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西宮市高齢者・障害者福祉施設及び保健医療施設指定候補者選定委員会 

議事録（要約） 

（令和４年度 第１回） 

□開催日時 

令和４年６月１６日（木） 9時57分～10時53分まで 

□開催場所 

 西宮市役所 第二庁舎６階 Ｂ６０１会議室 

□出席委員 

 ・増田 和高（武庫川女子大学 文学部 心理・社会福祉学科 准教授） 

 ・宮田さおり（園田学園女子大学 人間健康学部 人間看護学科 准教授） 

 ・今川 良子（近畿税理士会 西宮支部 税理士） 

 ・島  正之（兵庫医科大学 公衆衛生学講座 主任教授） 

□傍聴者 

 なし 

□会議次第 

 （１）はじめに 

  ①開会のあいさつ 

  ②委員の紹介 

  ③委嘱状の交付 

 （２）議事 

  ①委員長、副委員長の選出及び諮問書の交付について 

  ②会議の公開・非公開について 

  ③高齢者福祉施設等の指定候補者を選定するに当たっての審査基準及び評価方法

について 
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〔午前9時57分 開会〕 

○事務局 ～あいさつ、委員紹介、委嘱状交付、委員長・副委員長の選出、諮問書の

交付～ 

○事務局 それでは、指定候補者選定委員会運営要綱に従い、ここからは会の進行を 

委員長にお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長 では、皆様方、議事進行次第（２）をご確認いただきたいと思います。 

