・居宅介護支援を主に行っ
ているようですが、なぜグループホームへ事業展開をしようと考え
たのか。

(株)ビジュアルビ
ジョン

訪問介護では、利用者の方と 30 分から１時間程度のかかわりしか
できない事が多いことに対して、何とかしたいという思いがあった。
そこで、利用者の生活全般についての支援ができるものとしてグル
ープホームに応募をした次第です。

B 委員

ブロックマネージャーやトップチーフといわれるものは、どれく
らいの頻度で訪れることを考えているか。

(株)ビジュアルビ
ジョン
B 委員

１週間に１回は訪れます。また、４時間くらいかかりますが、突
発的な事についても駆けつけます。
ターミナルケアについての説明がありましたが、看護職員の配置
は考えていますか。

(株)ビジュアルビ
ジョン

看護職員の求人は出しますが、弊社の条件に合う方で応募があっ
たら、配置したいと考えています。また、応募がない場合は、訪問
看護への委託も考えている。
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B 委員

医療・介護関係の社会資源との連携は考えていますか。

(株)ビジュアルビ

応診医と協議をし、医療機関等との連携を考えていきます。

ジョン
B 委員

認知症日常生活自立度 M クラスでも受け入れをしていくか。

(株)ビジュアルビ

可能な限り受け入れたい。

ジョン
B 委員

受入出来ない方は、どういう方か。

(株)ビジュアルビ

医療行為が常時必要な方や、多入居者への加害行為、自傷行為が

ジョン

ある方などは受入が難しいと考えています。

B 委員

申請書の内容で相違点が１つあります。
成年後見制度について、親族が島外にいる方について当該制度を
使っている人も多くいますので、正しく認識してもらいたい。

A 委員

佐渡の医療介護の状況をどのくらい把握していますか。

(株)ビジュアルビ

グループホームの待機者も多いという状況は把握している。

ジョン
A 委員

認知症患者が放っておかれているから、応募してきたような状況
では困る。認知症患者はマイルドエンディングを希望していると考
えるが、ターミナルケアをするには医療が必要。

(株)ビジュアルビ
ジョン
A 委員

最後まで診ることについて、理念はあります。個別の状況として
できる限りのことを関係機関と協力して行っていきたい。
佐渡は、病院も介護現場でも看護師が不足している。是非島外か
ら佐渡市へ看護師を受け入れるようにしてください。

C 委員

自社の中で介護職員の離職率のデータがありますか。

(株)ビジュアルビ

データとしてはありません。

ジョン
C 委員

グループホームとなると、個々の責任の重さということが離職に
繋がると考えられるので、そのデータも蓄積されているといいかと
思います。

D 委員

今後、事業展開をしていくか。

(株)ビジュアルビ

今回の事業が認められれば、そこを１拠点として２つ目、３つ目

ジョン

と事業展開も考えている。

D 委員

佐渡を除く新潟県内では、事業展開を考えているか。

(株)ビジュアルビ

訪問介護や訪問看護で需要があれば展開をしていきたい。

ジョン
E 委員

会社には、佐渡出身者がいるのか。

(株)ビジュアルビ

何人か佐渡出身者がいます。

ジョン
E 委員

何故佐渡なのか疑問である。通常の流れとして考えられるのは、
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新潟での事業開設を経て佐渡へということなら納得がいく。
職員の確保はどうでしょうか。島内の確保実態としては難しいの
が現状である。９月から人材確保を行うことになっているが、集ま
らない場合は、島外から人材つれてくることも考えているか。
(株)ビジュアルビ
ジョン

９月から人材確保とは考えているが、元々介護職員が来るかもし
れない。今まで介護経験のないかたを新しい人材として発掘してい
きたいと考えている。

A 委員

定年は何歳までですか。

(株)ビジュアルビ

規定では 60 歳までです。その後再雇用制度はあります。自社では

ジョン
E 委員

84 歳で働いている者もいます。
今回は、佐渡の国仲地域という場所で提案されているが、地域資
源を考えると南部地域が介護資源が少ない状況があります。場所を
変える考えはありますか。

