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平成 24 年度地域包括支援センター設置運営について 

 

1 担当圏域の見直し及び新たな圏域への対応について 

複数の日常生活圏域を担当圏域としている地域包括支援センター（以下「センター」という。）のう

ち、国基準の上限である高齢者人口 6,000 人を超えるセンター等の圏域について、下記のとおり見

直しを行うこととした。 

見直しにあたり、現在の受託法人が見直し後の新圏域のうち 1 つの圏域を引き続き受託し、それ

以外の圏域については、公募により受託法人を選定する方針とした。そのうえで、現在の受託法人

に対して、どの圏域を引き続き受託するか意向調査を実施し、その結果を踏まえ、（仮称）榴岡圏域、

（仮称）鶴ケ谷圏域、（仮称）六郷圏域、（仮称）七郷圏域、（仮称）袋原圏域について、設置運営法

人の公募を行った。公募の経過及び結果については別紙 1 のとおりである。 

 

現行 見直し後圏域 見直し後 対応 

東仙台中学校区 （仮称）東仙台 現受託法人が引き続き受託 
東仙台 

原町小学校区 

宮城野小学校区、東宮城野小学校区
（仮称）宮城野 現受託法人が引き続き受託 

榴岡 榴岡小学校区、 

連坊小路小学校区等 
（仮称）榴岡 公募を実施 

岩切中学校区 （仮称）岩切 現受託法人が引き続き受託 
岩切 

鶴谷中学校区 

（安養寺１丁目及び自由ヶ丘を除く） 
（仮称）鶴ケ谷 公募を実施 

小松島 幸町中学校区、 

安養寺１丁目及び自由ヶ丘 
（仮称）小松島 現受託法人が引き続き受託 

六郷中学校区 （仮称）六郷 公募を実施 
六郷 

沖野中学校区 （仮称）沖野 現受託法人が引き続き受託 

七郷中学校区 （仮称）七郷 公募を実施 
荒浜 

蒲町中学校区 （仮称）蒲町 現受託法人が引き続き受託 

東四郎丸小学校区、四郎丸小学校区 （仮称）四郎丸 現受託法人が引き続き受託 

袋原小学校区 （仮称）袋原 公募を実施 東中田 

中田小学校区の一部 

西中田 柳生中学校区、中田小学校区の一部
（仮称）西中田 現受託法人が引き続き受託 
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2 見直し対象以外の 37 センターの設置運営業務委託方針について 

平成 24 年度の地域包括支援センター設置運営業務のうち、１に示す見直し対象以外の 37 センタ

ーについては、昨年 10 月から 11 月にかけて実施した「事業評価」の結果、昨年 11 月 18 日付で現

在の受託法人を対象に実施した「センター設置運営業務受託に係る意向調査」の回答内容、昨年

12 月 26 日及び今年 2 月 1 日に開催した仙台市介護保険審議会地域包括支援センター運営委員

会での審議等を踏まえ、今年度の委託先法人（別紙 2 のとおり）に引き続き委託する方針である。 

 

理由 

①現在の利用者や関係のある医療・福祉関係者と継続して関係を築くことができる。 

②これまで培ってきた実績や経験、高齢者や地域とのつながりを活かせる。 

 

 

3 契約期間の複数年化について 

センター設置運営事業委託契約について、平成 18 年度以降、高齢者人口の推移や制度改正等

の状況に応じ、委託内容について年度毎の見直しが必要であるという理由から、契約期間を 1 年間

（当該年 4 月 1 日～翌年 3 月 31 日）とする単年度で契約を行ってきたが、設置から 6 年が経過し、

センターの運営も安定してきたことから、次期高齢者保健福祉計画（介護保険事業計画）の計画期

間（24～26 年度）に合わせ、契約期間の複数年化を実施する。 

このことにより、職員の安定的な雇用や、センター事務の軽減につながるほか、各センターがこれ

まで以上に地域と連携した、きめ細かで継続的な活動を行えるようになるものと考えている。 

なお、公募により設置運営法人を新たに選定し、平成 24 年 4 月から増設予定の 5 センターにつ

いては、当面は運営状況を確認する必要があるため、24～26 年度は単年度契約とすることを想定し

ている。 

また、花京院地域包括支援センターを受託している全国労働者共済生活協同組合連合会宮城

県本部（以下、「全労済宮城県本部」という）においては、消費生活協同組合法の改正に伴い（平成

20 年 4 月 1 日施行）、一定規模以上の共済事業を行う消費生活協同組合は、他の事業との兼業を

行うことが禁止されることとなった（平成 25 年 3 月末までの経過措置あり。）ため、平成 25 年度以降、

全労済宮城県本部として受託できなくなることから、平成 24 年度は単年度契約を締結することとす

る。 
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地域包括支援センター設置運営事業受託法人公募の経過及び結果について 

 