     本委員会の公開・非公開について、まずは事務局よりご説明いただけます

でしょうか。 

○事務局 ～資料に沿って説明～ 

○委員長 それでは、委員の皆様方にお諮りしたいと思います。 

     本委員会の公開・非公開につきまして、少し変則的ではありますが、内部

情報等を勘案するような委員会につきましては非公開、そうでない限りは

オープンでという形のご説明をいただいたと思いますが、委員の皆様、異

議、ご質問等ございませんでしょうか。 

〔発言者なし〕 

○委員長 異議、ご質問ございませんので、それでは委員会をもちまして、先ほど説

明いただいた内容で、決定とさせていただきたいと思います。 

 それでは続きまして、高齢者福祉施設等の指定候補者を選定するに当た

っての審査基準及び評価方法についてということで、本日のメインとな

ります審議事項に移らせていただきたいと思います。 

     まず、評価方法うんぬんというお話の前に、事務局より今回選定の対象と

なっております施設につきまして、概要をまずは説明お願いいたします。 

○事務局 ～資料に沿って説明～ 

○委員長 それではまず、鳴尾老人福祉センターにつきまして、今の説明を受けて、

何か委員のほうでご質問等はございますでしょうか。 

〔発言者なし〕 

○委員長 私から一点なんですが、現状指定管理を受けてくださっているＮＰＯ法人

様の運営の中で、何か特段気になった点であったりだとか、評価はすごく

肯定的な評価を書いていただいているんですけれども、トラブル等はなか

ったでしょうか。できれば引き継ぎたいなというところがあるんですけれ

ども。 

○事務局 法人の活動内容につきまして、１ページに団体の主な実施事業等を書いて

いますが、主にこの鳴尾地区で、共生型の地域交流拠点、集い場など、そ

ういった地域活動を展開していただいております。非常に、地域福祉に熱

心にご協力いただいておりまして、高い評価をさせていただいております。 

     以上でございます。 

○委員長 このコロナ禍という状況でも、しっかり地域に根付いた活動を続けてくだ

さったのはすごくありがたいなというところと、こうした取組、大学生と



－3－ 

か中学生とも交流されていらっしゃるようなので、そういったところの取

組なんかも、ぜひ次回以降の指定先とも調整していただきながら事業展開

してほしいなと思っている次第でした。 

     ほか、委員の皆様方からご意見、ご質問等ございませんでしたでしょうか。 

〔発言者なし〕 

○委員長 特にご質問等ございませんので、次に移らせていただいてよろしいでしょ

うか。それでは次の、北口保健福祉センター検診施設のご説明、事務局よ

り、どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局 ～資料に沿って説明～ 

○委員長 ただいま事務局より北口保健福祉センター検診施設についてのご説明を受 

けましたが、今の説明を受けまして、何か委員のほうでご質問、ご異議 

等ございますでしょうか。 

〔発言者なし〕 

○委員長 では、特段のご意見等はございませんので、ただいまの説明を受けて特に

質問なしということで、次の内容に移らせていただきたいと思います。 

     今、当該施設２施設についてのご説明をいただいたわけですが、こうした

施設につきまして、実際に評価を行うに当たっての審査基準並びに評価方

法についてご審議をさせていただきたいと思います。 

     それでは、まず評価方法・審査基準につきまして、事務局よりご説明をよ

ろしくお願いいたします。 

○事務局 ～資料に沿って説明～ 

○委員長 それでは、委員の皆様方より、ただいまの説明を受けて何かご意見、ご意

向等ありましたら何なりご意見を伺いたいと思っておりますがいかがでし

ょうか。 

     現状、原案につきましては、複数候補が挙がってきた場合は案３を、一つ

のケースだと案１か案２、どちらかを使用するというお話でしたが、皆様

方のほうでご意見をいただきたいなと思っている次第でございますが、 

●●委員、いかがでしょうか。 

○委 員 今、ご提案いただきましたとおり、複数の応募があった場合はきちんと評

価して、どちらが優れているかということを見なきゃいけないので案３で

よろしいかと思いますが、単一の施設の場合は案１か案２、案２も各項目

について５段階評価をどういうふうにするのか、その基準も考えなければ

いけませんけども、できれば私は案１として、それぞれの中で特記事項と

して優れた点、あるいは改善してほしい点などを記載するのがいいのでは

ないかと思います。 

○委員長 貴重なご意見、どうもありがとうございました。 

     それでは、●●委員いかがでしょうか。 

○委 員 今、●●委員からご意見がありましたように、私も一つの施設ということ
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であれば、その施設がいかに今後いい運営をしていくかというところに着

目して、案１のところで特記事項を丁寧に書いていけたらいいかなと思っ

ております。以上です。 

○委員長 ありがとうございました。●●委員、何かご意見等ございますでしょうか。 

○委 員 複数の団体の応募があった場合に案３でいったらいいんじゃないかという

ご意見だったんですけれども、１－５の類似事業及び行事の運営実績につ

いてが基準点掛ける２になっているので、新しい新規で参入してこようと

するところは運営実績がないところが多いと思うんです。全国的にやって

いて、ほかの地域でやっているというところがあれば別なんですが、ここ

の鳴尾の場合は、地域に根差したところの方にやっていただくのがベスト

だと思いますので、そう考えると、運営実績を基準掛ける２にしてしまう

と、新規の参入が物すごく難しいと思うんです、ここがもう２点とかにな

ってしまうので。なので、多数の応募者があったとしてもバシッと点数化

していくんじゃなくて、案２ぐらいでもいいんじゃないかなと私的には思

いました。以上です。 

○委員長 今、●●委員よりもご質問ありましたが、１－５の運営実績についての重

みづけ、基本的に今回、案３の重みづけにつきましては、収支計画等々、

お金のところが大きく重みづけされているという傾向があるんですが、運

営実績につきましての掛ける２の重みづけにつきましては、何かご説明追

加があれば、事務局より、まずお願いしたいと思います。 

○事務局 ご説明させていただきます。 

     この重みづけですけれども、事務局としましては、事業の継続性というの

が重要ということで考えておりまして、資金計画・収支計画につきまして

は、事業の継続性を判断する上で最も重要な項目というふうに考えて掛け

る４というような形でさせていただいています。 

     また、１番の団体の概要・財務状況等についてのうち、団体の財務状況に

ついてですとか、今お話ありました運営実績などにつきましては掛ける２

ということで、こちらも継続性を考える上で実績財務状況というのは非常

に重要な判断材料となると考えておりますので、高い比重とさせていただ

いております。 

     ただ、大項目ごとに比較しますと、それらの項目が、特に配点が偏ってい

るという形にはなっていないと考えております。 

○委員長 確かに、実際の指定の実績を拝見すると、運営実績があるところはもちろ

ん信頼性が高いかなというところはあるんですが、新規の参入というとこ

ろに関しては、その新規性がなかなかこの運営実績のところでは反映され

なくて、その新規性のところを反映する項目もほかに見るものがないとい

うところなので、競合してしまうというお話もいただいておりました。 

     これ、ちなみに１－５の基準掛ける２を、重みづけしないというのも別に
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案としてはよろしいですかね。 