(株)ビジュアルビ

今回は、応募した地域での事業開始を考えています。

ジョン
B 委員

グループホームでの職員必要数は常勤換算でどれくらいですか。

(株)ビジュアルビ

１ユニット７名と計算しています。

ジョン
B 委員

万が一職員が足りないと言う場合は、島外から職員が来る形か。

(株)ビジュアルビ

その場合は、島外から来る形を考えています。

ジョン
B 委員

既に全国数か所でグループホームを展開しているが、全国グルー
プホーム協会への加入はしていないか。

(株)ビジュアルビ

今の所加入していないが、時期をみて加入したい。

ジョン
事務局

その他、質問がないようであれば、事業者からの説明は以上で終
了いたします。(株)ビジュアルビジョン様ありがとうございました。
ご退室ください。
（(株)ビジュアルビジョン退室）
それでは、⑶

評価実施にうつります。

お配りしてあります採点票に点数を記載してください。採点が終
わりましたら手を挙げていただければ、事務局が回収に参ります。
回収しましたら、事務局で点数の集計を行います。集計結果がでま
したら、会議中に結果を皆様に配布します。それではよろしくお願
いします。
A 委員

集計に時間がかかるため、議題を進めます。
⑷

第３回及び第４回の議事録の公表内容確認について

事務局より説明をお願いします。
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事務局

資料№３及び４をご用意ください。
こちらは、情報公開の一環として、佐渡市ホームページへ本審議
会の議事録を載せることになっております。そのため、ホームペー
ジ掲載前に、内容をご確認いただき、質問の主旨等について加除修
正が必要なところがございましたら、教えていただければ修正しま
す。修正がなければ、このまま議事録を掲載するようになります。
修正の意見は４月 28 日を期限としてご連絡いただければ結構で
す。以上です。

A 委員

それでは、次の⑸

市外に所在する地域密着型サービス事業者の

指定について
事務局より説明してください。
事務局

資料№５をご用意ください。
佐渡市民が、住所を変更せずに、一時的に息子や娘のところへ行
き、市外の地域密着型事業所を使いたい場合は、佐渡市がその市外
の事業所を指定する必要があります。
本来であれば、本審議会を開催して、指定して良いかどうか伺う
べきところですが、「地域密着型通所介護」が平成 28 年４月から始
まったこともありまして、本人からの要望が「明日から地域密着型
施設を使いたい」という状況が多くあります。
そうしますと、指定までの時間が短い場合も多いため、審議会の
開催が物理的に不可能なことから、事務局で指定をした後に、報告
という取扱いをさせていただきたいと考えております。
平成 28 年度については福岡と東京の事業所２つを指定しました。
以上で説明を終わります。

A 委員

この点について何か質問はありますか。
（質問なし）
では、事後で報告をもらうという形で承認します。

事務局

集計が終了しました。皆様の合計の平均が 77.38 点となっており
ます。

A 委員

佐渡市地域密着型サービス指定候補事業者選定実施要綱第３条の
規定により、合計点の平均が基準点以上であるため、
「選定する」に
決定しました。以上で本日の議題を全て終わります。

事務局

その他として事務局から２点あります。
１点目は、本日配布しました資料６をご覧ください。平成 28 年度
に第７期事業計画を策定する基礎資料として、介護予防部分のニー
ズ調査結果がでました。分析は、佐渡市全体と旧市町村ごとで過去
や全国データと比較しております。内容量が多いため、お時間のあ
る時に目を通して頂ければと思います。
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２点目は、次回の審議会日程についてです。日程が決まり次第通
知させて頂きます。
それでは以上をもちまして本日の会議を終了したいと思います。
円滑な進行にご協力いただきまして大変ありがとうございました。
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