公募対象圏域 

エリア 担当地域 高齢者人口 

<宮城野区> 

榴岡圏域 

現在の榴岡地域包括支援センターが担当している圏域の一

部（宮城野中学校区のうち榴岡小学校区及び東六番丁小学

校区、東華中学校区のうち榴岡小学校区、蓮坊小路小学校

区及び南小泉小学校区） 

4,101 人 

（高齢化率 15.7％） 

<宮城野区> 

鶴ケ谷圏域 

現在の小松島地域包括支援センター及び岩切地域包括支

援センターが担当している圏域の一部（鶴谷中学校区のうち

安養寺一丁目及び自由ヶ丘を除く） 

3,386 人 

（高齢化率 34.1％） 

<若林区> 

六郷圏域 

現在の六郷地域包括支援センターが担当している圏域の一

部（六郷中学校区） 

3,052 人 

（高齢化率 23.3％） 

<若林区> 

七郷圏域 

現在の荒浜地域包括支援センターが担当している圏域の一

部（七郷中学校区） 

2,249 人 

（高齢化率 15.5％） 

<太白区> 

袋原圏域 

現在の東中田地域包括支援センターが担当している圏域の

一部（袋原小学校区） 

2,928 人 

（高齢化率 20.3％） 

※「高齢者人口」及び「人口」は平成 23 年 10 月現在の推計値 

 

公募の流れ 

①募集説明会：12 月 22 日（木） 

34 法人の参加があり、事務局から募集要項等について概略説明を行った。 

 

②質問の受付・回答：12 月 23 日（金）～12 月 26 日（月）受付、12 月 28 日（水）回答 

4 法人からのべ 10 問の質問が寄せられ、回答を仙台市ホームページにて公表した。 

 

③応募の受付：1 月 10 日（火）・11 日（水） 

社会福祉法人、医療法人、株式会社等 20 法人から、のべ 26 圏域に対する応募があった。 

 

④書類審査：1 月 12 日（木）～16 日（月） 

応募書類の記載内容をもとに、書類審査を行った。 
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⑤面接審査：1 月 18 日（水）・23 日（月）・25 日（水） 

すべての応募法人に対し、面接審査を行った。審査は、応募法人によるプレゼンテーションの後、

各審査員からの質疑応答により実施した。面接審査終了後、各審査員が評価項目ごとに 4段階（A
～D）評価を行い、これを点数化し、審査員全員の平均点に基づいて選定した。 

 

【審査員】保険高齢部長、介護予防推進室長、介護保険課長、各区家庭健康課長、同障害高齢課長 

 

評価項目 配点（点） 

①安定した運営管理を行う能力 20 

②地域包括支援センターを運営するにあたっての総合的な取組 10 

③運営体制 35 

④事業コンセプト 35 

合計 100 

 

面接審査の結果について、本日開催された仙台市地域包括支援センター運営委員会に提示し、選

定内容等について承認を得たうえで、選定法人を最終的に決定した。 

 

選定した法人 

応募圏域 選  定  法  人 

榴岡圏域 テルウェル東北株式会社 

鶴ケ谷圏域 社会福祉法人 カトリック児童福祉会 

六郷圏域 社会福祉法人 杜の里福祉会 

七郷圏域 社会福祉法人 愛泉会 

袋原圏域 社会福祉法人 仙台ビーナス会 

 

選定結果については、結果に関わらず、すべての応募法人に文書で通知するとともに、選定された

法人名及び審査の概要を仙台市ホームページにて公表した。 

 