○事務局 ご審議の結果、そういうふうに配分するということであれば大丈夫です。 

○委員長 ありがとうございました。 

     いかがでしょう、委員の皆様方。この掛ける２の重みづけ。そもそもの議

論の論点がまたちょっと違ったんですが、●●委員からは、そういう意味

では点数でバッチリ決めるのではなくて、複数出てきても案２を採用して、

議論しながら、協議しながら決めていくのはいかがというご意見ではあっ

たのですが、すみません、●●委員、まず私からちょっとお伝えさせてい

ただければと思うのが、案２でそれぞれＡからＥまで審査結果を作ってい

きまして、例えば各１－１、皆さん、Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅはいかがだった

でしょうかと、それを各自調整していくという作業を、例えば、４団体４

事業所から公募があった場合、この委員会としてもかなり時間を要するの

ではないのかなというところを当方としても意識しておりまして、委員会

自体のスムーズな展開を考えると、やはり、まずは一度点数化、素点化し

てしまって、その点数を基準とするということにしたほうが、後々説明を

求められたときにも説明しやすいかなというところもありまして、まずは、

複数出てきた場合は案３でいきたいかなと思っている次第なんですが、こ

れにつきましても、ほかの委員の皆様方いかがでしょうか。特にご意見ご

ざいませんか。●●委員いかがでしょうか。 

○委 員 複数出てきた場合、後で説明しやすいという意味においては、断然案３が 

やっぱりいいと思います。 

     一つこだわっているのは、やっぱり運営実績に重みがついていると、多数

出てきたときに、新規で出てきたところが著しく不利になるんじゃないか

なという点で、多数出てくるということは新規のところがたくさん出てく

るということなので、できたら、この重みづけは取っていただいたほうが

いいんじゃないかなと思います。 

○委員長 ありがとうございました。 

     ということで、複数出てきた場合は案３でお進めさせていただくという方

針は、まず決めさせていただければと思います。 

     それを踏まえた上で、●●委員から１－５の項目につきましての掛ける２

の重みづけにつきましては、今回、その新規性というところもぜひフラッ

トな状況で評価したいということで、掛ける２の重みづけをなくしてはど

うかというご提案がありましたが、いかがでしょうか、委員の皆様方。 

ここは、もう重みづけを取ってしまっても大丈夫ですかね。 

     ●●委員も、ここはもう掛ける２じゃなくてフラットでよろしかったでし 

ょうか。 

○委 員 １－５だけで、ほかの１－３や１－４は掛ける２を残したままということ

ですか。 
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○委員長 はい。今のところ、そちらに関しては意見が出ていない状況です。 