今後の流れ 

平成 24 年 4 月 1 日からの開設に向け、以下の作業を行う予定である。 

◇2 月中 ・センターの名称の決定 

◇3 月中 ・準備状況確認のための現地調査 

             ・契約締結及び指定介護予防支援事業者指定に向けての書類作成 

◇4 月 1 日 ・設置運営業務委託契約締結 

 ・指定介護予防支援事業者指定 

   ※事務引継ぎは、4 月 1 日以降、順次行う方針である。 



　五橋 （社福）仙台市社会福祉協議会 980-0022 青葉区五橋2-12-2　仙台市福祉プラザ7F 716-5460

　上杉 （財）周行会 980-0802 青葉区二日町13-22 カルコス仙台ビル302 221-5569

　国見 （社福）国見会 980-0871 青葉区八幡4-2-1 早美ビル102号 727-8923

　木町通 （社福）仙台福祉サービス協会 980-0801 青葉区木町通2-3-22 内海ビル1F 728-7830

　双葉ヶ丘 （社福）無量壽会 981-0924 青葉区双葉ヶ丘2-9-2 275-3881

　葉山 （社福）仙台市社会事業協会 981-0917 青葉区葉山町8-1 273-4910

　台原 （社福）仙台市社会福祉協議会 981-0903 青葉区台原森林公園1-3 727-5360

　花京院 全労済 980-0004 青葉区宮町2-2-6　アルデール宮町101号 716-5390

　大倉 （社福）共和会 989-3213 青葉区大倉字大原新田26-12 391-2161

　あやし アサヒサンクリーン（株） 989-3126 青葉区落合4-2-22 392-2230

　国見ヶ丘 （社福）東北福祉会 981-0952 青葉区中山1-18-3 303-3805

　南吉成 （社福）大石ヶ原会 989-3204 青葉区南吉成7-14-1 719-5733

　桜ヶ丘 （社福）こーぷ福祉会 981-0961 青葉区桜ヶ丘2-19-1　みやぎ生協1階　（H22.6.14移転） 303-5870

　小松島 （社福）仙台キリスト教育児院 981-0906 青葉区小松島新堤7-1 233-6954

　岩切 （社医）康陽会 983-0821 宮城野区岩切字稲荷14 255-2524

　東仙台 アサヒサンクリーン（株） 983-0038 宮城野区新田3-28-20 782-3511

（仮称）宮城野 テルウェル東北（株）

　高砂 （社福）仙台市社会福祉協議会 983-0014 宮城野区高砂1-24-9 388-7828

　福田町 （社福）宮城厚生福祉会 983-0021 宮城野区田子字富里223 388-6101

　燕沢 （社福）カトリック児童福祉会 983-0822 宮城野区燕沢東3-8-10 388-3690

（仮称）榴岡

（仮称）鶴ヶ谷

（仮称）沖野 （社福）杜の里福祉会 984-0841 若林区上飯田1-22-23サンハイツ横堀101　（H23.6.1移転） 289-2111

　河原町 （株）ツクイ 984-0816 若林区河原町2-4-2  アルファ河原町1F 262-1180

（仮称）蒲町 （社福）愛泉会

　遠見塚 （社福）敬長福祉会 984-0823 若林区遠見塚1-14-30 781-3877

（仮称）六郷

（仮称）七郷

　愛宕橋 アースサポート（株） 982-0841 太白区向山4-19-10　共立愛宕橋ビル1F 215-8822

　八木山 アースサポート（株） 982-0821 太白区松が丘33-22　八木山ショッピングプラザB-1 229-0811

　西多賀 （株）ベネッセスタイルケア 982-0034 太白区西多賀1-16-25 307-3383

　長町 テルウェル東北（株） 982-0011 太白区長町5-3-20  東日本仙台長町ビル1F 304-2154

　郡山 （社福）仙台市社会福祉協議会 982-0003 太白区郡山字行新田9-5 748-0455

　山田 （社福）仙台福祉サービス協会 982-0805 太白区鈎取本町1-17-33  ガーデンハイツアイハラⅢ1F 307-4440

　西中田 （社福）仙台ビーナス会 981-1105 太白区西中田3-23-3  ハイツ安久B-103 741-5290

（仮称）東中田 （社福）仙台ビーナス会 981-1101 太白区四郎丸字大宮46 242-6351

　富沢 テルウェル東北（株） 982-0012 太白区南大野田24-4　メゾンドエイコーⅡ105号　（H23.4.1移転） 748-0503

　茂庭 （社福）宮城県福祉事業協会 982-0252 太白区茂庭台2-15-20 281-4115

　秋保 （社福）宮城ろうふく会 982-0243 太白区秋保町長袋字清水久保51-4 399-2205

（仮称）袋原

　泉中央 （社福）愛泉会 981-3131 泉区七北田字道24-2 372-8079

　寺岡 （医）松田会 981-3217 泉区実沢字立田屋敷17-1 378-8886

　松森 （医）社団清山会 981-3111 泉区松森字下町8-1 772-6220

　南光台 （財）宮城厚生協会 981-8003 泉区南光台3-2-12　本間ハイツ101号 728-8500

　虹の丘 （社福）虹の会 981-8007 泉区虹の丘1-10-6 373-9333

　根白石 （社福）幸生会 981-3217 泉区実沢字橘川屋敷1 376-8310

　将監 （社福）愛泉会 981-3132 泉区将監11-11-8 772-5501

　向陽台 （医）社団清山会 981-3102 泉区向陽台4-7-14　伊藤コーポ102号 343-1512

　八乙女 アースサポート（株） 981-3135 泉区八乙女中央4-2-31　八乙女STビル101 773-3611

公募を実施　⇒　（社福）愛泉会

公募を実施　⇒　（社福）仙台ビーナス会

青
葉
区

平成24年度 地域包括支援センター 一覧

区名 センター住所 電話番号法人名センター名

調整中

調整中

※（社福）…「社会福祉法人」、（株）…「株式会社」、（医）…「医療法人」、（財）…「財団法人」、（社医）…「社会医療法人」

泉
区

宮
城
野
区

若
林
区

太
白
区

公募を実施　⇒　テルウェル東北（株）

公募を実施　⇒　（社福）カトリック児童福祉会

公募を実施　⇒　（社福）杜の里福祉会
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