○委 員 ちょっと、その各項目がどういう評価になるのかは十分理解できておりま

せんけども、やはり、でも運営していただくからにはある程度の運営実績

というのは重視されてしかるべきかなとは思いますけれども。 

○委員長 ご意見どうもありがとうございます。 

     ここの掛ける２だけではなくて、ほかにも重みづけがありまして、そこに

つきましては、今、事務局よりご説明があったように、５年間の運営を任

せる上で、やはり財務状況についてだったりとか収支の計画というのは、

体力に該当する部分なのかなと思うので、事業継続という意味では重みづ

けとしても妥当なのかなと考えている次第なんですが、運営実績について

は、●●委員から、やはり継続する上でも運営実績というのは継続性を担

保する貴重な要素なのでというご意見をいただいております。 

     でも、そういう意味におきましては、重みづけをする、この運営実績の細

かな内容ではあるんですけれども、要は他の業務、他の事業を展開してい

ることも運営実績として評価していいということですかね。 

○事務局 他の運営実績と言いますと。 

○委員長 すみません。ちょっと言葉が不足しておりました。福祉関係といいますと、

事業としてもすごく広いかと思うんですが、そういう意味ではいろんな運

営実績の換算の仕方があるのかなと思うんですが、広く運営実績として、

例えばボランティアの組織として活動してきたみたいなのが評価できるみ

たいな。ただ、この指定を受けるセンター、事業に、すごくドンピシャな

というか、運営実績として評価するというよりかは、幅広くいろんな福祉

に関する、あるいは保健医療に関することを運営実績として私たちは評価

できるという基準でよろしかったですかね。 

○事務局 記載は当該事業、類似事業ということで記載しておりますけれども、その

辺は広くとっていただいても構わないと思います。 

○委員長 なるほど。ありがとうございました。 

     これは審査の書類の中にも、広く書いてくださいねみたいなことは書かれ

ていたりするんですかね。運営実績については。 

○事務局 これまで取り組んでおられる事業などについては資料にも記載しておりま

すので、類似事業だけでなく、そういった事業も見ていただいて評価して

いただければと思います。 

○委員長 なるほど。ありがとうございました。 

     ということで、今、貴重な議論が非常になされたのかなと考えているとこ

ろではあるんですが、運営実績については、やはり継続していく上では、

非常に重要な要素になるのかなと思っておりまして、この点につきまして

は、やはり重みづけをしたほうがいいのではないのかというご意見と、こ

れをすると新規はなかなかつらいのじゃないのかというご意見が出たわけ
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なんですが、ちょっとこれ以降の議論にも関連してくるんですが、どの団

体様にもプレゼンテーションしていただくということを課すか、課さない

かというところの議論なんですが、当方として今考えましたのは、やっぱ

りプレゼンテーションなんかをしながら、しっかりとヒアリングを行って

いって、書類記載の事項以外のところでも、運営実績についてはヒアリン

グの中で丁寧に聞き取りをしていく中で、その書面上に書かれていないよ

うな運営実績なんかもしっかり私たちは把握した上で、そういった団体様

を評価していくと。評価というのは言葉があまりよくないかもしれないで

すけれども、審査していくということを行っていく前提で、●●委員、掛

ける２というのは残しておいて、そこを丁寧に、私たちが今こうやって議

論させていただいたように、特定の運営実績があるからオーケー、ないか

らダメではなくて、その草の根的な活動も含めて、ヒアリングの中で丁寧

に聞き取りをしながら、それも我々は広く審査の中で拝見していくという

ような、丁寧さをそこに担保することによって掛ける２を残していきたい

なというのが原案なんですが、いかがでしょうか。 

○委 員 当該事業で（類似）ということなんですけども、この事業が当該事業と類

似事業というんじゃなくて、福祉事業全般の運営実績ということであれば、

基準を掛ける２にして重みをつけるのは納得いたします。 

○委員長 ありがとうございました。 

     ほかの委員も、そういった方向でよろしかったでしょうか。 

〔発言者なし〕 

ありがとうございます。 

     では、事務局にお願いしたいところではあるんですが、１－５の審査項目

につきましては、●●委員から今ご意見いただきましたように、当該類似

事業及び行事と書かれているんですが、もう少し裾野広く受け取っていた

だけるように、例えば、医療・保健・福祉……。 

○委 員 すみません。鳴尾老人福祉センターも北口保健福祉センター検診施設も同

じじゃなくて、私ちょっと鳴尾老人福祉センターだけを先に考えてしまい

まして、北口保健福祉センター検診施設のほうは非公募ですので、重みを

かけるのはもうすごく、逆にいいことだというのはおかしいんですけれど

も、重みを逆にかけるべきであって、そこを勘案してあるからこそ非公募

になっていると思うんです。鳴尾老人福祉センターのほうは公募をしてい

るんだから、新規で入っていただくということが前提になっていると考え

て、新規の方も参入しやすいように門戸を広げて公募にしているというこ

となので、当該事業というのをもっと広い社会福祉事業ぐらいの感じでし

ていただいたらいいかなと思ったんですけど、北口保健福祉センター検診

施設についてはもうこのままでいいと思います。 

○委員長 ありがとうございました。 
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     ただ、審査項目につきましては、一定統一といいますか、ほかの指定をす

るセンター等のことも今後また出てくることを考えると、一定の統一性が

あったほうがいいのかなとは思ってはいるんですが、原則、８ページにあ

ります審査項目比較表ですね、これで北口保健福祉センター検診施設と鳴

尾老人福祉センターというところで項目の違いなんかも当然あったりする

わけなんですけれども、事務局、これは鳴尾老人福祉センターに限って、

独自の項目を作っても大丈夫という認識でよろしかったですか。 

○事務局 はい。それぞれに項目を別で設けるということは可能だと考えております。 

○委員長 では、今の議論を総括しまして、案３の１－５につきまして、今回、鳴尾

老人福祉センターの項目につきましては、社会福祉事業及び行事、社会福

祉に関する等にしておきましょうか。社会福祉に関する事業及び行事の運

営実績についてという名称に変えていただき、掛ける２の重みづけはその

ままにしておくと。 

 北口保健福祉センター検診施設につきましては、原案のままの内容でお

願いするということにさせていただければと思います。 

     その他、委員の皆様方で各項目について、お気づきの点等ございますでし

ょうか。よろしかったでしょうか。 

○委 員 はい。 

○委員長 どうぞ、●●委員。 

○委 員 ただ、北口保健福祉センター検診施設のほうは多数が出てくることがない

ので、案３は採用されないですよね。申し訳ありません。 

○委員長 いえいえ、おっしゃるとおりです。そのとおりでした。申し訳ございませ

ん。非公募なので案１でいくと。 

     特に、委員の皆様方から、ご異論、ご意見等ございませんでしょうか。 

〔発言者なし〕 

○委員長 では、内容を整理させていただきたいと思います。 

     まず、非公募の北口保健福祉センター検診施設につきましては、案１、案

２ということ、どちらかという話だったのですが、先ほどもちょっとお伝

えしたように、案２の項目を全て委員会で１－１から４－２まで、例え一

つの機関であったとしても、委員の意見をすり合わせながら協議を行って

いくというのは、非常に時間的にも現実的ではないのかなと思っておりま

して、私としましては、案２の内容で委員の皆様方にはＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・

Ｅ、それぞれの項目でアルファベットをつけていただきながら、最終的に

それをざっと見たときに、全体ならＡかな、全体ならＢかなということで、

案１の審査結果のところに書き込んでいただくようなニュアンスといいま

すか、イメージで案１を採用するという形でもよろしいでしょうか。 

     つまり案１は採用しますが、委員の皆様方には１－１から１－５まで細項

目をまずはＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ、ちょっとイメージでふっていただいて、
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総括してまとめるならＡからＥまでのどれに当たるかということを書き込

んでいただく。加えて、特記事項に留意すべき点あるいは長所の部分も書

き込んでいただいて、留意すべき点につきましては、またそれを当該機関

に、事業体に返していって、意見として付していくというような段取りを

取らせていただければと思います。 

     複数公募があった場合につきましては、案３を採用させていただくと。 

     今回、鳴尾老人福祉センターにつきましては、１－５の表記内容を社会福

祉に関する事業及び行事の運営実績についてということで、１－５の表記

を変更していただくという形でお願いしたいと思います。 

 加えて、全ての公募につきまして、こちらでプレゼンテーションをお受 

けすると。そして、その内容を踏まえた上で評価・採点を行っていくと

いう流れですね。順番的にはそういう形になると思いますので、プレゼ

ンテーション込みでのお話とさせていただければと、委員長としては思

う次第です。 

     やはり、通って当たり前、その通らないことはないだろうという、慢心で

はないんですけれども、そういった気持ちで臨まれるよりも、委員を前に

プレゼンテーションと熱意のほうとも含めて語っていただくことによって、

より指定を受ける事業として、機関として、その決意を固めていただく時

にもしていただきたいなと思いますので、では、そちらのプレゼンテーシ

ョンも含めて行っていくという形でお願いしたいと思います。 

 細かな点ではあるんですが、複数の公募があった場合、案３を採用する 

という話になっておりますが、まず、案３につきましては、最低点は設

けないという方法でお願いしたいなと思っております。何点以下であれ

ば通さないとか、そういう話になってくると、またそちら議論が必要に

なってくると思うので、委員の皆様方が審査結果で配点あるいは評価し

ていただければという形にしていきたいと思います。 

 ●●委員からは、Ａ・Ｂ・Ｃ、こういったところの、それぞれの基準を 

どうしていくかというところにつきましては、これもまた細部の議論を

し出すとなかなか細かな議論が必要なのかなと思ってくるんですが、幸

い今回、委員の先生方、皆様方を見ていると、それぞれに背景色をお持

ちの先生方、委員の皆様方ですので、そこは各背景の専門性等々に照ら

し合わせてＡからＥまでの評価をつけていくというご理解という形でよ

ろしかったでしょうか。 

     ●●委員、お願いします。 

○委 員 複数の場合は案３で、そうでなかったら案２で、複数といっても２件の場

合とか３件の場合とかもあると思うんです。また１件の場合だったら、も

うどれでいくのかとか、複数は何件から複数にするのかとか、そこら辺も

ちょっと決めていただければと思います。 
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○委員長 ちょっと当方の説明が不十分だったのかもしれないんですが、まず１件の

みであれば案１でお願いしたいなと思います。 

     ただ、案１も５項目ある大項目をいきなりＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅで判断する

のはちょっと難しいかなと思いますので、そういったところを判断すると

きには案２の細項目でちょっとメモしていただきながら、案１に加えてい

ただきたいなと思います。 

 当方としましては、複数案件が２件以上出てきたら案３でいかせていた 

だければと考えております。 

     理由としましては、やはり競合した場合、その説明を求められた際、細か

くやはり点数で出ていて、ここの差によってこちらを採用したというよう

な結論づけを、複数出てきたとき、２件以上出てきたときにはもっていき

たいなと思っていますので、本来、丁寧な議論をするというのであれば、

２件ぐらいのところだと案２でやってもいいのかなと思うところはあるん

ですけれども、それとあと２件と３件があるときの違いは何なのだと言わ

れると、ちょっとこちらも苦しいところがありますので、もうシンプルに

２件以上出てきた場合には案３を採用させていただくという形をとらせて

いただければと思っております。よろしかったでしょうか。 

 最終的には総合評価、案１の場合だと総合評価で妥当か、妥当でないか 

という決定をしていくわけなんですが、妥当である、妥当でないにつき

ましては、もう各委員の先生、皆様方にしていただくというよりかは、

最終こちらで協議させていただいて決定する、結論を出すという形にし

ていきたいなと思います。 

     案３、複数出てきた場合は、事前に事務局で、こちらの点数の算出をお願

いすることは可能でしょうか。 

○事務局 はい。させていただきます。 

○委員長 つきましては、委員の先生方、複数出てきた場合、案３の素点の内容を一

度事務局にメール等で送っていただいて、それで素点の合計を出していた

だいて、それを元に審議を行っていくという流れになっていくかと思いま

すので、ちょっと提出のご協力のほう、よろしくお願いいたします。 

     以上の点につきまして、委員の皆様方から何かご意見ございませんでしょ

うか。 

     〔発言者なし〕 

     それでは、今の内容をもちまして、審査基準及び評価方法の決定とさせて

いただければと思います。 

     以後は、この内容に沿って、委員の皆様方には指定の審査を行っていただ

くという形になります。どうぞよろしくお願いいたします。 

     以上で、本日の予定は終了となりますが、次回委員会の予定、次回までの

確認事項等につきまして、事務局よりご説明の方、よろしくお願いいたし
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ます。 

○事務局 ～日程調整等～ 

○委員長 それでは、本日の委員会は、これで終了させていただきたいと思います。 

     ご協力どうもありがとうございました。 

〔午前10時53分 閉会〕 

 


